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「希望の革命」始まる

「BIOPHILIA」と題しています。

持続可能な超高齢社会の構築に関し、現在の問題
を明らかにし、

我々の研究・普及活動と、

その事実を基礎とした実現可能な解決策をお示し、

読者と共に「希望の革命」を実現したいと願っていま
す。



今現れている課題

1、「現在の地方自治体の課題：政策目標と

市民願望の乖離」

2、「実施したアンケート調査」

3、「寿命とは何か：科研の研究による確認」

4、「年金と生活保護費について」

人口ピラミッドの逆転

必要な希望の革命

リハビリテーション医学



区分 平成18年 19年 20年 平成18年 19 年度 20 年度
総人口（人） 229,950 231,563 233,206 394,737 398,043 400,442
高齢者数（人） 42,578 44,697 46,498 69,065 72,546 75,791
高齢化率（％） 18.5 19.3 19.9 17.5 18.2 18.9
第1号被保険者 42,782 44,862 46,606 132,699 133,752 134,961
要支援・要介護認定者数 5,632 5,842 6,141 10,739 11,274

藤沢市茅ヶ崎市
表1　高齢者数と高齢化率の推移（単位：人、％）

高齢社会の地方自治体

藤沢市の人口の推移
2005 年（平成17 年）10 月1 日現在396,014人
20 年前と比較すると、67,627 人、20.6％増加
65 歳以上人口は、同様に40,121 人増加
20 年間で2.59 倍の大幅増



政策目標

藤沢市

「自立に向けた総合的支援 安心して暮らせる社会高齢
者一人ひとりがもつ能力に応じて、可能な限り自宅で自
立した日常生活が営めるようにします。

一人暮らしや虚弱な高齢者を地域社会の一員として包み
支え合い、相互支援を行えるよう、高齢化に対応した条
件を整えます。」

茅ヶ崎市

「要介護状態になっても住み慣れた地域で生活できるよ
う、地域密着型サービスを充実させます。」



市民の希望
施設の充実（施設にすぐ入所
できるようにしてほしい）



費用



行政経費

百万円 人 百万円 人 百万円 人

施設介護 95 381 107 409 159 531
地域密着介護予防 26 134 14 85 10 49
居宅介護予防 118 910 85 530 84 413

要介護３ 要介護４ 要介護５
表2　平成19年要介護者の受けるサービスに応じた人数と経費（藤沢市）



要支援・要介護認定者の家族の
願い

藤沢市のアンケートから
問い「介護保険制度をよりよいものにするためには、どのようにして
ほしいですか。」
要介護3・4のレベルの家族では33％を超えて「家族での介護が難し
いので、特別養護老人ホームなど施設を充実してほしい」
施設介護は表2に示すように在宅介護より経費がかかり、行政として、
すべてを受け入れることができないのが実情です。
こうした住民要望と施策実施の乖離は現在の課題です。
将来の課題
施設介護を希望しないですむ状況を作ること
この解決には要介護者が自立を獲得して、市民が施設介護を希望
しないですむ状況を作らなければなりません。



「実施したアンケート調査」

介護保険出来高報酬制度の可否と変更する場合の諸要件の研究
科研（萌芽）２００６－２００７
研究課題番号：17651094 

2006年3月31日全国の介護老人保健施設 2000箇所及
び理学療法士養成校及び大学184箇所

2000通の配布に対し、回答数は505票、25.3％である。

2006年5月1日から6月30日までのインターネット調査か
らは44通



2006年3月31日全国の介
護老人保健施設 2000箇

所及び理学療法士養成校
及び大学184箇所
2000通の配布に対し、回
答数は505票、25.3％であ
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日までのインターネット調
査からは44通



介護保険出来高報酬制度の可否と変更する場合の諸要件の研究
科研（萌芽）２００６－２００７

研究課題番号：17651094



介護保険出来高報酬制度の可否と変更する場合の諸要件の研究
科研（萌芽）２００６－２００７
研究課題番号：17651094 



施設入所者がいる家族の願い

アンケート調査から、要介護者が入所して
いる施設からも、その家族からも歩行の再
獲得は望まれない。歩ければ自分で生活
できる可能性が生まれるのに望まない。ど
う考えたらよいか？



「障害の受容」に現れるリハビリテーション
医療を受診した後の機能障害が当然であれ
ば、国民は寿命の終わりのときに必ず人の
お世話にならなければならない。今多くの国
民はそう感じ考えている。
この常識を打破し、人々が自らの力で終わ

りを迎えることができるようにするにはどうし
たらよいのか？

市民の希望
施設の充実（施設にすぐ入所できるようにしてほしい）



「寿命とは何か：科研の研究による確認」

2005年9月17日成田発、同月21日ニュールンベル
グ赤十字を訪問、

ドイツのthe Red Cross Nuremberg（ニュールンベ
ルグ赤十字センター）のRC Nursing-home（赤十字
老人ホーム）を訪問し調査した．

施設でわが国の特別養護老人ホームの位置づけで
ある施設の総括的な利用状況について，「入所後1
年半で死亡する，通常の食事を受け付けない場合
でも流動食は提供しない．」との説明があった．

褥瘡対策未実施減算導入後の褥瘡に関する研究
科研（基盤C）2005-2006
研究課題番号：17590458



ドイツでは特別養護老人ホーム
へ入所すると1年半で死亡する。







「年金と生活保護費について」

内閣府の経済社会総合研究所が２０日まとめた
「社会保障の受益と負担に関する世代別の影響試
算」によると、若い世代ほど受益よりも負担の方が
重くなることが示された。１９５０年生まれは保険料
などの支払額より、年金などの受給額の方が多い
が、５５年生まれ以降は支払額が受給額を上回る
「支払い超過」となる。２０１５年生まれでは、負担の
超過額は生涯収入の１３．２％にものぼる。

2012.1.20 毎日新聞



国民年金納付率、６０％割れ＝１０
年度、過去最低を更新－厚労省

厚生労働省は１３日、２０１０年度の国民年金保険料の納付率が５
９．３％にとどまり、前年度（６０．０％）を下回って過去最低を更新し
たと発表した。納付率が前年度を下回るのは５年連続で、現行制度
がスタートした１９８６年度以降、初めて６０％を割り込んだ。団塊世
代が次々と６０歳に達し、納付率の高い５０代の加入者の割合が
減ったことなどが影響し、低下には歯止めがかからなかった。

同省によると、納付率は年齢が上がるほど高い傾向があるが、加
入者に占める５５～５９歳の割合は前年度の１６．４％から１０年度は
１５．７％に低下。加えて、平均よりは高いものの、納付率自体も７３．
３％から７２．６％に下がった。

また、雇用環境の悪化で、パートなど月額保険料（１０年度１万５１
００円）の負担が難しい非正規労働者が増加したことも、納付率低下
の背景にあるとみられる。（2011/07/13-18:56）
2011.7.13 時事通信



年金と生活保護費

国民年金納付率はどんどん低下しています。
厚生労働省は平成２１年１１月末現在における国民年金保険料の納
付率を58.0％と発表しています。平成１９年度分で63.9％でしたから
悪化しているといってよいでしょう。
昨年分に比べても1.8％の減少です。国民の多くが、国民年金だけ
では生活できないこと、その少ない金額でさえ「もらえる」事に疑問を
抱いているという現状があります。
国民年金の財政見通しから見ると、国民年金の納付率は80％で構
築されています。仮に80％とされている納付率が60％にしかならな
いとすれば、保険料の4分の1ほどが収納できないことになる。
さらに、国民は国民年金よりも生活保護費の扶助の方が手厚いこと
を知っていて、「なぜ公的年金が必要なのか？」とする考えができつ
つあると危惧します。
この矛盾をどう考えたらよいか？



費用と年金

平成19年で厚生年金が161,059円
（平成17年3月末時点）
国家公務員共済組合の平均年金月額＝22.4万円
地方公務員共済組合の平均年金月額＝23.2万円
私立学校教職員共済組合の平均年金月額＝21.8万円



平成19年で厚生年金が161,059円
（平成17年3月末時点）
国家公務員共済組合の平均年金月額＝22.4万円
地方公務員共済組合の平均年金月額＝23.2万円
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2つの大問題

リハビリテーション医学

人口ピラミッドの逆転



リハビリテーション医学への一つの提案

リハビリテーション医学の革新の提案

福井圀彦， 木村哲彦， 滝沢茂男 - バイオフィリ
ア リハビリテーション研究, 2006 - J-STAGE 
福井圀彦 東京帝国大学工学博士

東京大学医学博士

現在のリハを続けても徒労である

現在のリハを高齢者に続けても徒労である
http://www.jstage.jst.go.jp/article/brj/3/1/27/
_pdf/-char/ja/



お医者さんは言っている

「リハ開始時のADLが低いものは， 改善評価で
悪い傾向がみられ，年齢が65歳以上では入院
時にくらべて改善せず悪い傾向がみられた」

リハビリテーション医学会

“当施設におけるリハビリテーション-ADLの改善-
”, リハ医学,Vol.35,No.12, (1998.12.18) p 
1047 田中 先生



このままのリハ
医療を続けても
徒労である

福井圀彦, “神
経筋促通法の
回顧と反省”,厚
生福祉, No. 
5362( 2006-3-
28),pp2-6.

お医者さんは言っ
ている



リハ医学

「脳卒中治療ガイドライン」合同ガイドライ
ン委員会

日本リハ医学会などの5学会と厚生労働
省の3研究班

「我が国において，脳卒中患者の多くがリ
ハ医療の対象となり，事実，寝たきりの原
因の約30％が脳卒中で，後遣症に悩む患
者数は約170万人と推計される．」



班長千野直一教授（当時慶應義塾大学リハビリテーション医学）のリハの
部会

調査結果を発表

上下肢麻痺の機能回復に対する種々のリハ治療法に関して調査結果

西欧医学として導入された神経・筋促通法について、わが国の従来の治療
法と比して有効であるとのデータがないことが示されています。

「リハ医療では治療効果が機能・能力評価で判定されるために、機能・能力
評価測定方法そのものの妥当性まで検討されている」

「脳卒中リハビリ医学・医療での治療法、訓練手技などは臨床経験に基づ
いて行われてきた領域が多く見られ、全般的にはエビデンスの面からは妥
当性が十分とはいえず、今後のさらなる研究が待たれるといえよう」と結ん
でいます。

その結果 障害の受容



障害の受容から障害の克服へ

リハビリテーション医療を受診した後の機
能障害が当然

国民は寿命の終わりのときに必ず人のお
世話にならなければならない。

今多くの国民はそう感じ考えている。

この常識を打破し、人々が自らの力で終わ
りを迎えることができるようにするにはどう
したらよいのか？



藤沢市民生委員の皆さま

リハビリの改革って何？

お医者さんに任せておこう・・・・・・・・・・

ねたきりになる

介護は必要

次世代が前世代を見るのは当然か・・・

市が言っているからとりあえず説明する。



医療保険制度の加入者数（平成１５年度）

注 各制度の加入者数は９月末における数値である。
※ 厚生労働省保険局調査課調べ



リハ医学の問題点
　高齢者数と要支援・要介護と認定された

高齢者実数と予測数
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六五歳以上の高齢者数/予測数

要介護高齢者/予測数

2010年10月では500万人





医者も療法士も増えている

厚生労働省 要介護高齢者について

平成12年218万人から平成21年469万人と増え、2.15倍

（社）日本理学療法士協会 PT(理学療法士）

平成12年に会員数23321人（合格者26921）、

2011年4月 現在で会員数66,256人（合格者90710）

会員数で、2.84倍 合格者数で3.67倍

リハ専門医

2007年4月現在1,384人

1980年から毎年30～50人の割合で増加



リハ医学がもたらしている現状

・ 国民はリハ医療を受けている。

・ リハ医もPTも増えている。

・ 要介護高齢者が増えている。

・ なぜ直らないのか

障害の受容という概念

・ 世界の動き

・ 創動運動を中心としたリハの研究



介護保険出来高報酬制度の可否と変更する場合の諸要件の研究
科研（萌芽）２００６－２００７
研究課題番号：17651094 



介護保険出来高報酬制度の可否と変更する場合の諸要件の研究
科研（萌芽）２００６－２００７
研究課題番号：17651094 



年金46％ 医療34％ 福祉19％





孫と遊んで
ああ いい暮らしだ
平成22年の団塊世代

平成22年に生まれた 1060600人

団塊世代 今
昭和２２年生まれ 2,093,600
昭和２３年生まれ 2,211,400
昭和２４年生まれ 2,230,600

日本の戦死者数 230万人

産まれた時産まれた時
2,265,0242,265,024
2,371,3712,371,371
2,391,1282,391,128



介護は可能か？

民生委員さんと市

「現在の地方自治体の課題：政策目標と市民
願望の乖離」＝地方自治体の進める対策

（自宅で自立した日常生活が営める）

市民の希望：施設の充実

（施設にすぐ入所できるようにしてほしい）。



東京都：合計特殊出生率
０．０１ポイント上昇

前年 1.00



女性の生涯産児

誕生をコントロール

出産を自らの意思で、決める

30年前 5人

1998年では2.7人：先進国では1.6人

（世界平均・国連発表）



世界規模で高齢化が進む。

発展途上国を含めた2045-2050年の世界
予測で平均寿命は75歳、出生は２人以下

「高齢の高齢者」(85歳以上)の増加

今後50年間で、65歳から84歳までの高齢
者は3倍

85歳以上は6倍

•国連報告２００６



国立社会保障・人口問題研究所

1950年

（昭和25年）

2050年



国立社会保障・人口問題研究所

1950年

（昭和25年）

2050年



高齢者従属率

1960年には先進国で6.8対1
1998年現在は4.5対1
2025年に1.88対1
2050年に1.75対1



いま 2004年

2004年対生産年齢人口比29.2％ 2050年対生産年齢人口比61.4％

2050年

人口動態推計の高位推計2011年3月7日の

政府資料と同じ



ageing crisis

介護は可能か？

女性の生涯産児

高齢者の増加（激増）

国の借金はどうなるか？

社会が維持できなくなる

（社会保証や制度が維持できなくなる）



このままでいいのだろうか？

「AGING CRISIS」を克服するために・・・が必要です。

2008年6月
1987年以来の研究をまとめ「団塊世代にパラダイムシフトを問う」を
上梓

4回の国際学会で、その内容を基礎に基調講演
2008年「リハ医学のパラダイムシフト」、
2009年「科学技術の知と人類の長寿化に係る社会保障政策」、
2010年「高齢社会に向けたバイオフィリアリハ」
2011年「バイオフィリアリハビリテーションの経過と未来」



希望の革命が必要

人口ピラミッドの逆転

リハビリテーション医学



希望の革命
二つのパラダイムシフトが必要

リハ医学のパラダイムシフト
これまでのリハ医学の中核概念「障害の受容」を「障害の
克服」に

国民生活・国民意識に係る第二のパラダイムシフト
「障害を持っても自立して生活できる」
「治らないのだから障害を得たら介護を受ければよい」
「依存する」考え方の変革
です。「お上（官僚や政治家）に任せておけばよい」「皆で
渡れば怖くない」とする考え方の変革です。



「ageing crisis」を阻止

障害を克服した団塊世代
高齢になって障害を得ても自立生活を送る
介護の少ない自立生活が可能
それを前提とした生活
逆の視点
社会は団塊世代に自立生活を求めることができ
る
その結果，高齢者はいつまでも社会貢献ができ
る
社会は高齢者のマンパワーを生せる



なぜ あなたが・・・

お医者さん？

理学療法士さん？

看護師さん？

モノづくりの技師さん？

あなたはだれ？



昭和50年1月15日



イルクーツクで、暖かい日差し

車椅子に乗った多くの片足の無い年寄り

日本の傷痍軍人は皆死んだ

力溢れ著しく数の多い青年が高齢者になる。

介護を受けるものになる。

私はこの必然に気がついた。







市議会で人口予測
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１名の理学療法士と

２名（含む事務職）のエイドで

年間15,082名のリハビリ実施



議会で議題に

社会党議員が

市民病院のリハビリはリハビリではない

私は初めて気がついた・・・



議員をやめた

岡山での会話

「よほどのことが事があったのよ」



1987-94年 介護依存から自立を
可能に「魔法の手からシステムへ」

インペアメントレベルの訓練と政策

87年、隣接の茅ヶ崎市で、市機能訓練会

藤沢市機能訓練会は医師会との調整

半年遅れにより、

厚生省は89年にゴールドプラン策定

施設整備を進める高齢者対策



"Re-acquirement of walking 
from bedridden" 



「広い見識を持っていた故に、高齢社会の
到来を予期し、自ら多くの市民に期待され
た政治家としての可能性を投げ打って、誰
も気が付かなかったリハ手法、治癒の可
能性を多く持ったリハ医学の確立に尽力し
ている」

藤沢市整形外科医会元会長

木島英夫医学博士



NHK Broadcast



自律リハビリ
米国特許 タキザワ式とは・・・

日本では誰でも断りなしに実施できます。



User saying



Your well known current 
Rehab to this.



Dorsiflexion
training



plantar flexion



Devices Pata-Koro
By Locus 3D

Devices Koro

Devices Pata



一人の理学療法士が多数を指導



リハビリに関する世界の趨勢

Jill Whitall, et al:（2000）Repetitive Bilateral Arm 
Training With Rhythmic Auditory Cueing Improves 
Motor Function in Chronic Hemiparetic Stroke. 
Stroke ;31:2390
Cauraugh JH, Summers JJ. Neuralplasticity and 
bilateral movements: A rehabilitation approach 
forchronic stroke. Prog Neurobiol, 2005; 75: 309-20
Imitola J, et al（2004）Directed migration of neural 
stem cells to sites of CNS injury by the stromal cell-
derived factor 1-alpha/CXC chemokine receptor 4 
pathway. Proc Natl Acad Sci U S A .101:18117-22
van Praag H, Kempermann G, Gage FH. (1999) 
Running increases cell proliferation and neurogenesis
in the adult mouse dentate gyrus, Nature 
Neuroscience 2, 266 - 270 



世界の趨勢



Bilateral Arm Training 
we are doing



van Praag H, Kempermann G, Gage FH. 
(1999) Running increases cell proliferation and 
neurogenesis in the adult mouse dentate 
gyrus, Nature Neuroscience 2, 266 - 270

Control    Study (Water maze)   Running 

Good 
environment 

Neural stem cell



Involving in another important 
matter (2)

Rat or Mouse study
Imitola J, et al（2004）Directed migration of neural 
stem cells to sites of CNS injury by the stromal
cell-derived factor 1-alpha/CXC chemokine
receptor 4 pathway. Proc Natl Acad Sci U S 
A .101:18117-22



Our study
Cerebral infarction (Right –

MCA aria ）； the left paralytic

Motivative exercise （fMRI)

passive exercise （fMRI)

by DorsiflexionDorsiflexion - plantar flexion

Motivative exercise （fNIRS)

passive exercise （fNIRS)

by extension extension - flexion



Bilateral 
Legs 
Training



Takizawa 
Method



BIOPHILIA

For Fulfillment of Revolution of Hope

「希望の革命」始まる



①落選を経た後、1票差で当選した市会議員を辞

すること

②県会議長から後継候補として指名を受け、一
度は受諾したものの断ったこと

③負ける可能性が高い市長選挙へ立候補したこ
と

──これらは全て、高齢障害者が「介護依存から
の自立」を獲得して生きることのできる社会構築
へ向けた、勝利をおさめるための僅わずかな可
能性を追求した道程です。

分かってしまった





1996年藤沢市長選に出て落選したとき、8歳の娘はかか

りつけの耳鼻科医から「お父さんは軽いから」と言われた
そうです。
すぐに、その医師に「社会貢献への情熱」が立候補の理由
だったと手紙を書きました。

ただのおじさんが「リハ医学が間違っている」と言っても
誰も聞き入れてはくれません。

しかし、元市議が市長選で
「私は、脳卒中で倒れた人が母（PT・滝沢恭子）のリハで

元気に暮らしているのを見ている。皆も身体機能を取り戻
して、寝たきり者のない自立社会を作ろう」と訴えるのは受
け入れられる。

そして、そのことが、社会保障費の維持不能な拡大を防ぎ、
豊かな社会確立に寄与する。
そう考え、その実現のために「軽いから」と言われながらも
選挙戦を実行したのです。

時
事
通
信
厚
生
福
祉
平
成
23
年
12
月



リハビリテーション医学に求めら
れるパラダイムシフト

天動説から地動説へ

他動運動から騒動運動へ他動運動から騒動運動へ

他動運動から創動運動へ他動運動から創動運動へ

介護依存から自立へ介護依存から自立へ



リハビリテーション医学を革新して
少ない介護で暮らす

社会技術としてのリハ医学

地域リハビリテーションで切れ目ないサービス
の提供（療法士がんばれ！！！）

移動能力の獲得（リハビリで自分で）と

生活自立の確立（社会制度と意識改革で）





自立して暮らす

介護を減らし

介護するときは老々介護

働いて

次世代に依存しない



高齢を迎える人々と
高齢社会に生きる諸国民のため
に



Declaration of starting 
the revolution of Hope 
to the disable elderly

Thank you for your attention

/
The first paradigm shift 
started.
I want you to participate 
the research.



Declaration of starting 
the revolution of Hope 
to the disable elderly
At the last, this workshop and IBRC2011 has a special 
meaning for me.  
I appreciate the opportunity to carry out such an 
important presentation to restructure of the 
rehabilitation not only for me but also for all the people 
in the world, especially disable elderly from the bottom 
of my heart.
The restructuring of the rehabilitation, it means 
revolution of rehabilitation here in Romania and in 
Poland where the places of revolution to freedom.  
Now I make a declaration of starting the revolution of 
Hope to the disable elderly, by the revolution of 
rehabilitation.


