
2019年（令和元年）１1月29日（金） 
愛媛県認知症疾患医療センター（地域拠点センター） 

真網代くじらリハビリテーション病院 研修会 

於：愛媛県八幡浜支局（7階）大会議室 

認知症の方のベスト・インタレストとACP 

治療や生活に関する方針決定プロセスへのかかわり 

＜在宅療養支援診療所＞ 

旭町内科ク リ ニ ッ ク 

森  岡   明 
日本内科学会総合内科専門医 
日本認知症学会専門医・指導医 

日本プライマリケア連合学会認定医・指導医 
日本プライマリケア連合学会認定薬剤師研修指導医 

厚生労働省認定認知症サポート医 
日本心療内科学会登録医 
日本糖尿病協会登録医 
日本心身医学会代議員 

愛媛県在宅がん医療普及推進事業推進委員 



認知症の方のＡＣＰを考えるための背景 



認知症：DSM-5 の定義 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

認知症とは、１つ以上の認知領域（複雑性注
意・実行機能・学習と記憶・言語・知覚・運動・社
会認知など）の認知機能が以前の活動レベ
ルから明らかに低下し、日常生活での自立性
を阻害し支援を必要とする状態で、せん妄
やほかの精神疾患を除外したもの。 



 

時代の変遷に伴う疾病構造の変化 

死亡率 

医療環境の変化 

平均寿命 

１位 

2位 

3位 

第２次大戦前 戦後まもない頃 現在 

感染症（肺結核） 脳出血（高血圧症） 悪性新生物（癌） 

心疾患 

脳血管疾患 

抗生物質の発見 

食生活の向上 

医学の進歩 

衛生環境の向上 

慢性疾患の増加 

超高齢社会 

５０～６０歳 ６０～７０歳 ８０歳 

●現在の病院医療を中心とした医療システムでは現状（超高齢社会）に対応できなくなって 

しまった。 

●超高齢社会を迎え、増えているのは病人ではなく（慢性疾患を抱える高齢）障害者である。 

●障害者に対応した医療システムは、在宅（地域）での療養生活を支える介護と在宅医療で、 

病院医療から在宅医療へのパラダイムシフトが必要な理由である。 

 



疾患 

必要な対応 

以前 超高齢社会 

 

医療（治療）から介護（生活支援）へのパラダイムシフト 

●旧来の病院を中心とした医療システムは病人を対象としたもので、障害者への対応は 

想定していない。 

●医療システム自体が全体がシステム疲労を起こして、国民のニーズに対応できなくなっ 

ている。⇒現行の医療システムの崩壊 

●大きく医療全体が、キュアからケアへのパラダイムシフトを必要としている。 

疾患対象者 

傷害の種類 

機能障害、後遺症 

若年者 高齢者 

急性期疾患 慢性期疾患 

疾患（治療できる） 障害（治療できない） 

なし あり 

病院医療（急性期医療） 

   （治療医学） 

治療（キュア） 

在宅医療（慢性期医療） 

   （予防医学） 

介護（ケア、生活支援） 



がん：比較的長い間機

能は保たれ、最後の2か
月くらいで急速に機能が
低下する経過 

心・肺疾患末期：急性増

悪をくり返しながら、徐々に
機能低下し、最後は比較
的急な経過 

認知症・老衰など：機能

が低下した状態が長く続き、
ゆっくりと徐々にさらに機能
が低下していく経過 

死 

機
能 

 

疾患群別予後予測モデル 

引用 ： Lynn J:Serving patients who may die soon 
and their families.JAMA,285;925-932,2001.  

（篠田知子訳改変） 
 



増加する認知症 

●２０１２年（平成２４年）：認知症患者数＝４６２万人 
 ６５歳以上の高齢者の７人に１人（国民２７人に１
人＝１００人当たり３.６人）  

  

●２０２５年（令和７年）：認知症患者数＝７００万人 
 ６５歳以上の高齢者の５人に１人（国民１７人に１
人＝１００人当たり６人）  

  

●有病率が上昇するだけでなく、死因としても
増えている。 



厚生労働省が２０１５年に発表した『平成27年
（2015）人口動態統計（確定数）の概況』によると、
女性の死因のうちアルツハイマー病の死亡率が
上昇して第１０位にいることが明らかになりました。
そのほかの順位は以下のようになっています。 
1位 悪性新生物、2位 心疾患、3位 老衰、 
4位 脳血管疾患、5位 肺炎、6位 不慮の事故、
7位 腎不全、8位 大動脈瘤及び解離 
9位 血管性等の認知症、 

10位 アルツハイマー病 
     

女性の死因、アルツハイマー病が初めて10位- 厚
労省、2015年版の人口動態統計 

血管性認知症とアルツハ
イマー型認知症を合わ
せると６位の不慮の事故
に次いで第７位となった。 



●女性の死因のうちアルツハイマー病の死亡率が
上昇し、2015年には死因順位の中で上位10位の中に
初めて入ったことが、厚生労働省がまとめた人口動
態統計（確定数）で明らかになった。 
 
●死亡率は統計上、年々上昇しており、アルツハイ
マー病についても認知症としてだけでなく、死亡率
の高い全身病として認識を改める必要性がある。 
 
●厚労省は同統計の死因について、直接の死亡原
因となった病気などの事象を引き起こす元になった
疾病と定義。 
例えば、直接の死因が肺炎など別の疾患でも、それ
を誘引したのがアルツハイマー病なら、アルツハイ
マー病を死因と見なす。 



●アルツハイマー病による脳細胞の脱落で、認知
機能だけでなく、運動機能、特に嚥下などの微細
な運動をつかさどる脳神経細胞や、心臓や呼吸を
制御する自律神経機能も落ちていく。 
 
● 「認知機能だけでなく、生体維持機能も低下す
る死亡率の高い病態」であるというように認識を
改める必要がある。 
 
●予防的対応を重視して、「基本の生活習慣、特に
睡眠と運動」に注意を払う必要がある。 



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5471791/ 

Published online 2017 May 4.  

アルツハイマー病
の平均余命 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=5471791_dee-0007-0172-g02.jpg


多くの報告を総合すると  

  

認知症の代表的な疾患である「アルツハ
イマー型認知症」の生存期間中央値は３
～１２年といわれている。 

(Mitchell SL:Clinical Practice.Advanced Dementia.N Engl J Med.372(26):2533-2540,2015.) 





●「ＦＡＳＴ」はアルツハイマー型認知症の進行を
行動面から時系列で表記したものであり、ほかの
認知症でも似た軌跡をたどることが多い。 
 
● 「ＦＡＳＴ」の段階４は、「認知症高齢者の日常
生活自立度判定基準」のランクⅡ（日常生活は多
少困難であっても誰かが注意していれば自立で
きる）レベルであり、介護保険では要介護２に相当
する。 
 
●この時期を境に次のような社会的、安全面で
の問題が生じる。 



 

認知症による社会的・安全面での問題 

①意思決定能力・・言語による論理的思考と記憶が重要な要素    

   

②運転・・２０１７年３月１２日；道路交通法改正、講習前認知機能検査の実施   

   

③転倒・・７５歳の軽度認知症（ＭＭＳＥ１８～２３）；転倒・大腿骨頸部骨折：リスクが２倍   

   

④財産管理・・２０１７年３月２４日「成年後見制度利用促進基本計画」閣議決定  

  

⑤調理・・ガス使用による火傷や火災、電子レンジの早期使用  

  

⑥ポリファーマシー・・副作用・相互作用の問題。バランス保持、運動、排尿に影響  

  

⑦攻撃的行動・・1/3以上の介護者が理不尽な暴言を受ける。逆に介護者が虐待。  

  

⑧徘徊および行方不明・・女性より男性、それまで徘徊歴がないほど行方不明のリスクが高い。  

  

⑨独居・・持病の悪化に気づかず、症状が急激に進行、重篤な状況になる場合がある。   

   

⑩収集癖・・ごみ屋敷。衛生水準の低下。  

  

⑪物盗られ妄想・・主たる介護者への疑いと悪口。  

  

⑫投票・・投票率の低下や投票方法の問題。認知症では代理記載制度の対象者とはならない。  

  

⑬介護者へのサポート・・介護者のストレスの軽減。ショートステイなど。 



 

認知症の経過：心理社会的病理 

（高橋 幸男、中山書店「スーパー総合医」認知症医療：301-306） 



BPSDの誘因 

●身体疾患（感染症、脱水、便秘など）  

  

●薬物の副作用など  

  

●不適切な環境やケア 



 
 
 

これからのことを話し合う 

アドバンス・ケア・プランニング 



 

カレン・アン・クインラン事件 
Karen Ann Quinlan 

1975年に米国で「カレン・アン・クインラ
ン事件」という出来事がありました。
パーティで意識消失後、心肺停止をき
たし、人工呼吸器管理しましたが、の
ちに両親が人工呼吸の中止を希望し
たのです。最終的にはニュージャー
ジー州の裁判所で取り外しが認めら
れ、人工呼吸器を取り外したところ、
自発呼吸が回復して9年後に亡くなっ
たという事件です。これは世界で初め
て人工呼吸器を止めるということを
法的に認めた判例です。 



 

川崎協同病院事件 

・1998年 
・意識不明の喘息患者 
・人工呼吸器を取り外し 
・気管内挿管チューブを抜去 
・苦悶様状態となり、鎮静剤を投与 
・筋弛緩薬を投与し、11分後に心停止 
・2001年に麻酔科医により内部告発 
・殺人罪（懲役1年6ヶ月執行猶予3年）が確定 
 ー初の最高裁判例 



川崎協同病院事件控訴審判決 
 
『家族の意思を重視することは必要であるけ
れども、そこには終末期医療に伴う家族の経
済的・精神的な負担等の回避という患者本人
の気持ちには必ずしも沿わない思惑が入り込
む危険性がつきまとう・・・』 
として、慎重な姿勢を示している。 



ＡＣＰは「終末期医療の倫理」の熟慮・発
展のプロセスから生まれたものである。 

●「終末期医療におけるさまざまな倫理的問題をどう
やって解決すればよいのか？（本人が何を望んでいる
のかわからない等） 
⇒解決の手段 
 ①ＡＣＰ（前もって、本人の意思を確認） 
   ＝事前指示⇒ＤＮＡＲ指示・看取りの意思確認 
 ②倫理コンサルテーション 
  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 
（「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２‐（３）」 



 

アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）とは 

●意思決定能力低下に備えて対応プロセス全体を指し、患者の価値観を確認し、個々の治療の選択だけでなく、
全体的な目標を明確にさせることを目標にしたケアの取り組み全体のこと。 
 
●インフォームド・コンセントが同意書をとることだけでないように、アドバンス・ケア・プランニングはアドバンス・
ディレクティブ（事前指示）の文書を作成することのみではない。 
 
●患者が治療を受けながら、将来もし自分に意思決定能力がなくなっても、自分が語ったことや、書き残したも
のから自分の意思が尊重され、医療スタッフや家族が最善の医療を選択してくれるだろうと思えるようなケア
を提供することが大切。 
 
●「ともに考え、ともに最善を導き出す」ＡＣＰのプロセスこそが患者・家族にとって「最善の選択」をするための
ケア。 

●前もって医療ケアに関する計画を立てること。 
 （１）本人が意思表明できるうちに、自分の終末期医療につい 
  ての考えを決めて、それに基づいて、前もって医療ケアの 
  計画を立てること。 
 （２）本人の自己決定の権利を尊重するものであること。 
 （３）本人が意思表明できない場合、家族らの代理判断者が、 
   本人の意向や意思を適切に推定して、それに基づいて、前 
     もって医療ケアの計画を立てること。 



 

アドバンス・ディレクティブ 



 

ＤＮＡＲオーダー 



（阿部泰之：「コミュニケーションと意思決定支援」資料より改変） 



（箕岡真子：2019年1月5日；第15回八幡浜在宅医療研究会講演会資料より） 



 
 
 

これからのことを話し合う 

認知症のアドバンス・ケア・プランニング 



成年後見制度 
財産管理と身上監護（生活や健康に配慮し、安心した生活
が送れるように契約などを行うこと） 
治療行為の決定権や同意権は含まれない。 
 

認知症のアドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ） 
一方、認知症の末期には、感染症などで病院を受診する機
会が増えるが、希望する治療を本人が医療機関に対して
伝えられないことが少なくない。 
アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）はその差を埋めるた
めに有用。 
認知症の末期（「ＦＡＳＴ」7d～7F）では、家族が治療方針を
問われるため、本人の目標と要求に沿った終末期の医療
を家族も知る必要があり、ＡＣＰを活用できる。 
 



 

認知症のＡＣＰで重要な３点  

①認知機能の重大な低下をきたす前に、臨死期の対応（living 
will:リビングウィル）と医療委任状（durable power of 
attorney for health care)からなる「事前指示書（advance 
directive:AD）を作成し文書に残す」  

  

②病状の進行に伴い認知機能が損なわれるだけでなく、摂食
障害や感染症への抵抗力などの身体機能も低下し最終的に
死に至ることを本人や家族に伝える。  

  

③摂食嚥下障害（摂食拒否、口腔内の食物の停滞、誤嚥）や感
染症が生ずる前に、本人が希望する治療や介護を確認する。
少なくとも、それらが生じた際の対処方法を事前に認識しても
らう。末期認知症では、前述した事前指示書で規定されていな
い事態が生じ、治療選択に困難を伴うことを伝える。 

Mitchell S, Morrison RS , DeKonsky ST.et al : Palliative care of patients 

with advanced dementia . Up To Date.lastupdated:2017. 



 

認知症のＡＣＰで推奨される手順  

(Mitchell SL:Clinical Practice.Advanced Dementia.N Engl J Med.372(26):2533-2540,2015.) 

①本人と家族に「ＦＡＳＴ」で現在の段階を確認し、末期認知症
は死に至ることを説明する。  

  

②治療として、「緩和治療のみ」、「延命治療（人工呼吸器な
ど）」、「両者の中間の治療（抗菌薬など）」があることを本人
や家族に伝える。療養場所も自宅や病院以外に、グループ
ホームやサービス付き高齢者向け住宅があることを伝える。  

  

③本人の希望する医療や介護の方針を話し合って決める。本
人が決められない場合には、本人が希望すると思われる方針
や、本人の最善の利益を考慮した方針を家族が決定し、その
意向を尊重する。  

  

④「ＦＡＳＴ」の段階が進行した場合、状況に応じ治療方針を再
検討する。 
 



重度 意思決定 

排泄の問題 
（失禁⇒失便） 

起立・歩行障害 
（寝たきり状態） 

嚥下反射 
消失 

経管栄養 1年 
苦痛大 

末梢輸液  
皮下輸液 

 苦痛少ない 

無治療 数日～1週間 
苦痛少ない 

末期の診断 

   身体合併症との戦い    構造的な 
（肺炎、尿路感染、転倒、褥瘡等）  肺炎 

末期 死 

２～３か月 

（平原佐斗司「認知症ステージアプローチ入門」２０１３より引用改変） 

重度から末期 脳血管障害 および アルツハイマー病の経過 





原因、病態 

認知症？ サルコペニア？ 

認知症脳梗塞後遺症？ 

消耗状態？ 栄養状態？ 

薬剤性（副作用）？ 

内分泌異常？ 

消化管疾患？ 

臓器不全（心・腎・肝）？ 

歯科口腔疾患？ 

がんの潜在？ 

その他？ 精神科疾患？ 

三大必要条件 

症状・状態 

・お腹が空かない？（食欲不振） 
・食べ物と認識できない？（認知障害） 
・意欲がない？（精神障害） 
・意識がない（意識障害） 
・見えていない（視覚障害） 
・噛めない（歯科口腔疾患） 
・味がしない？（味覚障害） 
・飲み込めない？（嚥下障害） 
・胸やけがする？（食道疾患） 
・吐き気がある？（上部消化管異常） 

人生の最終段階（終末期）とは？ 診断 

終
末
期 

不可逆的 
＋ 

共通認識 



85歳、男性の方です。平成12年2月頃、頭痛、耳の痛みがありいくつかの医療機関を受診したが原因
は特定できませんでした。その後平成12年3月27日、Ｋ病院で小脳梗塞と診断されました。右片麻痺と
上下肢の失調性歩行に対してリハビリテーションで一定の改善が見られました。 
平成12年9月30日退院され在宅生活開始。デイケア週3回、ヘルパーサービス週2回、要介護３。退院
後は定期的にＫ病院に通院。 
平成19年Ｋ病院からＨ脳神経外科医院に転院。以後は比較的に安定していました。 
平成25年４～12月の期間発熱があるたびに近医（内科）を受診し抗生剤の点滴を受けました。 
平成25年12月、低血圧発作でＹ総合病院に救急搬送されましたが問題はなく帰宅。 
平成26年2月、全身状態の悪化で要介護4に変更。 
平成26年6月、肺炎でＹ病院へ救急車で緊急入院しました。 
VF(swallowing videofluorography：嚥下造影検査)で、嚥下困難と判定され経鼻経管栄養が開始され
ました。同年7月、Ｍリハビリテーション病院に転院。入院時は経鼻経管栄養でしたが2か月後の9月に
は経口摂取が可能となり9月末の退院時経鼻経管チューブを抜去しました。退院後はミキサー食を
経口摂取。 
平成27年7月、誤嚥が頻発し肺炎を繰り返しました。このころから、在宅での吸痰を開始しました。 
平成27年8月、急な発熱で近医（内科）受診するも、日常の主治医ではないので突然の受診に近医の
先生も対応に苦慮したとのことでした。 
平成28年1月、発熱が続くのでＨ呼吸器内科受診。抗生剤と解熱薬を飲みながら熱を下げながらデイ
ケア利用を継続しました。 
平成29年2月、妻と担当ケアマネで今後の対応について検討しました。Ｈ脳神経外科は平成19年から
主治医になってもらっていましたがほとんど受診なしの状態でした。妻が薬を取りに行っていました。
妻も本人の状態が悪いのは十分に理解しており主治医を変更することを希望されました。 
平成29年3月、Ｈ脳神経外科医院から当院へ、在宅医療・訪問診療の依頼がありました。 
 

（以下経過表へ） 

症例（１） 



直接死因：再発性誤嚥性肺炎；3か月 



Medical Indication  

医学的適応  

（Beneficience,Non-malficience:恩恵・無害）  
チェックポイント  

1.診断と予後  

2.治療目標の確認  

3.医学の効用とリスク  

4.無益性(futility)  

Patient Preferences               

患者の意向  

（Autonomy:自己決定の原則）  
チェックポイント  

1.患者さんの判断能力  

2.インフォームドコンセント  

（コミュニケーションと信頼関係）  
3.治療の拒否  

4.事前の意思表示（Living Will）  
5.代理決定 （代行判断、最善利益） 

QOL                  

(Well-Being:幸福追求）  
チェックポイント                

1.QOLの定義と評価             

（身体、心理、社会、スピリチュアル）       

2.誰がどのような基準で決めるか       

・偏見の危険                

・何が患者にとって最善か          

3.QOLに影響を及ぼす因子  

Contextual Features  

周囲の状況  

（Justice-Utility:公平と効用）  
チェックポイント  

1.家族や利害関係者  

2.守秘義務  

3.経済的側面、公共の利益  

4.施設の方針、診療形態、研究教育  

5.法律、慣習 、宗教  

6.その他 （診療情報開示、医療事故） 

臨床倫理の4分画表 
Jonsen AR, Siegler M, Winslade WJ. Clinical Ethics--A practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine (3rd ed.). McGraw-Hill, New York, 1992  



Medical Indication  

医学的適応  

1.臨床経過から、嚥下反射がほぼ完全に失われた状
態と判定。経管栄養導入すれば年単位、末梢からの
持続点滴などでは月単位、なにもしない場合は日・週
単位と予後予測 

2.治療目標；発熱がなく穏やかに在宅で過ごせる  

3.輸液を選択した場合；肺水腫など３ｒｄ space への体
液貯留がかえって呼吸困難を増悪する 

4.輸液量も1日500ｍｌ以内にとどめることが望ましい 

Patient Preferences               

患者の意向  

1.患者さんの判断能力は消失 

2.インフォームドコンセント  

これまで、発熱や呼吸状態悪化時、妻の思いに寄り添
い支援してきた経過から信頼関係は構築できていた 

3.治療の拒否：本人の意向は不明 

4.事前の意思表示：発語が出来る頃、本人は施設に入り
たくないと言っていた 

5.妻が代理決定 

QOL                  

(Well-Being:幸福追求）  
チェックポイント                

1.QOLの定義と評価について：誤嚥・発熱・窒息の危
機がＱＯＬを低下させる                   

2.誰がどのような基準で決めるか       

・偏見の危険について：十分に家族と話し合うこと              
・何が患者にとって最善か：経口摂取の中止が最善
か？          

3.QOLに影響を及ぼす因子：現在の環境変化  

Contextual Features  

周囲の状況   

1.家族や利害関係者：妻・子3人 

2.守秘義務：特記なし 

3.経済的側面、公共の利益：問題は生じない 

4.在宅医療の継続、入院はさせたくない  

5.法律、慣習 、宗教：特記なし 

6.その他 （診療情報開示、医療事故） 

持続皮下点滴導入に際して意思決定支援 
臨床倫理の4分画表を使って 



臨床倫理の4分画表を整理した後 

Next Step:::誰が、いつ、どう動くか？ 
①妻が家族と充分相談し、家族全体の意思確
認をする 
②ケア方針をカンファレンスで、妻・家族・関わ
る多職種スタッフで確認をする 

持続皮下点滴導入 



９１歳、男性。 
平成２９年５月初診。当院受診される前は、五十崎町の長男家族と同居されていた。もともと、八幡浜
市内に住まれていたが、平成２７年に妻が認知症のため施設入所となり、それがきっかけで長男宅に
身を寄せていた。２年間は長男宅で過ごしたが、八幡浜の自宅への帰宅願望が強くなり、平成２９年５
月、八幡浜に帰ってきた。Ｋ病院の診療情報提供書によると、胃癌（平成５年手術、再発なし）、アルツ
ハイマー型認知症の診断で、抗認知症薬を服用されていた。要介護２。 
平成２９年５月、MMSE:18/30を示した。 
ADL；移動：両杖使用で可能。入浴：ヘルパーさんに促され見守りで入浴可能。排泄：失禁あり、紙パンツ
使用。睡眠：不眠なし。食事：セッティングされれば食べる。 
日常生活は１日３回、ホームヘルプサービス。土・日曜日は、長男夫婦が返ってこられて介護にあたっ
ていた。 
平成３０年に入ってから、歩行状態も悪くなり、嚥下機能も低下し食事中むせることが多くなった。と
ろみ食にしていたが、食事量はかなり減ってきた。その後、定期的な通院が困難となり、同年３月１２日
より、在宅訪問診療を開始した。 
その際に、ご本人、ご家族と今後誤嚥性肺炎など、起こり得ることをお話しした。ご本人、ご家族とも
入院はせず、在宅で可能な範囲で治療してほしいとの希望だった。 
在宅医療の導入後、肺炎と思われるエピソードが何度かあったが、訪問看護と連携し抗生剤治療で軽
快した。 
平成３０年１０月、食事量が激減、水分摂取量も減ってきた。この時点で寝たきりとなっており、生命徴
候も悪化してきており、おそらくお亡くなりになるであろう日の前日、ヘルパーさんが以前ご本人が
日本酒をたしなんでいたことから、日本酒を飲ませてあげていいですかと提案。一同が了解し、日本
酒コップ３分の１くらいを、おいしそうに召し上がった。 
翌日、同年１０月２６日、午前９時に一旦呼吸停止したが回復。その直後、施設に入所中の妻を息子さん
が連れてきたところ、本人は目を見開き妻の手を引き寄せた。その後安心したのか、１１時４５分に安ら
かに息をひきとった。 

症例（２） 



 
 
 

これからのことを話し合う 

ベスト・インタレスト論 



日本の成年後見制度は、法律
上、財産管理を中心に展開さ
れており、その実務運用も裁
判所や後見人目線による「保
護」の姿勢に偏りがちです。し
かし、イギリスの成年後見制度
は、本人の生活全般(医療の場
での自己決定も含む)に関わ
る各々の意思決定を行うにあ
たり、本人が自己の判断能力
だけでは果たせない部分を、
その部分に限り、周囲が関与
することを法的に許容すると
いう姿勢をとっています。その
根幹をなすのが、「ベスト・イン
タレスト論」です。私たちが、ア
ドバンス・ケア・プランニング
(ACP)を進めて行く上で、「ベ
スト・インタレスト論」の考え方
を実践に援用できると考えて
います。（同著より文章引用改変） 

 



 

ベスト・インタレスト論  

●インタレスト；interest 
  日本語意味；興味、関心、利益、利害関係、利子  

  

●これらの意味の内、「利益」という意味で用い
られている。  

  

●イギリスでは「そのひとらしい生き方」を模
索することを「ベスト・インタレスト」と言います。  

  

●イギリスでは２００５年に意思決定能力法が成立。
その基本理念として「本人のベスト・インタレスト」
という思想が中核を成している。 



病気の進行や急変により、患者自身の意
思決定能力が低下したときの選択はど
うするのか？ 
 
 

生命倫理上の難題  

  

個人の自律（＝自己決定）が優先される
現代においては、当人が自分のいのち
にかかわる意思決定に直接的にかかわ
れないという点。 



家族や医療者がよき意思決定支援者になるための 
望ましい態度とは？ 

すべての医療介入・介護介入がリスクを抱えているように、 
いのちの終わりにかかわる意思決定の支援方法であるACP
も例外ではない。 

それを、防ぐために、ベスト・インタレスト論が展開されるよう
になった。 

ACPの方法にこだわってしまうと、意図しない傷を患者や家
族に与えることになるかもしれない。 



再び ACP の定義 

英国NHS：National Health Service(国民保健サービス）のガイドライン 

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、そして医療者があらかじめ話し合う
プロセス 



AD（advance directive);「事前指示」推進の失敗 
米国：1970年代、特にカレン・アン・クインラン事件以後、尊厳
死の概念を形成するきっかけになった。 

AD推進の機運が高まっていった。 

1990年：患者自己決定法成立（PSDA)：Patient Self Determination Act 
      ADが法的効力を持つようになった。 

しかし、書面上の意思と実際の病状に隔たりが生じる場面
が多くあり、意思を適用できない例が頻発した。 

その後、意思決定支援の在り方を模索する中でACPが議
論されるようになった。 





ACPの先駆け ⇒ Respecting Choices 
 

米国ウイスコンシン州ラクロス地域で開発された
意思決定支援の包括的アプローチのプログラム 

ACP のはじまり 

Respecting Choices の特徴 
 

事前指示（AD)の完成自体を目的に据えなかった。 
ADを取得していく話し合いのプロセスを通して、
人々の意向をあらかじめ聞き、理解しておくこと
で、人々が自身の意向に即した医療やケアを受け
られる地域社会の形成が目標であった。 



ACP の効果の実証 

いくつかのACPの取り組みに関するランダム化比
較試験が行われた。 

ACPの介入群で終末期における患者と家族の満足
度が上昇すること、また患者の死後の家族の不安、
抑うつが軽減されたと報告されている。 

しかし、意思決定支援はとりわけ個別性の高い営み。 
⇒ ACPの実践においては、その方法の精緻化では
なく、むしろ、ACPという方法を行おうとしている医
療者が望ましい態度・姿勢を持てるか、が重要。 



ACP と AD の違い 

AD ACP 

目的・目標 事前指示書の完成 
話し合いによる相互理
解 

患者一人で実施可能 ○ × 

話し合いのプロセスの重視 × ○ 

決断の理由や価値を重視 △ ○ 

思想的背景 論理実証主義 社会構築主義 

＜阿部泰之：Advance Care Planning.森田達也、他（監修）、西智弘、他（編集）：緩和ケ
アレジデントマニュアル. P33, 医学書院、2016より一部改変＞ 



ACP と AD の違いは目的の違い 

ADの目的は事前指示書の完成。 
事前指示書の完成を目的としても、患者の
QOL向上に寄与しないことは、米国の過去
半世紀の歴史が示している。 

その反省をもとに出来上がったACPは、話し
合いのプロセス（複数回の複数人による話
し合い）をつくっていくことが目的。 



ACP が「プロセス」であることの意味 

◎ACPは話し合いである。 
◎話し合いで生み出されるもの------ADの書面だけではない 
 複数人での話し合いを続けることで文字情報では表しきれな 
  い、それぞれの価値観、選択の意味、周囲との関係性、そうし 
  た複雑な構造としての意思が徐々に判明し共有される。 
 
◎本人にとって最善を目指し話し合われたプロセスから生まれる
ものは、 

相互理解とお互いの信頼関係 

信頼関係が、医療やケアの安心感、患者の家族の満足度に影響
を与えている。 



ACP に必要な態度・姿勢を身につける 
ベスト・インタレスト（best interest)という態度・姿勢 

ACPのゴール ； 相互理解と信頼関係の構築 

重要になってくるのは、話し合いの内容ばかりでなく、話し合
いに参加する医療者の態度・姿勢 

相手にとって最善をよく考えるという態度・姿勢を身につ
けるには、 

ベスト・インタレスト論から考えてみる 



ベスト・インタレスト論 

◎ACP・・・意思決定能力のあるうちに自身の将来の決定を担保
しておく取り組み  

  

◎成年後見制度・・・意思決定能力がすでに低下している人の
決定を支援する取り組み 
ただし、成年後見制度は、財産管理を中心に展開 
日本では高齢者の「保護」の意味合いが強い 

本人の観点を重視、本人を中心とした成年後見の取
り組みの成功例 
⇒ 英国の現行の成年後見制度 

2005年意思決定能力法 
    （The Mental Capacity Act2005 = MCA2005） 



MCA2005 で特筆すべきは、意思決定を代理する人の
行動指針としてベスト・インタレスト原則をおいたこと。 
 
代理として意思決定を行使するさいには「本人のベス
ト・インタレストを実現するようにしなければならない」
という指針を明文化した。 
 
ベスト・インタレストの定義はなく、本人にとってのベス
ト・インタレストは個別的なものであり、一律に定義する
ことは困難 

そのかわりベスト・インタレストを考えるための
チェックリストが提示されている。 



１ 本人の年齢や外見、状態、ふるまいによって「ベスト・インタレスト」の判断を 
  左右されてはならない。 
２ 「ベスト・インタレスト」の特定に関係すると合理的に考えられる事情につい 
  ては、全てを考慮したうえで判断しなければならない。 
３ 本人が意思決定能力を回復する可能性を考慮しなければならない。 
４ 本人が自ら意思決定に参加し主体的に関与することを許し、促し、またそう 
   できるような環境をできる限り整えなければならない。 
５ 生命維持に不可欠な治療を施すことが本人の「ベスト・インタレスト」に適う 
   か否かの判断が問題になっている場合には、絶対に、本人に死をもたらした 
   いとの動機に動かされてはいけない。 
６ 本人の過去および現在の希望、心情、信念や価値観、その他本人が大切に 
   している事柄を考慮に入れて「ベスト・インタレスト」を判断しなければならな 
   い。 
７ 本人が相談者として指名した者、本人の世話をしたり本人の福祉に関心を 
   持ってきた人々、任意後見人、法定後見人等の見解を考慮に入れて「ベスト・ 
   インタレスト」が何かを判断しなければならない。 
 
       （SECTION 4 (1)-(7) OF THE MENTAL CAPACITY ACT 2005） 

 

ベスト・インタレストを考えるためのチェックリスト 



ここで注意が必要なのは、 
 ベスト・インタレスト＝本人の意向そのものでは
ないということ。 
 
本人の意向（本人の主観的利益）はベスト・インタ
レストを構成する一番の重要な要素ではあるが、 
例えば、医療的な見解としてその決定が本人の
ためにならないと考えるとき（本人の客観的利
益）、本人の価値観とのすり合わせを行う余地を
残している。 



ベスト・インタレスト論を 
ACP実践の態度として援用する 

MCA2005におけるベスト・インタレスト原則は、あくま
で成年後見制度のために用意された指針。 
しかし、その内容は、当事者の尊厳や権利を守るため
という目的で一貫しており、当事者の意思決定能力
低下の有無によらず、意思決定支援者の態度の本質
をついている。 

MCA２005のベスト・インタレスト・アプローチを、私た
ちがACPを実践する際の態度、姿勢の指針として援
用したい。 



１ 本人の年齢や外見、状態、ふるまいによって「ベ
スト・インタレスト」の判断を左右されてはならない。 

◎本人のベスト・インタレストはそれぞれ固有のもの。  

  

◎年齢や状態から型にはまった勝手なイメージで 
 決定を判断してはならない。  

  

◎例えば 
 「もう高齢だから、延命処置は望まないだろう」 
 「こんな状態なら自宅での療養はあきらめるだろう」  

  

◎推測による決めつけを医療者がするべきではない。 



２ 「ベスト・インタレスト」の特定に関係すると合理的に
考えられる事情については、全てを考慮したうえで判
断しなければならない。 

◎例えば、療養先について話し合うとき。  

  

住んでいる場所、家の構造、家族との関係性、住居に関
しての本人の愛着の程度（例えば、借家に引っ越したば
かりの場合と、長年住み慣れた持ち家では、愛着の程
度が違うであろう）など関係する情報や本人の意向を
なるべくすべて考慮に入れる必要がある。 



３ 本人が意思決定能力を回復する可能性を考慮
しなければならない。 

◎もともと意思決定能力の低下がない人であっても、悪性
疾患の診断名や既往の治療が無効であることなど、悪い
知らせの告知直後には、ある意味で意思決定能力が一時
的に低下しているとみるべき。  

  

◎意思決定能力の低下が認められていた人であっても、体
調などの変化によって、能力が回復する時期がある。  

  

◎意思決定能力の程度は移ろいゆくものである。  

  

◎本人の意思決定能力が最大になっているタイミングを
見計らってACPを行うべき。 



４ 本人が自ら意思決定に参加し主体的に関与する
ことを許し、促し、またそうできるような環境をできる
限り整えなければならない。 

◎本人の意向＝ベスト・インタレストではないとはいえ、本人
の主観的利益が意思決定を行うときの最も重要な要素とな
る。 
 ⇒話し合いに対する本人の関与を最大限にするよう配慮 
 
（例） 
家族の前では本音を話しづらそうにしている人があれば、あ
えて家族と別に本人の意向を聞く場を設けたり、家族には本
人のベスト・インタレストを考えることの大切さを説いたりする
必要がでてくるだろう。 



５ 生命維持に不可欠な治療を施すことが本人の「ベ
スト・インタレスト」に適うか否かの判断が問題になって
いる場合には、絶対に、本人に死をもたらしたいとの
動機に動かされてはいけない。 

◎慈悲殺は認められない行為 
  「きっとつらいだろうから、死んだほうが本人のため」  

  

◎医療者は、ACPにあたって患者のQOLを重視するとともに、
Sanctity of Life(SOL;生命の尊厳）も見据えなければならな
い。  

  

◎もともと、このベスト・インタレスト基準を用いることが主に
想定されているのは医療者ではなく、後見人や介護者といっ
た私人。私人である代理意思決定者が「間違い」を起こさな
いように、この部分は強い表現になっている。 



６ 本人の過去および現在の希望、心情、信念や価値
観、その他本人が大切にしている事柄を考慮に入れ
て「ベスト・インタレスト」を判断しなければならない。 

◎ベスト・インタレスト論の中心部分 
本人のベスト・インタレストを特定するということは、本人の意見や意向
をそのまま採用することではない。 
◎重要なのは、意見の背景にある理由、もしくはその意見を裏付けして
いる本人の価値観を明らかにし、それらの重層的な情報に基づいて「本
人にとって」最善と考えられる決定を導くことである。 
 
（例）ずっと自宅で療養したいと希望していた人が、急に「病院で過ごし
たい」と言い出した時、単に心変わりがしたと考えがちだが、背景に医療
者には伝えていない家族思いで、家族の手を煩わせたくないとの気持
ちが背景にあった。 
人の心は移ろいやすい。その中でよき意思決定をしていくには、このよ
うに本人の価値観をよく知ることができるような話し合いのプロセスを
つくっていくことが何より大切なのである。 



７ 本人が相談者として指名した者、本人の世話を
したり本人の福祉に関心を持ってきた人々、任意後
見人、法定後見人等の見解を考慮に入れて「ベス
ト・インタレスト」が何かを判断しなければならない。 

◎本人の価値観は本人だけに聞いてもよく見えて
こないことがある。  

  

◎本人に関する情報、本人の考え方の癖や価値観
を知っている可能性が高い人から広く情報を集め
ることが有用。  

  

◎ただし、相談者自身の利益を追求したり、後見人
が自分の考えを反映させることを目的にしたりし
てはならない。 



●「いのちの終わり」における意思決定の特殊性は、
意思決定した行為や結果を本人が検証しえないと
いう点です。だからこそ信頼関係の構築がなにより
重要なのです。 
 
●患者さん本人のベスト・インタレスト(その人らしい
生き方を模索すること)を考えるという態度は、医
療コミュニケーションの本質です。 
 
●「死から生をみる」という言葉のごとく、ACPにお
けるわたしたち医療者の態度、姿勢を見直すことは、
「いのちの終わり」に限らず、すべての医療場面に
おける患者ー医療者関係を見直すことでもありま
す。 







 

まとめ 

●アドバンス・ケア・プランニング（Advance Care Planning ：ACP）とは、患者さん本
人と家族が医療者や介護提供者などと一緒に、現在の病気だけでなく、意思決定
能力が低下する場合に備えて、あらかじめ、終末期を含めた今後の医療や介護に
ついて話し合うことや、意思決定が出来なくなったときに備えて、本人に代わって
意思決定をする人を決めておくプロセスを意味しています。この話し合いは、たと
えば入院のたびごとに、繰り返し行われ、その都度、文書として残します。 
 
●「いのちの終わり」における意思決定の特殊性は、意思決定した行為や結果を本
人が検証しえないという点です。だからこそ信頼関係の構築がなにより重要なの
です。患者さんと医療者の間の信頼関係の構築は、もちろん医療全般における目
標でもあります。 
 また、患者さん本人のベスト・インタレスト(その人らしい生き方を模索すること)
を考えるという態度は、医療コミュニケーションの本質です。 
 
●終末期医療に関する意識調査等検討会の「人生の最終段階における医療に関
する意識調査報告書（平成２６年３月）」によると、認知症が進行し、身の回りの手助
けが必要、かなり衰弱が進んできたうえ、肺炎にもかかった場合に、抗菌薬服用や
点滴を「望む」を選んだ人は４４．６％、「望まない」は４１．３％、「わからない」は１２．
５％でした。（厚生労働省） 

ご清聴ありがとうございました 




