
 厚生労働省では 2001 年から、2010 

年度をゴールとした健康増進活動「21 

世紀における国民健康づくり運動」い 

わゆる「健康日本 21」を進めている。 

欧米では医療費抑制のため、20 年余 

り前から、病気の早期発見・治療から 

健康を増進して発病を予防する一次予 

防へのシフトがなされており、これに 

追随した形だ。到達目標を初めて具体 

的な数値で示したのが特徴である。し 

かし、健康づくりの主役は個人とうた 

いながら、実際には自治体が主役では 

ないかと思うほど、一般市民や市中の 

医師の認識は薄いようにも思われる。 

というより、手を出しかねているとい 

う現状があるのではないか。 

診療報酬改定がマイナスに振れる一 

方である中、医療の枠組みで疾病予防 

を行うためにと、2002 年 4 月の改定 

では、1996 年に新設された「運動療 

法指導管理料」が「生活習慣病指導管 

理料」へと変更され、高血圧、高脂血 

症、糖尿病の指導管理に一律 200 点が 

上乗せされた。算定の要件は 200 床未 

満の病院または診療所で、治療計画に 

基づき生活習慣の総合的な指導・管理 

を行った場合に月 1回算定できるとい 

うものだ。3ヵ月に 1回の「療養計画 

書」を発行し、月 1回以上適切な指導 

と治療管理が行われる必要があるが、 

検査・投薬・注射などを含めすべての 

費用は包括される。 

 厚生労働省が予防に並々ならぬ意欲 

を持っていることは、ここで猛火が 

えるが、患者の自己負担が増えている 

中では、なかなか算定しにくいという 

のが、現場の率直な声でもあるようだ。 

 これに先立つ 95 年には医療法第 42 

条が改定されており、医療法人には、 

「疾病予防のために有酸素運動（継続 

的に酸素を摂取して全身持久力に関す 

る生理機能の維持又は回復のために行 

う身体の運動をいう。次号において同 

じ。）を行わせる施設」を、診療所を 

附置したうえで併設することが認めら 

れるようになった。これが、いわゆる 

「42 条施設」で、全国でその数を増や 

しているといわれる。 

 ここでは、生活習慣病指導管理料を 

算定しやすくなるので、施設の使用料 

も民間のスポーツクラブなどに比べれ 

ば低く抑えることができる。また患者 

にとっては、医師の目配りが利くので、 

医学的にエビデンスのある指導、緊急 

時の対応などでも安心感が得られるメ 

リットがあり、その動向が注目されて 

いる。 

 
 一方の大きな課題は、高齢者の介護 

（寝たきり）予防で、こちらも生活習 

慣そのものが大きくかかわっている。 

来年は、施行 5年を経た介護保険の見 

直しがある。当初の予測以上に、「要 

支援」と「要介護度 1」への訪問介護な 

どの給付が膨らんでいることから、自立 

を促すよう筋力トレーニングなどを対 

象とした予防給付に切り替えられ、06 

年 4 月から実施される予定である。 

 例えば、筋力トレーニングでは、70 

～80 代で始めても効果が現れるとい 

うエビデンスもあり、もちろん、どの 

時点で予防に取り組んでも全く手遅れ 

ということにはならないだろうが、真 

剣に考えるなら、予防への給付を、ず 

っと手前で手当てできれば、さらに大 

きな効果が見込まれるはずだ。 

 最近、関西医科大学と浜松医科大学 

が共同で、9年がかりで小学 5年生の 

男女計約 9000 人の総コレステロール 

値をまとめた結果が発表された。 

 総コレステロール値が 200 以上（米 

国の小児用基準）の児童の割合は、女 

子が 1993 年の 9％から 2001 年は 19％ 

に倍増、男子も 11％から 16％と増加 

した。平均線コレステロール値も、女 

子が 166 から 175 に、男子も 168 から 

174 に上がった。肥満についても、女 

子（BMI20.3 以上）は 10％（93 年） 

から 12％（01 年）に、男子で（同 20.2

以上）も 13％から 15％に増えている。 

 食生活の変化や運動不足が子供をむ 

しばみ、生活習慣病予備軍が低年齢化 

している傾向に歯止めをかける方策も 

また強く望まれている。 

2010 年度のゴールと現場の距離 



 辻一郎・東北大学大学院教授（公衆 

衛生学）は、厚生労働科学研究で寝た 

きり予防のエビデンスを蓄積するた 

め、独自の検診に取り組んでいる。介 

護予防、生活習慣病予防に、医師がど 

う関与していくのか、その方向性を示 

唆する。 

 

 

 昔は予防と治療は完全に分かれてい 

たが、今の病気は慢性疾患が中心で、 

予防と治療は渾然一体となっている。 

超高齢化社会で、特に開業医師の方々 

は 10 年、20 年にわたって同じ患者さ 

んを診つづけているので、予防への関 

心は非常に高い。しかしながら、アセ 

スメントするためのツールが開発途上 

で、臨床の場に生かされにくい。予防 

の重要性が分かってはいても、ノウハ 

ウを必ずしも知っているわけではな 

い。また診療報酬で予防給付が認めら 

れていない状況で、やってくださいと 

いうのも現実的ではないので、制度的 

にも解決されていくべきだろう。 

 私の専門は介護予防。仙台市のニュ 

ータウンにある団地で、寝たきり予防 

検診を 2年間続けてきた。70 歳以上の 

方に受診を呼びかけて、各種の検査を 

するのに 1人 2時間かけ、1日 100 人 

しか診ることができない。スタッフは 

毎日 60 人くらい必要だ。これでは事 

業としては成り立たず、全国展開はで 

きない。 

 2 年間を通して受診される方は、心 

身のレベルが高い方だ。動けなくなっ 

て、閉じ込もりになって検診に来なく 

なる方も多い。検診に来る人だけでは、 

比較的リスクの低い人たちだけの評価 

になると分かった。ところが、ハイリ 

スクの人は必ず病院や診療所には行く 

ので、そこが介護予防の拠点になって 

もらわないといけない。 

 我々のエビデンスをフィードバック 

するにはまだ時間がかかるが、東京都 

老人総合研究所の開発した「おたっし 

や 21」で十分だと思っている。都の 

研究事業のエッセンスが抽出されお 

り、どこの市町村でも、プライマリ・ 

ケアの先生でもできるアセスメント 

だ。例えば、かぜなどで来院したつい 

でに、使ってみていただけたらと思う。 

介護予防のターゲットが効率的に絞れ 

るのではないだろうか。 

 

 生活習慣病についても、これまで主 

に治療に携わってきた医師の方々が予 

防にかかわることへの期待は大きい。 

食事や運動指導は市町村の保健事業と 

して位置付けられているが、マンパワ 

ー不足で広がりが見えない。市町村の 

事業は、医療のデータがない状況で行 

われるので、的確な指導ができないと 

いうこともある。 

 こうした健康指導は、病院や診療所 

の外来で待ち時間を利用して行っては 

どうだろうか。例えば栄養士を確保し 

て、患者ごとに 2ヵ月に 1回程度、外 

来の待ち時間に 20 分くらい個別アセ 

スメントを行って教育してはどうか。 

ビデオやパンフレットで、コレステロ 

ールを抑える食事例を見せても、生活 

習慣は変わるものではない。各人の生 

活をアセスメントし、個別の教育をす 

るというきめ細かい面談をずっとやり 

続けないといけないが、それができる 

場は病院と診療所しかないと思う。診 

療所が栄養士を雇うのは経済的に難し 

いので、栄養士や保健師をスタッフと 

して、健康教育や保健指導をするよう 

な企業や NPO ができていけばいい。 

そこが複数の医療機関と契約を結べ 

ば、経済的に成り立つのではないか。 

 生活習慣病指導管理料が不備だとし 

たら、おそらく求められている課題も 

それによる報酬も中途半端だからでは 

ないだろうか。本当にやろうと思うな 

ら、保険の中で予防給付をもっと格上 

げし、専門家を使って個別健康教育を 

行うこと。体制ができれば、皆さんや 

るのではないだろうか。 

 自治体がやれば無料ということが多 

いが、住民も健康教育に関して応分の 

支払いをすることについては抵抗がな 

個別的できめ細かく、 

持続性のある予防を 

可能にする拠点は 

診療所ではないだろうか 

 

 

 

 

 

 

 

○辻 一郎 

東北大学大学院医学系研究科教授（公衆衛生学） 



いのではないか。我々も運動トレーニ 

ングは、実費を頂いている。つえをつ 

いていた人が、つえなしで歩けるように 

なるなど、予防的なことをきちんとすれ 

ば病状も治まるので、本人の医療費負 

担も減り、意識も変わってくるだろう。 

 市町村の事業の対象にならない産業 

保健の対象者を見てみると、大企業で 

は地域よりも健康づくりに熱心で、個 

別健康教育にも成功している事例が多 

くある。もっとも中小企業では難しい。 

組合健保はよくて、政管健保の人はサ 

ービスが少なく、国保は中くらいとい 

うように、保険制度の中で受ける健康 

づくりのサービスや質、量が異なると 

いうのもおかしな話だ。しかし、少な 

くとも、かかりつけ医の前では、保険 

の種類に関係なく平等だ。予防の拠点 

が日頃顔を合わせるかかりつけ医にな 

ることで、保険制度による違いもかな 

り解消されるのではないかと思う。 

 

 今話題になっているパワーリハビリ 

などは、介護予防として介護保険の給 

付対象とすべきだと思う。要支援の方 

は予防を重点的に行うべきだ。 

 パワーリハビリにはいくつか誤解が 

ある。まず、元気なお年寄りをさらに 

元気にするために行政がお金を使う必 

要があるのかという点。元気な人には 

不要で、むしろ歩くのがおぼつかない 

方がやるのに最適な運動である。モデ 

ル事業でも、トレーニング前に筋力が 

低かった人ほど改善が著しい。要支援 

かその一歩手前の方に絞るべきだ。 

 次に、器械を使わなければトレーニ 

ングにならないのかという点。器械を 

使わなくてもいいが、使ったほうが安全 

できめ細かいトレーニングができる。腰 

の曲がった方の場合には背もたれの角 

度を変えられ、重りも細かく設定できる 

ので、レベルや改善程度に応じて調整 

できる。 

 3 つ目として、マシントレーニング 

だけすればいいと誤解する人がいる。 

そうではなく、マシンを使うことは極め 

て中心的な構成要素だが、あくまでも 

一要素だ。他にも全体のストレッチ、関 

節の強化、バランス強化なども必要だ。 

 4 つ目の誤解として、マシンから離 

れられなくなるのではないかという 

点。かつて老健の機能訓練で、皆が居 

着いてしまい、新しい人が入ってこら 

れないことがあった。その轍を踏まな 

いよう、マシンで半年くらいトレーニ 

ングした後は、器械から自立して日常 

生活を変えていけるように、最初から 

意識して個別指導をしていかなくては 

いけない。これは指導者のマンパワー 

の問題に帰着する。 

 社会として、予防のコストを払って 

いく方向にシフトしていかなければい 

けないと感じている。（談） 

問 12 あなたは、趣味やけいこごとをしますか？

   ○よくする 

   ○ときどきする 

   ○ほとんどしない 

問 13 肉類、卵、魚介類、牛乳のうち、 

   いずれかを毎日 1つ以上食べていますか？

   ○毎日、いずれか 1つ以上食べる 

   ○毎日は食べていない 

問 14 現在、食事づくりを 1週間にどのくらい

   していますか？ 

   ○ほぼ毎日 

   ○1週間に 4～5日 

   ○1週間に 1～3日 

   ○ほとんどしない 

問 15 これまでやってきた事や、興味があった

   事の多くを、最近やめてしまいましたか？

   ○やめない 

   ○やめた 

問 16 貯金の出し入れや公共料金の支払い、 

   家計のやりくりができますか？ 

   ○できる 

   ○できない 

問 17 自分で電話番号を調べて、電話をかける

   ことができますか？ 

   ○できる 

   ○できない 

問 18 薬を決まった分量、決まった時間に 

  ご自分で飲むことができますか？ 

   ○できる 

   ○できない 

運動テスト（3項目） 

問 19 あなたの握力は、男性の場合 29kg 以上・

   女性の場合 19kg 以上ですか？ 

   ○はい 

   ○いいえ 

問 20 あなたが目を開いて片足で立つことが 

   できる時間は、男性の場合 20秒以上、 

   女性の場合 10 秒以上ですか？ 

   ○はい 

   ○いいえ 

間 21 あなたは 5m を普通に歩くとき、男性の 

   場合 4.4 秒以内、女性の場合 5秒以内 

   で歩きますか？ 

   ○はい 

   ○いいえ 

おたっしゃ 21 リスク判定（体験版） 

東京都老人総合研究所の HP http：//www.tmig.or.jp/kaigoyobou/index.html より 

質問項目（18項目） 

問 1  ふだん、ご自分で健康だと患いますか？ 

   ○非常に健康だと患う 

   ○まあ健康なほうだと思う 

   ○あまり健康ではない 

   ○健康ではない 

問 2 現在、3種類以上の薬を飲んでいますか？ 

   ○飲んでいない 

   ○1～2種の薬を飲んでいる 

   ○3種類以上の薬を飲んでいる 

問 3 この一年間に入院したことがありますか？ 

   ○入院したことがない 

   ○入院したことがある 

問 4 この一年間に転んだことがありますか？ 

   ○転んだことがない 

   ○転んだことがある 

問 5 現在、転ぶのがこわいと感じますか？ 

   ○こわくない 

   ○こわい 

問 6 日常の移動能力についてですが、 

   おひとりで外出（遠出）できますか？ 

   ○自転車・車・バス・電車を使って、ひとりで

    外出できる 

   ○ひとりで遠出はできない 

問 7 ひとりで、1km ぐらいの距離を、続けて 

   歩くことができますか？ 

   ○不自由なく続けて歩ける 

   ○歩けるが難儀する、歩けない 

問 8 おひとりで階段の上り下りができますか？ 

   ○不自由なく階段の上り下りができる 

   ○階段の上り下りはできるが難儀する 

   ○階段の上り下りができない 

問 9 ものにつかまらないで、つま先立ちが 

   できますか？ 

   ○はい 

   ○いいえ 

問 10 トイレに行くのに間に合わなくて、 

   失敗することがありますか？ 

   ○ない 

  （トイレもしくは便器を使い、もらすことはない）

   ○ときどきもらすことがある 

  （下着を替える必要がある） 

   ○常時、おむつを使用 

問 11 尿がもれる回数は、1週間に 1回以上 

   ですか？ 

   ○全くない 

   ○1週間に 1回未満 

   ○1週間に 1回以上 



 －－－医療と別の視点で健康づくりを 

始められた背景をお聞かせください。 

久野 日本の 65 歳以上人口は 2000 万 

人を超えました。「要介護」や「要支 

援」など医学的臨床の対象となるグル 

ープと、生活習慣病や整形外科系の疾 

患を治療中でも自立されている人々も 

含め、大まかに健康というグループに 

分けられます。その割合は 2対 8ないし 

3 対 7くらいです。我々が見てきたのは 

後者で、必ずしも臨床医学の対象でな 

い人たちです。2025 年の 65 歳以上の 

人口は 3000 万人と 1000 万人増加する 

見込みですが、この割合は 2対 8 と 3対 

7 の間で、あまり変わらないと見積もら 

れています。 

 今まで地域で熱心に行われてきたの 

は検診です。早期に発見して治療する 

ことにはもちろん意味がありますが、今 

の医療費の現状はもはやそれだけでは 

立ち行かない。では積極的な健康法を、 

と言ってみても、そこにはシステムがな 

い。ひとまず健康だという人は、かなり 

個人任せにされてきました。そこにシス 

テムをつくってさらに元気になれば、社 

会の活力が高まる。医療費の面でも、 

2000 万人近い人の医療費が、例えば 1 

人平均 1万円下がれば全体で 2000 億 

円の削減効果がある。マスを動かす仕 

組みを作るべきだと考えました。 

 

－－寝たきり予防の大洋村プロジェ 

クトですね。 

久野 日本人が寝たきりとなる要因の 

第 1位は脳卒中、第 2位は痴呆あるい 

は転倒骨折で、統計により 2位と 3位は 

入れ替わります。脳卒中と転倒骨折を 

合わせると 50％ですが、連動や食事の 

コントロールで、ある程度予防可能だ 

と分かっていました。特に転倒の半分 

は予防が可能で、そこを狙ってプログ 

ラムを組もうと思いました。 

 1996 年に研究プロジェクトを開始し 

た大洋村は、人口約 1万 2000 人、高齢 

化率 25％、バブル期にはミニ別荘が乱 

開発されて「姥捨て山」と言われたこ 

ともあり、新旧住民の高齢化が進んで 

いました。 

 私たちはまず運動を重視しました。 

当時は有酸素運動やウオーキングが主 

流でしたが、研究を進めるうちに、ウオ 

ーキングの量を増やしても転倒骨折予 

防にはならないと示唆するデータが出て 

きました。世界中の論文を調べても、ウ 

オーキングが直接的に転倒骨折を予防 

すると証明するものはありませんでした。 

 そこで筋トレに着目しました。転倒骨 

折は、加齢によって筋肉が萎縮し筋力 

が落ちることで多発します。筋力は筋 

量に比例しますが、ウオーキングでは筋 

量は増えません。当時は学会でも、高 

齢者に筋トレは無理だとされていまし 

た。確かに、高血圧や糖尿病などを患 

う人が多い高齢者にとって、筋トレ的な 

運動は危険が伴います。重い物を持ち 

上げようとすれば血圧が上昇するので、 

高血圧の方には無理だというのが一般 

的な考えでした。ただ絶対無理と証明 

した研究結果もない。高齢者に合った 

やり方でやれば可能ではないか。それ 

を大洋村で確認しようとしたところ、安 

全に効果的にできたというわけです。 

－－具体的にはどのような効果が出 

ましたか。 

久野 我々は独自のアルゴリズムで体 

力年齢という指標を出しています。平 

均年齢 72～73 歳の方が半年の筋トレ 

を続けたところ、体力年齢は 10～15 歳 

若返りました（写真 1）。他の部位の痛 

みも取れて、驚くほど生活が変わりまし 

た。初期レベルが落ちている高齢者ほ 

ど変化はドラスティックで、特に筋系は 

interview 

常識破りの筋トレで 

寝たきり予防への効果を実証 

○  ○  ○ 

かつて高齢者には筋力トレーニングは無理だと言われていた。 

その“常識”を打ち破ったのは、筑波大学の久野譜也助教授らのプロジェクトだ。

茨城県大洋村を舞台に、自宅で機器を用いずにできる簡単な筋トレが、 

寝たきり予防と医療費削減に効果があると実証した。予防のための実証例を積み重

ねるにとどまらず、研究室を飛び出して、 

健康計画づくりと人づくりのためのベンチャー企業を設立した久野氏に、 

従来の健康政策が抱える課題と展望をうかがった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇久野譜也 

筑波大学大学院人間総合科学研究科助教授



ウォーキングなどで強化されていなか 

っただけに変化が大きかったようです。 

－－－これまでの施策の不備も見えて 

きました。 

久野 1 年日で、一番驚いたのは、我々 

にとっての常識が自治体では非常識だ 

ったことです。例えば、運動で健康に 

なるという学術データがたくさんあるの 

に、運動そのものをやってもいいのか 

ということが議論になるほどに非科学 

的で、プログラムも一切組まれていませ 

んでした。 

 もう一つ、研究で運動の効果を出し 

ても、地域に根付かせるシステムがな 

いことに気付きました。住民にしても、 

最初は大学のモルモットにされるので 

はないかという思いがあったようです。 

当初は生理学の専門家だけでやってい 

ましたが、社会学の人にも入ってもらい、 

市町村が効果を実感できるよう医療経 

済の先生も参加して、だんだん大きな 

プロジェクトになっていきました。 

－－－筋トレは自宅でもできるのが特徴 

ですね。 

久野 最近パワーリハビリという、いわ 

ゆるマシンを使った筋トレがはやって 

います。実は我々も最初は器械を使っ 

た運動でしたが、リハビリという言葉が 

好きではなかったので機器を用いた筋 

トレと呼んでいました。 

 

 

 しかし 4～5 年前、ある出来事を機 

に、自体重だけを使った「簡単筋トレ」 

「らくらく筋トレ」（写真 2）と呼ぶもの

に変えました。当時、週 2回の健康教室 

を開いていましたが、ある時に継続的 

に参加していた方が相次いでやめまし 

た。驚いて会いに行くと、みな同居し 

ている親や夫を介護する立場の女性で 

した。尋ねてみると、その後、一切運 

動はしていないという。そこで、これま 

での人を集めた教室型のプログラムの 

発想ではいけないと思い至りました。 

 茨城県下全 83 の市町村で高齢者の 

健康教室が行われていますが、どこで 

も年間を通して受講しているのはせい 

ぜい 30～50 人で、それ以上集めると 

いう発想がない。この 50 人に 2万円の 

医療費削減効果が出ても、合計で年間 

100 万円です。器械を使った運動では 

意味がない、教室だけでなく家庭でも 

できる一体型にすべきだと考え、プロ 

グラムを切り替えました。 

 もう一つ、我々のプロジェクトのポイ 

ントは参加者の継続率が高いことで、9 

割の方が 1～2 年続けています。要因 

の一つは、安全にできて、早く効果を 

実感できる個別プログラムだったこと 

です。高齢者では体力が 10％上がると、 

生活を大きく変えることができるので、 

継続できる励みにもなります。 

 早く効果が上がる個別プログラムを、 

自治体や医師がつくるのは難しい。つ 

くり方や仕組みなどのソフトが供給され 

なければ、1000 人の個別プログラムは 

出せません。研究者は必要だからつく 

りなさいと言うだけ、医師は運動の中 

身を指示することもなく、30 分運動しな 

さいと言うだけ。そこを崩さないと変 

わりません。 

 

－－－先生が体育学専攻から、健康・予 

防へとシフトされた経緯は。 

久野 医師は運動のノウハウを持って 

いないので、お互い補完し合う時代だ 

という思いがあります。私の専門は筋 

肉の研究で、博士課程で放射線科に進 

んだのは、MRI を自由に使いたかった 

からです。大腰筋が転倒予防のキーと 

なると明らかにできたのは、一つの大 

きな成果です。 

 筑波大学の先端学際領域研究センタ 

ーは、最先端の研究を行うと同時に社 

会還元を求めるところだったので、研 

究成果を社会に還元することで勝負し 

ようと、積極的にフィールドに出るよう 

にしました。 

 大洋村のサクセスストーリーができ 

たので、4、5年前から全国に発信して 

いましたが、それだけで世の中が変わ 

るとも思えません。自分たちの大学の 

研究成果をもっと機能させる仕組みが 

欲しくなりました。大学はあくまで研究 

の場ですから、その受け皿としての事 

業を担うベンチャー、つくばウエルネス 

リサーチ（TWR）を 2年前に立ち上げ 

ました。 

 出資金 2800 万円の 9割は大学の先 

生方が出してくださいました。夢や理想 

に合わないことはしたくないので、いち 

早くキャピタルゲインを求められるベン 

チャーキャピタルからの申し出は断りま 

した。 

－－－会社のミッションは何でしょう。 

久野 メインは自治体へのコンサルテ 



 

ーションです。旧来の発想でしか健康 

増進策をつくれない自治体のために、 

計画づくりとマネジメントの人材育成を 

担います。 

「健康日本 21」には多額の啓蒙費が使 

われているし、健康行政も相当無駄遣 

いしている。自治体の人とコストの話を 

すると、「この事業では 100 万円しか使 

っていない」と言うが、それはあくまで 

も事業費のことで、準備期間の彼らの 

人件費は考えられていません。 

 これまで運動の指導者は大勢育って 

きていますが、マネジメントの能力が不 

足しています。ウエルネス・マネジャー 

と呼び、指導はもちろん行ったうえで、 

地域に合った健康政策を立てて参加者 

を集め、参加者が続けていけるような 

マネジメント能力を待った人を育てて 

います。養成コースは 2期制で、1期日 

は 5泊 6日、2期日は 3泊 4 日のｺｰｽを 

受講してもらいます。自治体の健康づく 

りの担当者以外にも、健保組合関係、 

NPO や個人で運動を指導されている 

人などが参加されています。 

－－プロジェクトには医師も参加され 

ていますね。 

久野 我々の研究チームには皆、循環 

器や整形外科などの医師が入っていま 

す。TWR の副社長も、今春退官され 

た循環器の教授です。医師との連携は 

切り離せません。例えば、高齢の方の 

個別プログラムには、メテリカルチェッ 

クが必要ですから、自治体も医師や医 

師会との連携が不可欠です。 

－－医師に望むことはありますか。 

久野 高齢者はリスクの高いことが多 

いので、メディカルチェックで運動は不 

可と判定されることがよくあります。医 

師の責任論だけ考えれば、少しでも危 

険だと思ったら全部はじくのが一番安 

 

全ですが、できるだけ取り込む発想、こ 

こはダメだけど、これだけはできるとい 

う発想に切り替えていただければと思 

います。筋肉は使わなければ落ちてい 

きます。運動の内容は、医師と我々が 

協力して考えるべきものだと思います。 

 必ずしも「42 条施設」（21 ページ参 

照）のような施設でなくてもいいですが、 

医師の管理下でもっと運動ができるよ 

うな仕組みも要ります。通常はメディカ 

ルチェックではねられてしまう人も、医 

師の監視下で体調をモニターしながら 

ならできることもあり、その方々への効 

果は高いうえ、医療費への貢献も大き 

いでしょう。 

－－治体で投資に見合うだけの医 

療費削減効果は出ていますか。 

久野 医療費は 1年遅れにならないと 

出ないので、今はデータを取っている 

最中です。3年目で 700 人もが参加する 

ようになった新潟県見附市のようなとこ 

ろもあれば、1年日から体力年齢が延び 

るという、目に見える効果が現れている 

ところもあります。 

 

－－－健康づくりにかかる費用は誰が 

負担すべきでしようか。 

久野 個人も負担すべきです。我々が 

自治体にプログラムを供給する条件の 

一つに、参加者からの費用徴収があり 

ます。市町村が行うので高くなくてもい 

いが、個人は受益者として応分に負担 

すべきです。参加者が 1000 人になって 

も自治体で費用を出せるかと問えば、 

財源がないということになります。 

 本当に数値的に効果があるという証 

拠があれば、予算をつけて実施したい 

という首長さんは多い。参加者が増え 

て本当に医療費が下がれば、それが別 

の財源になる可能性さえあります。国と 

しても、3～5年後に団塊の世代がリタ 

イアするまでに新しい制度をつくってお 

かないと大変なことになります。我々の 

役目は多くのエビデンスをつくることで、 

社会技術の研究や実証例をきちんと蓄 

積していきたいと思い続けています。 

－－－本日はありがとうございました。 

さらなる成果を期待しております。 



 東京都心のオフィス街にある乃木阪 

いなじクリニック（東京都港区）は、 

運動療法施設「メディックフィット乃 

木坂倶楽部」に併設されたクリニック 

として 2001 年に開業した。循環器を 

専門にする稲次潤子院長は、日本エア 

ロビクスセンター（千葉県長柄町）の 

立ち上げにも携わった運動療法の第一 

人者。現在は、クリニックと運動施設 

は別に運営されているが、ゆくゆくは 

医療法人化させることで「42 条施設」 

（21 ページ参照）にしたいという。 

 フィットネス施設に定期的に通って 

くる会員は現在 60 名ほど。会員にな 

るには、まず、いなじクリニックでメ 

ディカルチェックを受ける。問診や診 

察に加え、血液・尿検査、血圧、安静 

時心電図、胸部Ⅹ線、さらにはトレ 

ッドミルや固定式自転車で段階的に負 

荷を与えて、心肺機能と潜在的な心臓 

病の有無をみる。 

 これらの結果を基にして、稲次医師 

 

は個々人に応じた運動メニューの目安 

をつける。身体状況によっては、治療 

を優先するとの結論になることもあ 

る。入会金 3万 1500 円は、このメデ 

ィカルチェックに充当する。 

 入会後は稲次医師が個別に運動処方 

箋を用意し、健康運動指導士に指示を 

与える。月額の会費はいなじクリニッ 

クの受診者で 1万 500 円、他院にかか 

りつけの主治医がいる場合は 1万 

5750 円。いなじクリニックでは一般 

の診療もしており、患者のうち十数名 

が施設の会員でもある。必要な人には 

栄養指導も採り入れており、運動指導 

士の資格も持つ栄養士が指導する。中 

でも、糖尿病・高血圧・高脂血症の管 

理をしている場合には、診療費として 

生活習慣病指導管理料を課している。 

 ダイエットや引き締めを望む 20 代 

から、生活習慣病に悩む中高年と会員 

の年齢層は幅広い。中心は 40 代～60 

代で、オフィス街にある利便性から仕 

事帰りという人が多い。近隣にある循 

環器専門の心臓血管研究所附属病院と 

 

 

の病診連携も進んでおり、心臓に不安 

を抱えた人や、70～80 代で心筋梗塞 

などの既往がありながら、体力の維持 

や介護予防を目的に通ってくる人も多 

い。 

 予防以外に、心臓リハビリテーショ 

ンの運動療法も行っている。最高齢 

88 歳の会員の目的はこれである。病 

院内では健康保険を使って行える期間 

は 6カ月と限られているので、その後 

は自費で行う必要があるが、一般のス 

ポーツクラブに通うには、患者本人に 

とっても不安が先立つし、心筋梗塞の 

病歴を理由に入会を断られるケースも 

ある。医師が常勤するこの施設ならで 

はの安心感を得られている。 

 運動前後の体調の確認では、血圧、 

脈拍、体重を測定し、話を聞く。高齢 

者が運動を続けていると、関節痛など 

整形外科的な痛みをどうしても感じる 

ことにもなるので、運動前に膝を診る 

などして、運動メニューを微調整する 

役割もある。 

 他院に主治医がいる場合にも、その 

医師が書いた運動処方箋が基になるだ 

けで、運動指導の流れは変わらない。 

もちろん何かあれば、稲次医師がすぐ 

対応するし、月に 1回、運動療法のリ 

ポートを書いて主治医に報告、定期的 

な検査に基づいて指導内容に変化を付 

けていく。 

 クリニックのスタッフは、稲次院長 

以外に、栄養士、事務担当者、看護師 

で、運動指導士は施設側に所属してい 

る。現在は別組織だが、近い将来の一 

本化を目指している。 

運動療法施設と一体化したクリニックで 
 

乃木坂いなじクリニック（乗京都港区） 



  循環器科に入局し、教授から予防と 

いう研究テーマが与えられ、最初から 

治療というより予防という観点から見 

ている。中でも連動療法をテーマとし 

て見据えることになったが、心筋梗塞 

など循環器の疾患でいえば、予防に勝 

るものはないと考えている。 

 2 年間の研修を修了する頃に、ちょ 

うど千乗県にエアロビクスセンターを 

立ち上げる話があった。センターは宿 

泊設備も備えた複合運動施設で、競技 

スポーツや健康を目的とした運動をす 

る人のために、クリニックも整えると 

のことで循環機能を診る医師を必要と 

しており、そちらに移った。 

 エアロビクスの創始者である、アメ 

リカのケネス・クーパー博士のクリニ 

ックと運動施設に研修に行き、直接指 

導を受けた。当時は、私自身は運動す 

るのが好きではなかったが、エアロビ 

クスに出会い、自分のペースで気持ち 

よくできる運動に魅せられて、自分も 

始めた。運動療法とのかかわりはここ 

からだ。実際に患者さんに指導する際、 

例えば時速 6km で歩くというのはど 

れくらいのスピードか体感していない 

と分からないし、患者さんが行う運動 

は自分でも一応やってみる。 

 センター内のクリニックでは、メディ 

カルチェックのほか、運動負荷試験を 

採り入れた人間ドックを担当した。この 

人問ドックの結果を基に健康相談を行 

い、治療の手段として運動を指導した。 

エアロビクスセンターで長らく行ってい 

た内容を、都心でもう少しコンパクトに 

やっていけるだろうかと挑戦する意味 

もあって、こちらを開業した。 

 ここでも健康診断を行っていて、い 

ろいろな方がいらっしゃるが、もう少 

し早くお会いして、きちんと介入がで 

きていたらよかっただろうと思うこと 

もある。 

 治療を主とする医師と、予防を主と 

する医師は分業してもいいのかもしれ 

ない。他院にかかっている患者さんが 

医師から運動を勧められ、医学的な問 

題もあるので自分に合ったベストな運 

動を知りたい、管理して 

欲しいとこちらを訪れる 

こともあり、診診連携と 

なっている。生活習慣病 

以外でも、例えば更年期 

症状の治療を婦人科で受 

けている方が、血圧やコ 

レステロールが高く運動 

もしたほうがよいと勧め 

られて当クリニックで受 

けているケースがある。 

 生活習慣病指導管理料 

を課そうとすれば､こちら 

 

もかなり手間がかかるが、患者さんの 

負担増を考えれば、その割には請求し 

づらい。しかし、少なくとも運動をして 

いる方には、それだけ手を掛けている 

ことは分かってもらえるので、今まで嫌 

だと言われたことはない。今は患者さ 

んの数も限られているので、細かい指 

導ができているのだと思う。 

 日本医師会が何時聞かの講習を受け 

させることで健康スポーツ医を認定し 

ているが、資格を持っていても、実際 

に指導できる方は大変少ないと思う。 

例えば、患者さんに 1日 30 分ウオー 

キングをするようにといったマニュア 

ル的指導はできても、どういうところ 

をどのくらいのスピードで歩けばいい 

のかという具体的なことを聞かれる 

と、なかなか答えられないようだ。港 

区医師会には健康スポーツ医の有志が 

集まる運動療法懇話会があり、健康増 

進施設でメディカルチェックと運動相 

談に当たっている。同時に他の地域の 

健康スポーツ医の支援やスキルアップ 

の手伝いをしている。 

 予防はいろいろなことができるので 

面白い。病院にいると、医師は、患者 

さんが来てくれないと手を出せない 

が、予防の仕事はこちらからどんどん 

出て行くことができるので、グレーゾ 

ーンの時期からかかわることができ 

る。患者さんが薬を飲んで良くなった 

というような手応えはすぐには出ない 

かもしれないが、どうしたらいいのか 

迷っている方を、大勢フォローできて 

いると感じている。（談） 

例えば時速 6km で歩くスピードとは… ・稲次潤子院長

患者さんのする運動は自分でもやってみる 



 富山市の近郊にある真生会富山病院 

には、内科の一部として、生活習慣病予 

防を中心とした健康増進外来がある。 

 当初は、栄養士ではなく医師自身が 

栄養指導を行う食療内科としてスタート 

した。担当する大淵尚医師は、食品の 

持つ固有の働きに注目して、薬のみなら 

ずサプリメントや健康食品にも頼らな 

い、東洋医学的な指導を行っていた。 

ただ、食事だけに気を配っても、運動や 

メンタルヘルスのバランスが崩れれば、 

健康は維持できない。このため、2003 

年 6 月から､トータルな健康づくりをサ

ポートする健康増進外来へ衣替えした。

 

 食療内科時代には、西洋医学的な治 

療を受けたくないという難病患者など 

も多かったが、現在はほとんどが生活 

習慣病とその予備軍。患者には肥満で 

糖尿病を発症した小学生もいるが、中 

心は主婦も含めた 40 代の働き盛りで、 

住民健診や職場健診でリスクを指摘さ

 

れた人たちである。また大病から回復 

して健康のありがたさを知った人が再 

発防止目的で来院することもある。同 

院の内科を経由して、回ってくること 

が大半。初診・再診とも予約制だが、 

受付時間は 19 時半までなので、勤め 

帰りにも足を運びやすい。 

 初診の患者の場合、血液検査と独自 

の問診票を基にして、食事・運動・メ 

ンタヘルスのバランスで、どこに問題 

があるのかを引き出す。みっちりと話 

を聞くため問診に 1時間かける。ほと 

んどの場合、改善すべき項目は山のよ 

うに抽出できるが、いきなり完壁な生 

活習慣に変えることは不可能との判断 

から、最大の問題点でしかも効果が実 

感できる部分に対して指導する。例え 

ば、帰宅が遅く夕食が深夜に及ぶとい 

うような場合、途中でゼリー飲料など 

を補食してもらい、帰宅後は食べない 

という工夫をするよう勧める。理想を 

言えば、午後 7時ごろまでに腹八分目 

に食事し、食後 30 分して運動し、早め 

に休むことだが、現代社会ではほぼ不 

可能だ。実行可能なことを示すところ 

に指導のポイントを置く。運動習慣に 

ついても、シューズの選び方、歩き方 

などを具体的に説明する。腰を前に出 

すように、後ろの人に足の裏を見せるよ 

うにと説明し、一緒に歩いてみせる。 

 その後の再診は、生活習慣改善の効 

果が実感できる 2週間に 1回を目安と 

して、こちらも 30 分かける。薬のよ 

うに即効性が出るものではなく、診察の 

期間はこれでも短いくらいだという。 

 大淵医師が指導で最も心掛けている 

のは、各個人が病気に至る生活面の諸 

事情に共感を示すこと。そのうえで、 

初期の糖尿病や高血圧の患者を前に 

「今なら治る」「最終的には薬をなくせ 

る」と断言して、やる気を引き出すこ 

とだという。 

 予防で地域に奉仕したいという病院 

の方針もあって、現在は基本的には保 

険診療として、特定疾患療養指導料の 

みを算定することがほとんどである。 

診察時間の長さを考えれば破格の奉仕 

といえる。ただ一方で、これだけ丁寧 

な指導なら自費でも構わないというモ 

チベーションの高い患者も出てきてお 

り、生活習慣病指導管理料を算定する 

ケース、また評判を聞きつけて来院し 

全く自由診療というケースもある。 

 スタッフは大淵医師のみで、健康運 

動指導士、栄養士、さらには医事業務 

の一部までをすべて兼任しているよう 

な形だ。診察室の隣には、運動の手本 

を示すための部屋がある。もともと病 

室だったところに、所狭しと器具が並 

ぶ。病院が購入したもの、デモ用にと 

企業から提供されたもの、さらには大 

淵医師が自費で購入したものもある。 

診療時間内に、大淵医師の目の届くと 

ころで体験するための部屋であり、 

「42 条施設」（21 ページ参照）のよう 

に、人員もスペースもないので、開放 

しているわけではない。 

 さらには、喫煙習慣についても、禁 

煙ではなく“卒煙外来”という言葉に 

こだわって指導している。リニューア 

ルして 1年、まだまだ採算が取れるま 

でには至らないが、着実に地域の評判 

を得ているようだ。 

生活習慣病予防の健康増進外来を開設 

真生会富山病院  （富山市大門町） 



 対外的には内科の中の健康増進外来 

という扱いだが、私の意識としては、 

独立して全く違う診療内容を担ってい 

る健康増進科と思っている。 

 今は生活習慣病の 1.5 次予防が中心 

だが、ゆくゆくは一次予防、漢方でいう 

ところの「未病」に関心がある。健診 

の結果で渋々来るというのでなく、将来 

はいきなりここを訪ねる方が増えて欲 

しいと思っている。健康に関心のある 

人が、どうしたら病気にならないかを相 

談でき、それに対してエビデンスがあ 

り、確実に病気が予防できるものを提 

供できる場所にしないといけない。

 

 これだけマスメディアに健康知識が 

氾濫しているにもかかわらず、なぜ医 

療費は高騰する一方なのか。理想ばか 

りで現実的にできる方法が示されてい 

ないからだと感じる。ある食べ物や運 

動が体にいいと言っても、実際試そう 

とすると、具体的な方法を知らねばな 

 

らない。3000 歩を歩けと言っても、 

歩く時間帯、服装・靴、細切れをトー 

タルしてもいいのかと、山のように疑 

問が出る。ここではそれをきめ細かく 

指導している。患者さんそれぞれの事 

情を理解したうえで、分かる言葉で実 

現可能な提案をする。200kcal 減らせ 

と言っても分からないから、例えばコ 

ンビニで 500 円で売っているものが 

500kcal だと話す。 

 体重が増えおなかも出てきている、 

中性脂肪も高いと言われ、それでも症 

状が自覚できない段階でこそ「治る」 

のに、患者は危機感がない。目標を示 

しても患者が一歩を踏み出せるところ 

まで丁寧に指導しないから「治らない」 

という面が強い。 

 今の保険診療体系の枠組みの中で 

は、予防をやろうとしても採算が合わ 

ない。だから、簡単に患者の話を聞い 

て、運動や食事の注意事項を書いたパ 

ンフレットを渡し、とりあえず薬を処 

方するというような診療になる。薬を 

出すのは、火事の火元には手をつけず 

に火の粉ばかりに水をかけているよう 

なものなので、結局、薬は増えて、例 

えば糖尿病なら最後はインスリン注射 

が必要ということになってしまう。本 

当は公衆衛生の視点から行政が予防医 

学を進めるべきだと思うし、諸外国に 

は温泉療法などを保険でカバーしてい 

る例はたくさんある。 

 厚生労働省としては生活習慣病指導 

管理料をどんどん取ったらいいという 

だろうが、薬も出さずに話をするだけ 

なら、安くていいだろうという患者さ 

ん側の意識が変わらない限りはそれも 

難しい。医療機関、患者さん、行政が 

歩み寄って、変えられるところを変え 

ていかないといけない、その牽引役が 

果たせればと今は耐えている。 

 

中には、生活習慣病の巣窟だったよ 

うな方が見違えるほど健康になり、会 

社でも評判になり健康増進係のリーダ 

ーになった方もいる。効果が徐々に実 

感できるようになって、患者さんの家 

族や知人にも広がったり、口コミで来 

てもらえる人も出てきた。 

 ゆくゆくは「42 条施設」（21 ページ 

参照）のようにしたいという思いもあ 

る。患者さんのモチベーションを上げ 

るという意味では、そういう施設を作る 

ことには意味がある。 

 一方で、器具がないから通わないと 

できないということではなく、乗馬運 

動器具などは、自宅のロッキングチェ 

アで代替するというような工夫も大事 

なことだ。患者さんには自己血糖測定 

器を貸し出して、運動前後で測れるよ 

うにしている。この程度の運動で血糖 

値が下がるのかと実感できれば、運動 

しようと思ってくれる。群馬県前橋市 

の歯科医の丸橋賢氏の言、「人は知識 

では変わらない。感動で変わる」を肝 

に銘じている。 

 本当の意味での生活習慣病の治療現 

場はまさにその人の生活の場であっ 

て、病院ではない。その患者さんが過 

ごしている場所が、生活習慣病をつく 

っている場であると同時に、治せる場 

所でもある。だから、まず家庭や職場 

の中でできることを指導していかない 

といけない。（談） 

健康知識は氾濫しているのに  ・・・大淵 尚医師 

現実的な病気予防法が示されていない 確実な方法を提供したい



 国民健康保険中央会では 2003 年度 

から、生活習慣病の予防と健康寿命の 

延伸のため、地域開業医に「かかりつ 

け医機能」（表）を普及させるモデル 

事業を開始した。モデル地区は、北海 

道奈井江町、神奈川県伊勢原市、長野 

県茅野市で、①予防と医療の連携、② 

診療所と病院の機能連携、③地域住民 

への情報提供、が事業の 3本柱。都市 

型モデルを目指す、伊勢原市の予防と 

医療の連携の仕組みを見る。 

10 万人都市の伊勢原市は東京都心 

から 1時間強のベッドタウン。高齢化 

率は 15.8％で、出生率は低下している 

が人口は横ばいだ。南北 10km の市内 

には、一次医療機関として 40 余りの 

 

表 かかりつけ直の６要素 

（国保中央会「地域における包括的な保健・

医療のあり方に関する研究会」） 

診療所、二次の伊勢原協同病院、三次 

の東海大学医学部附属病院と、医療資 

源に恵まれた地区である。医師会など 

への協力要請や、市民のかかりつけ医 

に関するアンケート（図 1）など準備 

期間を経て、柱の一つである予防と医 

療の連携事業はこの 8月に始まった。 

流れは図 2に示す通りで、誕生月に行 

う基本健診の受診者を対象とした個別 

健康相談が中心。同市の健診受診者は 

約 1万 2000 人で、8割以上が地元の 

開業医に受診している。何らかの医療 

を受けながら、ついでの折に健診を受 

けるというケースが多い。事業の参加 

者には年間 350 人を見込んでいる。 

 全国平均と比して、糖尿病の標準化 

死亡比（SMR）が高い（男性 103、女 

性 130）ことから、糖尿病を重要視し、 

東海大学の大櫛陽一教授の協力を得て 

年齢別に HbA1c の上限値を割り出し 

た。検査値がこの上限を上回る場合に 

要指導となり、医師は生活習慣などの 

聞き取りをし事業参加の意向を確認し 

たうえで、市宛てに支援依頼書を作成。 

依頼書を受けた市では、対象者に直接 

アプローチし、保健師、栄養士、運動 

指導士などのコ・メディカルスタッフ 

による個別の健康相談を受けてもら 

い、食事や連動療法のプログラムを作 

成する。さらに必要に応じて、医師が 

行う糖尿病予防教室への参加を促すほ 

か、保健活動には医師が介入すること 

がある。依頼書作成など、医師がかか 

わった部分については、市から報酬が 

支払われる。 

 6 ヵ月後に再検査を実施し、健康教 

育と早期の介入について、非介入層と 

の比較で事業を評価する。高血圧や高 

予防と医療の連携 都市型モデルが始動 
 

地域開業医と自治体 （神奈川県伊勢原市） 

①患者の生活状況を把握し、日常よくある病気や治

 療に対応する 

②病気や障害の緊急度・重症度に応じて適切な医 

 療機関を紹介する 

③地域住民の健康問題に気軽に相談に応じる 

④医療機関、関連する機関と連携し、健康増進や疾

 病予防から、退院後のリハビリ、介護サービスと

の協力など継続したサービスを提供する 

⑤在宅診療、健康教室など、積極的に地域に出向く

⑥住民や患者に、かかりつけ医機能や役割を説明し

 保健・医療の情報を提供する 



 

脂血症、肥満についても通常の基準値 

を用いて同様の介入を行う。 

 

同事業を担当する保健福祉部保健・ 

医療モデル事業推進室の志村功氏は、 

「本当に必要がある人にどこまで介入 

 

できるかがカギ」と見ている。事業に 

参加できるのは、時間的に余裕のある 

家庭の主婦や高齢者に限られる可能性 

もあり、医師会では土日や休日に教室 

などを開くべきだという意見も出てい 

る。また、生活習慣病を発症した勤め 

人が、定年後は産業保健から地域保健 

 

の対象になり、医療費を押し上げると 

いう構造は依然としてある。「ゆくゆ 

くは産業保健とクロスオーバーさせ 

て、50 代ぐらいからうまく介入して 

いける仕組みを目指したい」と言う。 

予防と医療の線引きはできない･･･須藤宣弘医師（須藤医院院長、伊勢原市医師会）

だがリスクのない人の予防は社会全体で進めていくべきだ
 私自身の診療の現場で、基本的には 

予防と医療の間にはラインは引けない 

と考える。いわゆる生活習慣病では、 

薬を出すこと自体を予防だととらえて 

いる。例えば、糖尿病の患者さんは、 

糖尿病のために死亡するわけではな 

く、合併症で亡くなる。 

 しかし、リスクのない単純性肥満の 

方がやせるための処方や、全く健康な 

方への運動処方までを予防医療として 

受け入れれば、それだけで医療費は爆 

発してしまう。それらは我々が個別に 

行うものではなく、行政や社会一般が 

進めていくべきことだと思う。 

 

 

このモデル事業で我々が介入する対 

象は、多少の医療的リスクファクター 

がある方だ。医師会は今までも、市の 

行う健康教室など様々な事業に協力し 

ており、健康な方への予防にかかわっ 

ている。ただ、各医療機関としては、 

医療費をきちんと頂けなくてはできな 

い。医療の現場にそうした予防目的の 

方が入ってくると、人員的にも難しい 

し、本来医療を必要としている方が非 

常に困ることになる。 

 これまでは、「年 1回の検診に協力 

した」というところまで。毎年来られ 

る患者さんには、アドバイスや説明を 

個々に行っていたが、それをもう少し 

細かくできるということで、医師会と 

して、今回の提案を歓迎している。 

 私自身は地域医療の担い手として、 

もちろん高脂血症や高血圧などの生活 

習慣病の方も診ているが、現時点では 

生活習慣病指導管理料を払ってもらっ 

ている患者さんはいない。生活習慣病 

指導管理料を請求するためには、毎回 

指導しなくてはいけないが、来院され 

るたびに、やせなさい、歩きなさいと 

言っているのでは、患者さんは開く耳を 

持たなくなるのではないだろうか。基本 

健診の時などで十分とも思う。ただ、私 

は一般内科だからそう言えるのであっ 

て、糖尿病や腎臓病の場合には、生活 

を崩すと亡くなる場合や重症例もあり、 

毎回指導して請求もすべきだろう。 

 

 

私の患者は、このフォローアップ事 

業の対象となる方より年齢層が高い。 

90 代の方も 30 人いて、うち約 20 人の 

ところへ往診している。10 年前にはこ 

んなに寿命が延びると思わなかった。 

患者が寝たきりになって病院を出てし 

まえば、その後どのくらい生きているか 

を病院の先生は把握していないように 

感じるが、我々はそ 

の先を診ている。 

 生活習慣病予防 

にかかわることは、 

広い意味では介護 

予防ともなり、要 

介護になるずっと手前の段階で、その

方の 20 年後、30 年後の生活を守って

いくものだと考えている。 

 介護予防では、まずは体力が必要だ。

今 70 歳くらいの方は半分以上が 85 歳

以上まで生きられる。その場合、疾患

より生活習慣が問題となることが多 

く、筋力が落ちて体力が衰えてどんど

ん悪くなる人がいる。ごく一部だが、

家の中で全然動かない生活だから太っ

てしまい、そのまま寝たきりになって痴

呆を発症したという方がいる。 

 80 歳になっても、ぜひ旅行を楽し 

んでもらいたいと思っている。旅行に

行くと、歩けるかどうかだけでなく、

坂の上り下りが問題になる。診察の場

で、「歌舞伎座にはエスカレーターは 

ないよ」「箱根は坂だらけだよ」と冗 

談めかして、その方に合わせてリスク

を勘案しながら、坂の上り下りを個別

指導している。私を主治医と思ってい

る方に関しては、予防を含めて、かか

りつけ医の機能は果たせているのでは

ないかと思っている。（談） 


