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終末期の延命治療を
をどう考えるか

ー診療所医師・臨床倫理の教師の立場からー

佐賀市立国民健康保険三瀬診療所

佐賀大学医学部臨床教授

白浜雅司

http://square.umin.ac.jp/masashi

HQC00330@nifty.ne.jp

本日お話しすること

• 日本の終末期医療の問題点

（繰り返される「終末期の延命治療中止を問
題視（犯罪視）する」報道）

（関わったいくつかの終末期の事例から）

• 事前指定の法制化で問題解決させるか？

• 本人・家族にとって望ましい終末期医療を
実現するための提案

自分が直接関わったまたは相談を受けた
終末期の事例

心肺蘇生はしないことにしたのですが。
えっ？何もしなくていいのですか？

７5歳の胃がん再発で入院中の患者。ある日突

然、意識低下し、呼吸も失調性になった。明らか
な脳内転移は認めなかったが、皮膚転移もあり
終末期であることは否定しがたい。家族は、これ
まで十分苦しんだし、最期は静かにお別れをした
いので、心肺蘇生や人工呼吸しないでほしいと
いう希望を主治医に伝えていた。ところが、夜勤
帯になって脈が４０を切ったところ、当直看護師
があわてて蘇生道具一式をもってこられた。

80歳男性。尿路腫

瘍で腎瘻造設。放
射線治療を受ける
も、予後3ヶ月と言

われて退院。家で
好きなものだけ少
量食べて6ヶ月以上

過ごされた。注射拒
否。衰弱するも、痛
みにモルヒネ不要。
最後声は出ず、筆
談で亡くなる前日に
書かれたメモ。
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在宅末期癌患者の家族が親戚
から言われた言葉

• たべられなくっている人を何で家において
おくの？入院させんの？

• 三瀬の先生は注射もしてくれんのか？

社会 家族

個人個人

家族

世間

日本と欧米の違い日本と欧米の違い日本と欧米の違い日本と欧米の違い
（自己決定を実現する土壌が違う）（中島弘先生の図を変更）

個人主義を是とするまたは
前提とする欧米社会

家族主義、集団主義を
大切にする相互依存的
日本社会

相談事例

• ７５歳の男性。もともと脳梗塞による軽い麻痺とCOPDは
あるが、外来通院されていた患者。ある日、息苦しさと意
識低下で救急外来受診。常日頃、機械をつけてまで生き
続けたいとは思わないと言っていたが、救急外来では、
酸素飽和度も低下して、本人の意思の確認ができず、奥
さんの同意で、人工呼吸器をつけ、精査を始めた。精査
の結果、肺炎を併発していて抗生物質の治療を始めた
が、効果はなく１週間になる。患者は呼吸器がいやなの
か、何度もはずそうとして抑制せざるを得ない。

• 長年連れ添った奥さんは、このままよくならないなら、もう
これ以上機械での治療を続けて苦しませないでほしいと
いわれるが、遠くからかけつけた一人息子さんは一日で
もながく生かしてくださいという。どう対応したらいいのか。

いくつかの問題点

• いつから終末期で、どのような治療が無駄な延
命治療といえるのか

• 患者の意識がしっかりしていたときの事前指定
書の文書だけで、患者の意思が確認できるのか
（元気なときの本人の意思と、苦しくなったときの
本人の意思は同じなのか）

• 家族の意見と患者の意見が、あるいは家族内の
意見が対立したときの対応は

• 医療者は、殺人罪で訴えられないために、何も
言わずに無益である治療を続けるしかないのか

• 限られた医療資源、医療費の問題は

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。

（白浜雅司）

周囲の状況（誠実と公正）

１、家族や利害関係者

２、守秘義務 ３、経済

４、施設方針 ５、教育

６、法律、宗教

７、その他（医療情報開示）

ＱＯＬ（人生の充実度）

１、定義と評価

（心理、社会、身体、魂）

偏見の可能性

誰がどのように決定するか

２、影響を与える因子

患者の選好（Autonomy）

１、患者の判断能力

２、インフォームドコンセント

３、治療拒否

４、事前の意思表示

５、代理決定

医学的適応（恩恵無害）

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）

５、医療事故、医療ミス
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治療の差し控え・中止の検討

＜医学的適応＞ ＜患者の意向＞

＜QOL＞ ＜周囲の状況＞

治療が医学的に無益で
あるという経験と統計に
基づく臨床的判断
（輸液、胃瘻のデータ等）

十分な病状の説明と理
解の上に、患者（代理
人）の治療への希望を
のべること

現在の患者のQOL

治療した後の患者の
QOLと比較してどうか

患者家族の思い
スタッフ間の意思統一
法整備、治療ガイドライン
限られた医療資源

延命治療のガイドラインはない

• 厚生労働省では終末期医療の検討会で検討を
始めている。延命治療の実施や中止の明確な判
断基準がなく、終末期医療に悩みや疑問を感じ
る医師は８６％、看護師は９１％に上っている。
同省では、これを受けて、具体的な延命治療の
手続きや終末期医療のあり方に関するガイドラ
イン作りに取りかかっている。０３年に実施した終
末期医療に関する意識調査では、患者の意思を
尊重する考え方に「賛成する」と答えた人は８
４％に上った。ただし「法律を制定すべきだ」は３
７％にとどまっている。

「治療行為中止が許容される要件」
（1995.3.28. 東海大学事件の横浜地方裁判所判決）

１、患者が治癒不可能な病気に冒され、回復の見込みがな
く、死が避けられない末期状態にある。

２、治療行為の中止を求める患者の意思が存在し、それは
治療行為の行う時点で存在する。（患者のリビングウィル、
これなき場合、家族による患者の推定的意思）

３、治療行為の対象となる措置は、薬物投与、化学療法、人
工透析、人工呼吸器-----生命維持のための治療措置
などすべてが対象となってよいと考えられる。

しかし、どのような措置を何時どの時点で中止するかは、死期の
切迫の程度、当該措置の中止による死期への影響の程度を考慮し
て、医学的にもはや無意味であることの適正さを判断し、自然の死を
迎えさせるという目的に沿って決定されるべきである。

尊厳死法案内容

（１）患者が不治で末期状態となった場合、人工呼吸
器などで生命を維持するかどうかを患者自身が決
める権利を持つ

（２）患者らの意思を受けて過度な延命措置を停止し
た医師は、法的な責任を問われない

－を明記する方向で調整が行われている。

臓器提供意思表示カード（ドナーカード）と同じよう
に、健康な時に尊厳死を選択する意思を明確にす
るカードの作成も検討。将来的には運転免許証に
尊厳死と臓器移植の意思記入欄を設けることも視
野に議論を深める。

尊厳死立法化への意見

• 厚労省の検討会が昨年６月に作成した報告書に
よると、延命治療の実施や中止の明確な判断基
準がなく、終末期医療に悩みや疑問を感じる医
師は８６％、看護師は９１％に上っている。 同省
では、これを受けて、具体的な延命治療の手続
きや終末期医療のあり方に関するガイドライン作
りに取りかかっている。０３年に実施した終末期
医療に関する意識調査では、患者の意思を尊重
する考え方に「賛成する」と答えた人は８４％に
上った。ただし「法律を制定すべきだ」は３７％に
とどまっている。

立法化への不安

• 経済の論理で、延命治療がすべて控えら
れることにならないか。

• 特に難病、障害者などただでさえ弱い立場
の方が生きていくことが難しくならないか。

• 法律や確認マニュアルの確認に追われ、
本当に必要な個々の患者、家族の価値観
を尊重した対話ができなくなるのではない
か。
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解決のための提案（１）

１）終末期の治療について（特に癌以外の）
のエビデンスを蓄積すること

２）いったん治療を始めたら中止できないと
いうことではなく、一定期間治療してみ
て回復しないときに治療を打切ることを
確認した上で治療をはじめる体制を確
立する。

医学的無益性（Medical Futility）

医学的な無益とは、患者の病状が末期や
重篤な場合など、どの治療目標の達成も
困難である、あるいは治療の結果が、患者
の苦痛を増すだけと判断される状況をさす。
そのような場合に、医療者は、医学的介入
は行わない、または中止すべきであるとい
う判断をすることができる。

WithholdとWithdraw

延命治療を控えることWithholdと、はじめた延命
治療を途中でやめることWithdrawは、倫理的には
変わらないという意見が欧米にはあるが、日本で
は、延命治療を中止することが法律的に認められ
ているかについての明確な判断がないことから、
Withholdはいいが、Withdrawは受け入れないとい
う傾向が強い。ただしWithdrawを認めないと、助か
るかもしれない治療を試す機会さえ奪うことになっ
てしまう。

時間を区切って効果をためすというやり方をきち
んと法的にサポートできないか。
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精一杯世話

したい

疲れたもう
嫌だ

家族の気持
％

突然意識消失した患者家族の介護の気持ちと疲れ突然意識消失した患者家族の介護の気持ちと疲れ突然意識消失した患者家族の介護の気持ちと疲れ突然意識消失した患者家族の介護の気持ちと疲れ

ACLSを中断する条件（STOP）
（学生のACLS勉強会資料より）

• Satisfaction of the family

• Treatablity

• ACLS OK?

• Persistency

解決のための提案（２）

３）終末期患者が最終的にどのような生き方をした
いかを話すことを避けないこと。

４）医師だけで決断するのではなく、患者・家族、他
の医療スタッフを含めたチームで話し合って
患者にとって最善の終末期の治療方針を決
めていくこと。

５）患者・家族の手の届かない高度医療の枠組み
の中で終末期医療が決められるのではなく、
患者の人生観と医療の双方がわかる、かかり
つけ医が治療の決断に関与すること。
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1. 私が倒れた時は、入院させないで下さい。
2. 意識の無いときは、注射などの延命はしないで下さい。

署名、 捺印

ある患者さんの希望

○○

中学校中学校中学校中学校と老人クラブと老人クラブと老人クラブと老人クラブ
ででででの救急蘇生の実習の救急蘇生の実習の救急蘇生の実習の救急蘇生の実習
（毎年1回、全員が体験す

るように）

蘇生率蘇生率蘇生率蘇生率>10％を目指して％を目指して％を目指して％を目指して
（全国（全国（全国（全国 ２．７％、実習率０．６％）２．７％、実習率０．６％）２．７％、実習率０．６％）２．７％、実習率０．６％）
(シアトル市２０％、実習率５０％）シアトル市２０％、実習率５０％）シアトル市２０％、実習率５０％）シアトル市２０％、実習率５０％）

半数以上の村民が半数以上の村民が半数以上の村民が半数以上の村民が
救急蘇生の体験が救急蘇生の体験が救急蘇生の体験が救急蘇生の体験が
できるように！できるように！できるように！できるように！

エンディングノートに書くことエンディングノートに書くことエンディングノートに書くことエンディングノートに書くこと
（終末期医療への希望は一部）（終末期医療への希望は一部）（終末期医療への希望は一部）（終末期医療への希望は一部）

◆◆◆◆「エンディングノート」に書く事項は、それぞれに
違いがありますが、次のようなものがあります。

• 自分の経歴や人生の思い出

• 介護や看病についての希望や連絡先、治療

• 尊厳死や臓器提供などの終末期の希望

• 葬儀に関する希望（生前予約・契約がある場合
にはその内容）

• もしもの時に連絡してほしい親戚および友人

• 遺言の有無

• 財産の記録

高齢者サービス調整会議

患者を交えたケアカン
ファレンス
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患者の状態を記録する連絡患者の状態を記録する連絡患者の状態を記録する連絡患者の状態を記録する連絡
ノートノートノートノート
（医師、訪問看護婦、
保健婦、ヘルパー、養子息
子などだれかが毎日受診し
て様子を記録する）

プライマリケアと臨床倫理の共通性
（伴信太郎）

１、 多くの同様な疾患を有する患者の一人と
してではなく、それぞれを固有な存在として
尊重し、対応を心がける。

２、 良好なコミュニケーションが必須である。

３、 医師からの一方的な“指示”ではなく、話
し合いと教育を重視する。

４、 「病気を治すことが究極の目的ではなく、
良い人生を送れることが大事なのである」
という価値観。

PC医がICを行う利点

１、 それまでの医療者とPC医の人間関係があるので

• 患者が自分の意思をPC医に伝えやすい。

• PC医が患者の理解力や決断の背景を理解しやす
い。

２、繰り返して少しづつ段階的に話せる。

３、 患者の判断能力も十分あり、患者が自分の実際
の生活も考えて、自分に最善の方針を選択しやす
い。

４、 PC医が専門医と患者の仲介役となることで、患
者が本当に知りたいことや、不安を聞き出しやすく
なったり、専門医の説明の補足ができる。

地域で教えるということ

二ーバー牧師の祈り

主よ、

変えられないものを

受け入れる心の静けさと、

変えられるものを

変える勇気と、

その両者を見分ける

英知を与えたまえ。
アーメン

御静聴ありがとうございました


