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大会長挨拶 

 
 
 第 30回日本国際保健医療学会東日本地方会 大会長 

長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 統括院長 

伊澤  敏 

 

 

 

 

この度、第 30 回 日本国際保健医療学会 東日本地方会を佐久総合病院で開催するはこびと

なりました。このような機会をいただきましたことは大変光栄です。本地方会は、学校法人佐

久学園佐久大学、および JICA 駒ケ根青年海外協力隊訓練所の協力のもと、共催させていただ

くこととなりました。 

会場となる佐久総合病院（本院）は 1944 年に 20 床の病院として現在地（旧南佐久郡臼田町）

に開設され、翌 1945 年に赴任した外科医の故若月俊一の活躍によって大きく発展し、今日に

至ります。この度のテーマは「これからのプライマリヘルスケア－農民とともに－」と致しま

した。Primary Health Care（PHC）の概念はご承知のように 1978 年の「アルマ・アタ宣言」に

よって初めて定義づけられたもので、次のような原則があります。① 住民のニーズに基づく

こと、② 地域資源の有効活用、③ 住民参加、④ 農業、教育、通信、建設･水利など多分野間

の協調と統合、⑤ 適正技術の使用。以上の PHC の原則は 1945 年以降、若月の下で展開され

てきた佐久病院の実践と多くの点で重なります。若月の精神は佐久総合病院の理念に受け継が

れ、佐久病院で最もよく歌われる歌のタイトルでもある「農民とともに」というキーワードに

凝縮しています。 

世界はいま、第二次大戦後に作られた秩序により一応の安定が得られていた時代から、大き

く変貌しようとしています。病院の分割再構築を進めている私どもの佐久総合病院も同様に大

きな転換期を迎えています。こうした時代にあって医療人としての私たちが目標を見誤らない

ようにするためには、① 今世界で何が起きているのかを知ること、② コミュニティで何が起

きているかを知ること、③ 歴史を知ること、④ 医療政策や福祉政策について学ぶこと、⑤ 自

分自身が誰のため、何のためにこの仕事をしているのか改めて問い直すこと、が必要になりま

す。混沌とした時代を深く洞察し、地に足をつけ、夢と希望をもって前進して参りたいと思い

ます。 

この度の地方会が、広い視野と高い志を持つ皆様にとって、実り多いものとなりますよう祈

念申し上げながら、私の挨拶と致します。 
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日 程 表 

 
 

 
A ホール B ホール 第２会議室 

9:00-10:00 受付 

10:00-11:30 
基調講演 中村安秀氏 

「プライマリヘルスケアの未来像」  
  

11:30-11:45 休憩 

11:45-12:45 
ランチョン企画 

演劇「ほけん証」  
  

12:45-13:00 休憩 

13:00-14:30 
分科会１ 

「災害とプライマリヘルスケア」 

分科会２ 

「多文化共生と 

プライマリヘルスケア」 

一般演題１ 

14:30-14:45 休憩 

14:45-16:15 

シンポジウム 

「加速するアジアの高齢化に 

どう立ち向かうか」 

 

ユースフォーラム 

「保健医療人材育成 

から見る国際保健」 

（14:45-16:45） 

一般演題２ 

16:15-16:30 休憩 

 

16:30-18:00 
市民公開講座 

「日本と世界の地域住民ボランティア」 

 

18:00-18:20 全体会 

18:20-20:20 
 

懇親会 
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会場・交通案内 
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会場案内図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【A ホール 
（教育ホール1階）】 

※お車でお越しの方は、病院裏の河川敷駐車場（無料）をご利用ください。 

正面玄関前の立体駐車場（有料）は患者専用とさせていただきます。 
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【教育ホール 
→ 第２会議室】 

【B ホール 
（教育ホール２階）】 
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連 絡 事 項 

A■参加者の皆さまへ                                       

 

【受  付】 

・午前９時から、佐久総合病院（本院）教育ホールロビーにて受付を開始します。 

・受付は５つに分かれています。該当する受付窓口にて受付をお願いします。 

・受付の際に参加登録証（名札）とプログラム・抄録集をお渡しします。参加登録証には氏名と所属

（病院名等）をご記入の上、学会会場内では必ずご着用ください。参加登録証の裏面を参加費領収

書とさせていただきます。ネームホルダーは受付でお渡しします。 

 

一般参加受付（事前） 事前に参加申し込みされた方 

一般参加受付（当日） 当日参加申し込みされる方 

来賓受付 ご招待・名誉会員・賛助会員の方 

講師・座長・演者受付 

基調講演講師の方 

分科会・シンポジウム・市民公開講座の座長及び

演者の方 

一般演題の座長の方 

PC受付 
分科会・シンポジウム・市民公開講座の演者の方 

一般演題の演者の方 

 

【学会参加費】 

・一般 3,000円（※会員・非会員問わず）、学生 1,500円 

※事前受付、当日受付ともに同様の価格です。学生の方は必ず学生証をご提示ください。 

学生証の提示がない場合は、一般参加費を頂戴します。 

 

【プログラム・抄録集】 

・参加費にはプログラム・抄録集１冊分の代金が含まれます。 

・追加でご希望の場合は１冊 500円で販売しますので、総合案内にお申し出ください。 

 

【クローク】 

・教育ホールロビーのクロークをご利用ください。（９時～20時 30分） 

 

【書籍販売】 

・教育ホールロビーにて、関連書籍等の販売を行いますのでご利用ください。（11時～17時） 

※お支払いは現金のみです。 
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【昼食及び会場内における飲食について】 

・学会当日はお弁当の用意があります。受付時にお申し出ください。お弁当代（1個 1,000円 お茶

代含む）を頂戴します。なお、お弁当は先着順です。数が無くなり次第終了とさせていただきます。 

・各会場内での飲食について、ランチョン企画中に限りＡホールでの食事は可能ですが、その他の講

義・プログラム中の食事はご遠慮ください。飲み物の持ち込みは可能です。 

・昼食について、受付時にお弁当を購入していただく他にも、本館１階売店（営業時間：８時 30分

～15時）、及び会場周辺の飲食店をご利用いただけます。 

 

【企業・団体展示ブース】 

・教育ホールロビーにて、企業・団体展示ブースを設けております。（９時～17時） 

 

【懇親会】 

・学会プログラム終了後、18時 20分から、教育ホール２階「Ｂホール」にて懇親会を行います。 

・参加費は無料です。参加登録証を必ずご着用ください。 

 

【その他】 

・一般参加者の会場内の呼び出しは行いません。ご了承ください。 

・会場および敷地内は、すべて禁煙となっております。 

・会場からの荷物の発送について、着払いでのみ受け付けます。16時までに総合案内にお申し出く

ださい。 

・教育ホールロビーにて、日本国際保健医療学会の年会費納入及び新規会員受付を行っておりますの

で、ご利用ください。（13時～15時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はーと工房ポッポのご案内 

本学会に事前参加登録された皆さまにお配りした「あーもんどパイ」は、小海町にあ

る佐久総合病院小海診療所に併設された複合施設の一角にある「はーと工房ポッポ」と

いう多機能型事業所で作られているお菓子です。 

「はーと工房ポッポ」の事業のひとつに、長野県産の米粉を主原料とした、焼きたて

パンやお菓子づくりがあります。月１回の佐久総合病院への出張販売日には、販売時間

前から「はーと工房ポッポ」の米粉パンを求めて職員の行列ができるほどです。おいし

い「あーもんどパイ」のおすそ分け、いかがでしたでしょうか。 
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A■分科会・シンポジウム・市民公開講座 座長・演者の方へ                    

 

１．発表時間は各分科会、シンポジウム・市民公開講座で異なりますが、定められた時間内に終了する

ようご協力ください。 

２．発表はすべて会場に設置された PCを用いた口演形式で、演台上の PCは演者ご自身で操作してい

ただきます。PCの持ち込みはご遠慮ください。 

３．開始 10分前までに会場にお集まりください。 

４．発表者はセッション開始までに「次発表者席」ご着席ください。時間になりましたら係がご案内い

たします。 

 

A■一般演題 座長の方へ                                    

 

１．発表時間 8分、討論時間５分です。 

２．時間になりましたら、座長席につき、セッションを開始してください。 

３．１セッションは 90分です。セッションが時間通りに進行されるよう、ご協力ください。 

４．セッション開始 10分前までに会場にお集まりください。 

 

 

A■一般演題 発表者の方へ                                   

 

１．発表時間 8分、討論時間５分です。 

２．発表はすべて会場に設置された PCを用いた口演形式で、演台上の PCは演者ご自身で操作してい

ただきます。PCの持ち込みはご遠慮ください。 

３．演題発表開始 10分前までに会場にお集まりください。 

４．発表者は「次発表者席」にご着席ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネックストラップのご案内 

本学会でお配りしたネックストラップは、「佐久コスモスワークス岸野」の皆さんによ

る“さをり織り”の生地で手作りされたものです。佐久コスモスワークス岸野は、心身障

害者、知的障害者の方に福祉サービスを行う佐久コスモス福祉会の一事業所で、知的障

害者の通所施設です。 

このネックストラップは手作りのため、１本１本色合いが異なり、同じものは２本と

ありません。佐久の思い出のひとつとして、学会終了後も名札、携帯電話、カメラ等の

ストラップとして大切にお使いいただければ幸いです。 
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利益相反の開示について 

第 30回日本国際保健医療学会東日本地方会では、演題発表に際して、発表者（演者）と共同研究者・

共同発表者の利益相反が開示されます。詳細は下記の通りです。 

 

■対象者および対象 

１．分科会、シンポジウム、市民公開講座、一般演題等の発表・講演に際しては利益相反関連事項へ

の記載が必須です。 

２．報告対象となるのは（１）発表者、及び（２）共同研究者・共同発表者です。 

３．申告すべき対象は、発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体との関係についてです。 

 

■発表に際しての個人情報開示項目 

１．当日発表の際に、口頭発表者はスライドの２枚目に掲示されます。 

２．抄録提出日を基準として過去３年間について開示されます。 

３．該当する開示事項のみが開示されます。 

４．開示内容に関しては、プログラム・抄録集には記載されません。 

 

■個人の利益相反記載事項 

１．役員・顧問職 

企業や営利を目的とした団体（以下、企業等、という）の役員、顧問職の有無。1つの企業等か

ら、年間 100万円以上の報酬を受け取っている場合。 

2．株式 

１つの企業等の株式から、年間 100万円以上の利益を取得した場合及び当該発行済株式数の５％

以上を保有している場合。 

３．特許権使用料 

年間 100万円を越える場合（１企業あたりの金額） 

4．日当・出席料・講演料等 

年間 100万円を越える場合（１企業あたりの金額） 

5．原稿料 

年間 100万円を越える場合（１企業あたりの金額） 

6．研究費 

1つの研究に対する総額が年間 200万円以上の場合 

7．その他 

年間 30万円以上の贈答（研究とは直接無関係な旅行、贈答品等） 
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プライマリヘルスケアとは 

プライマリヘルスケア（PHC）は 1978年、現カザフスタン共和国（旧ソビエト連邦）のアルマ・ア

タで出された、歴史的な宣言が基礎になっています。PHCは、「すべての人々に健康を」の目標の下、

すべての人々に健康を基本的な人権として認め、その達成の過程において住民の主体的な参加や自己決

定権を保障する理念でもあり、そのために地域住民を主体とし、人々の最も重要なニーズに応え、問題

を住民自らの力で総合的にかつ平等に解決していく方法論でもあります。その理念を達成するための大

原則は次の４つにまとめられます。（尚、「適正技術の使用」を加えて5つの原則とする場合もあります。） 

 

◆住民主体・住民参加 

地域住民が、それぞれの健康づくりの主体となり保健医療の活動に住民自身が参加することが必要と

されています。 

◆住民ニーズ志向 

地域住民にとって客観的に必要性が高いもの（ニーズ）に応じて、保健や医療を提供します。地域に

よっては水や地方風土病に対する対策が最も必要性が高いこともあります。 

◆地域資源の活用・適正技術の使用 

地域資源や適正技術の使用により非常に遠い地域においても予防接種を普及することは可能であり、

栄養失調改善には、その地域で取れる食物をうまく活用することが最も効率的です。 

◆他のセクターとの協働 

保健医療機関だけで、人々の健康は達成されえません。教育、農業、水、商業など多領域とともに健

康へアプローチすることが有効です。 

 

 

プライマリヘルスケアは低所得国ためだけの概念か 

一義的には PHCは途上国の開発課題として構想された面があり、 その意味では、BHN（Basic Human 

Needs）や「もう一つの開発」など、近代化論による開発の弊害への反省に立った第二世代の開発論と

言えますが、それ以外に、世界人権宣言（1948）や国連社会権規約（1966）に謳われた「人権として

の医療」の思想を継ぐものでもあります。また、CBR（地域リハビリテーション）や参加型教育法（PRA

など）との交流や相互啓発を見逃せません。先進国でも、西欧諸国やカナダ、オーストラリアなどは、

PHCを地域医療に効率的に運用し、公正なアクセスを実現する意味で重視してきた経緯があります。 

 

 

佐久総合病院におけるプライマリヘルスケア活動 

日本においても、戦後長野県の佐久病院などの農村地域で試みられてきた予防重視の住民参加型保健

活動は、PHCのモデルにもなりました。1959年より始まった旧八千穂村における全村健康管理活動や、

赤痢の蔓延により危機感を募らせ、また皆保険制度の導入で病院窓口での支払いが困難なインフォーム

ラセクター中心の地域住民が発端となって活動した衛生指導員の活躍は、住民のニーズ志向、地域住民

の参加の好例でした。また現在も続く病院祭では、毎年 1万 5千人以上の来場者を数えています。そし

て「家で死にたい」という高齢者の声に応えるように、先進的に在宅診療を実施してきたのもプライマ

リヘルスケアの精神の賜物であるといえます。 

（参考：『佐久病院史』 監修 若月俊一、編集代表 松島松翠） 
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浅間総合病院におけるプライマリヘルスケア活動 

佐久市立国保浅間総合病院は、昭和 34年 6月に吉沢國雄先生を迎えて開院しました。吉沢先生は、

国保直診施設本来の使命を「診療」と「予防衛生活動」の二本の足とし、地域住民の健康管理、共同研

究、集団検診活動に実り多い成果をあげました。特に糖尿病においては、山間部の通院に時間がかかる

住民を想い、インスリン自己注射の普及に尽力されるとともに、患者会である「りんどう会」を結成さ

れました。また晩年は佐久市健康管理センターの初代所長として、「保健補導員制度」を導入され、「住

民の健康を増進する集い」を牽引されました。 

（参考：『吉沢國雄業績集』 吉沢國雄業績集編算委員会） 

 

 

PHC 回帰の流れ 

PHCは、2000年までという目標を達成できなかったという意味で、批判を浴び、また早くも 1979

年には「選択的 PHC」が暫定戦略としてWalshらにより提唱され、理論的にも現場レベルでも論争や

混乱を招きました。しかしWHOは、21世紀の世界の保健課題を達成する上で、改めて PHCの遺産を

肯定的に捕らえ、取り組む姿勢を示しています。 その意味で 2008年には、WHOから歴史的に重要な

2つの文書が出されています。ひとつは PHCの 21世紀版、 “World Health Report Primary Health 

Care : Now More Than Ever” 、もうひとつは “Closing the gap in a generation : Health equity 

through action on the social determinants of health” （世代内の健康格差を縮める：健康の社会的

決定要因への働きかけを通しての健康における公正の達成）です。これは「健康の社会的決定要因」と

いう、近年重視されている PHCと密接に関連する考え方です。そして 21世紀中葉に向かう現在の日本

は、世界に先駆けて「少産多死」という人口転換にあり、財政面も困窮しているからこそ、PHCについ

て考え直すことが非常に重要な時期であるといえます。 

 

 

これからのプライマリヘルスケア 

21世紀になり、人口移動、人口転換、格差の拡大など社会変革のスピードは増すばかりです。また

日本においては、都市部、地方部ともに徐々に在日外国人数は増え、東南アジアにおいては、Asia 

Economic Committeeが 2015年に始まり、移民人口が急激に増加することが予想されています。先

進国では、少子高齢化が進み、一人の若者が支える高齢者の割合が年々増加するなか、未だにどのよう

に高齢者の健康をコミュニティで守っていくのか道筋は明らかではありません。同様に世界の疾病構造

は、周産期疾患や感染症から、肥満、高血圧、糖尿病、がん等の生活習慣病（非感染性疾患）へと転換

しつつあります。また、大地震、巨大台風、ハリケーンに大豪雪と、世界において災害は増加傾向にあ

り、特に南海トラフ地震を控える日本において災害対策は急務であり、世界からもその動向は注目され

ています。これら 21世紀の健康課題に対し、いかにしてプライマリヘルスケアの概念・原則をいかし

ていくのか、当地方会を通じて議論できれば幸いです。 

（引用・参考：プライマリヘルスケア研究所 [Primary Health Care Institute / PHCI]  

Website: http://phci.jp/） 

 

 

文責：佐久総合病院 国際保健医療科 
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◆ プ ロ グ ラ ム ◆    
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・10：00 ～ 11：30 【基 調 講 演】                        会場：Ａホール・ 

プライマリヘルスケアの未来像 

講  師：中村 安秀（大阪大学大学院人間科学研究科 教授） 

 

座  長：伊澤  敏（JA長野厚生連佐久総合病院 統括院長） 

指定発言：本田  徹（特定非営利活動法人シェア 代表理事） 

ああ ああ：レシャード・カレッド（医療法人社団健祉会レシャード医院 院長） 

 

 

・11：45 ～ 12：45 【ランチョン企画】                       会場：Ａホール・ 

演 劇「ほけん証」 

佐久総合病院 劇団部 

 

 

・13：00 ～ 14：30 【分 科 会 １】                        会場：Ａホール・ 

災害とプライマリヘルスケア 

座 長 ：長  純一（石巻市立病院開成仮診療所 所長） 

あああああ あ ：久保 達彦（産業医科大学医学部公衆衛生学 講師） 

 

演者 1 ：小早川 義貴 

（国立病院機構災害医療センター災害医療企画運営部福島復興支援室） 

演者 2 ：三國 陽子（北海道医療大学大学院看護福祉学研究科） 

演者 3 ：西垣 明子（長野県伊那・木曽保健福祉事務所 所長） 

演者 4 ：山下 十喜（広島県健康福祉局健康福祉総務課厚生推進グループ 主任専門員） 

 

 

・13：00 ～ 14：30 【分 科 会 ２】                        会場：Ｂホール・ 

多文化共生とプライマリヘルスケア 

座 長 ：宮崎 紀枝（学校法人佐久学園佐久大学看護学部 准教授） 

 

演者 1 ：井田 ピムテープ（公益財団法人長野県国際化協会） 

演者 2 ：座光寺 正裕（南牧村出張診療所・野辺山へき地診療所 所長） 

演者 3 ：加藤 博惠（群馬県大泉町企画部国際協働課 国際協働課長） 

演者 4 ：鈴木 良美（東邦大学看護学部 准教授） 

演者 5 ：池田 光穂（大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 教授） 
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・13：00 ～ 14：30 【一 般 演 題 １】                 会場：第２会議室・ 

 

座 長：仲佐  保 

（国立研究開発法人国立国際医療研究センター国際医療研究局 運営企画部長） 

 

あ 1. カンボジア内戦の被害者の精神状態と自尊感情の関連性：バッタンバン州・シェムリアップ州を

対象として 

Correlations between mental health status and self-esteem among Cambodian Civil War 

victims in Battambang, Siem Reap, Cambodia 

中央大学全学連携教育機構 崎坂香屋子 

 

あ２. サモアにおける国際看護実習を履修した看護学生の異文化に対する反応とその過程 

The process and reaction for the different cultures of nursing students studiedin the 

International Nursing Practicum in Samoa 

東京歯科大学市川総合病院 春原果歩 

 

あ３. A看護大学で学生が実施した在日ブラジル生徒への健康教育 

Analysis of the health education for Brazilian students living in Japan provided by nursing 

students of A college of Nursing 

長野県看護大学 宮越幸代 

 

あ４. タイ、チョンブリ県における高齢者ヘルスケアネットワークの検討－タイ、チョンブリ県、サン

スク町と長野県、佐久市の国際協力活動 

Study of effective elderly health care system in Saen Suku Municipality, Chonburi, Thailand 

based on the experience of Saku City, Nagano, Japan 

佐久大学 Yoshiko Tsukada 

 

あ５. 言語や文化の異なる患者対応における医療通訳のニーズ ～大学病院スタッフに対する質問紙調

査（第 2報）～ 

Medical Interpreters Needed to Provide Services to Culturally and Linguistically Diverse 

Patients in the University Hospital 

大阪大学大学院人間科学研究科 小笠原理恵 

 

 

・14：45 ～ 16：15 【シンポジウム】                        会場：Ａホール・ 

加速するアジアの高齢化にどう立ち向かうか 

座 長 ：本田  徹（特定非営利活動法人シェア 代表理事） 

 

演者 1 ：松本 邦愛（東邦大学医学部社会医学講座医療政策・経営科学分野 講師） 

演者 2 ：小松 裕和（JA長野厚生連佐久総合病院地域ケア科 医長） 

演者 3 ：近藤 克則（千葉大学予防医学センター環境健康学研究部門 教授） 

演者 4 ：西上 ありさ（studio-L コミュニティデザイナー） 
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・14：45 ～ 16：15 【一 般 演 題 ２】                  会場：第２会議室・ 

 

座 長：高橋 謙造（帝京大学大学院公衆衛生学研究科 准教授） 

 

あ６. アジアで急増するアスベスト関連疾患に関する啓蒙活動についての報告 

Educational activities in care of Asbestos-related diseases in Asia 

聖路加国際大学看護学部国際看護 長松康子 

 

あ７. 長野県佐久市における平均寿命と健康寿命について 

 Life Expectancy and Healthy Life Expectancy in Saku City, Nagano prefecture, Japan 

Saku University Keiko Takeo 

 

あ８. 紙幣内の病原性細菌検出に関する基礎的検討 

Study for the pathogenic bacteria detection on the paper money 

藤田保健衛生大学医療科学部臨床検査学科 佐藤哲郎 

 

あ９. 佐久地域の農村医療おける看護活動の継承に関する研究－佐久病院の看護活動を通して（第１報） 

The First Study on Nursing Activities in Rural Medicine of Saku Region- through Nursing 

Department of Saku General Hospital 

佐久学園佐久大学 羽毛田博美 

 

10. 地域医療の現場における glucose-6-phosphate dehydrogenase（G6PD）欠損症スクリーニン

グの意義 ～外国籍の親を持つ子供たちの安全指標として～ 

For the safety of children with a parent born outside of Japan, requesting the 

glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency is important in the community 

health 

自治医科大学医学部感染免疫学講座医動物学部門 島田瑞穂 

 

 

・14：45 ～ 16：45 【ユースフォーラム】                      会場：Ｂホール・ 

保健医療人材育成から見る国際保健 

講 師：五十嵐 恵 

（国立国際医療研究センター国際医療協力局人材開発部研修課） 
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・16：30 ～ 18：00 【市民公開講座】                        会場：Ａホール・ 

日本と世界の地域住民ボランティア 

座 長 ：北澤 彰浩（JA長野厚生連佐久総合病院 診療部長） 

 

演者 1 ：篠原 博幸（佐久穂町地域健康づくり員 元会長） 

演者 2 ：柳澤 しめ子（佐久市保健補導員会 前会長） 

演者 3 ：カトゥンドゥ 麻里 

（特定非営利活動法人 TICO 栄養専門家・CIDRZ Program Manager） 

演者 4 ：杉下 智彦 

（独立行政法人国際保協力機構 国際協力専門員 保健課題アドバイザー） 
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◆ 抄  録 ◆    
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◆ 基 調 講 演 ◆ 

 

プライマリヘルスケアの未来像 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

ああああああああ講ああ師：中村 安秀（大阪大学大学院人間科学研究科 教授） 

 

ああああああああ座ああ長：伊澤  敏（JA長野厚生連佐久総合病院 統括院長） 

ああああああああ指定発言：本田  徹（特定非営利活動法人シェア 代表理事） 

ああああああああああああ：レシャード・カレッド 

（医療法人社団健祉会レシャード医院 院長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師紹介： 

中村 安秀 

大阪大学大学院人間科学研究科 教授 

一般社団法人日本国際保健医療学会 理事長 

特定非営利活動法人 HANDS 代表理事 

 

大阪府立天王寺高校卒業後、1977 年東京大学医学部卒業。小児科医。都立病院小児科、保

健所勤務などを経験し、その後国際協力機構（JICA 専門家：インドネシア）、国連難民高

等弁務官事務所（UNHCR 保健医療担当官：アフガニスタン難民医療）など途上国の保健

医療活動に取り組む。東京大学小児科講師、ハーバード大学公衆衛生大学院研究員などを

経て、現在、大阪大学大学院人間科学研究科教授。学際的な視点から市民社会に役立つ研

究や教育に携わり、国際協力に関する NPO 法人 HANDS の立ち上げにかかわる。2009 年

に設立された医療通訳士協議会（JAMI）の初代会長。国際保健、在住外国人の保健医療、

災害保健医療など関心の幅は広いが、どこの国にいっても子どもがいちばん好き。 

1978 年にアルマ・アタ宣言でプライマリヘルスケア（PHC）が謳われるはるか以前から、佐久

総合病院では若月俊一院長（当時）のもとで「農民とともに」住民のいのちと環境を守る地域づ

くりが行われてきました。 

PHC では、保健医療サービスを受ける側の主体的参画だけでなく、地域の「自立と自決の精神」

を強調しています。東日本大震災では、地域の課題は地域が主体となって解決すべきであるとい

う基本的な原則を再確認させられました。中央政府が決めた施策を地域で実行するという一方通

行の関係ではなく、コミュニティや地域の人びとが参画し保健医療政策を形成していく双方向の

ベクトルが重要です。 

いまや、地域の自立と自決の精神に則った取組みは世界各地で同時代的に行われています。農

民とともに PHC に取り組んできた伝統の息づく佐久の地で、グローバルな視座も加味して、PHC

の復権につながる古くて新しい議論を期待します。 
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◆ 分 科 会 １ ◆ 

 

災害とプライマリヘルスケア 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿＿＿＿ 

 

以前から、国内外を問わず、災害発生急性期から亜急性期以降へのシームレスな人道支援の必要性が叫ば

れてきました。日本国内では、東日本大震災を契機に、地域住民や被災者、避難者の多様なニーズに応えつ

つ復興につなげるために、プライマリヘルスケア（PHC）の概念に基づいた保健医療活動や人道支援活動が

さらに注目されています。 

このセッションでは、まず、日本国内で近年発生した災害後、各地で保健医療や人道支援等の分野で活躍

している方々の経験を共有します。その上で、今後国内外で発生する災害に対して、PHC の観点で必要とさ

れる備えや、災害多発国の日本の経験を踏まえた国際貢献のあり方などについて、多面的に検討します。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿＿＿ 

 

 

座あ長：長  純一（石巻市立病院開成仮診療所 所長） 

あああああ：久保 達彦（産業医科大学医学部公衆衛生学 講師） 

 

 

 

導あ入：久保 達彦（産業医科大学医学部公衆衛生学 講師） 

ああああ災害とプライマリヘルスケアの潮流 

 

東日本大震災は、( 1 ) 超高齢社会での発生、( 2 ) 原発事故の併発という 2 つの特性を有し、阪神大震災の

経験を基に整備された外傷医療中心の災害医療体制の間隙を突いた。すなわち、( 1 ) 予防可能な死は外傷患

者でなく避難所での高齢者管理等の公衆衛生的課題に局在した。また、( 2 ) 原発事故対応では傷病者のみな

らず健常者を含む作業者の組織的な健康管理（医療に加え保健活動）が求められた。さらに、( 3 ) これらの

取り組みは緊急対応期のみならず復旧復興期に渡り地域の復興事業と調和をもって継続的に実施される必要

があった。そのような状況を踏まえて我が国で明確に課題として認識されたのが、災害対応におけるプライ

マリヘルスケア（災害公衆衛生）の重要性である。プライマリヘルスケアとは、“民のあらゆる健康上の問題、

疾病に対し、総合的・継続的、そして全人的に対応する地域の保健医療福祉機能”であり、その理念には近

接性、包括性、協調性、継続性、責任性の 5 つの要素が含まれる。本シンポジウムは、まさにこの課題につ

いて現場の最前線で取り組み続ける登壇者を迎えて開催される。 

私見として、今後、この課題に関連して重要なことのひとつは災害時の保健医療活動のアウトカムの再設

定であると考える。例えば筆者が従事した福島原子力発電所事故現場の保健医療活動では、救命率・健康障

害の発生率低減に止まらず、健康問題による復旧作業の停滞頻度や程度、雇用継続率、差別等からの家族の

保護など多様なアウトカムが設定の対象になり得た。重要なことにこれらは保健医療従事者のみでは達成で

きない。保健医療分野以外のパートナーとの連携が不可欠である。新たなアウトカムの設定は、新たな戦略

を生み出す。 

東日本大震災の経験を踏まえ、来るべき南海トラフ大地震等に対する備えとして、プライマリヘルスケア

の概念を包括した災害対応モデルを構築し社会実装することが求められている。 
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演者１：小早川 義貴（国立病院機構災害医療センター災害医療企画運営部福島復興支援室） 

ああああ国立病院機構災害医療センター福島復興支援室の活動 

 

国立病院機構災害医療センター（災害医療センター）は平成 26 年 6 月に福島復興支援室を設置し、急性期

以降も福島県での活動を続けている。基本的なコンセプトは震災以前から住民を支えている職種や機関を支

えるということである。もっともわかりやすい支援の形は、住民への直接サービスであり、それにより我々

支援者も住民の喜ぶ声や姿（特には苦情）を直接聞くことができることは直接支援の醍醐味である。しかし

我々も潤沢なスタッフがいないこと、自治体職員等が疲弊してきていること、もともと活動していた地元職

員の情報量と地域住民との関係性にはかなわないことから、被災自治体等の住民支援者支援を重点的に行っ

ているところである。 

 その一例として、福島県多数傷病者対応訓練がある。2013 年 1 月、福島県内のある応急仮設住宅で地元消

防職員と会った。彼らは労働・交通災害の発生とその対応を危惧していた。避難元の飯館村は全村避難で住

民は住んでいないが、除染作業の本格実施に加え、沿岸部に向かう道路の交通量が震災前の 2 倍となってい

た。そこで福島県や福島県立医科大学と協力し、同年 5 月に多数傷病者訓練を実施した。県内 12 消防本部と

警察、村、住民の協力も得て、作業員等が乗ったバスによる事故を想定し、25 機関 270 名が参加する訓練と

なった。地域の問題は県内共通の問題として認識され、有事には多くの関係者が参集し、活動を共にするこ

とが確認でき、地元の安心感につながった。この訓練はそれ以後、年に 1 回実施し、県内それぞれ地域で抱

える問題を訓練の主題として扱っている。 

 災害はハザードによって人々の暮らしが脅かされる過程であり、地域コミュニティの分断を伴うことも多

い。復興はこの切れた関係性をつないでいく過程であり、当室がその一翼を担えるよう、福島での活動を継

続している。 

 

 

 

 

演者２：三國 陽子（北海道医療大学大学院看護福祉学研究科） 

ああああ東日本大震災の被災地における保健看護活動の実際－看護師として活動して－ 

 

平時できない事は、災害時にもできない。 

災害時には特に、人、もの、お金、情報が不足する。その様な限られた資源や状況の中で、患者や集団に

最善のケアが提供できる様に、看護師には、マネジメント力、コンサルテーション力、コーディネーション

力、リーダーシップ力、など多くの能力が必要となる。しかし、これらの能力はすぐに発揮出来るものでは

ない。そのために平時から意識して高めていく必要がある。その一つの方法として、日々行っている医療や

看護に対してもう一度、5W2H（Why：なぜ、What：何を、When：いつ、Where：どこで、How：どうやっ

て、How much：いくらで）で振り返ってみることがある。つまり、今行っているケアは「なぜ、何のために」

「患者に対してどのような益があって」しているのか？ そのために、「誰に」「何を」報告、相談、連絡した

らよいか？ 実行するには「いくら」かかるのか？「いつ、どこで」行うのが良いのか？それは「なぜ」か？ 

という視点を持って考えることである。この積み重ねが、災害時においてケアの必要性や実践を判断してい

く際の一助となると考える。 

分科会では、私自身の国内外での経験を踏まえてこのことを提案し、今後、国内外で発生する災害に対し

て、今、必要とされる備えは何かを深めていく。 
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演者３：西垣 明子（長野県伊那・木曽保健福祉事務所 所長） 

ああああ御嶽山噴火災害における保健所（保健福祉事務所）の活動について 

 

2014（平成 26）年 9 月 27 日（土）午前 11 時 52 分、長野県と岐阜県の県境に位置する標高 3,067m の御

嶽山が噴火し、死者 57 名行方不明者 6 名という戦後最悪の人的被害をもたらす火山災害となった。長野県

木曽保健所（保健福祉事務所）の対応について報告する。 

【地域概要】 

長野県木曽郡は長野県の中西部に位置し、人口 29,187 人、高齢化率 38.0% の高齢化が進行した二次医療

圏である。 

【初期対応】 

噴火直後から所内緊急体制を敷き、管内医療機関や社会福祉施設等の被害状況確認等を行った。また、

地域唯一の病院である長野県立木曽病院に職員を 24 時間体制で派遣し情報収集を図ったことにより、情

報の錯綜が最小限に抑えられるとともに双方向からの情報提供と対応が図られた。 

【健康影響への対応】 

噴火前後で大気汚染物質の濃度上昇は認められず、直ちに健康への影響はないと考えられたため管内に

情報提供を行った。地元住民への明らかな健康影響は認めなかった。 

【医療救護班との連携】 

県保健所（保健福祉事務所）と日本赤十字社長野県支部が「被災者家族サポートチーム」を組み、県内

で初めて家族等待機所での活動を協働して行った。今回の噴火災害の特徴として、被災地が山頂付近に

限定されたこと、被災者の多くが全国から訪れた登山者だったこと、地域住民には直接的な被災や避難

等の指示がなかったこと等が挙げられ、こころのケアをはじめとするさまざまな活動における課題が明

らかになった。 

【保健所活動】 

厚生労働省の定めた「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」および「地域健康危機管理ガイドラ

イン」の中で、保健所は地域における健康危機管理の拠点とされているが、組織の中での保健所の位置

付けや担う役割は自治体ごとに多様であり、地域防災計画や災害医療活動指針等との整合性を図った上

で、地域の特性を活かし実情に即した対応が重要である。 

 

演者４：山下 十喜（広島県健康福祉局健康福祉総務課厚生推進グループ 主任専門員） 

ああああ大規模災害時における広島県の取組 ～災害時公衆衛生チームによる支援体制～ 

 

1. 災害時公衆衛生チームを設置した経緯 

東日本大震災においては被災県に対し、多くの支援が必要であった。広島県においても、DMAT：4 チー

ム 25 人、医療チーム：21 チーム 117 人、保健師：宮城県気仙沼市に 32 班 79 人、福島県郡山市に 22 班 44

人を派遣した。避難所生活の長期化に伴い、必要とされるニーズが変化し、生活リハや心のケア等の多様

な支援が必要となった。一方、各職能団体からも支援をしたいという要望があったが、派遣の仕組みがな

く活動には至らなかった。そこで、ニーズに応じた支援体制を確保するため、職能団体の協力のもと、必

要な職種でチームを派遣する「広島県災害時公衆衛生チーム」を平成 25 年 2 月に設置した。平成 27 年 4

月現在、17 団体と協定を締結している。 

2. 広島市の 8.20 土砂災害での「災害時公衆衛生チーム」の取組 

DMAT の派遣に続き、発災翌日から避難所に災害時公衆衛生チーム（保健師チーム）を派遣し、避難者

の心身のケア及びニーズ調査を実施した。それに引き続き、医療救護・こども・精神医療・リハビリテー

ション・口腔ケアの各分野のチームを派遣し、支援活動を実施した。 

発災 2～3 週間後、避難所の縮小化に伴い派遣を中止したチームもあるが、発災 4 週間後から保健師チー

ムは、避難所から在宅へ移った方々への訪問活動を実施し、心のケアを中心とした支援を展開した。 

3. 課題 

今回の派遣を通して、初期の避難者が最も多い時期に必ずしも十分な支援体制が整っていなかったこと、

各分野のチームが現地（避難所）に入った時、情報共有をした上で活動を展開していく必要があること等

の課題が浮かび上がった。また、被災された方々が避難所から在宅に移られた後の活動についても、今後

検討すべき課題と考えている。 
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◆ 分 科 会 ２ ◆ 

 

多文化共生とプライマリヘルスケア 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿ 

 

近年、高度人材外国人の優遇措置や各国ビザの発給要件緩和により、日本国内における外国人の多様化、

多国籍化が進んでおり、国レベルでの多文化共生社会に向けた取り組みが本格化しています。 

 一方、厚生労働省による日本人と外国人の年齢調整死亡率の比較では、自殺を除く主要死因で外国人が高

いことが報告され、両者における健康格差が示唆されています。この背景としては、医療を取り巻く言語や

文化、経済的要因の関連が推測されますが、その中で対策すべき健康課題はコミュニティ毎に大きく異なる

ことから、外国人の視点に基づいたアプローチが重要となります。 

 外国人医療支援の実践として、コミュニティの住民参加によるものや、専門家とコミュニティが恊働する

事例が挙げられます。こうした実践の知見をもとに、本分科会では、健康格差を生じ得ない多文化共生社会

に向け、プライマリヘルスケアの理念をどのように活用できるのか、その可能性や具体策を討議します。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿ 

 

 

座あ長：宮崎 紀枝（学校法人佐久学園佐久大学看護学部 准教授） 

 

 

 

演者１：井田 ピムテープ（公益財団法人長野県国際化協会） 

ああああタイ・コミュニティーにおける保健サービスの取り組みの現状と課題 

 

【背景】 

長野県の外国人住民数は、1990 年施行の入管法改正の影響を大きく受け、2000 年まで急激な増加が続い

た。2014 年末現在は 29,789 人で、県人口の 1.4%となっている。在留資格に関して、永住者、日本人配偶

者、定住者の在留資格の方、いわゆる「移民者」が 67%を占める状況で、男女別では女性のほうが多い。

外国人労働者だけでなく、日本人との国際結婚も増加すると同時に、様々な「生活」や「医療」の問題点

が明らかになってきている。 

この 10 年間は、長野県国際化協会で外国人相談員として特にタイ人へのサポートを行ってきた。その中

で、タイ人の健康関係の相談と病院での通訳などを通して、がん、心臓病、HIV、結核などのケースを扱

ってきたので、その経験からも皆さんの役に立つお話ができればと思う。 

【日本と長野にすんでいるタイ人に対する支援団体（一部）・その活動】 

・在日タイ人ネットワーク（TNJ）： 

在日タイ人が日本の社会で日常生活を送る上での健康・教育に関する知識と技能向上を推進し、人権

性の向上を図る。 

・タワン：在日タイ人の健康をサポートするボランティアグループ。 

・長野県多文化共生くらしのサポーター： 

外国籍県民の皆さんが普段悩み困っていること、知りたいことなど様々な生活相談等に応じている。 

・県内タイ人ボランティアグループ 

【最後に】 

保健施設へのアクセスの現状について、この 10 年間で日本に住むタイ人の意識や環境も大きく変わって

来た。また、2014 年の入国管理法の改正により、短期滞在するタイ人のビザが不要となったことで、さら

に大きな変化が起こる可能性がある。最後に、そうした今後の課題についてお話したい。 
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演者２：座光寺 正裕（南牧村出張診療所・野辺山へき地診療所 所長） 

ああああ外国籍住民の健康を守る 

 

【背景】 

日常診療で出会う外国籍患者の背景は、小諸・北佐久地域のタイ人、上田の工場労働者の日系ブラジル

人、南佐久の農業研修生（中国人、フィリピン人）など多様である。下記は佐久地域の 90 年代から最近ま

でのいくつかの事例をもとに再構成した架空のシナリオである。あなたの命を守るために、医療者や地域

住民には何ができるだろうか。  

【シナリオ】 

あなたが滞在資格のない在日外国人だと仮定しよう。半年前から咳が止まらないが、① 誰に相談して良

いのか分からない。今朝から左半身が思うように動かなくなりようやく友人に助けを求めて近医を受診し

たが、② 日本語で病状をうまく伝えられない。検査の結果、エイズと結核と診断されたが、③ 無保険で

支払い能力がないことから、他の病院を受診するように宛名のない紹介状を手渡され途方に暮れた。よう

やく治療してくれる病院が見つかり入院したが、② 医師の説明はよく分からず、④ 病院食も口に合わな

いし、同室者とも馴染めない。 

【課題と取り組み】 

①予防と早期発見：重症化する前に診断と治療に結びつける重要性は自明である。91 年、カトリック教会

の日本語教室をきっかけに佐久病院に外国人健康相談室が開設され、その後の外国人健診につながった。

寺院やショピングセンター、移動領事館での無料健康相談など、医療者が地域に出向くよう努めている 。 

②言葉の問題：職員有志で約 10 ヶ国語の医療通訳の体制を整えているが、通常業務との兼ね合いや即応性

が課題である。 

③お金の問題：法律や社会制度に関する幅広い運用知が必要である。しかし、未収金は病院の社会的責任

とみなされがちである。 

④宗教や文化の多様性に配慮した療養環境の提供はまだ発展途上である。 

【今後の展望】 

地域住民を主体とした「予防は治療に勝る」働きかけを継続する一方で 、国際保健委員会を中心に多文

化に配慮した病院づくりを目指したい。 

 

 

演者３：加藤 博惠（群馬県大泉町企画部国際協働課 国際協働課長） 

ああああ多文化共生のまちづくりを目指して 

 

1. 外国人集住地域の現状 

・大泉町は群馬県の中でも最も面積の小さな町（18.03km2）であるが、全国でも最も外国人集住率の高い

（15%強）と言われている町である。（平成 27 年 3 月末現在、総人口 40,883 人の内、外国人 6,413 人）。 

・製造業を中心に発展してきた本町に、ブラジル人を始めとする南米系外国人が急増したのは、平成 2 年

6 月改正の「出入国管理および難民認定法」がきっかけとなっている。 

・当初は「出稼ぎ」感覚で来日していた外国人であるが、日本での定住化が進んでおり、ブラジル国籍で

ありながら日本での生活しか知らない子どもたちも増えている。 

2. 多文化共生への取り組み 

・情報提供…外国籍の 6 割を占めるのがブラジル人（3,963 人）であることから、町ではポルトガル語通訳

を配置し、窓口での通訳対応や翻訳広報紙や各種資料の提供に努めているほか、多文化共生のための各

種説明会や懇談会などを実施している 

・子どもたちの教育…全小中学校に日本語学級を設置し、日本語指導助手を配備。また、ブラジル人学校

と連携した事業にも取り組んでいる 

3. ともに地域に住む「住民」として 

・外国人の定住化が進む中、彼らを「いつかは帰るお客様」ではなく、ともに地域に住む「住民」と位置

づけ、日本の文化や習慣・町の制度や生活上のルール等を伝える「文化の通訳」登録制度を展開してい

るほか、それぞれの力を町の防災やまちづくりに生かすため外国人ボランティアの育成を行っている。 
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演者４：鈴木 良美（東邦大学看護学部 准教授） 

ああああフィリピン人との協働による保健プログラムにおいて直面した課題とその対応 

 

在日フィリピン人女性の乳がん早期発見を目指し、在日フィリピン人 NGO との協働による教育プログ

ラムを 2010 年～2013 年まで実施した。プログラムは、全国 14 カ所で実施し計 149 名の参加者を得た。 

このプログラムは、中年期以降の在日フィリピン人が増加し、乳がんによる死亡数も増加する中、在日

フィリピン人 NGO 内で、取り組みの必要性や方法を話し合ながら企画・実施した。外国人との協働プロ

グラムでは、文化の違いなどから多くの課題に直面した。本報告ではこの活動事例を直面した 3 つの課題

とその対応を中心に紹介し、外国人との協働のあり方を検討するための話題提供ができればと考えている。 

【課題 1】外国人スタッフとの考え方の違い 

日本人スタッフは、外国人の健康の状況を知るために実態調査を希望していた。他方で外国人スタッフ

は、当事者は調査にセンシティブになっているので、参加してくれた人たちにお土産を持ち帰ってもらえ

るプログラムにしたいと話していた。この状況をどのように考え、どのように対応したのか報告する。 

【課題 2】参加者募集の難しさ 

フィリピン人の場合、事前の段階で参加の意思表示はするものの、プログラムの当日は「寒いから」な

ど様々な理由で欠席する人も多いのが現状であった。このような状況をどのように考え、対応したのか報

告したい。 

【課題 3】コミュニティのエンパワメントにつなげるには 

このプログラムにおいて、各地 1 回の訪問では、十分に取り組めたとは言えないものの、コミュニティ

のエンパワメントを模索してどのような取り組みを行い、どのような場合に継続的な地域の活動に活かさ

れたのかを報告予定である。 

以上の報告を踏まえた上で、最後に分科会のテーマでもあるプライマリヘルスケアの原則から、本活動

を振り返りたい。なお、本プログラムは、科学研究費補助金若手研究（スタートアップ）（平成 20-21 年度）、

及び基盤研究（C）（平成 23-25 年度）の助成を受けて行った。 

 

 

 

演者 5：池田 光穂（大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 教授） 

ああああ多文化共生社会とプライマリヘルスケア：比較文化論の視点から 

 

多文化共生社会とは、私の定義によると「複数の他者の民族、他者の文化の相互承認と共存

が可能になっている社会の状態のことである」（http:// bit.ly/15PTcfN）。本来ならば、複数の民

族が同じ時空間に存在することなどは普通にあるはずなのだが「共生」という肯定的な意味を

付与しようとするのは、人間集団はしばしば「敵」と「味方」の差異を無からつくりあげるほとほと困った

存在なのだろう。長野県も他の自治体と同様に多文化が共存する状態になっている。これは可視化されやす

い「外国人」の存在に影響を受けているが、他者の言語や文化を理解することが共存には欠かせないという

意識の誕生は、同時に、同一文化内においても長野社会の固有性のみならずより小さな文化的共同体である

地域社会のかけがえのなさやそれらの差異について敬意を抱くという態度を生みつつある。 

では、長野県佐久におけるプライマリヘルスケア（PHC）と聞けば誰もが思い浮かべるのが現在の佐久総

合病院と若月俊一らの存在である。名著『村で病気とたたかう』（1971）を紐解けば、アルマ・アタ宣言（1978）

などが生まれるはるか以前から、佐久は「骨の髄まで」社会医学をこれまで実践してきたメッカであること

がよくわかる。住民のもとに赴き、住民と共に話し行動し、そして演劇を通して住民を近代的な主体として

啓蒙・育成するという佐久病院の人びとのこれまでの輝かしい活動の歴史は、佐久の経験に比べれば千分の

一にも及ばないが不肖私の 1985-87 年当時の中米ホンジュラスの農村での同国政府の PHC 活動の経験に完全

に重なる（拙著『実践の医療人類学』2001 年）。私は会場の皆様にこの分野の実践について有益なアドバイ

スや提言をできるほどの知見を持ち合わせてはいないだろうが、時空間を異にしながら PHC の夢を追い続け

た同胞（同僚）としての私見を開陳できれば、何らかのお役に立てるだろうと思う。 
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◆ シンポジウム ◆ 

 

加速するアジアの高齢化にどう立ち向かうか 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿ 

 

日本の高齢社会は世界の最先端ですが、それを凌ぐスピードで東南アジア諸国では人口構造の転換が起こ

っています。同時に、都市化が進むに従い地域の結びつきが希薄になり、かつて豊かだったソーシャル・キ

ャピタルが失われる危険も高まっています。経済発展が進めば自ずと格差が拡大し、全体の健康を損ねる懸

念も指摘されています。 

生産人口の割合が減る一方で、医療や介護の需要の急増が予測される今後の世界にどう立ち向かっていけ

ばよいのでしょうか。ランセット誌が日本の皆保険 50 年を記念して特集号を組み、タイやインドネシアがユ

ニバーサルカバレッジを急いだのは、こうした問いかけの重大さを傍証しているはずなのです。しかし、単

に医療保険制度や福祉の仕組みを整備すれば、それで十分なのでしょうか。 

佐久地域は、高度先進医療とプライマリヘルスケアを両輪として、二足のわらじをゆずらずにやってきま

した。保健補導員、衛生指導員、病院祭、出張診療や啓発劇など、医療政策や医療経済の表舞台には出ない

専門職者や地域住民の参加があったからこそ、日本一の長寿を（結果的に）安価に実現できたと考えられる

のです。 

医療の高度化の波のなかでもなお、健康を人々の手の中に留めること、プライマリヘルスケアを手放さな

いこと、地域の結びつき＝ソーシャル・キャピタルを維持すること、これらの重要性こそ私たちの戦後半世

紀の経験から得られた最大の教訓です。今後こうした困難に立ち向かうアジア各国の仲間たちへエールを送

ります。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

座あ長：本田  徹（特定非営利活動法人シェア 代表理事） 

 

 

 

演者１：松本 邦愛（東邦大学医学部社会医学講座医療政策・経営科学分野 講師） 

ああああ東アジア諸国の高齢化の現状と展望 

 

1993 年に世界銀行が発表したレポート『東アジアの奇跡―経済成長と政府の役割』の通り、東アジア地域

はこれまで人類が経験したことのない急速な経済成長を達成してきた。東アジア諸国の経済発展の特徴は、

国際貿易を成長のエンジンとした製造業の拡大である。そしてそれを支えてきたのは、優秀な若い労働力で

あった。 

かつて日本の開発経済学者は、産業発展のパターンとその国際的な伝播の様子を「雁行形態」とか「キャ

ッチアップ型工業化」と呼んだことがある。そしてこの急速な経済発展は、同時に少子化と平均寿命の伸長

をもたらし、先頭を飛ぶ日本から順に高齢化率の上昇をもたらしている。先人の言葉に倣えば「キャッチア

ップ型高齢化」と呼べるほどである。このような状況の中で、後を追いかけている雁たちは、残念ながら十

分な社会保障制度を持っていない状況である。一方先頭をいく雁たちは、すでに社会保障にかかわる若い人

材が不足し、後続の雁たちから人材を受け入れなければならない状態に陥っている。 

東アジア各国はせまりくる高齢化に対しての危機意識には温度差があり、すでに保健医療、福祉分野で具

体的に対応を練っているところもあれば、未だ対策がほとんど立てられていない国もある。本報告では、国

連統計や日本の統計などをもとに、現在東アジアで起きている高齢化の問題を概観し、さらに将来人口推計

から見えてくる問題点を、超高齢国（日本、台湾など）、高齢化国（タイ、ベトナムなど）、低高齢化国（CLM

諸国など）に分けて検討したい。その上で、現在すでに活発になってきている労働移動の問題を取り上げ、

送り出し国、受け入れ国、それぞれの立場から議論したい。 
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演者２：小松 裕和（JA長野厚生連佐久総合病院地域ケア科 医長） 

ああああプライマリヘルスケアの視点で取り組む地域包括ケア 

 

 佐久総合病院では高齢化社会のニーズを見据え、1983 年に在宅ケア実行委員会を設立し、1987 年に老人保

健施設モデル事業を受諾、1994 年に佐久病院の在宅医療／介護事業を統括する地域ケア科を設立した。その

後の 20 年間の歩みの中で、佐久地域の在宅医療は大きく発展を遂げた。現在では年間 6,000 件を超える訪問

診療、年間 40,000 件を超える訪問看護を実施し、地域の病院との密な入退院支援の連携、地域の介護事業所

や行政機関とのネットワーク構築、遺族会の設立、地域の保健室などによる地域住民との対話の場づくりな

どに活動を広げている。現在では地域住民の意識の中に、在宅療養や在宅死が当たり前の選択肢の一つとな

っている。 

 我々のこれまでの活動を振り返ると、「在宅療養や在宅死」というニーズを創出し、患者／家族の主体的な

参加を通じて地域住民の意識にアプローチし、行政機関をはじめさまざまな立場の人と協働してネットワー

クをつくり、地域の死生観や終末期医療や介護に関する行動変容につなげている。プライマリヘルスケアの

中心となる考えは、住民のニーズを把握して、住民参加を通じて、他のセクターとの協働を通じて地域の健

康を守る活動であり、地域ケア活動との関連を考えにくいかもしれない。しかし、プライマリヘルスケアの

本質を新しい健康知識の普及と、それに伴う健康行動の変容と考えると、地域ケア活動は現代のプライマリ

ヘルスケアとして捉えられるのではないだろうか。また、疾病や障がいにより社会的なつながりを失いつつ

ある患者／家族に対し、地域ケア活動は有益なソーシャル・サポートを提供できる社会的つながりを構築し、

患者が亡くなったあともこの社会的つながりは地域に残る。医療介護連携の密なネットワークに加えて、こ

のような地域住民との社会的つながりを地域に増やしていくことで、新しい健康知識の普及や健康行動の変

容につながり、地域住民の健康に影響を与えるソーシャル・キャピタルが醸成されると感じている。 

 

 

 

演者３：近藤 克則（千葉大学予防医学センター環境健康学研究部門 教授） 

ああああアジアへの示唆－超高齢化先進国日本における社会疫学・予防医学研究の立場から 

 

国際保健学には「国内・国際間の健康格差の原因解明」や「健康格差改善のためのエビデンスの獲得」が

含まれるという（日本国際保健医療学会編「国際保健医療学」，第 2 版，2005）。であれば、私が取り組んで

来た超高齢化先進国日本における社会疫学や予防医学研究は、国際保健医療学にも貢献しうるかもしれない。

本報告では、これまで取り組んで来た研究を元に，高齢化が加速するアジアへの示唆を考えてみたい。 

第 1 に、認知症など要介護高齢者への事後的対応も必要だが、予防ができるのならそれに越したことはな

い。第 2 に、予防によかれと思って取り組まれた日本の介護予防政策でも、二次予防のように期待された効

果が上がらないものがある。仮説にもとづく試行的実践や政策は必要だが、その効果などの検証をしなけれ

ば、自己満足や壮大な無駄に終わる可能性がある。第 3 に、日本の経験や社会疫学の知見に基づけば、狭義

の医学的なアプローチだけでなく、健康の社会的決定要因に着目し、多職種や部門と共同した広範な取り組

みが重要である。中でも社会参加の機会を作ることが社会的な健康を保ち、それが身体的心理的な健康保持

に重要と考えられる。第 4 に、近接性やエンパワメントが重要である。以上は、継続性、包括性、統合性、

近接性など、プライマリケアの特性と重なるものが多い。 

これらエビデンスや知見を踏まえて「健康格差対策の 7 原則」（医療科学研究所，2015）をまとめた。＜始

める＞ための原則として、第 1 原則では「理念・情報・課題の共有」の必要性を、＜考える＞ための原則で

は、第 2 原則で「配慮ある普遍的アプローチ」と第 3 原則「ライフコース」の視点が求められることを指摘

した。＜動かす＞ための原則として、第 4 原則「PDCA」、第 5 原則「重層的アプローチ」、第 6 原則「縦割り

を超える」、第 8 原則「まちづくり」の視点が重要である。第 7 原則は下記でご覧いただける。

（http://www.iken.org/project/sdh/project2014.html） 

 

 

http://www.iken.org/project/sdh/project2014.html


- 31 - 

演者 4：西上 ありさ（studio-L コミュニティデザイナー） 

ああああ健康づくりとコミュニティデザイン（仮） 

 

コミュニティデザインとは、地域のコミュニティと共に地域の課題を解決することである。解決にあたっ

ては、より多くに人の共感が得られるようにデザインの力を使用する。コミュニティデザインの現場は、日

本の離島や中山間地域、都市部でも商店街や被災地などがあり、これらの現場は、世界でも前例のない最先

端の課題がたくさんある。その課題に生活者一人ひとりと向き合い、身近な課題を解決することからはじめ

る。 

生活者が主体となった活動は、実行力もあり、笑いにあふれた楽しいものである。地方会当

日は、母子手帳（親子健康手帳）の事例を紹介したい。（http://mamasnote.jp/）※紹介するプロ

ジェクトは変更する可能性がある。 

また最近では、海外からのオファーもある。現在は、インドネシアでコミュニティデザインの手法を活か

した「かわいい MIYAGE-MONO」プロジェクトを立ち上げた。これは日本とインドネシアの交流を通じた女

性の副業づくりのプロジェクトである。女性を中心としたプロジェクトは、生活環境改善、保健、医療、将

来の介護へとつながる可能性があり、これらを視野に入れた地域コミュニティをつくるプロジェクトとなる

見込みである。 

最先端の課題に生活者と共に楽しく取り組むことができたプロジェクトを、現場で実践した人の視点から

紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mamasnote.jp/
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◆ 市民公開講座 ◆ 

 

日本と世界の地域住民ボランティア 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿＿＿＿ 

 

佐久地域は、衛生指導員など先進的に住民主体の健康づくりを行ってきた地域ですが、時代の変化の中で、

その意義やあり方が問われ直されています。一方、世界では地方における医療者不足が非常に深刻な中、住

民ボランティアへの期待は大きいですが、その主体性を保持することは大きな課題です。 

日本と世界それぞれの取り組みを学び合う機会を設けることで、地域住民の方々とともに学び合います。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿＿＿ 

 

 

座あ長：北澤 彰浩（JA長野厚生連佐久総合病院 診療部長） 

 

 

 

演者１：篠原 博幸（佐久穂町地域健康づくり員 元会長） 

ああああ地域健康づくり員（旧衛生指導員）の活動とこれから 

 

地域健康づくり員は、「衛生指導員」を前身とした男性だけの住民ボランティア組織です。各地区から推薦

され、町長の委嘱を受けた 22 名（平成 26 年）が「自分たちの健康は自分たちで作る」をスローガンに地域

保健活動の向上と健康づくり推進のために活動してきました。 

昭和 30 年（1955 年）当時は衛生環境状態があまり良くなく、赤痢、寄生虫が蔓延していました。そのよ

うな状況から長野県の指示で環境衛生指導員を置くことになり、当初 8 人からスタートしました。 昭和 32

年、国民健康保険の改正に伴い、窓口徴収制度が実施されることになりましたが、現金収入が年に数回しか

ない農村にとっては厳しく、受療行動が阻害されることが予測されました。そこで、当時の佐久病院若月院

長から全村健康管理の提案を受け、昭和 34 年より健康手帳と健康台帳による全村健康管理として、新たに衛

生指導員として活動が始まりました。 

当時は活動として、担当地区の住民の検診受診促進から始まりましたが、その後、健康まつりを開催し、

次第に演劇も取り入れるようになりました。健康まつりは実行委員会方式をとり、それぞれが何か主役なれ

るような役割をはたすことで盛り上がり、現在も「福祉と健康のつどい」という形で継続され、現在も 40 以

上の各団体が参加し毎年盛大に開催されています。演劇では、役者も裏方も指導員が自ら行い、家庭内や地

域で当たり前に怒っている生活の中の問題を題材にしてみなで考えるきっかけを生み出すことを心がけてい

ます。 

このように 55 年の歴史がある地域健康づくり員ですが、自治体の財政難のため事業の見直し対象となり、

今後は女性が中心の保健推進員が健康づくり員会の意思を引き継ぐこととなりました。これからも仲間と一

緒に何らかの形で健康管理事業に関わって行きたいと思っています。 
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演者２：柳澤 しめ子（佐久市保健補導員会 前会長） 

ああああ自分たちの健康は自分たちで守る ～保健補導員の活動～ 

 

佐久市は、全国市区町村平均寿命において平成 22 年、男女とも全国トップ 20 にランクインしました（男

性 81.7 歳、女性 88.0 歳）。そのような健康長寿のまち佐久市の地域づくりに取り組んでいる住民活動である

保健補導員についてご紹介致します。 

佐久市において保健補導員は、地域の健康づくりの担い手として「自分たちの健康は自分たちでつくる」

という意識の定着を図るため設立されています。受持ち世帯数は約 30～50 世帯に 1 名で、区長より推薦を受

け、市から任期 2 年間の委嘱を受けて活動しています。活動の役割としては、① 住民の健康生活推進のため

の問題発見者、② 地域の健康管理の担い手、③ 保健福祉行政がスムーズに行きわたるための協力者、④ 保

健師等業務の良き理解者であり、また協力者が挙げられます。具体的には、成人保健活動（各種検診事業へ

の協力および受診勧奨、ウォーキングステーションへの参加）、母子保健活動（離乳食教室ボランティア、託

児ボランティア）、結核予防活動（結核・肺がん検診への協力）、保健補導員会健康アンケート調査（『たばこ

についての意識調査』、『ウォーキングに関するアンケート』など）や地区自主活動を行っています。 

成り立ちは、昭和 10 年代後半、伝染病や乳幼児死亡が多い戦争中の劣悪な環境を改善するために、地域の

主婦たちが市町村保健師を手伝おうと自主的によびかけ活動を開始したことだと伝承されています。活動を

する中で、「自分たちの健康を守るには、自分たちがまず、学習することが大切だ！」ということに気づき、

「お互いに助け合い、良い方向に導き合う」という「補導」という言葉を用い、「保健補導員」という名称に

至りました。 

保健補導員の経験者が増えることで、地域全体の保健意識の向上につながると考えられており、現在保健

補導員の経験者は約 25,000 人にも上りました。このように保健補導員の輪が、地域の健康づくりの輪になる

ようにこれからも末長く明るく楽しく活動を続けていきます。  

 

 

 

演者３：カトゥンドゥ 麻里（特定非営利活動法人 TICO 栄養専門家・CIDRZ Program Manager） 

ああああ途上国の地域力を支える住民ボランティア 

 

開発途上国では、地域保健に関わる住民ボランティアは地域住民の健康を支えるためになくてはならない

存在です。ボランティアの種類や活動内容、地域での役割は多種多様です。私自身の経験から、ザンビアの

住民ボランティアの活動を例えに、彼らの活動や課題をお話ししたいと思います。 

ザンビアは、HIV/AIDS や結核などの感染症罹患率が高く、5 歳未満と妊産婦の死亡率も高い状況が長く続

いています。このような状況を改善するため、多くの住民ボランティアが都市部、農村部を問わず活躍して

います。彼らの多くは短期間の研修を受け、必要な知識や技術を学んだ後、疾病（HIV/AIDS, 結核、マラリ

ア等）または対象者（小児、妊婦等）を限定した特定の活動に従事しています。住民ボランティアの多くは

農業や自営業など生活を支えるための「仕事」をしながら、地域保健活動には無償で貢献しています。地域

保健活動に必要な物資は不定期に提供されるものの、活動費はほとんど支給されないのが現状です。 

住民ボランティアは疾病予防や環境衛生の重要なメッセージを住民に伝える啓発活動を中心に活躍してき

ました。また、感染症の治療を続ける住民や、妊婦や新生児・乳児が、必要な時期に診療所を受診するよう

励まし支援し、搬送手段を提供したり、診療に付き添ったりすることも住民ボランティアの重要な活動とな

っています。プライマリケアセンターや病院では、栄養失調の子供達の食事準備、医師の処方した薬の準備

や配達、感染症患者へのピアカウンセリング、診療内容を記す台帳やカルテの整理といった事務作業など、

医療行為の補助的な活動も行っています。 

医療・保健・福祉を支える住民ボランティア達は、やりがいを感じながらも色々な課題や悩みを抱えなが

ら活動を続けています。彼らの声に耳を傾け、どうすれば彼らが最も活躍できる場所や活動を維持していく

ことが出来るのかを、皆様と一緒に考えたいと思います。 
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演者４：杉下 智彦（独立行政法人国際保協力機構 国際協力専門員 保健課題アドバイザー） 

ああああ原点回帰・アフリカから佐久へ：住民主体の地域保健システム 

 

保健分野における MDGs 後の次なる課題として、「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）」が注目さ

れてきています。UHC とは、「すべての人が適切な予防、治療、リハビリなどの保健医療サービスを、必要

な時に支払い可能な費用で受けられる状態」（WHO 2010）であり、途上国においては「本当に必要とされる

人々に、必要とされる保健サービスがいきわたる公正な社会」の実現、そして市場経済のグローバリゼーシ

ョンの恩恵にあずかりえなかった人々の悲願の達成という今日的な意義で語られてきています。 

 日本では、国民皆保険 50 周年を迎え、どこに行っても支払いを気にせずに良質な医療サービスが受けられ

る環境が整い、結果として経済的な成長の基盤となったばかりか、健康寿命の驚異的な伸長によって人生の

豊かさを培ってきました。これはひとえに、医師や国が主導するのではなく、地域住民が主体となって能動

的、創造的に保健システムを築いてきた歴史の賜物であると言えます。 

医療従事者による「疾病‐治療」という単純な関係性を越えて、文化・社会的背景にも配慮しながら、他

職種連携を通してコミュニティと協働し、「病気にならない社会の改革」をどのように創造していくのかとい

う原点への回帰、まさに変革型学習（transformative learning）のあり方が、今まさしくアフリカの現場におい

て熱く議論されています。 

アフリカにおいて創造的な思考を持ち得る若きリーダーを育成してきた経験から、日本と途上国の地域保

健活動における協働と相互学習を通して、まさに「アフリカと佐久における未来の共創生」の中から、住民

主体の地域保健システムという社会変革が可能になる、そんな夢のような話をしたいと思います。 
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◆ 一 般 演 題 １◆ 

 

座長：仲佐  保 

（国立研究開発法人国立国際医療研究センター国際医療研究局 運営企画部長） 

 

_＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 36 - 

1. 

カンボジア内戦の被害者の精神状態と自尊感情の関連性：バッタンバン州・シェムリアップ州を対

象として 

Correlations between mental health status and self-esteem among Cambodian Civil War victims in 

Battambang, Siem Reap, Cambodia 

 

崎坂香屋子 1)、田代藍 2)、村田萌 3)、川浦千晶 3)、堤内杏奈 3)、田中史弥 3)、Sotheara Chhim4) 

1) 中央大学全学連携教育機構 2) 東京大学大学院新領域創成科学研究科 3) 中央大学 4) TPO 

Cambodia 

________________________________________________________________________________________ 

 

【背景】 

カンボジア内戦で被害にあった人々の30年後の現在の精神状態と自尊感情については実証研究がほ

とんどない。 

【目的】 

コミュニティの崩壊で自尊感情が悪化したとされるカンボジア内戦被害者の現在の精神状態を個人

特性と関連付けて検証し、関連要因を明らかにする。 

【方法】 

内戦の影響が大きかったバッタンバン州・シェムリアップ州農村を対象地とし、質問紙を用いた面

接法による標本調査を行った。評価法には以下の 3 尺度を用いた。( 1 ) 精神状態の評価に K6 を用

い、カットオフポイント (15/30) ごとに男女、年齢別によるχ2検定を行った。 ( 2 ) コミュニティ

の人々の個人特性評価には TIPI ( Ten Item Personality Index ) を用いて基本的な 10 項目の個人特性を

5 つに収束させ、相関を検定した。( 3 ) 自尊感情測定には RSES ( Rosenberg Self-esteem Scale ) を用

いて得点化した。性別、年齢等を説明変数として回帰分析で決定要因を同定し、K6 による精神状態

の程度別に因子分析を行った。 

【結果】 

40 歳以上の男女 220 人から回答を得た。( 1 ) K6 の平均は全体で 13.2 ( <15.0 ) であった。男女別で

は男性の方が、精神状態が有意に良好で ( p<.05 )、高い年齢層ほど精神状態が良好だった。( 2 ) TIPI 

では 5 つの特性のうち外向性の平均が最も高く( m = 10.17 )、勤勉性にばらつきがみられた ( m±SD 

= 9.15±9.18 )。また開放性・外向性 ( r =.17 )、協調性・神経症性 ( r =.22 ) で有意な相関があった 

( p<.05 )。( 3 ) RSES では、全体の平均得点が 28 点であり、日本人平均 25 点よりも高かった。年齢

による RSES への影響はみられなかった ( p>.05 )。因子分析では、精神状態が良好 ( K6<15 ) な群

にはすべて肯定的な感情の主因子が抽出された。K6≥15 の群には、肯定的感情と否定的感情の 2 つ

の主因子が抽出された。 

【結論】 

K6 では高い年齢層ほど精神状態が良好であることを示したが、RSES の自尊感情尺度では年齢層で

の差はみられなかった。結論として、年齢、精神状態の良好さによらず、現在の人々の自尊感情は

良好であることが明らかとなった。 
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2. 

サモアにおける国際看護実習を履修した看護学生の異文化に対する反応とその過程 

The process and reaction for the different cultures of nursing students studied in the International 

Nursing Practicum in Samoa 

 

春原果歩 1）、宮越幸代 2） 

1) 東京歯科大学市川総合病院 2) 長野県看護大学 

_______________________________________________________________________ 

 

【背景】 

国際化が進んだ現代において誰もがカルチャーショック (Oberg, 1960) を経験する可能性がある。し

かし徐 (1998) によれば異文化適応は容易でない事が明らかにされている。そこで A 大学のサモア

での国際看護実習履修生の異文化に対する反応を分析し実習の意義と課題を明らかにした。 

【倫理的配慮】 

本研究にあたり、対象者に研究協力への任意性、プライバシーの保護等について書面で説明し研究

協力への承諾を得た。 

【方法】 

2014 (平成 26) 年度国際看護実習履修生 3 年生 2 名、4 年生 3 名を対象とし、実習前・中・後に半構

成的面接と参与観察を行い、結果を質的に分析した。 

【結果】 

実習前は 5 つのカテゴリと 36 のコードと 98 の具体的な発言に、実習中は 8 つのカテゴリと 51 のコ

ードと 167 の具体的な発言に、実習後は 9 つのカテゴリと 28 のコードと 91 の具体的な発言に整理

された。異文化適応のモデルを示した W 字曲線モデル (Gullahorn, 1963) に基づき対象者の気持ちの

変化を当てはめた結果、程度の差はあるが全期間においてモデルと類似した振幅を繰り返した。ま

た 3 年生の帰国後の曲線は帰国前よりも上昇したが、4 年生の曲線は下降しており学年間の差がみら

れた。 

【結論】 

不安に関するコードの一部は「自分の体験を通して人間的成長を促す成長不安」(山本，1992) であ

った。語学力の不安は自己研鑽の必要性の自覚へと、人間関係の不安は周りへの感謝に変化した。

現地での体験を通して異文化を受容する重要性を学んだ経験は、授業と現地での実践を結びつける

機会となった。実習中のストレスはマズローの欲求段階説の生理的ニードと安全のニードを脅かし

た。そのため可能な限り現地の生活環境を整えること、学生による事前の危機管理行動の必要性が

示唆された。国際看護実習は異文化と接する実体験であり、体験からしか得られない人間的成長や

危機管理や自己研鑽の必要性を意識する機会となった。 
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3. 

A 看護大学で学生が実施した在日ブラジル生徒への健康教育 

Analysis of the health education for Brazilian students living in Japan provided by nursing students 

of A college of Nursing 

 

宮越幸代 

長野県看護大学 

___________________________________________________________________________________ 

 

【研究目的】 

長野県では永住資格の取得者数がここ数年増加し「定住化傾向」が続いている。A 看護大学では在

留外国人も同じ地域の構成員として暮らし、力が発揮できる「多文化共生社会」をめざし、在日外

国人を対象とした演習を実施したので、その結果を報告する。 

【方法】 

A 看護大学の「多文化共生看護学」の授業等の一環として在日ブラジル人学校学童・生徒への「第

二次性徴」、「性感染症予防」、「肥満予防」の健康教育を実施した学生 9 名に、実施後の評価および

自身の変化について質問紙調査を行い、質的に分析した。 

【結果】 

実施後の 5 段階評価での「達成感」は、全て 3 以上で平均は 4.1 だった。難しさを感じたのは、「答

えきれない質問や想定外の質問があったこと」、「口に合わない物を食べてくれないこと」であり、

うまくいったのは「ゲームが盛り上がった」などの反応であった。この健康教育を継続すると想定

した場合、栄養教育や生活習慣病予防、性教育などを、ピアカウンセリングや親も巻き込んで企画

する必要性を感じていた。今後の健康教育やかかわりには 7 名が関心を示し、実施後の意識の変化

では「『外国人』というくくりではなく一人一人を見ることが大事」、「勝手な先入観や偏見はよくな

い」、「外国人の暮らしにくさがわかった」、「自分たちと同じように医療を必要とし、それを受ける

権利があることがわかった」などの記述が認められた。 

【考察】 

演習を通して学生は地域で見かけるだけだったブラジル人学童や生徒と実際に関わり、彼らの知識

や考え方、態度、生活などを初めて知る経験を通して、彼らの暮らしや権利について考えることが

できた。さらに医療従事者として、彼らの知りたいことや嗜好に合せた指導の必要性も実感できた。 

【結論】 

演習は、講義だけでは伝えきれない在日外国人の健康の権利や、従来の価値観や視点とは異なった

側面から対象を捉え、支援する方法を具体的に考える機会となった。 
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4. 

タイ、チョンブリ県における高齢者ヘルスケアネットワークの検討 －タイ、チョンブリ県、サンス

ク町と長野県、佐久市の国際協力活動 

Study of effective elderly health care system in Saen Suku Municipality, Chonburi, Thailand based 

on the experience of Saku City, Nagano, Japan 

 

Yoshiko Tsukada1), Keiko Takeo1), Fumiko Miyaji1), Tomonori Koyama1), Toshie Miyazaki1), Kaori Miyahara1), 

Chiyoko Sakato2), Hiroko Yamasaki2), Noriko Yoshie2), MihoUeki2), Puangrat Boonyanurak3), Jullamate 

Pornchai3) 

1) 佐久大学 2) 佐久市 3) タイ、ブラパ大学 

____________________________________________________________________________________________ 

 

[Introduction] 

Saku University team, in cooperation with Saku city started the Elderly Care Project in Saen Suku 

Municipality, Chombuli, Thailand. Saen Suku Municipality and Burapha University team work 

cooperatively with us as the counterparts. Elderly rate in Chonburi (over 60 years old) is 12.5% in 2014, 

which is half rate of Saku city. 

[Outline] 

The elderly rate will be increased to 26.1% in 2032 in Thailand. Saku city has experience for the 

construction of effective community health care. Cooperative activity of both countries will work to set 

up the networks for the elderly health care in community effectively. 

[Method] 

Data regarding support of the elderly and health care facilities from Dec.1, 2014 to Feb. 28, 2015, were 

collected. Based on these data, we will be able to draw effective and realistic elderly health care in 

community. 

[Discussion] 

Data showed that health care facilities for the elderly funded by Saen Suku Municipality was none. As a 

result, if family can afford to employ maids or helper, they do so, or family transfers the elderly into the 

pay bed hospital. Otherwise, the elderly were taken care of by neighbors and health volunteers in 

community. 

[Conclusion] 

Most people in Thailand believe that the elderly must be taken care of at home by the family. However 

nuclear family are increasing. So, family care has limitation. Systematic community supports including 

home care and empowerment of health volunteers are strongly requested for the elderly. 

 

 

 

 

 

 

 



- 40 - 

5. 

言語や文化の異なる患者対応における医療通訳のニーズ ～大学病院スタッフに対する質問紙調査

(第 2 報) ～ 

Medical Interpreters Needed to Provide Services to Culturally and Linguistically Diverse Patients in 

the University Hospital 

 

小笠原理恵 1)、中村安秀 1)、小笠原祐希子 2)、史賢林 2)、大川敦子 3)、南谷かおり 2)、中田研 2)、 

澤芳樹 2) 

1) 大阪大学大学院人間科学研究科 2) 大阪大学医学部附属病院国際医療センター 3) 大阪大学医学

部附属病院医事課 

________________________________________________________________________________________ 

 

【背景】 

グローバル化のなかの大学病院において、言語や文化が異なる患者・家族に対する適切なケアの提

供は大きな課題である。本研究では、こうした患者・家族対応における大学病院スタッフのニーズ

を把握し、今後の対応策を検討することを目的とした。 

【方法】 

患者・家族に接する機会のある職員全員を対象に、2014 年 8 月 1 日から 20 日間、質問紙調査を実施

した。本研究は、大阪大学人間科学研究科と同大学医学部附属病院国際医療センターの協働により、

人間科学研究科の研究倫理委員会の承認を得て実施した。 

【結果】 

総計 1,531 の回答を得た。内訳は、医師 334、看護師 759、薬剤師 72、技師系（臨床検査、リハビリ、

放射線、栄養管理）123、事務系（医事課、MSW 等）243 であった。医師 68.9%、看護師 75.2%、薬

剤師 52.8%、技師系 70.7%、事務系 61.7%が、言語や文化の異なる患者・家族に接した経験を有して

いた。日本語が通じない患者への対応方法として、「身振り手振り・筆談」、「日本語可能な人の同伴

を依頼」、「英語で意思疎通」、「院内のスタッフに依頼」、「通訳を手配済」等があがった。通訳が手

配済みと回答したのは、医師 14.1%、看護師 26.8%、薬剤師 18.9%、技師系 34.9%、事務系 11.0%で

あった。すべての職種において、今後必要とされるものとして最も多くの回答を得たのが「医療通

訳サービス」であり、医師では「中国語」、その他の職種では「英語」のニーズが最も高かった。特

に医師と看護師では、急な依頼にも対応できるシステム（通訳者の常駐や電話対応など）への期待

が高かった。 

【結論】 

本調査より、言語や文化が異なる患者が数多く大学病院を受診しており、病院全体がその対応にあ

たっていることが明らかになった。言語や文化が異なる患者・家族への対応には、診察室の中だけ

に留まらず、会計や検査を含めた病院全体のニーズに合わせたシステムつくりが望まれる。 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

◆ 一 般 演 題 ２◆ 

 

座長：高橋 謙造 

（帝京大学大学院公衆衛生学研究科 准教授） 

 

____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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6. 

アジアで急増するアスベスト関連疾患に関する啓蒙活動についての報告 

Educational activities in care of Asbestos-related diseases in Asia 

 

長松康子 

聖路加国際大学 看護学部 国際看護 

__________________________________________________________________________ 

 

【はじめに】 

WHO は、年間 10 万以上人が死亡するアスベスト関連疾患の撲滅を呼び掛けている。アスベスト産

業は規制のない開発途上国に市場を移し、特にアジアがその標的となっている。すでに日本を筆頭

にアジア各国でアスベスト関連疾患が報告され、その数は急増中である。石綿肺は重篤な呼吸困難

をおこし、肺がんと中皮腫に至っては殆どが死亡するため、予防活動と患者のケアが急務である。

本研究は、アジアにおいてアスベストの危険性に関する人々の理解と、関連疾患に関する医療従事

者の理解を高めることを目的とした。 

【活動の概要】 

① HP による市民向け情報発信：アジアにおいてはアスベストや関連疾患に関する情報が不足して

いるため、2009 年より英、中、馬、泰、韓、越、露のページを開設した。② アジアの医療従事者と

のアスベスト関連疾患のケア連携：2014 年に韓、印、尼の 3 国で患者と医療従事者への聞き取り調

査を行ったところ、ケアが十分に行われていなかった。そこで、それぞれの国に適した協力を行っ

た。中皮腫と石綿肺患者の多い韓国では、医療従事者向けの教育講義を実施した。インド及びイン

ドネシアでは、低賃金労働者に石綿肺患者が発生していたが、産業衛生観念が薄く、再曝露予防も

ケアも行われていなかった。そこで、患者にマスク配布と呼吸困難に対するセルフケア指導を行っ

た。インドでは、大学院生に対するアスベストの危険性について講義を行った。なお、本研究は十

分な倫理的配慮を行って実施した。 

【考察】 

アスベストを使用してきた先進国は、高額な医療費、将来の除去作業や患者への補償等で莫大な損

害を負っているが、現在アスベストを使用している開発途上国でも将来同様の問題が起きると予想

される。アスベスト災害を経験した我が国はその経験を活かして、ケア、啓蒙活動、有害物質規制

のための法整備への提言及び産業衛生における学術的支援が可能である。 

【まとめ】 

我が国のアスベスト関連疾患に関する国際協力が期待されていることから、アジア各国と連携して

予防と患者のケア向上のための活動を実施する予定である。 
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7. 

長野県佐久市における平均寿命と健康寿命について 

Life Expectancy and Healthy Life Expectancy in Saku City, Nagano prefecture, Japan 

 

Keiko Takeo1), Tomonori Koyama1), Shingo Okeda1), Yoshiko Tsukada1), Masayuki Mizuno2) Keiko Shichida1) 

1) Saku University 2) National College of Nursing, Japan 

________________________________________________________________________________________ 

 

[Purpose] 

This report presents and analyzes health data for the Saku area with the aim of identifying elements that 

might contribute to Saku becoming the world’s most healthy city.  

[Method] 

The data used in this study originates from the “Complete Life Table” (2010), healthcare data offered by 

Saku City (2010), and so on.  

[Findings] 

1 ) Life expectancy in Saku City is currently first among women and fifth among men compared to all 77 

cities of Nagano.  

2 ) In Saku City, death rates for heart disease for men and cerebra-vascular diseases for women are 

higher than those for the whole of Japan and Nagano by the age-adjusted ratio of vital cause.  

3 ) Life expectancies of both men and women over 65 exceed the Japan and Nagano averages in each of 

the 5 year divisions.  

4 ) Healthy life expectancies of both men and women over 65 are not significantly different from the 

averages of Japan and Nagano. 

5 ) Room for improvement in life expectancies in Saku City by 5 year divisions are highest in divisions 

70, 75, and 80 years for men and in divisions 75 and 80 years for women.  

[Conclusion]  

To achieve the objective of becoming the world’s most healthy city, Saku City must proceed to advance 

plans to prolong healthy life expectancy for people over 60. Vital diseases such as heart disease for men 

and cerebra-vascular disease for men and women should receive particular preventive attention. 
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8. 

紙幣内の病原性細菌検出に関する基礎的検討 

Study for the pathogenic bacteria detection on the paper money 

 

佐藤哲郎 1)、佐藤千歳 2)、桐畑美里 1)、成田綾香 1)、原朋美 1)、今村誠司 1) 

1) 藤田保健衛生大学医療科学部 臨床検査学科 2) 岡崎市民病院 医療技術局 臨床検査室 

_______________________________________________________________________ 

 

【研究目的】 

途上国では下痢原性大腸菌や薬剤耐下痢原性大腸菌や薬剤耐等が市中に広っているとう報告がみら

れ、我々もそれらをネパールの小学生ネパールの小学生の便から検出した。彼らの生活環境から考

察すると紙幣に細菌が付着する可能性は十分にあり、さらに病原性細菌も付着しているとの報告が

ある。そこで紙幣が感染の一因となりうることに着目し、ネパールの紙幣を用いて検討したが病原

菌は検出されなかった。本研究の目的は紙幣に付着している菌を正確に検出することであり、その

基礎的検討の結果を今回報告する。 

【方法】 

検討に用いた紙幣はザンビアの 5クワチャ札、そして菌種はE. coli や S. aureus および P. aeruginosa 

である。まず紙幣を滅菌した後、一定量の菌液を紙幣全体に滴下し、乾燥させる。次にその紙幣を

検出液の入った滅菌袋に入れ、よく混和する。その検出液の原液および希釈液を培養し、生菌数を

正確に計測した。今回検討した項目は、培養方法や検出液の種類、および検出液と紙幣の混和方法

である。 

【結果】 

培養方法では、E. coli は混釈培養法が適していた一方、S. aureus および P. aeruginosa は培地全体に

塗り広げる方法が適していた。検出液には PBS が、さらに検出液量は 100mL が他の結果より優れて

いた。検出液と紙幣との混和では振盪器の振盪速度が 210rpm の時が最も回収率が高かった。 

【考察】 

培養方法は、酸素依存度やコロニーの大きさにより菌種間で異なる結果となった。また、菌種によ

って回収率に違いがみられ、すなわち S. aureus の回収率が E. coli のそれよりも高いとう傾向が見

られた。 

【結論】 

紙幣から正確に菌を検出するには、菌種ごとに培養方法を変える、100mLの PBSの検出液を用いる、

そして振盪速度は 210rpm で混和するという知見を得られた。 
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9. 

佐久地域の農村医療おける看護活動の継承に関する研究 －佐久病院の看護活動を通して（第１報） 

The First Study on Nursing Activities in Rural Medicine of Saku Region- through Nursing 

Department of Saku General Hospital 

 

羽毛田博美 1）、依田明子 1）、束田吉子 1）、大渕律子 1）、飯島良子 1）、黒岩あゆみ 2）、黒沢郁子 2）、 

磯貝むつ子 2）、飯嶋郁夫 2） 

1) 佐久学園 佐久大学 2) 元 JA長野県厚生連 佐久総合病院 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

【背景】 

農村医療の先進地域として国内外に知られている佐久地域は、昭和の時代には一般的な感染症、母

子保健、成人保健等の健康問題を抱えていた。このような健康問題の改善に向けて、行政・医療・

住民が取り組んだ活動は今日の地域医療に引き継がれ発展をしてきた。しかし、佐久地域の農村医

療発展の一翼を担ったチーム医療における看護活動の方法・看護職の役割の伝承をまとめた資料・

文献は少ない。本研究では、佐久地域における昭和期の保健医療活動、看護職の育成と就業に関す

る資料を収集し、看護職が培ってきた看護の教育・実践・研究の軌跡を明らかにする。 

【方法】 

1 ) 文献の収集：佐久地域の保健医療活動に関する資料収集 

2 ) グループインタビュー：病院勤務の看護職および健康管理担当官 5 名に対して、半構造化面接法

によりインタビューを行った。 

3 ) 分析方法：得られたデータから逐語録を作成し、質的帰納的に分析を行った。 

4 ) 本研究は佐久大学研究倫理委員会の倫理審査の承認を得て実施した。 

【結果】 

文献収集: 佐久総合病院関係書籍、1971 年から 2011 年の出版物 75 点を収集し、佐久大学図書館内

にそのコーナーを設置した。 

グループインタビュー: 1945 年～1955 年頃の看護について実施、「農民とともに (若月イズム) 」の

チーム医療による診療活動では、農村地域を訪問して行う「田畑巡回診療」および農民体操、衛生

教育を目的とした演劇などが積極的に行われ、病院の方針として、5 (入院)：3 (外来)：2 (地域訪問

診療) 方式が打ち出された。看護部では、この時代から終末期や精神科看護において患者を地域へ

戻し見守る取組がなされていた。 

【考察】 

終末期の看護、精神科の看護活動では、院内外の課題もあったが、患者中心の寄り添う看護、即ち

若月イズムが実践されていたと思われる。今後は、この 5：3：2 方式が看護部の活動として病院お

よび地域でどのように行われ、変化してきたかを明らかにする。 
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10. 

地域医療の現場における glucose-6-phosphate dehydrogenase（G6PD) 欠損症スクリーニ

ングの意義 

Requesting a screening of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency is beneficial for 

children with a parent born outside of Japan 

 

島田瑞穂、山本大介、早川枝李、松岡裕之 

自治医科大学 医学部 感染免疫学講座 医動物学部門 

________________________________________________________________________________________ 

 

【はじめに】 

自治医科大学医動物学部門は、glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) 欠損症スクリーニングを全

国の医療機関から依頼され施行している。G6PD 欠損症は、X 染色体連鎖性の先天性酵素欠損症で、

マラリアに抵抗性を持つが、抗マラリア薬であるリン酸プリマキンを含む複数の薬剤に対し溶血発

作を起こす。当部門では、主にマラリア根治療法薬前の G6PD 欠損症スクリーニングを担っている

が、他の疾患治療前や新生児黄疸を呈した児の溶血性疾患除外目的の G6PD 欠損症スクリーニング

も紹介されている。 

【概要】 

2014 年までの過去 8 年間に当部門に保管された既存 92 例の G6PD 欠損症スクリーニング (G6PD 

Assay Kit-WST；同仁化学研究所) 結果についての観察研究を行った。マラリア及び他の疾患治療前

の 64 例に G6PD 欠損症は認めなかった。新生児黄疸を認め紹介された 28 例の内 10 例に G6PD 欠損

症を認めた。患児の母親の出身地は、フィリピン 4 例、タイ 2 例、コートジボワール、台湾、中国、

日本各 1 例であった。 

【考察】 

今回、母親が外国籍で新生児黄疸を認めた症例において G6PD 欠損症を高率に認めた。日本在住の

外国籍女性は、2014 年に 120 万人を超え、出産に関わる年齢層が多い [法務省：在留外国人 (旧登

録外国人統計) 統計表] 。G6PD 欠損症は、事前診断により、溶血発作を引き起こす食事 (ソラマメ) 

や薬剤 (アセトアミノフェン、ST 合剤、キノロン系抗生剤の一部、リン酸プリマキン、水溶性ビタ

ミン K、高濃度ビタミン C) を避けることで溶血発作を予防することができ、診断的意義が高い。 

【まとめ】 

推奨されているマラリア根治療法に先立つ G6PD 欠損症スクリーニングに加え、外国籍の母親を持

ち、新生児黄疸を示した子どもたちにおいて、地域医療の現場においても G6PD 欠損症スクリーニ

ングを施行する意義が高いと考える。 
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◆ ランチョン企画 ◆ 

 

演 劇「ほけん証」 

作：若月 俊一 

 

佐久総合病院 劇団部 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

「ほけん証」の時代 

昭和 32 年、国民健康保険法改正により医療費の窓口徴収制

度が実施されることになりました。従来は保険証さえ持って

いけば医者に診てもらえ、当時半額の自己負担分は町村が一

時立替え、患者さんはあとで役場に支払えば良いシステムで

した。それが、窓口徴収制度によって自己負担分は必ず現金

で病院の窓口に支払わなければいけないことになりました。

つまり、現金がないと医者にかかれないということになった

のです。 

当時、佐久地方の農民を中心とした国民健康保険の被保険者は、米の供出と養蚕による収入が主で、

盆と暮れにしか現金収入がなかったのです。農民は盆暮れ勘定で生計を立てていた時代でしたから、医

者に現金を持っていく余裕は全くありませんでした。 

佐久病院は、“これでは貧しい農民は病院にかかれず、「潜在疾病」を増やすことになる”と、反対を

表明。医師会、地方自治体とともに反対運動を進めました。とくに旧八千穂村（現佐久穂町）では、当

時の井出幸吉村長を先頭に活発な反対運動が展開されました。 

この反対運動は、結局は実らなかったのですが、このことが昭和 34 年に旧八千穂村の全村健康管理

を始める直接のきっかけになりました。 
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〈同時開催〉日本国際保健医療学会学生部会（jaih-s）主催 

保健医療人材育成から見る国際保健 

東日本地方会ユースフォーラム 2015 

 

日時：6 月 20 日（土）14:45～16:45 

場所：佐久総合病院（本院）Bホール 

 

■ご挨拶 

企画責任者  10期前半事務局 藤井萌未 川地輝幸 

 

みなさま、こんにちは。本ユースフォーラムの企画責任者を務めております、慶應義塾大学薬

学部薬学科 5 年、日本国際保健医療学会学生部会（jaih-s）10 期副代表の藤井萌未と申します。本

日は、日本国際保健医療学会（JAIH）の学生部会である jaih-s として、このような場でユースフ

ォーラムを開催する機会をいただきましたことを、深く感謝申し上げます。 

jaih-s は、国際保健医療に興味を持つ学生同士が出逢い、刺激し合い、共に学ぶための場を提供

することを目的とした学生団体であり、その活動の一環として、本ユースフォーラムを企画いた

しました。本ユースフォーラムが、国際保健医療に興味のある学生・社会人にとって、国際保健

医療に対して親しみを持ちつつ、学びを深めることのできる機会となればと考えております。 

最後になりますが、準備から開催に至るまで様々なお力添えを賜りました加藤琢真先生、カン

ボジアでのプロジェクトからご帰国された直後でもあるにも関わらずご登壇をお引き受け下さり

ました講師の五十嵐恵先生をはじめ、本企画の開催にあたり多大なるご支援をいただきました先

生方に、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。末筆ながら以上を挨拶と代えさせていただ

きます。 

 

■企画紹介 

＜タイムライン＞ 

 

14:30 - 14:45 開場 

14:45 - 16:20 開会・講義・ワークショップ 

16:20 - 16:40 まとめ・質疑応答 

16:40 - 16:45 閉会 

 

 

Japan Association for International Health, Students Section 
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＜企画概要＞ 

 

Global Health の潮流が、Universal Health Coverage（以下 UHC とする）へ向かう中、UHC にお

けるサービスの充実のため、保健医療人材の確保、効率的な育成は急務です。 

医療職の中でも看護職は保健医療サービスにおいて重要な役割を担っており、国際保健、地域

保健の現場では治療よりも予防に重点が置かれています。予防の観点から看護師は地域住民と密

接な関係であることが多く、質の高い看護サービスの充足により人々がより健康を保持、増進す

ることができると考えられています。 

一方で、開発途上国では、看護師を含む医療従事者が不足しているという現状や保健医療従事

者の教育施設の不足、卒前、卒後の教育体制が整備されておらず、一定の能力評価につながる国

家試験自体が存在しない、といった問題を抱える国も見られます。 

そういった結果の中、特に地方においては保健医療人材不足が深刻であり、MDGs に含まれて

いる乳幼児死亡率、妊産婦死亡率などの達成目標の達成に大きな障壁となるとともに、保健サー

ビスへのアクセスを困難にしている地域もあります。 

日本国内においても地方における保健医療人材不足、地方の過疎化、高齢化社会が深刻化して

おり、こうした現状・課題に対して今まで日本では、国家資格制度の策定、現地住民のボランテ

ィア育成、保健医療施設における勤務環境の改善など様々な対応を実施してきました。 

当企画では、国際保健の潮流を見据え、看護師を含めたコメディカルの視点から、今後も国内

外における安定した保健医療人材の定着のために官民レベルで求められるものが何か、また我々

学生が保健医療の現場に携わっていくにあたり取り組むべき課題は何かについて、演者、参加者

を交えた議論により考えます。当企画が、参加者の皆様の将来へのステップアップの手助けにな

ればと願っています。 

 

 

＜先生のご経歴＞ 

 

五十嵐 恵 先生 

（国立国際医療研究センター国際医療協力局人材開発部研修課） 

 

2001 年現在の国立研究開発法人国立国際医療研究センター看護部に入職、小児科病棟に看護師

として勤務。2008 年混合個室病棟副看護師長。2013 年国際医療協力局派遣協力課。2014 年 2 月

JICA「カンボジア 助産能力強化を通じた母子保健改善プロジェクト」新生児専門家として活動。

2014 年 4 月厚生労働省医政局看護課。2015 年 4 月国際医療協力局人材開発部研修課。同月から 6

月 JICA「カンボジア 医療技術者育成システム強化プロジェクト」看護行政専門家として活動し

ている。 
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◆ 主要プログラム 座長・演者プロフィール ◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

演者 

小早川 義貴 
（国立病院機構災害医療センター 

災害医療企画運営部福島復興支援室） 

2004年島根医科大学医学部医学科卒業、島根県立中央病院

初期臨床研修医、2006年島根県立中央病院後期臨床研修医

(救命救急科）、2009 年島根県立中央病院救命救急科医、

2011年島根大学医学部微生物・免疫学講座、国立病院機構

災害医療センター臨床研究部客員研究員、2012年国立病院

機構災害医療センター臨床研究部非常勤医師、2014年国立

病院機構災害医療センター統括診療部臨床検査科、災害医

療企画運営部、福島復興支援室、DMAT事務局運営室 

指定発言・シンポジウム座長 

本田  徹（特定非営利活動法人シェア 代表理事） 
1947年愛知県蒲郡生まれ。1974年北海道大学医学部卒。

1977 年～1979 年チュニジアに青年海外協力隊 医師隊員

として派遣。1979年～1983年長野県厚生連佐久総合病院

に勤務。1983 年 NGO シェア=国際保健協力市民の会の設

立に参加（現：代表理事）。1991 年～1992 年タイ国マヒ

ドン大学アセアン研究開発研究所（AIHD）留学、プライマ

リヘスルケアマネジメント修士課程卒。2008 年～現在 台

東区浅草病院内科勤務、一般社団法人 日本国際保健医療学

会理事。 

主な著書：『文明の十字路から』（連合出版）、『人は必ず老

いる』（角川学芸出版）等。 

指定発言 

レシャード・カレッド 
（医療法人社団健祉会レシャード医院 院長） 
1976年京都大学医学部を卒業。関西各地で病院勤務の後、

1993 年静岡県島田市にレシャード医院開業、院長を務め

る。1999年介護老人保健施設アポロン、2003年特別養護

老人ホームあすか、2011年複合施設アポロン伊太設立、す

べて理事長。2004 年京都大学医学部臨床教授就任。2008

年から 2012 年まで島田市医師会長を務める。地域医療に

貢献する傍ら海外でも医療奉仕活動を続け、2009 年に第

61回保健文化賞など数々の賞を受賞。 

演者 

三國 陽子 
（北海道医療大学大学院 看護福祉学研究科） 

2004年から 7年間、淀川キリスト教病院にて勤務。2011

年より 2年間、特定非営利活動団体 ジャパンハート国際看

護長期研修プログラムに参加。発展途上国（ミャンマー、

カンボジア）及び国内僻地（山梨県牧丘町、宮城県女川町）

にて途上国の医療、過疎地域の医療、震災後の現場に触れ

る。2014年 4月より北海道医療大学大学院に入学、現在に

至る。 

演者 

西垣 明子 
（長野県伊那・木曽保健福祉事務所 所長） 

神奈川県出身。1994年鳥取大学卒。麻酔科医として鳥取大

学医学部附属病院、松江市立病院、大阪府立千里救命救急

センター、千葉県がんセンター等に勤務。2005年から公衆

衛生医師として川崎市高津区および中原区保健福祉センタ

ー（保健所）に勤務。2011年、長野県に入職し、松本保健

福祉事務所医監を経て 2012 年 9 月より木曽保健福祉事務

所（木曽保健所）所長。2015年 4月より現職。 

演者 

山下 十喜 
（広島県健康福祉局健康福祉総務課厚生推進グループ 

主任専門員） 

昭和 63年 3月広島県立広島看護専門学校保健学科卒業。平

成 2年 4月広島県職員に採用され、尾道保健所など５か所

の保健所で保健師業務、広島看護専門学校で保健師養成、

健康福祉局健康対策課で保健行政事務を経験。平成 25年 4

月から現在の健康福祉局健康福祉総務課に所属し、災害時

公衆衛生活動、人材育成（職員、学生実習）、保健師に関す

る事務等に携わっている。平成 26年 8月の広島市土砂災害

において災害時公衆衛生チームの派遣調整を行った。 

座長 

長  純一 
（石巻市立病院開成仮診療所 所長 

・市包括ケアセンター長） 

故岩村昇先生に憧れ医師を目指す。学生時代 JAIHに参加、

他にへき地医療・社会医学などを学ぶ。1993年信州大卒、

佐久総合病院就職。1996年から 3年間東京に出向。1999

年から計 12年間、国保川上村診療所長ほか農村診療所で地

域包括ケアに取り組むとともに、国際保健系学生など多数

受け入れ、実績を発信。2012 年春、19 年勤めた佐久総合

病院を退職し、石巻市の 2000 戸の仮設住宅内の仮診療所

長へ。現在、市の最重要政策で国のモデル（地方創生の地

域再生事業第一弾）となった地域包括ケアを牽引。 

座長 

久保 達彦 
（産業医科大学医学部公衆衛生学 講師） 

医師、医学博士、日本泌尿器科学会認定泌尿器科専門医、

日本医師会認定産業医、労働衛生コンサルタント（保健衛

生）、第二種作業環境測定士 

2000 年産業医科大学医学部卒業、2000 年～2001 年産業

医科大学病院、2001年～2002年杏林大学病院高度救急救

命センター、2002 年～2003 年門司労災病院、2003 年～

2006年産業医科大学大学院（臨床疫学）、2006年～2009

年旭化成株式会社産業医、2009 年～現在 産業医科大学医

学部公衆衛生学教室（講師） 

基調講演 分科会１：災害とプライマリヘルスケア 

シンポジウム： 
加速するアジアの高齢化にどう立ち向かうか 

演者 

松本 邦愛 
（東邦大学医学部社会医学講座 

医療政策・経営科学分野講師） 

早稲田大学大学院博士課程を単位取得退学後、タイの工業

団地の開発・分譲に携わる。国立医療・病院管理研究所、

国立保健医療科学院を経て 2005 年より東邦大学で勤務。

博士（医学）（東邦大学）。専門は医療経済学、公衆衛生学、

国際貿易論、開発経済学。東アジアにおける国際分業の展

開から高齢化問題、疾病費用の測定、医師の偏在の問題等

に関心を持っている。 

演者 

小松 裕和 
（JA長野厚生連佐久総合病院地域ケア科 医長） 

岡山大学医学部医学科卒業。佐久総合病院初期研修、岡山

大学大学院博士課程（疫学・衛生学）を経て、平成 21年よ

り佐久総合病院地域ケア科。平成 24年より同科医長、在宅

医療連携拠点事業（佐久総合病院）責任者。地域ケア科の

在宅医療／介護保険事業の統括を行い、佐久地域の医療介

護のネットワーク構築に従事。地域包括ケアシステムの構

築には、在宅医療の推進と地域保健活動の統合が必要と考

え、日々の活動に取り組んでいる。 

演者 
近藤 克則 
（千葉大学予防医学センター環境健康学研究部門 教授） 

1983年千葉大学医学部卒業。東京大学医学部付属病院リハ

ビリテーション部医員、船橋二和（ふたわ）病院リハビリ

テーション科科長などを経て、1997 年日本福祉大学助教

授。University of Kent at Canterbury（イギリス）客員研

究員（2000-2001）、日本福祉大学教授を経て、2014年 4

月から現職。「健康格差社会－何が心と健康を蝕むのか」（医

学書院，2005）で社会政策学会賞（奨励賞）受賞。 

演者 

西上 ありさ（studio-L コミュニティデザイナー） 
2003年大阪芸術大学芸術学部環境計画学科卒業。同年、兵

庫県姫路市旧家島町企画財政課でまちづくり担当として家

島町離島振興計画の策定に携わりながら、三井共同建設コ

ンサルタント株式会社勤務を経て、2005 年より studio-L

参画。2009 年~2011 年海士町教育委員会のまちづくりコ

ーディネーターとして集落診断・集落支援に携わる。主な

仕事に、住民参加による総合計画の策定、地域の特産品開

発・ブランディング、集落診断・集落支援、地域包括ケア

をはじめ医療福祉のプロジェクト、韓国やインドネシアで

のソーシャルデザインプロジェクトに取り組んでいる。 

※基調講演講師プロフィールは P.22を参照。 
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分科会２： 
多文化共生とプライマリヘルスケア 

演者 

井田 ピムテープ（公益財団法人長野県国際化協会） 
1988 年 Chulalongkorn University（タイ）政治学部国際

関係学科卒業、1993年 Carleton University（カナダ）、国

際開発協力学部 修士課程修了、1995 年 The National 

Institute of Development Administration (NIDA)（タイ）

開発行政学科 博士課程中退、2004～現在 長野県国際化協

会 多文化共生暮らしのサポーター（タイ語対応）県内在住

外国人の生活支援・相談、行政・市民団体との連携調整業

務。ボランティア活動：2008 年 10 月～現在 在日タイ人

ネットワーク（TNJ）運営委員、2014年長野県多文化共生

推進指針策定委員 

演者 

座光寺 正裕 
（南牧村出張診療所・野辺山へき地診療所 所長 

・佐久総合病院 総合診療科、国際保健医療科） 

1983年長野県生まれ。中学卒業後に 1年間ギャップイヤー

を取得しアジア諸国を放浪したのち、九州大学医学部を卒

業。在学中から長野県の無資格滞在 HIV陽性者の帰国支援

に関わった。佐久総合病院で臨床研修の後、マヒドン大学

で公衆衛生学修士を取得。帰国後、「誰もが国際保健に貢献

できる病院」を目指し、院内で国際保健委員会を立ち上げ

た。TEDxSakuスピーカー、レイテ分校友の会事務局。 

演者 

加藤 博惠 
（群馬県大泉町企画部国際協働課 国際協働課長） 

人口の 15％強が外国人という外国人集住地域・大泉町にお

いて、多文化共生の推進を目指し、外国人ボランティアの

育成や日本の習慣・文化などを正しく伝えることのできる

「文化の通訳」登録制度などの独自事業に取り組んでいる。 

市民公開講座： 
日本と世界の地域住民ボランティア 

一般演題 

演者 

鈴木 良美 
（東邦大学看護学部 准教授） 

埼玉県の保健師として 9 年間勤務。その間、埼玉県からの

出向により、JICAの母子保健短期専門家としてネパールに

派遣され、プライマリヘルスケア・プロジェクトに参加し

た。その後、聖路加看護大学大学院博士課程修了。専門は

公衆衛生看護学。在日フィリピン人女性の NGO である

KAFIN では、ボランティア・スタッフとして 10 年以上、

運営や支援に携わっている。 

演者 

池田 光穂 
（大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 教授） 

1956年大阪市生まれ。 

1989年大阪大学大学院医学研究科博士課程 

単位取得済退学（社会医学専攻）。 

東日本学園大学、熊本大学を経て、現職。 

（その他の情報は右記を参照：http://bit.ly/N5dTK5） 

座長 

宮崎 紀枝 
（学校法人佐久学園佐久大学看護学部 准教授） 

首都大学東京人間健康科学研究科修了（看護学博士）。 

主な研究領域：日本の保健師が行う事業化・施策化、地域

看護職が遭遇する倫理的課題、保健師の人材育成など。 

演者 

篠原 博幸 
（佐久穂町地域健康づくり員 元会長） 

平成13年4月より地区の推薦で旧八千穂村衛生指導員に就

任、検診受診促進など住民主体の健康づくりを行う。平成

19 年の市町村合併後は、地域健康づくり員として平成 27

年まで活動。現在も社会福祉協議会評議員を務めるなど、

地域福祉活動に従事している。 

演者 

柳澤 しめ子 
（佐久市保健補導員会 前会長） 

45年間民間企業に勤める傍、兼業農家として農業にも従事。

16年間両親の介護に献身した後に、区長の推薦で佐久市保

健補導員に着任した。保健補導員会長として2年間、森林セ

ラピーから自殺対策まで幅広く健康活動に関わった。 

演者 

カトゥンドゥ 麻里 
（特定非営利活動法人 TICO 栄養専門家 

・CIDRZ Program Manager） 

管理栄養士。2007年より青年海外協力隊・栄養士隊員とし

て約３年間ミクロネシア連邦で活動した際に住民ボランテ

ィアと初めて出会う。その後、英国リバプール熱帯医学部

国際保健修士過程在学中に訪れたエチオピアや、2012年よ

り生活拠点となっているザンビアにて、住民ボランティア

とともに地域保健活動を続けている。 

演者 

杉下 智彦 
（国際協力機構 (JICA) 国際協力専門員 

保健課題アドバイザー） 

1990年東北大学医学部を卒業後、聖路加国際病院外科レジ

デント、東北大学病院を経て、1995年から約 3年間、マラ

ウイ共和国の国立ゾンバ病院の外科医長として 3 年間に

3,000 例を超える手術を行う。ハーバード大学院（公衆衛

生学）、ロンドン大学院（医療人類学）に留学後、アフリカ

を中心に途上国の保健政策策定やプロジェクト実施の支援

などを行う。最近ではアフリカの保健ビジネスを支援する

NPOを設立準備中。2014年夏 ソーシャルビジネスグラン

プリ大賞受賞。 

座長 

北澤 彰浩 
（JA長野厚生連佐久総合病院 診療部長） 

1992 年 3 月滋賀医科大学卒業、同年 6 月杏林大学付属病

院救急医学教室入局、1993年 3月杏林大学付属病院救急医

学教室退局、1993 年 6 月スリランカを中心に 1 年間ボラ

ンティア活動・フィールドワーク（インド･ネパール・パキ

スタン）、1994年 9月佐久総合病院研修医、1996年 5月

長野県厚生連下伊那診療所出向、1999年 4月佐久総合病院

地域ケア科、2002 年 4 月佐久総合病院地域ケア科医長、

2008年 4月～ 佐久総合病院副診療部長（2014年 2月ま

で）、佐久総合病院老人保健施設副施設長(2013 年 3 月ま

で)、2009 年 4 月岡山大学大学院医歯薬学総合研究科疫

学・衛生学分野非常勤講師（兼務）、2013年 4月佐久総合

病院小海診療所所長、佐久総合病院小海分院副分院長、佐

久総合病院国際保健医療科医長、2014年 3月～現在 佐久

総合病院診療部長 

一般演題１：座長 

仲佐  保 
（国立国際医療研究センター国際医療協力局 運営企画部長） 

卒後より、国際医療協力に興味を持ち、人道援助分野では、カ

ンボジア難民医療、エチオピア飢餓被災民援助、また JMTDR

（緊急援助隊医療チーム）の一員として、ソロモン群島ハリケ

ーン災害、ニカラグア津波災害に参加。その他、国際保健医療

協力として、ボリビア病院協力、パキスタン母子保健プロジェ

クト、ホンジュラスリプロダクティブヘルスプロジェクトの長

期専門家およびチーフアドバイザーとして派遣される。また保

健医療プロジェクトの評価調査や無償資金協力調査の技術参

与として、カンボジア、ラオス、ベトナム、ザンビア、パキス

タン、スリランカなどにも参加。若手の国際保健医療人材の育

成に取り組んでいる。日本国際保健医療学会監事。 

一般演題２：座長 

高橋 謙造 
（帝京大学大学院公衆衛生学研究科 准教授） 

医学生時代にタイの Primary Health Care システムに感銘を

受け、国際保健、公衆衛生を志す。 

小児科医師となり、離島医療、都市型の小児救急等を経て、順

天堂大学公衆衛生学教室等で国際保健研究、JICA 短期専門家

（ラオス、マダガスカル等）、国際人材育成（勉強会事務局）

等に関わる。 

厚労省国際課への人事交流にて、北海道洞爺湖 G8サミット、

TICAD IV（第 4 回アフリカ開発会議）への保健案件盛り込

みに尽力した後、国立国際医療研究センター国際協力局に 4年

間在籍。 

2014年 4月より現職。 

※ユースフォーラム講師プロフィールは P.49を参照。 
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第 30 回日本国際保健医療学会 東日本地方会 

 

 

準備委員会 

（五十音順） 

 

佐久総合病院 

浅沼瑞穂あああ加藤琢真 (事務局長)   北澤彰浩あああ座光寺正裕 

佐藤栄一あああ竹内瑞恵 (事務局長)   土屋知世あああ中島洋輔あ 

佐久大学 

上原明子あああ中田覚子 (事務局長)   堀内ふきあああ宮原香里あ 

 

 

プログラム・抄録集 

 

ああああああああ発行ああ 2015年（平成 27年）6月 20日 

 

ああああああああ編集ああ第 30回日本国際保健医療学会 東日本地方会 事務局 

ああああああああああああ〒384-0301 

ああああああああああああ長野県佐久市臼田 197 佐久総合病院 国際保健医療科 

ああああああああああああ TELあ 0267-82-8080 

ああああああああああああ FAXあ 0267-82-7533 

ああああああああああああ E-mailあ jaih-east30th@sakuhp.or.jp 

ああああああああああああ http://www.sakuhp.or.jp/jaih-east/ 
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◆ 協賛団体広告 ◆ 

 

  

  

 

協賛いただきました皆様 
ありがとうございました 
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