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〔会  長〕 伊藤 和夫      〔幹  事〕 石井 慎一          〔会報委員長〕 廻 辰一郎       
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２０１５-２０１６年度 

第２５３８回 
平成２８年４月１５日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

 

＊ロータリーソング『手に手つないで』      
＊四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 
  １．真実か どうか 
  ２．みんなに公平か 
  ３．好意と友情を深めるか 
  ４．みんなのためになるか どうか 

＊＊＊ お客様紹介                 

・本日のゲストスピーカー 

 医療法人社団鼎会 三和病院 顧問 高林 克日己様 

・千葉西ロータリークラブ（地区ロータリー理念研究委員会委員長） 

 海寶 勘一様 

＊＊＊ 会長挨拶及び報告     伊藤 和夫会長 

皆さん、今日の食事、お分かりになられましたでしょう

か。分区を超えての勝浦ロータリークラブとの合同例会

（タケノコ狩り）で戴いたタケノコで、「筍ご飯」をオークラ

のシェフの方に作っていただきました。 

また、バナーの交換もしてまいりました。久しぶりにラッ

クのバナーが増えました。先日、勝浦ＲＣの漆原会長に

お礼のお手紙を送りました。 

今月のロータリー月間は、「母子の健康月間」です。

会員の劉さんのご紹介で高林先生にお越し頂いており

ますので、後ほど卓話をお願いしたいと思います。 

それから、４月２９日の地区研修・協議会において、当

クラブが社会奉仕活動で表彰されることになりました。 

その活動を報告してほしいと地区より要請がございま

した。ひかり学園への支援の様子、国際里山の集いで

の留学生学友会や地域の方々との交流、創立５０周年

記念事業で５０本の桜を都川水の里公園に植樹したこと

と等について発表したいと思っています。地区内８４クラ

ブの皆様に当クラブの奉仕活動の内容を知っていただ

き参考になればと思います。 

 

 

＊＊＊ 入会式                      

三橋 哲夫会員 《千葉日野自動車㈱ 常勤監査役》 

       （紹介者：斎藤昌雄・吉田裕成・伊藤和夫会員） 

 

私は、日野自動車に

昭和４６年に入社しまし

た。監査役という職種を

もらって６年経ちました。 

今後ともどうぞ宜しく

お願い致します。 

 

 

三橋会員（左）と伊藤会長（右） 

＊＊＊ 委員会報告                 

○国際ロータリーより、会員増強記念バッチ贈呈伝達 

伊藤 和夫会員 

○親睦活動委員会より（河原大輔会員） 

 本日の麻雀大会開催案内 

○金親博榮会員より 

 ネパールの大地震の時に、日本の救援隊が被災地で

大活躍をしたという映画を日本とネパールが協力をして

作成することになりました。その映画のロケ地に、私の会

社を使わせていただきたいと依頼がありました。５月５日

に行います。 

○小林透会長エレクトより 

 次年度、理事・委員長会議を、４月２２日（金）例会終了

後にオークラ千葉ホテルにて行いますので宜しくお願い

致します。 

＊＊＊ ニコニコボックス報告            

≪海寶 勘一様（千葉西ＲＣ）≫ 

地区理念研究委員会がお世話になっております。本

日はメークアップをさせて頂きますので宜しくお願い致し

ます。 

≪伊藤 和夫会長≫ 

◇本日のゲストスピーカー、高林克日己先生、お忙しい

中、当クラブへお越しいただき、有難うございます。 

後ほどの卓話を楽しみにしております。 

◇千葉西ロータリークラブ・海寶 勘一様、ようこそお越し



下さいました。どうぞごゆっくりお過ごし下さい。 

◇三橋哲夫会員、ご入会おめでとうございます。 

今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。  

◇先日の花見移動例会に参加された皆様、大変お疲れ

様でした。楽しんでいただけましたでしょうか？ 

また、親睦委員会の皆様にはお世話になりました。特に

今回担当の江沢会員と、奥様におかれましては準備等

でご尽力頂き、感謝申し上げます。有難うございました。 

≪江沢 一男会員≫ 

大多喜、桜のお城いかがでしたか？ 勝浦ＲＣとの合

同例会、楽しかったです。多くの会員のご参加、有難う

ございました。 

≪金親 博榮会員≫ 

 １３回目の里山のシンポジウムを南房総市で開きます。

１０年前に７つの地域が合併し、地域づくりに努めている

ところで、市と県が協力して開催するものです。ご参加を

期待しております。 

 

＊＊＊出席報告 (会員数５４名)                   

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

   

演 題⇒ 『超高齢社会の医療について』 

卓話者⇒医療法人社団鼎会 三和病院  

顧問 高林 克日己様 

 

私は現在、三和病院という

５０床ほどの病院で働いてお

ります。いつもは、1 時間半位

の時間でお話をさせて頂くの

ですが、どうにか４０分を頂き

まして、お話をさせて頂きます。

このうららかな春の日に、まっ

たく相応しくない食後にもあま

り良くないような暗い話をさせ

て頂くのですが、後半は一応明るく作っておりますので、

そのつもりでお聞きください。 

日本人がどれくらい生まれるのかという図です。 

生まれる人と、死んで行く人の線がクロスするところから

日本の人口は減り始めています。今現在は、死んでいく

人の方が圧倒的に多い状況です。今からひとりで３人子

どもを産まなくてはいけないと言ってもう遅い事態です。

日本人の人口の推移は倍々ゲームで増えてきていまし

た。ところが、ピーク後から増えたのと同じように 100 年後

には減ってきます。中国から 1 億人入れるとかやらない

限りは、変わりはないです。よくて終戦、少なくなると明治

維新の頃の人口になるということです。 

我々は、ジェットコースターの写真のところにいるので

す。今から田舎に土地を買うなんておバカなことをしたら

大損しますからね。人口が半分になるのですから。 

 

 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 9,000 円 累計 238,000 円

金の箱 471 円 累計 16,922 円

出席者数４０ 欠席者数１４ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ２ 修正出席率 ８１．１３％

千葉ＲＣ 月 5/2・5/30 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 5/31 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 5/17・5/31 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 5/25 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水  ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 5/12 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 5/19・5/26 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



２０５０年までに国土全体での人口の低密度変化表を見

て頂きますと分かりますが、青い所は半分になるんです。

赤の１９％のところは、人がいなくなるところです。これく

らい日本の人口は減るということです。決して悪いことで

はなくて満員電車がなくなったり、道路の渋滞がなくなっ

たり良いことも沢山あるかなと思ったりもしますが、それく

らい意識していないと大変なことが起きるんです。働き口

があるかないかより、病院があるか無いかが問われるとこ

ろになります。これから、田舎に病院を作っている先生は

儲からないからどんどんやめて行きます。そして、お父さ

んが亡くなった後に後継ぎがいなくなってどんどん人口

が減って行き、限界集落ってまた病院が減って行くこと

になるということです。これは人口が減ってゆく方の話で、

一方で年寄りが増えていく話になると、WHO でハッキリ

定義されていて NHK などでは、いい加減なことを言って

いるのですが、超高齢化社会とかいうのですがそんなこ

とはなく、高齢化社会・高齢社会・超高齢社会・超超高

齢社会とハッキリ定義されています。６５歳以上の方を高

齢者と呼んでいるのです。その人たちが、全人口の何パ

ーセントかによって名前がついてくるということです。７％

で高齢化社会ですよ。６５歳以上の人があまりいないと

いう国も沢山あるのですから。それが今の日本は、２５％

ですよ。そのうち超超高齢社会になるんですよ。高齢者

が多いと何が悪いのかというとお金がかかるのですよ。

若い人の８倍ぐらい医療費がかかる。だから高齢者が増

えてくると一気に医療費が上がる。日本の医療費は４０

兆円ですから。毎年 1 兆円ずつ増えると言われています。

厚労省は 1 兆円を７，５００億円に抑えようとしています。

今までは病院に行って湿布薬１２袋くれていたのが１０袋

しか出なくなったとかどんどん厳しくなっていっています。

余計な医療費を使わない様にとどんどん変わってきてい

るということです。 

 

 

どこまで行くのかというと、日本の高齢化率と言うのは、

２０４０年には、３８％ぐらいまで行きます。こんな短期間

に増えることは、世界市場にないことです。ヨーロッパの

ドイツなども日本に似ていますが、それでも３２％にはい

かないです。こんな事例はないですから、余程の事を考

えて行かなくてはいけません。実はこの後、韓国が来る、

そして中国はもっとすごいことが起きますが、それは日本

の２０年後です。まず日本がどうなるかということです。 

この高齢化問題と言いうのは、地方の問題ではない。

都会の問題です。なぜかというと、東京のお年寄りが表

のように増えます。小さな県の人口の数県分も増えると

いうことです。それに対してどういうことが起きるか。 

 

 
平成４２年には、県内全体が３０％以上が高齢者にな

るということです。 

 

 



２０３０年になるとどういうことかというと、上表の色の濃

い所は３０％を超えてきているところです。棒グラフは、

高齢者の人数です。館山のあたりは、高齢化率はとても

高いけど、高齢者の人数はそんなにいないということで

す。千葉県は都会と地方の両局面を持っている県です。

特に激しいのは、黄色・赤のところだいたい総武線沿線

です。これは、団地なんです。かつてニュータウンと言わ

れていましたが、今やオールドタウンなんです。そのうち、

ゴーストタウンになってしまうんです。笑い話じゃないん

です。住んでいる人はお年寄りばかりで、子供さんは帰

ってこないので、二人で暮らしていて、だいたい男が先

に死にますから、おばあちゃんが一人で暮らしている。

そしてそこをだれが見ていくということになるんです。 

もっと細かく東京はいいかと思って、500㎡に住んでい

る人口を分析して、その中でだいたい何人が病院に入る

か検討して、一人一人近くの病院を振り分けていく、そう

すると 2030 年には赤いエリアは、車でその病院に行って

も 1 時間以内には一杯で入れないという事態が起きると

いう画です。 

要するに、老人が増えるわけですから、病院をもっとも

っと増やさないと足りないということです。ただ、そんなに

つくる場所もお金もない、さらに働く人もいないということ

です。このままの医療のスタイルをしていったらどこかで

パンクすることは間違いないです。千葉市の救急車は２

５台です。それでも満杯状態です。１台増やすのに億の

お金がかかりますから、救急がパンクして次に介護で入

る場所がないということになります。 

それをどうにかしなくてはならないので、千葉大学の

中で色々なプランを立てたのですが、なかなか良いプラ

ンがたたない。そこで劉会員に連れられて中国の立派な

大学へ行き、何とか日本に来てくれと日本語が堪能な人

にお願いしているのですが、日中国交の難しい部分が

あり、来ないままになっています。 

もう一つの考え方は、１９５０年から２０５０年の１００年

の間にどれだけ死んでいく人がいるのかという考え方で

す。私が生まれたころには、年寄りがそんなにいません

でした。それが医療の発展で１６６万人死亡しますが、そ

のうちの９割が７５歳以上のお年寄りです。その人たちが

病院に入るのですから、病院はパンクするわけです。 

 

亡くなる方を病院に入れるのは、人数的に無理です。 

表の、紫が病院で黄色は家です。緑色の部分は、死ぬ

ところのないその他ということです。 

さすがに、この資料はまずいということで、厚労省はこ

の資料を引っ込めてしまいました。１９５０年の頃は、半

分は家で亡くなっていた。それが今1割しかいなくなった。

ほとんどの人が、病院に入って良い医療があって助かる

から病院にいたいわけです。ただ、亡くなる最後まで病

院にいる必要があるのかなと思います。家にいたら、煙

草も吸える、お酒も飲める、テレビも見れる、お金もかか

らないわけですから。介護でうちの母ちゃんが見てくれる

かわからない。それは皆様の普段の行いで決まります。

助かりたかったら、病院に行く、もう良いよって言うなら、

在宅の方が良いと思います。私の場合は、女房にあなた

は病院が好きなんだから、病院で死になさいと言われて

います。 

７９歳のおじいさんで、癌の患者さんなのですが、癌の

恐怖も知っています。家に帰したところ、幸せな顔になり

ました。８０歳の誕生日に立派なお庭で誕生日会を行い

ました。奥さんも幸せな顔をしています。この方は、数日

後に亡くなっています。ただこの写真が死ぬ前の人に見

えますか。この写真の他の方も、癌の患者さんですが家

に連れて帰ったら写真のように元気になりました。こういう

死に方もあるんだということです。こういう暮らしが出来る

人は、どうぞご自宅にお帰りなさいよと私は言いたいで

す。色々な介護の問題もありますけれども。息子は駄目

ですけど、奥さんや娘さんを大事にしてください。 

我々も色々手を尽くして患者さんを助けていますけど、

100 歳の方はまた直ぐに具合が悪くなります。 

長生きしても、幸せに死ねるわけではないのですよ。

一般の方も分かってはいるんだけど、いざ病院に行くと

そういうわけにはいかなくなってしまうのです。 

千葉県のHPに「ドラマあなたどうするの？」っていうDVD

がありますのでそこを見て下さい。私が推奨しているの

は、事前にお配りしましたが、「事前指示書」というのがあ

ります。胃癌の人であれば、物を食べたい、食べたくな

いの気持ちを聞いて対応できます。ただ、私の母は、90

歳でアルツハイマーで日曜日に私が行っても分かりませ

ん。 



そういう人は、脳の部分で海馬がダメになり記憶が無くな

り・食べられなくなりダメになります。点滴しても体が浮腫

むだけです。ほとんど水分ですから。やるとしたら鼻に管

を入れる胃管という方法です。そうすると痒くなり外そうと

するので、手足を縛られ宇宙人のようになってしまいま

す。この状態になっている人は、そんなにお腹が空かな

い。1 日にほんの少し食べるだけで結構生きていけるん

です。その形がある意味理想の形かなと思っています。

みなさんのお父さんやお母さんが、誤嚥性肺炎で亡くな

った方もいらっしゃるかと思いますが、むせてないから大

丈夫と思われるかと思いますが、感じないから誤嚥性肺

炎になって亡くなるのです。食べて物が、すべて肺に入

っているわけです。家族はせっかく食べられているんだ

からと食べさせて終わりになる。万が一急に意識が無く

なってしまって、朝、目が覚めたら芋虫のようになってい

て、手足に点滴が入っていました。こんなのだったら生き

ていたくないと言ってもちゃんと書面にしておかないと、

我々医者は家族がやってくれと言ったことは、やらざるを

得ないと言うことです。心臓が止まった時にマッサージす

るかしないかも書いておいてください。今、車に撥ねられ

た・・・書いてあるから何もしませんという話とは違います

よ。 

助からないという判断になった時にどうするかというこ

とです。アメリカでは３割の方が「事前指示書」を書いて

います。法制化されていますので書いたらそれに従うと

いうことです。 

私の女房の８５歳の親父に恐る恐る渡したところ、喜ん

ですぐに書いてくれました。８８歳で倒れた時に医者に

見せたところ、「分かりました、無理はしません」と言われ

ました。私の親父のことですが、９０歳で誤嚥性肺炎で亡

くなりました。親父は、「事前指示書」を書いてはいたの

ですが、救急車に乗せられて救命救急処置を受けたの

かというと、そこはサ高住の施設だったから、ここで死ぬ

と異常死になってしまうからです。１１９番に電話をすると

いうことは、とにかく助けるところに運ぶということなんで

すよ。１２０番を作るべきです。無理しなくていいよってい

う番号です。 

 

                      ２０１６年４月１６日撮影 

上記表のように６９歳ぐらいからだんだん弱ってきます。

１％ぐらいの人は PPK（ピンピンころり）なんです。女性は、

だんだん弱って行く方が多いです。いかにして PPK を増

やしていくかということです。 

あまり過剰な医療サービスをしていると、虚弱なままい

つまでも生きていくということです。出来れば、バリアフリ

ーではなく、バリアを作ってあげた方が人間は頑張るか

ら元気な人は元気でポックリ行くというわけです。 

これからは、お年寄りをお年寄りが見る時代になります。

これからの社会は、高齢者が労働力になって行かなくて

はいけない時代になります。是非、高齢者の方は頑張り

ましょう。生き甲斐が大事です。 

「高齢者終末医療 最良の選択」と言う書物を出して

おりますので、皆様どうぞご購入下さい。 

 

第２５３９回例会 

日 時⇒  平成２８年４月２２日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話演題⇒ 『ロータリー青少年交換の現状について』 

卓話者⇒  国際ロータリー第２７９０地区 

        青少年交換委員会 委員長 佐藤 孝彦様 

 

水の里公園に植樹した桜は、葉桜になっていましたが、すくすくと

成長しているようでした。 （ＩＴ・広報委員長 大塚裕正会員撮影） 

 
 
 
 
 
 
 
 
＜会報当番：水野 浩利会員＞ 


