
コロナに負けない 
「人生100年時代の健康」を本気で考える 

歳を取るほど健康になる 
100年時代の健康法 

こんにちは、久家です。 

今回から2回に分けて、これから当院が新たに取り組む 
健康づくりについてお伝えします。 

コロナのおかげで見えてきた 

健康の本質 
僕はこの仕事を始めて16年、様々な業界で人の体を 
診てきました。 

整骨院、鍼灸院、 
マッサージ店、リラクゼーションサロン、 
スポーツジム、野球チームのトレーナー、そして整体院 



それぞれの場所で、 
下は４歳の保育園児から上は95歳のおじいちゃんまで、 
色んな方の施術に携わる中で、目指すべき健康の形が見え
てきました。それは 

「自分らしさが存在する健康」 
です。 

これからの時代は「人生100年時代」と言われています。 

誰もが100年生きて“当たり前”の時代。 

そんな時代において、いちいちコロナなんかにビビって 
いたら、とてもじゃないけど生きてけませんよね？ 

コロナに負けず、１００年元気に生きていくには 
どうすればいいのか？  

人生１００年時代には１００年時代に相応しい健康法が 
あるはずです。  

それをじっくり考え、そして実践していく場を 
皆さんと一緒に作っていきたいと思っています。 



世間ではようやくコロナも落ち着き始め、 
とりあえず「第一波」は終わりに向かっているように 
見えたのですが・・・ 

最近東京でまた感染者が増え出しました。 

元の日常が戻るのはまだまだ先のようですね。。 

しかし・・・  

それにしても一体なぜ、  
コロナは世界中でこれだけの 
問題を引き起こしたのでしょうか？  

実はコロナによって見えてきた「現代社会の弱点」と   

「健康の本質」があります。 

高齢化社会&高度医療が  
潜在的に抱えるリスク 



例えば今回のコロナに対して特にリスクが高いと  
言われていたのは、 

「高齢者」  
「基礎疾患がある人」  
「肥満の人」  
「BCGを打っていない人」 

などでしたね。

BCGに関しては相関関係が強い“らしい”ということで、  
まだ臨床されているわけではありませんが、  
「それ以外の３つ」に関してはほぼ確定的な情報です。  

つまり「最もリスクが高い人」というのは、  

「高齢で、基礎疾患があり、   
   肥満体型の人」  

ということになります。 

なるほど  



確かに、コロナが猛威を振るったイタリアにも、 
スペインにも、アメリカにも、そういう人は多そう 
ですよね。  

これはあくまで僕の個人的なイメージですが、 
日本人の高齢者は「基礎疾患」はあっても、  
諸外国に比べると「肥満」ではないイメージです。  

もちろん他にも「医療崩壊」「貧困」など、 
外的要因でコロナの致命率を上げる要素はあります。  

実際、アメリカでは貧困層の致命率が富裕層に比べると 
極端に高かったというデータもあります。  

だから「高齢」「基礎疾患」「肥満」だけが全ての  
原因ではないと思いますが、  

しかしそれでも、そもそも健康体であれば重症化すら  
しないのが今回のコロナの特徴で、実際に感染者の  
８割以上は「無症状」だったわけです。 

 ※無症状だったからこそ感染を広げたとも言えます  

この事実から導き出されることは１つ。  



「要するにコロナは   
　不健康な人が死ぬ病気だった」  

ということです。  

とても当たり前のことですが、 
同じ高齢者でも基礎疾患持ちや肥満じゃなかった人は  
普通に回復し、１００歳でも生還しています。  

３０代、４０代で死亡するケースもありますが、  
「健康な若者が死亡したケース」はほとんどありません。  

もちろん「ゼロ」ではないと思いますが、でもそれは、  
統計的に見ればほとんどゼロと言ってもいいぐらいの  
数字でしょう。  

だからコロナの結論は、  

「健康な人はほぼ死なない」  
「不健康な人は死ぬ確率が高い」  

ということだったのです。  

なんとも身も蓋もない話ですが、現状のデータを見る限り 
ではそうとしか言いようがありません。  



そしてこの事実は、僕らが生きる「高齢化社会」と  
「高度医療社会」が潜在的に抱えていたリスクを  
炙り出したとも言えます。  

「死ぬかもしれない人」 
が“増え続ける”社会  

これも考えてみれば、とても当たり前のことかも 
しれませんが、高齢化社会においては高齢者の絶対数が 
増えます。  

そして高度医療によって、高齢者は死に難くなる。 

 例えばこれまでは死亡の主な原因となっていた「ガン」や 
「心疾患」や「脳卒中」などの三大疾患の治療が可能に  
なり、平均寿命が年々底上げされています。  

これは一見とても“良いこと”に見えますが、  
その一方でこう考えることもできます。 

「延命治療が高度化することで、 
  むしろ死ぬ寸前の状態の人が 　 
  増えていく」  



と。  

こんな言い方をすると怒られるかもしれませんが、 
しかし、 これが現実なのです。  

つまり、 「死に難くなること」と  
「健康であること」は、イコールではないということ。  

「不健康でも、医療によって長生きできる」のが、 
 僕らが今生きている社会の現実です。  

だから、  

高齢化社会 × 医療の発達  

これは「健康な高齢者を増やす」のではなく、むしろ、  
「不健康な高齢者を増やす」と言う結果になって  
しまっているのです。  

これからますます高齢化と医療技術の発達が進むと、  
社会全体が抱える「潜在的なリスク」はどんどん大きく 
なっていきます。  



そこに今回のような「新型ウイルス」が発生して  
しまえば、当然、ギリギリまで延命してきた高齢者から  
順番に死んでいくことになるでしょう。  

これは「コロナ」に限ったことではなく、他の全く違う 
ウイルスでも同じことが起こりうるわけです。  

第２、第３のコロナがいつ発生するかはわかりません。  

特に「グローバルな社会」になればなるほど、  
新型ウィルスによるパンデミックは身近になっていきます。  

そう考えると今回のコロナショックは、もはや  
「必然だった」と言っても過言ではないかもしれません。 

そして今回のコロナがここまでの問題になったのは、  
僕らが  

「不健康な高齢者は何かのキッカケが 
  あれば死ぬ可能性が高い」  

と言う、ある種の「当たり前の現実」に対して、  

過剰に反応したからだとも言えます。  

もちろん命が救えるならそうした方がいいと思いますよ。  



でも、高齢化社会における高齢者の「死」というのは、  
完璧に防げるものではないし、今後、あらゆるウイルスや 
感染症から高齢者を徹底的に守り抜くこともできません。  

つまり、地震や台風と同じ「災害」のような感覚で、  

「いつか起こり得る」  
という前提で考える必要があるのです。  

「人間はいつか必ず死ぬ」  
これは僕ら人間・生命の本質です。  

この本質から目を背けていては、何度でも我々は  
コロナショックを繰り返すことになってしまいます。  



人生１００年時代の  

闇と光  
これからの時代は、医療技術の進歩、AIの進歩、IoTの  
進歩、そういうものによって平均寿命が伸び、誰もが  
１００歳まで生きられる時代になると言われています。  

しかし先ほども話したように、  

「延命治療で死ぬ寸前の 
　ギリギリで生かされている状態」  

になってしまうのであれば、  

それはきっと多くの人が思い描く  
「人生１００年時代の理想の人生」ではないはずです。  

きっと多くの人が、  

「無理やり寿命を１００歳まで伸ばす」  

のではなく、  



「１００歳まで健康で元気に生きたい」  

と思うはずです。  

しかし、「人生１００年時代」は、一歩間違えば  
健康とはかけ離れた人生になってしまうのです。  

それもそのはず・・・ だって「現代医療」とは、  

そもそも「健康」を目指すものではないのですから・・・  

病気をいくら治療しても  

健康には絶対ならない  

仮に現代医療によって病気を治療したとしても、 
必ず副作用や後遺症が残り、「健康」からはどんどん  
遠ざかっていきます。  

例えば、ガン治療をして医学的には「完治」したと  
しても、抗癌剤や放射線治療の副作用で不健康になり、  
違う病気になってしまったり、  



体力が低下して思うように動けなくなり、  
うつ病になってしまうというケースは結構あると聞きます。  

もちろん、ガンで死にかけている状態だったら、  
副作用なんて考えずに、まずはガンを治療すべきだと  
思いますが、ガンは実は治療後が大変なのです。  

他にも、サプリメントの飲み過ぎ。  

薬の飲み過ぎ・頼り過ぎ。  

依存症。  

「健康」を目指しているはずなのに、かえって不健康を  
加速させるようなことはいくらでもあるわけです。  

これらのことを踏まえて考えると、  

「現代医療とは、  　 
   “健康になるための技術”ではなく、 
    対処療法・延命処置のための技術」 

 とも言えます。  

別にこれが「悪い」と言っているわけではありません。 



要するに「健康」と「医療」は全く違う概念なのです。  

そもそも「目的」が違う。  

だからいくら医療の技術が発展しても、いくら薬の技術が 
発展しても、それによって「健康になる」ということは  
原理的に“ありえないこと”なのです。  

そして最悪の場合、  

「現代医療の行き着く先は植物状態」  

です。  

延命を無闇に繰り返せば、最後に行き着くのはもうそこ  
しかありません。  

実際に日本では、植物状態とまではいかないものの、  
寝たきりで動けない高齢者が溢れ、社会問題となっていま
す。  

残念ながら「延命」が「ビジネス」になってしまっている 
現実がそこにはあるのです。  

果たしてそれは１００年時代の健康を考える上で、 
正しいアプローチなのでしょうか？  



そんなわけありませんよね？  

だからもし本気で人生１００年時代の健康を考えるなら、 
現代医療とは全く違うアプローチで、  
「１００年元気で、健康でいる方法」を考えなければ  
ならないのです。  

人生１００年時代に  
相応しい健康法とは何か？  

さて、前置きが長くなりましたがここからが本題です。  

僕らが真に考えるべきことは、  

「人生１００年時代に 
   相応しい健康法」  
についてです。  

コロナによって明らかになった現代社会のリスク。 

 これは今すぐに変えることはできないでしょう。  



だって人間は今すぐに健康になれるわけではありませんか 
ら。  

もしそんな「魔法」があれば最高ですが、流石にそんなに 
都合の良いものは存在しません。  

そしてもっと言えば「健康」とは、医療や薬によって  
もたらされるものでも、サプリメントや健康グッズに  
よってもたらされるものでもありません。  

「健康」とは、日常の積み重ねによって形成されるもの  
です。  

だから結局は、  

「日常の健康クオリティを高める」  

ということが、健康を維持する上では極めて重要になる  
わけです。  

健康クオリティが高い日常を積み重ねた人は  
「病気知らずの人生」を生きることができ、  

逆に健康クオリティが低い日常を積み重ねた人は  
歳を重ねるほど病気になりやすくなり、  
新型ウィルスに対する抵抗力も無くなっていく。  



同じ１００歳でも、延命で辛うじて生きる１００歳と、  
元気に生きる１００歳ではまるで意味が違います。  

では、一体どのように生きれば僕らは１００歳まで元気で 
健康に生きていけるのでしょうか？  

そもそも健康とは  
一体なんなのか？  

「100年時代の健康法」をさらに語る上で、理解しておか  
なければならない極めて重要な「前提」があります。  

それは「健康とはなんなのか？」ということ。  

僕は「人間の可能性を追求する」という意味で  
「健康」をその１つの要素として捉えています。  

だから、ただ闇雲に元気になればいいというわけでも、  
ただ闇雲に制限をかけて健康のためなら自由を失っても  
いい、というわけではありません。  

「健康」とはつまり、  



「その人がその人らしく 
  人生を全うするため土台」  
です。  

例えば、タバコを吸うことが生きがいであるならば、  
それは禁止されるべきことではありません。 

仮にそれで寿命が短くなってしまったとしても、それが 
「その人らしさ」の根源であるなら、それを否定して  
手に入れる健康にはなんの意味もないということです。  

逆に言えば、僕らがこれから考えていくべき健康とは、 
「自分らしく生きる」ということと密接に関係するものに 
なるでしょう。  

自分らしさの存在しない健康。  

健康のための健康は、100年時代の健康法の目指すところ
ではないということです。  

だから逆説的に考えれば、100年時代の健康法を学ぶ 
こと・実践することは、自分らしさとは何か？ 
人生の意味とは何か？ を浮き彫りにしていくことだとも 
言えます。 



 もし１００年生きるとすれば、 
なんのために、  
どう生きるのか？  
これは僕らに課せられた宿題のようなものです。  

そこで今回、当院の新たな取り組みなのですが、 
この宿題をみんなで解いていく場としての、 

コミュニティ 
を作ります。 

現在は、LINEで情報を配信していますが、 
このコミュニティでは、情報を共有するだけでなく 
コミュニティメンバーそれぞれが 

「自分らしさが存在する健康」 
を見つけ、それに向かって自分で歩んでいけるようになる
ための情報提供から実践までを行なっていきたいと思って
います。 



繰り返しになりますが、100年時代の健康法を学ぶ 
こと・実践することは、自分らしさとは何か？ 
人生の意味とは何か？ を浮き彫りにしていくことだとも 
言えます。 

だからこのコミュニティは 
「ただの健康情報を共有する場」ではなく、  
「健康というもののあり方を追求する場」という、  
一風変わったコミュニティになるはずです。  

どうでしょう？  

俄然興味が湧いてきませんか？ 

次回はコミュニティの詳細について 
お伝えいたします。 

お楽しみに！


