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1. 緒言 

総務省によると，わが国の 65 歳以上の人口（推

計）は，平成 27 年（2015 年）には総人口の 26.0％

（3277 万人）と，およそ４人に１人が 65 歳以上に

なると見込まれている。この超高齢少子社会を，

人類は未だかつて経験したことはなく，21 世紀の

日本は，疾病による経済的負担率も極めて高い社

会になると考えられる。高齢化の進展により，ま

すます病気や介護の負担は上昇する一方で，これ

までのような高い経済成長が望めないとするなら

ば，病気を予防すること，病気を早期に発見し治

すこと，あるいは介護のための社会的負担を減ら

すことが重要になってくる。そのため，人々の「健

康」に生きること（健康寿命）が重要になる。 

本研究は，アメリカ政府の「ヘルシーピープル・

プロジェクト」を手掛かりに，わが国における高

齢者の健康寿命を支える介護のあり方について，

主として金子満雄の介護論の視点から考察するこ

とを目的としている。 
 

2. 研究手順 
 わが国の高齢者の介護体制における文献と，健

康政策に関する文献の研究。並びに，アメリカを

中心とした健康増進政策，高齢者介護に関する文

献を検討し，比較，考察した。 

2-1 健康増進政策の世界的な流れ 

 文献研究を行い，健康増進政策の世界的な流れ

をまとめ，示した。 

2-2 アメリカのヘルシーピープル・プロジェクト

について 

 アメリカのヘルシーピープル・プロジェクトで

ある，ヘルシーピープル 2000 について分析した。    

ヘルシーピープル 2000 では，21 世紀を目標に

22 分野 319 項目の具体的数値目標が設定されてお

り，そのうち 15%が達成され，44%で改善が見られ

ている。また，悪化したものは 18%であった。 

2-3 わが国の高齢者介護について 
 厚生労働白書等文献から，高齢者介護に関する

旧制度の問題点，介護保険制度についてと，その

問題点について検討した。また，時代背景と共に，

わが国における高齢者介護関連の政策と世界諸国

の政策の変遷とを対比，考察した。 

2-4 健康日本 21 

 わが国における健康日本21プランについて研究

し，アメリカのヘルシーピープル 2000 との比較を

行った。健康日本 21 では，2010 年を目途に９分野

70 項目についての目標が設定されているが，2005

年度中間評価では，肥満や飲酒など少なくとも 20

項目について悪化していることがわかった。 

2-5 金子満雄の介護論 

 金子満雄の文献から，金子の認知症患者に対し

ての事例に学ぶ，「感性」を重要視した予防と治療，

介護のあり方，及び介護システムについて検討，

考察した。 

 

3. 考察 
3-1 介護の基本的なあり方，及び，本人を中心に

した地域ぐるみの介護システムについて 

わが国の場合，新しい介護保険制度の導入によ

り，医療と介護の溝は狭まったが，健康増進，一

次予防，治療，予後（リハビリ等），そして介護と

各段階の繋がりは不明瞭で，途切れてしまってい

る。 
一方，アメリカや金子のように，ヘルスプロモ

ーションの考え方の中に，疾病予防（一次予防），

早期発見・早期治療（二次予防），高度医療技術と

東洋医学（代替医療）による治療，能力低下防止

やリハビリ（三次予防），そして治療後の介護制度

と，途切れることのない繋がりがあること，「連携」

を超えた「融合」「共有」があること，こうしたあ

り方を本論中では「斜めの繋がり」と呼ぶ。 
すなわち，わが国に見られる，危ないから，医

療関係者や家族が管理しやすいように，介護のし

やすいように「寝かせつけておく」というような

現在の介護は，治療後，もとの生活に復帰し，豊

かな生活を送るということは到底なしえない。よ

って，発展諸国に比べ，壮年期・老年期の疾病を

境に寝たきりになり，健康寿命を終えてしまう人

が多いのである。本人の主体的な行動をないがし

ろに，過保護ともいえる支援，サービスを行うの

ではなく，金子の介護論にみられるような，本人

の生きる力，治そうという本人の意欲・頑張りを

引き出し，主体的，活動的に生活させる。介護者

はそれを見守り，支援するといった基本的な考え

方が重要なのである。（図１）図１の矢印は，個人

の主体的な意欲・頑張りそのものを表す。矢印は

各段階において生活の質向上に向かう。その先頭

に立ち，矢印を引き上げていくのがケアリーダー

である。また，図１は，アメリカや金子に学ぶ，

斜めの繋がりを持った介護のあり方，すなわち，

第一次予防の健康教育の段階から人生の最終段階

に至るまで，関連する予防と治療の要素を融合さ

せ，一体化させるという介護の基本的なあり方，

及び，現在のわが国のように，各段階で支援機関

や支援者が縦割りに遮断された，繋がりの不明瞭

な介護のあり方ではなく，各種機関・団体，家族，

医師などの専門家，ケアワーカー等が1
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して理解し，共有体として支援すると

いう地域ぐるみの介護システムを示している。 

3-2 金子の実践例 

 金子の介護論では，（認知症の介護という限られ 

た分野ではあるが）「感性」を重要視した，「感性 

リハビリ」「脳リハビリ」などが有効であるとして 

いる。その内容には， 

ａ）生きがいのある積極的な生活を送る。趣味を



個人の主体的

な意欲･頑張り

持つこと。（例：音楽，絵画，スポーツ，囲碁，

旅行，農業など） 

ｂ）老若男女にわたる交友の機会を増やすこと。

服装に気を使い，化粧を心がける。 

ｃ）毎日，定期的な身体運動をさせる。 

ｄ）日記をつけさせる。（頭の体操） 

ｅ）外出や旅行にでかける。 

ｆ）子どもや孫たちとの同居による刺激的な生活。 

などがあり，これは，人間本来の豊かな人生を送

りたいという人々の願いに合致し，その生き方は

他の疾病にも大きな影響を与える。 
これらの実践の結果，FDE（グルコース）を用い

た脳代謝の PET 検査で，脳代謝が低かった認知症

患者の PET 所見が，正常成人の PET 所見に近づく

という成果が明らかになった。（図 2，3） 
 
 

 

 

 

 

図 2 認知患者の PET 所見（改善前） 

 

 

 

 

 

図 3 改善後 

4．今後の課題 

本研究で考察した「共有」の考え方を，これか

らの実践に生かしていくことが，今後の課題であ

る。 
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図 1「斜めの繋がり」を持った介護のあり方（上），繋がりが不明瞭な介護のあり方（下）


