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かけがえかけがえかけがえかけがえのない時間を大切にすごすための意思決定のない時間を大切にすごすための意思決定のない時間を大切にすごすための意思決定のない時間を大切にすごすための意思決定支援支援支援支援

－緩和ケアの現場から－－緩和ケアの現場から－－緩和ケアの現場から－－緩和ケアの現場から－
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・・・・はじめにはじめにはじめにはじめに ：：：：用語の整理用語の整理用語の整理用語の整理 と私たちの立ち位置と私たちの立ち位置と私たちの立ち位置と私たちの立ち位置

・・・・緩和医療の現場における意思決定の局面と支援緩和医療の現場における意思決定の局面と支援緩和医療の現場における意思決定の局面と支援緩和医療の現場における意思決定の局面と支援

・・・・意思決定支援に求められること意思決定支援に求められること意思決定支援に求められること意思決定支援に求められること

・・・・意思決定の過程に生じていること意思決定の過程に生じていること意思決定の過程に生じていること意思決定の過程に生じていること

・・・・医療チームメンバーとしてのソーシャルワーカー医療チームメンバーとしてのソーシャルワーカー医療チームメンバーとしてのソーシャルワーカー医療チームメンバーとしてのソーシャルワーカー

による意思決定支援による意思決定支援による意思決定支援による意思決定支援

・・・・まとめまとめまとめまとめ

かけがえのない時間を大切にすごすための意思かけがえのない時間を大切にすごすための意思かけがえのない時間を大切にすごすための意思かけがえのない時間を大切にすごすための意思決定決定決定決定
－－－－緩和ケアの現場から－緩和ケアの現場から－緩和ケアの現場から－緩和ケアの現場から－

はじめにはじめにはじめにはじめに ：：：： 用語用語用語用語のののの整理整理整理整理

■自己決定：自己決定：自己決定：自己決定：(self determination)(self determination)(self determination)(self determination)自分自身や生活のありかた自分自身や生活のありかた自分自身や生活のありかた自分自身や生活のありかた

について自らについて自らについて自らについて自ら決めて決めて決めて決めていくこといくこといくこといくこと

■■■■意思決定：（意思決定：（意思決定：（意思決定：（decision decision decision decision makingmakingmakingmaking）特定）特定）特定）特定の目標を達成するための目標を達成するための目標を達成するための目標を達成するためにににに

複数の代替案複数の代替案複数の代替案複数の代替案から、最善から、最善から、最善から、最善の解をの解をの解をの解を求めようとする求めようとする求めようとする求めようとする行為行為行為行為

（大辞（大辞（大辞（大辞林第林第林第林第3333版版版版））））

医療現場では、選択の局面で、意思決定を重ねつつ医療現場では、選択の局面で、意思決定を重ねつつ医療現場では、選択の局面で、意思決定を重ねつつ医療現場では、選択の局面で、意思決定を重ねつつ

医療が進められる医療が進められる医療が進められる医療が進められる

ソーシャルワーカーのソーシャルワーカーのソーシャルワーカーのソーシャルワーカーの 立ち位置立ち位置立ち位置立ち位置

■■■■ ソーシャルワーカーソーシャルワーカーソーシャルワーカーソーシャルワーカーは、個人が自己のは、個人が自己のは、個人が自己のは、個人が自己の人生人生人生人生やややや

生活生活生活生活課題について自ら選び決定していく課題について自ら選び決定していく課題について自ら選び決定していく課題について自ら選び決定していくとととと

いういういういう「自己決定」を、実践の価値として存「自己決定」を、実践の価値として存「自己決定」を、実践の価値として存「自己決定」を、実践の価値として存在する在する在する在する

専門職専門職専門職専門職

■■■■ 医療医療医療医療の受け手の側にの受け手の側にの受け手の側にの受け手の側に立立立立ってってってって意思意思意思意思決定支援決定支援決定支援決定支援をををを

行う行う行う行う専門専門専門専門職職職職：ソーシャルワーカー：ソーシャルワーカー：ソーシャルワーカー：ソーシャルワーカーとしてとしてとしてとして、、、、

当事者当事者当事者当事者主体に主体に主体に主体に貫かれた意思貫かれた意思貫かれた意思貫かれた意思決定決定決定決定支援支援支援支援をするをするをするをする

緩和医療の現場における緩和医療の現場における緩和医療の現場における緩和医療の現場における
意思決定の局面と支援意思決定の局面と支援意思決定の局面と支援意思決定の局面と支援

■ 緩和ケアへの移行緩和ケアへの移行緩和ケアへの移行緩和ケアへの移行

■■■■ 日常生活のすごし方の日常生活のすごし方の日常生活のすごし方の日常生活のすごし方の選択選択選択選択

■ 栄養補給に栄養補給に栄養補給に栄養補給についてついてついてついて

■ 緩和策に緩和策に緩和策に緩和策についてついてついてついて

■ 療養療養療養療養の場所の場所の場所の場所についてについてについてについて

■■■■ 最期の過ごし方最期の過ごし方最期の過ごし方最期の過ごし方 看取りについて看取りについて看取りについて看取りについて

意思決定のプロセス意思決定のプロセス意思決定のプロセス意思決定のプロセス

１．現況認識１．現況認識１．現況認識１．現況認識 （問題・課題状況の分析と理解（問題・課題状況の分析と理解（問題・課題状況の分析と理解（問題・課題状況の分析と理解 把握）把握）把握）把握）

２．自己認識（健康・能力等の２．自己認識（健康・能力等の２．自己認識（健康・能力等の２．自己認識（健康・能力等の自己自己自己自己状況分析と理解）状況分析と理解）状況分析と理解）状況分析と理解）

３３３３．目的・目標の設定．目的・目標の設定．目的・目標の設定．目的・目標の設定

４４４４．達成．達成．達成．達成へへへへの選択肢の模索の選択肢の模索の選択肢の模索の選択肢の模索････････そのための 情報提供

各選択肢の結果予測各選択肢の結果予測各選択肢の結果予測各選択肢の結果予測 優先順位の検討と決定優先順位の検討と決定優先順位の検討と決定優先順位の検討と決定

５．計画（決定したことの実現に向けたプラン）５．計画（決定したことの実現に向けたプラン）５．計画（決定したことの実現に向けたプラン）５．計画（決定したことの実現に向けたプラン）

６６６６．評価．評価．評価．評価
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緩和医療の現場における緩和医療の現場における緩和医療の現場における緩和医療の現場における
意思決定の局面と支援－１意思決定の局面と支援－１意思決定の局面と支援－１意思決定の局面と支援－１

■ 緩和ケアへの移行緩和ケアへの移行緩和ケアへの移行緩和ケアへの移行

希望する選択肢がない中での選択の結果希望する選択肢がない中での選択の結果希望する選択肢がない中での選択の結果希望する選択肢がない中での選択の結果

→→→→ 本人が選択する事の苦渋に本人が選択する事の苦渋に本人が選択する事の苦渋に本人が選択する事の苦渋に

思いを馳せ寄り添う思いを馳せ寄り添う思いを馳せ寄り添う思いを馳せ寄り添う

本人が意思決定に至らぬままの方向付けの結果本人が意思決定に至らぬままの方向付けの結果本人が意思決定に至らぬままの方向付けの結果本人が意思決定に至らぬままの方向付けの結果

→→→→ その結果への思いや、発せられなかった意向のその結果への思いや、発せられなかった意向のその結果への思いや、発せられなかった意向のその結果への思いや、発せられなかった意向の

行き着くところはどこか・・・思いを馳せつ行き着くところはどこか・・・思いを馳せつ行き着くところはどこか・・・思いを馳せつ行き着くところはどこか・・・思いを馳せつ 支える支える支える支える

意思決定すること・意思決定の結果への意思決定すること・意思決定の結果への意思決定すること・意思決定の結果への意思決定すること・意思決定の結果への

折り合いを支える折り合いを支える折り合いを支える折り合いを支える

緩和医療の現場における緩和医療の現場における緩和医療の現場における緩和医療の現場における
意思決定の局面と支援－２意思決定の局面と支援－２意思決定の局面と支援－２意思決定の局面と支援－２

■■■■ 日常生活のすごし方の選択日常生活のすごし方の選択日常生活のすごし方の選択日常生活のすごし方の選択

・・・・外出・外泊外出・外泊外出・外泊外出・外泊

「うちの庭の桜を見に行きたい」「うちの庭の桜を見に行きたい」「うちの庭の桜を見に行きたい」「うちの庭の桜を見に行きたい」

・・・・思い出づくりの思い出づくりの思い出づくりの思い出づくりの イベントイベントイベントイベント

「なんとか娘の結婚式だけは出席させてやりたい」「なんとか娘の結婚式だけは出席させてやりたい」「なんとか娘の結婚式だけは出席させてやりたい」「なんとか娘の結婚式だけは出席させてやりたい」

限りある人生の過ごし方についての選択支援限りある人生の過ごし方についての選択支援限りある人生の過ごし方についての選択支援限りある人生の過ごし方についての選択支援

時に生命の危機に直結する可能性もはらむ局面時に生命の危機に直結する可能性もはらむ局面時に生命の危機に直結する可能性もはらむ局面時に生命の危機に直結する可能性もはらむ局面

緩和医療の現場における緩和医療の現場における緩和医療の現場における緩和医療の現場における
意思決定の局面と支援－３意思決定の局面と支援－３意思決定の局面と支援－３意思決定の局面と支援－３

■ 栄養補給について栄養補給について栄養補給について栄養補給について

栄養補給栄養補給栄養補給栄養補給 輸液や水分補給はどこまで輸液や水分補給はどこまで輸液や水分補給はどこまで輸液や水分補給はどこまで,,,,どの程度？どの程度？どの程度？どの程度？

胃瘻胃瘻胃瘻胃瘻、腸瘻、経鼻チューブ、、腸瘻、経鼻チューブ、、腸瘻、経鼻チューブ、、腸瘻、経鼻チューブ、IVHIVHIVHIVH 、末梢、末梢、末梢、末梢？？？？等々等々等々等々

医学的医学的医学的医学的な説明と共にな説明と共にな説明と共にな説明と共に提案、提案、提案、提案、選択の選択の選択の選択の局面局面局面局面

EX.EX.EX.EX.胃瘻胃瘻胃瘻胃瘻の増設のの増設のの増設のの増設の選択選択選択選択→→→→どこどこどこどこで過ごすで過ごすで過ごすで過ごすかに直結かに直結かに直結かに直結

次次次次の療養場所をの療養場所をの療養場所をの療養場所を想定想定想定想定しつつ、しつつ、しつつ、しつつ、その後その後その後その後の人生の人生の人生の人生のののの

過ごし方の過ごし方の過ごし方の過ごし方の 選択選択選択選択支援支援支援支援

どう生きたいかのその選択は、その人を実現するかどう生きたいかのその選択は、その人を実現するかどう生きたいかのその選択は、その人を実現するかどう生きたいかのその選択は、その人を実現するか

緩和医療の現場における緩和医療の現場における緩和医療の現場における緩和医療の現場における
意思決定の局面と支援－４意思決定の局面と支援－４意思決定の局面と支援－４意思決定の局面と支援－４

■ 緩和策について緩和策について緩和策について緩和策について

あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる緩和緩和緩和緩和策が効をなさない状況下での策が効をなさない状況下での策が効をなさない状況下での策が効をなさない状況下での

セデーションセデーションセデーションセデーション（鎮静：患者の苦痛緩和を目的として患者の
意識を低下させる薬剤を投与すること，あるいは，患者の
苦痛緩和のために投与した薬剤によって生じた意識の低
下を意図的に維持すること。「日本緩和医療学会 苦痛緩
和の為の鎮静に関するガイドライン」）の提案の提案の提案の提案

「生命に直結した選択」の局面と捉える患者と家族「生命に直結した選択」の局面と捉える患者と家族「生命に直結した選択」の局面と捉える患者と家族「生命に直結した選択」の局面と捉える患者と家族

意思決定に伴う痛みに意思決定に伴う痛みに意思決定に伴う痛みに意思決定に伴う痛みに 自身を寄せていく自身を寄せていく自身を寄せていく自身を寄せていく

共に在ることの共に在ることの共に在ることの共に在ることの 「質」「質」「質」「質」 が問われるが問われるが問われるが問われる

緩和医療の現場における緩和医療の現場における緩和医療の現場における緩和医療の現場における
意思決定の局面と支援－５意思決定の局面と支援－５意思決定の局面と支援－５意思決定の局面と支援－５

■■■■ 最期の過ごし方最期の過ごし方最期の過ごし方最期の過ごし方 看取りについて看取りについて看取りについて看取りについて
「「「「最期まであきらめずに手をつくしてほしい最期まであきらめずに手をつくしてほしい最期まであきらめずに手をつくしてほしい最期まであきらめずに手をつくしてほしい」」」」
「「「「自然に看取ってほしい自然に看取ってほしい自然に看取ってほしい自然に看取ってほしい」」」」

どんな言葉にもどんな言葉にもどんな言葉にもどんな言葉にも 常に常に常に常に含まれる含まれる含まれる含まれる曖昧さ曖昧さ曖昧さ曖昧さ

言葉言葉言葉言葉を発した真意を発した真意を発した真意を発した真意をををを推し量り、推し量り、推し量り、推し量り、言葉言葉言葉言葉の意味する所の意味する所の意味する所の意味する所にににに
たどりつくたどりつくたどりつくたどりつくためのためのためのための深い深い深い深い対象者対象者対象者対象者理解理解理解理解
そのそのそのその意向や希望に適合する医療的意向や希望に適合する医療的意向や希望に適合する医療的意向や希望に適合する医療的介入を介入を介入を介入を、、、、医療医療医療医療
チームチームチームチームに橋渡しつつ共に考え、意思決定のに橋渡しつつ共に考え、意思決定のに橋渡しつつ共に考え、意思決定のに橋渡しつつ共に考え、意思決定の内容内容内容内容のののの
実現実現実現実現へ向けた支援へ向けた支援へ向けた支援へ向けた支援
ソーシャルワーカーソーシャルワーカーソーシャルワーカーソーシャルワーカーの通訳機能やアドボカシ－の通訳機能やアドボカシ－の通訳機能やアドボカシ－の通訳機能やアドボカシ－がががが
求められる求められる求められる求められる場面場面場面場面

意思決定支援意思決定支援意思決定支援意思決定支援の局面にの局面にの局面にの局面に求められるもの求められるもの求められるもの求められるもの

• リアルニーズをつかむリアルニーズをつかむリアルニーズをつかむリアルニーズをつかむ

患者と家族が生きてきた固有の物語の拝聴患者と家族が生きてきた固有の物語の拝聴患者と家族が生きてきた固有の物語の拝聴患者と家族が生きてきた固有の物語の拝聴

• 患者患者患者患者家族の「価値」へ家族の「価値」へ家族の「価値」へ家族の「価値」へのののの感受性感受性感受性感受性：優先順位の尊重：優先順位の尊重：優先順位の尊重：優先順位の尊重

• 深い感情の交流・家族力動を読み葛藤へも介入深い感情の交流・家族力動を読み葛藤へも介入深い感情の交流・家族力動を読み葛藤へも介入深い感情の交流・家族力動を読み葛藤へも介入

• 的確的確的確的確な情報提供な情報提供な情報提供な情報提供 （新しさ・正確さ（新しさ・正確さ（新しさ・正確さ（新しさ・正確さ））））

「医療」へ「地域「医療」へ「地域「医療」へ「地域「医療」へ「地域・・・・福祉」への通訳機能福祉」への通訳機能福祉」への通訳機能福祉」への通訳機能
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意思意思意思意思決定を実現する地域連携決定を実現する地域連携決定を実現する地域連携決定を実現する地域連携

■■■■「「「「私が行く場所があるのか」「どこで死ねるのか私が行く場所があるのか」「どこで死ねるのか私が行く場所があるのか」「どこで死ねるのか私が行く場所があるのか」「どこで死ねるのか」という」という」という」という

患者患者患者患者の切実な不安のの切実な不安のの切実な不安のの切実な不安の受け止めからの支援受け止めからの支援受け止めからの支援受け止めからの支援

■■■■在宅療養支援体制づくり在宅療養支援体制づくり在宅療養支援体制づくり在宅療養支援体制づくり

・在宅診療医師や訪問看護師との密なネットワーク・在宅診療医師や訪問看護師との密なネットワーク・在宅診療医師や訪問看護師との密なネットワーク・在宅診療医師や訪問看護師との密なネットワークにににによるよるよるよる

継続的な支援（「いざという時」の受け入れ体制の確保）継続的な支援（「いざという時」の受け入れ体制の確保）継続的な支援（「いざという時」の受け入れ体制の確保）継続的な支援（「いざという時」の受け入れ体制の確保）

・介護保険サービスを中心とした在宅療養環境の整備・介護保険サービスを中心とした在宅療養環境の整備・介護保険サービスを中心とした在宅療養環境の整備・介護保険サービスを中心とした在宅療養環境の整備

■■■■在宅以外の療養場所の設定在宅以外の療養場所の設定在宅以外の療養場所の設定在宅以外の療養場所の設定

・「家には帰れない」しかし「治療継続を望む」難しさ・「家には帰れない」しかし「治療継続を望む」難しさ・「家には帰れない」しかし「治療継続を望む」難しさ・「家には帰れない」しかし「治療継続を望む」難しさ

意思決定の意思決定の意思決定の意思決定のためためためためのののの環境環境環境環境整備整備整備整備 「情報」「情報」「情報」「情報」

・・・・医療の意思決定医療の意思決定医療の意思決定医療の意思決定場面にある「場面にある「場面にある「場面にある「情報情報情報情報」」」」の課題の課題の課題の課題は重大は重大は重大は重大

・・・・医療の担い手と受け手医療の担い手と受け手医療の担い手と受け手医療の担い手と受け手のののの絶対的な知識絶対的な知識絶対的な知識絶対的な知識量量量量のののの差差差差

・・・・選択肢選択肢選択肢選択肢のののの内容内容内容内容や選択後のや選択後のや選択後のや選択後のプラス面プラス面プラス面プラス面ととととマイナス面のマイナス面のマイナス面のマイナス面の

選択に必要充分な選択に必要充分な選択に必要充分な選択に必要充分な理解理解理解理解の難解さの難解さの難解さの難解さ

十分十分十分十分理解された上で理解された上で理解された上で理解された上での意思決定かの意思決定かの意思決定かの意思決定か？？？？

・・・・流されずに流されずに流されずに流されずに、、、、情報情報情報情報の不足の現況の不足の現況の不足の現況の不足の現況をををを明らかに明らかに明らかに明らかに

・・・・情報情報情報情報不足についての不足についての不足についての不足についてのアドボカシーアドボカシーアドボカシーアドボカシーはははは、、、、環境整備環境整備環境整備環境整備

としてとしてとしてとして必要な意思決定必要な意思決定必要な意思決定必要な意思決定支援支援支援支援

意思決定の意思決定の意思決定の意思決定のためためためためのののの環境環境環境環境整備「パターナリズム」整備「パターナリズム」整備「パターナリズム」整備「パターナリズム」

・パターナリステイクな状況に陥りがちパターナリステイクな状況に陥りがちパターナリステイクな状況に陥りがちパターナリステイクな状況に陥りがち

・・・・医療者側医療者側医療者側医療者側のののの価値価値価値価値・・・・判断判断判断判断の影響をの影響をの影響をの影響を受け受け受け受けがちがちがちがち

・・・・専門職の「良かれ専門職の「良かれ専門職の「良かれ専門職の「良かれ…………」の持ちが、本人を差し置き」の持ちが、本人を差し置き」の持ちが、本人を差し置き」の持ちが、本人を差し置き

先行する先行する先行する先行する

支援者として、支援者として、支援者として、支援者として、常に注意常に注意常に注意常に注意を喚起を喚起を喚起を喚起しつつしつつしつつしつつ、、、、

意思決定場面に意思決定場面に意思決定場面に意思決定場面に臨む臨む臨む臨む

意思意思意思意思決定決定決定決定支援支援支援支援にににに必須必須必須必須のののの姿勢姿勢姿勢姿勢

意思決定の意思決定の意思決定の意思決定のためためためためのののの環境環境環境環境整備整備整備整備 「時間」「時間」「時間」「時間」

■■■■ 意思決定支援意思決定支援意思決定支援意思決定支援はははは、常に時間制限と、常に時間制限と、常に時間制限と、常に時間制限との闘いの闘いの闘いの闘い
Ct:Ct:Ct:Ct:「状況に追いつかない気持ち・・「状況に追いつかない気持ち・・「状況に追いつかない気持ち・・「状況に追いつかない気持ち・・・・・・」」」」
「否認したい「否認したい「否認したい「否認したい ・向き合うには時間を要する現実・・・」・向き合うには時間を要する現実・・・」・向き合うには時間を要する現実・・・」・向き合うには時間を要する現実・・・」

何があれば意思決定に何があれば意思決定に何があれば意思決定に何があれば意思決定に 対峙できるのか対峙できるのか対峙できるのか対峙できるのか
限られた時間で必要な支援は？限られた時間で必要な支援は？限られた時間で必要な支援は？限られた時間で必要な支援は？

・・・・歩みを進めるものは、やり場のない思いの歩みを進めるものは、やり場のない思いの歩みを進めるものは、やり場のない思いの歩みを進めるものは、やり場のない思いの
痛み分けであることも痛み分けであることも痛み分けであることも痛み分けであることも

・・・・限定限定限定限定されたされたされたされた時間で時間で時間で時間で熟考し、いかに意思決定熟考し、いかに意思決定熟考し、いかに意思決定熟考し、いかに意思決定支援支援支援支援
を妥当にを妥当にを妥当にを妥当にできるのできるのできるのできるのかかかか

・・・・支援支援支援支援する側に切実なする側に切実なする側に切実なする側に切実な課題課題課題課題・試煉・試煉・試煉・試煉

代理意思決定の課題代理意思決定の課題代理意思決定の課題代理意思決定の課題 「家族への支援」「家族への支援」「家族への支援」「家族への支援」

■■■■ 代理代理代理代理意思決定者となった家族への意思決定者となった家族への意思決定者となった家族への意思決定者となった家族への支援支援支援支援

家族家族家族家族の心理的な負担やの心理的な負担やの心理的な負担やの心理的な負担や自責感自責感自責感自責感

決定決定決定決定とその結果とその結果とその結果とその結果をををを巡って家族間の葛藤が巡って家族間の葛藤が巡って家族間の葛藤が巡って家族間の葛藤が生じる生じる生じる生じる

家族へ家族へ家族へ家族へのケアのケアのケアのケアともともともとも捉え捉え捉え捉えられるものられるものられるものられるもの

家族の家族の家族の家族の代理意思決代理意思決代理意思決代理意思決定も多い定も多い定も多い定も多い

代理代理代理代理意思意思意思意思決定決定決定決定者の者の者の者の家族家族家族家族へへへへの支援の支援の支援の支援

意思決定のプロセスで生じていること意思決定のプロセスで生じていること意思決定のプロセスで生じていること意思決定のプロセスで生じていること

■■■■ 医療者医療者医療者医療者の考える最善の利益と当事者の選好の考える最善の利益と当事者の選好の考える最善の利益と当事者の選好の考える最善の利益と当事者の選好がががが

異なる異なる異なる異なる

■■■■ 患者患者患者患者本人と家族の意向に相違が本人と家族の意向に相違が本人と家族の意向に相違が本人と家族の意向に相違があるあるあるある

■■■■ 家族内家族内家族内家族内の意向が不一致の意向が不一致の意向が不一致の意向が不一致でででで、、、、家族間家族間家族間家族間の合意形成の合意形成の合意形成の合意形成へへへへ

向向向向けけけけ調整調整調整調整がががが必要必要必要必要

様々な様々な様々な様々な価値が価値が価値が価値が交差交差交差交差し、し、し、し、一筋縄では行か一筋縄では行か一筋縄では行か一筋縄では行かないないないない

意思意思意思意思決定決定決定決定支援は支援は支援は支援は、、、、臨床倫理的な課題臨床倫理的な課題臨床倫理的な課題臨床倫理的な課題がががが含まれる含まれる含まれる含まれる

支援が倫理的に妥当か支援が倫理的に妥当か支援が倫理的に妥当か支援が倫理的に妥当か 諸刃諸刃諸刃諸刃の局面の積み重ねの局面の積み重ねの局面の積み重ねの局面の積み重ね
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医療チームのソーシャルワーカーとして医療チームのソーシャルワーカーとして医療チームのソーシャルワーカーとして医療チームのソーシャルワーカーとして
意思決定支援意思決定支援意思決定支援意思決定支援

■ 医療医療医療医療における意思決定支援はにおける意思決定支援はにおける意思決定支援はにおける意思決定支援は、チーム医療、チーム医療、チーム医療、チーム医療でででで！！！！

「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」

厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省 平成平成平成平成19191919年年年年

■■■■ 患者の意思と患者の意思と患者の意思と患者の意思と 充分な情報に基づく決定が充分な情報に基づく決定が充分な情報に基づく決定が充分な情報に基づく決定が

最も重要最も重要最も重要最も重要 →→→→患者の意思患者の意思患者の意思患者の意思の確認の確認の確認の確認から始まるから始まるから始まるから始まる

■■■■ 患者の意思が確認出来ない時は，患者の意思が確認出来ない時は，患者の意思が確認出来ない時は，患者の意思が確認出来ない時は，

家族と医療チームで、患者の意思と最善を家族と医療チームで、患者の意思と最善を家族と医療チームで、患者の意思と最善を家族と医療チームで、患者の意思と最善を

話し合う話し合う話し合う話し合う 20

21

終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン

厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省 平成平成平成平成19191919年年年年5555月月月月

終末期医療の決定プロセスにおいては、終末期医療の決定プロセスにおいては、終末期医療の決定プロセスにおいては、終末期医療の決定プロセスにおいては、患者、家族、患者、家族、患者、家族、患者、家族、
医療医療医療医療ケアチームの間での合意形成ケアチームの間での合意形成ケアチームの間での合意形成ケアチームの間での合意形成の積み重ねの積み重ねの積み重ねの積み重ねが重要が重要が重要が重要

１終末期医療及びケアの在り方１終末期医療及びケアの在り方１終末期医療及びケアの在り方１終末期医療及びケアの在り方
• 患者とその家族のインフォームド患者とその家族のインフォームド患者とその家族のインフォームド患者とその家族のインフォームド・・・・コンセントコンセントコンセントコンセント((((十分な情報に基づく決定十分な情報に基づく決定十分な情報に基づく決定十分な情報に基づく決定))))

• 終末期医療における医療行為は，医療・ケアチームによって、慎重に判終末期医療における医療行為は，医療・ケアチームによって、慎重に判終末期医療における医療行為は，医療・ケアチームによって、慎重に判終末期医療における医療行為は，医療・ケアチームによって、慎重に判
断すべき断すべき断すべき断すべき

「医療の開始・不開始，医療内容の変更，医療行為の中止等」は「医療の開始・不開始，医療内容の変更，医療行為の中止等」は「医療の開始・不開始，医療内容の変更，医療行為の中止等」は「医療の開始・不開始，医療内容の変更，医療行為の中止等」は
医療ケアチームによって「医学妥当性と適切性」を下に慎重に判断医療ケアチームによって「医学妥当性と適切性」を下に慎重に判断医療ケアチームによって「医学妥当性と適切性」を下に慎重に判断医療ケアチームによって「医学妥当性と適切性」を下に慎重に判断

• 緩和ケアの重要性緩和ケアの重要性緩和ケアの重要性緩和ケアの重要性（可能な限り疼痛や不快な症状を十分に緩和し、患者・家族の（可能な限り疼痛や不快な症状を十分に緩和し、患者・家族の（可能な限り疼痛や不快な症状を十分に緩和し、患者・家族の（可能な限り疼痛や不快な症状を十分に緩和し、患者・家族の

精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療およびケア）精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療およびケア）精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療およびケア）精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療およびケア）

注注注注6.6.6.6.人が終末期を迎える際には、疼痛緩和ばかりでなく、他の種類の精神的・人が終末期を迎える際には、疼痛緩和ばかりでなく、他の種類の精神的・人が終末期を迎える際には、疼痛緩和ばかりでなく、他の種類の精神的・人が終末期を迎える際には、疼痛緩和ばかりでなく、他の種類の精神的・

社会的問題も発生します。可能であれば、医療・ケアチームには，社会的問題も発生します。可能であれば、医療・ケアチームには，社会的問題も発生します。可能であれば、医療・ケアチームには，社会的問題も発生します。可能であれば、医療・ケアチームには，ソーシャルソーシャルソーシャルソーシャル
ワーカーなど社会的な側面に配慮する人ワーカーなど社会的な側面に配慮する人ワーカーなど社会的な側面に配慮する人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が望まれますが参加することが望まれますが参加することが望まれますが参加することが望まれます

・積極的安楽死については言及しないと・積極的安楽死については言及しないと・積極的安楽死については言及しないと・積極的安楽死については言及しないと 明記明記明記明記

医療チームのソーシャルワーカーとしての医療チームのソーシャルワーカーとしての医療チームのソーシャルワーカーとしての医療チームのソーシャルワーカーとしての
意思決定支援－１意思決定支援－１意思決定支援－１意思決定支援－１

■■■■ 「意向の明確化」「意向の明確化」「意向の明確化」「意向の明確化」への支援への支援への支援への支援

本人本人本人本人自身が本当は何を望んでいる自身が本当は何を望んでいる自身が本当は何を望んでいる自身が本当は何を望んでいるかかかか 明確ではない場合明確ではない場合明確ではない場合明確ではない場合

相談を通し相談を通し相談を通し相談を通し明確明確明確明確にににに

援助者援助者援助者援助者のののの持って持って持って持っている価値や選好が相手への誘導要因いる価値や選好が相手への誘導要因いる価値や選好が相手への誘導要因いる価値や選好が相手への誘導要因とととと

ならないようならないようならないようならないようにににに

■■■■ 本人自身本人自身本人自身本人自身のののの価値価値価値価値や人生の事情や人生の事情や人生の事情や人生の事情、その個人にとっての、その個人にとっての、その個人にとっての、その個人にとっての

最善について個別化最善について個別化最善について個別化最善について個別化されされされされた判断た判断た判断た判断にににに行き着く行き着く行き着く行き着く サポートサポートサポートサポート

ソーシャルワーソーシャルワーソーシャルワーソーシャルワークククク実践実践実践実践のののの価値価値価値価値に共通に共通に共通に共通

明確明確明確明確になった「意向の実現」にになった「意向の実現」にになった「意向の実現」にになった「意向の実現」に向け向け向け向けたたたたソーシャルサポートソーシャルサポートソーシャルサポートソーシャルサポート

医療チームのソーシャルワーカーとしての医療チームのソーシャルワーカーとしての医療チームのソーシャルワーカーとしての医療チームのソーシャルワーカーとしての
意思決定支援－２意思決定支援－２意思決定支援－２意思決定支援－２

■■■■チームの意思決定支援のプロセスを妥当なものチームの意思決定支援のプロセスを妥当なものチームの意思決定支援のプロセスを妥当なものチームの意思決定支援のプロセスを妥当なもの

ににににするためにするためにするためにするために

■■■■ 極めて極めて極めて極めて高い高い高い高い個別性を個別性を個別性を個別性を担保担保担保担保するためにはするためにはするためにはするためには、、、、

ソーシャルワーカーソーシャルワーカーソーシャルワーカーソーシャルワーカーの積極的な関与がの積極的な関与がの積極的な関与がの積極的な関与が不可欠不可欠不可欠不可欠

■■■■ 医療チームへ医療チームへ医療チームへ医療チームへの介入の介入の介入の介入は、は、は、は、今今今今、その人が、その人が、その人が、その人が生きる生きる生きる生きる

ためためためために必要な「に必要な「に必要な「に必要な「環境環境環境環境としてのとしてのとしてのとしての医療医療医療医療」」」」へへへへのののの介入介入介入介入

■■■■ 組織組織組織組織や地域におけるメゾレベルのや地域におけるメゾレベルのや地域におけるメゾレベルのや地域におけるメゾレベルの実践実践実践実践
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まとめまとめまとめまとめ
意思決定におけるソーシャルワーク意思決定におけるソーシャルワーク意思決定におけるソーシャルワーク意思決定におけるソーシャルワーク

■■■■ 医療現場における選択の局面：意思決定場面で、医療現場における選択の局面：意思決定場面で、医療現場における選択の局面：意思決定場面で、医療現場における選択の局面：意思決定場面で、
そこにそこにそこにそこに どれだけ本人自身が深くコミットしどれだけ本人自身が深くコミットしどれだけ本人自身が深くコミットしどれだけ本人自身が深くコミットし
自身が反映された自己決定がなされるか自身が反映された自己決定がなされるか自身が反映された自己決定がなされるか自身が反映された自己決定がなされるか を支援を支援を支援を支援

■■■■ 個人の価値を理解し、その価値に照らし合わせ個人の価値を理解し、その価値に照らし合わせ個人の価値を理解し、その価値に照らし合わせ個人の価値を理解し、その価値に照らし合わせ
選択肢選択肢選択肢選択肢 を共に精査し局面を支援を共に精査し局面を支援を共に精査し局面を支援を共に精査し局面を支援

■■■■ 意思決定のための環境整備意思決定のための環境整備意思決定のための環境整備意思決定のための環境整備 とととと 決定の実現へ決定の実現へ決定の実現へ決定の実現へ
その方自身の個別の価値と人生への敬意と尊重その方自身の個別の価値と人生への敬意と尊重その方自身の個別の価値と人生への敬意と尊重その方自身の個別の価値と人生への敬意と尊重

情報情報情報情報サポート等のサポート等のサポート等のサポート等の ソーシャルサポートソーシャルサポートソーシャルサポートソーシャルサポート
アドボカシーアドボカシーアドボカシーアドボカシー ・・・・ エンパワーメントエンパワーメントエンパワーメントエンパワーメント

参考文献参考文献参考文献参考文献/資料資料資料資料

・・・・「「「「ソーシャルワークとは何かソーシャルワークとは何かソーシャルワークとは何かソーシャルワークとは何か〜〜〜〜その本質と機能」その本質と機能」その本質と機能」その本質と機能」ブトゥリムブトゥリムブトゥリムブトゥリム

川島川島川島川島書店（書店（書店（書店（1986)1986)1986)1986)

・・・・「本人・家族のための意思決定プロセスノート「本人・家族のための意思決定プロセスノート「本人・家族のための意思決定プロセスノート「本人・家族のための意思決定プロセスノート：：：：高齢者ケアと高齢者ケアと高齢者ケアと高齢者ケアと

人工栄養を考える」人工栄養を考える」人工栄養を考える」人工栄養を考える」清水哲郎・会田薫子清水哲郎・会田薫子清水哲郎・会田薫子清水哲郎・会田薫子（（（（2013201320132013））））医学と看護社医学と看護社医学と看護社医学と看護社（（（（2012201220122012））））

・「・「・「・「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」 厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省(2007)(2007)(2007)(2007)

・「ソーシャルワークにおける倫理」・「ソーシャルワークにおける倫理」・「ソーシャルワークにおける倫理」・「ソーシャルワークにおける倫理」 田村里子田村里子田村里子田村里子

日本日本日本日本医療社会福祉協会医療社会福祉協会医療社会福祉協会医療社会福祉協会 基幹研修基幹研修基幹研修基幹研修ⅡⅡⅡⅡテキストテキストテキストテキスト（（（（2013201320132013））））

・「緩和ケアにおけるソーシャルワーク：いのち・「緩和ケアにおけるソーシャルワーク：いのち・「緩和ケアにおけるソーシャルワーク：いのち・「緩和ケアにおけるソーシャルワーク：いのちに向き合うに向き合うに向き合うに向き合う」」」」田村里子田村里子田村里子田村里子

日本日本日本日本医療社会福祉協会医療社会福祉協会医療社会福祉協会医療社会福祉協会 スキルアップ研修スキルアップ研修スキルアップ研修スキルアップ研修 （（（（2013201320132013））））

・「意思決定におけるソーシャルワークの射程・「意思決定におけるソーシャルワークの射程・「意思決定におけるソーシャルワークの射程・「意思決定におけるソーシャルワークの射程～～～～緩和医療における実践から」緩和医療における実践から」緩和医療における実践から」緩和医療における実践から」

田村里子田村里子田村里子田村里子 日本医療社会福祉学会日本医療社会福祉学会日本医療社会福祉学会日本医療社会福祉学会 （（（（2014201420142014））））


