
地域での住民検診の実施

「車だって車検がある。人間も２年に１度は詳しい検査をして健康を守ってゆこう」

をスローガンに、より精度の高い検診をめざして最初から胃カメラを導入、大腸の検

査も便潜血のみでなく内視鏡をとり入れました。子宮がん検診は地元の新海先生の御

協力を得ました。

若い働き盛りの方の受診増もねらいで、対象者を３５才～６９才としました。

料金は４万円近くかかりましたが自己負担1万円程度（国保の場合）とし、残りは

町が負担しました。

町民ドックを理解してもらう為に役場の課長、術生係、保健師、千曲病院の青木先

生と看護師で、夜間地区の公民館をきめ細かにまわり、がんも早期発見で治ることを

スライドを上映しながら説明しました。（千曲病院に保健師がはいったのは昭和６０年度）

町民ドックは昭和５７年７月に開始しましたが年度内に７５５名が受診し好スタート

でした。発見がんは６名でした。

１日ですべての検査が受けられ、当日の夕方には結果説明が聞けること、通年実施

なので希望する月に受けられることなどが魅力で、毎年９００～1,000名の方が受診

しました。若い人や男性の受診が埴え、男性の受診率は４０％を越えました。

毎年多くのがんが発見されました。発見率は車検診をはるかに上まわりました。特

に胃がんと大腸がんが多く発見されました。早期がんが多く、がんを発見された方の

ほとんどが尊い命をとりとめ、その後元気に暮らしていることは私達関係者にとって

大きな喜びでした。

地域に出向いた成人病検診（その後住民健診と名称変更）も並行して実施しました

が内容の充実した町民ドックを積極的にすすめた経過もあり、受診者は減少してゆき

ました。夜間や休日に保健センター（昭和５９年２月竣工）で実施する対策もとりま

したが、町民ドックが定着するにつれ受診者は減少し検診会場の数も減らさざるを得

ませんでした。（平成１１年度から８会場）

受診者はほとんどが高齢者で､年間２５０名前後となりました。足の確保をはかる為、

千曲病院を会場にして送迎バスを出したこともありましたが利用者は少なく継続には

なりませんでした。

検診の結果は要医療や精密検査の方は訪問し、それ以外の方は郵送でお返ししまし

た。

町民ドックや住民健診の結果から多い疾患に対して、千曲病院と共催で教室を開催

しました。最初は肥満教室や糖尿病予防教室を２～３回シリーズで保健センターで実

施し、平成３年頃からは肝臓や大腸、高脂血の方が多いことから夜間に保健センター
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地域だの住民検診の巽施

1０１

やＴＩM1病院で学潤会や咲師による諭油会を開催しました。内容は千曲病院の保健師や

理学療法士（千曲病院にＰＴが入ったのは平成３儒度)、栄養|:の皆さんといっしょに

企画の段階から,ｇえて実施しました。

冬期間、地凶の公民航に出向いての健康相談と学稗会

では､Iill圧ilIll疋と一一般健脚:lli淡､学習会をおこないました。

住民健診やドックの結果ファイルを持参してもらい結果

説明も個人的におこないました。平成５年度から力を入

れた学課会では、徳イドテーマを決め、寸刺や体操、試食

をとり入れて、骨粗雑嫌や尿失禁、細川症の予防や介護

保険について等、学習してきました。こちらも千曲病院

のスタッフや在宅介謹支援センターの保健師といっしょ

に'足施しました。、'4成９ｲド庇に''11に栄挫土が配悩される

とよりきめ細かな対応ができるようになりました。

町民ドックを受けていた方が７０才以上になると、年
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令を砿ねてもドックを希望する声が強まり、検討の結果冬期健康相談と学習会
（高血圧予防）の－場面

｢がドック」として||州１６１年鰹から尖施しました。体へ

の負担を軽くする為、検査項目を減らし、料金も安くしておこないました。

ドックや住民健診等各称検診の希望とりまとめは地区の保健委員さんに協ﾉJしても

らいました。末受診跡|縦についても'''1からの皿剛を保健委|,』さんが持って訪問し、

・声かけて渡すことで町民ドックの受診率向上に効果をあげることができました。

合併後はお互いの町村の良い部分をとり入れた覇業が展開されています。集団健康

検診は安くて内容の充火した検診、川民ドックは１，ですべての検診が受けられるメ

リットがあります。住民にとっては選択肢が蝋えｲ簿しiに索せなことだと思います。

町の皆さんが年に１度は健康チェックをして、健服長寿を全うしてほしいと願って

います。

、ｄ
、ゆ

住民健診と町民ドツ
受診者の推移

００－

ｍ

形トックは
Ｓ６１隼スタート

S56年までは
住民雌診のみ

隅００

１２００

１０００

８００

６００

４００

７０Ｃ

［

一一住民嵯諭

０｡.▲…陣民ｆｿｸ

ﾆﾆ:ド．

２６４３２４
画■一凸●■宇曲－

９‘1４６０６

４２．２２
１六０３５フ

３３２

８６２

i３１
１”５

２３２２５１
用伊一で一一●■

8２４９４７

６９．１０３
１１沼’１３０‘

司民ドックは
ｇＳ７ｆＥスタート

司民ドックは
ｇＳ７ｆＥスタート

昭１ｓｓ２１Ｓ５３１Ｓ５４１ＳＳ５１Ｓ５６Ｓ５７１ＳＳ８１ＳＳ９１Ｓ６０１Ｓ６１Ｓ６２１Ｈ２１Ｈ６１Ｉ－ｌ８Ｈ１１Ｈ１４１Ｈ１６

265

846

４１
１１５コ



：

地域篭③住民検診③実撫

参考資料く旧佐久町冬期健康相談と学習会＞

内容○一般 健 康 相 談 ○ 血 圧測定

○ 検 診結果の個人指導○試食

○学習会

（毎年テーマを決め、寸劇や体操を採り入れて、わかりやすく、おもしろく）

1０２

スタッフ役場：保健師・栄養士在宅介遡支援センター：保健帥

千曲病院：保健師・栄養士・理学療法士

年度 内容 会場数 参加者

５

６

７

８

９

1０

1１

１２

1３

1４

1５

1６

○骨と健康（寸劇）
骨粗然症の予防

○ぼけたくないね（寸劇）
。ぼけとは
。ぼけの予防の生活と食事
･手先を使おう

○「カロチン」でがんと老化を予防しよう
○肩こり、腰痛予防体操
○おやつの試食

○ぼけたくないねパートⅡ
○手ずくな（おひなさまづくり）

○体脂肪とは
○体脂肪測定
○バランスのとれた食蛎

○「介護する自分・介護される自分
あなたはどう考えますか」

○在宅介護支援センターの紹介
○カルシウムを上手にとろう

○上手に介緬サービスを使うには
○見えないあぶらに御用心

○年をとっても若々しく（寸劇・体操）
～尿失禁の予防～

○野菜をおいしく食べよう

○血管と血圧のこぼれ話～高血圧予防～
○健康寿命は塩加減
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○
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○らくら<人生を送るための介護保険
～いくつになっても元気で～

○おやつのカロリー
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合併前の準備（す
検診の結果報告会
○今後の検診につ
○ふしぎな油の話

22会場

１８会場

22会場

23会場

21会場

22会場

23会場

22会場

24会場

24会場

24会場

25会場
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269人
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248人
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老人保健施設の建設

関連施設「佐久穂町老人保健施設」
施 設 長 小 尚 和 官

ｌﾄ:ｉ齢脅禰祉施策の一環として、、ド成２年６ノlに|/,;久lllIと八下仙村で柵成する組合で

３０床の施設を開設しました。

その後、老人保健福祉計画及び高齢化の急激な進行等を視野に、地域の要望も踏ま

え、平成１０年ｌＯｊ－ｌに５０床の増床施設が完成し現住に至っております。この贈床に

伴い施股の愛称を､佐久'''1の「さ」八下仙村の「や」介i巡の「か」でもある､さわやかで、

やさしい家庭的介謹が出来るよう「さやか」としました。平成１２年４月から介謹保

険法に基づき、現在要支援及び要介護認定を受けた方が111施設を利用されています。

君護、医学的管理ドにおいて介誰、機能訓練（リハビリ）その他日常生活の全般にわ

たりサービスを捉供することにより、安全で安心した′k活が送れ、。|-|も111い家庭復

帰ができるよう援助しています。また利用者の趣味、特技などを活かし毎口のレクリ

エーション、毎月の行事や地域の小学碇、踊りの会のボランティアなどの協ﾉ｣により、

入所碓活が単調にならないよう配慮し嵩ばれています。当施設のスタッフは尚齢荷の

尊厳を〈]:る介護を目指し、これからも・丸となって利川I2i様のお世話をしていきたい

と思っています。施設利用に際しお困りのときはいつでも支援相談員、介護支援専門

員が窓LIになり対応しています。

そして、千IMl病院を拠点としたこの地域の老人稲|<||:の核となれるよう関係機関との

連鵬をとりあい安心した老後が送れるよう努めて参ります。

老健さやか南館 老健さやか北館
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老人保健施設の建設

老健さやかリ八ビリのようす

Ⅱ

間接可動域を広げる訓練

腰などの痛い箇所の治療

歩行訓練

麻癖している足等のリハビリ

起き上がり動作の訓練
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Ⅱ

佐久総合病院と連携した集団健康検診

地域づくり、健康づくりは住民とともに
健康診断は健康教育の場旧八千穂村保健師八巻好芙

今回佐久穂町の健康管理堺災の歴史発刊にあたり、原稿依頼されたので、佐久穂町

に合併するまで、１１年間私が八下穂村でお世話になった'+'で、特に住民の皆さんと深

いつながりのあったや健康検診の‘Ｈと健康教育について,'ドかせて頂きたいと思う。健

康検診は'''八Ｆ穂村にとって、佐久総合病院との長い歴史の巾で実施され、その活動

が合併されて、佐久穂町になっても受け継がれているからである。

長いお付き合いの健康検診

旧八千穂村と佐久総合病院による健康検診は、昭和５０年からのお付き合いである。

健康検診も私が八千穂村に就職した平成６年頃は、各地域の公民館を拠点に実施して

いた。亜い机やベッド、ストーブなど検診に必艇な物は全て勝ち込み、準伽の段階で

へとへとになっていた。

健康検診は１２月の寒い時期だったこともあり、準備にはストーブは欠かせない物

だった。

ストーブにつき物の灯油も束で迎ぴ、今思うとよくもあんな危険な事をしたものだ

と、背筋が寒くなる。

各地域の公腿館は建て付けの悪い所もあり、息を吹きかけて、手を温めながらの指

導でした。そんな州iiiでしたので、術生指導員さんの地域での製方の協ﾉﾉは強い味方

でした。

集団健康検診

の様子



佐久総合病院と連携し』た集団健康検診

途中で検診ストップ

検診内容の検討を重ねていく巾で、骨密度検診や歯科検診等の内容が充実され、電

気器具を今まで以上に使うようになり、地域の公民館では、電気が蕊ちてしまい、械

診がストップしてしまう1f態が′ｋじ、通気設備の光寵している柵祉センターでやる噸

になっていった。特に馬越公民館の検診は何度も何度も電源が落ちてしまいその都度

検診がストップし、思い出深い検診になった。

住民の足はどうするか？

地域の公民館で出来ないならば交通手段の無い人はどうするかという事で衛生指導

員さんとの話し合いの結果、送迎バスの導入がされ、福祉センターでの検診と変わっ

ていった。

今では新しい公民館が処殺され、寵気I没附、畷腸対策はしっかりしているが、今と

なっては、思い出深い検診となってしまった。

健康教育の充実

検診は受けただけではﾊｰ手落ち。体の{|:細みを知り、検在の内容を叩解することが

人事と、健康検診の最後に健康学習の場を設け、報告会ではさらに福祉や生活の学習

を合わせて行ってきた。

ほっと一息「健康茶屋」

内容については、前年度検診から課題と思われる項目を選んで実施し、テーマに沿っ

て、健康‘検診の雌後に健康学料と健康茶屋で・息入れて頂いた、お茶につきものの討

食品も検診行には好評

だった。

健康検診をただの検

診にしないで、楽しく

分かり易い検診にしよ

うという、スタッフの

思いで実施してきた。

健康茶屋

の様子

▼里?産宝ヌー
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縦久総倉病院と:連携Ｉ鋤』た集団健康検診

健康教育の内容

平成６年から、１６年度迄の課辿と健康学習のテーマは次のようである｡

､1胆成６年

平成７年

平成８年

14成９年

平成１０年

､YL成１１年

平成１２年

平成１３年

､If成１４年

平成１５年

平成１６年

体のしくみについて（/|iに各臓器を,Iき''|分の体を知り大切にする）

食べた物はどうなっていくのか消化吸収のﾙリ

骨密度とは？（骨密度検診導入にあたり）

冊を丈夫にするためにはどうするか？

‘'1密唯とはその２

冊を丈夫にするためにカルシウムの吸収聯について

体脂肪測定の結果と動脈硬化危険因了とは？

帥入りの料11Ｍ

1m管を守るには？IIILIl』と聯の話（伽IIlIlZが多い）

血筏を大事にしよう（生活習仙病の増加）

血液さらさらとは？

lIMWを守るには？心臓にやさしい坐活（心臓の働きについて）

,1.$血圧について

械尿病について

ＬＤＩ‘コレステロールについて

結果報告会

での寸劇



依久総合病院簿連携しだ集団健康検診

チームで取り組んで効果をあげる

このような保健予防活動は保健師だけでなく、住民課や在宅介謹支援センターと一

緒に取り細んで来た。〕；防活動を充実していくには、俣療機関との協力が不IiI欠であ

る。佐久総合病院との協力があり、内祥の検討から実施まで一緒に取り組んで効果を

あげて来た。

勿論地域の八千穂クリニックの背水先生にも色んな場面で協力して頂いた。

誰もが健康で元気に雑らしたいと思っている。検診は自分の体を見直し、健康づく

り・病気の]予防・治旅につなげてゆく大切な〕’防活動の機会である。

健康検,診では、将殿付の教室に参川しない人や、’'１iい働き盛りの方も受診するので、

病気があってもなくても、検診だからこそ体や碓活について振り返って学習できる。

住民に分かってほしい、慾じてほしい、というスタッフの意気込みは住民に脳くもの

と信じ、押し付けにならないような、クイズにしたり、寸劇にしたりして来た。

更なる発展を

私はトータルで３４年間の保健師活動をしてきた。佐久総合病院の教えである「予

防は泊猟に勝る」その尖』,1のためにi'１１柳｣してきたつもりである。現在も微ﾉJながら町

の保健に関わらせていただいている。

今後も健康検診と他厳教育を上手に取り入れながら、佐久穂町の更なる進化を願っ
ています。
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佐父総合病院と連携しだ集団健康検診

健康診断で繋がる人づくり、町づくり
佐久総合病院前師長小林栄子

２００５年１０月１６日、私は感動の涙で言葉が出ませんでした。佐久穂町として初め

ての「福祉と健康のつどい」健康づくり員を中心とした演劇の反省会の席上でした。

佐々木町長をはじめ、劇に取り組んだ健康づくり員、保健推進委員、サポートした

様々な人４０人くらいだったでしょうか。健康な町づくりの主役としての感想や意見

が出ました。みんなで、やり遂げたといった雰囲気。合併というハードルを一歩プラ

スに踏み出し新しい町づくりが始まったことを感じました。ここまでに至る歴史や、

関係者の苦労、そんなことが報われるようなつどいの成功が涙になりました。

■初めての健診は煙かった

初めての健診参加は佐久総合病院看護学生の時、地域看護実習で高岩と大久保に行

きました。大勢の方が来たこと。高岩の囲炉裏端を囲んでの反省会が煙かったことを

覚えています。その後、保健師として昭和５０年に佐久総合病院健康管理部に就職、

平成２１年まで梯々な健康管理活動に関わらせていただきました。長くかかわった健

康検診に触れてみたいと思います。

■誰もが行ける会場で旅の一座のごとく

昭和３４年に手遅れをなくし、医療費負担を減らし、住民の暮らしを良くするため

の施策として全村健康管理がスタートしました｡｢全住民が年に１回の健康検診を受け、

その結果を評価し病気の予防や、そのための生活改善の学習や取り組みをする｡」を２

つの柱とし、組織やしくみがつくられ今日まで健診を軸に様々な事業や活動が展開し

てきました。下駄ばき、普段着で受診できるようどんな小さな集落にも出かける。寝

たきりや、自分で会場に来られない人の所へは、健診の空き時間に医師、看護師、村

の保健師で訪問する。働いている人のために受付時間は夕刻６時まで。このため健診

器材のなかに、石油ストーブ、灯油、裸電球、釘、金槌、ロープやコードは必需品、

公民館に、カーテンをはりめぐらし、裸電球をあちこちにつるし、旅の一座のような

設営と移動の繰り返し。



佐久総合病院と連携しだ集団健康検診

■人も家も、集落も丸ごと診る

病気や異常の発見だけではなく、人と暮らし、環境を総合的にとらえ記録し、その

後の取り組みに活かす。このため実施者側に三つの健康台帳と個人には健康手帳がつ

くられました。

部落台帳（集落全体の地図や状況）

世帯台帳（家族や家の構造・便所・水道・風呂、農家経営規模・経済・調味料

の使用状況など）

個人台帳（測定や健康状況生活習慣・医師の記録や判定など）

個人では健康手帳を持ち記録していく。私が就職した昭和５０年代はこれらも、継

続しながら現在の集団健康スクリーニング方式でしたが、スクリーニング問診に従来

の台帳を踏襲する方向で３つの台帳は使用しなくなりました。

■健康検診は地区あげての－大行事

久々 の集まりに､会場はどこも､ちょっとしたお祭りのようなにぎわい。健診終了後、

衛生指導員さん司会のもと、区長さん、衛生部長さん、女性の役員さんスタッフ含め

全員で反省会。女性の役員さんがつくってくれたうどんや煮こじ、漬物を食べながら

特に野沢菜の天ぷらが珍しく人気がありました。今回の受診の取り組みと結果。地区

で気になることや問題はないか。など健康問題はじめ様々 なことが出ました。漉縮さ

れた地域懇談会であり、学習や交流の場でありました。地区の方にとっては、外部の

様々な人との触れ合いの中で、自分の事、地区の事、暮らしのことを考える貴亜な時

ではなかったでしょうか。

■ドックなみで受けやすい健診めざして

この偉大なイベントは、１２月から２月まで３カ月間、週４日から５日続きます。ス

タッフの苦労は大変なものがありました。とくに、１２月後半からは健診終了した地区

の結果のまとめ、報告会が同時進行。報告会スタッフはうどんと反省会もそこそこに、

健診会場から夜の報告会に出かけます。都合がつけば、病院の医師も参加していまし

た。村の事務の方が国民健康保険の状況、地区の結果やトピックスを村保健師、病気

の話を医師や病院スタッフとこちらも盛りだくさん。昭和５０年代、この大イベント

は高度経済成長の中、受診者スタッフとも多忙。健診内容、器材も増え、会場もせま

くその上ヒューズがとんでしまう。受診者の高齢化、バリアフリーでないと危ない。

若い人はプライバシーが気になる。夜までやっても、受診者は伸びない。これらの状
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佐久総合病院と連携した集団健康検診

況から、衛生指導員さんらと検討、住民アンケートをとり、会場への送迎バスを用意

し会場を中心地２カ所に集中、夜間受診日を残し、昼間中心に受けやすく、プライバ

シーにも配慮しゆったり安全で安心して受けられるように。また役員さんらの協力の

もと、毎年、健康のテーマに合わせたおやつなどの試食もできるお茶どころをつくり

疲れない健診会場にと工夫が凝らされました。

■一大行事から皆が取り組む年間行事に

健診受診者を増やし、健康への関心を高めるために始まった、合同会調やつどいも

会を重ね様々な人や組織で検討する中で、健診のみではなく町づくりに繋がるテーマ

や提案の大切な場となって来ました。また、地区の健康づくり員さん保健推進委員さ

ん中心にブロックとして主体的にテーマを決め、調査や学習会を重ね秋のつどいで発

表するようになりました。いずれにしても、健康検診を節にし、なんと多くの方が関

わり広がり繋がってきたことでしょう。みんなで同じテーブルに着き、学び話し合い

提案を大事にする、各組織、行政、保健医療福祉のサポート体制は連携も良く町の宝

物だと思います。その中心に健康づくり員さんの力が大きいと思います。若月先生は

健康を守る事は平和や、人をつくるとおっしゃっていました。多くの出会いや学ばせ

て頂いたことに感謝し、私の大切な町としても今後の一層の発展を願っています。

佐久穂町健康管理事業について

佐久歯科医師会会長雫田和成

私が健康管理事業としての集団健康検診に、はじめてお手伝いをさせていただいた

のは、平成５年当時私が佐久歯科医師会の公衆衛生部を担当し、まだ八千穂村が合併

前のときからでした。

このような町ぐるみの大規模な健診事業は、今まで経験したことがなく、戸惑いな

がらも村のスタッフのみなさんの意気込みにただついていくだけでした。健診後のお

茶の時間に食べたヤマブキの煮物が美味しかったことは今でも鮮明に記憶に残ってお

ります。

今年で５１回目の集団健康検診を迎え、これから益々充実した事業として、また全

国の市町村に誇れる事業としての「佐久穂町の健康管理事業冊子」の発行は、この事

業に参加できたものとして至福の喜びです。



口腔衛生に対する取り組み

行政は大きくなればなるほど、どうしても心配りのできる住民サービスができなく

なります。佐久穂町は､町合併時にまずそれを低下することなく、住民の雌服こそが｢元

気な町づくり」という姿勢で取り組んできました。

佐久歯科腹師会も単なる仙診だけでなく、住民のみなさんの口の巾の統計が取れる

よう、雌診ソフトを開発し輝年の地域住民の1-1腔管理まで心がけてまいりました。

日本歯科医師公では、平成元年より８０２０運動はじまりましたが、当時の８０２０の

述成率は１０％前後でした。約１５年後の「他服日本２１」の''1間発表では速成率２５％

を超え、火京を例にとりますと昨年のデータでは３０％になりました。

８０歳で２０木の歯を残すことは平均寿命、健康寿命を伸ばすためには大切なことで

すが、歯が無くなっても義歯を入れてきちんと佼合を確保することにより、寿命も伸

び健康の悪化の唯合いも向くならないことが‘;ilI明されています。

２０本の術を残すことは、歯科医師としての技術、知識を持って行う専門的な目標で

あって、本当に大事なことは２０本の歯を残せた高齢の人たちが自分の妓後の生をど

う生きるかということが大切なことです。

Ｉ/,§久穂町は､|眠の「仙康は'､]:るもの｜という従来の発想から､町民一人ひとりが「健

旗は自らつくるもの」という発想に転換し、疾病に聴礎を侭いた健康診断から健康で

あるかどうかふるい分けを目標としたスクリーニングとしての集団健巌検診に変わっ

てきたように思います。まさに医療モデル（始す医療）から生活モデル（生活全般を

支えていく隆旅）ヘと側標を変え、行政と町民が．丸となってこの事業に取り組んで

いる姿勢が、他町村になく素H舟らしいと思います。

歯科医療はみなさんの健康増進のためにあり、より質の高い生活を送っていただく

ための「生きるﾉJを支えることのできる医臓」であります。

住民のみなさんが「いつまでもおいしく食べていただくために｣、生派にわたって雌

股で明るく採らすことができるよう、これからも佐久歯科医師会として微力ながらお

手伝をさせていただければ幸いです。

そのためにも、佐久歯科灰ilIIi会会員として常に知識、技術の研鱗を雨ねてまいる所

作でございますので、どうぞこれからも1‘l:しくお願い致します。

最後に、この事業を支えているスタッフのみなさんのボランティア精神に敬意を表

し、また素晴らしい冊子が発行できることを心から祈念申し上げます。
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胃施設検診・村民ドックが始まった経過

胃がん施設検診について

佐々木〃）了

八千穂村では長年の健康管理活動で同氏健康保険の医療黄が低ドしてきていました。

しかし、村１．&のがん検診の受診状況は低く、がん対策のおくれが|｣立ち、低ドして

いた国保の医療費もこれにより昭和５３年ころから上界する傾向がみられるようにな

りました。

村では５２イドにがんが脳不巾をぬいて、死亡脱閃の鰯１位となりました。これは全

|'《|よりも５年IfLく、がんの瑚加は|』|保の脹療賀の卿ﾉjllをも招く不炭となってきました。

このような状態から特にがんの巾でも死亡者の多い胃がん対策が急務となっていた

ところ、５８年春、佐久病院にがん診療センターが開設されたのを機会に、門がんの施

殺検診を開始することになりました。

今までの噸による検診に加えて、４０歳から７０歳までの全村民約2,000人に佐久病

院で直接検街する胃検診を５年計画で進めることにしました。年齢が４０歳、４５歳、

５０歳というふうに５歳間隔で７０歳まで、毎年これらの年齢になる人に誕ﾉｋＨを中心

にｊｌ２Ｉｒ１Ｉ、村からマイクロバスで送迎し受診してもらう方式です。受診勧奨は術ﾉk指

導員による個別訪問が行われました。

５８年度と５９年度の２年間では､４００人がこの検診を受け､７人の胃がんが見つかり、

このうちの４人がITI期がんでした。

これは大変揃い発見率でした。発見された７人の〃は、前年胃検診を受けていなく、

ここ５年間１度も受けてない人もいました。

この後もＷがん施設検診で命びるいした人は何人もいました。

また、この検診の受診勧奨を個別訪問していただいた、術生指導し』さんのとりくみ

を健康まつりの演劇にとり入れたのが、現在まで続いている「つどい」の演劇の始ま

りのきっかけとなったのです。



やちほの家

地域のなかにとけ込んで

～八千穂村の地域福祉行政と、宅老所やちほの家の開設・運営に関わった１２年間

佐久総合病院征矢野文忠

平成７年側は平成１２年の公的介護保険制度導入までに、111学校区にｌ簡所の削合

で住宅介謹支援センターの設置を義務づけました。設置主体は市町村で、看護職と福

祉専門職２名を配漬させ、老人補#||:の総合窓口機能を２４時間担うことと、在宅介I池

支援センター巡営協剛会のI洲'iを条件に、迎営に柵Uﾉﾉ金を拠I'.{し投侭を椛進しました。

八千穂村では平成８年４月、佐久管内では臼田町に次いで２番目という早さで、イＩｉ

宅介護支援センターが設置され、佐久病院からは保健師と社会福祉土の２名が出向し

ました。憧ｲド八千穂村と佐久病院が築きｌ:げた健服怖叩活動を階えれば、Ｉ.ｉ;民の命と

生活を守る福祉活動に、病院は協力を惜しまないという方針からでした。

私たちは１ケ11問､庁舎内で村の保健帥と活動し、'1Ｈ末にデイサービス「こまどり」

の開所と同時に、訪問看護ステーションやちほと共に社協内に併設され、村の福祉活

動の拠点のひとつとなりました。

当時のWlWll:事業は・股財源で全て賄われていましたが、介,i‘保険制皮では、介i池保

険料の徴収、サービスの有料化、介護認定の手続き、介護度別の限度額に合わせたサー

ビス計画など福祉のしくみや考え方・処遇はもちろん、老人医療から社会的入院が切

り離されることで、受けlⅢとなる住宅サービスの｣,蝿幣liiiiやその柵幣と対応に多忙な

'二I々 を送りました。

在宅介誰支援センターでは、地区のお達者教室や民牛委員さんが教えてくれる生の

IlIli報は貴軍でした。私達は住民の声は一番に優先し、’１７ちに行動しその結果は必ず戻

すということを大切に活動し、訪問活動

をＨ玉に年''１３００人、延べ1,000件程喚

訪問し、いつの間にか、名前を聞いただ

けでほぼ村''１のお年寄りがわかる程度に

まで情報を緋てるようになりました。

訪問活動には、沢山の思い州と思い入

れがあります。保健帥や福祉係とネズミ

に占領された家の大捌除やネズミ退治。

尿で湿った慨やベッドを汗だくで搬出。

お墓の草刈りや粗大ゴミの片付け。矩燃
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やちぼの家

の灰とりに汚物の汲み出し。年寄りを背負って無我夢''１で病院へ逆んだこと、しどろ

もどろで救急隊を呼んだこと。玄関先で返事がないと一目さんに寝床とトイレを覗い

て安否確認したこと。そしてｲ'自宅で安らかな死に遭遇したことなど多くの川来需に遭

遇しました。介謹はする側もされる側も気兼ねなものです。人生の終馬にやってくる

介'池は、決して期限限定ではありません。その間は介繊する側もされる側もi鴬Ｉ1,で不

安なﾉ'昌活が行き来します。中には介護を契機に様々な問題が表面化してきます。経済

的問題であったり、心身の病気の不安定さであったり、長年積み竜なった家族や親戚

や地域の人'''11Ｍ係のしがらみであったり械々 です。水､11に老いることもﾀ,』ぬこともそ

うＨ・くありません。

私は対応困難な事例に遭遇するたびに、一体誰のための福祉を考えればいいのだろ

うか。索せになる地域づくりとはどんな姿なのだろうか。介謹荷が報われる介護のあ

り方なんて本当にあるのかしら。公平とはこの対応で本､11に良いのだろうかと疑問を

抱いたし、カルチャーショックにも陥りました。しかし、お年寄りたちのひたむきな

生活と素朴な優しさに、現状を受け止めることの大切さも学びました。

良く保雌師や福祉係と、地域で起きている様々な問題を時間の過ぎるのを忘れて滞

り合いもしました。多くが解決に至らなかったかもしれないけれど、「｛j；腿にとってよ

りよいサービスとは何か」を純粋に、誠実に、本気になって、みんなで前向きに議論

し行動しようと一生懸命だったと思います。住民にとって良いと思われることを良い

と思って、現場が自ｉi的に実践できる住腿課のチームワークの良さが何よりも好きで

した。何じょうにヘルパーやケアマネや介融職員とも、垣根を越えて熱い識論となり

ました。日常的に顔の見える、活動の見える関係ができてこそ、八Ｆ穂村の福祉活動

が保健予防と同じ位、誇りの持てる活動に育ったのだと思います。

村の禍祉行政は一貫して在宅茄視と介謹荊坊を２本林にした地域づくりを目指して

きました。「呆けても寝たきりになっても村がLli任を持って面倒をβる」には、動ける

認知症者や若い障害者の介護負桐を支援するサービスの構築が必要でした。介護者も

生活に密着した、柔軟的なケアを拠供してくれる小規税な宅老所のようなサービスを

'111よりも望んでいました。

平成１５年住民課の意向を受けて､村長は翌年宅老所の開設を公約に上げ､宅雀所｢や

ちほの家」が平成１６年１２月に開所となりました。運噛は佐久病院に委託され、開設

準備から携わった私が担当させてもらいました。「利Ⅱl苫さんと家族のためになる宅老

所にしよう。地域に愛されるような宅老所にしよう」と新しい職員と８柏で無我夢中

で活肋してきました。



やぢぼ鋤家

P唖罰

「やちほの家」では椋、食べることを逆

した生活作業がケアです。近所から届い

た食材のつくろい、大根・人参の皮むき、

切一'二大根づくり、畑作業と生ごみの堆肥

化など毎Ｈ仕事のない日はありません。

、｣前の記憶を失ってしまう認知症者に

とっては、生きている食材は働き嘘りだっ

た頃の記悩を呼び起こし瞥の話に催を咲

かせてくれます。毎'1繰り返される生活

作業は、いつの間にか「やらされている」

から「自分にもできる」そのうちに「やＩ

化していきます,、自分は人の厄介に蔵って

から「自分にもできる」そのうちに「やらせてよ」から、巾には「俺に係せる」と変

化していきます。口分は人の厄介になっているという気兼ねさから、「俺がいないと|刷

る」という役割感が生まれ、それが張り合いに繋がっていきました。

宅老所では、食事時間が遅れると渇を入れてくれる人、送りの順番の|噸iIiをやく人、

隣の人と毛ｲliを分け合い、体を寄せ合って眠る人、具合が悪いと傍らで付き添ってく

れる人など、利用者lIil士の関わりを通してお互いの優しい関係が生まれました。やち

ほの家でのﾉk活は利川蒋の心身をリラックスさせ、’'1己表現したくなるような積極性

という心のエネルギーを生み出し、その結果、人に幸せ感をもたらす笑顔を提供して

くれました。

仲間との「共食い」は食欲をそそり残食が減ります。動きも良くなって、便秘が解

消し良眼します。その結果利用荷の殆どが、心身が安定し元気になります。入院など

でﾉﾋ活リズムを崩しさえしなければ、木人や家族が望む、在宅生il1iが継続できます。

「利用肯さんと家族のためになる宅老所にしよう。地域に愛されるような宅営所にし

よう」と目指してきたやちほの家は、皆様のおかげで、思い描いてきたような温かい、

愛される拠り所として、地域に瓢1てにされ定着することができました。

私が平成２０年４月に去ったあと、今もやちほの家の職員は、いつも応気な心と感

洲の心で「ありがとう」「お願いね」「助かったよ」と地域のみなさんにも、利川尚さ

んや家族にも接してくれています。時代が変わっても人が変わっても、このような関

係を大切にしつづけることが、佐久病院の活動の原点だと信じていきたいと思います。

どうか今後も地域の財厳として、やちほの家をﾉk永くよろしくお凧いいたします。

1１６

Ⅱ



1１７

地域健康づくり員

（旧衛生指導員）

保健推進員

食生活改善推進協議会

佐久地域保健福祉大学同窓会



健康づくりのあゆみ

～笑顔があふれる佐久穂町をめざして～

Ⅲ

住民組織による健康づくり事業
弧

iｆ

一〆

禰

iｆ
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1１９

Ⅲ

地域健康づくり員(旧衛生指導員）

『衛生指導員』から『地域健康づくり員』へ
、ド成２１．２２年度地域健康づくり員会長小須Ｈ･Ｉ武棚

他旗づくりを推進するためには、′k活習慣の改灘と、病気になる前のア防が大切で

す。

生きるための意識改賊や健康のことを、住民が主体となって取り組む仕組みづくり

を考え、告で行動を起こさなければなりません。

地域他康づくり員の前身である、旧八千穂村での「衛堆指導員」の足跡はいかなる

言葉でも滞るに足りません。

合併により佐久穂町となり「地域健康づくり員」と改名され、私も町民の健康づく

りの一翼を担うことになって４年、微ﾉJながら努力して居ります。

地域健康づくり員の活動の'１｣に今でも流れているもの、それは“膿氏とともに“～

地域医療に生涯をささげた若月先生と、そして、佐久総合病院の信念です。地域健旗

づくり員はｊＷｌ疋例会があります。また、各種'辻|体や、医療機関等による合同会議、

研修旅行など私どもが参加するところに､佐久総合病院の先生はじめ健康管叫センター

の侍さんが参加されています。これも竹、’''八下棚村からの流れです。

今、佐久棚'''1.の雌服笹即１１巣は、明るい方向に進んでいると確{｢;しています。

｜口八下穂村で全村仙胴γＪｌＭが始まって５０年、住民の中から選ばれてそれに挑わっ

た「術'k指導員」の油動の服山を忘れてはなりません。、１１時の活動は今の健服づくり

貝のそれよりも、もっとlii民の化活の中に入り込んでいたように思われます。

地域健康づくり員として、また、農村医療の発祥の地とも云えるこの地域の健康管

即事業に桃わった'１１を誇りに思い、先達に感謝しております。

一台夢歳字

視察研修の様子


