
 1 / 13 

 

1 頁 

高齢者施設におけるアドバンス・ケア・プランニング(ACP)の理解。  

ACP の重要性を再認識する。 

埼玉県介護老人保健施設協会 荒舩丈一 です。 

2 頁 

【高齢者施設で ACP が必要な理由】 

ACP とはアドバンス・ケア・プランニング、人生会議を意味します。  

将来の変化に備え、ご家族等や大切な方、医療介護従事者が一緒に、人生観や価値観、希望に沿っ

た医療やケアなどについて話し合いをしましょう。  

昭和・平成・令和と時代が変わっていくように、私たち自身も色々な事が変化します。 

いつまでも「このままで」と願っていても、歳を重ねると私たちの身体や認知機能は衰えます。そ

れに加えて、病気や事故、災害は突然やってきます。急な病気や事故に遭遇したとしても、自分ら

しく穏やかに生きるために、あなたの大切にしていることや、受けたい医療 ケアの事、どこでど

う過ごしたいのかを考えて、周囲の介護、看護従事者等や施設長に伝えましょう。          

人の気持ちは変わります。今決めることが重要ではなく、思いを伝え残しておく事が大切です。あ

なたの思いを信頼できる人と共有して記録に残していれば、あなたの望む医療やケアの方向性を考

えて実践してもらうことができます。  

それは、一度きりではなく、病気になった時、介護が必要になった時、 

人生の節目節目に何度も繰り返し考え話し合うことが大切な事なのです。 

3 頁 

【ACP の基本的な考え方とガイドライン】 

ACP の基本的な考え方は「本人を真ん中に置いた意思決定支援」と言う事ができます。 

それは、患者本人・家族・介護医療従事者の話し合いを通じて患者本人の価値観を明らかにし、こ

れからの治療・ケアの目標や選択や欲求を明確にするプロセスです。 

4 頁 

厚生労働省のガイドライン <人生の最終段階における医療・ケアの在り方>  

医療従事者から説明がなされ、それに基づいて本人が医療・介護従事者から構成されるチームと話

し合い、本人による意思決定を基本とし、人生の最終段階における医療・ケアを進める事といえま

す。 

本人の意思は変化する可能性を踏まえ、話し合いが繰り返し行われる事が重要です。 

本人の意思を伝えられない状態になる可能性を踏まえ、本人は家族等を自らの意思を推定する者と

して定めることも重要です。 
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5 頁 

厚生労働省のガイドライン <人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き

> には 

(1)本人の意思確認ができる場合 

(2) 本人の意思確認ができない場合  

医療・ケアの内容の決定が困難又は、合意が得られない場合など 

(3)複数の専門家から話し合いの場の設置を行い検討及び助言を行う場合など 

３種類があります。 

6 頁 

これらガイドラインの改訂を促す事情として 

以下の事情から何度も見直しがされてきました。     

・  超高齢社会の急速な進展                              

・  それに伴う在宅及び介護施設における療養・看取りの増加  

・  かかりつけ医の果たす役割が期待されていること 

・  認知症患者の増加  

・  長期の高齢社会に対応するべく、早期に ACP を行う重要性が意識されるようになった 

などによるものです。 

それでは、高齢者施設でよく見かける光景のなかで、 

ACP が効を奏した事例、ACP が失敗した事例などについて皆さんで見て行きましょう。 

７頁 

K さん 80 歳 女性 

4 年前に乳がんを発症しましたが、大学病院での化学療法の甲斐もあり現在寛解状態です。 

サルコペニアによりフレイル状態となっておりましたが現在は高齢者施設で穏やかに暮らしてい

ます。 

今後自分が死ぬときの事、死んだ後の事を息子にどう話すべきか・・・ 

いつも迷う日々が続いております。 

８頁 

Ｋさん：母さんね 自分にもしものことがあったら・・・。 

息子さん：そんな縁起でもない話はやめてほしい！ 

９頁 

Ｋさん：私ね、乳がんもあるし、年もだいぶ取っているし・・ 

そろそろ先の事を考えていたいのよ～。 

けどね・・・ 
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息子の気持ちを考えると・・・どう話したらよいのか・・・。 

１０頁 

K さんは息子さんにこれから先の人生について話し合いを持ちたいと願っています。 

それは、取りも直さず「ACP という人生会議」を希望しています。 

K さんと息子さんとの心の隔たりに高齢者施設の職員たちが気づき ACP の開催を近日中に施設長

から K さんと息子さんにお願いする運びとなりました。 

ACP の内容は「リビング・ウイル、アドバンス・ディレクティブ、DNAR」などについてです。 

事態をのみ込めない息子さんを施設の多職種が協働して心の隔たりを埋めようと試みます。 

１１頁 

ＡＣＰを始めます 

１２頁 

医師：K さんの病状についてですが、現在のところ乳がんは寛解状態ですが、高齢による廃用状

態と考えます。これから全身への転移、つまり周囲のリンパ節や骨への転移の可能性も十分考え

られます。 

お食事が摂れなくなると、胃瘻や経管栄養、中心静脈栄養などの栄養改善のための延命処置を行

うことがあります。 

また、痛みや不穏状態に対して麻薬を使った鎮痛・鎮静をしなくてはならない状況も考えられま

す。 

さらには心肺停止の時の対応も考えなくてはいけません。 

１３頁 

Ｋさん：私ね、最期までここの施設の皆さんと居たいの。 

死ぬのは怖くないの。ただ、痛いのや苦しいのは嫌。 

先生！痛みと苦しみは取ってね。 

出来れば眠りながら死にたいの・・・。 

先生約束してね。 

あと、絶対延命処置をしないでね！！ 

K さんの思いに 応えたい・・。 

１４頁 

息子さん：母がもう死ぬってこと？？ 

死に方について、言っていたんですよね？ 

死ぬことを話すなんて・・・。 

母が死ぬなんて考えられないですよ・・・。 

介護士：そうですよね・・・ 
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１５頁 

徐々に食事量が低下し体重減少が始まる。 

１６頁 

ACP から一か月後骨転移による痛みが強くなり息子さんから麻薬による鎮痛・鎮静の希望があり

ました。 

息子さん：こんなに眠り続けるなんて思わなかった。 

もう一度母と話をさせてください。 

そうでなければ、今すぐにでも麻薬を止めてください！！ 

１７頁 

K さんの希望通り、麻薬の鎮痛・鎮静の効果が出始めた頃、K さんともう一度話したい息子さん

は、麻薬の中止を希望しました。 

翌朝 K さんは覚醒しました。 

痛みはあるものの顔をしかめながら息子さんの手を握り、息子さんの話に反応されていました。 

そして翌日、息子さんと施設のスタッフに見守られ息を引き取り帰らぬ人となりました。 

息子さん：この選択でよかったのかな～ 

１８頁 

ケース①の解説 

・ケース①は日本人の死生観について考えさせられるお話です。 

・日本人の平均寿命は 2020 年の WHO の統計で 84.2 才で世界一でした。 

・「人が死ぬということ」を現実的に考えられなくなっているということではないでしょうか。 

１９頁 

癌などの悪性腫瘍は進行性であるため K さんにとって「自分が死ぬということ」が現実的になっ

てきました。 

高齢で廃用があり動きに制限を感じているなか、さらに癌の進行も感じているのかもしれませ

ん。 

２０頁 

K さんは自分の苦痛を感じるようになった時のことも心配でしょうが、自分がいなくなった後に

息子が寂しがることを心配しているように思います。 

息子は最愛の母の死を受容できずに考えようともしません。 

母がいなくなるということは大変つらいことです。考えることすら嫌でしょう。 

死ぬのは母自身であり最愛の母が不安がっているのであれば、よくよく話を聞き不安をとってあ

げるほうがよいと思いますが…実際は難しいですね。 
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２１頁 

この会議では本人の思いを聴取することがメインとなってしまい息子の意見をうまく聴取できて

いません。 

２２頁 

介護士は息子の不安を感じとっていますが業務の忙しさからか、ついつい話を合わせてしまいま

した。K さんの ACP の一員として、この場でなくても次の何かにつなげられるとよかったですよ

ね。 

２３頁 

意識がなくなり意思決定ができなくなったので、このケースでは息子が代理人となりました。 

会議で決定していた K さんの願いは苦痛なく眠るようにとのことでしたが遂行されず苦痛を再度

感じつつ旅立ちました。 

医師は本人との約束を果たせずに後悔したかもしれません。 

息子も苦痛表情の母をみて後悔したかもしれません。 

そこに関わったスタッフも同様でしょう。 

穏やかだったとはいえ最愛の人の死の間際ではいろいろ考えて不安になってしまうのは当然です。 

一概に息子の決定を責めることはできないと思います。 

人の死にいいも悪いもないのですから。 

でも、皆が後悔しないようにしたいと思いませんか？ 

２４頁 

ケース①のまとめ 

・会議では本人の本音を聞くことは当然ですが、その本音を聞いて意思決定代理人がどう思ってい

るかを聴取することが重要です。 

・1 か月後の設定ですので何回開催できたかはわかりませんが、1 回では難しいこともあるので繰

り返し行うことで思いのずれの改善を目指します。 

・必要であれば本人と代理人と別々に行うことも検討し、多職種がチームとなり意見が聴取しやす

い方法を検討しましょう。本人や家族は医師・施設長などには言いにくいこともあることを考慮し

ましょう。 

２５頁 

ケース①のまとめ 

命は本人のものであるのでいかなる場合でも意思の決定権は本人にあるべきです。 

しかし、誰でも死の間際は意識がなくなってしまうことが大半です。 

最期まで自分の意思が尊重されるためには家族（意思決定代理人）と方針を共有することが重要で

す。 
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２６頁 

先ず【どのように ACP をすすめるか、進める上での留意点】です。 

ACP のすすめ方には決められたガイドラインはありません 

１）「対象者が 1 年以内に亡くなったら不思議に思うか」という質問をし、                 

それに NO と答える場合があれば、直ぐの ACP が推奨されます。       

   一般的には６５～７５歳の間に、この取り組みを始めた方が良いといえます。 

２） 日常対話から発展する ACP について話し合いが増えるのが重要です。 

医師に頼るだけでなく、高齢者施設においては介護職や相談員、ケアマネジャーを活用する事も

大切です。 

進める上での留意点は最後の場面にもある通り、一度方針を決めたら終わりではなく、      

ACP を繰り返す、そのプロセスが大切です。 

２７頁 

次に厚生労働省の【人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き】です。 

１）本人の意思の確認ができる場合 

A）方針の決定は、医療従事者から適切な情報の提供がなされる事が必要です 。 

B）時間の経過、心身の状態の変化変更等に応じて本人の意思が変化します。 

      また本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、 

      家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることが必要です。 

C）このプロセスにおいて話し合った内容をその都度、文書にまとめます。 

２８頁 

そして【アドバンス・ディレクティブと DNAR】です。              

ACP の中でアドバンス・ディレクティブと DNAR が出てきております。           

アドバンス・ディレクティブとは、「ある患者あるいは健常人が、将来自らが判断能力を失った際

に自分に行われる医療に対する意向」と定義されます。                 

DNAR とは「心肺蘇生術を実施しないという意思に沿って医師が出すオーダー」と言うことが 

出来ます。 

DNAR 指示においては心肺蘇生術(CPR)に含まれる医療処置の内容を医師だけでなく看護師や 

介護職などにも共通理解する事が必要となります。 

早期の ACP を行う上では、最終的な DNAR 指示についても含めるのか含めないのか、対話を深

める事が必要となります。 

それでは次に、老々介護でありながら認知症患者がお互い支え合うというよくある事例を見てみ

ましょう！ 
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２９頁 

M さん８３歳男性 自宅で発熱して倒れたところを奥様が救急車を呼び、近くの病院に搬送・入

院となりました。 

診断は、誤嚥性肺炎 重度アルツハイマー型認知症 HDS-R８点 

その後保存的加療にて改善して老健に入所となり、在宅復帰を目指しています。 

ご夫婦曰く、二人暮らして子どもはいません。 

老人性の機能低下により、むせこみ多くなり、食事が思うように進みません。 

体重もだんだんと低下してきました。 

ACP を含めたケアプラン会議を開催することになりました。 

３０頁 

介護士：食べる量が減ってきています。 

ムラがあり体重も減ってきています。 

管理栄養士：食べやすいように いろいろ工夫はしているのですが・・・。 

３１頁 

そもそも認知症がひどく、その為に食べることを、忘れてしまったり拒否するようなことが続け

ば、自然と身体が消耗していきます。 

病気というより認知症による老衰につながりかねません。 

この状態が続くようであれば、何かしらの処置を・・・。 

３２頁 

奥さん：夫が食べないわけありません！！ 

私が食べさせたらきちんと全部食べますよ！ 

お寿司なら喜んでいくらでも食べますよ！ 

３３頁 

奥様は全く理解出来ず、話し合いになりません 

３４頁 

相談員：何か本人の意向が確認できる方法はないですかね～？？ 

３５頁 

介護士：地域包括に聞いてみたら大分前に耳鼻科の小川先生のところに通っていたみたいですよ。 

内科にも行っていたようですが・・・ 

薬も飲んだり、飲まなかったりだったようです。 

ここ一年くらいは、地域包括が訪問しても、話もしてもらえない状況で二人で何とか暮らしていた

みたいです。 
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３６頁 

相談員：せめて小川先生のところに行って話を聞くことができないですかね～ 

どんな夫婦だったのかな・・・。 

３７頁 

医師：そうだね！ 

ちょっと連携とってみて！ 

本人の意向が見えてくるかもね。 

翌日、施設ケアマネと相談員で小川先生のところへ行ってみました。 

３８頁 

小川先生：M さんは良く近所の人の世話を焼いていた人なんだよ。 

M さんは自分自身がわからなくなったり、動けなくなったら自然に死にたいとよく言ってたな。 

一年ほど前に包括と、最近二人の様子が変だな～と話してたんだよ。 

奥さんも来なくなったしな～ 

あれ？確か家族か誰かと来てたな、姪っ子か？ 

３９頁 

ケース②解説 

2020 年の統計で全国の高齢化率は 28.9％、埼玉県で 27.2％であり、2025 年にはそれぞれ 30.0％、

28.2％となることが推測されており超高齢社会が問題となっています。 

ケース②ではいわゆる老々介護、認々介護の問題を考えます。 

４０頁 

高齢者夫婦で現在までは介護サービスなどの介入が全くない例です。 

家族も高齢でなかなか信憑性のある病歴・家族構成などを聴取できないことってありますよね。 

聴力障害があったり、話が繰り返してしまったり、行ったり来たり… 

４１頁 

施設でも本当に工夫して食べてもらおうと努力してますよね。 

誤嚥防止についても食事形態、口腔ケア、嚥下体操、発声訓練、食事の体位など、ほんといろい

ろ大変ですよね。 

４２頁 

気持ちはわかりますけどどうか怒らないでーーー。 

４３頁 

まさにチーーーーンですね・・・ 
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４４頁 

ここでも大事なのは多職種協働です。 

４５頁 

かかりつけ医であった可能性のある医師の情報を得ました。 

普段から本人、家族とよく接している介護職員からの情報はとても有力であったりします。 

４６頁 

かかりつけ医から姪がいることを聞けました。 

妻の受診にも付き添っていたこともあり、妻からの信頼も厚いようでした。 

ACP の参加依頼に快諾してくれその後は順調に会議も進みました。 

小川先生ありがとうございます。 

４７頁 

ケース②のまとめ 

・高齢社会ではこのようなケースが増加することが予想されます。 

・本人の意思確認が困難となるなか、どう支えていけばよいのでしょうか。 

・今回は幸運であったケースかもしれませんが、このように近年では「かかりつけ医との連携」が

重要視されています。 

４８頁 

本人の意思が確認できなくなった場合、どのようにすることが本当によいのか、正解は誰にもわか

りません。 

それであればせめて、できるだけ情報を集めて皆で相談し、本人の思いに近いと思われる方針をさ

がすことが重要なのではないでしょうか。 

倒れていたご本人だけでなく、奥さまも認知症だったというケースですね。 

老々介護の上に認知症同士で支え合っておりました。家族の事も思い出せません。 

困っていたところに、介護職員の情報から以前のかかりつけ医の情報が手に入り、解決までの糸口

が見つかったというケースになっております。 

このように、「認知症の人の意思決定支援」「かかりつけ医の役割」「ACP の中での介護職員の役割」

などが大変重要となっております。 

４９頁 

先ず【認知症の人の意思決定支援について】 

2018 年に「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」が       

発表されました。 

意思決定支援の基本原則は以下の３つです。 

１）本人の意思の尊重  
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２）本人の意思決定能力への配慮                                         

ここで言う決定の言う力とは 

１、理解する力  ２、認識する力  ３、論理的 に考える力  ４、選択を表明できる力  

ということができます。 

３）チームによる早期からの継続的支援  

の３つとなります。 

５０頁 

以上３つを前提に意思決定支援チームと協働しながら意思決定支援会議を開催し 

「意思形成支援」、「表明支援」、「実現支援」を実現していくことが必要とされております。 

そして、意思決定支援のプロセスは記録して振り返ることが重要とされています。 

５１頁 

次に【かかりつけ医と施設との連携】です。 

ACP における話し合いについて、急性期病院等では在院日数も短く、患者・医療従事者双方に 

とって負担となります。患者と長い期間関わることが出来る「かかりつけ医」や高齢者施設が 

担う役割は非常に大きいといえます。 

ACP において適切な計画を立てる為には、患者が少しでも元気な時に、情報を収集する事が必要

となります。高齢化の進展に伴い、高齢者の「救急搬送」割合が上昇傾向にある事は周知の事実

です。その中には、本人の意思が共有出来ていない為に、本人が望まない「救急搬送」が行われ

ているという指摘が多くあります。                             

かかりつけ医は地域の医療機関・高齢者施設と連携し、患者一人ひとりにあったサービスを考え

情報を共有する事が重要となります。地域の医療・高齢者施設と情報共有する事で、どの段階で

あったとしても患者の意思を尊重したサービスを提供できる体制を整備する事が出来ます。  

他の施設との懸け橋となる「かかりつけ医」が率先して、ACP を共有していく意義は非常に大き

いといえます。 

５２頁 

そして【ACP において高齢者施設における介護職員の役割】 

アドバンス・ケア・プランニング（ACP）では、必要な情報が専門職から提供されることで、 

本人は適切な意思決定をしやすくなり、不安を軽減することができます。        

介護職もケアチームの一員として、ACP の実践を高齢者、家族、医療職と共に積極的に働きかけ

ていくことが推奨されております。 

話し合いのプロセスを通し、本人が意思決定を出来なくなったときに代わりに判断してくれる  

親族や友人などの他介護従事者も、本人の意思を共有できるのです。 

介護職が医療職と共に ACP を実践していけば、もしもの時の救急要請件数は減っていくかもしれ

ません。 
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そして、高齢者施設で、家族と共に穏やかに最期を迎えることが出来るようになるケースが増えて

いく、そんな期待が持てそうです。 

次は『施設から救急車を要請する「ミスマッチ」』についての事例です。 

それでは見て行きましょう！ 

５３頁 

T さん 58 歳 脳梗塞後遺症 胃がん多発転移 肝硬変 

大学病院にて 上記診断のため、予後一か月程度と言われました。 

T さんは、医者のいる施設の中で自由に暮らしたい、病院にはいたくないという理由から 

高齢者施設で、人生の最終段階を迎えることになりました。 

ある時、突然の大量吐血をして心肺停止に近い状態となりました。 

慌てた介護職員は施設長に電話をしましたがつながらずさらに気が動転してしまいました。 

５４頁 

１１９番に電話して！ 

救急車！ 

救急車を呼び救急隊員から病院に連絡をしてもらいました。 

５５頁 

「蘇生はせずに運んでほしい」と救急隊員に話すも 

「それは無理です」と言われ、心肺蘇生を続けたまま搬送、 

救急外来で死亡確認された。 

「救急車を呼ばなきゃよかった・・・？？」 

５６頁 

ケース③解説 

・超高齢社会の問題は様々ですが一つには年齢が上がるほど病気になる割合が増加するというこ

とがあります。 

・医療機関だけでは病床数が足りず対応できないため、施設でも癌などの悪性腫瘍の緩和療法への

対応・脳卒中後遺症の対応・心不全の管理などが問題となってきています。 

・ケース③では施設での急変時の対応、特に DNAR について考えます。 

５７頁 

多くの場合、入所時に急変時の対応については話合われていると思います。 

今回は胃癌の末期であり早々にＡＣＰが行われＤＮＡＲの方針となっていました。 

突然の多量の吐血は医師でも大変驚きます。ましてや介護職員さんであればなおさらと思いま

す。 
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５８頁 

だめーーーー 

絶対ダメーー 

５９頁 

胃癌末期に対して DNAR の方針となっており吐血は癌による症状の可能性が高いと判断できます。 

すでに心肺停止に近い状態であるのでこの場合は救急対応をしないほうが良いでしょう。 

救急隊は法律により蘇生行為を医師の指示がない限り中断することはできません。 

心肺蘇生を希望していないときは呼ばないでください。 

 

６０頁 

ケース③のまとめ 

・高齢になればなるほど突発的な病気が発症する可能性が高まります。   

 持病があればなおさらです。その時の判断を現場の介護者に求めている訳ではありません。 

 医師も悩む状況は多々あり判断を誤ることがあるかもしれません。 

・心肺蘇生は寿命を延ばす可能性がある行為です。しかし身体的に多大な負担にもなります。 

 大きな障害が残り苦痛を味わいながら生きていかなければならないこともあります。 

 蘇生したほうが本人にとって良い結果になるかどうか予測できませんので、早期に ACP を行い

できるだけ自分の意思で判断しておくことが大事なのです。 

６１頁 

・急変時はだれでも慌ててしまい判断を誤りがちです。          

 とにかく一人で抱え込まず報告・連絡・相談をしましょう。 

・事前に決めた行うべきこと、また予測はできないが比較的頻回に起こりうることなどは、早期に

ACP を重ねることによってミスマッチを防ぐことができるかもしれません。 

・現場の職員が困らないように非常時の連絡網の整備しておくことも重要です。 

６２頁 

先ず【DNAR】における注意事項です。 

実際の臨床現場では DNAR 指示によって心肺蘇生術以外の他の治療に対しても消極的になり、 

生命維持治療も制限されてしまい、実質的な治療の控えや中止となってしまっている場合もある

ので注意が必要です。 

６３頁 

【ＤＮＡＲを希望しながら                         
心肺停止をみて施設から救急車を要請する「ミスマッチ」の原因】 

介護職が医療職と共に ACP を実践すれば、もしものときの救急要請件数は減っていくかも知れま
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せん。 

救急車を呼ばなくても良い場合に呼んでしまう「ミスマッチ」は 

① もしものときの『気の動転』への理解 

② 『かかりつけ医に連絡が取れない』時の不安 

③ 救急隊員の対応への理解 

が原因と言われています。 

６４頁 

【埼玉県における：私の意思表示ノート】 

埼玉県は ACP にあたり埼玉県医師会作成の標準フォーマットが使用されております。 

是非、ご一読ください。  


