
健康管理事業の年表・旧八千穂村

年

昭和36年

昭和37年

昭和38年

昭和39年

ｈ凸■■■｡｡ｐ

昭和40年

昭和４１年

健康管理事業の動き

社会医学研究会設立総会で｢八千穂村の健康管理の結果を
とおしてみたる健康と環境因子との相関について」発表する

精神衛生患者連絡会発足（佐久病院精挿科と村保健師）

ストーブ暖房の実験冊始（佐口）

八千穂村栄養グループ厚生大臣賞受賞

挫民体操大石地区で始まる(ソノシートで全国に普及される）

穴原地区栄墾グループ厚生大臣賞受賞

健康管理5周年記念事業｢健康管理５年のあゆみ｣発行

村の主な出来事

農繁期共同炊事（大久保地区など）

松井溜池完成
国道141号舗装される

凸色色■■申｡｡＝ｐ

八千穂中学校校舎落成

ＮＨＫ八千穂テレビ中継所落成

宮前橋竣工柳沢簡易水道

佐久平環境衛生センター業務開始

マーーロ宇毎壷ロー■画■■■■＝■■■■一一■■一■■■凸凸凸学｡■字守口ロ■■■■■■■■凸■＝凸二二■凸凸凸一一■ー色■凸一＆凸＝

９月ＮＨＫ外国放送八千柳受信
所起工式

９月台風24号被害

■■■由凸由■■■■■■■画■■■■■■■写画■－■■■■■■■＝＝■凸凸■＝ニニーーーーーーーー＝一一一一一一一一一一＝一一一一一一一一一一一一一一

農薬中毒健康カレンダー調査〈佐冒、崎田》

1１月第１回八千秘村文化祭開催

臼田町佐久町八千測村が共同でゴミ
処理を行う

１０月八千穂高原別地貸付開始

■ーーマーーーーーーママ守口■ロー＝■ロー■一■一■ー｡■－凸凸凸一■■＝－画一＝凸Ｐロ■写■－■=■＝■■■＝二二凸卓ムーーニーーー－凸一■－－－

昭和42年

昭和43年

昭和44年

昭和４５年

１０月県道茅野線冊通

ごマママママママママ■ママ＝■■■‐■■＝ｐ■‐■一国●■■守守｡■写■■■‐p幸■‐■ロﾛ●･●｡。｡■■■●｡■曲●■■ニニニ曲Ｌｑ■宇一＝－－－口－－－口唾一■＝■－■－■■■■凸凸凸凸▲=一一一一一一一一一一一一=－－－－－－

１２月天神橋完成

申■■■■甲酋や画■画写字ローローー■一宇■写字■■■■■凸■一二二凸一色画室＝－－

直腸検査開始

破傷風予防接種始まる破傷風０運動

胃部分ドック実施

健康意識調査(１０年目に向けて）

５月健康管理１０周年肥念講演若月先生

１０月国際農村医学会認八千穂村視察、記念パーティ実施

80歳以上老人医療費全額村費負担

６月宮前住宅団地完成

?１月八千測保育凹Ｍ１圏

佐久平上水道組合が佐久水道企業団と
改称、事務所佐久市へ移転

６月第１回つつじ祭開催

八千穂夏季大学始まる

中学校プール完成

第１回村呈ハイキング柵催
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健康管理事業の年表・旧八千穂村

年

昭和46年

＝ーｐ－ぬ■■■ロ●・

昭和47年

昭和４８年

昭和４９年

昭和50年

■一凸凸■■■■●■●申■

昭和５１年

昭和52年

昭和５３年

昭和５４年

健康管理事業の動き

子宮がん検診開始

家庭奉仕員設瞳

検診項目に貧血検蚕を加える

７月衛生指導員定数１３名に増員

検診に肝機能検奇を加える

75才以上老人医療費全額給付

健康検診に歯科検診を加える（1回目：47年度､48年度）

乳幼児医揃賀全額給付

アジア農村医学会議村内視察

集団健康スクリーニング方式の険診となる

村内リハビリ訓練那業開始（福祉センターにて）

栄養グループ鋼習会を健康教室として再出発、
継続される（健康教室員として活動する）

国保世帯主入院医療費全額給付

村内死亡原因がん１位となる

ｐ写字写字＝－－－－■一一一｡＝■‐■■＝■■●■■■－勺＝ー‐画写一画

学童等健､Ｎｉ管理打合せ会発足

精神障害者患者の会〈杉の子会）発足

２月第７回1.住民の健康を増進するつどい」
八千穂村で開催

一一一一一一一一一一一一Ｌ－－－＝－－－－－－＝凸凸■■画■＝一一一一■■写字ロー画■■＝＝■■ロロロ■■‐

昭和55年

３月ＮＨＫ「明るい農村」
～長野県八千穂村．

村の記録11,000枚のカルテ
全村検診の20年～放送される

健康検診について農協補助始まる(共済加入者に利用券）

篇祥障害者家族会(ひのき会）発足

村の主な出来事

八千穂村自然園開設

八千穂村福祉センター完成

八千穂レイク完成

畑八、穂積農協合併

千ケ日向住宅団地完成

Ｂ

印鑑登録証明制度開始

県道(299号）堂河原橘完成

自然休獲村管理センター完脱

ごみ焼却施設完成

(佐久町八千穂村共同施設）

府中市と姉妹都市を結ぶ

野菜集出荷予冷庫完成

ＰＣ守寺守一＝ーー＝＝●ローロー

八千穂小学校統合開校



健康管理事業の年表・旧八千穂村

年

昭和56年

昭和５７年

昭和５８年

昭和59年

昭和60年

昭和６１年

健康管理事業の動き

八千穂村健康大会開催

１１月八千穂村社会福祉大会開仙

酢｡●●■■｡②邑凸●一一画一画一画一一一一一一一一一一＝---画－戸一一一一ロー●■

健康づくり推進協議会設置(１０名）

婦人の施設F検診始京る

胃施設検診開始（５年計画〉早期がん多数発見

栄猫グループ員ボランティア組織(ときわざ会〉発足

一人くらし老人友の会（大杉会）発足

健康管理25周年記念式典

婦人の健康づくり推進員設置〈40名）

術生指導員健康まつりに向けて他康アンケート実施

第１回健康まつり開催（実行委員会形式）

｢仙脱管理25年のあゆみ」発行

脊椎検診（信大調査）

第２回健康まつり
指導員浪劇｢がんこ親父の胃がん施股検診Ｉ

Ｗ職理検診開始

■■｡●■■■の ｡‐凸一一凸■＝－－－４

肺がん検診開始

第３回Iii猿まつり指導員演劇「生きる」

健康管理用住民健康データベースコンピュータ導入

村の主な出来事

宮前歩道橋、高岩橋完成

第１回水神祭開催

老人福祉センター完成

村営グランド完成

酋中一色や写■■‐■

松井股地噛成完崩

うその口に土石流発生

農村蝿人の家完成

八千穂霊園完戚

老人保健法施行

高岩､中央､天神町簡水が佐久水道へ移管

村営住宅測硫千ケ日向Ａそれぞれ完成

八千穂村保育園完成

八千穂商原スキー場完成

村営住宅千ケ日向Ｂ完成

胸中市民保抵所完成

日中友好青年の家開設

八千穂村30周年記念式典

村まつり「やつちよい」開催

第１回ツールド八ケ岳自転車レーース開催
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年

昭和６２年

昭荊:６３年

企｡②凸一■｡■｡｡●■■■■■

平成元年

平成２年

平成３年

健康管理事業の年表・旧八千穂村

健康管理事業の動き

第４回健康まつり指導員演劇「家族」

国保データベース追加作成

■ー今■－－■●●｡ ●宮■＝ー■＝■‐－－－■＝－口字＝■‐■■

佐久病院祭で「家族」上演

N民ドック開始（ドック処理システム作成）

胃災団検診と健康検診の同時実施

第５回健康まつり指導員演劇「死をみつめて」

４月衛生指導員定数１４名（千ケ日向職）

8月第３?回健康管理合同会誌開催
F八千穂村の健康管理の課題.：

佐久病院祭で「死をみつめて当上演

第６回健康まつり指導員演劇「看る」

８月第32回健康管室合同会議
｢八千穂村の高鈴化の進展について」

9月厚生大臣賞受賞（独創的な健康管理活iEIjに対し）

１１月第７回健康まつり指導員測'11「一人ぼっら：

地域保健セミナーで「看る」上演

佐久町八千穂老人保健施設完成

がんコホート研究調査開始（郡下）

託老施股開設〈ときわぎ会運営）

母親単級〈妊婦対象）

衛生年報作成開始（以降年度ごとに発行）

８月第３３回健康管理合同会議開怖
「高齢者を支える若者の健殿糠理」

１１月第８回健康まつり
衛生指導員演劇「うちがこわれる」

:２月健康検診に歯科検診導入(八千穂村検診史上２回目）

村の主な出来事

油上道段地造成完成

児玉歯科医院開業

八千穂クリニック冊業

雨天ゲートポール場完成

三豊漣合併し南佐久農業協同担合発足

奥村土牛肥念美術館開館

千ヶ日向第２期住宅団地完成



健康管理事業の年表・旧八千穂村

年

平成４年

健康管理事業の動き

介護者の会発足(22名）

訪問リハビリ月１回

国保支援システム稼鋤

地区ブロック会議の定荊

７月第１回やちの子教室開仙

８月第34回健康管理合同会騒開催
「健康管室34年の成果」

９～1０月胃検診の分離実施

１１月節９回健康まつりⅢ}催(第２１回住民の
するつどいと同時朋伽「佐久に広げる

村の主な出来事

判営住宅天神町（6戸〉完成

マレツトゴルフ場完成

偲康を蝋進
健康の輪」

■■■｡■凸凸■■■甲■■■＝甲ローーーロー再一画－■■■■

平成５年

衛生指導員演劇「お母さんがたおれた」
『八千穂やつちょい』と同時開催

１２月歯周疾患予防モデル添業開始（3年間）

老人福祉センターにデイサービス施設開設

６月県公衆衛生協会賞受賞

８月第１０回健康まつり剛M仙康管理35年を迎えて
若月佐久病院長拙演「健康街理の原点八千穂村」

衛生指導員演劇「お母さん死なないで」
『八千穂やつちよい』と同時開催

１１月第35回健康管理合同会議開催
「これからの健康管理」

歯科保健叩業表彰を受ける

■マーマ亭■■｡■ローーー■■■■■ザ一一口＝－画ロロ■－屯■い－字一画写甲■■

平成６年

平成７年

４月「健康管理35年のあゆみ」発刊

字⑧‐■申一一■‐＝■‐ー勺字画－－－国ーロー申一寺Ｐ｡■｡■■ニーーー四一四全一

５月歯周疾患予防モデル醜業終了

７月中国視察団来村寄生虫関連

８月第．１回健康まつり開催「元気村や執ま」
衛生指導員演劇「酒は涙か生きがいか』

1：月第36回健康宵理合同会制Ⅲ催

佐久地区保健補導員等連絡協読会事務局

４月高脂血予防教室昼休み開催出席率上昇

村営住宅中央（4戸）完成

南佐久環境衛生組合発足

佐久病院握康管理センタ開所20周年
記念式典

愛宕親水公園完成

福祉センターエレベーター、
身陳者トイレ増設

青森歯科医院開院
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健康管理事業の年表・旧八千穂村

年

平成８年

健康管理事業の動き

４月ひのき杉の子会デイケア開始

６月わくわく体蒙セミナー

６月胸部検診に皮膚検診を加えて同時実施

8～９月痛みの教室開催

8月第１２回健康まつり聞仙
衛生指導員演劇｢あとつぎ」

１１月第37回健康管理合同会識Ⅲ催「健康で明るく
のびのび生きるためにこのままで大丈夫？」

１２月健康検診事後指導に歯科指導導入

■●■●Ｐマウ◆●○ＣＰＣ●一＝②｡一心早

予防燭111法改正となり予防御Ⅲ回数増加

南佐久母子通園訓練施設事務局

４月予防接種一部個別接硬導入

４月やちの子教室月２回実施となる

４月リハビリ教室週１回実施

■■■Ｐ‐－－宇一＝ローーーーーー画一一画画＝画一一一一一ｍ■■■■■色●'

４月在宅リハビリ月２回実施

５月デイサーピスセンター、在宅介護支援センター、
訪問看護ステーションやちほ開設

９月第38回健康管理合同会議開催

一一一一一一一一一＝■－－一一一一二－‐-－－－＝一■＝ニーーローーー凸今凸凸ニニーニ凸ロー凸■凸＝＝■■■■■■●＝画■由■■｡②■画凸凸ら凸■■凸‐■■■ニー■

干成９年

１０月第１回福祉と健康のつどい開催
（社会福祉大会と健販まつりが一緒に開催される）

術生指導員演劇「介識」

１１月第１８回佐久地区保健補導員等研究大会立科町で
演劇「介護」を上演

１２月他康検診に骨密度検診導入

４月痛みの教室、骨予防教室を実施

■＝一一一一一一＝－＝－－－－－ニーニーー＝一色▲凸凸凸■■■■■■一口■■｡－画■ロロロ■■■■■画＝■＝画凸凸■

４月崎田、佐口、大石地区嘘倒予防教室
〈ミニデイサーピス）開始

凸凸凸ロ■■■■■画凸■＝■■■■■■画き‐■■■■■■｡⑤わ巴写一二弓－．両■戸申■ー■■■■■ ■ ■ ■ ＝ ■ 字 画 ■

４月栄些指導に在宅栄護士を依頼

４月妊婦教室に助産錦を依頼

村の主な出来事

城山北住宅団地完成

●●ｃ勺一Ｐ一一一画写＝＝－－－-一一一一一

村営住宅滑水町完成

８月村制40周年記念

村営住宅大石川完成

■ ＝ ｐ ■ ＝ ● ■ ー ■ － 口 ‐ 申 一 宇 一 一 一 一

城山南住宅団地完成

誰岩飲料水供給施設完成

佐口地区股業集落排水完成

村営住宅城山Ａ団地完成

ふるさと林道駒出池線開通

村営住宅城山Ｂ団地完成

千代里飲料水供給施設完成



健康管理事業の年表。旧八千穂村

年

平成１０年

平成１１年

健康管理事業の動き

８月第39回健康管理合同会離間他
「生活習慣病を見直そう」

９月痴呆の実態調査開始

1０月子育てランドスタート

1０月第２回福祉と健康のつどい開催
衛生指導員演劇『三世代家族」

描祉ニーズアンケートの結果ｲﾃ全戸配布

金沢大と共同で八千穂村の福祉医蹴、保健に関する
意識調査を実施する

デイサービス通所者の鯉康検診開始

国際協力砺業団視察来村（パレスチナ外）

４月７ケ月児、２才児相談新規開始

４月似随教室を年４回(骨.高脂血高血糖）

ＤＣ●｡●●■●①色白■■■■■●｡■■

４月子、丑、寅の会発足、更年期学習会実施

４月お達者教室（転倒予防教室）全地区で実施

４月ひのき杉の子会、月２回実施

谷｡●■企 画幸一一一一一一口や＝■｡■■●巳■●■■‐■凸■■■■■■､

/１月八千穂食改30周年

７月第55回長野県農村医学会発衷
「村民の歩行実態調査」

９月第４０回健康管理合同会搬開仙
「生活習侭を見直そう（小さい頃からの生活習慣)」

９月介護保険に向けて６５才以上の村民へアンケート
の実施

秋第３回福祉と健康のつどい開催衛生指導員演劇
「介護保険って何だろう」

秋佐久町八千穂老人保仙施股『さやか』50床増設
８０床となる

１２月健康検診に体脂肪測定とＨｂＡ１Ｃ測定を導入
健康検診に健康茶屋新設

検診開場を八郡公民館と福祉センターとする

１２月東京大学国際保険計画学教室と協力し、唄しゃく
状態の調査研究

４月定例の健康相談日に介護相談を導入

;誰

村の主な出来事

Ⅱ

福祉タクシー制度発足

八千棚高原にマレットゴルフ場開設

冬中部揃断自動車道佐久南～八千灘に
間整備計画格上げ

広域膿道佐久南部地区着手



8７

年

Ⅱ

平成１２年

平成１３年

健康管理事業の年表。旧八千穂村

健康管理事業の動き

4月（株>畑師の健康管理システム(!{ait51;〉始動

４月共同作業所で生ごみ処理機斡旋

４月ひのき杉の子会ごみ減量化マイバツク作成

５月血管を若く保つ為の事後指導教室実施
(高脂血、高血糖、高血圧）

７月第56回長野県農村医学会発表「痛みについて」

８月へルスアップ教室開始

９月介護保険ゴミ分別学習会開催〈24会場〉

９月八千測村食改県食生活改善功労者表彰

９月第４１回健康管理合同会謹開催
「健康八千穂２１今あらためて健康とは」

１０月国際協力事業団視察来村

１０月第４回福祉と仙股のつどい
衛生指聯員演劇｢たばこ」

１１月国際協力砺業団視察来村〈モンゴル外１）

４月「婦人の健康づくり推進員」を女性の健康づくり
推進員に改名

４月３才児健診視能訓練士導入

４月ひのき杉の子会製作マイパツクを全戸記布

4月若年隙沓者(65才未満)対象はつらつ機能訓練
数室間股

4月痴呆の家族会結成

４月介護予防教室月１回定例化

７月第57回長野県農村医学会発表

一一一画一一一画一 一一一一一｡■●●■｡■●ロ一宮＝宇■－ロー■－■－－＝＝＝｡＝q

８月第42回健康管理合同会毒駕催
｢みんなで考える八千穂の子」

'0月職雛鍋慨:!』澗催
１０月個別相縦６９才未満要指導者

４月衛生指導員定数１５名（城山増〉

村の主な出来事

いきいきふれあいセンターしらかば完成

鴬の口地区農業集落完成

村営住宅ひだまり（１２戸）完成

ゴミ分別収集始まる

」Ａ佐久浅間発足

Ｐ■‐ーーー--一－一－一－－＝‐弓●｡●■

介護保険制度始まる

公共下水道供用開始

崎田地区農業集落排水完成

就学前医療賞無料化

■●■●●‐｡｡｡｡■＝●＝●●■■

R299八ケ嶺橋完成

清水町国道交差点改良完成

県営かんがい排水事業八千秘地区完成

八郡簡易水道を佐久水道企黄団に移管



健康管理事業の年表・旧八千穂村

年

平成１４年

平成１５年

健康管理事業の動き

４月母乳相談毎月実施

４月１才半児と３才児健診別々に実施

４月健康検診と母子カレンダーを別々に発行

５月個別健康教育新規導入

５月卯辰巳の会発足

５月転倒予防履物調査

６月国保地域医療学会にてヘルスアップ教室発表

７月「健康グレードアツプながの21.1発表

８月母子牛乳廃止・妊婦穫診受診券を３回に

８月第43回健康管理合同会議開催
｢みんなで考える八千穂の子」

９月らせんＣＴ肺検診ドックで導入試行

９月ひのき杉の子会リサイクル推進認定証授与

１０月第６回福祉と健康のつどい
衛生指導員演剛「夫婦」

1１月高齢者インフルエンザ予防接菰蛎業冊始

４月節目ドックを新設
(らせんＣＴ肺検診をドックに堺入）

４月こうのとり支援事業冊始

４月子育てボランティア開始

４月お達者教室に水中運動新規導入

７月第59回長野県農村医学会発表

８月第４４回健康管室合同会議開催

１０月第７回福祉と健康のつどい開怖
衛生指導員演劇「酒は涙かいきがいか.！

１１月来受診者受診勧奨３３２人

３月琉球放送取材「長寿村長野県」

別目

村の主な出来事

高齢者生活福祉センターごふるさと塁
完成

農産物直売所夢の森開設

冬ＮＨＫプロジニクトＸ放映
｢医師たちは走った」

1１

庁内ネットワークシステム稼動
財務会計システム導入

８月住基ネット１次稼動

南佐久環境衛生組合事務所完成
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Ⅱ

年

平成１６年

平成１７年

健康管理事業の年表・旧八千穂村

健康管理事業の動き

４月「家の光」寒灯舎取材

４月合併調整案第１回保健衛生分科会開催

４月第60回長野県農村医学会発表

一■一ら｡■●口■ ｡ ご ‐ ＝ ■ ロ ー ＝ ‐ ■ ■ ■ ー ■ ｰ ‐ ＝ ■ ■ ■ ‐ ■ ‐ 車 一 色 一 ■

８月第45回健康管理合同会誌開催

'０１厚lMlW綴雛
健康のつどい剛脚
上就く伽,１１まつりとしては第20回）

３月八千穂村閉村、佐久穂町発足

村の主な出来事

佐久町八千穂村任意合併協議会設立

合併協謡分科会鯛挫作業開始

天神橋拡幅改良竣工

■■■■■■■■｡■■■■｡●寺＝宇画ー■

住基ネット２次稼動

９月八千穂村誌全巻完成

1月佐久町八千棚村合併に関する住民
アンケート実施反対わずかに多数

下記参考文献および当時の関係者の方の証言等をもとに作成いたしました。

参考文献： 八千穂村『村ぐるみの健康管理

八千測村『村ぐるみの健康管理

八巻好美『八千穂村のあゆみ』

二十五年Ｊ

三十五年」
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合併後の健康管理事業の年表
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年

平成１７年

平成１８年

平成１９年

健康管理事業の動き

3月 佐久穂町誕生

７月合併式典・府中市姉妹都市調印式

４月町民ドック一部受診者毎年受診へ拡大

４月Ｗi神患者家族会統合

４月母子保健関係事業も一本化、現行の内容に

９月無医地区等解消事業通院支援車脳入

１０月若月院長お別れ会

１０月福祉と健康のつどい2006開催

１月八千穂福祉センターにキツズランド開股

４月衛生指導員を「健康づくり員」に名称変更
（旧佐久町地区から１１名選出）

４月妊婦健服診査補助拡大く町単独で）

８月５放児相談スタート

９月乳がんマンモグラフィ検診開始

■●＝一｡‐や｡●Ｃｅ◆■■むゆ●■●■｡②●｡●●ｃｃ●●●●｡■｡●凸｡●ニー｡凸－

１０月福祉と健康のつどい2007冊催

１１月築団健康検診の会場を福祉センターと
婦人研修センターーの２会場に

町の主な出来事

４月羽黒山バイパス一部開通

１０月祁町誕生祭

11月社会福祉協議会合併

新エネビジョン策定

４月観光協会、商工会合併

４月小諸饗護学恢くゆめゆりの丘〉
分教室設廻西小・佐久中

４月消防団再編

４月区制の導入

６月臭村±牛美術館25万人達成

９月中部槙斯道追加に設置決定

９月自立計画策定

１０月第１回さくぽいいずら

大日向保育園休園

中部横断道八千穂に関連潜工

ごみ焼却場解体

広報・館報統合

基準点設置事業

２月小中学校あり方検肘委員会発足

４月デマンドタクシーげんでる号
運行開始

４月組織改革で肌の再撫

４月消防団班再編

７月小海線ハイブリッド車両運行開始
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年

平成20年

平成１９年度

平成20年

Ⅱ

平成２１年

平成２２年

健康管理事業の年表。佐久穂町

健康管理事業の動き 町の主な出来事

9月げんでる号１万人突破

１１月まちづくり基本計画・防災地域
悩報蕊総確備アンケート実施

２月中音噸斯道八千穂一佐久潮M1超工式

９月げんでる号１万人突破

１１月まちづくり基本計画・防災地１
悩報基盤整備アンケート実施

２月中音噸斯道八千穂一佐久潮M1超工

マタニティヨガ開始

４月中学生までの医療費無料化 ４月臼石荘重託営業開始

４月特定健診・特定保健指導が導入される４月小中学校あり方検討姿員会提壱

１０月福祉と健康のつどい2008開催 ’４月八千穂ﾚｲｸ公園開園

１１月巣団他康検診の検査項目に｢PSA｣と｢e-GFR｣を追加７月Ｒ299本郷バイパス開通式
（集団健康検診50回目）

１１月カラマツ・ペレットストーブ導）

２月妊婦健顧診査補助に県補助を導入し拡充

'調.照遡細+画策定３月介護保険事業計画策定

３月老人福祉計画策定 ３月川上佐久線羽黒山バイパス開

３月国土利用計画町計画策定

３月プレミアム商品券発売

４月健康相談の中に栄養相談を導入（月１回）４月町営水道佐久水道に移管

７月佐久総合病院夏季大学シンポジュームにて佐々木町長諦演
「全村鯉､I管理から健康づくりへ」～健眼はかけがえのない財産～

９月女性特有がん検診導入 １０月八千穂中50周年記念式典

Ⅲ鳳澗初;勝淵燕赫胤1涌胤赫捌…
３月雛綱線蝋箭鵬ﾌﾙｴﾝザの影騨で“して闘催）
４月母親学級を１コース２回から３回に １月～２月小中あり方保護者及び

地区懇談会

５月食奇推進協識会発足 ３月次世代育成対策後期行動計画索

１０月桶祉と健康のつどい2010開峠 ’９月統合小中学校建設検肘委員会

'２月子宮頚がんﾜｸﾁﾝ接種補助開始｜''月千鞠病院40周年記念式典

４月臼石荘重託営業開始

４月小中学校あり方検討姿員会提言

４月八千穂レイク公園開園

７月Ｒ299本郷バイパス開通式

１１月カラマツ・ペレットストーブ導入

３月介護保険事業計画策定

通

３月次世代育成対策後期行動計画策定

９月統合小中学校建設検肘委員会

１１月千曲病院40周年記念式典



9U２

健康管理事業の年表。佐久穂町

年 健康管理事業の動き 町の主な出来事

平成23年
３月窯霧同催所｢ほほえみ｣｢しらかば」

３月中部横断道佐久南にまで
開通予定

４月佐久穂町陳がい者福祉施設「陽だまりの家」冊所

Ⅱ

平成２３年４月佐久穂町隙がい者福祉施設「陽だまりの家」間所



Ⅱ

９３町立千曲病院を中心とした健康管理

健康管理部初代保健師として
ｒＩｌｌＩ病院保健師山浦良炎

ＩＷｊｍ６０年,ljI、緑があって千曲病院に就職することになりました。それまで、行政の似

雌師として保健予防活動に従4していましたが、病院の中の、めての職種としてInIかできる

ことは底いか？と常に考えていたように思います。病院の他のスタッフや行政の保健師さん

方の協ﾉjや指導のおかげで千曲病院、健康管理部という部智の業務も型ができ今に至ってい

ることに感謝しています。

‐｢曲病院は昭和５７年より現八「穂クリニック院瞳、尚水､催施先生が内視鏡検査に力を入

れた人間ドックをスタートさせていました。当時、人間ドックと言えば、企業の重役や金銭

''1りに余裕のある〃が礎けるものだという認識をもっていた私は、人|H1ドックが「町民ドック」

という荊称で佐久町''1j･民の化股検診として|城‘11付けられ、多くの|IIT民の方が一年な通して|'｜

分の希望の月日に気軽に受診していることを知りおどろきました。'11J民ドックの検査は、内

視鏡や腹部超音波をとり入れた充実した内容で、死亡原閃の第１位となっていたガンの早期

発見・治療をＨ的としているものでした。その反而、他の成人病（現在は生活習慣病）の予

防や'k活改善という点では、充分な'11談対応ができていないのが現状でした。

高血圧、高脂血症、納尿病を発見される方や予備噸も夢く、それぞれに病態別の相談指導

用パンフレットを作成し、鼎後桁導の時間ももたせてⅨきました。その後は、院|ﾉ､lの栄盤|：

とも脇ﾉ｣し、食'1柵衝烈の作成や指導に栄盤上さんもﾉ川わり、検代の充実と１１１後脂禅の允突

の２本柱で、町民ドヅクを'''心に活動して来ました。

事後指導を実施していく中で、町の保健師とも協ﾉJする体制ができ、一年のドックが終了

すると、病態別の予防教室の連溝にも参加してきました。これらの相談、指導の中で噛加傾

向で、対策が必婆と考えられていたのが糖尿病でした。昭和６１年に縛任された現小林院災

が相談に乗ってドさり、病態教室にも積極的に協力して頂き、院内の糖尿病教室を開催する

ことができました。定例に毎月行っていた糖尿病教察から脳尿病の会という学習会が立ちｌ：

がり、現在の地廿会へとつながっています。

「|||｣･民ドックを受診しないｲI;は、｜皿検診を受けましょう」という''１:で冬期'1Mは細かく地

区の公民館に出張する検診にも協ﾉJ体制を作って来ました。検診後の報(【;会では町の保他帥

と話し合い毎年趣向をこらした内容で寸劇をしたり、歌をうたったりしながら健康増進への

一役を担って来ました。なつかしく思い出されます。



町立干鯛病院を中心とした健康管理

墨

昭和６３年に保健師がｌ:i'i卿員され、ドックの内容の允巽、リド後指導の充笈をはかって来

ました。

，Ｉｆ成１１年から私自身は介I池保険の係に移動となりましたが、介謹保険の分野で仕事をす

るようになっても、改めて、他M鋤進や予防活動の人切さを痛感しています｡

また、商船者を思いやる気持ちや、何らかの疾病や脈祷を持ってもささえ合える地域作り

の大切さも感じています。

平成２２年度町立４０周年を迎え病院祭を開雌した際、健康管理部のげい？保健師２人と

ライフステージの中で~｢1111ﾘI)i院がどうかかわっているのかをまとめ、パネルを作ってみまし

た。改めて、乳幼児～学１，if～成人～老イドと全１０１に波り、〕う防、ＩＴﾘﾘ暁兇、沿猟、介融、終'ｋ

の人盤により添ってのかかわりをもって来れたことがわかりました。そして、その巾で得た

事を町民の皆さまに発信していかなければならないという大きな責任も感じました。

佐久棚llil､の５０年の歴史のr1.1にある４０年の下''11ﾙii院の雁史が、合併という大きな力を得

て次の５０年に向かって行け』るよう進んで行きましょう。

Ⅱ
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町立千曲病院を中心とした健康管理

佐久町の健康管理について
川村しげ子

昭測４５年、昭和医大附属病院だった千'''１病院が町に移管され、町との

連鵬が強まり、あらゆる分野での協力体制ができてきた。当時保健師も

長年２名だったが、平成５年、８年、１２年に各々１名増員された。

昭和４０年代は脳卒中による死亡率が高かったため、保健所より脳卒中

特別対莱の指定を受け、成人病検診に力を入れてきた。特別対策堺業終

ｒ後も千IMI嫡院の協力のもとに続けられた。

☆成人保健○健康相談

公民鮪で行っていたが保健センター開所により保健センターへ移動

し毎週月暇日に開催。

○各種検診（成人病検診・胃カメラ検診・町民ドック・寿ドック）

胃集団健診や結核レントゲン検診は各々予防協会により実施されて

いたが、締密検査やその後のフォローなどは千曲病院に依頼し行なっ

ていた。

○各籾教室

町民ドックや検診終了後の病態教室は、病院と共催で実施し、その

年毎に骨の教室、高脂血症の学習会、生活習慣病予防教室などテーマ

を決めて取り組んできた。スタッフも医師のみならず、栄養士、理学

撫法十、病院保健師の協力も得て行なった。

○リハビリ訓練及び訪問リハビリ

脳卒中等により、身体に障害のある方への機能訓練を、老人センター

オープンに伴ない開始した。開始当時は理学療法士が病院にいなかっ

たため、マッサージ師や、浅間病院からの理学療法土の雇い上げの時

期もあった。あわせて在宅の人の訪問リハビリも行い、ねたきり予防

に力を注いだ。



町立千曲病院を中心とした健康管理

☆母子保健 少了化の進む''1で、母了保健の里点目隙は、ｊ是育て支援と子どもたち

の健やかな成長を支援することでした。

○乳幼児雌診

FIllI病院からの|無帥派造により実施してきた。一時揃院の小児科外

来のⅢ鎖など、医師確保にきびしい||刷りlもあったが、偏人からの派遣

により蝋業継続もでき、小児科外来の診旅開始へとつながった。役場

スタッフも限られたため、病院保健師にも協力を得ての健診だった。

○予防接祁

乳幼児・各保育園・学校において火施。

○教室関係（妊婦教察・離乳食教室．あそびの広場・すくすく講雁。

はははの数壊など）

平成９年腿より''11に栄誕|:が配冊されたため、Ｉリｆ保lillに欠かせな

い栄迷の分野も含め育児支援ができるようになった。入園前の子ども

と、その保遡肯を対象にした「あそびの広場」は年々参加者が端え、

公民館との共仙でお母さんたちにとっても大変IWi評でした。また、佐

久町はかなり前より、管内でう歯保ｲi率が問いとの指摘を受け検診や

教皇の中で、歯科衛生士や栄養-tの協力を得て個別指導や集団指導を

取りまぜて取り組んできました。しかし、今でも県平均に及ばず課題

となっています。

ONhj迦剛＃||緋・ひまわり会

言語肺餅聯、発達に障害のあるｆどもに母j4災に通閲しての訓練を町単独で

｜糊iした。この.1噸がさらに発展して近隣3111｣村、｜ﾉi;久|||｣.以南のⅢj村を稀めた

広域へと広がって行った。ひまわり会はそんな知|'Ｍ踊裸を持つ２０版以ドの細

の会で、母親同士の連挑をとりながら、気軽に話せる会として活躍していた。

母と子の料理教室

９１６

Ⅱ
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町立千曲病院を中心とした健康管理

☆精神保健地域で鞘神陳害荷を支えるために家族会が般W:された。保健所と併行

しながら､デイケアを行い､仲間づくり､学習の聯として龍要な役割を担っ

ている。新しい作業所もでき、身体、精Ｉ''1,111的隙害者の働く場として

漸励している。保仙帥も月ｌ向定期的に他ﾙlIl11縦としてかかわり、’11談

に乗ったりして支援してきた。

一時、アルコール依存症支援のための断澗会にも力を入れ、町独自で

断酒会をI＃lいたり、小海地区断酒会に各町村が当番制でかかわったりと、

断酒しようとする人への支援にも力を入れてきた。

☆地区組織の育成 ○食生活改禅推進協議会

１１１初、町に栄養上がいなかったため、保健師が‘櫛務局として活動し

ていた。ｌＩｌｊに栄挺|:が肥11‘'iされてからは似仙|‘{'|iより１|；務A,jが脇り、栄

墾上を'''心として保健所の講習|人1群を町に1ki}って会員に伝達しながら

毎月活動していた。保健師も健康面の話しをしたり協力している。

○係他愛典公

’111.の他康づくりの担い手として地区より選ばれた保健委員が活動し

ました。検診の希望のとりまとめ、検診当11の協ﾉJ、毎年実施してい

た「健康を考える町民のつどい」への参加協力など、保健委員に対す

る期待は火きなものでした。任期が終わって「やってよかった」とい

う声が聞かれればホッとしたものです。

保健委員会介護講習
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剛立千曲病院を中心とＬ$だ健康管理

吾〃

」巡刷川越連絡会

子どもの生活や健康があやぶまれている巾、了どもや子どもをとり

まく大人たちにかかわるスタッフが何に会して、子どもの健康を守っ

ていくことをｕ的に、保育剛、学椛、ＪＡ、下'''１病院、保健所のスタッ

フで構成されている。

各所属での子どもの実態や取り組みなど情報提供しながら学習会を

行ってきました。

Ⅱ
☆まとめＴ･'''1病院にも保健帥が配偶され、他Ij鋼''11部が発足して、より地域と

の連携も密になり、住民の健康管理の!|I核病院としての役割を担ってき

ている。

Ｉ|｣.民ドックを'''心とする雌診に始まり、」|u域にHlIAlいての成人病検診、

報告会、地域での健康に関する教室、学習会など幅広く地域にも出かけ

てもらい、「千曲病院は町の病院」という意識が住民にも定着して行った

かと思う。

いろいろな教室や事業を|＃l雌するにあたっても、病院の疾師、保健師、

栄養-t、理学療法-tなどの職種の協力なくしては継続できない面が多く、

常に密に連絡をとりながら進めてきた。

今後もＩｉﾐ民のための身近な病院として仙機ｌＭとも辿桃をとりあいなが

ら、その役割に期待したい。

リハビリ機能回復別練

笈砂惚，ノ
』 _ 昭 Z n

eH8

健康を考える町民のつどい
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Ⅱ

９９地域での住民検診の実施

住民健診と町民ドック
渡遷ゆう了

私が役場に勤めはじめた昭和５１年にはすでに、脳卒中･予防の為の循環器'''心の災

付l他診（成人病検診）が1曲病院の協ﾉJで尖施されていました。

佐久町は昭和４０年代後半、脳卒中による死亡率が高く、脳卒中特別対策事業の指

定を受け、佐久保健所が巾心となって検診がおこなわれ、榊巣終了後に町と千||||ﾘ,);院

で'jlき継いだと|ﾙlいています。

姉年年度当初に千曲病院の関係者と検診内容等について検討する為、打ち合わせ会

をもち実施してきましたｃ

対象荷は４０才以上の住民で、検診内容は身長体重測定・問診・IiIl序測定・尿検査・

血液検代・心地例・診察・蕊後指導でした。

地区の公民館１６会場に２週間連続で出向いての検診で、午前と午後で会場が変っ

た為、検診会場を作っては片づけて移動しなければならず大忙しでした。

大きな会場ではｌＯＯ稲もの方が､'41~1で受診しました。毎年1,000:i'i前後の〃が受

診され、７０才以上は料金が無料でした。

スタッフは、社会課の職員が多勢出向き剛|I制IMI員も頼んで対応しました。下曲病院

からは、医師や検査技師、看護師、栄謎|:が参加しました。地元の保健委員さんには

受診のお知らせを泥ｲ|iしながら受診勧奨をしてもらい、会場準備に協ﾉﾉしていただき

ました。

検診終ｒ後は各会場で報告会を実施しました。当時は高血圧や貧血の方が目立った

ので〕う防についての話や血圧測定をおこない、貧血で注意が必要な方には後口の貧IiIl

教室に来ていただき採血もしました。

冬場の地域に出向いた健康相談では、減塩の必要性を伝え、うす味のみそ汁（塩分

１％）の試食もおこないました。

昭和５８年に老人保健法が施行されましたが、示された以上の検喬をしていました。

昭和５()年代のがん検診は、」皇宮がん検診・冊バリウム検診・乳房検診で、いずれ

も'|〔検診を別々の日に実施していました。

’''1のがん死亡者が増加する巾、がんの'剃りl発見の為、又より多くの方の受診を得る

為、すべての検診を・度に済ませられる総合検診はできないかという話がもちあがり

ました。、11時、「曲病院におられたHll協科のiIi‘水先41;が巾心となって話がすすみ、「町

民ドック」を千曲病院に委託しておこなうことになりました。


