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企画題目：治療優位の価値の再考；高齢者の急性期医療の決定に伴う医療者のジレンマから 

 氏名 島田 千穂 

 所属・役職等 東京都健康長寿医療センター研究所 研究副部長 

 

1. 研究の目的と方法 

 超高齢者を対象とした治療において、治療の成功が患者の QOLの向上には必ずしもつな

がらない可能性がある現実に対して、ジレンマを抱える医療者の状況を情報収集する。その

方法として、グループディスカッションと、調査を用いる。さらに、調査データを素材にし

て、治療選択に伴うジレンマに関するグループディスカッションを実施して、深堀する。最

終的には市民を対象とした啓発のためのパンフレットを作成する。 

 

２．プロジェクト内容 

１）研究協力者とのディスカッション 

目的：課題を明確にし、ディスカッションを深めるための情報収集を行うために、２つのグ

ループでディスカッションを行った。 

 

【グループ１】同一急性期病院の医療スタッフ（医師９名、看護師７名：循環器内科、緩和

ケア、精神科、神経内科、総合内科） 

 グループ１は３回のミーティングを行った。語られた内容を整理し、第 24回北欧老年学

会（2018 年 5 月 2-4 日）にて報告した。急性期病院の治療決定におけるジレンマを生じさ

せる状況に関する分析結果は以下のとおりである。 

① 緩和ケア開始のタイミングの見定めが難しい 

 慢性疾患や認知症の高齢者のエンドオブライフは、がんの緩和ケアとは異なる基準が必

要だとされながらも、判断をサポートする明確なガイドラインは示されていない。急性期病

院では、治癒を期待する患者を対象とするために、緩和ケアに移行するための根拠が必要と

なる。 

 

②家族の治療への期待に応える必要がある 

 エンドオブライフの患者本人は、コミュニケーションをとることが困難になっているこ

とが多く、医師の多くは最終的な治療の代理決定を家族に期待する。エンドオブライフにあ

る患者の状態から、治癒困難であることが医学的に判断されたとしても、治療を家族が希望

した場合には、医師がそれを拒絶することはできない。訴訟のリスクを考慮すると、リスク

を回避するために治療する方向で意思決定されることが多くなる。結果として、いわゆる過

剰な治療を受ける状況が生まれる。回復の可能性の小さい治療状態が長続きすると、家族も



医療者も疲弊する。医療経済的にも問題がある状態となるが、継続的治療の中止は、開始し

ないよりもさらに困難である。 

 

③入院中の治療の成果としての退院後の状態を把握できない 

 在院日数の短縮が進み、急性期治療の決定に時間をかけることができない。本人の要望を

基に治療を組み立てるためには、その人のライフストーリーから読み解く必要があるが、現

在の急性期病院で、そのような時間的余裕がない。さらに急性期治療後の患者の状態を、日

常の診療内で追跡的に観察することができない。長期的な患者の QOL に、治療がどう影響

したかをモニタリングすることが困難となる。 

 

④看護と医師との上下関係の強さが影響する 

 看護師は、日常的に患者と過ごす時間が長く、患者の治療に対する意思に関連する言語

的・非言語的なシグナルに気づく機会が多い。しかしながら、看護師の経験から推定できる

患者の意思は、治療を決定する際に、必ずしも考慮されるわけではない。ここには治療の決

定は医師が行うという、職種間のパターナリズムの影響もある。 

 

グループ１のディスカッションからの考察 

 超高齢者に対する過剰な医療は、長期的な視点からみた QOL を阻害する可能性がある

が、この状況は、医療者の怠慢や無思慮から生じるのではない。急性期病院や医療提供シス

テムの構造の影響が根強くあり、患者のために選択した治療が、結果的に不必要な過剰な医

療に転換する状況に置かれているといってよい。現行の医療システムの中で、患者にとって

より良い治療の選択ができる仕組みを検討する必要がある。そのためには、患者とその家族

への治療選択に関する情報提供、医療者間の課題の共有化が有効ではないかと考える。 

 

【グループ２】異なる急性期病院に勤務する看護師（地域包括ケア病棟、精神科、外来、看

護管理） 

 グループ２では２回のミーティングを行った。本報告では、そこで語られた事例の内容を

紹介する。 

 

事例１のジレンマ：その検査は患者にとって本当に必要か？ 

90歳代の女性、妄想などの症状があり、精神科を受診した。レビー小体型認知症が疑われ、

調整目的で入院した。３週間後、高度な徐脈が出現したため、検査のために２４時間心電図

が必要とされた。しかし認知症のために、機器を外してしまい、検査が中断された。医師か

ら、検査継続のための行動抑制が指示され、抑制帯着用を開始した。患者は大きな声で「こ

れではトイレにも行けない。帰りたい。治療するより死んじゃった方が楽よ」と苦痛な思い

を表出した。子は「病院で診てもらっているのだから仕方がない」と捉えていた。 



 医師は、致死的な不整脈を否定できないため、ペースメーカー埋め込み手術が必要と考え、

そのための検査は不可欠だと考えた。一方、担当看護師は、徐脈は薬剤の副作用である可能

性が高いと考え、嫌がる患者に検査はすべきでないと考えた。 

 医師は、ペースメーカーの手術は侵襲性が低いと家族に説明した。長男は、患者の状態か

ら手術は難しいと考えて本心では希望していなかったが、医師から推奨される検査や治療

を受けないと入院が継続できないと思い、手術を希望しないことを医師に伝えることを躊

躇していた。患者は、繰り返し「帰りたい。一生ここにいるの？」と不安を訴えていた。 

 最終的に 24 時間心電図は継続され、ミトンを使った身体拘束は最小限にとどめて使用さ

れた。検査は実施されたものの、失神や呼吸苦等の症状がなく、患者本人の将来的な苦痛が

予想されるペースメーカー手術は希望しないという家族の決定が伝えられ、手術はせずに

認知症療養病院に転院となった。その決定には、医師も看護師もその他のメディカルスタッ

フも合意した。 

【事例 1についてのディスカッション】 

 看護師は、患者の苦痛の表出や家族の真の希望を理解することができる立場にある。患者

にとっての益を考えて、希望しない医療やケアについては差し控えるという選択を支援す

る必要がある。治療を選択しなかった場合の、安心できる生活を継続するための支援や療養

先の提案ができることが、この患者への支援となる可能性がある。 

 

事例２のジレンマ：急性期病院の治療と回復はどこまでか？ 

 脳外科病棟では、脳卒中の急性期治療から急性期リハビリを行っている。患者は退院後、

回復期病院に転院したり、在宅でのリハビリを継続する。この病棟では、在院日数の短縮、

および退院先の機関との連携強化のために、患者の QOL に着目した機能回復への援助を重

視し、特に摂食機能療法に注力している。 

 右脳出血、構音障害あり、左不全麻痺あり、口唇閉鎖不全で流延が多く、唾液でむせ込む

ため経管栄養、胃管の自己抜去予防のためのミトン着用の状態で入院した。翌日から摂食機

能療法を開始した。①口腔ケア、②嚥下体操、③アイスマッサージ、④氷片なめ、⑤笛吹き、

⑥30 度座位を、看護計画で実施した。初日はむせ込みがあったが、5日目には無くなり、10

日目から嚥下機能に配慮した食事を開始し、胃管を抜去した。発声、発語があり、リハビリ

への意欲が向上して、自ら嚥下体操をするようになった。 

【事例２についてのディスカッション】 

 急性期病院の役割は、疾病治療で終了ではなく、治療に伴い低下する機能を回復させ、合

併症が予防できる状態にして日常生活に戻すことである。摂食機能療法は、超高齢者の退院

支援として有効と考える。 

 

事例３のジレンマ：エンドオブライフにおける治療の決定で、医学的判断と QOL のどちら

を優先させるか？ 



70 歳代男性、認知症があるが、妻と死別した後も一人暮らしで、通所サービスを利用して

生活していた。誤嚥性肺炎で入院し、急性期治療を受けた後も嚥下機能が回復しないため、

リハビリおよび退院調整を目的に、地域包括ケア病棟に転棟した。患者は、「死んでもいい

から食べたい」「家に帰る」を繰り返した。息子は「父の思いを尊重したい」と話した。患

者は長期入院中、何度も誤嚥を繰り返し、その度食事中止と嚥下機能低下の悪循環を繰り返

した。医師は、末梢血管の確保が困難な状況や経口摂取の限界から中心静脈栄養 IVH を推

奨した。看護師たちは、「残っている機能を最大限に活かしたい」「本人の意思を尊重したい」

と考え、IVH を導入することがよいのかと悩んだ。IVH をせずに食事介助ができる環境に

退院できれば、食事が可能ではないかと考え、退院後の生活場所の可能性のあるグループホ

ームの職員に入院中の本人の食事の様子を見てもらい、対応の検討を依頼した。グループホ

ーム職員から、見学後可能と返事を得た。 

医師は、嚥下機能からのみ考え、食事は不可能と考えていた。息子は、本人の食べたい、家

に帰るという意思を重視して治療をしてほしいと要望した。最終的には医師が息子の意見

を取り入れ、嚥下訓練を開始したものの、食事は困難な状態のまま、退院することとなった。

退院後、グループホームでは少量の食事を継続し、数日後の朝、看取ったとの連絡を受けた。 

【事例３のディスカッション】 

 急性期治療の価値観からは身体機能の医学的評価に基づき、さらなる治療が必要で退院

は不可能と判断することがある。退院後の患者の生活の可能性を、退院後に住む場の支援者

と共に考えることによって、医療的視点からは困難と考えられることでも可能になること

がある。超高齢者のケアは、急性期病院で完結するものではなく、地域の資源と連携して、

患者の QOL を支えるという考え方が必要である。 

 

グループ２の考察 

 超高齢者への治療には、命を救うというメリットと、QOLを損なう可能性というデメリ

ットの両者があるにもかかわらず、急性期病院の医療者は、無条件に治療は良いことと考え

がちである。このような価値観は、家族の選択に影響する。超高齢者の急増が予想される日

本においては、治療後のQOLを考慮に入れて、治療するか否かを検討するシステムが求め

られる。 

 

２）さらなるディスカッションの素材としての調査の実施 

 今後、グループディスカッションによってジレンマ分析を深めるために、ディスカッショ

ンを活性化するための素材が必要である。申請時の計画では、事前のディスカッションで想

定事例を素材として作成し、事例検討を行う予定であったが、素材は調査に変更した。関東

近郊の５病院の医師と看護師を対象に、調査を行った。 

 事例は、病院の医師と看護師とのディスカッションの題材として用いることを想定し、ど

の診療科でも関わる可能性の高い患者像として、慢性閉塞性肺疾患（COPD）の高齢患者を



題材とした。COPD は、慢性気管支炎や肺気腫などの病気の総称で、労作時呼吸困難や慢

性のせきや痰が特徴的な症状である。慢性的に進行し、早期は薬物による症状コントロール

が可能であるが、重度になると酸素療法や人工呼吸器装着も治療の選択肢となる。どこまで

治療するかの判断が困難であることと、合併症が多いことから、多くの医療者が接すること

の多い疾患であることから、ジレンマを扱う調査の事例として適切と判断した。 

 事例１は意思疎通可能で、身体機能レベルも比較的高い状態（意欲は低下しているものの、

食事の好き嫌いは明確で、好きな物だけを選んで食べている。息苦しさはあるものの、排泄

行為は自分で行いたいという意思がありトイレで行い、オムツをつけることは拒否してい

る。意思疎通は可能）、事例２は意思疎通が困難で、寝たきり状態（身体機能の低下により

起立・歩行困難となり、ほぼ寝たきりの生活で全介助。認知機能の低下により意思疎通が困

難）を想定した。医学的データは事例１と２は同様で、この ADL状態のみが異なる。 

 各事例の患者の希望と家族の希望は、治療を希望する場合と希望しない場合をそれぞれ

組み合せて想定した。患者と家族の希望が一致している場合と不一致の場合とを想定し、意

思疎通困難な事例２では、本人の希望が不明な場合も想定した。各状況下で、治療の選択が

異なるかどうかを分析する。また、回答者自身が理想とする治療の選択と、現実場面での選

択が異なるかどうかを確認するための項目を作成した。 

 

【分析方法】 

患者と家族の治療への希望「治療してほしい」と拒否「してほしくない」の組み合わせ条

件を設定し、それぞれの条件下で、下記の各治療方法への賛否、及び実際の選択可能性を、

以下の選択肢から回答してもらった（調査票例参照）。選択肢は、①酸素投与、薬物治療（内

服、点滴）などの非・低侵襲的治療、②呼吸不全に対する非侵襲的陽圧換気法：NIPPV、⓷ 

呼吸不全に対する侵襲的人工換気法とした。 

 その回答状況を、治療の侵襲性で順位付けし、回答を以下の表の通り再カテゴリー化した。 

 

 

 



 

 



【結果】 

① 回答者の属性 

  医師 53名、看護師 358 名から回答を得た。その属性は下表のとおりである。 

 

表 回答者の属性 
 

医師 

（N=53） 

看護師 

（N=358） 

臨床経験年数（平均±標準偏差） 17.1±10.9 12.3±8.9 

所属診療科（％） 内科系 52.8 37.2  
外科系 34.0 28.4 

 
緩和ケア 3.8 7.1 

最近 1 か月で看取った患者数なし（％） 50.9 59.0 

最近 1 か月で意思確認ができなかった

患者割合半数以上（％） 

11.3 11.3 

記録を持っていた患者本人あり（％） 32.1 18.2 

本人の記録を持っていた家族あり（％） 28.3 15.2 

終末期医療についてのカンファレンス

月１回程度以上実施（％） 

9.5 27.1 

 

② 治療に対する賛否と実際の選択可能性との比較 

 ADL 高事例と寝たきり事例に対する侵襲性別の治療に対する賛否と、実際の選択可能性

との比較を行った。侵襲性が高い治療を選択するほど高い得点になるよう再カテゴリー化

した点数（1-4）の平均値を表と図に示した。 

 

表 医師の治療に対する賛否と実際の選択可能性の比較 

 治療に対する賛否 実際の選択可能性 

本人と家族の治療に

対する希望 
ADL 高事例 寝たきり事例 ADL 高事例 寝たきり事例 

本人家族共に希望 2.6 2.9 2.8 3.2 

本人希望家族拒否 1.9 1.4 2.2 1.8 

本人拒否家族希望 1.5 1.2 2.1 1.4 

本人家族共に拒否 2.2 2.2 2.4 2.5 

 

 

 



表 看護師の治療に対する賛否と実際の選択可能性の比較 

 治療に対する賛否 実際の選択可能性 

本人と家族の治療に

対する希望 
ADL 高事例 寝たきり事例 ADL 高事例 寝たきり事例 

本人家族共に希望 2.6 3.0 2.9 3.5 

本人希望家族拒否 2.1 1.8 2.6 2.4 

本人拒否家族希望 1.8 1.5 2.4 2.0 

本人家族共に拒否 2.0 2.4 2.4 2.7 

 

 

 

（日本エンドオブライフケア学会第三回学術集会にて報告） 

 

 医師も看護師も、全ての事例で、賛否より実際の選択可能性の方が、侵襲性が高い治療を

有意に選択する傾向が示された。医療者が良いと考える治療より、実際に選択される治療の



方が侵襲性が高い可能性が考えられる。また、本人と家族の希望にずれがあった場合に、そ

の差が大きくなる可能性が示された。 

 急性期病院の医療者は、患者本人の意思や家族の意思を考慮して治療選択しようとして

おり、その意思が異なれば治療選択が異なる可能性を示唆している。従って、患者本人や家

族の意思をどのように把握するかが課題と考えられる。また本人と家族の意思がずれる場

合は、本人の意思に添った治療選択が困難になる可能性が示唆された。 

 

３）調査結果を踏まえたグループディスカッション 

 急性期病院 2 カ所（東京都、神奈川県）で、医師 1名、看護師 4 名に集まってもらい、調

査票に用いた架空事例と結果を提示した上で、治療選択に関するグループディスカッショ

ンを行った。ディスカッション内容は、事例に関する治療の賛否、ADL による治療選択の

判断の差、治療に対する意見が伝達された場合の対応、実際の治療選択の可能性、治療選択

における困難事例の経験について、議論した。 

 その結果、治療選択に伴うジレンマについて、以下の点が語られた。 

 

① 本人の意思を第一に考えたいと思っても、本人の意思が不明確だったり、治療選択時に

は認知症があるなどで、本人の意思が確認できない場合が多い。できるだけ本人の意思を探

索する努力をしたいと考えている。 

「奥さんのご希望はご希望で大事なんですけれども、そのときにご本人がどうかですよね。も

う全然、分かんなくて、例えば呼吸不全が進んでしまって、もう CO2 がたまってしまって、

本当に意識が悪くなってきた状態であれば考えますけれども、そうじゃなければやっぱりご

本人」 

「寝たきりの人は、あまり意思疎通を取れない人が多いので、結局、家族の意思にはなってし

まうんですけれども」 

「QOL がどこまでのものを求めているのかとかが、やっぱり治療目標になってくると思う」 

「（身寄りがない人で意思が確認できない患者の場合には）、医学的な判断がまずあって。それ

から、この人がハッピーかどうかというところは、もうみんなで相談するしかないんです」 

「退院後はどうしたいかとか、目的が何かあるのかとか、確認をしながらやってはいるんです

けれども、なかなかうまくいかず、です」 

「独り者の人、独居でお一人だったら、NIPPV をどこまでするのかとか、そういうのって、

困りますよね」 

「DNR だからみたいな、そういうことが一回決まってしまっていると（本人や家族とじっく

り話をする時間が必要だと思っても、多忙を理由に話をする機会を作れない）とか、そういう

ジレンマはありますよね 」 

 

② 治療の希望については、理由を合わせて聞きたい。なぜそう思うかが分かると、その人



の生活上の価値観に合わせて治療を提案できる。最終的には医療者が判断せざるを得ない

場面が多いことを考えると、その時に医療者だけの価値観で決めるのではなく、患者がどう

考えるかを推定できる情報があると良い。 

「治療しなくていいですと言う場合も、結構、家族の思いを聞くときもあるのですが、その治

療をしなくていいというのが、どういうふうに思って、それの選択を言ってきているのかとい

うところは、ちょっと聞きたいなと思って、いつも聞きます」 

「（家族からあらゆる治療をしてほしいと言われていた患者の容体が急変した時、最期は処置

によるボディイメージの変化に家族がショックを受けていたことがあり）意識がはっきりし

ているうちの本人の意思とご家族の意思というのは、本当に大切なことだなという。まあフル

（あらゆる治療）というご希望はされていたんですけれども、しっかりと（理由も含めて）す

り合わせてもらったりとかというのは、すごく大切なことだなと、すごく思います、やっぱり

急変とかも多い病棟なので」 

「患者さんが言う延命治療というのは何だろうかというところが、たぶん、漠然としすぎてい

るんじゃないかなという気は常日頃思います。･･･もうやめてくださいとか、そういうふうに

家族の人というのはなかなか決められないんじゃないかなと思うことのほうが多いです。だ

から結局は何か医療者側の判断のほうが多いような気はします」 

「先生がこういう治療方針で家族と話して決めちゃったとなれば、こっちにジレンマがあっ

ても、（決まってしまうという現実がある中で）、やっぱり多職種で、みんなでいろんな話がで

きる機会が持てるのが(看護師として納得する上で)大事だなというのは、すごく思います」 

 

⓷ 治療が苦痛になっていることもあるのではないかと感じることがある。治療の継続が

いいことばかりではない。 

「COPD があって、NIPPV を付けては外して、入退院を繰り返して、また付けては外し、何

回かそういうのを、入退院を繰り返してという方もやっぱりいらっしゃったので、一概に絶対

付けてという感じじゃなくて、本人が付けられないと、何とか酸素で頑張って、苦しいのはち

ょっと様子を見ながら、という感じではあったんですけれども。（すぐ外してしまうというよ

うに）協力が得られないとちょっと厳しい感じですかね･･･もしやるんだったら、ちょっと鎮

静をかけて、少し呼吸が抑制、こないまでも、少し協力が得られるような対応をしてまでやる

かどうかというのは、やっぱり家族への説明だったりの中で決めていかないと駄目なので」 

「入院が長くなってくるとどうなのかなとかというふうに余計に私たちはもやもやするかも

しれない。あまり食べられない。点滴している、でも抜いちゃう。抑制されちゃうとなると、

これは正解なのかなというふうには、本当に思いますよね。歩いちゃ駄目とか、体幹（拘束）

までされて、この人は幸せなのかなというふうな、そういうジレンマは常にあるかなという」 

 

④ 家族の状況も理解した上で、患者の治療方針を決めた方が良い。退院後の患者本人の生

活を考える上でも、家族の生活も考慮したい。 



「本人が孤立した状態で決定するという発想じゃなくて、こういう環境なんだから、こう決定

したほうがいいんじゃないか、みたいな支援が必要」 

「薬をやっぱり 3 回飲むなんて、ちょっと厳しい。やっぱり 1 回でまとめられる薬は 1 回に

できないかとか、インシュリンにしても、1 回訪問看護師さんが入ってもらったら、そのとき

に打てるか、1 回にできないかという視点をどんどん持てるようになっていったと思います」 

「退院後とか、その後のことも考えると、ちょっと変わってくるかなというところはありま

す」 

「患者さんのことだけを考えたら、治療という意味では、病院を受診している限りは、治療を

してあげてもいいのかなというふうに思うんですけれども、やっぱりとても高齢になってき

て、家族とかその背景というのをすごく考えなければいけない時代」 

「小さい小柄なおばあちゃんが、もう何か泣きそうな顔しながら（夫の患者と）2 人でやって

来たんですという感じがあったりすると、何か、やりましょうとか、言うのも、ちょっと待て

よ、みたいな感じになっちゃったりすることもあるし」 

「（糖尿病治療で）病院では（インシュリンを）4 回打って落ち着いている。じゃあ帰るぞ。

家で 4 回打てない。じゃあ施設探すかみたいなね。そうじゃなくて、家に帰るんだから、家に

帰るのに合わせた投薬内容に変更するとかということもあるかもしれないですね」 

 

⑤ 一時的に治療に関わる場合には、それまで地域で関わっていた医師や専門職から情報

収集したいと思うが、時々うまくいかないこともある。 

「民生委員さんだったりとか、やはり地域の人の力を借りないと 、もう無理でしょう。」 

「周りの見てくれるヘルパーさんを入れようとか、お家はどうなのかとか」 

「場合によっては、在宅医に電話したりとかして、この人はこんな感じなんですけれども、こ

れから入院するんですけれども、正直悪くなっちゃったときに、こういうことする感じですか

ねとか、確認したりすることもあります。･･･これはケースバイケースです」 

 

⑥ 治療の継続や緩和への切り替えの判断が難しい。事前に本人や家族から話を聞いてい

ればスムーズに移行できる。 

「最後まで心不全の治療をし続けることこそが緩和ケアにはなっている、ガイドライン上で

もそうなので、やっぱりどこで切り替えをしたりとか、家族にも、どこで後の残りの時間を過

ごすのかとか、そういうのはすごく判断が難しい」 

「急性増悪（ぞうあく）が多いので、がんと違って、終末期かが判断できない部分があるので、

どんなに、患者さんも多分よくなると思ってまだ入院してくれるところがあるので。なかな

か、その都度、話を聞きながら、今は指導の中でも症状のモニタリングの図を使って、どこで、

どんと落ちないように、なるべく長く、ゆっくりと、人生の最終地点に着地をするように一緒

にやりましょう、というふうにしているんですけれども」 

「患者さんたちは、最初は受け入れられなくても、その後、じゃ、どうしたらいいのと聞いて



くるときが来るので、そのときまで何度も訪室をしてチャンスを狙います」 

「やっぱり一生、付き合っていかないといけないので、それをどこまで、何というんですか、

やる前からだと本人が気が滅入ってしまったり、それを恐怖に感じない程度に説明するか（が

難しい）」 

 

４）最終的成果 

 以上の結果を踏まえ、より良い治療の選択に到達するためには、医療者が患者の意思の把

握の技術向上に加えて、患者の準備状況を高める必要がある。患者は、疾病が治療できて当

たり前、回復して当たり前というストーリーを前提として、治療を受けに通院・入院する。

その期待に応えようとして、医療者は、回復のストーリーを伝える方向で、対応しようとす

るが、実際にはそれが不可能な場合もある。 

 一方その反対に、確率に基づき正当性が担保されているガイドラインを、例外なく全ての

患者に適用させて、患者に治療の意向があり、本来適用可能な状態像の人までを治療対象外

と判断したりする場合もある。 

 患者にとっての最善は、患者に問うべきであるが、その患者本人が問われた時にその意思

を言語化できるようなサポートを受けていないことが多い。近年、アドバンスケアプランニ

ングという言葉が使われるようになってきているが、この言葉は、単に人生の最期の医療を

決めるためだけのプロセスのことを指すのではない。人生の最期に向かっている全ての人

にとって、衰える過程にあって選択が必要になった場面で、自らの意思を反映した選択がで

きるよう、自らが重視したいことを考えるプロセス全体のことなのである。 

 このような考え方の下で、現在患者で治療選択に迷いがある人に向けて、またいずれ患者

になる可能性がある人に向けて、そしてその人を支える家族に向けて、考えるヒントを提供

するためのパンフレットを作成した。自分自身の人生を、最期までより良く生きる方向に向

けて、一歩を踏み出す支援になることを願っている。 


