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これからのことを話し合う

臨床倫理カンファレンス



●倫・・・きちんと並んだ人間の間柄
⇒仲間・人間・世間

●理・・・玉の筋目・模様のこと
⇒ものごとの筋道・道理

倫理・・・
人と人とがかかわりあう場でのふさ
わしいふるまい方

倫理とは？



臨床倫理とは

日常診療の場において、医療を受ける
患者、患者の関係者、医療者間の立場
や考えの違いから生じる様々な問題に
気付き、分析して、それぞれの価値観
を尊重しながら、関係する者が納得で
きる最善の解決策を模索していくこと。

＊挿管すべきか、胃瘻を入れるべきか、告知すべきか
などなど



医療倫理の4原則

●自律尊重原則:
自律的な患者の意思決定を尊重する

●善行原則:
患者に利益をもたらす

●無危害原則:
患者に危害を及ぼさない

●正義原則:
利益と負担を公平に分配する

倫理原則ができるきっかけとなったタスキギー事件の教訓



臨床倫理の4分割表



【傷病名】
卵管癌Ⅲc期、漿液性腺癌、再発

【症例】72歳、女性

【臨床経過】
平成20年6/24に単純子宮全摘術、両側付属器摘出術、大綱切除
術、骨盤・傍大動脈リンパ節郭清術を施行、術後補助化学療法
(mTC療法)6コース施行。
平成21年12/7に骨盤内再発。抗癌剤治療(mTC療法6コースを2回
/GEM単剤療法6コース)を実施したが、平成24年12/3のCT画像検
査で直腸右側の腫瘤/播種病変/多発肝転移/肝被膜下に腹水貯
留/下腹部腹壁直下の腹水(被包化)/両側胸水を認めた。
PSも不良で今後の積極的治療は困難と思われ、緩和医療へのギ
アチェンジとなった。

症例



QOL；(Well-Being:幸福追求）

1.平成24年6月の再発までは、バレーやイン
ディアカなどの趣味がありはつらつと元気に
すごしていた。
2. 現在は終日臥床しており、テレビでスポー
ツ番組を見るのが楽しみ。
3.在宅診療開始時は「こんな状態なら寝たま
ま静かに死にたい」ともらした。
4.ＱＯＬに影響を及ぼす因子：
「こんな状態」＝疼痛・全身倦怠感・不眠・嘔
気・食欲不振を改善することで、ＱＯＬの改善
が見込まれる（本人に確認必要）

Contextual Features ；周囲の状況
1.3人の子（長男、次男、長女）あり。次男、長女は
独身。長男家族は東京在住。
2.公務員の次男と2人暮らしだったが、大阪在住の
長女（技術職：プログラマー）が1年休職して帰省。
母の看護・介護に専念することになった。
3.長女は坐薬・持続皮下注射器の使い方はマス
ターしてくれている。皮下注射薬の間欠投与が可能。
4.四国がんセンター緩和ケア病棟への登録済。
5.母が終末期にあることは理解しているが、予後予
測については説明していない（今後説明が必要）。
6.在宅で最期を迎えるかは確認が必要。

Medical Indication ；医学的適応

1.診断と予後
Maltoni Ｍ．の予後予測から生存確率を参考
にすると67～87日
2.治療目標は、終末期にみられるさまざまの
身体的苦痛に対して、適切な薬物療法を実施
する。スピリチュアルな対応に心掛ける。
3.医学の効用：緩和治療に必要な薬物の副作
用発現に注意し適切な処置をとる。
4.無益性(futility) ：無益と思われる治療法は
選択しない。

Patient Preferences；患者の意向

1.患者さんの判断能力
良好。苦痛は取り除いてほしい。
2.インフォームドコンセント
ご本人への予後などは話していない。今後信
頼関係を築きながら情報提供する必要がある。
3.治療の拒否
点滴注射などは一切してほしくない。ただし皮
下注射は持続皮下注を含めて拒否しない。
4.事前の意思表示（Living Will）：ない。
5.代理決定 ：本人が決定可能。



臨床倫理４分割表

医学的適応
Medical Indication 

患者の意向
Patient Preference 

ＱＯＬ
Quality of Life 

周囲の状況
Contextual Features 



QOLを上げるのか下げるのか？

● M→P→C と検討し、この方針がQOLを上げ
るのか、下げるのかの観点で検討

● QOLは患者だけではなく、家族、医療者の
QOLを上げるのかも考慮する

(患者の満足度)×(家族の満足度)×(医療者の満足度）
が最大になるように

＊どこかが マイナスであればすべてマイナス＊



カンファレンスのまとめ
・・次のステップ(NEXT STEP)をまとめる

●誰が、いつまでに、何をするのか

●すっきりした方針が決まらなくても、
何の情報が不足しているのかわかる

⇒これも立派な方針
⇒いつまでに、誰がその情報を

集めるか決める



臨床倫理カンファレンスがもたらす効果

カンファレンスを通して他者との省察を深めることは

①相互にコミュニケーションすることの重要性を実
感できる

②多職種でカンファレンスを行いチームワークを高
める

③症例に対して多面的な視点を得られる
④専門職集団としてのプロフェッショナリズムを養

う効果が期待できる
⑤困難な事例を通じて、個人的変容を行うことは、

プロフェッショナリズムを学ぶうえでは重要



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



病の軌跡（Illness Trajectory)



• 在宅緩和ケア
• 小児の緩和ケア
• 非がん疾患の緩和ケア
• 包括的がん診療としての緩和ケア
• すべての医療・（治療、ケア）、介護の下支
え

• 卒前・卒後教育の徹底
• 終末期医療との関わり

緩和ケアのこれから



終末期とは？

・医師によって不治の病であると診断を下され、
それから先およそ6ヶ月以内のうちに死亡する
だろうと予期される状態
・最近では、終生期（Ｅｎｄ of life)とも言われる
・予後予測が必ずしも正確ではない

癌以外の病気、例えば、認知症に関しては、正確な
予後予測ができない。

そのような場合は、どういう状態が終末期かというと、
「本人や代理人が終末期と感じた時」という漠然とし
た言い方をする人もいる。



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



アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）



心不全のＡＣＰを考える前に

●心不全は世界中で増加が報告されている。

●日本では、2030年にその数は１３０万人以上に達
すると推計されている。

●わが国での、年間死亡者の死因第2位は心疾患
となっており、「すべての人に緩和ケアを提供する」
という世界的な潮流を考慮しても、心疾患に対す
る緩和ケアのニーズは高まっている。



心不全の経過 Stage分類

＜参考文献＞



心不全のＡＣＰ・・がんとどこが違う？

●心不全患者の予後や死の可能性は、がん患者よりも複雑。

●その理由；経過の違いや予後予測の困難さ、治療選択の多
様性があり、それらを知ったうえでＡＣＰを行っていく必要が
ある。

●がんと異なる要素
①経過の違い。

・悪くなったりよくなったり
・心臓移植や補助人工心臓でＳｔａｇｅＤまで進行してい
てもＢ～Ｃに逆戻りできることがあるのも心不全の
特徴

②予後予測の違い。
③心疾患特有の選択肢



＜以下参考文献より一部改変＞

心不全の経過



①経過の違い。

②予後予測の違い。
・心不全死は予測できる？

心不全は寛解と増悪を繰り返し 、その病態も 心筋症・弁膜症・不
整脈・冠疾患など多様であることから予後予測は困難

・予後予測ツール
*年単位の予後予測ツール
The Seattle Heart Failure Model 
The Heart Failure Risk Calculatora

*30日あるいは1年の予後予測ツール
EFFECT Heart Failure Mortality Prediction

いずれもインターネット上で使用することができる。
③心疾患特有の選択肢

●がんと異なる要素



①経過の違い。
②予後予測の違い。

③心疾患特有の選択肢
・ＤＮＡＲだけどＩＣＤはＯＮのまま
・高齢化のため医学的適応の判断だけで治療方針
を決定することが困難になってきている。
・急変し、高次医療機関に搬送された切迫した救急
医療の現場では、こういった意思決定を落ち着い
て行うことはしばしば困難

●がんと異なる要素



＜以下参考文献より一部改変＞

意思決定のラダー

ACPの実践；いつから？どのように？







まとめ

●困難症例こそ多職種の連携が重要であり、臨床倫理の4分
割法を用いて行う臨床倫理カンファレンスは情報の共有と方
向性の確認に有用な手段と言えます。

●超高齢社会を迎えて、心不全パンデミックは目前です。予
測される転機や治療選択、終末期の過ごし方の希望について、
十分な議論ができないまま心不全が悪化し、救急搬送され、
望まない治療を受けざるを得ない状況が今後頻発されるこ
とが予想されます。

●循環器内科医、プライマリ・ケア医、緩和ケア医、コメディカ
ルなどの心不全診療に携わるスタッフが協力して、ＡＣＰを実
践していくことが、今後の心不全に対するＡＣＰ普及において
重要と考えられます。

ご清聴ありがとう
ございました


