
『衛生指導員
廃止の動き■

若月先生の衛生指導員への思い

八千穂村全村健康管理事業の特徴といわれる

もののひとつに、衛生指導員の存在がある（Ⅵ

章参照)。若月俊一元佐久病院長は「信州の風

の色」（労働旬報社．1994）で、次のように述

べている。

「そのなかでもう一つ指摘しておきたいのは、

『衛生指導員』をつくったことです。衛生指導

員はそれから35年たった今でも大いに活翻して

います。八千穂村では、その後たくさんの衛生

指導員ができました。これはどういうことかと

いうと、健康管理は私ども病院だけで指導でき

るものではない。村の中の、区、集落から衛生

指導員をえらび出し、それらの人が病院と協力

して、集団健診の仕事をする。同時にまた、村

民の衛生指導もやる。病院の人がやるのではな

く、村の人自身がやることの重要性です。

部落から出たこの衛生指導員は、村の実態に

通じ、各人の気質から、家族の栂成、経済事情

までよく知っている。そこではじめて具体的な

指導ができるわけです。私ども病院の者は、集

落にいっても、ごく一般的な医療面からの指導

しかできない。私は当時彼らを「保健アクチー

ブ」と呼んだ。「アクチーブ」とはロシア語で

活動家ということです。（中略）

わが八千穂村の「衛生指導員』は、健康管理

の仕事を続けながら、大きな勉強をしました。

そして、その中から、いま素晴らしい人がたく

さん育ってきています。自分たちで「農村衛生

劇』をつくって演出したり､村の『健康まつり』

を主催したり、それこそ宮沢賢治の『村をまも

る』精神をもって活曜しています。年に一回の

八千穂村の『健康まつり」がどんなに素晴らし

いか。住民自身の発意があふれていて、よその

村のそれとはちょっと違います。健康管理活動

は、地域の中からそういう人を生み出すことも

含むのです。これは地域住民の「自発性ｊと言

えましょう。地域の健康はだれがつくるか。そ

れは地域住民自身がつくる」と。

衛生指導員廃止の動きが

衛生指導員の設置は、若月先生のこのような

考えのもと、提案がされ、それまで村にあった

環境衛生指導員が、衛生指導員という形で設置

され、全村健康管理事業に撹わるようになって

いる。

「八千穂村衛生指導員の記録「激動の４年間」

退任記念ｊという文集がある。昭和6０（1985）

年４月より平成元（1989）年３月まで任期を務

めた、衛生指導員たちの卒業文集である。今ま

で数多くの衛生指導員が、その任務を果たして

きているが、卒業文集を作ったのは、この期の

衛生指導員たちだけである。しかもそれには｢激

動の４年間」という、やや刺激的なタイトルが

つけられているとおり、５０年余にわたる衛生指

導員の活動の歴史の中でも、「少し特異」な時

期であったといえる。つまり、役場で作った住

民組織には、役場の指示通りに動いてもらえば

それで良い、という上からものを言うような、

昔の役場のスタイルに一部戻ってしまった時期

でもあったといえる。

その「少し特異」な時期とは何か、本稿では

村の一部の人による「衛生指導員廃止の動き」
についてふれたい。

この「衛生指導員廃止の動き」は公式な記録

として残ってはいない。今ではこんな「動き」

はなかったという主張もあるだろう。しかし関

係者の証言、当時の記録（会議録や資料など一

一特に佐久病院に保管してある、八千穂村全

村健康管理事業に関する諸会議等を主とした資

料（以下『八千穂資料』とする)）の端々に若

干の「動き」の残置が散見される。また当時、

衛生指導員会長であった高見沢佳秀氏をはじめ、

関係者へのインタビューも参考になった。

当時の記録に基づくものや証言などをできる

だけ客観的に残しておきたい。しかし内容から

いって、現在の一部の人々にできるだけ支障を
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きたさないためにも、公表されていないものに

ついては匿名となることをお許し頂きたい。

つけ加えておくが、本稿の目的は決して過去

の若干の「動き」をあえて今、殊更のごとく主

張したいのではない。

住民の組織は色々な形で作られる。行政の末

端の組織として位置づけられるものもある。し

かし、住民組織を通して「住民参加」をめざし、

事業を進める。このことが「もの言う住民、自

立した住民」を作り、事業が上からの押しつけ

でなく、本当に住民のものになっていく、とい

う大事な問題を含んでいると考えるからである。

従ってできるだけ、筆者も含めて、「自戒の念」

で記録するのが本稿の目的である。

健診日程がきっかけに

この時期の衛生指導員活動を概括的にみると、

１年目（昭和60年度）の「健康まつり」で、初

めての演劇発表｢ガンコ親父の胃ガン施設検診」

に取りくんでいる。この活動により、衛生指導

員のまとまりが強まっている。２年目には担当

課長、担当者（事務)、保健婦が異動で一緒に

変わり、今までのやり方に変化があり、とまど

いを感じている(八千穂村衛生指導員の記録｢激

動の４年間」手記より)。

例えば、健診日程を決めることは衛生指導員

たちにとって重要なことであった。健診は当時、

年末12月より３月初旬まで集落を回りながら続

いていた。出身集落の特徴が色々あり、自営業

やサラリーマンの多い集落は年末を避けたり、

農家の多い集落は春に向かう時期は避けたいと

か、の事情があった。それまで、衛生指導員た

ちは会議の中で、お互いの集落の都合を出し合

い、何とか折り合いをつけ、納得のうえで、健

診日程を決めていた。

さらに、それぞれの健診会場へ応援という形

で、他地区担当の衛生指導員が、健診に参加し

ていた。具体的な応援の力にもなったが、他の

集落の健診実施の様子が実際に見ることができ

た。応援に行った衛生指導員も、自分たちの集

落の健診をする際にそれが大変役に立っていた。
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そのようなお手伝いも自分たちで決めていた。

ところが、この指導員２年目の秋の衛生指導

員会で、村役場担当者はあらかじめ作った健診

日程を示し、この通りやってほしいと提出して

しまった。衛生指導員たちは、自分たちが今ま

で調整しながら作ってきたやり方が否定された

ようで、このやり方にかなり不満を示した。こ

のあたりで、若干の不協和音が生じたと思われ

る。当時村の保健婦が数年ごとに入れ替わって

いたことも、影響がないとはいえないだろう。

そして２年目の年度末に向かう頃、「少し特

異」なことが表立ってきた。しかし、このこと

にふれる前に一見主題から離れるようであるが、

関係があると思われるので、「婦人の健康づく

り推進員」について触れたい。

活躍した女性の住民グループ

八千穂村における女性の住民グループの活動

が、歴史的にも質的にも深く行われていたこと

は、日本福祉大学の杉山章子先生による「地域

における社会保障システムー『健康づくり」

による『地域づくり』の事例を中心に－｣(2010

年）等に詳述されている。

八千穂村の女性住民グループの長く粘り強い

活動とパワーは、上記論文に余すところなく述

べられている。杉山先生は、健康管理事業を立

ち上げる頃の村の若い女性の状況について、次

のように述べている。

「会（注：若妻会）では、保健婦による家族

計画に関する訓習といった行政からの指導だけ

でなく、お茶やお花など娯楽・教養のプログラ

ムも実施された。当時を知る元会員は、活動内

容よりも、嫁ぎ先から公然と外出できる喜びが

強く印象に残っていると話す。それまで家から

出ることの少なかった農家の嫁にとって、会へ

の参加は家のくびきから解放されて同年代の仲

間と集う貴重な場となった。若い女性たちは、

自分の時間を得た嬉しさをかみしめながら、家

族以外の人との触れ合いを楽しみ、参加意欲を

高めていった」と。

この状況は、現在ではそれほどではなくなっ



ているが、今でもその名残は八千穂村に限らず、

農村では存在するだろう。

「婦人の健康づくり推進員」の会議は、人数

が多いということもあるが、表面的には伝達中

心のものであったと筆者は記憶している。つま

り男性中心で長年の経験もあり、とかく「もの

を言う」衛生指導員は、とらえ方によっては煙

たい存在に映る。それに比べ、行政の末端組織

として、素直に動いてくれる組織はとかく便利

に感じてしまう。これが「昔の役場のスタイル

に一部戻ってしまった時期でもあったといえ

る」所以である。

婦人の健康づくり推進員を設置

昭和5９（1984）年、長野県の補助事業の対象

として八千穂村で、「婦人の健康づくり推進員

(後に女性の健康づくり推進員)」が設圃されて

いる（｢八千穂資料」による)。

その目的は「健康保持増進のため、必要な知

識・技術の普及をはかる」というものであった。

会員はそれまでの食生活改善推進協識会員、村

の健康教室修了者4８（資料によっては47）名で

構成された。この事業は３年計画で行われ、村

では補助金打ち切り後も、この婦人の組織を継

続していくつもりのようであった。それまで全

村健康管理事業に直接関る組織が、衛生指導員、

集落の衛生部長という男性中心であったことを

考えれば、女性の参加の方向性が出たのは画期

的なことであった。

そして、昭和6２（1987）４月に改めて、「婦

人の健康づくり推進員」の会議が持たれている。

これには集落から推薦された女性40人が、その

柵成員となっている。その会識で、「八千穂村

婦人の健康づくり推進員設置及び運営に関する

規則」が示された。その目的として「村が行な

う保健事業の円滑な推進と保健福祉の向上をは

かり、あわせて村民の健康管理や公衆衛生に関

する自覚を高めることを目的とする」とされて

いる。任期は２年であり、再任を妨げないもの

とされた。このとき、集落からの推薦で全村健

康管理事業に、直接女性の組織が正式に加わっ

たといえる（Ⅵ章参照)。従って衛生指導員た

ちの認識も､引用後述するように､昭和62(1987）

年度から、新たに女性の組織が仲間が加わって

良かったという認識であった。

資料ｌのとおりの文瞥が佐久病院の「八千穂

資料」にある。昭和6２（1987）年４月に「衛生

指導員会議及び花見について」と題して、開催

の通知文書が出されている。その中で「また村

に婦人の組織が今月発足するということなので、

各地区で衛生部長や婦人の皆さんと力を合わせ

て取り組むには、どうしたら良いか色々な方面

から討議したいと思います」としている。つま

りその時点で、婦人の組織が健康管理事業に加

わることを歓迎し、一緒に力を合わせて取りく

みたいとの、認識を示している。

もうひとつの注目すべき点は、この文書の発

翰者が、衛生指導員会長名であるということで

ある。それまでは、衛生指導員会の招集は村長

名であった。またその時期には、村長名で招集

された衛生指導員会もある。なぜこのようなこ

とになったのかは、後述する。

｢衛生指導員はなくします！」

八千穂村役場の担当者と、佐久病院健康管理

部の担当者間では、そのころ大体一ヶ月に一回

程度で健康管理事業を進めることを目的に「事

務局会議」を開いていた。大抵は双方の課長、

時には佐久病院の健康管理部長も出席し、１０人

程度の出席が常であった。

昭和6１（1986）年の秋頃（明確ではない）よ

り、衛生指導員が、「役場の行う仕事」に関し

て色々な「ものを言ってくる」ので困ってしま

う、衛生指導員はいらないのではないか、と役

場内の一部の職員が言っているようだと、病院

担当者の耳に届くようになっていた。しかし、

これはあくまでも「うわさ」のレベルであった。

昭和6２（1987）年１月の「砺務局会識」で病

院担当者はこの「うわさ」は本当なのかと、会

議の最後に尋ねた。役場担当者はその時、明確

に「衛生指導員はなくします！」と発言したの

を複数の病院担当者が記憶している。筆者もそ
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の一人である。驚いた病院担当者は、衛生指導

員会長（当時は高見沢佳秀氏）にその旨を連絡

した。ここから約一年余り、衛生指導員廃止を

めぐる動きが続いた（佐久病院担当者の認識)。

やはり驚いた高見沢衛生指導員会長は、初代

の衛生指導員会長をした「トラさん」こと村会

議員をしていた山浦虎吉氏（故人）のところに

かけつけた。山浦氏は「そんなバカなことはあ

るはずはねえ－。村長に聞いてみる」とすぐに

村長のところにかけつけた。

しかし、村長からは「そんなことは聞いてい

ない。衛生指導員をなくすことなどない」との

ことでひとまず安心したとのことである。

ところが２月に入ると、衛生指導員三役が村

役場担当者からの呼び出しを受け、「来年度か
●●

ら衛生指導員会は必要に応じて開くことにしま

す」と言い渡されたのである。

同年３月に､佐久病院において「事務局会議」

が開かれた。筆者（当時健康管理部主任）は、

再度衛生指導員の存続の問題を提起した。やは

り役場担当者からは｢衛生指導員はなくします」

との発言があった。（１月、３月の｢事務局会議」

には双方の担当課長以下、役場、病院の担当者

が参加)。これは大変なことになりそうだと、

箪者は再度衛生指導員会長に連絡をした。心配

した衛生指導員会長は、役場担当者から２月に

言い渡されたこともあり、衛生指導員だけで緊

急の衛生指導員会を開催した。当時衛生指導員

であり、その活動を克明に記録したＡ氏の「記

録ノート」がある。そこには次のような記載が

ある。

｢Ｓ、６２．３．２３１９；３０～２２；００

出席９名上畑会館

衛生指導員会議（指導員のみ）

・役場一部担当者が指導員をなくす方向で検

討している様子。

・当面村当局の考えを聞き対処するが、村の

健康管理には、指導員が要るとの考えで、

独自に進め検討も必要とする｣。
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健診や衛生指導員旅行も終了した３月末、高

見沢会長は、佐久病院担当者に短い手紙を出し

た。当時の衛生指導員がおかれている、不安な

状況が分かる。（資料２）

伝達が主となる会議に戻ってしまった

昭和6２（1987）年度、衛生指導員たちも３年

目に入った。この頃には、衛生指導員ＯＢたち、

元役場衛生係長なども様々に心配し、それぞれ

に役場、議会などに働きかけていた。「衛生指

導員の廃止」はしないようにと。それはしばら

く続いた。しかし前述のように村長はじめ村幹

部は「そのようなことは知らないし、そんな事

実はない」とのことであった。

一方で、衛生指導員会は、それまでのように

村主催で月１回開催、というようにはならな

かった。昭和62年度では、必要に応じてという

ことでの衛生指導員会が開かれてはいた。そし

て婦人の健康づくり推進員との合同会議、ある

いは衛生部長も含めての｢衛生関係者合同会議」

などが行なわれていた。

これは人数も多く、どうしても役場からの伝

達という面が強くならざるを得なかった。従っ

て昭和6２（1987）年度、６３（1988）年度には、

衛生指導員会の月１回の学習会の実施は不完全

であった。表ｌは昭和6１（1986）年度に計画さ

れた衛生指導員会の学習計画である。村役場か

ら示された昭和63年度の衛生指導員年間計画を

見ると、後者は単独の衛生指導員会が少ないし、

表１衛生指導員学習会計画について昭和61年度

4月 胃がんについて

5月 ハエとネズミの一生

6月 健康リーダーの役割

7月 農薬．有機溶剤

8月 太りすぎ．肺がん検診．酒．タバコ

9月 応急処置の方法

1０月 村長との話し合い

1１月 健康管理活動を進めるにあたって

2月 胃がん

3月 視察研修



また学習会の計画の記戦もない。

この当時、「婦人の健康づくり推進員」を村

規則で位置づける中で、衛生指導員も含めて、

村財政上からの問題があったとも聞いている。

時代により金額の違いはあるが、衛生指導員へ

の公式の活動、つまり衛生指導員会への出席、

健診実施やそのお手伝いへの参加、結果報告会

への実施・参加などの役務に対する費用弁償が

あった。そして、それらの金額を減らしたいと

いう、村の財政面からの意見もあったと聞いて

いる。

衛生指導員たちは、この間自主的に衛生指導

員会と学習会を開いていた。この自主的「衛生

指導員会」は会長名で招集されていた。この問

題を通してお互いの繋がりを一層強めたという。

演劇発表の活動などを通して、衛生指導員同士

の連柵が強くなっていたこともある。また、学

習することの大切さを、後の卒業文集の中で多

くの衛生指導員たちがふれている。佐久病院か

らは担当者や、学習会の講師などが参加した。

しかし残念ながら役場担当者の参加はほとんど

なかった。

指導員会議も殆どなくなる

衛生指導員の卒業文集「激動の４年間』の中

で、「激動の４年間を振り返って」と題した高

見沢会長は手記で次のとおり述べている。

「さて衛生指導員の２年目に入り､我々はもっ

ともっと学習をして、地域のため、住民のため

の健康管理活動を進めようと、はりきっていた

矢先、役場の課長、担当、保健婦が変わりまし

た。人が変われば、いろいろな活動方法も変わ

ります。同じ人間ではないので変わって当然で

すが。私たちは大分とまどいました。それでも、

年間を通じた新しい活動にもなれ、それぞれの

各地区での活動も充実してきました。３年目に

なると今度は、婦人の健康づくり推進員が設置

されました。このため各地区でのとりくみ方法

も変わり、また指導員会議もほとんどなくなっ

て、推進員との合同会議が主になりました。こ

の会溌は人数が多すぎて地域の住民等の意見な

ど出せない状態でいつも役場の説明か報告で終

わってしまい、会識の後、大分あちこちで不満

の声が出ていました。そんな中で我々は自分た

ちの仲間づくりのためにと、自主的な指導員会

議を何度か持ちました。（中略）

そんなときに、行政では今回限りで衛生指導

員は廃止して、婦人の推進員だけで、村の健康

管理事業は運営していくという話が出てきまし

た、これには参りました。我々はもう必要でな

いのか、なぜ必要でないのか。私たちはこれだ

け真剣に地域の人たちのために活動しているの

になぜなんだと、みんなで討論しました。この

話もそれからそのままになってしまいましたが。

私自身大分悩みました」と。

また、当時の衛生指導員副会長であった渡辺

憲太郎氏（故人）は、同文集で次のように述べ

ている。

「指導員としての目的や任務は、日頃身につ

けておくべきだが、まだまだ自分の不勉強は反

省しております。最初の頃は、指導員全員での

勉強会も一ケ月に一回位あったのだが、現在そ

れが少なくなったのが残念である。なかなか個

人での勉強は大変である。衛生指導員としての

活動はやはり勉強不足ではできないとつくづく

思います。（中略）

衛生指導員の大事な仕事は村民との対話と教

育だと思う。それには、保健、衛生、医療面で

の勉強会も一月に一回位はもたないと無理であ

る。婦人の健康づくり推進員、食生活改善推進

員とそれぞれの立場で勉強をし、行政、病院と

のパイプ役となり積極的に村民と接することが、

我々の重要な任務と思う」と。

佐久病院担当者の反省すべき点も

この年度には村民ドック導入をめぐり、議論

が起きたときでもあった。村には待望の開業医

ができていた。青木幸範先生による「八千穂ク

リニック」である。

年度末の昭和6３（1988）年２月、初めて村の

予算からの支出を伴った、衛生指導員の視察研

修が行われた。「ドック対応の先進地視察」と
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いうことで、岩手県沢内村に出かけた。この予

算付けには、役場担当者の尽力が大きい。以後

この視察研修は今日まで続いている。

昭和6３（1988）年度、衛生指導員たちの任期

は４年目の最終年度に入った。そして、八千穂

クリニックと佐久病院で「村民ドック」の受診

をする取りくみが始まった。集落ごとに行われ

る「村民ドック」の事前説明会の活動がさかん

に行われている。

従来の健診との兼ね合いも含めて、衛生指導

員の中にも様々な意見が出された。この取りく

みをする頃には、衛生指導員廃止の動きは影を

潜めている。そして、昭和6３（1988）年11月に

は、村長召集で、「昭和63年度健康検診、及び

報告会学習会について」として、衛生指導員会

と学習会も開かれている｡ちなみに同年１月(前

年度）には担当課長が変わっており、翌平成元

(1989）年３月には担当者が変わった。

この激動の４年間を振り返ってみて、佐久病

院担当者の反省すべき点もあった。それはこの

時期、若月先生が提案された「住民参加」の形

をとった衛生指導員との関わりが、本当にでき

たかどうかということである。村長はじめ村幹

部の一貫した方針があるにもかかわらず、役場

担当者との｢違い｣にとかく目がいきがちであっ

た。不協和音がともすればあったこの時期、も

う少し工夫したやり方がなかったかと。とくに、

当時の高見沢衛生指導員会長は真剣に行動をし

ていた。大変尊敬すると同時に多大な迷惑をお

かけしたと、筆者も反省している。これは同じ

ように、衛生指導員のこの問題に関わるすべて

の人に対して言えることである。

｢住民が主役である」との認識のもとに

前述の杉山先生はその論文で、八千穂村での

女性による住民グループの活動を､｢栄養グルー

プが形成された時期、メンバーが多面的に活踊

する発展期、ときわぎ会として再出発して村の

福祉施設開設にこぎつける発展期と３つに分

け」て、分析・評価している。

筆者は女性の住民グループへの言葉としてだ
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けでなく、村の住民グループ全般へのそれとし

て、杉山先生の同論文から次のように述べてい

る部分を、引用させて頂きたい。

「注目すべきは、具体的な事業展開にあたっ

て、病院のスタッフから住民まで関わる人々が

同じ土俵で意見を交換したり、一緒に活動する

場が保障されていることである。八千穂村の健

康管理事業には村の事務職や保健婦とともに佐

久病院の職員と住民の衛生指導員が同じスタッ

フとしてチームを組み、一緒にプログラムを立

案・実施している。

地域の中で人と組織は重なりあいながらあた

かも生き物のように伸縮自在に動いている。公

共空間は、「住民の組織化」といった従来のコ

ミュニティワークの用語では捉えきれない住民

によるダイナミックな動きを生み出し、地域の

｢地域保障』の基盤を形成した」と。

本稿でふれた「少し特異」な時期に対して、

示唆に富んでいる内容である。衛生指導員は行

政の組織ではある。しかし若月先生が折にふれ

強調されていたように、「住民参加」のひとつ

の形態として、提案されたという歴史的背景が

ある。

この組織を行政の末端組織としてのみ位置づ

けるのかどうか､あるいは工夫の中で活動を｢住

民が主役である」との認識のもとに活動を位置

づけるのかどうか、で決定的な差が出る。「も

の言う住民、自立した住民」の存在は、様々な

事業の発展の原動力になると考える。

最後に昭和6３（1988）年１月、松島松翠元健

康管理部長（現名誉院長）が、この時期の諸問

題をめぐり、八千穂村に提起した「八千穂村へ

の提言」の一部を資料３として付すこととする。

これはいまだ現代的意義を有していると考える

からである。

（飯嶋郁夫）

(参考文献）

ｌ）若月俊一．村で病気とたたかう：岩波瞥店．岩波

新瞥．１９７１

２）衛生指導員編．八千穂村衛生指導員の記録「激動

の４年間」退任記念：未発行本．１９８８



3）杉山章子．第９章地域における社会保障システ

ムー「健康づくり」による「地域づくり」の事

例を中心に一．杉田米行編著．日米の社会保

障とその背景：大学教育出版．２０１０：２９９．

３００．３２０

４）松島松翠．八千穂村におけるこれからの健康管

理活動の進め方についての提言．集団健康スク

リーニングのあゆみ第８集：長野県厚生連健康管

理センター．１９９１：１０９．１１０

(資料ｌ）

昭和62年４月16日

衛生指導員殿

八千穂村衛生指導員会長

高見沢佳秀

衛生指導員会及び花見について

あちこちで花便りが聞かれる今日この頃ですが、ここ１週間ばかり肌寒い日が続きますが、いかがお過ごし

でしょうか。

さて、４月から新年度に入り、心も新たに村の健康管理砺業に取り組むために、また村に婦人の組織が今月

発足するということなので各地区で衛生部長や婦人の皆さんと力を合わせて取り組むにはどうしたら良いか

色々な方面から討織したいと思いますので、花見を兼ねて下記の日程で行います。

全員の出席をお願いします

記

日時４月22日午後６時30分

場所八千穂食堂

会費3000円

なおどうしても都合のつかない人は、下記へ必ず連絡下さい

○水○男８８－○○○○

(資料２）

先日は、衛生指導員の旅行に多数参加いただきまして、有りがとうございました．

おかげ様で、指導員同士の親睦を深めることができ、また役場との間の感情的にずれていた問題も今度の旅

行で、修正できるかも知れません（ですが役場に住民組織活動を根本的にもっと良く知ってもらいたいと思い

ます)。

これから我々指導員もみんなで力を合せて健康管理活動に取り組んで行きたいと思いますのでよろしくお願

いします。

本当に有りがとうございました。高見沢佳秀
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(資料３）

八千穂村におけるこれからの健康管理活動の進め方についての提言

松島松翠

先般、八千穂村佐々木澄雄村長は、これからの八千穂村について、「日本一の長寿と健康村をめざす」という

方針を示され、佐久病院にもなお一層の協力を要望された。（八千穂村・佐久病院合同会議、第４回健康まつり

開会式）この村長方針に沿って、今までの健康管理のあり方をもう一度見直し、あらたなる飛踊に向かって村

ぐるみで取り組むべき、大きな契機にすることがぜひとも必要である。

それでは、今までの健康管理をもう一度見直すということはどういうことなのか。八千穂村健康管理のいち

ばんの欠陥はどこにあるのか、今後どのような視点で健康管理を進めていったらよいのか。これについては、

すでに松下拡氏が「八千穂村への提言」としてくわしく述べられている（八千穂村健康管理二十五年、２３９～

241頁、Ⅶ章に再録）ので、詳細は省くが、結績だけいうと、今までの八千穂村の健康管理は、病院や行政が主

体であって、住民の主体的な取り組みになっていない。そのために病院まかせ、役場まかせの傾向がある。もっ

と住民が、健康問題を自分たち自身の問題として、発言し、話し合い、研究し、実践することがなければ、本

当の愈昧で村ぐるみのものになっていかないという意見である。

この指摘はまことに正しいと思うし、八千穂村健旗管理25年の結論の一つでもあった。この点については、

私どもも大いに反省をしなければならない。

そのような反省の上にたって、これから「日本一の長寿と健康な村をめざす」には、どのようにしたらよい

かを考えてみたとき、明白なことは、従来のように、上からプランをただ与えて、それに従えというのはダメ

であって、プランを住民の討識の中から、下からつくり上げていかねばならないということである。それが結

果的に同じプランになったにせよ、両者の違いは、今後の取り組みとその成果に根本的な違いをもたらすに違

いない。

なぜならば、住民みずからが熱心に討議し、ああでもない、こうでもないとお互いに知恵をしぼり合い、ま

た研究し合い、場合によっては住民の側から役場や病院の専門家に相談し、助言を得たりしながら作り上げた

プランというものは、真に住民のものとなり、このプランに沿って皆で取り組んでいこうという意欲が自発的

に出てくるからである。これに反して、上から与えられたプランというものは、それがどんなによいプランで

あれ、自発的な意欲をもりたてない。一時的には関心を高めることはあってもそれは長続きしない。やがてそ

れが次第にすたれていくことは、２８年の経験が証明している。すなわち、他人まかせでなく、自らの健服を自

ら守っていこうという意欲は、自らがプラン作りに参画することなしには、高めることは困難である。

すなわち問題は、プランの内容そのものよりも、プランをどう作っていくかという過程が、より大切だとい

うことである。

従って、病院なり役場なりが基本的な方針を出すのはよいが、具体的なプランを上から押しつけてしまっては、

また従来と同じことになってしまう。もちろん、プランを上から出す方が私どもにとっては簡単であるし、楽

である。健康管理に専門に携わっているものなら、いくつかのプランはすぐ頭に浮かぶ。逆に住民の中でお互

いに意見を出し合いながらプラン作りを進めていくのは面倒であるし、時間もかかる。しかし、このような面

倒なことを厭わずに時間をかけてやっていくことが大切ではある。労力をかければ、やはりかけただけの結果

は出てくるのではないか。私たちは、あまりにも安易に咽を迎び過ぎてきたのではなかろうか。（以下略）

昭和63年１月29日
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『｢村民ドｯｸ」
の実施問題一■

｢がんの撲滅」が課題

昭和61(1986)年ごろより､八千穂村では｢八千

穂高原開発構想」が進められていた。この当時

｢ゴルフ場の民活方式による開発や松井別荘地

の整理や新しく開発する八千穂高原別荘地等に

よって見込まれる収入」（八千穂村公民館報、

第247号）によって、村は財政の豊かな発展の

上に立って、長期振興計画の実現や、日本一の

健康と長寿の村を目指そうとしていた。

しかし、その経済効果には疑問があるとし、

また八千穂村の美しい緑と水が壊される心配が

あるという声もあった。議会でもいろいろ論議

の末、佐々木澄雄村長も最終的には、観光開発

の中止を決めた。

一方、全村健康管理を始めて30年近くたった

村では、がんによる死亡者が減らず、「がんの

撲滅」が課題となっていた。そして、昭和５８

(1983）年度からは「胃の施設健診｣、昭和６１

(1986）年度からは「肺がん検診」に新たに取

りくんでいた。

昭和6３（1988）年１月、村と佐久病院で行っ

ている「事務局会議」の際、次年度より「村民

ドック」を実施したいとの提案があった（佐久

病院への提案は書面による)。衛生指導員、婦

人の健康づくり推進員への提案もほぼ同じ頃で

あり、関係者の間では、「村民ドック」をめぐ

る議論が急速に起こった。

佐久病院では、それまでに半日ドック、一泊

二日ドックが実施されており、八千穂村民の受

診者もあった。そしてすでに、全村健康管理事

業の柱として、集団健康スクリーニング方式に

よる村の健康健診が実施されていた。

人間ドックと集団健診の功罪

佐久病院では、人間ドックと集団健診につい

ては、それぞれ表１，表２のように整理をして

きた。とくに集団健診の教育的効果については

表３のとおりである。

つまり、次のように考えてきた。

人間ドックは、いわば総合的な健康診断で、

がん検診も含め、いろいろな検査をすべて含め

て行えるということで、検診方法としては最も

よいものである。３０歳を過ぎたら、このような

総合的な健診を年１回受けるということは、ほ

ぼ理想的である。

それに人間ドックという名にはやはり集団健

診とは違った魅力があり、今まで集団健診を受

診しなかった人が、初めて受診するという例も

あり、その意味では、未受診者の掘り起こしに

は役立っているといえよう。内容的には総合的

集団健診と各種がん検診を合わせたものとほぼ

同じであってあまり差はないが、それを１回で

受けられるという点と、ドックを受けたという

満足感が異なる。

しかし人間ドックは、個人の健康診断として

は理想的だが、集団あるいは地域としてみた場

表１人間ドックの良い点と問題点

･人間ドックは、総合的な健康診断として、す

ぐれた健康チェックの方法である。

･がん検査を含め、検査が多数組み込まれてお

り、それらを一度に済ますことができる。

･経費がかかる。

･実施機関の受け入れ態勢に限界がある。

･個人的な健康管理だけに終わりやすく、地域

全体の健願づくりにつながりにくい。

表２集団健診の良い点と問題点

。一度に大勢の人を健診でき、効率がよい。

・住民の住む現場へ出張してやるので、健診が

受けやすい。

。その反面、健診スタッフに負担がかかる。（と

くに数が少ない医師に）

･基本的な健康診断の他に、がん検診を始め、

いろいろな臓器別検診があり、全部受けるに

は手間がかかる。

･地域の健康づくりにつなげる資料が得られる。
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表３集団健診の教育的効果

･健診の場を利用して、大いに集団健康教育が

できる。

･ここでいう健診の場とは、駆前の健診学習会

（健診説明会）や事後の結果報告会などをすべ

て含む。

。これだけ住民を多く集められる機会は、この

ような場以外には少なく、大いに利用すべき

である。

。この場で、－次予防まで含めた効果的な健康

教育が可能となる。

合、いろいろ問題点が生ずる。その一つは、経

費がかかるということである。また、受け入れ

体制の問題もあり、医療機関での受診人員には

ある程度限度がある。

次に、受診人員が限定されてくると、効果が

不十分になる可能性がある。たとえばがん診断

についていえば、1,000人が人間ドックをやる

よりも、3,000人のがん検診をやった方がはる

かにがん発見率は高い。しかも、費用は後者の

方がはるかに安くすむ（とくに、胃、腸、肺、

子宮、乳がんなど)。ただし集団検診では肝、

牌がん等の早期発見は難しいが、人間ドックと

しても１００％完全ではない。つまり内容のくわ

しい検査は必要だが、いかに多くの人々に受診

させるかが、疾病の早期発見のカギといえる。

そして、受診率の向上のためには、健康意識

とか健康意欲の向上が基本である。なぜ集団健

診を受診しない人がいるか、その理由は何か、

ということを徹底的に分析し、それをみんなの

力で少しずつ改善していくことが必要である。

健康に無関心な人がいれば、できるだけそうい

う人たちによく説明して、納得してもらい受診

してもらうという運動的取りくみが基本である。

健診を魅力あるものにするためには検査内容の

改善は必要であるが、ただそれだけの改善で事

足れりということになると、やがてあきられ、

長続きしなくなるおそれもある。

さらに、自分の健康を守っていくためには、

自分だけでできることもあるが、地域全体で

２３０

守っていかなくてはならないこともある。とく

に疾病のもとになる生活改善や環境改善などが

それである。集団健診や集団の健診結果報告会

はその点で意味が出てくる。また広い意味の環

境改善ということになると、どうしても地域全

体で取りくむ必要が出てくる。これが人間ドッ

クであると、個人の診断とその指導だけで途切

れてしまうことが多い。個人としてはこれでよ

いが、地域全体の健康を守る運動に結びつかな

くなるおそれもある。

人間ドックは健康診断としては理想的である

が、これをどう地域の健康を考える運動に発展

させていくかが課題である。

八千穂クリニックの開業と人間ドック

昭和6２（1987）年11月、村では待望の内科医

が開業した。青木幸範先生による「八千穂クリ

ニック」である。消化器内科・内科・人間ドッ

ク・小児科・放射線科を標梼されている。青木

先生はそれ以降、村医としての役割をはたされ、

大きな実績を残されている。

青木先生は､｢八千穂クリニック」というホー

ムページで、次のように述べている。

「1987(昭和62年）年11月に開院しました。病

院時代（佐久総合病院・町立千曲病院）は胃腸

科・健康管理と病理科を主業としていました。

開業するなら無医村であった八千穂でと考えま

した。（当時の医師会の幹部の中には反対の方

もいました)。

田舎で一人の住民となり生きたい、そして町

立病院で実施していたドック方式の健診をした

いという願望を持っていました。（八千穂村の

ドックは昭和63年より開始されました)。現在

でも、医療機関の機能分化は不十分な状況です

が、（一次・二次・三次などの）南佐久地域も

あるカラーに統一されるのではなく、個性ある

医療機関の存在が医療を活気づかせるエネル

ギーとなると思っています」と。

青木先生は、開業されたときより、八千穂村

で「ドック方式の健診をしたい」という願望を

持たれていたようである。



村長も「村民ドック」実施の方向へ

昭和6２（1987）年11月、「健康管理合同会議」

が佐久病院において開催された。そこでは「昭

和62年度八千穂村健康管理耶業計画」が出され、

各種の健康診査やその結果、健康教育、健康相

談、事後指導、人口動態、国保医療の状況、そ

の他の事業などが討論されている。この時点で

は「村民ドック」の提案はまだなかった。しか

し「がん対策」は間、肺、大腸、子宮、乳房な

どの検診とその結果をもとに、熱心に討論がさ

れている。

そして、八千穂村識会の昭和6２（1987）年１２

月定例会では、次のような質疑応答が議員と村

長の間でかわされている。

撒口（前略）医療分野では､両医療機関（八千

穂クリニック・児張歯科医院：筆者注）の果た

す利点を、保健活動と連携させながら最大限に

生かすことと、健診の分野では一定の方向づけ

をしている様子ですが、村民の立場からは、佐

久町並の人間ドッグをぜひ取り入れてもらいた

いと思います。その方向と生命を守るという村

民への影響、国保の健全化については、今まで

にもI|Ｉし上げたとおりです。そして、ドックを

取り入れる場合、佐久川は個人負担が１万円で

すが、先日岩手の沢内村へ寵話をして聞いたと

ころ、4,500円だそうです。村長も日本一の健

康管理村というなら、この面でも日本－安く村

域、肯●舎一号一ｓ=皇二一二

隆電ｒ

胃内視鏡検査

民ドックのできるようにすべきだと思います。

村長（前略）先進地に学ぶもの、八千穂村の

実紬の上に更に積み重ねていくものの検討をし

て参ります。人間ドックについては、これは具

体的にやっていきたいし、予算的配慮もしま

す｣。（やちほ議会だより第１０号，1988）

村では、問題は「村民ドック」の財源をどう

するかということであったが、別１．|地を貸し付

けるということで、なんとか確保できるという

兇通しを持ったようである。そこで村では、昭

和6３（1988）年度から早速実施と決めた。あま

りにも早い決定に、術生指導貝も佐久病院の担

当者も驚いた。以前に一般健診から集団スク

リーニングに移行するとき、１年かけて、やる

かやらないかと随分論議を亜ねたことがあった

からである。

住民裸では、村の要望を受けて、３５歳から６９

歳の約2000人に実施することにしたが、人間

ドックは、新しく八千穂村に開業した八千穂ク

リニックの青木医師にやってもらうこととし、

佐久病院は従来の健診をやるというふうに、一

方的に決めてしまった。

これには、病院側も術生指導員も反発した。

佐久病院も人間ドックは以前からやっているし、

八千穂の住民も佐久病院のドックを受けている

人もかなりいる。十分受け入れられる態勢は

盤っているし、それに検査設備の整っている病

院のほうが、本来は人間ドックに適している。

それに、クリニックのドックでは、婦人健診が

できないのではないか。できれば、人間ドック

は両方でやるべきだと。いろいろ討議の結果、

ドックは両背でやることになり、どちらを受け

るかは本人の希望通りにするということで決着
した、

衛生指導員会では意見が分かれた

「村民ドック」の実施については、衛生指導

員たちの間では意見が分かれ、激しい議論に

なった。「人間ドックは一瀞いいから、すぐに

でも進めるべきだ」「いや、個人負柵のことも
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あるし、もう少し住民に脱明し、よく検討して

からのほうがよくはないか｣などと。「村民ドッ

ク」をやるという村の方針が、討議が十分でな

いまま、予算化されていったので、衛生指導員

も佐久病院でも、若干のとまどいがあったのは

当然であろう。

この年の２月には、村の予算も使った形の衛

生指導員の視察研修が初めて行われた。人間

ドック対応の先進地視察ということで岩手県沢

内村であった。

平成元（1989）年３月、この期の衛生指導員

たちが作った『八千穂村衛生指導員の記録「激

肋の４年間」退任記念』という卒業文集がある。

その11'から「村民ドック」に関する４人の文章

を引用する。

Ｋ氏は次のように述べる。「今年から村長さ

んのいわれる“日本一の長寿と健康の村をI言|ざ

して，,の大スローガンを目標に、行政ではそれ

なりの予算を計上して、ドック健診方法の制度

を実施した。この非常に恵まれた我々八千穂村

の村民は、この制度と環境を自分の健康を守る

ために|･分に活かしていくべきだと思う。先日

佐久病院との合同会議の席上で院長の若月先生

は、八千穂村の健康管理は再出発点に入ったと

おっしゃった。私もその通りだと思っている｣。

そしてＩ氏は次のように述べる。「今年から

健診とドックが１年おきに交互になるとのこと

だが、これを住民がどういうふうに理解し、毎

mの生活に役立てていくかが問題になると思う。

2３２

内容が多くなれば、それだけ理解するのも大変

である。地域内での勉強会、懇談会も大切にな

り、定期的に実施し、何Iulも行うことが大切な

ことと思う。それに伴っての保健婦さん、栄養

士さんの固定化と指導が大切になってくると思

う｣。

そしてＷ氏の意見は次のようである。「昨年

より地元に『八千穂クリニック』｢児玉歯科医院』

が開院となり、近くで診療してもらえることは

大変ありがたいことだと思う。『Ｈ分の健康は

自分で守ろうｊとの言葉どおり、ドックを進ん

で受け、早期発見と治療をして家族ぐるみ、地

域ぐるみで健康管理に心がけてゆけたら良いと

思う｣。

そしてＴ氏は次のように述べている。「指導

員雌後の４年目に、村民ドックの取り組みを始

めた。短い期間での取りまとめ、そして説明会、

毎晩大変だった。もう少し住民が考える時間が、

検討する時間が必要なのではなかろうか。住民

側からぜひドックをやってくれと希望が出たな

ら別だが、私たち指導貝もこの激しく移り変

わった４年間を通して、健康管理活動はどうあ

るべきかもう一度考えてみるべきではないだろ

うか。地域住民の健康を守るため、どこから先

に考えたら良いのだろうか。やっぱり、堆本は

住民の意思を大事にし、住民の恵兇をどんどん

把握して進めていかなければならないのではな

いだろうか。

それには私たち指導員や推進且が、各拠当地

区で住民の要望によって、定期的に会合をもっ

たり、学習会を開いたりして住民の本当の、末

端からの意見を聞いて、行政や医療機関へ上げ

ていって、いい意味での住民全体の健康管理活

動をしていかなければならないのではないだろ

うか。村の健康管理の長い歴史のなかで、最初

は何でも病院にまかせておけば良いという過去

の病院主導から、現在は行政がいろいろな計画

を立て、上から与えてくる行政主導である。住

民のリーダー的立場である我々が、もっといろ

いろな組織と交流をはかりそしてさまざまなプ

ランを住民側から立て、行政や医療機関に上げ



ていかなければ、息の長い健康を守る運動がで

きないのではないか」と。

三者で議論を交わす

「人間ドック」という魅力があったこと、検

笹項目が多いこと、一度で健診が済むことなど

もあり、「村民ドック」に取りくむことに多く

の衛生指導員は賛成であった。しかしその実施

の仕方に村民の「参加」を脈える指導風もいた。

「村民ドック」実施の提案を受け、八千穂村

役場、八千穂クリニックＴ佐久病院の三者の会

議、村役場、佐久病院との事務局会議、八千穂

クリニックと佐久病院の会議も頻繁に行われた。

２月には「村長との話し合い」が開催され、３

月には三者による「八千穂村村民ドック打ち合

わせ会議」が開催されている。

八千穂村役場からは、次のような説明が主で

あった。

「日本一の長寿と健康の村を作っていきたい。

医療という面で佐久病院にお世話になってきた。

今度は青木先生にもお世話になっていきたい。

今までの健康健診をふまえて、昭和6３（1988）

年度から『村･民ドック』を実施していきたい。

今までの取りくみで、脳卒IlJの死亡が克服され

つつあるが、がんの死亡率が上がってきた。が

んの早期発見をしたい。特に胃がんの早期発見

を第一目標にしたい。村民ドックは両者（八千

穂クリニック・佐久病院）で協力してやっても

らう。村民ドックの技術的な面は両者で協力し

てやってほしい。健診システムの互換性をはか

りたいが、全面的には無理がありそうだ。とに

かく村民ドックを始めることにしたい。いずれ

はデータの統一は必要である」と。

八千穂クリニックの青木先生は、主として次

のように発言した。

「村の大きな方針で|｢村民ドック』をやって

ほしい。行政の熱があれば住民が分かってくれ

るのではないか。Ｗカメラをやれば当初は、か

なりがん発見(早期も含め)ができると思う。(健

診の継続性という意味で）佐久病院のコン

ピューターを今後使わせてもらえればよい。佐

久病院のドックに合わせて、血液データの分析

は、共通で佐久病院で行うという提案に箇成す

る。村の方針を大黙にして、まわりが取りくん

でいけばよいのではないか。村民への説明会が

あれば積極的に出たい」と。

一方、佐久病院の健康管理部長も含めた担当

者からは、次のような意見が主であった。「人

間ドックには、がんやその他の疾病の早期発見

とともに、その予防のための生活改善という日

標がある。多くの村民が受診してきた今までの

村の健康検診（集団健康スクリーニング方式）

との互換性をどうするか。佐久病院の人間ドッ

クを受けている村民もいる。胃検診車による検

診の受診率が非常に低い（800人ぐらい)。2,000

人にするのは大変努力が必要。胃検診を受けた

800人は、がんに関心があるので、この人たち

が『村民ドック.Ｉを受けるのではないか。する

と全体的には、健服検診と人間ドックを合わせ

た受診率はあまり上がらないという心配もある。

ともかく全体の受診率を上げることが大事であ

る。従来の健診と『村民ドック」を併用してい

くと、データが違ってくるので、事後指導が大

変になる。保健婦の増員が必要ではないか。コ

ンピューターのソフト面の提供はなかなか難し

い。『村民ドック」実施という方針なら、衛生

指導員、婦人の健康づくり推進員をはじめ、村

民への説明が必要である。担当者を中心にがん

対策のプロジェクトチームを作ってほしい」と

(いずれも佐久病院の「八千穂資料」より)。

｛『‘i戯
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いくつかの会識で、概略上記のようなやりとり

がされている。但し､この「やりとりの概略」は、

筆者の責任で当時の記録をもとにまとめてある。

｢村民ドック」のこれからの課題

一方、佐久病院内においても問題はあった。

ひとつには、人間ドックと集団健診スクリーニ

ングとの間の互換性問題である。具体的には血

液検査データの互換性の問題であり、問診

チェックや検査データ、診察などから導き出さ

れる判定まで含めた、診断ロジックの統一性の

問題である。

佐久病院人間ドックの血液検査は、院内の血

液検査室で行い、集団健診スクリーニングの血

液検査は、健康管理センター血液自動分析室で

行なっている。もちろん両施設とも、日本医師

会や日本臨床検査技師会などが主催するコント

ロール・サーベイ（臨床検査精度管理調査）を

毎年３回程度は受診し、検査の精度管理を保っ

て良好な評価を受けている。しかし、当時は器

械が違えば、微妙にデータの違いが出るのが現

実であり、当然判定の基単値はそれぞれに決め

られていた。但しこの問題は、医師・臨床検査

技師の努力により現在では、ＪＡ長野厚生連の

血液検査値はどの施設でも一定の水準で統一さ

れ、解決をみている。

しかし､｢村民ドック」の血液検査については、

当初は村内の医療機関も健康管理センターで

やっていたので問題はなかったが、途中から一

つは別な業者が担当するようになり、集団健康

スクリーニングや佐久病院ドックのデータとの

互換性が問題になった。

診断ロジックの統一性については、集団健診

スクリーニングでは、具体的な生活指導までふ

みこんだものになっていた。一方、人間ドック

の診断ロジックは、当時まだ開発途上であった。

現在でもきちんと確立されてきているとはいえ

ないが、「診断基準」は一応できている。「診断

基準」は、できるだけ診断が客観的にできるよ

うに必要なものであるが、これがドック実施機

関で共通的に採用されているかというと、そう
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とはいえない。これは、ドックの検査内容がそ

れぞれの医療機関で若干異なるという面がある

からである。

もう一つは、「村民ドック」をはじめ「健康

検診」「がん検診」などで、効果的な保健指導

が出来ているだろうかという問題である。健診

データ（村民ドックを含む）を地域でまとめて、

｢結果報告会」や「健康まつり」などの折りに

発表し、みなで地域の健康状況を知り、改善点

を考えていくようになっているだろうか。健診

は、地域診断や地域の健康を守る運動に、具体

的な資料を提供してくれる。人間ドックは個人

的な健康診断ではあるが、「村民ドック」とい

うことになれば、そのまとめが村の健康管理に

十分活用されなくてはならない。

また､｢村民ドック」の実施の大きな目的には、

｢がんの撲滅」があったが、それがどの程度達

成されたのかということである。がん検診の有

効性については､｢本誌Ｖ章」に詳述されている。

即ち、そこに記述されているように、がん検診

によって、催患率の減少よりも死亡率減少が上

回ることが重要である。今後とも人間ドック受

診者の追跡がきちんと行なわれて、がん検診の

有効性の評価がなされ、地域全体としてのがん

検診のあり方を検討していくことが必要であろ

う。

「村民ドック」は､実施以後20年を過ぎている。

ここで一定の評価を考える時期ではあるまいか。

それは実施主体の行政にまず求められる。それ

と佐久病院の健康管理部、とくに人間ドック科

もそれに大きな責任を背負っていることを忘れ

てはならない。

（飯嶋郁夫・土屋樹里）
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■P一がん検診不要論■
ここで私が述べたいというのは、「がん検診

不要論」ではなく、「がん検診不要論」に対す

る反論である。その中で、とくに問題となって

いるのは「胃がん検診」であるので、「胃がん

検診」を中心に、不要論の問題点について述べ

たい。

これは、八千穂村だけの問題ではないが、

八千穂村全村健康管理においても、がん検診の

あり方に大きな問題を引き起こしたので、ここ

で取り上げることにする。

理不尽ながん検診の補助打切り

問題の発端は、平成1０（1998）年２月１日の

毎日新聞の記事である。「がん検診、国が補助

打切り、財政難の市町村､有料化や廃止を検討」

という見出しの記事が一面のトップに大きく

戦った。新聞休刊日の前日にこれをトップで出

すとは、まさに特ダネ的な扱いだが、実際この

事実を知った人たちは大いに驚いたに違いない。

もっともこの国の方針は、自治体には平成９

年12月に、老人保健法よりがん検診の補助を打

ち切り一般財源化するという通達があって、自

治体関係者は大体知っていたようだが、まだ問

題の重要性は十分理解されていなかったようだ。

がん検診補助打切りの記事は、当然ながら医

療関係者に大きな波紋を巻き起こした。その中

でとくに論議をまき起こしたのは、同じ新聞に

掲賊された解説記事であった。それには高木昭

午記者による署名記事で、「がん検診の有効性

には疑問の声が強く、法的義務付けの廃止と国

費の補助の打切りは妥当な措置とも言える」と

譜かれてあったからである。

すなわち、がん検診の有効性が疑われている

ことが、その補助金打切りの一つの原因をなし

ているという説明である。そのために、「がん

検診は効果がない、だから検診の補助を打ち

切った」という認識が自治体関係者や一般の人

に広がるとともに、検診の廃止や有料化を検討

する町村が出てくるという事態を招くことに

なった。

国としての責任を放棄したもの

がん検診が補助打ち切りになった実際の背景

は何か。

がん検診は老人保健法のなかで、胃がん、子

宮がん、乳がん、肺がん、大腸がんの５つの検

診を市町村に義務づけている。検診費は国、都

道府県、市町村の３者がそれぞれ３分の１ずつ

負担している。平成９年度の厚生省負担金は

174億円であった。

この負担金を平成１０年度は廃止し、一般財源

化するというのである。この中には、５つのが

ん検診費用だけでなく、がん予防のための健康

教育活動費用も含まれている。

この打ち切り決定について大蔵省は「政府の

一般会計の削減策の一つ」と説明しているが、

厚生省老人保健課では「(財政上の）全体的議

論と、がん検診の有効性に関する溌論の双方で

こうなった」と釈明している（前述､毎日新聞)。

後になって、老人保健課では「がん検診の一

般財源化とがん検診の有効性との識論とは一切

関係がない」と否定しているが、全く無縁とは

言い切れないであろう。がん検診の有効性が否

定された場合、検診実施の責任を追求されると

厚生省は苦しい立場に追い込まれるので、それ

を事前に回避したとも受け取れよう。

また打切りに伴い、厚生省は老人保健法に基

づく健康診査の内容を定める同省告示からがん

検診を削除することを決めた。つまりがん検診

実施の法的義務が廃止された。このため、市町

村にはがん検診実施の義務はなくなった。今ま

で国の責任で行っていたがん検診を続けるかど

うかは、すべて市町村長の判断にまかされるこ

とになった。これは、国民の健康を守るべき厚

生省が市町村にその資任を押しつけたもので、

自らの責任を放棄したものと言えよう。

一方、厚生省は市町村に打ち切りを通知した
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Ⅵ健康な地域づくりのための運動
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文章の中で、「国民の健康保持の観点から重要

な事業」であるとして、がん検診の継続を希望

している。そして、従来の負担金に相当する額

は、一般財源化し、地方交付税としてほぼ同額

を支給するので、その範囲で検診をやってほし

いという。

市町村は有料化や廃止を検討

しかしながら、このまますべての市町村が従

来通りがん検診をきちんと実施するとは限らな

いということが問題なのだ。

地方交付税で交付されるといっても、これは

一括交付であって、とくにがん検診費用として

特定されているわけではない。簡単にいえば、

それを何に使おうと勝手なのである。自治省は

｢交付税の使途は市町村の自由である。検診を

してもよいし、橋や道路をつくってもよい」と

説明している。市町村長の考え一つで、箱物な

どに流用されることは十分にあり得る。

平成１０年度事業費はすでに９年度の時点で予

算が決まっているため、殆どの市町村も現行の

まま事業が実施されると思われるが、問題は、

平成11年度以降である。

もう一つ、地方交付税はすべての市町村に交

付されているわけではない。全国には地方交付

税を受けられない市町村が122ある。それらの

市町村では検診費として予定していた収入が無

くなる。また交付税を受けていても、その増加

分だけでは従来の検診費をまかなえない市町村

も出てくる。従って、検診を中止するところや、

自己負担を増やすところも出てくる恐れがある。

現に、福岡県のある町では、平成１０年度から一

切のがん検診をやめる方針を固めたという。

もう一つの問題は、がん検診の補助が打ち切

られ、今後一定額の交付税でまかなわざるを得

ない自治体にとって、少しでも安い検診費用で

行おうとすることは当然の成り行きである。そ

こに検診料金をダンピングした業者が入る危険

がある。

安い費用で胃の検診を行うためには、バリウ

ム－つをとっても当然溌度は低いものが使われ、
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従って診断精度が低くなる恐れがある。そのた

めがん検診の効果が減少し、信頼を低下させる

もとになる。精度管理不十分な安売りの「検診

屋」の飯屋が問題となる。

これに「がん検診無効論」が加わってくるか

ら、今まで国の勧めで検診を実施してきた市町

村や受診者は一層混乱する。「検診の重要性を

訴えながら負担金を打ち切るとは理解出来な

い」という声もある。検診が重要であるという

ならば、国としての立場から、すべての市町村

が実施すべき最低限（ミニマム）の検診実施基

準をつくるべきであり、それに相当する交付金

は確保するのが国の資任であろう。

近藤誠氏のまやかしの論理

厚生省のがん検診補助打ち切りの背景には、

近藤誠氏の「がん検診無効論」がかなり係わっ

ているのは否定出来ない。文芸春秋（1992年９

月号）に戦った「がん検診百害あって一利なし」

や､彼の著書『それでもがん検診を受けますか』

や「患者よ、がんと闘うな』を読んでから、が

ん検診の有効性に疑問を持つ人が、一般の人や

市町村関係者の中に増えていることは確かであ

る。しかしがん検診を全部否定しているのは彼

だけで、その他の殆どの人はがん検診の大部分

を支持しているのだから、これだけを基にする

のはおかしな話である。

彼の著書を読んでみると、内容があまりにも

一方的な記述になっているのに驚く。これに対

する反論については、多くの専門家が述べてい

るのでここでは詳細は控えるが、若干の感想を

述べてみると次のようである。

まず第一に記述が一方的で科学的でない。例

えば、集団検診で発見できず手遅れになった例

をあげて、検診は意味がないと主張する。たし

かにそういう例もたまにはある。進行スピード

の速いがんや、粘膜下に浸潤するタイプのがん

では、早期発見できないこともある。また集団

検診で不利益を被った例をあげて強調している。

実際からみれば、利益を得ている人の方がは

るかに多いと見られるのだが、ちょっとした不



利益を何倍にも喧伝し、かなりの利益を一利も

ないという表現は、科学的ではない。こういう

表現は素人受けするのだが、率直にいえば、ま

やかし以外の何者でもない。

次に、記述に間違いが多い。放射線被ばく騒

の数字も間違っていて素人を惑わせやすい。が

んの自然史の研究の中で、がんの進行速度は

ゆっくりしたものもあれば速いものもあり、ま

たその中間のいろいろな段階があることも分

かっている。またそれは臓器によって異なると

いうことも医師の常識である。それを「スピー

ドがん」と「ゆっくりがん」という言葉で両極

端しか取り上げないやり方はおかしい。都合の

悪い点は排除し、都合の良い点だけをくっつけ

た｢がんもどき理論｣も基本的なところで間違っ

ている。

医師にとっては常識のことでも素人にとって

は初耳ということもある。新しいことを言われ

ると、素人はなるほどそうかなあと信用してし

まう。とくに医師の口から言われるのが信用さ

れやすい。

例えば、あるテレビ局の昼の番組で、あるタ

レントと医師が出てきて、××が健康によいと

話すとスーパーでたちまち売り切れるという。

この程度ならば、業者が儲かるだけでまだ実害

は少ないが、これががん検診になると、命に係

わってくるから恐ろしい。近藤氏の「がん検診

を受けるな」を信用して、手遅れがんが増える

ことが憂慮される。

がん検診の有効性の問題

従来から、日本ではがん検診の有効性につい

て科学的な評価が出来ていないという批判があ

る。近藤氏もその点を主張しているが、たしか

にそういう面もある。

がん検診が有効であるかないかは基本的な問

題であるので、この点をはっきりさせておくこ

とは重要である。がん検診の評価の仕方はいろ

いろあるが、従来、次の方法が試みられている。

がん検診の有効性は、①検診によって、がん

の死亡率が減少するか、②発見の精度がよく、

疑陰性が少ないか、③検診を受けた人の利益が

不利益よりも大きいか、④費用と効果のバラン

スは妥当か、などで評価される。

このうち、基本的なものは①の死亡率減少効

果である。但し擢患率が減少すれば当然死亡率

も減少するから、擢患率の減少よりも死亡率減

少が上回っていることが必要である。がん検診

の効果測定に関する疫学的手法にはいろいろあ

るが、それが近藤氏の言うように、ＲＣＴ（無

作為比較対照試験）でなければ意味がないとい

うのは、あまりにも理論に走りすぎ、現実的で

ない。殆どの人が検診を受けているわが国では

ＲＣＴは無理だし、それに倫理的問題もある。

ＲＣＴにもいろいろ問題があり、完全にはい

かない。検診群に割りつけられた者全員が受診

するとは限らないし、また対照群に割りつけら

れた者の中でも検診を受診する者が出てくると

いう問題がある。近藤氏の頭の中には肺がんの

MayoLungPrOjectがあったと思うが、これ

だって検診群の年３回の胸部Ｘ線と暗疲細胞診

検査に対して、対照群は年１回の同様の検査を

推奨している。完全な非検診群のコントロール

をつくるのは難しいのである。

コホート研究はＲＣＴに比べて費用はかから

ぬが、長期の追跡を必要とする点で簡単には実

施できない。そこでケース・コントロールスタ

ディ（症例対照研究）があげられる。これは若

干のバイアス（偏り）は避けられないが、異な

る地域や対象集団、異なる時期、異なる研究者

により行なって同じような結果が出れば、それ

を信頼してもよいと思われる。

厚生省研究班の報告内容

がん検診補助打切りとがん検診の有効性が話

題になっている中で、平成1０（1998）年３月、

厚生省研究班の「がん検診の有効性評価に関す

る研究報告衝」（総括班長／久道茂・東北大学

医学部長）がまとまった。厚生省は４月17日付

けで、この報告雷を各都道府県に送付した。

この研究はがん検診補助打切りとは直接の関

係がなく行なったものであろうが､近藤氏の｢が
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ん検診無効論」が一つのきっかけになったこと

は否めない。厚生省はこれを各市町村ががん検

診を実施する際の判断材料にしてほしいと述べ

ている。

この報告結果をみると、大体予想されたとお

りで、従来から言われてきたこととそう大きな

相違はない。間接Ｘ線撮影による肺がん検診で

は早期発見が難しいという意見は、従来からか

なりあった。これは1970年からの内外の文献を

もとに整理したものだから当然とも言える。た

だ集団検診の効果をその根拠も合わせて総合的

にまとめたのは、今回が初めてで、その点は評

価できよう。

今回は「死亡が統計上、明らかに減るかどう

か」を重点的に調べたという。各がん検診ごと

にその評価について報告された部分について述

べると、以下のとおりである。但しこれは、平

成1０（1998）年の段階の結論である。

胃がん検診は症例対照研究によると、胃がん

死亡率の減少効果は40～60％で、胃検診車によ

る胃がん検診の有効性が示されている。

子宮がん検診については、頚がん検診と体が

ん検診とに分かれるが、前者については症例対

照研究で子宮頚がん死亡率の減少効果は80％、

浸潤がんの発生予防効果は60～90％と報告され

ている。体がん検診の死亡率について論じた論

文は、内外を通じて当時は見当たらない。

乳がん検診については、現行の視触診法によ

る方法では有効性についての報告がない。

肺がん検診については、わが国で行われてい

る肺がん検診で一部に有効性を示す報告がある

が、全体としては有効性を示すデータはない。

大腸がん検診については、便潜血検査１日法

に対する症例対照研究では、死亡率減少効果は

60％と報告されている。

以上は、「死亡率の減少効果」を基本にした

がん検診の有効性の評価結果である。ただこの

分析は検診の受診有無を基準にしているので、

検診の診断精度までは分からない。胃がん検診

にしても、肺がん検診にしても、画像の読影技

術によって早期がんの発見率は変わってくる。

だから、ただ受診歴の分析だけでは結論づけら

れない面もあるかと思う。

胃がん検診の費用効果

私どもは､平成４（1992)年から平成８（1996）

年までに佐久病院で治療を行なった胃がん患者

281人を対象として、胃検診の有効性とその費

用対効果についてしらべたことがある。すなわ

ち、検診車による間接Ｘ線検査受診者、内視鏡

検査（人間ドックを含む）受診者、検診非受診

者の３者について、それぞれ胃がんによる死亡

率、検診費用、入院医療費、費用効果等を調査

した。

まず死亡率では、検診受診者では、間接Ｘ線

検査によるものが11.5％、内視鏡検査によるも

のが5.0％であるのに対し、検診非受診者では

52.9％で、検診受診者が検診非受診者にくらべ
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肢）ｌ）死亡については、１９９９年まで追跡した。
２）死亡数は聞かんが原因で死亡したもの。

２３８

霧１検診吾診別・棒杏法別にみた死亡率

検 診

胃 首接X線 内視鏡

対
象
者
数

(A）

死
亡
数
⑧

死
亡
率
％

A）(B／

対
象
者
数
㈲

死
亡
数
⑧

死
亡
率
％

A）(B／

非検診

対
象
者
数
㈲

死
亡
数
⑧

死
亡
率
％

Ａ）(B／

計

対
象
者
数

(A）

死
亡
数
⑧

死
亡
率
％

A）(B／

男 ３５ ３ 8.6 7４ ３ 4.1 ８７ 4６ 52.9 1９６ 5２ 2６．５

女 2６ ４ 1５．４ 2７ ２ 7.4 3２ 1７ 53.1 8５ 2３ 27.1

計 ６１ ７ 1１．５ １０１ ５ 5.0 1１９ 6３ 52.9 2８１ ７５ 2６．７
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表２検診受診別・検査法別・進展度別にみた早期癌比率と死亡率

註）１）死亡については、１９９９年まで追跡した。
２）死亡数はＷかんが原因で死亡したもの。

表３検診受診別・検査法別・進展度別にみた平均入院医療費点数

表４検診受診別・検査法別にみた胃癌患者一人当たり費用・損失額
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表５現在認められているがん検診（厚生労働省）

註）これは点数であるので、実際の医療費はこの１０倍である径

早期

進行

計

早期癌比率

検診

胃間接X線

対
象
者
数
㈲
4０

2１

６１

6５．６

死
亡
数
⑧Ｂ

６

７

死
亡
率
％

(B/A）

2.5

2８．６

1１．５

内視鏡

対
象
者
数
㈲

8２

1９

1０１

８１２

死
亡
数
⑧

５

５

死
亡
率
％

(B/A）

2６．３

５．０

非検診

対
象
者
数
㈲
４１

7８

1１９

3４．５

死
亡
数
⑧

６２

６３

死
亡
率
％

(B/A）

2.4

7９．５

5２．９

計

対
象
者
数
㈲

1６３

1１８

2８１

58.0

死
亡
数
⑧

p円、

基

7３

７５

死
亡
率
％

(B/A）

1.2

６１．９

2６．７

早期

進行

計

検 診

胃間接X線

例
数

4０

２１

６１

平
均
点
数

1０９，５６１

1６９，６８６

1３０，２６０

内視鏡

例
数

８２

1９

1０１

平
均
点
数

1０８，５３７

１９７，６０１

1２５，２９２

非検診

例
数

４１

7８

1１９

平
均
点
数

1３６，４５７

248,888

2１０，１５１

計

例
数

1６３

1１８

2８１

平
均
点
数

１１５‘８１１

226,535

162,307

検診費用

入院費用

逸失利益

計

検 診

胃間接X線

6‘０４９

1，３０３

２，２５０

９，６０２

内視鏡

8，１４６

1．２５３

1，１１２

10511

非検診

０

2．１０２

1４，０９６

1６，１９８

計

4，２４１

1,623

6，８５８

1２，７２２

種類

胃がん検診

子宮がん検診

肺がん検診

乳がん検診

大腸がん検診

問診及び胃部エックス線検査

問診、視診、子宮頚部の細胞診及び内診

問診、胸部エックス線検査及び曜疾細胞診

問診、視診、触診及び乳房エックス線検査（マンモグラフィ）

問診及び便潜血検査

40歳以上

20歳以上

40歳以上

40歳以上

40歳以上

年1回

2年に１回

年1回

2年に1回

年1回
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て、死亡率が有意に低かった。ただ、間接Ｘ線

検査と内視鏡検査との間には、有意な差はな

かったが、胃がん患者で両者を合わせた検診受

診者のほうが非受診者に比べて死亡率は低かっ

た。（表ｌ）

早期がんの比率は、検診受診者では、内視鏡

検査81％、間接Ｘ線検査66％であったが、検診

非受診者では35％であり、胃がん死亡率低下の

ためには、早期がんを多く発見することであり、

そのためには胃検診が、効果があると考えられ

た。（表２）

検診受診別に入院医療費についてみると、間

接Ｘ線検査では平均ｌ人当たり130万円、内視

鏡検査では125万円、検診非受診者では210万円

であり、いずれも検診非受診のがん患者では、

入院医療費が高かった。すなわち、検診非受診

者では進行がんが多いが、検診受診者では進行

がんが少ないため、あまり手をかけない治療が

可能になり、入院期間も短縮され、医療費の軽

減が期待できると考えられた。（表３）

なお、現在早期がんに対して頻繁に行われて

いる。内視鏡的切除（ESＤ）は、当時はまだ

十分には行われていなかった。もし、かなり行

われていれば、医療費はもっと軽減したであろ

う。

私どもは、さらに生命保険会社の方法にな

らって、それぞれの逸失利益も計算した。結論

として、胃がん患者１人を発見に要する検診費

用、入院費用、逸失利益を含めた費用・損失額

は、間接Ｘ線検査では960万円、内視鏡検査で

は1,051万円、検診非受診では1,620万円で、検

診非受診者のほうが、検診受診者にくらべて、

約600万円多くかかることが分かった。検診非

受診の逸失利益が高いのは、比較的若年齢での

死亡が多いためである。（表４）

以上の結果からみて、検診の実施は、本人の

みならず、社会経済的にも大きな利益をもたら

すことが分かった。

現在認められているがん検診

現在のがん検診は、平成1４（2002）年に健康
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増進法ができて、それに基づく健康増進事業と

して市町村が実施している。但し、がん検診に

ついて国の予算が新たにつけられたわけではな

く、従来どおり、一般財源からの交付税でまか

なわれている。内容的には、科学的根拠に基づ

いた、すなわち数々の疫学調査からはっきりと

効果が認められている、５つのがん検診があげ

られている。（表５）

これ以外にも採用したいがん検診もあるのだ

が、現在、研究がまだ十分でなく、保留になっ

ているものも多い。研究が進めば、やがて追加

されるのも出てくるであろう。昔と違って、

EBM（証拠にもとづいた医学）に基づいて結

論を出すというやり方は、やはり大事にしてい

かなければならない。近藤氏のように、思いつ

きでいい加減な結論を出されては困るのである。

胃の検査で、内視鏡検査が早期がん発見率が

最も高いのだが、処理能力の関係で多数の集団

検診には向いていない。精検や人間ドックで使

うしかない。乳がん検診では視触診だけでは無

効とされているし、直腸診もPSAも、十分な研

究が行われていない理由から、前立腺がんの診

断には採用されていない。

最近、ヘリカルＣＴを搭載した検診車が肺が

ん検診に活蹄しているが、これもまだ正式には

認められてはいない。「発見率」はよいのだが、

発見率は検診方法の精度だけでなく、対象とな

る集団の影響を受けるので、がん検診の効果を

示す指標とはならないのである。

（松島松翠）
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