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難しくなっている状況のなかで、
リビング・ウイルを書いておく
ける様々な課題や問題を取り上
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げ、議論を重ねてきましたが、

び上がっているように思います。
今回のテーマはレジリエンスで
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人にとって」の生きがいは何であるのか
を聞きながら引き出す努力をすること。
「本人が選ぶ」ことを尊重するのが大事
なのです。ですからヒューバーが行う研
修は、ポジティヴヘルスを導入する専門
職の人たちが、患者や市民とどのような
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の提起をお願いしたいと思いま
思い通りの最期を迎えることが

す。

をみていきます。
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治療以外のアプローチの相対的な位置が

どに治療医学が力を発揮した時代から、

動してきている」といえます。感染症な
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「病気
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要な医療ですから、
「治せない治療に意
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和）
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側とのコミュニケーションが深まること
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か、医療者や支援者と相談することが求

を望むのか、最後の生をどう生きたいの

ればなりません。そしてどのような生活

抱えながらどう生きていくかを考えなけ

病気は治らないことも多いので、病気を

う単純な発想をやめなければなりません。

病院に行って医師に治してもらう」とい

変容が求められます。
「病気になったら

医療者だけではなく患者側にも、態度

換、と私はとらえています。

考え方は、この歴史始まって以来の大転

始まって約 160 年ですが、こうした

議」の意義なんです。日本の近代医学が

寄り添う──これが ACP や「人生会

いく、そのプロセスに、医療・介護職は

患者自らが治療の目的を含む自身の人生

の生き方を深め、変容していく。つまり、

であり、医療は病気の治療、健康回復が

つまり健康とは、
「完全に良好な状態」

す。そこで重要になってくるのが、
「健

についてのとらえ方が出てきたわけです。 た医療の歴史的な変化があるのではない

の結果、「無益な医療」を中止して尊厳死、 止した状態ではなく「対応力」という動

使命であるとすると、治せない治療に意

て、患者自身が自らを見つめ直し、自分

わけではないんです。病気の発症を受け

くことになるわけです。

に自信をつけ、レジリエンスを高めてい

─そうした小さな成功の積み重ねが本人

し、支援者はその目的達成に寄り添う─

て、目的を立て、それを達成する努力を

本人が自分の状態を自分なりに把握し

ということです。

ょう。簡単に言うと「口出しはしない」

会話を持つかの訓練といってもいいでし

した。これまで終末期医療にお

ではなく、適応しやりくりする能力。静

になります。

のレジリエンスという言葉は
から回復した方にはいくつかの

この「クモの巣」は緩和ケアなどでも
使われ、終末期でも役に立ちます。実際、

ないということなどからですね。
「 お母

あらためて浮かび上がった 」

力をしましょう、というような誘導とか

「リビング・ウイルの重要性が

味はないということになりかねない。そ

な状態」なんてあるでしょうか。
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ボットあかねさんの話にもありましたが、 これを私なりに言い換えると、健康とは

充実とか介護と医療の連携などです。

的な言動などもあり、また感染

ながり⑥日常機能、の つです。その下
に の指標があり、その指標を 点満点
高齢の終末期の方に記入してもらうと、
あります。家族は表面的な動作などを見

健康感の変遷もわかります。これはあく

にとっても、何が「本人にとって」本当

さんは意外に今の状態に満足している」

ールにもなり、支援者にとっては「対話」
に大切なことなのかを突き止め、何を変

までも本人の「その時」の主観的な実感

のきっかけにもなり得るわけです。コロ
えればそれを達成することができるか、

ことなどがわかったりもします。支援者

ナ禍で対面の診療が難しかったケースな
あくまでも「本人自身が引き出す」支援

社会とのつながり

あること」でした。しかし「完全に良好

くらしの質

どでは、家庭医が、この指標を念頭に電

いきがい

をします。低いからこの指標を上げる努

価値観の多様性と
向き合う臨床
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クモの巣の
健康面積

話をかけていたと言われています。

ですので、自分自身が振り返るためのツ

れるわけです。別な時にまた記入すれば、 て低く判断し、本人の内面まではわから

つまり「その時」の本人の健康感が示さ

す。この内側が「健康面積」になります。 意外に健康面積が大きいといったことも

とした 角形の図に記入し、線で結びま
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• 内省的であること：過去の経験を意思決定に活用できる
• 機知に富んでいること：代替案を思いつける
• インクルーシブであること：すべてのステークホルダーが考慮
されている
• 統合的であること：異なるシステムや組織がつながっていて相
乗効果が創出される
• 頑強であること：しっかりとしたシステムが、しっかりと管理され
ている
• 余剰があること：計画にゆとりがあって、非常時に対応できる、
特定の問題に関して複数の対応策がある
• フレキシブルであること：変化に対応できる

「人は
『物語る』
ことで
生き直 す 力 を
獲得していく」

心の状態
日常機能

後遺症が残りました。一方で亡
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身体の状態

この研究会も 10 回を迎えま
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レジリエンスの要素

ショックに
耐える力

レジリエントシティから学ぶ
ストレスに
耐える力

では、今回のテーマであるレジリエン

しょうか。
た「意味の再構成を支援するケア」も緩

成できるようになっていきます。こうし
件数は 557 件。相談者の多くは女性で、

べます。ちなみに 2020 年度の相談

多大なエネルギーと時間を傾注していま

人びと、最後は自分の命…。人生は喪失

活動能力、職業、経済的基盤、親愛なる

なものを失う可能性があります。健康、

侶、家族…などですが、同時にさまざま

家族、職業、キャリア、地位、財産、伴

生の中でさまざまなものを獲得します。

かし、このような説明ができる前提が、

ちは、こうした喪失を回避しようと日夜、 を行おうと一生懸命になっています。し

のプロセスそのものともいえます。私た

思いがけない出来事や不条理な出来事

の重要な出来事について意味のある説明

のライフストーリーの筆者であり、人生

て深く考えるようになります。人は自ら

今後の人生についての意味と目標につい

明した時には、誰もが動揺します。また、

る、ということになります。こうしたこ

が正しいことを認め、その価値を支持す

が紡ぐ人生の物語に立ち会い、その解釈

者、医療者の同僚になり、医療者は患者

互作用によって、患者が治療の共同作業

者は傾聴します。この対の営みという相

病の語りを絶えず改訂し、物語り、医療

す。これまでの「治療する人」と「治療さ

医療者と患者の関係も変化していきま

の終わり方がこれで良いのか疑問・外出

に入居しているが面会ができない。人生

貴重な機械を譲りたい・高齢の母は特養

い。十分長生きしたので将来のある人に

のような場合でも人工呼吸器は拒否した

・もしも感染して重症になった時は、ど

れた頃です。以下、具体的に述べます。

エクモが装着される」という報道がなさ

患者は人生の物語、 は、「高齢者が感染すると重症化しやすく、
通りの生活ができなくなったりした場合、 れる人」であったのが、

加齢などによって心身が衰え、これまで

とを通じて、患者が「生き直す力」を獲
が出来なくなり食欲もなくなってきた。

応しています。コロナ禍での最初の相談

問わず、相談員 名（現在は 名）で対

それは「物語ること」ナラティブから
平均年齢は 歳。対象は会員、非会員を

すが、不本意にも大事なものを失わざる
（例えば災害や事故、重篤な病気など）
得していくことになると考えています。

ス（絶望から生き直す力）はどこからく
和ケアの重要な役割になります。

を得ないのが人生です。私たちは、こう
によって疑問視される事態も生じます。

くると言えます。例えば重大な病気が判

した喪失とどう折り合っていけばいいの
その時には、自分のライフストーリーを

るのか、を最後にお話しします。人は人

でしょうか。挫折から復元する力＝レジ

日本尊厳死協会の
医療相談から
平林池保子

このままでは体力が弱くなって寝たきり
になるのではと心配・老人ホームでは制
限が厳しく、廊下で会っても挨拶ができ
ない。食事も皆、同じ方向を向いて一人
寂しくとっている。早くこんな生活が終
わってほしい・友人とは電話で話すこと
はあるが、交流が持てず寂しい── この
ように、非日常がありありと映し出され
るような相談内容でした。

てこなかった経験に新たな光をあてるこ

直すようになり、これまでさほど注目し

れまでとは異なる視点から自分を見つめ

に医療相談の果たす役割などについて述

立ち直るきっかけは何だったのか、さら

んが何に苦しみ、何を求めているのか、

本日は、コロナ禍のなかで会員の皆さ

し合い、意思を共有していたためではな

妻から。家族構成は夫婦と、海外から帰

代の夫を自宅で介護したいという 代の

【事例】主訴は、肺炎で入院している

こうした相談の中からある事例をお伝

とで、これまでと異なるストーリーを構

痰排出リハビリで改善した時点で在宅医

えします。

は難しいこともある旨を説明し、電話で

いでしょうか。LW は、お一人のもの

強い希望があり退院を許可したとのこと。 ではなく、皆で共有してこそ有効になる

たらいいかというもの。家族としては、

ので退院は許可できないという。どうし

いるが、病院側は肺炎が完治していない

状況に耐えられず、強く退院を希望して

相談の主旨は、夫は、今置かれている

明瞭で、協会の会員証は提出している、

引。ベッド上で抑制された状態。意識は

養。肺炎は改善されず痰の喀出が多く吸

れたが気管切開口は閉じられず、経鼻栄

翌日、気管切開。現在、人工呼吸器は外

しかし家族が強く望むならば、病院医療

タッチするのは早すぎるのではないか。

考えると、今の時点で訪問医療にバトン

炎が継続し、痰の喀出困難があることを

々です。その顧問医の見解としては、「肺

専門的になったと時にお願いしている方

いいと申し出られている医師で、相談が

協力医師の中で医療相談を引き受けても

は、協会に登録しておられる LW 受容

への迷いなどを相談しました。顧問医と

可が下りていない中で受容協力医師案内

この相談が終了後、顧問医に、退院許

は、日頃から LW についてご家族で話

な状態で退院し在宅医療を可能にしたの

計り知れないものがあります。このよう

り、背中をさすることもできない辛さは

会謝絶になり、限られた命の夫の手を握

があったと思いますが、それ以上に、面

医療への切り替えは、当然、家族に迷い

ました。医療ニーズが高い状態での在宅

この事例から、次のように考察いたし

が整い、希望通りに退院となりました。

を受け入れるクリニックがあり介護体制

を図にしましたのでご覧ください。

っています。最後に、医療相談の仕組み

方のお手伝いをさせていただきたいと願

「レジリエンス」を高め、尊厳ある生き

いく「場」と考えています。そのことで

点が整理され、次のステップへと進んで

報など必要な情報を伝えることで、問題

を重ねながら、医療機関や介護、医療情

相談者と相談員が会話のキャッチボール

このように医療相談の果たす役割は、

相談の仕組み

介護情報

希望表明書 ACP

要望
提案
専⾨医

というもの。

これではコロナ禍で面会できず触れ合う

への介入はできないがアドバイスは可
協会

受容医 在宅医療

私は緩和ケアを 年行ってきており、

「 過 去でも未来でもなく
『今のあるがまま』
を
受け入れる」

高宮有介

レジリエンスを高める
マインドフルネスと
GRACE

ことができない、主治医からの病状説明

ものと痛感しました。

族の受け入れる覚悟と強い希望を主治医

70

受容協力医師ではありませんが在宅医療

70

に伝えるようにアドバイスしました。

月前、転移性肺がんで放射線治療を行い、 相談することを勧めました。その際、家
経過良好で病巣が縮小したが、 日後、

3

能」というものでした。
その後、相談者から 度目の相談があ
りました。病院への再三の申し入れに対

精神保健福祉センター

命ならば本人の願いを叶えてあげたいが、
痰の吸引や経鼻栄養など医療ニーズが高

し、病院側から、臨床会議を開き、結果
を主治医から説明しますとの連絡があり、

く家庭介護に不安、というのが相談のあ
らましでした。

ようやく先が見えてひと息付けたと相談

た。医療相談はここで終了しています。

つ い て お 話 し ま す。
「 not doing but

まず「ケアする人自身の心のケア」に

若い医療者に伝える仕事をしています。

心のケアやコミュニケーションを学生や

30

傾聴
アドバイス

医療相談
顧問医アドバイス

ではどう対応したかですが、医療ニー

たところ、是非お願いしたいとのことで

訪問医療を行っている LW 受容協力医

しばらくして、顧問医より経過報告があ

相談者
医療機関案内

LW
地域包括⽀援センター

がん相談 患者友の会

ズの高い介護は家族ではできないと考え、 者は話していました。顧問医の件も伝え
訪問医療について説明しましたところ、

師をご案内しました。しかし主治医から

りました。病院側は、肺炎が落ち着き喀

「是非お願いしたい」
とのことでしたから、 したので、お互いの連絡先を案内しまし

退院許可のない中では訪問医の受け入れ

介護保険 ケアマネージャー

専⾨相談窓⼝

2

は曖昧で不信感を抱いている、限られた

高熱で緊急受診し人工呼吸器を装着し、

2

療を考えていたようだが、患者と家族の

人援助職、臨床宗教師などによって、こ

「会 話の
に住み、その意味を再構成する存在なの
キャッチボールが
です。
この物語の書き換えには支援者や相談 レジリエンスを
者が必要になります。家族、医療者、対
高める一助に」

みです。このように人間は、物語のなか

の人生の意味を見つけ直そう」とする試

りします。それは、
「物語によって自分

改訂し、編集し直すか大幅に書き直した

78

リエンス・対処能力はどこからくるので

2

国した娘が一時的に同居。経緯は、 か

22
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を思い起こす。今、ここで担っている役

意図

れが being
の例ですよ、と言われました。 ネスの効果として、①不安・気分の落ち
込みの改善、②睡眠、心拍数、血圧の改
ここで、研修医のうつ、抑うつ症状の
ける）
、R（

」という言葉があります。イギリ
being
スのホスピスに研修に行った時に最初に
割 や 目 的・ 動 機 を 意 識 す る ）
、A
r
e
h
t
o
n
e
h
t
,
f
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e
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t
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A
自分の

身体・感情・思考に波長を合わせてから

はなく、真っ赤な毛布を持って行って、

い。その時にはシーツを取り替えるので

下がり数時間後には亡くなるかもしれな

り替えたけど、また血を吐いた。血圧も

赤く染まった。看護師は白いシーツに取

が、真っ赤な血を吐いた。白いシーツが

末期でホスピスに入院していた若い男性

カバットジン教授は、慢性疼痛に効果が

ツ大学ストレス低減センターのジョン・

受け入れるということ。マサチューセッ

過剰な心配をしない。今のあるがままを

揮します。過去を引きずらない、未来に

その場合、マインドフルネスが効果を発

と言い合いをした。それほどではないの

中すること）があります。例えばある人

としてマインドフルネス（瞑想。今に集

「ケアする人自身の心のケア」の一つ

いと思います。

始しました。今日はその一部を紹介した

年から昭和大学でセルフケアの教育を開

ア メ リ カ な ど で 勉 強 を 始 め、2015

は、日本人にとっては特に新しいもので

いたのでしょう。このマインドフルネス

年も前から、このことの大事さは知って

瞑想とかヨガもそうですが、人類は何千

のキーワードは「呼吸」です。呼吸が乱

ここにある」ですね。マインドフルネス

る、ということなんです。
「幸せは、今、

でも、今この瞬間の幸せを見つけて生き

る、ということなんです。今のコロナ禍

への繰り返しを止め、今に集中して生き

どうしよう」と不安になる。過去と未来

未来に対しては「うまくいかなかったら

過去にくよくよし落ち込んでいく。また

ました。それを機に私は、カナダや豪州、 安になると「心は今にない」状態になり、

ある医学生が自ら命を絶ったことがあり

はなく懐かしいものといってもいいでし

その人に対する怒りや恨みになってきた。 れると、心と体も乱れるかもしれない。

にずーっと引きずり、家に帰ってから、

道などの武道も、もともとは心の使い方、 の世界に戻るには、手を洗うとかルーチ

ょう。禅や華道、茶道、剣道や柔道、弓

ンを設けることも大事かもしれません。

そして終わりにする。終わりにして自分

ことで、違う展開になるかもしれない。

でも「今日は違うかもしれない」と思う

り「死にたい」と言ったりする患者さん

紙で関わります。いつも怒りをぶつけた

わせてから相手に合わせます。そして白

ているのかを考え、自分の体に波長を合

分は医療者になって患者さんと向き合っ

部屋に入る時に思い起こすのは、なぜ自

にまず呼吸を整え、地に足をつけます。

という患者さんがいるとします。その時

も怒りをぶつけたり、
「早く死にたい」

緩和ケアで、ベッドサイドに行くといつ

わりにしていく）
ということです。例えば、
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血で染まったシーツと彼を覆って「傍に

あると発表していますし、なかなか治り
呼吸法はマインドフルネスなんです。つ

相手に波長を合わせる）
、
C（

いるから大丈夫ですよ」と向き合う。こ

きらない再発うつへの効果も証明してい

真実は知らないという

態度、白紙で関わる。初心に戻る）
、E
（
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（
ます。

とも洗い流すイメージですね。これらは、

に注意を集中し、呼吸を整え地に足をつ
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次に GRACEに移ります。GRACE

手を洗いながら、その日のいろいろなこ

構成／会報編集・郡司 武 写真／水村 孝

岩尾 今回は「尊厳死法制化の展望」と

事業として認めると、医師を治療中止へ

ング・ウィルの登録管理事業を公益目的

的リスクから医師等を守るための手段と

く延命措置の中止等に起因する種々の法

ため、ひいては患者の推定的意思に基づ

岩尾總一郎 理事長
友納理緒 理事

誘引する等の悪影響（法的な不利益）を

を不服として行政訴訟を提起したのです

請したのですが、却下されました。これ

2017 年、内閣府に公益法人化を申

大変な貢献をいただきました。協会は

ますが、一昨年の協会公益法人化に際し

は看護師であるとともに弁護士でもあり

信をもって、これまでの協会の活動やそ

えています。おかげで裁判では、常に自

み、また賛同して下さった皆さまだと考

は、これまで協会の活動に真摯に取り組

しゃっていただきましたが、真の功労者

事長からは、私ども代理人の活躍とおっ

友納 この裁判については、今、岩尾理

んでした。

の見解をそのままにすることはできませ

にもなるもの）です。この点を誤った国

りとなるもの（すなわち、医療者のため

意思を把握する方法として重要な手がか

ん、終末期医療において医療者が患者の

という観点から重要であることはもちろ

リビング・ウィルは、個人の意思の尊重

重大な誤りがあることを主張しました。

友納 はい。夫と二人で担当させていた

で対応していただきました。

岩尾 訴訟はご夫婦（土肥法律事務所）

考えられる。
」とまで示しました。

る患者の自己決定権が保護されるものと

終末期医療の治療方針の決定場面におけ

とを免れる可能性があり、結果として、

が遺族等から無用な責任追及を受けるこ

のリビング・ウィルの存在により、医師

る」ことを認め、そのうえで、
「当協会

与える可能性がある」という点について、 して積極的な役割を果たし得るものであ

が、友納さんの活躍により、一審二審と

の意義を主張することができましたし、

その結果、皆さまもご存じのとおり、

いうテーマで、協会理事の友納理緒さん

も勝訴し国側が上告を断念したことで、

勝訴が難しいといわれる行政訴訟でした

だきました。役割分担は、主に、憲法や

との特別対談を企画しました。友納理事

2020 年に協会が公益法人として認

第一審の東京地方裁判所も控訴審の東京

公益認定法などの法律の解釈については

が、こちらの主張が認められるという自

高等裁判所も、不認定処分の取り消しを

夫が担当し、具体的な事実のあてはめに

信が揺らぐこともありませんでした。

認めました。特に高等裁判所は、
「リビ

ついては、医学的な知識や経験、臨床現

当時を振り返り、協会の公益性につい
て友納さんらが主張したことと、東京高

ング・ウィルは、患者の意思を推定する

裁判では、主に、国が不認定処分の際

裁の下した判断について話してください。 に理由とした「協会の事業のうち、リビ

定されたわけです。

意思の把握に
重要な手がかり

尊厳死協会の理事で︑﹁尊厳死法制化を考える議員連盟﹂事務局の裏方として︑
年近く﹁尊厳死立法﹂にかかわってきた友納理緒弁護士︒
﹁より個人の意思が尊重される社会となるよう力を尽くしたい﹂と︑
岩尾總一郎理事長と﹁法制化の展望﹂について語りました︒

。
まさに﹁死の迎え方の選択 ﹂
立法は必要

特別対談 尊厳死法制化の展望

また、がん患者さんへのマインドフル

います。

の禅僧との出会いがきっかけと言われて

まり目の前に集中すること。

ルネスをまとめますと、落ち込んだり不

（

データを紹介します。海外では ・ ％、 善、③ 免 疫 機 能 の 変 化、④ QOL（ 生
日本では ％近くが、研修開始後に抑う

8

つ症状を訴えています。実は昭和大学で、 化、なども言われています。マインドフ

活の質）の向上、⑤炎症関連遺伝子の変

言われた言葉です。何かをすることでは
なく傍にいることが大切、という意味。

28

ます。マインドフルネスは、じつは日本

「赤い毛布」の例を話します。胃がんの

20

8
9

10

これは裏話ですが、実は、この裁判は、 岩尾理事長、当時の青山副理事長、長尾
法律案要綱（案）
」が発表さました。そ

状態における延命措置の中止等に関する

者の意思を尊重する法律案」を発表しま

岩尾 さて、本日の法制化の話題です。
したね。

が、資料作りなどの準備をなさっていま

僅か
USA

患者の自己決定法(90)

18-30%

た「請願書」を衆・参両院議長に提出し
ました。相前後して超党派の国会議員か
らなる
「尊厳死法制化を考える議員連盟」

上に悩むことなく取り組めました。
あとは、定期的に開いていただいた協
が設立され、 年 月に法律草案「臨死

副理事長が参加して下さいましたが、医
の後、議連は複数回にわたって法案を作

りチームでこの訴訟に対応していると感

護士仲間にも、
「この裁判をよく２人で
協会では尊厳死法制化を求めて

61-92歳代10%、20-60 歳代 3%(08)
慣習法、精神能力評価法(05)

場のイメージがある程度必要でしたので、 確かに作業量は多かったですが、必要以
私が担当しました。日ごろから、医療訴
訟なども二人で担当していましたので、
会でのミーティングも大きかったです。

国の公益認定不認定処分を司法が取り消
学・法学それぞれのお立場から重要なご
成し、 年に「終末期の医療に関する患

裁判期日には、国側は、毎回、傍聴席も
したが、上程には至りませんでした。

対応したね」と言われました。ただ先ほ
友納 はい。衆議院法制局の皆さんと国

議院議員の政策秘書をしておられました

法制化議連の事務局長だったあべ俊子衆

友納さんは、 年から 年まで尊厳死

じられたのが良かったです。

いました。それに対して、こちら側はい
憲法で保障される
つも、法廷内は夫と２人、傍聴席の協会
「自己決定権」

どの話ではないですが、訴訟提起前から、 2003 年度から全国運動を展開し、
会議員の皆さんがイメージされている法

医療措置契約法(95)
UK

スイス

民法改正(01)

5-10％(08)
スペイン

スペイン基本法41/ (02)

0.1%=43,668人(女性61%; 男性39 % ) (08).
シンガポール

事前医療指示法(96)

‐
台湾

安寧緩和医療法(00)、患者自主権利法(15)

‐
韓国

ホスピス・緩和医療および終末期患者の延命医療の決定に関す
る法律(16)

‐

友納さんはどのように思いますか。

オランダ

岩尾 諸外国は終末期の医療に関する自

1%以下(08)

友納 私も LW に関する立法は必要だ

－
インフォームド・コンセント及び事前指示書に関する規定(18)

己決定権を当然の患者の権利として

ヘルスケア法(97)
イタリア

と考えています。日本には憲法があり、

860万人：約10%(05)

LW（リビング・ウィル）が法制化され

－
第3次改正世話人法(09)

その中で定められる基本的人権の１つと

患者の権利及び生の終末に関する法律(05)
ドイツ

ています（表参照）
。日本では医療を受

フランス

して幸福追求権（憲法 条）があると考

患者の権利法、安楽死法(02)

ける際の包括的な患者の権利法制定の動

ベルギー

いての選択権」
「最後の生き方を自分で

う「死の迎え方ないし死に至る過程につ

の是非ですが、これはまさに裁判例のい

医療の自己選択を尊重する LW 立法」

友納 この観点については、様々なご意

と思います。

したがって、終末期医療の立法は必要だ

事の）訴訟リスクを負担するわけです。

とは、常に医療関係者が、
（民事及び刑

自己選択を尊重する LW 立法について、 権は、個人が人間らしく生きていくうえ

決めること」を保障するものですので、

私たちの生き方にとって大切なことです。 見があると思いますので、慎重な議論が
必要だと考えますが、重要なのは、リビ
ングウィルやＡＣＰなどにより患者の意

で不可欠な利益を内容とする権利であり、 するとはいえ、その権利は、死そのもの

の行為に対して違法性の有無が判断され

の責任を問う人が訴訟を起こし、医療者

工呼吸器を外した患者が亡くなると医師

岩尾 過去の事件報道から、終末期に人

の法的な責任などについても議論がなさ

者の意思を尊重して行った医療者の行為

をつくることが重要です。その中で、患

の意思が最大限尊重されるような仕組み

思確認が適切になされること、そしてそ

を選ぶ権利、
『死ぬ権利』を認めたもの

れる必要があるでしょう。

医療者の法的責任には
議論が必要

憲法に具体的に明示されていない権利で

てきました。日本の司法は問題が生じな

ない」とされています。

ではなく、
『死の迎え方ないし死に至る

その１つが、自分の生き方にとって大切

また、横浜地方裁判所平成 年 月

自殺や死ぬ権利を認めるというものでは

いきたい」と抱負を述べています。先ごろ、

なこと、自分の人格的な存在に係わるよ

それでは、
「自分の生き方にとって大

なく、あくまでも人間の尊厳、幸福追求

方などを話し合い、友納氏の選挙への支

日判決（川崎協同病院事件）においても、

切なこと」として、身体・生命の処分に

権の発露として、各人が人間存在として

どの新たな立法も視野に入れて活動して

あっても「新しい人権」として憲法上保

月には

－
事前指示法(06)

看取り」にかかわる体系的な協力のあり

うな重要なことを自分で決める権利、す

関する事項、例えば、
『死ぬ権利』のよ

の自己の生き方、生き様を自分で決め、

「終末期における患者の自己決定の尊重は、

うなものが認められるのでしょうか。こ

それを実行していくことを貫徹し、全う

ンドを持つ弁護士として、医療や看護な

岩尾 本日はどうもありがとうございま

年

－

法律名(施行年)

援を伝えました。

なわち、
「自己決定権」です。

の死ぬ権利については、少なくとも今の

する結果、
『最後の生き方、すなわち死の
迎え方を自分で決めることができるとい

日本では認められていません。
例えば、有名な裁判例ですが、横浜地

うことのいわば反射的なもの』として位

師でもあり、
「看護師というバックグラウ

25

方裁判所平成 年 月 日判決（東海大

が決まった友納弁護士は、看護師、保健

3

置付けられるべきである」とされています。

連盟の組織内候補として立候補すること

17

学附属病院事件）の言葉を借りますと、

7月に行われる参議院選挙に、日本看護

いと判断できない、あらかじめ司法判断

協会側の主張には自信がありましたので、

LW普及率(調査年)
国/地域

オーストリア

えられています。そして、この幸福追求

だきました。

るかなど、何度も話し合いをさせていた

の関係でどのような位置づけの法律にす

とし込むか、また、刑法など他の法律と

律案を具体的にどのような条文にして落

万 8176 人が署名し

の事務局を合わせても３～４人ほど。弁

16

きもありますが、終末期に限った医療の

ハンガリー

13

役割分担はスムーズに行えました。

した初めてのケースで、法律上重要な論
示唆をいただき大変助かりました。何よ

6

点が多く含まれていました。そのため、

7

14

合わせると約 人程が裁判所に出頭して

12

看護協会と体系的な協力

障される権利があると理解されています。 過程についての選択権』を認めたにすぎ

13

した。

6

を求める仕組みがありません。というこ

05
理事長のおっしゃる「終末期に限った

28

「治療の中止が患者の自己決定権に由来

3

10
11

世界の事前指⽰法(制定年) とLW普及率-(⽇本尊厳死協会調べ)

岩尾理事長が日本看護協会を訪れ、
「在宅

10

7

2021年「ご遺 族 ア ンケート」
結果

％の方がLWの効果を認めていた

りがとう」でした。父は父らしく生
きられました。（神奈川県）

●父（ 歳）が入院した際、父は「尊
厳死協会の会員証と宣言書を先生と
●母（

歳）の最期は、在宅医療の

看護師さんにお見せして」と力強く

も言っていました。入院した病院は

さわしい、生きる者への道しるべと

協会の趣旨が自分の生きる最後にふ

ました。尊厳死協会を知ってからは、

分らしくいられることだと言ってい

イレに行き排泄することは最低限自

自分の口から食べること、自分でト

私（次女）に言いました。日頃から

で京都で仕事をしていた母（

●京都で生まれ京都で育ち、

要なのだと思います。（神奈川県）

は協会の活動という大きな流れが必

ことでも、それが社会に浸透するに

た。患者の側からすれば当たり前の

る、という態度を貫いて下さいまし

がら、患者と家族の気持ちを尊重す

先生や看護師さんが専門性を持ちな

歳ま

父の気持ちを大切にしてくれまし

歳）

年半前にすべての治

な時から会う人皆に尊厳死協会の

して下さったと思っています。元気

げられ、父の意思を尊重した対応を

延命処置は行いませんでした」と告

前のお父様からの希望でしたので、

は大変悲しいですが、病院から「生

人の希望を理解して、痛みの緩和だ

した。最後に搬送された病院では本

にも大変大きな安心を与えてくれま

ビング・ウイルの存在は、母にも私

「毎日が幸せ」と言っていました。リ

剤の副作用に悩まされることなく、

療を断りました。それからは抗がん

は、亡くなる

事、自分の最後の事を伝えていたの

けで穏やかに旅立ちました。（大阪府）

週間で亡くなったの

で、父が父らしく、残された家族に

歳）
は介護施設に入居してい

●母
（

た。入院から

89 60

自分の生きざまを見せてくれたとも

1

父は︑

神奈川県

﹁協 会の趣旨が自分の生きる
最後にふさわしい︑
生きる者への道しるべ﹂
と言っていました︒
苦しい治療から解放され︑

千葉県

85

員さんや医師と話し合いの場を設け、

くなった際、本人、家族、施設の職
介 護 保 険 の サ ー ビス を 利 用 す る 時

●入院したり、訪問医を頼んだり、

であったように思います。
（埼玉県）

たいと思っています。
（岡山県）

の幕を引いた父（

迎えることが難しい中、見事に人生

わったと思います。思うように死を

思っています。父の最後の言葉は「あ

な気がします。（神奈川県）

うよ」と言う母の声が聞こえたよう

ました。いよいよ体調が思わしくな

92

の疑問を持っていました。日本では

したので。ただ残念だったのは、コ

ては望んだ通りの最期のありようで

ます。別れは必然ですし、夫にとっ

はありますが、一方で安堵しており

持たせなければ、家族は迷った末に

の意思を生かすために法的な意味を

リビング・ウイルを定着させ、本人

さら家族に決定が迫られ、迷います。

本人から言えない状況になるとなお

家族に意思確認をすることが多く、

ロナ禍で面会ができず、スマホで顔

罪悪感すら残ります。本人の意思が
リビング・ウイルとして示されてい

てたことです。
（東京都）

を常に父の意思に沿えるよう強く持

の感情に流され迷ってしまう気持ち

生活プランなどを決める時にその場

事が起きなかったことと、関係者と

妹や親戚間で意見の相違による揉め

あって良かったと思ったことは、兄

師は熱心に医業に取り組んでいる方

である」と告げられました。その医

のような考え方に傾倒するのは反対

て 理 解 を 得 よ う と し ま し た が、「 そ

の書籍を持参して死の考え方につい

・ウイルを提示し、尊厳死や平穏死

●普段からかかりつけ医にリビング

（福岡県）

れば、後悔は少なくなると思います。

● 雑 誌 で 協 会 の こ と を 知 り、 母

で、普段から感謝しているものの、

歳）のリビング・ウイルが

（101 歳）に読んでもらったとこ

夫（

歳）の深い思いが伝わらず残
ろ「すぐに入会の手続きをしてちょ

●父（

とです。（福岡県）

を見たのが最後になってしまったこ

歳）の死は悲しく、寂しく

●私自身が看護師で、延命に関して

協会の会員である旨を伝えたところ、
も、まずは自分が尊厳死協会に入会
●夫（

沖縄県

愛知県

歳）を目標にし

深いご理解をいただきました。私は
していることを伝えることで、自分

これまでに
会員であった母の最期が最も安らか

と

本人の意思を尊重できたお別れは︑

今後の人生を前向きに
受け入れるための
貴重な経験となりました
母は全く悔いなく︑

最高に上機嫌で 逝った
思います︒

広島県

を

母が協会に入会していたということが︑

周りにとって大きな意味
持つことになりました︒

理をしながらこれで良かったのか迷

した。その後母は亡くなり、遺品整

うだい」と言われて一緒に入会しま

●母（

れ、安らかに旅立ちました。（奈良県）

かな在宅訪問医と看護師さんに囲ま

念でした。しかし最期は暖かで穏や

歳）の晩年は認知症で、意
っていました。しかし母の大切な保

81
け た 時、 良 か っ た ん だ ね え ー、「 そ

管物の中にリビング・ウイルを見つ

んでした。しかし母はリビング・ウ

思を明確に把握することができませ

95

が望んでいることがストレートに伝

人を看取りましたが、

88

﹁リビング・ウイルの存在は︑母にも私にも大変大きな安心を
与えてくれました﹂との声がある一方︑﹁本人の意思を生かすために
法的な意味を持たせなければ︑家族は迷った末に罪悪感すら
残ります﹂との揺れた思いも寄せられています︒
﹁ご遺族アンケート﹂に寄せられたこうした様々な声は︑
協会の今後のあり方を示唆しているようでもあります︒

リビング・ウイルは
﹁生きる者への道しるべ﹂

93

やっと大切で︑
大事で︑必要な
時間 を持つことができました︒

2

12
13

86

88

93

6

に入って親身にコミュニケーション
れ、苦痛をまねいているように感じ

ているのに無理に栄養や水分を入

りました。身体が終わりへと向かっ

急性期病院では聞き入れてもらえな
をとってくれる役割の方がおられる
ました。その後中心静脈栄養の針が

で正論を振りかざすだけでなく、間

面でどうして欲しいかを聞いていた
いだろうと思っていましたが、予想
と有難いと思いました。（東京都）

点滴ラインの確保は拒否しました。

ので、遺族が程度の差こそあれ誰で
に反して担当医は他の医師とも相談

イルを持っていて、以前から死の局

も抱くであろう悔いや喪失感をほん
血管に入らなくなり、亡くなるまで

●義父（

歳）は普段から「尊厳死

の上点滴なしの方向を探ると言って
か月間点滴による水分補給だけ

たように思います。親戚から「どう

みましたが、一番の問題は親戚だっ

医師や施設に関しては同意通りに進

迎えることができました。
母の時は、

り、理想的な形でその時を穏やかに

格段に尊厳死の意味が浸透してお

たのは驚きでした。協会のことをし

いた母がそれをはっきり家族に伝え

いして！」と言われました。弱って

はしないで、苦しくないようにお願

会のことを伝えて！延命だけの治療

生にあのカードを見せて、尊厳死協

思われる段階になって、本人から「先

いました。しかしいよいよ終末期と

り、もう退会してもいいとも言って

で、会費を納めるのを忘れる時もあ

入会していることを思い出す程度

た。夫との

わずか

回のみでし

は後悔ばかりです。コロナで面会も

いなかったので、その間の私の対処

100 日 後 に 亡 く な る と は 思 っ て

● 歩 い て 入 院 し た 夫（

な経験となりました。（沖縄県）

できたお別れは、今後の人生に貴重

た家族にとっても本人の意思を尊重

も重要であると思いましたし、送っ

ことは、より良く生きるためにとて

家族に伝わっていました。死を語る

しく」と話しており、義父の信念は

が知らなかったため、主治医から延

キーパーソンであるはずの私（娘）

●両親が協会に入会していたことを

たのかもしれません。（北海道）

考えます。結果的に本人の苦痛を無

向に沿わなかったのではないか、と

ばしたことが良かったのか、母の意

静脈栄養を選択し、生存を 年間の

ったように思いました。今でも中心

が、顔を見ると安らかな表情に変わ

になりどんどん痩せていきました

の

して病院に連れて行って治療をしな

っかり覚えていたのですね。（滋賀県）
打てず今に至っています。（広島県）

協会に入っているからその時はよろ

いのか」と言われました。説明して

●尊厳死を望んだ者の家族は、ある
●母（
いたのですが、結果的に延命しない

くれました。（神奈川県）

の少しでも軽減してくれたと思いま
す。
（東京都）

もなかなか理解が得られずに、最後

「難しさ」に直面することがありま
くなった時、病院から中心静脈栄養
ことにしたため偶然父の希望にあう

した。それを

歳）は、会報が届く時だけ

は協会の会員証や書類を見せて何と

す。本人の尊厳死への思いが強固で
についての説明を受けました。家族

形になり良かったと思いました。と

歳）につけ

ち家族も強い精神力が必要でした。
（神奈川県）
●肺炎で入院した母（

●母（

か理解を得ました。今回父の望み通

あればあるほど尊厳死を拡大解釈し
としては、胃ろうをせず点滴による

ころが父が亡くなったあと、一緒に

歳）の尊厳死にあた

りに点滴も酸素マスクもつけず、ま

て検査や健診まで拒否し、医療者と
水分補給のみにすることは心情的に

入会したはずの母が延命した方が良

●今回の父（

るで木が枯れていくようにゆっくり

深い溝ができてしまうことです。本
どうしても認めることができなかっ

かったと言い出したため、私の選択

年前の母のときに比べて

と痩せていく父の姿は立派なもので

人と医療者との間で板挟みになる家
たため、中心静脈栄養が唯一の選択

は正しかったのか疑問に思ったりし

っては、

か月毎日見守る私た

族は、どこまでの医療が必要で、ど
肢でした。しかし措置開始後、母の

ます。（埼玉県）

命を断ることは「自分の我慢や愛情が

かるからやめておくのだ」と感じ、延

歳）が食べることができな

年の生活にピリオドを

歳）が

られた点滴ラインのほとんどが、潰
こからが「本人らしさ」を損ねるも
顔からは笑顔が消え、言葉もなくな

分の

れてダメになってきた時かなり辛か
のなのか、悩みます。このような中

分から

ったようで、母はこれ以上の新たな

アマネージャーとの関わりの中で意思

• 家族がおられない場合は、行政やケ

％が
「普段からリビング・ウイルを聞いていた」
％）

を感じておられました。ご家族にとっ

方が ％。 ％のご遺族がＬＷの効果

ちらかといえば受け入れられたと思う」

に受け入れられたと思う」方が ％、「ど

が医療者にＬＷを提示し、
「ＬＷが十分

特に痛みを取り除く希望は強く求める。

•医療者にはためらわずに意思を伝え、

あり方について相談する。

自分が希望する生活のしかたや最期の

町村の高齢者担当課、福祉担当課に、

を伝える。地域包括支援センター、市

通した」という達成感を感じることが

亡くなられた後も悲しみの中に「支え

希望」を支えることができ、その方が

は罪悪感や後悔なく本人の「尊厳死の

自分の希望だと伝えることで、ご家族

になってしまうのです。そうではなく、

足りないせいだ」と自分を責めるまで

視した家族の自己満足にすぎなかっ

命措置の希望について何度も説明し
歳）の延命を望んで

て頂くことになってしまいました。
当初私は父（

提示先
提示先
307人

2021 年は 635 人の方から回答

てＬＷがどういう意味を持ったかとい
ご家族に意思を伝える際、
「迷惑をか

でき、生き続ける力（レジリエンス）に

提示方法

1

17人
その他

231人
カード

提示先
34 人

152 人
施設の職員

提示方法
提示時期

146人
看護師

83 人
植物状態 8 人

をいただきました。532 人（

う問いに対しては、左図の通りです。

つながります。

入院／入所

病院担当医

提示時期287人

救急隊員
（複数回答）

提示時期

14

W をいつ聞いたか
LW15をいつ聞いたか

2

125人
在宅訪問医

98人
かかりつけ医

171人
普段から

89

終末期

医療者の
対応

106
十分受け入れられた

74%

597 人

受け入れられなかった

口頭

医療者の対応
医療者の対応
家族は

家族は
医療者への医療者への

363人
施設医 115 人

19%

家族は

95% 604人

84%

提示有り

分からない

84

られた方が悩みます。そのように伝え

提示の有無
提示の有無

人

普段から

家族は
医療者への
医療者への

129 人

LW を聞いていたか
LW を聞いていたか

どちかといえば
受け入れられた

家族は
LWをいつ
聞いたか

LWを聞いていた

アンケートにご協力くださいました

医療者への
提示の有無

体調悪化

提示の有無
提示の有無

家族は
LWを
聞いていたか
提示時期

家族は5 % 家族は
1%
0 % 医療者への
0人
1% 7人
医療者への

LW を聞いていたか
LW を聞いていたか

LW の意味

LW の意味
家族は
提示先

LW の意味

方々に深く感謝申し上げます。

5 % 31人
16 %

提示先（複数回答）

2

けたくないから」という表現は、伝え

脳血管疾患

お持ちの LW の効果を高めるには、

老衰

亡くなられた場所
亡くなられた場所

死亡原因 死亡原因

られたご家族は「本人は本当は延命し

5%
事故1%

ホスピス

特に以下の 点があげられます。

10%

肺炎

20%

•普段から家族と話し合い、LWのコピ

心疾患
死亡原因
19%死亡原因

病院

たいけれど、それだと家族に迷惑がか

LWを聞いていない

提示無し

51%
7%亡くなられた場所
亡くなられた場所
自宅
21%

13%

高齢者施設

がん

28%
24%

ーを渡しておく。

死亡原因

提示時期（複数回答）

10

95

80
60

5
93

7

208 人
医師とのコミュニケーション

1%
終末期

亡くなられた場所
亡くなられた場所
その他1%

死亡原因 死亡原因

その他

全く受け入れ
られなかった

提示方法
体調悪化

86
84

74

31 人
その他

亡くなられた場所

LW の意味

93

3

348 人
家族の迷いを払拭

401 人
本人意思の実現

宣言書

99 %

家族は

82
1

195 人
本人の安心

どちかといえば
LW を聞いていたか
LW を聞いていたか

提示の有無提示の有無

99
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LWの意味（複数回答）

第 二十 回

荒城の月

よ

まつ

はな

かわ

えん

土井晩翠
滝廉太郎

え

よ

いろ

かず み

て

すがた

いま

つき

作詞
作曲

をつけたとされる。 番の「 植うるつるぎ」は、退却す

にある石垣だけの廃城となった岡城をイメージして曲

した城を前にして詠み、瀧廉太郎は故郷・大分の竹田

移ろい…。仙台出身の晩翠は、戊辰戦争によって荒廃

から漏れ差す光に偲ぶ。悠久な時の流れと人の世の

飲めや歌えの昔の栄華を、さわさわと揺れる松の枝

22

り滅んだりする…無常観が全編を貫いている。

うか。自然は今も昔も変わらないが、世の中は栄えた

ととか諸説ある。
「天上影」
とは
「悠久な自然の力」
だろ

るときに剣を突き刺して防御したさまとか、霜柱のこ

2

季節を感じさせる１枚の写真と
懐かしい唱歌でつづる ページです

││ その風景と 背景

はるこうろう

さかずき

春高楼の花の宴
ち

めぐる盃かげさして
千代の松が枝わけいでし
ひかり

しも

むかしの光いまいずこ
あきじんえい

かり

秋陣営の霜の色
な

う

鳴きゆく雁の数見せて
植うるつるぎに照りそいし
ひかり

つき

むかしの光いまいずこ
こうじょう

ひかり

いま荒城のよわの月
かわ

のこ

替らぬ光たがためぞ
かき

うた

垣に残るはただかづら

まつ

じょうか げ

松に歌うはただあらし
てん

うつ

天上影は替らねど
えい こ

うつ

栄枯は移る世の姿
あ こうじょう

写さんとてか今もなお
あ

嗚呼荒城のよわの月
（「中学唱歌」
明 ・ ）

1903年）が曲をつけた。 歳の時である。

東京音楽学校（現東京芸大）の滝廉太郎（1879 ～

たきれん た ろう

として、土井晩翠（1871 ～ 1952年）の詩に、

つち い ばん すい

今も多くの日本人の心を震わせる。懸賞の応募作品

曲」とされる。哀調をおびた今様風な歌詞と旋律は、

いま よう

曲された初めての西洋音楽の歌曲で歴史的に重要な

「 荒城の月」の音楽史的な位置づけとして、「 日本で作

3

16
17

34

思いは同じ

仲間は全国に

のひろば

れなかった後悔と寂しさで一杯です。
それでも前を向いて進むしかありま
せん。夫に恥じないように。

歳

群馬県

こういう﹁生 ﹂
にご意見を
鈴木知美

族のためにただひたすら呼吸をして
いるようにしか見えないのです。
こういう生き方、「生」のあり方を、
尊厳死協会の皆さまはどう捉えるの
でしょうか。そんなことを、ふと考
えてしまいます。

会しました。協会の方々は「死」に

臓器移植に思う

のか？私は何をしていたのか？考え
ついて深く考えており、
「生」を大切

歳代半ばで尊厳死協会に入

ても考えても、その間の数時間は思
にしている方々だと日ごろ感じてい

私は

い出せません。看 護 師 さんは「一緒
ます。会報の LW が届くのも、毎回、
保険者証」の裏面の「臓器提供に関

い ま し た の で、「 後 期 高 齢 者 医 療 被

私は死後も役立ちたいと思って

栃木県

に最後の着替えなどしましたよ」と
楽しみにしています。
する意思表示欄」に提供の意思を表

歳

尊厳死協会の会員だった夫は緩和
言っていましたし、携帯にはその時
そんな皆さまにお伺いしたいこと
示し、妻の同意の署名も得ています。

伸輔

ケア病棟を希望し、私も一緒に寝泊
間に子どもや孫に何回も電話した履
があります。私の 歳になる叔父は、
球を取り出したあとは義眼を入れる

なお、妻には酷のようですが、
「眼

不随から徐々に全身も動かせなくな
し、臓器を取り出したあとには詰物

え、次に覚えているのは霊安室に向

ションに伝えたところで記憶が途絶

の呼吸がおかしい」とナースステー

は戻らない」と言われます。私は何

スによる一過 性 健 忘症の一種で記 憶

こちで相談しましたが、
「強いストレ

と言われましたが蘇りません。あち

しないことになります。ただ、
叔父は、

うな状態になったら「生」の選択を

かされている状況です。私がこのよ

ですが家族の顔もわからず、ただ生

宅介護の日々です。意識はあるよう

「小人症」を治すためには事故死し

あります。

いようになっているから」と伝えて

をしてくれるので外見上は分からな

私 が 印 象 に 残 っ て い る 挿 話 は、

かう夫のベッドの横に立っている私
も欲しくはありません。
「記憶が欲し

たちを経済的（年金）に支えている

いたのだそうです。しかし、日本人

れはフィンランドから提供を受けて

に移植する方法があるのですが、そ

のです。もし叔父が亡くなってしま

は提供を受けるだけで提供すること

人の子ども

ったら経済的に生きていけない状況

歳

岡山県

さもありなんと思った次第です。

つぶや

山科喬籠

愚者の呟き

なか

て ん しゃく

今日学ばずして

是れ誰の

歳我と延びず

今年学ばずして

老いたり

日という日は幾許も残されてはいな

いくばく

は「 咎 我 に 有 り 」。 時 既 に 遅 し。 明

とが

こ の 詩 を 以 て 我 身 に 問 う。 答 え

愆ちぞや

あやま

嗚呼

日月逝きたり

来年有りと

謂う勿れ

来日有りと

謂う勿れ

い

ようとはしなかったのかと。

慚愧す。なぜ身を慎み、天爵を修め

ざん き

穀 を 食 い 潰 し、 放 埓 に 生 き て き た。

つぶ

人 と し て 何 も 為 さ ず、 無 為 に 五

愚以外には無い。

縦、 横、 斜 め、 ど う 考 え て も 暗

字である。

生 を 棚 卸 し し て み た。「 愚 」 の 一 文

生 を 受 け て 以 来、 今 日 ま で の 人

75

い。ここに到って気が付くのも、愚
者故であろう。

● 写真の募集 7月号に相応しい写真を。数年前の
撮影も可。データをメール送信（アドレスは同上）
、
またはプリントを郵送してください。いずれも、協
会本部会報編集部宛に、
「ひろば投稿」と明記のこ
と。締め切りは5月15日です。

ようと思っている、との一文でした。

が一切ないので日本への提供をやめ

ことで、妻、娘とその

でした。その間の数時間の記憶が全

り、この

年、胃ろうをつけての自

年以上前に脳梗塞を起こし、半身

岸

まりしていたので、夫の看取りは私
歴が残っていますし、葬儀屋さんに

根岸純子

がするとの覚悟でした。最後は「あ
ように送るのが理想でした（笑）
。

81

です。傍目で見ていると叔父は、家

3

た人の新鮮な脳下垂体を小人症の方

家 族 には「 そ の う ち 思い出 す よ 」

80

このような状況で何年も生きている

ところが亡くなる日の明け方、
「夫

いません。

も電話をしています。しかし覚えて

記憶が欲しい！

50

りがとう」と言ってテレビドラマの

歳 埼玉県

40
5

無念なことである。

● 投稿の募集 テーマは「私の入会動機」
「一人暮
らしの日々」など何でもけっこうです。600字以内
で。掲載（写真含む）の方には図書カードを差し上
、
げます。手紙またはファクス（ 03 - 3818 - 6562 ）
で。
メール
（ info@songenshi-kyokai.or.jp）

お力をお貸しください！
編 集 部 よ り

会員の方々から
「ひろば」
への投稿
やメールで、当協会の
「PR 不足が残
念」
といった声が届いています。
「声
かけに協力します」と申し出てくだ
さる方もおります。協会では入会勧
誘のチラシ（写真）を用意しており
ますので、送り先と枚数を協会本部
までお知らせいただければ、すぐに
お送りいたします。会員のみなさま
のお力をお貸しください。
※ホームページにも掲載させていただきますので、ご了承ください。

10

18
19

73

い」
。今、最後の大事な時を見届けら

の
宇陀市
奈良県
」
衛桜
「 又兵

阪府）

住
撮影／ 古

和彦（大

くありません。誰が死亡を確認した

美しさ
な
艶
妖

支 部 活動・報 告
会員になってもＬＷの勉強は続きます ぜひご参加を
☎ 022-217-0081

第41回「仙台駅横
リビング・ウイル交流サロン」
日程◎ 4月22日（金）午後2時～ 3時半（予定）
会場◎「せんだいアエル」6階 特別会議室
（JR仙台駅西口 徒歩3分）
テーマ「認知症とリビング・ウイル

─ 家族も医師も、自分も安心」

定員◎ 事前予約・先着15人（申込み順）、参加費無料
※誰もが、いつ、どうなるかは分かりません。
「認知
症」への大きな心配の一つです。川島隆太教授が先日
の「Web講演」で提唱した「認知症予防」の対策をす
ると同時に、
「リビング・ウイル」の存在がとても大
事になります。
万が一に備え、
「リビング・ウイル」のチカラを、再
認識する交流サロンです。自分はもちろん、家族や医
師にとっても、安心が違ってきます。
1月28日に行う予定だった「仙台駅横 リビング
・ウイル交流サロン」は、新型コロナウイルス・オミ
クロン株感染者の急激な増加により中止といたしま
した。
ご迷惑をおかけしましたが、参加予約の皆さまに
連絡をし、中止をお伝えすることができました。
（※
今回も、新型コロナウイルスの感染状況で中止の場
合は、申込者に直接ご連絡いたします）
会員はもちろん、どなたでも参加できます。新型
コロナウイルス感染対策に留意し、実施いたしま
す。マスクの着用と手指の消毒にご協力ください。
体調不良の場合は、ご参加をご遠慮ください。

リレーエッセイ
「ＬＷ（リビング・ウイル）のチカラ❹、❺」
❹の元秋田大学学長・三浦亮支部理事のテーマ
は、
『秋田への機縁。畏敬 柴田昭先生逝く』
。
「老年
的超越」とは何でしょうか。高齢になって得るとさ
れる主観的な幸福感なのか…。尊厳死協会への入
会もプラスになっているかもしれません。
❺の岩手リハビリテーション学院長の齊藤和好
支部理事のテーマは、
『生活習慣の改善で「健康寿
命」を延ばし、最期まで自分らしく生きる』
。男性
72.08歳、女性75.38歳。厚生労働省による「健康寿
命」のデータです。
生活習慣を改善し、最期まであなたらしく過ごす
ために、なすべきこととは。
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tohoku@songenshi-kyokai.or.jp

第９回 公開講演会
日程◎ 6月12日（日）
午後1時半～ 3時
会場◎ 仙台市福祉プラザ２階「ふれあいホール」
（地下鉄南北線「五橋駅」から徒歩3分）
挨拶◎「リビング・ウイルのチカラ」
（阿見孝雄・支部長）

春～夏 2022

事前にお問い合わせを
新型コロナウイルス感染症の収束が見通せないなか、支部の催し物の
開催が中止になる場合がございますので、事前に各支部にお問い合わ
せくださいますよう、お願いいたします。なお、ご来場の際は、ご自
宅での検温およびマスクの着用にご協力をお願いいたします。

テーマ「いまだからこそ、
知っておきたい

感染症／パンデミックと
リビング・ウイル」

講師◎ 渡邊睦弥（総合南東北病院
緩和ケアセンター長、支部理事）
定員◎ 先着100人（事前予約。座席数の3分の1）、
無料 ※中止の場合は、申込者に直接ご連絡
します。

☎ 0120- 211- 315

オンライン講演会
日程◎ ４月23日（土）午後3時 ～ 4時
テーマ「尊厳死を考える」

講師◎ 吉田克己（北海道大学名誉教授、弁護士、
支部理事）

特報◎ 7月初旬、動画録画を東北支部ホームペー
ジで公開。

定員◎ 300人（無料、先着順）

東北支部 活動報告

申し込み◎北海道支部ホームページの「イベント・
講演会お申し込みメールフォーム」に４月22日ま
でにお申し込みください。

講演会は支部ホームページで
「動画配信」
新型コロナウイルスの感染拡大により、対面
による貴重な催事が中止となることが続きまし
た。そこで今後は、中止となった場合も、予定の
会場で、参加者を入れない状況でも講演を実施
し、その「動画録画」を東北支部ホームページで
公開することにいたします。
もちろん、対面での行事ができた場合も、同じ
ように「動画の録画」の配信を行います。これな
ら、コロナ感染状況に一喜一憂することがなく
なります。オンラインの通信環境があれば、東北
支部の会員の皆さまはもちろん、広く全国の会
員、さらには一般の皆さまにも、家に居ながらに
してご視聴いただけます。
ただし、顔と顔を合わせる対面での行事の大
切さを、この「コロナ禍の時代」にこそ、しみじみ
と痛感しています。今後も、できる限り対面での
活動を行えるように、感染対策に注意を払いな
がら努めてまいります。
「コロナ禍」により、オンラインでの対応が格段
に進みました。
「対面」と「ネット」
、この両輪のバ
ランスを上手にとりながら、皆さまのための活
動を進めてまいります。

（支部長 阿見孝雄）

形式◎ オンライン（ZOOM）

※講師からひと言 ◎私たちは、自由に自分の生き方
を決めることができる。もちろん、人に迷惑をかけては
いけないが、人には「自己決定権」が認められているは
ずである。生き方の決定の中には、どのように人生の
終末を迎えるかという決定も入っている。そうであれ
ば人は尊厳死を選ぶことも自由にできるはずである。
しかし、現実には問題はそれほど簡単ではない。そもそ
も尊厳死とは何なのか、尊厳死においては、何を決め
ているのか、などの問題をはじめ、安楽死と尊厳死と
の違いも押さえておくべき問題である。この講演では、
これらの問題を皆さんとともに考えてみたい。その際
に外国の事例もいくつか取り上げるつもりである。

セミナー「リビング・ウイル作成講座」
日程◎ 偶数月に開催。4月12日（火）
10時 ～11時、
6月14日（火）
10時 ～ 11時
講師◎ 岡田七枝（支部理事）
内容◎ 日本尊厳死協会の

リビング・ウイルについて解説し、
実際の作成・登録方法を説明する。

hokkaido@songenshi-kyokai.or.jp

ホームページ 動画セミナー
①1月22日に行われた北海道支部
オンライン講演会動画
テーマ「ひとりの臨床医として

ヒトの死について想うこと

～なぜ尊厳死協会に入るにいたったか～」

講師◎ 西村正治（北海道大学名誉教授、医師、
支部理事）
掲載場所◎ 北海道支部ホームページ

②「人生最後の医療について考える」

Ⅰ.終末期医療について（1月）
Ⅱ.自分の意思を残していた人たち（4月）
Ⅲ.リビング・ウイルと
アドバンス・ケア・プランニング（ACP）
の違い（7月）
Ⅳ.尊厳死と安楽死の違い（10月）

講師◎ 宮本礼子（医師、支部長）
掲載場所◎ 北海道支部ホームページ

③「のりゆきのトークDEお悩み解決！
（北海道文化放送）
」に宮本支部長が出演
（1月21日）あなたが望む終末期医療
リビングウイルでお悩み解決
（2月4日）リビングウイル第2弾
延命措置 私・家族の選択

掲載場所◎ 北海道支部ホームページ

対象◎ リビング・ウイルについて学びたい方
（会員、非会員を問わず）
定員◎ 300人（無料、先着順）
形式◎ オンライン（ZOOM）

申し込み◎北海道支部ホームページの「イベント・
講演会お申し込みメールフォーム」に
それぞれ４月11日、6月13日までにお
申し込みください。
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☎ 052-481-6501

「リビング・ウイル交流サロン」
事前申し込みとさせていただいていますので、
支部事務局までご連絡ください。
（☎052-481-6501）。
愛知◎ 4月26日(火)
、6月28日(火)
ともに午後1時半～3時。
青木記念ホール（名古屋市中村区、地下鉄
東山線中村公園駅 徒歩5分）定員10人。
［支部長から］
新型コロナウイルス・オミクロン株の感染拡大
により、愛知・岐阜・三重の東海３県でも、まん延防
止等重点措置が適用され、２月26日（土）の『令和3
年度リビング・ウイル研究会 東海北陸地方会』は
中止となりました。お申し込み、ご来場を予定して
いただいた方々にはお詫び申し上げます。
久しぶりの講演会に当支部のみならず、講師の
田所園子医師も、皆さんのお顔を見ながら話し、意

見をお聞きできることを楽しみにしておられまし
たが、感染状況から中止の判断をいたしました。田
所医師の言葉をお借りするまでもなく、お顔を見な
がらご意見に耳を傾けることは、
「寄り添う」ことに
つながると考えています。その一環として、少人数
の『リビング・ウイル交流サロン』に引き続きしっ
かりと取り組んでいきます。２月にはオンライン
（Zoom）による『出前講座』も実施しましたが、
『リ
ビング・ウイル研究会』等の講演会も、コロナの感
染状況を見ながら開催していきます。当支部ホーム
ページ（HP）では、講演会やサロンの開催・中止情
報をリアルタイムにご確認いただけます。視聴でき
る講演会も増やしていきたいと思います。また、サ
ロンや講演会へのお申し込みは支部事務所へのご
連絡だけでなく、HPからも可能となっております
ので、ご覧いただけると幸いです。なお、
『出前講
座』のお申し込みは支部事務局まで連絡ください。

(支部長 野嶋庸平)

⃝ご依頼により講師を派遣します ⃝会場のご用意をお願いします ⃝お問い合わせは支部までどうぞ

0120 - 979 - 672

月・水・金曜日
午後１時～５時

（変更あり）

協会本部で、お電話お待ちしております。ご遠慮なく、どうぞ！

病気や気になる症状、特に終末期にかかわる不安や悩みについて、相談員（看護師）が
丁寧にお聴きし、皆さま自身が主体的に考えて解決できるように支援しています。
医療相談は、協会が最も重視している会員向けの無料サービスですが、一般の方でもご利用いただけます。
会員・未会員は確認させていただきます。お電話をお待ちしています。

協会宛メール（

info@songenshi-kyokai.or.jp

）でも受けつけております。

⃝住所を変更された場合はお知らせください
施設などに移って住所を変更される方が多くいらっしゃいます。会報や年会費の請求書などが
戻ってきてしまいますので、住所を変更された場合は、すぐに協会に電話かFAX、メールでご連
絡ください。3年間、年会費の支払いが滞りますと「自動退会」となってしまいますので、お気
をつけくださいますようお願いいたします。
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「尊厳死」や「リビングウイル」について語り合
いましょう。どなたでも参加できますが、支部ま
で電話またはメールでご予約をお願いします。参
加は無料です。コロナ禍の影響で中止になること
もありますので、事前のご確認をお願いします。
日程◎ 4月8日（金）、23日（土）
5月13日（金）、28日（土）
6月10日（金）、25日（土）
7月8日（金）、23日（土）
※いずれも午後1時半～３時
会場◎ 支部事務所 文京区本郷2-27-8
太陽館ビル5階 日本尊厳死協会内
地下鉄丸ノ内線・大江戸線
「本郷三丁目」からすぐ

講演会①
テーマ「現代医療のなかで

リビング・ウイル「出前講座 」はいかがですか

（通話無料）

サロンin本郷

日程◎ 4月22日（金）午前10時～ 11時半

地 域 の み な さん へ

医療相談

☎ 03-5689-2100

tokai@songenshi-kyokai.or.jp

安らかに旅立つには」

講師◎ 杉浦敏之（医師、医療法人社団弘惠会
杉浦医院 理事長）
著書「死ねない老人」
「続・死ねない老人」
定員◎ 280人(無料、予約不要)
会場◎ 成城ホール 世田谷区 砧区民会館1階
小田急線「成城学園前駅」北口徒歩4分

講演会②
日程◎ 5月8日（日）午後2時～ 4時
テーマ「平穏死のすすめ」

講師◎ 石飛幸三（医師、特別養護老人ホーム
芦花ホーム常勤医）
著書「穏やかな死のために」
「家族と迎える
平穏死」など
定員◎ 500人(無料、予約不要)
会場◎ 杜のホールはしもと7階 相模原市
JR横浜線・相模原線・京王相模原線
「橋本駅」北口すぐ
※講演会①②は、コロナウイルス感染状況により
中止となることもあります。中止の場合は、関東
甲信越支部のホームページでお知らせいたしま
す。お電話でのお問い合わせもどうぞ。

地域サロンin各地／オンラインサロン
各地でのサロンも開催しています。
Zoomでのオンラインサロンは２か
月に1回の頻度で開催しています。日
程は支部ホームページの「イベント・
講演案内」でご確認ください。

kantou@songenshi-kyokai.or.jp
関東甲信越支部 活動報告

実例を示しながら解説
1月30日
（日）
、オンライン講演会が開催されまし
た。関東甲信越支部では年3回程度の講演会を実
施していますが、このコロナ禍でオンラインでの
実施となっています。尊厳死協会の北村義浩専務
理事の開会の挨拶に続き、東京慈恵会医科大学准
教授の岡崎史子医師（受容協力医、支部理事）より
「ACP（人生会議）と尊厳死について─人生会議の
舞台裏、医者が人生会議をどう開催するか─」に
ついて、約2時間の講演をいただきました。まず、
ACPの背景について、それまでの事前指示と何が
違うのかについての説明があり、その後ALS患者
さんのACPについての動画を視聴し、参加者から
の活発な質疑応答がありました。
後半は、実際どのような言葉かけでACPを進め
ていくのか、実例を示しながら具体的に話し合う
べきことについての解説があり、最後に日本人の
ACPに関する意識調査の結果が示されました。参
加者はそれぞれに自分の死生観を振り返る機会と
なったようです。岡崎医師が強調していたことは、
ACPはプロセスであり、意思決定は様々な要因で
揺れること、揺れてよいということでした。また
ACPより前に、大切な方々とALP（アドバンス・ラ
イフ・プランニング─この後の人生をどのように
生きたいか）を行って、大事にしている価値観につ
いて共有していくことの重要性について話されま
した。参加者は70人あまりで、講演後のアンケート
でも「わかりやすかった」
「考えさせられた」
「また
参加したい」など好評でした。
≪参加者アンケ―トから≫
● 素晴らしいご講演をありがとうございました。
ACP（人生会議）について深く考えることができま
した。もし自分が重篤な病気にかかってしまった
ことを考えて、家族や親戚などと治療について予
め相談しておくべきだと思いました。
● あらためて生命の大切さを思い起こすことがで
きました。自己の価値観を、家族と共有し、共鳴し
ていく大切さ、ACPの時期の大切さを学びました。
尊厳死をよく理解して協力してくださる医師・病
院を調べて準備していきたいと考えております。
今後もこのような講演を是非拝聴したく、よろし
くお願いいたします。
● 医療者なのでACPについては詳しく知った上で
の参加でしたが、アンケートデータなども併せて
ご紹介くださったので、より分かりやすく現状を
知ることができました。
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☎ 0120-211-315

新年度からの支部活動について
前号（184号）で、令和4年3月末日をもって支部事
務局が閉局となることをお知らせいたしました。中国
地方（鳥取、島根、岡山、広島、山口の各県）の会員の
皆さまにはご心配をお掛けして誠に申しわけありま
せん。
支部事務局へのこれまでの温かいご支援に深く感
謝申し上げます。
今後の支部活動は、コロナ禍が収束するまで当面
の間休止とさせていただきます。その間、本部などが
主催するオンライン講演会などにご参加ください。各

☎ 087-833-6356
四国支部 活動報告

支部理事会を開催後に講演会
新型コロナウイルスの影響で開催が延期されて
いた令和3年度四国支部理事会を、令和4年2月6日
（日）にWebで開催いたしました。
理事会の報告事項と協議事項を話し合った後、
日本尊厳死協会の野元正弘・副理事長に『⽇本尊
厳死協会の活動と世界』という演題で講演をして
いただきました。
日本尊厳死協会のホームページで「小さな灯台
プロジェクト」の開始や日本尊厳死協会への入会
の申し込みがWebで可能になったこと、さらに、リ
ビングウイルが改定されること、受容協力医師の
拡充、国会（議員）への働きかけ等のお話がありま
した。
海外の緩和医療、⽣命倫理学の4原則、⾃律尊
重原則、同意能⼒のない患者に対するインフォー
ムド・コンセントなどについて理解すること、ス
ウェーデンからの現地レポートの紹介もしていた
だきました。
（支部長 西口 潤）

支部のオンライン講演会やセミナーにも参加可能で
すので、会報やホームページをご参照ください。また、
支部事務局が行っていた業務は、本部が引き継ぐこ
とになりましたので、入会案内書の送付希望、会員の
方の各種情報変更、LW受容協力医師へのお問い合わ
せ等がございましたら、ご連絡ください。会員の皆さ
まのご要望にお応えできるように努力してまいりま
す。
◎お問い合わせはフリーダイヤル（0120-211-315）へ。
平日9:30 ～ 17:00です。

（支部担当理事 丹澤太良）

shikoku@songenshi-kyokai.or.jp
現在、日本人の死因の第一は「がん」
（日本人の4人
に1人で年間約38万人）ですが、心不全（全国で約120
万人の患者さん）と認知症（全国で約600万人の患者
さん）による死因も増加傾向にあり、この2つを足す
とがん死に匹敵する数にのぼります。講演会では、お
二人の専門家により、この2つのご病気の現状を解説
していただき、もしもの時に備えた心づもりをお話し
いただきました。
講演は無観客でケーブルテレビ配信として収録さ
れました。
今後とも愛媛県内の会員のご希望に添った活動を
行っていく予定です。

（愛媛代表 薬師神芳洋）

愛媛支部では、
第２３回コムズフェスティバル
（愛媛県松山市の文化祭、２月５日）にて
講演会を実施しました。
演題は、
「人生の正しいお迎えを考える〜高齢者医
療と心不全について〜」
（演者は園部漢太郎医師、山
口修医師）です。
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☎ 06-4866-6365

chugoku@songenshi-kyokai.or.jp

心不全についてお話をする山口医師（上）と認知症について
お話をする園部医師。

定例サロンのお知らせ
関西支部では、第２・４火曜日の13時半から
16時に、定例サロンを行っています。電話、メー
ルでは聞きにくい協会のことや、リビングウイル
のことなどを気楽におしゃべりにきてください。
予約制ですので、事前に電話かメールでお申し込
みください。
※新型コロナウイルスの感染状況により、中止と
なる場合もあります。

kansai@songenshi-kyokai.or.jp

は考えない『死』について考える良い機会となった」
「実際に高齢の祖父母のことを思い浮かべて真剣に考
えた」などというコメントも寄せられ、有意義な時間
だったと感じました。若い人はリビングウイルに興味
を持ちにくいのではないか、という先入観がありまし
たが、
「個人の意思の尊重」
「命は自分のもの」という
しっかりとした意識を持っていることを強く感じま
した。今後も大学などでの出前講座を実施していきた
いと思っています。
（支部理事 小宮悦子）

羽衣国際大学へ出前講座
1月25日、羽衣国際大学社会学部の中島智准教授の
余暇社会学の授業に、関西支部の理事2人がリビング
ウイルをテーマにワークショップをさせていただき
ました。
若い学生たちは、想像していたよりも「本人の意思
の尊重」や「延命についての疑問」などについて活発
に発言していました。終了後のアンケートでは、
「普段

☎ 0120-211-315
九州支部 活動報告

出前講座を高齢者施設で実施
九州支部ふくおかでは、高齢者施設での出前
講座を新型コロナウイルス感染症対策を行った
うえで、令和3年10月から12月にかけて、7施設
で9回行いました。
人生の最期を迎える場所として、今後、病院だ
けではなく在宅、とりわけ施設が増えることが
予測されています。最近では人生の最終段階を
迎えた時への備えについての関心も高まり、延
命治療を望まず、住み慣れた自宅で穏やかに自
然な最期を迎えたいという方が増えてきていま
す。また、一人暮らし高齢者の増加や核家族化に
よる担い手不足から家族介護が難しくなってい
る社会的背景、家族に迷惑をかけたくないとい
う思いなどから、介護が必要になると自宅から
高齢者施設に転居されるケースも増えています。
その結果、長く生活されて慣れ親しんだ高齢者
施設でそのまま最期まで過ごしたいという「施
設看取り」へのニーズが、今後さらに高まること
が予測されています。
こうした状況のなか、尊厳死協会ふくおか会
長の末廣剛敏医師より、実際に取り組まれてい
る事例から、看取りに関わる際の心構え（最期の

kyushu@songenshi-kyokai.or.jp
瞬間を逃さないように身構えるよりそこに至る
過程で精一杯関わること、最期の旅立ちまで決
して独りではないと安心を感じてもらえるよう
支援すること等）
、本人・家族の意思決定支援、
リビング・ウイルやACP（人生会議）等について、
尊厳死協会の取り組みと合わせてお話いただき
ました。講義後のアンケートでは「これからは病
院だけでなくいろんな最期の場所がある。どの
場所であっても本人の希望を大切に、いま何が
できるかをいつも考えていきたいと思いました」
「尊厳ある死を迎えるために、日頃から尊厳ある
生活を考えなおす機会となりました」等の感想
をいただきました。

（遠賀中間医師会 副田大介）
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それぞれの思いを伝えるメッセージ。会員様が保管する文書です

電話やメールでの相談・回答についての具体的なケースを誌面で紹介していくページです
基本的には相談員
（看護師）がお答えしますが、顧問医のお力をお借りすることもあります。
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【経鼻チューブ栄養】


鼻の穴から胃まで管（チューブ）を入れて栄養補給
をする行為です。一時的な栄養補給であり、必要な栄
養素を長期間満たすことは困難です。嚥下訓練（リハ
ビリ）は、のどに管が入っているため難しくなります。
また、会話もできない状況になります。口から食べる
ことができるようになった時には外すことができます。

【中心静脈栄養】

経口摂取が困難な場合などに高カロリーの栄養液
を長期間に点滴で補給する方法です。鎖骨や首、太も
もの付け根の静脈血管からカテーテル（管）を挿入し、
カテーテルの先端を心臓近くの太い血管（中心静脈）
に留置します。点滴との接続が体外にある方法と、皮
膚の下に埋め込んで行う方法があります。皮下埋め
込み型の場合は在宅医療の点滴による栄養管理が容
易になります。また、継続的な化学療法や緩和医療で
も使われます。いずれも小手術で行われますが、長期
間の使用では感染を起こす場合があり管理が大切で
す。意識があり、嚥下ができるようになると、口からの
食事と併用することも可能です。

【胃ろう】

口から食事が摂れなくなった場合や、飲み込む力
が弱くなった時に、人工的に水分、栄養を補給する技
法のひとつです。胃内視鏡を使った小手術によって
造設されます。胃内からお腹に穴を開けてチューブ器
具を留置し、直接胃に栄養を流し入れる方法です。栄
養確保に有効な方法で、日常生活を送るまでに体力
が回復したら、
「ハッピーな胃ろう」となり、閉じるこ
ともできます。口から食べるためのリハビリを行うこ
とも可能です。

【点滴】

身体に対しての必要な水分や薬剤、栄養などを末
梢静脈から注入する方法です。しかし、短期的なもの
で長期間はできません。

【心肺蘇生】

病気や怪我などで心肺停止状態になってしまった、
また、これに近い状態になった時に、心臓マッサージ
のため胸を圧迫する胸骨圧迫と、口から肺へ息を吹き
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私の希望表明書
私は、協会発行の「リビング・ウイル（終末期医療における事前指示書）」で、延命措

延命措置医療行為についての用語説明
皆さんからの医療相談の中で、延命措置医療行為
の用語内容に対して、質問や相談が多く寄せられ
ます。今回は「私の希望表明書」の中にある医療行
為用語について簡単にご説明をいたします。

キ リ ト リ

電話・メール医療相談から

置を受けたくないという意思をすでに表明しています。それに加えて、人生の最終段階を
迎えた時に備え、私の思いや具体的な医療に対する要望をこの文書にしました。自分らし
い最期を生きるための「私の希望」です。

込む人工呼吸によって心臓と呼吸の動きを助ける方
法です。

【人工呼吸器、気管支切開】

何らかの原因で、自分の力で十分な呼吸ができなく
なった時に、肺に機械ポンプで空気や酸素を送り込む
方法です。マスク装着で行う場合と管（チューブ）を口
や鼻から入れる気管内挿管で行う場合があります。自
発呼吸が望めず、人工呼吸器が長期間になる場合は、
のど仏の下の気管部に、小手術で穴を開けて直接気管
に管を入れる気管切開を行います。呼吸がうまくでき
なくなった場合などに代替療法としても行われます。
自発呼吸の回復の見込みがない状態で人工呼吸器を
装着すると、その後外すことが難しい状況となります。

【酸素吸入】

体内の酸素が不足して、息が苦しい、息があがるな
どの状態になった場合、呼吸を楽にするために行われ
ます。マスク装着やチューブの先を鼻の先に固定して
高濃度の酸素を吸入することです。口は塞がっていな
いので会話や飲食は可能です。心臓病や肺機能低下
時に緩和ケアとしても行われています。

【人工透析】

腎臓の働きを人工的に補う代替治療法です。一般
的に人工腎臓フィルターを介しての血液透析と、自分
自身の腹壁から直接行う腹膜透析があります。血液
透析は医療機関でしか行えないので通院で行われま
す。１回につき4、５時間程度を要し、頻度は週に２、
３回になります。腹膜透析はお腹の中にカテーテルを
挿入して透析液を出し入れすることで行われます。1
日に４回程度の透析液パックの交換を自分自身で行
う方法と夜寝ている間に装置を使って自動的透析を
行う方法があります。人工透析をすることで、普段の
生活は今までとほぼ変わらず送ることができます。人
工透析療法には腎臓そのものを良くする作用は無く、
一度低下した腎機能を回復させることは困難です。

【終末期】

回復を目的とした治療に効果が期待できず、かつ死
への進行が避けられない状態であり、その状態から死
に至るまでの時期をいいます。
※これらの医療は、回復の可能性がある場合は積極
的に受け入れることをお勧めしますが、終末期の「不
治かつ末期」においては苦痛を伴うことも否めません。
「私の希望表明書」を書く上では、終末期において自
分が望まない医療を思い浮かべながら記すのがよい
でしょう。

記入日

年

月

日

本人署名

希望する項目にチェックを入れました。

１．最期を過ごしたい場所（一つだけ印をつけてください）
□自宅

□病院

□介護施設

□分からない

□その他 （

）

２．私が大切にしたいこと（複数に印をつけても構いません）
□できる限り自立した生活をすること

□大切な人との時間を十分に持つこと

□弱った姿を他人に見せたくない

□食事や排泄が自力でできること

□静かな環境で過ごすこと

□回復の可能性があるならばあらゆる措置を受けたい

□その他（

）

※以下「３」と「４」は、「ただ単に死期を引き延ばすためだけの延命措置は
お断りします」という表現では伝えきれない希望や、
「止めてほしい延命措置」
の具体的な中身を明確にするためのものです。

３．自分で食べることができなくなり、医師より回復不能と判断された時の栄養手段で
希望すること（複数に印をつけても、迷うときはつけなくてもよいです。）
□経鼻チューブ栄養

□中心静脈栄養

□胃ろう

□点滴による水分補給

□口から入るものを食べる分だけ食べさせてもらう

４．医師が回復不能と判断した時、私がして欲しくないこと
（複数に印をつけても、迷うときはつけなくてもよいです。
）
□心肺蘇生

□人工呼吸器

□気管切開

□人工透析

□酸素吸入

□輸血

□昇圧剤や強心剤

□抗生物質

□抗がん剤

□点滴

５．その他の希望

【用語の説明】
⃝心肺蘇生：心臓マッサージ、気管挿管（口や鼻から気管に管を入れる）、電気的除細動、人工呼吸器の装着、
昇圧剤の投与などの医療行為。
⃝人工呼吸器：自力で十分な呼吸ができない状態の時に、肺に機械ポンプで空気や酸素を送り込む機器。マ
スク装着のみで行う場合もあるが、重症の際はチューブを口や鼻から入れる気管挿管を行う。1 〜 2 週間以
上続ける場合は、
のどに穴を開ける気管切開
（喉仏の下から直接気管に管を入れる）
をしてチューブを入れる。
⃝胃ろうによる栄養補給：内視鏡を使い、局所麻酔で胃に管を通す手術を行う。その管を通して栄養を胃に
直接注入すること。
（発行

公益財団法人 日本尊厳死協会）
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リビング・ウイル 受容協力医師

ご寄付ありがとうございました（敬称略）
ご寄付いただきまして誠にありがとうございました。対象期間は、令和3年12月1日から令和4年2月28日までにご寄付いただいた方々です。

壽

177,660 岩崎正俊

川島章男

840

池田桂子

4,058

能登谷俊英
萩原

甫・久子

4,000

加瀬雅子

10,000

匿名・愛知県

1,000

10,000

清水直美

3,564

匿名・愛知県

2,183

坂本

5,000

匿名・愛知県

50,000

2,000

中西安子

100,000

雨宮久男

20,000

服部貞子

16,800

櫻田文子

5,000

吉村民子

200,000

安澤菊枝

尾形稀世子

5,000

河原みさ子

30,000

勲

東貴佐枝

10,840

匿名・京都府

10,000

孝

1,000

匿名・大阪府

15,332

30,000

岡田正雄

5,000

匿名・大阪府

16,859

福場浩子

7,615

御子柴緑

10,000

匿名・兵庫県

25,700

木村伸一

1,953

山口和枝

10,000

匿名・兵庫県

1,608

安田久子

1,680

匿名・広島県

57,000

福田

河口悦子

19,260

吉形良夫

5,000

池田末子

50,000

中西しげ

10,000

齋藤さな江

8,000

匿名・広島県

50,000

2,000

小林節子

5,000

匿名・宮城県

1,000

匿名・香川県

100,000

広川ミエ

20,000

早稲田勇

20,000

匿名・埼玉県

50,000

匿名・長崎県

10,000

日髙正枝

20,000

早稲田千代子

20,000

匿名・埼玉県

10,000

匿名・住所なし

鈴木裕里恵

鈴木紀久栄

3,000

青木安子

3,000

匿名・埼玉県

4,000

東北支部扱い

柴山マスエ

1,000

齊野豊子

3,000

匿名・千葉県

5,000

京野アイコ

鈴木桂子

2,000

吉田春英

100,000

匿名・東京都

3,000

平田渥子

2,000

島田治夫

2,000

匿名・東京都

10,000

目良ソヨ

10,000

二村優子

30,000

匿名・東京都

1,000,000

山本幸子

5,000

畑田和子

10,000

匿名・東京都

20,000

德田安隆

10,000

窪田正紀

100,000

匿名・神奈川県

1,000

佐藤栄治

1,000

坂元祥子

10,000

匿名・神奈川県

10,000

1,000,000
50,000

東海北陸支部扱い

河口悦子



鈴木眞由美

63,160
6,213

医療施設名
いわなみ在宅緩和ケアクリニック
ひばり緩和ケアクリニック

勤医協伏古１０条クリニック
東町ファミリークリニック
ふたば診療所

例えば、3万円のご寄付の場合は、確定申告により、
11,200円の還付をうけることができます。
ご寄付は、現金書留、未使用切手、銀行振込の他、クレジットカードによる払い込みが
あります。また、来局でも承ります。

〈ご寄付の方法〉
郵送先等

■  

■  銀行振込
■
■

〒113-0033

松沼医院

公益財団法人
三菱UFJ銀行神田支店

日本尊厳死協会

普通預金

0048666

クレジットカード ホームページに、入力フォームがあります。
その他

寄付専用の郵便振込用紙もあります。

電話、メール、FAX等でご請求いただければ郵送致します。

※ご寄付を「匿名」を希望される場合は、お名前と「匿名希望」を必ずお書き添えください。
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緩
内
内
内・小・外・婦
内

やまだホームケアクリニック
たいとう診療所

外・内
内・神内・リハ

たいとう診療所

内・神内・リハ

中島クリニック

内

ゆみのハートクリニック渋谷
目黒ケイホームクリニック

日野のぞみクリニック

日野のぞみクリニック
やすらぎ在宅診療所

トータス往診クリニック

みらい在宅クリニック港南
湘寿クリニック

内・リハ
内
内・老内・在宅
内・老内・在宅
内・麻
内・血内・緩
内
内・精・心内

日野原記念ピースハウス病院
生きがい訪問診療所

春日部在宅診療所ウエルネス
小室クリニック
小野内科クリニック
片岡医院

緩
内
内・小・緩
内・消・肝内・
循内・アレ
内
内・消内

いで内科・呼吸器内科クリニック
オリーブ在宅クリニック
アガペクリニック

如来山内科・外科クリニック
在宅緩和ケア
勲昇会

あすなろ医院

落合医院

小牧内科クリニック
小牧内科クリニック
小牧内科クリニック
大垣在宅クリニック
丹生川診療所

小野外科内科

みえ在宅医療クリニック
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック

東京都文京区本郷2-27-8太陽館ビル501

診療科

緩

ココカラハートクリニック

当協会へのご寄付は、税額控除の対象となり
約40％が所得税額から控除されます。

2021年12月～ 2022年2月の間に

新しく登録なさった医師の方々です。

内：内科 循：循環器科 呼：呼吸器科 消：消化器科 呼内：呼吸器内科 消内：消化器内科 外：外科 整：整形外科 小：小児科 放：放射線科 婦：婦人科
リハ：リハビリテーション科 皮：皮膚科 肛：肛門科 泌：泌尿器科 心内：心療内科 脳外：脳神経外科 緩：緩和ケア科 神内：神経内科 老内：老年内科
麻：麻酔科 血内：血液内科 精：精神科 肝内：肝臓内科 アレ：アレルギー科 脳内：脳神経内科

職員一同深く感謝します。普及啓発事業等に有効に活用させていただきます。

久米

第10 7 報

中村クリニック
青山病院

ルスコクリニック

ちひろ内科クリニック

グレースメディカルクリニック
このはな生協クリニック

内・呼内・アレ・
小・消内・循内
内
内・小
内
内・外・皮
緩内
内
内
内
内
内・呼内・緩内
内
脳内・内
内・緩内
内・リハ・
気管食道内・
呼内・肛内・糖
内・外
内
内
内・消内
内・小
内

医師名（敬称略）
岩波

悦勝

施設所在地

電話

北海道札幌市北区新琴似9条1丁目1-18-201

011-213-8666

北海道札幌市厚別区厚別南２丁目3-18-101

011-398-3567

北海道札幌市東区伏古10条３丁目2-8

011-786-5588

北海道岩見沢市東町１条８丁目932-74

0126-24-5771

北海道釧路市入江町9-14

0154-23-3001

石川県羽咋郡宝達志水町敷波247

0767-29-3188

富山県富山市高屋敷65番地１

076-493-6002

東京都台東区元浅草1-6-17

03-5828-8051

東京都台東区元浅草1-6-17

03-5828-8051

東京都北区東十条3-1-14

03-6915-4700

東京都渋谷区桜丘町25-18 NT渋谷ビル2F

03-3461-8838

東京都目黒区中目黒4-5-1エースビル2F

03-5722-5500

東京都日野市日の本町2-14-9-105

042-843-1445

東京都日野市日の本町2-14-9-105

042-843-1445

東京都青梅市東青梅4-17-16

0428-21-3355

東京都狛江市岩戸南4-22-7-102

03-5761-2752

神奈川県港南区芹が谷4-23-17

045-392-6883

神奈川県横浜市港南区下永谷4-2-30

045-825-5861

神奈川県足柄上郡中井町井ノ口1000-1

0465-81-8900

千葉県八千代市村上3530-9

047-411-9232

大史

埼玉県春日部市内牧3701-1エミナース春日部1階

048-792-0772

小室

理

埼玉県飯能市八幡町2-3

042-972-3061

小野

久米夫

蓮池

史画

伊志嶺 篤
武田 伸二
谷藤

公紀

山田

毅

松沼
菊地

恭一

斉木

サエ子

中島

三鈴

鮫島

剛

安藤

光博
克利

望月
藤田

諭

原茂

倫寛

大橋

明弘

開田

晃太

福山

脩平
直人

西立野
小暮
笹岡

研二

裕

群馬県前橋市川原町2-22-4

027-212-8852

英樹

静岡県島田市本通7丁目7787番地の5

0547-36-5104

井出

協太郎

静岡県浜松市浜北区本沢合801-4

053-584-4976

伊藤

義浩

愛知県名古屋市東区泉1-23-36 NBN泉ビル4F

052-953-9373

愛知県名古屋市守山区永森町353番地

052-758-6333

愛知県日進市折戸町孫三ケ入61番地

0561-74-3000

愛知県東海市富貴ノ台2丁目165番地

052-689-0900

愛知県小牧市常普請1丁目35

0568-65-6380

愛知県小牧市大字上末414

0568-79-2600

岐阜県岐阜市昭和町2丁目11番地

058-253-7717

岐阜県岐阜市昭和町2丁目11番地

058-253-7717

岐阜県岐阜市昭和町2丁目11番地

058-253-7717

片岡

木村
伊藤
平松
渡邊
落合
小牧
加藤
山北
雪田
土川
中野
門間
井上

卓二
志門
義文
紘章
勲

卓司
俊彦
宜由
洋介

岐阜県大垣市林町6丁目80-55 AOKI大垣駅北口ビル２階

0584-81-4333

岐阜県高山市丹生川町町方88

0577-78-1016

三重県四日市市智積町6333

059-326-1151

文彦

三重県亀山市東御幸町219-6

0595-83-1139

登太

三重県亀山市アイリス町14-7

0595-84-3536

大阪府大阪市福島区福島7-6-23-303

06-6455-8755

大阪府藤井寺市野中4-16-25

072-953-1211

岡山県岡山市北区大安寺南町1-7-33

086-201-0631

長崎県長崎市馬町47-1-3F

095-828-0118

熊本県熊本市東区佐土原1-16-36

096-360-9013

宮崎県宮崎市大字熊野1613

0985-58-1222

権三郎
由起子

中村 幸生
井元
高井
土屋
伊藤
高田

章

秀明
知洋
信久
慎吾

【LW受容協力医師についてのご案内】

全国に2,000人以上が登録しているLW受容協力医師のお名前や医療機関名は、協会ホームページで閲覧するこ
とができます。都道府県を指定して検索する方法と、地図から検索する方法の2通りが可能です。紙に印刷したリ
ストをご希望の方は、ファックスか郵便でお送りいたしますので、本部事務局までご連絡ください。
28

●本部

リビング・ウイル

〒113 - 0033
東京都文京区本郷２ - 27-８
太陽館ビル501

（ 終末期医療における事前指示書 ）

引き落とし）
があります。利用には諸手続きが必要ですので、

12 2021年

「ご遺族アンケート」結果から

この指示書は、私の精神が健全な状態にある時に
私自身の考えで書いたものであります。

対

したがって、私の精神が健全な状態にある時に私

〒980-0811
仙台市青葉区一番町１-12 -39
旭開発第２ビル703号室
TEL 022 - 217 - 0081
FAX 022 - 217 - 0082

自身が破棄するか、または撤回する旨の文書を作成
しない限り有効であります。

▪私の傷病が、現代の医学では不治の状態であ

●関東甲信越支部

り、既に死が迫っていると診断された場合に

〒113 - 0033
東京都文京区本郷２-27 -８
太陽館ビル501
TEL 03 - 5689 - 2100
FAX 03 - 5689 - 2141

は、ただ単に死期を引き延ばすためだけの延

象

会費払込該当月の28日（28日が土日
祝日の場合は翌営業日に引き落とし）

払込額

会費相当額

手数料

１ 回 の 払 込 に165円（150円 ＋ 税）の
ご負担があります

取扱
金融機関

国内ほとんどの金融機関（信金、信組、
ゆうちょ銀行、農協含む）

領収書

預金通帳の金額摘要欄に協会名を印
字。領収書は発行しない

26 私の希望表明書
27

29 寄付された方々
30 事務局から／編集後記／目次
31 終末期医療における事前指示書／
本部・支部一覧

裏表紙

あります。銀行振り込みの場合は会員番号（００を省く）も

203 円、郵便局 ATM が 152 円、コンビニが 110 円です。

てください。
以上、私の要望を忠実に果たしてくださった方々
に深く感謝申し上げるとともに、その方々が私の要

協会会員：9 万5366人

今号の１枚

『 色め く…』

状態）に陥った時は生命維持措置を取りやめ

（ 2022 年 3 月4 日現在）

次号は、
2022 年 7月1日発行

望に従ってくださった行為一切の責任は私自身にあ
ることを付記いたします。

フリーダイヤル 0120－211－315

出版案内

記入して下さい。なお振込手数料は郵便局窓口で通帳なら

▪私が回復不能な遷延性意識障害（持続的植物

●中国地方支部

連載・電話・メール医療相談から

28 ＬＷ受容協力医師のリスト

納入時期です。封筒の表に「年会費払込票在中」と印刷して

医療を行ってください。

〒532 - 0003
大阪市淀川区宮原４-１-46
新大阪北ビル702号
TEL 06 - 4866 - 6365
FAX 06 - 4866 - 6375

20 支部活動・報告
2022 春 ～夏

能です。会報が緑色のビニール封筒で届きましたら年会費の

は、麻薬などの適切な使用により十分な緩和

●関西支部

18 LWのひろば

払込日

●なお、これまで同様、コンビニや郵便局での振り込みも可

▪ただしこの場合、私の苦痛を和らげるために

〒453 - 0832
名古屋市中村区乾出町２-７
正和ビル２階
なかむら公園前法律事務所内
TEL 052 - 481 - 6501
FAX 052 - 486 - 7389

16 連載「 四季の 歌 」荒城の月

ご希望の会員

命措置はお断りいたします。

●東海北陸支部

※本誌記事の著作権は日本尊厳死協会にあります。
引用、転載に関しましては当協会にご相談ください。

編集後記

●教育の目的を つだけあげると

すれば、それは「生き直す力（レ

ジリエンス）を育成すること」か

も し れ な い、 と 巻 頭 の「LW 研

究会」の要旨をまとめながら思い

ました。生きていれば人は「不都

合な出来事」
に出会います。別離、

失恋、病気、死別、挫折、破産、

台風、震災…。そうした絶望的状

況から脱し、どう前を向いて生き

直すのか、自身のライフストーリ

ーを改訂し書き直すのか、このし

なやかな力を身に付けさせること



※表紙の下方にQRコードを付けましたので、ご利用下さい。

はまさに、何にもまさる「教育の

根幹」と言っていいのではないか。

最も大事で必要な、この世を生き

ぬく力と知恵──。巻頭の「LW

研究会」要旨、文字がやや多いで

すが、ぜひ ご一読を。

90

「ひろば」に「しだれ桜 」の写

3

真を投稿くださったのは古住さ

んの娘さん。
「 年前に 歳で亡

くなった会 員だった父の撮った

写真」とのこと。写真が趣味で

いろいろな撮影 会に出かけ、奈

良の「又兵衛桜」と対面した時

のもの。
「妖艶な美しさ」が立ち

のぼってくるようです。 （郡司）

日 本 尊 厳 死 協 会 は、命 の 終 わ

りが近づいたら延命措置を望ま

な い で、自 然 の 摂 理 に ゆ だ ね て

寿命を迎えるご自分の意思を表

し た「リ ビ ン グ・ウ イ ル」を 発

万 人 の 方 々 が「リ ビ

行、その普及に努めています。

現在約

ン グ・ウ イ ル」を 持 ち、安 心 し

た日々を送っています。自然の

まま寿命を迎えることは、最期

の日々をよりよく生きること

であり、今を健やかに生きるこ

とにつながります。

お友だちやお知り合いに協会

や「リビング・ウイル」のことを

お伝えいただければと願ってい

ます。

10

リビング・
ウイルの勧め

●四国支部

各支部HPへのアクセスは
本部HPからのリンクをご利用ください。

09 特別対談・尊厳死法制化の展望

領で実施しております。なお郵便局窓口では申し込めません。

●東北支部

フリーダイヤル 0120－211－315

「レジリエンス＝立ち直る力」

ご希望の方は本部事務局までご連絡をお願いします。次の要

フリーダイヤル 0120－211－315

●九州支部

02 第10 回日本 LW 研究会から

年会費払い込みには、自動払込制度
（金融機関口座から自動

（ 2017年７月改訂 ）

●北海道支部

〒760-0076
高松市観光町 538-2
あさひクリニック内
TEL 087 - 833 - 6356
FAX 087 - 833 - 6357

─ 会報2022年4月 No.185 ─

会費の自動払込のご案内
希望者はご連絡ください

Living Ｗill

TEL 03 - 3818 - 6563
FAX 03 - 3818 - 6562
メール
info@songenshi-kyokai.or.jp
ホームページ
https://www.songenshi-kyokai.or.jp/
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