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いわゆる「意思決定支援」の課題に関する対談

https://youtu.be/

RDr5tQe2VgI

★YouTubeコメント欄に
資料入手用のURLがあ
ります。

・佐藤彰一（PACガーディアンズ顧

問・前理事長、國學院大學教授、
全国権利擁護支援ネットワーク代
表）
・名川勝（PACガーディアンズ理事

長、筑波大学講師、意思決定支援
ネットワーク代表理事）
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意思決定の支援 基礎論（定義・背景）

理念、背景、基本的な考え方
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意思決定支援は支援の基本、のはずだが。

• 「やらなくても支援・介護はできる」と言う人もいる。

• 「どうやれば良いかよく分からない」と混乱、困惑がある。

• 「今の意思決定支援って、なんだかヘンだ」と疑問を抱く人がいる。

• たしかに本人の意思が蔑ろにされていることがある。

• この人たちは意思がないので生きていないほうが良いと言った人
がいた。

– 「自分が何者であるかもわからず、意思疎通がとれないような障害者は、
生きていても社会に迷惑をかけるだけであるので、殺害してもよい」（原
田隆之氏の記述より）
https://news.yahoo.co.jp/byline/haradatakayuki/20200726-00189044/

6(その後の支援→NHK、神奈川県HP)



意思決定支援に関する誤認、あるいは注意点
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• ａ．意思決定支援をやると意思決定できるという誤認。

• ｂ．意思決定支援をやったら意思決定してもらわないといけ
ないという誤認。

• ｃ．意思決定支援のゴールが意思決定にあるという誤認。

• ｄ．「意思決定支援しなくて良いときは支援しない」があること
の確認。
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https://news.yahoo.co.jp/feature/795
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（一社）日本意思決定支援ネットワーク（SDM-Japan）
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https://sdm-japan.net/



支援付き（された）意思決定の定義（案）

• 障害や認知症などにより特定の決定事態について十分に決
定・表出を出来ない人が、他者の支援を得ながら、その人自
身の意思・希望や選好に基づき決定・表出すること。

• 本人以外の他者がその人に成り代わり決定すること（代理代
行決定）を含まない。
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「支援つき意思決定」と「代理代行決定」を区別する

• 支援つき意思決定 ＝ supported decision making … (１)
（サポート：支援する）

→他の人の支援を受けながら，本人が意思決定すること。

• 代理代行決定 ＝ substitute decision making …(２)
（サブスティチュート：とって代わる、代わりにやる）

→本人に成り代わって他の人が意思決定をすること。

• （１）ができないときに、（２）を考える

（意思決定支援から見ると、成年後見は“最後の手段” ）
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意思決定支援に関する誤認、あるいは注意点
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• ａ．意思決定支援をやると意思決定できるという誤認。

• ｂ．意思決定支援をやったら意思決定してもらわないといけ
ないという誤認。

• ｃ．意思決定支援のゴールが意思決定にあるという誤認。

• ｄ．「意思決定支援しなくて良いときは支援しない」があること
の確認。



意思決定支援のゴール
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• ａ．意思決定支援のゴールは主権の維持にある。そしてそれは、
choice and control を保証することである。そしてそれの関連とし
て、自己効力感（self-efficacy）の向上や関係性の向上がある。

• ｂ．前述の誤認を加速（助長）させるのが、「決めなければいけな
い」事態。

「意思決定支援」における私たちの仕事は、
何を提供すべきかではなく、

本人が何を言いたいか、何を望んでいるかを
聞くこと。知ること。



『意思決定支援』の混乱

いわゆる『意思決定支援』

① 支援付き意思決定

→本人意思を聴き取る、（本来の）意思決定支援

② 代理代行決定

→最善の利益に基づく
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これはどんな意思決定支援の例？
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歯の治療
手術には
サインが必要

歯科医は母にサインを
求めるが、Maryは時間
をもらうJakeと母Mary

2人で話し合い
兄Robに電話

Robとの電話で以前
の治療を思い出す

Jakeは手術に
同意する

歯科医院に戻って
Jakeがサイン

http://www.peoplefirst.org.nz/supported-decision-making-tools-you-can-use/

（People First New Zealand のリーフレットから）



MCA における lack of capacity の基準
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• 能力の二段階判定基準（MCA第2条、第3条）

–基準１：精神もしくは脳の損傷又は機能障害を有しているか。

–基準２：その損傷もしくは障害のせいで本人は特定の意思決定を
それが必要とされるときにすることができないか。

• 基準２における「意思決定ができる／できない」ための条件

–関連する情報について理解できるか（意味・特質、結果・影響）

–関連情報を保持できるか

–情報を利用、または比較衡量できるか

–自分の意思決定を他者に伝えることができるか

Jakeについて確認
してみると



背景となった法律上の動き

• 成年後見制度の制定、同制度における本人意思尊重義務

• 国連・障害者権利条約

–特に第１２条（法の下の平等）

• 障害者基本法改正

–意思決定支援が盛り込まれる
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民法 858条

• （成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮）

• 第八百五十八条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療

養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成
年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生
活の状況に配慮しなければならない。
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国連・障害者権利条約 12条
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第12条 法律の前における平等な承認

1 締約国は、障害のある人が、すべての場所において、法律の前に人として認められる権
利を有することを再確認する。
2 締約国は、障害のある人が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として
法的能力を享有することを認める。
3 締約国は、障害のある人がその法的能力の行使に当たり必要とする支援にアクセスす
ることができるようにするための適切な措置をとる。
4 締約国は、国際人権法に従い、法的能力の行使に関連するすべての措置には濫用を
防止するための適切かつ効果的な保護が含まれることを確保する。当該保護は、法的能
力の行使に関連する措置が障害のある人の権利、意思及び選好を尊重すること、利益相
反及び不当な影響を生じさせないこと、障害のある人の状況に対応し及び適合すること、
可能な限り最も短い期間適用すること、並びに権限のある、独立の、かつ、公平な当局又
は司法機関による定期的な審査に従うことを確保しなければならない。当該保護は、当該
措置が障害のある人の権利及び利益に及ぼす影響の程度に対応したものとする。
（第５項 略）



国連障害者権利委員会一般的意見1号（条約12条）

• para21.著しい努力がなされた後も、個人の意思と選好を決定
することが実行可能ではない場合、「意思と選好の最善の解
釈」(best interpretation of will and preferences)が「最善の利
益」の決定に取ってかわらなければならない。これにより、第12
条第4項に従い、個人の権利、意思及び選好が尊重される。
「最善の利益の原則は、成人に関しては、第12条に基づく保護
措置ではない。障害のある人による、他の者との平等を基礎と
した法的能力の権利の享有を確保するには、「意思と選好」の
パラダイムが「最善の利益」のパラダイムに取ってかわらなけ
ればならない。

(公益財団法人日本リハビリテーション協会訳、原文挿入は筆者)
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障害者基本法 23条1項

（相談等）
第二十三条 国及び地方公共団体は、障害者の意思決定の
支援に配慮しつつ、障害者及びその家族その他の関係者に対
する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保
護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用さ
れるようにしなければならない。



障害者総合支援法ほか

• 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者等は、
障害者の意思決定の支援に配慮するとともに、常にその立場に立って支
援を行うよう努めなければならない。（障害者総合支援法42条抜粋）

• 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者は、障害者等
の意思決定の支援に配慮するとともに、相談支援を当該障害者等の意
向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立っ
て効果的に行うように努めなければならない。（障害者総合支援法51条
22項抜粋）

• 市町村は、知的障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、知的障害者が、
心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び
社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように...
（知的障害者福祉法15条3項抜粋）

• 児童福祉法にあっては、「障害児及びその保護者の意思をできる限り尊
重」
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意思決定の支援 基礎論（２）
３つの理念・原則
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現在のギョーカイ

ベストインタレストさん
（最善の利益）

エクスプレスウィッシュさん
（表出された希望・願い）

ウィル＆プレファランスさん
（意思と選好）

★代理代行決定★意思決定支援
★意思決定支援
～代理代行決定



SDM48！ ver.1

will and preference

（意思と選好） expressed wish

（表明された意思）
best interest

（最善の利益）



SDM48！ ver.2

will and preference

（意思と選好） expressed wish

（表明された意思）
best interest

（最善の利益）



３つの考え方（基本理念・原則）

• Best Interest （最善の利益）
–代理代行決定に関する考え方

• Best Interpretation of Will and 
Preference （意思と選好の最善の解釈）
–代理代行決定～支援付き意思決定に関する考え方

• Expressed Wish （表出された意思・希望）
–心からの意思（素からの意思）

–支援付き意思決定に関する考え方
30



expressed wish best interpretation of will and 
preference

(objective) best interest

和訳(案) 表出された意思、
心からの希望（素からの意
思）

意思と選好の最善の解釈 （客観的な）最善の利益

説明 支援者の傾聴によって表出
された本人の内なる意思・
希望であり、本人から意図
的に表出される意思決定

【その人が何を言っている
か、何を本当に願っている
か、何がその人の生きる力
になっているか】

【What's important TO 
ME】

本人から意図的に表出されたメッ
セージ（＝意思）と、意図的では
ないが本人の好き・嫌いを明示す
る諸情報（＝選好）に基づき他者
が解釈する、本人の意思決定

【その人のメッセージが何である
と解釈できるか】

【What do you think is important 

TO HIM/HER】

特に客観的な本人利益を重視
して他者が判断する最善の利
益

【その人のために何が利益か、
大局的・一般的に考えたら何
がその人にとって良いか】

【What's important FOR
HIM/HER】



３つの原則の相違

expressed wish best interpretation of will and 
preference

(objective) best interest

表出された意思、
心からの希望（素からの意思）

意思と選好の最善の解釈 （客観的な）最善の利益

本人から出る意思・情報による 周囲からの意見による

本人を優越しない 本人を優越する

意図して表出 意図して／せず表出 －－－

解釈を許さない 解釈する －－－

支援付き意思決定 代理代行決定



• Expressed Wish （表出された意思・希望）

• Best Interpretation of Will and Preference （意思と
選好の最善の解釈）

• Best Interest （最善の利益）

優先順位による並べ替え
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意思決定の支援の層

•日常の意思決定支援（意思疎通支援、ときに意思形成支援、環境調整）

•危急時の意思決定支援／レスキュー・モデル

•困難な人の支援／コミュニケーションの工夫

•「意思と選好」の活用

個々の意思決定
場面に対する支援

•内発的動機づけ／自己効力感の形成・向上／エンパワメント・モデル

•エクスプレス・ウィッシュ／小さくても自分自身の願い

•支援のチーム形成／チームも育つ／ストレングス・モデルとの関連

•決定支援に対する感度を高める

意思決定を育てる
／支援を育てる

•話しやすい場所、時間、相手、方法など、わかりやすい話しかた、書きかた

•意思決定支援に関する考え方、態度やルールの共有／保護からの踏み出し、
「リスクの尊厳」

•研修の実施／協議の場の形成

•選好情報の収集・蓄積・共有・更新

環境の整備

•多くの体験→選択肢を得る体験

•決定と表出の良い経験

•内発的動機づけ・自己効力感への配慮
豊かな経験

34

決
定
の
実
現
と
そ
の
支
援

代理代行決定、Best Interests Meeting手順が第三者に開かれ、
帰結が公に利用される

（名川(2016)を改編）



意思決定の流れ（柴田、小林による）

• 意思表現（意思疎通）支援

• 意思形成支援

• 意思実現支援

ここまでが意思決定の支援

支援実践にとって重要
（→自己効力感の形成、後述）

サンタさんモデルになってはいけない



どうしたいか、を豊かな経験によって育む

• 自分の中に選択肢をたくさん作る

–選択肢を作ってこなかったのに、さあ選べと言われても無理

• 好きなものを選ぶ経験をたくさん作る

–施設からグループホームへ移行したＡさん

–自分の好きなものが自分でわかるためには、選ぶ経験を大切に
する

• その人の好みを周りも大切にする

–身だしなみは周りが作る
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ケイパビリティに関する Hallahan’s matrix
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★ケイパビリティ（capability）は、

財を用いて何かをしたり、何か
になったりする可能性を含む。
★SA-SDM（→PSF）は、チーム

のちからをケイパビリティにして
世界を広げていくこころみ。

名川勝（2017） Hallahan matrixにおける
capability概念とSA-SDMの関係． 平成28年
度科学研究費補助金(基盤研究(B))研究成果

報告書「ケアマネジメントにおける意思決定支
援プログラム開発と評価に関する研究(第2

報)」，90-92．
※図はLorna Hallahan氏（Flinders大学）より
許可を得て引用



（参考）Stacey’s matrix

38http://www.gp-training.net/training/communication_skills/consultation/equipoise/complexity/stacey.htm



日常生活における意思決定の支援
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名川(2019) 日常生活における意思決定とその支援．
成年後見法研究，16，31-41．
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国内のさまざまな「意思決定支援」ガイドライン

• 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン（平29年3月
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部）

• 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
（平30年6月厚生労働省）

• 意思決定支援を踏まえた成年後見人等の事務に関するガイドライン（平
30年3月大阪意思決定支援研究会）

• 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（平30年3月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）

• 意思決定支援を踏まえた成年後見人等の事務に関するガイドライン（令
2年10月意思決定支援ワーキンググループ）

いずれにも、日常生活における意思決定支援が言及されている



日常生活における意思決定とは

– 必ずしも法律行為に至らない、

– 必ずしも重大な医療上の判断を求めない、

– 時間に制限されない、

• 意思の表明・表出および決定である。

（作業的定義）

日常生活として基本的な生活習慣や活動参加に係る行為、すなわち食事、衣服の
選択、外出、排泄、整容、入浴等基本習慣であるとか、あるいは余暇活動、障害福
祉サービスの利用等であって、事実行為の要素が強い。（３つのガイドラインから抜粋、
編集）
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法律や医療上の重大な意思決定と日常生活における意思決定の違い

• 今もしくは近々に（どうしても）決めなければならないか

• 決定者の確定、責任の所在

• 決定帰結の活用

• 継続性・修正可能性（形成性）

• 本人（被後見人等）の意思能力判定の適用基準

• 代理代行による決定までを必要とするか否か
42

中動態的な考えとは
相容れない世界



レスキューモデルとエンパワメントモデル

• レスキューモデル

– 【状況】解決の要請程度が高い、緊急性がある、時間的に限りがある
（切迫性がある）、ような場合

– 【目標設定】本人の抱える課題や不適切な生活を改善し、相対的に安
定した状態に至らせる。本人意思の確認や「最善の解釈」に必要な情
報の収集に努力するが、必ずしも十分にはできない。

– 【支援のあり方】結果、最善の利益を尊重もしくは配慮した、代理代行
決定に至ることも多い。

– 【本人以外から始まる意思決定】

43



• エンパワメントモデル
– 【状況】差し迫った解決要請ではなく、本人の意思決定がより高められるこ

とに目標がある。時間的に差し迫っていない。

– 【目標設定】本人意思をより良く表出できるようにし、意思決定に関する
自己効力感（セルフ・エフィカシー）を高める。自分で決めるプロセスを拡
大しながら、より長期的な目標につなげていく。

– 【支援のあり方】「表出された意思」や「意思と選好に基づく最善の解釈」を
適用する。重要なのは、自己選択と管理（チョイス＆コントロール）が高
まるようにすること。意思決定支援の実施よりむしろ、意思決定支援の関
わりかたを育てる（本人も支援者も育つ）。

– 【本人から始まる意思決定】

44

レスキューモデルとエンパワメントモデル



日常生活における意思決定の支援との接続

エンパワメントモデル
の相

レスキューモデル
の相

“決めなければならない”事
態に対応

“決めたいこと”に対応
決めやすい環境形成
自己効力感（セルフ・
エフィカシー）を高める
選好の収集

エンパワメントモデル
の相

（日常生活） （日常生活）（非日常的な事態）

“決めたいこと”に対応
決めやすい環境形成
自己効力感（セルフ・
エフィカシー）を高める
選好の収集

（情報を反映） （支援結果を考慮）

45
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意思決定支援事態の多くは、しなけれ
ばならない他者もしくは周囲からの始発
による解決要請事態。

そのような要請事態は、自分の用意したわけではない環境提供や情報整理がなされ、
心理的には認識枠組みが本人にとって不慣れである。そのため理解や判断、決定は
いっそう困難。

→意思決定支援と言っている場面の多くは、自分から考えたり決めたり
しないことじゃなくて、決めろと（決めてくださいと）言われて決めることば
かりではないでしょうか？
【例えば、急に「どこに住みたい？」と聞かれても、私たちも答えられな
い】



私たちも「決定」できているとは限らない、のに...
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意思決定の支援にあたっての基本的な態度

• 「あなたを手伝いたい」「あなたを助けてあ
げたい」ではなく、
「あなたのことをもっと知りたい」

•日々の気付きの積み重ね→時間がかかる

•職場での理念と手続きの共有
48



意思決定の支援に関する中間まとめ
およびその課題と対応方略

49



意思決定の支援の層

•日常の意思決定支援（意思疎通支援,意思形成支援,環境調整）

•危急時の意思決定支援／レスキュー・モデル

•困難な人の支援／コミュニケーションの工夫

•「意思と選好」の活用

個々の意思決定
場面に対する支援

•内発的動機づけ／自己効力感の形成／エンパワメント・モデル

•エクスプレス・ウィッシュ／小さくても自分自身の願い

•支援のチーム形成／チームも育つ／ストレングス・モデルとの関連

•決定支援に対する感度を高める

意思決定を育てる
／支援を育てる

•話しやすい場所、時間、相手、方法など、わかりやすい話しかた、書きかた

•意思決定支援に関する考え方、態度やルールの共有／保護からの踏み出し、
「リスクの尊厳」

•研修の実施／協議の場の形成

•選好情報の収集・蓄積・共有・更新

環境の整備

•多くの体験→選択肢を得る体験

•決定と表出の良い経験

•内発的動機づけ・自己効力感への配慮
豊かな経験

50

決
定
の
実
現
と
そ
の
支
援

代理代行決定、Best Interests Meeting手順が第三者に開かれ、
帰結が公に利用される

（名川(2016)を改編）



何が意思決定の支援を阻んでいるか？

１．意思決定者（本人）の意思・希望がわからない

ａ．意思・希望が曖昧、未形成

ｂ．意思・希望が不安定

２．意思決定者の意思決定能力があるかどうかわからない

３．意思決定に対する葛藤（コンフリクト）が生じている

ａ．本人と周囲の葛藤

① 意思決定者の希望がわがまま、実現可能性が低い

② 意思決定者の希望は危険だ

ｂ．周囲どうしの葛藤

（４．そんなん忙しくてやってられん、現場では難しくてできん）
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い
ず
れ
に
せ
よ

支
援
者
の
課
題

→

解
き
ほ
ぐ
し
方
が
わ
か

ら
な
い

本人の意思を受止
める手立てがない

意思がない（不明
瞭）と判断し代理代行
決定に移るのが早い

本人の意思・希望
に応じるのは困難と
感じて支援者がその

先を断つ

そもそも課題に行きつ
いていない空中戦

別の問題

最
善
の
利
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支
援
に
お
け
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権
力
性
、
誘
導
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、
干
渉
性
に
無
自
覚



意思決定支援の課題と、その対応方略

52

見つける、整理する、
育てる手立て

暮らしや地域の中で
広げ育てる手立て

１．意思決定者（本人）の意思・希望がわからない

ａ．意思・希望が曖昧、未形成

ｂ．意思・希望が不安定

２．意思決定者の意思決定能力があるかどうかわからない

３．意思決定に対する葛藤（コンフリクト）が生じている

ａ．本人と周囲の葛藤

① 意思決定者の希望がわがまま、実現可能性が低い

② 意思決定者の希望は危険だ

ｂ．周囲どうしの葛藤

前向きで建設的なリスク分
析と対応 (Positive 

Risk Taking) による解き
ほぐし

本人の意思や望みは何かを共に知る手順をそろえる（定義の共
通化、選好の記録と分析、ポジティブリスク分析ほかにより、プロ
セスの合意を図る）

南豪州モデル(SA-SDM/PFT)に
よる傾聴と対話のスキル

南豪州モデル(SA-SDM/PFT)
によるミーティング

選好の記録と分析によるWatson, 
Scopeの方法

Scope の 10ステップ

Talking Mats

ストレングスモデル (ラップ＆ゴスチャ)

意思決定能力の判断→代理代行決定へ

マイクロボード
(Microboards) 
あるいはサークルオブ
サポート(Circle of 

supports)



NICHOLSON,C.による
南オーストラリアモデル(SA-SDM / PSF)

個別の方法の紹介（その２）
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https://news.yahoo.co.jp/feature/795
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南オーストラリア型意思決定支援モデル内の人々と役割

ファシリテーター

選ばれたサポーター

友人/お母さん

意思決定者

サービス提供事業者

同意/附託

意思決定者の決定内容に関係した、地域とのつながりをつくるためのチームを集める

組織内での支援

by Cher Nicholson (ASSET SA)



南オーストラリア型意思決定支援モデルの４つの段階

1. 意思決定者(本人)
及びサポーターの

リクルート

2. 合意文書の作成
及びそれに基づく
支援の依頼

3. チーム形成と
ミーティングの運営

4. 介入終了と

持続可能性

約１か月

約２か月約６か月

約１か月

ミーティングは原則
として週１回ごとに行う

（水島俊彦氏提供）



アデレードの意思決定支援チーム

58

（水島俊彦氏提供）



2017年9月集中研修（筑波大学、東洋大学、龍谷大学）
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南オーストラリア型モデルの特徴

• 内発的動機づけ(intrinsic motivation)に基づく自己効力感(self-
efficacy)の形成
– 成功と成就が主たる目的ではなく、達成されないwishもあるが、いずれの
決定の帰結もDM本人に返されるようミーティングを構成する

• エンパワメント・モデル

• 短期集中型プログラム

• 地域のネットワーキングにより意思決定支援の仕組みとプロセス
を維持する
community development
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選好（PREFERENCE）分析による
WATSON, SCOPEのモデル

個別の方法の紹介（その１）
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People leading lives they prefer 
through supported decision making
“Listening to those rarely heard”

「意思決定支援を使いながら生活する人々
“微かに聞こえる声を聴く”」

選好を重視した情報の収集・共有・蓄積・更新 Scope Australiaの方法

Scope (Watson & 

Joseph) 2011

(写真は日本の方にご許可をいただいて掲載しています）

非意図的なメッセー
ジ（情報）を含む

62

平30年度厚生労働科学研究費補助金（障害

者政策総合研究事業）分担研究報告書「意
思決定支援ガイドラインを活用した研修プロ
グラム及び研修テキストの作成と、研修前後
の受講者の意思決定支援に関する認識の変
化の検証に関する研究（研究分担者曽根直
樹）より抜粋、改編



People leading lives they 

prefer through supported 

decision making

“Listening to those rarely heard”

A workshop package developed by Scope

Funding from the 2009 Capacity Building for People with a 

Disability:  Information, Tools and Resources grant (Disability 

Services, Victorian Department of Human Services) 

意思決定支援を使いながら生活する人々

“微かに聞こえる声を聴く”

unintentional 
message(information)を含む

Scope (Watson & 
Joseph) 2011
ワークブックの表紙



ともに決定事項を
定める

ともに声を聴く；
情報収集する

ともに決定のための選択肢を探す

ともに各選択肢に対
する反応を記録する

ともに決定し
行動する

意思決定支援の枠組み Scope (Watson & Joseph) 2011



Scope Australia (Watson & Joseph)による意思決定支援の枠組み

• ともに決定事項を定める
– すべき決定事項があるか、それは何か
– 誰にとって重要な決定か、なぜか

• ともに声を聴く；情報収集する
– 意思と選好を丁寧に収集する
– 密度の濃いやり取りを重ねて情報を集める
– 本人をよく知る人の声も聞く

• ともに決定のための選択肢を探す
– 本人の選好を参考に、考えられる選択肢を複数あげる

• ともに各選択肢に対する本人の反応を記録する
– 各選択肢を試す、場所へ行く、本人の反応を記録し、複数名で検討する
– 決定の事後についても記録していくことが重要

• ともに決定し行動する
– 本人のために(for～)ではなく、本人にとって(to～)何が大切なのかを考える
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意思と選好（プレファレンス）情報の収集・共有・蓄積・更新

• みんなで選好の収集を続ける。非意図的なメッセージや行
動もよく観察し、発生や繰り返しの頻度、反応などを勘案。

• 得られた情報を共有、協議して、独り善がりの判断を回避
する。また多くの支援者がその選好に気づけるようにし、感度
を高める。

• 絶えず蓄積し、整理する。

• 選好は変わり続けるので、以前と異なることが共有されたら

更新する。
66



Watsonによる支援枠組みの説明
Deakin University CRICOS Provider Code: 00113B

67

支援される人の
役割：

選好（好き嫌いの
情報）を表出する

こと

支援者の役割：

彼らの選好をよく
知り、解釈し、そ
れに従って行動す
るする。そのよう
にして彼らの選好
の表出に応答する

こと。

Characterising decision making support for people who 
communicate informally (Watson, 2016)



Watsonによる支援枠組みの説明

Deakin University CRICOS Provider Code: 00113B

68

支援者の応答性

その人が表出
する意思と選
好に関する
認識と理解

表出される意
思と選好に関
する解釈

解釈に基づく
行動

Watson, 2016



（Watson, 201９）



TALKING MATS
トーキングマット

個別の方法の紹介（その３）
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トーキングマットとは？

71

• 英国で開発されたコミュニケーショ
ン支援ツールのひとつ。

• アドボケイトやソーシャルワーカー、
SLT（言語療法士）等が、認知症高齢
者、学習障害・知的障害のある人、
その他記憶保持やコミュニケーショ
ン等に支障がある方に対する支援
で活用されている。

• 虐待者や虐待内容の特定、最善の
利益に基づく決定を行うために、
トーキングマットを利用して聞き取り
を行った結果が保護裁判所に提出
されることもある。

厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）平成30年度

意思決定支援ガイドラインを活用した研修プログラム及び研修テキストの作成と、
研修前後の受講者の意思決定支援に関する認識の変化の検証に関する研究



1. 獲得目標に沿ったテーマとスケールの内容を決め、本人に説明。

2. テーマに合わせたオプションシンボルを対象者に１枚ずつ渡し、任意の場所においてもら
う。カードに関連する質問も適宜行う。

3. 終了前に、置かれたカードの意味の確認と位置の変更がないかを確認する。同意を得
て写真撮影。ケア記録等に綴じておく。

トーキングマットの基本的な使い方

トップスケール（指標）

オプションシンボル（選択肢）

トピック（テーマ）

好き・ふつう・嫌い
できる・わからない・できない
重要・ふつう・不要 など

自宅介護／周囲の環境／仕事／
人間関係／理解／表現 など

厚生労働科学研究費補助金（障害者政
策総合研究事業）平成30年度

意思決定支援ガイドラインを活用した研
修プログラム及び研修テキストの作成と、
研修前後の受講者の意思決定支援に
関する認識の変化の検証に関する研究
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Talking Matsによる選好(preferences)の収集

74

厚生労働科学研究費補助金
（障害者政策総合研究事業、
平30）「意思決定支援ガイドラ

インを活用した研修プログラ
ム及び研修テキストの作成と、
研修前後の受講者の意思決
定支援に関する認識の変化
の検証に関する研究」
による研修用動画より

なお現在は、（一社）日本意
思決定支援ネットワーク
（SDM-Japan）のウェブサイト
から視聴可能。

https://sdm-japan.net/video/



READYFORによるクラウドファンディング

75

https://readyfor.jp/projects/talkingmats

今年も第二弾やります。
（３月中旬～予定）

子ども向けの日本版カード開発です。
ご支援よろしくお願いします。



POSITIVE RISK TAKING
“わがまま”“危険”を解きほぐす、前向きで建設的な手立て

76



Positive Risk Taking

• Risk Enablement, Taking Risks Positively などの言い方もある

• 英国の認知症ケアの文脈で、リスクのマネジメントと評価の中から
展開した。

– > NHSほか報告書が2010年前後

– > 多くの研修プログラムが行われている；近年では豪州でも

• リスク観点による本人意思と可能性の単純な否定から、positive 
riskの評価に基づく本人意思の支援手続き明確化に移行

• まだ日本では劇薬扱いかもしれない。英国では10年前の話なの
に。

– 日本では、dignity of risk という言葉も未だ敷衍されていない
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Dignity of Risk （リスクの尊厳）

78

Aged care residents Marcia Bannister, 93 (L) and Patricia 

Allison, 80, said they have the right to do what they want.
ABC News: Norman Hermant Posted 22 Nov 2015, 5:01am

https://www.abc.net.au/news/2015-11-22/risky-activities-could-improve-quality-of-life-for-elderly/6939166



79
https://www.abc.net.au/news/2015-11-22/risky-activities-could-improve-quality-of-life-for-elderly/6939166



深夜のラーメン

• 深夜に96歳の男性が「ラーメン食べたい」と言ったら、どうしま
すか？ 「ほどほど幸せに暮らす」を目指す事業者の挑戦
https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/grundtvig-ramen

80

●茨城で１人暮らしを
支援した話、
●新しくお出かけの
ルートを開拓してみる
話、など

https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/grundtvig-ramen


リスクとは

• リスク（risk） ： 目的に対する不確かさの影響

81

※ JIS Q 31000：2010 (ISO 31000：2009)

旅行に行きたい

・おいしいものが食べられるかも
・新しい出会いがあるかも
・うつな気分を解消できるかも

・食中毒に遭うかも
・お金を無駄に使うかも
・乗り継ぎに失敗して落ち込むかも
・帰れなくなって親に怒られるかも

• リスクは、何かすれば生じる。

• そして、何もしなくても生じる。
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Bigbyらによる意思決定支援体系の一部を構成するとされる



positive risk taking (risk enablement)の 4要素

83
Bigby, Douglas and Vassallo (2018) 

• Putting Positive First ：ポジティブリスクを把
握し、これに応じた働きかけをする

• Being Proactive ：事前的に（創造的に）対応
する

• Staying True to Preferences ：本人の選好に
誠実である／遊離しない

※『真に受ける』（島村、2015）

• Minimising Harm ：実践により生じるであろ
う弊害（harm）を最小化する



リスクへの対応例

84

Bigby, C., Douglas, J.M., & Vassallo, S. (2018). Enabling 

Risk: Putting Positives First. An online learning resource 

for disability support workers. Retrieved from 

www.enablingriskresource.com.au

日本版のシナリオを作成中



活動に興味のある人はご連絡ください info@sdm-japan.net
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https://sdm-japan.net/


