
 

 

 

 

 

 

 

第 2009 回例会 

平成 31 年 9 月 9 日(月) 
海南商工会議所 4F 12:30～ 

会員卓話 奥 喜全 君 
 

１．開会点鐘 

２．ロータリーソング       「我等の生業」 

３．出席報告 

会員総数 43 名 出席者数 26 名 

出席率  63.41 ％ 前回修正出席率 68.29 ％ 

 

４．会長スピ-チ        会長 寺下 卓 君 

みなさん、こんにちは。心配し

た台風も関東地方に上陸で、関西

地方は影響がなく、前田幹事も例

会開催の対応を気にしてくれてい

ました。 

本日は、会員卓話で奥 先生に日

頃、皆さんも健康に対して気にな

っていると思いますが、地域の医療現場の医師とし

てお話しいただきます。よろしくお願いします。 

次回例会は２週連続で祝日休会となり、30 日が第

５週目となりますが、定款第 8 条 第 1 節 (c)によ

って、開催いたします。宜しくお願いします。 

また、今週の土曜日は、14 日は、地区の社会奉仕委

員長会議があり、清水委員長が出席してくれるほか、

谷脇さんも地区委員として出席されます。どうぞ、

宜しくお願いします。このほか、11 日は定例理事会

となります。併せて、宜しくお願いします。 

さらに、２週連続で例会がお休みとなり、揃って

会う機会がありませんので、計画していますＩＤＭ

の開催につきましては、各組のリーダー、副リーダ

ーの方は、ご苦労ですが、相談の上、日程と場所が

決まり次第、事務局とグループ LINE にご連絡いた

だきますようお願いします。出欠をとりまとめたい

と思います。 

 まだまだ、暑い日が続いています。また、気候の

変わり目でもあります。健康に留意され、お身体ご

自愛ください。 

 

 

５．幹事報告                幹事 前田 克仁 君 

○例会臨時変更のお知らせ 
粉河ＲＣ  9 月 25 日（水） → 9 月 26 日（木） 

夜間例会 あじせん「萬」観月家族例会 
○IDM の開催について 
 各組のリーダー及び副リーダーの方は、日程、場

所の調整をお願いします。開催期間は 9 月 17 日～

27 日（発表は、9 月 30 日(月)例会）テーマは①新春

例会（創立４５周年記念）の企画、アイディア等    

②家族例会の行き先等です。宜しくお願いします。 
 
６．会員卓話            奥 喜全 君 
「人生の最終段階における医療について」 

日本人の平均寿命は女性 87 歳、

男性 81 歳と日本はとっても長寿の

国であります。わが日本を長年ささ

えていただいた団塊世代の方々が

75 歳以上の後期高齢者になる 2025

年には高齢者人口は3,600万人にな

るといわれており、これを 2025 年

問題といわれています。 

これからは、いままで病院でなくなっていた方々

も病院では最期を迎えることができず（迎えずに）

在宅で最期の時を迎える方が増えます。いわゆる在

宅看取りであります。 

日本人の「死に場所」は戦後 60 年で大きく変化

してきました。1951 年には「死に場所」の 8割以上

の人が自宅で亡くなっていました。かつて在宅死

（住み慣れた自宅で亡くなること）は極めて一般的

なことでしたが、戦後病院数が増加と核家族化から

急速に「死に場所」は自宅から病院へと移っていき

ます。2009 年にはその割合は逆転し、8割近くのひ

とが病院で亡くなるようになっていきました。2025

年には 55 万人分の看取りを行う病棟が不足すると

されており、在宅看取りを可能にする体制の確立が

必要ということです。 

厚生労働省「人生の最終段階における医療に関す

る意識調査」による最期の時をどこで迎えたいか？

という質問に対して、71％の方が「自宅」と回答し

ています。ほとんどの方が、住みなれた自宅での穏

やかな最期を希望しています。緩和ケア医師が考え

るは穏やかな死とは何かというと枯れるように・・

No.2009

会長 寺下  卓    幹事 前田 克仁   ＳＡＡ 魚谷 幸司 

D i s t r i c t  2 6 4 0  J a p a n

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニ- 

四つのテスト 言行はこれにてらしてから 

①真実かどうか  ③好意と友情を深められるか 
②みんなに公平か ④みんなのためになるかどうか 

事務所 〒642-0002  
海南市日方 1294 (海南商工会議所 4F) 
TEL:073-483-0801 FAX:073-483-2266 

http://www.kainaneast-rc.jp   E-mail：info@kainaneast-rc.jp 



という言葉があります。そうすると、体は栄養、水

分、酸素といった生命活動に必要な物は必要としな

くなるわけです。そうすると、体は低栄養、脱水状

態、低酸素状態になります。そうすると脳内からβ

エンドルフィンという脳内麻薬が分泌され、きわめ

て安楽な状態となるというであります。 

では、なぜ、安らかな死を望んでいるにもかかわ

らず、延命治療を選択するのか？ 

やはり、急激な変化があるときが、延命治療を選択

してしまう契機となるようです。 

終末期における急変時の延命治療を回避するため

には家族への十分な説明、話し合いをおこなってい

ますが、急変時に対する対処については、患者本人

と話し合いや意思表明がされていないのがほとん

どであります。 

本人さん自身がどうやって意思表示するか？ま

ずははなしあうことからはじまります。これをアド

バンスドケアプラニング（別名 人生会議）といい

ます。残りの人生におい

て何を大切にするか？ 

最終どのような医療を

望むか？このようなこ

とを話し合います。そし

て、本人、家族、医療者で、その考えを共有します。

そして、最終的に自身が判断能力を失ったときにど

のような医療行為を希望するかということを示し

ます。 

これをアドバンスドディレクテイブ（事前指示）

といいます。意向を示す形としては 2つの形態があ

ります。医療行為に関する自らの意思を具体的に医

療スタッフ側に指示を与える （文書で表したもの 

リビング・ウィル）もしくは、明確に伝えられなく

ても十分に話し合い、理解した家族にまかせるとい

う代理人委任するいずれかのかたちがあります。こ

れがあれば、家族、医療者はこの指示を最大限尊重

し、医療を進めることができます。 

これらの概念は、まだわが国においても始まった

ばかりですが、強く推奨されており、今後広がって

いくものと思われます。 

 
７．閉会点鐘 
 

次回例会 

16 日（月）祝日休会 

23 日（月）祝日休会 

 30 日（月）第 2010 回 例会 12:30～  

海南商工会議所４F ＩＤＭの報告 
 

 
 

 

岩井 克次 君  久しぶりのＯＧ会ありがとう。

寺下君、山畑さん、岸さん。 
田岡 郁敏 君  奥先生、今日は勉強させて頂き

ます。 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クラブ会報・雑誌委員会  委員長：重光 孝義  岸 友子  岩井 克次  千賀 知起  赤松 昭二  宇恵 久視  倉橋 順子  楠部 均  宮脇 節子  寺下 卓 

ポリオ予防接種を終え、家に

印をつけるボランティア。 

8 月 21 日、ナイジェリアでは野

生型ポリオウイルスによる症例

が最後に報告されて 3 年。来年

には、WHO がアフリカ地域全

土がポリオフリーとして宣言さ

れる可能性があります。


