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健康寿命を延ばす方法

１．私たちの老後の人生はバラ色か？

２．病気と病院、治療の現状、そして私たちは？

３．病気治療以外で健康寿命を延ばせるか？

４．「健康寿命」と「幸福な人生」とは？

５．「幸福な人生」を実現するには？

串本文化センター2021年1月31日

脳神経外科 小野道夫

ヘルスリテラシー（健康を決める力）について

１．健康に関する正しい情報を集める

２．分析し、判断し、決断

３．自らの生活、行動の変容を起こす

４．幸福な人生をおくれる町づくりに貢献する

５．反省と再挑戦

自分を守り、家族を守り、隣人を守れるように

高齢化社会の生活と医療の問題点を知り、健康寿命を
延ばす生活習慣、町づくりを実践する。

ヘルスリテラシー向上のための情報収集

縦の関係（血縁）
家族

横の関係（地縁）
友人、隣人、職場、地域

斜めの関係
インターネット
SNS、書籍
講演会

 限られた情報
 限られた情報評価能力
 変化を拒む、現状維持

 より広い視点
 広範な情報
 より高い情報評価能力
 変化を受容、現状打破

串本町の高齢者の現状

日本の６５歳以上の高齢者 高齢化率 ２７．７％ (世界一)

串本町人口16558人【65歳以上：7112人（43％）
（平成28年度）】

要介護（要支援含む）：1762人（65歳以上の24.8％）
日本 要介護（要支援含む）657万人/3617万人（18％）

要支援者数： 565人
要介護者数： 1197人

その他：5350人
（串本町令和2年6月）

串本町の高齢者世帯と看取りの現状

高齢者の世帯数は4292

高齢夫婦世帯は 34％と全国平均レベル

高齢者の独居世帯は 43％と高い。

合計 77％

看取りが自宅の割合は10％と低い。

老人ホームの割合は4％とやや低い。

８６％が病院で死亡

介護をどこでどのように受けたいか

自宅を希望＝７３．５％ 有料ホーム、特養、病院
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独居の方の現状

社会参加、社会貢献の減少

趣味や外出の機会の減少

友人、地域との交流の減少

家に引きこもる

栄養低下、運動不足＝フレイル（frailty=虚弱)

独居の方たちの45.4％が孤独死を考える

独居男性の30％は、2－3日に一度の会話

介護現場の現状

介護人材 2025年 全国253万人必要 38万人不足

特養（介護度3以上）2019年 29万2千人待機

老健（介護度1以上）は基本的に、3～6ヵ月しか利用できない。

有料老人ホーム（15-35万円）、グループホーム(15-30万円）
は料金が高い

自宅にも居れず入院もできない介護難民 2025年 43万人

介護士－身体介護で忙しくゆっくり話し相手をするのも難しい

１人当たりの医療費

65歳未満＝18万3900円

65歳以上＝72万7300円

1人当たりのお薬代

65歳未満＝ 3万4300円

65歳以上＝12万7700円 （平成28年度）

正しい情報と知恵で、病気を早く正しく治すこと
生活習慣を改めて病気の予防に努めること
 「健康な人生」のため、幸福に暮らせる町づくり

私達が日本の次の世代のためにできること

私達の寿命は ?

平均寿命 男性：８０．９８ ハワイ ８４．２

女性：８７．１４ ８８．２

健康寿命

男性：７２．１４ ハワイ ８０

女性：７４．７９ ８２．３

一人で生活できる寿命

平均寿命―健康寿命＝

人生の終末期の８－１２年間は、支援、介護が必要

ハワイの日系人は、４－６年

毎年健康診断受けてますよ。

１．便潜血、子宮頸がん、マンモグラフィーは有益

２．胸部X線、視力、聴力、検尿、聴診、肝機能検査、

中性脂肪検査、尿酸検査、心電図は、

有効性の根拠乏しい（平成16年厚生労働科学研究）

３．過剰診断の不利益がある。（高血圧、脂質異常症、肥満)

４．動脈硬化、老化の原因の血糖値スパイクを見つけられない。

５．健診後の保健指導：検査結果に基づきマニュアル的指導

個人の価値観、QOL, 幸福感、霊的ニーズに配慮ない

ので、行動変容（正しい生活習慣)への動機づけが困難

病気になった時に病院へ行けばいい？

１．病気になってからでは遅い、長年の習慣で蓄積される
生活習慣病が多くの死亡、要介護になる原因

２．高齢者の特性（検査基準、薬の量）について十分周知されていない

２．高齢者は入院するほど不健康になる（歩けなくなる、意欲低下、認知症進行）

３．病院では、病気の治療中心、予防、保健指導が十分できない。

４．治療にあたって患者の価値観、生きがい、希望や生活の場でのQOL
への配慮ができない、治療に患者、家族の参加がない

５．専門医、縦割り診療、多剤併用、ガイドライン医療で特に高齢者への
個別化医療、全人的医療に対応できていない

７．適切な診断、治療がなされているか、自らが評価判断し行動できないと
いけない。（高いヘルスリテラシーが必要）

高血圧、糖尿病、脂質異常症、認知症など特に注意
疾患治療のゴールデンタイムを逃さず転院する
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疾病治療のゴールデンタイム内に転院

１．脳梗塞治療のゴールデンタイム

１）発症から4.5時間以内であれば、血栓溶解療法
（rt-PA静脈注射）

２）発症から6時間以内であれば、脳血管内手術
（血栓回収術）

２．心筋梗塞治療のゴールデンタイム

１）心臓のダメージを少なくすることができる時間は、6時間
と言われています。それを過ぎても12時間以内であれ
ば、再灌流療法の意義があります

２）Door to Baloon 90分以内

３．細菌性髄膜炎のゴールデンタイム

１）病院到着後30分以内に抗生物質投与

私の経験
（病院から私の外来、施設へ入所してきた方々）

１ 認知症の間違った診断と間違った薬で興奮したり、歩けなったり、食
べれなくなったり

２ 高血圧の治療薬が多すぎて血圧が120以下で、入浴や食後、トイレの
後に失神を繰り返す人が多い

３ 糖尿病の薬が多く、強すぎて、HbA1c6以下で朝低血糖が多い

４ 栄養失調の人が多く、タンパク質不足、ビタミン不足、鉄分の不足が
多数 （Alb3.5以下、B1, B12,葉酸不足、フェリチン20以下）

５ 病院で専門治療は済んだが、他の異常が見過ごされ、治療されない
まま退院してくる

６ 病院内連携が悪く、他科受診については改めて受付から受診してくだ
さいと言われる。

７ 国立の循環器専門病院に入院中風邪の治療もしてもらえなかった。

８ 大学病院で血圧を120代になるよう治療していたが認知機能低下し、
150に挙げたら回復した。

９ やけど、傷をいまだに、消毒して、軟膏を塗ってガーゼを当ててくる

ポリファーマシー（多剤併用）の危険

6種類以上の薬の内服

薬物有害事象の頻度、転倒の頻度が上昇

（原因）

１．複数医療機関の受診、医療機関どおしの連携不足

２．どの医師も他の医師の処方を減らそうとしない

３．患者の訴えに新しい薬の処方ー診察時間の短縮

４．処方の悪循環：薬の副作用に対しまた別の薬を出す

（私達のできること＝医師と話し合い減薬を一緒に検討する）

１．薬の効果（効いているか?）、副作用はないか？

２．自分に合わせて適正な薬が適正な量処方されているか?

３．併用してはいけない薬はないか？

外傷・熱傷は消毒しない、乾燥させない、ガーゼを使わない
（湿潤療法）

「傷を消毒し、乾かす」は１８６６年リスターが手術の消毒に石炭酸
を使用以来のパラダイム（長年続いてきた常識）

痛くない、早く治る、痕になりにくい

湿潤療法: 傷に付着せず、乾燥させない被覆材

傷もやけどもよく水で洗ってこれらの被覆材を当てるだけ
褥瘡の治療も自宅で簡単

医療のパラダイムシフト（常識の革命的転換）は難しい

1846年7月、ブタペスト生まれのゼンメルワイスは、ウィーン産科科長になる。

その頃、第１産科クリニックの産褥熱による死亡率は13.10%

第２産科クリニックの死亡率はわずか2.03%

１．第１では医学生の教育を行い、第２では助産婦の指導を行っていた。

２．死体解剖の授業の後、医師、医学生は手を洗わず妊婦を検診していた。

手洗いを義務づけたところ死亡率は12.24%から2.38%へと激減

医師たちは自分の職業は神聖であり、手が汚れているはずがない
と主張

医学界の権威がゼンメルワイスの発見を認めなかったために、
何千人もの若い妊婦が命を落としました。
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予防できる生活習慣病と要介護の関係

要介護の原因疾患
１．認知症（糖質過多ー動脈硬化、糖尿病、肥満、引きこもり）
２．脳梗塞（糖質過多ー動脈硬化）
３．高齢による衰弱（フレイル）＝栄養不足、運動不足、社会性の低下
４．転倒、骨折（ロコモティブ症候群）＝栄養不足、運動不足、肥満
５．関節疾患（ロコモ）=肥満、運動不足

生活習慣と生活習慣病

食生活（糖質過多、低タンパク）・運動不足・

飲酒・喫煙・ストレス・外出、交流の機会の減少、

生活習慣病（栄養低下・高血圧・糖尿病・肥満・高脂血症）
が起きる

生活習慣病は本人の気付かないうちに動脈硬化を進行さ
せ、気づいたときは手遅れ（沈黙の殺人者）

生活習慣病は特に高齢になると心身が弱るフレイルを起こ
す

五大死因（全体の６６％）と生活習慣病の関係
１．ガン：喫煙1.5倍、飲酒適正量（20g）の3倍飲むと60％リスク上昇

運動する人リスク低い、減塩胃がんと関係

肥満（腎臓、膵臓、食道、大腸、子宮、乳がん、胆嚢ガン）

ガン細胞は糖質のみ利用できる、インシュリンはガン細胞増殖を促す

２．心疾患：動脈硬化 糖質過多（血糖値スパイク、AGEｓ）

３．老衰：栄養不足（糖質中心でタンパク質、脂質欠乏）、

運動不足（筋力低下）

意欲低下（社会性低下、生きがい、希望の喪失）

４．脳血管疾患：動脈硬化 糖質過多（血糖値スパイク、AGEｓ）

５．肺炎：糖尿病＝白血球、免疫機能低下、口腔内細菌

嚥下力の低下（誤嚥性肺炎）、低タンパク食

糖質摂取の怖さ。

糖質摂取後の血糖値スパイクは、血管を痛め動脈硬化を
促進する。健康診断ではわからず糖尿病がなくても、肥満
がなくても起こる。

余分な糖質が肝臓で中性脂肪となり、インシュリンの働き
で体脂肪、内臓脂肪として蓄え肥満、脂肪肝になる。

糖質が中心で、大切なたんぱく質、脂質の摂取が減ると、
筋肉が減り弱い体になる。（転倒、要介護予備軍）

歯周病、虫歯をおこし、歯を失う。

糖質摂取後の血糖値スパイクとAGE産生

血糖値スパイクが繰り返すと血管内皮細胞から「活性酸素」が発生

血糖値上昇ーAGE（老化促進物質）が産生

血管の壁が傷つき、その修復に免疫細胞が集まり、「動脈硬化」

を起こす。

この動脈硬化が心筋梗塞や脳梗塞を起こす。

生活習慣病と新型コロナウイルス感染症

重症化は50歳代以下で0.3％、60歳代以上で8.5％

死亡率は50歳代以下で0.06％、60歳代以上で5.7％

１．リスクを高める生活習慣病

慢性閉塞性肺疾患（COPD）、慢性腎臓病、

糖尿病、高血圧心血管疾患（動脈硬化）、肥満、高齢（老化）

動脈硬化＝ウイルス感染で血栓化しやすい

２．糖尿病、肥満、ストレス=免疫力低下
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肥満はこんな病気にも悪影響

１．認知症（３－５倍）

２．腰痛、膝痛など関節障害

３．転倒―骨折

４．大腸がん、前立腺がん、乳がん、子宮がん

５．痛風

６．脂肪肝、膵炎

７．睡眠時無呼吸

８．うつ症状、発達障害、不安障害

糖尿病はとても怖い

３大合併症は、減っていない

１．網膜症ー失明（3000人)

２．腎症―人工透析（16000人）

３．神経障害ー下肢切断（壊疽）

（3000人）

動脈硬化

脳梗塞、心筋梗塞、脳血管認知症、末梢動脈疾患

アルツハイマー病も２－４倍

糖質制限で血糖値スパイクを起こさず
動脈硬化、肥満を予防する

１４日目 5㎏減

３６日目 8.5㎏減

糖質を角砂糖にすると・・・
食 品 角砂糖にすると

（1個あたり4g）
食パン 6枚切り1枚 8個
ご飯軽く一杯 17個
うどん一玉 17個
コーラ 500ml 16個
スポーツドリンク 500ml 8個

29

糖質制限のはじめ方

 まずは主食（ご飯・パン・麺類）をやめましょう。食後の高血糖を
防ぐため毎食半分程度に減らすことからはじめて、段階的に減
らすのが無難です。根菜類も少なく

 ３食のうち、１食又は２食の主食をやめる。
 外食のときは麺類だけはやめて定食類にしてご飯は少しでも残
しましょう。

 コンビニで買うときはおにぎりやサンドイッチではなく、フライドチ
キンや唐揚げやサラダチキンなどタンパク質中心に。

 果物を少なく、おやつはナッツ類や、チーズ、ゆでたまごなど

筋肉、体力を保つための大切なタンパク質量

タンパク質は骨や筋肉をつくります。

１日＝体重×１g（50kgの人は50g）

両手にのるくらいです。三食に分けて摂りましょう。
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脂肪は食べても太りません！

脂肪のみ摂取 脂肪と糖質を同時に摂取

一定量のみ
腸管から吸収される

太らない

インスリン分泌

血液中の脂質は
脂肪細胞へ移行

太 る

さらに多くの脂肪が
腸管から吸収される

それ以外の脂肪は
便と一緒に排泄される

糖質制限による予防効果

心臓病 リスク －７４％
総死亡 リスク －８４％

 血液検査 中性脂肪減少、HDL増加、

 肥満、脂肪肝の回復

 動脈硬化、がんの予防

 フレイルの予防

 血圧の正常化、腹囲の正常化

 感染症に対する抵抗力改善

有酸素運動と健康寿命

息切れせず、会話ができるくらいの強度

最大心拍数の40－60％、私69歳＝100～116、

１回20-60分、週 3－5回 （WHO150分／週）

効果：内臓脂肪を燃やす、

筋力、持久力、バランスアップで転倒予防、

骨粗鬆症、骨折の予防、

認知症の予防、心の健康、

運動の機会を増やす町づくりが必要

霊

身体

心

社会的痛み

健康とは、単に病気でないとか、病弱でないということではなく、身体的に
も、心的にも、霊的にも、そして社会的にも、すべてが動的にかかわりあっ
て幸福な状態にあることをいいます。（1947年のWHO憲章の改定案、1998
年）

霊的痛み

生きる意味は？
生きがいは？
尊厳がない
死んだらどうなる？
生まれ変わるの？
なぜ私が？

健康とは身体だけのこと？

心的痛み
 孤独
 悲しい
 寂しい
 疎外感
 怒り
 感動がない

 参加、貢献、交流がない
 財政的に生活が困難
 終活の手続き

人の命は、状態に変わらず等しく尊い。すべての人が
差別、偏見のない「幸福な人生」を送れる町へ

「健康寿命」と「幸福な人生」

健康（身体的自立）

生活習慣病（サイレントキラー）の予防－動脈硬化、肥満

要支援 フレイルの予防回復を助ける町づくり

（栄養、運動、交流の場の創生）

要介護 認知症の方達を孤立させない、優しい町づくり

終末期 高い生活の質（QOL), 幸福度を大切にし、

その人らしい人生が全うできる町づくり

看取り 望む場所での看取りの実現

身体的「健康寿命」
身体的―精神的―霊的―社会的のすべての統合としての「幸福な人生」

老化

フレイル（frailty＝虚弱）を予防しましょう？

加齢により心身が老い衰えた状態

健康状態－フレイルー要介護 中間に位置する

適切な介入・支援により、生活機能の維持回復が可能

身体的＝低栄養、筋力低下、転倒しやすい、嚥下・摂食機能低下

精神的＝認知機能低下、意欲、判断力低下、抑うつ、疲労感

社会的＝家に閉じこもりがちとなって他者との交流の機会が減少する

予防：
一緒に食べる（高齢者食堂）
食べれる口を守る（口腔ケア）
日常生活に運動の要素を取り入れる
外出する、趣味やスポーツに参加
交流の機会を増やす、社会活動に参加
生きがいの創生
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一番大切なことは、単に生きることではなく、善く生きることであ

る。 （ソクラテス）

喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。

(新約聖書：ローマ人への手紙12章15節)

 私たちは時折、貧困とは、空腹や身にまとう服が無いこと、家が

ないということだと考えます。ですが、必要とされないこと、愛さ

れないこと、気遣われないことが最大の貧困なのです

（マザー・テレサ）

「幸福な人生」全うする秘訣とは？

共感と感謝をもって、互いに尊敬し合い、支え合う町づくり

「幸福な人生」に必要な医療

１．年齢に応じた治療基準値、投薬量を決める

２．専門の病気だけではなく全身を診れる医師

３．一人一人に合わせた個別化医療（テーラーメイド）ができる

４．患者、家族が積極的に参加、決定できる医療

５．患者の価値観、人生観、生きがい、家族、生活の場に配慮

６．疾病治療から生活の質（QOL)と幸福度向上に力を注ぐ

７．入院をできるだけ避け、自宅で過ごす在宅医療の充実

８．栄養、リハビリ、介護、歯科など多職種連携の構築

９．通院にかかる社会的コスト＝ヘルパーが付き添い、

家族が仕事を休むなどー在宅医療の充実が必要

在宅医療ではご自宅が病室

自宅の在宅医療では、あなたが主役
 好きなもの、美味しいものが、いつでも食べれる
 好きな時に一杯やれる
 好きな人と自由に会える
 自由に外出できる
 社会参加、社会貢献ができる

在宅医療と幸せな町づくり

訪問診療医

在宅療養後方支援病院
（救急対応、入院）

役場

高齢化社会-予防とQOL＞疾病治療
串本町：病院3、診療所14、

在宅医療 0

１．「地域密着型協力病院」
の指定

住み慣れた地域で安心して暮らせる
地域包括ケアシステムの構築に向けて、
在宅医療体制の充実のため後方支援病
院となる。

２．在宅医療サポートセン
ターの設置

３．「介護医療院」（介護に手
厚い）への病床転換

病院から在宅医療、地域包括ケアへ

和歌山県の在宅医療推進の施策 新宮二次医療圏の在宅医療の現状

病院 診療所 在宅医療

1. 新宮市 ３ ３３ ６

2. 那智勝浦町 ２ １０ ２

3. 太地町 ０ １ １

4. 串本町 ３ １４ ０

5. 古座川町 ０ ７ ０

6. 北山町 ０ １ ０

在宅医療サポートセンター：新宮市立医療センター
地域密着型協力病院指定：東牟婁郡と新宮市に０
「介護医療院」への病床転換：東牟婁郡―有田病院

高度急性期病院
 新宮二次医療圏 新宮市立医療センター（４２分）
 田辺二次医療圏 紀南病院（７０分）、南和歌山医療センター（６８分）
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在宅医療・訪問診療の実際

１．全人的ケア（身体、心、霊的、社会的必要）に

応える

２．病気の治療

３．フレイル、ロコモの予防（転倒、骨折の予防）、

４．栄養状態の管理、口腔ケア、リハビリの調整

５．肺炎、褥瘡の予防

６．体調変化の早期発見、急変リスクを最小化

７．ワクチン接種

在宅医の持つ特徴

患者の生活の場、生活の中で健康を支える、主役は患者、家族
患者の思いに寄り添い、その人らしい人生を全うできるよう支える

１．加齢医療（老年内科)

２．認知症ケア

３．緩和医療

４．終末期ケア、看取り

５．療養環境評価、残存機能評価ができ機能回復と

社会参加を促す―地域の交流活動、ボランティア活動

につなげ支える

専門性にこだわる医師は不向き

高齢者が幸せな時のアンケート結果

１．食べることー美味しいものが食べれる機会、場所が必要

お口が弱ると

２．家族、隣人の訪問

幸福、尊厳、生きていてよかった

３．行事参加

社会参加、体を動かず、交流、

生きがい

４．テレビ

最後まで望む場所で幸福に生きれる町づくり

0

18

65

75

85

安全な妊娠と出産、乳幼児子育て支援

幼児教育、学校教育の充実、共感と互助の
精神、スポーツ、芸術、国際性（語学）、ITプ
ログラミング

生きがいのある職の創生
安心の家族生活支援
隣人に優しい町づくりへ貢献してもらう
若いうちから生活習慣病の予防に努める

趣味の場、スポーツなど交流、社会参加の機会の充実
ボランティア（地域貢献、隣人ケア)活動へ参加
多世代交流の場の創生に参加

望む場所で、最後まで。
生きがいと尊厳を保って幸福に生活できる
高いQOLを維持できる
必要な支援が途切れなく連携されている

地域、隣人との交流の機会、外出の機会が用意されている。
在宅医療の充実で通院、入院を減らし、
高いレベルの緩和ケアがなされ、在宅での看取りを可能にする。

個人情報の問題
孤立化を促進？
隣組交流、共助の妨げ

「幸福な人生」とオキシトシン分泌

オキシトシン：視床下部から下垂体後葉
前頭前野、海馬、扁桃体などに働きかけるホルモン

母と子の絆（出産、授乳、母性行動））

安らぎ（幸せ）：不安軽減や鎮痛，ストレス反応の低減、摂食抑制
結びつき（絆）：愛情、信頼感、共感（思いやり）の増大、

人間関係を築く社会的行動を促す、

学習意欲、記憶力向上

海馬ニューロンの神経活性障害を改善－認知症、自閉症（アスペルガー）に効果

•感動する
•感情を素直に表す
•親切を心がける
•思いやりの気持ちを持つ
•ほ乳類とのスキンシップ（特にイヌ）
•人に料理を作る

•スキンシップ
•家族団らん
•友達と食事をする
•友達とカラオケにいく
•おしゃべり
•プレゼントを贈る

オキシトシン分泌を増やす生活と町

オキシトシンのお薬はあるの？

１）官助： 福祉、介護、医療サービスを地域の必要に合わせ改変、充実

栄養、運動、交流の場と機会の創出及び住民活動への資金補助

予防、保健活動の住民活動への資金補助

２）公助、共助： 社会福祉協議会、老人クラブ、字、区、班の活動、NPO,

地域ボランティアグループ、商店、コンビニ

小地域見守り活動、地域助け合いサービス、買い物支援、

配食サービス、福祉車両貸し出し、生活費や書類の管理、

相談事業、ふれあいいきいきサロン、ふれあい食事会

認知症サポーター、傾聴ボランティア、留守番ボランティア）

認知症カフェ、生涯学習、予防教室、スポーツ教室、

趣味の集まり

４）自助： 生活習慣を正し健康寿命を延ばす、思いやりをもって

積極的に人助けをする、幸福な町づくりに貢献する

５）在宅医療（地域緩和ケア）の多職種連携で生活を支える体制の整備

１人でも自宅で安心して幸福に生活できる町づくり
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「幸福な人生」を送れる幸せな町づくり

１．住民交流、町づくり話合い活動

二色、高富（字）

錦富さわやかクラブ（月２回錦富小学校体育館）

「地域住民が安心して暮らせ人生の質が良くなるために」

２．安心の町づくり活動

大水崎区自主防災組織

津波避難路の確保工事（２０００年９月着工）

区の資金で自分達で工事を開始

３．スポーツ、成長の喜び、交流の場

串本町B&G海洋センター

Jrスイミングスクール、各種成人水泳教室、

水中ウォーキング、アクアビクスなど開講

４．太地町社会福祉協議会・地域福祉センター 「梛」

（栄養、運動、交流、入浴、買い物、洗濯）

NPO(七彩会：地域の人々と障害者の助け合いを通じ
て住みよいまちづくり)も共働

未来を夢見て新しい自分を、
そして新しい幸せな町を創りましょう

排他的仲間意識
「ここでは生きてい
けないよ」
差別、偏見

共助を妨げる
自己中心、孤立
個人情報の問題

やったことがない
できるわけがない
今のままでいい
さわらぬ神にたたりなし

夢

現実

「夢なき者に理想なし、

理想なき者に計画なし、

計画なき者に実行なし、

実行なき者に成功なし。

故に、夢なき者に成功なし。」

吉田松陰
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