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本日のお話しの Key Point

①ACPに関する基本的なコト
（背景と方法論）

②なぜ地域包括ケアにおける
ACPが重要なのか？



①ACPに関する基本知識

ACPとは何か？

なぜ今世界中で注目されているのか？



なぜ？
今？
ACPが
重要視さ
れている
のか？

→医療、介護現場において意思決定・判断に対する専門職
者の戸惑い、倫理的ジレンマが高まってきている

本人の自己決定の尊重・患者の意思尊重型医療の浸透

超高齢社会

認知症の増加

疾病構造の変化

慢性疾患の増大

家族関係の変化 意思決定に関する

倫理的課題・関心

ACPの

重要性⤴



日本におけるACP
の定義・とらえ方

• 将来の医療・ケアについて、本人を人として尊重した意思決定の実現を支
援するためのプロセス（過程）である。 （日本老年医学会、2019）

• 人生の最終段階において、本人の意思が尊重され、本人が希望する「生を
全う」できるよう、年齢を問わず健康な時から、人生の最終段階における医
療・ケアについて考える機会を持ち、本人が家族等や医療・ケアチームと繰り
返し話し合うこと。 （厚生労働省、2018）

• 本人自身が大切にしていること、どのような医療やケアを望んでいるかにつ
いて自ら考え、その考えを信頼する人たちと話し合うこと。

→ACPを行う上で留意すべき日本の文化的特徴

Relational Autonomy（関係性の中での自律）



人生の最終段階にお
ける医療の決定プロ
セスに関するガイドラ
インの改訂ポイント
（2018年3月 厚生労働省 改訂）

2018年のガイドライン改訂では、ACPの概念を盛り込み、
医療・介護の現場における普及を図ることを明示した。

ポイントは以下の3点。

1）本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケアの方針
についての話し合いは繰り返すことが重要であることを強調。

2）本人が自らの意思を伝えられなくなる可能性が高いた
め、その場合に本人の意思を推定しうる者となる家族等の
信頼できる者も含めて事前に繰り返し話し合うことが必要。

3）病院だけでなく、介護施設・在宅の現場も想定する。
（医療だけでなく介護従事者が人生の最終段階を迎える
本人及び家族等を支えるためにガイドラインを活用するべき
である）



エンドオブライフ
ケア（EOL）
という考え方

EOLは、終末期ケア・緩和ケアの代替用
語ではなく、「診断名、健康状態、年齢に
関わらず、差し迫った死、あるいはいつかは
来る死について考える人が、生が終わる時
まで最善の生を生きる事ができるように支
援すること」（長江、2012）

老いや病を抱えながら、地域でくらし続け
る人々の生き様や死生観・文化を尊重し
た上で、その人らしい生き方を支えること。

“人は存在するゆえに苦痛があり、人生の最終章までそれは続く。医療従事者は

安らかな死に手を携えるだけでなく、死に至る過程の生き様を下支えするため、

全てを捧げる”

近代ホスピス運動の創設者であるDame Cicely Saundersの言葉



自分の治療・ケアへ
の希望を予め考え・
託しておく方法
＝事前指示書
ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ﾃﾞｨﾚｸﾃｨﾌﾞ
：AD

「将来自らの判断能力が失われた事態を想定
して、自分に行な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しておくこと」

（酒井明夫、生命倫理辞典より）

①自分が最期の場面で「望まない医療」と、
「望む医療」は何かを考え、書面に示しておく
（Living Will）

②自分で物事の意思決定ができなくなった
時に、自分の思いを代弁、意思決定しても
らう代理人、本人の意思を推定する者を決
定しておく



事前指示（AD）
とその課題

• 一旦事前指示書を作成した後は、記載者の状
況変化に対応しきれない場合がある。（想定以
外の状況に陥った場合等には使えない）

• 記載者が家族と治療の希望の話をしていない。
本人の代わりに医療の決定を行う代理人の負
担が大きい。

• 患者の医療・ケアを受ける環境が変わる場合、
書面がどこにあるか分からなくなる。

The Support study（1995）

・9000人以上の入院患者に対し、看護師が
患者・家族からの意向を聞きとり、それを医師
に伝達するという実践研究が実施された。

結果＝終末期患者の50％は心肺蘇生や
人工呼吸器の使用など望まない治療を受け、
本人の希望が医療の内容に十分に反映され
ていなかったとの報告結果が出された。



ACPの意義と効果
諸外国の研究結果より

・ACP実践が行われたケースでは、ホスピスで過ごす人
が多く、人工呼吸器などの積極的な治療を選択す
る人が少なかった。 Wright AA, JAMA 2008

・死亡場所との関連の指摘 →病院死の減少
Degenholtz, Ann Intern Mde, 2004

・代理意思決定者と医師とのコミュニケーションがとりや
すくなる。 Weeks JC, NEJM, 2012

・ACP実践によって患者と家族の意向が尊重されたケ
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。

Detering KM, BMJ, 2010



ACPをすすめる
上での課題と対策

ACP実践ガイド 中央法規出版 より

利用者・家族側が抱える課題

課題となる要因 課題改善・対策の方法

恐怖心の存在 ・なぜ、今、ACPによる話し
合いが必要なのか？
わかりやすく丁寧に説明をし
て、本人・家族が受け入れ
られるように心がけながら進
める。

・ACPの理解を得るための
メッセージを伝える。

自身の人生最期の時を考える対話に
対する心地よくない思い

病状による苦痛で思考ができない

自分の心身の状況や治療方針への意
識・関心の低さ

医療情報の知識不足

考えるタイミングは「まだ、今ではない」と
いう思いの強さ

今後の病状進行への予測ができない



ACP実施への理
解を得るために
患者・家族へ伝え
るメッセージ

• すべての人、どんな人にとっても重要なことです

• 予期せぬ怪我や病気は誰にでも、突然起こりうるも
のです

→そのとき、自分自身では意思表示することができ
ない可能性が高いという事実を伝える。

• あなたの意思を推定する人は、あなたのために決断
を下さなければならない、という事実を伝える。

あなたのこれから先の願いについて、家族や大切な人と話しておくことは、
将来的にあなたを助けることになる、ということを伝える。



ACPをすすめる
上での課題と対策

ACP実践ガイド 中央法規出版 より

医療・介護者側の課題

課題となる要因 課題改善・対策の方法

ACPに対する知識とスキルの不足
（ロールモデルの不足）による不安

・病院・施設・事業所など
において、ACP実践意識
を高める啓発教育を実施
する
・うまくいった事例を蓄積す
る

意思決定支援に関する教育機会の不
足

ACP実施のタイミングの取り方の難しさ ・サプライズクエスチョンを活
用する
・多職種で役割分担や情
報共有する意識を高めるACPを実施する時間の不足

多職種連携の苦手意識

ACPの記録データの相違、取り扱い方
の不明瞭さ

施設・事業所内で、ACP
実施後の記録方法を統
一する取り決めをする



ACPの基本姿勢

①本人の人生・病の軌跡を時間軸でとらえる。
②本人や家族が、これまでの生き方、今後どう生きたいのか、最期はどうすごしたいかを
考えるタイミングであることを伝え、その自覚と意思表明の促しを行う。

・本人が生きる上で大切にしている事は何か？

・本人にとっての治療・ケアのゴールは何なのか？

・この検査や治療を受けた後の生活はどうなるのか？

→共有し理解しあうために、本人、家族、それを支援する医療、介護チーム間で
共に考える姿勢。

暮らしの全体像の共有・目標の明確化



あなたにとって

よく生きる ということはどういうことですか？
という問いかけをしてみる

あなたがとても心地良い一日を過ごしている

ということを想像して、その時何をしていると思

うか考えてみてください。

ー そのとき何をしていますか？ ー そのとき誰と話していますか？

ACPをはじめるとき、まずは 「自分を物語ってもらう」

本人が一番望ましいと
考える生活状況を理解する
→希望する暮らしがみえる



ACPを進める際に
留意すべき点

• 利用者自身の疾患や状態の理解度を確認する。

• 認識している様々な情報のギャップを確認する。

• こちらからの説明や質問一辺倒にならないように、
相手の思いを傾聴する。

• 本人の人生の物語を語れるように問いかける。

• いつ、どの様な情報を提供するか、本人と家族の理
解度や認識にあわせて慎重に判断する。

• 患者の意思決定をジャッジしない。



ACP実践にあたり、
担当者が考え・確認
すべき事

ー患者や利用者本
人の希望

①本人にとって受け入れがたいことや、とても辛いと
感じることは何か？

②本人がどうなりたいのか？どんな生活を送りたいと
考えているのか？

③医療や介護に何を期待しているのか？

④暮らしていく中で、最も優先してもらいたいことは
何か？

⑤病気や治療が今後の生活にどのような支障をき
たすと考えているか？

⑥誰と相談したいと思っているのか？

（信頼できる人は誰か？）

⑦話しをしたくない人はいるか？

（誰とは、話をしたくないのか？）



ACP実践におけ
るコミュニケーショ
ンの実際

・前置きのフレーズを駆使する
（もしも・・？ 今後・・ よければ・・ etc）

・尋ねる、問いかける
（何か確認しておきたいことはないですか？）

・こちらの問いかけに対して、相手が発する言葉の意味
を探る

（このような話題に対する拒否感はないか？を確認し
ながらすすめる）

・常に相手の話を要約して問いかけながら、何度も理
解度を確認をしながら聞く

・今、なぜこのような話をしているかの意味を伝える
（なぜこの話が必要か？分かりやすい言葉で伝える）



意思決定を促すための
「意思表明支援」

• 選択肢を提示した上で、その人の真の意向を引き
出すためには、

”何が大切か“の価値を明確に考えられるよう促す

”どうしたいのか“という意向・目標を考えるよう促す

”どれが良いか“という選択を意識化し、表出を促す

＝「意思表明」を促した上で、

意思決定に導く支援を行う必要がある（長江、2018）

今後、「どのように生きたいのか？」の

意思表明 → 意思決定へ



経験を探索する
ことを促す
（なぜそう思うのか？）

なぜ、あなたはそのような希望・意思決定をするのか？

そのような意思決定をされる根拠は何なのか？これまで
の体験や感じたことから導きだされたものであるのか？

・Reflect 内省

あなたはなぜ、今このように考えるのか？その理由はどう
いう理由から来ているのか？

・Look back 振り返る

これまで、どのような経験をしてきたのか？

家族の介護経験などからくるものなのか？

家族や友人の病や死に向き合った経験から？

それらに向き合ったときどんな感情になったか？



家族等と本人の意
向の推定をする

本人の推定意思を考え
てみる 言葉かけの例

①○○さんの好きなこと、嫌いなことなど教えていただけま
すか？

②○○さんは、どんなことを大切にしておられましたか？

③もしも、○○さんが食事が食べられなくなった場合、どの
ようにお考えになられると思われますか？

ーご友人や親せきの方で同じような状況になられた方など、
これまでに見ておられたことはありませんか？

ーもしもあれば、その時の様子は？どんな事を言っておられ
ましたか？

認知機能低下などから本人の意思決定能力はないと判断せざるを得ない場合



認知症の人の
意思決定支援の
プロセス
（厚生労働省 ガイドライン 2018）

1 意思決定支援の人的・物的環境の整備

意思決定支援者の態度（本人の力を引き出す）

意思決定支援者との信頼関係と立ち会う人との関係性の配慮

意思決定支援と環境（本人が話しやすい場をつくる）

2 適切な意思決定プロセスの確保

本人が意思を形成する （意思形成支援＝考えられるように）

本人が意思を表明する（意思表明支援＝思いを表出させる）

本人が意思を実現する（意思実現支援＝思いを実現へ）

3 意思決定支援プロセスにおける家族

家族も本人の意思決定支援者であることを意識した関わり

家族への支援（本人の推定意思を想定できるような声かけ）

４ 日常生活や社会生活における意思決定支援

５ 意思決定支援チームと会議（話し合い）



医療同意能力を
高める支援方法
(成本迅ら,2016）

●環境設定：話しやすく静かで気の散らない環境を準備する。

●理解を促す：その人の教育歴や認知機能に配慮した言語

レベルを設定する。説明内容は、理解可能な分量に分割。

補助的な情報（図式化するなど視覚的な手がかり）

●認識を促す：流暢に説明できるか否かではなく、メモを見な

がらでもある程度筋の通った説明ができるかを確認する。

●論理的思考を促す：的確な判断ができるように、選択肢の

数を2つに減らす、恐怖心などがないか確認する。

●表明を促す：思いが表出しやすいように、ハイ、イイエで答え

られる簡単な質問にする。選択肢をボードに書いて、指さし

で選んでもらう。

繰り返し説明



本人が理解できるよ
うに本当にベストの
支援・工夫をした
か？振り返る

●本人が理解できるように、実施できる限りの努力を
尽くしたか？

●本人が情報を保持（記憶保持）できるように、
努力を尽くしたか？

●本人に提供した情報を本人が比較検討できる努力
を尽くしたか？

●本人の意思決定内容を、本人が他者へ伝えること
ができるような工夫と努力を尽くしたか？

その上で

・本人の意思及び選好を推定（推定意思を模索する）

・推定も難しい場合は、本人にとっての最善の利益を多職種で検討



ACPによる話
合いの内容を
記録に残す

・本人が、意思決定した「根拠」が示されていることが重要

・本人と家族の意見の相違なども具体的に示しておく

→ 誰が見ても、分かるように

（せっかくの話し合いを無駄にしないように）

・いつ、どのような話し合いが行われ、どのような意思決定に
至ったのか？

また気持ちの変化がいつ起こったのか？を明確に記録に残
しておく！

（カルテ・支援経過記録・担当者会議録など）

療養場所や担当者が変化する中で、

どのように本人の思いを繋いでいくか？が今後の課題



② 何故、地域包括ケア
におけるACPが重要なのか？



疾患経過のなかでのACP実践

・がんや慢性心不全、慢性呼吸器疾患や神経難病などの患者は、完治は難
しいものの入退院を繰り返しながら地域での暮らしを続けられることが多くなっ
ている。（数年にわたる事も）

・治療やケアを提供しながら伴走する医療介護専門職者にとって、本人・家族
へ適切な時期に行うACPにより意思を確認することはとても重要。

・疾患経過のタイミングで、患者・利用者にとってキーマンとなる医療介護専門
職者も変化していくことになる。

ACPは誰の
役割なのか？

ACP実践ガイド 中央法規出版 より

ACP実践のキーマンは疾患の経過と共に移り変わる

今、このタイミングで誰がACPを行うべきか？



ACPは誰の
役割なのか？

ACP実践ガイド 中央法規出版 より

ACP実践のキーマンはその場面によって移り変わる

在宅かかり

つけ医受診

入院時

退院前カン

ファレンス

在宅初回

訪問

サービス担

当者会議

高齢者

施設

今、この時、この方との
ACP実践のキーマンは
ワタシかもしれない？



地域の暮らしの中で
ACPのある風景

訪問介護

地域包括支援センター 訪問診療

訪問看護

介護支援専門員



調剤薬局薬剤師 MSW

訪問リハビリ セラピスト 病院看護師

色々な場で
ACPのある風景



ACP開始のタイミングと専門職の役割

地域包括ケアの場面

第一段階

対象：具体的なケアの計画立案の

必要性にさほど迫られてない人な

ど、広い対象者

（介護保険1号・2号被保険者に

なった人など）

かかりつけ医受診時など

第二段階

対象：何らかの慢性的な疾患に罹

患しており、症状や合併が悪化傾

向にある人

（介護保険サービス利用開始時の

人など）

病院・診療所など

第三段階

対象：人生の最終段階（予後が1

年～半年程度）と思われる人

（症状のコントロールが難しく

なっている人・終末期の人）

それぞれの対象にあわせた開始時期を意識

市民公開講座
出前講義 学校などで
皆で考えるワークショッ

プなど

医療・ケア専門職者との
ACPを開始し、記録・共有

医師をまじえてACPを
繰り返し実施し確認

ケアマネジャー
訪問看護師等

・自分が大切にしている事は何か？
・自分の人生最期の時の事を想像
してみる→どんな気持ちになる？

・自分の価値観や死生観を話す
・これからどのような暮らしを望むか？

・いざという時の治療の希望を考え伝える
・人生最期の時はどこで迎えたいか？

医師を含む医療介護従事者
行政・教育機関

地域包括支援センター



ACP実施の
タイミングを考える
1例のご紹介

サプライズクエスチョンで考えてみる

主に、がん患者を担当する医師が、「この患
者が1年以内に亡くなったら驚くか？」という質
問に医師が自身に問う手法で、予後や緩和
ケアの導入時期などの目安を考えるために米
国で開発されたもの。

→本人の目標や価値観について話し合うこ
とが有益と想定される、エンドオブライフケア
が必要なタイミングの患者を見定めるため
の1つの手段とされている。

自分の担当者の中で、今この定義に当てはまり
そうな方がいないか？考えてみてください。

ACPを行うにあたって重要な視点 ＝「死」を考えるということだけではない



どの様に、誰がこれから先の事を
判断しますか？

• 独居で認知症のAさん（88）が、自宅
で倒れているのをヘルパーが発見して緊
急搬送。

• 透析治療が必要な状況であるが、認知
症もあり混乱しているので本人に説明し
ても理解が難しい。

• 身よりもなく、Aさんのこれからの生活を考
えると、どのような選択が望ましいのか？

• 老人福祉施設で暮らすBさん（90）が転倒し
て骨折した。

• 手術適応だが認知症もあり術後の安静臥床が
難しいことが想定される。

• 家族は甥のみだがほとんど連絡を取っていない。

• 手術するのがよいのか？このまま自然治癒を待つ
ために寝たきり生活を覚悟する方がよいのか？

Aさん、Bさんは自分のこれからの事をどのように考えておられるのか？
何を優先したいと考えているのか？誰が一番Aさん、Bさんの気持ちを理解しているのか？



同意能力が低下

した患者の医療

同意について

・家族や親族の同意＝家族の利益を優
先させることに繋がらないかの危惧がある。

・成年後見人の同意＝法的には同意
権は無いが、軽微な医療行為については、代
行決定権があるとの見解もある。

一般的には医療同意権は有さない。

3200名の医師に対して、意思決定能力が無い患者への手術治療をどうする
か？とのアンケート調査の結果、44％の医師が「手術はしない」と回答。
（同意能力低下患者に対する医療行為の同意取得に関する調査、痴呆性高齢者の権利擁護に関する医学・法学研究会、2003）

意志決定力がなけれ
ば治療は不可、
で良いのか？



倫理原則をど

う使うか？

＝話し合い

個々の具体的ケースに中間的な原則を適用する
としても、どうしても解釈や判断は必要である。

医療現場では、しなやかで批判にも耐えうる
解釈力、判断力が求められる。

抽象的な倫理学よりも、むしろ感性や想像力が重要。
独善的な理解や単なる情緒による暴走的判断は認められない。

多角的にして徹底的かつ自由でのびやかな対話、
語り合いが何より重要である！



人生の最終段階にお
ける医療の決定プロ
セスに関するガイドラ
インの改訂ポイント
（2018年3月 厚生労働省 改訂）

2018年のガイドライン改訂では、ACPの概念を盛り込み、医療・介護
の現場における普及を図ることを明示した。

ポイントは以下の3点。

1）本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケアの方針についての

話し合いは繰り返すことが重要であることを強調。

2）本人が自らの意思を伝えられなくなる可能性が高いため、その場

合に本人の意思を推定しうる者となる家族等の信頼できる
者も含めて事前に繰り返し話し合うことが必要。

3）病院だけでなく、介護施設・在宅の現場も想定する。

（医療だけでなく介護従事者が人生の最終段階を迎える
本人及び家族等を支えるためにガイドラインを活用するべきである）

ガイドラインに
立ち返ってみる



①大切にしていることや希望
を自分でまず考える

②家族・大事な人、かかりつけ

医やケア担当者とその事につ
いて話す（人生会議）

③実際に手帳に書いてみる

④気持ちの変化があればまた
話したり、記入しなおしてみる

わたしのいきかた手帳

ACP【人生会議】に、使える手帳
わたしのいきかた手帳の活用



わたしのこれまでの人生●手帳の使いかた

①これまでの人生を振り返り、自分が大切

にしていることや願いは何か？を考えてみる

冊子を順番に読み進めながら、考えを整理してみます

②自分の大切な人と、内容について話してみる

自分の願いを声にだして、

大切な人や医療や介護の担当者に 話したり相談してみて下さい

③実際に書いてみる

思いがまとまってきたら、実際に願いを書いてみて下さい
マークがついている部分が 回答するところです

④見返してみる
身体に変化があったとき、自分の お誕生日、

家族が集まるときに、 内容をいつも見返してみて下さい

気持ちの変化があった場合、

P.14・15に変化を記入しましょう

これまでの人生を振り返ることは、これからの人生をどの
ように過ごすか、そして周りの人に自分のことを分かって
もらう助けになるはずです。

①小さい頃はこんな子供でした

②得意なこと・楽しいと思う趣味

③こんな仕事をしてきました

④忘れられない家族との思い出

⑤実は、こういう所のある人間なのです

P.2 P.3



治療や介護で尊重してほしいこと （１．自分自身の思いが伝えられなくなった時
）

例えば

次（P.10）では「回復の見込みがない場合」の意思を答えます

▲

● できるだけ入院はしたくない(⑫－4)

●人工呼吸器（P.16 参照）はつけてほしくない(⑫－5)

● 胃ろう（P.16参照）はやめてほしい(⑫－6)

● 食べられなくなったとしても点滴はやめてほしい(⑫－7)

● その他(⑫－8)

とても
そう思う

そう思う よくわからない あまり
思わない

まったく
思わない

とても
そう思う

そう思う よくわからない あまり
思わない

まったく
思わない

とても
そう思う

そう思う よくわからない あまり
思わない

まったく
思わない

とても
そう思う

そう思う よくわからない あまり
思わない

まったく
思わない

・周りのことがほとんど分からなくなってしまい、
自分の思いが人に伝えられなくなった状況

・いのちの長さはわからないが、自分の思いを
どんな手段でも伝えられない状況

● 副作用や苦痛の大きい治療は避けたい(⑫－1)

● 副作用や苦痛があっても最大限の治療を望みたい(⑫－2)

● 生活の質が高いことが最も大切なので、

今の生活が続けられることを優先して考えてほしい(⑫－3)

とても
そう思う

そう思う よくわからない あまり
思わない

まったく
思わない

とても
そう思う

そう思う よくわからない あまり
思わない

まったく
思わない

⑫ 自分自身の思いが伝えられなくなった場合を想像し、

いまの自分の考えに近いところへ をつけましょう。

とても
そう思う

あまり
思わない

まったく
思わないそう思う よくわからない

P.8 P.9



以上が、いまのわたしの願いです。

どうか、この思いが最後まで大切に守られますように…

記入日 20 年 月 日

本人署名

家族署
名

医療・ケア担当者署名

医療や介護の代理意思決定者 死に至る病気についての告知

⑮ 死に至る病気の告知について、自分の思いに

あてはまるもの全てに をつけましょう。

□わたしには必ず伝えてほしい

□家族にも分かち合ってほしい

□わたしは最後まで知りたくない

□その他

⑭わたしの代わりとなって、

わたしの思いを決めてくれる人は、以下の人達です
。

● 第 1番目

氏 名

関 係

連絡先

● 第2 番目

氏 名

関 係

連絡先

● 第3 番目

氏 名

関 係

連絡先

※ただ、ここに名前を書くだけではなく、

その人にしてほしいことを伝えておくことも大切です。
P.12 P.13



柏木哲夫先生の言葉から

「わたしたちは死を背負って生きているの
で，死を視野に入れながら生きることが
大切」

普段から死を意識して生きることは決して
ネガティヴなことではなく、むしろ限りある生
を輝かせることに繋がる。

肉体的な死によってわれわれのBodyや
Mindは消滅しますが，
Spiritは生き続けるので，「自分はこの
限られた生の中で，後世にどんなSpirit
を残したいのか」を意識しながら，
貴重な時間を有効に使いたい

柏木哲夫著 死を背負って生きる いのちと看取りの現場から 日本キリスト教団出版局



ネガティブ・ケイパビリティ を養う

• 「事実や理由をせっかちに求めず、不確実さや不思議さ、懐
疑の中にいられる能力」（by ジョン・キーツ）

•解決のための計画、治療方針を決定する「ポジティブ・ケイパ
ビリティの逆の考え方」

•患者の「人生最期の時」に向き合う時やACPを進める中で
は、医療福祉専門職であっても時に逃げたくなる時もある。

解決できないことを解決できないままにしておいてもよい
結論や合意、ゴールに至らなくても、その時一緒 に時間を過ごせればそれでいい



ACPは、将来の医療やケア・暮らしの希望・大切にしている事について、本人・家族・
大切な人・関係する医療・介護関係者の間で共有し、話し合いを続けるプロセス

もしものときは・・？

可愛いネコちゃんと暮らし
ていたいですものね。

私は最期まで絶対
家で過ごしたい！



ちょこっと宣伝
①わたしのいきかた手帳 https://acp-kaigi.jp/

②Effects of an advance care planning educational programme
intervention on the end-of-life care attitudes of multidisciplinary 
practitioners at an acute hospital: A pre- and post-study, Palliative 
Medicine, Volume: 33 issue: 9, page(s): 11581165
https://doi.org/10.1177%2F0269216319860707

③ACP実践ガイド 患者・利用者の生き方・

暮らしに焦点をあてた意思決定支援にむけて

池永昌之・濵吉美穂 編 中央法規出版 2020.07

④日本地域看護学会第23回学術集会

市民公開講座 あなたらしい人生最期のプラン

ー医療・介護と暮らしを見つめる人生会議のススメー動画

http://jachn.umin.jp/meeting/m23/book.htm

https://acp-kaigi.jp/
https://doi.org/10.1177/0269216319860707
http://jachn.umin.jp/meeting/m23/book.htm

