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OREGON 

 

 

 
 

－このフォームに記入および署名をしなければならないということではありません。－ 

 

パートA：この事前指示書について、重要なお知らせ 

事前指示書は重要な法律文書であり、あなたの医療に関する重大な決定を制約することができます。このフォ

ームに署名する前に、以下の大切な要素を考慮してください： 

 
 

パートBの意味について（医療代理人の指名） 

あなたは、自分の医療に関する指示管理を自分でできなくなった場合にそれを行う人を指名する権利があり

ます。この人物のことを、「医療代理人」と呼び、 このフォームのパートBを使って指名することができます。

そして、あなたの医療代理人はこのフォームのパートEにて、それを受諾する必要があります。 

またこのフォームを使って、医療代理人に対し、あなたがどのように決定をしてもらいたいかという制約を記載

することができます。あなたの医療代理人は、このフォームに記載されているあなたの希望に従わなければいけ

ません。記載しない場合は、医療代理人に知らせておきます。あなたの希望が分からない場合、あなたの医療代

理人は、あなたの最善を考えて行動しようとする必要があります。また、あなたの医療代理人は、いつでも辞め

ることができます。 

 
 

パートCの内容について（医療に関する指示を行う） 

あなたはまた医療提供者に対し、自分の医療について指示管理ができなくなった際に従ってもらう指示を与える

権利があり、このフォームのパートCを使ってそれを行うことができます。 

 
 

このフォームの記入について 

このフォームは、あなたの精神が健全な状態で自発的に署名した場合に限り有効です。事前指示書を作成したくない

場合は、このフォームに署名する必要はありません。 

この指示書に有効期限を設けない限り、失効することはありません。有効期限を設け、その期限前にあなたが自身の

医療に関する指示管理をできなくなった場合、あなたがこれらの決定を再びできるようになるまで、この事前指示書

が失効することはありません。 

また、あなたはこの指示書をいつでも無効にすることができます。その場合、無効にする旨をあなたの医療代理人お

よび医療提供者に通知してください。 

この指示書があっても、あなたに自身の医療の決定を行う能力があれば、自分で決断を行う権利があります。 

このフォームについて何か分からないことがあれば、弁護士に質問し、説明を受けてください。 

あなたは、パートB、パートC、またはその両方に署名することができます。あなたの希望を表しているのではない

部分に線を引いて取り消したり、希望をより良く説明するために言葉を追加することもできます。証人はパートD

に署名する必要があります。 
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パートA：この事前指示書について、重要なお知らせ（続き）。 

あなたの氏名、生年月日および住所を活字でここに記入してください： 
 
 

 
（名前） 

 
 

 
（生年月日） 

 
 

 
 
 

 

（住所）  

 

無効または保留にしない限り、この事前指示書は以下の期間有効です。 
 

以下の1つにイニシャルを記入してください： 
 

    私の終身 
 

    その他の期間（ 年間） 
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パートB：医療代理人の指名 

私は、 を私の医療代理人として指名します。 
                                             （医療代理人の氏名） 

私の医療代理人の住所は     
 

そして電話番号は . 

 
 
 

私は、 を私の医療代理人の代理人として指

名します。                                （医療代理人の代理人の氏名） 

 

私の医療代理人の代理人の住所は     
 

そして電話番号は . 

 
 
 
 
私は、自分の医療の指示管理が自分でできなくなった場合、私の医療代理人（またはその代理人）にそれを行う権限

を与えます。 
 

注意事項：あなたの医師、その医師の従業員、またはあなたが利用する医療施設の所有者、運営者または従業員

は、あなたとの血縁関係、婚姻関係または養子関係にない限り、またはあなたがその医療施設に入院する以前に

その人物が医療代理人に指名されたのではない限り、あなたはその人物を医療代理人に指名できない場合があり

ます。 
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パートB：医療代理人を指名します（続き）。 

1. 制約 

特別な条件または指示：    
 

 

 

当てはまる場合はイニシャルを記入してください： 
 

    私は、医師に医療に関する指示をいたしました。私の医療代理人はそれを尊重してください。 

 
2. 延命治療 

「延命治療」とは、処置や装置、および投薬を含む、生命の維持のためのあらゆる医療手段を指しています。延命

治療を拒否する場合も、あなたの身体を清潔にしたり、快適にするための一連のケアは行われます。 

当てはまる場合はイニシャルを記入してください： 
 

    私の医療代理人が、私の延命治療に関する決定を行ってもかまいません。 （ここにイニシャルを記入

しない場合、あなたの医療代理人は延命治療に関する決定はできません） 

 
3. 経管栄養 

延命治療の方法の一つとして、医療器具を用いて人工的に食物や水を補給するという経管栄養があります。当てはま

る場合はイニシャルを記入してください： 

    私の医療代理人が、私の経管栄養に関する決定を行ってもかまいません。 （ここにイニシャルを記入し

ない場合、あなたの医療代理人は経管栄養に関する決定はできません） 

 

 
 

日付：  

 
医療代理人を指名するには、ここに署名してください。 

 

 

 
 

 
 

（指名を行う人の署名）  
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パートC：医療に関する指示 

注意事項：以下のことを念頭に置いて、指示をご記入ください： 
 

• 「私の医師が推奨する場合」とは、あなたの医師が「効果がある」と考える場合には延命が試みられ、あなたの
健康状態や症状に対して効果がみられない場合はそれを中止することが、あなたの希望であることを意味します。 

• 「延命治療」および「経管栄養」は上記のパートBで定義されています。 

• 経管栄養を拒否する場合は、栄養不良や脱水症、および死に至る可能性が高いことを知っておいてくださ
い。 

• どのような選択を行っても、あなたの身体を清潔にしたり、快適にするケアは行われます。 

• 以下の1から4の項目を利用して特別な指示を与えることもできますし、5の項目を利用して全般的な指示を与えるこ

ともできます。 

これらは、私の医師およびその他の知識豊富な医師が、私が以下に挙げる医学的状態にあると確認した場合の、

私の医療に関する希望です。 

 

1. 死が近い 
もし、私に死が迫っており、延命治療が死を遅らせる唯一の方法である場合： 

A. 以下の1つにイニシャルを記入してください： B. 以下の1つにイニシャルを記入してくださ

い： 
 

    私は経管栄養を希望します。    

   私は、私の医師が推奨する場合に限り、 

      経管栄養を希望します。 

   私は経管栄養を希望しません。 

私は、適用できるその他の延命治療を希望

します。 

私は、私の医師が推奨する場合に限り、

延命治療を希望します。 

 

2. 永久的な意識不明 
  私は延命治療を希望しません。 

もし、私が意識不明であり、意識が回復する可能性が極めて低い場合： 

A. 以下の1つにイニシャルを記入してください： B. 以下の1つにイニシャルを記入してください

 

    私は経管栄養を希望します。    

   私は、私の医師が推奨する場合に限り、 

     経管栄養を希望します。 

    

   私は経管栄養を希望しません。 

 

私は、適用できるその他の延命治療を希望

します。 

 

私は、私の医師が推奨する場合に限り、

延命治療を希望します。 

    私は延命治療を希望しません。
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パートC：医療に関する指示（続き） 

3. 進行した、進行性の病気 
もし、私が致命的な進行性の病であり、またかなり進行している状態にあり、何をしても永久的に、および一貫して

意思疎通ができず、水や食べ物を安全に飲み込むことができず、身の回りのことが自分でできず、家族やその他の人

を認識できず、また実質的に私の症状が回復する可能性が極めて低い場合： 

A. 以下の1つにイニシャルを記入してください： B. 以下の1つにイニシャルを記入してくださ

い： 

    私は経管栄養を希望します。    

    私は、私の医師が推奨する場合に限り、 

      経管栄養を希望します。 

    

    私は経管栄養を希望しません。 

私は、適用できるその他の延命治療を希望

します。 

 

私は、私の医師が推奨する場合に限り、

延命治療を希望します。 

 

4. 非常に酷い苦痛 
    私は延命治療を希望しません。 

延命治療は私の医学的状態に効果なく、それにより私が酷い苦痛を永久的に感じる場合： 

A. 以下の1つにイニシャルを記入してください： B. 以下の1つにイニシャルを記入してくださ

い： 

    私は経管栄養を希望します。    

    私は、私の医師が推奨する場合に限り、 

      経管栄養を希望します。 

    

    私は経管栄養を希望しません。 

私は、適用できるその他の延命治療を希望

します。 

 

私は、私の医師が推奨する場合に限り、

延命治療を希望します。 

 

5. 全般的な指示 
当てはまる場合はイニシャルを記入してくだいさい： 

    私は延命治療を希望しません。

 

    私は、延命治療によって延命されることを希望しません。また、私は延命治療として、経管

栄養を受けることを希望しません。私の医師およびその他の知識豊富な医師が、私が上記1

から4に挙げる医学的状態にあると確認した場合、私は医師が私に自然な死が訪れるようにし

てくれることを希望します。 

 

6. 追加的な条件または指示（希望の説明を記入してください） 
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パートC：医療に関する指示（続き） 

7. その他の文書 
「医療委任状」とは、あなたに代わって医療の決定を行う代理人を指名するために、あなたが署名した可能性

のあるあらゆる文書です。 

以下の1つにイニシャルを記入してください： 

    私は、以前に医療委任状に署名したことがあります。そして、私が医療代理人を指名したのが、医療

委任状に署名した後ではない限り、その医療委任状が有効であることを希望します。 

    私には医療委任状がありましたが、無効としました。 

    私には、医療委任状はありません。 
 
 
 

  
（日付）： 

 

指示を与えるためには、ここに署名をしてください。 
 
 
 

 

（署名）：
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パートD：証人による宣言 

私たちは、この事前指示書に署名した人物について、以下のことを宣言します： 

(a) 私たちが個人的に知っている、または身元確認の証拠を提供した； 

(b) 事前指示書のこの人物の署名は、私たちの面前で記入された、または認証した； 

(c) 精神は健全であり、強要や詐欺、または過度な影響下にないと見受けられる； 

(d) 私たちは誰も、医療代理人または医療代理人の代理人に指名されていない；および 

(e) 私たちが医師として関与する患者ではない 
 

ここに証明します： 
 
 

 

（証人の署名/日付） （証人の氏名、活字） 

 
 
 

 

（証人の署名/日付） （証人の氏名、活字） 

注意事項：証人の1人は、この事前指示書に署名する人の親族（血縁、婚姻または養子関係）ではない必要があ

ります。またその証人は、事前指示書に署名する人の死亡により、その人のいかなる遺産も受け取る資格があっ

てはいけません。さらにその証人は、事前指示書に署名する人が患者である、または居住している医療施設の所

有者や運営者であったり、その施設の従業員であってはいけません。 

 
 

パートE：医療代理人による受諾 

私はこの指名を受諾し、医療代理人を務めることに同意します。私は、この事前指示書に示された、ないしは私に知

らされた、私が代理を務める人の希望に対し、一貫性をもって行動する必要があることを理解いたします。また、私

がその人の希望を知らない場合は、 

その人にとって最善であると私が誠実に信じることを行う義務があります。この文書によって、その人が自身の

医療に関する決定を行えない場合に限り、私がその決定を行うことが容認されると理解いたします。また、私を

指名したその人が、その指名を無効にする可能性があることも理解いたします。その人が利用している医療提供

者を私が知る場合、この文書が保留または無効となったことを私が知った際に、私はその医療提供者にその旨を

通知いたします。 

 
 
 

 

（医療代理人の署名/日付） （氏名、活字） 

 
 
 

 

（医療代理人の代理人の署名/日付） （氏名、活字） 
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完成した事前指示書のコピーの提出 

事前指示書に署名し、証人の認証を受けたら、原本は保管し、1から8ページまでのコピーを以下の人に渡して

ください： 

• 医療代理人 

• 家族 

• 友人 

• 医療提供者 

• 病院 

 

 

完成した事前指示書を返送する方法： 

1. あなたが利用するProvidence St. Joseph Health の医師または病院に、次回の診療の際に事前指示書のコピーを渡す。 

2. 返信用封筒（配布された場合）を使い、事前指示書のコピーを返送する。 

3. あなたが利用するProvidence St. Joseph Health 病院に、ファックスで返送する。 

 
Providence Hood River Memorial Hospital 

Providence Medford Medical Center 

Providence Milwaukie Hospital 

Providence Newberg Medical Center 

Providence Portland Medical Center 

Providence Seaside Hospital 

Providence St. Vincent Medical Center 

Providence Willamette Falls Medical Center 

ファックス番号 503-215-3025  

ここに記載されていない病院については、あなたが利用する病院に正しいファックス
番号をご確認ください。 

 

 

事前指示書の記入または返送方法に関するご質問は、以下までご連絡ください： 

Providence.org/InstituteForHumanCaring 

310-543-3498 
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