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はじめに

終末期の心肺蘇生法の実施に関してはさまざまな倫理的問題が存在しており、ときに不

適切な倫理的判断が下された事例が報告されることがある。近年でも、いわゆる「安楽死」

の処置を医師が行った事件がたびたび報道されるが、明るみに出る少数の事件の背後には

倫理的妥当性に問題のある多数の事例が潜在しているものと思われる。重要なのは、こう

した問題は決して特殊な病院だけの問題ではなく、どの病院にも起こりうる問題だという

点にある。そこで一部の病院では、終末期の心肺蘇生法に関するガイドラインを制定する

などの取り組みを行って、こうした倫理的問題の発生を回避しようとしている。

しかし、これまで京都民医連中央病院には、そうしたガイドラインが存在していなかっ

た。そこで平成 18 年に吉中丈志院長が当倫理委員会に『DNAR に関するガイドライン』

を作成するよう要請し、その後２年以上に渡って、当委員会で議論をおこなうとともに、

関係各部署との意見交換を繰り返してきた。

そして平成 21 年 6 月、このガイドライン（初版）が完成した。

今回、本ガイドラインが有効に運用されていない現状を鑑み、ガイドラインが医療活動

に活用されるための改訂を行った。改訂の主な内容は、①DNAR オーダーの電子カルテ上

の記載の手続きを明記する（適切な手順を踏んだことは病棟師長が確認し、電子カルテへ

の記載は主治医が行う）②DNAR 指示の妥当性の日常的な確認方法を明記する（病棟カン

ファレンスで毎週確認する）③運用上の問題が生じた場合の解決方法を現実に即して変更

する（倫理委員会で検討を行う）④医師によって説明内容に差が出ないよう、DNAR に関

する説明書の内容を手直しする⑤必要な手順を満たしているかどうかがわかるよう、意向

表明書の様式を修正する――である。

全体の構成

この『DNAR に関するガイドライン』は、『解説編』と『本編』からなっており、『解

説編』の第 1 部では心肺蘇生法と DNAR に関する基本的な情報が、第 2 部で当院の考え方

が示される。

なお『本編』だけでも使用できるように作成されているが、職員がガイドラインを実際

に運用する際には背後の考え方を十分に理解しておく必要があるため、『解説編』も十分

に理解された上で運用されなくてはならない。
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第 1 部 基本的情報

I 心肺蘇生法に関する基本的情報

１ 定義

患者の心肺機能が停止した状態にある場合、救命を目的として心機能と呼吸機能を回復

させることが試みられるが、この行為を心肺蘇生法（CPR; cardiopulmonary resuscitation）

という。CPR は BLS（basic life support; 一次救命処置）と ACLS（advanced cardiac life support; 

二次救命処置）とに分けられる。

BLS は気道確保や人工呼吸、心臓マッサージなどの手技を含み、広く一般の人でも実施

することができるものである。このうち気道確保，人工呼吸，心臓マッサージの 3 つの手

技を基本 CPR という。

一方 ACLS は病院等の医療施設において、医療従事者のチームによっておこなわれる高

度な心肺蘇生法のことを指し、気管挿管をはじめとする確実な気道確保と高濃度酸素投与、

電気的除細動および静脈路確保と薬物投与を主体とした手技が用いられる。

２ 心肺蘇生法の効果

心肺停止患者に行う心肺蘇生法は、あまり有効性の高い治療ではない。入院患者に行わ

れた心肺蘇生法に関する Ebell ら 1)のメタアナリシスによると、調査対象となった全例の中

で一旦は生存を達成した率は 40.7％、退院にまで至った率は 13.4％となっている。また

Sandroni ら 2)によれば、病院で発生した心肺停止に対して蘇生法が行われた場合、退院に

まで至った率は 15-20％であり、Nolan ら 3)によれば、病院外で生じた心肺停止の場合では

5-10％と病院内での発生事例と比べてより厳しい予後を示すデータが出ているという。

また転移性の悪性腫瘍や敗血症、高クレアチニン血症を有した患者に発生した心肺停止

の場合、退院に至る可能性はさらに低くなる 1)。たとえば心肺停止に陥った入院中の癌患

者に対して行われた心肺蘇生についての Reisfield ら 4)によるメタアナリシスでは、転移性

の悪性腫瘍の場合、1990 年以降は退院率が 5.6％となっている。

３ 心肺蘇生法の副作用

一方心肺蘇生法は副作用を伴うことが多い。約３０％の確率で肋骨や胸骨の骨折が生じ

5)、他にも内臓損傷なども生じることがある。この際、非常に激しい臓器損傷が起これば、

心肺蘇生法の実施によって死がもたらされる場合もある。

４ 一般の人たちの知識と認識

このように心肺蘇生法は限界が大きい治療である。しかし一般の人たちは、心肺蘇生法

についての正しい情報を把握していないことが多いと考えられる。たとえばある研究によ

れば、心肺蘇生後のほとんどの場合に人工呼吸器装着が必要であることを理解している一
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般の人は極めて少ないことが示されている。

また報道の影響によって、人工呼吸器の装着や静脈路の確保といった手技については、

ネガティブな印象が与えられがちな状況になっている。救命に成功したが人工呼吸器や経

管栄養から離脱できない状態に陥ると、その状態は「チューブにつながれて生きている」

「スパゲッティ症候群」といった言葉で表現され、行われている治療は「単なる延命」「無

益な治療」などのネガティブな常套句が用いて表現されることが多い。

一方、近年は心肺蘇生法教育が重視され、心肺蘇生についてのさまざまな情報提供が市

民に対して積極的になされたり、救命講習会が多数開催されるようになるなど、少しずつ

状況は変化しつつある。しかしそうした心肺蘇生教育については、まだ質、量ともに十分

だと言える状況になく、それゆえ多くの人は正確な情報をもたないままに、現実以上にネ

ガティブな印象が強調された終末期の心肺蘇生に関する考えをもっている可能性が高いと

考えられる。

II DNAR に関する基本的情報

１ 定義

患者が心肺停止したとき医療従事者は通常心肺蘇生法を試みる。しかし死が差し迫って

おり、かつ心肺蘇生法を開始してもその効果がほとんどないと考えられる場合には、心肺

蘇生法の実施によってただ身体に負担をかけるだけになってしまう点を考慮に入れて、心

肺蘇生法を開始しない場合もある。

この「心肺蘇生法をおこなわない」ことを DNAR（Do Not Attempt Resuscitation）と呼ぶ。

また心肺停止時に無用な混乱を起こさないように、事前に医師から「心肺蘇生法を開始し

ない」という指示が出され、それが職員に周知されることになる。この指示のことを一般

に、「DNAR（Do Not Attempt Resuscitation）指示」と呼ぶ。

注）類似語に DNR(Do Not Resuscitation)があるが、この言葉には「蘇生の可能性があるが

敢えて蘇生しない」という意味が込められており、「蘇生困難と判断して使用する」DNAR

とは似て非なるものである。

２ DNAR 指示がはらむ倫理的問題点

１）延命の可能性を奪ってしまうことによる倫理的問題

医師が DNAR 指示を出すということは、心肺停止時にもあえて「心肺蘇生法を開始しな

い」ことになり、医師の不作為によって結果的に患者は死亡することになってしまう。こ

うした性格を持つ DNAR 指示は、その倫理的妥当性が厳しく問われることになる。なぜな

ら、まだ命を永らえる可能性のある状態の患者に対して DNAR 指示が出されてしまうと、

その後心肺停止した場合、患者は死亡することになるからだ。

もちろん心肺蘇生を開始しないことが問題なく許容される場合もある。アメリカ心臓協

会のガイドライン 6)にも示されているように、全く生存の可能性のない心肺停止状態（た



4

とえば死斑の出現、下顎硬直などの死体現象が始まっている例など）が発見された場合、

あるいは最善の治療にもかかわらず、生命維持に不可欠な機能が悪化していて、心肺蘇生

法による生理学的効果が期待できない場合（進行した敗血症性ショックや心原性ショック

など）にも許容されるであろう。

しかし一般に DNAR 指示が出されるのは、そうした状況に陥る前の時点である。通常は、

かなり厳しい予後予測が医師によってなされた時点で指示を出すことが検討される場合が

多い。ここで行われる予後予測が１００％正確なものであれば問題はない。しかし、この

医師の予後予測がそもそも不確実であり、さらに医師個人の思考パターンにも影響を受け

るものだといわれている。たとえば Ebell ら 1)は、心肺蘇生の結果についての医師の判断

は信頼性が高いとは言えず、医師のもつ主観的な認知モデルが予後の推測に強い影響を与

えており、その場合、一般的には「年令」の因子が特に重視される一方で、血清クレアチ

ニン、癌、肺炎などの予後を決める他の重要な因子は軽視される傾向がある、ことを示し

ている。この見解に基づけば、例えば「高齢」患者だと、医師によって必要以上に早い治

療の DNAR 指示が出されてしまうおそれがあることになる。また医師の認知モデルが影響

を与えるのであれば、重度認知症や遷延性植物状態など一般に「QOL が低い」とラベリン

グされがちな状態の患者に対しては、「早すぎる DNAR 指示」が出されてしまう恐れも高

い、と言えるだろう。

こうした不確実性を伴う DNAR 指示を、医師のみの判断で出すことは倫理的問題がある

と考えられる。そこで、患者本人または患者の利益にかかわる代理者の同意を得ることを

通じて、医師と患者双方がこの不確実性を共有し、納得した上で DNAR 指示を出すことを

許容する流れが一般的となっている。

２）本人が「心肺蘇生をしない判断」を下せないことによる問題

しかしその場合でも、別の倫理的問題が生じる。DNAR 指示が検討されるような重篤な

病状の際には、患者自身の同意を得ることが困難なことが多い。だから本人が同意できな

い場合に、誰が、どのようにして治療内容を決断するのが倫理的に妥当なのか、という問

題が生じることになる。この問題の解決法として、以下の三つの方法が用いられている。

A 患者の「事前指示」に基づく決定

患者が提示した「事前指示（advance directives)」に添って、治療方針を決めるという立

場である。この「事前指示」には、どんな治療内容を希望するか、あるいは誰に代理決定

を依頼するか、といったことが含まれる。

欧米ではこの「事前指示」を重視することがかなり一般的となっている。また患者の「治

療拒否権」を認める立場から、「患者の自己決定」に従うのであれば治療を中止すること

も可能だとされ、たとえば「遷延性植物状態」にある患者の人工呼吸器の取り外しが許容

されている国もある。

しかしこの方法にも問題がある。たとえば、患者が事前指示を表明する時点では、その
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後病状がどのような転帰をたどるかは正確には予想できない。不確実な転帰に関する情報

を元にした患者の意思は、そんなに信頼性が高いものではなく、本当に死が差し迫った状

態になれば気持ちを変えたくなるかもしれない。その時意思を表出できる状態であれば翻

意できるだろうが、意思を十分に表出できない状態になれば、変更しようにも変更できな

い、ことになるかもしれない。

B 「代理決定者」の判断による決定

次に、家族などの「代理決定者」が決定するという方法がある。家族や知人が患者の意

向を推測し、その推測に基づいて治療に関する意向を表明し、その意向に基づいて医師が

治療を決定しようとするものである。この場合、「代理決定者」を誰がつとめるのか、と

いう問題があり、またその代理決定者の意見の妥当性をどのように保証するのか、という

問題も生じる。

C 集団的意思決定

本邦においては、以上のどちらにもおさまりきらない意思決定が行われていることが多

いと考えられる。たとえば 2007 年に厚生労働省が定めた『終末期医療の決定プロセスに関

するガイドライン』では、患者の意思が確認できる場合の治療方針の決定は、「専門的な

医学的検討を踏まえたうえでインフォームド・コンセントに基づく患者の意思決定を基本

とし、多専門職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームとして行う」ものとされ

ている。この表現ではいったい誰が決断の主体なのかが不明確であるが、この決断主体の

不明確さは、日本の実際の医療現場での決定過程を反映したものであると考えられる。と

いうのは、本人や家族と医療チームが話し合う中で、双方の考えの違いをゆっくり埋めつ

つ、妥当な落としどころを探っていくという、いわば「日本的決定方法」が実際の臨床現

場で多く用いられているからだ。

こうした決定方法は、決して悪いものではない。なぜなら、多くの人たちの経験や知識、

価値観や知恵などに基づいて集団で思考することによって、独善的な判断を防ぐことがで

き、また多くの人が納得できる結論が得られるという点で、良い決定方法だということが

できるからだ。

しかし集団的意思決定にも問題がある。それは多数の意見が通りやすくなり、少数意見

が軽視されるという危険である。特に、患者以外の人たちの利害が一致している場合に、

患者の利益に反した決断がなされてしまうことが生じかねない。
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第 2 部 当院の DNAR 指示に関する考え

I 状況によっては「ＤＮＡＲ指示」が出されることを許容する

死が極めて差し迫った時期に発生した心肺停止状態については、心肺蘇生を行っても延

命の効果がほとんどない場合が多い。その際にもなお心肺蘇生を行うことは、身体への負

担の大きさに比べ実質的な効果がほとんど得られないことから、実施するだけの正当性が

乏しい医療行為だと考えられる。

そこで、心肺蘇生の効果がほとんど得られないような状態、具体的に言えば、病気の進

行によって死が不可避な状態にあり、短期間の延命効果しかない、と推測される場合には、

心肺蘇生法を実施しないことが倫理的に許容されると考える。

II 妥当な倫理的判断を下すために遵守するべき三原則

しかし DNAR 指示を出すにあたっては、第 1 部で説明したような種々の倫理的問題が生

じる。それらの問題を考慮に入れ、当院では以下にあげる三原則を基本方針として掲げ、

これを遵守しなくてはならないこととする。

１ 当院の DNAR 指示の決定に関する基本方針

１）「患者の生命活動」を大切にする。

２）「患者の意向」を尊重する。

３） 集団的に決定する。

２ 上の三原則を掲げる理由

A 「患者の生命活動」を大切にすることについて

まず第１の原則として「患者の生命活動」を大切にすることをあげる。この原則は、私

たちの経験から導き出されたものでもある。私たちの病院は、以前から「社会的弱者」と

いわれる人たちの思いを大切にしてきた。また様々な障害によって自分の思いを十分に伝

えることができなくなった人でも、この世に存在していることに意味があると信じて、援

助を続けてきた。そんな活動を通じて私たちは、人の生命の意味は、他者との関わりの中

でうまれてくるものだと確信を持つようになった。たとえば患者が「自分の命は意味がな

い」と考えていても、私たちがその人の生命活動に意味があると考えて関わり続ける中で、

患者自身も自分の生に意味を感じるようになったことを経験している。また意識がなかっ

たり、高次の脳の活動が困難になっている人でも、その存在自体を大切にして関わる中で、

ご家族やケアにあたる人が、患者の存在に意味を感じるようになることも経験している。

そこで当院では、「患者の生命活動」を大切にする原則を第一に掲げる。
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B 「患者の意向」を尊重することについて

当院は「患者本位の医療を推進する」ことを理念として掲げている。この理念を終末期

においても実現するためには、患者の意向を尊重することが重要である。しかし終末期に

おいては患者は消耗して、心理的にも十分な能力を発揮できなくなることが多く、結果的

に「患者の意向」よりも「家族の意向」が優先されることになりやすい。

こういった危険があることを考慮にいれ、家族やその他の関係者の意向よりも患者の意

向を優先することを明示するために、二つ目の原則として「『患者の意向』を尊重する」

ことを掲げることとした。

C 集団的に意思決定することについて

ただ「患者の意向」を尊重しようとしても、終末期においては「患者の意向」をはっき

り確認できない場合もある。こうしたとき、医師だけで治療方針を決断したり、家族の決

断のみに依拠して治療内容を決定することは、患者の意向を無視することにつながりかね

ない。

そうした危険を回避するために、集団的に討議を行い、合意の上で治療方針を決定する

ことも原則として掲げることにした。

III ガイドラインに従って運用する

以上の考え方に基づいた DNAR 指示が出されることを制度的に保証するため、DNAR ガ

イドラインを制定する。そして「当院の DNAR 指示の決定に関する基本方針」を実現して

いくために、このガイドラインは次の二点に留意して作成することにした。

１ 早すぎる DNAR 指示を防ぐ

当院では、患者や家族の苦しみを真剣に受けとめることを大切にしてきた。しかし、そ

うした努力は「早すぎる DNAR 指示」といった誤った倫理的判断を下す危険性を高めるこ

とにもなる。だからこそ当院には『DNAR に関するガイドライン』が必要であり、それに

従って「DNAR 指示」が運用されねばならないと考えている。

そこで「早すぎる DNAR 指示」を出す恐れが誰にでもあることを踏まえて、それが起こ

らないようにすることをガイドライン制定の目的とする。さらに言えば、本ガイドライン

の目的を「早すぎる DNAR 指示」を防ぐことに置き、「不必要な心肺蘇生」を発生させな

いことを目的には置かない。

注）「早すぎる DNAR 指示」の＜早すぎる＞とは、話し合い開始の時期を示すものではな

く、蘇生の有益性が残されている時期をさす。
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２ 細かい医学的要件よりも、開かれた手順を重視する

当院において、DNAR 指示が出される可能性のある場面は幅広い。たとえば当院には、

救急病棟もあれば、リハビリ病棟もあり、外科病棟も、小児科病棟も、産科病棟もある。

そしてまた入院患者の疾患も、認知症の終末期、癌の終末期から、骨折、虫垂炎など多岐

に渡っている。それに日進月歩の医学的進歩を踏まえれば、死が避けられない状態やたど

るであろう過程は、年令や病態によって異なり、医学的技術の進歩によって今後も変化し

ていくと推測される。DNAR 指示が出される場面が幅広く、事例毎の個別性が高いために、

医学的要件を細かく定めて「早すぎる DNAR 指示」を防ぐという方略は、臨床上はうまく

機能しないと考えられる。

そこで本ガイドラインでは、医師による判断の医学的、倫理的妥当性を高めるために、

「閉じた判断」ではなく「開かれた判断」に制度的に誘導することによって、安全性、倫

理性を確保する方略をとることにした。

注）「開かれた判断」とは通常、病棟での定期的な多職種カンファレンスを指すが、オ

ーダーの妥当性に関する悩みや運用上の問題が生じた場合、倫理委員会に報告し、第三

者の意見を聴取して議論するものも含める。
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