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はじめに 

 

 

高齢化社会に伴い疾病構造が複雑化してくると個別の疾患だけでなく患者の状態を全体

的に評価し、多くの問題を総合的に考慮しながら診療できる医療が地域では求められてい

ます。東海大学医学部付属大磯病院がある神奈川県中郡（大磯町・二宮町）は人口約 6 万

人ですが、高齢化率が 30％以上と極めて高く、人生の最終段階における医療のあり方に

ついて日々対応に苦慮しております。こうした現状は、当地域だけでなく、日本全国の各

地域での問題として挙がるようになり、かつては終末期医療という言葉で表現されていた

ものが、ACP（アドバンス・ケア・プランニング：人生の最終段階の医療・ケアについ

て、本人が家族等や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセス）という概念で

導入されるようになりました。 

 東海大学医学部付属大磯病院では、2019 年 1 月からＡＣＰワーキンググループを立ち

上げ、院内の各部署のスタッフたちで話し合いを重ね、緩和ケアの充実など、人生の最終

段階を迎える患者さんおよび家族を支えるための体制整備を積極的に取り組んできまし

た。本ガイドラインは、そうしたワーキンググループの一定の成果の内容を中心に作成さ

れています。患者さんが人生の最後をどう迎えたいか、縁起でもないと避けるのではな

く、真剣に向き合い、話し合える関係づくりを構築していくための指針として利用してい

ただければ幸いです。 

 

 

 

2022 年 4 月 

アドバンス・ケア・プランニング ワーキンググループ 
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Ⅰ アドバンス・ケア・プランニング（ACP）『人生会議』について 

 

１．アドバンス・ケア・プランニング（ACP）『人生会議』とアドバンス・ディレクティブ

（AD）について 

ACP とは、『将来の意思決定能力の低下に備えて、今後の治療・ ケア・療養に関する意向、代理意

思決定者などについて、患者・家族、そして医療・介護者があらかじめ話し合うプロ

セス』であり、本人が望めば、家族や友人とともに行われます。 

2018 年 11 月、「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)」の愛称が「人生会議」

に決定。11 月 30 日（いい看取り・看取られ）を「人生会議の日」とし、人生の最終

段階における医療・ケアについて考える日に制定されています。 

 

ACP の話し合いは以下の内容を含みます 

•本人の気がかりや意向 

•本人の価値観や目標 

•病状や予後の理解 

•治療や療養に関する意向や選好、その提供体制    など 

 

アドバンス・ディレクティブ（AD）とは、「将来自らの判断能力が失われた事態を想定して、自分に

行われる医療行為への意向について医師へ事前に意思表示をすること（及びその文書）」と定義されま

す。事前指示、もしくは事前指示書とも言われます。自身が治療の選択について自分で判断できなくな

った場合に備えて、どのような治療を受けたいかあるいは受けたくないか、代わりに誰に判断してもら

いたいか等を記載した書面です。大磯病院の、「病院での医療処置に関する意思確認書」はこれにあた

ります。同意書ではなく、法的拘束力もありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿部泰之：「コミュニケーションと意思決定支援」資料より、あさひかわ緩和ケア講座 

図 1．アドバンス・ケア・プランニングとアドバンス・ディレクティブ（事前指示） 

人生会議のロゴマーク 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．意思決定に関する枠組みの実施時期 

 

 

 

 

 

 

 

図３．事前指示とアドバンス・ケア・プランニング 

 

2．アドバンス・ケア・プランニング（ACP）の分類 

アドバンス・ケア・プランニング（ACP）には、健康成人に対する ACP

と病気を持った患者に対する ACP があります。 

 

①健康成人に対する ACP 

看取りを念頭に置いて検討するのではなく患者の価値観・人生観を共有できるツールとしての

ACP となります。そのため、曖昧でその都度変わるため、遠い未来に対する仮の選択となります。 

ACP や AD について知ってもらうことが大きな目的になります。 

②病気を持った人に対する ACP 

予後 1 年を一つの目安として実施します。実際に決めた内容や話し合った内容を、医療行為に

反映させることや、意向に沿った人生最終段階のケアの実践と、死の質の改善が大きな目的となり

ます。ただし、早すぎる ACP は患者とその家族に望まれていないため、注意が必要です。早すぎ

ると利益より害が多いと言われ、不明確・不正確なものとなってしまう可能性があります。また、

逆に遅すぎると ACP が行われない可能性があります。早すぎても遅すぎても適切でないため、複

数回に分けて、適切な時期に適切な話題を提供することが大切です。 



6 

 

ACP のタイミングとしては、病状の悪化や大きな身体機能の低下があった時や治療の変更時な

どが考えられます。代表例として、がんや心・肺疾患末期、認知症・老衰など、疾患により経過の

辿り方はかなり異なるため、介入のタイミングは十分な検討が必要です。（図４） 

①がんは、全身の機能は比較的良好に保たれた期間が続き、一般に死亡１～２ヶ月前に急激に状

態が悪化するため、予後予測が比較的容易に行われます。そのため、治療期は治療や生活に関

する意向を中心に話し合い、終末期に移行するタイミングでは、人生の最終段階における受け

たいケアや場所などの話し合いを進めていきます。 

②心・肺疾患などの臓器不全は、肺炎をはじめとした感染症の発症などによる急激な悪化と改善

を繰り返しながら比較的穏やかに状態が悪化していきます。急激に変化が起こったときに、そ

れが改善可能な変化であるのかどうかの判断や終末期の判断が難しいといった特徴がありま

す。しかし、死亡直前は比較的急速に変化していくため、入院などのタイミングで、適宜今後

の状態悪化や回復しなかった時のことを想定して治療や生活についての意向を話し合ってい

くことが大切です。 

③認知症や老衰なども、臓器不全同様、終末期の判断が難しいと言われています。全身の機能が

低下した時間が長く続き、全体的に緩やかに死亡まで機能が低下していくため、そもそもいつ

からが終末期であるのかが不明確です。そのため、特に認知症・老衰の方の ACP では、その

方の生活歴や人生観、価値観の共有を十分にした上での話し合いが大切です。 

 

 

 

 

 

 

図 4．病の軌跡 

３．アドバンス・ケア・プランニング（ACP）の効用と問題点 

①ACP の効用 

 -患者が自分自身について考えることで、患者の自己コントロール感が高まる 

 -最期を迎える場所を考えることで、病院死の減少に繋がる（最期は施設で、自宅でなど） 

 -家族・患者・医療者間のコミュニケーションの改善 

 -患者の意向がより尊重されたケアが実践され、患者と家族の満足度が向上し、遺族の不安や抑 

  うつが減少する 

②ACP の問題点 

 -無危害の原則が守られない可能性がある。話し合いが患者や家族にとってつらい体験になる可 

  能性があるため、全ての患者への適用は難しい 

 -繰り返し話し合いを行う必要があるため、時間や労力がかかる 
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Ⅱ 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン 

 

《基本的な考え方》 

 

1. このガイドラインは、人生の最終段階を迎えた本人・家族等と医師をはじめとする医療従事者が、

最善の医療・ケアを作り上げるプロセスを示すガイドラインです。   

2. そのためには担当の医師ばかりでなく、看護師やソーシャルワーカー、介護支援専門員等の介護従

事者などの、医療ケアチームで本人・家族等を支える体制を作ることが必要です。特に、人生の最

終段階における医療・ケアにおいて重要なことです。 

3. 人生の最終段階における医療・ケアにおいては、できる限り早期から肉体的な苦痛等を緩和するた

めのケアが行われることが重要です。緩和が十分に行われた上で、医療・ケア行為の開始・不開

始、医療・ケアの内容の変更、医療・ケア行為の中止等については、最も重要な本人の意思を確認

する必要があります。確認にあたっては、適切な情報に基づく本人による意思決定 (インフォーム

ド・コンセント）が大切です。 

4. 人生の最終段階における医療・ケアの提供にあたって、医療ケアチームは、本人の意思を尊重する

ため、本人のこれまでの人生観や価値観、どのような生き方を望むかを含め、できる限り把握する

ことが必要です。また、本人の意思は変化しうるものであることや、本人が自らの意思を伝えられ

ない状態になる可能性があることから、本人が代理判断者（家族等）の信頼できる者を含めて話し

合いが繰り返し行われることが重要です。  

5. 本人の意思が明確でない場合には、代理判断者（家族等）の役割が重要になります。特に、本人が

自らの意思を伝えられない状態になった場合に備えて、特定の家族等を自らの意思を推定する者と

して前もって定めている場合は、その者から十分な情報を得たうえで、本人が何を望むか、本人に

とって何が最善かを、医療ケアチームとの間で話し合う必要があります。 

6. 本人、代理判断者（家族等）、医療ケアチームが合意に至るなら、それはその本人にとって最もよ

い人生の最終段階における医療ケアだと考えられます。医療ケアチームは、合意に基づく医療・ケ

アを実施しつつも、合意の根拠となった事実や状態の変化に応じて、 本人の意思が変化しうるも

のであることを踏まえて、柔軟な姿勢で人生の最終段階における医療・ケアを継続すべきです。   

7. 本人、代理判断者（家族等）、医療ケアチームの間で、話し合いを繰り返し行った場合において

も、合意に至らない場合には、複数の専門家からなる話し合いの場を設置し、その助言により医療

ケアのあり方を見直し、合意形成に努めることが必要です。 

8.  このプロセスにおいて、話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくことが必要です。大

磯病院では、“病院での医療処置に関する意思確認書”の活用があります。当ガイドラインと“病

院での医療処置に関する意思確認書の説明書”を参考に、作成を進めてください。 
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１ 人生の最終段階における医療・ケアの在り方  

① 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて 医療・ケアを受ける本

人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療ケアチームと十分な話し合いを行い、本人に

よる意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原

則である。また、本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示

し、伝えられるような支援が医療ケアチームにより行われ、本人との話し合いが繰り返し行われるこ

とが重要である。さらに、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族

等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。この話し合い

に先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者（代理判断者）として前もって定めておく

ことも重要である。  

 

Q．医療ケアチームとは？ 

A．担当の医師と看護師及びそれ以外の医療・介護従事者というのが基本ですが、ソーシャ

ルワーカーなど社会的な側面に配慮する人が参加することも想定されます。また、在

宅や施設などでは、ケアにかかわる介護支援専門員、介護福祉士等の介護従事者の関

係者が加わることも想定されます。 

 

 

 

  

 

 

② 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、 医療・ケア内容の変

更、医療・ケア行為の中止等は、医療ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断す

べきである。 

 

Q．人生の最終段階とは？病気や年齢などは関係するの？ 

A．がんの末期のように、予後が数日から長くとも 2-3 か月と予測ができる場合、慢性疾

患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合、脳血管疾患の後遺症、老衰など数か月

から数年にかけ死を迎える場合があります。どのような状態が人生の最終段階かは、

本人の状態を踏まえて、医療ケアチームの適切かつ妥当な判断によるべき事柄です。 

 

 

 ③ 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・代理判断者

（家族等）の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行うことが必要である。  

 

④ 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本ガイドラインでは対象としない。 

 

本人の意思は、時間の経過や心身の状態の変化、医学的評価の変更

等に応じて、大きく変化する可能性があることから、繰り返し話し

合いを行うことが、本人の意思の尊重につながります。 

https://3.bp.blogspot.com/-MN_EjmFrmQ4/VZ-R2uxuUYI/AAAAAAAAvQU/7YQ6XdQmPC0/s800/nurseman_question.png
https://2.bp.blogspot.com/-1jv4H1Y42A4/VSufpeNgq6I/AAAAAAAAs_0/091C0klDjXM/s800/medical_hanashiai.png
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２ 人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続 

 人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。  

（１）本人の意思の確認ができる場合  

① 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な

情報の提供と説明がなされることが必要である。そのうえで、本人と医療ケアチームとの合意形

成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成さ

れる医療ケアチームとして方針の決定を行う。 

 

   ② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであ

ることから、医療ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をそ

の都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。この際、本人が自ら

の意思を伝えられない状態になる可能性があることから、代理判断者（家族等）も含めて話し合

いが繰り返し行われることも必要である。  

 

③ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）本人の意思の確認ができない場合 

本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療ケアチームの中で慎重な判断を行

う必要がある。 

 ① 代理判断者（家族等）が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっ

ての最善の方針をとることを基本とする。 

 ② 代理判断者（家族等）が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかに

ついて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとること

を基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを

繰り返し行う。 

 ③ 代理判断者（家族等）がいない場合及び代理判断者（家族等）が判断を医療ケアチームに委ねる

場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。 

 ④ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。  

 

 

話し合いの場（確認書の作成含む）は、外来・入院、病状やＡＤＬ

の状態変化時など様々な場面とタイミングが考えられます。その

際、状況に応じて医師だけではなく、看護師などの医療ケアチーム

が可能な限り参加することが望ましいと考えられます。また、文書

作成に関しては大磯病院では、システム内に“病院での医療処置に

関する意思確認書”がありますので活用してください。 

https://www.irasutoya.com/2014/05/blog-post_4966.html
https://2.bp.blogspot.com/-z-tk2nr0yFM/V4SA94GHB4I/AAAAAAAA8PA/r7tWsU_N-woNf_ZjaUtm7-XTmvZxG3YFgCLcB/s800/job_nurse_iryouyou_scrub_woman.png
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Q．代理判断者（家族等）とは？ 

A．今後、単独世帯が増えることも想定し、本人が信頼を寄せ、人生の最終段階の本人を     

    支える存在であるという趣旨です。そのため、法的な意味での親族関係のみを意味せ 

   ず、より広い範囲の人（親しい友人等）を含み、複数人存在することも考えられます。 

 

Q．本人の意思決定が確認できない時はどうする？ 

A．本人が自らの意思を伝えられない状態になった場合に備えて、特定の代理判断者（家 

    族等）を自らの意思を推定する物として前もって定めて、その者を含めてこれまでの 

            人生観や価値観、どのような生き方や医療・ケアを望むかを含め、日頃から繰

り返し話し合っておくことにより、本人の意思が推定しやすくなります。その場合に

も、本人が何を望むかを基本とし、それがどうしてもわからない場合には、本人の最善

の利益が何であるかについて、代理判断者（家族等）と医療ケアチームが十分に話し合

い、合意を形成することが必要です。 

 

（３）複数の専門家からなる話し合いの場の設置  

上記（１）及び（２）の場合において、方針の決定に際し、 

・医療ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合 

・本人と医療ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容 についての合意が得

られない場合  

・代理判断者（家族等）の中で意見がまとまらない場合や、医療ケアチームとの話し合いの中で、妥

当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合等については、複数の専門家からな

る話し合いの場を別途設置し、医療ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言

を行うことが必要である。 

 

Q．別途設置される話し合いの場とは？ 

A．第三者である専門家（医療倫理に精通した専門家など）からの検討・助言を受けて、あ

らためて本人、代理判断者（家族等）、医療ケアチームにおいて、ケア方法などを改善する

ことを通じて、合意形成に至る努力をすることが必要です。本人の心身の状態や社会背景

に応じて、担当の医師や看護師以外の医療・介護従事者によるカンファレンス等を活用す

ることも考えられます。大磯病院では、病院倫理委員会とアドバンス・ケア・プランニング

ワーキンググループがありますので、困った症例がある際はご相談下さい。 

医療ケアチームの皆さまへ 

意思確認書などの文章をただ作成するだけではなく、話し合う・共に考えるプロセ

スが重要です。また、一度意思決定をしても、患者・家族の思いは揺らぐことを理

解し、受け止め、関わることがＡＣＰの第一歩となります。患者・家族の考え方の

根源を理解し、繰り返し話し合うことが大切です。 

https://3.bp.blogspot.com/-MN_EjmFrmQ4/VZ-R2uxuUYI/AAAAAAAAvQU/7YQ6XdQmPC0/s800/nurseman_question.png
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３ 大磯病院での医療処置に関する意思確認書の取り扱い 

 

１）“病院での医療処置に関する意思確認書”（以下、確認書）とは 

  この確認書は、アドバンス・ケア・プランニング（人生の最終段階の医療・ケアについて、本人が

家族や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセス）の概念をもとに作成をしました。 

この確認書は、医療者と本人（あるいは適切な代理判断者）によって、人生の最終段階に受ける医

療処置についての意向を確認するものです。確認書を作成する過程では、医療者と本人が適切な説明

と合意を繰り返しながら、本人の意向に沿って、本人らしく尊厳をもって人生を全うできるよう支援

することを目標としています。本人に意思決定能力があれば、原則として本人の意向を尊重してくだ

さい。 

 

２）作成における注意点  

（１）本人・代理判断者および医療ケアチーム内で十分な話し合いを行ってください 

（２）本人・代理判断者と定期的に話し合いを持ち、決定内容についての再評価を行い、必要であれ

ば、変更・更新をして下さい 

（３）本人の尊厳に配慮し、医療ケアチームで協働し、最善の医療やケアを継続して提供してください 

 （４）これは患者や家族の意思を確認するための書類であり、方針を決定するものではありません。 

また、DNAR の同意書でもありません。患者基本情報に“病院での医療処置に関する意思確認

書あり”と入力はされますが、急変時の方針などに関しては、従来通り指示コメントに入力を

してください 

 

３）運用方法 

（１）書類の作成について 

文書一覧【文書フォルダー→全科共通フォーマット→説明・同意書】からタイトル「病院での

医療処置に関する意思確認書」を選択、出力。医師が、必要な項目を本人・代理判断者（家族な

ど）へ説明し、合意を得ながら記載する。 

＊エンディングノートやリビング・ウィルなどの、人生の最終段階における医療処置に関する書

類（以下、事前指示書とする）を持参している場合は、事前指示書をもとに、医師が、必要な項

目を本人・代理判断者（家族など）へ説明し、合意を得ながら記載する。 

（２）書類の取り込みと活用について 

 文書のコピーは本人・代理判断者（家族など）へ返却し、原本はスキャナで電子カルテに取り

込む。[スキャン先【全科共通フォーマット→ACP 関連】]内容を変更する場合は、同じ手順で新

たに文書作成し、再度電子カルテに取り込む。それに基づき、医療ケアチームは医療処置とケア

の提供を行う。ただし、状況に応じ繰り返し説明と合意の機会を設ける。 

※p.16 参考資料③参照 
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病院での医療処置に関する意思確認書 

該当する項目に、☑をしてください。 

１．状態が急激に悪くなった時の対応について 

□ 以下の項目「２．医療処置」で選択した積極的医療処置を希望する 

   □ 積極的医療処置はせずに、自然な形で対応して欲しい 

   □ 今は決められないため、状況に合わせて考えたい  

   

２．医療処置について 

 １）救命をするための医療処置 

□ 心臓マッサージ ＋ 用手的人工呼吸  □ 気管挿管  □ 除細動器  □ 薬剤（昇圧剤など）   

２）生命を維持するための医療処置 

   □ 人工呼吸器   □ 気管切開    □ 人工透析   □ 輸血    

 ３）水分・栄養補給のための医療処置 

   □ 食べられなくなったら何もせず、自然のままが良い 

   □ 医学的処置を行い、水分や栄養補給をして欲しい 

→ 以下の処置の中から、実施を希望する処置を選択してください 

       □ 末梢静脈からの点滴栄養   □ 中心静脈からの点滴栄養    

□ 経鼻経管栄養  □ 胃ろう・腸ろうによる経管栄養         

                               

3．痛みや呼吸困難感など、身体的苦痛症状への処置について 

   □ 必要な薬剤を使ってできるだけ抑えてほしい 

→ 以下の処置の中から、実施を希望する処置を選択してください 

      □ 鎮静剤   □ 医療用麻薬   □ その他（        ） 

 

４．その他の希望（ケアや最期を迎える療養場所など） 

    

  

※この内容は、現時点での意思の確認であり、状況に合わせていつでも変更することができます。 

その都度話し合う機会を持たせていただきますので、遠慮なくご相談ください。 

                      説明日： 西暦       年    月    日 

 

説明担当医師：            （自署） 看護師・その他：              （自署） 

私は、上記のように希望します。 

東海大学医学部付属大磯病院長 殿 

                           西暦       年    月    日 

 

患者本人：              （自署） 代理判断者：         （続柄）   （自署） 

参考資料① 
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“病院での医療処置に関する意思確認書”の説明書 

１．病院での医療処置に関する意思確認書（以下、確認書）について 

 東海大学医学部付属大磯病院では、ご本人・ご家族などの代理判断者と十分話し合いながら、より良い医

療・ケアを目指しています。確認書は、入院して容態が急激に悪くなった時に受ける医療処置について、ご

本人・ご家族などの代理判断者の意向を確認するものです。 

この説明書は、確認書にお示しした医療処置やケアに関して説明をしたものです。受ける医療を考える際

の参考にして下さい。一度、“病院での医療処置に関する意思確認書”に記入された内容はいつでも変更可能

です。お申し出いただければ、その都度話し合う機会を持たせていただきます。たとえ積極的な治療を希望

されなくても、あらゆる苦痛や症状の緩和に努めたケアを提供します。ご不明な点がありましたら、遠慮な

く医療スタッフへご相談ください。 

 

２．医療処置について 

 ※確認書における「積極的医療処置」について※（大磯病院での定義） 

   確認書における「積極的医療処置」とは、２．１）及び２）の項目に示される、「心臓マッサー 

   ジ+用手的人工呼吸」「気管挿管」「除細動器」「薬剤」「人工呼吸器」「気管切開」「人工透析」「輸 

   血」を示します。 

  

１）救命をするための医療処置 

  救命をするための医療処置とは、心肺停止などの状態になった場合、生命の維持を図る処置・治療のこと 

  を示し、行ったとしても、効果は一時的である可能性があります。 

① 心臓マッサージ ＋ 用手的人工呼吸（心肺蘇生法） 

 

胸部を手で押して心臓を刺激し、血液を強制的に循環さ

せます。人の手でマスクを使って呼吸補助をします。効

果は一時的で短時間のみ使用可能です。                

 

 ② 気管挿管 

  

口から気管内に管を挿入し、人工呼吸器などの呼吸補助に

より、患者さんの肺に空気又は酸素を送ります。 

 

 

  ③ 除細動器     

                

心室細動などの危険な不整脈を電気ショックにより、治療

する機械（AED など）です。 

 

参考資料② 
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 ④ 薬剤（昇圧剤など） 

点滴から血圧を上げる薬剤などを投与します。患者さんの容態によっては効果が得られないこと   

もあります。 

 

２）生命を維持するための医療処置 

    

① 人工呼吸器 

呼吸が十分にできない時に行います。気管挿管により、気道に挿入し

たチューブをつないで呼吸を補助する機械です。この治療を受ける時

は、鎮静剤を使用することがあり、一般的にはご本人と意思の疎通が

難しくなることがあります。また、チューブの挿入に伴うご本人の不

快感を伴うことがあります。 

                                                       

 ② 気管切開 

手術で気管（首）に穴を開け、短いチューブを挿入して気道を確保し

ます。空気が肺に行き渡りやすくなります。一般的には、発声が出来

なくなり、ご本人との意思の疎通が難しくなることがあります。ま

た、外科的な処置を伴うため、出血する可能性があり、ご本人の負担

になることもあります。 

 

 

③ 人工透析             

腎臓の機能が低下した時に行います。首や足の付け根の静脈にカテー

テルを通し、血液透析の機器を用いて血液から老廃物を除去する治療

方法です。検査結果により回数や時間が変わります。長時間にわたっ

て同じ姿勢を保つことが必要なため、患者さんによってはそのことが

苦痛となる場合もあります。合併症として血圧の変動などがあります 

    

 

 ④ 輸血 

不足した血液の成分を補うために、静脈から血液を点滴します。貧血

によっておこる症状（呼吸困難感や倦怠感、めまいなど）を改善する

目的で行います。合併症としては、アレルギー反応、肝炎ウイルスや

細菌などへの感染の可能性などがあります。 
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３）水分・栄養補給のための医療処置 

① 末梢静脈からの点滴栄養 

通常の手足の血管からの点滴です。経口での水分補給が難しい時

に、重症の脱水とならないようにできます。輸血や抗生物質なども

投与可能です。水分や電解質の補給は可能ですが、栄養はほとんど

含まれない為、 長期にわたっての栄養補給には不向きです。 

 

 ② 中心静脈からの点滴栄養 

心臓の近くの太い静脈（首や足の付け根など）にカテーテルを通

し、十分な栄養を点滴します。ただし、挿入時の血管損傷やカテー

テル感染による発熱を起こすことがあります。そうした場合、入れ

替えが必要になります。 

    

③ 経鼻経管栄養 

細いチューブを鼻から通して胃まで入れます。身体に穴を開けるた

めの処置は必要ありません。ただし、チューブの交換時には苦痛を

伴う可能性があることや、装着の不快感から、ご本人が引き抜いて

しまう恐れがあります。  

   

 

 ④ 胃ろう・腸ろう 

胃ろうによる栄養補給を行うためには、事前に内視鏡と若干の器具

を用い、局所麻酔下で開腹することなく、胃ろうを作る手術（経皮

的内視鏡的胃ろう造設術）を受ける必要があります。造設後は経鼻

経管栄養に比べると、一般的に不快感が少なく、管理がしやすい方

法です。また、経鼻経管栄養に比べて誤嚥のリスクは減る為、経口

からの摂取も可能ですが、患者さんの身体の状態によっては造設す

ることで身体に負担がかかることもあります。 

 

３．痛みや呼吸困難感などの身体的苦痛の症状への処置について 

  ① 鎮静剤 

    点滴から薬剤を投与し意識を低下させることで、辛い症状を感じないようにします。 

鎮静は意識を低下させますが、死期を早めるものではありません。ただし、鎮静剤の投与量や

患者さんの身体の状態などによっては、意思の疎通が難しくなることもあります。 

  ② 医療用麻薬 

    点滴、貼り薬、内服薬などの種類があります。通常の痛み止めなどで抑えられない痛みや、呼

吸困難感などの辛い症状を和らげることができます。眠気や吐き気などの副作用が出る可能性

もありますが、吐き気止めなどの薬を使いながら症状の緩和をします。 
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参考資料③ 
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４ 大磯病院での私がこれから受ける医療・処置に関する希望（事前指示書）の取り扱い 

 

１）“私がこれから受ける医療・ケアに関する希望”（以下、事前指示書）とは 

  この事前指示書は、アドバンス・ケア・プランニング（人生の最終段階の医療・ケアについて、本  

 人が家族や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセス）の概念をもとに作成し、医療者と

本人（あるいは適切な代理判断者）によって、今後患者が希望する医療・ケアについての意向を話し

合うためのツールとなることを目的としています。 

事前指示書は、「単に作成するだけでは、患者・家族の満足度は変わらない」という報告があり、た

だ書くだけでは不十分です。話し合う際には、「なぜ医師や家族はその治療を勧めるのか」、「なぜ、自

分（患者本人）や家族はその治療や療養方法を選ぶのか」など、この「なぜ？」をキーワードに話す

ことが勧められます。それにより、患者本人の思いや、医療者・家族の思いを明らかにし、結果とし

て患者や家族の「納得感」が高まり、本人の意向を十分に反映させることを目指しています。 

 

２）作成における注意点 

 （１）医療者は、記載された内容をしっかり確認し、必要時話し合いや内容の確認を行い、本人・代 

    理判断者の意向を正しく理解するように努めてください 

 （２）必要時及び、本人・代理判断者が希望する時は、何度でも内容の変更・更新ができます。本

人・代理判断者も十分理解して作成出来るように、十分な説明を行ってください 

 （３）本人の尊厳に配慮し、医療ケアチームで協働し、最善の医療やケアを継続して提供してください 

 （４）これは、患者や家族が、自分達の意思や価値観を十分に考え、確認するための書類であり、方 

    針を決定するものではありません 

 

３）運用方法 

 （１）書類の作成について  

    各診療科外来に設置している「私がこれから受ける医療・ケアに関する希望」を、本人・代理 

   判断者(家族など)へ説明して渡し、自宅等で話し合って頂く。 

    記載・作成は基本、患者・家族が行う。 

 （２）書類の取り込みと活用について 

    患者本人もしくは代理判断者が、記入した文書を持参したら、主治医は内容を確認し、ｐ.６に  

   サインをする。文書を受け取った看護師もしくは事務職員は、医師のサインを確認し、p.4～6 を 

コピーする。文書の原本は返却し、コピーはスキャナで電子カルテに取り込み、事務課担当者へ

回す。［スキャン先【全科共通フォーマット→ACP 関連】］事務課担当者は HR 取得情報「ACP

事前指示書」にチェックする。内容を変更する場合は、新たに記入して頂き、新たな日付が記入

されていることを確認した上で、上記の手順で再度電子カルテに取り込む。 

※p.25 参考資料⑤参照 
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【私がこれから受ける医療・ケアに関する希望】について 

 

Ⅰ はじめに 

 この【私がこれから受ける医療・ケアに関する希望】は、事前指示書と呼ばれるもので

す。この様な書類を使って、最後まで自分らしく生き、暮らし続けるための準備として、

患者さんやご家族と、これからの治療やケアに対する話し合いを重ね、意思決定を支援さ

せて頂きます。 

 

１.アドバンス・ケア・プランニングとは？ 

 万が一のときに備えて、あなたの大切にしていることや望み、どのような医療やケアを望

んでいるかについて、自分自身で考えたり、あなたの信頼する人たちと話し合ったりするこ

とを「アドバンス・ケア・プランニング（Advance Care Planning〔ACP〕、日本語で人

生会議）」と言います。 

 これらの話し合いは、「もしもの時」にあなたの信頼する人が、あなたの代わりに治療や

ケアについて難しい決断をする時にも重要な助けとなります。 

 あなたには、このような前もっての話し合いは必要ないかもしれません。でも、このよう

な話し合いをしておけば、万が一あなたが自分の気持ちを話せなくなった時に、心の声を伝

えることができ、ご家族やご友人などあなたの大切な人たちの心の負担が軽くなるかもしれ

ません。 

 

２.なぜ、前もった話し合いが必要なのか？ 

●人は誰でも、いつでも、命に関わるような大きな病気やケガをして、命の危険が迫った状

態になる可能性があります。そのような状態になると、多くの方が、これからの自身の治療

やケアなどについて自分で決めたり、人に伝えたりすることが出来なくなってしまうと言わ

れています。 

●「もしもの時」の治療やケアに関する考えや希望を、あなたの大切な人と話し合っておく

ことで、万が一のことが起きてしまった時、あなたの考えや希望に沿った治療やケアを受け

られる可能性が高くなります。 
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３.アドバンス・ケア・プランニングのすすめ方 

＜Ｓｔｅｐ１＞希望や思いについて考えましょう 

 もしも、時間に限りがあるとしたら…あなたにとって大切にしたいことを考えてみましょ

う。 

＜Ｓｔｅｐ２＞ご自分の身体について知り、考えてみましょう 

 あなたの病状や予測される経過、治療やケアなど、知っておきたいことはありますか？

かかりつけ医やその他の医療者に相談してみましょう。 

＜Ｓｔｅｐ３＞あなたの代わりに伝えてくれる人を選びましょう（信頼できる人が誰かを考

えてみましょう） 

 あなたをよく理解してくれている人で、あなたが病状により意思を伝えられなくなったと

きに、あなたに代わって治療やケアについて医療者と話し合ってもらいたい人は誰ですか？ 

  ※法的な権利はなく、財産分与などには関わりません 

＜Ｓｔｅｐ４＞希望や思いについて話し合いましょう 

 治癒や回復が難しい状態になった時のことを考えて、あなたの希望や思いについて、信

頼できる人や医療者と話し合ってみましょう。 

＜Ｓｔｅｐ５＞考えを書き留めておきましょう 

 話し合った内容は記録として書き残し、周囲の人と共有しておきましょう。 

 

この【私がこれから受ける医療・ケアに関する希望】は、将来ご自身が意思をうまく

伝えられなくなった時や、ご自分で判断が出来なくなった時に、どのような医療やケア

を希望するかを予め考えたり、いざという時に自分の代わりに誰に判断してもらいたい

か（代理判断者）について考えるために活用するものです。話し合ったり考えた結果を

書き留める事前指示書と呼ばれるものですが、この書類に法的効力はありません。希望

や思いは、時間の経過や健康状態によっても変化していくものです。何度も繰り返し考

えていきましょう。この内容やご希望は、いつでも修正・撤回ができます。 
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記載されましたら、原本はご自身で保管しておき、ご家族にもこの文書の内容をお話

ししておいて下さい。関係する医療スタッフ（かかりつけ医）や施設職員にもお見せ頂

き、内容を共有しておきましょう。 

 

 

 

 

図：アドバンス・ケア・プランニングのすすめ方 

（参考元：広島県地域保健対策協議会〔一部変更〕） 

  

  

 

 

 

  

  
 

さあ！ 
今から始めましょう！ 

Step① 
希望や思いについて

考えましょう 

今のあなたの考え方を示しておくこと

は、将来ご家族等があなたの気持ちを

考えて判断するのに役立つでしょう。 

 

人生の 

目標・希望

や思いは？ 

あなたに 

とって大切

なことは？ 

  

  

Step② 

身体について知り、

考えてみましょう 

医師とあなたの健康について相談すること

も大切です。病気がある場合には、将来ど

うなるか、どういう治療が出来るのか、そ

の治療でどうなるのか学びましょう。 

健康で長生きを目指して！

主治医に質問して 

みましょう。 

  

  

あなたの代わりに 

伝えてくれる人を 

選びましょう 

予期しないできごとや突然の病気で、自分の

希望を伝えることが出来なくなるかもしれま

せん。自分で判断できなくなった時に、あなた

の代わりに伝えてくれる人（代理判断者）を選

んでおくことが大切です。 

どんな時でもあなたの 

希望を尊重できる人は？ 
きょうだい 

子供 妻 

  

  

Step④ 希望や思いについて

話し合いましょう 

家族や医師は、あなたの希望を 

知っていますか？ 

医療や生活に関する希望や思いを家族・代理判断者や医療者

と話し合いましょう。しっかり話し合うことで、お互いの理

解が深まるでしょう。 

延命の為だけの 

治療は望まない。 

どのような状態で

も、とにかく長く

生きたい！ 

Step③ 

  

  

考えを 

書き留めておきましょう 

話し合ったことは記録として残しましょ

う。希望や思いは時間とともに変化した

り、健康状態によって変わる可能性があ

ります。その都度「私がこれから受ける医

療・ケアに関する希望」を見直して書き直

しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

何度でも繰り返

し考え、話し合

いましょう！ 
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Ⅱ 私がこれから受ける医療・ケアに関する希望 

＜Ｓｔｅｐ１＞希望や思いについて考えましょう 

 あなたが大切にしたいと思うことは何ですか？（いくつ選んでも結構です） 

【自分自身のこと】 

□ 好きなことができる、楽しみがある    □ 身の周りのことが自分でできる        

□ 人生を全うしたと感じることができる 

【他者との関わり】 

□ 家族内や社会で自分の役割を果たす    □ 家族や友人の負担にならない 

□ 他人に弱った姿を見せない              □ 大切な人に伝えたいことを伝える 

□ 家族や友人と十分に時間を過ごせる 

【身体や気持ちのこと】 

□ 痛みや苦しみが少なく過ごせる      □ 納得いくまで十分な治療を受ける 

□ 病状で、今後起こることを詳しく知る   □ 病気や死を意識せずに過ごす 

□ 自然に近い形で過ごす    

【過ごす場所】 

□  望む場所で過ごせる           □ 一人の時間が保証される 

【経済面について】 

□  自分が経済的に困らない         □ 家族が経済的に困らない 

【その他】（                                   ） 

 

＜Ｓｔｅｐ２＞ご自分の身体について知り、考えてみましょう 

 １）あなたは、今の健康状態について理解できていると思いますか？ 

    □ はい              □ いいえ 

 ２）あなたの健康状態や病気について、今後どのような経過をたどるかなど、詳しく説明 

を受けたいですか？ 

    □ はい              □ いいえ 

 ３）受ける治療に関して、どのような希望がありますか？健康な方は「もしも、病気にな  

   ったら…」と仮定してお考え下さい。（いくつ選んでも結構です） 

    □ 一日でも長く生きられるような治療を受けたい 

    □ どんな治療でも、とにかく病気が治ることを目指した治療を受けたい 

    □ 苦痛を和らげるための十分な処置や治療を受けたい  

    □ 痛みや苦しみが無く、自分らしさを保つことに焦点を当てた治療を受けたい 

    □ できるだけ自然な形で最期を迎えられるような必要最低限の治療を受けたい 

    □ その他（                               ） 
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４）将来、認知症や脳の障害などで自分で判断が難しくなったとき、あなたはどのような 

ことを希望しますか？（1 つ選んでください） 

    □ なるべく迷惑をかけずに自宅で生活したい  

    □ 家族やヘルパーなどの手を借りながらでも自宅で生活したい 

    □ 病院や施設でも良いので、食事やトイレなど最低限自分でできる生活をしたい 

    □ 病院や施設でも良いので、とにかく長生きしたい 

    □ その他（                               ） 

 ５）将来、病状が悪くなったり、もしもの時が近くなったときには、どこで療養したいと 

お考えですか？ 

    □ 自宅   

    □ 自宅以外［□ 病院  □ 介護施設  □その他（           ）］ 

    □ わからない 

 ６）もしもの時が近くなったときには“延命治療”（※）を希望しますか？ 

    □ はい   □ いいえ  □ わからない 

   ※“延命治療”とは、病気が治る見込みがないにもかかわらず、延命することだけを目的とした

医療処置を意味します。 

 

＜Ｓｔｅｐ３＞あなたの代わりに伝えてくれる人を選びましょう 

（信頼できる人が誰かを考えてみましょう） 

 １）将来、あなたが自分で判断したり、気持ちを伝えられない状態になってしまった時に、

あなたの性格や気持ちをしっかり理解して、代わりに意思決定をしてくれる方（＝代

理判断者）はいますか？ 

    □ はい   □ いいえ 

その方のお名前と続柄（※複数名でも結構です。記載は任意です。）： 

 

 ２）１）の質問で「はい」と答えられた方に伺います 

   その方は、あなたが自分の代わりに意思決定をして欲しいと考えていることを知って 

いますか？ 

    □ はい   □ いいえ 

     

＜Ｓｔｅｐ４＞希望や思いについて話し合いましょう 

 ＜Ｓｔｅｐ３＞までで考えたことをもとに、医療やケアに関するあなたの希望や思いを、

代理判断者やかかりつけ医と話し合いましょう。あなたの希望や思いを理解してもらう

ために大切なことは、時間をかけて話し合うことです。しっかり話し合うことで、あなた

の思いや考えが具体的で現実的なものにまとまり、お互いの理解が深まっていきます。 
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＜Ｓｔｅｐ５＞考えを書き留めておきましょう 

 ここまでで話し合ったことや、現在のあなたの思いや考えを書き留めておきましょう。 

                 ◎記載年月日： 20    年   月   日 

  

                 ◎本人： 

                                              

                 ◎代理判断者： 

                                              

                 ◎話し合った日： 20    年   月   日 

  

                 ◎話し合った医療者： 

                                              

              

※話し合い、記入したら次回の外来に持参し、内容を主治医などと共有しましょう。 

※時間と共に気持ちが変わったら、いつでも何度でも内容の修正や撤回ができます。その時

は、新たに記入し、再度外来に持参して内容を主治医と共有しましょう。 

※作成に関して分からないことがあれば、いつでもお聞きください。 

                                          

参考資料 

・これからの治療・ケアに関する話し合い－アドバンス・ケア・プランニング－、神戸大学 

・医療に対する私の希望、関西医科大学総合医療センター臨床倫理委員会、2017 年 6 月 

・わたしの心づもり、広島県地域保健対策協議会（p.3 図の掲載許可済み） 
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参考資料⑤ 
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Ⅲ 「看取り」に関する基本指針 

１．看取りに関する概要 

１）基本姿勢と「看取り」の定義 

   人生の終末を迎える際、人は終末期を過ごす場所及び行われる医療等について自由に選択できる

環境が必要です。当院では、終末期にある患者に対し、患者本人の意思と権利を最大限に尊重し、

患者の尊厳を保つと共に、安らかに死を迎えるための終末期にふさわしい最善の医療、看護、介

護、リハビリテーション等を行います。なお、これらの一連の過程を「看取り」と定義します。 

 

２）目的 

   いかなる時も、患者・家族が“生きる”ことを支え、その人らしい最期が迎えられる環境を提供

することを目的とします。 

 

３）対象 

   病棟で終末期を迎える全ての患者と、その家族を対象とします。 

 

４）終末期の考え方 

  【定義】以下の条件を満たす。 

   （１）複数の医師が客観的な情報を基に、治療により病気の回復が期待できないと判断すること 

   （２）患者が意識や判断力を失った場合を除き、患者・家族・医師・看護師等の関係者が納得す 

      ること 

   （３）患者・家族・医師・看護師等の関係者が死を予測し対応を考えること 

  

 医師の診断に基づいて、病状の進行及び心身機能の障害や衰弱が著明で明らかに回復不可能な状

態であり、かつ近い将来確実に死に至ることが差し迫っている状態が「終末期」と考えられます。

しかし、終末期は、個々の病態において様々です。当院の医師が状態や経過を観察し、一般に認め

られている医学的知見に基づき、回復の見込みが無いと診断した者を「終末期」と考えます。 

  

【以下の点についても配慮を行いましょう】 

   ・回復不可能の判断は、主治医を含む複数の医師によりなされること。 

   ・倫理的側面を鑑みると、倫理委員会により、回復不可能の判断、あるいは看取り対応の実 

    施の承認がなされることが望ましいこともある。 

   ・死に至るまでの間、本人はもちろん、家族においても、身体的・精神的・スピリチュアル 

    な苦痛を和らげ、可能な限り心穏やかに充実した生活を送れるように療養を支援していく。 

   ・特に、個人の尊厳と価値観・人生観を尊重し、家族との関係においてもこの点を配慮する。 

   ・家族とあらゆる職種の各関係専門職種が十分なコミュニケーションの下で患者に関わるこ 

    とが出来るようにする。 
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２．看取りの環境調整 

１）「看取り」における病棟スタッフの基本姿勢 

  （１）患者の生活史や価値観を尊重した介入の実践をすること。 

  （２）患者本人及び家族の思いや願いを汲み取る姿勢を持つこと。 

  （３）一貫した看護計画を立て、統一したケアを行うこと。また、ケア内容は定期的に評価・修正

を行い、その時に最も適したケアの提供を実践すること。 

  （４）全人的に患者の苦痛をアセスメントし、QOL の維持に努めること。 

  （５）看取りの過程や臨死期における家族の精神的苦痛にも配慮し、ケアを行うこと。 

 

２）院内での看取りの視点 

   終末期の過程においては、死をどのように受け止めるかという個々の価値観が存在し、患者本人

の思いや看取る立場にある家族の思いは、その時々で揺らぎ、変化することも考えられます。その

中で、患者本人が、重要他者に見守られ、安らかに死を迎えることが、看取りの要点として挙げら

れます。このことを踏まえ、患者本人・家族に対して以下の事項を予め確認し理解を得ていきます 

 

  （１）一般的に、病状変化に伴う緊急時の対応は、看護師の報告などに応じて医師の判断と指示の

下でなされます。これらは、以下の（２）の方針に従い行われます。主治医が不在の場合

は、当直医あるいは代理医師が対応することとなります。 

  （２）積極的治療、更に緊急時の心肺蘇生及び延命処置に対する希望について、予め本人あるいは

家族に確認します。 

  （３）看取りに対する患者本人及び家族（患者本人が意思表示できない場合は家族のみ）の同意を

得ることになります。 

 （４）患者本人・家族が、看取りの場として自宅や居宅などの病院以外の場所を選択したいと考え

ているのか否かを確認し、希望する場合は意向に沿うことが出来るように介入していきます 

 

３）人的・物的環境の整備 

  （１）人的環境 

     「看取り」の実施にあたっては、患者・家族に関わる全ての職員(医

師・看護師・MSW・看護助手・リハビリスタッフ等)で情報を共有し、

協力体制の下で介入を行います。随時病棟内でカンファレンスを行い、必要なケアがタイムリ

ーに提供されるように努めます。また、チーム会での患者についての話し合い、日々のカンフ

ァレンス及び、病棟会における事例検討会を通して、病棟看護師の看取りについての理解を深

め、それぞれの死生観を養っていけるように努めることも大切です。 

  （２）物的環境 

     臨死期においては、適切な段階で個室への移動を提案し、ご家族・ご親戚・ご友人などの面

会や付き添いなどのご希望に沿うことが出来るように配慮します。また、環境整備に努め、患

者本人が心地良く過ごすことの出来る環境を提供していきます。加えて、可能な範囲での設備

器具の提供を検討します。 
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３．看取りに関するケアの実際 

１）病棟における「看取り」の意向に関する事前確認について 

  （１）積極的治療、更に緊急時の心肺蘇生及び延命処置に対する希望について 

  （２）看取りに対する患者本人及び家族(患者本人が意思表示できない場合は家族のみ)の同意 

  （３）患者本人・家族が、看取りの場として自宅や居宅などの病院以外の場所を選択したいと考え

ているのか否か 

     ※（１）～（３）の確認後、以下の（５）の項目について確認していく。 

（４）本人が会いたい人、家族が会わせたい人の有無(家族、親戚、友人、職場関係者など) 

  （５）臨終時(死の直前)に備えた確認事項 

   ①臨終時及び死亡確認時に傍にいる方 

     ②付き添いの希望・時期 

     ③個室へ移動する希望・時期 

     ④緊急時連絡先の最終確認(日中、夜間)  

     ⑤病院までの移動手段・所要時間 

     ⑥最期の衣服の希望(浴衣、制服など) 

     ⑦互助会の有無 

     ⇒以上の内容を確認し、看護記録に残し、必要時「看取りの意向に関する確認事項」 

（様式２）に記載していきます。 

 

２）病棟における「看取り」のケアの実施 

（１）具体的なケア内容 

    ①患者本人に対するケア 

     【身体的ケア】バイタルサイン確認/療養環境の整備/安寧・安楽の確保/安全の確保/清拭・

入浴など清潔ケア/適切な栄養と水分補給の介助/口腔ケア/スキンケア/排泄

ケア/身体的苦痛（疼痛・呼吸困難・倦怠感・浮腫・消化器症状など…）の

緩和 など 

     【精神的ケア】コミュニケーションの重視/人権・プライバシーの尊重/傾聴・受容の姿勢/

患者本人の居心地の良い環境を作る/安全・安楽の提供/精神的苦痛（不眠・

せん妄・抑うつなど…）の緩和 など 

     【医療処置】 医師の指示に基づいた治療・処置の安全な実施/医師の指示に基づいた症状

緩和のための医療処置/全身状態の観察 

    ②家族に対するケア 

     ・関係専門職種（医師・MSW・リハビリスタッフ・栄養士など）へいつでも相談しやすい

環境を整える。 

     ・家族の精神的/身体的負担への配慮 

     ・必要時、家族関係への支援・介入 

     ・家族の希望や心配事への対応 

     ・グリーフケア 
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（２）看取り実施における具体的な方法 

    ①看取り対応（看取りを前提とする患者への看護ケアを含む対応）の開始時期 

     ・一般的に認められている医学的知見から、病状の進行及び心身機能の障害や衰弱が著明で

明らかに回復不可能な状態であり、かつ近い将来確実に死に至ることが差し迫っている状

態と医師が判断した患者につき、医師（医師が説明した内容を繰り返す場合は看護師でも

よい）は本人、家族にその判断内容を丁寧に説明し、その人らしい最期を迎えられるよう

に治療・看護計画を提示し、終末期を過ごすことに同意を得て、開始・実施されるもので

す。回復不可能の判断は、主治医を含む複数の医師でなされることが望ましいです。 

     ・また、回復不可能を予見/予測する時点あるいはその前から、来る看取り対応に備えて患

者本人・家族との信頼関係の構築に努めていくことが求められます。看取りの質を高める

ためには、信頼関係の構築は最重要となります。身体諸機能の低下あるいは認知症の進行

など、病状の進展に合わせて、家族を交えて患者本人の人生を振り返ったり、日頃の信条

や価値観などについて語り合うといった、コミュニケーションの心掛けが日常業務の中に

求められます。 

 ②医師による説明 

     ・医師が上記の①に示した状態で、終末期の段階におけるケアが必要と

なると判断した場合、看護師同席の下、インフォームド・コンセント

を行います。 

     ・看護師は、医師から少なくとも以下に示された内容を含めた説明がなされていることを確

認し、必要時、不足点や患者本人・家族の理解が不足している点を補って説明します。 

       ②-a：いかなる治療によっても病状が回復する見込みが無く、近い将来に死を迎える状

態であること 

       ②-b：侵襲的処置は本人の苦痛を高めるが、利益は極めて低いと考えられること 

       ②-c：積極的な延命治療(気管内挿管・心肺蘇生など)を控えるが、あらゆる苦痛や症状

の緩和に最大限努めること 

       ②-d：患者本人の尊厳を尊重し、それを高めるように関わるとともに、限られた残りの

時間を最大限価値あるものと出来るように支援すること 

       ②-e：患者本人・家族の身体・精神・社会及び経済上の問題に対して相談に応じ、必要

時専門職が対応していくこと 

       ②-f：いかなる時点においても、患者本人・家族の思いは揺らぐことを理解し、それを

受け止め、その都度その時々で患者本人にとって最善の対応が出来るように共に

考えていくこと 

       ②-g：病院以外に、自宅・居宅での看取りも可能であること 

     ・以上の説明を受けた上で、患者または家族は、看取りの場所を選択します。当病院での看

取りを希望した場合は、「今後の療養及び、看取りについて」（様式１）を用いて説明しま

す。自宅などを希望した場合は、可能な限り希望に沿うことが出来るように、調整を開始

します。 
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    ③看取り対応の実施 

     ・当病院での看取りを希望する場合、患者へ提供する緩和的治療や看護ケアについては、状

態の変化に応じて患者本人・家族へ説明し、同意の下で提供していきます。 

     ・看取り対応の環境として、臨死期は個室での対応を原則とします。大部屋から個室への移

動の時期は、患者・家族と話し合いの下で決定します。家族の身体的・精神的負担に配慮

しながら、患者本人の精神的安定と不安の軽減に協力を求めていきます。付き添いを希望

する場合は、付き添い申請を行い、家族の休息が取れるように簡易ベッドを設置するな

ど、環境調整をします。 

     ・病棟全職員は、患者本人が尊厳を持つ一人の人間として、安らかな最期を迎えることが出

来るように、家族の支えともなるべく、身体的・精神的支援に努めていきます。 

 ④看取り対応の実施における責任体制と役割 

     ○主治医○ 

      ・医療上の責任  

      ・看取り対応及びケアの開始時期の判断 

      ・家族への説明(インフォームド・コンセント)  

      ・緊急時及び夜間帯の対応と指示 

      ・患者への治療・ケアや介入に関して、定期的な看護師とのコミュニケーション 

      ・死亡確認、死亡診断書等関係書類の作成 

     ○病棟責任者○ 

      ・病棟における看取り看護・ケアに対する管理責任 

      ・看取り看護・ケアに関する教育 

      ・患者・家族への対応に関するスタッフの監督、助言 

      ・患者・家族へ対応するスタッフの相談窓口 

     ○看護職員○ 

      ・看取り看護・ケアに必要な多職種協働における連携強化 

      ・看取り期における状態観察 

      ・看取り期における状態観察の結果に応じて適切なアセスメントを行い、必要な処置やケ

アの準備や対応の実施 

      ・身体的・精神的苦痛症状の緩和 

      ・安楽で安全な体位の調整 

      ・患者・家族とのコミュニケーション/信頼関係の構築 

      ・全身状態観察、食事・水分摂取量の把握、尿量/排便量の把握と管理など 

      ・詳細な経過記録の記載(患者の状況・家族の状況・意思決定・医師からの説明やそれに対

する反応など…) 

      ・随時患者・家族への説明と、不安への対応 

      ・家族の相談窓口 

      ・家族によるケアに関する指導 

      ・定期的なカンファレンスの実施と、ケアの評価・修正 
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      ・必要時、患者・家族と医師との懸け橋となる 

 

     ○看護助手○ 

      ・看護師の指示の下、患者の個別性に配慮した食事・排泄介助・清潔ケアの提供 

      ・看護師の指示の下、身体的・精神的緩和ケアと安楽な体位の工夫 

      ・コミュニケーション 

 

（３）夜間緊急時の連絡と対応 

     事前に、夜間の医師コール基準・連絡する医師・家族への連絡基準・

家族連絡の優先順位を確認し、それに則って連絡・対応を行います。 

 

（４）看取りに関する職員教育 

      病棟における看取り看護・ケアの目的を明確にし、死生観教育と理解の確立を図っていき

ます。 

      ①看取り看護・ケアの理解 

      ②臨死期に起こりうる機能的・精神的変化の理解と対応 

 ③夜間・急変時の対応 

      ④看護・ケア実施にあたりチームカンファレンスの充実 

      ⑤看取り看護・ケアについての振り返り(デスカンファレンス) 

      ⑥看護記録の充実 

 ⑦報告・連絡・相談の充実 

 

◆終末期における患者の療養先や意向に関する記録は、看護記録に残し、必要時「看取りにつ

いての患者・家族の意向に関する記録」（様式３）を活用し、情報共有する。 

 

＊注意：「看取りの意向に関する確認事項」（様式２）、看取りについての患者・家族の意向に

関する記録」（様式３）については、話し合いの際の記録用紙として活用して下さ

い。文書一覧に取り込む必要はありません。決定事項等は、電子カルテの看護記録に

記載して下さい。 
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 （様式１：医師説明用参考資料） 

 

 

今後の療養及び、看取りについて 

 

 

 

①病状について：現在、いかなる治療によっても病状が回復する見込みが無く、近い将来に死を迎

える状態にあると判断します。侵襲的な処置や治療は本人の苦痛を高める可能性が大きく、それに

よる利益は極めて低いと考えます。 

 

②治療について：積極的な延命治療(気管内挿管・心肺蘇生など)を控えますが、あらゆる苦痛や症

状の緩和に最大限努めていきます。 

 

③ケアについて：患者さんが穏やかで安らかな最期を過ごせるように、職員一同で最大限努めま

す。対応する職員は、患者さん本人の尊厳を尊重し、それを高めるように関わるとともに、限られ

た残りの時間を最大限価値のあるものと出来るように支援していきます。 

 

④相談への対応：患者さん本人及びご家族の身体・精神・社会及び経済上の問題に対して相談に応

じ、必要時専門職が対応させていただきます。ご心配なことや気がかりがありましたら、いつでも

ご相談ください。 

 

⑤方針の変更：いかなる時点においても、患者さん本人やご家族の思いは揺らぐことを理解し、そ

れを受け止め、その都度その時々で患者さん本人にとって最善の対応が出来るように一緒に考えさ

せていただきます。その中で、療養場所や方針の変更の希望がある場合には、可能な範囲で対応し

ていきます。 

 

⑥看取りの場：看取りや療養の場は、当院以外にも自宅・居宅等施設・療養型病院・がんを患って

いる場合は緩和ケア病棟やホスピスなど様々あります。 

 

 

 

 

 

 

参考資料⑥ 
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（様式２：看護師記録用紙） 

看取りの意向に関する確認事項 

 

患者氏名                   様 

確認項目 確認事項等 備考 

□ 急変時の対応(no CPR 含む)と、看取りの場所が当院であることの確認  

→□ 診療記録、看護記録に記載されているか              記載日(  /  ) 

本人が会いたい人、家族

が会わせたい人の有無 

  

付き添いの希望・時期 

 

  

個室希望・時期 

 

  

臨終時及び死亡確認時に

傍にいる方 

 

 

臨終時； 

 

死亡確認時； 

 

緊急時連絡先 

(日中・夜間) 

１． 

２． 

３． 

 

病院までの移動手段・ 

所要時間 

  

最期の衣服 

(浴衣、制服など…) 

  

互助会有無   

その他の特記事項 

 

 

 

 

 

  

 

確認日時：西暦    年    月    日 （   ） 

確認者：家族；                

    看護師；               
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（様式３：看護師記録用紙）  

看取りについての患者・家族の意向に関する記録 

 

患者氏名                   様 

◎看取りの場の希望： □ 自宅 

           □ 居宅 （施設名；              ） 

           □ 当院 

           □ 他院 （施設名；              ） 

日時 参加者 内容 記録者 

 医師 

（        ） 

看護師 

（        ） 

MSW 

（        ） 

ケアマネ 

（        ） 

本人 

家族 

（        ） 

その他 

（        ） 

                                       

□電子カ

ルテへの

記録 

 

 

 

 

 

 

 

サイン： 

     

 医師 

（        ） 

看護師 

（        ） 

MSW 

（        ） 

ケアマネ 

（        ） 

本人 

家族 

（        ） 

その他 

（        ） 

             

□電子カ

ルテへの

記録 

 

 

 

 

 

 

 

サイン： 

     

※病態などにより医療内容の決定が困難である、もしくは家族の中で意見がまとまらないなどの場合 

         →複数の専門家で構成する委員会を設置し、治療方針の検討や助言をおこなう 
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Ⅳ 人生の最終段階における医療とケアの方針決定と、 

病棟における看取りに関する指針に関する活用フロー 
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