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医療職と介護・福祉職が連携してこそ 
真の在宅NSTが始まる 

医療法人 西山医院 

西山 順博 

～４歳になった『大津市PEG地域連携パス』と  
        産声をあげた『おうみ在宅療養連携シート』～ 



滋賀県二次保健医療圏 滋賀県面積：4,017 Km2 

  

滋賀県：141万人強 
大津市：34万人強(約24%) 
  

大津市の高齢化率(65歳以上) 

 22.0%(全国の高齢化率は24.4%) 
  

滋賀県には7つの 
 二次保健医療圏がある 
大津市医師会は 
     開業会員：約230名 
     勤務医会員：約200名 
 これに加え 
  滋賀医大医師会 
  大津赤十字病院医師会がある 



医療職と介護・福祉職が連携してこそ 
真の在宅NSTが始まる 

 ①ネットワークの設立 

  胃瘻(PEG)の最近の話題 

  『胃瘻(PEG）は延命治療？』『PEGのジレンマ！！』 

  『もし、あなたが摂食嚥下障害になったら？』 
    ～正しい知識を啓発してください～ 

 ②滋賀県大津市での地域連携の取り組み  

  4歳になった『大津市PEG地域連携パス』 

  産声をあげた『おうみ在宅療養連携シート』 

 ③あなたの最後(最期)の晩餐は？ 



滋賀PEGケアネットワーク 2004年発足 

 滋賀PEGケアネットワークは単に勉強会を開くことを目標とするの
ではなく、推進施設を中心に、サテライト施設（長期療養型施設・診
療所・訪問看護ステーション・グループホームなど）との関連を密とし、
胃瘻患者管理の質的向上を計り、一括管理することにより緊急時に
対応可能な組織作りを目標としている。 
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推進施設 
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滋賀県NSTネットワーク 2007年発足 

 滋賀県NSTネットワークは2006年8月に滋賀NST連絡協議会を行い、 
2007年2月に発足した。滋賀県下の患者さんに、多職種が協力し、 
継続した栄養管理が行え、在宅でも格差のないサービスが提供できる 
ようなネットワークを目指している。 
 滋賀県下にてNSTを積極的に導入している施設のNSTシステムをより 
多くの施設、診療所に紹介し、これから稼働を考えている施設には 
そのノウハウを伝達し、病病連携、病診連携、診診連携の中でどのような
栄養管理が実践できるかの提案を行っている。 
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特養ホームを良くする市民の会 

胃ろう造設者のQOL 
全国アンケート 

2012年 2月-7月 



摂食嚥下機能の老化と介護度の関係 

年齢 

7正常範囲 

6軽度問題 

5口腔問題 

4機会誤嚥 

3水分誤嚥 

2食物誤嚥 

1唾液誤嚥 

通常の老化 

臨床的重症度分類（才藤ら） 

 PEG造設の適応と造設のタイミングについて 

PEG 

通常の老化 

PEG 



PEGの適応疾患 
①小児科領域；脳性マヒなど 

 

②脳血管障害；脳出血、脳梗塞 

     ・嚥下障害⇒リハビリでPEGからの離脱も可 

 

 

③神経筋疾患；パーキンソン病、ALSなど 

     ・嚥下障害⇒薬剤投与ルートとして有用 

 

 

 

④誤嚥性肺炎；嚥下障害 

 

⑤認知症/老衰；摂食障害 

 

⑥頭頚部癌/食道癌；周術期栄養管理 

 

⑦癌性腹膜炎；減圧目的 

終末期の延命治療？ 

 

 

 

 

     ・平均寿命を超える発症では経口摂取併用も困難？ 

 

 

 

     ・進行性の疾患であり高齢発症の場合どう考えるか？ 
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もし、あなたが 
摂食嚥下障害になったら 

PEGをしますか？ 



 
・僕は食いしん坊だから、 
 餓死だけは避けたい！ 
 PEGにしてください！！ 
 
  

・食べすぎ、メタボは脳卒中のリスクです！ 
・生涯、自分の口から食事ができるように、
機能的口腔ケア・嚥下リハを早い段階で 
取り入れましょう！ 



・そんな延命治療は受けたくない！ 
 PEGは拒否します！！ 
 
 ・PEGを延命治療としてではなく。 
緩和治療として受け入れてもよいので
はないでしょうか？また、キュアでなく、
ケアの一つとして受け入れられないも
のでしょうか？ 



・私は、受けたくないが、 
 両親には受けさせてあげたい！ 
 
・自分がしてほしくない医療は家族・他人も
してほしくないのでは？ 
・あなたは本当にPEGが嫌なの？それよりも、
介護・看護を受け入れられないのでは？ 
私だったら、PEGよりも家族・他人にオムツ
を変えてもらったり、体を洗ってもらうほう
が絶えれない！ 



医療職と介護・福祉職が連携してこそ 
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当院の検査件数（2007年8月～2013年4月）   

上部消化管内視鏡検査：昨年858件 
  4712件（経鼻：2061件、経口：2651件） 
下部消化管内視鏡検査：昨年355件  年間：1213件 
  1931件（検査のみ：1535件、内視鏡治療：396件） 
胃ろう交換：昨年52件 
  351件（医院にて：84件、在宅にて：267件） 

info@nishiyama-iin.com 
http://www.nishiyama-iin.com 



胃瘻交換 
報告書 



（株式会社 
     メディコン） 

「PEGアセスメントハンドブック」 
（監修：滋賀PEGケアネットワーク 2007年春） 

『PEGアセスメントハンドブック』(株)メディコン 

（監修：滋賀PEGケアネットワーク 2012年春に改定） 



栄養評価 
報告書 



喉頭内視鏡検査 
報告書 

  

ＰＥＮＴＡＸ FP-7RBS2 
（PEGスコープ）にて 



在宅でPEG交換を行った40名に対して 

PEGスコープを用いて咽喉頭内視鏡を施行 

問診だけでは 2食物誤嚥 でしたが・・・ 

7名に口腔ケアの強化を指導 

3名を摂食嚥下外来へ紹介し 

              →直接嚥下訓練開始 



前田クリニック  前田俊英先生  御侍史 
  

 いつもお世話になります。本日、在宅にてPEG交換させていただきました。 
 PEGの管理はまずまずですが、漏れ１とカテーテルが足側に傾く癖があり、 
9時から3時に肉芽２がみられました。注入後のふき取り、漏れが多い場合はYパフを勧めておき
ました。また、注入中は12時にカテーテルが倒れるように、接続チューブを固定することによりに
肉芽は改善するものと考えますが、肉芽３になるようであれば、リンデロンVの塗布の指示をお
願いします。 
 栄養管理につきましては体重：34.4kg、BMI：17.3と前回と変化ありません。 100歳を超え、覚
醒はしておられますがほぼ寝たきりであり、 
計算上は必要カロリー：700-800Kcal /日、必要水分：1200ml/日となり、 
現在のラコール700Kcalは妥当かもしれません。 
 しかし、ラコールは他製品（薬品）に比べのビタミン・ミネラルは充実していますが、1600Kcal/
日投与ではじめて充足されるものです。ちなみに水分量は700Kcal なら560ml（80%）となります。
なお、薬品扱いのものはNa/Clが少なくなっています。この点に御留意いただき、追加水の一
部を腎機能が許せば、クランベリージュースや野菜ジュースへの変更を検討いただいてはいか
がでしょうか。 
 また、家族とお話しし、最近は午前中デイケアを利用され、朝の注入時間を短縮したいとのこ
とでしたので、食品にはなりますが、ハイネゼリーアクアをお勧めしましたところ、サンプルを試し
てみるとのことです。 
 腎機能含め、栄養セットにて本日採血しています。結果でましたらご連絡します。 

 御紹介いただき、ありがとうございました。     



高齢者・在宅医療にこそ必要な 
  

栄養管理 
 
 



｢地域連携パス｣の作成・推進体制 
大津保健医療圏における



滋賀県大津市での 
       地域連携の取り組み 
 
＊PEG地域連携パスの稼働（2008年12月より） 
  
  

 ・胃瘻評価スケール・フローチャート 
  

 ・PEG地域連携パス使用の手引き 
  

 ・滋賀県医師会栄養管理セット検査 

 



PEG患者回診のおともには 
  

胃瘻評価スケールと胃瘻ケアフローチャートを 
  

お忘れなく！ 
 

カテーテル管理と瘻孔管理 
 

～基本ケアからトラブル対処法まで～ 
 



医療法人 西山医院 

胃瘻評価 
   スケール 



胃瘻ケアフローチャート（2009年7月改定） 



滋賀県大津市での 
       地域連携の取り組み 
 
＊PEG地域連携パスの稼働（2008年12月より） 
  
  

 ・胃瘻評価スケール・フローチャート 
  

 ・PEG地域連携パス使用の手引き 
  

 ・滋賀県医師会栄養管理セット検査 

 



大津市医師会のホームページにも掲載 



滋賀県大津市での 
       地域連携の取り組み 
 
＊PEG地域連携パスの稼働（2008年12月より） 
  
  

 ・胃瘻評価スケール・フローチャート 
  

 ・PEG地域連携パス使用の手引き 
  

 ・滋賀県医師会栄養管理セット検査 

 



＊PEG患者回診 
  

＊簡単な診察（触診） 

  

 ① 『こんにちは～』 
 ② 『あーして』口腔内の観察 
 ③ 『ゴックンして』嚥下の状態 
 ④ 簡単な診察（触診） 
 ⑤ そして、『お腹みせてねー』PEGの観察 
  

  

   （０：正常、１＋：軽度、２＋：中等度、３＋：高度) 

 ① 皮下脂肪の減少 
 ② 筋肉の消失 
 ③ 浮腫（下腿・仙骨部） 
 ④ 腹水 



皮下脂肪の減少（三頭筋・胸部） 

Total Nutritional Therapy Clinical Case Support より抜粋 



筋肉の消失（四頭筋・三角筋） 

Total Nutritional Therapy Clinical Case Support より抜粋 



浮腫（下腿・仙骨部） 

Total Nutritional Therapy Clinical Case Support より抜粋 



ODAとは 
 ODA(objective data assessment)とは、 

客観的栄養評価であり、身体計測や血液生化学検査、 
尿生化学検査、免疫能、機能検査など種々の検査 
データに基づいて、患者さんの栄養状態を客観的に 
評価します。 
  

 ＊身体計測 
 ＊血液・尿生化学的検査 
 ＊免疫能 



 総リンパ球数 
    （total lymphocyte count:TLC） 

免疫能の評価 

基準値   ： 1800以上 
軽度不良  ： 1500‐1799 
中等度不良  ： 900‐1499 
高度不良  ： 900未満 

TLC＝白血球数×リンパ球（％）／100 



 O-PNI 
 （Prognostic Nutrition Index 小野寺） 

栄養状態の評価 

O-PNI＝(10×Alb)＋(0.005×TLC) 

基準値    ：45以上 
軽度不良   ：40‐45 
中等度以上不良 ：40未満 



Harris-Benedict式による 
  安静時基礎代謝量（BEE）の算出  

 

66.47+13.75×体重(kg)+5.003×身長(cm)－6.775×年齢 

655.1+9.563×体重(kg)+1.850×身長(cm)－4.676×年齢 

男性 

女性 

必要エネルギー量＝BEE×活動係数×傷害係数 
必要水分量（ml）＝現体重（ｋｇ）×35 

身長は初回測定値を流用、身長の単位に注意 
体重測定が困難な場合は18×身長（ｍ）×身長（ｍ） 



必要エネルギー量の算出（Harris-Benedict式により） 

必要エネルギー量＝BEE×活動係数×傷害係数 

活動係数 寝たきり（意識低下状態）：1.0  

 寝たきり（覚醒状態）：1.1 ベット上安静：1.2 
 ベット外活動：1.3‐1.4  
 一般職業従事：1.5‐1.7 

傷害係数 （何もなければ：1.0） 

 体温（37℃：1.1 38℃：1.2 39℃：1.3 40℃：1.4） 
 感染症（軽度）：1.2 感染症（高度）：1.5  
 褥瘡：1.2  COPD:1.1‐1.3 癌：1.1‐1.3 



Harris-Benedict式にて1000Kcal/日 
 

エネルギー比率は？ 
  

体重が40Kgで、異化が亢進している方は 
1.1-1.2を掛け合わせ、 

44-48g/日（176-192Kcal/日）の 
蛋白質が必要！ 

脂質は必要カロリーの20-25% 
200-250Kcal/日（22-28g/日） 

残りが炭水化物 



医薬品扱いの栄養剤組成表（1,000Kcal 投与時） 
エンシュア ラコールNF ツインラインNF 推奨量 上限量 

蛋白質 g ３５ ４４ ４１ 

脂質 g ３５ ２２ ２８ 

糖質 g １３７ １５６ １４７ 

食物繊維 g １０ 

ビタミンA μgRE ７５１ ６２０ ６２０ ８００ ２７００ 

ビタミンB1 mg １．５０ ３．８０ ２．０ １．２０ 

ビタミンB2 mg １．７０ ２．４５ ２．２５ １．３０ 

ビタミンC mg １５２ ２８１ ２２５ １００ 

ビタミンK mg ７０ ６２.５ ６２．５ ７５ 

カルシウム mg ５２０ ４４０ ４４０ ７００ ２３００ 

鉄 mg ９．０ ６．３ ６．３ ７．０ ５０ 

銅 mg １．００ １．２５ ０．２３ ０．８０ １０ 

亜鉛 mg １５．０ ６．４ ９．４５ １１．０ ４０ 

クロム μg ３ ３５ 

セレン μg ２５ １２ ３０ ２６０ 

塩分 g ２．０ １．９ １．７５ ９．０ 



家庭で使えるサプリ食材 
ビタミン・ミネラル サプリ食材 
塩分 食塩・醤油・味噌 

ビタミンA 青汁・卵黄・野菜ジュース・抹茶 

ビタミンB1 卵黄・スキムミルク 

ビタミンB2 卵・スキムミルク 

ビタミンC 100%果物ジュース・青汁 

ビタミンK 納豆・つるむらさき・かぶの葉 

カルシウム 牛乳・乳製品・青汁 

鉄 卵・きなこ 

銅 ココア・牛乳 

亜鉛 卵黄・抹茶・ココア・牡蠣 

クロム 肉・チーズ・チョコレート 

セレン 卵・スキムミルク 

食物繊維 青汁・野菜ジュース・きなこ・ココア 



医薬品扱いの栄養剤組成表（1,000Kcal 投与時） 
エンシュア ラコールNF ツインラインNF 推奨量 上限量 

蛋白質 g ３５ ４４ ４１ 

脂質 g ３５ ２２ ２８ 

糖質 g １３７ １５６ １４７ 

食物繊維 g １０ 

ビタミンA μgRE ７５１ ６２０ ６２０ ８００ ２７００ 

ビタミンB1 mg １．５０ ３．８０ ２．０ １．２０ 

ビタミンB2 mg １．７０ ２．４５ ２．２５ １．３０ 

ビタミンC mg １５２ ２８１ ２２５ １００ 

ビタミンK mg ７０ ６２.５ ６２．５ ７５ 

カルシウム mg ５２０ ４４０ ４４０ ７００ ２３００ 

鉄 mg ９．０ ６．３ ６．３ ７．０ ５０ 

銅 mg １．００ １．２５ ０．２３ ０．８０ １０ 

亜鉛 mg １５．０ ６．４ ９．４５ １１．０ ４０ 

クロム μg ３ ３５ 

セレン μg ２５ １２ ３０ ２６０ 

塩分 g ２．０ １．９ １．７５ ９．０ 

1000Kcal/日のタンパク量は 
   A社：35.0g 
   O社：44.0g 
1000Kcal/日の脂質量は 
   A社：35.0g 
   O社：22.0g 



マルトデキストリン 

砂糖 

食物繊維 1 2g*  
  グァー 物 
   寒天 

オリゴ糖  0.25g* 

   ラクトスクロース 

n-6系 肪酸源 
として 油 

n-3系脂肪酸源 
としてシソ油 
n-6：n-3＝3：1 

ＭＣＴ 
全 肪の約20％ 

 *100kcalあたりの含有量 

乳カゼイン 

コラーゲン 

加水分解物 
デキストリン

維 1 2g*

物

糖 0.25g*

クロース

n-6系
として

n-3系脂肪
としてシソ
n-6：n-3＝

ＭＣＴ
全 肪の

乳カゼイ

コラーゲ

加水分解
タンパク質 

20％ 

炭水化物 
60％ 

15.7g * 

脂 質 
20％ 20％
2.3g * 

20％

脂 質

％％
5.0g * 

ハイネゼリー、ハイネゼリーAQUA 

三大栄養素の特徴 



家族 
 
 患者 

療養型 
病院 

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘ指導 

地域連携型PEG・NSTを行うにあたり 
１．連携情報の記録 

２．退院時関係者会議 

３．地域での栄養アセスメントの継続 

４．変化・異常時のコンサルト体制 

 

病院 
NST 

在宅介護 

かかりつけ医院 在宅薬局 

訪問看護ステーション 

行政 

保健所 

宅配食企業 

食品製薬企業 

訪問栄養指導 

医師  看護師 
栄養士 薬剤師 臨床検査技師  
理学療法士 言語聴覚士 
作業療法士 歯科衛生士 
ソーシャルワーカー（MSW） 

委託検査機関 

ケアマネージャー 





（株）近畿予防医学研究所（近畿予研） 
（株）メディック が協力に名乗りを上げてくれました！！ 



大津保健医療圏 PEG協力施設一覧 （71施設） 
（2012年2月現在） PEG造設交換施設   ９施設 

・大津赤十字病院 
・大津市民病院 
・社会保険滋賀病院 
・大津赤十字志賀病院 
・滋賀医科大学医学部 
  附属病院 
・医療法人 華頂会 
  琵琶湖養育院病院 
・打出病院 
・琵琶湖大橋病院 
・特定医療法人 明和会 
  琵琶湖病院 

PEG交換施設   １１施設 
・医療法人 良善会 ひかり病院 
・いのうえ内科クリニック 
・上原医院 
・金田医院 
・曽田医院 
・西山医院 
・はえうち診療所 
・林診療所 
・日吉台診療所 
・ほんだクリニック 
・南大津クリニック 

・坂本医院 
・坂本民主診療所 
・瀬古内科クリニック 
・瀬田医院 
・膳所診療所 
・高岡医院 
・たかはし小児科循環器科医院 
・高山クリニック 
・田中診療所 
・谷医院 
・玉川医院 
・波田内科医院 
・ハッピーねもとクリニック 
・浜本内科 

PEG管理施設・かかりつけ医院   ５１施設 
・医療法人 藤樹会 滋賀里病院 
・医療法人 緑生会 中山病院 
・医療法人 幸生会 琵琶湖中央病院 
・石場診療所 
・伊藤医院 
・井上医院 
・仰木の里クリニック 
・大西医院 
・大西クリニック 
・大道医院 
・おち医院 
・金谷クリニック 
・上田上診療所 
・かわむら医院 
・北雄琴クリニック 
・きづみのるクリニック 
・くろづ外科医院 
・小泉医院 
・小西医院 
・湖山クリニック 
・坂部医院 
・さかもと医院 
・ひぐちクリニック 

・山口医院 
・山中医院 
・祐森クリニック 
・吉田医院 
・吉徳医院 
・レイクサイドクリニック 

・ひらた医院 
・ふくた診療所 
・藤井医院 
・藤岡内科医院 
・藤野医院 
・本郷クリニック 
・まつだ医院 
・重永医院 



医療者用(表面) PEG地域連携パス(診療スケジュール） 



医療者用(裏面) 診療の詳細 他 



患者用(表面) 造設/交換後の診療スケジュール 
（管理施設・かかりつけ医院） 



  

患者用(裏面) トラブル対処方法と注意事項 （P135） 
  



『PEGのある生活を支援する地域連携』を応援します 

PEGL Net  Vol.4   2009.09. 

（大塚製薬工場） 



訪問ﾘﾊﾋﾞﾘ指導 

三方よしの理念 

急性期病院 
NST 

かかりつけ医院 

在宅薬局 

訪問看護ステーション 

行政 保健所 

宅配食企業 

食品・製薬企業 

訪問栄養指導 

医師 歯科医師 看護師 
栄養士 薬剤師 臨床検査技師  
理学療法士 言語聴覚士 
作業療法士 歯科衛生士 
ソーシャルワーカー（MSW） 

委託検査機関 

歯科医師・歯科衛生士(訪問) 

在宅介護職員（介護福祉士・ヘルパー） 

三方は どの立場？ 
  どの職種？ 
  どの業者？ 

ケアマネージャー 

家族 
 
 患者 

療養型 
病院 



滋賀の医療福祉に関する県民意識調査 
滋賀県医療福祉推進課（平成24 年7 月25 日～8 月13 日） 



訪問ﾘﾊﾋﾞﾘ指導 

在宅療養に携わっている方々 

急性期病院 
NST 

かかりつけ医院 

在宅薬局 

訪問看護ステーション 

行政 

保健所 

宅配食企業 

食品・製薬企業 

訪問栄養指導 

医師 歯科医師 看護師 
栄養士 薬剤師 臨床検査技師  
理学療法士 言語聴覚士 
作業療法士 歯科衛生士 
ソーシャルワーカー（MSW） 

委託検査機関 

歯科医師・歯科衛生士(訪問) 

在宅介護職員（介護福祉士・ヘルパー） 

ケアマネージャー 

家族 
 
 患者 

療養型 
病院 

患者(利用者)・家族よし 
医療・福祉従事者よし 

世間よし   三方よし 
民生委員 ボランティア ご近所さん 宗教家 高齢者住宅 

包括支援センター 

福祉用具 



滋賀県大津市での 
       地域連携の取り組み 
 
＊おうみ在宅療養連携シート構想 
            （2012年4月より） 
  
  

・2012年4月：大津市三者会にて提案→試験稼働開始 
  

・2012年10月：大津市医師会在宅療養推進委員会結成 
  

・2012年11月：第一回大津市医師会在宅療養推進委員会開催 
 

・2013年1月12日(土)14時～16時：琵琶湖ホテル『ローズ』 
     ：在宅療養支援研究会にてお披露目 







おうみ在宅療養連携シート 
理念『こころの平安』 Web 

 



 





医療職と介護・福祉職が連携してこそ 
真の在宅NSTが始まる 

 ①ネットワークの設立 

  胃瘻(PEG)の最近の話題 

  『胃瘻(PEG）は延命治療？』『PEGのジレンマ！！』 

  『もし、あなたが摂食嚥下障害になったら？』 
    ～正しい知識を啓発してください～ 

 ②滋賀県大津市での地域連携の取り組み  

  4歳になった『大津市PEG地域連携パス』 

  産声をあげた『おうみ在宅療養連携シート』 

 ③あなたの最後(最期)の晩餐は？ 



最後の晩餐には何をいただきたいですか？ 

修復後 （修復期間1977年～1999年5月） 



ドキメンタリー映画 『天のしずく』  
辰巳芳子 “いのちのスープ“ 



  最後に・・・・・ 
  胃瘻（PEG）は延命治療ではなく、 

       緩和治療・ケアと考えて！！ 
  

  大津市では、病診連携のための『大津市PEG地域連携パス』を、 

 在宅療養に関わる全てのスタッフが同じ理念で活動できるように、 

 理念『こころの平安』を作成しました。 

  『おうみ在宅療養連携シート』が医療職と介護・福祉職のための 

 鎹（かすがい）になってくれると確信しています。 

  最期まで、『いのちのスープ』がいただける口腔内環境・摂食嚥下 

 機能の維持には、在宅NSTが不可欠です。医療職だけではなく、 

 介護・福祉職の方々の理解と、連携が必要であると考えています。                 

 

             ご清聴ありがとうございました m(__)m 




