
くなった、との答えがいずれも50％を越えてい

る。さらに今後の活動や問題点については、役

員に負担がかかる、複数の会に所属しているた

めやりくりが大変、他組織と連機した取りくみ

をしたい、身近なことや継続できることに活動

をしぼっていきたい、などの声がでている。

病院担当職員の意識も変わる

先に、佐久病院内にこの地域保健セミナーの

ための運営委員会が組織されことを述べたが、

同窓会活動の事務局として、健康管理部の若手

担当職員が大きく関わっており、そこで担当職

貝の「声」を無記名方式で調べた。職貝にとっ

ても自分の仕事を問い直したり、ｎ分白身の成

長につながったり、地域での病院の役割に目を

向けることができたことがうかがわれる。（表

６）

一方活動の性格上、通常の勤務以上に多くの

｢仕事」になることも事実である。この点につ

いては、今後の体制として病院が位価づけを考

えることＴ住民の参加が十分に得られる地域に

開かれた病院としての「活動」であるという職

員の意識改革と学習が必要であるということ、

の二点の課題があると思われる。

地域保健セミナーの意義

「地域保健セミナー」の目的を要約すると、

①住民の中にあって健康問題に関心を持ち、健

康な地域づくりの核的な存在となってv住民の

声のまとめ役として活動できる保健と福祉の

リーダーを育成する、②毎年の卒業生が市町村

単位などで同窓会をつくり、自分たちの住む町

や村の保健・福祉・医療・琉境をよくする活勤

にかかわり、住民にとって本当に良い他服な地

域づくりにつながるようにする、ことである。

あらためてその経過と意義について検討して

みると、「自分の健康は自分（たち）で守る」

という意義を住民一人ひとりが持ち保健活動を

行い、さらに高齢者福祉の活動や子育て支援の

活動に助け合いの精神で地域ぐるみで取りくむ。

そのための具体的な活動を住民みんなで考え、

自立する。そして、住民として積極的に様々な

地域活動にも参加することができるようになる。

また同窓会が情報交換・学習・実践の場として

役立てられるようになる。以上のことはまだ端

緒であるが、一定の役;llIlと前進があったことを

活動の結果が示している。

それは、①地域に根ざした住民自身の支部活

動の組織化、②同窓会員による仲間づくり、③

地域に発信する演側班をはじめとした班活動に

よる問題提起の教育的役割、④地域のボラン

ティア活動の他分野にわたる位置づけの拡大、

⑤保健・医療・福祉に対する住民の声を反映さ

せるパイプ役、⑥地域に附かれた医療機関とし

ての信頼の拡大と峨旦への効果、などにみるこ

とができる。

今後の課題

今後の課題として、①同窓生が自分の地域で

具体的な目標をもった活動がさらにできるよう

に自立を高める、②市町村単位や班の集まりを

ｔ

ｉｉ

千曲川環境ウォッチングポ

料理実習はお手のもの

2０１
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もち、楽しく仲間づくりをすすめる、③同窓生

がそれぞれ住んでいる地域でのいろいろな団体

や組織の活動と、この地域保健セミナー同窓会

自身の活動の整合性を保ってゆく、④地域保健

セミナーカリキュラムの充実をはかり魅力的な

ものにしてゆく、⑤受講生の拡大に努める、⑥

同窓生の高齢化に伴う活動停滞懸念への対応を

すすめる、⑦病院内の体制の位置づけと職員へ

の教育的役割を高める、などが挙げられよう。

佐久総合病院は､その理念を「佐久病院は"農

民とともに，，の精神で、医療および文化活動を

つうじ、住民のいのちと環境を守り、生きがい

のある暮らしが実現できるような地域づくりと、

国際保健医療への貢献を目ざします」としてい

る。

「"農民とともに”の精神」とは、この佐久地

域に居住する住民と病院職員の関係は、教え教

えられるという教育指導型の上下関係ではなく、

時には専門的な立場から、いろいろアドバイス

したり意見を述べたりしつつ、意見交換しなが

ら課題を共有し、解決に向け、それぞれの立場

で方策を探り、実行してゆくというような水平

関係であることを指している。そして、「生き

がいのある暮らしが実現できるような地域づく

り」のために、住民自身が主体的に活動できる

よう、居住地域の健康問題を自分たちの問題と

してとらえ、自分たち自身で解決の道を探れる

よう、病院職員はその側面を支援するという意

味でもある。地域保健セミナー同窓会の取り組

みは、まさに住民・病院職員が一体となって地

域の健康状態の向上に貢献する役割の一端を

担っていると考えられる。

地域保健セミナー開講から20年を経て、同窓

会が抱える課題の様相も変化してきている。地

域社会の変化を的確にとらえ、住民の主体的な

活動を支援する力を高めつつ、次世代へとつな

げてゆく努力は、同窓生のみならず病院職員の

課題でもある。

追記

なお、平成1５（2003）年、地域保健セミナー

202

Iま、このセミナーと平行して行われてきた介護

技術習得を主な目的としてきた“お年寄りケア

セミナー”と統合し、『佐久地域保健福祉大学」

と名称を新たにし、卒業生による同窓会活動も

展開されている。綱座は、農閑期となる11月か

ら開始され、農村保健研修センターを会場とし

て全８回、金曜や土曜の午前又は午前から午後

にかけて、３から６時間のカリキュラムを組ん

で行われている（平成23年３月現在)。

（飯嶋郁夫・水漂美芳）
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表１健康まつりの部会活皿

区ブロック活動 『

きっかけは視察研修

１９８４（昭和59）年からはじまった健康まつり

では、毎年さまざまな専門部会をつくり、部会

ごとの取り組みをしていた。衛生指導員は２～

３の部会に分かれていたが、他は参加団体ごと

に部会に分かれて参加していた。部会によって

はほとんど部会員が集まらなかったりして、部

会長になった方は大分苦労したようである。第

７回1990（平成２）年の健康まつりの反省には、

｢盛大にできたが、健康まつりの発表のためだ

けの活動で、年間通じた活動になっていない」

とある。（表ｌ）

平成２（1990）年１月に、衛生指導員と婦人

の健康づくり推進貝（＝推進員）の視察研修で

下伊那郡松川町の「健康を考える集会」に視察

に行った。そのときの衛生指導員らの感想は、

｢パワーを感じた」「凄いと思った」「身近なと

ころの困った問題を取り上げている」「住民の

自主的な学習とまとめとなっている」「健康を

考える集会が、八千穂の健康まつりと根本的に

違うことに気づいた」などであった。（表２）

実はその前年に、役場衛生担当の須田秀俊さ

んが病院職員と衛生指導員の岩崎正孝さんらを

誘って松川町の「健康を考える集会」に視察に

行っていた。岩崎さんは「病院の保健師にすす

められたのがきっかけだった」と述べている。

ブロック活動のはじまり

衛生指導員たちは、松川町の「健康を考える

災い」に大いに触発された。その時視察に行っ

た衛生指導貝の小沢博一さんは、「地域の健康

づくりの問題点を住民が自主的に取り組み、話

§

地区ブ､ロックでの学習会のようす

しかし、役場の須田秀俊さんの思いは巡って

いたようである。すなわち須川さんは、次のよ

うに当時の思いを述べている。「婦人の健康づ

くり推進貝ができて、術生指導員の存在が次第

に薄らいできていた。演ﾙﾘの活動はさかんで

あったが、健康まつりの演劇だけのようになっ

てしまっていた。そのため、役場内から衛生指

導員の存在について懐疑的な意見や、実際に攻

盤もあった。他の活動が停滞している中で、演

劇だけが活発であったので、これは何とかしな

ければならない。以前にも松川町の健康を考え

る築会には参加したことがあり、それでこれは

使えると思っていた」と。

p

４

四0馬

回

蕊三

部
会

1９８４

昭和５９年

企画宣伝部会

展示発表部会

健康づくり部会

衛生指導員による

アンケート実施

２

1９８５

昭和６０生

高齢化に

倣えての部会

体験発表

がん予防

合成洗剤と
石ケン

1９８６

昭和６１年

高齢化問題部会

子どもの

おやつ部会

肥満防止部会

商工会の
とりくみ部会

斌剛部会

1９８７

昭和６２年

高齢化問題部会

子どもの

おやつ部会

肥満防上部会

商工会の

とりくみ部会

沈刷部会

５

1９８８

昭和６３年

がん部会

迎伽と

休独の部会

食べ物と
健願部会

生
珊

舌の

境部会

６

1９８９

平成元年

高齢化に

倣えての部会

生活珊塊の部会

生活習悩と

健康部会

健康の

仲間づくり部会

７

1９９０

平成２年

住民自らの

健康管理部会

これからの

他服管I1ll部会

社会生活と健康

を考える部会

子どもの頃から

の健康部会
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し合い、学習会を取り入れていることに感銘を

受けた。地域の問題点をアンケートで探るだけ

でなく、その問題点を住民の参加で深く掘り下

げるような､松川方式を取り入れたらと考えた」

とふり返っている。

視察にいっしょに行った村保健師からは

｢八千穂村では、集落単位でなくいくつかの集

落で一つのブロックをつくったほうが良いので

は」と提案があった。さっそく術生指導員たち

が相i淡し、９つの地区ブロックをつくった。視

察から帰ってきて次の衛生指導員会では、それ

ぞれのブロックごとに課題を持ち寄って発表し

たらどうかという意兄も出され、実行すること

になった。

こうして、八千穂村の地区ブロック会の取り

組みが1991（平成３）年度から開始されたので

ある。（表３）

当時の婦人の健康づくり推進員からも、もう

少し勉強を深めたいという意見もあり、衛生指

導貝といっしょにやる地区ブロック活動は願っ

てもないことのようであった。

衛生指導貝を111心とした地区ブロック会の意

義は、表に示すとおりである（表４）

表２松川町健康を考える集会

Ｍｊ所：災野ﾘILｲﾉﾄ那郡松川''１１「

発足：１９７６（昭和51）年

組織：松川町健康を考える会

迎営：松川町健康を考える築会巡営委員会

この典会は、地域において脚由に活助を進めている

自主的な組織が辿挑して行っている自主的な集会で

ある。行政もＨ１極的にその活動を支援し、ともに実
践を築きあげている。

その当時の思いは以下の三点であった。

ｌ）雌服問題について、各組織ではどんな取り組み

をしているか知り合おう。

２）発表の機会を設けて、健康問題について考え合

おう。

３）これからの活動のすすめ方や共通の課題につい
て齢えよう。

組織代炎によって巡営委員会がつくられ、住民の

I‘I主的な典会としてスタートしている。もちろん、行

政・農協・公民館が械極的に援助し、共に進めてき
ていた。

2０４

墓地にお酒を埋める実験
(別冊蹄生指導員ものがたり｣I参照）

実際的には、次のような場であった。

・術生指導員と婦人の健康づくり推進員と

の連携を深める。

・健診等の前に綿密な打ち合わせをする。

・学習会を里ねることにより部落のリー

ダー育成と健康意識の高揚をはかる。

・住民自身が村の健康づくり活動に発言す

る。

「地区ブロック会で取り組んだ学習内容は、

衛生指導Ll・ハ,}人の健康づくり推進委員が、上

からの押しつけでない自分たちの身近な問題や、

日常のことを取り上げてきたので、切実なこと

表３八千穂村地区ブロック会での学習会

●柵成ｌ～７区が一緒に地区ブロック会（９ブロッ

ク）を形成

(ｌブロック）

・衛生指靭L11～４人

・女性の他Niづくり推進員１０人前後

．（アドバイザー）保健師１人佐久病院２人

●活勤内容

・学習研究のテーマを決め、調査研究を行う

・その結果を「他康と福祉のつどい」で発表

表４八千穂村地区ブロック会の意義

●術生指導貝、婦人の健康づくり推進員が自主的に

行う仙脈満即と研究活動の場である。

●つねに術生指靭ｕがリーダーを努める。

●テーマは自分たちで肘識して決める。

●町の保仙師や佐久病院健康管理部からもアドバイ

ザーとして参加。

●ｎ分たち''1身が主体的に取り組むことによって、健

服噸搬がiWiまり、他ﾙｌｉ行助に結びつく。



として理解できるようになった」と、元衛生指

導貝の高見沢佳秀さんの感想である。また､｢行

政・病院は専門的な分野でお手伝いし、おかげ

で、気軽に医療のことを相談できる医師ができ

た。でも、病院にとって良かったこともあった‘

それは、病院の医師が地域で話すときに、わか

らないような話は、指導員から手厳しく指摘を

うけていた｣と言う｡当時の佐久病院医師にとっ

ても大いに勉強の場となっていたようである。

ユニークな地区ブロック活動

地区ブロック活動の取り組みは、毎年健康ま

つりにおいてポスター腿示とステージ発表をし

た。その際には、衛生指導貝と姉人の健康づく

り推進員が一緒に発表していた。（表５）

ブロック学習会にはユニークなテーマや力作

が並ぶ。平成３（1991）年、上畑・宮前ブロッ

クの「思い出の弁当」の発表では、年代ごとに

弁当の中身と塩分、エネルギー蛾の比較をして

いる。平成６（1995）年、滞水町・千ケ日向ブ

ロックの「みんなの好きなお酒、保存の仕方と

良いのみ方は｣､平成７（1996）年､天神lli｢の「お

年寄りの生活アンケート調査」は20ページにも

及ぶ力作である。平成1０（1998）年、佐口・大

久保・上野・下畑・上畑・城山ブロックの「女

性の尿失禁の症状と原因について」は242名に

も及ぶ女性に詳細なアンケートをとり、分析を

している。医療専門職顔負けの内容である。

まとめに当たっては、傭州大学医療技術短期

大学の山崎章恵先生、佐久総合病院外来看誰師

｢福祉と健康のつどい」でブロック活動の成果を発表

指導室で当時排洲のスペシャリストであった出

島看謹師に協力をしていただいている。平成１４

(2002）年、穂積ブロックの高血圧者が増えた

地区のマップ作成は、地区診断を住民向ら行う

という素IllIIらしい内容であった。平成15(2003）

年、上畑・寓前・大門・高根・清水町・千ケ1.Ｉ

向ブロックの「身近な山野草について」は、さ

まざまな野草をまずはみんなで食べてみるとい

う結柵無茶な内容であった。薬草指導貝の磯部

隆一さんから指導を受け、おいしく食べられる

方法が分かったようである。

この中でいまだにユニークさではピカーと語

り瀧になっているのが、平成６（1995）年、１，１ｉ

水町・千ヶロ向ブロックの「みんなの好きなお

酒寸保存の仕方と良いのみ方は」である。衛生

指導員の小林茂松さんと内藤恒人さんが中心に

なり、日本酒の保存方法を４通りに分けて保存

し、どの方法が一番美味しいかを、利き酒で選

んだというものであった。結果的には、八千穂

霊園に１０ケ月埋めたものが、一番まろやかで

あったという。成分分析でも変化がなく、人'1Ｍ

の五感のⅢ1股がいいことも証明されたとまとめ

で述べている。この結果には、地元の酒造所を

巻き込み、成分分析までしている。

このように地区ブロック活動には、地域にあ

る力や資源を発掘することで、健康づくり、地

域づくりにつながっている。また、地区ブロッ

ク活動により、衛生指導員と婦人の健康づくり

推進典との連桃が進んだ。

しかし、問題がないわけではなかった。間兄

沢佳秀さんは「健康のことは衛生指導員や女性

の健康づくり推進員だけの活動と思われ、充分

広がらない而もあった」と述べている。

（高瀬美子）

参考資料

ｌ）松川町他服を考える会．健康実態洲迩磁料災Ⅲ、

１９９１

２）高見沢惟秀．第50回農村医学夏期大学拙座テキ

スト．２０１０

2０５



表５八千穂村地区ブロック学習会のテーマ
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平
成
川
年

平
成
９
年

Ⅵ、健康な地域づくりのための運動
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年 ブロック 学習内容 年 ブロック 学習内容

平
成
３
年

平
成
４
年

中央、高岩

上畑、宮前

消水町、千ヶ日向

駕ノロ、八郡、松井
大石、馬越、柳沢
大石川

、

、

大門、高根

下畑、中畑

佐口、大久保、上野

天神町

穴原、姫岩

上畑、宮前

鴬ノロ、八郡、松井
大石、馬越、柳沢
大石川

消水町、千ケ日向

大門、高根

下畑、中畑

穴原、譲岩、中央

高岩

崎田

黄診でみた、私の体のあゆみ

思い出の弁当

家庭でできる漢方療法

昭和30年頃の家庭の一日

若者の健康アンケート

地域の健康な歯の持ち主インタ
ピュー

足腰の痛みの実態

婦人の推進員になって

生活環境アンケートから

環境問題における住民の愈識卿
査

健康意繊に関するアンケート卿
査のまとめ

食生活の今昔

家庭でできる漢方療法

大門高根の健康づくり

子どものむし歯、成人の歯棚照
漏を防ごう

健康検診の変化から健康問題を
考える

崎田ブロック活動報告

平
成
７
年

可

‐
成
８
年

上畑、宮前

澗水町、千ヶ日向

大門、高根

鴬ノロ、八郡、松井
大石、馬越、柳沢
大石川

、

天神町

崎田

穴原、鉦岩、中央
高岩

佐口、大久保、上野、
下畑、中畑

上畑、宮前

消水町、千ケ日向

鴬ノロ、八郡、松井
大石、馬越、柳沢
大石川

、

大門、高根

天神町

崎田

穴原、箪岩、中央
高岩

佐口、大久保、上野、
下畑、中畑

紫外線を考える（太陽・紫外線．
オゾン層）

花粉症閥査のまとめ

家庭排水澗査
野菜スープの効果は？

食品添加物について

お年寄りの生活アンケート鯛査

長年検診未受胎者鯛査のまとめ

タバコ調査

佐口～中畑～下畑の用水の状況
について

可燃ゴミ不燃ゴミ朋査

骨粗職症について

子どものおやつと添加物につい
て

一人聯らし高齢者アンケート鯛
査

いつか来る週、通る週

地区健康者（体､心）のアンケー
ﾄ結果

たばこの鯛査

佐口～中畑～下畑の用水の状況
について

平成５年はブロック学習会無し

平
成
６
年

上畑、宮前

消水町、千ケ日向

鴬ノロ、八郡、松井
大石、馬越、柳沢
大石川

大門、高根

下畑、中畑

佐口、大久保、上野

天神町

崎田

穴原、鉦岩、中央、

O高岩

飲み物の糖度しらべ

みんなの好きなお酒、保存の仕
方と良い飲み方は
エアロビクスの効果

瓢業所検診の中身は？村の検鯵
との違い

野菜スープの飲用と効果

快適な生活環塊に向かって

佐口地区農業集落排水車業のあ
ゆみと下水道の上手な利用法

生ゴミの処理に関するアンケー
ﾄ調査

検診を受けた後の生活態度の変
化に関するアンケート調査のま
とめ

酒とタバコの摂取状況闘査

上畑、宮前、大門
高根

鴛ノロ、八郡、松井、
大石、馬越、柳沢
大石川

穴原、鉦岩、中央、
高岩

佐口、大久保、上野
下畑、中畑、城山

、

消水町、千ケ日向

崎田、天神町

鴬ノロ、八郡、松井
大石、馬越、柳沢
大石川

、

消水町、千ケ日向

崎田、天神町

上畑、宮前、大門

高根

、

みそ汁塩分測定

痛みについての鯛査研究

歩行、健康状況について

食中窪にご用心

骨粗職症について

家庭から出るゴミと煙について

痛みについての鯛査

身近なくだものをちょっと知る
う

家庭から出るゴミについて

県民栄養調査

穴照、遼岩、中央
高岩

靴と健康について

佐口、大久保、上野、
下畑、中畑、城山

女性の尿失禁の症状と原因につ
いて



ｉ
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年 ブロック 学習内容 年 ブロック 学習内容

平
成
Ⅱ
年

平
成
吃
年

滴水町、千ケ日向

鴬ノロ、八郡、松井
大石、馬越、柳沢
大石川

、

穴原、鉦岩、中央
高岩

上畑、宮前、大門
高根

佐口、大久保、上野
下畑、中畑、城山

崎田、天神町

澗水町、千ケ日向

鷲ノロ、八郡、松井
大石、馬越、柳沢
大石川

、

穴原、鉦岩、中央
高岩

、

上畑、宮前、大門
高根

佐口、大久保、上野
下畑、中畑、城山

崎田、天神町

あなたはゴミをわけられますか

痛みについて

足のつぼについて

県民栄養隅査の結果

女性の尿失禁パート２

脳の病気について

ゴミの分別収集の実際について

頭痛の症状と予防について

肩こりの予防について

薬草について

睡眠について

生活習佃病について

平
成
旧
年

平
一心

種租

畑南

大日向

八郡

畑北

海瀬

高野町

上

穂澗

畑南

東

八郡

笑う門には健康あり

ストレスって何？

更年期を乗り越えるために

肥満と病気（メタホ･リックシン
ドローム）

生きがい

ストレス解消法

肥知症について

楽しい老後（介砿保険の実際を
学んで）

元気で長生きの人の今

同こりについて

高齢者が元気な町（私たちもい
きいきと歳を亜ねたい）

肥満と健康

平
成
旧
年

鷺ノロ、八郡、松井
大石、馬越、柳沢
大石川

、

佐口、大久保、上野、
下畑、中畑、城山

秘租地区

上畑、宮前、大門、高根、
iW水町、千ヶ日向

男性の更年期について

アレルキﾟ一について

血圧の仕組みと測り方

夫婦について

函
旧
年 畑北

千曲

中央

西

若さ

筋肉トレーニング

食と健康

食生活について

藍
１４

年

鷲ノロ、八郡、松井
大石、馬越、柳沢
大石川

佐口、大久保、上野、
下畑、中畑、城山

穏積地区

上畑、宮前、大門、高根、
消水町、千ケ日向

ストレスについて

花粉症について

巾序と塩分

便秘について 平
一

穂澗

畑南

八郡

畑北

しあわせ通り道「更年期」

特定健診とは

腎臓と糖尿病

分別収築資源のゆくえ

平
成
旧
年

鷺ノロ、八郡、松井
大石、馬越、柳沢
大石川

佐口、大久保、上野
下畑、中畑、城山

、

穂梱地区

上畑、宮前、大門、高根
消水町、千ケ日向

老化予防について

痴呆について

定年後の過ごし方

身近な山野草について

加
年 東

千曲

中央

西

Let，sながら運動（健康維持のた
めに）

知ってよかった!！お口の病気

生活習佃橘から寝たきりになら
ないために

うつ病はこころの風邪（うつっ
てどういうもの）

平
成
脇
年

鴬ノロ、八郡、松井
大石、馬越、柳沢
大石川

佐口、大久保、上野
下畑、中畑、城山

狐澗地区

上畑、宮前、大門、高根、
消水可、千ヶ日向

介謹保険のい・ろ・は

年金について

今を楽しく

眼について 平
成

穂制

畑南

八郡

畑北

新型インフルエンザってなに？

メタポ克服の食生活

骨のミニ知職

脳（若返りへのチャレンジ）

鴬ノロ、八郡、松井
大石、馬越、柳沢
大石川

、

変わる介迩保険

佐口、大久保、上野
下畑、中畑、城山

、

健服維持のためのダイエット

観祇地区 安眠のための工夫

上畑、宮前、大門、高根
消水町、千ヶ日向

初老期のうつ

旧佐久町 たばこから健康を守るために
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ワー庭康管理合同会議■
健康管理合同会識には、二つある。

一つは春に行なわれる合同会議で、通称「タ

ラの芽会」と呼んでいる。役場、病院、衛生指

導員、婦人の健康づくり推進員など、住民代表

が集まって、タラの芽のてんぷらをさかなにお

互いが飲み合い、語り合う、いわば合同親睦会

である。（別冊『衛生指導員ものがたり」参照)。

もう一つは夏の終わりに行なわれる合同会議

で、健康管理についての討論が主体である。最

近はグループワークで行なわれることが多いが、

ここでは後者の合同会議を取り上げる。

合同会議から広がる健康管理活動

村人全員による全村健康管理の取り組みは、

住民の組織づくりと関係者の繋がりを当初より

重視していた。衛生指導員、役場、病院はもち

ろん健康管理に関わる人々の理解協力連携のた

め、昭和34(1959)年より健康検診の始まる前、

秋口に毎年合同会議が開催されている。主な代

表者は、初期は約50人、年々保健福祉が充実す

る中で関係者も増え、後半は110人前後となる。

佐久穂町となった現在は、町立千曲病院、高齢

者関連施設、ＮＰＯなども加わり、180人規模と

なっている。（表ｌ）

内容は当初、健診の意義や費用、取り組み状

況、健診の受診状況や結果、国保の状況など、

健診に関わることが多かった。村のリーダーと

なる各組織や関係者が一同に会し、村のトップ

表１八千穂村健康管理合同会譲・平成初期の出席者

衛生指導員全員・衛生指導員ＯＢ会・婦人の健康づく

り推進委員・婦人会・食生活改善推進委員・老人ク

ラブ・保育園と保鞭者会・小中学校とＰＴＡ・農協・

村長・村会搬回・公民館長・区長・社会福祉協識会・

教育長・民生委員会

役場住民課（衛生・福祉・国保）

佐久保健所・地元開業医

佐久総合病院（正副院長・各科医長・看護学校・各

技師長・外来系師長・主な耶務系課長・健康管理部）
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の方針を聴いたり、健康や病気に関する専門家

からアドバイスをもらうなどのことを学んだ。

そして、意見交換する中で地域に健康管理の

メッセージを発信していくために、知識や情報、

関係者との連撹の場として貴重であった。会議

終了後は懇親会、さらに二次会、三次会と後半

も盛り上がり、会議で発言できない人も、誰で

も気楽に打ち解け交流を深める場ともなってい

た。

昭和から平成へ全村健康管理が定着していく

中で、死亡原因のトップが脳卒中からがんとな

り、がん検診や人間ドックの導入があった。住

民自ら個々の健診メニューを選択するようにな

るなど、健診も複雑になってきた。合同会議で

は、現状の変化から、内容をより広く深く、将

来を見据えた取り組みをしっかりと考えるとき

であった。

従来は、村長や関係者代表の挨拶、役場係よ

り説明、主な代表者らの取り組みや課題の発表

などに時間を要していた。

昭和63(1988)年、当時の健康管理部長松島松

翠先生（佐久総合病院名誉院長）の村への健康

管理への提言をとりあげ、テーマをもって開催

するようになった。（表２）

このテーマ設定による会の持ち方は、より村

の状況や課題がはっきりし共有できるように

なった。

グループワーク導入で参加者全員が主役に

こうした中で衛生指導員の世代交代が始まり、

平成に入ると４年５期（20年）というようなベ

テランが若い世代に代わっていった。経験の少

ない分、定例の学習会や研修会を大切に、住民

としてまた新指導員としても、役場お任せでな

い、みんなでもっと考えたり提案したりという

気運が高まってきた。この時期の研修会は沢内

村や松川町、ゆきぐに大和病院、利根医療生協

病院など住民活動を主とする地域研修が良かっ

たと、当時の衛生指導員会長岩崎正孝さんは

語っている。

ともすると、総勢100人以上の会識は、説明



表２八千穂村健康管理合同会議テーマ

年（年度）

1988（昭和63年度）

1989（平成元年）

1990（平成２年）

1991（平成３年）

1992（平成４年）

1993（平成５年）

1994（平成６年）

1995（平成７年）

1996（平成８年）

1997（平成９年）

1998（平成10年）

1999（平成11年）

2000（平成12年）

2001（平成13年）

2002（平成14年）

2003（平成15年）

2004（平成16年）

2005（平成17年）

2006（平成18年）

2007（平成19年）

2008（平成20年）

2009（平成21年）

2010（平成22年）

テーマ名

八千穂村の今後の健康管理はどうあったら良いか

日本一の健康長寿の村をめざしていくためにはどのような具

体的対策が必要であるか

八千穂村の健康管理の課題

八千穂村の高齢化の進展について

高齢者を支える若者の健康管理

八千穂村健康管理34年の成果

これからの健康管理

一母子学童・若者・壮年・高齢者一

八千穂村の健康管理今何ができるか

健康で明るくのびのび生きるために

明るい地域づくりはあなたが主役

生活習慣をみなおそう

生活習慣をみなおそう

一小さい頃からの生活習個一

健康八千穂２１．今あらためて健康とは

みんなで育てる八千穂の子

一少子高齢社会に対応し自然豊かなこの地域で心豊かに育て支
えるとは－

みんなで育てる八千穂の子

－父、母・家庭・地域の役割を考える－

八千穂をとりまく医療と保健行政を考える
－八千穂は恵まれているのか－

私たちからの提言

一生涯現役をめざして－

保健活動をより良く発展させていくために

一地域に根ざした保健活動一

みんなでつくる元気なまちづくり

－健康長寿をめざして－

元気に育て佐久穂の子

－私たちが地域でできること－

生涯を通した歯の健康

□からみる健康づくり

歯からみる健康づくり

－歯は大切地域ぐるみの取り組み－

食からみる健康づくり

一子どもに伝えたい食生活一

若者のがん死亡を考える

一人でも多くがん検診を受けよう

備考

村民ドック開始

地区ブロック会始まる

グループワーク採用

佐久穂町となる
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が多くなりすぎて自由に発言できる状況ではな

かった。みんながもっと気楽に参加できるスタ

イルはということで、指導員会、事務局で検討

した結果､資料説明のポイントをしぼり､グルー

プワークを取り入れることになった。

スタイルを変えることは大変勇気がいった。

グループワーク時、村長や院長はどうしてもら

うか、グループワークに参加してもらうと周り

が緊張するなどの意見もあり、最初の頃は、村

長・院長らは別室でトップ会談をしていてもら

うなど、双方に配慮してのスタートとなった。

岩崎さんが特に強調したことは、単なるその場

のグループワークにせず、話し合ったことを模

造紙に書いて発表し合い、責任ある人や専門家

からのアドバイスをもらい、次に活かすことで

あった。

結果は、いろいろなグループの発表は大変勉

強になり良かったと、グループワークは大成功

であった。会議に参加しても、聞いているだけ

であった多くの人が、病院、事務局、各代表が

同じテーブルで、様々な立場でテーマについて

表３住民課保健衛生係からの報告

第42～43回の合同会識については、「みんなで育て
る八千穂の子』というテーマで間脳し数々の貴亜な
意見、提言を頂きました。その会議結果を受けて、保
健衛生顛業分野で反映させたことをご報告いたしま
す。

1．妊婦に無料支給していた牛乳配布を廃止し、妊
婦検診無料券の枚数を２枚から３枚に改正しま
した。

2．今まで同時に行って来た１歳６ケ月児健診と３

歳児検診をそれぞれ別日に行い、お母さんがリ

ラックスして検診できる体制整愉をし、生活指

導報をさらに丁寧に行うことにしました。

３．３歳児検診の視力測定に視能訓練士を臨時雇用

し、視力障害の早期発見に努めることとしました。

４．子育てランド（１歳未満児対象）の年間実施回

数を12回から21回に増やすとともに、子育てを

終了した人を中心として「子育てボランティア」
を聯集し、子育て中のお母さんを支援する体制
を強化することとしました。

５．子どもができずに不妊治療を行っている夫婦に、

医娠費の一部を村が負担する「こうのとり支援

顔業」を実施することとしました。

２１０

考えるようになった。自分のこととして意見も

言え、人の意見も聞けることが、横のつながり

や、行政の事業に真剣に関わり、提案もできる

ことになった。まさに、住民参加の一つとして

大きなものとなったといえる。また、話し合わ

れたことは、指導員会で反省会を持ち、今後に

生かすことにしている。事務局では、内容をま

とめて、秋の健康と福祉のつどいの冊子に詳細

を掲戯して、住民に報告している。また、提案

を翌年の行政事業にも取り上げるようにもなっ

た。

このいきさつの良い例が、平成1４（2002)年

福祉と健康のつどい資料に掲賊されている。平

成1２（2000)年、平成1３（2001)年と２年間子

育てについての討論の結果、保健衛生事業で取

り上げたことについての報告である（表３)。

みんなでつくる会議から村・まちづくりへ

このように、合同会議は、行政側には住民の

意見や状況を把握する貴重な場、住民にとって

は、この場の検討や意見が行政事業に反映でき

る場である。意見交換する中で、良い村・まち

づくりには、いつしかみんながそれぞれの立場

で自分のこととして取り組むことになる。意見

も大切だがやるのは自分、という雰囲気ができ、

意見や要望を言う人、聞く人、応え行う人の区

別は無くなり、それぞれに主体性ができてきた。

行政担当者が企画し、住民にお願いするのでは

なく、いっしょに考え、それを取り入れること

により、事業の実施も理解協力が増え、大変効

果的である。双方意見交換しやすく信頼関係も

でき、住民と一緒に行う楽しささえ感じられる

ようになった。病院など保健医療関係者もまた

同じである。

この合同会議は合併後も継続されており、合

同会議のリーダーシップは地域健康づくり員

(衛生指導員）と変わっていない。健康管理合

同会議は、人を繋げ保健・医療・福祉の広がり

や､住民が主役の村･まちづくりに大きなパワー

となっていくのではないか。

（小林栄子）



'百ｍ了卜
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ワラハ南佐久における
廻垂且健康と福祉の取り

女性の活動が原動力

ＪA南佐久は、平成２（1990）年、臼田町農協、

佐久町農協、八千穂農協の３農協が合併して誕

生した。２町ｌ村を範囲とする農協で、主な農

産物は、花弁、野菜、米、果樹などである。（資

料ｌ）

農協ＯＡ）は､農業を中心とした､組合員

がしあわせになるための協同組織である。近年

｢健康」は農協にとって、非常に大きなテーマ

となっている。この問題については、女性の関

心が非常に高く、殊に農村地域の中で、農協婦

人部（現・JA女性会）の果たしてきた役割は

大きい。

旧佐久町農協では、生活指導員の指導のもと、

農業と食物と健康とのつながりの学習を重ね、

自給運動の実践を進めた。土づくりのためのボ

カシ肥づくりや、地元農産物を使っての共同加

工、安全なものの共同購入など、数々の取り組

助け合い活動から福祉事業へ

平成２（1990）年の頃は、高齢化が進み、老

人介遡の問題が大きな社会問題として顕在化し

てきた。

平成４（1992）年、）A長野中央会が長野県

から委託を受け、ホームヘルパー２級課程を、

)Aケアワーカー養成講座として開始した。ＪＡ

南佐久からも婦人部員を中心に受講をすすめ、

平成５（1993）年に修了者によるJA南佐久ケ

アワーカーの会が発足したが、この時点では具

体的な活動には至らなかった。

一方、婦人部の中からは、「安心な老後のた

めの教室」の開催や、社協と提携した配食ボラ

ンティア活動の取り組みなどから、助け合い組

織づくりを進めようという声が高まってきた。

まずは地域にどんなニーズがあるのかを調査す

るべく、平成５年、「農業・農村を支えるふれ

あい訪問活動」が取り組まれた。婦人部員を中

心に約150名が取り組んだこの活動から、福祉

サービスのニーズが浮き彫りになった。（表ｌ

～７）

質料１佐久地区におけるJA合併の変避

匝
匝
匝
匝
区
団
皿
皿
而

みが意欲的に行われた。また、食の問題を重視

し、学校や町、病院保健師などと連携し、幅広

い活動を行なっていた。臼田、八千穂でも活発

に活動してきた婦人部（女性会）が、農協の健

康、福祉活動における大きな原動力になったこ

とは間違いない。

表１ふれあい訪問調査世帯数 （）内％

2１１

|鼠窯鳥掘雲雲

(Ｈ12.3.1発足）

匝
匝

両

国

対象世帯数

独居 老夫婦 計

訪問世帯数

独居 老夫婦 計

臼田町 1４１ 305 446 128(91） 186(61） 314(70）

佐久町 152 233 385 91(60） 92(39） 183(48）

八千穏村 7６ 9１ 167 56(74） 55(60） 111(66）

総 計 369 629 998 275(75） 333(53） 608(61）
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｢｣Aささえ会」の発足

この結果を受け、ＪA南佐久では助け合い組

織づくりに取り組み、平成６（1994）年、ＵＡ

南佐久暮らしの助け合いネットワークささえ

会」０Ａささえ会）が発足｡組織的な助け合い

活動（有償在宅福祉サービス）が始まった。佐

久総合病院老人保健施設の退所者を中心に利用

者を増やす一方、政策的にも高齢者介護への対

応が本格的に取り組まれはじめた。在宅介遡支

援センターの市町村への設置が進む中、介謹

サービス提供の一翼を担う団体として、組合員

を中心として次第に地域にも認知されていった。

平成９（1997）年には臼田町からホームヘル

プ事業を受託し、県下の農協ではじめて、ホー

ムヘルパーを雇用し、農協の事業として福祉事

業を展開した。まだ介護保険制度の開始前であ

り、この時点での事業化は全国でも先進的な取

り組みであった。ここでの事業成功が、県下お

よび全国の農協福祉事業の進展に大きく寄与し

た。

表２子供の居住地状況

｣A厚生部会の取り組み

厚生部会とは､ＪＡ役職員連盟０Aの役員と

職員が一緒につくっている組織）の部会で、厚

生連の役職員もその中に入っており、ＪＡグルー

プとして医療、保健、福祉の活動をすすめてい

くという組織である。佐久病院は、厚生部会佐

久病院支会（以下厚生部会）の一員であり、地

元のｊＡと連榔活動をしている。

その活動の一つとして、平成６（1994）年度

に､厚生部会の活動として「高齢者対策研究会」

を年２回実施することが決まった。

平成６年８月９日に佐久総合病院にて、第１

回の研究会が開始された。参加者はJA長野川

上、ＪA南相木、ＪA南佐久、ＪA佐久市、佐久総

合病院健康管理部の担当者９名であった。

内容としては、「JA間の高齢化事業に関する

情報交換」「在宅介護支援センターとＪＡとのか

かわり（講師・若月健一)」などで、意見交換

では、ＪA佐久市からは、「JA助け合い訪問活動

調査集計の報告｣、ＪA南佐久からは、発足した

ばかりの「JＡ南佐久暮らしの助け合いネット

（）内％

①子供はなく、一 ②子供は佐久管内 ③子供は遠くで悪 ④子供は佐久管内 ⑤その他

質問 人（夫婦）で暮
らしている

で暮らしている らしている 及び遠くで薯ら
している

独居男性 ８（14） 1３（24） 2４（44） ８（15） ２（３）

独居女性 4０（19） 4２（20） 8１（39） 4５（22） ０

老夫婦 2４（７） 104（32） 132（41） 6０（18） ５（２）

計 7２（12） 159（27） 237（41） 113（19） ７（１）

回答：５８６世帯

表３日常生活の不安・心配 （）内％

質問
①生活の張

ﾘ合い
②田畑の

こと

③病気、健
康

④寝たきり
やボケ

⑤話し相手
(孤独）

⑥お金のこ
と

⑦食生活 ⑥家、跡継
ぎのこと

⑨その他

独居男性 ２ ５ 2０ ３ ８ ０ ６ ７ ４

独居女性 2０ 1４ 7１ 4２ 1８ 1８ ８ 1９ 2１

老夫婦 1８ 4８ 130 5５ ９ 1６ ９ 3６ 1１

計 4０（10） 6７（17） 221（56） 100（25） 3５（９） 3４（９） 2３（６） 6２（16） 3６（９）

回答：３９４世帯、複数回答

２１２



表６主な生活費

ワークささえ会」の報告があった。それによる

と、現場での利用者の調整においては、行政、

社協の連携がとてもスムーズである点と、さら

に連撹が密になったことや、サービス提供にお

ける技術面の問題などが取り上げられている。

JA南佐久の福祉活動の導入がスムーズであっ

た背景には、行政等のJAへの関わり方や支援

がうまくいったことがあげられよう。平成９

(1997）年度の研究会では、１５関係機関33名が

表４体の様子 （）内％

（）内％

回答：９０３人、複数回答

表５食生活の状況 （）内％

集まり、グループ討識の結果から、厚生部会に

おける課題が次の９項目にまとめられた。

①JAとしての高齢者の食事業（弁当など）

をすすめるにあたり、厚生連の栄養士の協

力（病院食やカロリー計算など）を得たい。

②病院とＪＡとの相互理解を強化するための

人事交流を推進する。

③組合員にとって病院・JAの高齢者相談窓

口の一本化を検討する。

④助け合い組織のケアワーカー会員・協力

会員をふやすために、ケアセミナーなどの

活用を行う。

⑤1Ａ・病院職員への教育活動

⑥組合員への保健活動の強化の検討

⑦JAと厚生連との連携強化のための検討

⑧研究会へのJA参事さんの参加

⑨ケアワーカーの資質の向上

これらの課題が厚生部会として整理されたこ

とで、ＪＡが取り組むべき福祉事業への理解と

ともに効果的な研究会の運営に発展した。

２１３

｡燕F零F零’

回答：５８０世帯、主なもの２つ回答。
⑤は子供がいないと答えた世帯を除いた率

（）内％表７JA高齢者対策への要望

回答：４６０世帯、複数回答

①気軽に
集まれ

る場所

②気軽に
集まれ
る機会

③ホームへ
ルパー派
遣

④膜業の
手伝い

⑤働ける
場所

⑥田畑の
管理

⑦家の修
繕

③ホーム
等の施
設作り

⑨その他

独居男性 1５ 1１ 1３ ３ ０ ５ 1５ ４

独居女性 6４ ４１ 4３ 1０ ３ 1８ 2５ 5９ 1４

老夫婦 104 9０ 9８ 4３ 1０ 7６ 1５ 9１ 1３

計 183（40） 142（31） 154（33） 5６（12） 1３（３） 9９（22） 4１（９） 165（36） 3１（７）

質問 ①年金 ②貯金 ､雛収入 醗伽凧
肝帥ら０
雌り

⑥その他

独居男性 5３ 1６ １０ ４ ７ ６

独居女性 194 4８ 1３ ７ 4５ 2０

老夫婦 289 7２ 112 3７ 1９ 1３

計 536(92） 136(23） 135(23） 48(8) 71(14） 39(7)

質問
①体の調子

良い(普通） 悪い

独居男性 3１ 2２ 2４ ２ ８

独居女性 109 8９ 124 1５ 4２

老
夫
婦

夫

姿

225

193

8３

9７

146

142

1３

1２

4５

3８

計 558(62） 291(32） 436(48） 42(10） 133(31）

質問
①食願を抜

くことが

時々ある

②栄護面ま
で注意し
ていない

③食事づく
りは面倒
だ

④食品の頁
物は大変
だ

独居男性 ８ ４ 1４ ６

独居女性 1４ 2３ 2３ 3０

老 夫婦 ８ １０ 2６ 3１

計 3０（５） 3７（６） 6３（11） 6７（17）
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佐久病院からの出向者の活動

ｊA南佐久では平成９（1997）年、臼田町か

らのホームヘルプ事業受託を契機に、佐久病院

との人事交流が始まり、病院職員が農協で福祉

事業に従事するようになった。出向者は)A佐

久市にも広がり、佐久病院で保健、福祉分野を

担当する、健康管理センター、地域ケア科、老

人保健施設等から選出された。特に介謹保険制

度開始以降は、制度の要である介渡支援専門員

を出向させ、人的支援を行なった。介謹支援専

門員の資格取得には、特定の資格と実務経験が

必要であったため、制度開始当初は、ＪＡで自

前の人材を確保することが困難であったことや、

佐久病院の専門部署との連携をはかる意味合い

もあった。（資料２）

病院側としても、ＪＡとの連携強化は、介護

保険制度下での医療系サービス（訪問診療、訪

問看謹､老人保健施設等）と福祉系サービス（訪

問介護、通所介護等）のすみ分けと連携を行い、

JＡグループとして事業展開を行なっていく上

でも、重要であった。

それとともにもう一つの大きなメリットは、

生活者の立場に立ったものの考え方を知ること

ができたことである。特に病院と行政のあり方

を、ＪＡという組織の中で、ＪＡ職員と同じ仕事

をしながら見たり聞いたりすることができた経

験が大きい。病院も行政もある意味では非日常

的なものである。その点をわきまえて住民の中

買料２佐久病院から｣A佐久浅間への出向者

出向者名 職種１ 職種２

池田拓也 事務 介謹支援専門員

石井洋子 介護福祉士 介謹支援専門員

中沢あけみ 保健師 介護支援専門員

篠崎淳子 看護師 介護支援専門員

高瀬美子 保健師 介誕支援専門員

内藤千恵子 看謹師 介護支援専門員

春日久江 看護師 介護支援専門員

千野正之 介護福祉士 介硬支援専門員

２１４

に入っていくことが、医療の民主化や協同組合

運動をすすめる上で重要である。

出向者は出向期間終了後は佐久病院に戻り、

その経験を活かし、それぞれの分野で活動して

いる。

｣A佐久浅間の誕生と介護保険制度の開始

市町村合併に先駆けて、ＪＡの大型合併が進

む中、平成1２（2000）年に、ＪA佐久市、ＪＡ浅間、

JA佐久しらかば、そして〕A南佐久の４農協が

合併し、１A佐久浅間が誕生した。南佐久以外

の３農協でも、福祉活動の展開が積極的に行わ

れており、合併jAでは旧)A単位に生活福祉相

談、訪問介謹（ホームヘルプ)、通所介護（デ

イサービス、宅老所）などの事業が展開された。

また病院からは介護支援専門員が出向し、居宅

介護支援事業も開始した。単一ＪＡの事業逓と

しては、全国有数であり、今や福祉事業は、

ＪＡにとって大きな柱の一つとなった。

この地域で健康や福祉に対する数々の取り組

みがなされてきた中で、農業と農村地域の問題

に積極的に取り組んだ担当職員、それを理解し

支えた役職員、そして組合員、特に女性の力に、

深い尊敬の念を抱く。農山村の健康、福祉を支

える活動の一端を、協同組合組織であるＪＡが

確実に担っている。

（池田拓也・中漂あけみ）

出向前所属 出向期間

健康管理センター H9.4～Ｈ１１．３

老人保健施設 Ｈ１１．４～Ｈ1４．３

健康管理センター Ｈ１１．４～Ｈ1６．３

訪問看護ステーションのざわ Ｈ１２．５～Ｈ1５．３

健康管理センター Ｈ１４．４～Ｈ1９．３

訪問看護ステーションのざわ Ｈ１５．４～Ｈ1８．３

訪問看護ステーションのざわ Ｈ１８．４～Ｈ２１．３

老人保健施設 Ｈ１９．４～Ｈ2０．３



理に関する

『｢地下水｣問題■
｢院内間罰だが

八千穂村全村健康管理50年の歴史の中で、今

までさまざまな評価や称賛、批判があったし、

現在もある。それは佐久病院内部からの発信、

あるいは外部からのものなど、多数である。こ

こで述べるのは、「地下水」という院内の医師

のグループの八千穂村全村健康管理に対する反

対運動の問題である。その意味では病院の「院

内問題」であり、村行政と直接関係のあった問

題ではない。しかし、問題が八千穂村全村健康

管理をめぐっての問題であり、また若月先生が

唱えている「農村医療運動論」にかかわる問題

でもあり、さらに現代の保健・医療・福祉に関

わる人々の問題に共通するものを含んでいるの

で、ここであえて取り上げたわけである。

｢地下水グループｌの声明

現在でもそうだが、幸いなことに佐久病院に

は、全国から若い医師が数多く集ってきている。

昭和4５（1970）年12月、その中の11人が「地下

水の会」というグループをつくり（以下「地下

水グループ』とする)、実名を連記して、院内

でビラを配布しながら、八千穂村全村健康管理

に対する反対運動を展開した｡｢佐久病院史｣(勤

草書房・’999年）には、「彼らは1960年代後半

のインターン闘争、学園紛争や青医連運動を経

験し、大学医局の古い体質を嫌って佐久病院に

就職してきた11人の医師たちであった」と醤か

れている。

彼らの基本的趣旨は、昭和4５（1970）年12月

に発行されたビラに「声明文」として書かれて

いる。（資料）

その要点をあげると次のようである。

「八千穂村健診事業は、時間外手当の出ない

病院業務、労働強化である」「しかも病院から

の持ち出しがある。これは結果的には、入院患

者、外来患者よりのごまかしであり、強いてい

えば八千穂村以外の農民からのごまかしであ

る」「これは、病院における医療内容の低下と

なっている」「このような八千穂型（医療をほ

どこす型）の運動は、少なくとも医療矛盾に対

する、くさびとは決してならないばかりか、矛

盾の隠蔽として機能するしかない」というもの

である。

さらに、病院の経営のあり方にも触れ、「組

合の経営参加とは、労務管理の一形態に他なら

ない」と述べ、「若月院長は、私たち従業員の

先頭に立って医療矛盾と戦っている医師ではな

215



Ⅵ、健康な地域づくりのための運動
●⑧‐‐⑧凸●●凸●●●｡●●●申｡■●＆‐⑧‐●守守｡‐ＣＣＣ●●告●由｡■①甲●巳●●由●●●■巳毎●●●寺●●●‐●■申

く、あくまでも管理者なのである」とし、「本

質的には対管理者としてつき放すことが風であ

る」としている。

以後､｢地下水」のビラは15号まで続くのだが、

内容は最初の声明文を基本としている。

真に大衆と結びついた仕事ができるか

若月先生が最初に、公に「地下水グループ」

の主張に対して触れたのは､当時出版された『村

で病気とたたかう』（岩波新書．1971年４月）と、

その頃の総合雑誌『展望』（筑摩書房）1971年

８月号と１０月号の誌上での見解である。その全

文は佐久総合病院30周年記念誌として発行され

た『佐久病院」第２号に､松島松翠名誉院長（当

時は労働組合副執行委員長）が「八千穂村健康

管理とその意義一はたして『改良』か『改革』

か－」という論文にまとめられているので、

参照されたい。

『村で病気とたたかう』における、若月先生

の意見は、以下のとおりである。

「今日、健康を本当に守るには、社会的視野

がなければできないことは、何も公害問題を例

にとらなくてもわかることだ。村ぐるみの健康

管理にしても、あるいは村の医療費問題にして

も、結局、社会的・公的視野のもとに解決して

いかなければ、片がつかないということははっ

きりしている。したがって、真に健康を守る仕

事を発展させるには、結局政治的な自覚と行動

が必要ということになろう。

それならば、むしろ健康管理のような面倒く

さいことなどしなくても、直接に村民の中へ

入って、政治的な啓蒙宣伝をやったほうが効果

的ではないかという人がいるかもしれない。だ

が私は、そのような性急な主張はとらない。私

どもは政治家でもないし、社会運動の専門家で

もない。私どもは山の中の医者なのであるから、

やはり迂遠であろうとも、このような健康管理

の実績を村民の中につみ重ねていくことが本命

でなければなるまい。

もっとも、このような私どものゆき方に対し

２１６

て、ある種の極端な人たちは、きびしく批判す

る。それは村民をあまやかし、眠らせ、今日の

体制の下請けをやりながら、その矛盾を隠蔽し、

いろいろなことがうまくいくかのような幻想を

大衆に与える、もっとも悪質な役割を果たして

いるのだと。そのような危険があることは私ど

もも率直に認めなければならないと思う。それ

ゆえ、そのような危険については、はっきりと

天下に公表してごまかさないようにしなければ

ならないと考える。学会発表はもちろんである。

しかし、それにもかかわらず、やはり政治的

なプロパガンダに軽率に走ることはいけないと

考えざるをえない。（それは私どもの保健や医

療の仕事に、社会的・政治的視点をあまくして

いいということではない)。そして、このよう

な仕事の中で、農民が、国民が、大衆が、やは

りさいごは正しい結論をひき出すことを信じた

い。大衆は一見愚かなようであるけれども、結

局はそうでもないと私は考えている。

私どもの運動が、真に大衆と結びついた仕事

をなしとげうるか、率直にいって私のごときも

のには、このきびしい1970年代の中での、はっ

きりしたプランと見通しはもてない。しかもな

お、「農民とともに」進んでいかねばならぬと

思っている」と。

前述の｢佐久病院史』では､｢地下水グループ」

の主張に対し次のように結んでいる。

「時間外手当や労働強化、病院からの持ち出

し、八千穂村の農民の健康意識がなかなか変わ

らないなど、個々の点では若月は地下水グルー

プの主張を受け入れようとしているし、病院で

の実際の業務上の扱いもまたそういう経過をた

どった。

しかし、どうしても若月が譲れなかった点、

そのために農村に進んで来た貴重な若い医師た

ちとあえて厳しく対立してでも、妥協すること

を拒んだ点こそは、農民の中に入り込んで農民

とともに時間をかけて変えていこうという後衛

論的立場であった」と。



Ｉ

若月とセンチメンタルヒューマニズム

佐久病院の医師でもあり、芥川賞作家である

南木佳士氏は『信州に上医あり」（岩波新書・

'994年）で､この「地下水グループ」の「声明」

内容などについて、紙幅を割いて以下のごとく

触れている。

「用いられている用語がいかにもあの学園紛

争はなやかなりし時代の面影を残してはいるが、

この批判はすこぶる的を射たものである。地域

医療の先頭に立って旗を振る若月は一方では佐

久病院の管理者としての顔を持つ。病院の仕事

だけでも多忙きわまりない中で、地域に入って

いくのはさらなる労働強化であると若い医師た

ちが管理者である若月に食ってかかったのであ

る。彼らは人間関係の中に「真」を求めようと

する、今のしらけた若者たちに比べるとはるか

に純粋な医師たちだった」と。

南木氏は､さらに若月先生の『展望』誌の「評

論」にも触れた上で、次のように論じている。

「私がふた昔も前の論争を再録したのは、平

成の今になってもこの問題、特に検診活動に参

加する若い医師たちの不満が解決されないまま

残っているからである。しかし、最近の若者た

ちは羊のようにおとなしくなったので、不満は

不満として器用に内部処理し、あたかもサラ

リーマンの出張の気分で参加しているようであ

るが。

もう一点、この論争を通して若月のどこかに

土俗的とさえ思えるセンチメンタリズムがくっ

きりと浮き上がって見えてくるので、長くなる

のを承知で「展望」の記事を紹介したのである。

先にも書いたが、昭和三十年代から急に若月

の私的な顔が見えにくくなり、「赤ひげ」ある

いは「医療改革家」としての公の顔ばかりが全

面に出てくる。そして、その顔は金太郎アメの

ように、どこを切ってもおなじ平板な表情をし

ているのである。正しい批判は平板な人間像に

くっきりとした影をつけ、より立体的な、人間

的な人物像に変えてくれることがあるが、この

論争はそのよい例であろう。

このときも、そしておそらくは現在も、若い

医師たちを戸惑わせているのは若月の中にある

センチメンタルヒューマニストとしての一面と、

クールな経営者としての一面がうまく整合でき

ないもどかしさであろう。矛盾する二つの顔を

自分に対しても、外に対してもいかにバランス

よく保っていくか。これが若月の生き方の基本

なのである。

誰が考えても分かるがこれは至難の技であり、

若月自身も自分をもてあますことが多かったは

ずだ。若い頃からの言動を見ても、若月の内部

ではやはり経営者としてよりも、センチメンタ

ルヒューマニストとしての生き方を大事に思う

気持ちが強かったと推察される」と。

さらに続いて､南木氏は次のように「若月観」

を示している。

「やわな男だったらこの自己矛盾に耐え切れ

なかっただろうが、若月はダフだった。ただ、

そんな若月にとっても、今日のように長野県下

第一の大総合病院になってしまった佐久病院を

前にして、それを手放しでは喜べない複雑な心

境があるのはたしかであろう。なぜなら、組織

の肥大化にともなう内部の官僚化は若月の最も

嫌うところだからである」と。

苦しんでいる国民に対する共感がない

「地下水グループ」が指摘したような「矛盾」

をかかえて現実の仕事や運動は行われてきた。

佐久病院の経営が、職員の献身的な努力で成り

立っているのは事実である。それには過重労働

という側面も存在する。その中から「楽しさ」

も見出してもいるが。理念は分っても、時には

自分の生活を犠牲にせざるをえないときのつら

さもある。現在も状況は違っても、やはり「理

念・理想」と現場での労働とのギャップは存在

する。

一般的にも、このようなことに悩み苦しんで

いる人々、特に保健・医療・福祉の担当者は多

いであろう。日々の仕事に追われ、いつの間に

か日常性に埋没している自分を見つけ偶然とす

る。運動論と現実の労働とのはざまで悩む人々。

その意味で、現代にも共通して続く問題である、

２１７
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という側面もあると考える。

「若月俊一の遺言』（家の光協会、2007年）に

よると、先生は「若い医学生との討論で」と題

して次のように述べている。

「ある医科大学の進歩的グループに呼ばれて、

農村医学の話をし、『無医村』問題を論じたこ

とがあった。（中略）諸君のうち何人ぐらいが

農村に行こうとしているのかと聞いたのである。

ところが、誰一人として手をあげる者がなかっ

た。それまで、農村医療の現状を、するどく批

判して、どうだこうだと盛んに体制や教育や、

学会や医者自身までに文句をつけていた連中が

である。座は白けた。当然私は彼らに対する不

満を述べた。ところが学生はこう言ったのであ

る。『われわれは、今日の無医村問題に関心を

もち、その社会的矛盾を論じ、これを現体制の

責任として糾弾する。しかし、われわれ自身は

行かない。いったい何故われわれが、その矛盾

の解決に一役買わねばならぬ理由があるか。現

体制のこのような欠陥は先輩各人の責任であっ

て、われわれ若い世代が負う必要はいっさいな

いはず』というのである。

これには私も口をあんぐりあけたままであっ

た。そこには、同世代の苦しんでいる国民に対

する共感がない。共通の苦しみを協力によって

解決しようという頓極性がない。何といっても

人間性の認めあい、ヒューマニズムがないのだ。

いったいそのような科学者の閉鎖的な姿勢の中

で、現体制の改革のような大事業ができると

思っているのであろうか。そこにはただ技術主

義と結びついたエゴイズムがあるだけではない

のか。いったい学問や技術は誰がつくったもの

だと認めているのだろう。それらは誰のために

あるべきだと考えているのだろう｡私は､ヒュー

マニズムと科学の深い断絶をそこに感じざるを

得なかった」と。

保健の仕事は、サラリーに見合うものだけじゃ

ない

また、若月先生は保健婦の学生に対しても、

このように醤いている（『農村医療にかけた3０

218

年』、家の光協会、1976年)。

「ある保健婦学校で講演をしたとき、教務の

先生から『新潟ざかいの無医村の国保に行かし

た卒業生が、この間私のところへ来て、先生残

酷だわと一言いったきり、半日も泣いていたの

には、ほんとうに考えさせられました』としみ

じみ言われた。

農村の第一線に、部落の中に、入って働くこ

とはなみ大抵じゃない、まったく残酷かもしれ

ない。ただ、私が言いたいことは、じゃ、ほか

に誰がそのような僻地の健康を守る仕事をする

んだ？という反問だったのです。

保健婦だって、ふつうの人間なんです。まし

て若い身そらです。時間も欲しいし、お金も欲

しい、文化的な要求だってある……その通りで

す。その希望は正しいし、また基本なものです。

しかし、保健という仕事は、それだけに止まっ

ていいものかどうか、私は、それ以上のものが、

その中にあるのじやないかと、みなさんに訴え

たつもりだったのです。

保健の仕事は、単なるサラリー（給料）に見

返る業務だけのものじゃない。そんなことを言

うと皆さんに笑われるかも知れないが、それは

農村運動であり、日本のルネッサンス運動であ

り、そして、それはまた、平和運動にもつなが

るものだと主張したかったのです。それは「闘

い」である、と。それ故に、私ども保健技術者

が、その運動を貫くために苛酷な運命に泣くの

は、当然のことであると｣。

松島名誉院長は次のように述べる。

「たしかに、僻地へ出ての仕事は苛酷には違

いない。保健活動で夜遅くなるのもつらい。

『じゃあ、ほかに誰がその仕事をするんだ』と

いう若月先生の叫びは私たちの胸に突き刺さる。

長らくネパールで、医療の仕事に従事されてい

た岩村昇先生の、鳥取医科大学の医学生のため

につくった次のスローガンを読んでほしい。

．取り残された場所へ行って

．取り残された人々とともに

．取り残された問題を取り組む

この言葉の中に、若月先生と同様に、医療技



術者としての『使命感』と『誇り」と、そして

『ロマン』がある」と。

おわりに

「地下水グループ」は数か月にわたり、病院

の内外でその「運動」を続けたが、結局は佐久

病院職員の納得するところとならず、相次いで

病院を去っていった。

この問題は冒頭ふれたように、佐久病院内で

(資料）

｢地下水の会一同」による院内へのビラ（1970年12月）より

Iま大きな出来鯛のひとつであった。昭和４６

(1971）年の佐久病院十大ニュースの第４番目

に「第25回従組定期大会で、八千穂村健康管理

問題を中心に論議し、基本方針を確認する（６

月)｣と記録されている。職員は一致して､｢八千

穂村健康管理」の従来どおりの推進を確認した

のであった。

（飯嶋郁夫）

声明

私連は八千穂検診に関して、基本的に反対する態度を表明します。

私逮一人一人、佐久病院に勤めて以来、色々な意味で考えさせられてきました。インターン斗争から登録医

反対斗争→青医連運動に、極々の仕方でかかわり、その中でつかみ、あるいはぶちあたってきた問題、一言で

いえば、現代の医療矛盾がここ佐久病院においても例外なく散在しており、私逮は自己の問題として、のがれ

るわけにはゆかないものとして考えるに至りました。医療矛盾という言葉が内包する意味は、７０年代に入った

日本（設備投資主導型高度経済成長から、新たな帝国主義段階に突入したと私述は考えればよいだろうと思い

ます）資本主嬢の矛盾、それより規定される健保、社保体制の矛盾、更には第一次産業の切りすて、第三次産

業部門の徹底した合理化等、私達医師も又このような矛盾から規定されるものとしてある事を、基本にすえる

必要があると考えます｡すなわち、体制の支配は､私達くお医者様>である醜から、医療労働者であることを

私逮に知らしめ、又私違もそのように自己規定することによってのみ、医撫矛盾に対する視点を持ち得るのだ

という車を確湧してきたと言えます。従って私運の基本的立場は医療労働者であるという事におきます。医癖

労働によって賃金を得る人間だという事です。この事は､職種こそちがえあらゆる病院労働者の側の人間として、

労働者的に発想するという意味です。

八千穂検診とはかかる視点より見る時、どのようなものとしてあるのでしょうか。私連は次のように要約し

ます。

①八千穂検診は病院の業務である事、あくまで組合の車業である前に本質的に病院の業務なのだという事を明

らかにする必要があります。

②従って、この業務を裸する願は労働強化なのだという邸です。何ら時間外手当も保障されず、その考虚にす

ら入らないこのような業務は、明らかに労働収奪です。

③しかも現実の問題として、４２年度の会計によれば八千穂検診一人当り1912円の費用がかかります。しかるに

病院に入る金は今年は、500円（自己150円、村350円）であり、残り1400円あまりは、病院持ち出しです。病

院持ち出しとは具体的に何をさすのかと言えば収奪された労働（つまり無償労働）であり、結果的には入院

患者、外来患者よりのごまかしであり、強いていえば八千穂村以外の農民からのごまかしであると考えるべ

きです。

④、③との関連で述べられる事ですが、病院における医療内容の低下となるのは当然の事です。

⑤私違は勿鎗、八千穂検診が農村における医療運動として展開されており、それなりの成果があった廟を知ら
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ないわけではありません。しかし、私述はこのような八千穂型（医旅をほどこす朔）の迎勤は、少なくとも

医療矛盾に対する、くさびとは決してならないばかりか、矛盾の隠ぺいとして磯能するしかないのだと考え

ます。八千穂の中においては、他の全国の地域に比し若干の医療の恩恵を受けられることにより、村民はあ

りがたい'11だと思うとしても、それはそれとしてそれ以上のものとはならないだろうという事です。我々 自

身の問題としても、このような啓畿思想的考え方からは、決してﾙﾐ療に従11｢する労伽者としてのl‘I党は、や

はりうすめられざるをえないだろうと思います。従って咲療労働者の侠療矛ｊｌ１ｉに対する斗いの』‘§本は、まず

自からにかけられている攻撃に対する戦いでなければと考えます。

更にこのrliより、問題となるのは、佐久病院の経営参加の問題であり、若月院長とはどのような存在なのか

という'11にならざるをえないと思います。まず私述の原則的な考え方は、経営参加という抽象論識ではなく、

このようなく社会の!''で持つ経営参加＞の意味をとらえるべきだということになります。すなわち、継営参加

とは労務管理の一形態に他ならないという視点を持つべきだと主張します。確かに組合の執行委貝会は経営に

参加しておりますが、総体的な視点からは、むしろ私達I侭療従事者はそのような形の中で、労務箭理されてい

るのだととらえる瓶がより原則的であり、実態にあっていると私迷は考えます。それでは、若月院災は一体管

理者なのか、それとも私達従業此の先頭に立って医療矛備と戦っている一人の医師であるのか、私述は断問と

して前者であると主張します。事実組合規約では、院長は何ら規制をうけることなく組合機関に参加し、発言

することができるのに､私達組合ｕは許しをえてはじめて発言できるのです。一体このような組合とは何でしょ

うか。この病院においては、院艇はあたかも院雌（櫛理者）ではないかの如き郷'111気がただよっておりますが、

それは院長があまりにぬきんでており、院長の20数年|H1のく股民とともに＞の迎11Ｍ１の来たす結果であろうと思

います。事実、私達の多くも院長の、あるいは佐久病院の名にいくばくかの幻想をもって、大学からこの病院

に来たのです。しかしこの社会において、いかにすぐれた人間といえども、その言葉はその立場（とりわけ管理、

被管理の関係）によってのみ突髄的な怠味をもつのだというJIrこそが真であり、私述が大学斗争の過撒で学ん

だのは、その'1｢災に他なりませんでした。従って私述は、それなりにすぐれた先人として、と同時に本質的に

は対管理者としてつき放すことが真であると考えます。

以上、原則的な私達の立場を述べ、八一F穂検診に関する私述の意志の表明とします。

1970年12月地ド水一同（署名１１名）
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