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高齢者の胃痩造設を代理決定した家族の思いと医療者の関わり

牧野亜沙美1)＇木内千晶 2），箕浦とき子2），松波美紀3），温水理佳3），吉川美保3)
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要約：本研究の目的は，高齢者に代わり胃痩造設の代理決定を行った家族の思いを胃痩造設前から造設後

の変化とともに明らかにし，、医療者として，どのような対応が必要であるのかを検討することである。対

象者は，胃婁造設の代理決定を行った家族5名であり，胃痩造設に対する，思いについて半構成的面接を行い，

質的記述的方法を用いて内容の類似性に基づき分析した。

その結果， 『胃痩造設に対する葛藤J『生きるための選択』 『意思決定するための医療者の影響』 『胃撞

造設後の期待と後悔』の4つのカテゴリーが抽出された。家族は，胃痩の理解が困難な状態にあり，胃癌造

設後の不安をもち，意思決定への責任を感じながらも，延命には胃痩が必要であることを認識し，回復への

期待を込めて，胃凄造設の決断をしていた。しかし，胃痩造設後も造設したことを後悔し，今後の生活に対

する不安は持続していた。

医療者は，家族の抱えている悩みや不安に寄り添い，十分な情報を提供し，胃凄造設を決断したことを肯

定する関わりが重要であると示唆された。

キーワード：胃撞，家族，代理決定，高齢者

I.緒 言

近年の高齢化に伴い，加齢による摂食鴨下機能の

低下や，脳血管疾患や認知症等の擢患率の増加など

により，経口摂取が困難な高齢者が増加している。

そのため，高齢者に栄養摂取の代替手段として胃痩

造設を行うことは珍しくない。経口摂取が困難な場

合の栄養管理方法には胃撞栄養の他に，経鼻経管栄

養，末梢静脈栄養，中心静脈栄養などがあるが，静

脈栄養は在宅での管理が困難であり，活動範囲も制

限される。その反面，胃痩は経鼻胃管に比べても自

己抜去や閉塞が少なく，チューブの交換時期が長い

ため長期間の栄養ノレートとして使用しやすい（岡田，

2008）。また，本人の違和感や苦痛が少ないなど

の点から，経口摂取が困難な高齢者の栄養管理方法

として選択されることが増えている。

胃痩造設の対象となる高齢者は脳血管障害や認知

症などの疾患を持ったケースが多く，胃痩造設に

対する意思表示が十分できないため，家族による

代理意思決定が行われていることが多い（菅沼ら，

2008）。高齢者にとって，食事は日常生活の楽し

みの第1位（加藤， 1998）ともいわれるため，食べ

るという人間らしい行動が困難となり，胃塞造設術

の必要性を迫られた家族は，その判断に様々な葛藤

を抱くと考えられる。また，この胃痩造設に対する

意思決定は患者とその家族のその後の生活において

も大きな影響を与えると予想される。 しかし，実際

の医療現場では胃凄を治療の一環として安易に捉え，

家族の胃痩造設への受け止めに対しあまり関わりを

持っていないという現状が指摘されている (JII瀬ら，

2004）。また，小楠ら（2009）は胃震選択の過程

において未だに医療者主導の実態があると述べてい

る。

胃痩造設に対する家族の心理に関する研究は，川

瀬ら（2004），藤原ら（2005），吉川ら（2005)' 

菅沼ら（2008）によって行われており，胃痩造設

の意思決定から胃摸造設後に至るまで，肯定と否定

の思いの聞を揺れながら経過していることが明らか

になっているりii瀬ら， 2004）。菅沼ら（2008)

は，不安や葛藤を持ち続ける家族にその時期に応じ
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た適切な情報提供を行うと共に家族の心情を感じ，

理解し支える援助を行う必要があると指摘している。

これらのことから，医療者は患者，家族と情報を

共有し，胃痩造設前から造設後に至るまで，家族の

様々な不安や葛藤と理解し，家族を支えていく必要

があるといえる。

そこで，本研究の目的は，高齢者の胃痩造設を代

理決定した家族の思いを胃痩造設前から造設後の変

化とともに明らかにし，医療者としてどのような対

応が必要であるのかを検討することとした。

II.方法

1.調査対象

A病院にて胃痩造設術を受け，現在入院中または

退院している高齢患者の家族。患者のキーパーソン

であり，胃摸造設の最終的な代理決定を行った者

で，本研究の趣旨に同意を得られた5名を対象とし

た。ここでいう．高齢者とは65歳以上の人のことで

ある。

2.調査期間

平成22年8月～9月。

3.調査方法

プライパシーを確保できる場所にて，胃痩造設前

から造設後の思いについて半構成的面接を行った。

面接内容は了解を得てICレコーダーに録音した。

半構成的面接の内容は，対象者の年齢，性別，胃

痩造設を行った患者の年齢，性別，対象者と患者と

の続柄，家族構成，胃痩を造設した時期，胃痩造設

表1：対象者の概要

を決定するまでの思い，胃護造設を決定するに至っ

た要因，現在の胃壌に対する思い等とした。

4.分析方法

研究デザインは質的記述的方法である。インタ

ビュー終了後，逐語録を起こし，家族の胃痩に関す

る思いと医療者の関わりに関連する要素を取り出し

データとした。これらのデータについて，意味を浪

み取りコード化し，意味のまとまりを基に類似性を

検討しサブカテゴリー化，カテゴリー化し，意味を

表現する名前をつけた。

E 倫理的配慮

本研究はA病院の看護部，および患者の主治医に

了承を得て実施した。対象者には面接依頼時に害面

にて本研究の目的を説明し，プライパシーの厳守と

知り得た情報を研究目的以外に使用しないこと，ま

た，いつでも研究の参加を取りやめるニとが可能で

あることを説明し研究の同意を得た。

町結果

1.対象者の概要

対象者の概要を表1に示す。対象者は患者の胃痩

造設に対する最終的な代理決定を行った家族5名で

ある。対象者5名の愚者との関係は，配偶者が1名，

兄弟が1名，子供が3名であった。胃撞造設からの

期間は， 5日， 1カ月半， 9カ月， 2年， 4年半であっ

た。また胃癌実施時の患者の年齢は65歳から100歳

で，平均81.8(±35）歳であった。

対象者の状況 患者の状況

患者との関係 年齢
年齢

性別 疾患 胃蓮実施時期
（胃蓮実施時）

A 弟 70歳代 70歳代 男 脳梗塞・嚇下障害 5日前

B 萎 60歳代 60歳代 男 誤嚇性肺炎 約2年前

D 息子 50歳代 80歳代 女 脱水症・鴨下障害 約1カ月半前

E 娘 70歳代 100歳代 男 肺炎 約9カ月前

F 娘 60歳代 80歳代 女 脳梗塞・礁下障害 約4年半前
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2）生きるための選択

このカテゴリーには［延命に必要な胃痩】 【回復

への期待】 【家族の食事介助の限界】 ［点滴治療の

限界】 ［栄養状態の悪化】 ［身体状態の悪化］ 6つ

のサブカテゴリーが存在する。

患者が経口から食事が出来ず，このままでは生命

に関わることを医師から説明されたことから， 「胃

撞造設をしなければ死を待つだけJであり， 「胃痩

以外に生きられる方法はないj と認識し， f体力が

なくなれば今後胃撞造設の手術も出来なくなるJと

｛延命に必要な胃痩】という理解に至っていた。

胃痩を造設することで，本人に『長生きして欲し

いJ 「元気になって欲しいJという家族の強い思い

や，医師から胃痩にしても多少は経口摂取が出来る

ということを聞き， 「元気な今のうちに胃痩を造れ

ば，胃壌をしてからでも食事が出来るJ 「食べる楽

しみが全くなくなるわけでない」と考え， 【回復へ

の期待】が造設を決断する後押しとなっていた。

また， 「食事の管理が大変」 「食事の世話も疲れ

てきたJ f朝昼晩と食事介助をしていたので，どこ

にも行けなかったJなど，食事の管理の大変さや，

J患者に付きっきりで食事介助をしなくてはならない

ことによる疲労を感じており，｛家族の食事介助の

限界】も胃痩を選択する理由に挙げられた。

「一口食べるのも困難な様子Jを見たり， 「食事

の量がだんだんと減っていったJことにより， 「体

力の低下」を昏の当たりにし， ［栄養状態の悪化］

を実感していた。

また，肺炎を続発し寝たきり状態に至った背景や，

「誤嘆性肺炎を繰り返すj 「微熱が続いていたJな

どの［身体状態の悪化｝を感じていた。点滴だけで

は体力の維持が難しいと説明を受けたことや， 「点

滴をするための血管確保が困難になってきたj こと

から， f点滴では栄養がいきわたらないJと理解し，

【点滴治療での限界】からも，宵棲は栄養状態を維

持し，体力をつけるために必要であると考えていた。

3）意思決定するための医療者の影響

このカテゴリーには［医学的な教えによる気づ

き】 ［医師以外の医療者の助言II病院・医師への

信頼】という3つのカテゴリーが存在している。

家族は，胃痩についての知識や経験がないことに

より，衝撃を受け，不安が生じているが， 「誤蝶性

2. 胃痩造設に伴う家族の思い

文中の表記は，カテゴリーは『』，サブカテゴ

リーは［ 】，具体例は「 」で示す。

宵痩造設に伴う思いに関するデータを，内容の類

似性に基づき分類した結果， 『胃凄造設に対する葛

藤』， 『生きるための選択』， 『意思決定するため

の医療者の影響』， 『胃痩造設後の期待と後悔』

の4つのカテゴリーが抽出された。これらのカテゴ

リーを表2に示す。

1）胃痩造設に対する葛藤

このカテゴリーには［胃痩の理解困難】 【経口摂

取への希望】 ［延命治療すべきか否かという迷い】

［家族間の意見の相違】 ［胃婁造設の意思決定への

責任］ 【胃癌造設後の不安】という6つのサブカテ

ゴリーが存在する。

家族は，医師から胃痩の説明が受けるが，全対象

者が「胃壌について医師の説明で、初めて知る」状況

にあり，「医療や病気の知識がなし1」ため｛胃痩の理

解困難！な状態にあった。その理由には，「医師の説

明不足Jと「医療者による説明の違いJが語られた。

【経口摂取への希望】では「もう少し経口摂取が

できるのではないかjや， 「もう一度食べられるよ

うになって欲しいJという思ドを持ち， 「子供とし

て，親がなんとか食べられるようにJと家族は懸命

な食事介助を行っていた。

息者が高齢であることから「過度な期待を自制」

し， 「年齢的に半分諦めだと思う」と語られた。そ

れゆえ「このまま自然に逝かせてあげた方が良いの

か」と，胃痩造設するべきなのか，つまり【延命治

療すべきか否かという迷い】を抱えていた。

【家族聞の意見の相違］では，家族の中で胃癌造

設に賛成する者と反対する者がおり， 「家族問で話

し合いをもっj などするが，胃癌造設の意思決定ま

でに長い期間を要し苦悩が生じていた。

また， J患者本人の意思確認が困難であり，家族と

患者との意思統一を図ることが難しい状態にあった。

そのため，家族は「放っておくわけにいかなかったJ

「自分たちのやるようにしか生きていけない」と

［胃痩造設の意思決定への責任1・を感じていた。

家族は，胃痩造設後の「痛みや，感染などの不安」

をもち， 「胃痩をいったん造設したら取れない」とい

う説明を受け， 【胃凄造設後の不安】を感じていた。
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肺炎が危険だということjや「食べることが本人の

負担になっているということを教わった」ことから

［医学的な教えによる気づき］があり，胃痩の必要

性の理解につながっていた。

I医師以外の医療者の助言】は， リハビリ担当

者にも点滴だけでは体力がつかないと説明を受け

るJ 「医師が忙しい時は看護師に相談していたJ

「看護師に相談した時は参考になることを言ってく

れたJ f看護師の説明から胃凄に対し前向きな気持

ちになったJなど，医師以外の医療者に疑問や不安

を表出し，助言をもらうことで，胃痩造設に対して

前向きな気持ちを持つことが出来ていた。

【病院・医師への信頼】は病院と医師に信頼をお

いており，医師の判断に任せたいという思いである。

具体的には， 「自分自身も病院で、世話になっている

ので，先生を信頼しているJとこれまでに構築され

た医師との信頼関係からの積極的な信頼と， 「病院

や先生が本人に対し悪いことをするはずがないと

思っているJ 「素人の考えより先生の判断に任せ

るJというような，やや消極的に任せるといった姿

勢とが混在していた。

4）胃痩造設後の期待と後悔

このカテゴリーには【胃痩造設の意思決定からの

解放による安堵11今後の生活に対する不安】 【経

口摂取への希望と諦め】 【胃塞造設の後悔】 【胃症

に対する期待］ 【医療者の関わりによる安心］とい

う6つのサブカテゴリーが存在する。

【胃癌造設の意思決定からの解放による安堵］は，

胃凄造設直後の『手術が終わってー豆ほっとしたJ

という思いを表している。しかし， ［今後の生活に

対する不安】では， 「胃婁造設後の合併症に対する

不安や退院後の生活についての不安，そして「あと

どのくらい生きられるのだろうかj という余命に対

する不安を抱えていた。

［胃摸造設の後悔］では胃痩造設を行ったことに

より，患者が何も口に出来なくなったことで苦し

んでいると感じ，胃痩造設を決定したことに対し

て「申し訳ないJという気持ちを持っていた。ま

た， 「胃壌で生かされている」患者の姿を哀れに思

い「本来は食べられなくなった時点で寿命は尽きて

いるが，寿命を胃凄という延命処置で延ばしただけ

だJと述べ， 「後のことも考えて宵療を造設すれば

良かったJ' 「胃痩にしなければ良かったJなどと

後悔していた。また，胃婁を「外せるものなら外し

たいと，思っている」という気持ちも語られた。

「胃摸造設を決めたのは自分であるJという思い

から，造設後の後悔の思いや不安，辛さなどを誰に

も言えずに抱え込んでいた。しかし，胃蓮造設後も

医師から度々説明を受けていることから「先生に安

心して任せているJと述べ，愚者や家族をよく気に

かけて，一生懸命患者の世話をしている看護師の

様子を見て「看護師に任せて安心Jと感じていた。

f医師に， “長生き出来るよ”と言われたのが一番

の救いJという発言から，造設後の医療者の言葉か

けなどの［医療者の関わりによる安心】を得ていた。

宵凄から栄養補給することで， 「体重が増えたj

など身体状況の改善を目にすることが出来ているこ

とや， 「胃揮にして，顔が見られるだけでありがた

いと思っているJというように，胃棲にして良かっ

たと感じており， 「胃凄にしたから今顔も見られる

し，家族と会話も出来る」と，胃癌造設したことを

肯定し，胃凄から栄養補給することによって今後状

態が改善し， f長生きできるだろう」と［胃癌に対

ーする期待】をしていた。

［経口摂取への希望と諦め1は， 「少しでも良い

から食べて欲しいJという気持ちから食事介助を続

けたものの，食事による本人の負担や誤喰性肺炎の

危険を考慮し，中止したことを表していた。また，

胃痩造設前の医師の説明で“飴玉や蜂蜜，ジュース

などを口に含ませることはできる”と聞いていたが，

退院後に入所した施設では経口摂取は一切出来ない

と断られたことから，期待していたことと現状との

違いに落胆すると同時に，．「年齢的に，食事をとれ

るほどの回復は諦めている」というように，経口摂

取への締めも語られた。

このように， 『胃癖造設後の期待と後悔』という

カテゴリーでは，胃凄造設直後は胃痩造設の意思決

定からー旦解放されているが， ，その後現在の患者の

状態に対する不安や今後に関する不安が生じていた。

また胃癌造設後の患者の姿を哀れに思い，胃痩造設

を行ったことを後悔する一方で，患者に会えること

を嬉しく思い，栄養状態の改善を感じることで「胃

痩にして良かったj という気持ちを持ち，そして胃

痩を造ったことによって患者が長生きできることを

期待していることを表していた。
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表2：インタビューによる発言内容のカテゴリー

カテゴリー カテゴリー コード（一部列挙）

胃痩について医師の説明で初めて知る
胃獲の理解困難

説明が理解できない

もう一度食べられるようになって欲しい
経口摂取への希望

家族による懸命な食事介助

胃痩造設に対
このまま自然に逝かせてあげた方が良いのか

する葛藤 延命治療すべきか否かという迷い
年齢的に半分諦めだと思う

家族聞の意見の相違 家族問で話し合いをもっ

胃癌造設の意思決定への責任 自分たちのやるようにしか生きていけない

胃凄造設後の不安 胃症をいったん造設したら取れない

胃癌造設をしなければ死を待つだけ
延命に必要な胃痩

胃凄以外に生きられる方法はない

長生きして欲しい
回復への期待

元気になって欲しいという思い

生きるための
食事の世話も疲れてきた

選択 家族の食事介助の限界
食事の管理が大変

点滴治療の限界 点滴では栄養がいきわたらない

栄養状態の悪化 食事の量がだんだんと減っていった

身体状態の悪化 誤嚇性肺炎を繰り返す

医学的な教えによる気づき 誤犠性肺炎が危険だということ

意思決定する
医師以外の医療者の助言 看護師の説明から胃獲に対し前向きな気持ちになった

ための医療者

の影響
病院・医師への信頼

病院や先生が本人に対し悪いことをするはずがないと

思っている

胃痩造設の意思決定からの解放に
手術が終わって一旦ほっとした

よる安堵感

胃痩にしなければ良かった
胃凄造設の後悔

外せるものなら外したいと，思っている

胃痩造設後の
今後の生活に対する不安 あとどのくらい生きられるのだろうか

期待と後悔

胃壌に対する期待
胃痩にして、顔が見られるだけでありがたいと思って

いる

少しでも良いから食べて欲しい
経口摂取への希望と締め

年齢的に、食事をとれるほどの回復は諦めている
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v.考察

1. 胃棲造設前

『胃痩造設に対する葛藤』というカテゴリーから，

家族は口から食べることに希望を持ち，胃痩造設と

いう予想外の出来事に対して不安を持ちつつも，医

師の説明から胃痩造設の必要性を感じ，胃痩造設を

するべきかrうか葛藤している状況であることが明

らかになった。

家族は本人の代理となって胃痩造設の意思決定す

ることへの責任を感じており，本人の楽しみを奪っ

てしまうことにもなりうる胃痩造設を「もう一度口

から食べて欲しい」という思いから鴎轄し，高齢で

あることから「このまま自然に逝かせてあげた方が

良いのだろうか」と悩むなど，本人の意思が確認出

来ないことにより様々な葛藤が生じていた。しかし，

長生きして欲しいという思いを強く持っており，年

齢を加味し過度な期待を自制しながらも，医療者の

アドバイスを参考にしながら，家族聞での話し合い

を経て徐々に前向きに胃痩を受け入れていた。また

医療者から，経口摂取が出来ず点滴も困難な状況で

あり，このままで栄養状態を維持することの限界を

指摘され，誤嚇性肺炎の危険に関する知識を得るこ

とで，延命のためには胃痩が必要であると認識して

いると考えられた。さらに，実際に患者の身体状況

が悪化し，医師に「胃痩にしなければ直に衰弱して

死んでいくしかないj と話されるなど，家族にとっ

て危機的状況に直面することで，延命のために胃痩

造設を決断する状況になっていた。患者に付きっき

りで行っていた食事介助により，家族に大きな負担

がかかっていたこともこの決断を後押ししていた。

また家族の医師への信頼感も意思決定への大きな要

素となっており， 「医師の判断に任せて間違いはな

いJという気持ちを持っていた。そしてこの信頼感

は，礁下訓練や食事形態の変更を重ねるなど経口摂

取に向けてさまざまな工夫をしたり，看護師の細か

い配慮、など，医療者の患者への懸命な関わりによっ

ても得られており，安心につながると考えられた。

家族は，今まで、に胃凄についての知識や経験がな

いため，理解の不足が胃痩に対する不安につながる

可能性がある。そのため， 医療者の関わりとして，

予想していなかった胃棲造設という出来事に対し

て， 一方的な説明ではなく，家族が衝撃を受けてい

i
i
：
 

るということを把握した上で，理解の状態を確認し

ながら丁寧に説明することが大切である。特に，家

族は“口から食べる”ということを大切に考えてお

り，胃婁造設後も経口摂取が可能であるという説明

から胃撞造設を決断する場合もあることから，胃痩

造設後の経口摂取については慎重かっ具体的に説明

する必要があると考えられた。そして，医療者は家

族の抱えている葛藤在理解し，意思決定するまでに

十分な時聞を確保し，家族が医療者のアドバイスを

参考にしていたという点から，愚者や家族との積極

的な関わりの中で悩みや疑問点について相談出来る

ような環境を整え，サポートしていくことも必要で

あると考える。 JII瀬ら（2004）は，胃痩造設を肯

定的に受け入れるまでの状況として「体験者から話

を聞いたり，胃壌の利点などの情報を提供され，心

理的に支持されることで，期待や安心につながって

いるj と述べている。今回の研究ではそのような

結果は得られなかったが，造設に伴うリスクと共

に，胃痩の利点や，体験者からの話を聞くなどし

て，具体的な情報提供を行うことも必要であるとい

える。また，医療者と家族の信頼関係を築いていく

こともとても重要である。以前から得られている医

師への信頼感と共に，家族の「もう一度食べられる

ようになって欲しいJという思いに向き合い，患者

に対し懸命に関わっていくことによって，医療者に

対して信頼感と安心を得ることで胃痩造設に対する

受け入れにもつながっていくと考える。しかし一方

で，この信頼感は医療者主体の胃痩造設になってし

まう要因にもなりうる。 「医師の判断に任せて間違

いはない」と信頼している医師に f胃棲にしなけれ

ば直に衰弱して死んでいくしかなbリと話されれば，

患者を大切に思う家族に残された選択は胃塞造設し

かなくなるだろう。こういった状況により家族の意

思決定の選択肢は狭まってしまう恐れもある。野中

(2002）は，家族が胃婁造設に対し肯定的に捉え

ていけるような介入と して， f家族はどのように考

え，どのようにしたいのかと家族の思いに関心を寄

せ，家族の判断を尊重しなくてはならないJと述べ

ている。医療者による胃建造設についての説明で・は，

“胃痩造設をしない”という選択肢もあり得るのだ

ということを含めた幅広い情報を提供することも必

要であると考えられた。
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ても不安を軽減できると言える。また家族は，医療

者による助言によって，患者と家族にとって必要な

知識を得ることも安心につながっていると考えられ

た。

これらのことから医療者の関わりとして，胃壌造

設後の愚者の経過に対する肯定的な評価や，今後起

こり得る状態の変化について具体的な説明を行い，

十分な情報を提供することで必要に応じて家族の不

安を軽減することが重要である。そして，胃撞造設

を行ったことにより，患者が何も口に出来なくなっ

たことで苦しんでいると感じて胃痩造設を後悔し，

自責の念に駆られている家族に対しては，家族の抱

えている悩みや辛い思いに寄り添い，胃凄造設を決

断したことを肯定する言葉かけが大切である。菅沼

ら（2008）がこのような葛藤に対し「看護師は家

族にとってPEGを実施した意味を考えると共に家

族の思いを理解しあえる援助を行う必要があるJと

述べているように， 「（胃痩を）外せるものなら外

したいと思っている」と思っている家族で、も，胃痩

造設は，患者を大切に思い，悩んだ末の意思決定で

あったことには変わりはなく，そういった家族の行

動を労い理解的な態度で関わっていくことが大切で

ある。また今後の生活のためには，医療者による助

言によって，患者と家族にとって必要な胃痩に関す

る正しい知識や，社会資源の活用などの情報を提供

することも必要である。さらに医療者は，家族が経

口摂取への思いを持ち続けているということを受け

入れ，退院後の生活も見据えた上で関わり，退院後

の患者の生活や家族の生活などに関して共に考える

必要があると示唆された。

本研究においてA病院の病棟看護師の皆さまには

多大なご支援・ご協力を頂きました。厚く御礼申し

上げます。そして研究に協力いただきました対象者

の方に心より感謝申 し上げます。
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2.胃痩造設後

『胃痩造設後の期待と後悔』というカテゴリーか

ら，胃痩造設直後は胃癌造設の意思決定からの解放

されることにより一旦安心するものの，その後，現

在の患者の状態に対する不安，今後起こり得る合併

症による状態の変化，今後の生活に関する不安など，

様々な不安が生じていることが明らかになった。こ

れらの不安は十分な知識を持っていないことによっ

て生じている可能性がある。また，何も口から食べ

られず“胃撞で生かされている”患者の姿を見て哀

れに思い，患者の辛さを推測して胃痩造設を行った

ことを後悔していた。家族は“口から食べる”とい

う行動を大切に思い，患者もそれを望んでいると考

えている。そして，家族は胃痩によって生きている

患者を，人間らしくないと感じ，その状態を受け入

れられない状況であると考えられる。家族の患者へ

の深い愛情から，このような後悔や「胃癌造設をし

て申し訳ない」というような自費の念が生じている

とも考えられる。その一方で，患者に会えることを

嬉しく思ったり，体重の増加など栄養状態の改善を

感じることで「胃痩にして良かったj という気持ち

を持ち，胃痩を造ったことによって患者が長生きで

きることを期待している。このように胃痩造設を

行った後もなお，家族が胃痩造設を行ったことに対

して葛藤している状況であることが明らかになった。

また，家族が「少しでも良いから食べて欲しい」と

いう気持ちを持ち続けていた。そしてその葛藤に対

して胃痩造設後の医療者の適切な関わりじよる安心

感の獲得ができるかどうかによって，家族が胃痩造

設後も肯定的に腎痩左向き合っていけるかが左右さ

れると考えられた。

家族は期待していたことと現実との違いに直面し，

医師の説明不足に対して不満を感じたり，造設後の

後悔の思いや不安，辛さなどを誰にも言えずに抱え

込んでしまうことがある。しかし，医師から度々説

明を受けていることから「先生に安心して任せてい

るj と述べていることや，患者や家族をよく気にか

けており，一生懸命患者の世話をしている看護師の

様子を見て「看護師に任せて安心Jと感じているこ

と，そして「医師に“長生き出来るよ”と言われた

のが一番の救いJという発言から，医療者が患者と

その家族に対して適切な関わりを持つことによって

家族は安心感を得ており，医療者の言葉かけによっ
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