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（仮称）世田谷区認知症とともに生きる希望計画（案）の検討について 

 

１ 主旨 

  「（仮称）世田谷区認知症とともに生きる希望計画」（案）を定めるため、検討する。 

 

２ 計画の位置付け 

 「（仮称）世田谷区認知症とともに生きる希望条例」第１６条１項に基づく計画として

策定する。 

（参考）区の主な計画等 

 世田谷区基本構想（平成 25 年議決）…今後 20 年間の区政運営の公共的指針 

 世田谷区基本計画（平成 26 年度～令和 5 年度） 

…今後 10 年間の行政運営の基本的方針 

 世田谷区新実施計画（後期）（平成 30 年度～令和 3 年度） 

…基本計画を具体的に実現するための計画 

 世田谷区地域保健医療福祉総合計画（平成 26 年度～令和 5 年度） 

…社会福祉法第 107 条に規定する市町村地域福祉計画及び世田谷区地域保健福祉推

進条例第 16 条第１項の推進計画、同条例第 17 条第１項の行動指針 

 第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和 3 年度～令和 5 年度） 

…老人福祉法第 20 条の８第１項の規定に基づく市町村老人福祉計画及び介護保険法

第 117 条第１項の規定に基づく市町村介護保険事業計画 

 

３ 計画の期間 

   

４ 基本的な考え方（案） 

  「（仮称）世田谷区認知症とともに生きる希望条例」第３条の基本理念を実現するため

に、区が取り組む認知症施策の具体的な内容を定める。 

 

５ スケジュール 

  令和２年９月 計画骨子案 

     １１月 計画案 

  令和３年３月 計画策定 

令和 2 年 7 月 15 日  

第１回作業部会資料１ 



センター

構想
条例

機能３ 第１０条

機能３ 第９条

機能３ 第９条

機能３ 第１１条

機能３ 第１１条

機能３ 第１１条

機能３ 第１１条

機能３ 第９条

機能３ 第９条

機能４ 第１３条

機能２ 第１３条

機能３ 第１４条

機能３ 第１５条

機能４ 第１４条

機能２ 第１５条

機能４ 第１４条

機能５ 第１４条

機能５ 第１５条

機能４ 第１４条

機能１ 第９条 区民等の理解の推進

機能２ 第１０条 認知症への備え等の推進

機能３ 第１１条 意思決定の支援等

機能４ 第１２条 権利擁護

機能５ 第１３条 相談体制の充実及びその支援

第１４条 医療及び介護等の支援

第１５条 地域づくりの推進

機能５ 第１５条

・認知症サポーター養成講座、ステップアップ講座、フォローアップ講座を通じたチームオレ

ンジの創設に向けた取り組み

機能３ 第９条

⑥訪問サービスによ

る在宅生活サポート

の推進

・初期集中支援チーム事業や医師による専門相談事業による訪問サービス事業の拡充

機能１

・認知症在宅生活サポートセンターの後方支援による、あんしんすこやかセンター等関係機関

の相談体制強化

第１４条

第１２条

機能３

機能２

機能３

第１４条

機能４ 第１３条

第１４条

・認知症の人が自ら発信する機会の確保（充実）

・認知症カフェ運営支援と未整備地区のカフェ開設に向けた情報収集

・社会参加型プログラムの活用の推進

・家族会交流会の開催

早期対応

・早期支援

⑤相談・支援体

制の充実（もの

忘れ相談）

・もの忘れ相談窓口の質の向上

・身近な相談体制づくりとして、地区型・啓発型もの忘れチェック相談会の実施

⑪地域のネット

ワークづくり

・認知症専門相談員研修の開催

・認知症ケアプログラム研修等、専門職研修の開催によるケアの質の向上

・認知症サポーターによる見守り活動の推進

・地域ケア会議等による医療・福祉の連携体制づくり

⑧家族介護者等

への支援の充実

⑨権利擁護

・心理相談、ストレスケア講座の内容の充実

・あんしん事業、成年後見制度の普及啓発

・社会福祉協議会との連携

大項目 中項目

（仮称）世田谷区認知症とともに生きる希望計画（案）

希望計画

小項目

普及啓発

・認知症へ

の備え

①条例の啓発 ・認知症講演会や認知症サポーター養成講座（学校含む）、介護の日等、各種イベントにおけ

る周知

④認知症への備

えと軽度認知障

害等への対応

・社会参加と健康保持増進の取り組みの推進

・軽度認知障害講演会等の啓発事業の開催

②「私の希望

ファイル」の推進

・「私の希望ファイル」研修・説明会の開催（関係機関向け）

・各種リーフレットや「エフエム世田谷」、「高齢・介護応援アプリ」、ホームページ等の各

種広報媒体を活用した普及啓発

・各種事業における普及啓発

・区の関連窓口における周知（あんしんすこやかセンター、総合支所保健福祉課、図書館）

センター構想

訪問サービスによる在宅支援のサポート機能

家族支援のサポート機能

普及啓発・情報発信機能

技術支援・連携強化機能

人材育成機能

条例

⑦認知症の人へ

の支援の充実

・本人同士の支えあい並びに社会参加活動としての本人交流会の開催

・初期集中支援チーム事業におけるファイルの活用

③認知症への理

解の推進

・ＲＵＮ伴イベントやアルツハイマー月間イベントの開催による区民の認知症に対する理解の

推進

地域づくり

・人材育成

⑩認知症サポー

ターの養成・活

動支援

資料１別紙
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資料２ 

令和２年５月２９日 

保健福祉政策部保健医療福祉推進課 

高齢福祉部介護保険課 

 高齢福祉部介護予防・地域支援課 

 

在宅医療・介護連携の推進について 

 

１ 主旨 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が増加する中、住み慣れた地域で安心して生活をおくる

ため地域包括ケアシステムの構築が進められている。区では住まいや予防、生活支援に加え、医

療や介護が一体的に提供され、重度の要介護になっても地域で暮らし続けることができるよう、

地域包括ケアシステムの構築の一環として在宅医療・介護連携推進事業を推進していく。 

 

２ 背景 

平成２６年６月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律整備

等に関する法律」のもとに医療法、介護保険法等１９法令が改正された。 

  この法改正に伴い、各都道府県は２０２５年の病床数の必要量とその達成に向けた事項を定め

ることとなり、東京都でも平成２８年７月に、国から提供されたデータと計算式を用いて将来の

病床数と在宅医療の必要量を記載した地域医療構想が策定された。その後、平成３０年３月に改

訂された東京都保健医療計画で、世田谷区を含む区西南部地区の基準病床数が引き下げられたこ

ともあり、区西南部地区の病床数はほぼ横ばいである一方、在宅医療等の必要量は平成２５年の

約１．４倍となっており、各自治体にはそうしたニーズの受け皿となるための在宅医療の支援体

制の構築が求められている。 

こうした状況のもと、平成３０年からすべての自治体に地域支援事業の枠組みを活用して在宅

医療・介護連携推進事業を実施することとなり、区でも医療や介護の専門職と連携をしながら事

業に取り組んでいく必要がある。 

 

【参考】区西南部（世田谷区・渋谷区・目黒区）における病床数の必要量等    

（床）      （人/日）  

 高度急性期 

機能※

１ 

急性期 

機能※

２ 

回復期 

機能※

３ 

慢性期 

機能※

４ 

計 

在宅医療等 

 再掲 

(訪問診療のみ) 

東京都地域医療構想(H37年)※５ 1,492 3,710 3,080 1,701 9,983 24,344 19,273 

東京都保健医療計画（H30年 3 月改定） ― ― ― ― 9,592 ― ― 

病 床 機 能 報 告（H30年） 

※在宅医療の数値のみＨ25年 1,099 5,575 1,415 1,311 9,400 ― 

13,738 

※５ 

※１ 急性期の患者に対し、診療密度が特に高い医療を提供する機能 

※２ 急性期の患者に対し、状況の早期安定化に向けて、医療を提供する機能 

※３ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けたリハビリテーションを提供する機能  

※４ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 

※５ 平成２９年度東京都地域医療構想調整会議資料より抜粋 

第３回高齢者福祉・介護保険部会

資料より一部抜粋 

令和２年７月１５日 

第１回作業部会資料２ 
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３ 第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画期間の主な取組み 

  国が示す在宅医療・介護連携推進事業の８項目(○ア～○ク )に沿って、医療と介護の連携に関す

る各事業を実施している。(別紙１参照) 

（１）「在宅医療」の区民への周知・普及 

  ①「在宅医療」の区民への普及啓発(別紙２参照) 

区民に在宅医療について紹介するイベントとして、毎年３月のお彼岸の日に合わせ、「春

のお彼岸シンポジウム」を開催し、在宅医療と救急医療について紹介している。また、各地

区のあんしんすこやかセンターでも年に１回在宅医療に関する区民向けのミニ講座を実施し

ている。 

 

(２)医療職・介護職のネットワーク構築 

  ①切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築(別紙３参照) 

   各地区に地区連携医として医師を配置し、あんしんすこやかセンターとともに医療や介護

に関する地区のネットワークの構築やケアマネジャー等を対象とした研修、在宅医療に関す

る事例検討などについて毎月実施する地区連携医事業に取り組んでいる。 

  ②在宅医療・介護連携に関する相談支援の充実(別紙４参照) 

   平成 30年 4月より各あんしんすこやかセンターに「在宅療養相談窓口」を設置し、区民や

医療関係者・介護事業者からの相談を受けるとともに、在宅医療に関する周知も行ってい

る。また、あんしんすこやかセンターの在宅医療・介護連携推進担当者向けに連絡会と研修

会を実施し、民間の医療系ノウハウを入れながら担当者のスキルアップを図っている。 

  ③地域における適切なリハビリテーションの提供(別紙５参照) 

   後遺症を軽減し、療養生活の質を高めるためには患者の状態像に合わせた適切なリハビリ

を提供する必要がある。そのためには、医療職や介護職のリハビリに対する知識・理解の向

上が不可欠である。区では都の委託事業を受託した医療法人の区西南部地域リハビリテーシ

ョン支援センター事業を支援し、研修や事例検討会の取り組みに携わった。 

 

(３)様々な在宅医療・介護情報の共有推進(別紙６参照) 

  ①在宅医療・介護情報の共有推進 

ケアマネジャーから医療機関に連絡をとりやすい時間帯を示した「ケアマネタイム」や病

院やケアマネジャーが入退院の際に必要な情報をまとめた「医療と介護の連携シート」等に

ついて、集団指導等の機会を通じて周知・普及を行っている。また、医師会が実施するＩＣ

Ｔを用いた連携ツールについて、地区連携医事業の研修会などを通じて医療職や介護職へ周

知するなどの支援を行っている。 

②地域の医療・介護資源の情報更新 

  各地区の在宅療養相談窓口で相談を受けていくには、地域の在宅療養資源を担当者が把握す

る必要がある。そのため、区では平成３０年２月に「世田谷区在宅療養資源マップ」を発行

し、各あんしんすこやかセンターや保健福祉課、区内のケアマネジャー等へ配布した。また、

最新の医療情報については在宅医療の担当者連絡会を活用し、あんしんすこやかセンターの

担当者に情報共有を図った。 
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４ 第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に向けた課題(別紙参考資料参照) 

（１）「在宅医療」の区民への周知・普及 

令和元年度の区民意識調査では、在宅医療に関する認知度は７割を超え(76.2％)、また令

和元年度の世田谷区高齢者ニーズ調査・介護保険実態調査で人生の最期をどこで迎えたいか

についてはどちらも自宅を希望する回答が一番多くなっている。(Ａ調査：48.7％、Ｂ・Ｃ調

査：60.1％)一方で、人生の最期についての話し合いの有無については、約半数がないと回答

している。(Ａ調査：48.7％、Ｂ・Ｃ調査：56.7％)そのため、人生の終末期にどのような治療

やケアを望むのかを身近な人と繰り返し話し合い、区民自らが決定していくＡＣＰ(人生会

議)について在宅医療とともに区民に周知・普及していく必要がある。 

  (２)医療職・介護職のネットワーク構築 

    在宅医療を選択する区民が増加すると、地域でそうした人々を支えるための体制が重要に

なってくる。区では地区連携医事業やあんしんすこやかセンターの担当者向けの研修会等を

通じて、医療職と介護職のネットワーク構築に取り組んでいる。一方で、東京都保健医療計画

では急性期、回復期、維持期における一貫したリハビリの実施や地域リハビリテーション支援

体制の充実が課題とされており、区でも地域で適切なリハビリテーションを提供するために、

リハビリ専門職の連携体制の構築を支援していく必要がある。 

  (３)様々な在宅医療・介護情報の共有推進 

令和元年度世田谷区介護保険実態調査では介護職が医療機関との連携を行うための課題と

して、医療職の介護保険制度への理解(40.7％)、顔の見える関係がない(34.6％)、介護職の医

療知識に関する理解(33.7％)等の項目の回答が高くなり、医療職と介護職の一層の連携が課

題となっている。区では医療職と介護職の連携を深めるため、医療と介護の連携シートの作

成や医師会が実施するＩＣＴを用いた連携ツールへの支援など、様々な取り組みを実施して

いる。今後もより一層の連携を深めるため、平成２９年度に作成した在宅療養資源マップの

更新等も行いながら、こうした連携ツールの効果的な周知の方法等についても検討をしてい

く必要がある。 

 

５ 第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の施策展開の考え方 

 区では、医療と介護を必要とする高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごせるように、第８期

計画の策定にあたり、医療や介護などの様々な専門職が参加する医療連携推進協議会、相談支

援・情報共有部会等で地域の医療・介護資源の状況を共有しながら、以下の考え方に沿って在宅

医療・介護連携の推進をめざしていく。 

１ 在宅医療とＡＣＰ(人生会議)の周知・普及 

２ リハビリを含む医療職と介護職のネットワークの構築 

３ 連携ツールを活用した医療と介護の連携推進 

 

６ 第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画での主な取組み 

（１）「在宅医療」の区民への周知・普及 

①「在宅医療」の区民への普及啓発 

 人生の最期にどのような治療やケアを受けたいのかを区民自らが選択できるよう、在宅医

療やＡＣＰ(人生会議)についてのガイドブック((仮称)世田谷区で在宅療養・人生会議をしよ

う！)を作成し、区民への周知・普及に活用していく。 
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（２）医療職・介護職のネットワーク構築 

①切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築 

     地区連携医事業の取り組みを活用し、複数の地区での事業の合同実施を行い広域的な医

療と介護のネットワーク構築に取り組む。また、在宅療養相談窓口での様々な事例につい

て、地区連携医事業の研修会で検討を行い、医療職・介護職のスキルアップを図る。 

②在宅医療・介護連携に関する相談支援の充実 

      あんしんすこやかセンターと病院ＭＳＷとの意見交換会や在宅療養相談窓口の担当者

向け研修会等を通じて、医療職との顔の見える関係づくりを進めていく。 

   ③地域における適切なリハビリテーションの提供 

     地域で適切なリハビリテーションが提供されるように、区としてもリハビリ専門職の連

携体制の構築を支援し、連携を図っていく。また、区西南部地域リハビリテーション事業

を引き続き支援し、研修等を通じて医療職や介護職にもリハビリの正しい知識を広める。 

 

（３） 様々な在宅医療・介護情報の共有推進 

  ①在宅医療・介護関係者の情報共有の支援 

    医療と介護の連携シートや医師会のＩＣＴを用いた連携ツール(ＭＣＳ)などの既存の連 

    携ツールの医療職・介護職への一層の周知と医療連携推進協議会での検討を経て新たに作 

成したお薬手帳を活用した連絡カードの周知・普及を図っていく。 

   ②地域の医療・介護資源の情報更新 

     平成２９年に作成した世田谷区在宅療養資源マップを更新し、あんしんすこやかセンタ

ーをはじめ、地域の医療・介護関係者に地区の在宅療養資源の最新の情報を伝え、相談や

連携に役立ててもらう。また、大学病院など区外の医療機関へも新たに配布し、世田谷区

内の診療所等と入退院時の連携等に活用を図る。 



資料５ 

        

「（仮称）世田谷区で在宅療養・人生会議をしよう！」について 

 

 医療や介護を受けながら住み慣れた自宅で生活をする「在宅療養」を区民に分かり

やすく案内するとともに、もしもの時に自分が受けたい治療やケアを医療・介護関係

者や信頼できる身近な人と話し合う「人生会議」について考えるきっかけとなるよ

う、「（仮称）世田谷区で在宅療養・人生会議をしよう！」を発行する。 

 内容は２部構成とし、第１部は、自宅で療養することに関する区民の疑問や不安に

寄り添い、在宅での療養生活という選択肢が自然と入ってくるようストーリー仕立て

のガイドブックとする。第２部は、自分がどういう療養生活をおくりたいか、何を大

切に思っているか、これからどうありたいか等、自ら書き込みをしながら人生の最期

について考えるきっかけとなるよう展開を図っていく。 

 

１ 発行部数  １０，０００部 

２ 印刷仕様  Ａ４ カラー刷 ３０ページ前後 

３ 配 布 先   区民、医療・介護関係者等 

４ 内容の概要（構成案） 別紙「在宅医療の普及・啓発ガイドブック概要」参照 

 【第 1部】ＡＣＰガイドブック ２０ページ程度 

  在宅医療の検討から最期までをストーリー仕立てで展開 

  物語の合間に、在宅医療の現状や用語解説などを入れる。 

  ・ＡＣＰの解説「これからのこと、どう考えよう」 

  ・在宅医療について「ずっと家で過ごすということ」 

  ・人生の最終段階「最後まで自分らしく」 

 

【第２部】(仮)私の道しるべ １０ページ程度 

 書き込みをしながら、自身の価値観や希望する医療について考える。 

 希望を書き込むページは繰り返し話し合い、書き込むことを想定し複数ペー 

ジ用意する。 

・価値観の記入 より深い質問に導入するための目次的位置づけ 

・希望する医療の記入 どんな治療を希望するのか、もし助かる見込みがない

と判断されたら 等 

                                                                           

５ 今後の予定 

  ９月  医療連携推進協議会部会・・・・・・・・・・・内容全般の確認 

 １０月  第３２回（令和２年度第２回）医療連携推進協議会・・・原稿案の確認 

 １１月  意見調整・出稿 

  １月  原稿修正、最終確認 

  ２月  印刷 

  ３月  納品 配布開始（４月～） 
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資料５（別紙） 

 

在宅医療の普及・啓発ガイドブック概要 

 

目的 

 区民に、入院や通院の他に「在宅医療」の選択肢があることを周知する 

 本人が「自分らしく生きて行く」ために希望する療養生活や終末期の過ごし方を話

し合う ACP のきっかけづくり 

 

対象 

① 介護が必要になり、これからの生活を考えたい方（例：あんすこから本人・家族に） 

あんすこと関わりを持ちはじめた人（本人・家族）に対し、あんすこから記入を提

案する。 

導入のイメージ）骨折や肺炎などの入院を契機に ADL が低下して要介護認定を受け、同居家
族があんしんすこやかセンター職員から手渡される。職員から「これからも出来るだけ元気に
過ごせるように願っていますが、今回のように急な体調の変化に備えておきましょう。」など
と言われて記入する。 
 

② 在宅医療の導入を検討し始めた方（例：専門職から本人・家族に） 

在宅医療導入検討時、ご本人と専門職がある程度の信頼関係を築いたタイミング

で、専門職から記入を提案する。 

導入のイメージ）「これからどうやって生きていくかを考えるためのノートです。お元気な時
に書き込むものだからこそ xx さん、書いてみてください。よかったら次回の訪問時にまた見
せてくださいね」といったお声がけとともに専門職から勧められ記入する。 

 

これまでの課題 

在宅医療の導入を検討し始めた本人や家族が、既存の ACP ガイドやエンディングノー

ト等を受け取る場合、本人や家族が抱える課題として、 

1. 「今日、明日の暮らしやケアをどうするか」に不安があり、将来的に訪れる終

末期の心理的・身体的状態まで想像がつかない、想像したくない 

2. 医療的処置にまつわる用語に耳馴染みがなく、希望する選択肢や記述を求めら

れてもよく分からない 

これらが想定され、本人が記述を始めること、家族が本人に対して記述を勧めること

が困難である。また、既存の ACP ガイドやエンディングノートが持つ課題として、 

3. 終末期に希望する医療・ケアの「結果を記録する」ことが主眼になっている 

4. 病気や怪我など、自身が想像したくない将来について、個人で自由に記録、更

新することを求める 

といったものがある。従来の ACP ガイドやエンディングノートは、意思決定に至るま

での楽しみやプロセスが設計されていないものが多いため、本人の心理的・身体的状

況が変わった場合に、現在の意思を推測するための材料が少ない可能性がある。 
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コンセプト 

今回のガイドブックで取り組みたいこととして、1~4 の課題を解決するため、ご本人

が大切にする価値観を掘り下げるプロセスを重視し、家族や医療者との対話を促すコ

ミュニケーションツールとしてのガイドブックを目指す。コミュニケーションを通じ

て、たとえ本人の意思が確認できない状況になっても、価値観や考え方の記録から意

思を想定できる状況を作ることを目指す。 

また、導入にあたってのハードルが下がるよう、終末期について、リアリティを持ち

つつも楽しく・前向きに記述できるよう、使用する言葉や表現に留意し、ご本人の記

述に向け「導入時の声がけ・コツ」などを家族、専門職向けに別添するなどの工夫をす

る。 

 

これまでの課題（再掲） 

1. 「今日、明日の暮らしやケアをどうするか」に不安があり、将来的に訪れる終末期

の心理的・身体的状態まで想像がつかない、想像したくない 

→ 導入時の声がけ・コツなどを家族や、専門職向けに別添するなどの工夫をする 

2. 医療的処置にまつわる用語に耳馴染みがなく、希望する選択肢や記述を求められて

もよく分からない 

→ 医療者とのコミュニケーションを通じて、医療的な選択への橋渡しを行う 

3. 終末期に希望する医療・ケアの「結果を記録する」ことが主眼になっている 

→ 「本人が大切にする価値観を掘り下げるプロセス」を重視する 

4. 病気や怪我など、自身が想像したくない将来について、個人で自由に記録、更新す

ることを求める 

→ リアリティを持ちつつも楽しく・前向きに記述できるよう、使用する言葉や表

現に留意する 

 

ゴール 

 本人の大切にしたい価値観が整理され、家族や医療者に伝わっている状態 

= たとえ本人の意思が確認できない状況になっても、価値観や考え方の記録から

意思を想定できる状況 

 

  



コンテンツ 

【第 1 部】ＡＣＰガイドブック ２０ページ程度 

終末期に家にいる不安や、最期は病院のほうが怖くないという考え方を持つ読者に向

けて、在宅でも安心して過ごせるという「医療観」をつくり、在宅の選択肢が自然に

入っていくようにする 

※ 在宅医療を検討し始めてから〜最期までを、ストーリー仕立てで展開 

※ 物語の合間に、在宅医療にまつわる知識（現状や医療用語等）解説を挟む 

※ イラスト入りで、余白を大きくとる 

 

章立て（案） 

1） ACP（人生会議） 

- ストーリー（1）「これからのこと、どう考えよう？」 

- 解説：ACP 概論、どんな時に必要なの、いつから考えておくのがいいの？（→

在宅医療へ導入） 

2） 在宅医療 

- ストーリー（2）「ずっと家で過ごすということ」 

- 解説：在宅医療概論、在宅医療導入までの流れ、病院と家の医療の違い（→終

末期へ導入） 

3） 人生の最終段階 

- ストーリー（3）「最期まで自分らしく」 

- 解説：終末期に起こること、最期まで自分の希望を生きるには（→記入パート

へ導入） 

 

【第２部】(仮)私の道しるべ １０ページ程度 

※ 自身の価値観と希望する医療の書き込みができるよう展開 

 

章立て（案） 

1） 「価値観」記入パート 

※ ライトに答えられる質問をまとめる。2）「希望する医療」記入パートで、より

深い質問に導入できるよう目次的な位置付け。 

※ このページを見るだけで楽しくコミュニケーションできるイメージ 

例）呼んでもらいたい名前／住んでいる場所／一番よく知っている人／知ってもらいたいこと
／大切な日課／心配なこと／不安なときに気分を変えてくれること／視力聴力／コミュニケ
ーションのとり方／移動／食べること飲むこと…など 
・（参考）英国 Alzheimer's Society「This is me」 
 

2） 「希望する医療」記入パート 

※ 質問から、チェック形式で書き込めるイメージ 

例）受けたい医療：できるだけ長く生きることを優先した治療を受けたい／できるだけ長く生
きることを優先した治療を受けたいが、つらい検査・治療 が必要なら医療関係者とよく相談
したい／ 検査で病気は知りたいが、つらい検査・治療を受けて長く生きることより、負担の
ない治療や苦しさを減らすための治療を受けたい／治る見込みが無いと医師が判断したら、病
気がわかる検査や長く生きることより、苦しさを減らすための治療を自宅や施設で受けたい／
今は決められない 
・（参考） 沖縄県医師会「命しるべいのちの道標パンフレット」 



デザインイメージ（ACP ガイドブック） 

※ 他自治体のイメージを参考に 

 高齢者でも読みやすいよう、イラストや図表を使いながら余白を多くとり、文字ば

かりの印象を避ける 

 

※ （参考）平成 30 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業認知症の人の
家族等介護者への効果的な支援のあり方に関する研究事業「もしも」 

 

 当事者視点で書かれたストーリー仕立て 

 一般区民向けなので、平易な文章や親しみやすい文章で簡潔に説明 

 

※ （参考）沖縄県医師会「命しるべいのちの道標パンフレット」 

 

 

 

 

 

 



 「答えを出す」ではなく「話し合う」ことを重視させる。アウトカムよりもプロセ

スを重視する作り 

 描きやすいフォーマットや、手順の記載 

① 「価値観」記入パート：ライトに答えられる質問のイメージ 

 

 

 

※ （参考）横浜市西区「西

区版エンディングノート」 

 

 

 

 

 

 

② 「希望する医療」記入パート：チェック形式で書き込めるイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ （参考）沖縄県医師会「命しるべいのちの道標パンフレット 


