
     
  

 

 

 

 

【式次第および議事録】 

1．司会進行 今井 菜美子  幹事 

2．開会点鐘 嘉納 英樹  会長 

3．四つのテスト 髙木 元太  会員 

4．ゲスト・ビジター紹介     尾崎 由比子 直前会長 

①alakai 九星気学カウンセラー 

高橋 由珠 様 

②医師（神経内科、認知症専門） 
鎌田 瑞穂 様 

③医師（東京東 RC） 
竹川勝治 様 

 

5. ニコニコ報告 鷲澤 充代  会計 

①竹川勝治様（東京東 RC） 
②鷲澤 充代  会計 

 

6．会長報告            嘉納 英樹  会長 

7. 幹事報告 今井 菜美子 幹事 

  ・理事会報告 他 

8．出席報告 玉木 仁 直前副会長 

・出席者：8 名、欠席：2 名 
・出席率：80％ 

 

 

9．卓話           【右参照】 

10．今後の予定 尾崎 由比子 直前会長 

11．閉会点鐘   嘉納 英樹  会長 

12. 写真撮影   出席者全員 

 

 

 

 

【卓話】  

 

（以下、竹川様） 

 本日は東京丸の内ロータリークラブの卓話にお呼びいただき、

ありがとうございます。私は、第 258 番地区東京東ロータリークラ

ブへ 2008 年の 4 月 18 日に入会いたしました。現在 12 年になり

ます。 

 

さて、私は医師をしておりまして、東京江東区の病院、診療所及

び、施設、介護老人福祉施設などの運営をしております。 

 

基本理念は、職員が全員唱和できるように、先程の四つのテストと

一緒ですけれども、“ありがとう、うれしかったね、よかったね“とし

ています。”ありがとう“はサンキューとか謝謝とかそういったものと

は違って、仏教で言うと、”あることが難しい“、”存在が難しい“と

いう意味があります。あることが難しいからこそ、自分自身も含め、

大切にしていこう。そして、”うれしかったね、よかったね“というの

は、よく職業奉仕委員会の中でも、近江商人の”三方良し“を語ら

れることが多いですが、それぞれ患者さん、そのご家族、我々職

員。また、外の業者の方とか、それぞれがそれぞれ感謝できる、そ

してよかったと言える。そういった人間関係を作っていこうというこ

とで、ありがとう、うれしかったねとかしております。 

 

その他、5 つの基本方針がございます。基本方針としてはまず、1

つ目に書いてあります?“歳をとっても働ける人生”です。これは人

間ドッグというところで実践していますが、まず病気にならないよう

にすることです。今、日本人は 2 人に 1 人ががんになると言われ

ています。きちんと治療すれば、早期に見つかれば、100％治りま

す。それから、今うちも 75 歳定年で、結構介護の人とかも採用し

ております。元気な人は 75 歳ぐらいまで働ける。今はフランスも

日本もそうですが、20 年は健康寿命が延びていると思います。 

 

次に、“地域に溶け込んだ医療”。これは地域医療をやりますよと

いうことです。実は病院経営というのは、本当に厳しい状況になっ

ています。病院は診療所とまた違って、人を多く雇用しないといけ

ないというのがありますので、人件費が大きくかかります。また、病

院は土地、建物がなくてはいけませんので、東京でやるには土地

代が高いです。それから、メンテナンス費用もかかるということで、

病院というのはとても厳しい。そうすると、病院経営を続けようとす

ると、グループ化をしたり、全国展開をしたりすることがあります。

医師 竹川 勝治 様 
（東京東 RC 会員） 

 

『私たちはどう生きるか      

～コロナ禍における持続可能な病院医療～』 



それは決して悪いことではないと思いますけれども、私は地域に

根ざそうということです。私が育ってきた地域をなんとかしていこう

ということで、地域に根ざした医療というのを付け加えています。 

 

３つめに、“人々のために触れ合える医療”。これもよく言われる

ことですけれども、我々専門分野に分かれています。病気ではな

くて人をしっかり見ていこうと。病気を持ってしまった人を見るとい

う意味で、ふれあいの医療というのを外来で実践しているという感

じであります。また、今救急医療も非常に発展しています。倒れ

て、本来は亡くなってしまうような人も、命が助かります。そうする

と、どうしても障害を持って人生を全うしなくてはいけない方がたく

さんいらっしゃいます。そういった方々もしっかりとサポートして、

実際に障害があっても、社会復帰というふうにサポートをしていこ

うと。これが病院でも行っています。最終的に最期は亡くなります

ので、ACP、アドバンス・ケア・プランニングという言い方を一時期

しましたけれども、厚生労働省が分かりづらいから、人生会議にし

ようということで、人生会議という名前になりましたが、患者さんを

中心に。患者さんというか、人を中心にして、個人を中心にして、

家族、我々医療者、介護士、それ以外はいろいろな形、人含め

て、その人をどういうふうに亡くなっていきたいですか、そろそろ終

末期ということで、自分で作っていかないといけない。そのサポー

トをしますと、そういったことでこの 5 つの基本方針を作っておりま

す。 

私の父親は 62 歳で亡くなりました。小学校の 4 年生の時に、

池袋の地球飯店という中華料理屋でおもむろに“私は 60 ぐらい

で死ぬから、お前なんとか頑張らないとだめだぞ”、“早く医者に

なって、浪人とか留年とかするなよ”という言葉を小学校 4 年生で

言われました。その後、私は、勉強続け大学に入りましたが、父は

本当に 62 歳で亡くなりました。なにが原因かと言うと、糖尿病で

す。戦後、食料があまりない時期に育ち、その時に甘いものが欲

しいという気持ちがすごくあったのでしょう。サイダー1 箱が 3 日ぐ

らいでなくなっていました。また、毎日アンパンを 10 個ぐらい食べ

ていました。そうすると、糖尿病にならないわけがないですね。ちょ

うど私が医者になって 2 年目の時、心筋梗塞を起こしました。その

時には大丈夫でしたが、その後脳梗塞を起こしまして、言葉を失

いました。しかし、足腰はなぜか元気でしたが、それから２年、６２

歳で亡くなりました。２年目の私は、ある程度覚悟ができる時間は

もらえたという感じがありましたが、大学にずっといて専門的なこと

ばかりしていましたので、いきなり地域の病院、しかも救急病院の

院長をすることになりましたが、できるはずがありません。大学から

随分とサポート入ってくださいましたし、そこは本当にその当時の

教授に感謝するところです。その当時の教授はとても理解がある

方で、“竹川くん、それだったら君はもう大学に行きなさい”、“大

学に行けば、医局の指示であっち行け、そっち行けっていうことが

ない”、“大学院で研究して、その代わり先輩や後輩の論文を書き

なさい”などと言ってくださいました。その当時はそういうことが通っ

ていた時代でした。 

実際に 9 時から 19 時まで自分の病院で仕事をして、それから

車で大学まで行って、朝の 3 時か 4 時くらいまで研究、論文を書

いていました。そして、2 時間ぐらい睡眠をとって、仕事に行くとい

う毎日が 4 年間続きました。でも、それは若いからできたことでし

た。ところが、そのうち大学とも少しずつ離れてなくてはいけなくな

り、今度は病院経営です。これが気づいた時にはひどい状態でし

た。赤字は当たり前、莫大な借金もありました。 

そのため、私もいろいろと調べた結果、病院協会へ通いまし

た。協会には、東京都病院協会、全日本病院協会日本病院協会

など、さまざまなものがあります。そ通常は医療の学会ですが、経

営についての学会もありました。私はそこに行っていました。そこ

で、現在衆議院議員をされている安藤高夫先生と出会いました。

先生は、八王子の永生病院の理事長をされています。とても人懐

っこい方で、その方が早朝勉強会に誘ってくださいました。 

この勉強会は毎週金曜日の朝 6 時半からやっていて、今現在

もやっていて 1500 回を超えました。35 年参加しています。ここで

は、“医者は視野が狭くなってしまうから、いろいろなことを学ぼう”

ということで、経営以外のこと、医療以外のことも含め政治というと

ころも含め、1 時間ぐらいの講義があり、その後、ディスカッション

をしています。私は、経営のことを勉強しているうちに、医療制度

に関しても興味を持つようになりました。医療、外国との比較とか

ですね、そういったことも含めて、フランスなどにも何度も行って、

日本とフランスの違いとか、アメリカとの違いを学びました。 

 

さて、新型コロナウイルス感染症ですが、100 年に一度と言わ

れています。しかし、考えてみると、SARS とか MERS もコロナウイ

ルスですし、そう考えると 4、5 年に 1 回は起きる。ただ、今回は全

世界的にパンデミックになったということで要注意ということになっ

ています。日本では、第一波は 8 割が軽症の症状、2 割が重症

でした。ところが、第二波は重症も中等症も実はそんなにいない

のです。マスコミでは“今日何人感染”とは出ていますが、治って

いる人もいらっしゃいます。そう考えると、注意するのは 70 歳以上

の方です。７０歳以下の方はほとんど無症状ですし、症状も軽症

で終わっています。 

ただ、今現在重症になっても、ステロイドの治療がしっかりでき

てきていますし。それから、1 つの説ですが、常在菌と言われてい

るプレボテラ菌というのが人間の腸の中にいまして、そこでコロナ

ウイルスに感染して、血管内とか肺の細胞を攻撃して、重症にな

るということは言われています。プレボテラ菌はマテボライド系の抗

生物質で退治できますから、それでなんとか重症化から免れると

いうように感じています。治療薬はきっとできないと思います。風

邪と同じウイルスですから、治療薬は必要ないでしょうし。ワクチン

ですけど、みなさんワクチンを打ちたいと思われますか?今医療従

事者の 7 割は打たないと言っています。なぜかと言うと、拙速に作

られたワクチンはやはり、効果検証ができません。通常は 3 年か

ら 5 年して、市場に出てきますが、今回は 2、3 ヶ月で出ていま

す。そのようなワクチンを打つと、きっと大変なことになると思いま

す。局所が非常に腫れたりとか、逆に発熱を起こしたりとかです

ね。ですので、ワクチンはできたとしても気をつけた方がよろしい

かと思います。 

それから、コロナに関しては大体感染して、発症まで 4 日で、

発症してから 5 日間ぐらいは感染能力がある。また、発症する前、

2、3 日で感染能力があると言われています。要は 4 日間の感染

能力です。これを考慮すると、会食の場合はできれば 10 日ごと

で、そうすれば広がっていかないとも言えます。 

 

現在、日本全国で地域医療構想という計画が作られています。

これは、病院自体を 4 つに区分けする計画です。人間が病気に

なって治っていく過程（高度急性期、回復期、慢性期）で区分け

するものです。しかし、私は、“その都度転院するっておかしいん

じゃないの?”と考えています。これは、あくまでも医療費を防ぐた

めに行われている作業です。最終的に在宅医療となりますが、こ

の計画は厚生労働省や財務省が出してきていますので、これを

いかに支援する、連携していくか、対応していくかということがこれ

から重要になってまいります。実際、日本は民間病院が 8 割、公

的病院が 2 割です。民間病院の 9 割が救急を受けています。で

すので、公的病院はすごく重症、三次救急が多いですけれども、

そういったところをやっています。それから、感染症を診るのも、基

本的には公的病院ということになっています。ですから、国益とい

う莫大なお金が毎年入ってきます。これも辞めろとは言いません

し、それぞれ役割ができちんとできれば。 

フランスは逆で、公的病院が 8 割、民間病院 2 割。フランスは

10 年近く前に“病院があるから、医療費がかかる”ということで、公

的病院の 3 分の 1 ほどを強制的に潰しました。で、在宅医療を推

進しました。さて、これで医療費は収まってきたかどうかなのです

が、たしかに医療費は収まります。医療だけで考えると。ところが、

フランスも今 6000 万人近い高齢者がいます。そうすると、今の医

療というのは高齢社会の医療ですから、治ってはい終わりというの

ではありません。やはり、リハビリをしなくてはいけないとか、先程

の障害を持って生きていかなければいけないというような状況に

なります。したがって、日本にとっても本当に良いことかどうかとい

うのは問題だと思っています。 

また、感染症の病院に関してですが、私ども東京都医師会では

病院船という考えがあります。隔離ができるためです。ですので、

先日のダイヤモンド・プリンセスは成功だったと思います。では、ど

うしたらいいかと言うと 1000 床ぐらいの病院が感染症病院として

作ってしまう。普段民間は診ず、医学教育、シミュレーション教育

をするための場にする。また、全て普段は使わないで病院として

は使わないで、いざ難しい感染症が来た時に、そこに集中して患



者さんを入れると。そのような動きをしていこうということで、今私ど

もはやっております。 

 

これからの医療というのは、ご存知のように AI とか IoT、これを

抜きにして考えられません。2025 年までには団塊の世代が 75 歳

以上になって、2040 年には団塊の世代ジュニアがなってきます。

団塊の世代は大体たけしさんぐらいですね。団塊の世代ジュニア

は木村拓哉さんぐらいのイメージ。で、それが終わると、人口がど

んどん減っていきます。ですので、まず 1 つは AI とか IoT を利用

した事業ということですね。きちんと介護にも含めて、介護に関し

ては人が足りないと言っていますけれども。みなさん医療介護で、

どこに入るのか、入ってこうしてもらうとかなくて、自分で治ってい

く、こういったことも重要になってきますので、自分で治す力、そう

いうところも必要になってくると思います。 

 

最終的にこれからどうするかということですが、まずみなさま人

間ドッグ、健診をしっかり受けられてください。今回のことで受けて

ない方、いらっしゃると思います。肺がん、乳がん、これは半年に

1 回がいいですね。実は私の友人も今、調べる時にがんを経験し

ていますけども。半年で変化します。それから、大腸がん、胃が

ん、これは 1 年ぐらい。それから、前立腺がんなどは 2 年ぐらいで

大丈夫ですけども、ただ膵臓がんなどが見つかったらちょっと厳し

いので、そのあたりはきちんと受ける習慣をつけるということが大切

だと思っています。 

 

今回のコロナの感染症で分かったのが日本人の真面目さと、や

さしさと、勤勉さ。これ日本人からとってはいけないと思います。ア

メリカナイズされている面もありますが、もう一度振り返って、我々

は新型コロナでこれだけの実績を上げられたのだというのを、心

に残してください。あとは私の作った言葉ですけれども、1 人 1

人、企業、病院等もありますけども、“レジリエンス場所待って”とい

う、よくダブルサイジング、ダブルサイジングと言われますけどもそ

うではなくて、バージョンアップする。フレキシブルにレジリエンス

にバージョンアップしていくということが大切であるというふうに思

っております。 

以上で私の卓話を終わらせていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

 

 

◆作成 ： 今井 

 


