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1.背景と目的
わが国の高齢者は急速に増加しており、「本格的な超高齢社会」となっている１)。近年、
在宅医療が推進されているが、今後、超高齢者に特徴的な死因の 1 つである「老衰」の重
要性は在宅医療においても増すと考えられる。筆者らは、人口動態統計を利用して「老衰
死」に関する記述疫学的検討を行い、戦後から減少傾向にあった老衰死亡者数が、今後は
増加することを明らかにした２）。今後、臨床医が死因としての「老衰」に遭遇する機会は、
病院に限らず自宅・施設においても増えることが予測される。さらに、我が国の報告３）４）
では、老衰死亡率が高い地域では有意に在宅死亡率が高くなるとされており、死因として
の「老衰」は、今後、在宅死を考えるうえでも、重要な概念であると考えられる。
ここで問題となるのは、死因として「老衰」と診断する際の医師の思考過程が不明なこ
とである。これまでの死因としての「老衰」に関する議論として、剖検や死因の再検討を
行えば、他にも死因となりえる病態が認められるのを根拠に、死因としての「老衰」に否
定的な意見がある５）６）一方で、
「加齢による衰弱」である“老衰現象”を認める以上、それ
に伴う肺炎などがあっても、死因としては「老衰」を認めざるを得ないのではないかとい
う主張もある７）８）。臨床的には、
「今や治療可能なこともある悪性腫瘍など、治癒が可能な
病態であったのにも関わらず、適切な診断・治療が行われずに死因として“老衰”と診断
されている可能性」や、
「死因として“老衰”と診断されるべきであったのにも関わらず、
過剰な検査・治療が行われ、病死と診断されている可能性」が危惧される。
以上の死因としての「老衰」に関する諸問題は、どのような思考過程で死因としての「老
衰」を診断すればよいかについて、医師自身に迷いや葛藤があるという臨床的な問題がま
ずあるのではないかと思われる。そもそも、在宅医療において、医師が死因として「老衰」
と診断する思考過程は不明な現状である。今後、老衰死亡者数が増加するなかで、医療者
は勿論、市民も含めて死因としての「老衰」という概念を広めていく必要があるが、まず
医師が死因としての「老衰」をどのような思考過程で診断しているのかを明らかにする必
要がある。これが明らかになれば、医師が在宅で、死因としての「老衰」を診断するプロ
セスに関して仮説形成がなされ、この領域の検討を行ううえでの基盤となる。
そこで今回、我々は、在宅医療において、医師が死因として「老衰」と診断する思考過
程に関する探索を行った。仮説形成することが目的であるため、質的研究手法が適してお
り、データ収集方法としてフォーカスグループ・インタビューで行った。
2.方法
①対象
在宅医療において、死亡診断書の直接死因に「老衰」と記載したことのある医師を対象
として、フォーカスグループ・インタビューを行った。研究者がコンタクトをとれた A ク
リニックの医師 3 名と B 病院医師 1 名の計 4 名（1 回目）
、C クリニックの医師 4 名（2 回
目）
、D 医師会の医師 5 名（3 回目）を対象とし、計 3 回のフォーカスグループ・インタビ

ューを、2014 年 3 月～7 月に行った。
対象者の選定に関しては、以下の考えのもとに行った。まず、グループ診療で在宅医療
を行っている A クリニックと B 病院の医師で 1 回目のフォーカスグループ・インタビュー
を行った。1 回目のフォーカスグループ・インタビューを分析した結果から、主治医制で在
宅医療を行っている医師の場合は、結果に違いが生じるのかという疑問が生じたため、主
治医制で在宅医療を行っている C クリニックで 2 回目のフォーカスグループ・インタビュ
ーを行った。1・2 回目の分析結果から、医師としての経験年数により結果に違いが生じる
かという疑問が生じたため、より経験年数の高い医師がリクルートできた D 医師会の医師
を対象とした。また、先行研究により、老衰死亡率には地域差があることが報告されてい
るため２）９）、関東農村部、関東都市部、関西都市部と地域性が異なるように、それぞれの
フォーカスグループを選出した。
②フォーカスグループ・インタビュー
フォーカスグループ・インタビューは、同一の研究者 1 名がインタビュアーを行った。
インタビューの空間的構造として、カンファレンスルーム・会議室といったプライバシー
が保たれ、議論に集中できる場で実施した。時間的構造としては、対象者の負担を考慮し、
約 30～40 分で行った。インタビューにより得られた内容は、すべて IC レコーダー及び筆
記により記録した。
インタビューは、あらかじめ作成された面接ガイドに基づく半構造化面接で行い、「在宅
医療において、死亡診断書の直接死因に、“老衰”と記載するにあたって、最初、抵抗感は
あったか」
、
「
“老衰”という病名をつけるにあたって、困ったことや失敗したことなどあっ
たか、それらに対してどのように対処したか」、「在宅医療において、どのようなときに死
亡診断書の直接死因に“老衰”と記載しているか」の 3 つを主題とした。なお、フォーカ
スグループ・インタビューに先立ち、在宅医療において、死亡診断書の直接死因に「老衰」
と記載したことのある医師 1 名に予備インタビューを行い、面接ガイドの調整を行った。
③倫理的配慮
本研究は国立病院機構東埼玉病院倫理委員会の承認を経て実施した。また、対象者に対
して、研究へのリクルートの時点で、メールにて説明書を送付し、不明な点があれば、研
究者がメールもしくは電話などで質問をうけ、説明を行った。会場においても、研究者が
説明書に基づいて研究内容を再度説明し，同意文書への署名により同意を得た。その際に、
インタビュー内容の音声録音、匿名での発言内容の公表についても同意を得た。
④分析
分析は、録音したインタビュー内容のテープおこしにより得た口述記録を、筆記した記
録と比較した上で、匿名化された逐語録を作成し、分析用テキストとした。つぎに、大谷
尚 に よ る SCAT （ A Qualitative Data Analysis Method by Four-Step Coding:Easy
Startable and Small Scale Data-Applicable Process of Theorization）１０）を参考に分析を
実施した。手順は、フォーカスグループ・インタビューそれぞれに対して、以下の手順で

行った。１）2 名の研究者（T.I，T.T）が協議して分析用テキストから注目すべき重要な語
句を抽出し、分析用データとした。２）この語句を端的に言い換えるデータ外の語句を同
じ 2 名の研究者で記入した。３）前項を説明するための概念・語句・文字列を同じ 2 名の
研究者で記入した。４）以上にもとづいて、テーマ・構成概念を同じ 2 名の研究者で記入
した。５）次のステップとして、同じ 2 名の研究者で検討し、テーマ・構成概念を繋いで
ストーリー・ライン及び理論記述の構築を行った。６）最後に、それぞれのフォーカスグ
ループ・インタビューのストーリー・ライン及び理論記述をもとに、2 名の研究者で協議し、
合意形成した内容を最終的な分析結果とした。
さらに、分析結果の妥当性を検証するために、対象者全員に最終的な分析結果を送付し、
メンバーチェッキング（対象者に結果が納得できるものであるかを確認する）を行った。
3.結果
我々は、
「在宅医療において、医師が死因として“老衰”と診断する思考過程」に関して、
「“老衰”と考えられる臨床像」、「“老衰”と診断することに対しての葛藤や不安」、「他医
師の考えが影響」
、
「家族との関わりを重視」の 4 つを描出した。そしてそれぞれ 4、3、3、
3 つのカテゴリーに分類された。それぞれのカテゴリーにおける、対象者の代表的な発言を
表１に示す（インタビューからの引用は「」で囲み記述し、意味が分かりやすくなるよう
に研究者が追記した部分は[]で囲んだ）
。
第 1 に、医師は、
「
“老衰”と考えられる臨床像」をそれぞれもっていた。80～85 歳以上
というような「年齢的な目安」をもちながら、「患者との継続的な関わり」のなかで、「緩
徐な状態低下」をきたしており、
「他に致死的な病気の診断がついていない」患者を老衰と
考えていた。
第 2 に、医師は、
「
“老衰”と診断することに対しての葛藤や不安」を抱えていた。具体的
には、患者にとって病気の診断をつけることに意義が少ないと感じながらも「病気の診断
を積極的に行わないことへの葛藤」や「病気の見逃しに対する不安」を抱えていた。また、
死亡診断書の“発症から死亡までの期間”の記入や、最終的な段階で生じた誤嚥性肺炎も
含めて老衰の経過としてよいかなど「“老衰”の定義の曖昧さからの迷い」を感じていた。
第 3 に、
“老衰”と診断するにあたっては、
「他医師の考えが影響」していた。カンファ
レンス・勉強会・上級医との会話などで、「他医師からの“老衰”という概念の提示」があ
ることにより、抵抗感少なく“老衰”と診断していた。また、「他医師の“老衰”という診
断に対する同意」が“老衰”と診断することに対しての後押しとなっていた。
「他医師の“老
衰”という診断に対する否定感」を感じることもあり、
“老衰”と診断することを躊躇させ
ていた。
第 4 に、医師は、
「家族との関わりを重視」していた。まず、「前提条件としての家族の
納得・理解」を得るために、経過中に“老衰”の経過であることを家族と共有し、死亡時
に“老衰”を死因とすることを家族に確認していた。また、経過中や死亡時の家族の言葉

や雰囲気から汲み取った「家族の“老衰”への肯定感を尊重」して、
“老衰”と診断してい
た。
「死亡後の家族の自責感を考慮」してもおり、死亡後の家族の感情も考えたうえで“老
衰”と診断していた。
以上より、
「在宅医療において、医師が死因として“老衰”と診断する思考過程」に関し
て、「医師は“老衰”と考えられる臨床像をもちながらも、“老衰”と診断することに対し
て葛藤や不安を抱えており、そのような中で、他医師の考えの影響を受けながら、家族と
の関わりを重視して、診断を行っている」という仮説を生成した。
また、分析結果の妥当性を検証するために行ったメンバーチェッキングでは、13 名中 7
名の対象者から返信を得たが、すべて結果を支持する内容であった。
4.考察
今回、
「在宅医療において、医師が死因として“老衰”と診断する思考過程」について探
索し、4 つの概念が明らかになった。
第1に、医師は、
「
“老衰”と考えられる臨床像」をそれぞれもっていた。2010年人口動態
統計１１）から計算すると、老衰死亡者の88.5%が85歳以上で占められており、本研究で示さ
れた80～85歳以上という「年齢的な目安」は実際の死亡統計とも概ね合致すると思われ、
“老
衰”と考えられる臨床像の1つの重要な要件と思われる。
「患者との継続的な関わり」に関
しては、在宅医は終末期と判断する際に、
「点ではない」判断をしているとの報告もあり１２）、
超高齢者の終末期像の1つである“老衰”においても、判断を行う上では、ある1点ではな
く、継続的な関わりがあることは重要な要素と考えられる。特に、次に示す「緩徐な状態
低下」を判断するうえでは、継続性があることで判断がより行いやすくなると考えられる。
その「緩徐な状態低下」に関して、Lunneyらの報告では、高齢虚弱で死に至る場合には他
疾患と比較して緩徐にADLが低下することが示されており１３）、
“老衰”と判断するうえでの
重要な経過と言える。また、
「他に致死的な病気の診断がついていない」というのは、
“老
衰”に診断の基準がないことが関連していると思われ、１つの前提となる要素と考えられ
る。死亡診断書記入マニュアルにも、死因としての“老衰”は高齢者で他に記載すべき死
亡の原因がない場合に用いるよう記されている１４）。しかし、実際に臨床では、致死的な病
気の除外をどこまで行うか、最終的に生じた肺炎などどこまでが“老衰”といえるのかと
いった問題があると思われ、２つ目の概念である「“老衰”と診断することに対しての葛藤
や不安」とも関連してくる要素である。実際にインタビュー内容には「他に致死的な病気
の診断がついていない」というカテゴリーには、検査をしていないため結果的に病気の診
断がついていないという面も含まれている。
第 2 に、医師は、
「
“老衰”と診断することに対しての葛藤や不安」を抱えていた。1950
年代から 1990 年代まで、老衰死亡率は著明に減少してきたが、近年の診断技術の進歩に伴
うものであると鈴木や植村らは指摘している１５）１６）。このように、
“診断”と“老衰”とは
密接な関係にある。診断技術が進歩した近年においては、臨床医は、本人の QOL に寄与し

ないような病因追求をあえて控えるという決断も必要であると思われる。実際に対象者も
そのような観点から、必要以上の病因追求を行っていなかったが、その際には、今回の結
果が示すような「病気の診断を積極的に行わないことへの葛藤」や、十分な検査を行わな
いなかで「病気の見逃しに対する不安」が生じうるのであろう。また、“老衰”に対する考
え方や概念は立場によっても異なる曖昧なものであるため５）６）７）８）、
「“老衰”の定義の曖
昧さからの迷い」が生じていると考えられた。
第 3 に、
“老衰”と診断するにあたっては、
「他医師の考えが影響」していた。「他医師か
らの“老衰”という概念の提示」や「他医師の“老衰”という診断に対する同意」は“老
衰”と診断することに対しての促進因子に、
「他医師の“老衰”という診断に対する否定感」
は阻害因子となっている可能性が示唆された。「“老衰”と診断することに対しての葛藤や
不安」を抱えているなかでは、他医師がどのように考えるかが、大きな影響を及ぼすもの
と考えられる。
第 4 に、医師は、
「家族との関わりを重視」していた。天田は、“老衰”とは老い衰えゆ
く者とそれをみつめケアする他者との相互作用であり、
「関係性の出来事」と捉えられると
述べている１７）。最も身近でケアを行う立場にある家族の“老衰”への「納得・理解」や「肯
定感」を重視することは“老衰”の臨床においては重要なことであると考えられる。また、
Fratezi らは質的研究の結果、高齢者を自宅で看取る際には、家族は複雑かつ両価的な感情
を抱いていると報告している１８）。そのようななか、
「死亡後の家族の自責感を考慮」して、
“老衰”と診断することは、そのこと自体が家族ケアにつながるものであると思われる。
本検討の限界として、それぞれのフォーカスグループ・インタビューの対象者が、同じ
施設・組織内である場合がほとんどであったことが挙げられる。互いを十分に知っている
関係であるため、控えた発言や周囲に配慮した発言があった可能性がある。
本検討の結果、
「在宅医療において、医師が死因として“老衰”と診断する思考過程」に
関して、
「医師は“老衰”と考えられる臨床像をもちながらも、“老衰”と診断することに
対して葛藤や不安を抱えており、そのような中で、他医師の考えの影響を受けながら、家
族との関わりを重視して、診断を行っている」という仮説を生成した。今後、この仮説の
検証を量的研究で行うことにより、曖昧な“老衰”の概念をより明確にしていく必要があ
ると思われる。また、本検討で、医師が「家族との関わりを重視」して、
“老衰”の診断を
行っているという分析結果もあり、死因として“老衰”と診断された家族が、それに対し
てどのように感じているのかを探索する必要もあると思われる。
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表１ 在宅医療において、医師が死因として“老衰”と診断する思考過程

「[老衰と診断する根拠として]年齢もあると
思いますね、なんとなく８５歳とかをライン
年齢的な目安

に。」
「年齢は、平均寿命こえていれば[老衰と]つ
けやすいですよね。」
「長いつきあいの患者さんのほうが[老衰と]

患者との継続的な
関わり

書きやすいよね。」
「長くみている人に関しては、今までがわか
るから[老衰と書きやすい]。」
「COPD があって、食べられなくなって・・・。
呼吸不全がすすむわけでもなく、徐々に弱っ
ていって、ある日亡くなった。その人は迷わ

緩徐な状態低下

ず老衰と書きました。」

老衰と考えられる

「徐々に食欲が落ちて、寝ている時間が多く

臨床像

なってきて、数か月かけてだんだん衰えてい
く。」
「[老衰の定義としては]自分は、病名で大き
なものがある明らかな証拠がないことですか
ね。」
「ある程度の年齢で、死に至る病気ないんだ
他に致死的な病気
の診断がついてい
ない

けど、ある程度の期間をへて、弱っていく人
は[老衰と]つけますよね。」
「在宅でみていて、いわゆる高齢虚弱な状態
でみている人が、予期せず亡くなったとき、
朝呼吸止まっていたときなどは老衰しかない
かなと。家族にもそれが一番すっと入ってく
る。そこで死因を究明しても。証拠がないで
すし、老衰ですねと、いいますね。」

「何らかの病気があるのに、見過ごしているだ
けかもと思って[老衰と診断することに]戸惑い
病気の見逃しに対
する不安

がありました。」
「年とって、いろいろ病気あったかも。がんな
どあったかもしれないし・・・。」
「老衰とつけたことで、困ったことはないので
すけれども。診断というか・・・これはないか
なとかいろいろな思考をへて、老衰に至ります

病気の診断を積極
的に行わないこと
への葛藤

が、気軽に老衰とつけると、診断を放棄してい
るのではとの思いが頭をかすめることがありま
す。さっき抵抗はないと言いましたが、そうい
うジレンマが頭をよぎります。」
「がんとかもあるかもしれないけど、だからと
いって、介入するわけでもないし・・。」

「老衰」と診断す
ることに対しての
葛藤や不安

「先日、ちょうど老衰のはなしになったのだけ
ど、ベテランの先生も皆同じで・・・それぞれ
バラバラの定義をもっているのだよね。亡くな
ったときの局面、病態を振り返ってなんにもな
いから老衰ですとつけるのだけど、本来ならど
こからの時点から老衰ははじまっているはず
で。3 か月というドクターもいる。あるドクタ
ーは食べられなくなった時から老衰。それも難
しい。全く食べられなくなった時点か。あるい
「老衰」の定義の曖 は減ってきたときか。認知症あるときでも老衰
昧さからの迷い
と言い換えることもあるよね。」
「困ることは・・・複合的な病気で弱る人が多
いので、メインの病気なんとも言えない人多い。
今後、老衰という病名をそのような人たちにつ
けるのか、それとも従来通り病名をいくつかつ
けるのか、今後迷うこと増えるんじゃないんで
すかね。」
「誤嚥性肺炎おこした場合、それも含めて老衰
と考えて、[死因を老衰と]書くかは迷います。」

「カンファレンスとかで、ある患者さんに老衰と
書いていいのかみたいな議論があった。病名書く
のが当然とその前まで思っていた。」
他医師からの

「死亡診断書に老衰ということを書いてよいのか

「老衰」という

というのがまずありましたけども、医師会の死亡

概念の提示

診断書の書き方の勉強会などで話題にでて、いい
のかもと。」
上級医というか、施設長が[老衰と]つけるのをみ
て、ああいいのだと思ってました。

「さっきの Y さんのときは、他の医師と話をして、
折り合いをつけた。みんながそう思っているの

他医師の考えが影
響

他医師の「老衰」 か・・・それなら、老衰でいいかなと。先生たち
という診断に対

と話をしてから、みとりに行った。」

する同意
「老衰以外のなにものでもないと D 先生に言われ
た。」

「入院して検査したら、肺炎だったと。いつから
こうだったのだと言われてしまったりねえ。そう
他医師の「老衰」

なると、老衰にはならないですよね。」

という診断に対
する否定感

「I 病院に入院した在宅の患者さんがいたのです
けどね、誤嚥しちゃって。90 歳代の人なのですけ
ど・・・亡くなって急性心不全となって。（中略）
病院の医師もわかってないと思います。」

「[老衰という]診断名について、ご家族とかに
うまく納得してもらう必要があると思う。だか
ら、途中でよく家族とはなしをしていきます。」
「在宅では十分な検査ができないので、もしか
したらがん隠れているかもしれないなとかあっ
て、家族とちらっとそのあたりはなしたりもす
前提条件としての
家族の納得・理解

るのだけど、実際には、証拠ないので、家族と
話したうえで、可能性はあるがわかっている範
囲で老衰だよと。その時にご家族のほうから「が
んじゃないんですね」となってくるとまた難し
くなってくるのですけど。」
「家族には老衰とつけることを、あらかじめこ
とわっておきますね。私の判断としては、こう
こうこういうことで老衰だと思いますけど、そ
れでいいですかと断りますね。家族が死因を求
めることも少なからずありますし。」

家族との関わりを
重視

「家族の方が老衰でしょ？と言ったり。」
「その家族の雰囲気として、診断名、なにかつ
けたほうがよさそうだなという時にはつけま
す。老衰として、家族としてよさそうかな、老
家族の「老衰」への 衰でもいけそうだなという時にあえて老衰とつ
肯定感を尊重

けたりします。」
「慢性硬膜下血腫除外のために、CT とるのを家
族にすすめても、それも含めて老衰でしょと言
われたことがあった。それもそうなのかなと。」
「家族から感謝されることはあるよね。“よか
った、老衰ですか”と。」
「具体的には、痰の吸引必要な人で、最後にそ

死亡後の家族の自

うなった[痰づまりになった]時、家族に自責の

責感を考慮

念がおきないように、なおさら老衰ですと言っ
ちゃうところがありますね。」

＜調査研究を終えた感想＞
この研究のリサーチクエスチョンは、5 年程前、日々の在宅診療のなかで、「死因として
“老衰”という診断を行うことがあるが、そもそも“老衰”とはなんなのだろう？」とい
う疑問から端を発しております。また、超高齢者の増加に伴い、
「今後“老衰”が増加する
のではないか？」、
「そうであれば、超高齢者に特徴的な死因である“老衰”という概念を
より明らかにする必要性があるのではないか？」と感じるようになりました。まずは、「今
後“老衰”が増加するのではないか？」という疑問を解決するために、人口動態統計を利
用して、公衆衛生学的な研究を行い、論文発表しました。その研究の過程で、老衰死に地
域差があることがわかり、その地域差を生じる要因は何なのかを、同様に公衆衛生学的な
視点で研究し、論文発表しました。しかし、その次のステップとして、臨床面から“老衰”
に関する研究を行おうと考えても、一臨床医である私にとっては、時間的・資金的にも限
界がありました。自施設での老衰症例をもとに学会発表などを行いましたが、本来自分が
調査したい内容には到底到達できない状況でした。特に、研究するにあたって、資金面は
大きな問題でした。そのような中、勇美記念財団の研究助成を知り、応募させていただき
ました。幸い研究助成を承認いただき、本調査を行うことができました。研究者としての
実績も少なく、一臨床医である私の臨床的な疑問を解決する援助をしていただき、感謝し
ております。たとえ小さい研究ではあっても、臨床的な視点からの研究に今後もお力添え
をいただければ、私のように臨床を行いながらも、研究を行う医師が増えるのではないか
と思います。特に在宅医療の分野においては、そのような研究の積み重ねが重要なのでは
ないかと、今回の調査を通じて実感した次第です。

