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特集：今こそ未病への
取り組みを

写真：かきぞえ健康講座の様子H31.4



「今こそ未病への

取り組みを」

今回は私が最近最も重要視している未病について
考えてみたいと思います。

終戦後のベビーブームに端を発する団塊の世代を
核としてその後の集団就職等による都市部への労働
人口の流出、又、それによる三世代同居の家庭構造
の崩壊、ひいては一次産業の衰退、共働き世帯が当
たり前となり晩婚化、高齢出産化、つまり少子化へ
と時代は流れ、当然のことながらこの流れの中で人
口の多くを占める団塊の世代が高齢化することによ
り現代は僻地のみならず中小都市部においても前代
未聞の逆人口ピラミッドが形成されています。この
状態は決して想定外ではなく人口動態の経過を見守
れば当然なるべくして陥っている結果と考えます。
さらにはこの現象は近々、首都である東京にも訪れ、
地方都市とは比べものにならない程の要介護者が溢
れ、介護施設、介護福祉士不足で窮地に追い込まれ
ると思われます。

理事長 柿添圭嗣

唯でさえ少子化なのに純粋な我が国の若者に勤労の尊
さを教育することもなく安易に発展途上国からの勤勉な
人材に頼ってその場しのぎの労働力確保をしているとこ
ろは正に６０年程前に計画性や真剣な将来予測もなく地
方の若者を漁場や畑や田んぼ、そして親から引き離して
都市圏に集中させた歴史を繰り返しているような気が致
します。近い将来、メイドインジャパンの品質は保てな
くなるのは確実です。日本の若者には手に技術が無く東
南アジアから研修に来た若者は日本の素晴らしい技術を
持って国に帰り、数年後か十数年後には我々も工業製品
を買うときには生産国は東南アジアって書いてある方が
正確で丈夫だからと選ぶようになる可能性が大きいよう
です。

前置きが長くなりましたが、このような現状を解決し
未来への展望を開くためのキーワードこそ「未病対策」
であると確信しています。

最近は人生１００年、定年７０歳や８０歳との声も聞
かれます。仮に平均余命を１００歳まで延伸し定年７０
歳まで労働人口として働ければ逆人口ピラミッド時代の
有力な解決手段となります。８０歳まで働ければ更に明
るい社会がもたらされるかもしれません。そのためには
平均余命と健康寿命の高年齢における近似化を目指さな
ければなりません。定年後２０年間寝たきりで介護を受
けて暮らすか少なくともその大半を旅行や庭いじりなど
趣味の時間として過ごせるかが極めて重要です。

我が国における男女別の
平均寿命と健康寿命の差
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昨年行われたまちゼミでの講義の様子
上）認知症予防 下）スローヨガ



私自身は外科専門医として基本的には長年西洋医学に携わっており、その経験を活かして地域の健
康寿命の延伸に多少なりとも貢献できるとすれば西洋型未病の分野ではないかと考えています。具体
的には地域や職域の健診において検査値異常や身体測定でメタボ等を指摘されたのに自覚症状が無い
ので放置している人に必ず将来やってくる「発病」を阻止するために努力する所存です。

元気で楽しい７０代、８０代、９０代の生活を実現するためには４０代、５０代、６０代の生活習
慣が極めて重要です。私は仕事柄、酒や煙草を好きに嗜んで運動もせず家でだらだらしたり夜更かし
したりして健診でひっかかっても何も生活習慣を変えようともしなかった人が大変残念で辛い老後の
日々を何年間もベッドの上で送られたのをみています。

肺炎になると苦しくなります。しかし、その原因は歯周病かもしれません。歯周病の自覚症状は無
いかもしれません。心筋梗塞になると胸痛に襲われます。その原因は高コレステロールかもしれませ
ん。高コレステロールに自覚症状はありません。

これまで当法人は急性期医療に軸足を置いてそれに続く療養、介護に取り組んで参りましたが新た
に未病対策を本格的に進めていく決意を致しました。現在長崎県は健康寿命日本一の県を目指すス
ローガンを掲げております。私はその一翼を担うというよりむしろコンパクトな自治体であることを
活かして平戸市をいち早く健康寿命日本一の市に出来るのではないかと考えています。

未病対策の具体策については次回に詳しく紹介できると思います。とにかく健やかで楽しい人生を送
るためには市民一人一人の健康に対する意識が大事です。皆さん健康に関心を持ちましょう。

この健康寿命の延伸の鍵を握っていることこそは「未病」であ
ると確信しています。
そこであまり聞きなれない言葉「未病」について私なりの考えを
記します。

先ず「未病」とはどのようなことを指すかですが２０００年以
上も前の中国の書物「黄帝内経素問」の中に聖人は未病を治すと
書いてあります。未病とは発病に至らないものの軽い症状がある
状態のことで軽いうちに異常を見つけて病気を予防するという考
え方です。
「発病」していなければ「健康」ということではなく、分かり易
く交通信号に例えると緑から赤になるのではなく間に黄色がある
ということです。但し人間の心身状態において「黄色」つまり赤
の前段階は透明で見えないことがほとんどです。この見えない黄
色信号の状態こそ未病の状態と考えます。つまり病気と健康の間
において未病は健康の中に潜んでいます。もう少し分かり易く表
現すると「自覚症状は無いが検査で異常がある状態」と「自覚症
状はあるが検査では異常が無い状態」を未病と言っています。
日本未病システム学会では前者を「西洋型未病」後者を「東洋型
未病」と分類しています。

未病とは

聖人は未病を治す

かきぞえ健康講座
「認知症のはなし」の様子

病気健康 未病 未 病
自覚症状あり
検査異常値なし

東洋型未病西洋型未病

自覚症状なし
検査異常値あり

未病の概念



歯周病が全身に及ぼす影響について

歯周病の原因は口腔内にいる細菌です。この細菌は普段は悪さをしませんが、歯磨きが充分でな
かったり、砂糖の摂り方が多すぎたりするとネバネバした物質を作り歯にくっつきます。これを歯垢
（プラーク）と言い粘着性がとても強くてうがいをした程度では取れません。口の中を見ていただく
と歯と歯の間や歯と歯肉の境にみつかるかもしれません

最近テレビなどで歯周病という言葉を耳にする機会が多く
なってきていると思いますが、歯周病はどんな病気かご存知
でしょうか？

歯周病とは一般には歯槽膿漏とも言われ細菌の感染により
引き起こされる炎症性の病気です。歯と歯肉の境目の清掃が
行き届かないと、そこに細菌が溜まり歯肉の淵が赤くなった
り腫れたりします。この時、殆どの場合痛みを感じることは
ありません。その為歯周病は気が付かないうちに進行するこ
とが多いです。そして進行すると歯周ポケットと呼ばれる歯
と歯肉の境目が深くなって行き、歯を支える土台（歯槽骨）
が溶けて歯がグラグラ動くようになり最後には歯を失うとい
う残念なことになります。

歯周病の菌は腫れた歯肉から簡
単に血管に入り込み、全身に悪い
影響を及ぼすことがあります。

以前から歯周病は糖尿病の合併症
の一つと言われていました。糖尿
病の人はそうでない人に比べ歯周
病にかかっている人が多いのです。
しかし最近では歯周病になると糖
尿病が悪化するという逆の関係性
も明らかになってきて歯周病と糖
尿病はお互いに悪い影響を及ぼし
あっていると考えられるようにな
りました。そういうわけで歯周病
治療をすると糖尿病も改善するこ
とも分かって来ています。

柿添澄子歯科医長

お口の中の細菌が誤嚥や血液を
経由し全身へと流れ疾患を引き起こす

歯周病

歯周病が引き起こすと
言われている病気

脳梗塞 誤嚥性肺炎
心筋梗塞 動脈硬化
糖尿病 低体重児出産
早産 など

体の抵抗力
が弱まる

血管が
もろくなる

インスリンの働き
を抑制する血液中
のTNF-αが増加



歯科室紹介

歯周病そのものが生活習慣病ですがお口の清掃をするという生活習慣が全身の病気の予防になること
を理解する事が大事だと思われます。口腔ケアは自分一人で行っていけると思われがちですが、自己流
では正しい歯周病予防に結び付けることはなかなか難しいです。出来る範囲で定期的に歯科受診をしお
口の健康を保つ事でむし歯や歯周病の予防だけでなく全身の健康に繋げていけると良いと思います。

近年話題の誤嚥性肺炎も多くの原因は歯周病菌と考えられます。
高齢等で飲み込みの機能が衰えた時、口腔内を不潔にしていると食
物や唾液と一緒に歯周病菌が気道内に入り込み肺炎を起こすことが
あります。誤嚥性肺炎を予防するにはお口の周りや首の筋肉を鍛え
る嚥下体操に加えて口腔ケアをしっかり行うことがとても重要と思
われます。

このように歯周病は歯が抜けていくだけの病気ではなく、全身に
大きな影響を及ぼす疾患です。

また、歯周病菌の刺激によって動脈硬化を誘導する物質が出
て脳梗塞、心筋梗塞、狭心症等の発症にも関わっていることが
わかってきています。歯周病の人はそうでない人に比べると
2.8倍脳梗塞になり易いとも言われています

また歯周病は女性ホルモンとの関わりが強く妊娠中に歯周病
が進行することがよくあります。妊娠している女性が歯周病に
かかっていると低体重児や早産になる危険性がかなり高くなり、
それは煙草、アルコール、高齢出産等よりはるかに高い数値と
いう事です。

柿添病院の5階には歯科室があります。
歯科室では通常の歯科診療だけでなく義歯調整や歯周病検
診も行っております。

噛み噛み・脳トレ大作戦
「噛めばいのちの泉湧く」
① ひと口３０回噛む
② 飲み込む前にあと１０回噛む
③ 食べ物の形がなくなるまで噛む
④ おいしさを感じるまで噛む

歯科医長

柿添 澄子

歯科室主任 歯科衛生士

内海 久子

木原 久美

歯科衛生士

私たちがお待ちしております
お気軽にお声かけください

脳を若返らせて元気に！！



～ 健康講座年間スケジュール ～
令和元年

4月 ひらどよかよか体操 ：終了しました。

6月 薬の話 ：終了しました。

8月 食事について

10月 未病とは？

12月 心（こころ）について

令和2年

2月 地域包括ケアシステム

について

（医療・介護・福祉をすべての

世代で支え・支える町づくり）

今年度も健康講座開催中

今年度のテーマ

『未病』

４月の健康講座の様子



身体の血液は、心臓から押し出されて全身をめぐります。
そして、押し出された血液は また心臓に戻ってくる必要があ
ります。そこで、血液を心臓に押し上げるポンプの役割をす
るのが、ふくらはぎなのです。ふくらはぎが心臓へちゃんと
血液を送れるようにするには、筋肉が収縮していなければな
りません。そのため、ふくらはぎの筋肉は大切なのです。

また、つま先をしっかり上げて歩かないと、躓いたりして
しまい転倒する危険性が高くなります。つま先を上げる筋肉
は足の前についています。

足の前とふくらはぎをしっかりと鍛えていきましょう。

基本姿勢 基本姿勢 かかとを上げる

かかとを着けたままで、つま先を上
に上げます。しっかりと上げられてい
ればひざ下に力が入ります。

リハビリテーション課 理学療法士 古川博斗

どちらの運動も１０回、１日２～３セットを目標にしましょう

ある日のランチメニュー
フレンチトースト
塩麹チキンのシーザーサラダ
（フライド牛蒡をトッピング）
コンソメスープ
フルーツ盛り 野菜ジュース

第2回目の今回は「第２の心臓」とも
言われているふくらはぎや、つま先を上
げる為に必要な足の前にある筋肉のト
レーニングを紹介します。

つま先あげ かかとあげ

つま先を上げる⇒ ⇒
余裕があれば
立って行いましょう

つま先を付けたままで、かかとを上に上げます。しっか
りとした動作を行えていれば、ふくらはぎが固くなります。
余裕があれば椅子などに掴まり、立って行いましょう。

食パンは、厚切りを選びます
レーズンパンやバゲットでも大丈夫です。

フレンチトーストは、カリッとした
外側とフワッとした内側が美味しさの
決め手！！

蓋をして3分間弱めの中火で焼き、裏
返し蓋をして2分ほど焼きます。ブルー
ベリージャムやマーマレードと生クリー
ムなどを添えてお召し上がり下さい

ミントを添えて彩りと清涼感を！

〜フレンチトーストを
美味しく作るために〜

栄養課 管理栄養士 後藤洋子



医療法人医理会 柿添病院
〒859-5152
長崎県平戸市鏡川町278番地
TEL 0950-23-2151
FAX 0950-22-5131
http://www.kakizoehospital.or.jp/
【面会時間】 平日・土曜日：13:00～20:00

日曜・祝祭日：10:00～20:00
医理会ホール 通所リハビリテーション『毎快』
〒859-5112 長崎県平戸市宮の町596番地1
TEL 0950-23-2151 FAX 0950-22-5131

医療法人医理会 柿添病院附属中野診療所
かきぞえ通所リハビリテーションセンター

〒859-5141 長崎県平戸市山中町696番地3
TEL 0950-20-4100
FAX 0950-20-4101
[診療科目】 耳鼻咽喉科・内科
[所 長】 木寺 一希 日本耳鼻咽喉科学会専門医
[診療時間】 平日 9:00～12:00

13:00～17:00
※午後の診療は事前にお問い合わせ確認をお願い致します

病院までのアクセス

月 火 水 木 金 土

外
来

外科・内科
柿添圭嗣（ 木 病棟回診）
柿添博史（ 水・金 内視鏡）
柿添三郎（ 月・木 内視鏡）

○ ○ ○ ○ ○ ○

午後の診療は行っておりません
※柿添三郎 水曜 午前 肝臓外来

外科
九州大学病院 第二外科

○ ○ ○ ○ ○ ○

整形外科
町田宏

休 ○ ○ ○ ○ 休

小児科
柿添由美子

○ ○ ○ ○ ○ ○

午後の診療についてはご連絡ください

歯科
柿添澄子

○ ○ ○ ○ ○ 不定休

専
門
外
来

皮膚科 丸田眞澄

9:30～12:00 14:00～15:00
休 ○ ○ ○ 休 休

耳鼻咽喉科 九大耳鼻咽喉科

10:30～12:00 14:00～16:00
○ 休 休 休 休 休

泌尿器科
佐世保共済病院 山田潤

休 休 休 休 ○
※午前のみ

休

循環器内科
福岡大学筑紫病院 清水さや華

毎月 第３ 土曜日 ※午前のみ 午後予約のみ

脳神経外科
長崎労災病院 北川 直毅 毎月 第1・３ 金曜日 ※午前のみ

診療日のご案内 ※医師予定については変更等がございますので、
来院される前にご確認願います

【診療時間】 平日：9:00～12:00 14:00～17:00 土曜：9:00～12:00

au

※月曜日が祝祭日の場合その週はお休みになります

http://www.kakizoehospital.or.jp/

