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　齊藤　脳卒中・循環器病対策基本法
が成立しました。その成立にたいへん
尽力された中山先生にうかがいます。
　これはかなり時間がかかってできた
法律と聞いていますが。
　中山　実は2008年に日本脳卒中協会
で脳卒中対策検討特別委員会というも
のを設けまして、そこで検討を始め、
10年かかってようやく成立いたしまし
た。
　齊藤　そのきっかけとなったことは
どういうことでしょう。
　中山　日本脳卒中協会は、脳卒中の
予防と患者家族の支援を活動の柱とし
て啓発活動をしていました。その中で、
どうしても法律がないと解決できない
問題にぶつかったわけです。その一つ
は、我々、例えば市民講座を開いて啓
発するにしても、健康意識の高い方し
か来られないのです。全国に、多くの
方々にこの情報を届けるためには、例
えば学校教育であるとか、マスコミや
行政の広報などの協力がないと、なか
なかそういうことは実現できないとい

う壁が立ちふさがっていました。
　また、超急性期の治療というのが非
常に進んで、例えばt-PAによる血栓溶
解療法は、発症から4.5時間以内であれ
ばそういう治療を受けられる可能性が
あるのですが、そのためには患者さん
に脳卒中の症状を知っていただいて、
疑って、すぐに救急車を呼ぶというこ
とを普及しないといけないのです。し
かしそういう教育もなかなか我々だけ
では十分できない。それから、受け皿
となる病院のほうの整備も必要で、救
急隊員の搬送体制も整備しなければい
けません。
　また、救急車でどうしても行けない
ところは遠隔医療、これはテレビ電話
のようなものを使って、遠隔地から専
門医が診断をして、例えば現地でt-PA
を投与して専門病院に搬送するという
ような仕組みですが、そういったこと
の普及も必要であるということ。それ
から、発症登録によって全国での発症
状況、治療状況の把握が必要なことを
我々は認識していました。

　これらの問題を解決するにはどうし
ても法律が必要だということで、2009
年に脳卒中対策基本法要綱案を提唱さ
せていただいた次第です。
　齊藤　2009年にスタートして、その
後かなりたいへんだったということで
すね。
　中山　政権交代や東日本大震災がち
ょうどありまして、ようやく2014年に
参議院で脳卒中対策基本法を議員立法
として発議していただいた次第です。
ただ、衆議院の解散によって廃案にな
ってしまい、再発議をお願いしたので
すが、一部の政党に、個別疾患に対す
る基本法をつくっていくときりがない
と反対する声がありまして、そこで
我々も「うーん」と首をひねった次第
です。
　齊藤　脳卒中と循環器病、それが一
つにまとめられたということですね。
　中山　そうなのです。
　齊藤　これはどういったことがきっ
かけになりましたか。
　中山　実は脳卒中と心臓血管病を合
わせると、がんに匹敵する社会的重要
性があることを我々は認識したのです。
まず、死亡数や患者数を見ても、脳卒
中と心臓血管病では、がんと同じく30
万人ぐらいの死亡数がある。患者さん
の数にすれば、がんの方よりも多い。
今後どんどん増えていくと予想されて
います。また、医療費についても、が
んには総医療費の14％ぐらいが使われ

ているのですが、脳卒中、心臓血管病
で約20％の医療費が使われています。
　また、要介護の原因として、循環器
疾患で約２割の原因となっています。
また、寝たきりについて見れば、約３
割が循環器病であるということが明ら
かになりました。また、介護費用とし
ては、脳卒中に総介護費の約27％が使
われている。これはもちろん患者さん
個人にとっても非常に重要な病気です
し、また社会的にも重要な疾患です。
　また、医学的観点から、危険因子が
共通していることから、予防に、両方
やることが非常に連携効果がある。特
に心房細動は、それに起因する脳梗塞
の予防については循環器科の医師のご
協力が不可欠です。また、患者さんに
とっても、脳卒中の患者さんが、それ
がよくなっても、心筋梗塞を起こす可
能性が高い。また、心筋梗塞の方は逆
に脳卒中になるリスクが高いので、両
方の治療、再発予防をすることが患者
さんのためにもなるということから、
この両方を一緒にやりましょうという
ことを我々は日本循環器学会に提唱し
たのです。
　齊藤　循環器グループは今まで脳卒
中は別だと思っていたところが、変わ
ってきたのですね。
　中山　そうなのです。循環器も心不
全、急性心筋梗塞、大動脈解離、不整
脈という４つの柱があるとうかがって
います。この中で、心不全も心房細動

脳卒中・循環器病対策基本法の
成立の経緯とその意義
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　齊藤　脳卒中・循環器病対策基本法
が成立しました。その成立にたいへん
尽力された中山先生にうかがいます。
　これはかなり時間がかかってできた
法律と聞いていますが。
　中山　実は2008年に日本脳卒中協会
で脳卒中対策検討特別委員会というも
のを設けまして、そこで検討を始め、
10年かかってようやく成立いたしまし
た。
　齊藤　そのきっかけとなったことは
どういうことでしょう。
　中山　日本脳卒中協会は、脳卒中の
予防と患者家族の支援を活動の柱とし
て啓発活動をしていました。その中で、
どうしても法律がないと解決できない
問題にぶつかったわけです。その一つ
は、我々、例えば市民講座を開いて啓
発するにしても、健康意識の高い方し
か来られないのです。全国に、多くの
方々にこの情報を届けるためには、例
えば学校教育であるとか、マスコミや
行政の広報などの協力がないと、なか
なかそういうことは実現できないとい

う壁が立ちふさがっていました。
　また、超急性期の治療というのが非
常に進んで、例えばt-PAによる血栓溶
解療法は、発症から4.5時間以内であれ
ばそういう治療を受けられる可能性が
あるのですが、そのためには患者さん
に脳卒中の症状を知っていただいて、
疑って、すぐに救急車を呼ぶというこ
とを普及しないといけないのです。し
かしそういう教育もなかなか我々だけ
では十分できない。それから、受け皿
となる病院のほうの整備も必要で、救
急隊員の搬送体制も整備しなければい
けません。
　また、救急車でどうしても行けない
ところは遠隔医療、これはテレビ電話
のようなものを使って、遠隔地から専
門医が診断をして、例えば現地でt-PA
を投与して専門病院に搬送するという
ような仕組みですが、そういったこと
の普及も必要であるということ。それ
から、発症登録によって全国での発症
状況、治療状況の把握が必要なことを
我々は認識していました。

　これらの問題を解決するにはどうし
ても法律が必要だということで、2009
年に脳卒中対策基本法要綱案を提唱さ
せていただいた次第です。
　齊藤　2009年にスタートして、その
後かなりたいへんだったということで
すね。
　中山　政権交代や東日本大震災がち
ょうどありまして、ようやく2014年に
参議院で脳卒中対策基本法を議員立法
として発議していただいた次第です。
ただ、衆議院の解散によって廃案にな
ってしまい、再発議をお願いしたので
すが、一部の政党に、個別疾患に対す
る基本法をつくっていくときりがない
と反対する声がありまして、そこで
我々も「うーん」と首をひねった次第
です。
　齊藤　脳卒中と循環器病、それが一
つにまとめられたということですね。
　中山　そうなのです。
　齊藤　これはどういったことがきっ
かけになりましたか。
　中山　実は脳卒中と心臓血管病を合
わせると、がんに匹敵する社会的重要
性があることを我々は認識したのです。
まず、死亡数や患者数を見ても、脳卒
中と心臓血管病では、がんと同じく30
万人ぐらいの死亡数がある。患者さん
の数にすれば、がんの方よりも多い。
今後どんどん増えていくと予想されて
います。また、医療費についても、が
んには総医療費の14％ぐらいが使われ

ているのですが、脳卒中、心臓血管病
で約20％の医療費が使われています。
　また、要介護の原因として、循環器
疾患で約２割の原因となっています。
また、寝たきりについて見れば、約３
割が循環器病であるということが明ら
かになりました。また、介護費用とし
ては、脳卒中に総介護費の約27％が使
われている。これはもちろん患者さん
個人にとっても非常に重要な病気です
し、また社会的にも重要な疾患です。
　また、医学的観点から、危険因子が
共通していることから、予防に、両方
やることが非常に連携効果がある。特
に心房細動は、それに起因する脳梗塞
の予防については循環器科の医師のご
協力が不可欠です。また、患者さんに
とっても、脳卒中の患者さんが、それ
がよくなっても、心筋梗塞を起こす可
能性が高い。また、心筋梗塞の方は逆
に脳卒中になるリスクが高いので、両
方の治療、再発予防をすることが患者
さんのためにもなるということから、
この両方を一緒にやりましょうという
ことを我々は日本循環器学会に提唱し
たのです。
　齊藤　循環器グループは今まで脳卒
中は別だと思っていたところが、変わ
ってきたのですね。
　中山　そうなのです。循環器も心不
全、急性心筋梗塞、大動脈解離、不整
脈という４つの柱があるとうかがって
います。この中で、心不全も心房細動

脳卒中・循環器病対策基本法の
成立の経緯とその意義
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もどんどん患者さんが増えてきている。
そのためには予防が非常に大事です。
それから、急性心筋梗塞や大動脈解離
については、当然急性期の介入が非常
に重要ですが、そういったことができ
る病院が全国的に見るとまだまだ整備
が行き届いていない。こういったこと
を解決するためには、やはり啓発活動
による予防、それから受け皿となる医
療機関の整備、そういったことが非常
に重要ということで、我々、脳卒中関
係者と同じ思いを持っていたのです。
それで、ぜひ一緒にやりましょうと、
2016年から連携しまして、「脳卒中・循
環器病対策基本法の成立を求める会」
という会の設立を、日本脳卒中協会、
日本脳卒中学会、日本循環器学会、日
本心臓財団が中心になって呼びかけま
した。様々な団体、学術団体、職能団
体、患者会の皆さんがご協力ください
まして、ようやく全政党のコンセンサ
スができました。それで2018年12月に
法案の成立に至ったのです。
　齊藤　奇跡みたいなものだと言って
いた医師がいましたね。
　中山　実は国会には我々にはよくわ
からないルールがありまして、議員立
法というのは毎国会に30件ぐらい要望
書が出されるのですが、その中で通る
のは２件か３件しかないそうなのです。
その２件か３件のトッププライオリテ
ィに入るためには、全会派が賛成して
いることが必須の条件と言われました。

なので、いかにして皆さんに納得して
いただくかということと、いかにプ 
ライオリティを認識していただくか、
我々だけでなくいろいろな団体、患者
さんも、国会議員の先生方、各政党に
陳情を重ねて、ようやく2018年の国会
で、しかも最終日にこの法律が成立し
たのです。
　齊藤　本当によかったですね。
　中山　ありがとうございます。
　齊藤　2018年12月ですね。施行が
2019年12月ということですね。
　中山　そういうことです。
　齊藤　実際、この法律からどういっ
たことが考えられるのでしょう。
　中山　この法律、実は正式な名称が
「健康寿命の延伸等を図るための脳卒
中・心臓病、その他の循環器病に係る
対策に関する基本法」という非常に長
い名前なのですが、頭についている 
「健康寿命の延伸等を図る」というの
が非常に大きな目的です。皆さんご存
じのように、平均余命と健康寿命の間
には約10年のギャップがありまして、
その大きな原因が循環器病であること
から、この予防、それから治療体制の
整備による後遺症の軽減によって健康
寿命を延ばす。それによって国の医
療・介護の負担が軽減されることが一
番大きな成果ではないかと思っていま
す。
　齊藤　今後の動きとしてはどうなり
ますか。

　中山　まず、法律が施行されますと、
厚生労働省は循環器病対策推進協議会
という協議会を設置します。その意見
に基づいて政府は循環器病対策推進基
本計画を立案します。これが多分2020
年の夏頃までに公表される予定です。
それに基づいて各都道府県が都道府県
循環器病対策推進計画を立案します。
それに従って、国、地方公共団体は政
策を実行し、また医療保険者、国民、
保健医療福祉業務従事者がそれに協力
することが求められます。そうやって
皆さんで対策を推進し、それが６年ご
とに見直される。こういうPDCAサイ
クルが動き始めるということです。
　齊藤　しっかりとした登録も必要に
なってくるのですね。
　中山　もちろん発症登録によって発
症状況、それによって予防効果の評価
をする。予防だけではなくて、実は循
環器病対策推進基本計画の中には、予
防から、後遺症対策、研究まで含めた
基本的施策の中に個別目標を設定する
ことになっています。また、その達成
時期も明示され、それがどの程度達成
されているかを国が評価しなければな
らないと法律の中に明記されています。
したがって、がんもそうでしたが、途
中でどの程度それが実施されているか
の評価がされて、それに基づいて次の
対策が打たれることになっていくと思
います。
　齊藤　日本のこれからの循環器病・

脳卒中への対策が非常に進んでいくこ
とが予想されるのですね。
　中山　はい。
　齊藤　医師としてもその辺の意識を
変えてやっていく部分がありますか。
　中山　例えば特定健診があります。
これはメタボ対策に重点が置かれてい
るのですが、何のためのメタボ対策か
をもう一回見直していただいて、やは
りこれは脳卒中や心臓血管病を予防す
る上で非常に重要という観点から、そ
の施行をもっと推進する。あるいは、
地域における保健事業がいろいろ行わ
れています。都道府県が健康教室を開
くときにこの危険因子、生活習慣の見
直しをもっと進めていただきたいと思
います。
　それから、救急搬送体制の見直し、
救急隊員にもっと研修をしていただい
て、脳卒中や心臓血管病を現場で疑っ
て、どこの医療機関に搬送するのがい
いのか、そこをしっかり見極めていた
だく。その搬送ルールも、今の最新の
治療体制に見合ったものを作っていく。
それから救急隊員の研修システムも、
例えば脳卒中病院前救護、PSLSとい
うのがあるのですが、現在は自主的に
救急隊員の方が受講料を払って受講さ
れていますが、こういったことも当然
皆さんに受講していただく。
　それから受け皿の整備です。全国的
な24時間・365日受けられるような受
け皿を作っていく。それが無理なとこ
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もどんどん患者さんが増えてきている。
そのためには予防が非常に大事です。
それから、急性心筋梗塞や大動脈解離
については、当然急性期の介入が非常
に重要ですが、そういったことができ
る病院が全国的に見るとまだまだ整備
が行き届いていない。こういったこと
を解決するためには、やはり啓発活動
による予防、それから受け皿となる医
療機関の整備、そういったことが非常
に重要ということで、我々、脳卒中関
係者と同じ思いを持っていたのです。
それで、ぜひ一緒にやりましょうと、
2016年から連携しまして、「脳卒中・循
環器病対策基本法の成立を求める会」
という会の設立を、日本脳卒中協会、
日本脳卒中学会、日本循環器学会、日
本心臓財団が中心になって呼びかけま
した。様々な団体、学術団体、職能団
体、患者会の皆さんがご協力ください
まして、ようやく全政党のコンセンサ
スができました。それで2018年12月に
法案の成立に至ったのです。
　齊藤　奇跡みたいなものだと言って
いた医師がいましたね。
　中山　実は国会には我々にはよくわ
からないルールがありまして、議員立
法というのは毎国会に30件ぐらい要望
書が出されるのですが、その中で通る
のは２件か３件しかないそうなのです。
その２件か３件のトッププライオリテ
ィに入るためには、全会派が賛成して
いることが必須の条件と言われました。

なので、いかにして皆さんに納得して
いただくかということと、いかにプ 
ライオリティを認識していただくか、
我々だけでなくいろいろな団体、患者
さんも、国会議員の先生方、各政党に
陳情を重ねて、ようやく2018年の国会
で、しかも最終日にこの法律が成立し
たのです。
　齊藤　本当によかったですね。
　中山　ありがとうございます。
　齊藤　2018年12月ですね。施行が
2019年12月ということですね。
　中山　そういうことです。
　齊藤　実際、この法律からどういっ
たことが考えられるのでしょう。
　中山　この法律、実は正式な名称が
「健康寿命の延伸等を図るための脳卒
中・心臓病、その他の循環器病に係る
対策に関する基本法」という非常に長
い名前なのですが、頭についている 
「健康寿命の延伸等を図る」というの
が非常に大きな目的です。皆さんご存
じのように、平均余命と健康寿命の間
には約10年のギャップがありまして、
その大きな原因が循環器病であること
から、この予防、それから治療体制の
整備による後遺症の軽減によって健康
寿命を延ばす。それによって国の医
療・介護の負担が軽減されることが一
番大きな成果ではないかと思っていま
す。
　齊藤　今後の動きとしてはどうなり
ますか。

　中山　まず、法律が施行されますと、
厚生労働省は循環器病対策推進協議会
という協議会を設置します。その意見
に基づいて政府は循環器病対策推進基
本計画を立案します。これが多分2020
年の夏頃までに公表される予定です。
それに基づいて各都道府県が都道府県
循環器病対策推進計画を立案します。
それに従って、国、地方公共団体は政
策を実行し、また医療保険者、国民、
保健医療福祉業務従事者がそれに協力
することが求められます。そうやって
皆さんで対策を推進し、それが６年ご
とに見直される。こういうPDCAサイ
クルが動き始めるということです。
　齊藤　しっかりとした登録も必要に
なってくるのですね。
　中山　もちろん発症登録によって発
症状況、それによって予防効果の評価
をする。予防だけではなくて、実は循
環器病対策推進基本計画の中には、予
防から、後遺症対策、研究まで含めた
基本的施策の中に個別目標を設定する
ことになっています。また、その達成
時期も明示され、それがどの程度達成
されているかを国が評価しなければな
らないと法律の中に明記されています。
したがって、がんもそうでしたが、途
中でどの程度それが実施されているか
の評価がされて、それに基づいて次の
対策が打たれることになっていくと思
います。
　齊藤　日本のこれからの循環器病・

脳卒中への対策が非常に進んでいくこ
とが予想されるのですね。
　中山　はい。
　齊藤　医師としてもその辺の意識を
変えてやっていく部分がありますか。
　中山　例えば特定健診があります。
これはメタボ対策に重点が置かれてい
るのですが、何のためのメタボ対策か
をもう一回見直していただいて、やは
りこれは脳卒中や心臓血管病を予防す
る上で非常に重要という観点から、そ
の施行をもっと推進する。あるいは、
地域における保健事業がいろいろ行わ
れています。都道府県が健康教室を開
くときにこの危険因子、生活習慣の見
直しをもっと進めていただきたいと思
います。
　それから、救急搬送体制の見直し、
救急隊員にもっと研修をしていただい
て、脳卒中や心臓血管病を現場で疑っ
て、どこの医療機関に搬送するのがい
いのか、そこをしっかり見極めていた
だく。その搬送ルールも、今の最新の
治療体制に見合ったものを作っていく。
それから救急隊員の研修システムも、
例えば脳卒中病院前救護、PSLSとい
うのがあるのですが、現在は自主的に
救急隊員の方が受講料を払って受講さ
れていますが、こういったことも当然
皆さんに受講していただく。
　それから受け皿の整備です。全国的
な24時間・365日受けられるような受
け皿を作っていく。それが無理なとこ
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ろは連携体制を作っていく。そういっ
たことを病院の中でも、循環器の医師
と脳卒中の診療を担当される医師が連
携することによって、予防と再発予防
をもっと効果的にしていく。それが最
終的には患者さん、ご家族のためにな
ります。そして社会復帰、この辺はな
かなか医療だけでは無理です。福祉に
もご協力いただいて、患者さんの社会
復帰、両立支援が非常に言われていま
すが、そこをもっと推進することを期
待しています。
　齊藤　かかりつけ医の今後の役割は

いかがでしょうか。
　中山　かかりつけ医は、予防と再発
予防、それから実際に患者さんに親身
に相談に乗ってあげるという点では非
常に重要な役割を担っていると思いま
す。ただ、いずれも専門的な知識も必
要ですので、病院の専門医との連携の
もとにそれを行っていくことが、医療
全体にとっても、患者さん、ご家族に
とっても非常にプラスになるのではな
いかと思っています。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

脳卒中対策の最新情報（Ⅵ）

湘南慶育病院院長
鈴　木　則　宏

（聞き手　中村治雄）

脳卒中対策の将来展望

　中村　鈴木先生に企画いただきまし
た脳卒中対策のシリーズが今回で最後
になります。
　今回は、将来展望よりむしろ夢を語
っていただきたいと思うのですが、対
策ということに関しては、リスクの管
理といいますか、対策の重要性は将来
も変わらないということでしょうか。
　鈴木　脳卒中の対策は、発生がゼロ
になることが究極の目標ですので、そ
れに向けてはどんなことが現状で可能
になっているかをまず理解することだ
と思います。これまでお話をお聞きに
なったように、脳卒中の発症には原因
があるので、その原因を一つずつ取り
除いていけるかどうかが基本的な対策
になると思います。そうなりますと、
脳卒中の診療に携わる医療関係者だけ
では不十分で、その前のプライマリー
ケアとか、保健行政などに手を差し伸
べていただいて、リスクをつぶしてい
くことができれば、かなり将来的に明
るい展望になるのではないかと思いま
す。

　中村　包括的な問題ですね。あと、
リハビリでの進歩は、装具を含めてあ
るかと思いますが。
　鈴木　脳卒中を発症して命は助かっ
たけれども、障害を残して社会復帰さ
れている多くの方がいらっしゃると思
います。それに向けてのリハビリテー
ションの技術、研究から新しい技術の
開発などもとても盛んに行われていま
す。最近はロボットスーツとか、そう
いうAIを使ったような手法のリハビリ
をアシストする器具も出ていますので、
想像以上の発展を遂げていくのではな
いか、と期待しています。
　中村　リハビリというと、とかく患
側の四肢といいますか、手足を動かす
ことが中心になりますが、健側をしっ
かりさせるとリハビリをしやすくなる
ということですか。
　鈴木　手足は左右別々に動いている
ように見えますが、両方が連動してそ
れぞれ動いています。極端な話、健側
を使わないようにして患側を刺激して
リハビリを進めるとか、健側をさらに
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