
が、新村建設行政の軸として村民の健康福

祉を強調推進されたことがほうふつとして

思い出されます。

井出村長さんは、佐久水道事業に関して、

八ケ岳の裾野にある豊樹な湧泉を､｢持てる

ものが乏しきものに恵み与えることは人の

道なり」と、村のみでなく、広く佐久地域

へも供給すべきという信条を披涯されてお

りました。

私が県へ伺った折に長野市水道局長を訪

ね、村長の水道事業についてのお考えを話

しましたところ、局焚は、地下資源による

水道事業として共感の旨を強く表され、あ

わせて局災から八千樋村健康答理事業につ

いて、大水源郷にふさわしい健康村が確立

されるよう、井出村健さんの理想躍進を祈

念申すとの激励をうけました。これを村長

さんに報告しましたところ、ご澗悦で、そ

の決意のほどがうかがわれました。

昭和44年に本耶業10周年記念行事が村体

育館で催され、そのとき若月院長先生が、

八千穂村健康づくり活動が着実に進展して

いること、そして健康と幸福の道は「八千

穂村民一人一人の自覚から」「人生は習慣

なり悪い習慣は自省し、良き習慨をより身

につけるよう」と強調されましたことが、

今でも脳裡に刻まれております。

数年前、タイ、フィリッピンなど数カ国

の医師団が八千穂村を視察され、その際自

宅にもお寄りいただいたことがありました。

そのとき、通訳をとおして伺ったところ、

一様に佐久病院の農村医療、八千穂村の健

康管理活動に驚嘆されていました。またア

メリカポストン大学教授夫妻がいらしたとき

も、ｕ本譜まじりに11t界的農村医縦の泰斗

若月院長先生と八千穂村の生命行政を償賛

され、アメリカ全州に国民健康管理施策の

必要性を流感すると申され、夫人もうなづ

いておりました。

健康腎理活動25年の歴史のなかで、佐久

病院の指導により、村当局が一貫して健康

将理を重点施箪として最善をつくされてき

たことに村民の一人として感銘しておりま

す。しかし本事業の根幹ともいうべき年一

度の健康検診の受診率が、８０％台から漸減

し、数年来50％台の現状にあることに、全

村的に反省検討の必要があると思います。

５７年７月、保健委員会にかわって、新た

に八千棚村健康づくり推進協議会が生まれ

ましたが、本那業活動の転機を画する．つ

の施策であると共感いたしています。規則

第一条を基軸に、全村民健康づくり態勢を、

柵概的かつ効率的に、より推進きれますよ

う、ひたすら念願しております。

楽しみを続けるために

一人幕し老人の会副会奨

小林みき(iWj根）

１年に１度逢うことにしている学生時代

の友人たちから「あなたは八千穂村に住め

て幸せね」と言われまして、改めて健康管

理の行き届いた八千穂村に住む自分の幸せ

を噛みしめました。

J8Z
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健康が人生にとって最も大切な事である

と知りながら、自主的に健康将理する小は

むずかしく、集団検診におまかせしている

私です。お蔭様で次第に老化し知らず識ら

ずに健康を害している原因を知り、覚束無

いながらひとりの郭しを続けて居ります。

「井」と書ける

名札の読みを間ひしより

心をひらく若き主治医

集団検診の結果治恢を受ける411になりま

してから、私の生活の中に２週に１度の通

院と半年に１度の精密検診が加わりました。

何となく畏れを抱いて居りましたお医者さ

んにも、種々とお話を伺うことが出米まし

て、完全に実行する事は出米ないながら、

自分の身を保持する手段を教えていただき

ました。

月に１度くらい、子等の住む来京・横浜

に出掛けて行きましては、逢う楽しみを得

られますのも、また今年の夏休みは、故郷

に集りました孫５人子等総勢１０人に加わって、

飯盛山・高見石・大深山遺跡など、思い出

の場所を辿る事の出米ましたのも、健康の

お蔭と思って居ります。

子供達は、ひとり幕す私を心配して同居

をすすめますが、私にはもうひとつの八千

穂村の魅力がございます。八千穂村に住む

瓶になって以来のたくさんの友人がいらっ

しゃる事なのです。

毎日のように顔を合わせる小の出来る方、

困った時は何事もお枇話になる方、また同

好の方々など関わりは嫌々ですが、子等の

住む都会には得る事の出米ない、心からの

緋を待つ方々がいらっしゃる事なのです。

短歌の友人たちとの月１度の会合は心身

共に大きな楽しみです。私より年上の方、

年下とは言ってもそれ程違わない方々と、

戦前戦後そして現在を過ごして米た人生を

語り、時を過ごす聯の出来ますのは、何よ

りの幸せです。

会合の準備をしながら、後片づけをしな

がらこの楽しみを続けるためには、健康で

なくてはとしみじみ思います。

健康検診今昔

中山貴美子（鳥越）

私達が故郷へ帰ってきたのは、昭和48年

の秋、もう数えて10年余の月日が経ってし

まいました。その年の12月、村から健康手

帳をいただき、はじめて健康検診を受けま

した。受診料は１００円。検診後は結果報告

会があり、適切な衛生指導までしていただ

き感激したことを覚えています。

喉もと過ぎれば熱さを忘れるのたとえの

ように、１０年経った今日この頃では、私の

心の片隅に「マンネリ化」の影が．．…･と自

戒しています。

この原稿を書くにあたって、私は「八千

穂村公民館報縮刷版」に目を通しました。

そして、村の健康検診の源を初めて知るこ

とが出米たのです。

昭和33年12月、剛氏健康保険が改正され
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てぢえるようになったのです。

脚Iﾉ､jでは、淵下県沢内村を訪れてその健

康管理の状況を視察し、、'１村の健康管理の

あり方を発疋’'11聯の抗持ちにかえってとり

組もうと努ﾉJされたようです。また凹際的

な行,ＩＦの．つとしては、’11隙雌村恢学会が

日本（佐久病院において）で開催された年

に、八千穂村の視察が行なわれたことでし

た。

はじめての受,診'＃ｌ始から指折り数えても

う２５年、誰のためのものでなく、自分自身

のためなのだと、節||節１１を大切にふりか

えって、その懲樋の１１ﾙ柵雛をしなくてはな

らないと‘似います。

主人は50歳の始め、私は30歳の終りに胃

切除の火.ｆ術を致しました。早期治療をモ

ットーとしていたi昌人の愈に従ったので、

順調な経過で雌服をとり戻しました。老い

てますます大向然のふところにかえり、人

もうらやむ雌ﾙ卿ｆ皿の行きﾙI}いたわが故郷

の恵みを受けて、雌やかなII々の送れる．樵

を噛みしめております。先人のご努力に感

謝しつつ縦をおきます。

て、自己負楓分を病院の窓口で支払うことに

な')ました。村､!’i肋では医旅機関の|ﾙﾉJを

得て、何度力，の検討をiIIね、村雌の健康符

理に重点を置くために、維済ｋの附雌を兇

服して、その計lIIjiを惟進-1-べしと決断され

たのです。全ＩＲＩで初の他ﾙiｱ･帳による検

診が実施されたのは１年後の昭和34年11月

からでした。

年をiItね、全国の注視の的となったもの

の、受診者の減少、摘人のjWlII搾々 、指導

着の悩みは大きく、外野からの竿1111:な意見

としても、八千穂村の健康杵雌述仙は村民

の111から唯まれたものとは‘･えらｵLない、

病院、役場の一〃的おしつけである、悌

々の意見が寄せられたようです。

しかし、村の指導新の〃々のたゆまぬ稗

叢柄勤（ｎ分の体についての側心を持つこ

と､'家族､部落にまて考えを発股させていく

こと等）の足跡は、頁を繰るごとに私の心

を動かしました。徐々 に、祁ドl11j村と比較

しての賑派出が減少し、成人病刈策への協

力も拡がり、￥･期発兄、１１りりl梢恢、そして

何よりも予防の人切さを、’'1分のこととし

ー
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倒れたとき、出浦先生にすぐ兄ていただ

き、１週間は絶対安静で、ようやく気がつ

きましたが、夜だか州H1だか、ＩﾘWも東もわ

からず、ボケと妄想で肘')ました。

出浦光化に入院させなくてもいいでしょ

う力'と'111〈と、先ﾉkは「こういう病人はす

ぐは良くならない。紙１枚ぐらい少しずつ

良くなっていくから、あせらないで、子供

を１人もうけたつもりで、一生懸命看病し

ろ」と‘『われました。その’『葉を信じて、

家''1でﾉJをあわせ、いたわり、はげましあ

って、今'１まで頑張ってきました。近所の

〃、地域のみなさまにもおIlt誌になり助け

7J9４

て頂きました。忘れられません。

’11．〈良くしようと思い、一ﾉﾋ懸命おとり

もちしすぎたせいか､ｽﾏｰﾄだったおば

あさんを太らせてし畠い●健康診断のとき

佐久病院から来てドさったお医･勝様に叱ら

れてしまいました。「こんなに太らせては、

心臓が側｢愛そうだ。食』l#も人事だが辿ilijlは

しているかね」「こるんて．､けがばかりして

いるので今1111もしていません」と荷うと、

織側でいいから歩く純洲をさせなさい、脈

心に持てた龍

ﾉｋｋ浦江（''１畑）

佐久病院の農村医学夏

季大学講座で発表する

水上さん（左端）

１筋lilIJliになやまされ､征11のﾉIﾐ活に気を

つけていたおばあきんが、急に倒れて今年

で16年たちました｡蛙かつたような短かか

ったような、無我夢I|'で過ぎた16年でした｡

１１歩かなければだめだ、今から始めなさい

といわれました。

杖をついて、ｌＩＩＩｌはlIiil、２１１１１は2

1111、脈HlI1l数をふやして､はげみのため､

歩いた回数をカレンダーに書きこみました

Ⅱ噸しにしっかり歩けるようになりました｡

ｎ病するのには、，'Ｉしい耐Ijjのﾉﾉ法を勉

強し意ければ駁らないことがわかりました‘

保健婦さんにすすめられ、有線放送で健康

教蝋のある｢,を知I)、おばあさんにお願い

して雌服敬鐙に行かせてもらいました。雌

ﾙj§で生活のできる堆水の３本柱である栄獲

・運動．休養のﾉく切さを教わりました。
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滑謹の〃法もＨ:と変ってきました。バラ

ンスの取れた食'"、減蝋食、肥iIIlIjr防、迦

度の辿仙を伽Ilつづける。｜･分な休養。病

人にはふとんが大切です。術ﾉk的で気持ち

の良いふとんに休ませる。１１光に．I:してや

る。こんなすばらしい勉強の場所のあるこ

とを知り、火勢の皮述もでき、ストレスの

解iiljにもなりました。ド１分の銃持ちも変り、

銃持ち良く、病ができるようになりました‘

おばあさんもおちついて、ＩｌｊＷしに良くな

ってきました。

７ｊｌのあるⅡ保健伽!}さんが、帆みがある

といって家に兄えられました。１｢11‘1Fかと心

lWdで．したが､‘;門は脈年|ﾉii久ｿIii院で行なわれ

ている股州ｹﾐ'､j理季人':j::で、濃たき')と人

の家庭行I勘の体験発炎をしてはしいと伽ま

れました。ｉﾐ人にｲ11,淡すると、ｊ2人は、お

ふくろがこんなに良くなったのもお前のお

かげだ。できたら出て1,,L〆〕といわれ、おそ

るおそるＨ怖の返'1ｉをしました。

’'１:〈ことが11汗なので脈柵をまとめるの

が大変でした。おばあさんに巡り合えたの

で、体験発炎が'''1米、私にとって、４;派わ

すれることの出来ないすぱ,しい思い出と

な')ました｡みなさんが笑いと涙で|Ⅲいてド

きったそうです。

」きい間くじけず、おばあさんの喬病が出

来たこと、その体験を火勢の〃々 に|jMいて

いただき、私の心にＡ１',物でない篭物を持つ

ことが出来ました。

お'11:誠になった〃々 に感謝して、これか

らもみなさんのお役に'１:ちたいと-ザえてい

ます。

奉仕貝の仕事に携わって

家庭奉仕貝

須川かよｆ・（柑前）

私が、家庭奉仕典という仕堺についたと

きは、まだ隔祉ということがあま')多くの

人たちには知られていなかったように忠っ

た。村の保健婦さんに、ねたきりの人やひ

とり雑しの人たちの話し相下だけど、やっ

てみないかとすすめられて入った仕』l『だっ

た。

こんな仕事についても、自分は自転車に

も乗れず、どこへ訪問するにも歩いて行っ

た。雌初は保健姉さんについて、ねたきり

の方の家を訪問し、いろいろと指導しても

らった。何凹か訪問するうちに、少しずつ

だが、おじいさん、おばあさんとのＩ活もで

きるようになった。

ある箱柱のたつ寒さのなかを、汗をかき

ﾉJR5
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ながら訪問した。’'1髪の美しいおばあさん

宅だった。少し迎い棚販を食べていた。そ

のうちに、１１のillに入っているご飯を手に

つかんで、そばの砿に帯ﾉ『にと投げつけて

いる。寝床から雌、帯ﾉｉにととび散り、帥

飯粒は、花が咲いたようになった。お嫁き

んは、「ちょっと１１を放すとこうだに」と

笑いながら掃除を始めた。そんな家の人た

ちの気緋ちをわかっているのかいないのか、

本人は、すまし顔で笑っていた。

，何凹か訪問するうち、声をかけても）『を

かたく閉ざして,;iIiしてくれない人、部屋の

入11に雛がかかっていて入れない家があっ

た。こちらの)肘はlilこえていても、老人

は体が動けず中でﾉ膝だけ聞こえる。どうす

ることもできない。保健姉さんに話をして、

家の人に部雌の雌だけはずしてもらうよう

に頼む。数１１たって肋間すると、鍵がかか

っていず部爆の''１に入れた。おじいさんも

瞳しそうに締をしてくれる。よかったなあ。

人それぞれ家に合った肋間、石渡の11:〃

がある。初めてのI‘１分にはそれがとても勉

強になる。先I1Ii〃れた家は、看護している

方が年をとっているため、ノJがなくて、鯉

ているおばあさんを横にできず、ただ心配

しているだけだった。ぜひ枇にしてみてほ

しいとおばあさんの声。おむつにlIil､膿みが

しみていた。このおばあさんを横にしてみ

てびっくりした。１ｌｆＩＩＩから什撚にかけて大

きな床ずれが広がっている。『･のほどこし

ようもなかった。とＩ)あえずちり紙でI吸い

とり、１，１１)を清潔にした。灰師に診てもら

い、災をつけるようにすすめる。

いろいろなことにぶつかり、そのときど

きに、たくきんの人たちに敬えてもらい、

ひとつひとつが勉強になる。だれも教えて

くれない体の砿い人のオムツのとり勝えや、

シーツ交換、体位交換などをl‘1分なりに考

えて、やりよい方法で漏渡してきた。

いちばん/f思瀧なことは、おじいさんも

おばあさんも、７()年、８()イドと災い人ﾉl§を２

人仲良く、嬉しいことも悲しいこともいっ

しょに、世代の波にもまれながら２人で力

を合わせてのり越えて雌きている姿だった。

それがとてもたのもし

縦にも思われた。これ

を楽しくほがらかに蝶

とを肝る･

く‘Ｗ》れ、また不‘忠

からも残された人生

していってほしいこ

健康管理合同会議

司会は村役場の篠原さん
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人の人生が生きられるから楽しいのよ」と

,；った人がありましたが、仏もIIil感です。

人と会い話すと、人は様々な思いの中で生

きている。人には寓えない、『すわない．鮮労

や思いがたくさんあるのだと感じます。そ

んな時、保健jIi'}は111Iちかの形で代介%･には

なれないだろうか。衿でI'頃思っている生

活・鯉康問題を、考え燕')合える場を作れ

ないものだろうかと思います。

ｎ分の健服は脚分で:､):ろうとはI#い讃す

が、そのためには、本人の、党と健康が守

れる環境が必要です。八下穂村は検診|前で

は忠まれていますが、Ｉ‘1分の腿服について、

-iﾐ体的に考える1mが足りないようです。検

診も人に勧められるから仕方なく受け、後

は野となれ111となれという人もいます。’'１

分の仙鵬を守っていく節一歩として検診を

積極的に受け、検診の結』,M:をﾉkかした′I乏活

をしていきたいものです。

検診を受けた後、その結果を・人・人の

fl畠柄の中にどのようにﾉkかしていくか。保

健婦は、一人一人に日術生活の注慰や医療

機関受診のすすめなどのお紙をしますが‐

保健姉四年、にして
田
心 うこ

村保仙脈''1‘崎Ｉ７ｆｌ'‘

八下穂村にお世話になって‘1年'１，２５年

のあゆみの１ページを飾ることができ、た

いへんうれしく思います。尚校生の頃から

保健婦になりたいと思い、あれから１０年、

内分の思った道を歩み、健康管理のこの村

に就職できたことは本､11に幸せだと思いま

す。

４年前、保健室だよりに「村の侍さんと

・緒に考え、歩む保池h'}になi)たい」と11|:き

ましたが、始めの噸は化,I唯党え、帆れる

のにせいいっぱいで､した。どうしたらその

ような保健婦活動ができるのかわかってき

たのは、つい最近のことで．す。

たくさんの人と出合い、いろいろな経験

をし、考えさせられることも多くありまし

た。「保健婦は１００人の人に会えば、１００

体の力をぬいて下さい．…･‘

心電図検査周需
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どうしたら生活の中に41§かされるかについ

ての援助が足りないようです。・人だけで

'､1:れる健康には限りがあります。家族、近

所、各種団体（衛生指導貝、ルル人の他康づ

くり椛進員、老人クラブ、lIi･年卜11など）

の村の衿さんが!|'心となって、どうした

ら雌服で謀らせるか、健康を'‘￥している原

Iﾉ1は何か、改善すべき点は何かなど誌しあ

い考えながら解決していくことが、これか

らは大切になるのだと思います。

健康問題を考えるきっかけを作り、話し

合いを深める援助を行うことも保健婦の仕

'1ｆだと思うのですが、まだまだそこまでで

きていないことをIlIL,沢なく思っています。

昨年の健康まつりは村の衿さんが実行委

典になり鵬されました。一人一人が雌康に

ついて夢える良い機会でした。雌服な人で

いつはいの村にしていくために、健服まつ

りのようにみんなで考えて作')あげたもの

を火切にしていく活仙をしていきたいと思

います。これからもよろしくお願い致しま

す。

心に残っていること

ある妊脇,}さん、家族から「異常がないん

だから､そんなに検診に行かなくてもいい」

といわれ、「私一人だけのＹ･供じゃないの

に、この家みんなのl'･供が'1iまれてくるの

に」と悲しんでいました。Ｈｊ:と生まれてく

る了供のために、妊娠中は精神・身体のゆ

とりとIﾗﾐ学的なチェックは必笈です。家族、

地域みんなて．妊姉きんや/lﾐまれてくるｊ'･供

をやさしく兄守っていきたいと思います。

伽,i訓1談の時のことですが、おばあさん

はｲ11:い頃'湘倣をわず,い、ｌ('１脈ややＩ耐めだ

ったので、１１噸注噸すること（．i常に食生析）

について話しました。おばあさんは「そり

ゃ、いい謡きいたわい、きっそく家に帰っ

て嫁にやっても』いやしよ」と。するとそ

ばにいた人々が、「それはここだけの話に

してお〈だよ。それが家庭内をうまくやっ

ていくコツつうもんだ」とおばあさんに話

していました。蚊ではわかっていても、実

際に行うことはむずかしい1ｍがあるのです

ね。

岨陀い『,Ｚ．咽

鯵泌蝿Ｉ撚議
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健康を守る活動のルーツ

サッちゃんのお話

私たちは、いま八千穂村の中にいます。この

村に来たのも２１１１１１１ですが、家々 は、告なつか

しぐ、あまり変っている印蝋はありません。

佐久澗院の棚'11きんにおねがいして、なんと

か、八下測村の椛民代表にお話をうかがいたい

と、僻叫を耐いました。いま術生桁導貝の人々

も、ちょうど変り１１だということで、新しい方

より‘、むしろ&鳥の指導其の方の方が……と、

さらに注文をつけてしまいました。横山さんは、

お忙しいにもかかわらず、いやな顔ひとつせず、

それじゃあサツちゃんがいいかしら……と、す

ぐに辿絡をとってくれました。

横山さんがサッちゃんと愛称するこの方、実

の名を井出佐千雄さん。佐久病院から側道１．１１

号線を南１，.して、たしか右の方に入ったので、

つまりllIiの方にちょっと絞ったあたりに、お宅

があるのでした。（実は病院から、横山さんの

マイカーに使采させていただいちゃったのです｡）

111畑慨かな坂の''１収あたりの|:出さんのお宅に、

棚l'さんが入るやいなや、おりかえし娘さんが

とびだしてきて、お父さんを呼びに畑までかけ

ていってくれました。

ｿ|:出さんの縦は専堆雌家で、約１ヘクタール

の川畑を耕しています。お米の他に、菊づくり

などにもはげんでおられます。今年は、あの辺

の帳作、枕は約３刺だそうで、秋川に比べたら

約２傭だと、勝いたりしながら話題に花が咲き

八干穂村見学記

鈴木土身・斉藤喜也
(秋田肌I郷他ﾙ!#センター）

ました。

横山きんの‘ｆう蝋サッちゃん．の愛称がな

んとも親しみをあたえてくれるので、井出さん

本人には多少失礼と思いながら、以後、このサ

ツちゃんで呼ばせてもらいます。で、そのサツ

さやんは、まあ、それは、災野のおlLi姓さんと

いう、とてもごつくてやさしそうで､、すばらし

い第一印象でした。汁い'聯はilf年I:lWi稲ｊを、そ

れはもう-.-．生懸命で､そのIIf年１１１のｲ|:1「として、

村の''1のハエや蚊の駆除なんかもやったそうで

す。それがかわれたかどうかは知りませんが、

「環境術生術猟且」になって、村のために働い

た方です。（郷(につつく）

検診会埋の待ち合い風景

書ｋ

零

専

一寺

●●
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そして、昭和34年に、佐久摘院とタイアップ

した全村雌雄榔理活動が開始されるという時に、

術生指導典の任についたと語ってくれました。

ﾘ皿は、こういう保雌関係の委員は、女の人が

多いんじゃあないですか、という髄間に、ｒい

やあ－，ソjの人が術蝋興ってのは、八千穂じゃ

稗血だねえ。３４年の時も、８人とも男だったし

ねえ。それに、もともと蚊やハエの駆除と力'は

大変で、リ)じゃなきやあちＪdつと蝿理なことも

あったな。台肌のあとなんか、そのあとしまつ

と消雌だけて､も大変だしねえ……」とのこと。

住民の意識はどうか

術生指螺典をやっている時は、もう無我夢中

だったそうです。でも後半になって、御両親が

なくなり、サツちゃんが家の主となってからは

なにをやるにしても家のことが頭にあって、ｎ

分としては充分に活跳できなかったと、しみじ

み……。例えば、検診のときに、葬式でもあれ

ば、やっぱりそちらにも行かなくちゃいけなか

ったり……。あまり災いこと桁導貝をやらない

方がいいかなぁと思った事もｨI1IIIjIかあったそう

です。

「今は､Ｈ１《仙姿貝をされているんでしょう？」

「うん、２年Iｉになるかな。でも、１年1.1の

,聯なんかは、会縦に行っても、ばら、国保の数

字とかの責料がいっぱいでてきて、ぜんぜん、

なにがなんだか､わからんのだよねえ｡2年目

あたりから、ようやくわかるようになってきた

かなあ。ちつたあ勉強もしたしね。なにせ、侭

とか、何千万とか、ケタが大きいもんだもの。

衛生指導負やっている時は、検診をやれば病人

が減って、それで医療１Ｍが淡くなるつてことく

らいは知っていたけど･ﾘ・・爽隙に、何人の嫡人

が出たら、裏で、保険でいくら、どう助いてい

るかなんてものは、俺たちには、わからんかつ

たもんね。それで感じたんだけど、やっぱり術

'k慌禅此の人たちも、そういうII1保のお金のlﾉ１

容のことぐらいは、知っていても良いのじゃあ

ないかと思ったよ。今度は、そういった勉強会

もやるらしいけどねえq」

サッちゃんの諦難の一つ--つには、不思瀧な

税得力がありました。やはり、行仙をずっとし

てきた人ならではの力ではないかと思いました。

お話の最後の方になって、私たちは、ちょっ

と》抑'i:な硬間をしてみました。八千穂村では、

行政や何人かの衛生指導負、そして佐久病院が

頑張って、すばらしい活動をしてきたけど、住

民の愈識はどうなんだろうかと思ったからで・す。

サツちゃん１．１く、化民はJEI''1:前って、｜|､えてい

たとこみもあったとのこと。村や病院で、。唯

懸命やってくれるのはとてもありがたいことだ

が、でも、それにある蛾昧で､11.えてしまって、

I:１分たち'’1身の行肋はあ談りしなかった……と

いうことなんて､しようか。

しかし、サツちゃんは、早くからそれに気づ

いていた様子でした。私は、サッちゃんのよう

な人が、この八千穂村の析肋の111で生れたこと



は、すばらしいことだと思いました。サツちゃ

んの行動I‘1体、一つの催民巡勤ではないかと６

感じました。そして今、名実ともに、家や村の

'''心人物になっている各指導貝ＯＢの人たちが

染まって、またなにか頑狼ろうという凱迎があ

るそうです。

サツちゃんの家でごちそうになった、リンゴ

と野沢菜のうまかったこと。腹も心も、なんと

なく洲足した気分で、サッちゃんの家を後にし

ました。

八千穂村は私たちの宝

純かい１１州lでしたが、八千測村の人述と、お

IIiIiしをすることができて、とてもうれしく思い

ました。風情ある八千穂駅を背にして、町をも

う・度兄わたすと、なんともいえない感激に身

住民は正直いって甘えていた…･･‘

ﾉｰﾙ千穂村見学記

体がふるえたような弧がしました。

「J落防際学」という医旅分野の爪要性は、こ

の村が健康管理活動をはじめて、剛保灰旅凹が

低ドしてから、がぜん注目をあつめはじめたと

いいます。塊花は、近隣のIli町村がいろいろ頑

張っていますから、八千穂村の何'卿11釧鍛の低

・ドも、それほど目立つことはなくなり畠したが、

この村に端を発して、まわりの市町村が活剛を

はじめたのは、那実です。そして、、水中の健

服管理活動が、この村の活動から、なんらかの

刺激をうけたこともたしかです。

「雌康を守る巡動のルーツかな？」なんて夢

えて、ＩｌＩｊ.を兄わたすと、感激するの(’11W肌から

ぬ感じ……。八千穂村は、私たちの説です。そ

して、過去の蓄積をもとに八千穂は、いま新し

く様々な課題をのりこえようと頑張っていまし

た。ノ|:出さんのような衛生術導典のＯＢ公がな

にやら始めようとする動き、新らしい検診シス

テム、農協の動きなど……。

なにか内分で、妙に感激している自分がおか

しくて、雛にもわからないように、ｒクスツ」

と笑いながら、満足な戴分で帰路につきました。

八千穂駅から、佐久病院の横iIlさんに、御礼の

iui活……。『モシモシ、俺たち、これでﾘ,I}りま

す．いろいろどうもありがとうございました。

Ｆ１川の町を列車が通るとき、佐久ﾙi；院に手を

振りますからね……q』

（r伐民が見た全国の健康づくり迎肋Ｊ・
上郷雌康センター発行より）

7９７
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衛生指導員と

ともに

検診に 思う

術ﾉﾋ指導典

佐膿英ソ)(商淵

当村では、いま余村民の健康を考えて、

Ｗ検診、婦人科検診涼のがん検診に懸命に

取り組んでいます。われわれも、及ばずな

がらおＦ伝いをしている次第です。

ところで思うことは、健康の人ほど検診

の必災があると思います。ということは、

先4ﾐﾉﾉの言われることには、人間だれでも

悪性新生物、つまり「ガン」の要素は持ち

あわせているようです。火.ﾘ＃なことは、逆

櫛だからよいと魁うことが一僻危険なこと

だと思います。なぜ鞭ら、持ち合わせの油

気がいつの間にか進んでいることがあると

いうことです。

安心していて、少し典合が班くなってか

らではもう遅いのて､す。この点伽艇'1世の

人ほどふだんの検診が必要だと思います。

それと検診を恐れるということが・緋いけ

ないと忠います。Ｗの検修にしても、少し

具合が悪いと思う人が病気を恐れて、何か

’『われそうだから‘更けないということが岐

火の危険です。１１州心配して過ごすよりも

受けて安心して過ごす方が、どの位安心な

のかわかりません。

ｉｌｌＩはともあれ、お瓦いI蝿１分rI身のことで

す。受けて災附なしといわれたほど安気な

ことはありません。’'1分にも経験がありま

すが、受けてよかったと思ったことがあり

ました。

病剣は字の辿り、気の病いて､す。雌雄ほ

どよいことはありません。

村民の皆さん、渋心して日常を過ごそう

ではありませんか。病凱になってはおしま

いです。

以上、私の考えた検診の必要性を私なり

に感じたことを・鞭！M:きました。

健康梼珂蛎動を

いまふり返って

術ﾉに指導典

商兄沢佳秀(八郎）

ｌｊｌＩの'7:つのは111･いもので、術'1を術沸典

になって!i'.〈も２期'１が後わずかとなりま

した。今ここで、あらためてｎ分の行なっ

て来ました雌服郷蝿祈mjjをふり返ってみて、

|‘１分で納ｉＩ卜川米るi,Ⅷﾉﾉが出米たかどうか雛

|H1に思います。

脂螺興を受けた､'1初から、健康検診の受

,惨率を|:げることにあけくれたような気が

しま-).･化LものＭ１服づくりにどういうi,Ⅷル

をしたC,よいかﾉ．『惑いながらも、ｌ‘1分なり



にいろいろな活動をし、その結采のバロメ

ーターとして検診の受診率でⅢ11るよりない

ような気がしたからです。

また憂年の活動の''1で、雌康管理活動ほ

ど本叫にむずかしいものはないような気が

しました。１人や２人のﾉJでは１１１１も川米な

い。地域のいろいろな人述といっしょに活

動していかなければよい結果がえられ遣い。

椛腿の自宅的な逆、をどうつくＩ)あげてい

けばよいか、砂えきせられました。

だれもが健康でありたいという願いはあ

るのですが、なぜl‘1分から進んで'更診する

人が少愈いのか。ＩｌＩＩだって６カノIにｌ唾は

定期点検するのに、ましてﾉk身の人間の体、

本当にみんなで砦えてほしいものです。住

民の健康への意識を商めるために、碓演会、

料理離料公搾行なっても、参ｊＩIする人は征

IiillIiIじ人で、検I診も伽ｲl§きちんと受診して

いる人たちで・す。

なぜ受診希がlI1il定してしまうので､しよう

か。受診しない人にlllいてみました。「私

は体に、信がある」「どこも悪いところは

ない、健康だから｣､いつもそう言います。

まだまだ私たちは勉強ｲく足です。でも諦

減会搾の後でタバコは体に悠いとIjMいてや

めた人がいると聞いたときは、本当にうれ

しく思いました。賊'111川ﾉﾙける人は同じで

も、人歎が少なくても、水､11に典釧にI活を

ilMく人たちが集ってきたんだと思います。

これからもこうした活肋を続けて行くなか

で、たとえひとにぎりずつの人たちでもい

いから、健康への賦搬がIWjまるよう頑隈っ

て行くつもりです。イ111かを行なったから十

ぐ結果がでるというような活動内容ではな

いので、」とい11で兄て、本当に災いI|で兄

て、そのうち令典の人たちがI‘1分から進ん

で雌雄づくりに取組むようにはならないで

しょうか。

雌股の基本とは

術生術導風

井出１１;(ﾉ､J側l）

私は、５６年度から'1年間八千穂村の術'|＃

指j蝿iのiE勝をあたえられ、雌終年度に人

'ﾉ、この３年間ｎ分！'i身が収')組んできた

地域の健服について、思ったこと、感じた

ことを槌してみたいと思います。

，､,は､'1初、II1係の医療曲が村の財政をlLIX

辿しないためだけに、なぜ検診、検珍とい

稲刈の時の疲労調査左は佐久病院の井出課畏

Iｕ３
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うのか、またなぜｎ分の体について雌服符

珊につとめないのか雛洲でした。秘の１１１:!ｉ

している部滞は、２つの部落で96111州:とい

うスポーツマンの多い、まとまった部落であ

り、総体的にはＩｌＩＩ筋年齢層をil1心にした勤

め人の多いところです。

毎年､年度始めに､２部落の衛生部良､

常会長、総務に集っていただき、１年間の

健服将JIMil城、蝋境術zlﾐ事業について、村

の』Ⅲ業計liIiiをIlI心に部落での取り組みを、

いろいろ;＃し合い、それぞれの立場での任

務を確認しあって、スタートをしてきてい

ます。

私は「他服」とは、ただ保健活勅だけの

ことで．はないと思うのです。人間として社

会的に、また家族、兄弟、友人蝶地域全体

が明るく､ｲⅡな社会を作ることが雌ﾉ』l：の堆

本ではないでしょうか。白分だけよければ

よい、他人のことなどは知らぬ顔をしてい

る人は、MkAiiな人といえないんではないん

て検診活動を押し進めることが必要だと思

います。

指導典,1年'１を迎えましたが、住挫、ソＩｉｊ

院、行政側と各二締が継'二|のない、太いパ

イプになることが大切なことと思います。

指導風は、行政側からのパイプ役とともに、

住民側から、行政または病院側へのパイプ

役になることが大切な役'1かと思います。

それには慌禅jiとしての'二l的、係務輔の勉

蚊も１１頃、身につけておくことが大切です

が、今日までｎ分が不勉強であったことは

十分反梢をしています。

５８年度で251111の検,惨を迎えたわけですが、

まだ住民の''１には、１Ｍｉに食4ﾐ活聯に何も

影響がなく、どこも具合悪<ないとか、検

診後病気が発兄されたら恐ろしいとか、ま

た悠くなったら病院にいけばとか、それぞ

れ言い訳を言っている人が多いようです。

251口1の検診を迎えるにあたり、部落の附

会長を''1心に術ﾉ|号部焚涼役員で、検診率を

ｋげるばかl)で､なく、雌ﾙl〔とはなにか、検

診をなぜ受けるのか、紙し合いをし取り細

み、検診ｕ､miII、衛生部長は、今まで検診

を受けていない人を中心に、個別訪問を繰

り返しましたが、まだまだI』1分|§1身の健康

管理には遠いものがありました。しかし初

めて受ける人が多少なりあり、私は火変よ

いことと思っています。

健康でIﾘlるい脈１１が送れるために、村の

健康管理事業内容を各人がつかみ、倣民が

利用活用をしてゆきたいもので､す。健康は

他人に教えられることではなく、１，Iらi‘1分

で取り組むことが1K災ではないでしょうか‘

て．､しようか。Ｉ州''6化祉公を迎え、また雌近

核家族化といわれる中ではとくにそうでは

凌いでしようか。これらの基本の上にウ:っ

桑軟性がずいぶんありますね。

体力測定をするおじいさん（八郡部落）

騒彦鐸

》

〆

～

白

鍔



私の検診日記

から

＝

検診検査の

いいま。むかし、

Ｉｌｌｌ､．雌進
(佐久総合病院中央検･＃i§部・技師良）

、25年のあゆみ凧の原稲を依緬され、昭

和3.1年以来Ⅷ検診の検iIf、をずっと受持っ

てきた荷の一人として、蝋検旋唄'1の変遷、

についてｲ汗ふれておく必要を感じていま

す。

それというのは、洲べてみると帆八千秘

村検,惨の検.齢について、検僻lXllやその

変遥などについていふれたもの．や咽まと

められた賛料､、が殆どなかったからです。

ただ、昭,W150年ｌｊＩ発行の腿野県臨床術

'1ﾐ検術技nlli会搬の!Iiに、、Ii時、１'１央検行察

と仙服将理部の窓口としてiﾙ雌していた繊

山典稗人ｲﾔの鴬:いだ 15年11を迎えた八千

穂村検診ぃを兄つけたので、検州こ関係あ

る部分だけを引用しておきます。

「明けましておめで､とうございます。

全村雌L階ｆ理のため、南佐久柵八~F穂村

で化比検1,公が始められたのは、今から15年

前、昭和34年のことである。検？if室からも

病院の健康管理部の一員として、村に出か

けて検珍に参加することになった。

検診会場となった部落の公比館は寒いと

ころであった、暖房にはまだいろりや炭火

がつかわれたため、何人かが‐酸化炭素で

頭捕をおこしたこともあった肉

(表）八千穂村健康検診における検査項目の変遷
鷲師1砿 4（

Ｉ
盤 靴 ５５

甲年EＥ

坐[:::…]－[嬢卿｡]-鱈｜
績鯉－－豊鯛→[謡］：(受診…嬢’により中止）｜潮

一(44.45年符ち帰り）し-劇
。Ｈｂ(44犀,耳桑血）Ｒ・Ｗ（耳栗血）

血液

検査一一一一一一一一一（45年･静脈血）Ｈｂ・Ｈｔ
・Ａｕ抗凧抗体（46.47.48年〉

－.コレステロール(４５４７年)・ＴＰ(46年)‘ＧＰ（47.48隼）

Ｆーーーー再一一一－一一

…'十[蕊’
避血(58年)苧匝潜、

Ⅱ＝

一Ｒ、Ｗ･Ｈｂ･Ｈｔ’

血筋鉄、肝機能‘

腎機能､血糖､尿酸’

一ｺﾚｽﾃﾛーﾙ｜
など｜

心電図(隔年）’

－－一一一一一一一一Ｉ

：扇:(3蝉）心耐図一一一一一一一
一

（39年.向簡〉

〔40年以降別途）

心電図･眼底検宣を４０ｵ以上に→心電図(隔年）
隔年ごとに災膳（51年）

Ｌ－－－－一一一一一

ﾉ，５
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当時、デスポのﾙKコップやI試験紙はなく、

脈蛋I‘1はズルホで、楠検盃はニーランデル

法て､行った。印象に残っているのは、直接

縦沫法でしばしば鈎虫卵が見つかったり、

111|虫卵保ｲj｢＊が50％をこえる部滞もあった

こと、潜ｲIﾐ疾嫡が8()％もあって、咲荷にか

かる人が非常に少なかったことなどである。

これは八~F穂村だけの問題ではなかった。

がまん出来なくなって始めて1ｹ端にかかる

人が多い、＞１１時の農村の姿をあらわしてい

た。………（中略）

旅年定期的に村と病院の詔し令いがおこ

なわれている。付では年々 |ﾉ1群のたかい検

珍を要求してくる。今年はＳＭＡｌ２／60、

コールターＳを使って受診者全典の血液検

､術をすることになった。予防Iﾀﾐ‘血i&の、でも

検fffの爪災性がた力'まっている｡』

しかし、新しい検査が一つ・つ検診の中

で定肴するためには、当時としては笑うこ

とのて叡きない、むしろ派ぐましい幾多の蒋

労や努ﾉJがありました。

昭和39年に始められた心電l叉1の精密検査

の際、八部部落で、交流帆か、筋唯図蝋の

蝿逓

ためか令然検代にならず、むなしくリIきか

えすはめになったり、ＷＨＯで、貧ＩＩＬ,､が

間腿になり、八T･穂村でも昭和‘ｌ１年にヘモ

グロビン（Ｈｂ）検在が始められましたが、

上1.染採血だったために検盃航のバラツキが

大きく問題とな'〕、次の年から岬脈血が使

われることになりました。

しかし、皮肉なもので、この附脈|､の使

川が、持ちｊｆ,)り検侭、を回J能にしました。

そして、せっかく取った血液なのだから、

他に役に立つ検代はないかということで、

コレステロール（昭ｲ'145年)､総蛋''１（１１｛{和

‘16年)、(;I'Ｔ（昭和‘17年）などのﾉｌｆ化:､l::的

検企や、オーストラリア抗原などの血消検

１１ifへ、集団健康スクリーニングの諸検査へと、

次蛎に道が開かれて行きました。

、ｿ眺な検盃iIIIiがみつかる、→帆より桁

密な検査で確認する凧→峨確‘炎な病気の診

断がなされる聯という流れは、２５年間にわ

たって行なわれた八千穂村検,診の''１で、当

然のことですが、〔炎〕に示したような検

従項目の変化、充実となってあらわれてい

ます。

胃集検の待ち時間に
1ｍ序測定



八千穂村検診を終えて

荒木知恵子
(佐久総合綱院、獲釧蝿I学校‘･rb生）

○月○日

検診者の方がほとんど高齢者の方ばかり

で、若年者の方が検診に米られず、不思縦

に思い保健婦きんや衛生指導貝の方にその

理由をたずねてみました。

すると、ここの地域はほとんど兼業農家で

特い者はみな他へ働きに行っており、その

会社での検診を受けたり、また社会保険に

入っていれば病院にはいつでもダダでみて

もらえるため、ふだん病院に通っている朴

は検診なビ受ける必要はないというような

考えで、そのために毎年受診率は低下して

くるのではないかということでした。しか

し、今回の検診打数は昨年とほぼ同数でし

た。

検診に米た方は検診を毎年休まずに受け

ており、自分の健康に対する意識が強いと

思いました。とくに以前に既往のある方は、

再びその病凱にならないようにと凱をつか

っているようでした。

問診の取り方については、本当に自分自

身輔iiiの学科がたりず特労しました。初め

てのためでもあるが、とても－･人の方に時

間がかかってしまい、一度聞いては「あっ

聞き忘れてしまった」などと前の質問にも

どってしまったり、またお年寄りからllIlく

時は本当に何度もくり返し聞き直さないと、

－．度目と二度目と違うことを言ったりして、

とまどわされてしまいました。やはり髄IHI

の仕方も適確に相手にわかるようにしなけ

ればいけないと反省しました。

保健婦さんは検診満の一人一人をよく把

握しており、その家庭のⅡ常の生活までも

知っているようで、顔を見ただけでその人

の職業から既祢、現健康状態とをすぐに結

びつけて指導しており、その指導も本J1に

年寄りの方がよくわかるような方法で感心

しました。保健婦さんが住民の中にとけ込

んでおり、検診者もこの保健端きんにはい

つも枇譜になっているので、何でも蹄せる

と信頼していることがうかがえました。

今何往診がなかったけれど、検診に米ら

れず自宅で旅鍵している方は、どのような

生活を送っているのか知ることができたら、

もっとよかったと忠.いました。

○月○日

今回は二度目の検診でした。前回に比べ、

検診の流れを知っていたので、スムーズに

取組めました。検診者の受診率が低下して

いるなかで、この部落では昨年受診者数７７

名のところ今年は8噸と昨年を上まわり、

男性の検診稀も噛加しているとのことで、

部落の方も喜んでおりました。

身長、体重iMll定を行ったのですが、検診

者の方は自分の体飛についてはふだん測っ

ているのでよく知っていましたが、身奨の

変化にはとても気になるようでした。腰の

曲った老人の方はとても測定が不確実にな

りやすく、正確に測るのがむずかしかった。

体重計も台の上に笠ると不安定で、老人の

197



1９８

繕

方などとても危かったと思い散した。

この部然もやはり雅堆股家が多く、ほと

んど杵い人進は外に働きに出ているので、

やはＩ)受診者は若い人がいなかったようで

した。今'''1は、８２歳の女惟の方から問診を

取ったのですが、台帳の慨lMlはすべてお嫁

きんが蒋概的にみて記入してくれたようで、

ほとんど本人と異った懲兄であり、最初か

らすべてllllきなおすという状態でした。

賊をしている!|Iから、家での'|;栃のこと

や、赦近夫が亡くなり、一人になってしま

いさびしく、また嫁にはいばられ、つらい

脈11で．あＩ).Ｉｌｌｉけない、と,;I|fしてくれました‘

私はただlIilI淵して聞いているだけでしかあ

りませんて.した｡．『こんな話ししてわりいね」

とI|'し,沢なさそうに言われ、でも聞いて

い'って狐持ちが楽になったとのことでし

た。私も「ただ聞くことだけしか出来ない

けど……」と何か熱いものを感じ、元気づ

けはげますしかできませんでした。

保健姉さんが、商齢椅の〃からこのよう

に州,淡など受けたときが蝋しいといってい

たことがよくわかりました。

綴綴
、弓哩

因 綴携野

ハ.

『ﾛﾛ

■

泌’

蝶

詮Ｉ

0＄0＄

検診に参加して

川村闇
(佐久総合描院耐鯉ＷＩ１ｌ学佼'７:生）

八「･偲村の健康符理iIⅧﾙに初めて参加し

たのですが、とにかく限られた時間内に、

多くの人々の検診を行なわなければならな

いため、非常にたいへんだと思いました。

受,珍・荷からは、問診、１１Ⅱ．i２のところでの緋

ちⅡ州lが長いという)l『がよく|｣'1かれました｡

この分りj:はナースの州211ですので、よりス

ピーディにそして、よりlli雌に問診をとら

なければならないことを捕感しました。診

察においても言えることですが、やはり、

ひとりの人'''1の雌服の状態を把撚するのは

雌しいことだと思いました。

受診率は、５０％前後ということで、勤め

に川ている中年肺の他氏の〃があまり受診

しないのではないかと〕亀魁していたのです

が、やはり、予想どおり1州胎撒が非柑に多

いことにはびっくりしました。そしてその

ＫＫ

Ｉ＃
Ｉｔ
Ｍ
酉

O

心Ｐ

O

心Ｐ

戸

P、』
戸

P、』 jｆjｆ

雌２ たまのおしゃべりも

楽しいもの･･････・

問診や測定を待ちな

がら。

（うその口部落）



ほとんどの〃は、1111らかの疾洲Kiを持ってい

るように感じました。なかでも,#illlJI;が１．１§

倒的で、次いで、糖尿病、肥澗雰が多くＨ

立ったように思います。

分村雌L卿↑:叩活動が始まってから、・1,1

も欠かきずに受,珍してますという化腿の〃

もいて、良いことだと忠いましたが、胃検

診、ルル人科検診の普及が低いのには少々残

念に思えました。八一F離村では、まだまだ

Ｗ州による死亡が多い塊状であるため、

婦人科検診と合わせて、’,１１検診も多く受け

るようにlよめていかなければならないと思

います。

問診、血症、診察等の緋ち時間には、受

診荷どうしで、血圧が商かつたとか、体重

が減ってしまったとか、Ⅱ頃の休洲はどう

だとかいろいろとI活していることが多かっ

たです。それぞれみなｎ分の身体、健康に

ついて関心を持っていることに感心しまし

た。

また雌ﾙ1$慌禅の１，典1'|;とＭiしきを感じま

した。惟比の方々が卜分珊解できるような

説Iﾘjというのは、なかなかむずかしかった

です。また、いろいろな侭IMIをされて篠え

られなければならないということはたいへ

んなことです。「I頃から''1,W広い視野で物斗ｆ

を兄て、学んでいかなければ……。

多くの受診荷の〃々と接することができ

て、八丁･穂村の生活料悩など様了･を知るこ

とができて良かったです。また、・軒では

ありましたが従診にも行けて良かったです。

八111;では、地区独|''て､体ﾉJテストに取り

組んでいて、感心させられました。地区の

術′ｌ：脂導員のみなさんが械椛的に他〃l輔:J'Ｍ

ｉｌⅧjに収|)組むことによって、地Ⅸの疾洲ｉｊ

も減少していくと思います。これからも頑

張って欲しいと思います。他の地区でもこ

のようなことに取り組むことがで聯きたらと

ＪＷ,います。

村の保健婦さんにも初めて接することが

できました。現在では二名だけということ

で八下穂村を狐､I1するのは、とてもたい

へんだと思いました。また、このような仙

縦醤理摘勤を進めていくのには、病院と地

域とが密接に結びついていかなければ、な

かなかて､きることで、はないと思います。と

くに地域保健姉さんとのつながりは飛典な

ことだと思います。

この令村健康杵jWhlijlは、受診率l()()％

はｲ《11).能なことかと思いますが、地域の化

雌のみなさんと密披なつ通がりを持ち、地

域保健婦さんや、地域の衛生指導員のみな

さん〃と協力して、広めて行かなければな

らないと思います。これとIIil時に、地域１１《

Ⅸのみなさん一人一人が健康に関心を持てる

ように、健康指導、教育をしていかなけれ

住民の一人ひとりが関心を持って

1９９



若月健一
(佐久総合病院医療ソーシャルワーカー）

ａＸノ

ばならないと思います。これは、健康な人

も含めてです。

これらが、どこまでできたかによって、

この健康符理活動の成果も影蝉してくるよ

うに感じました。

l〕、寝たきり老人は長野県平均（一人蕪し

老人4.8％、狸たきり老人2.6％）や全圃平均

（一人蝶し老人9.1％、寝たきり老人3.1％＝

昭和59年、厚生省）の数字よりも下回って

いる。

それは、あえていわしてもらうならば、

八千穂村の村民が、高度経済成長のあおり

を受けながらも、家族制度の崩壊を鹸少限

におさえるとともに、他方、健康を自らの

手で獲得するという、いわゆる健康管理添

動を積極的におしすすめてきたためではな

かろうか。

しかしながら、だからといってこのよう

に築きあげられてきた八千穂村でも、他の

村々と同じように、老人をかかえて追い込

まれている1M帯がないはずはないと思う。

ところが、老人問題をかかえて相談室を訪

れる患者さんや家族は、どういうわけか八

千穂村の場合、他の市町村と比較して少な

い◎

それは、おそらく衛生指導貝や民生委員、

区長などを中心に、地区の住民との意識上

の連帯があり、さらに前向きにとりくむ行

政、いわゆる村役場を核として、福祉'ＩＦ務

所や保健所との連けいが械極的に計られて

いるからではなかろうか｡

この連けいと意識の向上は、蝋村ぐるみ職

でとり組んできた25年間の健康管理活仙に

よって築きあげられたものと私は推測して

いる。

次に、変貌する農村社会の中で、私の知

っている老人家庭をいくつか紹介して、私

の意兄を述べてみたい。
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､地域ぐるみ､､の老人対策

Ｗ）は、患者さんがもっている療養や生活

上のトラブルを解決するために、毎日援助

活動をつづけている。

今、の農村地域でかかえる問題は多岐に

わたるが、とくに深刻なテーマは、やはり

過疎化と人口の老齢化であろう。

周知のとおり、老人の有病率は高い。も

っとも低い15～25歳と比蚊すると12倍以上

にもなる。その上家族制度の崩壊によって、

「老人二人11t帯」や「独居老人世帯」が年

々増加している。とくに農村地域にそれが

杵しいのである。

わが八千偲村にも同じような令凶的傾向

が現われている。八千穂村で65歳以上の老

人が占めるいわゆる「老人桁数」は、１６．９

％（昭和59年４Ｈ・奨野県社会部）であり、

全岡の９．９％から推測するとおよそ17～１８

年後の人口動態を先取りしている実態とい

えよう。

また、その中で65歳以上の．人搾しの老

人は、5.1％、寝たきりの老人は1.2％であ


