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　続きまして、「医療と自立」というタイトルで、未来医療政策研究所、人間科学学術院教授の町田和彦

教授でございます。よろしくお願いいたします。

　ご紹介にあずかりました人間科学部の町田と申し

ます。私はちょっとこのプログラムを見てびっくりプログラムを見てびっくりを見てびっくり

したんですけど、ほとんどがロボットと倫理に関係

することなんですね。私は専門が大学院では予防医ね。私は専門が大学院では予防医私は専門が大学院では予防医院では予防医では予防医

学で、学部では健康医療政策ですので、ちょっと私

だけが違うなという感じがしました。まあ、未来医ました。まあ、未来医まあ、未来医

療政策研究所自体はほとんどが理工学部の先生と政

経学部の先生で構成されております。ただ、私がや

れと言われたので、きょうは医療と自立ということ

で話をしていきたいと思います。私は医療政策とい話をしていきたいと思います。私は医療政策とい私は医療政策とい

う点で、根本的に医療の質をどう変えていくかとい点で、根本的に医療の質をどう変えていくかとい、根本的に医療の質をどう変えていくかとい

うことにも関心はあるんですけれども、それはちょっと30分ではとても話せませんので、今、直接私たち

の研究室では、もともとはライフスタイルと免疫ということをやってきたので今後の医療政策において高きたので今後の医療政策において高

齢者の自立に焦点をあててのべていきたいと思います。私の研究室では今から15年ぐらい前から10年間狭ぐらい前から10年間狭前から10年間狭狭

山市と名栗村というところで老人の医療ということを念頭に置いた健康増進運動をやっていたのですけれ健康増進運動をやっていたのですけれ増進運動をやっていたのですけれのですけれですけれ

ども、どうも高齢者にいくらそういう運動をやっても、日本の場合は医療システム的に言って、何せもう

1970年代から高齢者医療は無料化ということをやっておりまして、あまりに医療にアクセスが容易なものなものもの

ですから、自分の健康を自分で守るという予防医学的な施策が欠けてきているんじゃないかなということすから、自分の健康を自分で守るという予防医学的な施策が欠けてきているんじゃないかなということ、自分の健康を自分で守るという予防医学的な施策が欠けてきているんじゃないかなということ

を痛切に感じてきました。例えば両地区とも、5～ 600人の対象者に対して完全に無料で免疫学的な検査きました。例えば両地区とも、5～ 600人の対象者に対して完全に無料で免疫学的な検査。例えば両地区とも、5～ 600人の対象者に対して完全に無料で免疫学的な検査両地区とも、5～ 600人の対象者に対して完全に無料で免疫学的な検査、5～ 600人の対象者に対して完全に無料で免疫学的な検査の対象者に対して完全に無料で免疫学的な検査対象者に対して完全に無料で免疫学的な検査者に対して完全に無料で免疫学的な検査完全に無料で免疫学的な検査で免疫学的な検査免疫学的な検査

も含めて、かなりいろんな検診を含めて健康検診をやってきたのですが、実際には20％～ 30％ぐらいの含めて健康検診をやってきたのですが、実際には20％～ 30％ぐらいの健康検診をやってきたのですが、実際には20％～ 30％ぐらいのきたのですが、実際には20％～ 30％ぐらいのですが、実際には20％～ 30％ぐらいの

出席者しかないのですね。それで、今から３～４年前から今度は中国の天津市で同じようなことをやり始のですね。それで、今から３～４年前から今度は中国の天津市で同じようなことをやり始ですね。それで、今から３～４年前から今度は中国の天津市で同じようなことをやり始

めたら、今は、どちらかというとあちらは本当は社会主義なので手厚いそういった政策がなされていたは

ずなんですけど、今やほとんど破綻状態で、公務員とか、よっぽど優良な企業以外はあまり健康保険制度

を十分活用できるような立場にないんですね。ですから、そういった検診、同じようなことをやったら、

むしろ最低でも60％ぐらい、最高は95％ぐらいの検診率になるんですね。結局、やはり意識というのがも

のすごく大切だなと感じまして、きょうは医療システムというよりは、特に人間の側のことをちょっと考特に人間の側のことをちょっと考人間の側のことをちょっと考

えてみたいと思ってまとめてみました。

　それでは今後、どういう社会になるかということなんですけれども、このスライドの左側は現在の人口は今後、どういう社会になるかということなんですけれども、このスライドの左側は現在の人口今後、どういう社会になるかということなんですけれども、このスライドの左側は現在の人口このスライドの左側は現在の人口現在の人口
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ピラミッドですね。私たちが子供の頃はもっとまんもっとまん

中がふくらんだ人口ピラミッドで、豊富な働き手が人口ピラミッドで、豊富な働き手が

あってごくわずかな高齢者を支えればよかったんで

すね。私は早稲田大学に20年前に来たんですけれど

も、その頃でさえも５～６人で１人の高齢者を支え

るというような現状だったんですね。ところがこのこの

スライドの右側は2050年の人口ピラミッドで、これ2050年の人口ピラミッドで、これの人口ピラミッドで、これ、これ

がものすごくどんどんどんどん変わって、この予測

が果たして正しいかどうかわからないで、もっと少少

子高齢化社会になっちゃうかもわからないんですけなっちゃうかもわからないんですけ

れども、いずれにしてもすごい世の中がくることは

わかっているんですね。要するに少子高齢化ですから働き手がどんどんどんどん減ってくるということで

す。そういう時に今のような医療のやり方をやっていたら果たしてどういう世の中になるのかということ

なんですね。将来医療費がどれぐらいかかるかというのはいろんな予測があってはっきりは言えないのでは言えないので言えないのでえないのでないのでのでで

すが、今は30兆円です。その予測があと２～ 30年たつと140兆になるという予測もあったのですが、実際、今は30兆円です。その予測があと２～ 30年たつと140兆になるという予測もあったのですが、実際という予測もあったのですが、実際実際

には今かなり伸びが止まってきて、それでも70兆ぐらいなるんじゃないかなといわれています。そうなるいわれています。そうなるそうなる

と日本の今の予算と同じぐらいになるので、いずれにしてももう破綻するのは見えているのではないかな

という、感じがしているんですね。

　スライド７でちょっと歴史的な経緯を申しますけれども、昭和36年に国民皆保険制度ができて、その後、スライド７でちょっと歴史的な経緯を申しますけれども、昭和36年に国民皆保険制度ができて、その後、でちょっと歴史的な経緯を申しますけれども、昭和36年に国民皆保険制度ができて、その後、

1970年に各自治体、特に革新系の自治体が老人医療の無料化というのを始めたんですね。それで最後には

政府もそれに追随して全国民に対する老人医療無料化というを実施したわけです。このスライドをみると。このスライドをみると

非常に奇妙なことが分かります。ベッド数と在院日数ののびがまず昭和61年辺からのびて、それから78年61年辺からのびて、それから78年のびて、それから78年それから78年

位からさらにのびてきております。これは明らかに国民皆保険制度、それから老人医療無料化制度によっこれは明らかに国民皆保険制度、それから老人医療無料化制度によっ

て起こった現象だったわけですね。

　ただ、このスライドの中の他の国の趨勢をみていくとまったく逆なんですね。その傾向の１つは、まあこのスライドの中の他の国の趨勢をみていくとまったく逆なんですね。その傾向の１つは、まあ趨勢をみていくとまったく逆なんですね。その傾向の１つは、まあをみていくとまったく逆なんですね。その傾向の１つは、まあいくとまったく逆なんですね。その傾向の１つは、まあその傾向の１つは、まあ１つは、まあ

特にオイルショックなんかがあったりして経済的に厳しくなったということもあるんですけど、ノーマラ経済的に厳しくなったということもあるんですけど、ノーマラということもあるんですけど、ノーマラ

イゼーションとかいう言葉であらわされるように、やっぱり病院に長くいるということ自体は人間性のこるように、やっぱり病院に長くいるということ自体は人間性のこやっぱり病院に長くいるということ自体は人間性のこ

とを考えるとあまり好ましいものではないという前提が先進諸国では認識されて、なるべく短く病院にい

て、そしてリハビリをしっかりやって在宅に戻すと

いうのが全体の流れなんですね。それに反して日本

はまったく違うパターンをとっているということな

んです。

　右側のベッド数のスライドの右側のベッド数のスライドの はスウェーデンスウェーデン

なんですけど、スウェーデンではもともと日本以上

に手厚い看護をしていたわけです。ほとんど福祉、

今だったら福祉の中に入る問題も病院で解決してい

ました。日本の今の状態と同じだったわけですね。。日本の今の状態と同じだったわけですね。

ところが、ある時からノーマライゼーションの考え

方が徹底して、病院にいるのは好ましくないと。急
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性期は病院に入院していても、すぐにリハビリ、ないしは手術だったら、手術が終わったらすぐにリハビ

リにもっていって在宅に戻すというのを徹底させたんですね。ですからベッド数はもう何分の１かに減ら

しているわけです。そうでなくてもアメリカなんかはすごい勢いでベッド数を減らしております。今や技おります。今や技。今や技

術的な問題もかなりアメリカでは研究されてきて、入院しない日帰り手術が半分以上占めているというふ

うに、医療の進歩という点でもものすごく進歩したんだと思うんですけれども、日本はそういった面でも

どんどん取り残されて、例えば臓器移植なんていうものを見るといまだに世界に比べると問題にならない

ことになっているわけです。だけど日本だけ見たらこれが当たり前という現象で、特に高齢者がひどいんがひどいんひどいん

ですけれども、今から10年以上前の話ですけれども、例えば90歳のおばあさんが１カ月に何回医療機関に

かかったかといったら45回かかったという例があるんですね。ですから１日２カ所ぐらい病院を回ってい

て、それが本当に許されているのかというのが実際に許されていたわけですね。ですから、そこまでひど

くなくても、例えば、私はずっと風邪をひかなかったんですけれども、たまたま４年ぐらい前にちょっと、私はずっと風邪をひかなかったんですけれども、たまたま４年ぐらい前にちょっと私はずっと風邪をひかなかったんですけれども、たまたま４年ぐらい前にちょっとはずっと風邪をひかなかったんですけれども、たまたま４年ぐらい前にちょっとずっと風邪をひかなかったんですけれども、たまたま４年ぐらい前にちょっと

近くの病院に行った方がいいかなというぐらいのちょっとひどい状態になって病院に行ったら、何しろお

ばあさんですね、おじいさんというより、おばあさんが待合室で20人ぐらいダーッと座っていて、みんな

楽しそうに話していて、私たちはとてもその中に入っていけなくて壁のところにずーっと１時間ぐらいひひ

どい状態で待たされて、やっと診察してもらえるようになったら、そして数分もたたないで受診が終わっ待たされて、やっと診察してもらえるようになったら、そして数分もたたないで受診が終わっやっと診察してもらえるようになったら、そして数分もたたないで受診が終わっそして数分もたたないで受診が終わっ

て帰るという、それが今の日本の医療の現実なのかなと本当に改めて思いました。

　それから、今から４年くらい前に両親が91歳と94歳で相次いで亡くなったんですけれども、２人とも１前に両親が91歳と94歳で相次いで亡くなったんですけれども、２人とも１に両親が91歳と94歳で相次いで亡くなったんですけれども、２人とも１91歳と94歳で相次いで亡くなったんですけれども、２人とも１相次いで亡くなったんですけれども、２人とも１２人とも１１

人で東京と埼玉の家をバスに乗って往復できるぐらい元気だったんですけど、たまたまちょっとしたこと

で病院に行って、２人とも医療ミス。多分医療ミスだと思うんですけど、はっきりはしませんけどそうい

うことで、父の方は10日間ぐらいで、母の方は２カ月ぐらいでなくなってしまったのですね。でなくなってしまったのですね。ですね。

　だから、何か考えると日本の医療って今どうなっているのかなというふうに思っちゃうんですけれど

も、こういうことはたくさんあります。次のスライ次のスライ

ド４は介護の問題ですけれども、日本にいると何と介護の問題ですけれども、日本にいると何と

なく寝たきりになるのが当たり前のような感じもあ

りますね、みんなそれを心配しています。だけど、

はっきり言って世界中を見ると、例えば施設なんか

に入って寝たきりになる率なんていうのはもう５％

前後なんですね。ですからよっぽど特殊な難病の人

とか、まったく機能が不全な人だけしか寝たきりに

しないというのが原則ですね。ところが日本は、こ

のスライドですと33％だったんですけど40％近いと33％だったんですけど40％近いと

いう数字もあります。最近はちょっとよくなってき

ていますからまた変わってきているかもしれませんけれども、一時はこんな状態だったんですね。日本だ日本だ

けのことを考えると、本当に寝たきりになっちゃうかなという実感は湧きますけれども、本当はそうじゃ、本当に寝たきりになっちゃうかなという実感は湧きますけれども、本当はそうじゃ

ないんですね。

　例えば痴呆でもアルツハイマーですと予防は難しいのですけれども、日本の場合は非常に幸いなことでもアルツハイマーですと予防は難しいのですけれども、日本の場合は非常に幸いなこと日本の場合は非常に幸いなこと

に、脳血管疾患の痴呆症が多いんですね。ですから、後で申し上げますけれども、脳血管疾患自体はある、脳血管疾患の痴呆症が多いんですね。ですから、後で申し上げますけれども、脳血管疾患自体はある

程度、特別なケースを除けば予防が可能なので、ちゃんとライフスタイルを守っていれば、ないしは検診

をちゃんと受けていればそこまではなかなかいかないはずなのにですが、残念ながら実際はどんどんそちですが、残念ながら実際はどんどんそち、残念ながら実際はどんどんそち実際はどんどんそちどんどんそち
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らに組み込まれていっちゃうというケースが多いんですね。ですから、医療のシステム的な質を良くする

というのはきょうは話しませんけれども、人の意思、自分の持っている感覚、それをちょっと変えるだけ

で全然違ってくるということを今からちょっとだけお話ししたいと思います。

　私がなぜ特に高齢者の問題を取り扱っているかと私がなぜ特に高齢者の問題を取り扱っているかとなぜ特に高齢者の問題を取り扱っているかと

いうと、このスライドをごらんになると分かりますこのスライドをごらんになると分かります

ように医療費というのは老人以外の人と高齢者では医療費というのは老人以外の人と高齢者では老人以外の人と高齢者では人と高齢者ではと高齢者では

５倍近くもちがうのです。例えば私もあと何年かで例えば私もあと何年かでもあと何年かで

65歳になるわけですけれども、そこまで普通に勤め

ている人というのは年取っても何しろ元気でいなく

ちゃいけないということで、それなりの注意をして、それなりの注意をしてそれなりの注意をして

いますから、それほど医療費もかからないんですから、それほど医療費もかからないんです、それほど医療費もかからないんですそれほど医療費もかからないんです医療費もかからないんです

ね。ところが定年退職して何もすることがなくなっ

ちゃうと、だんだん医療費がかかるような病気にか

かってくるわけです。それでは、どれぐらいかかるわけです。それでは、どれぐらいかかる。それでは、どれぐらいかかるそれでは、どれぐらいかかる、どれぐらいかかる

のかというと、例えば入院なんかしたら若い人の６～７倍もかかってしまうわけですね。それから入院以

外でも４倍もかかっちゃうわけで、何しろ、この大半は慢性疾患、今で言ったら生活習慣病ということで４倍もかかっちゃうわけで、何しろ、この大半は慢性疾患、今で言ったら生活習慣病ということで倍もかかっちゃうわけで、何しろ、この大半は慢性疾患、今で言ったら生活習慣病ということで

すから、若い時からそうならないように努力すればこんなことは避けられるんじゃないかなという気がす

るんですね。これは本当に、よくお医者さんの中には予防医学なんて役に立たない、現実にだめじゃない

かと言うんですけれども、それはシステムが悪いから、教育が悪いからだと思うんです。教育を根本的に

変えれば私は可能だと思いますね。

　お金がないからできないという意見もあるんです

けれども、日本の場合は、これもよく言われるんで

すけど、この図は多少問題があるかもわかりませ

ん。これは公共事業費の異常さを示す図なのですこれは公共事業費の異常さを示す図なのです

が、こういう図というのは何を入れる、何を入れるこういう図というのは何を入れる、何を入れる

とかいうのでちょっとずつ変えればまたちょっと変

わった値になってくるんだと思うんですけれども、

本質的には多分あまりまちがっていないと思いまあまりまちがっていないと思いま

す。例えばこれは道路だけに限ったら、やっぱりア例えばこれは道路だけに限ったら、やっぱりア

メリカの２倍以上日本は道路にお金を使っているん

ですね。考えてみると、アメリカは日本の2.4倍の2.4倍の倍の

人口がありますし、面積から言うと25倍もあるわけですね。それなのに道路にどうして２倍以上のお金を25倍もあるわけですね。それなのに道路にどうして２倍以上のお金を倍もあるわけですね。それなのに道路にどうして２倍以上のお金を

かけられるのかということは非常に不思議ですよね。でも道路だけではなくて、全部合わせた公共事業費た公共事業費

でもなぜかこういう数字になってしまうわけです。私が計算したわけではないですから、これに異論を唱こういう数字になってしまうわけです。私が計算したわけではないですから、これに異論を唱てしまうわけです。私が計算したわけではないですから、これに異論を唱。私が計算したわけではないですから、これに異論を唱

えられると困っちゃうんですけれども、なぜかサミット参加７カ国の日本を除いた他の６カ国の合計より日本を除いた他の６カ国の合計より他の６カ国の合計より

も日本の公共事業は高いわけですね。ですから、これの半分でも回してくれたら福祉や医療や教育のシス

テム作り、ただばらまいていては何にもならないので、やっぱりシステム作りが一番大切だと思いますね。、ただばらまいていては何にもならないので、やっぱりシステム作りが一番大切だと思いますね。何にもならないので、やっぱりシステム作りが一番大切だと思いますね。

それにお金をかけたらもっと良いシステムができるのだと思います。をかけたらもっと良いシステムができるのだと思います。。

　例えば、診断技術なんかでも、今、内科はお医者さんに通っていますけれども、コンピュータ診断とい
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うのがものすごく確実になれば、むしろお医者さんよりもそちらの方が精度がいいのかもわかりません

し、そういったものに膨大なお金をかけてやれば、随分医療システム自体も変わってくるんじゃないかな

という気がします。ただ、これは政治の問題でもあるわけで国民の合意がないと変えることができないわします。ただ、これは政治の問題でもあるわけで国民の合意がないと変えることができないわ。ただ、これは政治の問題でもあるわけで国民の合意がないと変えることができないわもあるわけで国民の合意がないと変えることができないわ国民の合意がないと変えることができないわ

けです。そうなると現状では私は無理かなという気がするので、やっぱり人の方のことを考えた方がいい。そうなると現状では私は無理かなという気がするので、やっぱり人の方のことを考えた方がいい現状では私は無理かなという気がするので、やっぱり人の方のことを考えた方がいい

んじゃないかと思うわけです。そのため私は人の方を一所懸命やろうと思っているわけですね。思うわけです。そのため私は人の方を一所懸命やろうと思っているわけですね。私は人の方を一所懸命やろうと思っているわけですね。

　先ほどから述べていますように、今のように医療

にお金がかかるようなシステムが続く限り、多分健

康保険制度はどんどんどんどん変わってくると思い

ます。現実にものすごく変わってきているんです

ね。このスライドの上の２つ、1961年と1970年といスライドの上の２つ、1961年と1970年とい、1961年と1970年とい

うのはどちらかといったら私たちの健康を守るとい

う点では非常に重要な働きだったと思うんです。私

たちみたいなサラリーマンは昔から健康保険制度が

ありましたけれども、第一次産業であるとか、第三

次産業の人ですね、特殊な団体はそれはあったか

もわかりませんけれども、自営業の人はまったくな

かったわけですね。大体、これらができた時代ですと多分国民の50％ぐらいはそのような産業に属していこれらができた時代ですと多分国民の50％ぐらいはそのような産業に属していですと多分国民の50％ぐらいはそのような産業に属してい50％ぐらいはそのような産業に属していぐらいはそのような産業に属していそのような産業に属してい産業に属してい

たと思うので、かなりの人に健康保健はなかったと思って良いと思うのです。ですから、昔のおじいさんかなりの人に健康保健はなかったと思って良いと思うのです。ですから、昔のおじいさん人に健康保健はなかったと思って良いと思うのです。ですから、昔のおじいさんに健康保健はなかったと思って良いと思うのです。ですから、昔のおじいさんなかったと思って良いと思うのです。ですから、昔のおじいさん良いと思うのです。ですから、昔のおじいさんと思うのです。ですから、昔のおじいさんのです。ですから、昔のおじいさんです。ですから、昔のおじいさん

やおばあさんがもし病気になったとしても、特に昔の農村は非常に恵まれない人達が多かったですから、

よっぽどひどい病気でない限りはお医者さんにかかれない。ないしはお医者さんがものすごく親切な人

で、お金をちょっと待ってもらえるとか、そういうふうな話が昔からよくありますけど、そういうような

状態だったと思うんですね。それが1961年に突然皆保険制度ができて、初期の頃は５割負担でしたけれどに突然皆保険制度ができて、初期の頃は５割負担でしたけれど初期の頃は５割負担でしたけれど

も、すぐに３割負担になって、すごく医療にアクセスしやすくなったわけですね。

　ところが、昭和48年になりますと老人医療無料化というのが国で行われるようになったので、70歳以上

になれば何しろタダになりました。タダというのは恐ろしいもので、例えば農家が農繁期になった場合、になりました。タダというのは恐ろしいもので、例えば農家が農繁期になった場合、。タダというのは恐ろしいもので、例えば農家が農繁期になった場合、

血圧が高いとか、動脈硬化の前兆があるとか、本当は病気とは言えないような病気。例えば肝炎なんかで

もそうですね、入院したからといって別に特別な療法があるわけではないわけですね。だけど、そういう

診断がつけばどんどん入院が可能になってしまう。そうすると、家にいれば３食ちゃんとお金もかかるの

に病院に入れば食費も昔はタダでしたから、まったくお金がかからなかったわけですね。ですから、そう入れば食費も昔はタダでしたから、まったくお金がかからなかったわけですね。ですから、そうれば食費も昔はタダでしたから、まったくお金がかからなかったわけですね。ですから、そうまったくお金がかからなかったわけですね。ですから、そうお金がかからなかったわけですね。ですから、そう

いう面で、私は悪用という言葉は使いたくないですけれども、でもやっぱりそういう人が多かったんじゃ

ないかなと思います。一方、病院側も患者さんが多ければ多いだけ収入が上がりますから、きょうは言い思います。一方、病院側も患者さんが多ければ多いだけ収入が上がりますから、きょうは言い。一方、病院側も患者さんが多ければ多いだけ収入が上がりますから、きょうは言い一方、病院側も患者さんが多ければ多いだけ収入が上がりますから、きょうは言い病院側も患者さんが多ければ多いだけ収入が上がりますから、きょうは言い

ませんけれども、例えば薬の問題なんかにしても、通常は定価販売でみんな買うわけですね。ところが当当

時の医療に関してはお医者さんが買うお金と実際に患者が払うお金では普通の薬でも５倍以上違います医療に関してはお医者さんが買うお金と実際に患者が払うお金では普通の薬でも５倍以上違います倍以上違います以上違います

し、中には90％も利ザヤが稼げるような医療品があったりするんですね。昔はとても常識では考えられな

いことが公然と医療の現場では行なわれていたわけです。それは日本が右上がりの経済成長を遂げていた行なわれていたわけです。それは日本が右上がりの経済成長を遂げていたわれていたわけです。それは日本が右上がりの経済成長を遂げていた

時代だったから許されたわけですね。許しちゃったのがいけないんだと思うんですけど、現実はそうだっ

たわけです。

　しかし、オイルショック以後、だんだん経済が厳しくなって、医療費の方はどんどんどんどん患者側にしかし、オイルショック以後、だんだん経済が厳しくなって、医療費の方はどんどんどんどん患者側に、オイルショック以後、だんだん経済が厳しくなって、医療費の方はどんどんどんどん患者側に

負担をさせるという方向になりました。1968年以降国民健康保険の方は家族も本人も同じ３割負担ったんた。1968年以降国民健康保険の方は家族も本人も同じ３割負担ったん国民健康保険の方は家族も本人も同じ３割負担ったん
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第二回　総合研究機構研究成果報告会

ですけど、私たちみたいな組合健康保険の本人ですと無料だったのです。それが1984年には定率１割負担組合健康保険の本人ですと無料だったのです。それが1984年には定率１割負担健康保険の本人ですと無料だったのです。それが1984年には定率１割負担と無料だったのです。それが1984年には定率１割負担無料だったのです。それが1984年には定率１割負担のです。それが1984年には定率１割負担。それが1984年には定率１割負担1984年には定率１割負担定率１割負担

ということになってきて、それから1997年には２割になって、ついに2003年には３割負担となったわけで

す。

　一方、老人の方も2001年には上限付きですけれども、定率１割負担で、2002年にはある程度の高所得者

については２割負担になって、今はもう少したつと３割負担というのが言われているわけですね。そうす

ると、私なんかも70歳になったら無料だと思い込んでいたのが実は３割負担ということで、今の国民健康で、今の国民健康今の国民健康の国民健康

保険と変わらないということになるんですね。給料は大幅に下がっているのに実際は、この基準でいったと変わらないということになるんですね。給料は大幅に下がっているのに実際は、この基準でいった

ら多分所得のある方に入りますので、そうするとだんだん年取っても恩恵がなくなる。本当にそれでいい

のかということですね。

　これは私が昔経験したことと同じですね。例えば学生の奨学金の問題で、育英会なんかでも所得を考慮が昔経験したことと同じですね。例えば学生の奨学金の問題で、育英会なんかでも所得を考慮昔経験したことと同じですね。例えば学生の奨学金の問題で、育英会なんかでも所得を考慮経験したことと同じですね。例えば学生の奨学金の問題で、育英会なんかでも所得を考慮例えば学生の奨学金の問題で、育英会なんかでも所得を考慮

するわけですが、そうした時に、誰にあげるかという時にすごくおかしいと思ったのは、例えば母子家庭が、そうした時に、誰にあげるかという時にすごくおかしいと思ったのは、例えば母子家庭そうした時に、誰にあげるかという時にすごくおかしいと思ったのは、例えば母子家庭

で年収が本当に少ない家にもかかわらず、サラリーマンの場合は必要経費がないので全て税金の対象ににもかかわらず、サラリーマンの場合は必要経費がないので全て税金の対象に

なってしまうわけです。私、前任地は大分でしたので、農家の人がたくさんいるわけです。農家なんかで私、前任地は大分でしたので、農家の人がたくさんいるわけです。農家なんかで前任地は大分でしたので、農家の人がたくさんいるわけです。農家なんかで大分でしたので、農家の人がたくさんいるわけです。農家なんかででしたので、農家の人がたくさんいるわけです。農家なんかでたので、農家の人がたくさんいるわけです。農家なんかでるわけです。農家なんかで農家なんかで

すとものすごく総収入自体は高いんです。だけど結局納める税金でいきますから、いろんな必要経費をど収入自体は高いんです。だけど結局納める税金でいきますから、いろんな必要経費をど自体は高いんです。だけど結局納める税金でいきますから、いろんな必要経費をど

んどん引いちゃうとマイナスになっちゃうのです。本当はマイナスでは生活ができないだろうと思うんでのです。本当はマイナスでは生活ができないだろうと思うんでマイナスでは生活ができないだろうと思うんでは生活ができないだろうと思うんで生活ができないだろうと思うんでができないだろうと思うんでできないだろうと思うんで

すけれども、現実にはそちらの人に奨学金が行くということがあるんですね。本当は農家の人の方が生活

が豊かなんじゃないかなんて思っちゃうんですけれども、現実にはそういうことでしたね。

　例えば保育園の問題でもそうです。私は30歳の頃は筑波学園都市にいたんですけれども、保育費10段階私は30歳の頃は筑波学園都市にいたんですけれども、保育費10段階30歳の頃は筑波学園都市にいたんですけれども、保育費10段階の頃は筑波学園都市にいたんですけれども、保育費10段階頃は筑波学園都市にいたんですけれども、保育費10段階保育費10段階段階

あるランク表の、最高のランクにあったんですね。ところが農家の人はほとんどが下の方のランクで、ほ

とんど保育費を払わなくていいということだったのですね。そういうような配分で本当にいいのでしょう費を払わなくていいということだったのですね。そういうような配分で本当にいいのでしょうを払わなくていいということだったのですね。そういうような配分で本当にいいのでしょういうことだったのですね。そういうような配分で本当にいいのでしょう。そういうような配分で本当にいいのでしょういいのでしょう

か、本当にすごい所得を取っている人は別ですけれども、実際には私たちが年金暮らしになると３割負担、本当にすごい所得を取っている人は別ですけれども、実際には私たちが年金暮らしになると３割負担が年金暮らしになると３割負担

（現行ではまだ２割負担ですが）の所得ということになってしまうわけですね。ところが実際に社会保険所得ということになってしまうわけですね。ところが実際に社会保険ということになってしまうわけですね。ところが実際に社会保険なってしまうわけですね。ところが実際に社会保険

を払っているお金というのは、私たちはかなりたくさん取られているんですけれども、その恩恵がまった

くなくなってしまうというのは何か矛盾しているんじゃないかなという気がするんですね。

　だけど、そんなことを言ってもしようがないなというのが私の持論で、やっぱり自分の健康は自分で

守っていれば、何しろ医療費がかからなければいいんじゃないかというふうに思って、私の研究が予防医

学ですからそれを徹底していけばいいんじゃないかというように、自分自身はそう思っています。そういというように、自分自身はそう思っています。そうい、自分自身はそう思っています。そういはそう思っています。そういそう思っています。そうい。そういそういうい

う考えを世の中の人全部がもってもらえれば本当は医療費は劇的に下がることは目に見えているんです世の中の人全部がもってもらえれば本当は医療費は劇的に下がることは目に見えているんですもってもらえれば本当は医療費は劇的に下がることは目に見えているんですもらえれば本当は医療費は劇的に下がることは目に見えているんですは医療費は劇的に下がることは目に見えているんです劇的に下がることは目に見えているんです

ね。なぜかと言ったら、これは感染症の事例なんで

すけれども、1900年、1920年、1940年、1960年と書い

てありますが、多分皆さんが思うのは、感染症で死

ぬ人が減ったというのは、例えば抗生物質みたいな

ものができたり、ワクチンができたり、そういった

ことが人々に寄与して減ったとお思いになる人が多

いと思うんですね。しかし、これを見ていただくとしかし、これを見ていただくと、これを見ていただくと

愕然とするんですけれども、実は一番早くできた抗

菌剤のサルファ剤でも1930年代なんですね。ペニシのサルファ剤でも1930年代なんですね。ペニシサルファ剤でも1930年代なんですね。ペニシ

リンは第二次世界大戦中にできたんですけれども、

実際に使われるようになったのは40年代の終わりか
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ら50年代に幅広く使われるようになったんですね。こういうそれぞれの疾患に特有な医療行為をこの矢印こういうそれぞれの疾患に特有な医療行為をこの矢印それぞれの疾患に特有な医療行為をこの矢印行為をこの矢印をこの矢印

で示しているんですけど、これは麻疹ですね、これは結核、これは猩紅熱、腸チフス、肺炎、インフルエ

ンザ、百日咳、ポリオ、ジフテリアなんですけれども、いわゆる法定伝染病が主でした、かなり昔は恐ろでした、かなり昔は恐ろ、かなり昔は恐ろ

しいと思われていた病気ですね。でも、ほとんどがもう1920 ～ 30年に激減してしまっているんですね。に激減してしまっているんですね。いるんですね。

ですから、医療が寄与したというのはここの部分ではなくて、ここの部分のごく少なくなった時代にさら

にほとんどの人が死ななくなったということに関しては寄与をしているということになります。実際に感ということになります。実際に感実際に感に感

染症による死亡率がものすごく激減したというのは、これは病気の原因がわかって、いろんな教育がなさ死亡率がものすごく激減したというのは、これは病気の原因がわかって、いろんな教育がなさ

れるようになって、本人がそれを守る、ないしは公共政策的に、例えば上下水道を完備するとか、塵芥処、ないしは公共政策的に、例えば上下水道を完備するとか、塵芥処ないしは公共政策的に、例えば上下水道を完備するとか、塵芥処

理であるとか、住居や職場環境を良くするなどいろいろなシステムを変えるといったことがものすごく寄住居や職場環境を良くするなどいろいろなシステムを変えるといったことがものすごく寄いろいろなシステムを変えるといったことがものすごく寄いろなシステムを変えるといったことがものすごく寄なシステムを変えるといったことがものすごく寄

与しているんです。これを今の死亡の大多数の原因となっている生活習慣病は昔は成人病といわれていた大多数の原因となっている生活習慣病は昔は成人病といわれていた生活習慣病は昔は成人病といわれていたは昔は成人病といわれていた昔は成人病といわれていた

ものですけれども、それに当てはめてみますと同じようなことがいえると思います。今、生活習慣病の原同じようなことがいえると思います。今、生活習慣病の原今、生活習慣病の原生活習慣病の原原

因はほとんど解明されてきて、これとこれをちゃんとやっていればよっぽど遺伝的な素因のある人以外は

かなりその病気で死ぬことはないということがわかってきているわけですね。医療も現状ではかなりの高

度な発展をしているわけです。ただ、それをシステム的にきちんと把握できるかどうか、要するに、検診

があったときにちゃんと検診に行くかどうかというところにかなりかかっているような気もするんですね。

　もっと社会が進歩してくれば、もう癌なんかでも確実に血液検査だけでわかるようになるでしょう。だ

から病気になって無駄なお金を使わないで、癌の早期発見に膨大なお金を使えばいいと思うんですね。病気になって無駄なお金を使わないで、癌の早期発見に膨大なお金を使えばいいと思うんですね。お金を使わないで、癌の早期発見に膨大なお金を使えばいいと思うんですね。、癌の早期発見に膨大なお金を使えばいいと思うんですね。癌の早期発見に膨大なお金を使えばいいと思うんですね。

やっぱり高価な薬の研究や延命治療の研究のように特別な人にしか適用できないような研究というのは本高価な薬の研究や延命治療の研究のように特別な人にしか適用できないような研究というのは本薬の研究や延命治療の研究のように特別な人にしか適用できないような研究というのは本研究や延命治療の研究のように特別な人にしか適用できないような研究というのは本特別な人にしか適用できないような研究というのは本にしか適用できないような研究というのは本しか適用できないような研究というのは本適用できないような研究というのは本できないような研究というのは本

当に金持ちだけの研究に過ぎないと思います。アメリカはそういうのが得意なんですけれども、だけど日と思います。アメリカはそういうのが得意なんですけれども、だけど日。アメリカはそういうのが得意なんですけれども、だけど日

本はそうではなくて、一般の人が効率的にそういった病気を免れるような検診制度の確立を、お金をかけ

てでもやるべきではないかなと。そうした時には、感染症でおこったようなことが期待できるのではない感染症でおこったようなことが期待できるのではないが期待できるのではないのではない

かと思います。ただ、根本的に感染症と生活習慣病は違うのは、感染症の場合はほとんどが急性疾患です。ただ、根本的に感染症と生活習慣病は違うのは、感染症の場合はほとんどが急性疾患です

ね。ですから、もうそのことをしてなければすぐに死んでしまう。例えば子供、このころ乳幼児がものす

ごく感染症で死んでいますから、自分がせっかく産んだ子がばたばた死んでしまうと。そうなるといやが

応でも、それは自衛をするというのは当たり前のことなわけですね。ところが残念なことに、今の生活習

慣病は二、三十年後、下手すると四、五十年後にあらわれてくるもので、現実に今どんな生活をしていよ

うと、30代、40代ぐらいまでの人はその結果がすぐには見えてこないんですよね。でも、実は癌なんかで

ももうその素地は十分できていて、徐々に徐々に大きくなっているのです。気がついたときにはもう手遅のです。気がついたときにはもう手遅。気がついたときにはもう手遅

れになっちゃうという場合が多いんですね。死なないまでも膨大な医療費がかかることになっちゃうわけ

です。

　でも、もっと前の段階で予防しておけば、本当にお金は全然かからないで済んだのにと思います。です思います。です。です

から、そこら辺を徹底していくということが私はこれからの医療に最も必要なことではないかと思うわけ

です。でも、大体今医療政策をやっている方は、医療の効率化とか、病院の経営の効率化とか、経済的な

問題とか、そういうことをやっているわけですけれども、それは私にしてみれば末端的な問題じゃないか

なと思われます。やっぱり国民一人一人の意識改革というのが一番重要ではないかなという気がいたしま思われます。やっぱり国民一人一人の意識改革というのが一番重要ではないかなという気がいたしま。やっぱり国民一人一人の意識改革というのが一番重要ではないかなという気がいたしま

す。

　ただ、日本人はすごくいい点がたくさんあるんです。きょうはここに出していませんけれども、例えば

手術ですね。欧米人は動物性脂肪の摂りすぎからくるようないろんな疾患ですね、心臓とか、癌なんかで

も昔は日本人に多かったのは感染症なんですね。胃癌とか、肝癌であるとか、子宮頚癌、こういったもの
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は感染症で、原因がわかってきてだんだんこれからは急激に少なくなると思われます。胃癌は感染症だけ

とは言えませんけれどもかなり大きく寄与していると思いますね。今、ものすごく問題になっているのは

ほとんどが動物性脂肪の摂り過ぎからくる癌です。乳癌であるとか、前立腺癌であるとか、肺癌なんかでからくる癌です。乳癌であるとか、前立腺癌であるとか、肺癌なんかで。乳癌であるとか、前立腺癌であるとか、肺癌なんかで

もそうなんですね。まあ肺癌について言えばタバコというものがありますけど、いわゆる、そういった摂

りすぎに注意することをちゃんとやっていれば本当に激減するんですね。で、今、本当に日本人は、入院

はあんなに長いんですけれども、実はあれはほとんど社会的入院に近い慢性疾患のための入院で、治療を社会的入院に近い慢性疾患のための入院で、治療を慢性疾患のための入院で、治療を

要するとか手術をしなくちゃならないという疾病は欧米人にくらべると非常に少ないんですね。か手術をしなくちゃならないという疾病は欧米人にくらべると非常に少ないんですね。手術をしなくちゃならないという疾病は欧米人にくらべると非常に少ないんですね。疾病は欧米人にくらべると非常に少ないんですね。非常に少ないんですね。

　それともう１つ、先ほど少子高齢化になり今後大になり今後大

変だと言いましたけれども日本の場合はあまり心配言いましたけれども日本の場合はあまり心配日本の場合はあまり心配

しなくても良いような気がします。確かに働き手が確かに働き手が

どんどん少なくなるんですけれども、でも老人の勤の勤

労意欲ということを考えてみると、例えばドイツ人ということを考えてみると、例えばドイツ人

なんかはもう60歳になると、もう勤めたくないとい

う人が多いんですね。アメリカ人は、これはどっち

かといったら勤めざるを得ない、社会の底辺にいて

勤めざるを得ない人がいるから結構高いんだと思い

ますけど、ヨーロッパ人は一般に、もう60歳を過ぎ

たら働かなくてもいいんじゃないかという人が多い

んですね。このスライドをみても分かりますように日本人は結構勤労意欲が高いので、65歳でも34％の人このスライドをみても分かりますように日本人は結構勤労意欲が高いので、65歳でも34％の人日本人は結構勤労意欲が高いので、65歳でも34％の人

が働いているんですね。だから少子高齢化といって安易に外国人を導入した方がいいというんですけれど

も、私はまだまだ高齢者でも例えば、みんな70ぐらいまでは働く意欲があると思うんですね、日本人は。でも例えば、みんな70ぐらいまでは働く意欲があると思うんですね、日本人は。例えば、みんな70ぐらいまでは働く意欲があると思うんですね、日本人は。、みんな70ぐらいまでは働く意欲があると思うんですね、日本人は。みんな70ぐらいまでは働く意欲があると思うんですね、日本人は。

ですから、そういうのをうまく活用する。それとあと、日本人は専業主婦がものすごく多い。ヨーロッパ

はもう飽和して専業主婦が少なくなっていますから、これ以上変えることはできないんですが、日本人は

もうちょっとお子さんを持っている主婦が働くような体制をうまくシステム作りすれば、まだまだ労働力

は十分ある。むしろ貴重な戦力を子育てでやめさせちゃっている例がものすごく多いと思うんですよね。

そういうのを活用すればまだまだ貢献できる人はたくさん人材としてはあるので、やっぱりそういったも

のをうまく活用する。そうすると、みんなが働いてくれれば、当然それを支える基盤もできますし、それれば、当然それを支える基盤もできますし、それば、当然それを支える基盤もできますし、それ

から働いているとどうしても自分の健康は自分で守るようにならざるを得ないと思うんですね。自分がようにならざるを得ないと思うんですね。自分がにならざるを得ないと思うんですね。自分が

ちゃんとした働きをするためには常に健康でなけれ

ばならない。それから、もちろん職場であるとか地

域がもうちょっと予防ということに力を入れた政策

をやるべきだと思うんですけど。

　もし今そのようなシステム作りをやらないと、こ今そのようなシステム作りをやらないと、こやらないと、こ、こ

のスライドにあるような世界が待っているというこ世界が待っているというこ

となんですね。現実には、ここはもう85歳以上にな

ると20％の人は虚弱老人で、20％の人は寝たきり老

人で、3.5％の人は認知症の人たちということになっ3.5％の人は認知症の人たちということになっ％の人は認知症の人たちということになっ

てしまう。少なくとも、この寝たきり老人というの

は脳卒中の管理や何かをちゃんとする。それから病
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院や施設で作られるような寝たきりを防げばこれは激減するのは目に見えているんですね。それから、虚

弱、高齢者というのはやっぱり意欲がない、寝たきりになるんじゃないかという漠然とした不安で、しか

も何もしない人に多いと思います。やっぱり適度な運動習慣であるとか、栄養を考えた食生活をするとか、人に多いと思います。やっぱり適度な運動習慣であるとか、栄養を考えた食生活をするとか、。やっぱり適度な運動習慣であるとか、栄養を考えた食生活をするとか、

要するに暴飲暴食や喫煙を続けていればだんだん衰えますけれども、ちゃんとしたことをやれば、これも

激減すると思うので、本当に私が思うには、私の両親もそうでしたけれども、90歳になっても本当は自分ても本当は自分本当は自分自分

の身のまわりのことを普通にちゃんとしていれば、そうは人間って悪くならないんじゃないかなという気普通にちゃんとしていれば、そうは人間って悪くならないんじゃないかなという気

がいたしますね。

　では、どうして自分の健康は自分で守れないかと

いうと、医療制度が今まで良過ぎたのかもしれませのかもしれませ

ん。何しろタダというのはよくないということなん。何しろタダというのはよくないということなん

ですね。そのため予防のための検診をやっても日本そのため予防のための検診をやっても日本検診をやっても日本やっても日本日本

は２～ 30％ですが、保険制度がうまく機能してい２～ 30％ですが、保険制度がうまく機能してい～ 30％ですが、保険制度がうまく機能していですが、保険制度がうまく機能してい

ない天津では60％、90％の人がちゃんと検診に来ま天津では60％、90％の人がちゃんと検診に来ま

す。それから、やっぱり教育制度が欠陥だと思うん

ですね。何しろゆとりだとか何とか言っていますけ

れども、例えば理科だとか社会科の勉強を低学年かか

らやりますが、やっぱりこういう時代は身のまわり、やっぱりこういう時代は身のまわりは身のまわり

の個々の問題から入っていくべきだと思います。環環

境問題や食生活の重要性や生活習慣病、感染症の危険性をきちんと教えれば随分違うと思うんですね。な

ぜかというと、私の子供の頃、1940年代の終わりぐらいか50年代の初めぐらいには当時は娯楽がなかったの子供の頃、1940年代の終わりぐらいか50年代の初めぐらいには当時は娯楽がなかった1940年代の終わりぐらいか50年代の初めぐらいには当時は娯楽がなかったは当時は娯楽がなかった当時は娯楽がなかった

ので映画を小学校の庭でよく無料でやっていたんですね。それと一緒にキャンペーン映画をやるんです。それと一緒にキャンペーン映画をやるんです。にキャンペーン映画をやるんです。映画をやるんです。をやるんです。。

たとえば、麻薬のキャンペーン映画なんかをやるんですね。映像でその頃の頭の中にたたき込まれると、麻薬のキャンペーン映画なんかをやるんですね。映像でその頃の頭の中にたたき込まれると、映像でその頃の頭の中にたたき込まれると、その頃の頭の中にたたき込まれると、

やっぱり麻薬というのは恐ろしいものだなということがわかります。そういう子供はまだ純粋ですからすそういう子供はまだ純粋ですからす

ぐに反応すると思います。その頃から、肺癌の恐ろしさとか、運動の大切さとか、環境問題の大事さとか、その頃から、肺癌の恐ろしさとか、運動の大切さとか、環境問題の大事さとか、運動の大切さとか、環境問題の大事さとか、環境問題の大事さとか、

そういうのを教えていけば、小さな子供に親が注意されるような状態になれば、やっぱり親も気をつける

んじゃないかと思いますね。

　そういう教育というのが大切なので、物理的なことや化学的なこととか生理的なこと以上に、社会生活化学的なこととか生理的なこと以上に、社会生活学的なこととか生理的なこと以上に、社会生活

に根差したものをきちんと小学校で教えるということをやれば随分変わってくるのではないかなという気

がするんですね。

　それから、守れない人はやっぱり負担の増加を覚悟してもらわなくてはいけないと思います。これは今負担の増加を覚悟してもらわなくてはいけないと思います。これは今これは今

生命保険なんかでは一部導入されつつありますけれども、社会保険ではまったくないですよね。どんな疾どんな疾

病を入れるかは問題ですけど、予防しなかったためになったつけは本人の責任でもあるわけです。結果的を入れるかは問題ですけど、予防しなかったためになったつけは本人の責任でもあるわけです。結果的予防しなかったためになったつけは本人の責任でもあるわけです。結果的

にそういう人がお金を使うわけですから、負担増はやむをえないのではないでしょうか。そういう人がお金を使うわけですから、負担増はやむをえないのではないでしょうか。負担増はやむをえないのではないでしょうか。

　それから、地域や職場でスポーツクラブをもっと活用させたいですね。私は13年前に椎間板ヘルニアにもっと活用させたいですね。私は13年前に椎間板ヘルニアに椎間板ヘルニアにヘルニアにに

なったので腹筋を鍛えなくてはいけないといわれ、スポーツクラブに十数年間行っているのですが、行きてはいけないといわれ、スポーツクラブに十数年間行っているのですが、行きいけないといわれ、スポーツクラブに十数年間行っているのですが、行きわれ、スポーツクラブに十数年間行っているのですが、行き、スポーツクラブに十数年間行っているのですが、行き間行っているのですが、行き行っているのですが、行きるのですが、行き行き

始めてからほとんど風邪をひかなくなりました。私達は過去20年間近くライフスタイルと免疫の研究を動をひかなくなりました。私達は過去20年間近くライフスタイルと免疫の研究を動ひかなくなりました。私達は過去20年間近くライフスタイルと免疫の研究を動私達は過去20年間近くライフスタイルと免疫の研究を動動

物実験や高齢者の調査でしてきたのですが、ストレスであるとか、運動というのはものすごく健康に大や高齢者の調査でしてきたのですが、ストレスであるとか、運動というのはものすごく健康に大してきたのですが、ストレスであるとか、運動というのはものすごく健康に大きたのですが、ストレスであるとか、運動というのはものすごく健康に大たのですが、ストレスであるとか、運動というのはものすごく健康に大のですが、ストレスであるとか、運動というのはものすごく健康に大ですが、ストレスであるとか、運動というのはものすごく健康に大が、ストレスであるとか、運動というのはものすごく健康に大、ストレスであるとか、運動というのはものすごく健康に大

きな影響を与えているのですね。ですが、運動するにしても高齢者の運動は生半可な施設ではだめです。ているのですね。ですが、運動するにしても高齢者の運動は生半可な施設ではだめです。るのですね。ですが、運動するにしても高齢者の運動は生半可な施設ではだめです。のですね。ですが、運動するにしても高齢者の運動は生半可な施設ではだめです。ですね。ですが、運動するにしても高齢者の運動は生半可な施設ではだめです。、運動するにしても高齢者の運動は生半可な施設ではだめです。生半可な施設ではだめです。ではだめです。はだめです。

はっきり言って、小学校に屋内プールを作ったとしても、私は何回も行ってみて、すぐ風邪ひいちゃった
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りするんですね。運動したら、それと同じ位の時間リラクゼーションができるような施設を作ることですそれと同じ位の時間リラクゼーションができるような施設を作ることですリラクゼーションができるような施設を作ることですができるような施設を作ることですできるような施設を作ることです

ね。一方、今の職場はストレスフルです。やっぱり学校や職場でストレスの軽減、今リストラなんていう一方、今の職場はストレスフルです。やっぱり学校や職場でストレスの軽減、今リストラなんていう今の職場はストレスフルです。やっぱり学校や職場でストレスの軽減、今リストラなんていう

のはストレスの最大のものだと思うんですね。学校のいじめなんかもそうですけど、もっともっと真剣に

みんなが考えていかなくてはならないと思います。昔は、サラリーマンは気楽な職業だというようなこといかなくてはならないと思います。昔は、サラリーマンは気楽な職業だというようなこと。昔は、サラリーマンは気楽な職業だというようなこと

で、もっと和気あいあいとしていたような気がするんですけれども、それがまったく今はなくなっちゃっ

て、お父さんも家に帰ってきてイライラ。子供は学校でイライラ。そんなことでいい健康状態が作れるわ

けがないんですね。

　結局、これが最後のスライドですけれども、今、これが最後のスライドですけれども、今、ですけれども、今、

何が医療費で一番かかっているかというと終末医療

のためのお金がかかっているんですね。それは、60

歳代で脳卒中になったりすると、その後、20年ぐら

い長生きするんですよね。だけど、90歳まで生きる

と、私さっき言ったように、うちの両親でもそう

だったように本当に短い時間で生命を全うできる。

ここまで生き甲斐をもって自分自身で尊厳を損わな

い生活をできていたら、もう十分な人生だと思える

と思いますね。ですから、やっぱりこういう若い時若い時

代に病気にならないことが必要で、これがひいては病気にならないことが必要で、これがひいてはことが必要で、これがひいてはこれがひいては

医療費にものすごく大きな影響を与えるわけです。やっぱり私は医療費の根本は予防医学の確立ではない

かなと思います。

　すみません、時間が大幅に過ぎました。どうもありがとうございました。（拍手）

＊司会：司会：：

　ありがとうございました。非常に生々しい数値を拝見したように思います。ちょっと時間が押しており

ますので先生のご質問等はパネルディスカッションの時にお願いしたいと思います。
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