
～お世話になるときのために～

（作成日      年    月   日）

住   所                                              

                                                         

氏
ふり

名
がな

                           （㊞）     

生年月日                                   

    ※ このノートは、遺言書等の法律的な文書では、ありませんが、

自分で自分の意思を表示することが困難になった場合等に、

家族や私の周りの方、お世話をいただく方々に、私という

人間を理解し、私の最終意思を知っていただくためのものです。

将来、私の家族や介護者、成年後見人、医療関係者の方等が

このノートを私の支援及び医療行為等の参考にすることに

         □同意します  □同意しません  

（※どちらかに、☑を入れましょう。）

   

※ 内容に変更があれば、新たな作成日のものを作成しますので、

それがなければ、このノートが私の最終の意思と考えてください。

  
   ＜あんしんノート＞のことを誰かに伝えるか、どこかに書いておきましょう。
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■私の身体について               
●血液型  □A □Ｂ □Ｏ □ＡＢ   （Ｒh：  ＋ ・ － ・ 不明 ）

  （血液型に☑をいれて、＋、－、不明のどれかに○をつけてください                         

   下線のうち、必要な箇所があれば、書いてください。 ）

●今、治療中の病気が     □あり     □なし

                                                

                                                

                                                  

                                                 

                                                

                                                

●かかりつけのお医者さん

                                                      

①病院の名前                      病名           

担当の先生          （電話番号）                  

             

②病院の名前                       病名           

担当の先生           （電話番号）                  

③病院の名前                       病名          

担当の先生           （電話番号）                  

④病院の名前                       病名          

担当の先生           （電話番号）                  

⑤病院の名前                       病名         

担当の先生           （電話番号）                  
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●いつも飲んでいるお薬 （例：○○○（お薬の名前）、 高血圧）                     

                                                

                                                

                                                 

                                                 

                                                 

                                                  

                                                   

                                                 

                                                 

                                                                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                  

                                                   

                                                 

                                                 

                                                                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                  

                                                   

                                                 

                                                 

                                                 

                                                   

                                                 

                                                 

                                                 

※＜お薬手帳のコピー＞や＜薬局などでもらうお薬のシール＞

をここに貼ってもいいですね。
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●これまでにした大きな手術 （病名、時期、病院名など）   

                                                   

                                                     

                                                

                                                

                                                

                                                      

                                                

●親、兄弟など、家族のした大きな病気（例：父 糖尿病）

                                                

                                                

                                                  

                                                

                                                                                              

●現在お世話になっているケアマネージャーさんや

介護サービス事業所の名前と連絡先

                                                

                                                

                                                  

                                                

●そのほか、自分の身体のことで、日頃、気をつけていることやみなさんに

お世話してもらうときに、配慮してもらいたいこと。

  （例：耳が遠い、目が見えにくい、屈むのがつらい、

     しゃべるのに時間がかかる、 食べ物が飲み込みにくい、など）         
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■私自身や好みついて（どれかに☑をつけるか、書いてください）

  

●わたしの性格について（長所や短所など）

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                               

●家族について

            既婚歴  □あり  □なし

             離婚歴  □あり  □なし

             子供は  □あり  □なし

●職業について（現在の仕事や以前していた仕事について）

                                               

                                               

                                               

                                               

                                                  

●生活の好み  □和式  □洋式  □こだわりはない

●信仰や宗教   □なし  □あり（宗派              ）

●好きなもの（例：趣味、音楽、スポーツ、映画、タレントさんなど）          

                                               

                                               

                                               

                                               

●好きなテレビ番組（例：時代劇、音楽、旅、お笑い系、ドラマ、スポーツ、

                 ドキュメンタリーなど）             
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●外出について  □外出好き □家にいるのが好き □どちらでもない

●味について（例：甘党、辛党、濃い味付けが好き、薄味が好き、など）

                                               

                                               

                                               

                                               

●食べ物の好み（例：好きな料理、嫌いな料理、食べられないもの、など）

                                                

                                               

                                               

                                               

●特に思い出に残っている出来事（例：子供の頃、学生時代のこと、など）      

                                                

                                               

                                               

                                               

●家族のことで、伝えておきたいこと（例：何人兄弟の何番目、とくに仲が

良い兄弟、近くに住んでいる兄弟、など）                                               

                                                

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

●友人のことで、伝えておきたいこと（例：とくに信頼しているひと、など）                  
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■老後の生活について             
（どれかに○をつけて、その他の希望や選んだ理由などが特にあれば

書いてください。）                                          

●自分の財産を、どのようにしたいですか？                     

  １．こどもや孫など、できるだけ家族に残したい                              

   ２．自分のために、できるだけ使いたい                            

   ３．その他

＜その他の希望や、１・２を選んだ理由＞などがあれば、書いてください。

                                                

                                               

                                               

                                               

                                                

                                               

  

●どういう場所で、暮らしたいですか？

   

１．自宅で、出来る限り、暮らし続けたい。

   ２．自宅での生活が無理になったら、施設にお世話になりたい

   ３．自宅での生活が無理になったら、子供の家に世話になりたい

   ４．有料老人ホームなどを早めに決めて、新しい人生を始めたい

   ５．その他

＜その他の希望や、１から４を選んだ理由＞などがあれば、書いてください。
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●認知症や寝たきり、要介護状態になったら、どうしたいですか？

１．子供や親族に支えてもらいたい

   世話をしてもらいたいひと

（                      ）
     世話を受けたいひとに伝えて、同意を得ていますか？

      □同意を得ている   □同意を得ていない  

  ２．介護保険や成年後見制度などを利用して、第三者の支援を受けたい

  ３．施設（グループホーム、特養、有料老人ホームなど）に入りたい

  ４．他人（ひと）の支援は、受けたくない

  ５．その他

  

  ※＜その他の希望や、後見人を決めている場合には、後見人の住所・

氏名・電話番号、１から４を選んだ理由など＞あれば、書いてください。

                                                

                                                 

                                                  

                                                 

                                                 

                                                 

  

●介護のための費用ついて、考えたり、準備したりしていますか？

      □特に、準備してある   □特に、準備はしていない

   □私の貯金、年金、保険などで、まかなってほしい。

  

  ※特に準備している場合は、わかるように書いてください。
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■終末期医療について
（どれかに○をつけて、その他の希望や選んだ理由などが特にあれば

書いてください。）

    
●死が避けられない病気だったら、どうしたいですか？            

１．できれば病院で、治療を受け続けたい

   ２．できればホスピスで、最後を迎えたい

   ３．できれば自宅で、最期を迎えたい

   ４．その他   

  ※＜その他の希望や、１から３を選んだ理由＞があれば、書いてください。

                                                

                                                 

                                                  

                                                 

                                                 

                                                 

  

●病名や余命の告知をしてもらいたいですか？

１．私には、すべてを告知してほしい

   ２．私には、病名だけは、きちんと告知してほしい

   ３．私には、すべて、告知しないでほしい

   ４．私には、余命だけは、告知しないでほしい

５．その他        

  ※＜その他の希望や、１から４を選んだ理由＞があれば、書いてください。
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●大きな手術が必要になったとき、手術の承諾を頼める人はいますか？

   １．いる  → 後ろに、＜大きな手術の時に承諾を頼める人リスト＞あり

   ２．いない

●危篤になったときには、誰かに連絡してほしいですか？

１．連絡してほしい人がいる

→ 後ろに、＜何かあったときに、知らせてほしい人のリスト＞あり

   ２．誰にも、連絡してほしくない

   ３．その他  

   

  ※＜その他の希望や、１・２を選んだ理由＞があれば、書いてください。

                                                

                                                 

                                                  

                                                 

                                                

●植物状態が続いたときの延命治療は、希望しますか？

   １．希望する

   ２．希望しない

→ 後ろに、＜終末期医療について＞の事前指示書あり

              （自分が希望する処置や希望しない処置について、

                くわしく書いておくことができます）

   ３．その他     

  ※＜その他の希望や、１・２を選んだ理由＞があれば、書いてください。
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●臓器提供、献体についての希望がありますか？

   １．臓器提供も、献体も望まない

   ２．臓器提供を望む

     （臓器提供意思表示カードの保管場所：                 ）

   ３．献体を望む

     （献体登録証の保管場所：                         ）

      臓器提供や献体を希望する場合の家族の同意は、

     □家族全員の同意の確認済   □現在、反対の家族あり

      □家族には、まだ知らせていない   

   4．その他

                                       

  ※＜その他の希望や、１から３を選んだ理由＞があれば、書いてください。

                                                

                                                 

                                                  

                                                 

                                                 

                                                  

   

※臓器提供の意思は、インターネットで意思登録をするか意思表示カードや

シール、被保険者証や運転免許証の意思表示欄などで示すことができます。
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■終末期医療に関する事前指示書   

私の家族、主治医、そして私の医療に携わるすべての方々へ。

私（             ）は、清明なる意識・健全な精神の下で自分の死について

考え、自分の意思で自分の最期を決定するために、この指示書を作成しています。

私は、私の病気が不治であり回復不可能な状態に陥り、自ら判断が下せなくなっ

た場合には、最期の時を迎えるにあたり、本指示書を尊重して対応してくださることを

望みます。

私の病気が不治であり回復不可能と考えられる場合には、死の過程を長引かせ

るだけの治療行為は中止し、私に安らぎを与え、出来る限りの苦痛緩和の医療と介

護で、自然な看取りをして下さい。そのために死期が早まったとしてもかまいません。

食事や水分を口から十分摂取出来なくなった時には、食べられるだけ食べればよ

く口から食べることを大切にした自然な経過での看取りをして下さい。

既に死期が迫っていると診断される場合、あるいは数か月以上にわたって植物状

態に陥っている場合には、生命を維持するためだけの処置は全て中止して下さい。

本指示書による意思表示は、私自身が変更・破棄・撤回しない限り有効です。

私の要望を忠実に果たしてくださった方々に感謝するとともに、その方々が私の要

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します。

その他、最期の時を迎えるにあたり、希望すること。

［           ］
       年    月    日

                   本人署名捺印

                   住  所

                   氏  名                          ㊞

                          （生年月日       年   月   日生）

                  家族などの署名捺印 （本人との関係         ）

                   住  所

                   氏  名                          ㊞

                          （生年月日       年   月   日生）
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■終末期医療に関する具体的な希望

私の終末期（生命維持処置を行わなければ、比較的短期間で死に至るであろう不治

で回復不能の状態）に受けられる医療に対し、希望する項目に☑を記入します。

Ⅰ基本的な希望

①痛みや苦痛について       □できるだけ抑えて欲しい

                   （□必要なら鎮静剤を使ってもよい）

                    □自然のままでいたい

②終末期を迎える場所は    □病院  □自宅  □施設  □病状に応じて

③その他の基本的な希望

［           ］
Ⅱ終末期になったときの希望

①心臓マッサージなどの心肺蘇生  □して欲しい    □して欲しくない

②延命のための人工呼吸器      □つけて欲しい   □つけて欲しくない

③抗生物質の強力な使用       □使って欲しい  □使って欲しくない

④胃瘻による栄養補給         □して欲しい    □して欲しくない

  （胃瘻による栄養補給とは、流動食を腹部から胃に直接通したチューブで送りこむ

   ことです）

⑤鼻チューブによる栄養補給      □して欲しい    □して欲しくない

⑥点滴による水分の補給       □して欲しい    □して欲しくない

⑦その他の希望（例：状況により、医師の判断に任せる、など）

［           ］
       年    月    日

                   本人署名捺印

                   住  所

                   氏  名                          ㊞

                          （生年月日       年   月   日生）
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■死亡時について                      
（どれかに○をつけて、特に希望していること、伝えたいことがあれば

書いてください。）

●死亡したとき、知らせてほしい人はいますか？

    １．いる  → 後ろに、＜何かあったら、知らせてほしい人リスト＞あり

    ２．いない

●死亡したとき、知らせてほしくない人はいますか？

  １．いる  → 後ろに、＜死亡時に知らせないでほしい人リスト＞あり

  ２．いない

●葬儀は、どうしますか？

    １．しなくてよい（直葬でよい）

      □葬儀をしないことについて、家族は了承済  

      □葬儀をしないことについて、家族の了承は得ていない

      □葬儀をしないことを希望していることを、家族に伝えていない

    ２．希望する → 後ろに、＜葬儀について＞あり

    ３．特に考えていないので、家族の判断に任せる

  ●自宅の片づけや遺品の整理を、残っている財産を使って、

適宜行ってもいいですか？

      □適宜、お願いします

      □その他、希望することがありことがあります。       
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■葬儀について

（葬儀を希望する場合のみ、どれかに○をつけて、伝えておきたいことが

あれば、書いてください）

●葬儀の準備はしてありますか？

  

   １． していない

    ２．互助会に入っている （互助会名：                   

                      連絡先：                      ）

    ３．生前契約をしている葬儀社がある （葬儀社名：

                      連絡先：                    ）

    ４. 考えていないが、費用は用意してある

     ＜葬儀のための費用はここから＞

                                              

                                                                                              

            

●葬儀の規模は、どの程度にしますか？

   １．親族のみの家族葬  ２．一般的な程度に  ３．盛大に

   ４．その他 （                             ）                                     

●葬儀の様式は、どのようにしますか？

   １．仏式 （宗派：                          ）

  ２．神式

     ３．キリスト教

     ４．その他 （                             ）

     ５．こだわらない  

●葬儀の場所は、どこにしますか？

     

    １．自宅

     ２．葬儀社やセレモニーホール

     ３．どこでもよい

     ４．その他 （                             ）
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  ●葬儀についての具体的なプランがあれば、書いてください。

                        

   （例：喪主、戒名、飾り付け、お花、音楽、挨拶してほしい人

      納棺時の衣装、棺のなかに入れてもらいたいもの、など）                             

                                                

                                                 

                                                  

                                                 

                                                 

                                                                                              

                                                

                                                 

                                                  

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

●遺影の候補写真、候補写真の置き場所など

（どちらかに○を書いて、用意してある場合は、写真を貼るか、写真の

保管場所を記入します。）

      □用意してある           □用意していない

                       

                          あるいは、候補写真の保管場所は
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●納骨先は、決まっていますか？

   □決まっている。

住所                                     

        

名称                     ℡               

    

※納骨先への依頼の有無  □依頼済 □依頼はまだ

     □決まっていない。

●散骨を希望しますか？

    □希望する                     □希望しない

    ＜散骨を希望する場所＞

                                              

                                                                                              

                                                 

     □散骨を希望することについて、家族は了承済  

     □散骨を希望することについて、家族の了承は得ていない

     □散骨を希望していることを、家族に伝えていない

     

   ＜散骨のための費用はここから＞

                                            

                                                                                            

                                                

       

   ＜そこに、散骨を希望する理由＞
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●埋葬は、どうしますか？

  １．先祖のお墓に入る

    ２．自分で生前に用意したお墓に入る

    ３ 散骨（ 一部 ・ 全部 ）をしてほしい

    ４．考えていないので、家族の判断に任せる

   ５．その他

  

※＜その他の希望や、１から４を選んだ理由＞があれば、書いてください。

                                             

                                               

                                                

                                             

                                               

                                                

                                               

                                                

●その他、葬儀に関して、伝えたいことがあれば、書いてください。

                                             

                                               

                                                

                                               

                                                

                                               

                                                

                                                

                                               

                                                

                                         


