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多死社会とリビングウィル

院 長 林 田 良 三

多死社会と聞いて、縁起でもないと思われる

方がおられるもかもしれません。 しかし、超高

齢化社会に直面している日本にとって、その次

に必然的にやってくる多死社会は避けて通れな

い道なのです。グラフは日本における年間死亡

者数の年次推移 と将来の推計を示したものです。

1980年代後半まで横ばいだった死亡者数は

1990年代に入ると右肩上が り増え続け、2015

年には年間約 130万人の人が亡くなっています。

今後 もこの傾向は続き、2040年 ころにピーク

を迎え、その数は160万人を超えると推計され

ています。

多死社会を迎え、私達はどのような問題に直

面しているのでしょうか。一つは死に場所の問

題があ ります。現在、 日本人の80%は病院な

どの医療施設で人生の最期を迎えています。と

ころが今後、病院、診療所の病床は医療の適正

化、効率化を図る政策 (地域医療構想)の もと

減少していくことが予測されています。一方で

亡くなる人は増えていくわけですから、今のま

までは多くの人が死に場所を失うことにな りま

す。 このような予測を踏まえ、国は終末期の医

療を在宅診療、在宅看取 リヘと大きく舵を切ろ

うとしています。 しかし、それぞれの地域で在

宅や施設で看取 りをするための仕組みづくりや

人材育成はまだ十分とは言えません。現在、医

療介護総合確保推進法という法律のもと、地域

包括ケアの仕組み作 りが進んでいます。地域包

括ケアとは病気の治療や介護が必要になった高

齢者が最期までその地域で自分 らしく生涯を全

うできるようにする仕組みのことです。今後、

その成果に期待 したいと思います。

ただ、このような仕組みが出来上がったとし

ても、もう一つ大きな問題があります。それは

私達の 「死」に対する意識です。死生観といっ

てもいいかもしれません。医学の進歩は一面に

おいて人の死との闘いでもありました。死は敗

北であ り、最後の最後 まで可能な医療を続け、

1分 1秒でも長生きさせることが医療の務めだと

考えられてきました。 この考えは多くの人に受

け入れ られ、今では病院で亡くなることが一般

的となりました。アンケー ト調査では50%以上

の人が慣れ親 しんだ 自宅で最期を迎えたいと

願っているのに多くの場合、その願いが叶えら

れません。治る見込みがない癌患者さんや高齢

者が病院で人工呼吸器に繋がれ、何本もの点滴

を受けながら、家族にも看取 られず、最期を迎

えている姿を私も見てきました。不慮の事故で

予期せず命を落としてしまうことには心が痛み

ますが、老いて、病になって迎える死は決して

忌 み嫌 うべ きものではないよ うに思 います。

様々な生き方があるように様々な最期の迎え方

があると思います。 このために大事なことは人

はいずれ死ぬということを受け入れ、自分が望

む人生の終い方を元気な時にリビングウィル

(生前意思)と して、家族と話し合い、残して

おくことではないでしょうか。

死亡数の将来推計
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出典 :2010年以前 「人口動態統計」厚生労働省
:2015年以降 「日本の将来推計人口」

国立社会保障 。人口問題研究所
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本邦では二人に一人が何かしらの癌 (がん)に
罹っているというデータが、国立がんセンターか
ら発表されています。テレビ番組やニュースで頻
繁に耳にしていた 「癌は早期発見、早期治療が大
切です」 というフレーズ、最近では聞く機会が少
し減ってきたように感じますが皆さんは定期検診
を受診していらっしゃいますか ?

病気に罹つてしまった時に、何もせずに治つて
しまうことを自然治癒と言います。小さい頃、風
邪気味にも関わらず友達と遊ぶのに熱中しいつの

間にか治っていた、という経験をされた方は少な
くないのではないでしょうか。 しかしこの表現は

誤解を招きうるもので、 “自然"と言いなが ら実
際には何もしていないわけではなく、体の中で病
気を治すメカニズムが病気と闘い勝利 した結果と
して得 られるものです。例えば、感染症に対 して
は免疫が働きますし、けがに対 しては炎症反応や
療痕化といった創傷治癒機能が活性化 します。 し
かし残念なことに、医療の世界では自然治癒を期
待できる癌は存在 しないという考えが一般的です。
そのため、医療関係者はできるだけ患者さんに安
全性・根治性が高く、侵襲性が低い (=き つくな
い、痛 くない)癌の治療を提供できるように創意
工夫を重ねてきました。そのおかげで現在の癌治
療は目覚しい進歩を遂げています。手術について
言えば、 “カメラ"の進歩はその主役的存在です。
画像技術の進化により開発された超小型高精細カ
メラは、医療現場で極めて大いに活用されていま
す。

実地臨床で使用されるカメラには大きく分けて2

種類あ ります。一つは 「内視鏡」です。 日や鼻、
お尻な どの穴か ら内視鏡を挿入 して、食道や胃、
大腸、気管支などを検査します。そこで癌が見つ
かつた時には、条件が許せばそのまま内視鏡で切
除できる場合もあります。
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もう一つは 「胸腔鏡・腹腔鏡」などのカメラで

す。これは内視鏡と異なり主に手術室で使用され
るもので、胸やお腹に空けられた5mm～ 2cmほ
どの小さな穴から挿入し、体の中を観察するため
に用いられます。以前は胸やお腹に術者の手が入
るくらいの大きな傷をあけて手術を行うことが主

流でした。しかしある条件を満たせば、このカメ
ラを使用することで小さな傷を数か所あけるだけ
で癌を切除する事ができるようになりました。以
前と比べて傷が格段に小さくなる事で痛みが減 り、
しっかり動いたり咳をできるようになったりして

合併症を回避できる事が明らかになっています。
当院ではこのカメラを用いた手術を積極的に行い

患者さんの痛みの軽減や合併症予防に努めていま
す。

内視鏡または胸腔鏡 。腹腔鏡で癌を切除できる

条件のうち最も重要なもの、それは 「癌が早い段
階で見つかっている事」です。見つかった時点で

癌が進行していればしているほど、カメラで手術
できる可能性が低くなります。改めて病気の早期
発見のため、年に1度の定期検診を受けて頂くこ
とを強くお勧めいたします。

手術の傷の大きさ

通常の開胸手術

15～ 30 cm

完全胸腔鏡手術

最大約3cm(3～ 4か所 )
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高気圧酸素療法について

臨床工学技士  井 上   賢

・高気圧酸素療法とは

高気圧酸素療法 とは密閉されたタンクの中

で、酸素の圧力を普段生活している状態の約10

倍程に上げ、その中に入る、 という治療法で

す。大気よりも逢かに高い気圧環境の中で酸素

を吸つてもらうことによって通常、ほとんどが

赤血球に付くことで、全身に運ばれている酸素

を血液の液体部分にも溶け込ませ、低酸素状態

の治療を行ったり、たくさんの酸素によって酸

素が嫌いな菌を除菌する事が出来ます。
・高気圧酸素療法の危険性

高気圧酸素療法は有用な治療法ですが、通常

と全 く異なる環境を利用 しての治療 となるた

め、それに伴うリスクも存在します。酸素には

強い支燃性があり、タンク内には熱を発する物

はもちろん、燃えやすい物の持ち込みも不可と

なっています。着る物に関しても燃えにくいと

されている綿100%で 出来た専用着に着替えて

頂いています。また急激な気圧の変化が起こる

ため気胸になったり、鼓膜が破れたりすること

もあります。

・済生会日田病院での治療の流れ

当院では主に入院患者さんに対 して治療を

行っています。流れとしては、まず治療前に治

療 に関する説明、鼓膜が破れないようにするた

めの耳抜きの説明と練習を行います。 治療では、

最初に高気圧酸素療法専用着に着替えて頂きま

す。その後、自分たち臨床工学技士が持ち込み

物や身につけている物などのチェックをし、装

置の中に寝てもらます。そこから約 1時間半ほ

ど装置の中で過ごして頂きます。 また、治療の

初めと最後は気圧が大きく変化するため耳が痛

くなったりします。このときに 耳抜きをして頂

くと痛みが和 らぎます。もし耳抜きをしても痛

みが取れない場合は、近くに臨床工学技士がお

りますので無理をせずお知 らせ下さい。気圧が

安定している間は特に患者さんにして頂くこと

はありません、眠つて頂いても結構です。

・治療対象となる疾患

治療対象となる疾患については以下のものが

あります。

◆ 一酸化炭素中毒

◆ 一部の感染症

◆ 急性の末梢血管障害

◆ 難治性潰瘍

◆ 脳梗塞

◆ 低酸素脳症

◆ 腸閉塞

◆ 突発性難聴

◆ 骨髄炎

◆ 放射線障害 etc.

高気圧酸素療法は酸素を用いた治療のため、治

療対象は基本的に低酸素の改善に対するものにな

ります。また酸素を体中に行き渡らせることで、

傷や炎症などの治りを早くする効果もあるため感

染症や難治性潰瘍でも使用されています。

高気圧酸素療法は危ないというイメージがある

かもしれませんが、正しく行えば非常に有用な治

療法です。また治療中は臨床工学技士が常に装置
の傍にいて、異常があればすく

゛
に対応できるよう

にしています。

当院で高気圧酸素療法を受ける際、何か不安な

ことなどございましたらお気軽に近くの臨床工学

技士にお尋ね下さい。

当院の高気圧酸素治療装置
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医療費でお日りの方は、まず、ど相談ください。
済生会日田病院は、社会福祉法人の病院として、社会福祉法第2条第3項に基づき、経済的な理由によって、必
要な医療を受ける機会が制限されることのないように、医療費の支払いに困つている方を対象に、診療費の
自己負担額を減免 (無料又は低額診療事業)しています。

● 受診を控えたり、受診回散を臓らすことのないように、まず、ご相談ください。
医療相談員がI臓に応じ、所定の手続き (面談 0所得の確認等)を経て、本制度の適用について決定します。
プライバシーは厳守します。

対象者例 :①市町村民税非課税世帯の方 ②市町村民税均等割世帯の方
③「限度額適用 0標準負担額減額認定証」の適用を受けている方
④「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用を受けている方
⑤「就学援助制度」の認定を受けている方
⑥低所得者等の生活困難者 (世帯収入が生活保護基準の1.5倍までの者)

(硼哉襄黙彙i襲  瑾Ж
咀硯

)
利用方法 :。 ①から⑤に該当する方は関係機関からの証明書、認定証、通知書等をご提示して<ださい。

・⑥の方については、面談にて詳細な状況を確認いたします。
・本人または成年以上のご家族等から、診療費減免申請書を提出していただきます。
・院内の所定の手続きを経て、減免の可否について決定し、本人または成年以上のご家族等ヘ

通知いたします。

※失業等によリー時的に低所得となった場合やDV Q己偶者からの暴力)を受け医療費の支払いが出来ない方、

保険証が無い方でも外来診療費・入院診療費ともに相談に応じることが可能ですので、どうぞご遠慮な<医
療相談員まで声をお掛け<ださい。

済生会日田‐病‐院の|「.理含」と.「基本方針」

「済生」の心を受け継ぎ、医療と福祉の充実・発展を通して、安心して暮らせる地域社会の実現に貢献 します。

生活困窮者支援事業を推進します。

信頼される救急医療体制を構築します。

関係機関との連携を図り、高度医療を提供 します。

職員の協調と信頼によつて、チーム医療の充実を図り、患者本位の医療を実践します。

中核病院として、地域の医療水準の向上に努めます。

総合的な医療の質の管理を行い、健全経営を目指 します。

平成30年度下半期巡回診療事業計画のお知らせ

※身体のことでお悩みの方は、お気軽にお出でください。
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