
ヒトの終末と看取り

吉永 馨



臨死体験
Near Death Experience

1. 交通事故、心筋梗塞、脳卒中、大出血、
溺水、その他で死んだと見える人が、治
療で、あるいは自然に生き返ることがあ
る。そのときの体験を臨死体験という

2. 臨死体験を経験する人はかなりいるが、
そのことを人に話す人は少ない

3. 1975年、国際臨死体験研究会が設立さ
れ、日本にも加入者がいる



浮遊体験

1. 心筋梗塞の患者。意識なし、心臓も一時停
止、呼吸もない。医師たちの必死の治療で
３時間後に意識を回復。

2. 回復後の患者の回想：死んだように見えた
とき、患者の意識（たましい？）は体を抜
け出し、天井を浮遊し、下を見ると自分が
寝ていて、医師や看護婦が必死に治療して
いる。自分は苦しくない。治療が成功する
ことを願って見下ろしていた

3. 後、意識が回復するとベッドに寝ていた



水に溺れた少年

1. 湖で泳ぎ、溺れて浮いたり沈んだり。救援
隊が沈んだ少年を引き上げると意識がなく、
死んだように見えた

2. 水を吐かせたり、心臓マッサージをしたと
ころ回復した

3. 少年の回想：初め、溺れて水を飲み、苦し
くてもがいていた。すると突然楽になり、
体は水上に浮遊し、上からもがいている自
分を見下ろしていた。

4. 気付いてみると皆に囲まれ、湖畔に寝かさ
れていた



トンネル体験

1. 臨死体験の中でこれが最も多い

2. 患者は（意識、ないし魂）は暗いトンネルの中
を早いスピードで飛んでいる

3. はるか向こうに小さい光が見える

4. やがてそこに至りトンネルを出るとそこは明る
く平和で天国のよう。そこで死んだ親や友達に
会う。あるいは神様に出会う。皆親切で歓迎し
てくれる。楽しく、嬉しい気持ち

5. 何時までもそこにいたいが、親、または神様に
「今はその時ではない、帰りなさい」と言われ、
残念だが帰ってきた。すると元のベッドの上



家族に呼ばれて

1. トンネル体験者は、家族が必死で呼ぶので、
帰りたくなかったが帰ったとういう例もあ
る

2. 子供のある女性の場合、子供を見なければ
ならないと思って帰ってきた、という例も
ある

3. いろいろなケースがあるが、一様に安楽と
解放感を感じ、そこに留まりたいと思うの
が一般である

4. 稀に、臨死体験は苦しかったということも
ある。自殺による臨死体験などで見られる



臨死体験者は多い

1. ある臨死体験研究者が、講演の際、臨死
体験をした人は沢山いると話した。

2. これを聞いていた医師が抗議した。私は
多年医師をしているが、壮麗に出会った
ことはない。ウソでしょうと。

3. あとで、医師の妻が体験者だったことが
わかる。それを話さないため、誰も知ら
なかった。

4. 体験者はそのこと語りたがらない



臨死体験後の人生観の変化

1. 臨死体験のあと、人生観が変わる。死を恐
れなくなる。あそこが死後の世界だ。苦し
いところではない。望ましいところだ

2. 性格も変わる。欲深い人が気前良くなる。
けちな人がお金を惜しまない。小事にこだ
わらず、自分の利益より、人のため、世の
ために尽くすようになる

3. 臨死体験を世直しの勢力にしよう、と主張
する人もある



結 論

1. 交通事故で臨死状態に陥った人。顔は苦
悶の表情。どんなに苦しいかと想像する
が本人は苦痛を感じていない。むしろ天
国の平穏をえている

2. 死は一般に最高に苦しいものと考えられ
ているが、そうではない。
平安のうちに世を去ることが多い

3. 自殺の場合のように、苦しむこともある
がそういうケースは極めて少ない



臨死意識（お迎え現象）



ガンの末期の精神状態

1. ガンの末期、体力は衰弱し、精神も混濁
する。現実と夢との境界が曖昧になる

2. 枕頭に既に死んだ人が現れ、それと会話
する（親、兄弟、配偶者、友達など）

3. 患者はそれに親しみを覚え、死出の旅の
道連れのように感じる。安心する

4. 全例ではないが、かなりの例がこれを経
験する



家族とも会話する

1. お迎え現象があるとき、患者は家族とも
会話する。家族に、「そこに○○さんが
いるよ」などというが、家族には見えな
い

2. 家族は精神異常を心配し、薬の副作用で
はないかと案じ、医師に減薬を要請する
ことがある

3. 心配は不要で有害。旅立ちの平安を妨げ
ることになる。そのまま見守るがよい



臨死体験もする

1. 末期ガン患者は、しばしば失神状態に陥
いり、意識を失う

2. そのとき、臨死体験をすることが多い
これは死を恐れなくなる機縁となる

3. 最後の臨死意識も旅立ちの心を穏やかに
する

4. このような現象は、死の苦痛を和らげる
ようにプログラムされているのかもしれ
ない



臨死意識(お迎え現象）

1. ガンなどが進行し、死が近づいた時、特
殊な心理状態

2. 患者が私は間もなく死ぬと言う(死期を知
る）死ぬ日時が分かる人もある

3. 死んだ人が枕辺に現れたり、それと語っ
たりする。周囲の人には見えない

4. しばしばあの世の平和と美しさを語る



臨死意識の特徴

1. 通常の幻覚は意識がない。しかし臨死意
識ではあの世の人と話したり、枕頭の人
と話したりする。一種の夢幻状態

2. 患者はそれを楽しく感じる｡あの世からの
お迎えと思う。一人で行くのではないと
安心する



旅に出る

1. ６６歳の男性 大腸がんが進行した状態

2. 妻にパスポートや書類は何処？ と何度も
尋ねる

3. 妻は頭が混乱したと取り、悲しむ

4. マギーが聞く、「旅に出るの？ いつもの
旅と違う旅？」 患者は頷づく

5. 本音は、死別の近いことを妻に言っている、
そし了解を求めている



娘が迎えに来た

1. ローラ８４歳。娘のスーザンは４５歳で乳
ガンで死亡

2. 夫とも死別。その後再婚、現在の夫８５歳。
再婚後、二人はよく海外旅行を楽しんだ

3. ローラは大腸ガンに罹り、末期に至る。枕
頭にしばしばスーザンが現れる

4. 最後の日、「搭乗者の列に並ばなければ」
という。「スーザンがもう並んで待ってい
るの」と。スーザンとあの世に飛び立つと
ころ・・・



臨死意識のメッセージ
（大きく分けると２種ある）

1. ①．現在感じていること。安らかに死ぬ
ために必要なこと

②．あの世の様子、あの世の人の出現と
会話、周囲の人には見えない人の出現

2. 家族が理解し、患者さんを支えると死の
旅路は平穏になる 家族も心が慰められ
る



尊厳死の問題
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尊厳死とは

1. 人は必ず死を迎える。死ぬとき、満足して
立派に死にたい。苦痛に満ちた死、惨めな
死はご免こうむりたい

2. もし病気で死ぬ場合、痛みや苦しみがあれ
ば薬でそれを取り去ってほしい。たとえそ
のために命が短くなっても構わない。

3. 植物人間になって、意識もなく、ただ生か
されるのは望まない。ただ生かすだけの治
療はして貰いたくない
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安楽死容認の条件

1. 患者は苦しく、治療しても回復の可能性
がない。苦しみから逃れるため、早く死
にたいと思い、本人や家族が医師にそれ
を懇願する場合がある。

2. その願いを聴いて睡眠薬（または麻薬）
を用いて眠らせ、死を早める。
これは「援助された死、assisted death」

3. これを法律的にも認める国も多い。
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日本尊厳死協会

1. 1967年（昭和51年）設立

2. 目的： 主として、ガンの末期、苦しみ
が強いとき、命の長さよりも質を優先せ
よ。苦痛を取り除く治療を優先せよ。

3. 現在会員数12万人。各県に支部がある。
宮城県にもある

4. リビングウィルを書き、それをもってい
る。無駄な延命を受けたくない、と書い
ておく
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リビングウィル

1. リビングウィル（living will）
生きている間に発効する遺言： 病気が重
く、ものが言えなくても意志を伝える（遺
言のような働きをする）

2. その内容：①ガンの末期の場合、無駄な延
命治療をしないで下さい
②しかし苦痛は止めて頂きたい、たとい命
が短くなっても構わない。
③植物人間になった場合、3ヶ月は回復に努
め、回復しないときは延命治療を中止して
頂きたい
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リビングウィルの立法化

1. アメリカでは立法化されている。執行代
理人を3人立て、ウィルの実行を監視す
る。したがってウィルは確実に実行され
る

2. 尊厳死協会は国会に立法化をアピールし
てきた。国会議員の中にこれを支持する
人もいるが、数が少なく、立法化にいた
らない。法曹界は反対である。

3. 当分立法化は困難な見通しである
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立法化の可否（世論調査）
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延命治療を希望するか？

26



胃ろうの功罪

1. 功
食べられない人に用いると栄養を維持できる。
中心静脈栄養や鼻ゾンデより簡単で人手が掛ら
ず、栄養補給効果も大きい。

2. 罪
認知症などの高齢者にこれを用いると、意識が
なくても何年も生きる。無理に生かされる。こ
うなると家族も医療者も却って人の尊厳を犯し
ているのではないかと後悔する。
それでも止めれば必ず死ぬので止められない
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日本老年医学会の見解

1. 胃ろうは、回復の見込みがない場合は作
らない。

2. 既に胃ろうを造設した人でも、意識もな
いような状態なら、中止も考慮する。家
族や医師が合意の上なら、中止しても違
法にならない。

3. 現在法的なガイドラインがないが、その
整理が必要である。厚労省などと折衝中
であるが、見通しは立っていない。
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高齢者の自然死

1. 特養の医師(京大出）

2. 自然死の薦め

3. 終末期は、だんだん弱
り、食欲も渇きもなく
なる。死期が来てそれ
が必要なくなるため

4. 何もしない。すると１
０日くらいで平穏に死
ぬ

5. 食べないから死ぬので
はない、死ぬから食べ
ないのだ
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特養での看取り

1. 施設の利用者の死が近づくと、以前は病
院に送り、そこで看取って貰った。

2. 国は施設での看取りを推奨し、看取り加
算制度を設けた。加算額は死の当日は
1,280点、死の前日と前々日は680点、
その前の３０日144点。

3. 現在60％が施設で看取っている。



欧米の施設では

1. すべて施設で看取る。

2. 胃ろう、点滴などはしない。

3. ガンの末期の場合は、必要とみれば
assisted deathもおこなう。

日本も将来は欧米のようになるだろう。


