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「歴史上における疫病について」

野中　敏昭　会長
　皆様こんにちは。
本日は、昨日の秋晴
れと一転して、前線の
影響でか、朝から秋
雨でした。秋は、澄み

切った青空もありますが、雨も多い季節でも
ございます。
　二宮尊徳が残した秋の言葉に（この秋は雨
か嵐かしらねども、今日の勤めに田草取るな

ロータリーソング
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大島 恒彦  会員  
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瀧谷 えみ子 会員

り）という言葉がございますが、毎日目の前のことを必
死でやり抜くという様が感じられる言葉です。皆様、秋
本番です。毎日どうお過ごしですか。
　さて、先日ニュースで、「世界で一番貧しい大統領」と
して知られる南米ウルグアイのホセ・ムヒカ元大統領
（８５歳）が、１０月２０日政界引退を表明した。と報
道されました。ウルグアイは、南アメリカ南東部に位置
する共和制国家であります。ホセ・ムヒカ元大統領は皆
様ご存じのように、首都モンテビデオ郊外の貧しい家
庭に生まれたムヒカ氏は、左派の過激武装組織で活動
し、投獄されたこともあります。（2010年～2015年）ウ
ルグアイ第40代大統領に就任しました。ムヒカ前大統
領は、月給13万円（月給は130万円だがほとんどを寄
付している）、古いビートルに乗り自ら運転して、政府専
用機ではなくエコノミークラスに乗って移動をするとこ
ろから「世界でいちばん貧しい大統領」と呼ばれていま
す。その言葉に対して「私は貧しいのではない、質素な
暮らしをしているだけだ」とおっしゃっています。ムヒカ
大統領が、ブラジルのリオデジャネイロにて語られた衝
撃的なスピーチが全世界で話題になり、「世界一貧し
い大統領」と呼ばれています。
　その中の、心に残った言葉。 
「私は貧乏ではない。質素なだけです」 
「貧乏とは、欲が強すぎて満足できない人のことです」 
「少ししか物を持っていなければ、その物を守るための
時間も少しで済みます」 
「物で溢れることが自由なのではなく、時間で溢れること
こそ、自由なのです」
 「政治とは全ての人の幸福を求める闘い。指導者の仕
事は、多数派の貧しい人々の利益を代表すること」
　私財の多くを国民のために使い、大統領なのに農村
のさな村の自分の家で家畜と質素に暮らす。
しかし、ムヒカ氏の心はとても豊かなのです。

　ドキュメンタリー映画「ムヒカ　世界でいちばん貧し
い大統領から日本人へ」（R20年 10月2日（金））が公開
されていますので、一度見に行ってみようと思います。
　日本にも、昔から「清貧」という言葉があります。多く
の日本人が大切にしている価値観の一つと言っても良
いかもしれません。
　己の欲を捨てて、常に正しく、富を追わず質素に生き
るという意味です。富を追うことをやめようと意識する
のではなく、私欲を捨てた結果として、富は必要のない
ものとなるのです。昔の武士たちは、清貧に甘んじて生
きることを自らの誇りとしていたそうです。
　さて、ウルグアイにもモンテビデオ・ロータリークラブ
が創立されています。1919年2月1日のことです。
10月は米山月間であり、明日の10月24日は、世界ポリ
オデーでもあります。私が、ロータリアンとしてできること
を、私なりに精一杯していかなければと、感じたニュー
スでした。
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瀧ヶ花　秀晃　幹事
　来週の例会は規約第8条1
節により休会となりますので、
お間違いの無いようお願いし
ます。
　11月第1例会より、ネクタイ

着用をお願いします。
　福井フェニックスロータリークラブが、10月24日(土）
JR福井西口ハピリン屋根付き広場ハピテラスに於いて
13時～と15時～に「コロナ・ポリオ根絶のコンサートと
松原ガバナーの講演」が行われます。チラシを後ろの
掲示板に貼っておきますので、興味のある方は出席し
ていただきたいと思います。
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「公的医療保険制度と生命保険の現状」
三井住友海上あいおい生命保険(株)北陸営業部福井生保支社

宇 野 澤  一博　様

卓話者紹介　梅田　吉臣　プログラム委員長
　保険業をされている増永会員に、保険について話し
て欲しいと頼みました。私は6年前に心筋梗塞になっ
て以来、「血液サラサラや中性脂肪を押さえる等の薬」
を毎朝6粒飲み続けていて、このような一生続ける薬
代は保険会社から出ないのか？また、友人が数年前に

ガンの手術をしたが、再発して「抗ガン剤」を打つけれど、1回数万円もかかる
のに保険の適用が無いと言われたそうです。毎月保険料を払っているけど、そ
ういう場合は出るのか、増永さんを攻めてみましたら、宇野澤様にお願いしまし

たという事です。
卓話者　三井住友海上あいおい生命保険(株)北陸営業部福井生保支社
　　　　宇 野 澤  一博　様　
テーマ　「公的医療保険制度と生命保険の現状」
１医療保険は必要か
　　(公的医療保険制度と高額療養費制度）

①公的医療保険
　健康保険・協会けんぽ等色々種類がありますが、年齢によって負担額が
変わります。
②高額療養費制度
　1か月あたりの自己負担限度額が決まっている制度で、標準報酬月額に
よって自己負担額の限度が決まっている制度です。自己負担限度額の例と
して、医療費月額100万円で70歳未満の方は、自己負担限度額が87,430
円で、300万円かかったとしても107,430円の負担で済みます。
　また、「日帰り入院・1泊2日入院」が多い病気が非常に多くなっています。
大腸ガン・白内障等・狭心症・前立腺ガン・子宮ガン等、比較的重い病気も
日帰り入院、1泊入院の20位ランクに入っています。また、ガンの平均入院
日数は、平成8年は46.1日入院していたものが、平成29年は17.1日と、約
1/3に短縮しています。医療技術の進歩により短くなっていますが、公的保
険のみで充分だと言われる方が多くおられます。しかしながら、医療保険が
必要な場合もあります。
２医療保険が必要な場合
①ガンにかかり、退院後も治療費が大きくかかる場合
　大腸ガンの場合：50歳男性が大腸がんで19日入院しました。支払総額
は248,212円で、そんなに高額ではないですが、再発・転移の可能性が高
く、退院後に抗がん剤治療等のお金がたくさんかかってきます。ですから、
ガンと戦うために100万円単位のお金が必要となります。
②脳卒中等で、入院も長く自己負担額が大きくかかる場合
　くも膜下出血の場合：50歳女性がくも膜下出血で50日間入院しました。
支払総額844,280円で3ヶ月にまたがって入院をしており、高額医療費は
月ごとに限度額が適用されるため、月ごとに限度額を請求されると共に、差
額ベット代等大きく負担を強いられます。
※このように三大疾病と言われているガン・脳卒中・心疾患にかかった場
合は、公的医療保険の他にさらに民間の医療保険があると安心できると思
います。
※今の医療現場に合わせた医療保険は、短期入院（日帰り・1泊）に合わせ
て融資するのではなくて、大病を患った時に100万円単位で入院給付金・
一時金が出るような保障に入っておくのが大事だと思います。
３医療保険を見直し・検討する際のポイント
①一時金の保障が付いているか
　大病を患った時に1日入院したら1万円支給されますというシンプルな保
険に入っておくと、入院給付金だけでは不充分な場合があります。大病の
際、100万単位で一時金が付いている保障が付いていると、今の保障に合
っています。
②一生涯の保障になっているか

　これは大事なポイントです。医療保険には2つの
タイプがありまして、1つは、10年若しくは15年ごと
に更新をして保険料が上がっていくタイプ。もう一
つは一生涯の保障で保険料がずっと同じタイプで
す。よくCMで「保険料が一生上がりません」と流れて
いますが、そのタイプです。医療保険というのは、一
生涯亡くなるまで必要な保障です。10年・15年ごとに上がっていく保険で
は安心してかけていかれませんし、保険料の総額も高くなります。
③三大疾病の保障は広くなっているか
　「心疾患のこと、ご存知ですか？」の資料をご覧ください。心疾患と言われ
る病名を列記しています。保険会社さんによって、この病気のどの部分が対
象になるのかが、大きく分かれます。
　A保険会社：急性心筋梗塞・再発性心筋梗塞の2疾病だけが「急性心筋
梗塞」として対象になります。後の心疾患35疾病は保険の対象になりませ
ん。心疾患の患者数内訳を見ますと、総患者数173.2万人の内、急性心筋
梗塞患者は4.7万人（約2.7％）です。ということは、心疾患患者の2.7％しか
保障されないことになります。
　三大疾病の保障について全疾病が対象かどうか、保険に入るときはしっ
かり確認するのが望ましいと言えます。
４法人での医療保険加入について
①法人契約にすると、保険料を損金として処理できることがある
　個人で保険に入られる方が多いですが、法人でも入れます。保証対象は
社長さん・役員さん等のパターンです。この様な契約形態は支払う保険料
は経費（損金）として処理できる場合があります。
②法人名義で契約した後に、被保険者個人に名義変更できる
　法人名義で契約し、法人経費でしっかり払った後に、社長さんが退任す
る際に名義を社長さん個人に変更が可能です。
③法人名義で加入する場合、入院給付金等は法人に支払われる
　法人名義の間に入院した場合は、入院給付金は法人の方に支払われま
すので注意が必要です。2019年7月に法人の税制が変わりまして、それま
では節税を主にした保険を契約する法人が多かったのですけれど、税制が
変わってからは、保証目的にした保険（掛け捨て）に代わっています。
　皆様、これらのことに注意をしていただき、医療保険に入っていただけた
らと思います。１医療保険は必要か　２医療保険が必要な場合　３医療
保険を見直し・検討する際のポイント　４法人での医療保険加入について
の4項目についてお話させていただきました。少しでも皆様のお役に立て
れば幸いです。
Q:自分の保険に三大疾病の保障が広くついているかどうか見分けるには？
A:1つの見方としては、保険証券等々に三大疾病（ガン・脳卒中・心疾患）が
書いてあるものに、保証が広い場合は、ガンは同じですが、心疾患・脳血管
疾患というように保障の内容が書いてあります。狭い場合は、急性心筋梗塞
・脳卒中と書いてあります。この違いが見分けるポイントです。
Q:会社で保険に入っているが、ずっと飲み続けている薬には出ないのか？
A:会社で掛ける保険は、入院した際に出る保険がほとんどです。入院せず
薬を服用してる場合、保険給付対象にならない場合が多いですが、悪化し
て入院されれば入院の分が対象になります。

　


