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 WHO（世界保健機構）のレポートより 
 http://goo.gl/PwYLLG 

健康と老後 Global Health & Aging 
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子どもと老人の人口比率 

 子どもと老人の人口比率
が逆転！ 

 2020年までには老人の数
が子供の数を超える 

 2010年の65歳以上の人口
は、5億2,400万人 

 2050年には、65歳以上が
世界で15億！増加人口の
多くは開発途上国 

http://esa.un.org/unpd/wpp/ 
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老人の数の変遷 

 ２０１０年には６５歳以上の人口は
世界全体の人口比で約８％、  
５億２，４００万人 

 ２０５０年には世界人口の約１６％
にあたる１５億人に増加 

 そのうち先進国の増加率が71％
に対して、開発途上国は250％の
増加！ 
 先進国では、65歳以上が人口の

14％に2020年以前に到達、日本
は1990年代後半 

 2020年以降には、中国、ブラジル、
タイなども65歳以上が人口の14％
に達する。 
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高齢化社会 

 １９００年代生まれの人は、ほ
とんどが５０歳までの寿命だっ
た。 

 現在の最長寿国、日本の平
均年齢は８３歳を超える 

 アフリカはHIVエイズに起因し
て平均寿命が若い 

 最も寿命が延びたのが東ア
ジア諸国で、１９５０年代の４５
歳以下から、今日では７４歳
以上に伸びている。 
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世界の長寿国の変遷 

 １８４０年～２００７年の平均寿
命の変遷 
 最長寿国は、１８４０年にはス
ウェーデン、現在は日本 

 どこの国でも長寿記録は伸
び続けている 

 最長寿年齢層（８５歳以上）
が世界の６５歳以上の人口の
８％を占めている（先進国で
１２％、開発途上国で６％） 

 多くの国で８５歳以上の人口
比が増え続けている 

Happy Aging 6 



世界の人口における年齢比率 

 ２０１０年から２０５０年の間に 
 ８５歳以上は３５１％の増加 
 ６５歳以上は１８８％の増加 
 ６５歳以下は２２％の増加 

 １００歳以上の高齢者は、２０１０年－
２０５０年で１０倍に増加 
 １９９０年代半ばに、１００歳以上の高
齢者は２千万人に一人の割合 

 ２０５０年までに日本やスウェーデン
などの長寿国では５０人に一人の割
合に！ 

 長寿記録は加速し続けている 
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死亡原因の比較 

 社会経済の発展と死亡原
因の因果性 

 伝染病などによる死亡は、
貧困、食生活、インフラ整
備に起因し、子供の死亡
率の増加にもつながる 

 世界中で、所得に関係な
く心臓病、癌、糖尿病など
慢性的非伝染性疾患の死
因が増加している 

 

高所得国 中所得国 低所得国 

伝染性、母体性、出産時、 

栄養疾患 非伝染性 慢性疾患 
怪我 

Happy Aging 8 



非伝染性慢性疾患の増加 

 慢性疾患 

 ５０－７４歳男女の有病率 

 アメリカ、イギリス、ヨーロッパの事例 

 心臓病 

 高血圧 

 糖尿病 

 癌 

 肺疾患 

 運動障害 心臓病 高血圧 糖尿病 癌 
肺疾患 運動障害 

Happy Aging 9 



認知症・アルツハイマー病患者の増加 

 ８５歳以上の高齢者の25-30%が   
認知症患者 

 認知症 
 アルツハイマーが認知症の2/5-4/5の割
合（OECD調査） 

 全世界で認知症患者は２千７百～３千
６百万人 

 ６５－６９歳では３％以下、８５－８９歳で
は約３０％、フランス、ドイツでは９０歳
以上の約半数、アメリカでは約４０％、
スペインでは３０％が認知症 

 ２０５０年までには、世界中に１億１千５
百万人の認知症患者が予想されてい
る。そのうちの多くは開発途上国の高
齢者が占めることが予想され、早期治
療法の開発が求められている。 
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退職後の年数 

 先進国では、年金の普及などで
一定の年齢で退職する場合が
多い 
 退職後は不定期雇用、ボラン
ティア、家族の手伝い 

 健康でも年金生活者 

 退職年齢の低下と退職後の年
数の増加 
 OECDの調査によると６４歳以
下で退職した男性は平均18年
の老後生活を送り、６３歳で仕
事を辞めた女性は平均22年の
老後生活を送る。 
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老後の暮らし方の変化 

 家族との関わり 
 従来は、高齢者は配偶者、両親、子供、孫など

の世話をしてきた。今日の高齢者の多くは子供、
孫、生存する兄弟姉妹がいる 

 少子高齢化の進む国では次世代の高齢者に兄
弟姉妹は少ないため、家族の援助が期待できに
くい 

 家族構成の変遷 
 寿命が伸びて、５０－６０世代の多くは両親や叔

父、叔母が生存している。その子供達の多くは祖
父母や曽祖父母が生存する 

 今、一人暮らしの高齢者の増加 
 ヨーロッパでは、６５歳以上の高齢者の女性の

40％以上がひとり暮らしの国も 

 日本のように親が子供と暮らす習慣のある国で
も、伝統的生活様式が変遷している 

 先進国の高齢者は、ひとり暮らしでも自分の家と
住み慣れた近隣社会で暮らすことを好む。長寿
化、社会的利益の増加、自家保有率、高齢者向
き住宅、地域自治体の援助などに起因している。 

施設 

ひとり暮らし 

配偶者のみ 

子供と同居 
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高齢者の自立と保護 

 ８５歳以上の長期的高齢者
保護 
 家庭介護 

 コミュニティ介護 

 生活保護 

 介護住宅 

 長期滞在病院 

 高齢者の自立の促進 
 生涯自立生活援助 

 高齢者夫婦の自立と保護 
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楽しい老後 世界の事例 

今が一番幸せ！ 
スウェーデンの８０歳、 

ヨンナさん 

 大学生！退職してからでも大学
に入学、小さい時からの夢を叶え
る！「今が一番楽しい！」 

 目もあまり見えない、指先も震える
けど「きれいなマニキュア」でお
しゃれする 

 退職までは夫や子供のための暮
らし、「今、ひとり暮らしになって、
今までで一番充実した暮らし」 
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楽しい老後 世界の事例 

欧米にはなぜ 
寝たきり老人がいないの？ 自然な余命に従う 

 無駄な延命治療はしない 

 寝たきりになる前に自然に亡く
なる 

 口から食べられる、食べたいも
のを、飲みたいものを自然体
で！生涯生活を楽しむ 
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欧米人の老後 

 社会的な豊かさ 
 社会福祉の充実（働かないでも老後を暮
らせる消費税８－１８％の税制福祉国家） 

 人間関係の豊かさ（家族との距離） 
 老後は子供と別居、住居の距離は？ ３０
分以内がイギリス４０％、アメリカ４９％ 

 当日または前日に子供と会っている？  
イギリス６９％、アメリカ６５％ 

 日本人の一人暮らしの老人が子供と会う
頻度は？ 月に１度 ７０．４％ 年に数回 
２０．４％ 

 第２の人生観 
 最後まで自分で出来ることは自分でやる 

 老後は趣味に生きる→車椅子になっても
旅行する 
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日本のアクティブシニア  
老後を楽しくする過ごし方 

アクティブシニア 
余暇の過ごし方は？ 

これから数１０年 
余暇の過ごし方イメージ 

1. 仕事より楽しみの時間を増加したい 
2. 自宅より外で楽しみたい 
3. 金額より感動を重視したい 
4. 生活費より余暇費用を増やしたい 
5. 有意義なサービスを重視したい 
6. のんびりするより何かをしたい 
7. 家族・職場より知人仲間と楽しみたい 
8. 日常より非日常で楽しみたい 
9. 気軽に楽しむより能力を伸ばしたい 
10. 新しい楽しみにチャレンジしたい 
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日本のアクティブシニア  
これから１０年、旅行スタイル 

アクティブシニア 
旅行スタイルは？ 

これから数１０年 
旅行のスタイルイメージ 

1. 旅行するなら環境重視 
2. 今まで知らない場所へ行きたい 
3. 一人旅より仲間と旅行したい 
4. 現代的観光地より伝統的観光地へ 
5. 日帰り・１泊２日より２泊以上 
6. 知らずに行くより事前に勉強 
7. 手軽な旅よりじっくり旅行 
8. ツアー利用より自分で手配 
9. 安さよりワンランク上 
10. 見物旅行より体験重視の旅 
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老後暮らしの楽しみ方 

 一人暮らし 

 都会暮らし 

 新田舎暮らし 

 婚活・パートナー探し 

 勉学 

 趣味 
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日本での老後の年金と保険 

 社会保険 

 社会保険 

 労働保険 

 介護保険 

 公的年金 

 企業年金 

 個人年金 
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老後にかかる費用 

   食費   62,645円 

 住居費   15,413円 

 水道・光熱費  20,323円 

 家具・家事用品  9,103円 

 被服など  8,292円 

 保険医療費  15,725円 

 交通・通信費  24,213円 

 教育・教養娯楽費  28,287円 

 こづかい  8,345円 

 交際費   32,652円 

 その他支出  22,321円 

 合計   247,319円 

http://www.nomu.com/loan/lifeplan/k_afterretiret_01.html Happy Aging 21 

http://www.nomu.com/loan/lifeplan/k_afterretiret_01.html


日本の場合 老後に準備するお金 

退職時・退職後に入るお金 

 退職金 

 公的年金（６５歳から） 

 厚生年金 月額 約１６．７万円 

 国民年金 月額 約５．２万円 

老後に必要な資金 

1. ６０歳以降の生活費 ８５歳ま
でとして→ 

   約２５万円ｘ１２ヶ月ｘ２５年＝ 

 ７，５００万円 

2. 医療費、介護費用、緊急予備
費、住宅修繕費など             
約５００－１，０００万円 
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海外で老後を送る選択肢 

International Living.com 
目的別老後に暮らしたい国Top3 

 老人に親切（老人割引など住人特典） 
1. パナマ 
2. エクアドル 

 生活費が安い 
1. フィリピン 
2. タイ 
3. マレーシア 

 医療・健康管理が整備 
1. マレーシア 
2. ウルグアイ 
3. フランス 

 

アメリカの金融誌゛Forbes″選出 
退職後に暮らしたい国Top10 

1. Ecuador: The World’s Best Haven エクアドル 

2. Panama: As Easy and Welcoming as Ever パナマ 

3. Malaysia: Asia’s Most Desirable Destination     
マレーシア 

4. Mexico: Culture and Convenience メキシコ 

5. Costa Rica: Comfort and Community コスタリカ 

6. Uruguay ウルグアイ 

7. Colombia コロンビア 

8. Spain スペイン 

9. Thailand タイ 

10. Malta マルタ 
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老後を楽しくする10の教え 

About.com SeniorLivingより 

1. Retirement living is about more than 
money. お金が全てではない 

2. Make life plans. 生活設計 
3. Find a purpose.目的意識 
4. Keep your mind sharp.生涯学習 
5. Volunteer. ボランティア活動 
6. Develop new friendships.新しい仲間 
7. Ask your spouse or partner. 夫婦共有 
8. Increase your financial stability. 経済安定 
9. Keep your spirits up.いつも明るく 
10. Remain healthy.健康維持 

http://goo.gl/A3Qv5S 
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