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【感動した出来事】
　数か月前の島倉千代子さんの葬儀をみなさん、テレビ等で
見られていると思いますが、あの葬儀は感動しました。
　島倉千代子さんはがんでした。当然パニック状態となり、
いろんな不安が出る中、最後に「ありがとう」と言って亡く
なられました。
　島倉さんが亡くなる３日前に自ら、作詞、作曲し、レコー
ディングを行った「からたちの小径」という歌があります。
　歌になると声がしっかりしていました。最後は歌手として
亡くなったのではなく、歌手として生ききったというのが伝
わったので感動したんだと思います。
　その人の生きざまは死にざまに表れるといいますが、島倉
さんの死はまさにそのような死でした。

【島倉さんの死から想うこと】
　しかし、果たして島倉さんは健康で長生きをしたのでしょ
うか。現在、女性の平均寿命は87歳です。75歳で亡くなっ
た島倉さんはがんで亡くなったので健康ではないわけです。
健康とは何なのか？　長生きとは何なのか？
　美空ひばりさんは肺炎で57歳に亡くなられ、石原裕次郎
さんは肝臓がんで52歳に亡くなられました。実際に語り継
がれる人たちは亡くなるのが結構早いです。
　また、映画にもなりました「余命１カ月の花嫁」では乳が
んにより、24歳という若さで亡くなられました。これは実
話に基づく映画ですが、がん再発とわかった時、余命がわず
かな時に書いた本人のブログにはこういう文章がありました。

【明日がくることは奇跡です】
　「４月５日、写真を撮りました。写真撮影と思った私にと
んでもないサプライズがありました。チャペルで式を挙げま
した。神父さんの前で結婚指輪をもらいました。私はありえ
ない感動を味わいました。みなさんに明日がくることは奇跡
です。それを知っているだけで日常は幸せだらけであふれて
います。」24歳という若さでがんで亡くなった女性が亡く
なる直前に書いたブログです。

【健康を保つための４つの事】
　テレビや新聞で健康をテーマにした企画が多く出ています。
特にテレビをつけるとサプリメントのＣＭが多いです。また
健康番組も今や大人気です。
　多くの医師がどうすれば体の健康を「維持」できるのかを
話しています。私は実際に生活で気をつけることは第１に
「禁煙」と思います。タバコは全身に影響します。よく肺が
んだけ取り上げられますが「胃がん」「肺がん」「舌がん」
すべてが関係してきます。
　第２に「睡眠」です。高齢になると睡眠障害の方が多く
なってきます。女性であれば、尿漏れがあったりしますし、
男性は「前立腺肥大」で夜中に２、３度起きてしまって寝付
けない。それらのことも配慮しながら、よい睡眠をとること
が重要です。

　第３に「食事のバランス」です。高齢になると肉類を摂取
しないほうがよいと言われますが、肉は食べてください。コ
レステロールのことを気にする方がいますが、数値が200～
250であれば、心配することはありません。
　第４に「運動」です。長時間好んでする方は構いませんが、
20分程度でよいと思います。この４つがよりよい生活につ
ながると考えます。

【長生きに秘訣はない】
　しかし、上記４つのことに気をつけても病気になります。
がんについてはむしろ健康な人がなる確率が高く、事故や災
害等で命を落とす方もいます。この差はなんなのか。よくテ
レビで「長生きの秘訣は何ですか」と聞くと色んな答えが
返ってきます。しかし、本人が意識して長生きをしようと
思っているわけではなく、結果的に長生きになっただけのこ
となので、「秘訣」などないと思ってください。

【長生き＝幸せは結びつかない】
　老人病院に行くと非常に静かです。恐ろしいほど静かで、
時々うめき声が聞こえてきます。施設内での生活では、「寝た
きり」の状態の方が多く、「オムツは替えてくれる」「食事は食
べさせてくれる」など介助される方が多いです。また、年齢
層も80～100歳と高齢の方が多いです。
　最近の新聞では、介護老人福祉施設や介護老人保健施設に
入所希望の待機者が52万人います。５年前より10万人増え
ています。今後５年間で10万人増える予定です。長生きを
している方はこれが幸せなのでしょうか。
　「死ぬのが難しい」。最近よく耳にします。無理やり生かさ
れていると思っている方が多いようです。「多くの命によっ
て自分は生かさせているんだ」という意味とは違う意味で無
理に生かさせている感じを受けていると思います。施設に入
ると「食事を食べさせてくれる」「トイレをさせてくれる」「風
呂にいれてくれる」。このように生かされている。ある人が
私に「このように私を死なないようにしてくれている」と言
われたことがあります。このようなことを考えると「健康と
はなんだろう」と考えてしまいます。

【健康寿命と平均寿命】
　テレビでよくやっているスピリチュアルな番組がよくあり
ます。あれは、人生経験や悩みを話す心理療法です。今、が
んの患者さんの中で、この問題がだんだん大きくなってきて
います。
　なぜでしょうか。それは、現代医療において、痛み、苦痛
等が改善されてきたのだと思います。今までは痛み、苦痛が
あまりにもひどかったので、自分の状態よりも「死にたいか
らどうにかしてくれ！」ということばかりを考えていました
が、今は少しずつでもいろんな苦痛が軽くなってきています。
　多くの人が健康で長生きしたいと願っています。しかし、
東北の大震災以降、多くの人が死と隣り合わせであると実感
してきています。昨日まで元気だった人、さっきまで話して
いた人がもう、この世の人でなくなっていることも多くあり
ます。戦争、内戦、飢餓で死と隣り合わせの毎日を過ごして
いる方は世界で何億人もいます。日本は幸い、震災や大事故
以外は死が切迫していることはありません。多くの人が健康
で長生きしたいと思っています。みなさんは平均寿命という
言葉をよく知っておられますが、日本は女性86歳、男性80
歳と長寿国です。この年齢が長生きの基準になっています。
　今、問題になっているのは「健康寿命」という言葉が出て
きています。まず、健康であって、一人で生きていける状態。
男性は70歳、女性は74歳です。その後は、介助やケアを受
けて最後に死に至るのが平均寿命です。約10年の差があり
ます。わかりやすく言うと元気で健康な人生の時間を「健康
寿命」といい、この時点ではまだ、亡くなっていません。世
間でいう平均寿命とは、亡くなるまでの時間です。

「在宅で看取る重要性」
　ここで長野県のお話しをします。長野県では、健康寿命が
日本で一番です。これは、長野県の人が最後まで健康で亡く
なるわけではなく、やはり、体力が衰え、病気になり、介護
が必要となり、亡くなるわけです。
　ある学会で長野県の病院の職員が「体調が悪くなって家で
看取られる時」と「病院で延命治療された時」では平均寿命
に差がないという研究を行っていました。よく長野県は健康
寿命が長く、平均寿命が他県と比べ差がないと言われていま
す。つまり介護、治療される期間が短いということです。こ
れは、家で介護する方が多いというわけではなく、長野県は
山に囲まれており、病院や診療所に通うのがたいへんでしか
たなく家で過ごしていることもありますが、結局、家で過ご
すことが出来ていることが挙げられます。
　
【緩和ケア＝がんの苦痛を軽くする】
　多くのがん患者を看取ってきました。当院にも緩和ケア病
棟があります。大分県内ではまだ少ないです。13年前に緩
和ケアの学会を立ち上げた時に「緩和ケア」という言葉を
知っている医師は２、３名ほどでした。今では緩和ケアとい

う言葉をよく聞きますが、認知され始めたのはここ最近です。
　緩和ケアとは「がんの苦痛を軽くすること」で、がんの苦
痛を“0”にすることではないです。風船で例えると、今
にも破裂しそうなパンパンな風船をちょっと空気を抜いてや
れば破裂する心配がなくなります。ちょっとだけ軽くするだ
けで全然違います。このような完全に苦痛はなくならないが、
少しでも苦痛を和らげるということが楽になるということで
す。

【輸液は食事ではない】
　10年前までのがんの末期は食事が食べられないからと
いって、高カロリー輸液をしていました。今でもしていると
ころがありますが、水分で栄養を入れると、体全体がむくんで
いきます。胸水、腹水がたまってきます。しかし、世界各国の
医療を見るとそんなことはありません。何でだろうと思った
ら、がん末期患者の治療が違っていました。よく枯れるよう
に亡くなると言いますが、病院ではむくんで苦しんで亡くな
ることが多い。まず、第一に点滴が多すぎる。いくらお腹が
弱っていても高カロリー輸液は体に栄養と水分を入れます。
しかし、その状態では栄養分として活用されません。水分だ
けが溜まります。それと痛み止めのモルヒネの使用量が少な
すぎです。日本ではモルヒネを使うと死ぬという感覚があり
ます。戦争映画等ではもう駄目だと思う兵士にモルヒネを
打って天国へ逝く、そういうイメージが強いです。日本では
各国に比べ、モルヒネの使用が1/5と少ないです。最近では、
緩和ケア病棟や疼痛のコントロールの進展により、モルヒネ
の使用が増え、かなりの痛みがとれるようになりました。点
滴を減らし、モルヒネを増やしました。しかし、まだまだです。
　モルヒネを使用する際は副作用があります。①ねむけ②便
秘③吐き気等がありますが、それら副作用を緩和することで
非常に大切な人間の最期をストレスなく迎えることができる
のです。

【親族を交えた話し合いを】
　病院とうまく付き合うことでお互いに安心感が湧いて、患
者さんが穏やかになられます。ご家族の方は、患者さんと病
院をつなぐキーパーソンです。多くの方はご主人か奥さんで
す。しかし、日本ではそのご家族のキーパーソン内での意見
に相違がある場合があります。例えばキーパーソンである奥
さんが家で看取りたいとの希望を出しても、親戚が反対され
る。そうしている内に容態が急変し、救急車を呼んで病院に
運ばれるが、救急車の中で亡くなったり、病院に着いて亡く
なったりするケースが数多くあります。ご本人とキーパーソ
ンの意見を尊重し、尚且、親族のご意見も尊重するためにも
早い段階から、親族を含め話合いをもつ必要性があります。
お仕事等でお忙しいとはおもいますが、親族の方々にも話し
合いへの参加をして下さい。

鶴見病院　病院長　　藤　富　　　豊

病院の緩和ケア（病室）
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【感動した出来事】
　数か月前の島倉千代子さんの葬儀をみなさん、テレビ等で
見られていると思いますが、あの葬儀は感動しました。
　島倉千代子さんはがんでした。当然パニック状態となり、
いろんな不安が出る中、最後に「ありがとう」と言って亡く
なられました。
　島倉さんが亡くなる３日前に自ら、作詞、作曲し、レコー
ディングを行った「からたちの小径」という歌があります。
　歌になると声がしっかりしていました。最後は歌手として
亡くなったのではなく、歌手として生ききったというのが伝
わったので感動したんだと思います。
　その人の生きざまは死にざまに表れるといいますが、島倉
さんの死はまさにそのような死でした。

【島倉さんの死から想うこと】
　しかし、果たして島倉さんは健康で長生きをしたのでしょ
うか。現在、女性の平均寿命は87歳です。75歳で亡くなっ
た島倉さんはがんで亡くなったので健康ではないわけです。
健康とは何なのか？　長生きとは何なのか？
　美空ひばりさんは肺炎で57歳に亡くなられ、石原裕次郎
さんは肝臓がんで52歳に亡くなられました。実際に語り継
がれる人たちは亡くなるのが結構早いです。
　また、映画にもなりました「余命１カ月の花嫁」では乳が
んにより、24歳という若さで亡くなられました。これは実
話に基づく映画ですが、がん再発とわかった時、余命がわず
かな時に書いた本人のブログにはこういう文章がありました。

【明日がくることは奇跡です】
　「４月５日、写真を撮りました。写真撮影と思った私にと
んでもないサプライズがありました。チャペルで式を挙げま
した。神父さんの前で結婚指輪をもらいました。私はありえ
ない感動を味わいました。みなさんに明日がくることは奇跡
です。それを知っているだけで日常は幸せだらけであふれて
います。」24歳という若さでがんで亡くなった女性が亡く
なる直前に書いたブログです。

【健康を保つための４つの事】
　テレビや新聞で健康をテーマにした企画が多く出ています。
特にテレビをつけるとサプリメントのＣＭが多いです。また
健康番組も今や大人気です。
　多くの医師がどうすれば体の健康を「維持」できるのかを
話しています。私は実際に生活で気をつけることは第１に
「禁煙」と思います。タバコは全身に影響します。よく肺が
んだけ取り上げられますが「胃がん」「肺がん」「舌がん」
すべてが関係してきます。
　第２に「睡眠」です。高齢になると睡眠障害の方が多く
なってきます。女性であれば、尿漏れがあったりしますし、
男性は「前立腺肥大」で夜中に２、３度起きてしまって寝付
けない。それらのことも配慮しながら、よい睡眠をとること
が重要です。

　第３に「食事のバランス」です。高齢になると肉類を摂取
しないほうがよいと言われますが、肉は食べてください。コ
レステロールのことを気にする方がいますが、数値が200～
250であれば、心配することはありません。
　第４に「運動」です。長時間好んでする方は構いませんが、
20分程度でよいと思います。この４つがよりよい生活につ
ながると考えます。

【長生きに秘訣はない】
　しかし、上記４つのことに気をつけても病気になります。
がんについてはむしろ健康な人がなる確率が高く、事故や災
害等で命を落とす方もいます。この差はなんなのか。よくテ
レビで「長生きの秘訣は何ですか」と聞くと色んな答えが
返ってきます。しかし、本人が意識して長生きをしようと
思っているわけではなく、結果的に長生きになっただけのこ
となので、「秘訣」などないと思ってください。

【長生き＝幸せは結びつかない】
　老人病院に行くと非常に静かです。恐ろしいほど静かで、
時々うめき声が聞こえてきます。施設内での生活では、「寝た
きり」の状態の方が多く、「オムツは替えてくれる」「食事は食
べさせてくれる」など介助される方が多いです。また、年齢
層も80～100歳と高齢の方が多いです。
　最近の新聞では、介護老人福祉施設や介護老人保健施設に
入所希望の待機者が52万人います。５年前より10万人増え
ています。今後５年間で10万人増える予定です。長生きを
している方はこれが幸せなのでしょうか。
　「死ぬのが難しい」。最近よく耳にします。無理やり生かさ
れていると思っている方が多いようです。「多くの命によっ
て自分は生かさせているんだ」という意味とは違う意味で無
理に生かさせている感じを受けていると思います。施設に入
ると「食事を食べさせてくれる」「トイレをさせてくれる」「風
呂にいれてくれる」。このように生かされている。ある人が
私に「このように私を死なないようにしてくれている」と言
われたことがあります。このようなことを考えると「健康と
はなんだろう」と考えてしまいます。

【健康寿命と平均寿命】
　テレビでよくやっているスピリチュアルな番組がよくあり
ます。あれは、人生経験や悩みを話す心理療法です。今、が
んの患者さんの中で、この問題がだんだん大きくなってきて
います。
　なぜでしょうか。それは、現代医療において、痛み、苦痛
等が改善されてきたのだと思います。今までは痛み、苦痛が
あまりにもひどかったので、自分の状態よりも「死にたいか
らどうにかしてくれ！」ということばかりを考えていました
が、今は少しずつでもいろんな苦痛が軽くなってきています。
　多くの人が健康で長生きしたいと願っています。しかし、
東北の大震災以降、多くの人が死と隣り合わせであると実感
してきています。昨日まで元気だった人、さっきまで話して
いた人がもう、この世の人でなくなっていることも多くあり
ます。戦争、内戦、飢餓で死と隣り合わせの毎日を過ごして
いる方は世界で何億人もいます。日本は幸い、震災や大事故
以外は死が切迫していることはありません。多くの人が健康
で長生きしたいと思っています。みなさんは平均寿命という
言葉をよく知っておられますが、日本は女性86歳、男性80
歳と長寿国です。この年齢が長生きの基準になっています。
　今、問題になっているのは「健康寿命」という言葉が出て
きています。まず、健康であって、一人で生きていける状態。
男性は70歳、女性は74歳です。その後は、介助やケアを受
けて最後に死に至るのが平均寿命です。約10年の差があり
ます。わかりやすく言うと元気で健康な人生の時間を「健康
寿命」といい、この時点ではまだ、亡くなっていません。世
間でいう平均寿命とは、亡くなるまでの時間です。

「在宅で看取る重要性」
　ここで長野県のお話しをします。長野県では、健康寿命が
日本で一番です。これは、長野県の人が最後まで健康で亡く
なるわけではなく、やはり、体力が衰え、病気になり、介護
が必要となり、亡くなるわけです。
　ある学会で長野県の病院の職員が「体調が悪くなって家で
看取られる時」と「病院で延命治療された時」では平均寿命
に差がないという研究を行っていました。よく長野県は健康
寿命が長く、平均寿命が他県と比べ差がないと言われていま
す。つまり介護、治療される期間が短いということです。こ
れは、家で介護する方が多いというわけではなく、長野県は
山に囲まれており、病院や診療所に通うのがたいへんでしか
たなく家で過ごしていることもありますが、結局、家で過ご
すことが出来ていることが挙げられます。
　
【緩和ケア＝がんの苦痛を軽くする】
　多くのがん患者を看取ってきました。当院にも緩和ケア病
棟があります。大分県内ではまだ少ないです。13年前に緩
和ケアの学会を立ち上げた時に「緩和ケア」という言葉を
知っている医師は２、３名ほどでした。今では緩和ケアとい

う言葉をよく聞きますが、認知され始めたのはここ最近です。
　緩和ケアとは「がんの苦痛を軽くすること」で、がんの苦
痛を“0”にすることではないです。風船で例えると、今
にも破裂しそうなパンパンな風船をちょっと空気を抜いてや
れば破裂する心配がなくなります。ちょっとだけ軽くするだ
けで全然違います。このような完全に苦痛はなくならないが、
少しでも苦痛を和らげるということが楽になるということで
す。

【輸液は食事ではない】
　10年前までのがんの末期は食事が食べられないからと
いって、高カロリー輸液をしていました。今でもしていると
ころがありますが、水分で栄養を入れると、体全体がむくんで
いきます。胸水、腹水がたまってきます。しかし、世界各国の
医療を見るとそんなことはありません。何でだろうと思った
ら、がん末期患者の治療が違っていました。よく枯れるよう
に亡くなると言いますが、病院ではむくんで苦しんで亡くな
ることが多い。まず、第一に点滴が多すぎる。いくらお腹が
弱っていても高カロリー輸液は体に栄養と水分を入れます。
しかし、その状態では栄養分として活用されません。水分だ
けが溜まります。それと痛み止めのモルヒネの使用量が少な
すぎです。日本ではモルヒネを使うと死ぬという感覚があり
ます。戦争映画等ではもう駄目だと思う兵士にモルヒネを
打って天国へ逝く、そういうイメージが強いです。日本では
各国に比べ、モルヒネの使用が1/5と少ないです。最近では、
緩和ケア病棟や疼痛のコントロールの進展により、モルヒネ
の使用が増え、かなりの痛みがとれるようになりました。点
滴を減らし、モルヒネを増やしました。しかし、まだまだです。
　モルヒネを使用する際は副作用があります。①ねむけ②便
秘③吐き気等がありますが、それら副作用を緩和することで
非常に大切な人間の最期をストレスなく迎えることができる
のです。

【親族を交えた話し合いを】
　病院とうまく付き合うことでお互いに安心感が湧いて、患
者さんが穏やかになられます。ご家族の方は、患者さんと病
院をつなぐキーパーソンです。多くの方はご主人か奥さんで
す。しかし、日本ではそのご家族のキーパーソン内での意見
に相違がある場合があります。例えばキーパーソンである奥
さんが家で看取りたいとの希望を出しても、親戚が反対され
る。そうしている内に容態が急変し、救急車を呼んで病院に
運ばれるが、救急車の中で亡くなったり、病院に着いて亡く
なったりするケースが数多くあります。ご本人とキーパーソ
ンの意見を尊重し、尚且、親族のご意見も尊重するためにも
早い段階から、親族を含め話合いをもつ必要性があります。
お仕事等でお忙しいとはおもいますが、親族の方々にも話し
合いへの参加をして下さい。

共有台所 応接室



厚生連だより 大分４

～平成25年度 定年退職者送別式～

感謝の言葉と色鮮やかな花束
　年度末の３月31日、永年大分県厚生連に勤続され、
この日定年退職を迎えられた方々の送別式を行いました。
　式ではまず、矢野理事長が「本当に長い間、厚生連の
ためにご尽力いただいたことに感謝を申し上げます」と
謝辞を述べた後、定年退職者が壇上に上がり、各部署よ
り多くの花束とお礼
の言葉が送られまし
た。
　退職者からは「長
い間大変お世話にな
りました。これから
も大分県厚生連のた
めに、みなさん、頑
張って下さい」と激
励の言葉を残し、長
年勤めてきた職場を
あとにしました。

「平成25年度 定年退職者」

　　医　師　　　 田　中　康　一

臨床検査技師 　工　藤　次　生

　　看護師　　　 井　上　妙　子

　　保健師　　　 松　尾　靜　子

　　看護師　　　 山　崎　喜美惠

　　看護師　　　 岩　尾　香　代

　　事務員　　　 柳　瀬　恵美子

　　看護師　　　 新　田　テイ子

　　看護師　　　 山　田　美　幸

定年退職者を囲んでの記念撮影＝３月31日正午、南館５階研修ホール

各部署より花束を受け取る定年退職者



厚生連だより 大分 ５

★シェモ
ア鶴見でのひととき★

　３月18日、ひよこ園児たちがシェモア

鶴見を訪問し、この日のために一生懸命練

習したダンスを披露しました。

　ひよこ園児たちのかわいい姿を見た入所

者はダンスに合わせ手拍子をし、楽しいひ

とときを過ごしていました。

　３月26日、ハノハノ

フラ大分がシェモア鶴見

を訪問し、ハワイアンフ

ラライブを開催しました。

８つのダンスを披露し、

会場は盛り上がりました。

ひよこ園児たちとのふれあい

華麗なダンスの祭典
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ビーコンプラザ

市役所

別府公園 鶴見丘高校

緑丘小学校

中部中学校

実相寺サッカー
競技場

鶴見台中学校

別府駅

流
川
通
り

富
士
見
　
通
り

JR日豊本線

九
州
横
断
　
道
路

至 日出町

至 大分市 的ヶ浜公園
別府警察署

別府国際観光港

別　府　湾

ビーコンプラザ
緑丘小学校 実相寺サッカー

競技場

210

大分空港道路

塩浜 至 大分空港

杵築市役所

杵築大橋

杵築警察署

至 別府

守　江　湾

【大分県厚生連】

・介護老人保健施設 しおはま
・しおはま診療所

実相寺サッカー
     競技場

実相寺野球場

鶴見台中学校

大分県厚生連
健康管理センター

大分県厚生連
鶴見病院

大分県厚生連
介護老人保健施設
シェモア鶴見

・訪問介護ステーション つるみ
・介護保険支援センター つるみ

発行／大分県厚生農業協同組合連合会　　〒874-8585 大分県別府市大字鶴見4333番地

TEL 0977-23-7465　FAX 0977-23-7493　http://www.oita-koseiren.com

来月号の特集
　鶴見病院では、がん治療高機能病院をビ
ジョンに掲げ、高精度放射線治療装置を導
入し平成23年９月より放射線治療を行っ
ています。当院の高精度放射線治療装置は、
がんに狙いを定めて集中的に放射線を当て

るピンポイント照射や強度変調放射線治療
（IMRT）といった特殊な放射線治療も
行っています。
　来月号では当院の放射線治療をご紹介い
たします。是非来月号をご覧下さい。


