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地域で ACP（アドバンス・ケア・プランニング）を紡ぐには
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私は函館稜北病院の勤務医として、
在宅、
病棟、
外来の診療を担当しています。
函館の在宅医療を舞台にしたビッグコミック連載の『はっぴーえんど』の作
者魚戸おさむ氏が私のところへも何度か取材にきました。医者のセリフにつ
いての相談にのりました。漫画に登場する稜南函館病院は函館稜北病院をも
じっています。2 巻まで出ていますので、ぜひ読んでみてください。

経歴
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2012 年 10 月 東京医療センター総合内科

2005 年 4 月 勤医協苫小牧病院 内科

2013 年 4 月 勤医協中央病院 総合診療センター

2006 年 4 月 釧路協立病院 内科

2016 年 4 月 函館稜北病院 総合診療科

はじめに

家族と万が一の時のことを話していますか？
看護師は患者の意思決定に日々関わっていますが、家族の意向だけ
が目立つケースが多いのではないでしょうか。多くの家族が意思決定
について本人と話したことがないので困惑し、本人が望んでいないこ
とが予測されても、最終的には「できることがあるなら、全てやって
ください」と言ったりします。
私が勤医協中央病院に初期研修医として入職した 2003 年には、意
思決定において「臨床倫理 4 分割法」が使われていました。多職種で
症例を検討する時にはとても良いツールですが、患者の意向が分から
ない場合はとても悩みました。患者本人が意思表示が可能だった時に
「管だけは入れたくない」「助かりそうにもない時には、治療をせずに
家に返してほしい」などと家族と話していると、それを後押しできま
すが、そうでない場合の家族の多くは「できることがあるなら、全て
やってください」を選択されました。
私たち医療者は、家族に同じようなことが起きた場合に絶対キー
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パーソンにされます。とはいえ、万が一の時の意思表示について話し
ている家族もいれば、全然話していない家族もいます。
現在は一医療機関でアドバンス・ケア・プランニングが完結する時
代ではありません。どのように地域で紡ぐのか。意思決定支援に挑む
態度はどうあるべきなのかについて、今日は話したいと思います。

ACP

アドバンス・ケア・プランニング
（Advance Care Planning）

アドバンス・ケア・プランニング
アドバンス・ディレクティブ

DNAR など
※ DNAR：Do Not Attempt Resuscitate
出典：Advance Care Planning:A Guide for health and Social Care Staff. National End of
Life Care Programme,Website.Accessed August 9,2010

DNAR は心肺蘇生を行わないということだけですが、アド
バンス・ディレクティブ（事前指示）は人工呼吸器をするか、
点滴をするのかという少し広い概念となり、その範囲をさら
に広げたのがアドバンス・ケア・プランニングです。最近は、
アドバンス・ケア・プランニングが重要視されています

急性期病院の DNAR の継続には再検討が必要
勤医協中央病院のような急性期病院では DNAR が重要視されます。
DNAR は「心肺停止した人を心肺蘇生しない」ことですが、「助から
ないかもしれないけれど、心肺停止状態ではない患者」が DNAR に
なっていたり、医師や看護師でも「DNAR では、回復を目的にした介
入全般を行わない」と勘違いしている人がいます。DNAR の根本の定
義は「心肺停止に対して心肺蘇生をしないということに限定された指
示」なので、DNAR でも痛みを緩和したり、場合によっては肺炎治療
も行います。
勤医協中央病院は救急病院ですから、入院当日の夜に急変すること
が少なくないと思います。DNAR にするがどうかを仮にでも決めなけ
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DNAR でも
痛みの緩和や治療を行います

生命維持治療の差し控え

ればなりません。しかし、慌てている状態での決定は難しいため、
「急
変時に相談しましょう」となります。
救急外来で DNAR だった患者でも、2 週間後に意外と元気になって
いることが結構あります。ところが、DNAR が再検討されずに引き継
がれていたりします。患者の容体に応じて DNAR を再検討する機会
が必要です。

どう死ぬかではなく、どう生きるかを問う
事前指示（Advance Directive）は、具体的な医療行為を決めるこ
に万が一のことがあったら〇〇に聞いてください」という代理人指名
があります。
日本の代理人指名は多くの問題を含んでいます。何年も会っていな
い娘が指名されて困る状況も多々発生しています。厚生労働省の「人
生の最終段階における医療に関する意識調査（平成 25 年 3 月）」によ
ると、一般国民の 7 割くらいが事前指示はあった方がいいと賛成して
います。医療者は 8 割、施設介護職員は 8 割 3 分です。ところが、事
前指示書を作成している人は医療者も 5％以下で、事前指示書に従っ
た治療を行うことを法律で決めた方がいいと思っているのは 2 割くら
いです。
人生の最期のことや事前指示については、多くの人が「その時」が
来たら話せばいいと考えているのですが、「その時」がいつなのかの
判断が難しいため、7 割の人が自分の意志を話せないまま終末期を過
ごしているといわれています。
今、
「あなたは、どう死にたいですか？」と聞かれても、「え？」っ
て感じですよね。患者もきっと同じ思いです。ですから、死に方を考
えてもらうのではなく、「死ぬまでどう生きるか」「これから、どう生
きたいか」を考えてもらうと良いと思います。皆さんも「生き方を考
える」というとピンときますよね。定年までこうやって、その後はこ
う過ごして、最期はここで……と。
死ぬことと生きることは表裏一体ですが、「生き方」となると、自
分で決めたいし、自分で決めてほしいと考えることができます。

事前指示書が代理決定者のストレスを軽減
事前指示書の代理人の欄に夫は「妻」と書く人が多いのですが、妻
は「子ども」と書くことが多いですよ。事前指示書に書いていないこ
とも起こり得るので、あらゆることを事前に決めるのは不可能です。
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「あなたは、どう生きたいですか？」と
聞いてください

とです。人工呼吸をするか、胃ろうを入れるかなどの事前確認と、
「私

また、医療技術の進歩によって今まで治らなかったものが治ったり、
書いた時点と今の自分の考えが同じという保証もありません。
事前指示を法律で決めることになったら大変ですね。まず書きたく
ない人に書くことを強要することになります。「いい看取りだったね」
などと話していたら紙きれが出てきて「とにかくやってくれ」と書い
てあるということもあり得ます。前提条件が日々変化するので、紙切
れ 1 枚だけで意思を確認することはできません。「外来患者全員に事
前指示書を書いてもらう」のは無意味なことです。
事前指示の利点は、本人が書いていること。代理決定者はこれがあ
ると気持ちが少し楽になります。事前指示書で表明する人の多くは各
医療行為に対して「しない」方に印をつけます。積極的な延命治療を
しないということが書面に残っているので、遺族はその通りにするこ
E-FIELD は、厚生労働省委託事業「人生の最終段階における医療
体制整備事業」として 2014 年度から実施されている「人生の最終段
階における相談員の研修会」です。エンドオブライフディスカッショ
ン（end-of-life discussion：EOLD）の面談の仕方などをロールプレ
イングなどで学びます。エンドオブライフディスカッションとは、
「現
在、さし迫った病状にあり、患者が望むケアの目標や願い、価値観を
明らかにするような対話のプロセス」ですが、「点」で関わるのでは
なく何度も語り合うこと、予後が短くても希望は絶対に捨てずに過ご
し万が一の時のことも考えることが大事です。
2016 年に静明館診療所（札幌市中央区）がこの事業に参加しまし
た。そこの大友宣先生が院内外で教育研修を行うなど熱心に取り組ん
でいます。

アドバンス・ケア・プランニングはプロセスで「ing」
事 前 指 示 よ り 広 い 概 念 に、 ア ド バ ン ス・ ケ ア・ プ ラ ン ニ ン グ
（Advance Care Planning：ACP）があります。今後の治療・療養に
ついて、
「事前にケア・プランを立てましょう」ということです。患者・
家族と医療者があらかじめ話し合う自発的なプロセスです。
話し合う内容は、本人の意向や選好、価値観や人生の目標、気がか
りなことなどです。予後が 3 カ月以内なのか 2 年あるのかによっても
結構変わります。注射が大好きという人もいれば、注射は絶対に嫌だ
という人もいます。そういうことも大事になってきます。
事前指示は「一点」ですが、アドバンス・ケア・プランニングはプ
ロセスで「ing」です。特定の医療行為をどうするかではなく、患者
の人生の目標や価値観に焦点を当てて考えます。
話し合いに家族が同席していると「一緒に決めたこと」になり、家
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「点」ではなく「ing」です

とでストレスが軽くなるといわれています。

族も意義を感じます。話し合ったプロセスや価値観を理解していると、
予期しないことでも「お父さんはきっとこう選ぶだろう」とみんなが
共有できる方向性を見いだすことも可能です。
アドバンス・ケア・プランニングの利点は、患者の自己コントロー
ル感が高まることです。また、代理決定者は少し気持ちが楽になるた
め、遺族のうつや不安なども軽減されるといわれています。
化学療法をしているがん患者の治癒は難しいのですが、ある調査に
よると 7、8 割の患者は「治るかもしれない」と思っています。患者
が思っているよりも予後が短いので、医療者はアドバンス・ケア・プ
ランニングを……と焦りますが、
「今は治療に専念したい」と先送り
され、約 7 割の患者が意思決定ができないまま終末期を迎えています。

アドバンス・ケア・プランニングを話し合うタイミングですが、が
んの診断時は「頭に入らない」ので避け、状態が比較的安定している
時に声をかけます。例えば退院時に「次に肺炎になったらどうしたい
ですか？」と話しかけてタイミングをつくります。
私が診察している高齢者には誕生日に明るく明るく聞くようにして
います。
「90 歳おめでとうございます。〇〇さん、何歳まで狙ってい
るんですか？」とか。80 歳の方が「100 歳」って答えた時に「何で
ですか」と聞いて「親が 99 歳まで生きた」
「それだったらあと 20 年
あるから、もうちょっと真面目にやる？」と言ったりします。在宅の
場合は家族も聞いているので、本人の意思を共有できます。
私の家では毎年お正月に家族みんなで明るく話しています。墓の場
所とかも全て決まっています。でも、決めることが目的ではありませ
んよ。話すこと自体が大事なんです。この前、親父が間質性肺炎で危
ない状態になり復活したんですが、万が一の時は私が親父の代弁者に
なれます。親類に不幸があった時には「あんた、どうすんのさ」と話
題にします。死に方ではなく、最期の生き方をお互いに明るく話せる
といいなと思います。
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決めることが目的ではありません
話すこと自体が大事なんです

患者や家族と明るく話せるタイミングを逃さない

事例 1
さりげなく、本人のやりがいを引き出す
70 代女性。若いころに手のタレントをしていて、生バンドで歌っていた人でした。三井物産に入っ
た息子のことが自慢ですが、嫁に取られた感がありました。サービス付き高齢者住宅に入っていて、
大好きな息子は遠くにいるので、
「人生はもう終わりだ」みたいな感じになっています。華やかな仕
事をしていたせいか、周りの人と自分は違うと馴染もうとせず、無表情なまま。お酒を隠して飲んで
倒れて頭を打ったりするような人でした。
私はわざと「天気良いですね」と言って窓を開けて、ワンカップを見つけていました。看護師もあ
からさまに「この患者はダメです」と困っていました。
私は毎回その人に「歌を聞かせてくださいよ」とお願いしていましたが、「私は生バンドでしか歌
わないから」と言うんです。でも、ホールにカラオケを用意してもらい、美空ひばりを入れたら、そ
の人が歌いだしました。
「声が全盛期と比べるとダメだね」なんて言いながら。そこから、デイケア
で歌うことを楽しみにし、お酒もやめました。「毎回 5 曲くらい頼まれて、もう大変で」と言いながら、
とても生き生きとしています。押しつけではなく、さり気なく本人のやりがいを引き出すことが大事
だと感じました。

事例 2
本人が好きだった時間をつくってあげる
70 代男性。悪性リンパ腫で、化学療法と放射線療法をしても厳しいということで、在宅看取り
で大きい病院から紹介されて来た方です。
元気なころは奥さんと毎週土日に競馬に行くのが楽しみでした。競馬場で知り合った仲間にはな
ぜか偽名を使っていました。お互いに職業も明かしていないのでしょうね。訪問診療時に私が競馬
に誘っても、「いや、いい。体力もないし」と乗り気ではなく、奥さんも「仲間に病気のお父さん
を見せるのが嫌だ」と言っていました。
ちょっと元気になってきたので、函館競馬開催の時に「一緒にどう？」と誘ってみると行く気に
なってくれました。奥さんは仲間のところには絶対に行かないと言っていたのに、即行で挨拶をし
ていました。本人は自分の体力にちょっと自信がついたようで、その後にも一度競馬に行っていま
す。残り少ない人生でも、その人の好きなことや価値観を深める支援をしたいと思っています。

それぞれの時点での変化を紡ぐ大切さ
急性期病院でのアドバンス・ケア・プランニングは、「弱者の立場
での一時的なアドバンス・ケア・プランニング」になる可能性があり
ます。命に関わる病気を発症し気持ちも弱っている状況の患者に「ど
うしますか？」と聞くと「次になったら仕方がない。あまり治療しな
くていい」と言うことがあります。しかし、退院して自宅に戻って元
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気になると気持ちは変わるので、「一点だけで関わる」のは危険だと
考えています。
では、急性期でのアドバンス・ケア・プランニングは意味がないの
かというと、全然違います。それをバトンすることが大事なんです。
「この時点ではこう言っています」とか、「今は元気だからもう少し頑
張りたいと思う」に変わったとか。変化を紡ぐことが必要なんです。
医療者は決めたがる傾向がありますが、「移ろい揺れるのが人」で
す。
「受け入れが悪くて決められない」のも仕方がないことなんです。
医療者は中腰で耐える力が必要です。「今はこういう感じにしておき
ましょう」と受け止め、次に紡ぎます。

一般の方にはアドバンス・ケア・プランニングを覚書程度に書いて
おくことをお勧めしています。書くことが目的ではないので、何度書
き直してもいい。覚書程度に書いておくことが大事だと思います。
運ばれてきた患者の価値観を会話を通じて確かめておくと、想定し
ていない場面での対応ができるかもしれません。私たちが意識するこ
とで、一般の方がアドバンス・ケア・プランニングについて少しでも
話せるようになると良いですね。
近年、エンディング・ノートがはやっていますが、一人で黙々と書
いてはいけません。書いたことについて家族と話し合うことが大事で、
「どういう意図なのか」とか「お父さん勘違いしているよ、今だった
らこういうやり方もあるんだよ」とか家族で擦り合わせてください。
しかし、1 人暮らしの場合は、倒れた時にそれを持ってなければ絶
対にかなえられません。自分が具合悪くなった時に「きっとこの人が
呼ばれるだろう」と思い浮かぶ人にエンディング・ノートを見せて話
しておきましょう。
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移ろい揺れるのが人
その変化を紡ぎましょう

覚書程度に書き残すことを勧める

事例 3
言語障害のある患者の価値観を関係者が共有
70 代男性。身寄りがなく高齢者下宿に住んでいます。「ふき溜まり」というあだ名が付くくらい汚
くて、猫が 3、4 匹いて、足が冷たいなと思ったら猫におしっこをかけられていたというようなこと
がある状態です。
この方は何度も脳梗塞を起こしていたので、ほとんど話すことができませんでしたが、質問をした
ら「うん」と返事をすることはできました。嚥下が難しいのですが「食べたい」人でした。函館稜北
病院に入院していただきカンファレンスをしました。そこで確認できたのは、病院ではなくて「ひだ
まり」で過ごしたい。そこの管理人が作る料理が食べたい。胃ろうとか経鼻栄養チューブは嫌だとい
うことでした。そこで、経口摂取と点滴を併用することにしました。
しばらくは安定していましたが、39 度台の発熱を繰り返して入院となり、容体は思わしくありま
せんでした。そうした中、訪問看護師さんから「この人はどこで死にたいと思っているんでしょうか」
というメッセージが来ました。そこで、高齢者下宿を切り盛りしている 50 歳くらいの女性に「厳し
い状態ですが、本人は帰りたがっていると思うんです。帰ってもいいでしょうか」と聞いたんです。
そしたら「いいですよ」と言ってくれました。病棟の看護師さんも、今しかないだろうと介護タクシー
を手配し、みんなで笑顔で送り出しました。こういうのを函館稜北病院では「看取り逆救急」と言っ
ています。下顎呼吸だったんですけど、高齢者下宿に着いたら穏やかになって、2 日間そこで過ごし
てすっと亡くなりました。
この人のアドバンス・ケア・プランニングは先ほど説明したような感じではありませんが、「本人
にとって何が一番なのか」を関係者が共有していたので速やかに行動できた事例です。搬送に同行し
た病棟の看護師さんは、下宿到着後に呼吸が穏やかになったのを見て「やっぱり、帰りたかったんで
すね」と言っていました。
勤医協中央病院だけでは完結しないことが結構あると思います。普段はかかりつけ医にかかってい
てとか、介護老人保健施設に入っていてとか。なので、地域の関係者と患者情報をどう共有するかが
大事なんです。
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グループディスカッション・1
〜自分の院所内、ほかの施設とどのように情報共有をするとよいのか～
2 テーブルに分かれて
話し合ってアイデアを出してください

参加者

どのように、何を地域で共有するのか
アイデアを書いてください

札

幌西区病院です。小樽の友の会の方が、「冷蔵庫に緊急連絡先などを分かるよう
に入れていますが、その中に「最期の過ごし方の意思」も入れられるといいな」

と言っていたそうです。

医療情報や緊急連絡先などを記載している紙を容器に入れて冷蔵庫で保管する「命のバ

川口

トン」などを条例化しているところもありますね。

参加者

苫

小牧病院です。先月 99 歳のお誕生日のおばあちゃんが急変したので、家族に「危
ない」という話をしたら、
「これから家へ連れて帰りたい」と言うんです。元気だっ

たころから「最期は自分の家で」と言っていたそうです。病院から家まで救急車という
のはあり得ない。どうやって連れて帰ったらいいんだろうと医師とも相談しましたが、
結果を出せませんでした。やはり、事前準備が必要だと思いました。

そうですね、救急車では行けないですから、介護タクシーにお願いをして「医者が同乗
するし、責任は全部取るから」と言うしかないんですよね。

－9－

川口

参加者

た

くさんの患者を抱えていると、1 人のために 5 人 10 人が毎日集まれないので、
情報共有する方法として、セキュリティの高いライングループみたいなものがあ

ると良いと思いました。例えば「A さんライングループ」では関係するケアマネジャー、
訪問看護師、往診病院の人たちが好きな時間に見れるようなシステムです。

おそらく 5 年後くらいには、そんなシステムが実現していると思います。
函館稜北病院の電子カルテには付箋を貼ることができます。一番最初の画面に付箋が
何個か貼れて、そこに問題リスト、既往歴、高齢者機能評価（CGA、ADL）、住まいは
どうかなどを書いたりしています。私は、ACP 欄と物語欄というものを作っています。
例えば、いつ、誰が、何を言ったかを記録します。例えば「基本的には家で過ごしたい。
簡単に治るものなら入院治療をするけど大変なら粘らないで、先生早く看取ってくれと
何月何日の診察時に本人が言った」などと記述します。誰がいつ（日付）が重要です。
日付を書かないと 3 年前なのか、今なのか分かりません。「家族」ではなく「三女」が
言ったと人物が特定できるように書きます。これが決定事項にはなりませんが、しっか
りと記録します。在宅患者250人全員の欄がまだ埋まっていませんが、空欄があると「ど
こかのタイミングで話しておいた方がいいな」と意識できます。
アドバンス・ケア・プランニングについて聞くときは、タイミングを計ることが大切
です。
「今日からアドバンス・ケア・プランニング月間です」と言って、「さて、どうやっ
て死にたいですか？」って聞くのではなく、タイミングを大切にしてください。
死について話せる文化が社会的に浸透するといいですね。皆さんもまず、大事な人と
話してみてください。話すことが「第一歩」になります。

－ 10 －

川口

アドバンス・ケア・プランニングを重要視する文化をつくろう
日常業務の中で、アドバンス・ケア・プランニングの記録欄を重要
視する文化をつくることがとても大事だと思っています。例えば、患
者が札幌西区病院から中央病院へ来る場合に「中央病院に入院するけ
れど、最期は家に帰りたいと思っている」と書いてあれば、受け取っ
た方も、
「なるべく西区に帰そう」と思いますよね。そういうことを
お互いに意識しましょう。
しかし、そこに書いていることが決定事項ではありません。「札幌
西区病院でこう言っていたけど、今の状況はどうですか」とその後の
変化を確認するやり取りをしましょう。中央病院を退院する時に「自
宅に戻らなくてもいい」と言っていたら、それを札幌西区病院へ伝え
やり取りを記録し、重要視する文化が大事なのだと思います。
また、こういうディスカッションも大事です。地域のみんなでつく
り上げていくこと自体が、アドバンス・ケア・プランニングに必要な
プロセスだと思うんです。勤医協であれば中央病院、札幌西区病院、
札幌病院、介護老人保健施設などが一堂に集り「どうする？」と何度
か話し、
役立った事例を報告し合うことで「地域医療の文化が変わる」
という気がします。
これからは、IT を使った SNS に自分の意向を書いて、それを見せ
たい人にだけ許可をする情報網ができるのではないでしょうか。医療
機関が情報を持つより、患者本人が情報を持つのが理想的です。例え
ば、ここの欄は勤医協中央病院全員には見せていいとなればアクセス
できるとか、ここは個人情報保護の観点から限定したいとか、難しい
こともあるので、本人が決めることができるのが一番良いと思います。
札幌市でも医療・介護事業所が共有できるシステムが出ています。
「メディカルケアステーション」「サイボウズ」などですが、それぞれ
の事業所が独自で入れてしまうと、こっちの医療機関はメディカルケ
アステーション、こっちはサイボウズとややこしくなり、訪問看護師
が混乱しますので、地域単位で同じものを入れると良いと思います。
函館は ID-Link という地域医療連携ネットワークサービスを使って
いて、メッセンジャー機能で、訪問看護師、リハビリ、薬局などが入
れるようになっています。私も患者の診療に使い始めていますが、在
宅で入力した内容を病院のパソコンにコピーペーストできるので、と
ても便利です。関係する医療者への連絡ツールとして使えますが、
「ど
んな情報を共有すべきか」が分かっていないと有効活用できません。
しかし、アドバンス・ケア・プランニングさえしておけばうまくい
くのかというと、そうではありません。半年前に家族はこう言ってい
たが、今は全然違っているということもあります。医療者はその時が
きたら、その場その場で意思決定支援をしなくてはなりません。
－ 11 －

その都度のやり取りを記録し
重要視する文化が大事です

ます。元気になったら帰りたいと言うかもしれませんが、その都度の

グループディスカッション・2
～事例検討：99 歳 11 カ月の女性の事例についてどうしたらいいか～
治療するのかどうか、どこでやるのか
何するのか、どうしたらいいか

事例
99 歳 11 カ月の女性。グループホームに 3 年前

ました。以前の入院でせん妄がひどかったことから、

から入居しています。スタッフは家族のような感じ

長女が「もう病院はちょっと…」と言っていました。

です。函館稜北病院は在宅療養支援病院として 1 年

三男は憮然とした表情でした。私のカルテの物語欄

半前から入居者さんの訪問診療に入りました。この

には、「夫が早くに亡くなってトンネル工事の現場

方の口癖は「100 歳まで生きる！」です。認知機

で男勝りにむちゃくちゃ働いて、現場監督から表彰

能はかなり落ちていて、短期記憶、記銘力が障害さ

されたりする働き者のお母さん。子どもはお母さん

れています。でも顔が分かる職員には笑顔で「ま

好きで大事にしていて 100 歳を盛大に祝ってあげ

た来てね」と言います。ADL は基本ベッド上です。

たい」って書いています。カルテのアドバンス・ケ

一人介助で車いすに乗り、ホールに出てきたりはし

ア・プランニング欄には初回の訪問診療をしていた

ます。私が「もしもし亀よ」と言ったら「亀さんよ」

医師が「長女はできれば自然にここの施設で看取り

と歌ったり、調子が良い時は「君が代」を 2 番まで

たいと言っていました。三男は反対もしていなかっ

歌詞をごまかしながら歌ったり。夜は「痛い」と言っ

たけど納得もしていなさそうな顔。今後家族で話し

て職員の人を呼んだりしますが、湿布を貼るとすっ

合いが必要だ」と書いていてくれました。

と落ち着きます。ここの職員はうまく対処をしてい
ました。

100 歳まで生きると言っていましたが、今の時
点で患者は意向を話せません。グループホームの職

長女、三男、孫、ひ孫が函館市内にいます。長男、
次男は本州にいます。100 歳の誕生日には家族も

員は「看取ります」と言っています。どうしたらい
いでしょうか。

呼んでグループホームで盛大に誕生会をする予定で
した。100 歳を 1 カ月後に控えたある日、急変し
ました。発熱、低酸素で SpO2 85％くらいです。
意識が混濁して、呼びかけるとちょっと目を開けま
すが全然発語しません。肺炎でした。市内にいる長
女、三男とグループホームの施設長と方針を相談し
－ 12 －

参加者

ど

んな治療をしてでも 100 歳まで生きるということなのかが判断できないので、
グループホームの人、長女、三男など関わる人みんなでもう一度話し合いをする

ことが必要だと思いました。

この方は、自分の 100 歳表彰の賞品を家族にあげて喜んでもらいたいと思っていま
した。グループホームの施設長は「点滴も何もしないで、ここで自然に看取るのがいい
んじゃないか」と。長女は「せん妄になる病院はちょっと」と言い、三男は憮然とした
表情で、俺は意思決定には関わらないみたいな強い意志を感じました。家族の顔を見る
とこれまで元気だったのに、いきなり肺炎になり、点滴も何もしないで看取るのは「腑
に落ちない…」という感じでした。
ここで私が「大往生ですね」と言ったら、そういうものだと思って「いい話」で終わっ
た可能性もあります。しかし、そこに在宅の怖さがあると感じています。そこで私は、
治療を 1 回試みてもいいのでは、ダメだったらやめるという選択肢もあると伝えました。
長女は「分かりました、お願いします」と言いました。
治療を許してくれるグループホームは少ないのですが、ここは「やれるんだったら」
と言ってくれました。看護師がいないと基本点滴はできません。われわれ往診が毎日行
くというのはちょっと現実的ではないので、特別訪問看護指示書を書いて訪問看護を利
用できるようにしました。グループホームは訪問看護が入れないんですけど、特別訪看
指示書があれば 14 日間だけ入れます。
治療をしたら 2 日目くらいにちょっと話すことができるようになりました。「どうし
ます？」と聞いたら「死んでたまるかー！」と言ったんです。「まだ 100 歳じゃないの
で死んでたまるか、100 歳を迎える」と。14 日間の治療をやりきって、肺炎はちょっ
と落ち着いたんです。ただ酸素がとれない状況が続き、その後はだんだん枯れていく感
じになりましたが、誰も点滴をしましょうとは言いませんでした。これは老衰だろうと、
誰もが納得していました。みんなに囲まれながら、100 歳 1 カ月弱で亡くなりました。
100 歳の誕生日は意識が回復した後に家族が集まってお祝いしました。100 歳の誕
生日ではありませんでしたが、この人にとって重要なのは本当に 100 歳になることで
はなく、家族が喜んでいるセレモニーだろうということで、間に合わなくなる前にお祝
いをしました。あの時、治療せずに「大往生」と看取ったら、家族にも私たちにも「も
やもや」が残ったと思いますが、これは本当にやり切れたと感じています。 施設長は
30 前半の若くて勉強熱心な人で『点滴はもう入らない』（小川 利久・下河原 忠道著 )
という本を読んでいたので、最期は水もいらないと考えていましたが、
「こうやって治
療することも、みんなの納得のために必要だったりするんですね。勉強になりました」
と言っていました。

－ 13 －

川口

自分の知らないことがあることに自覚的になるべき
看取りでも医学的判断が大事です。臨床倫理 4 分割法でも医学的適
応をまずちゃんと詰めています。本人の意向だけに寄り添い過ぎると
忘れがちになりますが、治療可能なのかどうかをしっかり判断する。
「治療可能イコールやる」ではないんですよ。「治療は可能だが、ほか
にどういう選択肢があるのかも含め一緒に考える」ことです。
病院だけにいると、グループホームでできる治療をイメージできな
いと思います。
通常は酸素状態が低くなると病院に運んで治療し、治っ
たらすぐ帰そうとなります。それが間違いではないんですが、実は知
らないだけで、ほかにできることがあったりします。自分の知らない
ことがあるということに自覚的になって、そういう場面になったら
で決めつけてしまうことがあります。「これは家に帰れない」と決め
た事例でも、もしかしたら家に返すことができた人がいるかもしれな
い。そういうことに自覚的になることが大事です。
グループホームは認知症の人が入居していますが、看護師がいなく
ていいんです。在宅酸素は緊急で入れることができます。普通は訪問
看護が入れませんが、特別訪問看護指示書を書けば、肺炎などの急性
増悪時などに 14 日間に限ってだけ集中的に入れることができます。
今、在宅医療はいろいろな制度が改定されて、ややこしくなってい
ます。厚生労働大臣が定める疾病、例えば神経難病の人などはグルー
プホームにも入れるんですけど、それ以外は特別訪問看護指示書がな
いといけないとか。在宅をやっていない医者は知らないと思うので、
皆さんが学び、お膳立てをしてください。

物語の共同著作者として一緒に考える
意思決定を支援するには、医学的な適応を踏まえながらエビデンス
と価値のバランスをとることが必要です。どちらかに揺れないよう常
に中腰で考える。医学的部分をきちんと検討した上で、本人の意向や
周囲の価値観などを踏まえて、関係者みんなで悩みながら決めること
が大事だと思います。
インフォームドコンセントがはいってきた時に、複数の治療法を説
明して家族に選んでもらうことだと勘違いしていた時期があります。
インフォームドコンセントというのは、本人・家族の意向を医療者に
話す、
医療者は医学的な選択肢も含めて家族に話して、お互いが分かっ
て合意し、どうやってやるかというのを一緒に決めることです。
意見が違った時でも、物語の共同著作者として考えましょう。医療
－ 14 －

私たちは勝手に自分のフレームで
決めつけてしまうことがあります

知っている人に聞くことが必要です。私たちは勝手に自分のフレーム

者は結構いい物語を作って押し付けて、本人を置き去りにする傾向が
あります。私たちが決めるのではなく、相手に全て決めてもらうので
もない。一緒に決めることが重要です。
富山にある「ものがたり診療所」の佐藤伸彦先生は意思決定につい
て「
『命』と『いのち』のバランスを取ること」と言っています。「命」
は生命体としての命。例えば肺炎だと SpO2 85％で呼気がどれくら
い復活するのか、血圧がどれくらいなのかといった生命体の「命」。「い
のち」はその人が生きてきた物語的な「いのち」。夫が早くに亡くなっ
て家族を自分で養って 100 歳まで生きて、表彰を受けたくて、この
グループホームにいたいという「いのち」。どちらかを取るのではな
くバランスを取るということが大事なんです。在宅医療ではナラティ
ブに流れる傾向がありますが、医学的なエビデンスとのバランスを取

ナラティブは患者と医療者との間にある
ナラティブは「物語」という意味です。よく「患者本人の中にある
ナラティブを医療者が引き出す」と言いますが、医療者が引き出せる
ものは情報でしかありません。ナラティブは、本人の心の奥底からの
「語り」です。本人の語り、家族の語り、語ることが重要といわれて
います。人には個別の価値観があります。
医療者はすぐに患者のことを分かった気になりますが、患者にして
みたら、看護師と 30 分話したとしても「看護師に俺の全ては分から
ない」と思っています。しかし、相手が自分に興味を持って親身に聞
いてくれる人だと感じたら、ついつい話してしまう。それが、ナラティ
ブです。
だから、誰でもがナラティブを引き出せるわけではありません。お
互いの相互作用が大事なんです。患者が医師に話すことと、看護師に
話すことは違いますし、同じ看護師でもあなたと隣の看護師に話すこ
とは違います。患者は自らが選んだ人のみを招いてナラティブを語り
ますから、ナラティブを聞き出そうと安易に土足で踏み込んでも意味
がありません。
私も自分が知っていることだけで考え、すぐに分かった気になり、
後で看護師から聞いて「そうだったの！？」と愕然とすることが多々
あります。だから無知を自覚し、
「あなたのことはあなたにしか分か
らないので聞かせてください」という態度で患者と接することが大事
です。答えは患者の中にあるのではなく、患者とあなたの間にありま
す。
－ 15 －

私たちでもなく、相手でもない
一緒に決めることが重要です

ることも大切です。

患者には多職種で関わりますが、誰がどの役割を引き受けるかは職
種で決まるわけじゃありません。全員が共同著作者という役割を引き
受け、患者との関係性を築く中で、それぞれが医療者として何をすべ
きかが明らかになっていくのだと思います。ですから、個々が情報を
持っていてもうまくいきません。情報は共有しましょう。自分自身に
対しても、勝手に分かったつもりになっていないかを常に問うように
しましょう。
また、
自分の価値観を押し付けないことを意識することも大切です。
例えば、胃ろうの造設については、医療者の価値観で説明の仕方が変
わるといわれています。造設しない方がいいんじゃないかと思ってい
る医師は知らず知らずにしない方に誘導しています。看護師も普段の
会話ににじみ出ます。それはしょうがない。ただ、そこに自覚的にな
るべきですね。
「自分にはそういう価値観がある、でも、相手に自分
かった上で何が最善かを一緒に考えてやるということが重要です。
人間は基本的に他人と分かり合えません。分かり合えないことに自
覚的になり、それでも近づこうとする態度そのものが、「ナラティブ
を語る空間をつくる」のだと思います。

私たちは自分が見たいようにしか見ていない
急性期病院は「在宅は何も分からないで丸投げしてくる」と言い、
在宅は「これで家に帰れると思っているの？」みたいなことをよく言
い合いますが、お互いのことを知らない状態での発言です。
羅生門という映画は、ある事柄を 4 人の登場人物から見ています。
真実は一つですが、見え方がそれぞれに違います。実は、私たちは自
分が見たいようにしか見ていないのに、それを唯一の現実だと思って
います。この羅生門的現実は患者に対しても存在しています。例えば、
医者と看護師が全然違う目で患者を見ていることがあり驚きます。だ
から私たち医療者は見えるものを摺り合わせて共同の物語を紡ぐ作業
が必要になります。自らの無知に対して自覚的になり、真摯にほかの
人の意見を聞くという態度をとり続けることが大事です。
人は悩みます。アドバンス・ケア・プランニングの意思決定支援で
も、その場面になったら絶対に悩みます。でも、医療者が患者・家族
と一緒に悩んで揺れ、一緒に考えることが大事です。神のように「はい、
これが良い」
と言う医療者よりも、
「そうだよね～。でもお母さんにとっ
ては……」と一緒に一生懸命に悩む医療者の方を患者は信頼してくれ
ます。医療者が個別の人生を尊重し、患者のナラティブに耳を傾ける
ことが、意思決定の倫理的適切さを担保するのだと思います。

－ 16 －

それでも近づこうとする態度そのものが
ナラティブを語る空間をつくります

の価値観を押し付けてもしょうがない」と。そして、相手のことを分

まとめ

私たちは招かれる医療者をめざしましょう
アドバンス・ケア・プランニングは医療者と一緒にその人らしく最
期を迎えるための話し合いのプロセスです。「点」での関わりではな
く、
「プロセス」
が大事です。患者の価値観を医療者が共有していると、
万が一の際に対処できる可能性があります。
こうした取り組みは、勤医協中央病院だけが頑張ってやっても意味
がありません。患者がほかに行った時に引き継がれるようなシステム
をつくりましょう。
医療者自身も「死ぬまでどう生きたいか」をぜひ、タイミングを見
計らって話し合って開示してください。自分が運ばれた時に、呼ばれ
るであろう人と価値観を共有しておいてください。
に必要なのは、態度や姿勢です。患者が札幌で生まれ、なんとかこん
とかというのが物語ではありません。大切な情報の一つではあります
が、これらを踏まえた「患者の語り」があります。その語りに耳を傾
けられるように近づいてください。意思決定は患者と医療者が一緒に
悩みながら決めていくものだと思います。
以上です。ありがとうございました。

－ 17 －

私たちは患者に招かれるように
その語りに耳を傾けられるようになりましょう

私たちは患者に招かれなければならなりません。ナラティブのため

質疑応答
参加者

病棟でもアドバンス・ケア・プランニングの取り組みの一環として、患者の様子を見な
がら対処法を選んだり、ナラティブを聞き取ったりしていますが、スタッフの意識のと
ころが追いついていないと感じています。今後はどのようにやっていこうかと迷ってい

札幌西区病院
外来師長

ます。アドバイスをお願いします。

函館稜北病院が患者を送る時には「この人とはこういうことを話しました」とか「お
そらくこういう意思決定をするんじゃないか」などを書いています。すると先方の医師
から
「先生がそういうことを書いてくれたので非常に意思決定がスムーズにいきました。
ありがとうございました」という言葉をもらえました。自分が大事だと思っていること
を自らの行動で示すことで、必要な場面で芽が出るかもしれないと思っています。平行
して、教育や住民向けの啓発活動にも取り組んでいます。
また、私は 2016 年から「函館オープンカンファレンス」に取り組んでいます。会場
は急性期病院の持ち回りで、在宅看取りを行った症例の公開デスカンファレンスです。
病棟の看護師さんが在宅での最期を知ることで在宅への関心が高まり、病棟カンファレ
ンスの内容が変わってきました。勤医協内でやるならば中央病院、札幌病院、札幌西区
病院などが持ち回りで、在宅のデスカンファレンスをやるだけでもずいぶん違ってくる
と思います。継続することで、自然に根付いていくと思っています。

－ 18 －

川口

