
未来貢献塾GLI
代表 金濱 亨

未来の健康・医療を考えよう。
～人類の歴史の行方は？～



未来貢献塾GLI
代表 金濱 亨

睡眠医学から学ぼう。
～睡眠と覚醒は表裏一体～



引用・参考・参考：時事メディカル「危険な「社会的時差ぼけ」日常生活に支障、専門医が提唱」 https://medical.jiji.com/topics/567 , 一般財団法人京浜保健衛生協会
https://www.keihin.or.jp/68/ , 大塚製薬睡眠リズムラボ https://www.otsuka.co.jp/suimin/socialjetlag01.html , 

1-1. 社会的時差ボケ

（１）社会生活の中で、起床時間や
睡眠時間が大きくズレることにより、
体内時計が乱れること。
（２）社会的（Social）時差ボケ（Jet 
Lag）はソーシャルジェットラグとも
呼ばれる。２時間差以内推奨。
（３）2006年、ドイツの時間生物学
者、Till Roenneberg教授が提唱した新
しい概念。
（４）睡眠負債の増加、睡眠障害に
繋がる等、多大なネガティブ効果が
あることが様々な研究で実証されて
きている。

↓引用：睡眠リズムラボよりhttps://www.otsuka.co.jp/suimin/socialjetlag01.html

https://medical.jiji.com/topics/567
https://www.keihin.or.jp/68/
https://www.otsuka.co.jp/suimin/socialjetlag01.html


引用・参考・参考：PHILIPS 「寝だめ」では睡眠負債は解決しない！働く人の新・睡眠マネジメント 2018/12/15 https://www.philips.co.jp/a-w/about/news/archive/standard/about/blogs/healthcare/20181215-
blog-sleep-management.html , 東洋経済オンライン 10年後｢死亡率｣が最も低い睡眠時間は何時間か 2019/02/16 https://toyokeizai.net/articles/-/265976 , World Economic Forum-Want to have a healthy brain? Make 
sure you‘re washing it every day https://www.weforum.org/agenda/2019/12/sleep-benefits-brain?fbclid=IwAR2Kk8CT6J0jtt6iOa8B75ZHaD5UEBpxIwUozrHDrXNwA316HPAEjnNuAGM , NewsPicks 2019/11/29【SleepTech
最新形】脳をハックする睡眠デバイス、登場 https://newspicks.com/news/4418444/body/ , CNN.co.jp 2020/02/01  https://www.cnn.co.jp/fringe/35146847.html?ref=app , 

1-2. 睡眠負債[Sleep Debt]①
(１)1990年代より、スタンフォード大学睡眠生体リズム
研究所の創設者である睡眠研究の第一人者ウィリアム・
C・デメント教授が警鐘。
(２)ヒトは一定の睡眠時間を必要とし、それより睡眠時
間が短ければ足りない分がたまる。つまり眠りの借金
(Sleep Debt)が生じ、その借金がたまると、脳や身体に
さまざまな機能劣化が見られるため睡眠不足は危険。
(３)睡眠不足の蓄積が、睡眠時無呼吸症候群（SAS）、
がん、糖尿病や高血圧などの生活習慣病、うつ病などの
精神疾患、認知症など、さまざまな発症リスクを高める
ことが各方面の研究結果から明らかに。
(４)約40分の睡眠不足状態から、自分にとって適正な睡
眠時間に戻るためには、3週間もの時間を要するとも。
たまった睡眠不足は容易に取り戻せない☞“負債”になっ
ていきやすい。

引用：NewsPicksより、フィリップスのSmart
Sleep ディープスリープヘッドバンド→
Sleep-Techのプロダクトも盛んに。

※2018年のOECDの統計による
と、日本人の平均睡眠時間は7
時間22分。
欧米の先進国と比べると1時間
ほど短く、調査した加盟国中、
ワースト1。

↓引用：PHILIPS Websiteより

https://www.philips.co.jp/a-w/about/news/archive/standard/about/blogs/healthcare/20181215-blog-sleep-management.html
https://toyokeizai.net/articles/-/265976
https://newspicks.com/news/4418444/body/
https://www.weforum.org/agenda/2019/12/sleep-benefits-brain?fbclid=IwAR2Kk8CT6J0jtt6iOa8B75ZHaD5UEBpxIwUozrHDrXNwA316HPAEjnNuAGM
https://newspicks.com/news/4418444/body/
https://www.cnn.co.jp/fringe/35146847.html?ref=app


引用・参考・参考：PHILIPS 「寝だめ」では睡眠負債は解決しない！働く人の新・睡眠マネジメント 2018/12/15 https://www.philips.co.jp/a-w/about/news/archive/standard/about/blogs/healthcare/20181215-blog-sleep-
management.html , 東洋経済オンライン 10年後｢死亡率｣が最も低い睡眠時間は何時間か 2019/02/16 https://toyokeizai.net/articles/-/265976 , World Economic Forum-Want to have a healthy brain? Make sure you‘re washing 
it every day https://www.weforum.org/agenda/2019/12/sleep-benefits-brain?fbclid=IwAR2Kk8CT6J0jtt6iOa8B75ZHaD5UEBpxIwUozrHDrXNwA316HPAEjnNuAGM , NewsPicks 2019/11/29【SleepTech最新形】脳をハックする睡眠
デバイス、登場 https://newspicks.com/news/4418444/body/ , CNN.co.jp 2020/02/01  https://www.cnn.co.jp/fringe/35146847.html?ref=app , 一般社団法人日本睡眠総合検診協会 http://www.suiminken.or.jp/suimin/01.html , 

1-2. 睡眠負債[Sleep Debt]②
(１) 2002年に110万人を対象にしたカリフォルニア大学サンディエ
ゴ校の研究チームの大規模研究によれば、アメリカにおける平均的
な睡眠時間は男女とも7.5時間という結果であり、当然個人のばらつ
きがあった。また、6年間の追跡調査によれば、最も死亡率が低
かったのは睡眠時間が約7時間（6.5時間以上7.5時間未満）であった。
(２)社会的時差ボケを生み出す「寝だめ」では睡眠負債は解決しな
い。
(３)ノンレム睡眠による深い熟睡(特に最初の90分が重要)は脳の毒素
を排除し脳のより健康的な状態を生み出すため、睡眠不足によって
生じる経済的影響が多大(一説では先進国のGDP2%減少)である。
(４)睡眠の質を高めるために、「体温・食事・視覚管理」が重要。
(５)睡眠不足はホルモン系に影響し、グレリン(空腹感増大)の血中
濃度が上昇する一方、レプチン(食欲抑制)は急減する。その結果、
空腹感が高まる上に、より高炭水化物・高カロリーの食料を欲する
体内カンナビノイドの血中濃度が高まるとも。 引用：NewsPicksより→

・レム睡眠：急速眼球運動が見られる浅い睡眠で、脳が情報
整理のために活動(夢を見る等)し、身体は休んでいる状態。
・ノンレム睡眠：急速眼球運動が見られない深い睡眠で、情
報が定着する脳も身体も休んでいる状態。
・余波睡眠：ノンレム睡眠の中で最も深い睡眠(特に寝始めの
90分)のこと。

https://www.philips.co.jp/a-w/about/news/archive/standard/about/blogs/healthcare/20181215-blog-sleep-management.html
https://toyokeizai.net/articles/-/265976
https://newspicks.com/news/4418444/body/
https://www.weforum.org/agenda/2019/12/sleep-benefits-brain?fbclid=IwAR2Kk8CT6J0jtt6iOa8B75ZHaD5UEBpxIwUozrHDrXNwA316HPAEjnNuAGM
https://newspicks.com/news/4418444/body/
https://www.cnn.co.jp/fringe/35146847.html?ref=app
http://www.suiminken.or.jp/suimin/01.html


未来貢献塾GLI
代表 金濱 亨

予防医療を考えよう。
～保険から予防への転換～



未来貢献塾GLI
代表 金濱 亨

健康にまつわる問題を考えよう。



引用・参考・参考; Quartz メルマガ 2019年11月14年 , Wikipedia大麻 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%BA%BB , You Tube中田敦彦のYou Tube大学
https://www.youtube.com/watch?v=dw5VMLqRCkU ,厚労省HP  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193406.html ,  Stone Washer’s Journal  
https://stonewashersjournal.com/2019/02/22/hemp-growing-market/ , ASAFUKU https://asafuku.jp/hpgen/HPB/entries/1.html , 

1-1. 大麻について
（１）大麻とは？：
①大麻、大麻草、Cannabis、カンナビス
②葉を乾燥、樹脂化したもの＝Marihuana,マリファナ。
③花から製造されたもの＝Ganja,ガンジャ、樹脂＝ハシシ、チャラス

（２）カンナビノイド：
①大麻に含まれる約60種類の化学物質の総称
②主成分であるTHC（テトラヒドロカンナビノール）とCBD（カンナビジオール）
③THC：High（ハイ）となる成分が含まれており、医療用だとしても、日本では大麻取締法で所持や譲渡、栽培禁止。
④CBD：ヒーリング効果、医療用、アルツハイマーやパーキンソン病といった難病をはじめ、関節痛や精神的な症状を緩和する成分が含まれてお

り、欧米では、娯楽用のビジネスとしてバブルを迎えている。日本では大麻取締法の指す「大麻」から除外されている。
（３）世界的な流れ：
①アメリカの動き：連邦法では禁止だが、州法で33/50+首都が医療用大麻が合法、10/50+首都で嗜好用大麻が合法、完全非合法は４州。
②カナダの動き：2001年から合法だった医療用に加え、2018年10月に嗜好用大麻解禁。
③他国の動き：嗜好用大麻合法-ウルグアイ

医療用大麻合法-イスラエル、ベルギー、オーストリア、オランダ、イギリス、スペイン、フィンランド、ドイツ、韓国など
（４）日本の流れ：
①日本：古くから神事（神道）と結びつくなど、付き合いは長く身近なもの。（例： 江戸時代の「三草（紅花・藍・麻）」）
②1948年からの大麻取締法が現在の法的根拠。産業用で茎・種子の使用は可、医療用・娯楽用では不可（法で認可された取扱者及び研究者以外は禁止）

※国家神道と深く結びついた大麻の使用が忌避とされたのでは？？ ※食品・ヘルスケアでは需要高し（THC含有量の低いヘンプ等）
③化学合成により法の目をかいくぐってきた「合法→脱法→違法」ドラッグが、2014年に「危険ドラッグ」で統一。
④CBDは優れた抗炎症特性を持つとされ、湿疹やアトピー、乾癬、かゆみ止めなどにも効果があると言われ日本でも美容業界が参入。
※米国（アルコール・たばこ産業、ヒッピーカルチャーとの関係）・日本（神道との結びつき）などから時の統治・既得権益保護の問題なのでは？？

※たばこやアルコールと比べて、健康問題の負の影響は大きくないのでは？という科学的見解もある。

厚生労働省HPより↓→

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%BA%BB
https://www.youtube.com/watch?v=dw5VMLqRCkU
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193406.html
https://stonewashersjournal.com/2019/02/22/hemp-growing-market/
https://asafuku.jp/hpgen/HPB/entries/1.html


引用・参考・参考：NCDアライアンスジャパン https://ncdjapan.org/non-communicable-diseases/ , 一般社団法人日本生活習慣病予防協会http://www.seikatsusyukanbyo.com/calendar/2012/002071.php , 
WHO[Noncommunicable Diseases] https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases , 公益社団法人日本WHO協会[WHOファクトシート] https://www.japan-
who.or.jp/act/factsheet/355.pdf ,厚生労働省健康局配布資料「WHO NCDs Global Action Planについて」https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12205250-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-
Kokoronokenkoushienshitsu/s_39.pdf , 

2-1. NCDについて
（１）非感染性疾患（NCDs: Non-communicable diseases）とは??
世界保健機関（WHO: World Health Organization）の定義：不健康な食事や運動不足、
喫煙、過度の飲酒、大気汚染などにより引き起こされる、がん・糖尿病・循環器疾患
・呼吸器疾患・メンタルヘルスをはじめとする慢性疾患をまとめた総称
（２）2018年6月1日のWHO発表「WHOファクトシート」-「重要な事実（Key Facts）」
①非感染性疾患（NCD）のため、毎年 4100 万人が死亡しており、それは世界全体の全て
の死亡の 71％に当たる。
②毎年、1500 万人が 30 歳から 69 歳までの間に NCD で死亡しており、その「早すぎる」
死亡の85％は低・中所得国で発生している。
③心疾患は NCD 死亡の大部分を占め、年間 1790 万件に達する。その他、がん（900 万人）、
呼吸器疾患（390 万人）、糖尿病（160 万人）がこれに続く。これら 4 つのグループの疾患
で NCD による早すぎる死亡の 80％以上を占める。
④喫煙、運動不足、有害飲酒、不健康な食事は、いずれも NCD による死亡のリスクを増大
させる。
⑤NCDs の発見、集団検診と治療は、緩和ケアとともにNCDs 対策の鍵となる要素である。
（３）NCDsに関わる世界目標
①持続可能な開発目標（SDGs）目標3.4 「2030年までに、NCDsによる早期死亡を、予防や治
療を通じて3分の1に減少させる」
②世界保健機関：NCDsの予防と管理に関する国際戦略：2013～2020年行動計画「2025年ま
でにNCDsによる若年死亡を25%削減させる」

↓引用：WHO website ↑厚労省「健康局配布資料」

https://ncdjapan.org/non-communicable-diseases/
http://www.seikatsusyukanbyo.com/calendar/2012/002071.php
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
https://www.japan-who.or.jp/act/factsheet/355.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12205250-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kokoronokenkoushienshitsu/s_39.pdf


引用・参考・参考：AFP BB NEWS 2020/02/29 https://www.afpbb.com/articles/-/3270938 , 首相官邸感染症対策 https://www.kantei.go.jp/jp/content/000059525.pdf , 

3-1. 感染症について
↓引用：首相官邸 引用：AFP BB NEWS→

https://www.afpbb.com/articles/-/3270938
https://www.kantei.go.jp/jp/content/000059525.pdf


未来貢献塾GLI
代表 金濱 亨

生命科学の進展を考えよう。
～身体・健康の設定が変わる？～


