
在宅医療・救急医療に関する最近の動向

厚生労働省医政局地域医療計画課

平成30年度 在宅医療・救急医療連携セミナー

資料１
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１．在宅医療・救急医療を取り巻く背景
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65歳以上人口のピーク
（2042年）：3,878万人

高齢化率（2065年）
38.4%

少子高齢社会の到来少子高齢社会の到来
○ 日本の人口は人口減少局面を迎えており、2060年に総人口は9,000万人を割り込み、高齢化率は40％近くになる。

団塊世代が
75歳以上に！

各年10月1日現在人口.平成22(2010)年までは,総務省統計局『平成22年国勢調査による基準人口』(国籍・年齢｢不詳人口」をあん分補正した人口）による.2015年以降は国立社会保障・ 人口問題研究所
「日本の将来推計人口(平成24年1月推計)出生中位(死亡中位)推計」
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出典︓2015年以前は厚⽣労働省「⼈⼝動態統計」による出⽣数及び死亡数（いずれも⽇本⼈）
2020年以降は国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「⽇本の将来推計⼈⼝（平成29年4⽉推計）」の出⽣中位・死亡中位仮定による推計結果

(千⼈)

○ 今後も、年間の死亡数は増加傾向を⽰すことが予想され、最も年間死亡数の多い2040
年と2015年では約39万⼈/年の差が推計されている。

死亡数の将来推計

死亡数の将来推計
推計
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9.1 （病院）

74.6 （病院）

82.5 （自宅）

12.7 （自宅）
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死亡場所の推移

資料：厚生労働省「人口動態統計」

［ ％ ］

※ 老人ホームとは、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームをいう。
平成６年までは、老人ホームでの死亡は、自宅又はその他に含まれている。

6.3 （老人ホーム）

0.0 （介護老人保健施設）

1.5 （老人ホーム）

2.3 （介護老人保健施設）

2.1 （その他）
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2.0 （診療所）

高齢化の進展により、医療ニーズが、悪性新生物（がん）などを原因とする慢性疾患を中心とするもの
に変化。
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出典：「人口動態統計（1947～2015年）」

（人口10万対）
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平成27年度における、主な疾患別の死亡数の割合を多い順にみると、悪性新生物（がん）、心疾患、
肺炎であり、上位３疾患で全体の半数以上を占めている。

主な疾患別の死亡数の割合
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出典：「平成27年人口動態調査」

自宅, 54.6%

子どもの家, 0.7%

兄弟姉妹など親族の家, 
0.4%

高齢者向けのケア付き

住宅, 4.1%

特別養護老人ホームな

どの福祉施設, 4.5%
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わからない, 6.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

最期を迎えたい場所について

○ 最期を迎えたい場所について、「⾃宅」が54.6％で最も⾼く，「病院などの医療施設」が
27.7％，「特別養護⽼⼈ホームなどの福祉施設」は4.5％となっている。

出典︓平成24年度 ⾼齢者の健康に関する意識調査（内閣府）

■治る⾒込みがない病気になった場合、どこで最期を迎えたいか (n=1,919 ⼈)
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救急出動件数 搬送人員

平成18年

救急出動件数 5,240,478件

搬送人員 4,895,328人

平成28年

救急出動件数 6,213,628件

搬送人員 5,624,034人

(注) １ 平成10年以降の救急出場件数及び搬送人員についてはヘリコプター出動分を含む。
２ 各年とも1月から12月までの数値である。

救急出動件数及び搬送人員の推移

○ 救急出動件数及び搬送人員数ともに、8年連続の増加となり、過去最多となった。

10年間で

・救急出動件数は約97万件（約19%）増加

・搬送人員は約73万人（約15%）増加

「平成29年版 救急・救助の現況」（総務省消防庁）

（件・人）
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年齢区分別搬送人員構成比率の推移

○ 高齢者の搬送割合は年々、増加傾向にあり平成28年には５割以上を占めている。

（平成29年版 救急・救助の現況） 9



全体 小児 成人 高齢者

死亡・
重症

１．４万人 １５．５万人 ３７．２万人

中等症 １０．２万人 ６５．２万人 １０４．４万人

軽症 ３７．８万人 １３８．１万人 ７８．８万人

全体
小児

（１８歳未満）

成人

（１８歳～６４歳）

高齢者

（６５歳以上）

死亡・
重症

１．１万人
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中等症
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＋１３％

６１．９万人
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－５％

１５６．９万人

５２．５万人増

＋５０％

軽症

３６．０万人

１．８万人減

－５％

１１７．８万人

２０．３万人減

－１５％

１２３．１万人

４４．３万人増

＋５６％

平成１８年中

⼩児 成⼈ ⾼齢者

「救急・救助の現況」（総務省消防庁）のデータをもとに分析したもの

（万人） （万人） （万人）

○ 救急搬送人員の伸びは、年齢別では高齢者が多く、重症度別では軽症・中等症が多い。

10年間の救急搬送人員の変化（年齢・重症度別）
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死亡：初診時において死亡が確認されたもの
重症：傷病程度が３週間の入院加療を必要とするもの
中等症：傷病程度が重症または軽症以外のもの
軽症：傷病程度が入院加療を必要としないもの
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25年 26年 27年 28年 29年

三次救急（救命救急） 救命救急ｾﾝﾀｰ
（施設数） 259 266 271 279 284

⼆次救急（⼊院を要する救
急）

⼊院を要する
救急医療施設
（施設数）

2,904 2,836 2,769 2,733 2,896

（地区数） （403） （404） (410) (429) (418)

初期救急

休⽇夜間急患ｾﾝ
ﾀｰ
（施設数）

553 560 560 559 563

在宅当番医制
（実施地区数） 622 621 613 599 600

救急病院等を定める省令に
基づく医療機関数

総数 4,147 4,121 4,187 4,197 4,148

うち、病院 3,830 3,826 3,903 3,926 3,903

うち、診療所 317 295 285 271 245

（厚⽣労働省医政局調べ）（各年3⽉31⽇時点）

※ ⼆次救急の（地区数）は、「病院群輪番制地区数＋共同利⽤型病院数」の数値である。

救急医療体制の整備状況の推移
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○ 医療機関の照会回数４回以上の事案が14,114件（全体の3.2%）あり、現場滞在時間30分以上の
事案が23,500件 （5.3％）ある。

医療機関に受入の照会を行った回数ごとの件数

救急搬送における医療機関の受入状況（重症以上傷病者）

現場滞在時間区分ごとの件数

１回 ２～３回 ４～５回 ６～１０回 １１回～ 計 ４回以上 ６回以上 11回以上

重症以上傷病者
件数 361,666 58,222 8,658 2,829 268 431,642 11,754 3,096 267

割合 83.8% 13.5% 2.0% 0.7% 0.1% 100.0% 2.7% 0.7% 0.1%

15分未満
15分以上
30分未満

30分以上
45分未満

45分以上
60分未満

60分以上
120分未満

120分
以上

計
30分
以上

45分
以上

60分
以上

重症以上傷病者
件数 232,253 176,010 16,853 3,460 1,857 209 431,642 22,379 5,526 2,066

割合 54.0% 40.8% 3.9% 0.8% 0.4% 0.0% 100.0% 5.2% 1.3% 0.5%

○ 首都圏、近畿圏等の大都市部において、照会回数が
多い、又は現場滞在時間が長い事案の比率が高い。

総務省消防庁及び厚生労働省医政局 調べ （平成27年実績）

４回以上 30分以上

宮城 6.7% 10.9%
茨城 3.8% 5.9%
埼玉 5.7% 15.0%
千葉 4.2% 10.3%
東京 4.0% 5.5%
三重 3.0% 6.3%
兵庫 3.7% 6.0%
奈良 8.6% 13.4%
広島 3.0% 7.7%
平均 2.7% 5.2%
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検討課題 今後検討すべき事項と方向性

救急患者搬送・受入体制の機能強化について

MC体制の充実強化について ・各MC協議会の活動内容の差
・救命士の増加や救急救命処置拡大等による業務量の増加

・MC協議会の法的な位置付けの検討、人的・経済的措置
・MC協議会への医師の配置
・小児科、産婦人科、精神科医等の参画の促進
・評価指針の作成と全国的な情報の共有化 等

救急医療情報の活用と地域連携について ・高齢者搬送の増加への対応
・救急医療情報キット等の更なる普及と活用
・ICTを用いた救急医療情報システムのための医療機関によ
る情報の更新やデータ解析の必要性

・効果的活用のため、地域住民・行政機関・消防機関・医療機関・医師会等関係団
体・介護福祉施設等の連携体制の構築
・ICTを用いた救急医療情報システムの導入推進
・医療機関における情報更新支援 等

＃８０００について ・＃８０００の地域間格差と応需不能例の増加 ・運営時間の延長や回線の複数線化の推進
・全国センター設置や広域化の検討 等

院内トリアージについて ・院内トリアージの実態把握が不十分
・質の評価やエビデンスに基づく標準化が必要

・標準化に向けた現状把握
・病院前データと院内データの連結 等

救急医療機関・救急医療体制の充実強化について

救命救急センターの充実強化について ・本来の機能を果たせていない施設の存在
・救命救急センターの施設間格差
・充実段階評価が運営等を十分評価できていない

・要件を遵守するための体制改善
・地域に求められる体制の構築
・充実段階評価の項目の検討 等

高度救命救急センターの充実強化について 高度救命救急センターの役割や位置付けが不明確 ・要件や位置付けの再検討

二次救急医療体制の充実強化について ・二次救急医療機関の救急患者受入の施設間格差

・二次救急医療機関と救急告示病院との一元化がされていな
い

・高齢化や疾病構造の変化等を把握による地域に求められる体制の構築
・高齢者救急に対する対応能力の底上げ
・MC協議会への積極的な参画
・機能や役割の客観的な把握のための指標作成
・救急告示医療機関との一元化 等

初期救急医療体制の充実強化について 初期救急医療機関の体制の地域間格差 ・地域の実情に合った体制の構築
・ 入院を要しない軽症患者の受入れの検討 等

救急患者の搬送等について

ドクターヘリ等について ドクターヘリの応需不可件数の増加 ・隣接都道府県との相互応援や共同運用の促進
・ドクターカーの実態把握と効果検証 等

高次医療機関からの転院搬送とについて 広域から患者が集中する高次医療機関における転院が進ま
ないことでの空床確保が困難

・医学管理が必要な転院搬送に対する支援 等

小児救急医療における救急医療機関との連携について ・小児救急医療における小児科医の負担増大
・小児救命救急センターが未だ8箇所に留まる

・救急医療の適正利用に対する啓発
・小児救命救急センターと救命救急センターの連携
・小児科医と救急科専門医との連携
・高度な小児医療や専門医療が求められる患者の現状把握 等

母体救命に関する救急医療機関との連携について 脳卒中や循環器疾患といった通常参加で診療しない疾患の
発生時の対応

・原因疾患に合わせた母体搬送基準の整備
・救命救急センターと周産期母子医療センターの連携 等

精神疾患を有する患者の受入れ及び対応後の精神科との連携
について

精神疾患を有する患者の体制整備が不十分 ・搬送受入実施基準の改善、関係機関との連携強化
・医療機関間や診療部門間の連携強化
・精神科救急情報システムの充実 等

救急医療体制等のあり方に関する検討会 報告書概要 （平成26年2月公表）

13



14

２．人生の最終段階の医療・ケアに関するこれまでの経緯

“⼈⽣の最終段階における医療”に関する最近の動向“⼈⽣の最終段階における医療”に関する最近の動向

 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律
（平成25年12月13日法律第112号）

第四条
５ 政府は、前項の医療提供体制及び地域包括ケアシステムの構築に当たっては、個人の尊厳が重んぜられ、患者の意

思がより尊重され、人生の最終段階を穏やかに過ごすことができる環境の整備を行うよう努めるものとする。

Ⅱ－２－（６）（略）「病院完結型」の医療から「地域完結型」の医療へと転換する中で、人生の最終段階における医療の
在り方について、国民的な合意を形成していくことが重要であり、そのためにも、高齢者が病院外で診療や介護を受ける
ことができる体制を整備していく必要がある。

 社会保障制度改革国民会議報告書（平成25年8月6日 社会保障制度改革国民会議）
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第二章 講ずべき社会保障制度改革の措置等
（医療制度）

 社会保障制度改革推進法（平成24年8月22日法律第64号）

第六条
三 医療の在り方については、個人の尊厳が重んぜられ、患者の意思がより尊重されるよう必要な見直しを行い、特に

人生の最終段階を穏やかに過ごすことができる環境を整備すること。

第二章 社会保障制度改革の基本方針
（医療保険制度）

■ 経済財政運営と改革の基本方針20１7（平成29年６月9日閣議決定）
（人生の最終段階の医療）

・ 人生の最終段階における医療について、国民全体で議論を深め、普段からの考える機会や本人の意思を表明する環境の
整備、本人の意思の関係者間での共有等を進めるため、住民向けの普及啓発の推進や、関係者の連携、適切に相談できる
人材の育成を図るとともに、参考となる先進事例の全国展開を進める。



これまでの検討経緯これまでの検討経緯

開催時期 検討会名 座長 主なテーマ 調査手法

昭和６２年度
～平成元年度

末期医療に関するケア
の在り方の検討会

森岡恭彦（東京大学
医学部教授（当時））

・末期医療の現状 ・施設、在宅での末期医療
・末期医療のケア ・一般国民の理解

文献調査

平成４年度
～平成５年度

末期医療に関する

国民の意識調査等検
討会

垣添忠生（がんセン
ター中央病院院長
（当時））

・末期医療に対する国民の関心
・苦痛を伴う末期状態における延命治療
・患者の意思の尊重とリビング・ウィル
・尊厳死と安楽死

アンケー
ト調査

平成９年度
～平成１０年度

末期医療に関する
意識調査等検討会

末舛恵一（済生会中
央病院院長（当時））

・末期医療における国民の意識の変化
・国民と医療従事者との意識を通じて見た末期医療
・適切な末期医療の確保に必要な取り組み

アンケー
ト調査

平成１４年度
～平成１６年度

終末期医療に関する
調査等検討会

町野朔（上智大学法
学部教授）

・患者に対する説明と終末期医療の在り方
・末期状態における療養の場所
・癌疼痛療法とその説明
・終末期医療体制の充実

アンケー
ト調査

平成１８年度
～平成１９年度

終末期医療の決定

プロセスのあり方に関
する検討会

樋口範雄 （ 東京大

学大学院法学政治
学研究科教授 ）

・「尊厳死」のルール化の議論が高まったことを受けて、
コンセンサスの得られる範囲に限ったルール作り
→【終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン】

－

平成２０年度
～平成２２年度

終末期医療のあり方に
関する懇談会

町野朔（上智大学法
学部教授）

・終末期医療の決定プロセスの充実
・患者・家族と医療福祉従事者間の情報格差
・終末期医療体制の整備と医療福祉従事者に対する

知識の普及 等

アンケー
ト調査

平成２４年度
～平成２５年度

終末期医療に関する
意識調査等検討会

町野朔（上智大学法
学部教授）

・人生の最終段階における医療に関して国民が考える
機会の確保
・人生の最終段階における医療提供体制の整備

（ガイドラインの活用、医療福祉従事者の資質向上）

アンケー
ト調査
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人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会

＜開催目的＞
○ 人生の最終段階における医療については、医療従事者から患者・家族に適切な情報の提供と説明がなされた上

で、患者本人による意思決定を基本として行われることが重要。
○ 本検討会は、人生の最終段階における医療に関する意思決定支援を図るために、国民に対する情報提供・ 普及

啓発の在り方等について検討することを目的に開催。
＜スケジュール 計6回（平成30年3月23日とりまとめ）＞

第１回 平成29年8月3日開催 第２回 平成29年9月29日開催 第３回 平成29年12月22日開催
第４回 平成30年1月17日開催 第５回 平成30年2月23日開催 第６回 平成30年3月23日開催

＜主なとりまとめ内容＞
○ 人生の最終段階における医療・ケアについて、事前に繰り返し話し合う取組（ACP）が医療・介護現場だけではな

く国民一人一人の生活の中に浸透するよう、一層の普及・啓発が必要であること （リーフレットの作成や国民に馴
染みやすい名称の検討等）

【構成員】 （〇は座長）

岩田 太 上智大学法学部 教授

内田 泰 共同通信社生活報道部 編集委員

金子 稚子 ライフ・ターミナル・ネットワーク代表

川平 敬子 宮崎市健康管理部医療介護連携課長補佐

木澤 義之 神戸大学医学部附属病院緩和支持治療科
特命教授

木村 厚 全日本病院協会 常任理事

熊谷 雅美 日本看護協会 常任理事

権丈 善一 慶應義塾大学商学部 教授

齊藤 克子 医療法人真正会副理事長

斉藤 幸枝 日本難病・疾病団体協議会常務理事

佐伯 仁志 東京大学法学部 教授

清水 哲郎 岩手保健医療大学 学長

鈴木 美穂 NPO法人マギーズ東京 共同代表理事
日本テレビ放送網株式会社報道局社会部

瀬戸 雅嗣 全国老人福祉施設協議会 統括幹事

髙砂 裕子 南区医師会訪問看護ステーション 管理者

早坂由美子 北里大学病院 トータルサポートセンター
ソーシャルワーカー

〇樋口 範雄 武蔵野大学法学部 教授

紅谷 浩之 オレンジホームケアクリニック 代表

松原 謙二 日本医師会 副会長

横田 裕行 日本医科大学大学院医学研究科
救急医学分野教授 17



アドバンス・ケア・プランニング（ACP）:定義

advance care planning : ACP（自らの意向が表明できなくなることに備えて）

advance : 前もって

care      : 医療やケアについて

planning  : 計画すること

人生の最終段階の治療・療養について、（話し合いの時期は人生の最終段階に

限ることなく、）患者・家族と医療従事者があらかじめ話し合う自発的なプロセス

 患者の同意のもと、話し合いの結果が記述され、定期的に見直され、ケアに関わる人々の間で

共有されることが望ましい

 ACPの話し合いは以下の内容を含む

• 患者本人の気がかりや意向

• 患者の価値観や目標

• 病状や予後の理解

• 治療や療養に関する意向や選好、その提供体制

http://www.ncpc.org.uk/sites/default/files/AdvanceCarePlanning.pdf

出典：平成28年度厚生労働省委託事業
人生の最終段階における医療体制整備事業 研修資料一部改変18

アドバンス・ディレクティブ（AD）事前指示：

意思決定能力が低下・消失した時に備えて、予め
以下のことについての意向を指示しておく こと

 代理意思決定者

 リビング・ウィル（LW）

• してほしい／してほしくない治療・
ケア

• 人工呼吸器

• 人工栄養（胃ろうなど）

• 心肺停止時の蘇生処置（心臓
マッサージなど）の意向（希望しな
い場合はDNAR）

ACP、AD、LW、DNARの関係

ACP
（話し合いのプロセス）

リビング・ウィル
（LW）

DNAR

話し合いの
結果として

アドバンス・ディレクティブ（AD）、リビング・ウィル（LW）、DNARは基本的に文書として表さ
れることが目的。それに比べ、アドバンス・ケア・プランニング（ACP）は、話し合いのプロセ
ス自体を指す。

アドバンス・ディレクティブ（AD）
＝LW ＋ 代理意思決定者の選定

話し合いから得られるもの
相互理解・信頼関係

（AD、ACPのいずれも、意思表示が難しい状態となった場合に、患者の意向を尊重した医療を行う
ことを目的としている。ACPで話し合われる内容はADと変わらない。大きな違いは、事前指示書
（AD）に焦点が当たっているのか、話し合いのプロセス（ACP）に焦点が当たっているのかということ。）

出典：神戸大学 木澤義之教授作成資料 19



◆ 早すぎるACPは望んでいない

・病状の悪化や大きな身体機能の低下があった時

・治療の変更時

・早すぎると利益より害が多い

・複数に分けて、適切な時期に適切な話題を

◆ 患者は医師とのACPを望む

・自分を最もよく知っている医師

– オンコロジスト

– 担当医

– 家庭医 Dow LA．J Clin Oncol．2010.

Johnson S．Psycho−Oncology 2015

いつ、誰に、誰が行うのか？

出典：神戸大学 木澤義之教授作成資料 20

「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の改訂について
（平成30年３月14日公表）

① 病院における延命治療への対応を想定した内容だけではなく、在宅医療・介護の現場で活用できるよう、次の
ような見直しを実施
・ 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に名称を変更
・ 医療・ケアチームの対象に介護従事者が含まれることを明確化

② 心身の状態の変化等に応じて、本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケアの方針や、どのような生き方
を望むか等を、日頃から繰り返し話し合うこと（＝ＡＣＰの取組）の重要性を強調

③ 本人が自らの意思を伝えられない状態になる前に、本人の意思を推定する者について、家族等の信頼できる
者を前もって定めておくことの重要性を記載

④ 今後、単身世帯が増えることを踏まえ、③の信頼できる者の対象を、家族から家族等（親しい友人等）に拡大

⑤ 繰り返し話し合った内容をその都度文書にまとめておき、本人、家族等と医療・ケアチームで共有することの
重要性について記載

○ 富山県射水市民病院の人工呼吸器取り外し事件を踏まえ、平成19年に策定された「終末期医療の決定プロセ
スに関するガイドライン」（平成27年に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」 に

名称変更）は、その策定から約10年が経過しており、
・ 高齢多死社会の進行に伴い、地域包括ケアシステムの構築に対応したものとする必要があること
・ 英米諸国を中心として、ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）の概念を踏まえた研究・取組が普及してきてい

ること
を踏まえ、ガイドラインの見直しを行う必要がある。

１．見直しの必要性

２．主な見直しの概要

21



本⼈や
家族等※と
⼗分に話し

合う

本⼈や
家族等※と
⼗分に話し

合う

本⼈の意思が
確認できる

・⼼⾝の状態等により医療・
ケア内容の決定が困難な場合

・家族等※の中で意⾒が
まとまらないなどの場合等

→複数の専⾨家で構成する
話し合いの場を設置し、
⽅針の検討や助⾔

本⼈の推定意思を尊重し、
本⼈にとって最善の⽅針をとる

本⼈にとって最善の⽅針を
医療・ケアチームで慎重に判断

「⼈⽣の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」
における意思決定⽀援や⽅針決定の流れ（イメージ図） （平成30年版）

⼈⽣の最終段階における医療・ケアについては、医師等の医療従事者から本⼈・家族等へ適切な情報の提供と説明がなされた上で、
介護従事者を含む多専⾨職種からなる医療・ケアチームと⼗分な話し合いを⾏い、本⼈の意思決定を基本として進めること。

本⼈の⼈⽣
観や価値観
等、できる
限り把握

本⼈の⼈⽣
観や価値観
等、できる
限り把握

･家族等※が本⼈の
意思を推定できる

主なポイント

･家族等※が本⼈の
意思を推定できない
･家族がいない

本⼈の意思が
確認できない話し合った

内容を都度
⽂書にまと

め共有

話し合った
内容を都度
⽂書にまと

め共有

※本⼈が⾃らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、話し合いに先⽴ち
特定の家族等を⾃らの意思を推定する者として前もって定めておくことが重要である。

※家族等には広い範囲の⼈(親しい友⼈等)を含み、複数⼈存在することも考えられる。

⼼⾝の状態に応じて意思は変化しうるため
繰り返し話し合うこと

⼈⽣の最終段階における
医療・ケアの⽅針決定

本⼈と医療・ケアチームとの合意
形成に向けた⼗分な話し合いを踏
まえた、本⼈の意思決定が基本

22
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３．現在の取組



人生の最終段階における医療・ケアの普及・啓発の在り方に関する報告書
（平成30年３月29日公表）

○ 人生の最終段階において、本人の意思に沿った医療・ケアが行われるようにするためには、人生の最終段階
における医療・ケアについて繰り返し話し合う取組が、医療・介護現場だけではなく、国民一人一人の生活の中
に浸透し、「生を全うする医療・ケアの質」を高めていくことが必要。

○ このため、国民全体が、人生の最終段階における医療・ケアについて、アドバンス・ケア・プランニング（ACP）※

等の概念を盛り込んだ意思決定及びその支援の取組の重要性について、一層の普及・啓発が必要。

※ 人生の最終段階の医療・ケアについて、本人が家族等や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセス

普及・啓発の目的と必要性

普及・啓発は、対象の属性に応じ、提供する情報の内容や支援方法を次のとおり分けて検討することが必要。

① 人生の最終段階における医療・ケアの在り方を自分ごととして考える時期にある方

・ 心身の状態に応じた医療・ケアの内容に関する事項

・ 本人の意思の共有にあたり留意すべき事項 等

【医療機関・介護施設】医療・ケアチームによる、医療・介護サービスの提供の機会を通じた情報提供 等

② ①の方を身近で支える立場にある家族等

・ ①に掲げる事項

・ 身近な方の人生の最終段階における医療・ケアの方針決定に関わるにあたり、留意すべき事項

【医療機関・介護施設】医療・ケアチームによる、医療・介護サービスの提供の機会を通じた情報提供 等

普及・啓発の内容・方法

24

人生の最終段階における医療・ケアの普及・啓発の在り方に関する報告書

普及・啓発の内容・方法（続き）

普及・啓発における留意事項

③ 本人や家族等を支える医療・ケアチーム

・ 意思決定支援に必要な知識・技術に関する事項（新ガイドラインの内容等）

・ ①・②の方に掲げる事項を本人や家族等に伝達するにあたり、留意すべき事項 等

【国、地方自治体、医療・介護関係団体】新ガイドラインの普及、研修会の開催 等

④ 国民全体

・ 本人や身近な人のもしものときに備えて、日頃から考え、家族等の信頼できる者と繰り返し話し合いを
行い、その内容を共有しておくことが重要であること

【国】記念日の制定やこの日に合わせたイベントの開催、関連情報のポータルサイトやeラーニング
等の学習サイトの開設、ACPについて国民に馴染みやすい名称の検討

【地方自治体】リーフレットの配布、市民向けのセミナーの開催

【民間団体】結婚、出産、介護保険加入、介護休業、退職等のライフイベントに関連する手続きの機会を
通じたリーフレットの配布、セミナーの開催

【教育機関】学校における生命や医療・ケアに関する授業や講義の機会を通じ、人生の最終段階における
医療・ケアに関する教育 等

○ 誰もが日常的に話し合える環境づくりを進めることが重要であること
○ 国民一人一人が、希望する人生の最終段階を迎えることができるようにするために行うものであり、決して

医療費削減、営利目的等のために行うべきものではないこと
○ あくまで個人の主体的な取組によって考え、決定されるものであり、知りたくない、考えたくない、文書に

まとめたくないという方への十分な配慮が必要であること
○ ACPは、これまで既に、人生の最終段階に至る前の段階から、価値観、人生観も含めた十分なコミュニケー

ションを踏まえて医療・ケアの内容が決定されてきた実態の延長線上にあること 等
25



経済財政運営と改革の基本方針2018
（平成30年6月15日閣議決定）【抜粋】

（生涯現役、在宅での看取り等）【抜粋】

人生の節目で、人生の最終段階における医療・ケアの在り方等
について本人・家族・医療者等が十分話し合うプロセス※1を全国
展開するため、関係団体を巻き込んだ取組や周知※2を行うととも
に、本人の意思を関係者が随時確認できる仕組みの構築を推進
する。また、住み慣れた場所での在宅看取りの先進・優良事例を
分析し、その横展開を図る。

第３章「経済・財政一体改革」の推進

４．主要分野ごとの基本計画と重要課題

（１）社会保障

※1 ＡＣＰ（Advance Care Planning）と呼ぶ。
※2 ＡＣＰに関し、国民になじみやすい名称の一般公募・選定や、人生の最終段階に

おける医療・ケアについて考える日の設定等を想定。
26

ACPの普及・啓発のためのリーフレットについて

○ ACPの普及啓発を図ることを目
的としてリーフレットを右図のとおり
作成し、厚生労働省HPにおいて、
公表。

〇 都道府県や医療・介護関係団体
に対して、リーフレットを広報に当
たって御活用いただくよう周知。

※ リーフレット掲載HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/k
enkou_iryou/iryou/saisyu_iryou/index.html

※ 「人生の最終段階における医療・ケアに関する
リー フレットについて」（平成30年７月19日付け厚
生労働省医政局地域医療計画課事務連絡）等を
通じて周知を実施。 27



充分な情報提供が行われ
ていない例が散見

・自治体の取組事例を収集
・通院患者用の説明資料や

住民用の啓発資料を作成

○ 人生の最終段階における医療・ケアは、本人・家族等に十分に
情報が提供された上で、これに基づいて患者が医療従事者と話し合
いを行い、患者本人の意思決定を基本として行われることが重要

これまで、医療機関を対象 として、

① ガイドラインを策定（平成19年度策定、平成30年度改訂）

② 医師、看護師等に対する研修（平成26年度～）

○ 死亡の場所○ 最期を迎えたい場所

○ 65歳以上の搬送人員の構成比

平成27年 56.7％平成７年 31.6％
【消防庁調べ】

現状

患者本人の意思の推定が困難な場合に、
本人の意思に反した医療処置や搬送が行われる可能性

課題

高齢多死社会を迎え地域包括ケアシステムの構築を進めるにあたり、アド
バンス・ケア・プランニングの概念を踏まえ、人生の最終段階の医療・ケア
について、あらかじめ本人が家族等や医療・ケアチームと繰り返し話しあう
ことの重要性を強調。

◆ 入院や在宅療養の前段階など、死が差し迫った状況となる前からの幅広い場面をターゲットとした取組を拡充
◆ 検討会を開催し、先駆的な事例の横展開を進める

人生の最終段階における医療・ケアに関する取組
これまでの厚生労働省の取組

今後の対応

① 住民向け普及啓発 ② 在宅医療・救急医療連携 ③ 医療機関での相談対応の充実

予め、本人の意向を家族やかかりつけ医等と共有し、
人生の最終段階における療養の場所や医療について、本人の意思が尊重される取組を推進

問
題
意
識

国
の
取
組

方
向
性

本人の意思に反した搬送例
が散見

救急医療、消防、在宅医療機関
が、患者の意思を共有するため
の連携ルール等の策定を支援

延命治療の内容等に関する
標準的な説明資料がない

・入院・在宅療養患者用の
説明資料を作成

・医師・看護師等の研修
（継続）

医療機関における患者・家族
への相談対応の取組の充実

○ 人生の最終段階における医療について

・家族と全く話し合ったことがない割合 55.1％
・意思表示の書面を作成している者の割合 8.1％

【平成29年厚労省調べ】

元気な時から、人生の最期に備えられるよう、
市民向けパンフレットを作成。

・延命治療や在宅医療の提供方法などに
ついて、解説。

・保健所や医療機関等において、保健師等が
説明しながら配布。

医療機関の
取組を拡充

自宅：12.9％ 病院：75.6％
【平成25年度人口動態統計】

自宅：54.6％ 病院：27.7％
【平成24年度内閣府調査】

ガイドラインに基づき、合意形成を行うプロセスやコミュニケーションスキルに
関する研修を実施。

【消防庁調べ】

自治体の取組例
｢わたしの想いをつなぐノート（宮崎市）」
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【事業内容】
⼈⽣の最終段階における医療に関する患者の相談に適切に対応できる体制を強化するため、2014、2015年度のモデル事業の成果を踏まえ、

2016年度から医療・ケアチーム（医師、看護師等）の育成研修を全国８ブロックで実施するとともに、⼈材育成研修会の拡充と継続性の
担保のために講師⼈材の育成を実施。2017年度からは住⺠への普及啓発も実施している。

プログラム 主旨、構成内容

講 義
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセス
に関するガイドライン」の解説

講 義（STEP1） 意思決定能力の評価 講義
グループワークと発表グループワーク１

講 義（STEP2） 患者自身と治療方針について合意する 講義

講 義（STEP3） 患者の意向を推定する 講義
患者にとって最善の治療方法について合意する 講義
グループワークと発表

講 義（STEP4）

グループワーク２

患者の意思を尊重した⼈⽣の最終段階における医療の実現に向けた取組
⼈⽣の最終段階における医療体制整備事業

医療機関等において人生の最終段階における医療・ケアに関する意思決定に携わっている医師を含む
多職種チーム（診療所・訪問看護ステーション・介護老人福祉施設が連携し、多職種チームで参加することも推奨）

研修対象者研修対象者

プログラムプログラム

プログラム 主旨、構成内容

講 義 「アドバンス・ケア・プランニングとは」

ロールプレイ１ もしも、のときについて話し合いを始める

ロールプレイ２ 家族等の信頼できる者を選定する

ロールプレイ３
治療の選好を尋ね、最善の選択を支援する家族等の
信頼できる者の裁量権を尋ねる

講 義 「本人・家族の意向を引き継ぐには」

グループワーク３ 明日への課題

開催実績／予定開催実績／予定

・2014年度・2015年度はモデル事業として実施。2014年度10か所 24名、2015年度５か所 25名が研修を終了。
・2016年度は214チーム、751名が相談員研修を受講。90名の講師人材を育成。
・2017年度は277チーム、979名が相談員研修を受講。61名の講師人材を育成。市民公開講座は参加者129名。
・2018年度は全国12か所で相談員研修会を実施中。 97名の講師人材を育成。
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10～15の自治体 （自治体職員、在宅医療関係者、救急医療関係者等）を対象に、
グループワークを実施。

・連携ルールの内容検討
・連携ルール運用までの工程表の策定 に取り組むための支援を実施

＜背景・課題＞ 本人の意思に反した（延命を望まない患者の）救急搬送が散見
国民の多くが人生の最期を自宅で迎えることを希望している。一方、高齢者の救急搬送件数も年々増加し、また大半は、人生の最終段階にお

ける医療等について、家族と話し合いを行っていない。このような背景を踏まえると、今後、本人の意思に反した救急搬送が増加する懸念がある。

＜対策＞ 患者の意思を関係機関間で共有するための連携ルールの策定支援
先進自治体では、在宅医療関係者と救急医療関係者の協議の場を設け、救急搬送時の情報共有ルールの設定や、住民向け普及啓発に取り

組んでいる。こうした先進事例をもとに、複数の自治体を対象としたセミナーを実施し、連携ルール策定のための重点的な支援を行う。また、本取
組について全国的な横展開を推進していくことで、人生の最終段階において本人の意思が尊重される環境を整備する。

・既に連携ルールを運
用している先進自治体
の取組（連携ルールの
運用に至る工程、課
題）を分かりやすく紹介

在宅医療・救急医療連携セミナー

・有識者や先進自治体
の支援のもと、連携
ルールの検討や工程表
策定についてグループ
ワークを実施。

予め、
本人の意向を
家族やかかりつ
け医等と共有し、
人生の最終段階
における療養の
場所や医療につ
いて、本人の意
思が尊重される
取組を推進

本人の意思に反し
た搬送例が散見

連携ルール運用に至るまでの手順や、運用後の課題等をとりまとめ、

全国の自治体に情報提供することで、参加自治体以外への横展開を推進

救急医療、消防、在宅医
療機関が、患者の意思
を共有するための連携
ルール等の策定を支援

問題意識

対策

先進事例の紹介

・セミナーで策定した
工程表の実施状況や
課題を把握し、工程
表の改善等を支援。

有識者による
策定支援

継続的な
フォローアップ

方向性

ルールに沿っ
た情報共有

在宅医療・救急医療連携セミナー在宅医療・救急医療連携セミナー

全国的な横展開の推進
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