
など、当時も今も変らない政府に対する政

策批判の中で、どうも相手ばかり批判して

いて良い農業、農家のくらしが実現するの

だろうかと思ったのでした。

例えば機械貧乏……これはメーカー、小

売店が高く売り過ぎる面がありますが、必

要以上の物を農家も持ちたがる面もありま

す。

また、市場価格の不安定で、野菜農家は

今年も泣いたようでありますが、反面、一

山当てる方式で、まるでバクチをやってい

るような所もあります。そうして農家のく

らしはどんどん忙しくなり、インスタント

食品とリポピタンＤにささえられる夏をす

ごしているようです。

そんな中で農業のあり方、農家のくらし

方、食生活など、話しあってる結論として、

目先の経済にふりまわされず、土を中心に

した農業を確立してゆこう、人間にとって

大切なのは健康であって、その元となるの

が食べ物であるということでした。

具体的には、化学肥料、農薬、大型機械

にささえられた近代農法から、堆肥などの

有機質を中心にした有機無農薬農法へ変え

てゆこうというものでした。近代農法カミ流

通その他の関わりから少品目大儲生産、かさ

む経費なのにくらべ、自給を中心にした延

長上の農業生産のあり方は、あまり金は取

らぬがむだづかいが少ない。低成長時代に

マッチした農法であります。その上、一見

非効率のように見えながら、輪作、土力の

」
噛進、食物の安全性､労働配分なビ、自然と

人間が協調して生きてゆくのに、有機農法

はより良い方向ではないでしょうか。

一方消費者は、季節の通い野菜、取りす

ぎるカロリー、添加物など食べ物が便利さ

だけ追求され、かなりそまつにされてきま

した。

小児ゼンソク、アトピー皮膚炎など小供

達の苦しみに対して、かあさん達は食べ物

から見世そうという考えになり、肉、牛乳

などのカロリー中心の食生活へ、そしてで

きるなら安全なものをという要求が、私達

有機農法の作物とガッチリ手を結びあった

のでした。

初期５戸の農家から１２戸。３０戸の消瞥者

から450戸の消費者へと増え、約100種類の

作物が夏、週１回、冬２週間に１回届けら

れます。消賀者は献立を考えた材料選びか

ら、材料を見てから料理を考えるというパ

ターンになり、かなりのうでが要求される

ようです。

一方農家は、今まで買って食べていた物

がかなりの部分で手造りで食べられ、なん

となく豊かさを感じます。とくに自家製の

小麦粉で子供と一緒に手打うどんを作った

りしますが、本当に楽しいです。

私達にはもう一つ援農という制度があり

まして、農家の忙しいとき消費者が手つ

だいに来ることになっているのです。夏休

みなどは、子供づれであったり、子供合宿

なども行なっています。そうした交流を深

22J
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めながら、上にふれ食べ物と艇家、股災へ

の理解を深めています。

最後に雌腰というものを考えたとき、仙

服はあらゆる1ｍでのMAIわＩ)のあらわれで．あ

ると思います。だからこれをしたから、あ

れをしたから雌服になるというものじゃあ

なく、維済、政論、文化すべての分野で､の

健全が典求きれるのでしょう。

医者でない鵬家の私達ができることとい

ったら、無恥のない労働と、まともな食物

を作り食べること、そして本､山iの病菰のｒ

防は人作りなんではないでしょうか。

公害の中での健康を思う

佐々 木さっき（iIIiﾉk町）

私は、５:1年よりlIliの襲会の美容大学洲リミ

を受講いたし、災容科学という新らしい学

lHlに臨床を加えた、ｌ‘1然の慨｣'11に基いた本

物の災容を知ることがNII来ました。今まで

は、災容師としての術聯ilW:場を忘れ、典

の芙蓉に反逆し、メーカーやデーラーの手先

のごとくあやつられＩ､｝いて参りましたが、

今は違います。材料･もｎ分から見分け求め、

''1分''1身も雌康を収ﾉﾉ§し、お祥様にも、、Ili

い､アドバイスが出来るようにな')ました。

毎Il使う歯みがき、台所ⅡI洗剤、洗濯胴

合成洗剤、シャンプー、リンス、化粧品、

食1V,添加物、これらの物に含まれている乳

化剤、これが石油やｲi炭から作り出された

大変な有害なものであるにもかかわらず、

ただ使利さだけで．、災火な‘'.i:伝ﾉJをもって

私避のﾉ|畠析の''1へ人|)こんで．おりますが、

その典に隠されている‘『Ii:、雌性を悉定して、

企業は、どんどん売りまくっております。

洗剤の有害性を￥〈から研究している良

心的な科学荷や脈学貯が、使ってはいけな

いと、その恐ろしさを答杵してきたことも

無視して、２０数年今やⅡ水lIil民の中に噸大

する州、脳率''１、心臓病、jll:脳、Ｉ汁臓陳'‘if、

仙脈硬化、貧血、アレルギー体髄や奇型の

多発、サルや魚にもまた''･供の体の大きな

変化、骨折、筋力の低ド、商血圧、糖尿病、

世化現象。こんな火'|なことを政府はI;'fし

ているのは何故でしょう。その災には、い

ろいろなからくりがあるようです。

川や湖、海までも汚染しきっております。

この恐ろしい公'‘厚を・人で６多くの衿さん

に、合成洗剤を粉石ケンに切替え、この恐



ろしい倣公'１１fをなくして．｢IMI川にもＨ:のi＃

流を取戻し、サケも沢''1のぼって米ること

を|願います。

なお、私の雌峨法として－部を肥してみ

ます。

先ず食べる化粧料として80パーセント、

雑木として(1)ｲ｢色11'i:災十'1m物油十おlWi＋小

魚十脈1Wiとし、イ｢“j:菜は11125()グラムか

ら300グラムを摂るようにし、(2)蛋''1質と澱

粉質が峨小限欠けますと、すべてが無効に

なりますのでi-1畠愈し、(3)ｲIli茶を雄１１恭茶が

わりに飲みま-ﾘｰ。柿茶にはビタミンＣがレ

モンの25倍、それにルチン、コリンが含ま

れ、体の,淵ｆを終えてくれます。（,l)外かじ，

のっける化粧料として2()パーセントを伽|Ｉ

して肌の&lﾘ艇をまもっております。(5)食べ

る化粧料、つける化粧料もさる事ながら、

快食、快眠、快他にも心掛けております。

なお、添jIl物入りの食ｌｌｉ１‘1はなるべくさけ、

俳人豆も作って食べます。それに添加物が

25年間の成果などの展示。

説明をする衛生指導員の

吉犀さん

多くの食品に混入されてお|)まずので．、カ

ルシウムが不足しますので．、ご飯に炊きこ

んて､おI)ます。合成でないビタミンＥも袖

給するためニューブリイン（ニンニクの脱

臭液に小麦の旺坪ｉＩＩｌでゼリー状で包んだ錠

剤）を１ｕ３粒、それに野草の青汁サカズ

キ３杯、はこべがi;体に食べ,れる卿IYi、

||制馴的に窓い時は、グリーンマク繍マ、裸炎

の蒋紫の錠剤にしたものを摂って健康に心

仙|･け、バランスのとれた食'Ｉｆにつとめてお

Ｉ)ます。７()才になりますが、疲れを知I〕ま

せん。軸晩に奥向法体操も行って、撞化を

防いで､おります。

呪ｲEの般家庭の食‘lfは、どうしても肉

食が多く、雌惟休Ｗｉにな')易く、また合成

洗剤に含まれる乳化剤は、体のカルシウム

を食べてしまいます。合成洗剤のまつわら

ない和､病気はないと！；われておI)まず。

また栄錐‘,御叩|:の川脇IﾉLl郎光′I堂のアフリ

カ探険のおI活しで、ライオンは肉食ばかl）
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で、酸性体磁にならず、どうしてあんなに

揃硫しいのか、肉を食べる歯しかなく、草

は食べないのでｲ《思縦に思い、アフリカの

呪地で兄たものは、シマ脇が１１ﾘlIi1.〈から111．

原に出て草を食べ、人きなＷ袋.一ぱいにな

った頃、そのシマ馬をしとめて、陰に引込

み、まずお尻にかみつき、ﾘﾙから引出し、

IYiをどっさり食べ込んだ大きなＷ袋を食べ

たと言うお話しをお聞きして、人変感動い

たしました。先生は、術に私連にもグリー

ンを沢山食べ、海のミネラルを含んだ小魚、

海草類を食べる‘I唯惟めてくださいます。

また医学博士の柳沢文正先生の特別講

演が、「増大する猟、脳や''１、心臓病、肝

臓病、貧血などⅡ淋生派の中に、氾濫して

いる合成洗剤との深いかかわり」というテ

ーマで、松本で先日開催され､柿の葉会の－

貝として、受識いたし散した。柳沢光4ﾐは、

合成洗剤のまつわらない爪い病裁はないと、

力税しておられました。また、一切の合成

洗剤を昔ながらの行ケンに切縛えるだけで、

少くとも病気は50パーセントは減少すると

I|'され、７３才の先生はお元気で11本中をIpl

り、この恐ろしい公害をなくし、健康を取

戻し、幸せな明るい生活がおくれるまて､、

消蝋者の皆さんが、合成洗剤を追放するま

で識演を続けると、Ｉ|'されました。

なお、この良い機会をおかりいたしまし

て、柳沢文正先生をお迎えいたしまして、

この大切な連肋をし-1.1もIIj.〈Iﾘlるい社会

の来ることを願い、また八千穂村の健康管

理も続け、病凱の11'･期発兄と併せて行うな

らば、どんなに力､良い理想郷ができること

でしょう。

祥さん、ぜひとも合成洗剤追放迎仙を、

実行しようて.､はございませんか。

衛生指導貝活動について

術'|桁j蝿ｌ渡辺慾太郎(上畑）

衛生指導風になってはや３年余り、災い

ようでしたが過ぎきってみれば短かかった

ようでもあり、この間私にいったい何がで

きたのかと雄間に残ります。指導員になっ

て今までの先州縦氏のご苫労がつくづく解

ります。

衛生指熱風とはいったい何をしたらよい

のか考えるようになったのは、１年位たっ

てからの蔀でした。なった当時は健康検診



のお手伝いと、消潔検汽をｲf秋２１１１lすれば

ぃいんだ位に思い、軽くひきうけたわけで

すが、いざなってみて、）l々 の脂禅ji公縦

や瀞W会、ル;j院の先ﾉkﾉﾉのl柵油会蝶に出席

するうちに、この役11がいかにﾉ刺であり、

また地域の皆さんの幽飛を‘．〕:るといった責任

の耐火さを茄切に感じました｡

私共指導典の活動のI|'で雌も大切なもの

は、やはり村腿の健康符理です。しかしな

がらこの、健康符哩心は撫限のものであり、

村内13人の術'|：指弾此のﾉJだけではどうに

もな')ません。住腿のひと|)ひとりが内分

自身の健康を自分で管理しなければ、私ど

もや、役場、病院関係でどんなに騒いでも

始まるものではないと思います｡

自分の健康状態はやはり''１分が‐番良〈

解るもので●す。自分の体の異常を一早く見

つけるのは自分で．す。

稚いわが八千棚村では、↑'111に先がけて

25年も前から集ﾛl検診が始まり、’‘１分が体

の異常を感じる一歩手前で病飢を兄つけて

これなら材科も身近かにあ

っていいわネ･…･･･

カボチャのホイルケーキの

試食コーナーで。

再

、

１１

グ．§

頂くことがてきるようになりました。私ど

もは、この地域1i；比の杵さんと関係機関の

あいだのパイプ・役となるものです。

呪ｲ|；、11りり1発兄、111．｣りl沿旅､、とさかんに

言われていますが、この検診こそ早期発兇

の玄関11で､す。

今、八下穂村ではガンで死亡される方が

死亡卿刈の第１位になっています。昨年八

千穂村では17人がガンで亡くなっており、

そのうちＷガンで亡くなった８名の中には

過上ﾐ‘１年IHIにＷ検,惨を受けていた人は、ひ

とりもいませんでした。せっかく検診があ

るのに、これを受けずに手遅れになったの

で､は、こんなにつまらない話はありません。

検診を受けてさえいればもっと多くの人が

助かっていた仁述いありません。

また、村では昨年より胃の施設検診も始

めました。これは．10才、‘15才、５０才、５５才、

60才.、（i5ゲ、７０小になる人が対象で、従来

の集卜tlW検!惨の間接搬膨とは速い、受診さ

れる方が病院に川かけて行き、バリウム浄

ｄ－

ｆｒ 』
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飲み直接搬影により、より正確な診断が得

られるというものです。

この検診は、５年間で40才以上70才まで

の村民全員の岡検診をしようと計画実行さ

れているもので、５年に１回しか受けるこ

とができません。１カ月２回の受診で１回

に１５，６人の人が受けられます。挺生月順

に担当衛生指導貝が訪問し受診希望日を伺

い申し込んでもらいます。せっかく申し込

まれても受診日に出席されない方があり、

これは非常に幾念なことです。この検診を

みても今までにＷ集検を受けていなかった

人の方がある程度多く胃の病気が発見され

ています。

過日、これを受け早期発見でき現在無蛎

退院されたひとりの方に逢ったところ「あ

りがとうございました。おかげさまで早く

見つけてもらい助かりました」と言われ、

指導員としていくらかでもお役にたてたの

かと嬉しく思いました。しかし実際は本人

の健康に対する関心があったれぱこそで、

私どもの力によるところではありません。

以上の事から、村の皆さんに衛生指導員

として今望むことは、とにかく病気は軽い

うちにみつけるようにして頂きたいという

ことです。風邪も早いうちなら治りがいい

のと同じように、他の病気も早いうちの治

療が我々の体を守ってくれるのではないで

しょうか。

それと同率に大切なのは、毎日の健康管

理です。二、三の例をとってみますと、第

一には「栄養のバランス」です。食べすぎ

や偏食、糖分、塩分、油の摂りすぎに注意

し、副食中心の食事に心掛けること。

第二に適度な連動をする。これは「歩く」

ことがいちばん良いと思います。

私達にとって「歩く」ということは運動

の雄本です。しかしながら現代社会におい

ては、一歩家を出れば歩くということがほ

とんどありません。２５年前の検診が始まっ

た頃に比べれば、現在は'0分の’にも満た

ないのではないでしょうか。ですから少し

でも多く歩くことに努めたいものです。

また軽い体操やジョギングなビ、おのお

のが自分の年令や体力に応じたものを選び

毎日体を動かす習慣を身につけることが必

要です。無理な連動は長つづきしないばか

りでなく、かえって害になることもありま

す。

第三には休養を充分にとること。たっぷ

りと睡眠をとればおのずから疲労回復も早

くなります。

以上の点に注意して、これをマイペース

で守っていけば、必ず健康な体はつくれる

と私は確信しています。

三カ年余りの指導員としての勉強会や先

縦方の教えの中で、以上の点を痛感しまし

た。健康管理や健康診断は村の行率ではあ

りません。現在いろいろな検診を村で助成

金を出して行っていますが、前にも申しま

したように、村でやってもらうのでなく、

自分からすすんで、自分の健康を守ってい

Ｉ



まず最初に病気に対する意織として、ｌｘｌ

わからjぱい

こう、という気持ちが大切です。

今年も例年どおり今月ド旬から災剛検診

が蛸まります。検診をILI分の年'1脈'1111のひ

とつに入れていただき、ひとりでも多くの

人が受診され、明るく、健康な家庭、雌縦

な村づくりができますよう私達術生指螺典

は願っております。

爽施いたしました。テーマは大きく分ける

と、健康検診について、病気について（特

にガンについて)､'1畠柄状態、その他の４点

です。アンケートのIl的は、村此の侍さん

の健康についての考えなどを知り、今後の

活動に役立ててゆくことを_i臭としています。

アンケートの内容については、術生指導

貝会議で．夜おそくまで11111111も検討し、１８才

以上の今村民の皆様を対象に各部落の衛生部

長さんのご協力を得て朋盃をしました。１１１１収

率は78.6パーセントでした。

それでは、具体的にアンケート報告に入り

ます。今lPlは時間の都合もあり、一部分の

みの発炎となりますのでご,･ノパください。

０
℃

健康管理住民

アンケート結果から

術生指禅此ノ|:ｉ１ｌｌＩｌＥ(人''11）

病気に対する意識

ｒ

０

町

‐３位

図１

「現在八千穂村のガン死亡順位

は何位と思いますか_jの答

全村～39オ４０～５９６０オー

２２７

２柿
酵一｡⑪野生色量一画－Ｐ－

桁。

八『･稲村の健康祷珊を推進するために、

私達衛生指導員が13名います。衛生指蝋典

はＨｌｕの学習会を開催し、健康に側する

各祁の問題にとりくんでいます。

そのとりくみのひとつとして、今1111村内

の皆さんのご協力を得てアンケート,淵稀を

2０

1７

９

5４

2２
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死亡台数でもガンは17橘、脳卒中は１０橘でガ

ンの死亡が１位となっています。

ガン死亡が１位だということを知らない

人が多いのは、村のＰＲｲ〈足ということも

あ')ますが、村民の衿さんがガンの爽態を

知ろうとする気持が少ないこともあげられ

るのではないて､しようか。

似１２の部位別ガン死亡率の推移を兄ても、

余似および佐久符|人lにくらべ、八下側村は

非附に商い死亡率を,j《しています。

１から似１３について説MjIします。

似１１は、「ガンの死亡順位は何位か」の

問に対しての解答で、１位と符えた人が、

各年代とも20％強、わからないと符えた人

が50％もいます。

八千穂村の25年間の三大成人病死亡率の

推移をみますと、５１年まで脳卒中がドリな

がらも１位でしたが、５２年からはガンが１

位になり今日まで続いております。昨年の

図２．八千穂村における部位別

ガン死亡の年次推移

２４９

図Ｓ「あなたが今一番恐しいと

思う病気は何ですか｣の答

lsll

ガン 副事中心臓綱2１２

２００

年 lZZ １２０型

隷熟
で
の
他

年錦別
～39オ

全判

住民への健康アンケ

ートの集計に余念の

ない衛生指導員のみ

なさん

60オー 《

110～５９

オ
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次は側３ですが、恐ろしいと‘Wkう病弧は

なんですか」の問に対して、各年令とも圧

倒的にガンと答えています。また6()半以上

の１１．１i令箭では他の年代にくらべ脳や''1と祥

えている人が多くなっています。

以上似１１から似１３までをまとめてみると、

八｢･聴村ではガンの死亡荷が一悉多いこと

と、村民の皆さんはガンが．蘇恐い、と思

っていることがはっきりしました、

今II1l安料には出してありませんが、アン

ケートの中で、あなたは村以外の健康検診

を退けましたかという質問がありました。

これによると１０代から50代まで職場で受け

た人が多く、ちょうど図４の受けない人の

＊のIllの尚きの変化を表しており、村の検

診また村以外の検診を合せると柵､１１激が‘琵

診していることがわかりました。イザい人進

は職場で受けていると答えていますが、血

液検在涼検診内容が職場では不充分なところ

が多いようて．す。

川上村と八千穂村の受診率の推移を比鮫

して兇ますと、受診率は八千穂村の方が高

いのですが、八千穂村は年々さがってきて

います。逆に川上村はどんどんl:外してい

ます。

雌峨検診の必要性については今さら私が

I|'し述べることもありませんが、似１５をご

らんください。心臓病、脳卒!|'を起しやす

い尚lliﾘliの,fi病率が、となりの町村に比べ

健康検診について

次に村の健康検診について説明します。

側４は「村の健康検診を受けましたか」の

間に対しての解答です。兄ていただくとわか

るようにハ:い人の受診率は悠く、年代の上が

る順に良くなっています。昨年度の八千穂

村の健康検診の受診率は52.3％でした。今

|Ⅱ|のアンケートで昨年度の受診粁数とはほ

ぼ1111じであ')I淵fifのlli確度もわかりました｡

図４「村の健康検診を

受けましたか｣の答
図５高血圧者率の比較(40～59オ）
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て向くなっています。また肥澗の祢病率も、

八千穂村は高く、肥満についても考えてい

かなければいけません。また２，３年受診

していない人が受診した時にかぎって、肝

機能、貧血を指摘されることが多いようで

す。

以上Ｉｘｌ４から図５までをまとめてみます

と、受診精は他町村にくらべると多いので

すが、年々受診者が減少しています。しか

し病気を発兄される人はまだまだ多いよう

です。杵い人述も内容の充災した検診を尚

分から進んで受けるようにしたいものです。

そして検診を受けっぱなしにするのではな

く、、州生活の中に検診結果をいかしまし

図Ｓ「胃検診を受けま

したか』の答

＝|棚の岡検診

□刊以外の岡検診

甥５３畠

男 女 ２ ７
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ガン検診について

の50代、６０代です。他町村とＷ検診の受診

率を比較してみますと、３５才以上の受診率

ですが、川上付や南牧村の半分以下となっ

ています。(166災参照)またさきほどの図２の

部ｲ城リガン死亡率の中でもＷガンの死亡率が

トップ°です。その反面受診料が減ってきて

います。

５８年度には、八千穂村で８橘がＷガンで

亡くなりました。この全員の人が54年から

亡くなるまで胃検診を一度も受けていませ

んでした。８名のうち１人は征年冬の健康

検診は受けていましたが、雌服検診ではガ

ンの早期発見はできません。

表は、過去２年間に発兄された胃ガン

心将のＷ検診受診状況ですが、Ａ・Ｂ．Ｃ

の人は54年より検診を受けないで、５８年に

受け発兄されていますが、Ｄ・Ｅの人は１

年間休んて．発兇されています。これからも、

脈年’''11はＷ検診を受ける必災があるので

はないかと思います。（衣は168瓦参照）

よフｃ

次にガン検診について報借します。ガン

検診については、Ｗ、婦人科、乳腸と三つ

に分けてご説明します。

まずＷ検診についてですが、村では従米

から'た施している検診水による検Ｉ診と、昨

年度から取り組んでいる40才から70才まで

の人を40,45…と５才間隔で対象とする施

設検診と、二通りで行なっています。

似１６は「Ｗ検診を受けましたか」の間に

対しての解幣です。村と村以外とに分けま

した。これによると平均約40％の人が受けて

います｡しかし村については実際の受診者数

との雄が大きくil曽確な数'j･:ではないようで

す。受診率がよいのは男性の50代と、女性
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また昨年から始めた病院へ行って行う施

設検診も、毎月術栄指導典が訪問して受け

るようにすすめていますが､昨年度は､１４分

の人しか受けていません。村の補助を受け

マイクロバスで送り迎えをしているのに、

たいへん残念なことと思います。

次にI叉１７をごらんください。似１７はﾙﾙ人

科検診を受けましたか」の間に対する解答

ですが、４０代、５０代については、村で受け

た人が約37％で、村以外を含めると54％と、

思ったより多く受けています。しかし30代

と60代の受診率はとても低くなっています。

他町村との比較では、５８年度の八千穂村の

受診率は高い〃ではありませんが、５９年度

は受診名が輔えました。（166Ｘ参照）

子宮ガンは、更年期過ぎてからの死亡者

が多いので、更年期すぎの人もぜひ検診を

受けてほしいと思います。なお婦人科検診

も施設検診と検診卓による検診と二通りに

実施しています。

図８は「乳〃検診を受けましたか」の|冊

に対する解縛ですが、受診率はまことに低

率で村と村以外で受診した人をあわせても

受診率はわずか17.4％です。年代別受診率

では‘10代が僻I噺〈なっています。他町村

と比較しても、多くの町村よりも低くな

っています。（166Ｘ参照）

令IIilにおける4()ｲ･代女性のガン死亡の内

訳をみると、乳ガンによる死亡は胃ガンに

続いて２位ですので、４０才以上の人は乳房

検診を年’1,1は受けるようにしたいもので

す。

妓近は自分で行う向己検診法を検診など

で学び知っている人も多いようですが、実

際に実行する人は少ないとの話も聞いてい

ます。
図フ「婦人科検診を受けましたか‐

の答
一女子のみ－

図Ｂｒ乳房検診を受けましたか－，

の答一女子のみ－
国|村の検膨

口判以外の検診
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全村

行政、また医療機関等に多少なＩ)問題は

あるにしても、最終的には、本人がｎ分の

1Mﾘj蹄叩をしなければいけないのではない

で､しようか。

短時間でありましたが、皆さんのご協力

を勝て行ったｱﾝｹｰﾄ洲侮結果を各項目

に分けて脱IﾘIしてきました。今この時点で

私なりにまとめてみますと「病気になると

恐い、たいへんだということは、村民の情

きんはよくわかっている。しかしその病気

にならないために、あるいは病気を111.<発

見して論すということが行動として出てい

ない」ということになるのではないて､しよ

うか。

溢料にはあげませんでしたが、今lIIlのア

ンケートで、「八千穂村の健康検診をあな

たはどう思っていますか」という硬間があ

り散した。その解答ではこれからも統けて

行う必甥がある、と答えた人が84.8％もあ

体験・研究発表

以ｋでガン検診の説明を終わりま言i~。

次に似１９は「ガンは治ると恩､いますか」

という''11に対しての解答です。各年代にわ

たって6()％Iiii後の人が初期なら摘ると稗え

ています。しかし約８刺の人がガンは治る、

初期なら治ると知っているのに災際の受診

率は低いのが現状です。ガンは摘る、ガン

は一恭恐しいと思っていながら奨診の行動

に出ていないということがはっきり今度の

肌院に111,ました。

図ｇ「ガンは治ると思いますか｣の答

治る初期なら治る治らないわからない

まとめ

|，’

I）談した。

本11の雌鵬まつＩ)を機にして、部落の術

'1§部災さんや指導員などまわりの人に南わ

れてでなく、自分の健康は自分から守ると

いうことに積極的に取Ｉ)紺もうではありま

せんか。

今ＩＩ１ｌは、アンケート細だの11'でも７項I~ｌ

を中心に、当面の問題として発表させてい

ただきました。発投した''1にはまだまだ不

允分の所もありますが、衿さんの雌康将理

に役だてばと思います。

なお生活状態についての洲代集計は、展

,Ｋ会場に展示しました。またその他の洲

代として、行政、医旅機関、術生指導典

に対してもたいへん此砿なご意兇をいただ

きました。今後調森内容を細かく分析し、

いろいろの角度からj,I!』て、八.｢卿;､1.の他服

禰JIMf災に充分役立てていきたいと思いま

す。

なお、今lplのアンケートに関して村践の

告嫌はじめ関係各位のご協力をいただきあ

りがとうございました。

2.甥
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健康手帳を 初 め て つ く る

司会八剛(村25年の雌峨祥'''1の成果をひとく

ちでいうと･･･…。

若月まず1111といっても、年に１１１１１の拠康診断

を村ぐるみできちんとやるということを定許さ

せたことですね。これが今度のせ人保雌法の保

拠4f業のモデルにもなりました○，１１時の村111厚

生大腿がそのことでわざわざ佐久病院まで洲べ

に来られたほどです。

組合長呪在では全叫的に手をのばして、ヘル

ス．スクリーニングをやっていただいてい談す

が、そのもとは八Ｆ;穂村でつくったということ

ですね。ともかく、健康を'.γることの大切さと

いうことを、はっきりと教えていただいたわけ

です。

出 ｜ 席 者

村 長佐々木溌雄

農協組合長今井油

佐久総合病院長符Ⅱ俊

同健康答理部長松助松翠

保健婦鴫崎析了

衛生指導員 而兇 沢惟 秀

衛生指猟員今井恭夫

司会・住民課長出浦リ］汝

<座談会Ⅲ〉

健康管理25年を
迎えて

松島八千穂村を見習って、あちこちの市町村

で健康符理の仕事にとりくむようになってき農

した。そのようなモデル的役訓を大いに果した

と忠､います。

組合長この前、汁水の係捜センターで|Ⅱlいた

ことですが、八千獅１．のご姉人なりお年寄りはす

ばらしいというんて､すよ。自分の体をよく知っ

ているというんです。しかも瞬学のr雛を。’'１

分のⅢ山｛がいくつで､、こうなんですよとよく知

っている。それだけ浸透しているというんです。

若月以|iiiに小紺分院（今の小澗Ｗｌ抽院）を

作ったとき、こちらから行った陛師や耐伽,＃が

－嫌に向ったことは、小‘渚の'111.の''１の人たちよ

りも、Iili佐久、とくに八千穂村の人たちの方が

相当進んでいるというんですね。咲学に対する

考え方や知撒が。もうびっくりしたといってい

ました。

村長昨年でした力'、』〔即(Mﾘﾄ゙ のどこかの．Iliか

ら逆年退lliWしてきた人が、八千穂村はｲj肌い、

こんな検診を私がいた市では全然やってくれな

かった。それで私は典先に検診を受けた。イi雌

い付だといっていました。よそ力'ら来た人はそ

れが分るんで-j-ね。

組合長組合典といろいろ活してみると、ノｌｉ活

の『１１で・冊炊く感じている/f安感は仙服''11巡な

んです。顎のlliに１人でも綱人が出ると、家の

''１が冷たくなっちゃう。年’'''1検診を受けて今

年は異術なしと言われただけて､、どのくらい家

233



検診嫌いもまだ多い

2324

んで、これは本当にやりがいのある仕:ＩＩｆだと言

っていました。

今井なかでも昭和ひと桁生れの人や行い嫁さ

んたちはなかなか受診しない傾向があるんで､す。

そこで毎年１人づつでも受診してもらうように、

家々を回りました。いざ受けてみたら、ああオ

レもこんな病気あったかと分かった方は、その

力､分からない。健康管理はそ

ていますね。

鯉I蛎御'1のな力，で忘れてはな

は、仙服･Ｆｌ限というものを初

ことです。その最初の頁に佐

てありますが、これを一恭初

千穂ｲ､､１．なんです。これは誇り

のＩｌ１が明るくなる

ういう効果を与え

若月八千穂村の

らないことの一つ

めて作ったという

久病院方式と普い

めに使ったのは八

後も続いて検診を受けていますね。何よりもい

ちばん良かったと思っていることは、Ｉ‘1分の検

診結果をみて、’'1分で自分のことがコントロー

ルで､きるようになったことですね。中年の奥さ

んで征年受けなければ鼓持ち悪いという人もい

ますし、今年の検診は何日にやるよと禽えば、

ああ毎年受けますよという人も大勢います。

間き11:那の一つだと思いますね。それから術生

指猟典がいるというのも特徴の一つです。どこ

のIli町村でも保健姉さんはいますが、村民のＩｌＩ

から村で進んでいただいて、池雌笹理を緋別に

やる人を作ったというのは、やはり八千聴村が

初めてです。

初めて受診したら糖尿病が…･･‘

Ｉ

司会術生指導負として取組んでみてどうです

か。

高見沢衛生指導貝になりたてのころは、ビん

なｉＩ剛Ｉをしたらよいか分らなかったんですが、

ちょうど検診にぶつかったものですから、なん

とか受診率を上げなくてはいけないと思ったん

です。それで20年間全く検診を受けない人を、

衛生部蛙さんといっしょに勧誘に歩いたんです。

その中にたまたま隣村にかかることが大嫌いな

人がいまして、衛生部災さんがIlj:三呼びに行っ

ても検診に出てこない。あまり何回も行くもの

だから雌後には出てきてくれたんですが、検診

の結果柵脈病が分り、病院へ２カ月ほど入院し

て論って帰ってきました。その娘さんに大変感

謝きれましたし、あとで術』に部長さんも大変櫛

一
○
二

司会住民の11'には医者嫌い、検診嫌いという

ような人もまだ多いんで､はないですか。

今井済い人は献血なんかも多くやっているか

ら、血をとられるのは抵抗がないけど、７０歳、

80歳になると、血液を盃一杯ぐらい取られるの



にかなり抵抗がありますね。検査をするのにこ

れだけの血は必要だと脱Iﾘlしても、そのために

検診はいやだという人もいますね。

村長健康に|‘lｲ肘のある人は、平気で械診に行

って、ああオレはいいんだと満足感にひたれる

んで、むしろ行くのが楽しみなくらいなんです。

ところが、健康に111僧のない人は、行ったら何

か指摘されるんじゃないかと内心びくびくし

ていて、何とか1.1実をつけて行きたがらない。

これがいちばん問題だろうと思います。

司会精密検代のj､知を出しても、なかなか受

けてくれない人もいますね。

嶋崎たしかに梢悔検査の通知を持っていきま

すと、人の性格にもよりますけれど、これは￥

〈いかなくちゃいけないという人と、行きたく

なくて、ハイハイと返'1ドだけして、ぜんゼ'ん行

かない人がいますね。

高見沢精密検赤の旭知をもらうだけでかなり

神経質になっている人がいる。

若月この点は私どもも１－分注意しなくてはい

けませんね。そういうイく必要な心配をさせない

よう、説明を十分にしなくてはいけない。械密

検査といっても必ずしも危険な病気があるわけ

ではないんだと、もう少し調べた方がいいんだ

ということをよく村の人に分りやすく脱IﾘIする

ということなんですね。これは、医者の〃に戊

任がある。もつと村の人の立場に立って思いや

りを持たなくてはね。

村長私'もＷの柵幣検従を要すといわれたこと

があるんです。やはり、結果を側くまでは、他

人から、君、顔色が惑いぞなどといわれました

ね。「精密の検査を要すと妃されし通知秘めつ

つ夕食をとる」という短脈を作って信毎の短歌

柵に投稲したら、１位に人逃したことがありま

した。椛密検盃の皿知をもらうということは、

本人にとって重大なことだ、それを家族に心配

かけてはいけないからとだまって夕食を家族と

一緒に食べたという作省の心境は分るという,排

が'収っていました。

マンネリ化をどう打破るか

司会一般雌服検診の受診率も、ここ数年ﾄ･が

り気味て．すが……。

村長受診率の低下は、派業化が進んで会社へ

勤める人がふえてきたこともある。それから検
診がマンネリ化してきたと思いますね。これを

どのように切り僻えていくかが問題だと思いま

す。検診を受けない人を村の条例で強制したり

刑余を取るというわけにもいきません。検診を

続けて受けている人を何か優遇することをぢえ

なくてはいけないと思っています。

若月たしかに私どもの病院の巾にもマンネリ

化の傾向が出てきていますね。初期の運動精神

を忘れてしまっている。私は、人間というもの

をお刺身に例えているんですが、どんなおいし

いお刺身でもちょっとＷiいておくとくさってし

まうものなんです。いつも向らを省みて、運動

とは何かということを頭に綴いておかなくては

いけないと思う。それが無くなってサラリーマ

ン化、官僚化の傾向がいつのまにか出ているん

ではないかと反省しています。

２.T５
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と、夜おそくまで語り合って、村の人と衛生指

導員さんと病院の方たちが一体となってやって

いたんだなあと、すごく思うわけです。今はそ

の一体感というのが、少し薄れてきているんで

はないかと思うんです。

若月運動の梢神を忘れると、蝋なるサラリー

マン根性になるのは当然ですね。村の人も勤め

ていて遅く州ってきますから、検診の時1111も当

然遅くなる。それがいやで検診後に出してくれ

る夕食を食べないで、あるいは酒も飲まないで

先に帰りたがる人がふえてきた。私どもが、か

つて軒下が三寸ぐらい下るぐらい雰力頼る夜中

になって、酒をくみかわしながら、お互いに胸

襟を開いて、医者のバカやろうとか、医者のド

ロポーやろうとか言われて、いろいろなことを

反街しながら州ってきたというようなことが、

だんだん無くなってきた。そういうことは私ど

もが反省していかなくてはならないと思います

ね。

それから、手を拡げまして焚野県中を歩き回

るようになったことも、病院としては、八千穂

村だけに全力投球するわけにはいかなくなって

きたということもありますね。これから父ちゃ

んなビがどんどん他産業に出ていきますと、受

診率も減ってくるのは当然ですし、それを上げ

ることは大聯なことだが、そうはいってもただ

受診率迩けあげればよいというものじゃない。

地域へ入って、健康を守ることの教育や啓蒙を

しっかりやっていくという述動の桁神を失った

ら何にもならない。

高見沢受診率はさばビIMIRgではないと言われ

ましたけれビ、私ビも衛生指導貝としては、い

ろいろ活動した結果がすぐ受診率という形で出

てくるので、受診率は活動のバロメーターなん

です。検診を大勢の人が受ければ、それだけ地

域の人たちの意識が上がったのだと考えている

んですが……。

若月それはそのとおりです。ただ一つ頭に置

いていただきたいことは、活動と連動とは述う

ということなんです。活勤はただ人を引きずり

回すだけですが、運動は、相手に納得させて、

相手に同意を得て参加させていくことなんです。

受診率を軽視しているわけでは決してありませ

んが、連動の愈義というのは、すぐそこに数字

が出てこなくても、大きな影響を与えるという

ところにあるということです。

嶋崎苦の報告会は、大体夜やっていたわけで

すが、４年Iiijから、雑も夜もあまり染まれる人

数は変りないからということで任間になったわ

けです。しかし、昔の報告会の様子を聞きます

ガン対策に力を入れる

司会一時下っていた医療費が再び上ってきた

ことに対しては、どうでしょうか。

村長医療秘が上ってきた一つの原因は、ガン

死亡が多くなってきたということがありますね。

私の考えですが、人冊の寿命には三つのハード

ルがある。一つは20歳前後の青森時代の結核、

次は40識以後の尚血圧、脳卒中、次いで50戦過

ぎのガンと三つあります。数年前より脳卒中は

著しく減って、第一と第二のハードルは越えて
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きたのですが、第二のハードルに菱し掛かって

きた。八Ｆ穂村は数年前より脳卒巾を抜いてガ

ンがトップに出ている。’11より数年先をいって

いるわけです。医療賀の1mからいうと、脳や''１

で．IiL<死んだ方が安いです。脳卒中で安く死ぬ

人が減って、一帯間く力'かるガンにかかる人か

助えたということで医療Wiが上ったというliIiか

あります。

で．すから村の将来の〃針としては、ガンの'１１．

期発兄ということがもっとも緊要で､す。￥期発

兄すれば70～80万円の治旅ll1iで80％助かる。そ

れを下巡れにしてしまうと、.！()0~500ﾉjlIlの咲

縦曲がかかって20％しかﾉ|;き残れない。とすれ

ばIi1･川ガンを１人発兄すれば、３００万円のⅨ旅

11(が節約できる。３人みつければ１，０００万''1で

す。

がんは早期発見が大包

若月｛;､雌さんが、ガンの問題にi,iﾐl'されて、

,１１１．期ガンを苑兇することにﾉﾉを入れるというお

考えは、大変すばらしいと思います。ぜひそれ

をやっていただきたいと思いますわ。

嶋崎八T･偲卜lでは、・般雌康検i今にくらべて

まだガン検‘修の受I珍率は低いんで弓Ｉ．。Ｗ検診で

はｲ0歳以ｋの人1.1で16％ぐらい、ハル人科検診で

20％弱というところです。これらの検診の受診

半を一般検診1kに}:げていく努ﾉﾉをしていかな

ければならないと‘似います。

今井受,,公猟からみて、特い人がなかなか検診

を受けないということがあるわけですが、忙し

い人にできるだけ便宜をはかるために、早朝検

診とか'111M検診とかをやるようなこともどうで

しょうか。

若月そのような職極性も大切ですね。

松島村腿のみなさんの要望が強く、大勢巣ま

るというのなら‘･えなくてはいけませんね。

今井希'AiMはあるけれども、チャンスがないと

いう人がなかにはいると思います。

組合長やるならば組織的に動いてもらって、

これだけ希蜘があるので、病院にお願いします

と蚊んではどうで､-1-か。１人や２人だけじゃIｲ１

１）談すけどね。

院長この点は、いろいろ意兄を出していただ

いて、病院の方としても具体的に対応していき

ましょう。

嶋崎それかじ,他服符JIl1というと、妊１Ｍさんの

問題から、ｊ'･どもが/嬢れてから世人までのこ

とがあるわけなんですね。私たちも村を四って、

一般幽雅雌診ばかI)でなくて、おIｿ:さん方とか

卜どもの仙服とか、乳児検診とか、柵神術’1胃と

か、い〆>いみなh1hli力をしていますので、ｿ,輔院の

方も、そういうことも含めて、もう少し取組ん
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でいただけると有難いですね。 ているんですが、衛生部及さんの任期は２年と

いうことで、本当に一生懸命やってくれた人で

も、柾刈が終るともとに戻ってしまって、検診

にも米なくなってしまうという人もいるんです。

衛生指導員も任期４年で交代ということなので、

各地区に指導貝のほかに、もつと長期的に活動

できる人を作っていただきたいと思うんです。

松島術'|;桁導員も一期では非常に短かい。本

当に活動できるまでには10年はかかるので、少

なくとも３期ぐらいはやってほしいですね。

若月今、日本全体がそうなんですが、農家の

雌ちゃんも健康よりもお金や物が大邪になっち

ゃっている。それを元に風して、お金や物も必

要だが、何よりも大事なものは健康である、こ

の健康は向分たちで作らなくちゃならないと教

えるようにするのが衛生指導側の任務のひとつ

だと思いますね。ただ人集めするということだ

けではないんです。そして飽購とは家庭の幸福

につながり、それは実は平和につながるんだと

いうことを教えてもらいたいですね。

組合長農村というのは、今まで健康を犠牲に

して、お金を残すために、土蔵を建てるために

みんなが努力してきた。これは大変な間違いだ

と思いますね。雌康を犠牲にすることはいちば

んこわい。これからどんな社会になろうとも、

絶対につきくずせないものは、健康を守る連鋤

なんだ。衛生指導員さんは、その運動の核なん

ですから、もつと誇りをもって運動を進めてい

ってほしいと思います。

司会では、この辺で。どうもイi難うございま

した。（昭和59年１０月４日）

住民自身の自主的な運動を

司会これからの八千穂村の健康管理をどうし

ていくかということをひとつ……。

島崎さきほど高われたように、八千棚村の人

は雌峨に対する知蹴はかなりあると思うんです

が、ただその知識を生かして、自分の健康は自

分で守るんだというところまで発展しているか

というと疑問ですね。検診を受けましょうとす

すめても、あまりすすめられるから、じゃあ受

けてやるかといった人がIlIには多少いますね。

もつと自分から進んで検診を受けるようになっ

てくれないと困りますね。

組合長住民自身が刷分の健康は自分で守って

いくという意識をもつと商めていかなくてはい

けません。それには、住民自身が組織化されて、

組織的にそういう方向へ向けていくということ

をやらないといけない。そうでなく、いつまで

も病院なり、役場におんぶしていく形では、住

民自身が離れていってしまうと思うんですね。

松島卒直に言って村民が村なり病院なりにお

んぶしているという形ができている。おぜん立

てがしっかり出米ていて、その中で流されてい

るという感じです。これは、もちろん私ビもの

方も悪い。村の人たちが自分たちで自主的にと

りくんでいくような態勢づくりをもつとしなけ

ればいけなかったと反省しています。

高見沢私どもは一人では出米ないので、地区

の衛生部長さんといっしょに勉強しながらやつ

‐
１
１
１
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村と病院が一体となって

取り組んだ実践から

学ぶこと

八千穂村が佐久病院と一体になって取り

組んだ「村ぐるみの健康管理」の実践から

学ぶことは、次のような点である。

第一には、健康手帳と健康台帳を備えた

全村健康管理の体制を定着させることによ

って、継統的に科学的なデータが欄みあげ

られ、生活環境を把握しながら、社会医学

や疫学の観点から分析が深められ、保健指

導の中味を充実させてきたこと。

第二には、行政のすすめる活動を医療機

関の立場から積極的に援助する態勢として、

病院の中に健康管理部を置き活動が進めら

れたことで、大きな効果をあげていること。

第三には、行政・保健医療スタッフと住

民によって委員会（保健委員会、衛生指導員

会など）を設置し、住民組織を強化しよう

としてきたこと。

第四には、医療機関が献身的態努力を続

け、事業を推進してきたこと。

以上のような体制づくりと努力のなかで、

農村・農民の問題としての地域医療のあり

方を、具体的にデータを明らかにしながら

示してきたことは、大変大きな意義を持つ

ものである。それは、行政と専門的な力最

を持つ医療機関とが有機的に結びついて、

地域の活動として実践が展開されることの

必要性と、その方向を示したものであった。

そして、そのことは、行政と医療機関の相

方に、基本的なあり方を提起しているので

ある。

住民の組織活動とはなにか

八千穂村と佐久病院との連携活動を、以

上のように評価したうえで、これからの地

域医療の主人公となるべき住民の主体化を

どのように考えたらよいのか、そのために

行政と病院とはどのように連郷したらよい

のか、その接点に立つ保健婦の役割は具体

的にどこにあるのかをIﾘ1確にしていく必要

がある。

住民主体化をめざすということは、「自

分で自分の健康を守る」という意職を住民

一人ひとりが持ち、そのための具体的な活

動(生活の仕方)を住民みんなで考え､自立す

ることである。

一人ひとりのなかで、自分で自分の健康

を守ろうとする意職は、どこで、どのよう
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に育ってきているのかというところに視点

をおいて、この実践をみつめてみる必要が

ある。

その視点に立ったとき、どのような問題

があるか一ということについて、公衆衛

生研究会(昭和59年１２月、於松本市）では､次

のような意見が出された。

ｏきめ細かな検診活動と保健指導によって

あげられた成果は大きい。しかし、その

活動は病院主導の流れが強いあまりに、

行政の主体性一ひいては住民の自発性

や主体性を沈めてしまってはいないか。

ｏ「早期発見・早期治療」は基本的なこと

である。しかし、それが疾病管理として

の病院の発想のみで進められてきてはい

ないか。

Ｏ自治体としての独自の発想が出ていない。

ｒ病院があるからよい。村は特別に何も

やらなくても、病院がついているからよ

い」という行政姿然があるとすれば、結

果だけよければ(成果があがれば）それで

よいということにはならない。村の行政

自体が病院によりかかってしまい、病院

はその姿勢を甘やかしてしまっているの

ではないか。

○村と病院のそのような姿勢が、住民の主

体性をのばし得ていないのではないか。

「住民の意識は変っていない」(健康意識

調査結果からの佐久病院の評価）というの

は、「自分の健康は自分（たち）で」と

いう棚極的な愈職変茄に迫っていないと

いうことであり、そこに今後の課題があ

るといえるのではないか。

ｏ住民が、自分たちの問題解決のために、

病院にどのようなことを要求するか、そ

のことを住践が話しあい、自主的に研究

するような場がない。研究会はあっても、

そのような住民の発言が出てこないこと

に対して、どうしたらよいのか。

ｏあらゆる問題をみつけ（気づき）、それ

を解決するのは住民である。健康阻害の

要因を社会医学的にとらえ、その解決を

はかるということは、その環境や条件を

つくっている住民自身が解決主体として

取り組むことを期待しているわけである。

したがって、住民のそのような活動を、

行政や医縦機関はそれぞれの立場から保

障し、援助するところに敢要な役割があ

る。

課題とその解決への方途

以上のように考えてみると、八千穂村と

佐久病院の実践とともにそのなかで抱えて

いる問題は、今後の地域医療のあり方を考

えるうえで、飛要な問題を提起している。

病院と行政と住民との関係は、本来どの

ようにあるべきであるか。

まず行政は、啓蒙的な発想による上から

の組織化の論理で住民をとらえるのではな

く、地域組織（青年団・婦人会等)や健康

推進のための組織(衛生部畏会・衛生指導員

会など）のなかで､住民自身が自由な発想

に基づいたi誠１１が展開されるための条件づ



くりに視点を置くことが必要である。

すなわち、行政の役割を、健康に関する

活動内容の方向づけや助言や啓蒙に綴〈の

ではなく、住民自身の生き生きとした活伽

が展開されるための、その意欲の助長、そ

の活動方法の支えを重視することに置き、

活動内容は住民自身が決定する（全く自由

に）ようにすることである。

そのためには、まず第一に、行政は、住

民自身が自分たちの健康問題をどこで感じ

ているのか、問題をどのようにとらえてい

るのか、生活や地域の条件をどのように考

えているのかをしっかりみつめることが大

切である。

すなわち、健康状態やその原因にかかわ

る視点でのみ住民の実態をとらえるのでは

なく、住民自身が健康に関する実態をどこ

まで、どのように把握し、関心を待ってい

るのか、という視点で、住民の実態をみつ

めることが、組織活動援助の重要な視点で

ある。

第二に、住民のその関心や問題意識を深

めるために、どのような問題提起をするか、

どのような資料を提供するかということで

ある。

検診結果をどのように返すかということ

も、このような配慰のなかでなされること

によって、住民自身が主体的に実態(問題）

に気づくと思われる。

第三に、住民がより深く、健康問題への

意織を持ち、問題解決の意欲を高めるため

に、行政は医療機関を住民と結びつける役

訓を持つべきである。

病院における機能を、治療のみでなく、

予防活動に重点を置いて、地域や生活問題

まで結びつけてとらえようとする新しい実

践を切り附いた点は、筋〈評価されるとこ

ろであるが、そうであっても、自治体、行

政には、行政でしなければならない分野が

あるはずである。特にそのなかで、住民の

自主的、自発的な学習活動を支え、その活

動を保陣する教育的機能について、従来軽

視されてきた傾向が強く、直接的な対策と

しての行政機能（したがって取り組みの成果

をストレートに追い求めようとする傾向を強

く持つ）のみしか考えない傾向があったこ

とを自覚すべきである。

教育的機能とは、たとえば、住民の学習

要求を汲み上げ、その学習を深めるために

医療機関を地域に結びつけ、位置づけるよ

うな、住民と医療機関との教育的なコーデ

ィネーターの役割を持つことである。そし

て住民の学習を住民要求にもとづいて組み

立て、その活動を積極的に援助し、保証す

るような役割を果たすことによって、他民

の自発的、自主的な健康問題への取り組み

を可能にすることになる。

健康の問題を自らの問題として、主体的

な予防涌動を展開するには、住民の自発的

な学習活動の盛り上がりがなければ、到底

不可能である。

（保仙婦雑誌・昭和60年５月号、
恢学蒋院発行より）
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昭棚34年から始められ、八千穂村政の雌史に

破るともいえる一大'1f業となった全村健康管理

事業が、ここに25周年を迎えました。住民の健

康符理が、今日国内的はもとより、同際的課題

となって取り組まれているなかにあって、これ

は、－．つの大きな節凹にあたると思います。

この意義ある時期に、一人ひとりが自分の健

康は自分でつくり、自分で守って、よりよい幸

せな生活を村ぐるみで歩み続けることを噸うと

き、２５年の足跡を倣り返ることは､これからの

全村健康管理の進むべき道を、一屑明確にして

くれるものと思います。そのような意味から、

今'''1記念誌として「村ぐるみの健康符理25年」

のl;ﾘ行を計IMilした次第であります。ただ非淋に

限られた時間のなかでの綿集発行ということで、

充分に資料の整理もできず、当初の意図を思う

ように反映できませんでしたが、今後の腿康答

理推進の一助となれば幸いと思います。

縄災を進めるなかで、２５年という長い爽紬の

批順さを改めて感じさせられました。昭棚30年

代の戦後の復興から、術度経済成長へと人びと

の生活環境の近代化が進む一方、健康保険減の

改１Kによる一･部負担金窓口徴収がなされるなか

で、医者から遠ざかりがちな住民の健康を守る

ために、この全村健康櫛理事業を発足させ、当

初はこの事業に馴染めなかった村民をよく導か

れた、諦先錐の熱怠とご努力に深い感謝の念を

禁じ得ません。

２５年の歳川は、人びとの'1§活環境を脅しく変

化させました。疾病もその傾向が変りました。

一方これとたたかう医療も、その内容や技術が

商度な辿歩を続けてきました。また地域ぐるみ

の健峨づくり柵鋤も－１Ｗさかんになってきまし

た。しかしながら、なお今、、自覚症状が現れ

たときはすでに手遅れであると言わざるを得な

い悪性新生物〈ガン）は、なお噛加の一途をた

どっており、死亡原囚の第一位をIIiめておりま

す。まだまだ問題は磯っているということであ

ります。

「具合が悪くなってからでは遅すぎる。健康

だからこそ検診を受ける」という考えを、もっ

と村腿のなかに徹底していく必要がありましょ

う。この記念誌が、早川苑兄、早期治療を目ざ

す、文字どおりの健康符理の村、健康づくりの

村を築くために、多少なりとも役立ってくれる

ことを願ってやみません。

なお、この妃念誌の発刊にあたって、原稿、

資料、写典など提供していただいた佐久総合州

院を初め、多くの方々と、多忙なお仕事の傍ら、

熱心に網集にご協力くださいました佐久総合綱

院健康符珊1部のみなさまに、この紙面をお備り

して、叩くお礼を中し上げます。

おわりに、今後住民の健康管理の一層の充実

発展のために、ますますのご協力をお願いする

次第であります。

（住民課及・出浦勇次）

村ぐるみの健康管理二十五年
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