
 
 

 
 

 
 

ADVANCE DIRECTIVE 

NOTIFICATION 
(wallet card) 

 事前指示書通知  
(財布用の携帯カード ) 

ADVANCE DIRECTIVES (JAPANESE) 

事前指示書 
医療判断代理委任状 

 
 

チェックリスト 

 

 信頼できる人に自分の患者擁護人になっても

らうよう依頼しましょう。 

 

 医療判断代理委任状を完成させて下さい。 

 

 あなたの代理人に患者擁護者承諾用紙に 

  署名をしてもらいましょう。 

 

 希望する場合は蘇生処置拒否宣言書 

 を完成させましょう。 

 

 自分の事前指示書のコピーを次の人達に 

渡しておきましょう。 

 

• 自分の代理人 
 

•  かかりつけの医師 
 

• 自分の家族のひとり 

 

 安全で身近な場所にすべての書類を一緒に保

管してください。 

 
 入院することがわかっている場合は必ず自

分の事前指示書を持参しましょう。 

 

 年に１回自分の事前指示書の内容を見直しま

し   

   ょう。 

 
 
 
 
 
 

 

リソース 
 

医療判断代理委任状や蘇生処置拒否宣言書は   

以下の場所で入手できます: 
 

• かかりつけの医療センターやクリニック 
 

• すべての入院施設 
 

• ゲスト•アシスタンス•プログラム (GAP) 

  800-888-9825 
 

• 患者の窓口（ぺーシャント•リレーションズ• 

   オフィス Office of Patient Relations） 

      877-285-7788 

 

ウエブサイトのアドレスは： 

 
•  UofMHealth.org/advancedirectives 

 
 
 

ミシガン大学病院の役員：Ora Hirsch Pescovitz, M.d., Executive 

Vice President for Medical Affairs; James O. Woolliscroft, M.d., Dean, 

U-M Medical School; Douglas Strong, Chief Executive Officer, U-M 

Hospitals and Health Centers; Kathleen Potempa, Dean, School of 

Nursing. 

 

ミシガン大学理事：Julia Donovan Darlow, Laurence B. Deitch, 

Denise Ilitch, Olivia P. Maynard, Andrea Fischer New- man, Andrew c. 

Richner, s. Martin Taylor, Katherine e. White, Mary Sue Coleman (ex 

officio). 

 

ミシガン大学は機会均等・差別撤廃雇用主として無差別と差別撤

廃に関し適応されるすべての連邦国法および州の法律に従います。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦情の申し立ては以下の機関までご連絡下さ

い： 

 
• ミシガン州地域保険課 Michigan 

Department of Community Health 

    電話 800-882-6006 
 
•  ミシガン医師監視機構 Michigan 

PeerReview Organization (MPRO) 

     電話 800-365-5899 

•  連合委員会 The Joint Commission 

     電話 800-994-6610 
 

 

 

 

 

 

 

非差別と差別撤廃についてミシガン大学は全ての人の機会均等を保護

する方針に徹し、人種、肌の色、国籍、年齢、結婚形態、性別、性的

傾向、性的アイデンティティー、性表現、障害、宗教、慎重、身長、

体重、雇用経験の長さ、学歴に基づいて個人を差別することはありま

せん。お問い合わせや苦情は下記までご連絡下さい。あて先The 

Senior Director for Institutional Equity, and Title IX/Section 504/ADA 

Coordinator, Office of Institutional Equity, 住所2072 Administrative 

Services Building, Ann Arbor, Michigan, 48109-1432, 電話734-763-

0235、テレタイプライタ会話734-647-1388。ミシガン大学に関するそ

の他のお問い合わせは734-764-1817までご連絡下さい。 
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THE   MICHIGAN   DIFFERENCE ®

 

 

 

万一自己決定能力を失

ってしまった場合に備

えて、医療について計

画を立てましょう。 

 

 
 
 
 

よくある質問 
 

 

書類： 

 医療判断代理委任状 

 患者の擁護人の承認 
 

 蘇生処置拒宣言書 



 
 

 
 
 
 
 

大切なのはあなたの意思です。 
 

治療について判断するのは難しいことです。いつの日か、体の具合がとても悪く

なって自分の医療について判断ができなくなるかもしれません。万一そうなった

場合、自分身近にいる人たちが自分の希望を理解し、話し合えるようにしておか

なければ、自分のことが勝手に決められてしまうかもしれません。事前に自分の

希望について考え、家族や友人、また担当医と自分に与えられた選択肢について

話し合われることをお勧めします。将来必要な医療ケアについて、事前に計画を

立てておいて下さい。 

 

自分にふさわしいものを選んでください。 
 
ミシガン州で最も一般的に使用されている事前指示書は医療判断代理委任状と蘇生処置

拒否(DNR)の書類です。ミシガン州ではリヴィングウィルは法的書類とみなされて

いません。しかし、医療判断代理委任状に指示書や代理人への指示を付け加えてお

く事は可能です。追加の文書にあなたの希望が表明されていると、家族、友人、医

師の役に立ちます。 

 

事前指示書は強制的なものではありません。しかし、自分で自分のことを決めるこ

とができなくなった場合、代わりに意思決定を行ってくれる、信頼できる人がいる

と助けになります。家族や友人と自分が受けたい治療、受けたくない治療はどうい

うものかについてお話してください。そうすればその方たちが医師に何を伝えれば

よいかがわかります。 

 

なぜ事前指示書について尋ねられるのか。  

 

あなたが意思の疎通ができなくなった場合に、あなたの希望を知っておくことは

我々にとって重要なことだからです。それはあなたに与えられた権利です。また法

的に定められたことでもあります（患者自己決定法、1999）医療関係者は医療判断

代理委任状や蘇生処置拒否(DNR)宣言書をお持ちかどうか頻繁に尋ねます。 

 

あなたの希望を尊重すること 
 

ミシガン大学病院の方針では、妊娠やリスクの高い処置、または侵襲的な処置に

かかわる特定の場合に事前指示書の内容が尊重されないことがあります。外来診

療のケースでは治療を限定するような事前指示書は、患者が蘇生処置拒否（DNR）

のブレスレットを身に着けているか、事前指示書が患者の医療記録に含まれてい

る場合に限り有効となります。当院の方針のコピーをご希望の場合は担当医まで

お申し出下さい。 

 
 
 
 

変更 
 
事前指示書の内容について自分の考えが変わったらどうすればよ

いですか。 
 

事前指示書の内容についてはいつでも変更が可能です。事前指示書

の内容を毎年見直して、自分の希望通りの治療法や自分が信頼する

人の名前が記載されているか確認することはよいことです。  

 

•書類の内容を変更した場合は、必ずこれらの書類を必要とする人

たちに新しい書類を渡し、古い書類と交換して下さい。古い書

類は破棄して下さい。 

•もし自分の事前指示書を破棄した場合は、コピーを所持してい

る人たちからも書類を回収し破棄してください。 

• 新しい用紙はミシガン大学病院ヘルスセンター、クリニック、

入院病棟で受け取ることができます。またゲスト•アシスタン

ス•プログラム（Guest Assistance Program, GAP, 800-888-

9825かぺーシャント•リレーションズ•オフィス(877-285-

7788)まで電話でお問い合わせ下さい。 

•ミシガン大学病院のスタッフに事前指示書を提出している場合は

電子カルテに保存されているはずです。事前指示書の内容を変

更したり破棄した場合は病院の職員にもお知らせ下さい。そう

すればあなたの医療記録に一番最新の書類が含まれているか確

認できます。変更後は最新の事前指示書を病院に提出して下さ

い。 

•ミシガン大学病院では一番新しい日付が記載されている書類

が有効になります。 

•入院施設に入院するたびに事前指示書の現状についての質問があ

ります。この冊子の中の書類はミシガン大学病院内だけではな

くほかのすべての医療機関で使用することが可能です。 

 

大切なのはあなた自身の希望や選択です。 
 

できる間にご自身の希望や選択について誰

かと話し合っておいて下さい。 

 
 

 
カードに記

入し財布の

中に保管し

てください。 

_____________________________________________  
Print your name  Signature  Date 
活字体で氏名を記入   署名           日付け 

 

 I have a Durable Power of Attorney for Health Care     

   医療判断代理委任状を持っています。 
 

I have talked to my patient advocate, my family, and 

my doctor about the care I want or do not want.  If I 

am unable to speak for myself, please contact: 

受けたい治療や受けたくない治療について自分の代理人、

家族、そして担当医と話しました。もし自分で意思の疎

通ができなくなった時は以下の者に連絡して下さい。 
 

_____________________________________________  
Print name              Telephone Number 
氏名           電話番号  
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DURABLE POWER OF ATTORNEY FOR HEALTH CARE 

医療判断代理委任状 
万一自己決定能力を失った場合に備

えて医療について計画を立てましょ

う。 

 
 
 
 

前書き 
 

 
 

あなたには有能な一成人として、医療行為を受けたり、または拒否したりする権利があり

ます。たとえあなたの命を延ばすような治療で医師や家族が希望するものでも自分の意思

で拒否することができます。いつの日か病状が重くなって自分の医療について判断できな

くなり、医療についての意思決定をほかの人に行ってもらわなければいけなくなるかもし

れません。この冊子は自分の希望について考えるのに役に立ちます。 
 

 

事前指示書があれば、誰に自分のための意思決定を下してほしいかを表明し、どういう治

療を受けたいか、また拒否したいかについての自分の気持ちをほかの人を共有することが

できます。次のことについて考えてください。 
 

 

 自分で意思の疎通ができなくなったら誰に医療上の判断を任せたいですか。 

 自分がもし末期の病に冒されたり、意識不明の状態になったり、おそらく昏睡状

態から覚める事がない状態になったり、重度の精神錯乱状態になったりした場合、

人工呼吸器、手術、薬剤、経管栄養法などについてどう考えますか。 

 重度の脳卒中やその他の状況でほかの人に自分の介護を頼らなければいけなくなっ

た場合、どういう治療を望みますか。 

 楽しく生活するうえで自分にとって大切な（精神的、身体的、社会的）能力とは 

どのようなものですか。 
 

 担当医が薦める治療はすべて受けたいですか。 
 

 心肺停止の場合、延命についてどんなことを望みますか。 
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事前指示書に関する一般的な質問 

Frequently Asked Questions About Advance Directives 
 

1.「事前指示書」とは何ですか 

      事前指示書は自分自身で治療について決めることができなくなった場合を
想定し事前に作成しておく書類で、具体的な指示が示されたものです。意
思の疎通ができなくなったときは事前指示書が医療や、手術、行動保健上
の自分の希望を表明するものとなります。 

 

2.事前指示書を持っていなくてはいけませんか 

      いいえ、事前指示書を持っている必要はありませんが、持っていてよい理
由はたくさんあります。家族や、医療関係者や保険会社の社員があなたに
強制的に事前指示書を作成させることはありません。書類を作成すること
になった場合、他者が書類の内容についてあなたに指示することはできま
せん。 

 

3.ミシガン州には異なった種類の事前指示書がありますか 
       はい、あります。医療判断代理委任状と蘇生処置拒否(DNR)の書類はミシガ

ン州で法的文書とみなされていますがリヴィングウィルは法的書類とみな
されていません。リヴィングウィルは自分が希望する事柄を証明するもの
として役立つかもしれません。以下は様々な事前指示書の説明です。 

 

医療判断代理委任状 Durable Power of Attorney for Healthcare 
 

4.医療判断代理委任状とは 

     この書類は「患者擁護人」と呼ばれる人に自分に代わって治療や医療判断を
決定する力を与えることを可能にします。この書類には、自分で判断できな
くなったときに「誰」に代理で意思決定を行ってほしいかが記されています。 

 

5.ミシガン州では医療判断代理委任状に法的拘束力がありますか 

  〔この書類を作成するためには〕18 歳以上でなければいけません。自分が意思
の疎通ができなくなった場合に、誰かに代わりに自分のために意思決定を行
う権限を与えるための書類であるということも理解していなければいけませ
ん。 

医療判断代理委任状にはあなた自身の署名と他に２名の証人の署名が必要です。
医療判断代理委任状が有効な書類とみなされるのに必要な内容が含まれてい
ないといけません。この冊子に付いている用紙を使用

してもかまいませんし、ミシガン州の法律、ミシガン州の公衆衛生局、ミシガン
州の他の病院、医療サービス提供者が認めた書類を使用してもかまいません。
弁護士に依頼して文書を作成してもらってもかまいません。 

 

6.医療判断代理委任状をもつ資格があるのはどんな人ですか 
最低１８歳で、精神的に健全であることが必要です。 
 

7.   いつ、自分の患者擁護人が代理として機能することができますか医療判断

代理委任状はいつ有効になりますか 

   患者擁護人はあなたが自分で判断できなくなった時のみあなたに代わって
意思決定を行うことができます。あなたが意思疎通を行うことが難しい状
態になった場合、二人の医師（担当医ともう１名の医師、または精神分析
医）があなたに患者擁護人が必要であることに同意し、カルテにその旨を
記録しなければいけません。 

 

8.自分はいつ、医療についての判断を行えなくなるのですか 

それはいつ何時でも起こりえます。自動車事故や脳卒中で昏睡状態に陥るかも
しれません。認知症やアルツハイマーのような状況になり、長期にわたってか、
または永久的に判断機能を失うことがあるかもしれません。
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9.自分に判断能力がなくなったと決定するのは誰

ですか 
担当医ともうひとりの医師（または精神分析医）
があなたに自分のことを自分で決める能力があ
るかないか判断します。 
 

10.患者擁護人にどんな権限を与えることができま

すか 

自分の患者擁護人には自分が普段行っているよ
うな個人医療についての決定を任せることがで
きます。たとえば、以下のような権限を与える
ことができます： 
 

 治療を受け入れたり拒否したりする権限 

 在宅介護や成人用デイケアの手続き 

 介護施設での介護の手続き 

 自分の臓器や死体の寄付（死後のみ） 
 

11.自分の擁護人に延命治療を保留にしたり、中止

する権限を与えることは可能ですか 
自分の代理人が治療を保留にしたり、打ち切る
ことができるよう自分の意思をはっきりと表明
しなければいけません。自分の擁護人に権限を
与える前に、治療を保留したり、中止したりす
ることが自分の死につながる可能性があること
も理解していなければいけません。 
 

12.自分の擁護人に食事や水分の摂取を保留にした

り、中止する権限を与えることは可能ですか 
自分が治療を望まなくなった場合や、末期の病
状になったり、永久的に昏睡状態に陥ったりし
た場合に経管栄養補給を保留にしたり打ち切っ
たりするというような権限を代理人に与えるこ
とはできます。 
 

13.医療ケアや身の回りの世話についても自分の希

望を表す権利がありますか 
例えば末期の状態になった場合にどのような治
療を受けたいかについてのご自身の希望を文書
であらわすことは可能です。また、介護施設に
入居したくないという希望や自宅で亡くなりた
いという意思を書面に加えることも可能です。 
 

14.誰を自分の擁護人に指名してもよいですか 

  １８歳以上の方は誰でもあなたの擁護人になれま
す。自分が信頼できる人で責任感があり、自分
の希望に耳を傾け、それを実行してくれるよう
な方を選んでください。ご親族の方、信頼でき
る友人、大切なパートナー、その他ご自身が
「家族」だとみなす方はどなたでも代理人に指
名できます。 

 

15.万一指名した代理人が責務を果たせなくなった

場合に備えて、もう一人患者擁護人を指名して
おくことは可能ですか  

   擁護人に任命された人が代理人としての役目を
果たせない場合や、果たす意思がなくなった場

合に備えて次期擁護人を指名することをお勧め

します。 
 

16.自分が指名する人物が擁護人になることに同意
しなければいけませんか  

   指名された方の同意が必要です。代理人役を務め
る前に該当者はその責務を承諾することを示し
た書類に署名をしなければなりません。代理人
は書類作成時に署名をする必要はありませんが、
患者擁護人として機能する前に署名をしておか
なければいけません。代理人に指名した方と話
し合って、その役目を果たす意思があるかどう
か確認すべきです。代理人の方にご自分の医療
判断代理委任状のコピーをお渡し下さい。 

 

17.患者擁護人は私の希望に従わなければなりません

か 
   患者擁護人はあなたがまだ意思疎通ができる状態で

あったときに口頭、または書面で表した希望や指
示に従って適切な処置をとる  
義務があります。これは「あなたの一番の願いに
沿って行動する」ということです。また、医療判
断代理委任状に代理人がその時々の状況に応じて
自分のために判断を下してほしいということも指
示できます。 

 

18.自分の擁護人が判断を下す際、万一反論が起こっ

た場合はどうなりますか 
   もしある人が（後見人としての資格がある人や自分

が患者としてかかっている医療機関が）代理人が
あなたにとって最大の利益となるような行動をと
っていないと反論したり、代理人にあなたを擁護
する権限があるかどうかについて疑いをもつ場合、
該当者は地元の遺言検認裁判所に和解の申請をす
ることができます。 

 

19.医療判断代理委任状に関し必要不可欠なことはど

んなことですか 

    医療判断代理委任状は書面で、あなたと他にふたり
の証人の署名と日付が必要です。ミシガン州の法
律で定められた文面で書かれた代理人の承諾書が
必要です。あなたの署名の証人となることができ
る人物には制限があります。 
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20.証人について知っておかなければいけないこと

がどんなことですか 
      証人があなたと会って話した後、あなたの精神

状態が健全でないと判断した場合は署名をすべ
きではありません。証人となる方は証人として
署名をする時点で、あなたの配偶者、親、子、
孫、兄弟姉妹、遺産相続人、あるいはあなたの
受益者であってはありません。また証人となる
方はあなたの患者擁護人であってはいけません
し、治療を受けている医療機関の医師や職員で
あってもいけません。（これはミシガン大学病
院の職員、契約職員、ボランティアも含みま
す。）あなたが契約している生命保険や医療保
険会社の社員、あなたが入居している老人施設
の職員、地域精神衛生プログラムのスタッフ、
自身が精神的疾患の治療を受けている病院の職
員であってもいけません。 

 

21.精神衛生と行動保健面での私に与えられた選択
とは  

     もし自分の代理人に精神衛生や身体保健面のケ
アについての権限を与えることにされた場合は
どの権利を行使してもよいかはっきりと規定し   
てください。考慮すべき権限は外来治療、入院、
向精神剤の使用、電気ショック療法(ECT)につい
ての権限などがあります。治療によっては裁判
所の命令が必要なものもあります。どの病院を
希望するか、使いたい薬はどれか、使いたくな
い薬はどれか、それぞれ指定することができま
す。どの医師や精神科医（あるいはその両者）
に精神疾患の治療についての自分の意思決定力
の有無を評価してほしいか、〔事前に〕決めて
おくことができます。一人は医療ケアでもう一
人は精神衛生面のケアというように、自分の擁
護人を二名指名する人がいる一方、たいていの
方は代理人を一人指名し、医療と精神衛生のケ
アをまとめて一の人に任せるようにされます。 

 

22.自分の擁護人に指名する人物がいない場

合はどうすればよいですか 

       ミシガン州では法的書類と認められていません
が、リヴィングウィルを作成することができま
す。リヴィングウィルがあればご家族や担当医
にあなたが何を望んでいたかを伝えることがで
きます。蘇生処置宣言書もあわせて作成しても
かまいません。御自分の担当医にコピーをお渡
し下さい、そうすれば自分で自分のことができ
なくなったとしても自分の希望を伝えることが
できます。 

 
 
 

 

23.一度医療判断代理委任状に署名したあとに考えを
変えてもよいですか 

かまいません。たとえ自分で医療について判断す
ることができなくなった後でも、何らかの形で既
に指名した人物を代理人としておきたくないこと
を表明することで、医療判断代理委任状に記載さ
れた擁護人の名前を取り消すことができます。 
 
患者擁護人の名前を変更したい場合や、自分の希
望について内容を変更したい場合は新しく書類を
作り直す必要があります。自分の精神が健全な間
は、新しい書類を作成し、古いものを破棄するこ
とができます。 
      
また、医療判断代理委任状に署名した後で、考え
が変わって特定の延命治療を受けたいと望むよう
になった場合は、あなたの擁護人はその意思を尊
重しなければいけません。もし擁護人が延命につ
いてのあなたの今の希望を知っている場合、たと
えそれが過去にあなたの希望として表された内容
と異なっているとしても、擁護人はあなたの現行
の希望を尊重しなければいけません。 

      
      あなたは精神衛生面での治療についてのみ、医療

判断代理委任状を即時に打ち消す権利を放棄する
ことを選べます。この権利を放棄した場合、権利
放棄が有効になるのは、放棄の意向を表明してか
ら３０日後です。 

 

リヴィングウィル Living Wills 
 

24.リヴィングウィルとは何ですか 

     リヴィングウィルは末期の病に侵されたり永久的
に昏睡状態に陥った場合や、自分で判断ができな
くなったり、自分の治療について話ができなくな
った場合に担当医や家族に自分が望むケアについ
て伝えるための書類です。リヴィングウィルは個
人の財産や所持品とはまったく関係のないもので
す。リヴィングウィル関連の法律は州ごとに異な
ります。リヴィングウィルは末期の病に侵された
り永久的に昏睡状態に陥った場合や、自分で判断
ができなくなったり、自分の治療について話がで
きなくなった場合に担当医や家族に自分が望むケ
アについて伝えるための書類です。 
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25.ミシガン州にはリヴィングウィルの法律があり

ますか 
     ミシガン州ではリヴィングウィルに関する法律

は存在しませんが、リヴィングウィルはあなた
の医療判断代理委任状に指名された擁護人の方
が意思決定を行っていく助けになるでしょう。
リヴィングウィルはさまざまな状況下でのあな
たの治療について代理人や医師が判断を下す助
けになるかもしれません。自分がどのような治
療が受けたいかは明確に表明しなければいけな
いので、リヴィングウィルの効力は限られたも
のになるでしょう。時には状況によって、どの
ような治療が受けたいかについて気持ちが変わ
ることもあります。もしリヴィングウィルだけ
を持っていて医療判断代理委任状を持っていな
い場合、担当医は書類に頼るしかなく、実際に
話ができる人物がいないということになります。 
意思疎通ができなくなったときに自分の希望を
代弁してくれる人がいるのであれば、医療判断
代理委任状にこの方を患者擁護人として記載す
るのが最良です。 

 
26.リヴィングウィルにはどんなことが書かれてい

るのですか 
       自分が受けたい治療や受けたくない治療につい

ての自分の希望を大まかな言葉で表現してよい
でしょう。例えば「緩和ケアになるようなこと
は何でも行ってください、でもそれ以上のこと
はしないで下さい。」人工呼吸装置や、手術、
輸血などの特定のことについての希望を述べて
もかまいません。 

27.経管栄養についても記述すべきですか 
      たくさんの人が食事や水分の摂取について強い意見

を持っています。物を飲み込むことができなくな
った場合は、喉からチューブを入れたり、外科的
にチューブを胃に通したり、静脈を通して食べ物
や水分を補給することが  
できます。もしあるとしたら、食べ物や水分の摂
取を保留にしたり中止してほしいのはどんな状況
の場合なのか考えてみてください。 

 

28.医療判断代理委任状とリヴィングウィルの両方を作
成することは可能ですか  

      ミシガン州に在住の多くの人が医療判断代理委任状
上で自分の患者擁護人を指名するとともに、リヴ
ィングウィルのような書類にどんな治療をどの程
度受けたいかという指示を記述します。この冊子
の中の用紙を使えば両方の書類を作成できます。
自分の代理人や家族に自分の生活の質がどのよう
なものであることを望むか話してください。しか
し、代理人にその時々の状況によって判断を下す
権限を与えてください。 
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蘇生処置拒否(DNR)の宣言書 

Do-not-Resuscitate Declaration 
 

29. 蘇生処置拒否(DNR)宣言書とは何ですか 
       蘇生処置拒否(DNR)宣言書とはあなたの心肺機

能が停止した場合蘇生を試みてほしくないと宣
言する書類です。蘇生処置拒否宣言書をお持ち
の場合は蘇生を希望しないという意思表示がで
きる蘇生処置拒否宣言ブレスレットをつけても
かまいません。ミシガン州の法律ではこの書類
は病院や介護施設以外の場所では有効であると
定めています。 

 

30.末期状態でなければ蘇生処置拒否宣言書に署名

ができないのですか 
      いいえ、例えば、健康な状態でも心肺停止の場

合には蘇生を希望しないかもしれません。 
 

31.蘇生処置拒否宣言書には規定の用紙があります

か 

       はい「蘇生処置拒否宣言」と呼ばれる用紙に
は医師、あなた自身、２名の証人がそれぞれ署
名をする欄が設けられています。もうひとつ、
「蘇生処置拒否宣言（信仰者用）」という医師
を使うことを拒否する宗教的信念を持つ人のた
めの用紙があります。 

 

32.私の代わりに擁護人が署名をすることは可能で

すか 

       あなたの擁護人にその権利があれば、あなた
の代わりに署名を行うことができます。 

 

33.病院や介護施設にいる場合はどうなりますか 

      病院や介護施設は蘇生について独自の方針を持
つことが可能です。入院の際やその後で、担当
医に自分の希望を伝え、医療記録に記載しても
らうよう依頼すべきです。ミシガン大学病院で
は事前指示書を検討するという方針があります。 

事前指示書に関する一般的な質問 

General Questions About Advance Directives 
 
34.通常、事前指示書を完成させる前に何をすべきで

すか 
        時間をかけてください。誰を自分の擁護人に任

命するかについてよく考えてください。治療に関
する自分の希望について考えてください。決める
にあたって家族やかかりつけの医師、また教会の
先生やほかの信仰上の指導者に相談することも助
けになるかもしれません。 

 

35.事前指示書を完成した後はどうすればよいですか 

      次のことを行ってください：(1) 医療判断代理委
任状の原本を擁護人の方（たち）に渡すか、また
はその方（たち）に書類がどこに保管されている
かわかるようにしておいてください。(2) 担当医
にコピーを渡して自分の医療記録に加えてもらう
ようにしてください (3) ご自身もコピーを保管し
ておいて下さい (4) 家族や知人に誰を自分の代理
人に指名したかお話下さい。  
 

 
      蘇生処置拒否宣言ブレスレットや身分証明書を身

につけるべきです。蘇生処置拒否宣言書を自宅や
（介護施設以外の）住居の救急車の運転士や救急
救命士の目に止まるような場所に貼っておいて下
さい。蘇生処置拒否宣言書に署名をした医師があ
なたの医療記録の中にこの書類を保管しておきま
す。 

 

36.いつ事前指示書の内容を確認するべきですか 

      年に１回事前指示書の内容を見直してください。
書類の内容をそのままの状態で保管してもよいし、
新しいものに作り直してもよいし、事前指示書を
持つのをやめてもよいです。事前指示書を保管す
ることに決めた場合は、自分の署名の近くにイニ
シャルと日付を入れておいて下さい。 

 

37.新しい事前指示書を作った場合は 

       違う人物を擁護人に指名した場合でも治療につい
ての自分の希望を変えた場合でも、古い書類のコ
ピーはすべて回収し、破棄するよう試みてくださ
い。該当者全員に新しいコピーを配布してくださ
い。すべての書類について、書類に署名がされた
日付が明確にわかるよう確認してください。 
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38.病院やその他の医療機関は私の擁護人の指示に従わ

なければならないのですか 
国の補助を受けている病院や病院の付属機関、介護
施設、その他の医療提供者は患者に対し事前指示書
を持つ権利があることを伝えなければなりません。
（例えば病院、介護施設、ホスピスなどの）医療提
供者が医療判断代理委任状の有効性にまったく疑い
をもたず、患者が自己の医療について判断を下すこ
とができなくなったことを法律の規定に沿って文章
で記録し、医療判断代理委任状で任命された患者の
擁護者が患者の希望に沿って役割を果たしていると
判断した場合は病院やその他の医療機関はあなたの
要望を受け入れるでしょう。担当医に事前指示書の
コピーを渡した場合、担当医はそれをあなたの医療
記録の一部として保管しなくてはいけません。 
 
ミシガン大学病院の方針によると、妊娠やハイリス
クの処置または侵襲的な処置にかかわる特定の場合
について事前指示書の内容が尊重されないことがあ
ります。外来診療のケースでは治療を限定するよう
な事前指示書は、患者が蘇生処置拒否（DNR）のブ
レスレットを身に着けているか事前指示書が患者の
医療記録に含まれていた場合に限り有効となります。 
 

39.事前指示書を作成しないと決めた場合はどうなりま

すか 

自分で判断できなくなった場合は、なんらかの形で
あなたのために意思決定を行う必要があります。場
合によっては医師や病院が配偶者や成人している子
供を非公式の決定者とみなす場合もあります。 
      
家族の特定の人物が権力を持つことが法的に定めら
れている場合もあります。法的権力を持つ人が家族
の中にいない場合でも、治療について必要なことに
家族全員が同意する場合はその選択を病院や医師が
受け入れる場合もあります。他のケースでは代理で
意思決定を行う人物を任命するために、遺言検認裁
判所で後見人についての公聴会を開かなければいけ
ない場合もあります。このような場合があるので、
医療判断代理委任状を持っておくことは自分ができ
る最良のことなのです。 

40.書類の作成について誰に助けを求めればよいで
すか 

      かかりつけの医師にご相談下さい。医師自身が
援助するか、またはソーシャルワーカーに連絡
を取ってくれるでしょう。 

 

41.ミシガン大学病院の方針についての書類はどの

ように入手できますか  

      担当医からコピーを受け取ってください。 
 

42.懸念や苦情はどこに問い合わせればよいですか 

      懸念や苦情は以下の機関で対応が可能な  
場合があります。 

 

Michigan Department of Community Health 
Bureau of Health Systems Complaint Intake 
P. O. Box 30664 
Lansing, MI 48909 
800-882-6006 

 
Michigan Peer Review Organization (MPRO) 
22670 Haggerty Road, Suite 100 
Farmington Hills, MI 48335 
800-365-5899 

 
The Joint Commission 
800-994-6610 

 
 
 
 
 
 

 

大切なのはあなた自身の願いや意見です 
できる間にご自身の希望や選択について誰かと話し合ってお

いて下さい 
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Durable Power of Attorney for Healthcare 
(DPOA-HC) (Japanese) 

 

医療判断代理委任状 

 
患者擁護人の選択  CHOOSE A PATIENT ADVOCATE 

 

私, ..................................................（活字体で名前を記入）は、下記の住所に在

住....................................................................し、健全な精神を有し、自分のケア、保護、治療に関する判

断を任す擁護人を任意で任命します。この医療判断代理委任状は私が自分のことを自分で決められなく

なった場合に限り有効になります。この代理指定が自分の意向に沿わないということを何らかの形で伝

えれば、自分の考えをいつでも変更できると承知しています。 

I, .................................................. (print your name), living at....................................., and being of sound mind, voluntarily 

choose a Patient Advocate to make care, custody, and medical treatment decisions for me. This durable power of 

attorney for health care is only effective when I am unable to make my own medical decisions. I understand I may 

change my mind at any time by communicating in any manner that this designation does not reflect my wishes. 
 

下記の人物を自分の患者擁護人に任命し、自分が意思疎通ができなくなったときに、自分のために医療

判断を下してほしいと希望します。自分の代理人（達）と話し合い、この指示書のコピーも渡しました。

I want the person named below to be my Patient Advocate and to be able to make medical decisions for me when I 

cannot make them myself. I have talked to my advocate(s) and have provided them with a copy of this directive. 

 

患者擁護人 PATIENT ADVOCATE 
 

名前 Name..................................................................... 続柄 Relationship................................................................. 

住所 Address........................................................ 市 City................................ 州 State........ .郵便番号 Zip............ 

電話番号 Telephone Number............................................................ 

 
もし上記の人物が対応できないか、役目を果たせない場合は次の人物を第１の患者擁護人代行者に指名

したいと思います。 If that person is not available, or cannot serve, I want this person to be my FIRST 

ALTERNATE PATIENT ADVOCATE.  
 

名前 Name..................................................................... 続柄 Relationship................................................................. 

住所 Address........................................................ 市 City................................ 州 State........ .郵便番号 Zip............ 

電話番号 Telephone Number............................................................ 

 

もし上記の人物が対応できないか、役目を果たせない場合は次の人物を第２の患者擁護人代行者に指名

したいと思います。If that person is not available, or cannot serve, I want this person to be my SECOND 

ALTERNATE PATIENT ADVOCATE.  
 

名前 Name..................................................................... 続柄 Relationship................................................................. 

住所 Address........................................................ 市 City................................ 州 State........ .郵便番号 Zip............ 

電話番号 Telephone Number............................................................ 

 

PROVIDERS: PLEASE RETAIN A COPY OF ALL PAGES FOR THE MEDICAL RECORD. 
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ガイドライン ワークシート 
GUIDELINES WORKSHEET 

 
延命処置 Life Support 

 

人によっては具合が悪くなった際の延命について、医師からどのような薬剤や治療を受けたいか事前に決

めておきたいと考える人もいます。以下の６つの選択肢をすべて読み、自分の希望に一番即している選択

肢にイニシャルを入れてください。Some people want to decide what types of life support treatments and 

medicines they get from doctors to help them live longer when they are sick. Read through all six choices and initial 
the one that best fits what you want or do not want to happen if you are very sick. 
 

........医師にすべての事を行ってほしいと思います。たとえ、自分の状態が非常に悪くて、治る希望が持てない場

合であっても、できる限り延命を続けてほしいです。I want doctors to do everything they think might help 

me. Even if I am very sick and I have little hope of getting better, I want them to keep me alive for as long as 
they can. 

 

........医師が私の助けになるであろうと判断することはすべて行ってほしいですが、（以下該当する選択肢すべて

にイニシャルをつけてください）。I want doctors to do everything they think might help me, but, if I am 

very sick and I have little hope of getting better, I do NOT want to stay on life support. 

........医師が私の助けになるであろうと判断することはすべて行ってほしいですが、（以下該当する選択肢すべて

にイニシャルをつけてください）I want doctors to do everything they think might help me, but (initial all 

that apply): 
 

........心停止の場合は心肺蘇生は行わないで下さい。I don’t want doctors to restart my heart if it 

stops by using CPR. 
 

........自分で呼吸ができなくなった場合は人工呼吸器で肺に空気を入れないで下さい。I don’t 

want a ventilator to pump air into my lungs if I cannot breathe on my own. 
 

........腎不全になった場合は透析で血液をきれいにしないで下さい。I don’t want a dialysis 

machine to clean my blood if my kidneys stop working. 
 

........飲み込みができなくなった場合、経管栄養を使わないで下さい。I don’t want a feeding 

tube if I can’t swallow. 
 

........輸血が必要でも輸血は希望しません。I don’t want a blood transfusion if I need blood. 
 

........延命治療は何も希望しません。I don’t want any life support treatment. 
 

........自分の患者擁護人に判断を任せたいです。I want my Patient Advocate to decide for me. 
 

........自分の希望がはっきりしていません。  I am not sure. 
 

.........その他 Other: ..................................................................................................................................................... 
 
 

あなたの生きがいとは？ What makes life worth living? 
 

自分にとっての生きがいは何か考えてみてください。例えば、愛する人たちと話ができること、身の回り

の世話が自分でできること、あるいは、機械につながれることなく生きていることができる。どんな状況

になったとき、自分は生きてる甲斐が無いと感じるでしょう（該当する選択肢すべてにイニシャルをつけ

てください）Think about what makes life worth living for you. For example, being able to talk to your loved ones, 

being able to take care of yourself, or being able to live without being hooked up to machines. Under what 
circumstances would you say life is NOT worth living? (initial all that apply) 

 

........昏睡状態からおそらく覚める事が無いという状態になったとき。If I will most likely not wake up from a  

         coma.  
 

........身の回りの世話が自分でできなくなったとき。If I can’t take care of myself. 
 

........体に痛みがある場合。If I am in pain. 
 

........機械なしで生きていることができなくなったとき。If I cannot live without being hooked up to machines. 
 

........自分の希望がはっきりしていません。I am not sure. 
 

........その他 Other.................................................................................................................................. 
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重病時に自分が死に至れるよう医療的判断を下す権限を代理人に与えたい場合は、以下の記述に目を通し、
署名をしなくてはいけません。You must read and SIGN the following statement if you want to give your Patient 
Advocate the power to make medical decisions that might let you die when you are very sick: 
 

私は自分が重病になった場合、この用紙に記載されている自分の擁護人が自分に代わって延命や、死にいた
れる処置に関し決断してくれることを希望します。擁護人が判断を行う際は私が与えた指示に沿って行って
もらえるよう希望します。I want my Patient Advocate named in this form to make decisions about life support 
and treatments that would allow me to die when I am very sick. When making those decisions, I want my Patient 
Advocate to follow the guidelines I have provided. 

 
.....................................................................................................................................................................................................................  
患者の署名 Your Signature                                                            日付 (月/日/西暦年) Date (mm/dd/yyyy) 

 
 

精神衛生治療に関する権限（随意的） 
POWER REGARDING MENTAL HEALTH TREATMENT (OPTIONAL) 

 

私が自分で精神衛生面の治療に関しインフォームドコンセントが行えなくなったと医師や精神科医が判断し

た場合、私の代理人に以下のような治療の判断を下す権限を与えることを表明します。（自分の希望に該当

するものすべてに印をつけてください。）I expressly authorize my Patient Advocate to make decisions 

concerning the following treatments if a physician and a mental health professional determine I cannot give informed 
consent for mental health care (check one or more consistent with your wishes): 

 

外来治療  Outpatient therapy 

精神疾患の治療を受けるための正規の任意患者としての入院。私には３日間で退院したいという

自分の希望を通告する権利があります。My admission as a formal voluntary patient to a hospital to 

receive inpatient mental health services. I have the right to give three days’ notice of my intent to leave the 
hospital. 
精神疾患の治療を受けるための入院。 My admission to a hospital to receive inpatient mental health 

services 
 向精神剤 Psychotropic medication 

電気ショック治療 (ECT) Electro-convulsive therapy (ECT) 

私は即効性のある破棄権を放棄します。もし私が指名を取り消した場合、指名の撤回は私が自分

の意向を表明した日から３０日後に有効となります。この選択肢を選んだ場合でも、自分が正規任意

患者である場合、私には３日間で退院を希望することを表明する権利は与えられています。 
I give up my right to have a revocation effective immediately. If I revoke my designation, the revocation is 
effective 30 days from the date I communicate my intent to revoke. Even if I choose this option, I still have 
the right to give three days’ notice of my intent to leave a hospital if I am a formal voluntary patient. 

 

精神的疾患の治療について判断を下す権限を代理人に与えたい場合は、以下の記述に目を通し、署名をし
なくてはいけません。You must read and SIGN the following statement if you want to give your Patient Advocate the 

power to make decisions about your mental health care and treatment: 
 

私はこの用紙に記載されている擁護人が自分に代わって精神的な疾患の治療に関し決断してくれることを
希望します。擁護人が判断を行う際は私が与えた指示に沿って行ってもらえるよう希望します。I want my 

Patient Advocate named in this form to make decisions about my mental health care and treatment.  When making those 

decisions, I want my Patient Advocate to follow the guidelines I have provided. 

 
.....................................................................................................................................................................................................................  
患者の署名 Your Signature                                                           日付 (月/日/西暦年) Date (mm/dd/yyyy) 
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終末期の計画 
END OF LIFE PLANS 

 
死が近づいた時、何処にいたいですか。自宅ですか。病院ですか。家族の方たちだけと一緒にいたいですか。

信仰上の師と一緒にいたいですか。If you are dying, where would you like to be? At home? In the hospital? With 

only your family? With a religious or spiritual leader? 
 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 
 

死後、あなたの体はどうなりますか  What Happens to Your Body After death? 
 

臓器提供を希望しても構いません。もし自分の代理人に臓器提供を依頼した場合は代理人の方はあなたが

なくなった後でないと意思決定を行うことができません。You may choose to donate your organs. If you let 

your Patient Advocate donate your organs, he or she will be able to make that decision only after your death. 
 

........自分の臓器を全て提供したいです。  I want to donate ALL of my organs. 

........以下の臓器だけを提供したいです。  I want to donate ONLY THESE organs: 

        ........................................................................................................................................................................................ 

        ....................................................................................................................................................................................... 

........臓器の寄付は希望しません。  I do NOT want to donate any of my organs. 

........自分の患者擁護人に判断を任せたいです。I want my Patient Advocate to decide. 

........自分の希望がはっきりしていません。  I am not sure. 
 

宗教  Religion 
 

特定の治療や薬剤の使用を許可しない宗教もあります。もし宗教上の理由で受けたくない治療があれば以

下に記載して下さい。Some religions do not allow certain treatments or medicines. If there are treatments that 

you do not want to have because of your religion, please write them down here: 
 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

その他のガイドライン   Other Guidelines 

自分が受けたい治療について擁護人や医師の助けとなりそうなことやあなたの思いを記載して下さい。
Write down any other guidelines or thoughts you think might help your Patient Advocate or doctor decide what 
kind of health care you want. 
 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 
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法的責任  Liability 

私はこの指示書にあらわされた自分の意志を尊重することや代理人の判断に従うことについて、治療にかかわ

る人々に法的責任を負わせるつもりはありません。この書類のコピーは原本と同等のものをみなされます。It 

is my intent that no one involved in my care shall be liable for honoring my wishes as expressed in this designation or for 
following the directions of my Patient Advocate. Photocopies of this form can be relied upon as though they were 
originals. 
 

あなたの署名  YOUR SIGNATURE 
 

「患者擁護人の任命」欄に指名した人物たちが私の患者擁護人と擁護人代理となることを希望します。そうす

ることで私が自分で自分のことを決められなくなった時に彼等に医療判断を任せることになると承知していま

す。これは自分の意志で決めたことで、他の人から強制されたものではありません。 
I want the people I selected in the “Choose a Patient Advocate” section to be my Patient Advocate and Alternate Patient 
Advocate(s). I understand that this will let them make medical decisions for me when I cannot. I am making this decision 

because this is what I want, NOT because anyone forced me to. 

 
患者の署名 Your Signature.............................................................日付 (月/日/西暦年) Date (mm/dd/yyyy)................................ 
            

活字体で患者氏名 PRINT your name........................................................................................................................................................ 
 

住所 Address.................................................................... 市 City ............ .........................州 State.............郵便番号 Zip....................... 
                     

 

証人についての記述 STATEMENT REGARDING WITNESSES 
 

私は証人となる時点で自分の配偶者、親、子、孫、兄弟姉妹、法廷推定相続人、あるいは受益者ではない成人

２名を、自分の証人に選びました。自分の証人は自分の患者擁護人ではありません。私の証人は自分が治療を

受けている医療機関の医師や職員ではありません。また、自分が契約している生命保険や医療保険会社の社員

ではありませんし、入居している老人施設の職員、地域精神衛生プログラムのスタッフ、自分の精神的疾患の

治療の病院の職員でもありません。I have chosen two adult witnesses who are not my spouse, parent, child, 

grandchild, brother or sister, and are not my presumptive heir or beneficiary at the time of witnessing. My witnesses are 
not my Patient Advocate(s). They are not my physician, or an employee of a health facility that is treating me, not an 
employee of my life or health insurance provider, or of a home for the aged where I reside, nor of a community mental 
health services program or hospital that is providing mental health services to me. 

 

証人の供述と署名 STATEMENT AND SIGNATURE OF WITNESSES 
 

我々は証人として以下に署名します。この宣言書の署名は我々の目の前で行われました。健全な精神を有し、

強制、不正、不当な影響によってではなく任意でこの意思表示をおこなうであろうと思われます。We sign 

below as witnesses. This Declaration was signed in our presence. The PERSON SIGNING APPEARS to be of sound mind, 
and to be making this designation voluntarily, without duress, fraud, or undue influence. 

 
............................................................................................................ 

証人の署名                                          日付 (月/日/西暦年) 

Witness signature                                Date (mm/dd/yyyy) 

 
............................................................................................................ 
活字体で証人の氏名  PRINT Witness’s name 

 
............................................................................................................ 
証人の電話番号  Witness’s telephone number 

............................................................................................................. 

証人の署名                                            日付 (月/日/西暦年) 

Witness signature                                  Date (mm/dd/yyyy) 

 
............................................................................................................. 
活字体で証人の氏名  PRINT Witness’s name 

 
............................................................................................................. 
証人の電話番号  Witness’s telephone number 
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医療判断代理委任状  

Durable Power of Attorney for Health Care 

 
患者の擁護人による承諾  

Acceptance by Patient Advocate 

 
私 ........................................................................................ (擁護人の氏名を記入する)は、以下の人物の患者擁護人

となることに同意します  ..................................................................................................... (患者の氏名を記入する)。
I, ..................................................................................(insert Patient Advocate’s Name), agree to be the Patient Advocate 
for ...................................................................................(insert Patient’s Name). 

 
私は患者が自分を患者擁護人に指名することを承諾し、患者の希望や指示に従って妥当な処置を講じることに

同意します。また以下のことも承知し、同意します:  I accept the patient naming me Patient Advocate and I 

understand and agree to take reasonable steps to follow the desires and instructions of the patient. I also understand and 
agree that: 

 
(A) この指名は患者が自分で医療判断や精神衛生に関する判断ができなくならない限り、有効ではあり

ません。 

        This designation is not effective unless the patient is unable to participate in medical or mental health 

treatment decisions. 

(B)  患者の擁護人は患者が自分で自分に関する決断に参加できる間は、患者の介護、保護、心身の治療

について自己が持つ権利を行使しません。 A Patient Advocate shall not exercise powers concerning 

the patient’s care, custody, and medical or mental health treatment that the patient, if the patient were able 

to participate in the decision, could not have exercised on his or her own behalf. 

(C)  患者擁護人は妊娠中の患者に代わって、その患者が結果として死に至るよう治療を保留したり中止

したり、その他の医療判断を行うことはできません。A Patient Advocate CANNOT exercise powers 

for a pregnant patient to withhold or withdraw treatment or make medical treatment decisions that would 

result in the pregnant patient’s death. 

(D)  患者擁護人が患者が死を迎えられるように、治療を保留したり打ち切ったりすることを決定（判断）

することはできますが、これは患者がそのような選択の結果、自分が死に至るということを理解し

た上で、事前に明確にまた積極的に代理人にそのような判断を行う権限を与えている場合に限りま

す。A Patient Advocate may make a decision to withhold or withdraw treatment that would allow a 

patient to die only if the patient has expressed in a clear and convincing manner that the Patient Advocate is 

authorized to make such a decision, and that the patient acknowledges that such a decision could or would 

allow the patient’s death. 

(E)   患者擁護人は与えられた権限、権利、義務を遂行する際に補償は受けてはいけません。しかし、責

務執行上の実際の必要経費については返金を受けてもかまいません。A Patient Advocate shall not 

receive compensation for the performance of his or her authority, rights, and responsibilities, but a Patient 

Advocate may be reimbursed for actual and necessary expenses incurred in the performance of his or her 

authority, rights, and responsibilities. 
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(F)  患者擁護人は患者の代理役を果たしている間、被信託者に適応する介護基準に従って行動し、また

患者の最大の希望に従って行動しなければなりません。患者がまだ意思疎通ができる間に表示した

り、証明付けられた希望が患者の最大の希望であるとみなされます。A Patient Advocate shall act in 

accordance with the standards of care applicable to fiduciaries when acting for the patient and shall act 

consistent with the patient’s best interests. The known desires of the patient expressed or evidenced while 

the patient is able to participate in medical or mental health treatment decisions are presumed to be in the 

patient’s best interests. 

(G)  患者は何らかの形で取り消しの意思を表明することで、指名をいつ何時でも破棄することができま

す。 

        A patient may revoke his or her designation at any time and in any manner sufficient to communicate an 

intent to revoke. 

(H)  患者は精神的治療の判断に関する代理人指名を取り消す権利を放棄しても構いません。その場合、

自分が特定の治療を拒否する力は 30 日以内に有効となります。A patient may waive his or her right 

to revoke the designation as to the power to make mental health treatment decisions and, if such a waiver is 

made, his or her ability to revoke as to certain treatment will be delayed for up to 30 days. 

(I)    患者擁護人は何らかの形で取り消しの意思を表明することで、代理人としての指名の受理をいつ何

時でも撤回することができます。A Patient Advocate may revoke his or her acceptance to the 

designation at any time and in any manner sufficient to communicate an intent to revoke. 

(J)   医療施設や医療機関に入院する患者は 1978 年の公衆法の公衆衛生法第 368 条の中の公衆衛生法典

20201 項、またミシガン州法令集の第 333．20201 項に列挙された権利を有します。 A patient 

admitted to a health facility or agency has the rights enumerated in Section 20201 of the Public Health 

Code, Act No. 368 of the Public Acts of 1978, being section 333.20201 of the Michigan Compiled Laws. 
(K)  もし患者が自分の擁護人に臓器や体を提供するよう指示した場合、その権限は患者の死後も有効と

なります。 

        If the patient has designated the Patient Advocate to make an organ or body donation, that authority will 

remain after the patient’s death. 
 

 

 

............................................................................................................................................................................................ 

患者擁護人の署名  日付 (月/日/西暦年) 
Patient Advocate’s Signature       Date (mm/dd/yyyy) 
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Do-Not-Resuscitate Declaration 
MICHIGAN DO-NOT-RESUSCITATE PROCEDURE ACT (Japanese) 

 

蘇生処置拒否宣言 
ミシガン州蘇生処置拒否法令 

 
自分の健康状態について担当医と話し合いました......................................................................................................... 
もし私の心肺機能が停止した場合は蘇生処置を試みようとしないで下さい。I have discussed my health status with 
my physician,........................................................................ I request that in the event my heart and breathing should stop, no 
person shall attempt to resuscitate me. 
 

私が破棄するまで、この指示は有効です。This order is effective until it is revoked by me. 
 

私は健全な精神状態で、任意にこの指示を下します。またその重要性について理解しています。Being of sound 

mind, I voluntarily execute this order, and I understand its full import. 

 
................................................................................................................................................................................................................  
宣言者の署名 Declarant’s signature                                                      日付 (月/日/西暦年)  Date (mm/dd/yyyy) 
 
................................................................................................................................................................................................................  
活字体で宣言者の姓名  PRINT declarant’s full name 

 
................................................................................................................................................................................................................  
該当する場合申告者の代わりに署名する人の署名 日付 (月/日/西暦年) 
Signature of person who signed for declarant, if applicable    Date (mm/dd/yyyy) 

 
................................................................................................................................................................................................................  
活字体で姓名 PRINT full name 
 
................................................................................................................................................................................................................  
医師の署名 Physician’s signature                                                     日付 (月/日/西暦年)  Date (mm/dd/yyyy) 
  
................................................................................................................................................................................................................  

活字体で医師の姓名 PRINT physician’s full name 

 

証人の認証 Attestation of Witnesses 
 

この指示を遂行する人物は健全な精神を有し、強制、不正、不当な影響を受けていません。この指示を遂行

する際、該当者は証明のブレスレットを既に（どちらかに丸を付ける） (受け取っています)  (受け取ってい

ません)。The individual who has executed this order appears to be of sound mind, and under no duress, fraud, or 

undue influence. Upon executing this order, the individual (circle one)   (HAS) (HAS NOT) received an identification 
bracelet. 

 
..................................................................................................... 

            証人の署名                           日付 (月/日/西暦年) 
Witness signature                        Date (mm/dd/yyyy) 

 
 ...................................................................................... 
  活字体で証人の氏名 PRINT Witness’s name 
 

...................................................................................................... 

証人の署名                           日付 (月/日/西暦年) 
Witness signature                         Date (mm/dd/yyyy) 

 
.........................................................................................    
活字体で証人の氏名 PRINT  Witness’s name 

この書類はミシガン州の蘇生処置拒否法令に従って作成されました(1996 PA 193)。THIS FORM WAS PREPARED 

PURSUANT TO, AND IN COMPLIANCE WITH, THE MICHIGAN DO-NOT-RESUSCITATE DECLARATION PROCEDURE 
ACT (1996 PA 193) 
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Do-Not-Resuscitate Declaration 
MICHIGAN DO-NOT-RESUSCITATE DECLARATION PROCEDURE ACT 

(ADHERENT OF CHURCH OR RELIGIOUS DENOMINATION) (Japanese) 
 

蘇生処置拒否宣言 
 

ミシガン蘇生処置拒否処置の法令(キリスト教会や宗教団体の信奉者) 

 
もし私の心肺機能が停止した場合は蘇生処置を試みようとしないで下さい。私が破棄するまで、この指示
は有効です。I request that in the event my heart and breathing should stop, no person shall attempt to resuscitate 
me. This order is effective until it is revoked by me. 
 

私は健全な精神状態で、任意にこの指示を下します。またその重要性について理解しています。 
Being of sound mind, I voluntarily execute this order, and I understand its full import. 
 

 

................................................................................................................................................................................................................  
宣言者の署名     日付 (月/日/西暦年) 
Declarant’s signature            Date (mm/dd/yyyy) 

 
................................................................................................................................................................................................................  
活字体で宣言者の姓名 PRINT declarant’s full name 
 
................................................................................................................................................................................................................  

            該当する場合申告者の代わりに署名する人の署名      日付 (月/日/西暦年) 
Signature of person who signed for declarant, if applicable          Date (mm/dd/yyyy) 

 
................................................................................................................................................................................................................  
活字体で姓名 PRINT full name 

 

証人の認証 Attestation of Witnesses 
 

この指示を遂行する人物は健全な精神を有し、強制、不正、不当な影響を受けていません。この指示を遂行

する際、該当者は証明のブレスレットを既に（どちらかに丸を付ける） (受け取っています)  (受け取ってい

ません)。The individual who has executed this order appears to be of sound mind, and under no duress, fraud, or 

undue influence. Upon executing this order, the individual (circle one)   (HAS) (HAS NOT) received an identification 
bracelet. 

 
 

..................................................................................................... 

            証人の署名                           日付 (月/日/西暦年) 
Witness signature                           Date (mm/dd/yyyy) 

 
 ......................................................................................... 
  活字体で証人の氏名 PRINT Witness’s name 
 

...................................................................................................... 

証人の署名                           日付 (月/日/西暦年) 
Witness signature                           Date (mm/dd/yyyy) 

 
.........................................................................................    
活字体で証人の氏名 PRINT Witness’s name 

 

この書類はミシガン州の蘇生処置拒否法令に従って作成されました(1996 PA 193)。 
THIS FORM WAS PREPARED PURSUANT TO, AND IN COMPLIANCE WITH, THE MICHIGAN DO-NOT-

RESUSCITATE DECLARATION PROCEDURE ACT (1996 PA 193) 
 

 

PROVIDERS: PLEASE RETAIN A COPY OF ALL PAGES FOR THE MEDICAL RECORD. 


