あなたは、人生の終わりまでをどのように過
ごしたいですか？

せん。その人たちに、何をしてもらいたいか、

もし病気になった場合に、

自分の意思を伝えておく必要があります。人生

治療の方法や最期の時を過ごす場所などを自分

の最期を自分らしく迎えるために考えてみませ

で意思決定することが理想ですが、もしそれが

んか。自分らしい人生を生きるために、大切に

できない場合、あなたに代わって決断するのは

したいことを大切な人と話しませんか。

家族であったり友人であったりするかもしれま
長寿介護課

☎32-8009 N34-3388

人生会議
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人 生会議とは…？
自分が望む医療・ケアや、自分が人生の中で大切に

と、約 70％の人が、医療やケアなどを自分で決めた

していることなどを「もしも」のときに備えて家族や信

り望みを人に伝えたりすることができなくなるといわ

頼できる医療・介護スタッフと繰り返し話し合い、共

れています。人生会議をすることは、自分のためでも

有する取り組みのことです。これを ACP（アドバンス・

あり、大切な人のためでもあるのです。また人生の最

ケア・プランニング）と呼んでいます。

期について考えることで、今をよりよく生きるための

命に関わる大きな病気やけがをする可能性はいつで
も誰にでもあります。命の危機が迫った状態になる

ヒントを見いだす前向きな活動として広がりをみせて
います。

をはじめよう
～11月30日
（いい看取り・看取られ）は人生会議の日

3

人 生会議のすすめ方
人生会議のポイントは「たくさん話すこと」。そして
その過程がとても大切です。医療や介護などの専門職

を行い、それを周囲と共有していきます。関わっても
らえる人を増やしておくことも重要です。

の人から適切な情報提供を受けた上で本人が意思決定

人生会議

すすめ方の一例
もし生きることができる時間が限られているとした

ステップ

ら、何を大切にしたいですか。今取り組んでいること

大切にしたいことは
何かを考えてみる

ステップ

や生きがい、これからしたいことは何ですか。
例）
・家族や友人のそばにいること
     ・痛みや苦しみがないこと

自分で意思決定ができなくなったときに代わりに意

信頼できる人は誰か
考えてみる

市民の実際は…

思決定をしてほしい、自分が最も信頼できる人は誰で
すか。一人だけに決める必要はありません。

出典：第8期みよし市高齢者福祉計画兼介護保険事業計画
（令和3年3月）

あなたは、ご家族と将来のこと
（医療や介護等）
について話し合っていますか。
話し合っておらず、
話し合う予定はない
（10.4％）
％）

無回答（6.2％）

ない
分からない
（12.7％）

すでに話し
合っている
（36.0％）

話し合っていないが
（34.7％）
（3
話し合ってみたい

回答者：
市内在住の65歳以上の高齢者や要支援認定者
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あなたは、

話し合っておらず、
話し合う予定はない
（7.3％）

無回答
（10.5％）

いないが
話し合っていないが
話し合ってみたい
みたい
％）
（14.8％）

すでに話し
合っている（39.3％）
合ってい

分からない
（28.3％）

回答者：
市内在住の要介護認定者

回答者：
市内在住

希望する医療やケアについて考えるため病名や病状、

ステップ

今後予想される病気の経過な

かかりつけ医などに
相談・確認する

どをかかりつけ医や介護などの
専門職の人に確認しましょう。

どのような医療やケアを受けたいか、どのように過

ステップ

ごしたいかなどを信頼できる家族や友人と考えてみま

信頼できる人と話し
合ってみる

しょう。
例）
・入院するのはイヤだ
  ・人工呼吸器はつけたくない

今まで考えてきたことを、信頼できる家族や友人、

ステップ

医療・介護従事者にも伝えてみましょう。伝えるだけで
なく、記録するなどして周囲の人と共有することが大

周囲の人に伝える
ポイント

切です。

ステップ1～5を何度も繰り返して話し合うことが大切です

下記に示したグラフから、本市の65歳以上の高齢
者、要支援・要介護認定者の約4割は、自宅で最期を迎

分の価値観や人生観、自分がどこでどのような医療を
受けたいかなどを十分に話しておきましょう。

えたいと希望していることが分かります。日頃から自

、人生の最期をどこで迎えたいですか。
無回答
（4.7％）

病院・施設
院・施設
（15.4％）
分からない
（16.4％）

自宅
（36.5％）

本人に、人生の最期をどこで迎えて
ほしいと考えていますか。
（8.5％）
無回答

病院・施設
（9.5％）
まだ考えていない
（16.8％）

まだ考えていない
（27.0％）

の65歳以上の高齢者や要支援認定者

自宅
（35.5％）

分からない
（29.8％）

回答者：
市内在住の要介護認定者

本人の意思が確認
できていない
（4.0％）

自宅
無回答
（23.5％）
（15.3％）

病院・施設
（21.5％）

まだ考えていない

（18.3％）
分からない
（17.5％）

回答者：
市内在住の要介護認定者の主な介護者

5

Interview
ACP アドバンス・ケア・
プランニングのすすめ
みよし市民病院

な る せ さとる

成瀬達病院事業管理者

外来で
「女性は２人に１人が、男性でも4人に１

護も、患者さんに自己決定能力があることが前提で

人が90歳まで生きる時代です」と伝えると、「いえ

す。この能力が無くなったら、どうなるかを考えて

いえ、私はとてもそこまでは」と答える方が多いの

みましょう。ACP

です。
「それではどんな最期を望みますか」と聞く

世話になることを）プラニング（計画する）とは、エ

と、
「ぴんぴん、ころり」がよいとのこと。残念なが

ンディングノート※を書く（死に支度をする）ことと

らその望みがかなう人は、ほんの一握りです。社会

同じではありません。「ヨロヨロ」と生きる過程を理

学者の春 日キスヨさんによれば、多くの高齢者は

解して、自分に必要な医療と介護を周りの人と一緒

80代、90代の老いの坂を「ヨロヨロ」と生き、「ド

に考え、共有することなのです。まず、「ドタリ」と

タリ」と倒れ、誰かの世話になって生き続けるとい

倒れたとき、誰に助けてもらうのかを決めましょ

います。ところが「ヨロヨロ」生きる人生がどんなも

う。身を託す人が決まれば、自分の考えを伝えるこ

のか、リアルにイメージできないため、準備をして

とからACPが始まります。「息子（娘）だから言わな

おく人は少ないのです。

くても分かってくれる」ではなく、相手の考えも聞

かすが

年をとれば、知力も衰える。認知症は80歳代の
前 半 で 人 口 の お よそ20%、 後 半になればおよそ
40%、90歳代前半で60%にもなります。医療も介

『終活交流会』
を開催します

いて決めること（人生会議）がとても大切なのです。
※自分の人生の終末に備えて記すためのノート
参考図書：
春日キスヨ
『百まで生きる覚悟』
光文社親書
（2018 年）

in

warau café

きたよし地域包括支援センター
元気なうちに“自分らしい終わり方”
を考えてみ
ませんか。専門家のお話を交えながら、みんなで
話し合いましょう。
日時 11月8日(月)14：00～16：00
場所 三好丘旭1-4-8
講師 豊田加茂医師会在宅相談ステーション職員
対象 どなたでも可
定員 10人程度
申込 きたよし地域包括支援センターへ電話
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アドバンス（前もって）ケア
（お

☎33-0791 N33-0786

Interview
『最期まで貴方らしく』
私たちの願い
みなよし地域包括支援センター

こんどう り

え

近藤理恵主幹

地域の高齢者の方々にACPについてお話をさせ

今後、ACP（人生会議）という言葉が少しずつ世

ていただくとき、私はいつも数年前に亡くなった父

間に広がり認知されていくでしょう。「あなたはど

と、近くに住む母の話をします。

うしたいですか？」元気に暮らしているうちに、自

私の経験談の一つですが父が病に倒れ、医師から

分の考えがしっかり伝えられるうちに、残される家

気管切開をするか否かと尋ねられたとき、本人の意

族のためにその思いを伝えて欲しいのです。あなた

思を確認することもできず家族会議をしました。言

があなたらしく最期を迎えることができたと残され

うまでもなく家族内での結論は「一択」ではありませ

た家族みんなが納得するためにも。

んでした。昔は大家族。家族団らんの会話のなかで
自分の意思を伝え、家族がその意思を知ることがで

まずは口に出して言葉にしてください。大切な誰
かに伝えるとき、人生会議が始まります。

きたかと思います。でも、今は核家族が増え「直接
伝える場や手段」が減っているのが現実です。
「私はまだまだ元気！

大丈夫！

先のことなん

て考えられない」
「元気で長生きしてほしいのにそ
んな縁起でもないこと聞けない」と多くの人は思う
でしょう。

ACPをもっと知ろう

in

中央図書館 サンライブ内

ACPとは何か、どうすればACPを実践できるのか、などACPを知ってもらう本や
情報を紹介するコーナーです。自分の思いを大切な人と共有するきっかけになるよう
に、ぜひ手にとって読んでみてください。
日時

11月23日(火)～12月7日
（火）
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