
 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 12 月の定例会は、18 日（火）赤坂 2 丁目にある赤坂ツインタワー東館の TKP 赤坂ツインタワー

カンファレンスセンターで開催します。毎年末の恒例通り、懇親会の回ですが、通常通りの勉強も

しましょう。講演は、日本の資本主義の父と言われる渋沢栄一のお孫さんで、90 歳を迎えてもなお

健康で執筆、講演活動をされているエッセイストの鮫島純子様から『私の健康法』のお話を聞きま

す。なお、鮫島様の健康法の一つに、たすき（または手ぬぐい）を使う体操があり、みんなで試す

ようなので、ぜひご持参ください。今回の参加者に、抽選で 10 名の方に、鮫島様の著書をプレゼン

トします。梶原代表の市民学は、個別化健康法のシリーズの 3 回目 
「年齢と健康法」の報告があります。何はともあれ、この 1 年のお 
互いの健康を祝し、来年の健康を願って懇親会を楽しみましょう。 
  
  
 11 月の定例会は、おなじみ国際医療福祉大学大学院にて、梶原代表の市民学「体質のタイプ別健

康法」、㈱ウイズネット取締役副社長髙橋利憲様の講演「介護施設の現状と課題」を聞きました。 
 
 
 この秋のダイエットシリーズ最終 3 回目は「代替品ダイエット」、高齢者の間にも利用者が増えて

いるスポーツクラブ、医療費節減策の一つとして期待される「スイッチ OTC 薬」、そして、「医療は

公共財かビジネスか」、では、増え続けている人工透析の市場について見てみました。 

 
 

           各地で Xmas のイルミネーションが輝き始めましたが、今年は総選挙 
があり、選挙の 12 月となりました。2 大政党制を目指したはずの小選挙 
区制ですが、13、4 もの政党が乱立し、マトリックスを使って各党の主 
張を整理しなければならない皮肉な現実。アメリカの大統領選挙を見た

すぐ後なので、日米の違いは一体何なのか考えてしまいます。日本独自の問題の多様化、複雑

化？政治力が足りない政治家あるいは小異を捨て切れない政治家の増加？ともあれ、前進する

第一歩の選挙であることを期待しましょう。 
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お知らせ：会報は当会ホームページ http://www.kisk.jp の「会報」ボタンからダウンロードできます。 
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１２月は懇親会と１２月は懇親会と１２月は懇親会と１２月は懇親会と講演講演講演講演です。です。です。です。・・・ 詳細 P.2 

 

11 月定例会報告 

その他 

12 月定例会案内 

・・・・・・詳細 P.3-6 

・・・・・・詳細 P.7-10 
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第５７回（１２月）定例会のご案内 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

日 時：平成 24 年（2012 年）12 月 18 日（火）16 時 00 分～20 時 00 分 
場 所：TKP 赤坂ツインタワーカンファレンスセンター 
参加費：会員￥7,000、同伴者・ビジター￥8,000（懇親会込）  
予 定：16:00-16:45  中間報告 梶原代表 

 市民学シリーズ・オーダーメイド健康法－3 
「年齢と健康法」 梶原代表 

    16:45-17:45 講演『私の健康法』 
           エッセイスト 鮫島純子様 
            聞き手：医療ジャーナリスト宇津木理恵子様 
        17:45-20:00  懇親会（場所同じ） 
             

－2－ 

聞き手：宇津木理恵子様プロフィール：医学健康記事専門のフリージャーナリスト。医学書院を経て、1982
年独立。健康専門誌や女性誌に健康コラムを執筆。著書に「あの人の元気のもと」文化出版局など。横倉

クリニック横倉先生の取材もされた縁で今回、先生、宇津木様を通して鮫島様をご紹介頂きました。 

＜梶原代表の市民学 オーダーメイド健康法シリーズ・年齢と健康法＞ 
10 月の「血液型と健康法」11 月の「体質のタイプ別健康法」に続く、オーダーメイド健康法の第 3 弾で、

年齢に応じた健康法について報告します。 

 

 

鮫島純子（さめじますみこ）様 プロフィール：大正 11 年（1922 年）東京生まれ。祖父は近代日本資本

主義の父と言われる渋沢栄一氏で、株式会社制度を導入し、多くの銀行や企業の創設・育成に携わり、『道

徳経済合一説』を提唱した。昭和 17 年に鮫島員重（かずしげ）氏と結婚。三男に恵まれる。夫ががんと

宣告された際は、現代医療に頼らずに自然死を全うしたいと望む夫を支え、平成 11 年に自宅で見送る。著

書に『あのころ、今、これから…』『毎日が、いきいき、 すこやか』『忘れないで季節のしきたり日本の心』

『 子育て、よかったこと、残したいこと』以上小学館刊、『祖父・渋沢栄一から学んだこと』文藝春秋刊

など。「これらの本は依頼されるままに世に送ることになりました」（鮫島様談）。 

＜講演案内＞ 『私の健康法』エッセイスト 鮫島純子様 
この秋に 90歳を迎え、なお若さと健康を保っておられる秘訣をうかがう。昭和 58年に、台湾の医

師、荘淑旂（しゅくき）先生に出会って伝授された、姿勢や家具の選び方など、健康関連のお話や、

荘先生考案の宇宙体操のお話・・・簡単ですが、継続すれば必ず効果あり。これは当日実演の予定で

す。皆さまも日本手ぬぐいをお持ちください。 
 そのほか、最近の暮らしぶりから、２度の骨折から回復したお話、90歳での運転免許更新時のエ

ピソード、マイナスの思いをプラスに変えて、あらゆることを感謝に変える習慣を身につけるなど、

健康長寿の秘訣をお話し頂けます。ご期待くださいませ。 
（以上、日本医学ジャーナリスト協会所属 宇津木理恵子様 記） 
 今回、鮫島様の講演のアシスタント、言わば「聞き手」として、前 
記医療ジャーナリストの宇津木理恵子様にお手伝い頂きます。また、 
今回、ご参加の方計 10名様に抽選にて、鮫島様の著書『毎日が、い 
きいき、 すこやか』と『祖父・渋沢栄一から学んだこと』（各 5 名）をプレゼントします。 
 

  

本のプレゼントあり 

港区赤坂 2－17－22 

赤坂ツインタワー東館 8F 

（別紙ＦＡＸ申込書に案内図） 



 

第５６回（１１月）定例会報告（メモ） 
 
 11 月の定例会は、20 日、おなじみの国際医療福祉大学大学院にて開催。代表の市民学シリーズは、

個別化、オーダーメイド健康法のシリーズの第２弾で、東洋医学的アプローチで、体質のタイプ別

健康法を報告。また、講演は、初めて介護についてのお話を、介護施設経営大手、株式会社ウイズ

ネットの副社長髙橋利憲様から「介護施設の現状と課題」のお話を聞きました。 
 
1 市民学シリーズ第市民学シリーズ第市民学シリーズ第市民学シリーズ第 14 弾弾弾弾・個別化健康法・個別化健康法・個別化健康法・個別化健康法 2 
「体質のタイプ別健康法・漢方とアーユルヴェーダ」「体質のタイプ別健康法・漢方とアーユルヴェーダ」「体質のタイプ別健康法・漢方とアーユルヴェーダ」「体質のタイプ別健康法・漢方とアーユルヴェーダ」梶原梶原梶原梶原    拓拓拓拓    健康医療市民会議代表健康医療市民会議代表健康医療市民会議代表健康医療市民会議代表 
 前回は「オーダーメイド健康法」の 1「血液型別健康法」を話したが、今回は漢方とアーユルヴェーダ今回は漢方とアーユルヴェーダ今回は漢方とアーユルヴェーダ今回は漢方とアーユルヴェーダ

の体質別の健康法を話す。の体質別の健康法を話す。の体質別の健康法を話す。の体質別の健康法を話す。西洋医学は病名を特定し対症療法で対応するが。 
「「「「漢方漢方漢方漢方」」」」は、漢方は、漢方は、漢方は、漢方薬の対応などの診断と処方を「陰・陽」「虚・実」「気・血・水」の区別でだいたい薬の対応などの診断と処方を「陰・陽」「虚・実」「気・血・水」の区別でだいたい薬の対応などの診断と処方を「陰・陽」「虚・実」「気・血・水」の区別でだいたい薬の対応などの診断と処方を「陰・陽」「虚・実」「気・血・水」の区別でだいたい

決める。「実」は決める。「実」は決める。「実」は決める。「実」は肥満を想像すると理解が簡単。一見丈夫にみえるが、漢方では病邪も体内に充満するが、

これに拮抗する精気や体力は充実してバランスがとれているとみる。筋肉が発達している人、首の太い

人、お腹の肉が厚い人、会議での積極的発言者など。これらには病魔を追い出すための「瀉剤」を出す。

「虚」は「虚」は「虚」は「虚」は非常に細い人で、冷え症や疲れやすい人。筋肉の柔らかい人、首の細い人、お腹の肉がぶよぶ

よしている人など。胃腸が弱く、甘いものが好き、冷たいものは好まない。体力が低下しているので「補

剤」を使い体力を充実させる。 
また、また、また、また、生体のもつ性質で「陰・陽」に分ける。生体のもつ性質で「陰・陽」に分ける。生体のもつ性質で「陰・陽」に分ける。生体のもつ性質で「陰・陽」に分ける。 
「蔭」は、「蔭」は、「蔭」は、「蔭」は、汗が少なく、寒がりで冷え症の人 

など、「陽」は「陽」は「陽」は「陽」は、汗が多く暑がりの人、のどが渇 
き冷たいものが好な人など。虚実は病気に対する 
抵抗力をはかる尺度で、陰陽は生体の持っている性質を指す。 
さらにさらにさらにさらに漢方の腹診では虚実の判定と「気・血・水」の判定が主となる。「気」とは、漢方の腹診では虚実の判定と「気・血・水」の判定が主となる。「気」とは、漢方の腹診では虚実の判定と「気・血・水」の判定が主となる。「気」とは、漢方の腹診では虚実の判定と「気・血・水」の判定が主となる。「気」とは、元気は体のなかの

生来もっている気がめぐっているためと考える。気は動きはあるが目には見えない。気落ちは気がどこ

かで止まった。食道神経症はそこで気が滞った状態。咳き込み、くしゃみ、のどのつかえも気の異常。「血」「血」「血」「血」

はははは血液が停滞するために起こる状態。主として静脈血で。痔核は痔の静脈血の、食道静脈瘤は食道部の

静脈血の血液のうっ血です。うっ血した血液を「おけつ」という。「水」は「水」は「水」は「水」は水毒といい、分泌される水分

をいう。胃液、消化液、涙、唾液、尿、関節液などの体液です。むくみは水毒の状態。体の中の水分の

配分がアンバランスで水を追い出す「利水剤」使います。 
次いでインドインドインドインド 5 千年の生命科学の千年の生命科学の千年の生命科学の千年の生命科学の「「「「アーユルヴェーダアーユルヴェーダアーユルヴェーダアーユルヴェーダ」」」」の体質は、五つの元素「地・水・火・風・空」の体質は、五つの元素「地・水・火・風・空」の体質は、五つの元素「地・水・火・風・空」の体質は、五つの元素「地・水・火・風・空」

のエネルギーと三つののエネルギーと三つののエネルギーと三つののエネルギーと三つの性質「ヴァータ・ピッタ・カパ」が心と体に影響を与え性質「ヴァータ・ピッタ・カパ」が心と体に影響を与え性質「ヴァータ・ピッタ・カパ」が心と体に影響を与え性質「ヴァータ・ピッタ・カパ」が心と体に影響を与えるとするるとするるとするるとする。。。。まず、存在す

るものすべては自然の五つのエネルギーからできていると考え自然の五つのエネルギーからできていると考え自然の五つのエネルギーからできていると考え自然の五つのエネルギーからできていると考える。る。る。る。晴れた日は火のエネルギーが強くな

る。体調や心の変化もこの五つのエネルギーの増減で考え、シンプルな暮らし方や生き方の知恵を教え

てくれる。 
「地」は「地」は「地」は「地」は、母の様に安定した地のエネルギーで私達をしっかり支えます。身体では骨格や筋肉です。

穏やかで落ち着いている人など。キーワードは「仁」と「愛」。キーワードは「仁」と「愛」。キーワードは「仁」と「愛」。キーワードは「仁」と「愛」。不足したら自然の中で土に触れたり、土 
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第５６回（１１月）定例会報告（メモ）（続） 
 
「「「「体質のタ体質のタ体質のタ体質のタイプ別健康法・漢方とアーユルヴェーダイプ別健康法・漢方とアーユルヴェーダイプ別健康法・漢方とアーユルヴェーダイプ別健康法・漢方とアーユルヴェーダ」」」」（続）（続）（続）（続） 
の中の根菜類を食べます。周囲はあなたで安らぎや愛情を感じます。地の要素は安定・穏やか・思いや

り・落ち着き等です。「水」は、「水」は、「水」は、「水」は、潤い、流れる、しなやかなエネルギーです。上から下に流れる性質をも

ち、血液、リンパ液など体液は影響を受けます。順応性を持った人など。キーワードは「礼」と「平和」。キーワードは「礼」と「平和」。キーワードは「礼」と「平和」。キーワードは「礼」と「平和」。

目立つことをせず、騒がない人。水の要素は、涙もろい、なじむ、変化を乗越える等。「火」は、「火」は、「火」は、「火」は、変化、

動きを与える。生きるみなもと。体温、消化、酵素分泌、代謝を司る。積極性がある。キーワードはキーワードはキーワードはキーワードは「正「正「正「正

義」と「達成」。義」と「達成」。義」と「達成」。義」と「達成」。自分の道に口を挟まれたくない人など。火の要素は、情熱的、変わりやすい、勇気、効

率等。「風」は「風」は「風」は「風」は、なびく、変わる、全てを動かす原動力のエネルギー。呼吸を動かし、火と風で血液を呼

吸で流す。想像力で悟りを開き真理を追及し、発想が豊かなど。キーワードは「智」と「真理」。キーワードは「智」と「真理」。キーワードは「智」と「真理」。キーワードは「智」と「真理」。いろん

なことに興味を示す人など。風の要素は、自由に動く、変わりやすい、直感が鋭い、情報に敏感等。「空」「空」「空」「空」

は、あらゆる可能性を持つエネルギーは、あらゆる可能性を持つエネルギーは、あらゆる可能性を持つエネルギーは、あらゆる可能性を持つエネルギー。入る可能性のスペース。落ち着いていてあくせくせず、見返り

を求めず、心にゆとりをもっている人など。 
これら五つのエネルギーの組合せでこれら五つのエネルギーの組合せでこれら五つのエネルギーの組合せでこれら五つのエネルギーの組合せで次の次の次の次の基本の三つの性質が構成される。基本の三つの性質が構成される。基本の三つの性質が構成される。基本の三つの性質が構成される。 

「ヴァータ」は、風と空の組合せ「ヴァータ」は、風と空の組合せ「ヴァータ」は、風と空の組合せ「ヴァータ」は、風と空の組合せ。運動と分解を支配し、作用は軽さと動き。。運動と分解を支配し、作用は軽さと動き。。運動と分解を支配し、作用は軽さと動き。。運動と分解を支配し、作用は軽さと動き。 
「ピッタ」は、火と水の組合せ「ピッタ」は、火と水の組合せ「ピッタ」は、火と水の組合せ「ピッタ」は、火と水の組合せ。変換と代謝を支配し、作用は熱と鋭さ。。変換と代謝を支配し、作用は熱と鋭さ。。変換と代謝を支配し、作用は熱と鋭さ。。変換と代謝を支配し、作用は熱と鋭さ。 
「カパ」は、地と水の組合せ「カパ」は、地と水の組合せ「カパ」は、地と水の組合せ「カパ」は、地と水の組合せ。構造と合成を支配し、作用は重さと安定。。構造と合成を支配し、作用は重さと安定。。構造と合成を支配し、作用は重さと安定。。構造と合成を支配し、作用は重さと安定。 
  三つの性質のうち、どの性質を一番多く持ち、どれが一番増えやすいかという本質は、人によって

ある程度決まっているといわれる。また、時間帯や季節、年齢や生活環境などによっても、五つのエネ

ルギーの影響を受けて、三つの性質は増えたり減ったりします。われわれはエネルギーを意識してナチ

ュラルに暮らしましょうと、絞められました。会場では、自分の生活でもこれを有効に活用しようと感

じながら、拍手喝さいが続きました。 
 
2 「介護施設の現状と課題」「介護施設の現状と課題」「介護施設の現状と課題」「介護施設の現状と課題」     

㈱㈱㈱㈱ウイズネットウイズネットウイズネットウイズネット    取締役副社長取締役副社長取締役副社長取締役副社長    髙髙髙髙橋橋橋橋利憲様利憲様利憲様利憲様 
 梶原代表から、グループホーム等の介護施設を幅広く立ち上げ経営 
されている若手経営者との紹介で、長身の精悍な若手経営者髙橋講師 
が登場され「介護保険制度の最新動向～地域包括ケアシステムの考え「介護保険制度の最新動向～地域包括ケアシステムの考え「介護保険制度の最新動向～地域包括ケアシステムの考え「介護保険制度の最新動向～地域包括ケアシステムの考え 
方と今後の方向～」方と今後の方向～」方と今後の方向～」方と今後の方向～」が始まりました。㈱㈱㈱㈱ウイズネットはウイズネットはウイズネットはウイズネットはWelfare Infor- 
mation Service Networkで幸せをご案内する会社。本社は大宮にあり本社は大宮にあり本社は大宮にあり本社は大宮にあり 
埼玉県・東京都・神奈川県を商圏とし埼玉県・東京都・神奈川県を商圏とし埼玉県・東京都・神奈川県を商圏とし埼玉県・東京都・神奈川県を商圏とし、施設サービスでは、施設サービスでは、施設サービスでは、施設サービスではグループホームグループホームグループホームグループホーム(認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護)、、、、
介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅等等等等を経営し、また在宅サーを経営し、また在宅サーを経営し、また在宅サーを経営し、また在宅サー

ビスビスビスビスでは訪問介護、では訪問介護、では訪問介護、では訪問介護、デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス、、、、ショートステイショートステイショートステイショートステイ等等等等を実施を実施を実施を実施し、介護問題の総合相談や人材養成研修もし、介護問題の総合相談や人材養成研修もし、介護問題の総合相談や人材養成研修もし、介護問題の総合相談や人材養成研修も

実施している。実施している。実施している。実施している。ただし、通所リハビリと訪問入浴はやっていない。独居で外出せず近所との交流のない

生活は避けた方が良いとの発想から。平成平成平成平成 10 年保険会社勤務の父親が会社をやめ会社を設立し、年保険会社勤務の父親が会社をやめ会社を設立し、年保険会社勤務の父親が会社をやめ会社を設立し、年保険会社勤務の父親が会社をやめ会社を設立し、私も公

益法人の勤務をやめ一緒に会社経営。総合福祉事業で新しい世界や地域に根ざした業務に取組み、福祉 
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第５６回（１１月）定例会報告（メモ）（続） 
 
2 「介護施設の現状と課題」「介護施設の現状と課題」「介護施設の現状と課題」「介護施設の現状と課題」    ㈱ウイズネット㈱ウイズネット㈱ウイズネット㈱ウイズネット    取締役副社長取締役副社長取締役副社長取締役副社長髙髙髙髙橋利憲様橋利憲様橋利憲様橋利憲様（続）（続）（続）（続） 
は地域に根ざすべきと考え、全国展開はしない。埼玉東京神奈川の事業は順調に伸び、現在売上高 143
億円、施設事業所 188か所、従業員 3295名。 
平成平成平成平成 12 年に介護保険制度が施行年に介護保険制度が施行年に介護保険制度が施行年に介護保険制度が施行され、行政サービスのみの時代からユーザーのユーザーのユーザーのユーザーの権利権利権利権利とととと契約契約契約契約でのでのでのでの選択選択選択選択のののの

時時時時代になり代になり代になり代になり、、、、父と父と父と父と二二二二人でアイデアと人でアイデアと人でアイデアと人でアイデアと汗汗汗汗をををを流流流流してしてしてして努力努力努力努力。。。。16 年「年「年「年「痴呆痴呆痴呆痴呆」」」」がががが「認知症」の「認知症」の「認知症」の「認知症」の呼称呼称呼称呼称に。に。に。に。要要要要介護介護介護介護要要要要支支支支

援援援援認定者は認定者は認定者は認定者は 10 年年年年間間間間でででで 100 万万万万人人人人増増増増ええええ現現現現在在在在 470 万万万万人。個人の人。個人の人。個人の人。個人の尊厳尊厳尊厳尊厳やややや家庭家庭家庭家庭・・・・地域との地域との地域との地域との交流交流交流交流を大を大を大を大切切切切にする。にする。にする。にする。そ

の基礎となる「人人人人口口口口ピピピピラミラミラミラミッドッドッドッド」で」で」で」ではははは、65 歳以上歳以上歳以上歳以上の高齢者はの高齢者はの高齢者はの高齢者は過去過去過去過去最高の最高の最高の最高の 2975 万万万万人で人で人で人で 23.3%。。。。うちうちうちうち前期

は 1504万人 11.8%、後期高齢者 75 歳以上は 1471万人 11.5%。女性の寿命は長く割合も大きい。公務

員や農業や自営業のかたは仕事を辞めると老いる方も多く、何かの活動をすることは大切。社会保険（年

金・医療・介護等）と公的扶助等のののの社会保社会保社会保社会保障給障給障給障給付付付付費費費費はははは 99.8 兆円兆円兆円兆円でででで過去過去過去過去最高最高最高最高。高齢者給付額は 68.6 兆円
｛補注：公的年金給付は 54兆円、介護保険給付 7.3兆円。国民医療費は 37.8兆円、生活保護費は 3兆
円｝。高齢者とこれを支える勤労者の比率が、従来の 1/3騎馬戦から 1/1肩車さらに 3/1雑技団へと厳し

くなるのでは。医療予防や介護予防が大切であり梶原代表の話されたアーユルヴェーダの導入の勉強で

先日スリランカを訪問した。介護保険の財源は 50%が保険料、残り 50%は公費で国と地方で半々(地方は

県と市町村で半々)。65 歳以上の一号保険者は保険料の 21%分、40-64 歳の二号者が 29%分を負担。65
歳以上の被保険者は 2895 万人、介護支援認定者 470万人。申請者は年 500 万件。都市部は若者の流入

はあるが、高度成長期に都市部にきた者の高齢化が進み、医療や介護のインフラ整備が地方より深刻に

なる。高齢化率は、神奈川県 23.1%、東京都 20.4%、埼玉県 20.6%、大阪府 22.3%、千葉県 21.0%。今

後、65歳以上の認知症が増加、単身世帯や夫婦のみ世帯が増加など都市部での急速な高齢化等を御指摘。

2015 年年年年にはにはにはには団塊団塊団塊団塊のののの世世世世代と代と代と代と戦戦戦戦後後後後ベベベベビービービービーブブブブームームームーム世帯世帯世帯世帯がががが 65歳以上歳以上歳以上歳以上に、に、に、に、2025 年年年年にはにはにはには 75歳以上歳以上歳以上歳以上に。に。に。に。 
国国国国はこれらはこれらはこれらはこれらへへへへの対の対の対の対策策策策として平成として平成として平成として平成 21 年「地域包括ケア研年「地域包括ケア研年「地域包括ケア研年「地域包括ケア研究究究究会会会会報告書報告書報告書報告書」を」を」を」を発発発発表し表し表し表し、、、、1自助・互助(近隣の助

け合いやボランティア)、共助(社会保険等の制度化された社会保障)、公助(貧困者対策)の考え方、2「地
域包括ケアシステム」として高齢者が地域で自立して生活を営める「日常生活圏域(30分中学校区程度)」
での「住まい・生活支援・介護・医療・予防」の提携と切れ目ない継続的な提供を規定。そして「在宅

介護の可能性を最大限に追求する」具体的取組みとして、1医療との連携強化、2介護サービスの充実強

化、3予防や自立支援の推進、4見守り・配食・買い物等の生活支援サービスの確保を一人暮らし・高齢

夫婦世帯等に実施、5「サービス付高齢者住宅」を高齢者住まい法に位置づける等を報告。 
これをこれをこれをこれを受受受受けて介護保険法等のけて介護保険法等のけて介護保険法等のけて介護保険法等の改改改改正が正が正が正が行われ、1医療と介護の連携の強化(保険者(市町村)の判断での予防

給付と生活支援サービスの総合的実施等)、2「サービス付高齢者住宅」｛補注：市町村登録で安否確認と

入居者生活相談は義務で、その他支援は任意｝の供給等、3認知症対策の推進、4保険者（市町村）によ

る主体的な取り組みの推進(介護保険事業と医療サービス、住まい計画との調和の確保、地域密着型サー

ビスの公募・選考による選定を可能に)、5 保険料の上昇の緩和等を規定。この趣旨は費用を全体として

減らし、地域で対応する、家庭での対応を中心とする制度の改正と思う。「サ高住」には 100万円補助で

3000億円 3万戸で建築業界の仕事は増える。在宅介護を民営の方向への趣旨でもある。これにこれにこれにこれによよよより地域り地域り地域り地域

密着密着密着密着型サービスに「定型サービスに「定型サービスに「定型サービスに「定期巡期巡期巡期巡回・回・回・回・随時随時随時随時対応型対応型対応型対応型のののの訪問訪問訪問訪問介護介護介護介護看看看看護」護」護」護」及び及び及び及び「「「「複複複複合型サービス」を合型サービス」を合型サービス」を合型サービス」を追加追加追加追加しししし、地域地域地域地域密密密密 
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2 「介護施設の現状と課題」「介護施設の現状と課題」「介護施設の現状と課題」「介護施設の現状と課題」    ㈱ウイズネット㈱ウイズネット㈱ウイズネット㈱ウイズネット    取取取取締役副社長締役副社長締役副社長締役副社長髙髙髙髙橋利憲様橋利憲様橋利憲様橋利憲様（続）（続）（続）（続） 
着着着着型介護サービス型介護サービス型介護サービス型介護サービス費費費費を支を支を支を支給給給給するとされたするとされたするとされたするとされた。具体的には朝昼夜の 1日 3回で 1回 20分未満の巡回、重度化

しても施設並みのケアの提供を住み慣れた自宅や地域での高齢者住宅の生活を継続する趣旨。しかし同

居家族の負担も大変で、費用は有料で見守りや食事も一部のおそれも。訪問は月 2 回で 5 万円が限度。

働く人も訪問が雨の日や夜間は大変と思う。介護療養病床の廃止期限は 6 年延長｛補注：公的にはほか

に特別養護老人ホーム・特養、老人保健施設・老健、シルバーハウジング(公営住宅)など｝。「サ高住」も

埼玉県だけで 6万戸の空き家がある中での対応となる。入居一時資金の制限の問題も従来は 2-3百万円、

場合によっては数千万円だったので良かったが、対応が核家族の中では厳しいこともあると思う。認知

症の認定者のサポートはオレンジ色のバンドをつける場合があるが市町村の認定基準も必ずしも十分で

はない。また「介護また「介護また「介護また「介護予防予防予防予防・・・・日常日常日常日常生活支生活支生活支生活支援援援援総合総合総合総合事業事業事業事業のののの創創創創設」で保険者（市設」で保険者（市設」で保険者（市設」で保険者（市町村町村町村町村）が）が）が）が関関関関与できる与できる与できる与できるようようようようになり、になり、になり、になり、

1 市市市市町村町村町村町村の判断で、の判断で、の判断で、の判断で、要要要要支支支支援援援援者・介護者・介護者・介護者・介護予防事業予防事業予防事業予防事業対対対対象象象象者向けの介護者向けの介護者向けの介護者向けの介護予防予防予防予防・・・・日常日常日常日常生活支生活支生活支生活支援援援援のサービスを総合のサービスを総合のサービスを総合のサービスを総合的的的的

に実施できる制度のに実施できる制度のに実施できる制度のに実施できる制度の創創創創設、設、設、設、2 市市市市町村町村町村町村・地域包括支・地域包括支・地域包括支・地域包括支援セ援セ援セ援センターがンターがンターがンターが、、、、予予予予防給防給防給防給付での対応か、新たな総合サー付での対応か、新たな総合サー付での対応か、新たな総合サー付での対応か、新たな総合サー

ビス（地域支ビス（地域支ビス（地域支ビス（地域支援事業援事業援事業援事業）を）を）を）を利利利利用するか判断、用するか判断、用するか判断、用するか判断、3 見守見守見守見守り・配り・配り・配り・配食食食食等を等を等を等を含含含含めた生活支めた生活支めた生活支めた生活支援援援援の総合の総合の総合の総合的的的的でででで多様多様多様多様なサービなサービなサービなサービ

スのスのスのスの提供提供提供提供が可能に。が可能に。が可能に。が可能に。しかししかししかししかしこの場合、グループホームや老人ホームに住民票がある市民しか入れないか

も知れない。また地域によっては通いやショートステイの施設は 30 人以下の施設や住宅に限定し、25
人以下に限定する動きもある。当社は志木市等の地域包括支援センターを経営している。全国では 4.3
万の介護施設があるが、朝昼晩 3回で 1回 20分の対応が進むかどうか。また従来のような複合型（小規

模多機能型居宅介護・訪問看護）での数社の協働によらず、複合事務所一社の選定となり、選択と集中

が進むと思う。大手ゼネコンや損保会社やその子会社が参画してきているが、地域に密着した事業対応

が一番大切と思う。行政も実態を見た努力が必要。介護職員の不足は 2025年には 100万人になると思わ

れる。職員の質の向上だが、ヘルパー2 級資格の訪問介護員は従来 180 時間の研修だったが、今度の初

心者研修は 300 時間必要といわれる。建設業も若い人が 3K で集まらないといわれていたが、介護職員

も若者は大変で、高齢者の利用も考えることも。当社は介護問題全般をワンストップサービスで真摯に

無料で相談に応じている。ターミナルケアとして人生の最後をみとる仕事だが、電話をもらえば相談に

応じます、と絞められ、拍手喝采が続きました。また会場 
では、在宅や施設のサービスや介護法制や運用を全般的に 
紹介した「介護サービス「介護サービス「介護サービス「介護サービス利利利利用用用用ガガガガイド」イド」イド」イド」と会社案内と施設マ 
ップ付きの「ワンストッ「ワンストッ「ワンストッ「ワンストッブブブブ介護サービスの介護サービスの介護サービスの介護サービスの提供提供提供提供～在宅介護～在宅介護～在宅介護～在宅介護 
サービスからサービスからサービスからサービスから入居入居入居入居施設サービスまで」施設サービスまで」施設サービスまで」施設サービスまで」の素晴らしい資料が 
配布されました。また健康食品ファイトケミカル紹介もありました。我々の関心の高い介護問題の制度

と現地での営業内容とその難しさのお話、本当に有難う御座いました。最後の質問時間、梶原代表から、

いろいろの市民や患者中心の勉強会もしているので、特に新しい「予防事業」制度等の具体的対応では

協力しあいたいとの発言があり、特に本年度から導入された機能訓練では、先日認知症等の予防や改善

の書籍を発行された小川真誠さんの心身機能活性運動等も大いに関係するのではないかとの紹介もあり

ました。 
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この秋試そうダイエット法シリーズ 

③代替品ダイエット 
 
初回の食べる順番ダイエット、前回の酢ダイエットに続いて最終回の今回はいわゆる代替品ダ

イエット。代替品ダイエットとは、高カロリーのものに変えて低カロリーの食品に置き換えて同じ

ような満足を得たいというもの。部分的に、あるいは、1食全部を置き換えるものなどがあります。 
パスタに代えてしらたき 
 最近、アメリカではしらたきが大人気と言う報道を見ました。日本人か 
ら見ると大変不思議なことに、しらたきをパスタの 1種のように扱ってい 
るようです。そう言えば、当会がお世話になり、現在低炭水化物食を勧め 
られている久野先生のセミナーの後のイタリアンレストランでのランチョンに、パスタ代わりにし

らたきを使っているメニューがありました。アメリカでは Shirataki Noodle と呼ばれているようで、

食物繊維豊富な低カロリー食として商品もいろいろ。スパゲテッィと同じような調理法もあるよう

ですが、和風にしてもいいわけで味付けはいろいろ試しましょう。 
マヨネーズに代えてヨーグルト・粉チーズあるいは豆乳ソース 
 ポテトサラダや生野菜を食べる時にはよく使うマヨネーズですが、ヨーグルトと粉チーズとほん

の少しのオリーブオイルを使う方法が紹介されていました。単純に混ぜるだけ。雰囲気的にも似て

いるのに低カロリーと言うことです。また、豆乳をベースに味噌、醤油、酢、すりごまなどを混ぜ

たソースも紹介されていました。もちろん低カロリードレッシングもいろいろ市販されているので

利用するのもいいでしょう。 
肉に代えて高野豆腐 
 まず豆腐ハンバーグはすでによく知られた存在で、既製品もいろいろありますが、高野豆腐も結

構肉の代わりに使えるようです。水で戻して使うのは共通のようですが、から揚げ、生姜焼き、豚

かつもどき、酢豚もどきなど紹介されていました。見かけは本物に劣らずどれもおいしそう。 
１食丸ごとダイエット食 
 １日のうち１食はダイエットフードで置き換える方法です。必要な栄養素が入っていればカロリ

ーが不足しても健康上問題ないという栄養学に基づいた商品で、マイクロダイエットなどかなりの

数の商品が出ています。もちろん、各種ビタミンやミネラルを豊富に含んだものが多く、ドリンク

タイプのもの、シリアルタイプのもの、パスタタイプのものなどがあります。味にもかなりの種類

があり、なかなかおいしそうな印象です。カロリーは１食当たり多くて 170~180kcal。１食たりの

価格は結構幅があり、200円程度の安いものから 1000円を超えるものまで。本格的にダイエット、

と思ったら試す価値もあるかも知れません。 
 
 ３回にわたって見て来たダイエットのシリーズですが、ストレス太りと言う言葉もあるようにス

トレスは大敵。いろいろダイエットを試すこともさることながら、いかにストレスがない生活を送

れるかが一番かも知れませんね。 
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スポーツクラブ 
お金と時間があればぜひ 

 
最近、健康志向の高まりとともにスポーツクラブあるいはフィットネスクラブに通う人も増えて

いますが、引退した人の中にも余暇の使い方の一つとして利用されている方も多いようです。そこ

で、民間のスポーツクラブについて見てみました。まずある報告書から数字を拾ってみたところ、

クラブ数は 2010 年でおよそ 3600軒、10 年前の約 2倍となっています。会員数はおよそ 400万人

で延べにした利用者数は、年間 2億 2000万人。ビジターの利用もあるので一概には言えませんが会   
員 1 人年 50 回程度、つまり週 1 回程度利用している勘定です。利用者の 1 か月平

均のクラブへの支出は約 8400円、年間 10万円程度支出しているようです。結果、

スポーツクラブの市場規模はおよそ 4100億円となっています。 
ある大手クラブの会員の年齢分布は、20 歳代まで 20.5%、30 歳代 22.8%、40 

        歳代 19.8%、50 歳代 16.2%、60 歳以上 20.7%と極めて平均化しており、高齢者 
の会員も結構多いということになります。 
 右表は大手の 5 社で、ティ 
ップネス以外は上場企業か上 
場企業の子会社。コナミスポ 

ーツは、デジタルゲームで大成長したコナミの 
子会社。コナミが健康産業に参入したのはおよ 
そ 10 年前。直営だけではないようですが、わ 
ずか 10 年でこれだけの規模に成長したわけです。 
最近は金メダリスト内村選手など何人もの体操 
選手をバックアップしているようです。セント 
ラルスポーツは、歴史は古く、かつての小野喬さん等何人かの体操のオリンピック選手によって

1970 年に設立された企業で、多くの水泳や体操競技のオリンピック選手を育成してきた実績があり、

もちろん現在も何人もの所属選手がいます。この表の最下段にあるカーブズという会社はちょっと

異なる性格ですが、アメリカ生まれの世界最大の女性向けフィットネスチェーン。フランチャイズ

方式で募集し、2005 年に日本に入ってわずか 7 年で 1200 か所となりました。アメリカの第 1号店
がテキサスに生まれたのは 1992 年と言いますから、わずか 20 年の間に、今や世界 80 カ国で「女

性だけの 30分体操教室」を運営。世界中の女性に、こう言うニーズがあったことは驚きです。 
さて、国内生まれのスポーツクラブに戻りますが、クラブのプログラムは、水泳系統のもの、機

械器具を使った運動系統のもの、エアロビックスダンスや気功、ヨガなどの体操系のもの、テニス

などの球技系のものなどがあります。 
料金は、企業によって、また、同じ企業でも場所によって異なる料金体系を敷いたり、様々です

が、競争も激しくなっており、入会金を特別に安くしたり、お試し期間を作っていたりするので、

よく調べる必要がありますが、大まかに言えば年 10万の健康への出費と言うことでしょう。 

            クラブ数  会員数 
コナミスポーツ＆ライフ  359軒  80万人 
セントラルスポーツ    155    39 
ルネサンス        104    36 
テイップネス        59    23 
メガロス          27       13  
カーブズ（日本国内のみ） 1200か所 

日本の大手スポーツクラブ運営企業 
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スイッチ OTC薬 
期待される国民の意識の向上策 

 
 規制緩和の一つとして OTC（Over the Counter：店頭：薬局）で売られる薬の範囲が増え、どこ

かのスーパーの店員が大勢登録販売者と言う資格取得のため経歴を偽っていたとかのニュースがあ

りましたが OTC 薬に注目してみましょう。OTC 薬局で買える薬の比重を高 
めることは、セルフメディケーションの促進と言う国民医療費削減のための 
施策の一つでもあります。セルフメディケーションとは自分の健康は自分で 
維持改善をしようと言うことで、病院や診療所に行くと、診療費や処方箋代 
がかかり保険からの支出が増えるので、出来るだけ自分で直接 OTC 薬局に行 
って買ってもらいたいと言う施策です。OTC と言う言わば場所と並行して、本来医師の処方箋がな

ければ買えなかった成分の薬を直接 OTC で買えるようにした薬がいわゆるスイッチ OTC 薬です。

スイッチOTC薬は 1983年に始まり、すでにかなりの数の薬がスイッチOTC薬となっていますし、

現在候補となっている薬も結構たくさんあります。確かに、ちょっとした風邪で医者にかかって処

方箋をもらったり、同じ病気で同じ症状が続いて治ることはほとんどあきらめ、定期的に病院に通

い同じ処方箋をもらって薬局に行く人も多いので相当の無駄があることは間違いないでしょう。ス

イッチ OTC 薬の普及は将来的には年 10兆円以上の節約になると言う試算もあります。 
しかしながら現実的にはスイッチ OTC 薬作戦はそれほどの効果が出ていないようです。理由には、

商品の問題、価格の問題、業界の問題等いくつかあるようです。 
たとえば、商品である薬。スイッチ OTC 薬とするには、実績があり、副作用が小さく、安全性の

確認されたものと言う条件が厳しく、薬の売上ンランキング上位に出てくるような薬効の薬、高血

圧や高脂血など生活習慣病の薬はほとんどないことがあります。結局、スイッチ OTC 薬は、風邪薬

や胃腸薬、皮膚病の薬等に限られていることが挙げられます。 
次に価格です。患者、消費者から見ると診察や処方箋に薬を加えてみても保険適用で多くは 70%
引きで買うことが出来るわけで、同じような成分でスイッチ OTC 薬がそれと対抗できるような価格

で製薬企業が売り出せるかどうか難しいと言うことがあります。出費が同じ程度なら、医院で待っ

たりする手間も省けていいのでしょうが、そこまでも難しいと言うことでしょう。 
次に、医療世界の力の論理もあります。医師にとってみれば言わば自分の市場を減らす施策であ

るわけで、直接収入減につながると言うことになります。生活習慣病関連は言わばドル箱なので、

スイッチ OTC 薬の範囲の拡大、特に生活習慣病の薬への適用は医師会の反対が大きいようです。製

薬業界も価格の下落、売上、利益の下落に繋がるスイッチ OTC 薬には反対の立場になります。 
もう一つ追加すれば、私たち市民の意識はどうでしょうか。直接 OTC に行くには、やはりそれな

りに調べて、薬の有効性と安全性を自分で判断する側面があり、それがいやな人もいるでしょう。 
一概にどちらがいいとは言えない問題ですが、もう少しコミュニケーションに投資するとか、メ

ディアの協力を得るとかによってもっと国民の意識を向上させ、議論を呼ぶ施策が必要なのではな

いでしょうか。お役所内での“名案”に終わっているものが多いように思います。 
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患者・市民も考えよう 

医療は公共財かビジネスか 
○40人工透析関連市場 

 
 国内の人工透析治療をしている腎臓病患者は毎年増え続け、今や 30万人で 15 年前の 2倍、全国

の人工透析施設は 4200 か所、患者 1 人当たりの透析にかかる医療費は平均で月およそ 48万円と言

いますから年 576万円、計算上、国全体で透析医療費はおよそ 1兆 7000億円になります。これは

ビジネスの観点から見ると大変魅力的な市場なので、部品も含めた人工透析装置のメーカーから病

院などの透析提供施設まで多くの参入、成長がありました。 
 人工透析には大きく分けて、施設において、血液を一旦体外に出して濾過、溶質除去して体内に

戻す行う血液透析と、患者自身が自分の腹膜を透析膜として利用し、透析液を腹腔ないに貯留して

老廃物の濾過を行う腹膜透析の 2種類ありますが、今は施設において行う血液透析が圧倒的多数。 
装置は精密機械に制御されていますが、血液透析の 
基本的な原理は、ダイアライザーと言う中空糸膜を用 
いた半透膜の器具が中心で、たくさんの小さな穴が血 
液の必要な赤血球や白血球などは通さず、不要な老廃 
物は通して透析液と一緒に捨てる方法。よくある家庭 
用の中空糸膜利用の浄水器が不純物を濾過した後の水を使うのと比べ、逆の応用と言えます。 
ダイアライザーの上位メーカーは旭化成 3割とニプロ 3割で計 6割を占め、他は、東レ、川澄・

クラレ、日機装などです。素材が繊維なので繊維業界からの参入が目につきます。旭化成は売上 1
兆 5000億を誇る大会社で、医療関連はまだ 8%ですが、医薬品なども含め積極投資姿勢を見せてい

ます。二プロは売上 2000億を超える大きな医療機器のメーカーに成長。やはり、透析機器の貢献が

大きいようです。人工透析装置のパイオニアは日機装。株の売買がお好きな方ならご存知のように、

業種で言えば精密機器と言うことになりますが、透析装置を中心とした医療関連が売り上げの約半

分を占めている会社で 1967 年に人工腎臓として販売開始以降、人工透析装置では中心的企業として

の地位を保っており、透析市場同様に成長し、売上およそ 900億円、経常利益率 7.1％と大変な優

良企業となっています。 
ビジネスとしてお金で考えれば付加価値が断然大きい病院などの透析提供施設。1 施設平均の患

者数約 70 人、患者 1 人年 576万として、平均 4億円の「売上」。個人の診療所なら透析患者が 10
人、隔日なので、1 日に 5 人透析すれば他の診療はなくてもいいほど。大部屋に 20～30 もの透析用

ベッドが並んでいる写真を見たことがありますが、失礼ながら、パターン化したサービス業の様相。 
腎臓病患者はおそらく今後も増えるとの予測が立っているので人工透析市場もどんどん拡大する

かと言えば、そうは問屋が卸さないかも知れません。関連企業や施設は、医療費削減政策による価

格の動向、価格的には透析よりずっと安いと言われる腎移植の動向、iPS細胞による腎臓再生技術

の動向などを見極める必要があります。まさにビジネスとして未来を見る目が必要でしょう。市民

から見れば、予防、患者の減少がそれらの企業や施設の大敵であってほしいものです。 
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FAX：０３－５４０３－７７２４ 健康医療市民会議宛て 

 
 
 
 
 
 
 

定例会参加申込書 

送信日2012年  月  日 

１２月定例会＜１２月１８日（火）ＴＫＰ赤坂ツインタワーカンファレンスセンター＞に 
A．参加します    B．参加しません 

同伴者、住所変更などご連絡事項がありましたらお知らせください。 

ご氏名： 

健康医療市民会議（KISK） 代表 梶原 拓 

〒105-0013東京都港区浜松町 1－12－2 東武ハイライン大門 203 
TEL: 03(5403)7723  FAX: 03(5403)7724  E-Mail: Info@kisk.jp URL: http:// www.kisk.jp 

 

 

ご来場ご注意ご来場ご注意ご来場ご注意ご来場ご注意 
 会場は赤坂ツインタワー（ATT）の東館 8F
です。上記地下鉄のいずれもご利用出来ます

が、駅の中をかなり歩く場合もありますので

余裕をもって来られることをお進めします。

駐車場はありますが地下鉄が無難です。 

東京都東京都東京都東京都港港港港区区区区赤坂赤坂赤坂赤坂 2-17-22     
赤坂ツインタワー東館赤坂ツインタワー東館赤坂ツインタワー東館赤坂ツインタワー東館 8F 

・銀座線・南北線「溜池山王駅」（１２番出口）徒歩１分 

・千代田線「赤坂駅」徒歩 7 分 

・千代田線・丸ノ内線「国会議事堂前駅」徒歩 7 分 

会場案内 


