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【参加者からの感想】

保健師

●先を見通 した話 し合いが重要であることが分かつた。

●ジレンマがある事例などがあれば、もっとイメージしやすいので、紹介 してほ しい。

●臨床倫理の4分画表、ベス ト・インタレス トを知 り、ACPをすすめていく上で、医療

者として客観的に捉えることのできるツール・考えになると思い、大変参考になった。

認知症の予後の捉え方も参考になった。

●ご本人と家族・医療者やかかわる人々が―緒に病気だけでなく意思決定能力が低下す

る場合に備えて、その人らしい生き方ができるように話 し合いを重ねていくことが大

切だということがよくわかりました。ありがとうございました。

●ACPの概論は理解できた。もし今後 ACPに携わる一因となるなら、その姿勢を理解

し対応 していきたい。がん末期看取 りの時のコーディネーターのような存在が、認知

症の方にもかかわつていければ良いのではないかと感 じました。

●今後に役立てることができると思つた。

●流れ的にはよく分かつたが、実際、具体的にどのように取 り組んだらよいのか、プロ

セスを考えていかなければいけないと思つた。

●認知症の方の ACPに ついて、アセスメン トや方向性のまとめ方 (臨床倫理 4分画表)

の考え方が分かりやすかつたです。

●現在の医療の在 り方と本人・家族の関わりを学ぶことができて良かつた。

●とても勉強になりました。予後予沢1の説明で家族等が支援の見通 しができること、重

度～末期、アルツハイマーの経過は姑の経過を経験 したので振 り返 りができた。

●基本的な考え方の再確認ができた。

●ベス ト・インタレス トや ACPに ついて、考え方を学ぶことができ、大変勉強になり

ました。丁寧に伝えること、話を聞 くことの大切さを改めて学びました。

介護職 (介護福祉士を含む)

●ベス ト・インタレス トの事を知る事が出来てよかつたです。

●認知症に対する心構えが出来ると思う。

●前半はとても難 しかつた。知らない言葉が知れて良かった。内容的に良かつた。

●内容が難 しかつた。医療的内容が出ると難 しいです。

●家族にも認知症有 り、また他人事ではない思い。

●意志決定は、本人の意向を油分に取 り入れ決定することが大切であり、これからの生

活で話 し合いをきつちりする。…円満解決に取り組む。

●仕事をしている中で、すごく当てはまる事が多くあり、すごく勉強になりました。知

らない言葉ばかりで勉強不足を感 じました。



●とても良かつたが、内容が難 しかった。

●イギリスと日本の成年後見制度の違いなど、具体的に話 していただき利用者様の終末

期をヘルパーとしてどう接 していけばよいのかという所を改めて考えさせられま し

た。

●終末期のことがなんとなく理解できました。ありがとうございました。

●終末期医療についての講演であったが、介護職の私にとっては難 しい内容であり、終

末期における本人の尊厳など勉強になった。

●患者様本人のベス ト・ンタレス トについて大変良 くわかり勉強になりました。今後と

もその人らし生き方をさが し仕事をしていきたいです。

●勉強になることがたくさんあった。もと早 く知 りたかつたことが多かつた。

●認知症の方のベス ト・インタレス トとは何ぞやと思つたので参加 した。その人らしい

生き方という言葉が良かった。

●ベス ト・インタレス ト:本人にとっての利益とは。ACP:将来の意思決定能力の低下

に備えて、今後の事 (治療、ケア、療養)の意向を予め話 し合うプロセス。…何とな

く解 りましたが、内容が難 しく感 じました。

●高度な内容ではありましたが、噛み砕いた文章や説明にして頂いていることに感謝で

した。

●ベス ト・インタレス トについて少 し理解できたようなお話でした。本人の意志を尊重

する。そうだと思いました。

●そのひとらしい生き方を模索する為には、話 し合いのプロセスをつくっていく事だと

思いました。少 し、ベス ト・インタレス トについて理解出来たように思います。

●難 しかつた。

●認知症が死因につながるということを初めて知ったり、ACPと いう言葉の意味などを

理解することができた。

●認知症の方への ACP、 ベス ト・ィンタレス トにちて、ACPの今の定義についての内

容は少 しは理解出来たが、実際の所はとても難 しいものなのかなと思いました。ACP

もベス ト・インタエス ト論もどちらも相手・自分・それらに関わる人々との信頼関係     ′

が築かれた上でのもののような感 じもしました。人と人の信頼関係が大切だと思いま

した。

●GHで看取 りをしているので、本人・家族・スタッフ・医療者がチームとしてどう支

えていけばいいのか、考える良い機会になりました。

●現在抱えている認知症の方が後見人申請をされており、タイムリーだつたので参考に

なりました。

●認知症の方の終末期にどうかかわっていくと良いのか、具体的な流れが見えてきたよ

うに思う。



相談彙 (社会福祉士 IMSWI― を含む).

●死因に認知症が上がっていること自体知らなかった。

●認知症における予後予測の必要性など、考えたこともなかった。

●認知症が死亡の原因になると初めて聞きました。(目 からうろこが落ちました。)も っ

と詳 しく説明を聞きたかつたです。

●認知症について、詳 しく教えて頂きました。ACPと いうアセスメン トケアプランをた

て、本人が意思決定できる時期に家族と話 し合い、事前に決定できるので、認知症の

患者増加に伴つて安心できる事が、今後の治療・ケア・療養に役立つと思いました。

●本人そ して家族、医療・介護スタッフみんなで良い方法を考えることの大切さを理解

できました。

看護師■准看護師         '
●FAS丁 を知らなかったので、今後活用 していきたいと思います。

●難 しかつた。

●在宅での業務上、とても共感できる事もたくさんあり、大変勉強になりました。あり

がとうございました。

●認知症の方が増えていく中、ご本人にとってどうすることが最善なのか悩む場面は多

くあり、今後そういう場面 (ま たは事前)に考え、対応するための参考になった。

●今後、認知症の方との関わりが増えてきます。一人ひとりの背景も違 うと思います。

さまざまな患者様と接する中で、今日の研修内容を活かすことができればと思います。

ありがとうございました。

●ACPの重要性を考える事も多かったので、今回の研修会を通 して今後活か していきた

いと思つた。 認知症で独居だつたり、家族の協力が得られないなどさまざまな背景

を抱えている患者様も多いので、チームで関わつていけるように連携 していきたいと

思つた。

●事前勉強が必要であつたと痛感 しています。理解することは難 しく、医療・介護の場

で対応できるか?し ていかないといけないと思います。が、利用者の方に寄 り添いな

がら少 しずつ話 し合つていくことだと今は思いました。

●ACPに ついて初めて知 りました。すぐに現場で活かすことは難 しいけど、祖母が AD

型認知症なので、家族と共に話 し合つていかなければならないと、身近に感 じること

ができました。

●ACPに ついて再度知る機会になった。さらにベス ト・ンタレス トを学ぶことができた。

●病院勤務で認知症の入院患者さんも多く、頭では分かつていても誘因や経過、家族と

の関わ り方など再確認することができました。その人らしい生き方を模索 し、より患

者さんに寄 り添える、家族にも寄 り添える看護を心がけていきたいと思います。

●ACPの重要性とベス ト・インタレス ト論はその人その人によって異なっているという

事。患者さん一人一人その人らしい生き方ができるよう、介護する家族が納得 し、心



残 りしないような介護ができるような援助の勉強になりました。

●これからのことを話 し合うことの大切さが分かりました。

●ベス ト・インタレス…?私 は知識が無く「何のこと?」 とこのテーマを見た時の気持

ちです。とてもわかりやすく、内容が理解 しやすい資料でスッキリしました。

介護支援専 F号員 1介護計画作成者

●カレン・アン・クインラン事件等に基づきベス ト・インタレス トを考えていく事、信

頼関係を構築 し、本人の意志をできる限りくみとっていけるようにコミュニケーショ

ンをとっていく事の大切さ等、説明により分かりました。

●認知症がある場合、最終判断の場に本人の意思を尊重する場面が少ないです。家族の

判断が中心で、その人らしさの尊重はあまりありません。

●とても解 りやすく勉強になりました。'あ りがとうございました。

●ACP、 ADの違いがわかりました。

●終末期に、今後の医療的な部分で家族の判断に専門職として添えないというところが

ありました (倫理的に)。 今回の講義で、模索すればよいのだと、又、何が一番正 し

いのかということを考えなくてよいのだと思いました。ACP、 ベス ト・インタレス ト

を利用 しながら支援 していきたいと思いました。

●ありがとうございました。心房細動が認知症に関係があるのでは…というお話、びつ

くりしました。薬物の副作用はもっとお聞きしたかつたです。認知症の末期 (FAST 7d

～7f)、 ACPの活用、急性腎不全、臨床倫理の 4分画表…等とても勉強になりました。

●またベス ト・インタレス トについて深 く勉強する機会をよろしくお願い致 します。

●今後の認知症の方だけではなく、さまざまなケースでも関わり方が変わりそうです。

●先生の ACPの 講義は 2回 目になります。前回より私の頭の中に入つてきました。家

族から胃ろうをつくるかどうか相談を受けました。ACP、 ベス ト・インタレス トの考

えを思い出しました。

●ACPに ついてよく理解できました。

●今まさに、今日お話 しくださつた患者さん (利用者さん)と 向き合つております。何

度か看取りも経験致 しました。ご家族からは感謝の言葉を頂きますが、利用者さんの

思いはどうだつたのだろうかとら、と思うこともあります。が、それよりもその場にい

ると、利用者さんの生と死の境に居る事で、必死になってしまっている自分がいます。

今日、先生のお話 しを聞き、ベス ト・インタレス トを学んだことで自分も少 し変われ

るのではいかと思いました。ありがとうございました。

●時代に即 した介護用語を知ることが出来た。言葉の意味を考える時、自分達の介護の

在 り方を見直 したい。

●聞き慣れない言葉で、ベス ト・インタレス トの意味を知 りたくて参加 しました。内容

的に難 しかつたですが、新たな情報を少 し知った思いです。

●ACPを実践するにあたり、ベス ト・インタレス ト「そのひとらしい生き方」を考慮 し、



実施 していくことが重要であることを再認識 しました。チェックリス トを参考にした

いと思います。

●FAS丁 を家族にも知らせていきたい。いつまで続 くか分からない不安を抱えている家

族は多いので。

●在宅医療にかかわる機械も増えており、本人の意思決定はとても大切だと思つていま

すが、家族や支援 していく人々の思いもあり、とても難 しい状況もありました。先生

のお話 しでとても勉強になりました。

●新 しい情報・考え方など良 く解つた。今後のケアに活かしていきたいです。

●当施設でも認知症悪化により誤喩性肺炎の繰 り返 しや食べなくなる利用者様が増え、

看取 リケアを希望されるご家族様が増え、私自身もご家族様への説明や話 し合いのプ

ロセスについて苦慮することが多いです。本日の内容はとても参考になりました。都

度ご家族と向かい丁寧にお話 しつせて頂き、ご意向を聞いていきたいです。

●本人も家族も認知症が重度になる前に、本人の希望・意向を確認する機会をもつこと

の重要性を再確認できました。そのためには、知識・情報・相談できる専門職が必要

だということも。予後を考えた今後の在 り方をある程度示すことも大事。

●認知症では死なない一そうまさしく思つていました。できるだけ早い時期に意思が聞

けるうちにもっともっと聞いておかないといけないと、改めて思いました。

OT:PT‐ 管理栄養士

●とても興味深い内容でした。人生会議について興味をもっているので良いア ドバイス

となりました。

●ベス ト・インタレス トについて少 し理解が深まつたと思うが、やはり終末期医療での

認知症と治療についての選択は難 しく、ケースごとの対応になるのはあたり前と分か

りながらも、 リハツールのひとつとして勉強 していきたいと思います。

●看取りの場面に多くはかかわつていないが、リハビリとして出来る事は何か、たくさ

ん出来る事はあるのではないかと感 じた。

●家族の中に認知症の者がいます。ACPの重要性、その人らしい生き方について、改め

て考えさせて頂きました。

●認知症の方、また家族の方との接 し方について勉強になりました。

●認知症の方にどのように接 していけば良いか大変参考になりました。今後の仕事に取

り入れて行かしていきたいと思います。貴重なご講演ありがとうございました。

●その人の希望となるベス ト・インタレス トを見つけることが本人と家族にとつてとて

も大きいことが分かりました。とても勉強になりました。

●ACPに ついて理解できた。ベス ト・インタレス トの方針に賛同できた。



そ|の機く施設管理者1芥議者:認知症地域支援推進彙など)./職種不萌
●自身の事業所の利用者様の事を考えると、ご本人様の意見をお聞きすることは難 しい

方もいらっしゃいますが、仕事をする上で価値観を押 しつけず、「何をしてもらいた

い」と思つているか、と常に頭に置いて支援にあたりたいと思います。

●真に当事者として改めて現実に向き合わされた。常日頃、妻の人生観 (生命観)を本

当に理解 したいと思つているが、日々の忙 しさと困難になかなかうまくいかない。
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