
をどこに定めて、何を見て判定するかが難し

い。

戦後の落ち着かない昭和3４（1959）年頃の

時代から、高度経済成長を経過して昭和が終

わり、団塊の世代の大移動の時を経て、経済

不況の平成時代が20年も経過しているのだか

ら、日本全体の激動の50年の中、村の健康管

理もまた大きく左右されてきた。

健診方式の変化として、八千穂村の健診を

全県下にすすめるための、集Ⅲ健康スクリー

ニング（ヘルス健診）が、長野県下に昭和４８

年から開始したことで、八千穂村も昭和49年

からへルス方式に切り替えた。しかし長野県

内の町村もヘルス健診を採用して健康管理を

すすめだし、既に30年以上の経過を重ねてく

ると、全県下で追いつけ追い越せという形で

成果をあげてくる。長い年数のうちには八千

穂村といえども、他町村とそれほどの差異は

なくなって当然である。長野県全体が寝たき

りの少ない、医療費のかからない長寿で健康

な県になったくらいなのだから、八千穂村だ

けの更なる成果が示しにくくなってきている

のも事実である。

農夫症点数などをまとめると、前半期まで

の、長野県平均との開きが後半期から急速に

なくなり、最近ではほとんど同レベルの点数

になっている。県内各地の健康づくりが、

八千穂村の健康管理にかなり近づいたことを

感じさせた。これは八千穂村が果たした全県

への大きな成果とも言えるに述いない。

を地域的に町村としてまとめるときが無くなっ

てしまう。地区診断として村の課題を分析した

り、これを村民と考えるチャンスがなくなり、

結果報告会ではヘルス検診の結果のみが報告さ

れている。これらは住民参加の村ぐるみの健康

管理という点で、“人間ドックの落とし穴”と

いえそうである。

しかしまた一方で、個人に健康管理を任せる

ことが、自分で自分の他服管理に尚任を持つ、

という意識を高めることにつながることでもあ

図３０喫煙率の推移（八千穂）
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Ｖ・全村健康管理の展開

るということもあるが。

メタボ・特定健診の登場

平成20年（2008年）からは、法律改正により

いわゆる“メタポ対策”に向けた特定健診が始

まった。この健診では、労働者とその家族の健

康管理は所属する健康保険組合の責任となり、

行政は国保加入者への対応が義務付けられた。

従来の市町村の地域全体の住民を把握し健康

管理する、最低限度の健康や福祉の国民への提

供という行政の義務付けが暖昧になり、４０歳か

ら74歳までの国保加入者が対象とされ、７５歳以

上の後期高齢者は介謹予防健診などに切り替え

られてしまった。したがって、これまで県内の

多くの町村から“内容の濃い集団健診減として

愛用されたヘルスも、対象者が国保加入者のみ

になり、全県下のヘルス受診者は半減した。

それでも八千穂村（佐久穂町）では、健診の

対象者を国保に限ることなく、従来どおり全年

齢が受診できるように工面し、全町の健康管理

を堅持しているのはさすがである。健診の種類

はドックやヘルスなど多様化しているものの、

結果の活かし方の工夫によって、これからも村

ぐるみの健康管理の手本となって継続すること

を願っている。

国保加入者と受診難民の懸念

町内18歳以上の人口は10,507人で、このうち

職域受診の人は2425人、主治医に任せる人は

972人おり、これ等を差し引くと健診対象者は

7532人で、これに対する町民健診・ドックの受

診者は2568人で受診率は34.1％となっている。

一般に町村では国保を中心に扱うので、ちな

みに国保加入者の中の受診率を見ると、佐久穂

町の国保加入者2930人中の受診者は1158人で

39.5％となり、全体受診率よりは５％ほど受診

率は高いことがわかる。また、ここで仮に主治

医に任せる人972人を国保の対象者から引いて

受診率を見ると、対象1958人中の率は59,1％に

なりまあまあの受診率になる。（主治医分が全

て国保加入者とは限らずあくまで仮ではある

１４２

が)。

しかし逆に、国保以外の非国保の受診者は後

期高齢者を含めて1,410人おり、非国保の対象

者5,152人（7,577人から職域受診2425人を除い

た）の中の受診率は27.4％にあたることがわか

る。

もし他町村のように国保のみの健診にしたと

すると、1400人（約27％）の人は受診のチャン

スの無い「健診難民」になるところではないだ

ろうか。これは全県的（全国的）なことなので、

前述の図２に見るように全県で受診者が減った

まま継続してゆくと、健康長寿の国はどうなる

ことか、その被害はやがて大きい問題として出

てくるのではないかと危倶される。メタボ対策

の効果との桔抗関係はどうなるか分からないが、

期待はすぐない。

町村合併で再出発か

住民性の異なる町との合併で、居住性が大き

く変化するとともに、健診結果では新たな住民

との合流での、疾患や生活習慣の違いが大きく

現れ、従来からの村民の流れが変わった。町内

には町立の医療機関もあり、住民組織としての

地域健康づくり員が誕生している句

へルス方式の健診は、全県下とつながり各地

の創意や工夫の交流ができ、視野の広い社会連

帯がうまみであり、今後も人間ドックとヘルス

を旨く連携させて、町民に最も有効に活用する

方法を検討しあって、ここからまた新たな健康

づくりが多くの力を結集して始まることが望ま

れる。

ヘルスにこだわるのは、全県下で行われてお

り健康指標としての定点観測項目となりうるこ

とである。それだけに健康管理センターでは、

法律や予算などで内容の制約が迫られても、問

診項目などはある一定の項目は無くさないよう

に、全年齢に設定し、社会的変化の影響を経年

的に見られるように、心づもりしておくことが

必要である。地域にお役に立つ医療・保健の責

務としてそう願いたい。

（横山孝子・高見潔葉子）

／



福祉の

に向けて

ワー言齢者福祉活動■
ルワーカー１名で担当した。高齢者に関する相

談を訪問、来所、電話により住民が直接村役場

の窓口に行かなくても、必要な保健福祉サービ

スに繋がるよう調整するなど総合相談窓口の役

割を果たした。
在宅介護支援センターの取り組み

～ソーシャルワーカーの立場から～

総合相談窓□の役割を

やちほ在宅介渡支援センター（在宅介謹支援

センター）は、平成８（1996）年４月、八千穂

村が設置主体となり佐久総合病院が職員を派遣

し平成18年３月、地域包括支援センターに移行

するまでの１０年間活動した。

この在宅介迩支援センターの設圃は老人福祉

法に基づき、平成２年４月から制度化され、在

宅の要援護高齢者及び介護者等に対して、在宅

介護に関する総合的な相談に応じ、要援諏高齢

者等のニーズに対応した各種の保健・福祉サー

ビスを総合的に受けられるように市町村等関係

機関、サービス実施機関と連絡調整などを行う

機関である。

在宅介謹支援センターは、村デイサーピスセ

ンタ一こまどりに併設され、社会福祉協議会、

訪問看護ステーションやちほ、シルバー人材セ

ンターと同じフロアで、保健師１名、ソーシャ

在宅介誕支援センターの活動スタート

平成８年、全国の高齢者人口は15.1％だった

が、八千穂村は、すでに24.2％と高齢化が進行

し、生活自体は自立しているが、援助が必要な

高齢者の増加、また介護の必要な寝たきり高齢

者が増加していた。そこで、在宅介護支援セン

ターの存在を住民に知ってもらうため、村保健

師との同行訪問を多くこなした。健康検診結果

報告会、衛生指導員ブロック会への参加、民生

児童委員会への参加、地区老人会など数々の住

民が大勢集まる場へ積極的に参加することで、

要援渡高齢者の早期発見やニーズの掘り起こし

を目的とした実態把握目的の訪問を行い、台帳

整備、相談経過記録をまとめた。

介讃保険制度は平成12年度施行であったため、

平成９，１０年の２年間はその準備期間として、

円滑に試行できるよう村における福祉の基盤づ

くりが急務であった。

介謹サービス利用者のケア計画表や週間スケ

ジュール表を作成し、複数のサービス提供機関

1４３
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との連携がスムーズに図れるようにした。ケア

会議を積極的に開き、在宅福祉に関わる職員が

ケアマネジメントの意義を理解しながら、手探

りの調整を行い、住民にとって必要なサービス

が提供できる体制整備への足がかりとした。

ケースを重ねるごとに関係者との意識共有が深

まった。関係機関との連携強化も福祉基盤づく

りの重要な役割と位圃づけ、高齢者サービス調

整会澱月１回、福祉担当者会識年５回、在宅福

祉推進委員会、在宅介謹支援センター運営協議

会など定期的に開催し、現状把握や課題を議論

した。

当時、介護機器等普及促進事業を生かし、介

護用品や介護機器の展示や紹介を通じて、使用

方法の説明、確認など積極的な訪問活動を展開

した。村貸し出し用ベットの搬入なども村担当

者と協力しながら行なった。福祉サービスに関

わる調整はすべて窓口として関わり始めた。

訪問リハビリや住宅改修への支援も月１回の

理学療法士による訪問に村保健師とともに同行

した。全地域の公民館でのミニデイサービスお

達者教室、生きがいデイサービス、介謹保険制

度へ向けたデイサービスセンターを高齢者対策

の３本柱として位置づけ、元気なうちは元気で

いられる期間を長くする介護予防の視点をいち

早く取り入れた。

要援護高齢者のなかでも、独居老人、高齢者

世帯への支援として、緊急連絡先の確認をする

とともに、特に独居老人に対しては、緊急時の

通報システムの導入を行なった。

やちほ在宅介護支援センター開設当時は高齢

者を支える社会全体の仕組みが公的介謹保険へ

大きく変換しようとしていた時期である。村の

高齢者施策を今後どうするかを福祉係、保健師

と常に協働しながら、必要なサービスを作り出

す時期であり、福祉は医療や保健の平行線上、

延長線上にあるという視点に立ち、住み慣れた

地域でその人らしく生活できるよう支援する、

ケアマネジメントの理念に基づき活動できた。

そこには村保健師の築いてきた保健予防活動を

基盤として、在宅介謹支援センターの活動を展

1４４

開したからこそできる取り組みであった。

介護保険制度開始に向けて

平成８年の開所当時から基本方針として「在

宅支援・自立支援」「ネットワークの柵築」な

どを中心にあげ活動した。また、この時期の社

会福祉の動向としては日本中が介護保険制度一

色であり、住民の関心もそこにあった。それに

伴い､在宅介渡支援センターでは平成1２（2000）

年の混乱をできるだけ少なくするために、制度

内容の説明、制度活用の準備に飛び回った期間

であった。また、介護保険制度の中では「介讃

支援専門員」という個々の利用者に対しての担

当相談役が導入されることとなり、在宅介護支

援センターの役割も大きく転換する時期でも

あった。

在宅介謹支援センターが住民にとってどのよ

うな役割を果たす機関であるかが、住民の中に

もわかってきた時期である。活動としても電話

連絡だけで終わらせるのではなく､なるべく｢顔

を見ながら相談をさせていただく」を心掛け、

訪問を中心に行なってきた。そのためか、この

頃より関係機関だけでなく、ご本人やご家族か

ら、また近所の方々から直接連絡をいただける

ようになった。これは住民の中で在宅介護支援

センターに相談が気軽に行えるような存在とな

れたのではないかと考える。

また、同時に４月には介護認定がないと介護

サービスの利用ができないということで認定調

査に関する研修会等への参加も行い、認定調査

員として現在デイサービス等を利用の方々を中

心に認定調査を開始した。

これらの活動は近隣の町村でも同様に行われ

たと思うが、介護保険料やサービス利用につい

て当時としては住民への周知徹底が十分にでき

たのではないかと思う。平成1２（2000）年は介

謹保険制度が開始され、社会福祉の歴史の中で

今までにない大きな転換期となった年である。

在宅介護支援センターの転換

在宅福祉の充実、生涯現役でいられるように

」



介設予防をしていくことが八千穂村の,噺齢者猫

祉施策の柱である。介謹保険がスタートして１

年が過ぎ、介護保険の利用ができない方、具体

的には、若年の隙がい者、一般高齢者、虚弱で

はあるが日常生活が送れている高齢者などへの

支援施策が住民福祉課全体で検討された。

事業としては、在宅介護支援センター単独で

活動するより村の保健事業とともに活動を行

なった。６５歳未満の若年の陳害者に外出の機会

を提供できる場作りを目指し、「はつらつ機能

教室」を毎月１回開催した。はつらつ機能教室

は、個別、集団機能訓練を軸に健康管理の視点

も取り入れられ、自身の陳普や健服管理につい

ても理解を深める学習会やレクリエーション、

施設見学などを織り交ぜながらの日帰り旅行、

保育園との交流などを実施してきた。また、一

般高齢者の転倒予防、介池予防を目指し、ヘル

スアップ教室を月２回開催した。運動習佃を身

に付けることと仲間、住民同士がつながりを感

じることができる場所となった。

平成1３（2001）年、間齢者生活柵祉センター

開所に伴い、村内で生活できる環境、禍祉サー

ビスの整備など行政と共に施策に関わる機会が

多くなり、昨年度までの在宅介識支援センター

の役割とは述った形での活動が求められるよう

になった。

現在の介護保険制度の「要支援」の方々、ま

た介護認定まではいかない「ド1立」の方々への

対応がこの時期から開始されている。脹弱間|陥

者や閉じこもりがちの高齢者を対象に介池予防

を目的とした「自立」デイサービスや食の確保

と安否確認、健康管理を'二Ｉ的にした配食サービ

スも開始された。いずれの柵祉サービスも在宅

介護支援センターと行政、社会福祉協識会、佐

久総合病院などと連携し、展開してきた。

在宅介護支援センターは開所時より佐久総合

病院への運営委託されていたが､平成1４（2002）

年より小規模基幹型在宅介謹支援センターとな

り、八千穂村が運営主体となり軒佐久総合病院

より職員が派遣され活動が継続された。活動方

針などは変わらないが、住民補祉課の組織に僻

｢健康と福祉のつどい｣で(在宅介護支援センターのブース）

を置き、高齢者福祉をはじめ、その他の福祉・

保健予防砺業においても意見や協力を求められ

ることも多くなっていた。在宅介護支援セン

ターの相談調整機能、ネットワーク構築機能に

加え、介謹保険サービスや高齢者福祉サービス

が公平、適正に利用されているか評価していく

サービスマネジメント機能を住民福祉課と協働

で行うことも求められていた。

全国的に介護給付費用が増加傾向にある中で

八千穂村においても同様の傾向は見られた。

サービス利用を制限するのではなく、効率性、

公平性など適正評価をしていくことに重要性が

高まっていた。八千穂村では住宅改修、福祉用

具附入に対する'1和沸査のため、理学療法士や

作業療法士の協力を得て家屋評価や、展示用福

祉用具を貸与し、利用することで生活や介護に

もたらす変化などを評ｲiiiすることにより適正な

給付を行うことを進めていた。

ネットワーク活動

介謹保険施行後２年が経過し、制度利用に関

しての周知は進み、介池保険利用者に関しては、

間接的な支援へと変化してきていた。新規利用

者の相談からケァマネジャーへの引継ぎなど適

切な介誰サービスや制度利用につなげる役割は

開所当時から変わらず、行政、住民、サービス

或業者など様々なネットワークを通じて相談が

舞い込んでくる日常であった。福祉制度だけで

はできないことも多い中、保健事業といっしょ

になることで在宅介謹支援センターの活動を住
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民にも理解していただき、住民の力も借りなが

ら、小さなネットワークから大きなネットワー

クの構築が出来てきたのではないかと考える。

８０歳以上高齢者の全戸訪問が開始された。８０

歳以上の高齢者がいる全世帯、なかでも各種事

業に参加している様子が見受けられない高齢者

を優先的に訪問した。好意的に受け入れてくだ

さる方もいらしたが、訪問販売と間違われ、門

前払いされることもあった。しかし、訪問する

ことを止めなかった。日常的に行われる世間話

で終わることもあったが、在宅介護支援セン

ターを紹介し、なにか困ることがあれば相談し

てもらう場所として伝え続けた。

情報を自らが得るための訪問活動でもあり、

住民や地区のネットワークを活用させてもらう

ための訪問でもある。すべての相談や情報が在

宅介激支援センターに直接届かなくても、いず

れかのネットワークを通じて情報が一元化され、

支援が行われる関係を作っていくことが重要で

ある。

広域的なネットワーク活動として、南佐久地

域在宅介護支援センター連絡会を立ち上げ、各

町村の福祉動向、在宅福祉サービス・介護予防

事業の展開などの情報交換を行い、日常業務に

活かしてきた。学習会や施設見学、南佐久地区

のケアマネジャーとの意見交換会などを行なっ

てきた。サービスを平均化するためではなく、

八千穂村の抱えている課題を共有し、課題への

取り組み方などのアイディアを得ることもでき、

各町村が独自のサービスを展開してきている。

また、佐久総合病院痴呆性老人疾患センター

(現：佐久総合病院認知症疾患センター）の呼

びかけで、準備運営委員会が発足し、佐久地域

痴呆老人を支える連絡会（現：佐久地域認知症

高齢者を支える連絡会）と名称がつけられ、運

営委員会の活動の目的、活動指針を確認し、運

営委員を中心に活動を始めた。運営委員は佐久

地域精神保健研究会のメンバーを中心に、認知

症高齢者に関係する関係機関に呼びかけを行い、

参加されたメンバーを中心に具体的な活動が開

始された。
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地域への啓蒙活動として、寸劇や識演会、研

修会などを企画し、認知症高齢者とその家族へ

の支援の輪が広がること、認知症高齢者に携わ

る支援者たちの資質向上を目指した活動を展開

してきた。在宅介謹支援センターは発足当時か

ら事務局として運営サポートを行なってきた。

ケアマネジャーの後方支援、ネットワーク構築

が力に

在宅介繊支援センターは、開設当時からネッ

トワーク構築と在宅生活支援を基本方針として

活動してきた。介護保険という今までの社会福

祉とは違った制度も開始された時期でもあり、

住民も混乱が大きかったと思われるが、介護保

険施行以来ケアマネジャーへの相談は定着して

きた。在宅重視の流れの中でケアマネジメント

が必要不可欠なものとなり、対象者のニーズを

パッケージすることが求められていた。

しかし、ニーズが多様化、高度化する中で社

会資源の供給主体である事業者も徐々に増え選

択の幅は広がった。その結果、フォーマルであ

る介謹サービスとの両輪となる家族介謹をはじ

めとするインフォーマルサービスを連続させて

いくための調整にも力を注がなくてはならない。

ケアマネジメントの質的向上が求められていた。

在宅介謹支援センターにおいてもケアマネジ

メントリーダーとしての役割、機能が求められ、

ケアマネジャーの後方支援のための活動とネッ

トワーク柵築が意識的に行われた。在宅介繊支

援センターではケアマネジャーから日常的に電

話、来所相談を受け、処遇困難事例などでは同

行訪問やサービス担当者会議の開催を支援して

きた。

そこには必要に応じて保健師や高齢者支援係

が参加し支援をしてきた。地域内で多職種が連

携、協働し、高齢者の生活を支援し、地域づく

りしていたのである。医療保健福祉関係者の

ネットワーク構築を目指した活動が行われた。

在宅介護支援センター開所当時から、ケア会

議や地域ケア会議を通じて、情報共有や事例検

討などを行なってきた。小海分院や千曲病院な

Ｉ
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社会柵祉協搬会1脚』なども参加し、好評であっ

た。健診の報告会でも認知症を含めた介護にま

つわる話題を提供し続けた。そこには常に疾病

予防と介識予防の視点が取り入れられた。

この背景には八千穂村の高齢者福祉施策の２

本柱がある。地域ケアの基盤を在宅璽視とし、

できるだけ自宅で過ごす体制づくりを目指した

活動を展棚してきた。また、その一方で舘涯現

役、元気でいられる時間を長く保つため保健予

防と協鋤し、介護予防活動を展開してきたから

である。
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Iお達者教育」で介護予防

Ⅲ

色、

高齢者のサービスマネジメント機能

平成1４（2002）年、在宅介謹支援センターが

医療機関に運営が委託され、その後、直営型に

なり、上昇する介護給付費を適正且つ公平、効

率的に活用し、制度とサービス提供を持続可能

なものにしていくことが求められた。八千穂村

顔の見える関係づくり

在宅介謹支援センターは訪lHl活勤を主体とし

た相談支援を行い、独居、高齢世帯、８０歳以上

高齢者の全戸訪問など実態把握に力を入れてき

た。住民の生活を守る実践的活動の一つである。

サービスに関する利用相談が多くあり、困って

いる状況が発生していてもどのようなサービス

があり、どう利用すればいいのか分からない。

そのため、在宅介識支援センターに柑縦すれば

何とかなるという相談ルートの定軒に努めてきた。

また、保健予防とタイアップした介護予防事

業においても実態把握の機会として位置付け、

地区公民館を拠点とした出前健康教室「お達者

教室」において水中訓練やデイサービスでの教

室、転倒予防、生きがい探し、仲間作りの場と

して提供される!|'で福祉に関する情鞭提供など

を継続してきた。民生委員会、推進会談、地区

学習会などにも積極的に参加し、支援センター

の活動への理解をいただき、地域の課題や情報

から個別の相談が進展することも多くあった。

在宅介融支援センターは何をするか発僧し続け、

顔の見える関係作りをしていくことが重要である。

ど医療機関、社協など訪問・通所サービス那業

所、老人保健施般、居宅介謹支援耶業所など

八千穂村に関係する邸業者に声を掛けて定例I淵

催し、多様な視点や知識、アイディアなどを相

互に学習でき、ケアサービスの質の向上や、次

期介謹保険計画策定に向け高齢者施策上の課題

を検討することもできた。

また、ケアマネジャーが行政サービスや、健

康管理活動、予防活動も意識してマネジメント

していただけるように伽民課福祉係、保健師と

ともに風通しが良く、顔の見える関係づくりを

目指し、居宅介護支援事業者連絡会を開催した。

連絡会では行政、福祉サービスの紹介や健康管

理活動の報告、耶例検討、ケアマネジメント技

法の学習などを通じ、ケアマネジャーの質的向

上とスキルアップと連携強化を図ってきた。

平成1５（2003）年、介護保険施行後４年が経

過し、要介設認定者総数は大きな変化も見られ

ず、出現率は約11％で県平均よりも低い状況が

継続していた。しかし、経年変化として介謹保

険施行当初より要支援者の割合が減少し、介漉

の屯症化がみられるようになっていた。また、

介護認定者の半数以上が認知症状を伴い、介批

負担も大きくなっていた。

各地区で行われる健康教室などでは認知症の

正しい理解をして、ご近所で支えあえるような

働きかけを促すための小学習会を行なった。ま

た、年１回恒例行聯になっている福祉と健康の

つどいでは平成12年より４年連続で劇「ちびり

さんともれこさん」を上演し、村長や福祉係、
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の在宅福祉サービスは健康管理活動が基盤とな

り、生涯現役、元気でいる期間を長く保つため

の保健予防と協働し、介護予防事業が展開され

てきた。在宅介護支援センターでの活動実践や

ネットワークの中から生まれた課題や保健予防

事業を通じて地域のニーズを住民福祉課と協議

し、年々在宅生活を支える介護予防サービスな

どのメニューは年々増加していった。

平成1６（2004）年に地域の実態把握やサービ

スマネジメント、ネットワークから生まれた課

題として認知症高齢者が安心して住みなれた地

域で住み続けられることを目指した宅老所が開

設された。この宅老所は、村が設侭し、佐久総

合病院に運営委託され、認知症高齢者へのケア、

介護予防、地域の相談窓口、地域の支えあいの

拠点としての活動が開始され、地域や近隣の事

業所からの信頼も厚かった。

在宅介護支援センターが目指したもの

ソーシャルワーカーは福祉専門職として住民

の願いや希望に添うこと、「生活を守る」視点

を持ちながら、在宅介護支援センターの活動方

針、八千穂村の高齢者福祉施策の柱である在宅

福祉の推進と健康管理活動の実践である介護予

防に取り組んできた。その一つひとつの積み重

ねが在宅介謹支援センターへの信頼にもつなが

る。

また、在宅福祉の推進と健康管理活動の実践

である介護予防を展開していくためには、行政、

医療機関、保健医療福祉関係事業所、住民組織

が同じベクトルで連携していくことが必要であ

る。そのためには風通しの良い関係が重要であ

る。日常のコミュニケーションが有効となる。

在宅介護支援センターは意図的にそのコミュニ

ケーションが図ることで、住民、行政、保健医

療福祉ネットワークとの信頼関係も構築される

と考える。

在宅福祉の推進は、介護保険サービス、医療

福祉サービスの充実だけでは成立せず、家族や

ご近所など地域の力が不可欠である。フォーマ

ルな社会資源とインフォーマルな社会資源の整
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理把握をしていくことは、高齢者や家族支援の

視点から重要である。

このようなネットワークを活用した村の福祉

制度の基盤づくりが開所当時から在宅介護支援

センターが目指してきたものである。

平成1６（2004）年、翌年に町村合併を控え、

事業のすり合せが頻繁に行われていた。また、

介護保険制度改正も1８（2006）年に控えていた。

改正のポイントは、介護予防の重視と地域包

括支援センターの新設であった。これは在宅介

護支援センターから地域包括支援センターへの

移行である。地域包括支援センターは地域にお

ける保健・医療・福祉の包括的ケアを実現する

ための拠点として位置づけ、高齢者のみならず

地域住民の尊厳を保持し、生活の安定を図るこ

とを目的としている。

その実現のためには総合性、包括性、継続性

を持って高齢者とその家族、地域に対して、そ

の人らしい生活を支援すること、地域包括支援

センターに配置されている専門職はそれぞれの

専門性を生かし、チームアプローチにより対応

していくことが求められるようになった。

在宅介護支援センターと八千穂村が目指して

きた在宅福祉の充実、生涯現役でいられるよう

に介護予防に対する活動もその流れを汲み、介

謹予防事業などは改善、修正されていくことに

なった。しかし、地域包括支援センターが目指

すものは在宅介渡支援センターと八千穂村、佐

久総合病院、千曲病院、社会福祉協識会をはじ

めとする関係事業所が目指してきたものでもあ

る。

ソーシャルワーカーの役割

在宅介護支援センターは高齢者に起こりうる

様々な生活課題について、一緒に考え、サポー

トすることができること、また、とにかく困っ

たことがあったら連絡をしてもらえれば、すぐ

に対応する体制でいること、まずはどんなこと

に困っているか話を伺い、適切な機関と連携す

る役割を持っていることを住民に対して発信し

続けることが必要である。
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そのための実践として、８０歳以上商齢者の訪

問活動、防災点検などの実態把握、お達者教室

に代表される介護予防教室、民生委員会・地区

学習会へ参加し、福祉や健康に閲する情報を発

信することを通じて顔を知ってもらい、「こん

なことを相談してもいいのかな？」と思ってい

ただけるヒントを投げかけるなどの働きかけを

より多くの人に対して継続していくことが重要

になる。

その結果として、住民にとってのワンストッ

プ相談窓口としての役割が果たせると考える。

高齢者本人や家族への支援を効果的に進めるた

めに、信頼関係の榊築は不可欠である。とにか

くじっくり話を聞き、漠然とした不安を一緒に

整理し、受容、共感をする。信頼関係を構築す

ることで'情報収集もスムーズになり、ニーズを

正確に捉えることもでき、結果として必要な支

援が行われると考える。

ソーシャルワーカーは要援護の対象となる高

齢者を把握、発見、予防・早期介入する目的で

地域ネットワークを;撒築すること。また、要援

護高齢者を中心にした地域の社会資源のネット

ワーク構築が円滑にできるためのコーディネー

ト的役割を意識して活動を継続してきた。アウ

トリーチにより何らかの福祉ニーズを持ちなが

らも地域の中で埋もれてきたり、自ら訴えもせ

ず行動に移らなかった人も、何らかの福祉的支

援につながり見守られる環境ができた。福祉

サービスや社会資源へのアプローチが容易に

なったとも考えられる。高齢者のニーズに総合

的に相談対応できる状況が生まれ、継続されて

きた。また、住民組織、医療福祉関係者のネッ

トワーク柵築過程の中でも多くの社会資源の利

用促進につなげることができた。

そして、保健師と共に活動をしてきたことで

各々の専門的視点から社会資源の活用など福祉

的アプローチ、健康管理、介謹予防など保健的

アプローチが行えたことにより健康管理を基盤

とした地域活動を含むケアマネジメント機関と

しての役割が果たせた。その結果として、多く

の機関と連携し、ネットワークが拡大したもの

男の料理教室は人気の１つ

と考える。

ソーシャルワーカーは、病院においては治療

の過程での心理的、社会的、経済的問題に対す

る援助などをチーム医療の中で、「生活を守る」

視点でクライエントに対応する。このことは所

胴する機関が変わっても同様である。しかし、

地域では生活することそのものを支援していく

ことが在宅介護支援センターには求められる。

在宅介謹支援センターは公共性の高い総合的

な相談窓11としての社会的認知が高まり、地域

において隈をおろすことができていたと考える。

（渡辺剛史・木次志填子・井出成一）
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■云毛介護支援ｾﾝﾀー
の取り組み

~保健師の立場から～■

在宅介護支援センターの開設経過

地域ケア科では、平成７（1995）年４月、う

すだ在宅介謹支援センターを旧臼田町から運営

受託し、臼田町の老人福祉の相談窓口として活

動を開始しており、要介護老人の地域ケアを訪

問看護ステーションうすだとともに活動をして

いた。

八千穂村においては、長年の健康管理活動の

歴史もあり、在宅介護支援センターと訪問看謹

ステーションの設置に向け、村行政と健康管理

部との間で調整が進められていた。当時、在宅

ケア部門においての調整は、地域の窓口として

全て健康管理部が行なっていた。長年、八千穂

村とともに全村健康管理活動を展開してきた佐

久病院にとって、福祉面においても、太いパイ

プを作っておきたいという認識があった。しか

し、八千穂村には、すでに千曲病院の訪問診療

と訪問看謹が取り組まれており、現場担当者か

らは佐久病院の訪問看護ステーションの設腫に

対して抵抗感を持たれていた。最終的には、村

長の意向を受けて、在宅介護支援センターと訪

問看護ステーションがセットで設立されること

となった。

当時八千穂村では、平成８（1996）年４月に

は建設中のデイサービスこまどりの開所が予定

されていたため、そのデイサービス内に、在宅

介漉支援センターと訪問看護ステーションの併

設が計画された。デイサービスの運営は社会福

祉協議会（以下社協)、訪問看護ステーション

の運営は佐久病院、在宅介護支援センターは行

政(住民課)直営となり､在宅介額支援センター

職員は、佐久総合病院から派遣（平成11年度か

らは出向）となった。

在宅介液支援センターと訪問看護ステーショ

ンの貴任者人事は、平成７年の11月に早期に発

1５０

令され、八千穂村に対しての配慮と、新しい事

業への佐久病院としての姿勢の強さを感じさせ

た。在宅介護支援センターへは保健師が当てら

れ、健康管理活動で培われた保健師同士の連携

が、今後の訪問看護ステーションとの良好な関

係づくりにつながるという期待からであった。

人事異動の発令後、八千穂村への派遣準備とし

て３ヶ月間、うすだ在宅介謹支援センター・訪

問診療・訪問看護・訪問リハビリ・在宅の後方

病棟等の研修を受けた。

人事異動の発令後に、役場のもとに挨拶に出

向いた折に言われたことは、「千曲病院のケー

スには手を出してもらっては困る。仕事はやり

すぎても困る、やらなさ過ぎても困る、在宅介

護支援センターは行政からの委託事業である」

という趣旨のことを言われた記憶がある。自分

たちがあたかも乗り込んできたような言い回し

で、あまり歓迎されていない雰囲気を感じた。

当時の事務長も、病院へ行ったときに顔を合

わせると、仕事の様子を聞くのではなく、「け

んかはしないように、仲良く仲良く」とだけ繰

り返して声をかけるのである。また、地域ケア

科の医師は｢訪問看護ステーションは大丈夫か」

とステーションの様子が気にかかるようであった。

健康管理とのパイプ役を期待されて

在宅介護支援センターは、平成８（1996）年

４月28日のデイサービスの開所式が挙行される

までの期間、役場庁舎内に机を髄き、住民課職

員と保健予防事業の会識や保健師活動に同伴し

た。当時新任の住民課課長が休職中であり、住

民課全員で開所の準備にあたった。この１ヶ月

間の竣工・開所という行事を通して、住民課や

社協職員との交流のきっかけがつくられ、それ

以降の業務を進める上で円滑な人間関係づくり

に発展する基盤となった。

当時、住民課と社協とのパイプはつまりがち

だった。デイサービスの建設中や開所の打ち合

わせなども、行政主導で行われていた。社協の

事務職は、行政からの出向であり、社協の福祉

事業は行政からの委託事業という形であった。

Ｉ



福祉郡業の財源は全て一般財源でまかなわれて

いたため、「委託側の行政」と「委託される側

の社協」の間には、同じ行政職でありながら、

見えない上下の力関係が発生してしまう。また、

社協も行政から委託された醜業以外には、住民

に対し、自ら能動的に福祉活動を企画し運営す

るといった主体的活動に至らず、受動的な活動

をしていた。既存の福祉事業は、全住民に対し

て公平的で広範囲な那業に発展することなく、

一部の住民に対しての狭義の福祉醜業が提供さ

れていた。

在宅介護支援センターと訪問看謹ステーショ

ンが併設されても、社協とはしばらくは友好的

な雰囲気をなかなか築けなかったが、平成１０年

に社協の局長が変わり、翌年に会長が変わって

以来、社協内の人間関係づくりが円滑となった。

在宅介謹支援センターの全村への活動が活発

になっていくことで、村内の隅祉の実態が表而

化した。在宅介謹支援センターでは、全村の高

齢者に対して、必要なサービスを公平に提供す

るための仕組みづくりに力を入れた。特に介池

保険制度を円滑に迎営するしくみづくりや、保

健事業とタイアップした介識予防醜業や生活支

援事業のしくみづくりが徐々に出来上がって

いった。また、村内外の関係機関や福祉収業所

とのネットワークづくりを通し、八千穂村の福

祉政策も徐々に広がりを見せてきた。

相談のほか、時には緊急の訪問が月に20件前後

は発生した。電話があったときはＳＯＳだと考

え、相談のたらい回しは絶対しないことが在宅

介護支援センターの使命だと考え、電話の第一

報は私が全て担って訪問にも対応した。超勤や

車代などの請求をお願いすることは、行政に迷

惑がかかってしまうので、全て、委託料の中で

の業務と考え、病院に請求することなく、みん

な誠実に仕覗をしてきた。加えて自分は村の出

身者であり、担当者とはお互い気心が知れた仲

として、上手に関係づくりをしてきたつもりで

いた。

しかし、行政にとっては、専門集団の病院組

織の人間が、自分たちの行政というテリトリー

の中に入って、「どんな仕事をするのか」「今ま

での村の流儀が侵されてしまわないだろうか」

などの不安があったのかもしれない。一般的に

佐久病院という名前だけで、何か大きな力が卯

介護予防教室

一 一

ワー宇一呼W記痘

＝

ロ．
‐
‐
Ｉ

介護予防教室

謬
垂

新しい活動には苦労はつきもの

在宅介謹支援センターの活動が定着し、活動

の実績が担当者や地域にも認められるように

なってきた３年目ごろに、担当者から「Ｓさん

は悪い人ではなかったんだな」と飲み会の席で

言われた。多分その言葉は本音のことばだった

に違いない。そういえば赴任後に、「在宅介護

支援センターには高い委託料を払っているから

な～」が担当者の決まり文句だった。

住民から在宅介謹支援センターが】しiてにされ

はじめると、夜間休にIなどの在宅サービスの対

応が不十分であったため、２４時間の相談窓１－１で

あった在宅介謹支援センターに、休日や夜間の

1５１
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し寄せてくるような感怖を、柵手に持たれてし

まうのだということにはじめて気づいた。

在宅介護支援センターの仕事の流儀

在宅介誠支援センターでは、活動の離水を、

訪問活動と教育活動、組織のネットワークづく

りの３点を意識して活動してきた。要介護・要

援護老人の生活障害と身体障害の実態把握を行

い、対象者の台帳を作成し、台帳をもとに訪問

経過記録を行い、ケーススタディによるケース

の情報共有の場を発信した。また、８０歳以上の

全世帯訪問を実施し、高齢者の実態をきめ細か

く把握した。

その実態をもとに具体的な活動を整理した。

①村内の福祉マップをもとに、民生児童委員

と個々のケースの情報交換を行い、各地区の高

齢者や要介誰・要援設者の支援体制や要介謹者

の掘り起こしを行なった。

②要介護者の抱える生活環境の問題に対して、

ねずみの駆除や居住空間の清掃・整頓、し尿、

ごみの処理などの環境整備や、入浴、排池、食

事、買い物、受診引率などの日常の療養上の支

援を提供し、具体的な福祉サービスへの橋渡し

をした。

③本人や家族からの日常の療養上の相談や、

各関係機関やサービス事業所からの相談に応じ

た。

④介護保険制度に向け、利用者への説明を十

分行い、福祉事業所や医療機関に対しては、職

員の意識変革にむけた取り組みをした。福祉事

業所に対しては、従来の訪問介護や通所サービ

スの、対象者のサービス量、提供サービスの時

間や内容の見直しを行なった。また、社協内の

サービス利用を推進し、季節変動をする経営の

サポートを行なった。夜間、早朝、深夜、休日

のサービス提供については職員からの反発や抵

抗があったが、深夜を除いた対応のできる体制

づくりができた。

さらに地元の医療機関や老人保健施設などに

対しては、長期入院や長期入所者を早期に在宅

復帰させるために、利用者本人や介池者家族の

１５２

'恒例の寸劇「ちびりさんが呆けた』

理解を求めた。特に、身体障害者手帳を利用し

た捜期の入院者からは不満や苦情が出たが、村

の在宅重視という方針を理解してもらう努力を

した。施設からは入退院が激しくなることでの

抵抗感があったが、固定した利用者への不公平

感と、シヨートステーの利用を希望している多

数の期待に応えるために、理解してもらった。

⑤従来から提供されていた現物支給（介謹手

当・特別障害者手当・補祉手当・オムツ券など）

制度について、不公平感と「ゴネトク」を廷正

するために、在宅と施設利用期間の把握をきち

んとした。

⑥保健車業とタイアップし、お達者教室や男

の料理教室、､機能訓練教室、介波教室などを開

催し、住民への情報提供や教育の場を提供し、

介護が必要になっても優しい・住みやすい街づ

くりを推進した。

⑦関係市町村や関係事業所とのネットワーク

づくりをして、学習会や情報交換を通し、サー

ビスの質を見直す場を設け、住民の福祉サービ

スの選択肢を拡大するための連挑に力を入れたｃ

在宅介護支援センターの保健師の役割

在宅介誰支援センターの保健師活動で、保健

師らしい活動として、門分はどんな活動ができ

たのだろうかと振り返ってみた。この振り返り

で、今後の福祉における保健師活動の視座にな

れればよいと考え整理した。

①保健師は、住民に良く知られている。また
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保健師は、住民を良く知っており、住民の持っ

ているパワーや特技を生かす場づくりが得意で

ある。

②地元出身者であれば、村の地形、地区を熟

知しているので、能率の良い訪問活動ができる。

親や先祖のつながりがあり、住民に受け入れら

れやすく、助けたり、助けられたりする関係が

つくれる。

③八千穂村の住民性は、優しく素直で、保健

師を大事にしてくれ、当てにしてくれる。その

ため、村内の訪問活動や行政の保健活動に抵抗

感を感じることなく、積極的に仕那ができる。

住民に当てにされるように、地域に足を運んで、

住民と関わる場を自らつくれば、住民は受け入

れてくれる。

④保健師たちを住民はよく観察している。保

健師が一生懸命の婆勢で、明るく、元気にして

いれば、住民も元気になる。また保健師を取り

巻く職場の仲間と仲良くし､楽しく､活気をもっ

ていれば、自分たちのやりたい保健・福祉活動

が実現できる。おのずとまわりも協力してくれ

る。保健師の強みは、人と関わることが得意な

ことである。自分の足元の人、近くにいる人を

大事にする。

⑤住民の前では、分かりやすい闇蕊でわかり

やすい表現を心がけた技と経験を表現するのが

大事。地元のことばや表現を使って、住民との

距離を近づけよう。地域から教えてもらって、

住民の力を引き出そう。地域には自分を磨く、

生の教育資源がいっぱいある。教育媒体は、生

活に密着したものがいい。住民から厳しい

ジャッジがもらえたら、もう一度とりくんで住

民に意見をもらう。独りでつくるのでなく仲間

を巻き込むほうが楽しい。

⑤自分の発想を表現してみたら、発想を拾い

上げてくれる人が必ずいる。日ごろからの付き

合いが大事となる。

⑦良いと思ったこと、住民が望んでいること

に対しての政策提案や企画は積極的に行う。そ

して、自分の提案には、実現に向かった具体的

な行動力と宙任感が求められる。
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Ｖ・全村健康管理の展開

⑧飲み会や交流会は誘われれば絶対断らずに

参加し、般後まで付き合いたくなるほど、楽し

い会に自分からする。

⑨生まれた地域を大事にする。自分の村に愛

着があり、好きになれれば、仕ﾘｉを通し、村を

良くしたいという使命感も生まれる。住民に見

られているから。

⑩自分のフィールドが持てることは素晴らし

いことである。フィールドを持っていれば、自

分の活動を「見える化」して、住民にその素晴

らしさを返していける。

在宅介謹支援センターを利用する住民は年々

増加し、相談内容は、各種のサービスの利用に

向けた調整や、各関係機関の調整件数がかなり

多く、介護保険前の調整延べ件数は特に増えて

いる。（図１，２，３）

相談手段は訪問による相談が主流であり、１

人年間最低３回は訪問している。（図４）

また、電話相談や直接来所しての相談にも対応

し、夜間や休日の相談や訪問にも柔軟的なため、

住民にあった相談方法をとってきた。こうした

相談しやすい仕組みを作ってきたことで、早期

に在宅介護支援センターの活動が定着したこと

が伺える。（表ｌ）

その結果、本人や家族が在宅死を選択できる

ようになり、在宅で看取る方が増えた。（図５）

こうした活動を通して、在宅サービスの利用

率が県や郡より商く雌移し、在宅介識が没透す

ることができた。（図６）

また、介護保険認定者のサービス利用率は

96.9％と高く、サービス利用を前提とした介護

認定が定着した。（表２）

受給者１人あたりの在宅サービス斑は県より

在宅介護支援センターの活動の効果

在宅介謹支援センターの活動で、縦も評価で

きる活動としては、平成12年度から始まった介

護保険制度を、他の市町村に比べ、混乱なく円

滑に起動させることができた点である。

訪問活動を催先とし、得られた怖報を関係機

関へ発信し、調整をしていく仕事を丁寧に、根

気良く継続してきたことで、村で起きている

様々な課題の発見や、問題解決に向けた対応に

結びついてきた。

表１相談相手の内訳 (相談実人数】 図６在宅利用率の推移の比較

図５支援センター関係分死亡者の在宅死の割合（人）
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高く、施設サービス費は県より低い。（表３）

また、村の介漉給付費の推移をみても在宅重

視の政策に基づいて、在宅サービスを充実させ

ているほか、村民一人当たりの保健衛生・介護

予防費用についても、郡内の南相木村についで

費用は多くとられている。（表４）

介護予防・生活支援事業は年々新たな事業が

計画実施され､住民が自分に合った､公的なサー

ビスを選ぶことができる。（図７）

また、老人医療費の推移では、介謹保険開始

以後老人医療費が低下した。これは、社会的入

院の調整が円滑にすすみ、在宅サービスへス

ムーズに移行できた結果と考えられる。（図８）

こうして、村の実態を在宅介護支援センター

から行政へ情報発信することで、新たな福祉

サービスの構築がすすみ、保健予防活動とリン

クした介護予防に早期に取り組むことができ、

住民の生活支援に必要なサービスを一人ひとり

表３受給者1人あたりの費用額と伸率の比較

全体サービス

長野県計

郡計

八千穂村

在宅サービス

長野県計

郡計

八千穂村

施設サービス

長野県計

郡計

八千穂村

１２年度

にあったサービスを住民が選べるような仕組み

づくりの土台ができた。

以上の結果から、介護保険制度開始から５年

間、八千穂村の要介護老人の出現率が表５のよ

うに11％代と平均的に推移し、県内・郡内の出

現率の伸び率が高いのに比べ八千穂村は安定し

ている。（表５）

また、地域ケア会議や居宅支援事業所会議、

南佐久在宅介繊支援センター連絡会など、村内

外の関係機関との広範囲のネットワークづくり

を構築することで、要援護・要介護者とその家

族の望む在宅サービスの基盤が強化されただけ

でなく、在宅サービス事業所間の悩報交換や学

習が、一定のサービスの質の保障と向上を図る

ことに貢献できた。

いい仕事をするには仲間とのいい関係が大事

こうした在宅介護支援センターの活動が、後

単位：円

伸率

－０．９％

：:蕊

表４高齢者1人当たりの介甑予防・生きがい活動支援事業費力塙い（平成１５年度）

鹿定者1人当たり賀用額（円）

居宅サービス 施股サービス 全体

長野県 96,669 342.389 161.641

佐久市 1０６ 977 3380９１ 1６１ 453

臼田町 1００ ２２３ 328９３０ 1５４ 295

佐久町 9０ ２１１ 343３５７ 1７７ ７９３

小海町 1０２ ８４８ 333０８６ 1６８ ７１７

川上村 ８３ 1７０ 3２１ ５５８ 1４５ 820

南牧村 1３３ 260 305203 1９４ 920

南相木村 １０１ 1８３ 332００６ 1９２ 44フ

北相木村 ８１ ８７２ 322287 1６０ 8２１

八千穂村 1０６ 204 326549 1７３ 478

居宅サービス
利用率
(％）

40.6

4３ ６

４１ ３

3９ ５

4３ １

3６ ６

5６

47.5

35.5

48.1

高齢者1人当たりの介甑予防・
生きがい活mh古掴碩紫貿（円）

(H15年度）

2‘０８９（県平均）

1,866

４0５１

１662
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３080

６806

1３ 096

２408
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図７介護予防事業 と回った。新たな在宅サービスの榊築に向け、

政策面でも充実した活気のある黄金時代となっ

た。在宅介護支援センターは、福祉行政の政策

への具体的な提言や活動への関与がしやすくな

り、行政と一体化した側係が深まった。佐久病

院は別組織という認織が、フラットとなり健康

管理活動のめざす「対等の関係｣、福祉活動の

めざす「ノーマライゼーション」という体制が

椛築された。

在宅介護支援センターが保健福祉行政に携わ

ることができたのは、親身になって相談にのっ

てくれる仲間とともに、よりよい住民サービス

を提供することが行政職の尚任と使命だという

共通認識にもとづいて協側できたこと。そして、

自分たちもその一員として地元のために役に

立っているという誇りが自分を支えてきてくれ

たと認識している。（征矢野文恵）
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Ｖ、全村健康管理の展開
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表５出現率の推移(彼保険者散に占める認定者の割合)：年度末

Hｆ Ｉ

Ｐ地域ﾘﾊビﾘﾃーｼｮﾝ綴
全国に先がけて

昭和5２（1977）年、旧八千穂村と佐久総合病

院の契約により、理学療法士の派遣事業が始

まった。老人保健法の制定下、機能訓練事業が

国からの指導により各IIT村単位で開始となった

のが昭和5８（1983）年であったことから、全国

に先がけての事業展開であったことがうかがわ

れる。村に居住する障がいをもった人々への支

援を、今後どのように展開していけばよし)かの

具体的な施策のひとつであった。

しかし、当時病院内の専門スタッフは無に等

しく、リハビリテーションという言葉自体もよ

くわからない状況で、対象者の受身的な利用に

とどまっていた。これが生活支援に向けた本来

のリハビリテーションの取り組みに移行してい

くには、同村に限らず全国的にまだまだ後のこ

とになる。

概念が浸透していない中、地域リハビリテー

1４、蓮’２旧’４’５
長野県(％）１０．８１１．９１３．１１４．５

郡計(％）１０．７１１．８１２２１３．２

八千穂村(％）１０．８１１．４１０．６１１．１

退せず、前進し続けられたのは、平成13年度か

ら行政の福祉部門に係長が異動し、体制が変

わったことで、住民課内の保健・福祉担当者の

連携が密となった。以後４年間、保健予防とタ

イアップした介誕予防事業・生活支援醜業はよ

り充実し、村内に浸透し、大勢の住民の協力が

得られたことで大勢の参加者が定着した。

村内の対応困難ケースには、福祉係との同伴

紡間も贈え、地域ケア会議や居宅支援耶業所会

縦には柵祉係が同席し、行政担当群の真剣さが

内外に伝わった。課長を含めた、日常の相談、

報告、連絡の意思疎通が円滑となり、保健福祉

が一体化したチーム活動が良い循環でくるくる

阿

Ｆ



もってﾘ『業の幕を閉じることになった。

おたっしや教室

隙がいをもった高齢者が急増する巾で、国が

介謹予防111:業に踏みきったのが平成1８（2006）

年である。この事業は、介護保険で非該当と認

定された方や、生活機能が低下していて、介護

が必要となるおそれがある虚弱な高齢者に対し

て行うIIilの水際郡業である。また、一般の尚齢

者にも健康づくりや生活支援のサービスなどを

提供することを謡っている。

同村では、虚弱にとらわれることなく地域で

高齢者が喉き生き瀧らせるために、公民館単位

での地区活動に早くから取り組んできた。お

たっしや教室は平成２（1990）年には４地区で

開催され、その後全地域に広まっている。毎回

様々な専門職種が独自の視点から関わり、「予

防は治癖に勝る」を絵に描いたもちにならない

よう、実践活動として住民の生活の一部に取り

込んできた。

部外からきた専門スタッフの介入に対しても

住民の反応はとても素iI1iで、病院が同地域を支

援してきた長い歴史的背景がもたらした産物で

あることを強く感じる。

はつらつ機能訓練事業

平成1２（2000）年に介謹保険制度が開始とな

り、リハビリテーションサービスの利用は医療

保険か介識保険のどちらかの選択を迫られるこ

とになる。村には医療の必喫性は少ないが、介

護保険の制度利用にも該当しない状況にある、

障がいをもちながらも自立を目指した生活を

送っている比較的若年の方が存在する。この

方々 の支援を考慮したＴＩＩ:業は既存制度にはなく、

自治体各々の工夫が必要となるし、また無視す

ることもできた。

このような制度背景にある中、「はつらつ機

能訓練醜業」（通称はつらつ教室）は同年から

始まっている。この教室は、医療保険と介他保

険の隙間を埋める、津いところに手が届くよう

な事業を目指した。通所型にありがちな、受身

的なサービスのみに終わることがないよう、自

主的な活動や単独では難しい社会参加を目標と

した活動が企画された。地区めぐりや保育閲児

との交流は、利用者１人ひとりではなかなか難

しい体験を実現することができ、近年毎年の企

画に組まれてきた。

村ではこの１０年間で介謹保険サービスが充実

し、町村合併によるところの体制の見穂しがさ

れてきた。同教室は対象肴の尚齢化が進むかた

わら新規参加者が増えないため、平成22年度を

訪問リハビリテーション指導

介識保険下の訪問リハビリテーションサービ

スは、介護認定を受けた利用者のケアプランの

作成がまず前提となっている。村の保健師をは

じめとした現場のスタッフが訪問や情報収集に

より住民の身体能力低下に気づき、なんらかの

専門職の介入の必要性を感じることがある。し

かし介脳保険制度を利用してのサービス郷入に

あたっては期間だけが経過し、リアルタイムな

介入が難しくなる場合が多い。さらに場合に

よっては時期を逸してしまうことさえある。

このような問題を抱える現制度に対し、脚治

体契約の範購で現場スタッフおよび病院専門ス

タッフによる評価を同行訪問のかたちで実施、

本人または家族に対する指導を迅速に行なって

きた。これらも、すぐに医療（病院）にかかれ

黄｡＝
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ションをどうするかの発想より、現状を把握し

住民のニードは何かを探索していく姿勢が、柔

軟で適確な連携事業を生んできた。

■

福祉センターで始まったリハビリ訓練
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Ｖ・全村健康管理の展開

ない、介謹保険サービスをすぐには導入できな

い（あるいは導入の判断がつきにくい）両保険

制度の谷間を埋める活動となっている。

各家庭への移動距離は長く、また複数スタッ

フによる訪問の効率性が疑問と思われる中、そ

の場の状況に応じた対処やすばやい情報の伝達

が可能な「同行訪問」は、ネットワーク体制が

まだ整備されていない現状において必要不可欠

な位置づけにあるといえる。

長野のスタンダードモデルに

「地域リハビリテーション」について、機能

訓練事業・おたっしや教室・訪問リハビリテー

ション指導を中心に瞥いてきた。旧八千穂村は、

村職員と住民の顔が見える保健・福祉事業を展

開してきた自治体として認識している。全国各

地の平成の大合併は、小さな町村をひとつにま

とめ効率性を高めた。しかし保健・福祉領域の

発展を視点に捉えたとき、新たな転換期を迎え

ていることは否めない。

県は地域リハビリテーション連榔を課題とし、

３年計画であり方を検討中である。首都圏とは

違った長野独自のモデルを策定していくことが

目標だ。様々な議論の中、明確な方向性がまだ

見えていないと聞いている。システムづくりや

箱は大切であるが、地域の保健・福祉の推進に

は、自治体単独では雇用することが難しい専門

スタッフの介入が必要不可欠である。このこと

は医療が地域の福祉を後方支援していくために、

契約下で必要な人材を投入できるか否かが、福

祉事業推進のための鍵になっていくであろう。

旧八千穂村で開始された活動は、ようやく策

定を予定している県の事業を十年以上も先取り

したかたちで実行してきたといって過言でない。

この功績は単に行政だけで事業を進めたためで

もなく、医療（病院）サイドが主導にあって実

現できるものでもない。病院と自治体が意思疎

通を図り、ひとつの目標に向かって、各々の立

場が役割を発揮できる地盤ができていたからこ

そ可能だったと考察する。

（市川彰）

1５８

ワー蔭がい者支援の
変遷■

旧八千穂村の全村健康管理活動がスタートし

た４年後の昭和3８（1963）年、佐久総合病院に

１名のケースワーカーが採用された。現在は

ケースワーカーと称されるより「ソーシャル

ワーカー」と呼称されることが多くなってきた。

現在では本院医療相談室だけでなく、小海・美

里両分院､老人保健施設､地域包括支援センター

などに20名を超えるソーシャルワーカーが配腫

され、それぞれの職域、地域でソーシャルワー

ク業務に逼進している。

若干後追いとなってのスタートではあるが、

ソーシャルワーク活動を力強く支援してくれて

いる八千穂村の陣がい者福祉の変遷を確認した

い。

箱神保健福祉行政と医療機関の連携史

昭和3６（1961）年に、村保健婦と当院糟神科

スタッフとの連絡会議である「精神衛生患者連

絡会識」が開始された。当院における精神科の

開設は昭和3２（1957）年である。この当時は糟

神衛生法において精神医療が提供されており、

医療は入院医療中心であった。この時代背景の

中で地域の保健婦との連絡会議が開催されてい

たことは先駆的な活動であったと推測する。

また昭和3９（1964）年には、八千穂村、臼田

町、そして当院精神科にて構成される「連絡協

議会」に発展するとともに、同年には「保健婦

の１日体験入院」という斬新な取り組みもなさ

れていた。とかく閉鎖性が指摘されていた精神

科医療の時代にあり、地域移行への模索がなさ

れていた実践である。この連絡会議は点から線

へ、線から面へ面から球へと発展を遂げている。

球となった組織は平成元（1989）年８月に発

足した「佐久地域精神保健福祉連絡協議会」で

ある。２０年を越えた会の活動では「学習交流の

場」「社会参加と社会資源の充実」「啓発活動」
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を目的として脈々と活動が展開されている。今

後も大いなる発展が期待できよう。

精神障害者当事者・家族会活動の展開

当耶者会活動は今日「ピアサポートｊ「ピア

グループ」「ビアカウンセリング」など様々な

地域で展開されている。当事者でなければ分か

ち合えない悩みを共有するとともに「なかまづ

くり」のきっかけともなりうる。八千穂村にお

いては昭和53(1978)年精神障害者患者の会｢杉

の子会」が発足している。また昭和5５（1980）

年には粘神障害者家族会「ひのき会」が発足し

た。翌年は国連が指定した国際障沓者年である。

テーマは「完全平等と参加」である。八千穂村

においても、地域において当事者の自主的な活

動が萌芽していたことを実証している。

なお「杉の木会」と「ひのき会」においては

減量化マイパック作成（平成１１年)、マイパッ

ク全戸配布などエコ活動にも寄与し、平成１３

(2001）年には「リサイクル推進認定証」が授

与されている。人にやさしく、地球にやさしい

組織である。

日中活動、就労支援の場づくり

八千穂村においては昭和6１（1986）年に「し

らかば共同作業所」が開設された。陣がい者の

日中活動の場として、そして就労へのステップ

としての自宅の延長線上に位置する「はたらく

場」「いこう場」である。企業からの受注作業、

自主製品の製作販売、レクレーション活動など

当事者が「やくわり」と「はりあい」を肌で感

じている。

また平成1８（2006）年に小海町に「知的陳が

い者適所授産施設はあ一と工房ポッポ」が開所

している。開設にあたっては、八千穂村の時代

から南佐久柵成町村と当院において経年にわた

る協議が繰り返され、南佐久町村と厚生連で運

営を担うという腫府的な体制が椛築された。平

成21(2009)年４月から運営主体が｢ジェイエー

長野会」に移管された。移管された後も町村か

らのサポートは継続されている。なお平成23年

には、佐久棚町の指定管理者制度に則り、あら

たに「ジェイエー長野会」が陣がい者支援施設

の運営を担うことを付記しておく。

医療費助成について

八千穂村においては昭和55(1980)年より「福

祉医療費制度の支給制度」が始まり、治療に係

る負担軽減により、継続して受診できる環境が

盤っている。医療醤の自己負担に悩む隙がい者

にとって福祉医療費制度は実に有益なサポート

である、

揺れ動く制度

障がい者福祉を巡る国策は、この１０年で「支

援費制度」（平成15年)、「障がい者自立支援法」

(平成18年）と極めて短いスパンで変容してお

り、現行の隙がい者自立支援法も、極めて近い

将来、大きく変容すると思われる。揺れ動く制

度とは異なり、八千穂村での「住みなれた場で、

だれもがくらせる地域づくり」の基盤は、充実

した佐久穂町障がい者福祉として今も熟成を続
けている。

（中淫智宏）

参考資料

ｌ）八千穂村脈害者福祉計画：平成13年３月．八千穂

村発刊
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ンの父．ミネルバ群扉
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Ｆ局問看護ｽﾃー ｼｮﾝ
やちほ｣のあゆみ■

訪問看護ステーションやちほのスタート

平成８（1996）年５月「訪問看護ステーショ

ンやちほ」は、佐久病院の訪問看護ステーショ

ン５カ所のうち、「うすだ」「のざわ」に続いて

３ヶ所目として、八千穂デイサービスセンタ一

こまどり内に開設された。南部地域では、小海

日赤、千曲病院の訪問看護ステーションが開設

されており、八千穂村のデイサービスセンター

内に佐久病院の訪問看謹ステーションが開設さ

れたことは病院としても大きな意味があったと

思われる。

村民に「佐久病院の訪問看護ステーション」

を知ってもらうことが一番の課題で、「健康と

福祉のつどい」やデイサービスの行事、介護教

室などに積極的に参加し、村の保健師や、在宅

介護支援センターと家々を訪問し、訪問看護の

理解を得た。

訪問看護の役割

訪問看液の活動は、「寝たきりになった利用

者の看澱はもちろん、寝たきりを作らない為の

看護や障害を持って在宅で過ごす方のＱＯＬの

向上を目指した看護を提供していく」とし、訪

問看溌の内容は、「状態観察、入浴介助、滑潔

援助、排池援助、服薬管理、カテーテル管理、

創処置、櫛痘処置予防指導、介護相談、介護指

導、傾聴、ＣＯＰＤの管理他」で、ケア会議、

主治医とのカンフアレンスＣＯＰＤ外来との

カンフアレンスなどに参加検討し、看謹ケアの

向上に努めた。

やちほ在宅介護支援センターを中心に行政、

諸機関と連機して、村の中に入って「命と健康

を守る活動」を展開していく中で、佐久病院に

対する不満や苦情も聞きながら看護を実施して

きた。その結果、看護師３名で、利用者８名か

らのスタートが、１年で利用者62名までとなり
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｢佐久病院の看謹婦さんに来てもらってうれし

いよ」との言葉がもらえるまでに定着すること

ができた。

八千穂デイサービスセンター内に訪問看護ス

テーションが開設されたことで「佐久病院と地

域をつなぐ、村の看迩婦さん」というイメージ

を持ってもらうことができ、訪問看謹の活動を

通して､佐久病院が住民に受け入れられたと思う。

訪問看護の苦労

佐久病院内では、なかなか「訪問看護ステー

ション」を理解してもらえなかった。指示書が

あれば外来に通院しながら訪問看液を受けるこ

とができる、また、他院や診療所から依頼があ

れば訪問看護を受けることができる、そういう

ことが院内のスタッフになかなか伝わらなかっ

た。一部の主治医からは､｢看謹師が一人で行っ

て何をするんだ、何ができるんだ」などと言わ

れるなど、佐久病院の院内の対応は冷たく、職

員に理解をしてもらうことは大変困難であった。

介護保険と医療保険の中で

平成1２（2000）年４月には、介護保険制度が

導入となり、訪問看護ステーションやちほにお

いても「居宅介葱支援」の事業を開始した。平

成2２（2010）年からは、特定事業所として職員

３名の体制で、ケアマネジャーは、利用者様ご

家族とじっくり向き合い、命と生活に寄り添い、

相談、ケアプランの作成を行っている。

訪問看護の実績

訪問看護の開設時は、訪問看護師３名、利用

者８名からスタートしたが、平成22年度３月末

では、看護師６名、理学療法士３名、利用登録

者１００名、訪問実績年間延べ回数4727回、と訪

問看謹の需要も拡大した。平成21年度以降の訪

問回数の伸びが著しい。

訪問看護ステーションが提供している訪問看

護は３つのサービス提供をしている。１つは、

介漉保険の導入で、介護を提供する訪問看護は、

全て利用者との契約関係になり、介漉の社会化


