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A.日本の医療福祉の現状と将来予測  
 
日本全体の人口の推移 

以下のグラフは、2010 年から 40 年にかけてのわが国全体の人口の動向を示す。今後 30
年、75 歳以上は急増だが、0-64 歳の大幅減で、総人口 2100 万人減少する。 

 
 以下のグラフは、今後 100 年間のわが国人口の動向を表す。2005 年頃がわが国人口のピー

クである。その後 25 年間、0-64 歳人口は年間 100 万のペースで減少するが、後期高齢者が

年間 60 万人平均で増加、人口減少スピードは比較的緩やかで、2030 年は 11500 万人である。

2030 年以降、後期高齢者の増加が止まり、年間 100 万人の若年人口減少のみが残り、2050
年には、わが国の人口は 1 億を下回っている。その後、後期高齢者の人口減少が始まり、総

人口の減少スピードが加速され、今世紀末は、5000 万人台になることが予想される。 
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とても大変、東京周辺の医療事情 
 2025 年にむけて後期高齢者が激増し、その増え方が最も激しい地域は、東京周辺部（埼玉

県、千葉県、神奈川県などの東京のベッドタウン）であることは、最近多くの人が知るよう

になった。（図１）は、2010 年から 25 年にかけての 75 歳以上人口の伸びが特に激しい東京

周辺の様子を示す。千葉県西部、埼玉県東部・中央部、神奈川県県央部は、2010 年から 25
年にかけて、75 歳以上人口が 100％以上増加する。 
 更に困ったことに、この地域は人口当たりの医師数が、日本で最も少ない地域とほぼ一致

する。この地域がこれまで少ない医師（医療提供体制）でやってこられたのは、この地域の

住民の多くが 1970 年前後に地方から首都圏にやってきた当時の若者（団塊の世代）であり、

これまでこれらの地域の有病率が低かったことと、住民の多くが東京に出勤し、病気になっ

たら東京の病院を使用していたからである。ところが 2022 年から 24 年にかけて団塊の世代

が 75 歳になり、この頃から地域の有病率が急速に上昇する。しかも東京の病院へ通院するの

も大変になってくる。この結果、これまで比較的健康で地元で受診しなかった地域住人が、

突然しかも頻回に地元の病院を受診するようになり、ただでさえ少ない医療機関が、更に混

雑することが予測される。東京周辺は、医療がたいへんな時代を迎える。 

 
（図１：2010 年→25 年の後期高齢者の地域別増加率） 
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東京は介護がたいへん 
 次に、東京は介護がたいへんという話をする。（図２）の左側は、2010 年において後期高

齢者 1000 人に対して老健、特養、介護療養、高齢者住宅などの要介護の高齢者に対応した施

設の収容能力（全国平均が 120 人）の地域ごとのレベルを表している。濃い青色が 1000 人

に対して 150 人以上、水色 130 人以上で高齢施設の充実した地域、黄色が 90－110 人でやや

少なく、赤色が 70－90 人で不足、黒色が 70 人以下で危機的状況であることを表している。

2010 年では、新宿・中野・杉並地区と太田・品川地区が黒色、他の 23 区内が赤色と、23 区

内の要介護の高齢者に対応した施設の収容能力が、際立って低いことがわかるだろう。一方、

周辺の神奈川県、埼玉県や千葉県の東京湾周辺地域の収容能力が高いことがわかるだろう。

また、これらの東京周辺地域が、現在の東京の収容しきれない高齢者の多くを引き受けてい

ることが予想される。  
 

    
（2010 年）             （2025 年） 
（図２：2010 年→25 年の後期高齢者 1000 人に対する総高齢者ベッド数の推移予測） 
 
 （図２）の右側は、今後高齢者施設が新たに建設されないと仮定し、後期高齢者のみが増

加した場合の、2025 年の各地域の後期高齢者 1000 人当たりの収容能力を表す。 
東京周辺の収容能力の高い地域は、今後十数年で後期高齢者の倍増する地域でもある。今

後もこれらの地域で後期高齢者対応施設や住居の建設は続くので、2025 年の予測図が示すレ

ベルまで低下しないと思われる。しかし、今後の後期高齢者の増加スピードほどには新築が

進むとも思えないので、現在のような水色や青色のレベルを保つのも難しいだろう。その結

果、周辺部の東京都心からの受け入れ余力が今ほどにはなくなることが予測される。 
一方、東京都都心部は、2010 年から 40 年にかけて平均 6 割程度後期高齢者が増加する。

東京都心では、この増加スピードに合わせて高齢者対応の施設を作られることは、ほとんど

期待できない。よって 2010 年に赤色レベルの地域が黒色レベルに変わり、黒色の地域ではよ

り厳しい状況に陥る。更に東京周辺地域の受け入れ能力も低下することが強く予想されるた

め、東京の施設による介護は、そう遠くない将来、とてもとても厳しい状況になることが強

く予想される。西日本を中心に日本には余力を期待できる地域がたくさんあるので、危険な

首都圏から余力のある地域に引っ越す選択肢も考慮する価値があるだろう。 
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過疎地の事情 
 《居住・無居住の別》でみると、現在人が居住している地域のうち約 2 割が無居住化する。

現在国土の 5 割に人が住んでいるが、それが 4 割にまで減少。北海道は 5 割以上無居住地化

することが予測されている。 

 
生活便利施設へのアクセスが困難な高齢者が急増する。2005 年に、徒歩圏内に食料品店が

存在しない高齢者単独世帯数が 46 万であったが、2030 年には 100 万世帯に増加することが

予想される。過疎地の高齢者単独世帯をささえるのが、非常に困難になってきている。 
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D. 個人として、今後どうすべきか 
 2010 年と 25 年を比較すると、後期高齢者が全国的にみれば 1.6 倍に増加する。首都圏は

100％超の増加の地域も珍しくなく、医療も福祉も厳しい状況になる。このような状況に対処

する方向性は、基本的に以下の２つにまとめられる。 
 
 基本的な対策の方向性１：後期高齢者の増加に応じて施設や人員を増強する 
 
 基本的な対策の方向性２：、一人当たりの医療介護資源消費量を減らす 
 

高齢者を支えるべき若年人口の急速な減少と 1000 兆円を超える借金を抱える国家財政を

考えると、これまでの延長上である後期高齢者の増加に応じて施設や人員を増強するという

方向性１は、遅かれ早かれ破綻する可能性は極めて高い。我々の目指すべき道は、方向性２

であろう。 
方向性２をもう少し具体的に述べると、一人の高齢者が、自立状態から死亡に至るまでの

期間に使用する医療介護資源消費量を現在の 2/3 に程度に減らすことであろう。この時

の重要な付帯条件は、「その人の人生のトータルの満足度を下げずに」ということである。

もしこのこれを実現できたとすると、後期高齢者の数が 1.5 倍になり、一人当たりの医療介

護資源消費量が 2/3 になり、「1.5×2/3≒1」なので、現在の高齢者に対するインフラでな

んとか対応できることになる。方向性２を目指す場合、参考になる事例がある。エンジンと

電気モーターの 2 つの動力源を持つハイブリッドカーである。1973 年と 1980 年のオイ

ルショックを通し、省エネという考えが国民の間で芽生え、省エネ技術が発達した。そ

の成果の一つがハイブリッドカーである。ハイブリッドカーは、1980 年頃の車と比較し

て格段に静かで乗り心地が良いにも関わらず、半分程度の量のガソリンで同じ距離を走

行することができる。 
 今後の日本社会も、多くの高齢者がこれまで以上に満足でき（少なくともこれまで程

度の満足度を保ち）、かつ医療介護資源消費量が 2/3 以下で抑えることができるような環

境・技術・死生観の国民への提供を社会全体として目指すべきであろう。 
 
省エネ型で質を落とさない老い方を国レベルで実現するには 
 一人当たりの自立状態から死亡に至るまでの期間に使用する医療介護資源消費量を現在の

2/3 に程度に減らすという目的を掲げるだけでは、どのようなことをすべきか対策が見えてこ

ない。このようなときの一つの方法は、自立から死亡に至るプロセスを分類し、また自立状

態から死亡に至るまでの期間をいくつかの段階に分割し、それぞれのプロセスの段階ごとの

医療介護資源消費量を評価し、またどのようなことをすると医療介護資源消費量にどのよう

な影響があるかを、一つずつ検討し、どのような状態でどのようなことをする、あるいは行

わないことの人生終末期の生活の質や医療介護資源消費量に及ぼす影響を検討することであ

る。 
 以下の(図１)に、筆者が考える、自立状態から死亡に至るまでの期間の質や資源消費量を考

えるためのモデル（案）を示す。 
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 このモデルでは、自立から死亡に至るまでのプロセスを Y 軸（機能レベル軸）と X 軸（時

間軸）の上で推移する、４つのパターンで表現する。Y 軸は、自立、虚弱、要介護（軽）、要

介護（重）、意識障害の５段階にわけ、死にいたるパターンを、即死型、中期癌死型、長期老

衰型、長期認知症型に分けている。それぞれのパターンのそれぞれの段階でどのような介入

を行う、あるいは行わないことによる人生の質に及ぼす影響および医療介護資源消費量に及

ぼす影響を検討し、どのようなことを行う、あるいは行わないことが、人生の質を落とさず、

医療介護資源消費量を減らせるかを検討すればよいと考えている。 
 

 
 （図１：自立から死亡までの期間の人生の質や医療介護資源消費量を考えるためのモデル） 
  
 以下に、（１）虚弱から要介護（重）までの期間における介護サービスの多寡が、機能衰退

のプロセスや期間に及ぼす影響と、（２）意識障害レベルの高齢者に対する胃瘻が人生の質や

医療介護資源消費量に及ぼす影響を論じた文章を掲載する。 
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 医療・介護の介入が少なると、何が起きるのか 
 今後一人一人に提供される医療と介護サービスの提供量は減らさざるを得ないだろう。そ

れでは医療や介護の提供量が少なくなると何が起きるのであろうか。筆者は、高齢化率・独

居率が比較的低く、医療福祉サービス提供量が非常に多い相良村という地域と、高齢化率・

独居率が高く、医療福祉サービス提供量が非常に少ない大三島という地域で、人の老い方が

どのように違うのかを 5 年以上にわたり追跡調査を行ったことがある。 
（図 3-1）に、医療福祉サービス提供量が多い相良村の高齢者の老い方の特徴を示す。相良

村では、自立が虚弱に、虚弱が虚弱のまま、要介護状態の人が要介護状態まま留まる確率が

高かった。相良村は、熊本県の山中にある、人も優しく、医療介護も手厚いこれまでの日本

社会が目指してきた理想に近い医療介護提供している地域である。しかしこの人々の高齢者

に対する優しさや、医療介護の手厚さに意外な落とし穴があるようだ。この調査で明らかに

なったことは、手厚い介護は、助けてもらう瞬間はうれしいが、虚弱の人が自立に戻るチャ

ンスを奪い、虚弱や要介護の期間を長期化する影響があることである。 
 （図 3-2）に、医療福祉サービス提供量が非常に少ない大三島の高齢者の老い方の特徴を示

す。大三島では、自立の人が自立、虚弱の人が自立に戻る、自立の人が短期間で死亡、虚弱

の人が短期間で死亡する確率が高かった。医療・介護の介入が少ない大三島では、虚弱の状

態でも人の援助がもらえず、そのときは厳しいが、自分でやっているうちに虚弱から自立に

戻る可能性が高い。また、医療介護の介入が少ないほうが、虚弱や要介護の期間が短い人生

を送れる可能性も高いようである。介護に頼りすぎない生活を目指せば、ピンピンころり型

で老いていく可能性が高いように思われる。 
 

   
（図 3-1：相良村の老い方の特徴）       （図 3-2：大三島の老い方の特徴） 
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フランスのように日本でも胃ろうが行われなくなる？ 
1990 年頃のフランスでは、意識障害や認知症の高齢者が経口摂取困難になったときに、積

極的に胃ろうが造設されていた。現在フランスでは、意識障害や認知症の高齢者が経口摂取

困難になった場合、胃ろうなどの積極的な延命治療は、ほとんど行なわれていない。文献に

よる確認はできていないが、2008 年から 13 年にかけて行った筆者の 6 回に渡るフランス医

療視察で聞いた話を総合すると、1990 年代から 2000 年の初頭にかけて、決定的な理由がな

いままに、フランスは、嚥下障害のある高齢者に対して、徹底的に胃ろう造設を行う国から、

行わない国になったようである。 
日本でも 2010 年頃から、胃ろうを希望しないケースが現れ始め、フランスと同様、決定的

な理由がないままに、嚥下障害のある高齢者に対する胃ろう造設は減少傾向に突入したよう

に思われる。今後日本も、現在のフランスと同様、意識障害ある高齢者に対する胃ろうによ

る延命が、ほとんど行われない国になっていくと筆者は、予想している。 
ちなみに、胃ろうを造設すると現在平均 3 年程度延命が図れるようだ。一方、食べられな

くなった場合に寿命として無理をせずに栄養補給を行わず看取るという選択を行うと、平均

10 日程度で亡くなるようだ。机上の計算であるが、胃ろうを造設して一人の高齢者が 3 年専

有するベッドに、自然死型でなくなる人が 1 ヶ月に 3 人、1 年で 36 人、3 年で約 100 人亡く

なる。ベッドの回転率が 100 倍になるのである。 
 
今後どうすべきか 
 2010 年と 25 年を比較すると、後期高齢者が全国的にみれば 60％ほど増える。首都圏は

100％超の地域も多く、医療も福祉も厳しい状況になる。個人としてどうすればよいか。 
 まず検討すべきは「移住」であろう。退職間もない夫婦が首都圏から地方都市に移住する

と、お金の余裕ができ、夕食のお品数が増え、住居も広くなり、旅行などに行ける余裕が生

まれる。入院も施設入所も容易である。受け入れる側も、地域にお金を落としてくれ、病院

に入院してくれれば、病院勤務者の働き口確保に貢献してくれる。首都圏に残った人から見

れば、一人当たりの病院や施設の取り分が増える。送り出す自治体から見ても、たとえ移住

先での保険料の面倒を見るとしても、首都圏に残る場合より、出費が少なくなる。 
 過疎地でも、生活便利施設へのアクセスが困難な高齢者の場合、運転が難しくなった場合、

近隣の歩行で生活ができるエリアに引っ越すことが求められるようになるだろう。 
高齢者自身が、無いものねだりになる周囲からの援助を期待せず、自分の機能を低下させ

る可能性の高い介助を断り、福祉器具や住宅改築などをとことん利用し、ときには進んでリ

ハビリを行い、自分でなんとかやれる期間を長くする努力をすることも有用な対策である。

また、社会も高齢者の自立期間を伸ばす努力を徹底的に援助することが必要である。 
自分の死に方を人任せにせず、自分で死に方を決めることも重要である。周囲もその意思

を尊重して、その方の望むような終末期を実現してあげることが求められよう。 
 この 3 つを実践する人が増えれば、おそらく現在後期高齢者に提供されている医療・介護

量の 1/3 程度は減らすことができ、現在のインフラでなんとか急速な高齢化の波を乗り切れ

ることになる。更に個人の老い方・死に方に対する満足度も上がるのではないだろうか。 
 
◎地域包括ケアが寝たきり老人のいない国（北欧）をベースに作られたシステムなので、そ

もそも寝たきりの高齢者を在宅でケアすることは想定されていない。 

 


