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が謡われ、ケアマネジャーのケアプランの位慨

づけの中での訪問看護となった。ケアの提供は、

ケアプランに沿った、排池や消潔援助などのＦ１

常生活上の世話を提供している。

また、医療保険での訪問看謹は、小児から成

人まで介謹認定のされていない方へ、サービス

を提供している。特に、癌のターミナルなど指

定された特定疾病などに対する訪問看謹を行

なっている。３つ目は、理学療法士や作業療法

士による在宅でのリハビリの提供をしている。

最近介誰予防の充実が高まる中で、訪問リハビ

リの件数が伸びている。（図ｌ）

訪問看謹の提供内容を開設当初と、平成２３

(2011）年３月と比較してみると、開設当初は、

バイタルサインなどの状況観察や消潔、排池ケ

アといった日常生活における療養上の世話が多

いのに比べ、最近は、癌のターミナルなどの方

で人工呼吸器や留置カテーテル、在宅酸素など

医療機器をつけて自宅に戻る利川者が蝋え、全

体的に医療依存度の高い方へのケアの提供が増

えている。（表ｌ）

訪問看諏の利用者の年齢では、８０～８９歳の

利用が雌も多く、老老介謹、独勝、老夫婦によ

る介謹の間脳も伺える。（図２）

利用者の多くは、長年住み慣れた自宅での生

活を希望される方も多く、その人らしい生活に

沿った看池を提供する場面が恥えている。

図２登録利用者年齢構成
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表１訪問看謹の提供内容（複数該当）

1月
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訪問看護のこれから

地域ケア科訪問看護は、「利用者様ご家族に

寄り添った呑池、地域に隈ざした看謹、自立し
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た訪問行,畑を理念としている。ステーション

やちほの活動目標を「地域住民が最期まで安心

して療養生活が送れるよう寄り添い、他機関、

他職種と連携し、２４時間365日の療養生活と在

宅看取りの支援を行う」としている。

高齢化が進む現状を踏まえても、訪問禰巡の

需要は増えていくと見込まれる。そのような状

況の中で、訪問看護ステーションとして地域の

医療職機関や介溌保険率業所との連挑を密にした

サービスを提供をしたいと考えている。また、

デイサービスセンタ一こまどりの中の一員とし

て地元に根ざし、利用者に寄り添った看溌を実

施していきたい。（井出玲子）
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提供内容

状態観察

リハビリ

荊潔ケア

排池ケア

繕そう処潰

カテーテル管理

服薬槽理

介謹相識

安否確認

在宅酸素療法

白再洋射

人工紅門

人工呼吸器

気管切開

ターミナルケア
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ワマやちほの家｣が
うち

開設となった背景■

行政から信頼を得る活動が原点

「やちほの家」の開設には平成８（1996）年

度に、佐久総合病院から保健師と社会福祉士の

２名が派遣（平成11年度から出向）となった在

宅介護支援センターの活動が、行政担当者およ

び理事者に信頼を得たことが原点となった。

最も評価できる活動としては、平成12年度か

ら始まった介鞭保険制度を、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。

もうひとつは、地域ケア会議や居宅支援事業

所会議、南佐久在宅介誕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情報交換

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ことである。

若年性認知症を抱える家族からの期待が原点

対応困難事例や介護負担が問題となっている

ケースの事例は、保健師や福祉係とは常に情報

の共有ができた。特に若年性認知症を抱える家

族の精神的な負担は、いつも課題であった。事

例をあげると、

①61歳の若年性認知症の妻を抱えた夫は、一

時も妻の傍から目を離せないという。妻は夫の

姿がないと、夫を探しに外へ出てしまうため、

近所の人に迷惑がかからぬように、野良仕事に

一緒に連れ出す。しかし、草と植えた苗の区別

がつかず、一緒に抜いてしまうし、摘花や摘果

のさいは、目を離していると、花も実も全部も

ぎ取ってしまう。着替えはしたがらず、風呂に

入れるのが大変だという。大勢の人の中は不安

が強く、出せないし馴染めない。家庭的で家の

ような宅老所があれば利用させたい。

1６２

②63歳の男性は、幼少期の高熱に侵され聾唖

で歩行障害がある。病院以外の外出は嫌って家

ばかりにいるので介護者が疲れてしまう。外出

させたいが、家族的な宅老所であれば、馴染ん

でくれると思う。

③72歳の小学校の同級生は、地区は違うが認

知症が進んで、今までやれていた農業ができな

くなり、農繁期の家族負担が増えている。農繁

期は忙しくて畑に連れていかれない。本人に少

しでもできる農作業をさせてもらえるような宅

老所があれば利用したい。また、夏は利用時間

を柔軟に対応して欲しい。

④認知症の妻は夫がついていれば料理はでき

るが、砂糖と塩の区別ができない、火を消し忘

れるため、傍で指示が必要である。妻は夫がい

ないと探しに外へ出てしまいパニックになる。

以前に自分が入院中に施設を利用したら、パ

ニックを起こし、暴力や暴言が出てしまったた

めもう施設は使えない。家のような宅老所であ

れば落ち着いて過ごせるだろう。いざというと

きに泊まりを受け入れてくれる宅老所なら利用

したい。

⑤妻は55歳の時と60歳の時に２度脳卒中で倒

れた。退院後は高齢の母と自宅で二人にしてお

けない。夫が農作業へ行く前後に、自由に利用

できる、宅老所を利用したい。自分のできるこ

とをさせてもらい、生活の中でリハビリさせた

い。

これらのケースには、今までも在宅介遡支援

センターから、既存のサービスを組み立て、介

護者にサービスの利用を促し、やっとの思いで

サービス利用にこぎつけてきた例である。しか

し、結果的に本人がサービスに馴染まずに中断

してしまうことが多かった。大規模なデイサー

ビスや、短時間のみの訪問看護や訪問介護だけ

では、介護者支援は不十分で、介護者支援に行

き詰まり感があった。

また、第二次介護保険事業計画策定のために

行われる高齢者の実態調査（14年度分）でも、

介漉者家族が望んでいるのは、家庭的で小規模

な生活感のある宅老所の設圃やグループホーム

’
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などのショートステイであった。

こうした実態を踏まえ、第二次介池保険事業

計画の中に、平成16年に新たな在宅サービスの

構築として、宅老所の設置を福祉担当者によっ

て盛り込まれ、識会で承認された。
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宅老所の開設に向けた研究

佐久地域でも、小規模多機能施設やグループ

ホームについての関心や活動が高まっていた。

村では、福祉政策の重点として、在宅重視を掲

げている中で、既存のサービスでは馴染まない

ケースの対応や実態調存から浮かび上がった家

族の介謹者負l11を職減するために、帆当謝間で、

宅老所やケアホームの必要性を論じていた。平

成14(2002)年７月に行われた全国グループホー

ム連絡会の研修会に、担当者と参加したことを

きっかけに、御代田町の宅老所開設者や真田町

の特別養謹老人ホームの施設長の学習会や講演

会を開き、宅老所開設の実現に向けた活動を村

内で開始した。当時は村議会議長であった佐々

木定男氏（翌年村長に就任）は、この学習会に

も積極的に参加してくれた。

第二次介護保険計画に盛り込まれた宅老所の

開設が、現実味を帯びてきたのは、平成15年の

健康と福祉のつどいであった。恒例の在宅介謹

支援センターの寸削の中で、佐々 木定男村長が、

平成16年度中に、宅老所の設置を実現すること

を明言したことから進展した。

平成16年２月に、在宅介談支援センターの企

画と調整により、住民課・在宅介繊支援セン

ター・社会福祉協議会のメンバーで、豊科町の

｢宅老所いいつせ｣､旧望月町の「文ちゃんの家｣、

御代田町の「きくちゃんの家」「のぞみが丘」

を視察研修した。これらの研修会や視察のノウ

ハウを生かし、平成16年９月の宅老所間所に向

けて、具体的な企而評の作成が３月から始まっ

た。

当時、田中康夫知事が、信州発の宅幼老所の

設置を促進していた。県のコモンズ福祉課（現

在高齢福祉課）の政策を受け、民家改修による

宅老所の設脳を申剛'iした場合、上限750万（県 やちほの家で地元子供たちと交流

やちほの家のそば枕づくり

頑昌

r4

やちほの家の開所式の準備

やちほの家の畑づくし
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２／３．市町村ｌ／３）の補助金が拠出される

政策を、八千穂村も利用することとなった。

宅老所の運営先を佐久病院へ

「どこに任せたら、介護者の期待に応えられ

る宅老所となれるだろうか」と、福祉担当者間

で良く討論し合った。社会福祉協議会かＪＡか、

民間業者を募ったらどうかと模索している中で、

｢佐久病院に任せてもらうことはどうなんだろ

う」という私の提案に、住民課長からも福祉担

当者からも、次のように大きな期待が出された。

｢健康管理活動で連携をしてきた佐久病院との

パイプを、福祉面においてもより充実させるこ

とは村のためにもなる。しかも、２４時間安心し

た医療のバックアップが図れるということは、

住民にとって大きなメリットである」というの

である。「佐久病院がやってくれるというなら、

佐久病院が出てきてくれるなら、こちらから頭

を下げに行ってもいいぞ」と言われた。そんな

反応が、とても嬉しかった。

３月に入って早速、当時の飯嶋郁夫事務長を

通し、村の意向を伝え、佐久病院内で検討して

もらうことになった。県コモンズ福祉課担当者

の講演会を院内で開催し学習した。また、宅老

所の運営方法と経営のシュミレーションについ

ての資料提供と宅老所開設に向け、佐久病院が

担う役割について、熱の入った説明をしたのは

昨日のことのように思い出される｡その後､佐々

木定男村長と中山住民課長から正式に佐久病院

への運営委託を打診されたことで、佐久病院が

受託する意向が行政に伝えられた。

宅老所にふさわしい空き家の選定

宅老所にふさわしい民家として、住民課は村

内の空き家を３箇所選定した。当時デイサービ

ス周辺が福祉ゾーンエリアとして理想的である

と考え、第一候補の旧八千穂農協跡地南側の民

家を宅老所にすることがほぼ決まっていた。複

合サービスが提供されるには、立地条件的は素

晴らしかった。すでに中山課長が家主に承諾を

とっており、改修箇所の確認に、井出設計（小

1６４

海町)、住民課長、福祉担当者、在宅介護支援

センターで協議された。その民家は、娘夫婦が

入居予定ですでに改修されていたため、数百万

程度の改修で稼動がすぐできる状態であった。

運営を委託する佐久病院の確認も終了し、４月

下旬に県の宅老所開設のヒアリングを受けるた

めの書類作成が順調に進められ、９月の開所を

計画していた。

ところが､４月中旬になって､家主側から「人

に家を永久に貸すなんて、自分の家がなくなっ

てしまうようで嫌だと、親戚に言われ貸せなく

なった」と言ってきた。そのため、４月下旬の

県のヒアリングを中止し、宅老所の９月開所は

振り出しに戻った。

その後、空き家の再選定に向け第２・第３候

補の調整に入った。平成16年５月１日に、病院

から副院長、事務長、看謹部長、地域ケア科課

長、行政から村長、担当課長、担当議員を含め、

第２・第３候補地を視察した。私は、西地区に

福祉事業所が集中していたため、東地区の天神

町での宅老所の開設を期待した。第３候補地の

天神町の空き家は、長年空き家状態であったた

め、建物の安全性や莫大な改修費が必要だとい

うことであきらめ、第２の候補地である、上畑

の山ノ神の佐々木栄治さんの母「佐々木しづい

さん宅」を宅老所にさせてもらうことにした。

うち

宅老所の名称は「やちほの家」

宅老所の名称を何にするかについては、佐久

病院内の宅老所開設会識で話し合った。佐久町

との合併で「八千穂村」という名称が消えてし

まうことが、すでに決まっていたので、必然的

に「やちほの家」で意見が一致した。そして、

宅老所の開設と運営には、口火を切った私が責

任者として携わることになった。

一方、県のヒアリングはあらためて８月下旬

に実施され、県から１０月に認可を受けた。「や

ちほの家」は大掛かりの改修工事となったため、

遅くても年内には宅老所を開所できるようにお

願いした。９１歳まで１人で住んでいた佐々木し

づいさんの新盆を済ませてから、次男の佐々木
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栄治さん夫婦と、在宅介池支援センターと福祉

係で家財の片付けを行った。

「やちほの家」の設計と改修工事には全面的

に関わったので、毎ｎ足を迎び、工事の進捗状

況を把握し、必要な簡所の確認を行なった。だ

からこそ、「やちほの家」が完成したときは、

自分の家のように嬉しく、満足感はひとしおで

あった。

宅老所の改修MHは、家屋内の改修だけでなく、

土砂崩れ対策と､家屋の袖強として家屋外の西・

北側の外回りと道路からの出入り口と駐車場の

盤備に予定以上の出賀となり、最終的に1300万

円ほどかかった。750万の補助事業のうち、県

の補助金500万以外の800万は村の一般財源から

拠出された。こうして宅老所「やちほの家」は、

県内でも珍しい公設民営の宅老所となった。

佐々木栄治さんには、家屋を含めた蚊地の全て

と畑の半分を借りた。駐車場は別の方から借り

た。いづれも賃貸契約を行政が交わし、行政と

佐久病院で、賃貸と運営についての契約書が交

わされた。

宅老所で新たに働く職貝の雇用は、八千穂村在

住の人を公募し、１１月には人柄の良い向上心に

餅んだ人材が確保できた。採用した職員は３週

|H1､老人保健施設や御代''''111.の「菊ちゃんの家」

と恵仁会の「露風庵」での研修を行った。必要

物品の購入は最小限にとどめ、村内や病院内へ

呼びかけ、リサイクル品を集めた。介護保険事

業所の指定は、地域ケア科の覗務局が行った。

｢やちほの家」は、認知症者のデイサービスと

してスタートしたが、通所者の負担を勘案し、

認知症型でなく、小規棋型の一般型のデイサー

ビスとして指定醜業所を取得した。

開所日は予定より遅れたが、平成1６（2004）

年の年内の12月７日に､｢やちほの家」に携わっ

た多くの方の祝福を受け、４２名の参加者ととも

に、手作りの開所式を行えた。開所後の一週間

は住民向けや、居宅支援事業所向けの見学会と

体験通所を実施し、営業は12月16日から開始し、

毎日６人の通所者とともに、「やちほの家」の

生活がスタートした。

干し柿作し

輪大丈夫かい〃とお互い気づかし、
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Ｖ・全村健康管理の展騨
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地元の住民との交流

堵

尋一

圏

瀞製
■ｈ

やちほの家の衛生指導員の奉仕活動

衛生指導員たちと奉仕作業後の慰労会

やちほの家の地域懇談会

静
一

やちほの家の経営基盤となる活動と地域貢献

介護保険収入につながる事業として、要介護

老人の通所サービスの提供や要支援の介護予防

の通所サービスの提供はもちろん、村からの委

託収入につながる事業として、配食サービスや

１人暮らしの方への電話相談（安心コール）や、

軽い認知症を指摘された特定高齢背の閉じこも

り予防としての通所サービスの受け入れをした。

同時に、地域のお達者教室の講師を受託し、保

健予防事業に参加した。自主収入の事業におい

ては、自立の方の通所サービスの受け入れをし

た。

また、一軒のお付き合いとしての地域活動や、

地元地域との交流の場を展開し、地域学習会や、

夏祭り・ひなまつりコンサートなどを実施した。

家族や本人の心身の健康相談や介池相談につい

ての家族支援は、日常的に行なってきた。日頃

から地域の老人福祉の拠点として役割を担える

活動とは何か、地域の皆さんに喜んでもらえる

活動は何かを考え、地元の皆さんと相談してす

すめてきた。

「やちほの家」は、一人ひとりを大切にし、

人と人との関係づくりを大切にしてきた。そし

て利用者同士が、毎日のなじみの関係の中で営

まれる共同生活を、いつの間にか張り合いを

持って、自分の役割を見い出してくれている。

生活の主役は利用者本人であり、心身が安定し、

良い状態で在宅生活が続けられる援助が、「や

ちほの家」の役割である。そして、家族や地域

の人にも、当てにされ、愛してもらえる宅老所

でありたいと願ってきた。

「やちほの家」の生活を通して、利用省同士

の間に笑顔や支え合いの場面が多く兇られるよ

うになった。そして、自分を遠慮なく出せるよ

うな主体性や積極性も見られるようになり、元

気な姿が出てくると、本当に食欲も睡眠も行動

も安定してくるのである。

いつかは誰もが介護する、介謹される立場に

なるとはいえ、介謹される側もする側も気兼ね

は付きものであるが、できることなら穏やかに



老いたいものである。年とともに奪われていく

自分の力を、生活の中で助け合って自分のでき

ることをしてもらう。その役割が持てるような

蝋境づくりを、私たちがどう創れるかが、質の

商いケアといえる。

「やちほの家」は、小規模の家庭的な宅老所

だからこそ、一人ひとりの利用者に寄り添い、

利用者の力を生活の場で活かすようなノウハウ

を持っている。地域とのつながりを大切にし、

地域の人に当てにされるような、優しい街づく

りの活動を小さなところから発信し続けること

が大切であるということを、実践を通して学ば

せてい た だ いた。（征矢野文恵）

鯵’し壱老所｢やちほの家｣の
うち

活動と効果■

やちほの家の活動

「やちほの家」は、設置主体が八千穂村、運

営主体が佐久総合病院の公設民営の厚生連唯一

の宅老所である。やちほの家は、通所介護の一

般型の小規模通所介謹施設で、現在定員12名で

ある（開所～2005年までは定員１０名)。サービ

スの提供地域は、人口約4800人の八千穂村全域

を対象にしている。築50年の民家を福祉施設と

して利用している。

｢やちほの家」

Pb

ｂ

料理の実習

やちほの家の特徴は、生活感のある民家を利

用することで、大規模な通所サービスでは馴染

めずに、家族の介護負担が深刻化するような、

認知症のある要介護老人を、生活ケアで支える

ことであった。更に住み慣れた場所で、認知症

者が地域の－貝となり、地域住民との関わりを

持てるような、縁側の付き合いを大切にした。

利用者を日常生活の中でケアするために、大

ＴＩＩにしてきたことは以下の３点である。

①一興した生活作業の中心のケアを展開する

こと。

②やちほの家が一軒の「家」の役割を持つこ

と。

③地域住民の協力を得ること。

やちほの家の活動の効果について、設慨主体

の八千穂村の政策としての効果と運営側の効果、

そして地域にとっての効果に分けて検証した。

行政側からの効果検証

八千穂村（2005年より佐久穂町）の要介護認

定率を、全国と長野県と南佐久郡で比較すると、

認定瀬は2006年以降、全国と長野県は16％台、

南佐久郡も2007年以降右ﾊｲ上がりになっている

のに対･し、八千穂村は14％台を維持している。

商齢化率31.1％の町としては、元気なお年寄り

が多いことが伺える。その背景には八千穂村と

佐久総合病院との50年にわたる健康管理活動が、

基盤になっていると考えられる。（図ｌ）

次に、2003年に策定された第二次介誰保険計

画の在宅サービス給付斑と実細の比岐である。

'６７



Ｖ・全村健康管理の展開

2004年12月にやちほの家が|＃l所されたこ

とで、在宅サービス給付費の期加を予測

していたが、計画を上回ることなく適正

な介護運営ができており、行政側も好評

価している。（図２）

運営側からの効果検証①

やちほの家ではケアの取り組みとして、

開所当初より一貫した生活作業中心のケ

アを腿開した。食事づくりや畑づくりを

通して、利用者自身が役割や張り合いを

兄い出せるように環境づくりを行なった。

また、利用者同士のちから、利用者と地

域住民のちから、利用者とスタッフのちからを

重要視し、認知症者の社会参加を支援した。具

体的にやちほの家を利用したことによって入院

予防効果が期待でき、利用者が在宅生活を維持

できた瓢例を紹介する。

Ａさん７７歳女性要介謹度３夫婦二人

郷らし

Ａさんは、1987年から2003年まで不安神経症

にて入退院（社会的入院）を４回繰り返してい

た。利用前のサービスは、訪問診療、訪問看護、

訪問介泌配食のサービスを利用。やちほの家

利用後は、利用前のサービスに加え、通所を連

日にした。食事づくりをお願いし、メンタル面

のケアを意識的に行い気分蛎換をはかった。そ

の結果、不安症状が落ち符き、時折見られたス

トレスからくる夫の暴力もなくなった。Ａさん

は３年間やちほの家を利用し、一度も入院する

ことなく自宅での生活を維持することができた。

運営側からの効果検証②

やちほの家の利用者数の推移と認知症者数の

比較である。開所後２年'１から30人前後の利用

で安定的に推移している。また2007年から認知

症の占める割合も全体の人数の80％を超えてい

る。（図３）

利用者の介護度の内訳の推移については、

2007年以降、動くことのできる要介説３以上の

1６８

研修風景

重度の認知症の利用者が増加している。この結

果から、やちほの家では「介護者が大変な重度

の認知症者」の受け皿になっており、地域の安

心感につながっていると考えられる。（図４）

利用者の５年間の利用期間の推移について、

利用期間３年以上の利用者が29％となっている。

(似１５）

また、利用者を担当する隅宅支援事業所の内

訳をみると、同系列の居宅支援事業所だけでな

く、町内全ての居宅支援事業所がやちほの家を

利用している。やちほの家の周知度が、ケアマ

ネジャーには高く、なかにはやちほの家は認知

症者の駆け込み寺という声も|H1かれている｡(図

６）

また、やちほの家のスタッフにアンケートを

行なった。アンケート内容は、現在どんな仕事

にやりがいを感じているか、やちほの家は地域

にとってどんな役割を果たしていると感じてい

るか、利用者のケアで大切にしていることは何

か、について聞き取り調査をした。

(仕郡のやりがいについて）

・ケアを通して利用者から教わることが多く、

向身の宝物となっている。

・感謝の言葉や笑顔が；』られてうれしい。

(やちほの家の将来性について）

・地域密着していることで、今後も継続して

いける。

・地域との関わりが深いことで、地域福祉の



画一画一、ノ

担い手となっている。

(勤務してからケアについて感じたこと）

・利用者中心の介護ができる。

。「ありがとう」という気持ちを大事にする

ようになった。

以上のアンケート結果から、スタッフの介識

や看護に対する意識が前向きに変化しているこ

とがわかった。 ｢一軒家」の役割

やちほの家では、地区常会（上畑中央常会）

やちほの家の経営の検証

介護保険事業、行政からの委託事業、自主事

業の収入から、設備費、人件費、光熱費等の支

出を差し引いた純益の推移から、やちほの家は

開所以来、安定した経営ができている。（似１７）

図３利用者数の推移と認知症者数の比較
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鯉

地域住民からの検証

やちほの家では年間を通じ、夏祭り、術生指

導員ＯＢ・地域健康づくり員による奉仕活動な

ど、さまざまな行蛎に地域住民や家族、ポラン

腿

河
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且ノョ

テイアが参川Iしている。やちほの家を肋れてく

れた人は、利用者を除いて５年間で延べ４万人

が訪れている。また年間を通じて、地域福祉の

実践現場として初期研修医、看謹学生、中学生

の職場体験の場となっており貸重な研修施設と

なっている。
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図５５年間の利用期間の推移

５年以上

図２第二次介護保険計画の在宅サービス給付識の比較
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5.587.393

に加入している。具体的には春と秋の道普請、

春祭り、上畑中央常会総会、防犯当番、回覧板

などの仕事がある。やちほの家が常会の「一軒

家」の役割を担うことで利1W者が地域と孤立せ

ず、住み佃れた地元で地域住民の一員としての

関わりを持つことができた。

図６利用する居宅支援事業所の内訳

2.524,340

月問若護

町立病院

以上の検証結果から、やちほの家の開設に

よって、村にとって、住民にとって、そして佐

久総合病院にとって、良い変化をもたらした点

を次の６点に整理できる。

①重度の認知症者の受け入れや家族・地域の

介謹相談の受け皿になった。

②地域との交流を通して「身近な介護」につ

いて地域から関心を持ってもらうことがで

きた。

③生活に密着した認知症ケアのモデルとなる

リド業所のひとつとして定締した。

④安定した経営の結果、今後の活動の継続に

根拠を得ることができた。

⑤地元住民や行政、病院との良好な関係を拙

築することができた。

⑥地域福祉の実践現場として、貴重な研修施

設となった。

今後のやちほの家の活動を通じ、より質の闘

いケアを目指し、住民参加の地域袖祉の担い手

として大切なこと、伝えていきたいことは、ま

ず、佐久病院の地域ケアの理念であるいのちと

ﾉk活を守るという使命を理解し、かつ、やちほ

収支残高の推移図７
Ｍ

(百万）

１２

の家の活動の方向性に共感し、協働できるよう

な人づくりが大切であること。次に住民が介護

を自分たちの問題として捉え、支えあって、具

体的な行動が出来る環境づくりが大切であるこ

と。そして、地域に密着していくことで、住民

の声を行政、病院に届ける橋波しになることが

大切である｡さらに何よりも利用省､家族のニー

ズに対応できる柔軟性を持って、利用者ととも

に、家族とともに、地域とともに歩む姿勢を大

切にしていくことである。

（今井靖）

爵収支奴蔑
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Ⅵ健康な地域づくりのための運動
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動の

評価

Ｐ衛生指導員の

取りくみ■

保健活動家としての衛生指導員

昭和3４（1959）年全村健康管理が始まったと

き、八千穂村衛生指導員が設置され、その前身

が環境衛生指導員であったことはⅢ章でふれた

とおりである。表ｌのように、当初は８名から

出発し、後に15名にまでとなっている。１人が

ｌ～３区を担当として受け持っている。農業、

I営業、会社員などであるが、当初は時代も反

映しており、ほぼ全員が農民であった。

この50年にわたり全期、全貝が働き盛りの男

性であるというのも特徴のひとつであろう。村

内各地区の推薦を受け、村長が任命し、任期は

４年で再任を妨げていない。しかし当初の術生

指導風には任期が設けられていなかったというＣ

ｌ０年ほど続けているうちに、「それではあんま

りだ」という声が上がり、現在の柾期が設けら

れた。ちなみに最長活動歴22年という術生指導

貝もいる。全体で半数近くは２期８年以上この

役についているようである。

衛生指導貝は若月俊一院長（当時）が、全村．

健康管理を進める上で村民の「参加」の一形態

1７２

として提案されたものである。かつて若月先生

は「旧ソ連のデイスパンセリザチア（ロシア語

で公衆保健指導という怠味）運動から衛生指導

員のアイディアは出てきたんだよ」と述べてい

た。若月先生は、衛生指導貝のことを「保健ア

クチーブ」とよんでいた。アクチーブとはやは

りロシア語で、活動家ということである。

つまり衛生指導員は住民の活動家として、地

域の中に入り、住民と一緒に健康管理活動を展

開する役1.1があるというのである｡岩波新縛『村

で病女(とたたかうjｌ（岩波１１店）の中で若月先

生は資料ｌのように述べている。

従って衛生指導員の教育には特に力を入れて

いた。保健活動家として役目を果たすためには、

医学知識が必要ということで、月に一度役場の

担当課長以下も参加し、衛生指導員会を持ち、

衛生知識などや健診結果についての分析、年間

計画、今後の活動方針などについて話し合われ

た。講師の多くは佐久病院の際師や保健師等が

表１八千穂村衛生指覗員

,選出方法

･任期

．人員
,活動
,日常の職業

各区より推聴を受け、村長が委嘱する

４年但し再任は妨げない
当初は８人、合併前最終は15人
１人が１～３区を受け持つ（全24区）
農業、自営業、会社員など



参加し､これは病院職員の「勉強｣の場にもなっ

ていた。衛生指導員は何を目指したらよいかと

いう基本的な点から始まり、人体の解剖や具体

的な病気の症状や予防についての知識を学ぶよ

うになった。

みな競争で勉強した

初代衛生指導員会長の山浦虎吉氏は、『村ぐ

るみの健康管理二十五年（以下、二十五年誌と

する)』（八千穂村発行）の手記で、当時の衛生

指導員の活動の様子を生々しく書いている。

「指導員仲間は８人だったから一人で３区ぐ

らい受持った。健診は開始されたが新しい仕事

であるため、ちょいちょい勉強会をやった。夜

は衛生教育を受けるために佐久病院に行ったり、

役場に出かけたり、みな競争で勉強したものだ。

衛生指導員の指導力は、担当する区の健診の

受診率によって決まった。これは健診を受けな

い人が病気になる割合が、大きかったからだ。

受けない人の中には病気のため健診会場まで歩

けない人もあった。時には背負って連れて来た

こと、リヤカーに乗せて健診会場まで運んだこ

と、所用で出かけた人に電話して連絡したり、

受付簿を見てまだ来ない人の家を回ったり、あ

らゆる手立てをして健診率の向上につとめた｣。

この様子はファースト映画社制作の「農村の

病気」に記録されている。また、後にＮＨＫの

番組「プロジェクトＸ」で、その場面が「その

時トラが走る｣と表現して紹介され､話題になっ

(資料ｌ）

衛生指導員の活躍

たものである。今では考えられない当時の状況

であろう。

またもう１人の初代衛生指導員井出守氏は、

同じように次のように書いている。

「とくに健診をやらなければいけない家には

お茶をのみながら時間をかけたもんだ。病気に

でもならなければ医者にみてもらうものではな

いと思っている人たちが当時はたくさんいた。

また、この健診は病院のデータのための材料に

している、おれたちは研究の材料ではないか、

などという人もいた。

これを説明するために夜おそくまで話し合い、

これでわかってもらえないならどうにもならな

いと思った。

村に保健師が一人なので、保健師の下ぱたら

き役になってとび回ったものだ。腹が痛いと

いってあたためていたので、腹いたはあたため

ないで病院にいけと、２人の若い人に盲腸の手

術をしてもらったこともあった。それからは、

衛生指導員ということで信用されるようになっ

た｣。

やはり当時の衛生指導員の活動の様子がうか

がわれる。

やがて、全村健康管理事業も１０年を過ぎたこ

ろには、様々な成果も現れ、全国のみならず、

国際農村医学会議などを通して、世界にその名

を知られるようになってきていた。（この内容

はⅣ章参照）

「健康管理の実務の面でもっとも活蝿するのはいうまでもなく、病院の技術者と在村の開業医と、それから国
保の保健婦であろう。しかしながら、私どもは部落から遡出された青年団や婦人会代表の、いわゆる「衛生指
導員」の働きを重視している。

これはいわばソビエトなどにおける保健アクチーブに相当するもので、保健技術者の側でなく、住民、被検
者の立場の代表という意味で、この人たちの部落内における活動こそが、啓蒙の仕事などに非常に重要な役割
を演ずるのである。生活習慣調査などもまた、この人たちの澗極的な協力なくしては、本当のことができない。

この村の中の人たちの「自主的」な健康を守る仕事こそが、村の健康管理の基本的な力になるのである。八千
穂村ではこの衛生指導員が13人いる。

この人たちの衛生教育こそ、われわれの重要な任務になる。私どもは月１回は必ずこの人たちと会合をもっ
ている。医療や保健の特殊テーマについての勉強も亜ねている｡」

（若月俊一著「村で病気とたたかう」岩波新掛）
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活動のマンネリ化に悩む

１０年以上がたち、初代の衛生指導員も交代し

始めたころ、この事業も最初の高揚期から維持

期に入っていた。農民の兼業化も進み、村民も

生活棟式の変容など、社会全般の変化の影響を

受けるようになっていた。そしてこの全村健康

管理も、昭和40年代中ごろ（1970年ごろ）には

健診受診率の低下など、活動のマンネリ化に悩

まされてもいた。衛生指導員会は月１回の会議、

学習会を持続していたが、健診受診率の低下な

どが常に話題であり、なかなか新しく時代に対

応した活動の形を探しあぐねていた時代でも

あった。

佐久病院も昭和4８（1973）年、長野県下全域

にわたる集団健康スクリーニングの展開にとも

ない、健康管理にかかわる職員が一気に増えて

いた。そんな中で、初期の八千穂村全村健康管

理のにころ」を忘れ、健診業務のみに埋没す

る傾向も出ていたのである。若月先生がこの気

配を鋭く察知し、健康管理部職員に厳しく批判

と指導をしたのは、このころからであった。し

かし村民の基本的な「こころ」はそう変化はし

てはいなかった。健康管理部職員であった萩原

篤氏（元佐久病院事務長）は『二十五年誌」で

次のように書いている。

「昭和46(1971)年頃より､兼業化の影響もあっ

て、健診受診者の減少など八千穂村住民健診に

若干の中だるみが生じてきた。これに対して、

健康管理の大切さを知ってもらい、受診率を高

めようということで、昭和4６（1971）年から、

従来より行なっていた健診結果報告会のほかに、

健診前の集落座談会を役場と病院で全集落を巡

回して行うことになった。

当時はすでに兼業化も進み、工場などに勤め

る人たちも増え、これらの人たちにも参加して

もらうために、健診や結果報告会は夜も実施さ

れていた。私たちは、毎年健診開始の２ケ月く

らいは、はりきって頑張るのだが、次第に疲れ

も出てきて、早く仕事を終わらせることのみを

考えがちになってくるのだった。集落の方々に

失礼なことが多かったのではないかと、反省し
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ている。

健診前の集落座談会は、会場の雰囲気がなど

むように、前座として映画や時には手品、落語

の余興も行い、つづいて、今年度の健診の特色、

最後に病院や役場に対する要望、御意見という

形で進められた。役場や病院に対する御意見と

いっても、なかなか発言していただけなく、座

談会の後のお酒の少し入った雑談の頃になって

いろいろ出されるのが常だった｣。

マンネリ化をなんとかしよう、という気持ち

を持ちながら様々な工夫、努力もあったのであ

る。

受診率向上に取り組む

しばらくして、昭和5３（1978）年、衛生指導

員になった高見沢佳秀氏は、「二十五年誌」で

次のように雷いている。

「昭和5３（1978）年４月に衛生指導員になり、

最初の会議に出席したとき、病院の方、役場の

方、保健師さん、指導員の皆さんが本当に真剣

に健診活動の仕事に取り組んでいるのを見て、

びっくりした。

また、八郡集落の受診率の低いのにもびっく

りし、「これは何とかしなければ…』と考え、

集落に帰って３人の衛生部長さんと討諭した。

集落ぐるみで健診に取り組もう。まず、区長、

常会長さんに、区会、常会で協力していただく

ようお願いし、また、臨時総会、常会の新年総

会等で全員受診するようよびかけた。そして、

婦人会、若妻会、早起野球の役員の方達に内容

を説明し、特に若妻会は役員の方にまわってい

ただいた。

少しずつ健診のムードが高まり、隣近所のお

茶飲み話に出るようになった。いよいよ１週間

前、衛生部長さんと毎夜一戸一戸内容を説明し、

ぜひ受けるようにと約40戸位歩いた。

そして当日、衛生部長さんは、２０年間１度も

受けたことのないＫさんを、無理につれて来て

受けさせた。Ｋさんは健診の結果高血糖だった。

保健師さんは、すぐに病院に行くように説得し

た。しかし、本人は、「私は病気ではない』と。



何回も何回もの説得の後、Ｋさんはやっと病院

へ行き入院した。その夜、Ｋさんの娘さんから

衛生部長さんにお礼の電話があった｣。

衛生指導員は時代が変わっても、自分の地域

での職務に真面目に取りくむ人が多かった。

昭和50年代中ごろ（1980年ごろ）より、衛生

指導員の活動に、今までのものにプラスした、

活動の変化のきざしが表れていた。村での健康

大会、集落での健康懇談会は従来のように行わ

れていた。しかし、衛生指導員の中から「講演

もいいけど、どちらかというと話を聞くだけに

終わってしまって、俺たちの身にしみた取りく

みになっていねえんじやないか」「それもそう

だ、だけど何かうまいやり方があるかい」とい

うような会話がかわされていた。

また、佐久病院の健康管理部でも、他の仕事

と兼務ではあるが、新たに数名からなる「八千

穂村担当」という体制を作って取りくみ始めて

もいた。若月先生や当時の松島松翠健康管理部

長（現佐久病院名誉院長）の、粘り強い指導が

浸透しつつあったのである。

指導員の提案で「健康まつり」

昭和5６（1981）年11月､実行委員会方式で｢健

康まつり」が開かれたことは、その後の活動の

あり方に大きな影響を与えている。きっかけは

衛生指導員たちの提案であった。実行委員会は

村内の各種団体の代表や衛生指導員らで構成さ

れ、当日までの取りくみが不慣れながらも、「村

民参加」の努力でおこなわれたのである。当日

は村の各種団体の取りくみ発表や展示などで、

それまでの健康大会とは違ったものとなってい

た。（健康まつりの詳細はⅥ章参照）

表２八千穂村衛生指導員の役割

･各種健康診断とその結果報告会の取り組み
･地区学習会の企画と実施
･演劇活動による住民への保健教育
･地区ブロック会でのリーダー役
･環境衛生（ハエ駆除、ゴミ処理ほか）への協力
･村の「健康まつり」の企画・実行
･健康管理合同会議の企画・実行・推進

衛生指導員たちは、「健康管理住民アンケー

ト」に取りくんだ。１８歳以上の全村民を対象に

アンケート調査を行い、回収率78.6％で、その

結果を発表している。パソコンなどを利用でき

る時代ではなく、衛生指導員が幾晩もかけて手

作業で集計・分析したものであった。このアン

ケート発表の取りくみで、衛生指導員たちの意

識はずいぶん変化したと思える。そして第２回

目の健康まつりからは演劇発表に取りくんで、

今日まで継続されている。（演劇発表の詳細は

Ⅵ章参照）

演劇発表は、その後の衛生指導員の活動がだ

んだん発展し、内容も深まっていくのに決定的

な役割を果たしたといえる。毎晩練習を重ねる

中で、まとまる力（仲間づくり）が、格段に上

がった。そして、衛生指導員会の学習活動や、

集落での学習会も活発に行われるようになり、

衛生指導員会も活気づいてきた。若月先生は平

成５（1993）年、第１０回健康まつりの際、「こ

んな村民が直接参加する健康まつりは、他では

ありません。そこに「衛生指導員』の働きがあ

るのです。ここが他の町村と違うところです。

さすが八千穂村です」と大きな評価をされてい

る。（本誌の別冊『衛生指導員ものがたり』参照）

｢地区ブロック活動」を始める

さらに活動内容は深まり、内容も村民主体の

ものになっていった。そのひとつが地区ブロッ

ク活動の研究・発表である。昭和5９（1984）年、

村ではそれまでなかった「婦人の健康づくり推

進員」（現在は女性の保健推進員）を設置した。

他市町村の保健補導員に似たような組織で、任

期２年の交代制で、当時40名が村長から委嘱さ

れた。衛生指導員と協力して村の健康管理事業

に一緒に取りくむこととなった。平成３(1991）

年、地区ブロック会議が衛生指導員・婦人の健

康づくり推進員によって定着した。地区ごとに

テーマを決め、学習、研究した内容を健康まつ

りで発表するようになったのである。その活動

は今も活発に続いている。（地区ブロック活動

の詳細はⅥ章参照）
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Ⅳ

衛生指導員の活動は、峨近では表２のとおり

である。年間を通して各種健康診断とその結果

報告会の取りくみ、地区・集落学習会の企画と

実施、地区ブロック会でのリーダー役、健康ま

つりへの企IIIIi・参加・協力、そこでの測りＩによ

る住民への保健福祉教育、環境術生面への協力、

健康管理合同会議への参加・運営などが主なも

のである。特に村の健康まつりにむけて、演劇

活動と地区ブロック活動では、中心的な役割を

果たしている。他康まつりは現在「健康と禍祉

のつどい」になっている。（各活動の詳細はⅥ

章を参照されたい）

衛生指導員たちが毎年研修旅行に出かけるよ

うになったのも、この頃からである。それまで

は村の健康検診が終わって行う、慰安旅行の色

彩が淡かった。村で予算を組んでもらい、毎年

必ず研修を行うようになっている。（表３）

匠
ら
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農村医学会で研究発表も

昭和6０（1985）年、当時の衛生指導員会長高

見沢佳秀氏が、長野県農村医学会に「八千穂村

全村健康管理における術生指導貝の活動」と題

して演題発表を行なった。住民がその活動を学

会発表ということで、画期的なことであった。

その後しばらくは遠のいていたが、この地区ブ

ロック活動を重ねる中から、長野県農村医学会

への演題発表が復活し、今日まで毎年学会発表

を行なっている。（表４）

その後も、術生指導貝の活動と仲間づくりは

さらに多様に進んできた。平成1７（2005）年、

前衛生指導員会長の内藤恒人氏は、日本福祉大

学Ｃ○Ｅ推進室主催の第３回居住福祉人材養成

講座の発表の中で、「女性の推進員が健康まつ

りに参加することにより、各地区ごとにブロッ

クを分け、自分たちがより知りたい健康につい

て、佐久病院から専門の先生をお招きして学習

会などを開き、それをまとめ他ﾙliまつりで発表

してきた。後に健康まつりだけで発表するのは、

もったいないと言うことで、平成1０（1998）年

から長野県農村医学会まで出向き発表すること

になった。今年は７月に長野市で行われた第6２
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壁驚
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長野県農村医学会の発表会場前で

回長野県農村医学会で、私たちブロックが学習

した『眼についての学習を通して」と題し、指

導員５年目の油井清則さんに、発表してもらっ

た。

しかし演劇と同様指導員だけでは、とてもで

きない。ここで又住民、行政、限療機関の協力

が必要となるのである。これが本当の三位一体

ではないかと思う。今年も各ブロックで健康と

福祉のつどい（平成８年福祉大会と健康まつり

が合同で開催。それに伴い一つの大会となり以

後改柑）に向けて学習会が行われている。ちな

みに私たちのブロックは『初老期のうつ』につ

いて学習している。佐久病院の先生ならびに専

門家に識義していただくものは有線放送、チラ

シ等で一般住民の方にも参加を呼び掛け一緒に

学習してもらう。

平成1１（1999）年に入り介護保険、ゴミ分別

収集に伴い学習会を１噸に開き勉強をしてきた。

翌年ゴミ分別が始まり、ゴミ集荷場の前に朝早

くから立ち一人一人のゴミ袋が正しく分別され

ているかチェックをして歩いた。お年寄りには

大変難しく私に聞きに来た人もいた。また押し

売りに間違われたこともあった。そして昭和３４

年から続いている佐久病院と八千穂村（各種団

体等）との健康管理合同会議が毎年９月ごろ開

催されている。

議題は年ごとに違い、昨年（第46回）は、保

健活動をより発展させていくために『地域に根

ざした保健活動』と題した。各テーブルに１０人

ぐらい座り、討論するのである。会議進行役は



指導員である。あまりに漠然とした議題であっ

たので世話人として病院の先生方に口火を切っ

ていただいている。後は内容をまとめ皆の前で

発表するのである。これもまた大変であった」

と述べている。

ゴミ分別収集の学習会の中から、環境の問題

に意識を高め、衛生指導員たちが、自ら活動実

践を行うようにもなっていたのである。

松下拡氏の提言に沿って

かつて長野県松川町教育委員会教育主事で

あった松下拡氏は、昭和6０（1985）年に発行さ

れた「二十五年誌」のなかで「八千穂村への提

言」をされている（Ⅶ章に再録)。

「きめ細かな健診活動と保健指導によってあ

げられた成果は大きい。しかし、その活動は病

院主導の流れが強いあまりに、行政の主体性

一ひいては住民の自発性や主体性を沈めてし

まってはいないか」をはじめとして、「住民が、

自分たちの問題解決のために、病院にどのよう

なことを要求するか、そのことを住民が話しあ

い、自主的に研究するような場がない。研究会

はあっても、そのような住民の発言が出てこな

いことに対して、どうしたらよいのか」という

医療機関と住民に対する行政の関わり合いの問

題を鋭く指摘されている。

さらに「八千穂村と佐久病院の実践とともに

そのなかで抱えている問題は、今後の地域医療

のあり方を考えるうえで、重要な問題を提起し

ている」とされている。そして、「課題とその

解決への方途」を示されたうえで、「住民の学

習要求を汲み上げ、その学習を深めるために医

療機関を地域に結びつけ、位圃づけるような、

住民と医療機関との教育的なコーディネーター

の役割を持つことである。

そして住民の学習を住民要求にもとづいて組

み立て、その活動を穏極的に援助し、保証する

ような役割を果たすことによって、住民の自発

的、自主的な健康問題への取り組みを可能にす

ることになるのである。健康の問題を自らの問

題として、主体的な予防活動を展開するには、

住民の自発的な学習活動の盛り上がりがなけれ

ば、到底不可能である」と、今後の方向性につ

いて提言されている。

しかし、それから25年が経過し、現在の衛生

指導員の活動の取りくみを振り返って見みると、

行政は自発的に学習が出来る場を、各地区別の

ブロックごとに設けている。また、衛生指導員

たちはそのブロックごとに決めた学習テーマに

応じて、医療機関と連榔をし、「ブロック会識」

として学習を深めている。また､その成果を｢健

康と福祉のつどい」で発表することにより、住

民が健康の問題を自らの問題として認識できる

ような実践を重ねている。つまり、松下拡氏が

提言した課題は、だんだん実現の道を歩んでき

ているのではなかろうか。

さまざまな困難を乗り越えて

この50年、順調に活動が進んできたかという

と、そうではなく当然好余曲折もあり、ときに

は衛生指導員廃止の動きもあった（Ｖ章参照)。

時代とともに健診内容の変化も当然あった。特

に村民ドックの導入は大きな変化であった（Ｖ

章参照)。現在は国の制度変更の影響も大きく、

内容の充実とともに村民全体の健康状態の把握

という点では多くの課題にも直面している。

衛生指導員の活動も、そのあり方も含めてさ

まざまな困難や、活動停滞などにも悩まされな

がらも村の中に根付き、村民の意識の中にも定

着してきている。

衛生指導員は、住民と役場、医療機関とのパ

イプ役でもあり、衛生係、保健師、医療職員へ

｢住民の声の反映」の役割を果たしたり、とき

には逆に保健師等の補助的な役目もしてきた。

演劇発表による村民への保健と福祉の啓発、教

育の効果は大きい。また地区ブロックでの住民

の学習研究活動とその発表なども大きい。「も

の言う住民、自立した住民」として、村の保健

と福祉への「住民参加」のひとつの形態が衛生

指導員のこの50年間の活動内容として物語って

いるといえよう。

（飯嶋郁夫・市川奨）
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Ⅵ、健康な地域づくりのための運動

表３衛生指導員の研修視察の内容

年度 年月日

S6２ S63.2.26～2８ 岩手県和賀郡

S6３ Ｈ元.3.4～５ 岐阜県上矢作町

Ｈ１ Ｈ２３．４～５ 群馬県沼田市

Ｈ２ Ｈ3.1.27～２８ 下伊那郡松川町

Ｈ３ H4.3.7～８ 岐阜県上矢作町

Ｈ４ H5.3.5～６ 茨城県

Ｈ５ Ｈ6.2.10～１１ 新潟県大和町

Ｈ６ H7.3.5～６ 静岡県浜松市

Ｈ７ Ｈ8.3.10～１１ 愛知県豊橋市

Ｈ８ Ｈ9.2.23～２４ 福島県

H９ Ｈ10.2.28～３．１ 金沢市

Ｈ1０ Ｈ11.3.6～７ 東京都

福島県

Ｈ1１ H12.3.11～１２
福島県

静岡県
Ｈ1２ H13.3.3～４

静岡県

小諸市

Ｈ1３ Ｈ14.2.8～９

草津町

松本市

Ｈ1４ Ｈ15.2.16～１７

松本市

神奈川県愛川町

Ｈ1５ Ｈ16.2.14～１５

神奈川県川崎市

1-'1６ Ｈ17.2.12～１３ 佐久市

1７８

視察先

沢内村

上矢作病院

沼田保他牛協
利根保健センター

松川町役場

上矢作病院

古河市役所

ゆきぐに大和総合病院

聖認三方原病院

医療法人早蕨会
(病院）野依福祉村

西会津町役場

特別養護老人ホーム

文京区役所

三春町社会福祉協議会

老人保健施設
｢はなひらの」

ねむの木学園

浜岡原子力発電所

イー・ステージ㈱

国立鐙聾所栗生楽園

松本市役所
健康福祉部福祉計画課

松本西部広域施設組合
松本クリーンセンター

太誠産業㈱

昭和電工㈱

NP○法人佐久平総合
リハビリセンター

内容

ドック対応の先進地視察

地域医療について

健康まつりと生協活動について

｢松川町住民の健康を考えるつどい」を視察

大島紀玖夫院長
小さいながらも住民要望にきめ細かく対応

福祉と衛生の統合した計画

黒岩卓夫先生による在宅ケアに重点をおいた施設
｢大和方式」の提唱を学習

病人のケア
院内見学、

、ホスピスについて
説明を聞く

療養型病床群併設病院
グループホーム、特養など施設見学

町の保健事業の基本方針、地区組織活動、機能回復訓
練事業、骨検診の実施方法、保健・医療・福祉の連携
について

金沢大学井上英夫教授「地域医療と住民参加」
古くからある町の中心エリアにある介護施設へ地元ボ
ランティアが多く出入りしている介謹施設

都市型介遡施設の見学と社協の取り組み
利用者をケストとして迎え個別支援力弓E実

社協、町共同の予防教室及び健康増進対策

健康管理及び福祉への住民組織の取り組み方法及び施
設視察

施設の内容、運営、社会資源の活用状況、医療機関．
地域との連撹

施設見学

ごみ中間処理施設及び最終処分場

施設の内容、運営、社会資源の活用状況、医療機関．
地域との連携

福祉の取り組みについて「福祉の青い鳥」

ごみ処理施設と余熱利用施設の温水プール施設視察

廃プラスチック固形燃料化施設とプラスチック原料再
牛施設

ケミカルリサイクルエ場
廃プラスチックから水素、アンモニアを生成する施設

八千穂村から佐久穂町となる
守りたい保健予防と福祉の村



’

丸子町

Ｈ1７ Ｈ18.2.11～１２

丸子町

信渡町
Ｈ1８ Ｈ19.2.10～１１

小布施町

山梨県
Ｈ1９ Ｈ20.2.2～３

山梨県

Ｈ2０ Ｈ21.2.15～1６ 下伊那郡下条村

埼玉県

Ｈ2１ Ｈ22.2.19～2０

群馬県

Ｈ2２ Ｈ23.2.19～2０
愛知県知多郡
東浦町

スポーツクリニック
上谷早人、町保健師

鹿教湯病院長前用道冒

信溌町役場膜林課

新生病院

市川三郷町

市川三郷町立病院

いきいきらんど下条

坂戸市役所健康増進部

高崎市医師会

あいち健康プラザ
(あいち健康の森健康
科学総合センター）

地域リーダー謹成事業の取り組み

リハビリテーションセンターを中心とした高齢者、陣
害者等への取り組み

癒しの森軍業への取り組み

地域の医療・福祉・行政との連携について

大同地区健康と福祉のまちづくり推進員との交流

地域の医療・福祉・行政との連携～地域とのかかわり～

少子化対策と魅力ある村づくり

坂戸市の健康支援まちづくり市民会議、元気にし隊、
葉酸プロジェクト

胃がん予防のためのピロリ菌除菌療法と住民の疾病予
防活動について

健康づくり教室、健康づくり指導者の養成及び各種研
修会、健康度評価事業の取り組みについて

(作成・佐久穂町役場）

表４衛生指導員による長野県農村医学会発表演題

西暦 年

1984 S5９

1985 ５６０

1998 H1０

1999 H1１

2000 H1２

2002 H1４

2003 H1５

2004 H1６

2005 H1７

2006 H1８

2007 H1９

2008 H2０

2009 H2１

2010 H2２

タイトル

胃がんの計画施設検診の試み
一第１年度の報告

八千穂健康管理における衛生指導員の活動

地域住民組織による村民の歩行の実態調査

地域住民組織による村民の痛みについて
の調査研究

女性の尿失禁の症状と原因について一衛生指
導員と女性の健康づくり推進員の調査から一

男性の更年期についての調査

塩分摂取量の測定及び血圧との関連の調査

痴呆の正しい理解と対応を学んで

眼についての学習を通して

介護保険サービスの現場から学んだこと

笑いと健康

高齢者が元気な町
～私たちもいきいきと歳を重ねたい～

牛活習慣病から寝たきりにならないために

摂り過ぎない食事の工夫

担当ブロック 発表者

佐藤英男

衛生指導員会 高見沢佳秀

穴原、館岩、中央、高岩 内藤秀勝

うその□、八郡、松井、大石、
馬越、柳沢、大石川

渡辺義次

佐□、大久保、上野、下畑、
中畑、城山 桜井貞利

うその□、八郡、松井、大石、
馬越、柳沢、大石川

篠原始

穂積地区 小林一彦

佐□、大久保、上野、下畑
中畑、城山 木内好明

上畑、宮前、大門、高根、
潤水町、千ケ日向

由井潤則

八郡、大石、うその□、松井、
馬越、大石川 山浦博

穂稲 渡避耕

東 小須田武弥

中央 加藤守人

千曲 丸山直巳
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Ⅵ、健康な地域づくりのための運動

ワー幸養グﾙープと
「ときわぎ会」■

若い婦人を集めて

昭和3２（1957）年に、村の保健師と婦人会長

の働きかけにより、若い婦人の組織として「若

妻会」は発足された。当時婦人会活動は年配の

主婦が主体となっていたが、若い嫁を組織する

ために保健師と婦人会長は、各家をまわって

｢姑」を説得したという。このような働きかけ

があり、婦人会の中から若妻会ができた。若妻

会は、保健師による家族計画に関する教育やお

茶･お花などの娯楽･教養活動も行い、メンバー

の交流がもたれた。（Ⅱ章・住民のグループ活

動参照）

当時の八千穂村は、穂椴村と畑八村が合併し

て誕生したばかりで、若妻会の活動は旧穂積村

の「竹の子会」と旧畑八村の「みずほ会」に分

かれて行われていた。

昭和32年に村が栄養改善指定村になったこと

を受けて、２つの会の活動は合体して「栄養グ

ループ」が誕生し、村の栄養改善活動を担うこ

とになった。

当初は保健所の栄養士の指導で、料理の実習

の勉強をし、その後それぞれの地区に帰って、

伝達講習をするというのが主な活動であった。

『村ぐるみの健康管理二十五年』（八千穂村）

の手記で、内藤よしえさんは当時の様子を次の

ように書いている。

「昭和32年に、八千穂村に栄養グループとい

う、規模は小さいが深みのある会が誕生しまし

た。毎月保健所の先生をお願いして講習を受け、

実習したことを各地区に帰って伝達しました。

なにしろ一夜漬けの先生になるのですから大変

なことでした。公民館には使う道具は何一つな

く、全部持ち込んで、伝達をしました。でも皆

さんが喜んで出かけて来てくださるので、苦労

とは思いませんでした」と。

村の働きかけではじまった活動であったが、

1８０

伝達講習の設備や費用の準備はなく、会員は会

費を払い、自らの調理道具（鍋・まな板･包丁）

や炭・コンロ・材料などを寵に入れて背負い、

伝達講習会の会場に出向いていった。また、月

１回の伝達講習会に参加できない住民のために、

料理テキストを作成し村内の希望者に配布した。

村内の栄養調査がはじまる

昭和3６（1961）年、栄誕グループの地区代表

50名の中から選ばれた12名の研究員が中心と

なって、年間計画や料理テキストの作成などに

取り組んだ。また村内の栄養に関する実態を知

るために、栄養調査を実施することになった。

この調査では、村内22地区から10人ずつ抽出し

た住民の家を個別訪問して、一週間の献立内容

を詳しく調べた。その結果を横森幸子さんは、

｢村ぐるみの健康管理二十五年」で次のように

書いている。

「農家でありながらまず緑黄色野菜の不足

がはなはだしく、次に最も必要な蛋白源である

乳の摂取量が非常に少ない。そして卵・肉もあ

まり食べない。反面、塩分の多い漬物の摂り過

ぎが目立ち、主食の食べ過ぎと大いに反省させ

られた。そこで私たちは山羊を飼育して、なる

べく家族全員が飲めるように自分の家でも飼っ

たり、みんなにもすすめてきた」と。

生活のなかで誰もが取り入れられる対応策を

考え普及に努めてきた。この調査報告は高く評

価され、昭和3７（1962）年に全国栄養改善法１０

周年記念式典で、厚生大臣賞を受賞した。また、

昭和37年には、県の食生活改善協議大会で発表

された「穴原地区栄養グループの豆腐づくりの

報告」が、全国大会でも高い評価を受け、厚生

大臣賞を受賞した。

穴原地区では戦後直後より、地区全体で大豆

加工機械を共同購入し、冬の期間を利用して、

畑でとれる栄養素、大豆を加工して自家用豆腐

にしたり、東豆腐にして地区の人々の健康づく

りをした。


