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研究成果の概要（和文）：本研究では、まず同意能力の評価面接法であるStructured Interview for Competency and
Incompetency Assessment Testing and Ranking Inventory‑Revised（SICIATRI）のがん患者に対する有用性を示した
。そのうえで、65歳以上のがん患者を対象に、修正したSICIATRIを用いて同意能力を評価し、軽度のものを含めると17
％に同意能力障害が存在することおよび、短い教育経験、認知機能の低下、抑うつ状態といった異なる領域の要因が同
意能力障害に関連することを示した。

研究成果の概要（英文）：First, this study shows the usefulness of the Structured Interview for Competency
and Incompetency Assessment Testing and Ranking Inventory‑Revised (SICIATRI) for cancer patients.In the fo
llowing study, consecutive patients aged 65 years or over with a primary diagnosis of malignant lymphoma o
r multiple myeloma were recruited and their competency was assessed using the modified SICIATRI. Depressiv
e condition, cognitive impairment and other possible barriers were evaluated using validated measures. Of
these, 17% were judged as being incompetent to make decisions. Lower education, higher levels of cognitive
impairment and depression were significantly associated with competency.
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