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【実践報告】

人生の終末期に視点を置いた利用者本位の意思決定の支援
―

90 歳代夫婦の在宅支援の事例

―

Supporting the Decision Making Process for Beneficiaries of Long-term Care
Insurance Service at the Last Stage of Life
－ A Case Study of Home Care Support for a Couple in Their 90s －
塩

田

絹

代 1）

角 田 ま す み 2）

Kinuyo SHIOTA 1）， Masumi SUMITA 2）
要

旨

【目的】高齢者ができる限り本人らしい意思決定できるように実践した支援について報告し、意思決定の支援方法を考察
する。
【方法】近親者不在の 90 歳代の老夫婦の在宅支援をとおして、①法的支援の必要性と具体策の提示、②関係職種でチーム
を編成し多方面から関わる、③「気持ちを伝えるノート」（個別の事前指示書）の作成を実施した。
【結果】情報提供だけでは意思を整理・決定することが難しかったが、多職種で積極的に関わることで、信頼関係が構築
され気持ちを開き、意思を整理でき日常の意思決定ができた。個別の「気持ちを伝えるノート」を関係者と作成すること
で死をも含めた将来の意思決定ができた。
【考察】多職種での多角的な関わりや、信頼関係の構築は意思決定の影響要因となり、
「気持ちを伝えるノート」などのツー
ル作成は、高齢者が意思決定しやすくなる手立てとなり得ることが明らかになった。医療と生活の視点を併せ持つ看護師
は、多職種チームのまとめ役として在宅生活の場でも活躍が期待できる。
【キーワード】 意思決定

事前指示書

多職種の関わり

Ⅰ．はじめに

高齢者

在宅ケア

看護師の役割

むことである。しかし現実には、家族や親族などが高齢
者の人権を侵害する「高齢者虐待」が問題となっている 2）。

現在日本では、65 歳以上の高齢者人口が 23.3％ 1）とい

高齢者は意思決定が困難だと思われているが、本当に高

う超高齢社会を迎えており、高齢者独居世帯や高齢者夫

齢者は意思決定が困難なのだろうか。良い手だてや支援

婦世帯といった高齢者単独世帯が増えている。それに伴

があれば、高齢者であっても、本人の意思を尊重し反映

い代理判断者がおらず、高齢者自身が生活全般の意思決

した意思の決定ができるのではないかと考えた。また老

定を迫られている。しかし実際には高齢者の意思に反し

年期は他世代より死を意識した、先が限られた時期であ

て、家族や関係者の都合で不本意な生活をおくっている

るが、「自分にとって何が本当に大切か」を問われる人生

高齢者も見受けられる。自分の人生を自分で決め、周囲

の終末の時期であるとも言える。高齢者であるからこそ、

からその意思を尊重されること、つまり人生を尊厳をもっ

できる限り本人の希望にそった意思決定をしながら、限

て過ごすことは、介護の必要の有無に関わらず誰もが望

りある人生を過ごしたいのではないかと考える。そして
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看護職をはじめとする援助者は、高齢者の意思決定に関

実際に夫妻の生活全般に協力しているのは、血縁関係の

して、どのような支援ができるのかが問われている。

ない知人の子ども（60 歳代）
（以下Ｃ氏とする）である。
B は高齢であり心疾患を患っていることから、将来、判

的

Ⅱ．目

断力低下・心疾患の悪化による介護力低下が予測された。

本研究では、近親者不在の高齢者夫婦の在宅支援をと

一方で、夫妻が信頼し、実際に夫妻の日常の生活支援を

おして、高齢者ができる限り本人の希望にそった意思決

していたＣ氏がいたにもかかわらず、遠縁の親族たちが

定ができるような援助を実践したので報告し、支援方法

一方的な支援を行い始めていた。B の判断力が低下した

を考察する。

場合、A の生活自体が成り立たないこと、夫妻への人権
侵害・消費者被害・虐待が予測された。これらを防止し、

法

Ⅲ．方

人生の終末にある夫妻の希望に沿った生活ができるよう

１．期間

に支援するためには、夫妻が自分たちの意思を明確にし

X 年 4 月～ X ＋ 2 年 7 月（看護師である筆者が介護支

たうえで決定し表明できるような支援が重要だと考えら

援専門員として担当）

れた。以上の経過を踏まえ下記の援助を実践した（表 1

２．対象

経過概略と支援内容）。

夫妻は 90 歳代で、子どもはいない。妻（以下 A）は認

３．方法

知症で IADL が低下して生活全般に介助が必要な状態で

1）情報提供（方法①）
：夫妻の判断能力の低下が予測され、

ある。夫（以下 B）は判断力があり A の主介護者で金銭

地域包括支援センターの社会福祉士（以下社会福祉士）

管理もしているが、心疾患などで入退院を繰り返し、体

や社会福祉協議会日常生活自立支援事業専門員（以下

力的に問題がある。B の親族はほとんど死亡しており、A

社協担当者）とともに法的支援の必要性と具体策を提

の近隣の親族は夫妻に対し無関心である。夫妻が信頼し、

示した。

表1

経過概略と支援内容

年月日

主な経過

介護支援専門員（以下CM）として担当
X年 4月 Ａ：記憶力低下、家事実施
Ｂ：心疾患治療中、金銭管理担う、資産家 自宅での生活継続を強く希望

査定
キーパーソン不在
消費者被害、金銭搾取等の問題の可能性

市の無料法律相談に夫妻参加（社会福祉士、社協担当者、ＣＭが同行）
法的支援導入の必要性を再確認。
Aの認知症状の進行が早いこと、Bの病状悪化の
６月 Ａ：金銭管理に不安
Ｂ：法的制度の必要性を納得。手続きの煩雑に躊躇。 将来のことを楽観、手続きせず 可能性があることを懸念

8月

Ａ：認知症状が悪化、家事困難
B：キーパーソン候補の親族が亡くなる

夫妻の日常生活に支障
Bの身元引受人・キーパーソン不在の状態

11月

Ｂ：熱発で緊急入院。身元引受人不在
A：一時的に独居、介護者不在

Aの独居生活、Bの入院の支援が必要
行政や民生委員などの関与必要と判断

Ｂ退院。Ａの親族が介護意識を持たずに夫妻と同居生活開始
同 居によりBの遠縁や知人、近隣と疎遠
Ｂ：骨折し入院
3月
A：Bの入院理解できず、不穏 家出を繰り返す

X＋1年1月

10月

Ｂ退院。生活リズムの相違から親族との同居中止
再度、法的支援説明、Bは導入見送る

Ａ：更衣・排泄等にも自立が困難
X＋２年1月
B：介護負担大きいと担当者から報告 判断力低下の不安

Ｂ：介護や死後の供養、財産分与の希望を担当者に口頭で話す
公的支援の手続きや公証人役場での遺言状作成は拒否

支援内容
地域包括支援センター、社会福祉協議会に、夫妻の
金銭問題や キーパーソン不在に関し相談
①法的支援の必要性と具体策の提示
市の無料法律相談をキーパーソン候補；Bの遠縁の親族
社会福祉士・社協担当者に継続関与依頼
信頼関係を構築するために夫妻と面談を繰り返す
②関係職種でチームを編成し多方面から関わる
（チーム間で夫妻の状況共有、夫妻を見守る体制）
訪問看護；病状の把握・服薬管理、
訪問介護；家事援助、
通所介護；介護負担軽減・閉じこもり解消

夫妻の人的環境が変化
生活や介護に問題 対応を検討
Ａの親族家族が生活の中心
Ａが自宅にいづらい状態を懸念

身元引受人をBの遠縁と知人に依頼。緊急通報システム導入
隣人；夜間の見守り、民生委員；生活の声かけ
介護サービスも利用、チームで役割分担し見守る
自宅で、今後の生活について検討
包括に報告、夫妻の人権や金銭問題に関しアドバイス
Ａの認知症状への対応、同居親族の介護負担を軽減
各担当者で連携を取り、Aの在宅生活を支える

身元引受人・キーパーソン・介護者不在の状態に戻る
Bの本意を確かめる必要

支援チームの役割分担を徹底
急変時の対応にも備える Bが今後どうしたいのか傾聴

将来への不安が高まる
法的支援の契約、将来についての表記の必要性

夫妻の本意をどのように整理・表明したら良いか、包括所長、
社会福祉士、社協担当者、弁護士と検討を重ねる
権利擁護・後見人制度が導入できない問題点を探る
病状を訪問看護師が把握し、CMより担当者に周知し、対応

死後を含めた将来についての不安
③「気持ちを伝えるノート」の作成
公的支援の手続きや遺言状作成に対する心的負担
夫妻の本意を整理、表明を手伝う
作成の前段階として、事前指示書の作成を検討
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関係職種での積極的な働き

かけ（方法②）；日々の生活の中で決めていく日常の
事柄が決められない状態を打開するため、関係職種で

・これからの人生で大事にしたいもの

チームを編成し（図 1）
、多職種による様々なアプロー

・誰に介護してもらいたいか、
誰を頼りにしているか

チと支援をした。

・誰と何処で生活したいか
・Ｂの判断力が低下した際は、
Ａの生活に関し、誰に判断を任せるか
介護からの支援

日常生活を支える

（4名）

（3名）

訪問介護
通所介護
包括支援センター
社会福祉士

知人の子ども
隣人
民生委員

法的支援

・死後の財産をどのように処理したいか
図2

A・B

気持ちを伝えるノートの質問項目

医療

（4名）

市役所高齢福祉班
社協担当者
弁護士
保健師

・死後の法要に関し誰にどのように託したいか

（2名）

主治医
訪問看護師

介護支援専門員（1名）

４．分析方法
実践した援助内容を経過記録、及び専門職種の異なる
関係者へのアンケートを基に、分析した。
５．倫理的配慮

図1

Ａ・Ｂを支援する多職種チーム

本研究にあたり施設内倫理委員会の承認（承認番号Ｍ
Ｒ 201101）を得て、対象者にも個人情報の保護やデータ

3）将来の意思決定の支援 「気持ちを伝えるノート」の

の取り扱いについて説明し協力の同意を得た。また援助

作成（方法③）
；今後起こりうる判断力の低下や、死

方法の検証に不必要な情報を削除する等、プライバシ―

に関する事を含めた将来の事柄について考えることが

の保護に留意した。

できないため、意思表出しやすいように個別に合わせ

Ⅳ．結

た独自の『気持ちを伝えるノート』
（事前指示書）を
作成した。
岡

3）

意思表明ツールとして市販されている箕

の「私の 4 つのお願い」
、自分らしい「生き」「死
4）

に」を考える会 の「私の生き方連絡ノート」を参考に、

果

3 つの時期に分けて、結果を報告する。
１．情報の提供（方法①）「Ｘ年 4 月〜 6 月」
夫妻への人権侵害・消費者被害・虐待の防止を目的に、

弁護士にも相談しながら事前指示書として「気持ちを

社会福祉士や社協担当者らと共に、後見人制度など法的

伝えるノート」を作成した。このノート作成にあたり、

支援の必要性を説明した。併せて、市で実施している弁

夫妻に合わせた独自の質問を検討し、夫妻の人生の終

護士相談会へ同行し弁護士への橋渡し等の働きかけによ

末に必要と思われる質問（図 2）に厳選した。Ｂが高

り、後見人制度や公証人役場での遺言書作成などの具体

度の難聴でコミュニケ―ションが取りにくいため、要

的方法を提示した。これにより夫妻が自宅で生活するに

旨や質問を書いておいてＢに読んでもらい答えてもら

は法的支援が必要なことを A・B ともに納得した。A は

う、適時筆談を取り入れる等を工夫した。夫妻が強要・

B の病状や高齢であること、B がいなければ自分の生活自

強制・欺瞞などの不当な影響下にない状態で、意思を

体が脅かされることを心配し、すぐにでも財産管理を B

整理し決定したことを証明する意味も含めて、社会福

以外の他者に依頼したい意向があった。それに対し B は

祉士、社協担当者、筆者 3 名が立ち会った。聴き手、

制度の必要性は納得したものの、A の介護の支援や後見

記録者、全体の流れを把握する役割を決め、用意した

人制度を受けるなどの決断ができず、具体的な意思決定

質問にそって、本人達の気持ちを遮らず十分話しても

はできなかった。

らい、必要な部分は質問を掘り下げて話してもらう半
構造化面接に準じた面接に臨んだ。

担当者に対するアンケートによると、社協担当者は「タ
イムリーな時期に法的支援の必要性と具体策を提示でき、

その時折の A・B の状態に合わせた 3 段階の支援方

方向性が見えてきた」と評価した。しかし B が具体的な

法で、A・B ができる限り本人らしい意思決定ができ

意思決定ができないままでいたため、この時期には、親

るように取り組んだ。

族たちからの一方的な金銭管理、B の入院の手続きなど
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を代行するものがいないこと、B の入院中の A の介護者

し、問題解決に必要な相談や支援をしていくというま

不在などの様々な問題が生じた。また看護師の経験から、

とめ役的な関わりを実施した。

A の認知症状の進行が早く、近い将来、自分の身の回り

こうして各関係職種との連携や調整に関わりながら、

のことさえできなくなり、自分のことに関する判断がさ

夫妻の本意は何か、どうしたいのかをチームで探りなが

らに困難になること、B の心臓病の悪化や急変の可能性

ら意思決定しやすい環境を整えた。当初、夫妻は考えが

が高く、B の判断力低下も予測されることが懸念された。

まとまらない状態だった。しかし各方面の関係者が、情

Ｘ年 6 月の時点では、夫妻の生活に支障はないが、この

報提供・アセスメントを行い細かく問いかけていくと、
「A

ままでは本人達の意思や希望に沿った生活が困難となる

の介護が大変なこと」などを徐々に話し始められた。夫

ため、夫妻の意思決定を急ぐ必要があると査定した。

妻は気持ちを開き、夫妻からの情報により様々な問題が

２．関係職種での積極的な働きかけ（方法②）
「Ｘ年 8 月

解ってきた。特に B の入院中は A の独居生活を、退院後

〜Ｘ +1 年 3 月」
情報提供や具体策の提示だけでは、夫妻の意思を整理・

は A を見守る B を応援したこと、また訪問看護師や訪問
介護員などからの A の状態の変化の連絡により、各担当

決定できなかった。専門性が異なれば対象を観察する視

者間で連携をとり対応し大事に至らなかったことに対し、

点が異なり、得られる情報をより支援に活かせると考え、

B は「助かった」
「安心した」
「信頼した」という感想を持っ

関係職種でチームを編成した（図 1）
。担当者会議には職

たと言っている。夫妻の問題を A・B それぞれの意思を

種の異なる 14 名が一堂に会し、夫妻の在宅生活を支える

確認しながら、チームで解決していく中で、信頼関係が

ために、それぞれの専門的な視点で査定をした。各担当

構築できていき、援助を受け入れる姿勢に変化し、介護

者間で連携・協力しながら夫妻の生活に必要な支援を提

サービスの導入など日常の事柄を決めていく意思決定（日

供し、積極的に関わった。具体策として以下を行った。

常の意思決定）ができた。しかし、主介護者であるＢの

1）訪問介護員が家事遂行困難となった A を手伝うことで

介護が必要になる、判断力が低下する、死亡する等の今

夫妻の日常生活を支えた。
2）通所介護担当者は、A の閉じこもりや認知症の悪化を

後予測される生活に対する、より深い意思決定（将来の
意思決定）には至らず、身内からの金銭搾取の事実も判

防ぎ、入浴や排泄介助などの B の介護負担を軽減する

明した。

目的で関わった。

３．将来の意思決定の支援（方法③「気持ちを伝えるノー

3）地域の民生委員や隣人は、日常の見守りや声掛けを担
当した。

ト）の作成）「Ｘ+2 年 1 月〜 7 月」
X ＋２年には、A は日常生活の全てに介助が必要となり、

4）訪問看護師は、医療の側面から服薬管理や A の身体状

また B の心臓病も悪化した。A・B それぞれが大事にし

況や認知症の状況を把握し、それを受け主治医が的確

てきた事や、残された人生を本人らしく生きるにはどう

な治療や症状の判断を行った。

したいかを、判断力があるうちに将来の意思として明ら

5）社会福祉士や社協担当者が法的支援の側面から後見人
制度や権利擁護等の説明や導入などの見極めを行った。
6）行政は緊急通報システムの導入など福祉サービスを提
供した。
7）消費者被害・虐待等の側面から地域包括支援センター
所長にも関わってもらった。
8）各担当者からの情報を一冊の連絡ノートに書き込み、A

かにする必要があった。方法③では、できるだけ夫妻の
意思が反映される方法 5）を、地域包括支援センター所長、
社会福祉士、社協担当者、筆者をはじめとする関係者で
検討を重ねた。この時期、A は認知症が進行し詳細な質
問に答えることができず、発言の信憑性も不確かであっ
た。その為、A が他者に伝えたい事柄、そして B の判断
能力が低下した場合に A に対してして欲しい B の希望、

に連絡ノートを持ち歩いてもらった。A に関わる担当

B の将来の希望を一冊のノートにまとめることにした。自

者が連絡ノートの情報をもとに支援をしていくという

分で文章を記載できない夫妻の身体状況を考慮して、面

連携体制をとった。

接後に A・B の意思を尊重して記載できるように立会者

9）支援する中で夫妻に問題が生じれば筆者に情報が提供

間で検討を重ね、仮のノートを作成し、夫妻に内容の確

されるよう環境設定を行った。看護師である筆者が介

認を取ってノートを完成させた。その結果、A は B 以外

護支援専門員として夫妻の状況を総合的に判断し、緊

では誰を頼りにしたいか、B は夫妻の世話や、死後の供

急性や召集するメンバーを考慮して担当者会議を開催

養を誰に任せたいか等が明確になった。また B は A の権
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因になることが示唆された。

ことも B 自身が気付いた。このようにノートを作成する

2）「気持ちを伝えるノート」というツール

過程において、死後の事柄を含めた将来の意思決定をす
る事ができた。B は
「立会者を信じられたので答えられた」
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方法②では、日常の意思決定はできても、自分たちの
将来や死後に生じる問題をどうするかなど、さらに深い

「自分の考えを表せて安心した」と感想を述べている。担

決断ともいえる将来の意思決定には至らなかった。そこ

当者へのアンケートでは「このノートは今後の事を整理

で方法③の個別性に応じた事前指示書等のツール作成の

するのに有用で、本人の意思に沿った支援を、家族や関

段階へと移行した。Ａが金銭管理できず、90 歳後半のＢ

係者がしやすくなる」
「今後の支援に活用したい」という

が金銭管理をしているという危うい状況だからこそ必要

意見があった。

であった。「気持ちを伝えるノート」の具体的な質問に答
Ⅴ．考

えていくことで、夫妻は残された人生を真剣に考え、誰

察

にそばにいて世話をして欲しいか、財産を誰に譲りたい

高齢者の中で、自分の生活について希望や方針を言明

か、どのように弔って欲しいかなどの将来の意思を考え

できる人は多くはないと思われる。周囲の気持ちに左右

ることができた。これは遠からず判断力が低下し、死が

され、本心を言い出せない人がいるのも現状である。時

訪れることを直視し、残された人生を見つめ直し、死を

間をかけて本人と話し合い、本人の意思を整理し、本当

も含めた将来の意思を整理・決定できたと考える。多く

の希望や方針を決めていく丁寧なやり取りの過程が必要

の人は、自分の本意を考え表現できないまま生活してい

だと考えられる。しかし臨床現場では時間が限られてお

るのではないかと考える。特に高齢者は心身が弱り、他

り、その中で効果的に関わっていく必要がある。そこで

者に遠慮して生活している。高齢者の本意を探し、それ

本事例をとおして、本人の意思を整理、確認、決定、表

を表現できる支援が必要だが、現実は高齢者の意思はな

出する支援を 3 段階の方法で実施してみた結果、下記の

おざりにされがちである。この対象者の問題を熟知した

事柄が示唆された。

関係者と作り上げていく「気持ちを伝えるノート」とい

１．高齢者が意思決定しやすい要因

う事前指示書は、今まで高齢者等の意思決定が難しいと

1）多職種での積極的な関わりの中の信頼関係

みなされていた人達にも、意思の確認・決定・表出・意

方法①では、本人がその情報を納得しても意思決定に

欲の維持に有用であると思われる。確かに時をおって人

は至らなかった。しかし、黒川の「高齢者の心と体を支

の意思は変わっていくものである。その時の本人の状況

6）

えるためには、チームアプローチが不可欠である」 の提

や環境に左右される。ノートを記載した時点での本人の

言を基に、
方法②を行うなかで、
夫妻より「○○してもらっ

意思が優先され、必要な時点での本人の気持ちが反映さ

て助かった」
「そんな方法もあったのか」
「○○してみよう」

れない場合もあるだろう。ノートが改ざんされ悪用され

という発言が聞かれている。夫妻の中に見守られている

る可能性もあろう。また本人を支え、そのノートに関わ

感覚が芽生え、気持ちを開く助けになったと考える。こ

る関係者も変化していく。上記のようなリスクを考慮し

れは、角田

7）

が「関係性の中の自己決定」という言葉で

ても、看護師をはじめ他者援助に関わる者は、その利用

提唱している、多職種が関わることで、その人間関係や

者の本意にそった支援をするべきであるという原則 8）9）

コミュニケーションの中で、本人が何を望み、どうした

がある。人の気持ちはその都度、揺らぐものである。そ

いかという自己を意識し、自己確認し、意思表明を助け

の気持ちの振幅の中庸を見極め、関係者が継時的に関わっ

ることができるということを、在宅ケアの現場において

ていく努力が重要である。このノートは、その時点の本

支援の有効な働きかけとして実践できたと考える。多職

人の気持ちを整理・まとめ・表現する手立てとして役立ち、

種チームでの人間関係とコミュニケーションの中で夫妻

人生の終盤ステージを本人らしく生き、本人らしく締め

は自己を確認し、何を望み、どうしたいのかという意思

くくる支援ができると考える。

を表出できたと考える。夫妻の不安感が安心へと転換し、

本実践を振り返ってみると、他機関の多職種で積極的

信じられるという信頼関係の構築に繋がり、意欲を引き

に多角的に関わり、その中での信頼関係の構築、そして

出せ、意思の表出を可能にし、介護サービスの導入など

事前指示書などのツール作成は、高齢者が意思決定しや

日常の意思決定ができたものと考える。つまり多職種で

すくなる手立てとなり得る事が示唆された。

の多角的な関わりの中での信頼関係は意思決定の影響要

人はいずれ死を迎える。木村が 10）「自分の手に自分の
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いのちを取り戻し、自分が決めるというところに原点が

て可能になったといえる。また在宅という生活の場で、

ある」と記しているように、たとえ高齢者であっても、

医療と生活の視点を併せ持つ看護師が、対象者を把握し

その人がその人らしく生きて、死を迎えるためには、他

各担当者に情報を提供し、多職種のまとめ役となること

者や家族ではなく、本人が本人の意思で決め、納得した

は、対象者の利益を守り、利用者との信頼関係を構築し、

人生をおくる権利がある。介護や医療の現場では、方法

利用者本位の意思決定を援助していく事に繋がると考え

①の情報提供だけをし、本人達に意思決定を迫り、それ

る。私達、援助者は、人生の終末期を生きている高齢者

ができなければそこで支援を終了しているのが現状では

だからこそ、本人の意思によってその人らしい生活のあ

ないだろうか。時間が限られた臨床現場であっても、意

り方や人生の方針を決め、悔いのない人生がおくれるよ

思決定は困難だと諦めず、事前指示書などのツールを活

うに、取り組まなければならないと考える。

用して、もう一歩踏み込んだ支援が必要だと考える。
２.

Ⅶ．今後の課題

在宅での看護師の役割

在宅という生活の場において、多職種との連携やそのま

今回は 1 事例の援助活動においての研究であり、この

とめ役および利用者本位の事前指示書を作成する際に、医

ことから汎化できるわけではないが、今後、高齢者の意

療と生活の視点を併せ持つ看護師の経験が重要な役割を持

思決定を関係者が支援していく布石になればと考える。

つと考える。たとえば、訪問介護員や通所介護担当者から

事例を蓄積し、さらに検証していく事が今後の研究課題

失禁の報告を受けた際、訪問看護師より「その失禁は尿路

である。

感染症の頻尿の可能性がある」
「認知症状の失行の為、更
衣ができず失禁している」と、的確な状況判断をした返答
があった。それを受けて主治医への報告や診察・治療が必
要なのか、保清や更衣の介助が必要なのか、担当者間で情
報を共有することができた。つまり看護師は対象となる高
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