会
会
主
共
後

期：2018 年（平成 30 年）11 月 3 日（土）
場：JA 長野厚生連 佐久総合病院（本院）農村保健教育ホール
催：JA 長野厚生連佐久総合病院 国際保健委員会
JA 長野厚生連佐久総合病院
催：JA 長野厚生連佐久総合病院 健康管理部
援：一般社団法人 日本国際保健医療学会
公益社団法人 日本 WHO 協会
一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会

◆ 目

次 ◆

主催者挨拶 ………………………………………………………………………… 2
プログラム ………………………………………………………………………… 4
講

演
講演１：中村安秀 …………………………………………………………

5

講演２：武見敬三 …………………………………………………………

13

講演３：戸田隆夫 …………………………………………………………

25

講演４：本田あ徹 …………………………………………………………

34

講演５：長あ純一 …………………………………………………………

45

Global Conference on Primary Health Care 参加報告
：清水啓介 …………………………………………………………

76

パネルディスカッション
ショートレクチャー：スマナ・バルア …………………………………

79

パネリスト１：菊池智子 …………………………………………………

83

パネリスト２：篠原博幸・内藤恒人 ……………………………………

88

パネリスト３：出浦修身 …………………………………………………

97

佐久地域の患者会：青栁佳奈子 ………………………………………… 103
パネリスト４：斉藤朗子 ………………………………………………… 106
パネリスト５：由井和也 ………………………………………………… 112
パネリスト６：蓮見純平 ………………………………………………… 117
全体討論 …………………………………………………………………… 123
フォト …………………………………………………………………………… 127

◆ 主 催 者 挨 拶 ◆
長野県厚生農業協同組合連合会
統括院長

佐久総合病院
伊澤

敏

1978 年 9 月、ユーラシア大陸のほぼ中央部、当時はソビエト連邦のアルマ・アタで WHO
と UNICEF が主催するプライマリ・ヘルス・ケアに関する国際会議が開催されました。こ
の会議で採択されたアルマ・アタ宣言によって、主に途上国における、住民や患者が主体
的に参加するヘルスケアのあり方が示されました。40 年目にあたる 2018 年 10 月、カザフ
スタン共和国のアスタナで、40 年前と同様 WHO と UNICEF による国際会議が開かれま
した。世界各国からおよそ 2000 人が参加したこの国際会議には、佐久総合病院からも 2 名
の医師（小児科 蓮見純平、総合診療科 清水啓介）が参加。会議では記念すべきアルマ・
アタ宣言の 2nd バージョンともいうべきアスタナ宣言が採択されています。
アルマ・アタ宣言から遡ることおよそ 30 年前、日本では敗戦後の復興が緒についたとこ
ろでした。そうした時期に長野県南佐久郡で始められた佐久病院の実践は、アルマ・アタ
宣言に示された理念と基本的活動を先取りするものでした。佐久病院の形を築いた若月俊
一には「上からではなく、住民の自主性」が大事という確信がありました。背景には住民
自身が新しい時代を支える力を持たないと、戦争のような深刻な問題が繰り返されかねな
いという危機感があったと推測します。治安維持法による弾圧、最前線の戦闘体験といっ
たいくつもの限界状況をくぐりぬけた末の洞察ではなかったでしょうか。
今日、再び世界中で経済格差が広がり、途上国の貧困は一層深刻化。不満は鬱積し、分
断を煽るリーダーが次々と現れています。いつか来た道を再び歩むわけにはいきません。
アルマ・アタ宣言から 40 年を経た今日、佐久の地に集った皆様と改めて宣言に込められた
願いに思いを馳せることができました。健康づくり・地域づくりに向け、この度の記念行
事が新たなスタートを切る機会になったのではないかと考えております。
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◆ 主 催 者 挨 拶 ◆
アルマ・アタ宣言 40 周年記念イベント in Saku 実行委員長
佐久総合病院国際保健委員会委員長
佐久医療センター小児科
蓮見

純平

平成 30 年（2018 年）11 月 3 日に、佐久総合病院 教育ホールにて、アルマ・アタ宣言 40
周年記念イベント in Saku が開催されました。御存知の通り、アルマ・アタ宣言はプライマ
リ・ヘルス・ケアを世界に提唱した歴史的宣言であり、佐久総合病院は、宣言を 30 年遡る
1940 年代から、後にプライマリ・ヘルス・ケアと呼ばれる活動に取り組んできた先駆的存
在であります。アルマ・アタ宣言から 2018 年で 40 周年を迎えるのを機に、これを振り返
るイベントを当院が主催することの意義を感じ、このイベントが企画されました。
講演には、各分野の第一人者の先生方にお越しいただくことが出来、アルマ・アタ宣言
の時代背景から始まり、アルマ・アタに始まったグローバルヘルスの流れがどうなってい
るのか、国、国際機関、NGO など様々なお立場からお話を頂きました。また、佐久総合病
院のプライマリ・ヘルス・ケアの過去、現在、未来を見つめ直すパネルディスカッション
では、多彩なパネリストからそれぞれの活動についての詳細な紹介を頂きました。途中、
イベントの 1 週間前にカザフスタンで開催されたプライマリ・ヘルス・ケアについての国
際会議の報告もあり、最新の世界の動きまでご紹介出来たことで、70 年前、40 年前、現在、
そして未来、と時間の流れとその変遷を理解しやすいイベントになったと思います。
盛り上がりすぎて時間を超過してしまいましたが、当日は、病院職員だけなく、地域の
皆様や、県外から御参加の参加者も多く、佐久の地が再びプライマリ・ヘルス・ケアを巡
って熱く盛り上がった 1 日となりました。
大変遅くなりましたが、イベントでの全ての講演とパネリストの発表を文字化しました
ので、報告書として公表いたします。どうぞご覧ください。
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◆ プ ロ グ ラ ム ◆
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◆ 講

演 ◆

≪講演１≫
アルマ・アタ宣言が出された時代背景
～東西対立の最中のデタント（緊張緩和）という僥倖～
中村 安秀
（甲南女子大学看護リハビリテーション学部教授・大阪大学名誉教授）

今、紹介いただきました甲南女子大学の中村安秀と申します。今日は、アルマ・アタ宣言 40 周年記
念イベント in Saku というイベントのトップバッターをさせていただくこと、非常に光栄で、また、楽
しみにしておりました。限られた時間ですので、20 分で頑張って終えて、質疑応答に行きたいと思いま
す。
30 年前、私はインドネシアの村にいました。そのときに、村で一緒に働いたヘルスボランティアたち
です。私はプライマリ・ヘルス・ケアの真髄を彼らから学びました。本当に村の人から学んだプライマ
リ・ヘルス・ケア、それを今日ここでまたお話しできるのをとても楽しみにしています。
佐久のシンポジウムで突然ですが、岩手県の沢内村の話をさせていただきます。プライマリ・ヘルス・
ケアができる前に、たぶん佐久が日本でひとつのセンター、そしてもう一つ、私は小児科医なので、小
児科の部分では岩手県沢内村というのがひとつのメッカでした。多くの人が沢内村に来ました。そのと
きの中心だった増田進先生に、2018 年 2 月、東北に行ってインタビューしました。赴任して最初の仕事
は死亡診断書を書くことだったそうです。病院の前には死亡診断書を求めて、子どもの亡骸を背負って、
隣町から医者のところまでやってくる。こういう人がいたっていうのがプライマリ・ヘルス・ケア前後、
そして国民皆保険前後の日本の姿でした。
岩手県沢内村の変遷です。1978 年にプライマリ・ヘルス・ケアができる 16 年前、1962 年に、乳幼児
死亡率ゼロを達成した村でした。そのゼロのインパクトは大きかったです。この図は私が作ったのです
が、日本平均が青い線、そして赤いのが沢内村ですが、1962 年のところでゼロになり、その後再び 1967
年でゼロになります。全国から色んな方が見学にやってきました。その miracle of the small village、これ
は NY タイムズに出た記事のままです。その奇跡のコンビネーションをまとめてみますと、リーダーシ
ップを発揮した村長、病院診療と村の健康管理の二刀流に挑んだ医師、そしてアンテナを張り続けてい
た保健師、そして普段は無口ですが、必要なときにはっきりと声を上げた住民、この 4 者がいた奇跡の
コンビネーションで、こういう東北の寒村で奇跡が起きた、と言うのが、日本の中のひとつのレッスン
でした。
さて、今日のメインテーマ、プライマリ・ヘルス・ケアの時代背景について説明させていただきます。
第二次世界大戦後の第三世界は、多くの独立国があり、またバンドン会議もありました。そこで保健
医療サービスの公平な供給は大きな問題でした。旧宗主国からの援助はありますが、病院やチャリティ
の無料診療に留まっていました。そういう中でいくつかの画期的なチャレンジがありました。ひとつは
シューマッハらの言う“small is beautiful”
、
これは講談社学術文庫に載っていますが、
ひとつの中間技術、
適正技術の大きな運動となりました。そしてもう一つは裸足の医者です。今は数々の批判はありますが、
1970 年代はやはり大きなひとつのムーブメントでした。そしてもう一つが“Where there is no doctor”、
これはデービッド・ワーナー、これは日本では NPO 法人 SHARE（シェア）の方で『医者のいないとこ
ろで』という翻訳も出ております。こういう風な地域に基づいた色んな活動がひとつはありました。も
う一つ、これは国境なき医師団ですが、日経新聞で書評を書かせていただきましたが、見果てぬ夢を追
う組織の奇跡と苦悩。よく知られているノーベル平和賞を受賞した国境なき医師団も、最初は 68 年の
パリ学生蜂起の後、敗残した医者たちがナイジェリア内戦に駆けつけ、そこで見たのです。国際保健の
現実と、そして表裏を。その中で彼らが立ち上がって苦悩と義憤の中で作ったのが国境なき医師団。
そういう世界の中の色んな動きがひとつに集約したのがちょうど 70 年代でした。東西冷戦のデタン
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トです。64 年から 75 年まではベトナム戦争です。東と西が同じ机で対話するということはありません
でした。そして 70 年代でやっと相互のヨーロッパにおける勢力圏を尊重するようになり、政治的対話
が行われたわずかの期間。そのときにデタント、緊張緩和があったのですね。1978 年、プライマリ・ヘ
ルス・ケア、アルマ・アタ会議が開かれるのですが、翌年にはアフガニスタン侵攻があります。そして
80 年代はモスクワオリンピックボイコット、こうなるともう対話はできません。本当にわずかな僥倖の
時期にできたのがこのアルマ・アタ会議だったわけです。
アルマ・アタ会議は international conference of primary health care といわれています。今は WHO が中心
のように言われていますが、当時は WHO と UNICEF の共催で、UNICEF のインパクトは非常に大きい
です。そしてカザフスタンで行われました。ちょうど 1 冊にまとまった、わずかなものがアルマ・アタ
宣言な訳です。この宣言の中は当時これを引っ張ったのがマーラーさんという、WHO 事務局長をして
いたデンマーク出身の医師ですが、この医師が、ちょうど私が今理事長をしております日本 WHO 協会
の第 7 号に文章を寄せています。
「世界は富んでいますが、そのせっかくの富も十分に活用されていません。何百万の人が慢性の栄養
失調と飢餓におびえている、その一方、食べ過ぎで、別の意味での栄養失調に陥っている。
」
このことを既に 40 年以上前に、国際保健の中のメインテーマを既に彼は指摘しているのです。本当
に地域のことがよく見えていた人でした。WHO のマネージャーとしてはいろいろと毀誉褒貶がありま
すが、地域を見ているという意味では素晴らしい方でした。私はハーバードにいたとき、1996 年にマー
ラーさんの講演を直接伺って、満場の喝采を浴びていた彼の晩年の姿を見させていただいています。
さて、プライマリ・ヘルス・ケアとは何か。アルマ・アタ宣言ではいくつかの文書がありますが、こ
れは第 6 章です。英語と日本語とありますが、日本語の部分だけで説明します。プライマリ・ヘルス・
ケアは社会学的に受容できるやり方、そして自立と自決の精神に則って、コミュニティや国が負担でき
る費用の範囲内で、コミュニティ内の個人や家族があまねく享受できるよう、十分な住民参加で行うの
だ、とこう書いています。これをまとめてみると、人権公平性、そして科学性、社会的受容性そしてユ
ニバーサル・アクセス、住民の完全参加、費用負担ができること、自立と自決。多くが今の SDGs にも
引き継がれています。
しかし一言だけ申し上げたいのは、アルマ・アタ宣言の第 4 章は、The people have the rights and duty to
participate individually and collectively と書いてあります。人々はプライマリ・ヘルス・ケアの企画や実施
に権利を持っているけれども、それと同時に参加する責務も持っているんだ。この人々が主体であると
いうことを前面に出した上で、科学性やユニバーサル・アクセスがあるのだというのが大事なポイント
です。そしてもう一つは、自立と自決という部分が、プライマリ・ヘルス・ケアが、実際に実行すると
きに、なかなか大変だった部分じゃないかと思っています。
そして、このアルマ・アタ宣言の中で、プライマリ・ヘルス・ケアの有名な基本活動 8 項目が挙げら
れています。ここではひとつずつは説明しません。でも私が特に強調したいのは、その基本は 8 項目で
あるけれども、今後充実させる必要があるのは女性福祉であり、障害者対策であり、精神衛生であり、
老人保健、歯科保健、環境衛生と環境汚染、これを 40 年前に挙げているわけです。このほとんどは、
SDGs にそのまま入っています。そういう意味での PHC の先駆性を考えておく必要があると思います。
さて、その中の地球的な取り組みは、プライマリ・ヘルス・ケアが 1978 年ですが、その後ベルリン
の壁が崩壊した後、初めてそれ以後の国際的な取り組みが始まりました。一番最初に始まったのは、万
人のための教育世界会議です。そして子どものためのサミットです。その後ソビエト連邦が解体した後
は、環境問題、人口問題、女性の問題いろいろなことが起こるわけですが、私がここで強調しておきた
いことは、health for all とアルマ・アタ宣言で言われたことと、そしてその次に出たのが education for all
でした。この教育と保健医療以外の分野で、
“～for all”という項目はありません。やはり教育と医療こ
そ、すべての人の、万人のためのものなんだ、このことを銘記しておきたいと思います。
これはご存じのように SDGs です。持続可能な開発目標、no one left behind（誰も取り残されない）が
言われました。その中で、いろいろな SDGs が挙げられているわけですが、先ほどのプライマリ・ヘル
ス・ケアの項目と比べてみると、この素晴らしい SDGs の中にも、実は精神保健が入っていません。障
害者リハビリテーションも入っていません。歯科衛生もありません。このように何となくバランスのと
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れていない面が否めない SDGs に比べて、アルマ・アタ宣言は全部カバーしていたんだな、と改めてプ
ライマリ・ヘルス・ケアの項目の素晴らしさを感じます。
今回 SDGs の中で 8 番目に挙げましたユニバーサル・ヘルス・カバレッジが、そういう意味ではプラ
イマリ・ヘルス・ケアのエッセンスをそのまま引き継いだ、大きな目標になっています。このユニバー
サル・ヘルス・カバレッジが何かというのはここでは長くは説明しません。でも、世界の人口の半数以
上は必須保健医療サービスを受けることができていない。そこで私達は何をしないといけないかという
ことですが、ここで、突然ですが、少し東ティモールのお話をしようと思います。
2018 年 4 月、東ティモールに行ってきました。今年の世界保健デーのテーマは、ユニバーサル・ヘル
ス・カバレッジでした。そして私も、そして保健大臣も出て、首都ディリで、世界保健デーをお祝いす
る国際会議が開かれました。東ティモールは 21 世紀最初の独立国で、人口 118 万人、岩手県と人口面
積ともに類似していて、日本も関与したいろいろ複雑な歴史的なものを持っています。その国の当時の
大臣が、全戸訪問など、プライマリ・ヘルス・ケアの施策に基づいて、ユニバーサル・ヘルス・カバレ
ッジを実現したい。そのためにはぜひ日本の知恵を貸してほしいと言って、保健デーを日本人が来るま
で待っていてくれました。それで、地域の発展に尽くした日本の医師／看護師／保健師／助産師、日本
の地域医療の発展に尽くした彼らに、ぜひ東ティモールにも来てほしいと。本当に技術支援への期待は
大きかったです。小さな国ですが、日本に対する大きな期待を持っていました。
もうひとつは若月俊一先生のお話をしたいと思っています。若月先生の書かれている中で、シュバイ
ツァーについて書かれているものを見つけました。
「僻地医療の根本的問題は、果たしてシュバイツァー的な方法で現地の人々を真に救えるだろうか。
シュバイツァー先生は単に原住民に医療を上から与えたのではないだろうか。」
（若月俊一『農村医
療にかけた 30 年』家の光協会、1976 年）
これが若月先生の言葉でした。私はインドネシアで仕事をしたときに、「私は絶対にシュバイツァー
的アプローチからは脱却するんだ。プライマリ・ヘルス・ケアはそれとは対極にあるんだ」と、電気も
水道もないインドネシアの村で実感しました。若月先生の言葉に私は感動しました。
これは 2015 年に伊澤統括院長とフィリピンのレイテ分校に行かせていただいたときですが、感動し
ました。フィリピン大学のレイテ分校に、若月岩村 wall という顕彰壁があって、
「若月先生と岩村昇先
生を忘れない」という。レイテの人たちが忘れないでいるのに、日本人はだいぶ最近忘れつつあるんじ
ゃないだろうか、とさえ思いました。岩村先生と言えば、私の 1 人の師匠であるロン・オコーナー氏、
彼は MSH というアメリカの大きな NGO の創設者ですが、ネパールで岩村先生に会ってプライマリ・ヘ
ルス・ケアを学び、Go to the people という詩を岩村先生から教えてもらいました。そして今この MSH
は年間の事業規模が 150 億円とか 200 億円とか言われる、世界屈指の国際医療組織と言われていますが、
この多くのスタッフは岩村医師のことを知って、そこからプライマリ・ヘルス・ケアを学んでいる。こ
うして、学びは世界を駆け巡って続いているんだと思いました。
そして日本の中で言うと、宇沢弘文先生と鴨下重彦先生、私の小児科の時の師匠が鴨下先生です。も
うお亡くなりになられましたが、亡くなる最後のときの本が、実は『社会的共通資本としての医療』と
いう本で、私は鴨下さんの遺書だと思って、よく読ませてもらっています。すべての子どもがその社会
にふさわしい人間として成長できる学校教育、そして疾病や障がい、及びその予防に対して社会が提供
できる最適の保健医療サービスを受けることができる社会、そして資本主義の経済システムに教育や医
療を適合させるのではない、その逆なんだ。教育や医療に合わせた経済システムを考えるんだ。途上国
であったときの日本の素晴らしいことを説明してくれています。
最後のスライドです。プライマリ・ヘルス・ケアから 40 年が過ぎました。過去の遺産にしないため
には、私達が現代の中でプライマリ・ヘルス・ケアをどう考えていくかを真摯に考えていかないといけ
ないと思います。3 つのことを考えてみました。ひとつは情報が世界を繋ぐ。あの当時は AI（人工知能）
もありませんでした。やはり情報社会でプライマリ・ヘルス・ケアをどう考えるのかというのが大きな
テーマだと思います。もう一つは immigrant です。患者も医療者も容易に国境を越えて移動できる時代。
この時代にどう地域が自立して自決するのか。これも大きなテーマです。3 つめが市民社会です。私は
国際ボランティア学会という学会にも参加しています。NGO・NPO 大好きです。民間企業も大好きで
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す。しかし、それが発言力を増していく中で、本当に市民のためのニーズに答えることができるように
なっているのか。そこもまた考えなくてはいけないと思っています。低所得国の農村で、昔私が働いた、
あの電気も水道もないインドネシアの村の人々が、医療を熱望している人々に、本当にプライマリヘル
スサービスが届いているんだろうか。ぜひ、「農民とともに」を掲げて、プライマリ・ヘルス・ケアか
ら今、高度医療まで全部やっていらっしゃる佐久総合病院グループからの発信を期待したいと思います。
これは 30 年前、インドラプーラというインドネシアの村で働いていたとき、家族とずっと一緒に過
ごしていたのですが、家族もこの村の保健所で大事にしてくれました。彼らの思いを忘れないで、また
プライマリ・ヘルス・ケアを考えていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
質問者 1：中村先生、どうもありがとうございました。東ティモール、日本に期待されているという、
とても嬉しい話がありましたけれども、どうして日本なのでしょうか、と言うところも教えていただけ
ますでしょうか。
中 村 ：とても大事なポイントで、ありがとうございます。東ティモールにはもっと詳しい本田先生
もいるので、また後で本田先生からちゃんと聞いてください（笑）。私が思っていると言うよりも、ア
ラウジョ保健大臣から直接聞いた言葉が 2 つあります。1 つは日本が、ユニバーサル・ヘルス・カバレ
ッジというと、国民皆保険だけのことがよく取り上げられますが、そうではなく、貧しい時代に、医師
がそして保健師、看護師たちが、地域で頑張っていた。そのところに私はすごく感動するんだ、と言う
風に言っていました。そういう部分を教えてほしいというのが 1 つでした。
もう 1 つは、そういうところの医療の現場の中で、患者さんに対して接するときの優しさというか、
その辺がどうしても東ティモールの病院では上から目線になっているんで、その辺を住民と同じ目線で
考えてくれる、日本の、特にコミュニティで頑張っている人にぜひ来て、私達のところの若い人たちに
ぜひ教えてほしい、と言っていました。ちなみに東ティモールは、人口 110 万人ちょっとですが、約 1000
人のキューバ帰りのドクターがいて、みんな若い医者なんです。それを実は指導する人がいないのです。
そこが悲しいかな、若い国なので。人はいるけど指導する人がいない。そこをぜひ、日本の人に来てほ
しいと言っていました。
質問者 2：ありがとうございました。先ほどのお話の中で、アルマ・アタ宣言の時代背景が、貴重なデ
タントの時期にあったという、そこのところを押さえていただいてなるほどと思ったのですけれども、
早速にその後の緊張の時代に入っていったわけで、その後を考えると、そのプライマリ・ヘルス・ケア
の進展というのからいって、緊張の時代に入っていったことは、どういう風にその後に影響していった
のかというのを少し加えていただければ幸いです。
中 村 ：非常に貴重なお話で、大切なところで、私も時間の関係もあってそこはお話しできなかった
んですが、2 つだけ申し上げます。1 つは、その後 80 年代に入ってプライマリ・ヘルス・ケアは大きな
論争に巻き込まれました。1 つは垂直の 1 つずつのプログラムをやっていく、予防接種なら予防接種だ
けやればいいじゃないか、結核対策だけやればいいじゃないか、垂直プログラムと、やはり絶対水平で
やらなければいけないんだ、この垂直と水平の、僕から言わせれば不毛な論争がずーっと行われたとい
うのが 1 つです。それは悲しい歴史です。
もう 1 つは、これは不思議なことに、いくつかの国ではこのプライマリ・ヘルス・ケアは途上国のも
のなのだ、私の国では関係ないんだ、と思った国が多かったのです。もしかしたら Japan という国もそ
っちに入るかもしれません。でも、いくつかの国で、スペイン、カナダ、オーストラリアなどでは、プ
ライマリ・ヘルス・ケアで自分たちの国をよくするんだと思って、今でも、オーストラリアに行けばプ
ライマリ・ヘルス・ケア看護師というのがちゃんと育成されています。そうしてプライマリ・ヘルス・
ケアを自国のものだと思った先進国と、それは違うんだと思った国とに分かれていった気がします。
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国民皆保険
前夜の日本
の医療

アルマアタ宣言40周年記念イベント
JA長野厚生連佐久総合病院

アルマアタ宣言が出された時代背景
東西対立の最中のデタント（緊張緩和）という僥倖

増田進先生（緑陰診療所）に
インタビュー:2018年2月
岩手県沢内村は長く無医村であった。人が亡くなったときに医
者の死亡診断書が必要になる。沢内病院に医者が赴任する
までは、亡くなった子どもの亡骸を背負って、遠く離れた隣町
の医者のところまで歩いていったという。
1963年に私が沢内病院に赴任して最初の仕事は、死亡診断
書を書くことだった。お年寄りが首を吊って自殺したのだ。翌
日の新聞には、その理由が「病気を苦にして」とあった。しか
し、彼はお金の心配から医者にかかったことがなく、命を落
として初めて医者にかかることができたのだった。

インドネシア・北スマ
トラ州でPHCの真髄
を村のヘルスワー
カーから学んだ
（1986－88）

中村安秀
甲南女子大学教授・大阪大学名誉教授

沢内村の乳児死亡率の推移

岩手県沢内村の変遷

（1956年-72年）

IMR（per 1000 live births）

Miracle of Sawauchi Village
人口: 6,000人 三重苦：貧困、多病、豪雪
深澤晟雄氏 沢内村村長に就任
保健婦３人体制
65歳以上の高齢者の国保10割給付
国保10割給付拡大（乳児と60歳以上）
乳児死亡率ゼロ達成
増田進氏 沢内病院副院長
（沢内村健康管理課長を兼務）
沢内村が保健文化賞を受賞
1965年 深澤晟雄村長 逝去
1967年 ２度目の乳児死亡率ゼロ達成
1975年 増田進氏 沢内病院院長
1976年 新築の沢内病院落成
1957年
1958年
1960年
1961年
1962年
1963年

第二次世界大戦後の第三世界

The Miracle of
the Small
Village

１．多くの独立国
1950年代：アジア諸国、1960年代：アフリカ諸国
バンドン会議（1955年）29か国：
ネルー（インド）、周恩来（中国）、ナセル（エジプト）
、エンクルマ（ガーナ）、スカルノ（インドネシア）など

２．保健医療サービスの公平な供給は大き
な課題

東北の寒村で起きた奇跡のコンビネーション
（アルマアタ宣言の16年前に乳児死亡ゼロを達成した沢内村の
ミラクル）
・リーダーシップを発揮した村長
・病院診療と村の健康管理の二刀流にいどんだ医師
・情報を得るべくアンテナを張り続けていた保健婦
・ふだんは無口だが、必要な時にはっきりと声をあげた村民たち

・医師・看護師などの人材不足
・基盤となるインフラストラクチャーの脆弱さ
・旧宗主国などからの援助：
植民地時代の病院の改築、チャリティーの無料診
療など
中村安秀．プライマリヘルスケアの40年の歩み．保健の科
学， 2018； 60(6)：364-368
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『国境なき医師団』

種々の画期的なチャレンジ

レスター・Ｃ／フォックス著（坂川雅子訳）
みすず書房2015年

１．中間技術・適正技術
1965年 Schumacher. EF「Intermediate Technology
Development Group (ITDG)
1973年 『Small is beautiful』

１９６８年５月のパリ学生蜂起のあと、ナイジ
ェリア内戦に駆けつけたフランス人医師
たちの苦悩と義憤のなかで１９７１年に設
立された「国境なき医師団」。
１９９９年にノーベル平和賞を受賞し、２０１４
年には世界中にある２８の事務局、３万８
０００人のスタッフが６３の国と地域で医療
サービスを提供する巨大な人道支援組織
に成長した。

（小島慶三ら訳、講談社学術文庫、1986）

２． 「はだしの医者」（Barefoot Doctor：赤脚医生）運動
1968年 毛沢東の主導により国家施策となる
1965年から約10年間続いた中国文化大革命の一環を担う
３．『 Where there is no doctor 』
1977年 メキシコ西部でのフィールド活動を行っていたDavid
Wernerの名作「Donde No Hay Doctor 」が発行された。
途上国のフィールド医療活動のバイブル。

「見果てぬ夢追う組織の軌跡と苦悩」
2016年2月 日本経済新聞書評 中村安秀

（『医者のいないところで』 河田いこひ原訳、シェア＝国際保健協力市民の会監修）

アルマアタ会議

東西冷戦のデタント（緊張緩和）

（International Conference on Primary Health Care）

東西対立が厳しかった当時の世界の政治情勢の中で、アメリカ
合衆国（西側）とソビエト連邦（東側）が同じテーブルに着き
協議を重ね合意に至ること自体が稀であった。
1970年代において、米ソは核戦争の防止に共通の利益を見出
すようになり、ヨーロッパにおける相互の勢力圏を尊重する
ようになり、政治的対話が行われるようになった。
1964年ー75年 ベトナム戦争
1979年 ソビエト連邦のアフガニスタン侵攻
1980年 モスクワ・オリンピック・ボイコット
（米国、日本、韓国、中国など約50か国）

1978年9月6日ー12日にWHO（世界
保健機関）とユニセフの共催でアル
マアタ（旧ソビエト連邦、現在はカザ
フスタン共和国）で「プライマリヘル
スケアに関する国際会議」が開催さ
れた。
143か国の政府代表と67の機関（国際
機関やボランティア団体を含む）が
参加し、会議の最終日にアルマアタ
宣言（Alma-Ata Declaration）が
採択された。
Report of the International Conference
on Primary Health Care,
Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978
Jointly sponsored by WHO and UNICEF

PHCが提示した理念

プライマリヘルスケア（PHC）とは何か？

その多くがSDGｓにも引き継がれている

Alma-Ata宣言（WHO/UNICEF） Ⅵ 1978年9月
Primary health care is essential health care based on practical,
scientifically sound and socially acceptable methods and
technology made universally accessible to individuals and
families in the community through their full participation and at
a cost that the community and country can afford to maintain at
every stage of their development in the spirit of self-reliance and
self-determination.

・人権
・公平性
・科学性（scientifically sound）
・社会的受容性（socially acceptable）
・ユニバーサル・アクセス（universally accessible）
・住民完全参加（full participation）
・費用負担ができること（afford to maintain）
・自立と自決（self-reliance and self-determination）

プライマリーヘルスケアは、科学的に有効でかつ社会的に受容
できるやり方や技術に基づく必要不可欠な保健医療ケアで
ある。自立と自決の精神に則り、その発展の度合いに応じコ
ミュニティや国が負担できる費用の範囲内で、コミュニティ内
の個人や家族があまねく享受できるよう、十分な住民参加
のもとで実施されるものである。
カザフスタン共和国アルマトゥイ（当時はソビエト連邦アルマアタ）で開催された
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わたしたちの世界を変革する
持続可能な開発のための2030 アジェンダ

プライマリヘルスケアの基本活動項目
１．健康教育 (Health Education)
２．安全な水供給と基本的な衛生
３．食料供給と栄養(Food supply and Nutrition)
４．母子保健と家族計画
５．予防接種拡大計画(Expanded Program on Immunization)
６．地域で蔓延している感染症の予防と対策
７．簡単な病気やケガの適切な治療
８．基本医薬品の供給（Essential Drugs）

2015年9月 第70回国連総会
「だれひとり取り残さない（No one left behind）」こと
を理念として掲げた。
・17の「持続可能な開発目標（SDGs）」
・169の具体的なターゲットを設定
・地球の一員として先進国も途上国も同じ開発目標

ＰＨＣ充実のための活動項目
９．女性福祉
10．障害者対策( Community-based Rehabilitation)
11．精神衛生( Mental Health )
12．老人保健( Health for the Elderly )
13．歯科保健( Dental Health )
14．環境保健と環境汚染

貧困、教育、保健医療、ジェンダー、
環境などすべての領域にわたり、
世界各国の政府や企業、市民社会が
協働することが求められている。
国連開発計画（UNDP）駐日代表事務所
WEBサイトが詳しい

（ WHO： Report of the International Conference on Primary Health Care, 1978 ）

SDGs目標3. あらゆる年齢のすべての人々の
健康的な生活を確保し、福祉を促進する

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)
日本WHO協会ホームページより
重要な事実 （Key Facts）

1 世界の妊産婦死亡率（出生10万対）70 未満に削減
2 新生児死亡率：12以下（出生千対）、５歳未満児死亡率25以下
3 エイズ、結核、マラリア、顧みられない熱帯病の根絶
4 非感染性疾患（ＮＣＤs）による若年死亡率を3 分の1に 減少させる
5 薬物乱用やアルコールなどの乱用の防止・治療
6 交通事故による死傷者を半減
7 リプロダクティブヘルスの国家戦略・計画への組み入れ
8 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の達成
・質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス
・必須医薬品とワクチンへのアクセス
9 有害化学物質、大気・水質・土壌の汚染による死亡・疾病の減少

・世界人口の少なくとも半数は、依然として必須保健医療サー
ビスを完全には受けること が出来ていない。
・約 1 億人の人々は依然として医療費を支払わなければなら
ないために「極度の貧困」（1 日当たり 1.9 ドル以下（１）での
生活）に追いやられている。
・8 億人以上の人々（世界人口のほぼ 12％）が、医療費のた
めに家計の少なくとも 10％を 支払っている。
・全ての国連加盟国は、持続可能な開発目標の一環として、
2030 年までにユニバーサル ヘルスカバレッジ（UHC）を達
成しようとすることに合意した。
（１） 2011 Purchasing Power Parity 購買力平価

2018年4月9日世界保健デー

東ティモール（Timor-Leste）

テーマ：ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)
東ティモール（Timor-Leste）首都ディリ・国際会議場

東ティモール共和国
21世紀最初の独立国。
人口：約118万人。面積：15,000万平方キロ。
（岩手県と人口・面積とも類似）
人口構成：人口の半数以上が20歳以下
16世紀：ポルトガル植民地
1942年：日本軍が占領
1975年：インドネシア占領
1999年：独立を問う
住民投票後の破壊と虐殺
2002年：独立
2006年：暴動

POSYANDU

Integrated Service Post
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東ティモール

若月俊一先生

アラウジョ保健大臣（当時）の期待
保健大臣は、全戸訪問な
どPHC施策に基づいた
UHCの実現に向けて、
高度成長前の1961年
に国民皆保険を達成し
た日本に対する大きな
期待を持っていた。
地域医療の発展に尽くした
日本の医師、看護師、
助産師、保健師に対す
る技術支援の要請は大
きい。

（1910年－2006年）
（長野県佐久総合病院）

世界保健デーイベントが開催
された国際会議場の屋外。
国際機関やNGOが出展した
ブースを視察する、保健大臣。

全国からの若い保健医療者
とともに墓参

フィリピン大学
レイテ校の顕彰壁
若月俊一先生と
岩村昇先生

あえて偉大な先生に出したい
疑問ないし注文
僻地医療の根本問題は、果たし
てシュバイツアー的方法で、現地
の人々を「真に」救えるであろう
かということである。先生は単に
医療を「上から」原住民に与えた
にすぎなかったのではないか。
若月俊一「農村医療にかけた30年」
家の光協会（1976年）

岩村昇先生と
ロン・オコナー氏

フィリピン大学マニラ校カルメン
シータ・パディラ学長、佐久総
合病院伊澤敏統括院長、レイ
テ校バディー校長、座光寺正裕
医師、竹内瑞恵看護師、松原
咲看護師らと記念撮影
（2015年5月）

ネパールでIWAMURA医師に出会ったRon O‘Connor医師は、
MSH（Management Sciences for Health）の創設者となったのちも
IWAMURA先生を師と仰いだ。
Ron O‘Connor. Journal of International Health 2006
Dr. Noboru Iwamura and the Creation of Management Sciences for Health:
Lessons from the Past and Implications for the Future of Non-Profit Organization

インドネシア・北スマトラ州・アサハン県・インドラプーラ保健所
（Indrapura Health Center, Indonesia, 1988）

40年後のプライマリヘルスケア
（過去の遺産にしないために）
１．情報が世界をつなぐ
Information and Communication Technology（ICT）や
AI（Artificial Intelligence）をどのように活用するのか？
２．人が世界を移動する
Immigrants（移民）として、患者も医療者も国境を越えて容
易に移動できる時代に、地域がどう自立・自決するのか？
３．市民社会が世界を動かす
国際NGO/NPO、財団、民間企業の資金が流入し、発言力が
増すなか、市民ひとりひとりのニーズをどう評価するのか？
低所得国の農村で、医療を熱望している人びとに、PHCサービ
スを提供し、健康を守る活動が届いているのだろうか？
「農民とともに」を掲げ、プライマリヘルスケアから高度医療まで
を担う、佐久総合病院グループからの発信に期待したい！

ご清聴ありがとうございました！
中村安秀（nakamuraya@konan-wu.ac.jp）
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≪講演２≫
地域医療構築の新たな方針
～2040 年に向けての保健医療政策のパラダイムシフト～
武見 敬三
（参議院議員）

こんにちは。参議院議員の武見敬三でございます。今日は、中村安秀先生から、佐久総合病院でこう
いうセミナーがあるから是非出てこいと、ご指示を頂戴いたしました。中村先生からお話を頂いた時に、
テーマが非常に面白いのと、佐久総合病院の正に草分けでいらっしゃる若月先生が私の親父と実は意外
と親しくて、それで家によく若月先生がいらしていて、私は半ズボンの小学生だった頃に、親父と若月
先生が地域医療の在り方について随分色々と話しておられました。その時、親父が「彼はね、ちょっと
左っぽいんだけど、やっていることは正しいんだよ」と面白いことを申していました。それでそういう
先生の佐久総合病院だけに、これは来なければいけないと思いまして、やって参りました。
改めて、今の時代状況が 1 つの大きな転機に入っていることは明らかであって、実際に国際社会が相
互に依存する大きな時代状況の中で、日本がこれから大きく長期的に改革しようとしている地域医療の
再構築の方針と、それから我が国がグローバルヘルスで貢献しようとしている方針とが、正に表裏一体
になっている。それをきちんと理解をして、また国内の改革についてもその方針の策定をしなくてはな
らないという相互依存関係があって、そのことを是非今日はお話をさせて頂ければと思います。
実はこれから 3 年間、我が国も 2042 年には高齢者の人口も減り始めますので、2040 年を目途として、
長期的な社会保障の新しい基本方針を策定しようということになりました。これから 3 年間を改革推進
期間にするということにしたのですけれども、何故これから 3 年間かというと、医療費や介護費をたく
さん使う、その 75 歳以上人口が、これから 3 年間は実は比較的増えないという事実があって、その期
間にしっかりと長期的な方針を策定しよう、ということです。それで、この時期に比較的増えないとい
うのは何故かというと、これから 75 歳になられる方は、昭和 19 年、20 年、21 年に生まれた方であっ
て、従って、戦争の影響で赤ちゃんが生まれませんでした。昭和 18 年くらいまでは、やはり産めや増
やせやで、出生率は大変高かったんです。3.8 くらいあった訳ですね。それが昭和 19 年に 2.9 くらいに
落ちてきて、昭和 20 年にはそれが 1.1 まで落ちて、昭和 21 年にはまだ兵隊さんに復員していない人た
ちも多かったんですが、史上最低の出生率 0.5 まで下がったんです。昭和 22 年に団塊の世代の人達が一
気に生まれ始めて、0.5 から 4.1 までどーんと高くなって、それで 3 年間に 820 万人の赤ちゃんが増えて
団塊の世代が出現した、こういう経緯になっているんです。従ってこれからの 3 年間というのは、医療
費介護費が増えるのをただひたすら抑え込むという政策を取らずに、むしろ長期的な方針を国民的に議
論するのにちょうどいい環境にあるということで、これから 3 年間を改革推進期間にするということに
なりました。
その時の 1 つの大きな目標を何に置こうかと言ったときに、これは厚生労働大臣からの提案で、健康
寿命の延伸、3 年以上延伸させると、ということを大きな目標にしようということになりました。その
時に、わが国で一番健康寿命が長いのはどこかと言えば山梨県なんですが、山梨県に全ての都道府県の
健康寿命を並べさせると、ここに書いてありますように、男性で 1.07 年、女性で 1.43 年、伸ばすこと
ができる。これをどうやって実現するかを考えた時に、これからいわゆる健康の増進や予防、特定疾患
予防といったことが、実はプライマリ・ヘルス・ケア（PHC）の地域医療の枠組みの中でも重要視され
るようになるということが、その提案の骨子になっていまして、まずは健康にあまり関心がないような
人たちを、どうやって、自然に健康にきちんと理解を示し正しい知識を持って、そして健康の基盤強化
を図ることが出来るような、そういう「健やか親子政策」というものをどうやって作るか、ということ
がまず第一で、2 つ目が、特定の疾患の予防、それから重症化予防と言ったことが、その大きな中に入
ってきて、がん治療などは再生医療が駆使されて、テーラーメイドの個別のそうした医療が、地域医療
の中でも確実に受けられる仕組みを作っていこう、ということになります。そして 3 つ目に介護フレイ
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ル予防と言うことで、ここがいわば高齢化社会の中で、どこまで実際に認知症予防を含めてうまく地域
社会の中で作っていくことが出来るか、大きな課題になります。従って、我が国のこうした新しい地域
医療の再構築の中で、こうした視点というものが、確実に大きく入ってきて、それを実践していく上で、
中村先生がご指摘になったように、AI とか IoT とか、そういうデジタルツールというものを、どこまで
効率的に、しかもコストをなるべくかけない形で、こうした仕組みの中に組み込んでいくのかというこ
とが、1 つの大きなテーマになってくることは必定であります。
それで、こうしたことを、これから日本がやろうとしている中で、国際社会も地域医療に改めて目を
向ける、そういう時代に入ったということであります。そのきっかけになりましたのは、やはりある種
の国際保健の中の政策論争です。ご指摘のように、プライマリ・ヘルス・ケアに関わるこのアルマ・ア
タ宣言というのは、言うなれば、保健システム強化アプローチの草分けです。1978 年にアルマ・アタ宣
言が出た後の、国際社会の国際保健に関わる取り組みがどのようなものであったかと言えば、それはポ
リオエラディケーションであり、エイズ、結核、マラリアに対する対策であり、あるいは GAVI アライ
アンスのような予防接種というふうに、それぞれバーティカルに、縦軸でそれぞれ個別にこうした取り
組みをするという、そういう方向が主流になりました。しかしそれでは実際に十分な効果を得ることが
出来ない。そこで我が国が 2008 年、G8 の洞爺湖サミットのホスト国であった時に、改めて保健のシス
テム強化という観点をもっと重要視しよう、そして従来のこうしたバーティカルなアプローチと組み合
わせて、最も効果的な新たなグローバルヘルスの政策決定を出来るようにしようという提案を行いまし
た。そしてこの提案が確実に大きな政治的なモーメンタムになって、国際社会の中で保健システムアプ
ローチに対する理解がどーっと広がります。相当我が国は貢献いたしました。
それでは、その上で、今度は保健システム強化をしていく中での大きな目標は何か、ということにな
ってきます。そこで出てきたのが、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）。これは既に 2005 年の
WHO 総会で定義がされていた訳でありますけれども、改めてそこで脚光を浴びて、保健システム強化
という観点からも、1 つの大きな目標としてユニバーサル・ヘルス・カバレッジが共有されるようにな
り、
それが実際に 2015 年の SDGs の 3 の 8 のターゲットとして認知されるという流れになっていきます。
この経緯で日本の果たした役割が決して少なくなかった、と私は誇りに思います。
その上で改めて 2016 年の G7 の伊勢志摩サミットでも、3 つの大きなテーマの 1 つに保健をホスト国
として取り上げた。そして、エボラ出血熱のアウトブレイクの反省を含めて、世界の危機管理の仕組み
づくりと、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ、そして多剤耐性に関わる AMR の、この 3 つを柱とし
て我が国の政策の提示をした訳であります。そしてそれによって更にユニバーサル・ヘルス・カバレッ
ジの観点で、多くの政策決定者が、自分達の国の保健、医療、福祉を考えるという流れを作り出すこと
に、相当程度成功してきます。そこで次に我が国が取り組んだことが何であったかというと、保健大臣
だけがこういう考えを持っていたのでは駄目だと、やはりこうした保健政策を実行していくには資金が
必要だと、その資金をしっかり調達するためには財務大臣の協力が絶対に必要だと、是非こうした財務
大臣と保健大臣と、共通の問題意識を持って保健医療の課題に取り組むことが大事であると、そして保
健医療に関わる支出というのは単なる経済的な消費ではなくて、長期的にみた国の経済成長に寄与する
投資である、従って、こうした考え方を新たに世界の政策決定者が持つように仕向けよう、ということ
になりました。
そこで我が国は昨年の 12 月に、第 1 回目の UHC フォーラムというのを開催した訳でありますけれど
も、これは我が国と世界銀行が実は中心になってやりました。そして国内の政府の中でどこの役所がそ
の中核を担ったかと言いますと、厚労省ではなくて、財務省の国際局でした。これによって我が国は、
むしろ、ファイナンス、UHC に関わるファイナンスの重要性を強調することに成功いたします。これを
踏まえて、今年秋の世界銀行の総会では、UHC のファイナンスに関わる財務大臣会合というものが開か
れて、そこには WHO のテドロス事務局長も参加をして、正式なプログラムとして最も参加者の多い会
合をワシントン DC の世銀本部で開催することに成功いたします。そこで改めて我が国は来年 G20、
TICAD7、そして 9 月には国連総会のハイレベルパネルのテーマはユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
になっております。再来年の 1 月にはタイの PMAC（Prince Mahidol Award Conference）と連携して、第
2 回目の UHC フォーラムを開くことになっております。従って、これらの非常に多くのグローバルヘル
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スに関わるイベントを、ただ単に個別に対応するのではなくて、日本が戦略的に積極的にユニバーサ
ル・ヘルス・カバレッジを達成する時に必要な課題について、多くの国々が共通の考え方を持つように
戦略的に取り組もうということを、今現在試みようとしているところでございます。その中では、G20
のホスト国としての開催時に、初めて財務大臣と保健大臣の合同会議を開くということを今企画し、そ
の中で改めて UHC を達成する時のファイナンシングのプラットホームを多国間が連携して作るという
ことを、提案しようとしているところでもございます。
そして、更にこうした UHC の達成について、アカウンタビリティというのがやはり大変重要だ、従
ってどの国がどの程度まで UHC の達成が進んでいるのか、しっかりとモニタリングをしようというこ
とになりました。そこで世銀とそして WHO と協力をして、この第 1 回の UHC フォーラムでそのモニ
タリングが始まりました。これからは WHO が中心になって、世銀、ユニセフとも連携をして、この UHC
のモニタリングをより正規な形で行っていくことになります。
これに加えてもう 1 つ申し上げておきたいことは、丁度 4 週間くらい前ですか、ジャカルタで開かれ
た世銀の秋季大会であります。この大会で、世銀は初めてインベストメント・イン・ヒューマンキャピ
タルズというプロジェクトを発表しました。これは何かと言うと、教育や健康に関わる支出というもの
が、いかに長期的にそれぞれの国の経済成長、そして国づくりに貢献するかということを、しっかりと
した多分野横断型のインデックスを通じて、それを測定するというプロジェクトであります。この際、
出来たこのインデックスに基づいてみる限りにおいて、人への投資というものの効果をもっとも充実し
た形で実現しているナンバーワンの国がシンガポール、2 位が韓国、3 位が日本であります。そして、
この考え方というのは、いずれも財務大臣の皆さん方が、自分達の国で予算配分をするときに、保健医
療や人材に対する支出というものが、それぞれの自分の国の長期的な経済成長にどれだけ貢献するかと
いう意識を持ちながら予算配分をするように動機づけることを目的として、インデックスを作ったとこ
ろでございます。我が国は、こうしたことを正に率先してやることによって、皆保険制度を 1961 年に
達成し、そして高齢化社会の中においても、持続可能な形でその実践をしてきた最先端の国であります。
この結果として、いかに我が国のこうした経験を踏まえて、今回出されたアスタナ宣言、この政治宣言
の内容を、より我が国の経験とも合わせて、更なる提言を G20 や TICAD7 でするかという政策立案過程
に、現在入ったところでございます。
アスタナ宣言については中村先生からもお話がありましたけれども、私自身が非常に重要だと思った
のは第 2 条であります。それはプライマリ・ヘルス・ケアは UHC および保健関連 SDGs 達成のための
基礎であるということを明確に確認したというところであります。これは改めて、我々は UHC のファ
イナンシングとか、UHC に関わるインフォメーションとか、そういう、1 つ 1 つのビルディングブロッ
ク毎の優先準備の設定をするだけでは十分だとはとても思っていません。実際に特にこの提供体制を考
える時の一番の眼目は、やはり、コミュニティヘルスという、地域医療というものを、どのような形で
システム化していくか、そのむしろコミュニティを単位としてミクロな観点から保健のシステムを構築
していくことによって、最終的に UHC を達成するという、ミクロからのアプローチというのが、私は
極めて重要であって、その基本的な考え方がこの 2 条の中で確認されたことを、私は高く評価していま
す。そして、更にこの PHC の適応範囲の拡大が図られるということになってきている点については、
先ほど中村先生の話の中で確認されました。
更にそれに加えてもう 1 つ重要な視点が PHC に入ったのは、財政であります。この財政的に持続可
能な保健システムの構築というのは、第 2、第 5、第 7 条の中に入っておりまして、これはやはり、こ
れからのコミュニティヘルスを考える時に、コミュニティの中での財源を活用することは、アルマ・ア
タ宣言の中でも確認されていたのですけども、それをファイナンスする仕組みをそのコミュニティの中
でも考えよう、これは実は我が国は国民健康保険が正にそれに当てはまる訳でありますけれども、その
コミュニティをベースとしたファイナンスの仕組みというものを、どこまで国際社会の中で作り上げて
いくか、こういったことが実は新たなチャレンジとして、このアスタナ宣言の中で確認されたことも、
私は大変重要だろうと思っております。
そして、こうしたデジタル技術の活用といったようなことは先ほど申し上げた通りで、これらについ
て我が国がその経験に基づく貢献をこれからしていかなくてはならない、特にアジアの高齢化というも
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のを目前に控えて、我が国がこれらに大きく貢献しようとするときに、こうした基本的なコミュニティ
ヘルスの構築のモデルとして、我が国がどこまでのその役割を担えるのかということが重要になってき
ます。我が国は 1970 年に人口の 7%が 65 歳以上になり、24 年間でその倍の 14%までになりました。し
かしアジアの多くの国々は、2000 年前後からこの高齢化社会に入り、7%以上になったところが、18 年
とか 23 年とか、日本より速いスピードで倍の高齢社会 14%まで到達し、日本より速いスピードで更に
その 3 倍である 21%という超高齢社会に突入しようとしている訳であります。
ベトナムなども、去年から高齢化社会に入り、18 年で高齢社会になる。アジアの国々の状況を見てい
くと、日本よりも速いスピードで高齢化が進むという意味は、短時間でこうした高齢人口の増加に対応
した制度設計や財源の確保などをしておかなければ、将来社会政治問題が深刻化することを意味してい
ます。それをしっかりと実現できるように、我が国がどのようにこうしたアジアの国々の高齢化人口の
増加に対応した仕組みを作り、その中でコミュニティヘルスの在り方についても、日本が 1 つのモデル
として提示することが出来れば、我が国はアジアの中の新しい大きな役割を確立していくことが出来る
だろうと思います。そしてそれをやろうとするために、この地域医療の再構築を通じてアジアのモデル
を作る、「アジア健康構想」というのを私は提案して、安倍総理が丸呑みしてくれたので、今政府の政
策になりました。是非このように、安倍総理もあっちこっちで「アジア健康構想」と言うようになりま
したので、これを是非この際実現をして、そして我が国が国内において新しく、未来志向の、地域医療
の再構築に成功すると同時に、我が国がこうしたアジアを中心として世界の地域医療の構築のプロセス
でも大きな役割を担い、そして国際社会が共通の課題とするこうした健康問題を通じて、我が国が重要
な役割を担えるようにすることが、私が考えております保健外交の 1 つの最大の目的であります。
この佐久総合病院はその意味で最も先進的な役割を担っておられるわけであります。是非、これから
更に、この未来志向の新しい地域医療構築をこの地で実現していただいて、ただ単に日本の国内におけ
るモデルではなくて、アジア、ひいては世界のモデルとしてその役割を大きく果たされることを祈念申
し上げまして、私の報告とさせていただきます。有難うございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
質問者 1：武見先生、有難うございました。1 つ、大変勉強になったので質問させていただきたいなと
思います。流れを分かりやすく説明して頂いて、こういう流れで制度作られているんだと、非常に勉強
させていただきました。その中で、全体として思うのは、日本の保健医療と言うのが、海外、アジアに
おいて非常に通用していると認識されていて、それを実現するために制度が作られているということな
んですけれども、日本の国民皆保険以外に、アジアで最先端の医療として提供できるものとして、どの
ようなものがあるとお考えでしょうか。佐久病院が一例として挙げられていたのですけれども、どうい
うお考えがあるのでしょうか。
武 見 ：やはりプライマリ・ヘルス・ケアがコミュニティヘルスの中できちんと確立していない国々
と言うのはアジアの中にごまんとある訳です。そういう国々の中で、実際にどのようにすれば、中央政
府でそれぞれ地方政府がコミュニティを喚起させて、そして住民の参加と言ったこともしっかりと奨励
しながら、ボトムアップでコミュニティレベルでのシステム設計が作られるようになるのかという政策
においては、日本はかなりの技術を国内に蓄積しています。そうした制度設計をする技術協力というの
は、実は我が国が相当知見を持っていて、アジアやアフリカで貢献できる分野だと私は思います。
それから、2 つ目は、実はこの分野はただ単に医師だけが中心でないのは明らかであります。看護師
やコメディカルの人達というのが、実は連携をして初めて、医療や介護、健康指導といったものが出来
るのであって、正にチームで政策を実行していくそのノウハウも、国内で今蓄積をしているところであ
って、そのまんまアジアに伝えることが出来る点だろうと思います。アジアの国々に行ってみますと、
医師と看護師くらいの資格はちゃんとあるんですよ。だけど助産師の資格がない国はたくさんあるし、
それから、理学療法士がないところもたくさんあるし、ましてや言語聴覚士なんて言ってもそれは何だ
という話になります。従って、そういうことも含めて、我が国が新たなコミュニティヘルスのシステム
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設計をする時、どういった保健人材が必要になってくるか、そしてその国にあった形で、そういった資
格制度をどのように設計したらいいのか、我が国の知見に基づいて支援をし、必要とあらば技術協力を
するために、我が国のそういった分野の専門家がそれぞれの国に行って、そして一緒にそうしたサービ
スを提供しつつ、技術の移転をするのが、日本の 1 つの利点だろうと思います。
何も最先端のがん治療技術について日本が突出して世界に大きく貢献するという観点で日本が貢献
できるとは私は思っておりませんで、むしろコミュニティヘルスのレベルの中における貢献こそが、我
が国が最も大きく貢献できるものだろうと思っております。
質問者 2：素晴らしいお話を有難うございました。コミュニティヘルスをアジアの国々の中で日本がリ
ーダーシップを取って広めていくという責任があることを改めて感じました。その中で、財政的なこと
はとても大事だろうと思いますが、教育もとても大事ではないかと思いました。例えば、ヘルスリテラ
シィということ、文字を読めたり健康のことを理解したりする、そうした教育についてはこうした仕組
みの中にどのようにお考えになっているのか教えてください。
武 見 ：実は世銀が最近発表したインベストメント・イン・ヒューマンキャピタルズというのは、正
にその教育、人材養成がその主眼になっているのですけども、我が国のケースもそういう人材養成につ
いて長い歴史があります。例えば、介護にしても、理学療法士にしても、専門的な資格を持った人たち
を養成する日本の教育というものを、ただ単に国内の人材を養成するだけではなくて、海外の人材も養
成する機能も、これからもっときちんと身につけるべきだと思っております。海外でこうした学校を作
るための協力を我が国はもっと積極的にやるべきだろうと思っています。
実は、医学医療の分野というのはえらい閉鎖的です。例えば、我が国の奨学金があります。フルスカ
ラーシップで理学部とか工学部とかの社会科学系の学部だと、もうアジアから何千人という留学生を迎
え入れるために、そういったスカラーシップが出来ているんですよ。そういう中で、医学部の、学部の
レベルにおける奨学金の供与というのは、年間何人くらいいるかというと、40 人くらいしかいないです
よ。これはもう極端に少ない。私はやはり、日本に将来的に本当に 82 個も医学部が要るのかと思うん
ですけれども、その医学部が、実際に将来に向けてその役割を維持しようとするならば、むしろ海外に
おける医師の養成も我が国の医学部でやったらいいと思う。その時に、少なくとも実際に英語で教育す
るということが求められてくるだろうし、それから、医師の国家試験も英語で行うということが求めら
れてくるようになると私は想定しています。恐らくは、医師の資格は英語でも取れると、ただ保険医の
資格は日本語が出来ないと取れませんよ、ということになるのではないかと思いますけれども、そうい
った、教育システムの国際化ということもですね、ご指摘の観点から我が国としても取り組むべき課題
だと思っています。
質問者 3：今言った話で、先ほど若い人たちが日本の何を誇れるのかという話があったのですが、シン
ガポールとか色々な国の留学生が、日本は何をするのかという人が大学にいっぱい来ました。でも日本
は何も大したことはやらないと思って、みんな帰ってしまいました。その中で、地域包括ケアと言って
も中国とかシンガポールとかはもう始めています。その中で日本が今後唯一できることとすれば、イン
テグレイテッドケアということだと思います。それはもう医療ではなくて、イギリスとかでは社会的処
方、薬の代わりに地域活動を処方する、みたいなことが始まっているんですが、日本でそういうことが
もしできれば、これは本当にもう介護の方で色々な状況が整っているので、そういう形でアジアに発信
できる、UHC の後はインテグレイテッドケア、というのがこれからキーになるのではないと思っていま
すが、そのへんはいかがでしょうか。
武 見 ：私も全く同意見です。WHO の健康の定義も、フィジカル アンド メンタルヘルスという
のは有名ですけれども、その後に、ソーシャルウェルビーイングというのが入っているんですよ。ソー
シャルウェルビーイングあるいはヒューマンウェルビーイングというのが日本語に訳すと一体何にな
るのか、そしてそれが健康とどうつながるのか、そしてそれを一体的に考えた時に、社会的要因をどの
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ように認識して、それをコミュニティの中できちんと確保することによって、より健康的な社会を作り
上げることが出来るであろうと、であるとすれば、今、我が国に健康増進法という法律がありますけれ
ども、この法律の枠組みだけでは不十分ということになります。そうすると、我が国の中で、ヘルスだ
けじゃない、ウェルビーイングも含めた新しい包括的な健康基盤強化のための基本法を、私は今作ろう
と思っていまして、そのための準備に、健康局長の宇都宮君と一緒に始めているところです。
質問者 4：先生の御講演の中で気になったのですけれども、国民皆保険によってユニバーサル・ヘルス・
カバレッジが担保されて、日本の中ではすごくうまくいっていると言われたと思いますけれども、日本
で国民皆保険がうまくいったのはこれまでの人口動態がピラミッド型だったからうまくいったと思っ
ていて、それが逆、今 2025 年問題が終わったら、増え過ぎた医療者だったり、つぎ込んだ分の医療投
資が余ってきて、逆に人もいなくなるんで、団塊の世代の人達がいなくなったら、医療費かけすぎてい
て、必要以上に医療者が増えて、その人たちがどうなるんだろうと思っていて、アジアとかに国民皆保
険制度を伝えていくのはいいと思うんですけど、その後のモデルというのはどういうふうになるのかな
という、そういった構想は立っているんですか？
武 見 ：正にそういう問題意識を私共も持ったものですから、あまり医療費介護費が増えずに、あま
りそれを押さえつけずに対立関係が生まれないこの 3 年間を、我が国の高齢者人口がピークに達する
2042 年を想定して、2040 年を目標年とした新しい社会保障制度設計の方針を策定しようということに
なりました。2025 年から 3 年間というのは、団塊の世代が全て 75 歳以上になるんですけれども、私た
ちがもう 1 つ乗り越えなくてはならないのは、団塊の世代のお子さんたちが高齢者になって、あちらの
世界にいく、そのプロセスであり、それが丁度 2040 年前後となります。この時期をどう乗り越えるか
というその大きな制度設計ができれば、恐らく日本は少子高齢化社会あるいは人口減少社会においても、
経済的にも社会的にも活力のある健康長寿社会を恐らく作れるだろうと思います。
これからの政策の制度設計というのは、やはり保健医療を 1 つの要としながらも、社会の活力をどの
ような形で維持していくのかという観点が常に組み込まれながら、保健医療の制度設計をしていくこと
になるだろうと思います。それに成功しないと、我が国自身がだんだんだんだん国が衰えていって、い
つの日かアジアの極東になんとなくちょっとだけ恵まれた国が 1 か所あるみたいだよ、という国になっ
ちゃいますので、やっぱりもうちょっと世界に貢献できるような日本の姿を将来作りたいと思いますの
で、是非その一歩ひとつ拡げた視点で政策の立案を考えてみたいと思っています。
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2008

ＵＨＣ関連の取組の進め方

2016

疾患別アプローチとの連携

G７伊勢志摩サミット ：

2017

2018

G8洞爺湖サミット： 保健システム強化

PHC

UHC
モニタリング
Global Monitoring Reports 2017
（WHO・世銀）

UHC財務大臣会合

世銀

WHO

（GFF含）

(2018.4 )

UHCファイナンスについて議論

UHC
UHC2030
働きかけ，
CSOの意見集約等

G20(日本議長国)
サミット(2019.6 )
保健大臣・財務大臣合同会合(P)
保健大臣会合(P)

JICA

Global
Fund・
Gavi

（東京UHC共同イニシアティブ）
WHO，世銀，GF，JICA等における
パイロット国等での協調した取組

アフリカ各国について
進捗報告

TICAD 7

WHO執行理事会
WHO総会

UHCモニタリングを成
果文書で位置づけ

UHC
ハイレベル会合

モニタリング報告書

(2019.9? )

2020

モデル国創出/教訓共有

WHO・世銀・日本政府共催

政治宣言文交渉

国連公式
モニタリング

モニタリング＾

UHCフォーラム
2017

UHC推進に向けたさらに
何が必要か議論

2019

SDGs採択： 目標3.8：UHCの達成

危機管理とUHC

ハイレベルモーメンタムの醸成・維持＾

アルマアタ宣言
40周年会合

2015

UHCフォーラム
2020 (2020.2 )

進捗報告
グッドプラクティス共有

*PMAC2020内で
開催予定
定期的に進捗確認

定期的に進捗確認

定期的に開催
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６

アルマ・アタ宣言（1978年）
1978年9月6日から12日にかけて現在のカザフスタン共和国・アルマティ（当時は、ソビエト
連邦アルマ・アタ）で開催された第一回プライマリ・ヘルス・ケア（PHC)に関する国際会議
（ソビエト連邦、WHO、UNICEF主催）で採択された宣言文

• すべての国々、特に開発途上国において、技術協力の精神、新国際経済秩序と
の調和のもとで、PHCを発展させ、実践するために国家的、国際的に緊急かつ効
果的なアクションをとる必要性を訴えた
• 目標
2000年までに全ての人が社会的・経済的に生産的な生活を送ることができるよ
うな健康状態を達成すること (Health For All by the Year 2000)

• 本宣言の4原則
–
–
–
–

住民のニーズに基づくこと
地域資源の有効活用
住民参加
農業、教育、通信など多分野間の協調と統合
7

アスタナ宣言（2018年）
2018年10月25日から26日にかけてカザフスタン共和国・首都アスタナで開催されるプライ
マリ・ヘルス・ケア（PHC）に関する国際会議（カザフスタン共和国、WHO、UNICEF主催）で採
択される宣言文
アルマアタ宣言からアスタナ宣言への変化

• 1978年との保健課題の変化 （第三条）
NCDs（非感染性疾患）、暴力、災害、気候変動、感染症流行、AMR（薬剤耐性）等

• PHCは、UHC及び保健関連SDG達成のための礎である （第二条）
2019年国連総会UHCハイレベル会合を歓迎し、この宣言をハイレベル会合に繋げていく

• PHCの適応範囲の拡大 （第五条）
公衆衛生サービス、緩和ケア、家族計画（米とEUの対立あり）

•
•
•
•

財政的に持続可能な保健システムを構築 （第二、五、七条）
安全で質の高いPHCの提供と人材育成 （第五、六条）
デジタル技術の活用 （第五条）
全ての利害関係者が国家政策・戦略・計画に沿って行動 （第七条）
8
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高 齢 者 比 率 が 7% （ 高 齢 化 社 会 ： Aging Society ） か ら
14%（高齢社会： Aged Society）に増加するのに必要な期間
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Australia
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45

Japan
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24
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Taiwan
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1994

Projection

South Korea
Singapore
Thailand
China
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60
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2002
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2022
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Vietnam
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2016
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2017

20

2002

Sri Lanka

2018
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Indonesia
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Year

2000

2034
28

2051

25
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Note : The year to the left of the bar designates the year in which the percentage of the population aged 65 and above (aging rate) reached 7%; the number
to the right of the bar designates the year when the aging rate attained 14%. The number on the bar designates the years required for that increase.
Source : Hungary by Kinsella and Wan He (2009); Kazakhstan, Vietnam, India, and Indonesia calculated using UN (2015) and others by IPSS (2016)
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地域医療の再構築→アジアのモデルに
○地域包括ケアシステムの構築：
団塊の世代が75歳以上となる2020年を目途に、重度な要介護状態になっても住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医
療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシ
ステム）の構築を実現。
○アスタナ宣言→日本にとっても重要となる
○高齢化する中で、高齢社会先進国として日本が「超高齢社会」のモデル策定
○アジア健康構想：（平成26年7月閣議決定）
アジアにおいて、急速に進む高齢化に対応したUHCと健康長寿社会を実現し、
持続可能な経済成長及び安定した社会の構築を可能とするアジアを創るため、
アジア地域への地域包括ケアシステムの構築や、日本の民間業者等の進出促
進、アジアにおける循環する介護労働市場の形成等の相互互恵的なアプローチ
による取組を進める。
10
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アジア健康構想について
アジア健康構想について

出典：内閣官房 健康・医療戦略室

背 景
〇アジア地域：急速に高齢化が進む。しかし、高齢化社会に対応する社会制度・産業等がほとんど存在せず。
〇日本：高齢化に関わる社会制度・産業で先行。しかし、国内では、人材不足と保険財政の制約から
介護事業者等の収益向上が困難。
目 標
〇日本の事業者等の海外進出の支援を通じ、アジア地域に介護産業等を興すとともに、高齢化社会に対応する社会制
度の構築について支援・協力を行う。
〇その際、意欲のある人材が、先行する日本での教育・就労の後、アジア地域の介護産業等で就労する等、
人材の国際循環を目指すとともに、結果として日本の介護人材の充実も図る。
〇また、日本の事業者等の市場をアジアに拡大し、日本も高齢者関係産業の収益力を高める。
これまでの経緯と今後
１．平成２８年度
① 政府は健康・医療戦略推進本部の下に「アジア健康構想推進会議（局長級）」を設置（5月23日）。
② 自民党として「アジア健康構想」を提言（5月31日）。
③ 提言を踏まえ、健康・医療戦略推進本部において「アジア健康構想に向けた基本方針」を決定（7月29日）。
④ 今夏以降、官民連携で「国際・アジア健康構想協議会」を設け、介護事業者等の海外事業の安定、拡大等を支援。
２．平成２９年度
① 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」 が成立。1年以内の施行と
同時に省令（厚労省）により介護職種が追加されることで、海外に進出する日本の介護事業者が現地で
採用した人材の日本での実習が可能となる。
② 同じく「出入国管理及び難民認定法改正法案」の成立により、日本で介護福祉士の資格取得後に
在留資格「介護」の取得が可能となった。これにより、介護職種の外国人材の拡大が見込まれる。
３．平成３０年度
① 「アジア健康構想に向けた基本方針」を改定（7月25日）。
今後、アジアの高齢化社会に必要な介護産業の振興、人材の育成等に加え、アジア諸国の互恵的な協力によ
る、医療・介護を中心とした疾病の予防、健康な食事等のヘルスケアサービス、健康な生活のための街づくり等、
11
裾野の広い「富士山型のヘルスケア」の実現を目指すこととした。

【参考】 国際会議におけるアジア健康構想の発信について
2017年11月10日（金）

総理発言

11月11日（土）

総理発言

日・ベトナム首脳会談

日ＡＳＥＡＮ首脳会議

アジア健康構想の下，
医療協力や高度医療
人材育成にも協力する。

「アジア健康構想」を通じ
て，日本は，単なる
長寿社会ではなく，
「健康で」長生きできる
社会をアジアで実現
していきたい。

総理発言

APEC首脳会議
デジタル貿易、UHCと
高齢化社会への対応を
実現する「アジア健康
構想」、持続可能な農業
の促進、エネルギー協
力等の面で積極的に貢
献する。

議長声明

日ＡＳＥＡＮ首脳会議
ＡＳＥＡＮ諸国を含む
アジア諸国において
健康長寿社会を創出
する助けとなる、日本に
よって提起されたアジア
健康構想を歓迎し、さら
に議論するよう示唆す
る。

11月13日（月）

総理発言

総理発言

日本・メコン地域諸国
首脳会議
日本は，自身の経験も
活かし，地域包括ケア
システムと自立支援型介護
の推進のため，「アジア健
康構想」を立ち上げた。

12月14日（木）

11月14日（火）

総理発言

総理発言

EAS（東アジアサミット）

ASEAN＋３首脳会議

UHCフォーラム２０１７

ERIAが幅広い分野に
おいて，より政策ニーズを
反映した提言をすること
への期待を表明した。

今後各国で深刻化する
高齢化社会に向け，日本
は，本年，アジア全体の
高齢者の生活向上を図る
「アジア健康構想」を提
案。

我が国は昨年、アジア
健康構想に向けた基
本方針を策定した。国
民皆保険制度や介護
保険制度などで培っ
た,高齢化社会におけ
るＵＨＣの経験をアジ
ア諸国に共有していき
たい。

共同声明

議長声明

日本・メコン地域諸国
首脳会議
メコン諸国の首脳はまた，
相互主義的及び相互互恵的
アプローチを通じて，人材育成，
必要な保健制度の推進及び
医薬品アクセスの向上等を含む，
地域包括ケアシステム及び自立
支援型介護の促進を目的とした，
日本の「アジア健康構想」に
ついて，関心を持って留意した。

議長声明

EAS（東アジアサミット）

ASEAN＋３首脳会議

地域の保健サービス
強化の取組といった
ＥＲＩＡの新たな分野に
おける活動を歓迎する。

日本によって提起され
たアジア健康構想に
ついて、ＥＲＩＡと協力
しつつ、さらなる議論
が行われることを期待
する。
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≪講演３≫
アルマ・アタ宣言後の 40 年
～国際保健協力の現場から～
戸田 隆夫
（独立行政法人国際協力機構 上級審議役）

皆さん、こんにちは。パワーポイント一応用意しましたが、なるべく簡潔に説明したいと思います。
そのあと、たくさん質問を、特に若い方からいただけましたらと思います。
まず 40 年の総括を国際協力の実務の目線から行うとどうなるか。日本の国際協力はコミュニティー
から始まりました。日本の経験、貧しいときの経験に基づいて、協力を行う。協力隊を含めて、途上国
に赴き、現場で日本の持っている技術を一生懸命提供差し上げるというところから始まりました。ODA
の歴史そのものは 70 年近くありますが、多くは現場での協力を地道に展開するということの連続でし
た。私もそのような協力を担当してきた実務者なのですが、最近はもう国際会議ばっかり出ています。
なぜか。日本の経験、日本の途上国における国際協力の経験の双方を世界に活かす段階にきたというこ
との証左さと思います。
もう 1 つは、先ほど協力隊と技術協力の話をしましたが、大型の借款とか、資金協力も使って大きな、
面的な展開も日本は今できるようになっているという点ですね。最後に、多様なアクターとの連携です。
来週、ビルゲイツが来ますけども、ゲイツ財団や、先日お会いしたソロスの息子など、世銀や WHO な
どの国際機関は当然として、それ以外に色々なアクター、グローバルに活躍するアクターと一緒に仕事
をさせていただけるようになっています。それらを通じて、国際潮流の形成に関わったり、その途上国
の社会の実際の変化を起こす、というと大袈裟なんですが、国造りにとって、目に見える規模の協力を
できるようになってきたというところですね。
私が、まだ若かりし頃、30 有余年前というのは小さなプロジェクトを、150 近くの国の現場の限られ
た範囲でちょこちょことやっていました。いまは、それらの活動がどのようにしてその国の全国での変
化につながるか、ということをより強く意識しています。例えばガーナなんですが、野口研（野口英世
記念研究所）というところがありまして 40 数年協力していますが、これに限らず、ガーナのへき地に
まで入り込んだ協力も展開してきました。たとえば、アッパーウエスト州、その内陸の奥の一番貧しい
地域で始めたんですね、理由は簡単なんです、2 つありまして、1 つはやっぱりそこが一番大変だから
ということなんですが、それだけじゃないですね。ちょっとした開発技術者のスケベ心がありまして、
ここで、もしうまくいったら他の恵まれた州はノーとは言えないだろうと。ここからガーナの全国に
色々な展開ができるんじゃないかと夢があって、アッパーウエストから始めて。おかげさまで 40 年近
くかかりましたけども、今もうガーナのその政策レベルとがっぷり四つでガーナの全国の人たちに協力
できるようになったということですね。JICA の関係者中心にやっている協力の原点、やっぱり PHC（プ
ライマリーヘルスケア）なんですよね。地味ではあるけれど、現場の実態に根差す協力をやってきたと
いう自負はあります。例えば、ある外交の要人がガーナの大統領と仲良くなって、
「ああ、じゃあ 2 万
人のヘルスワーカーやりましょう」と、上で盛り上がって、いきなりもう訳も分からない大学生を全国
にバーっとばら撒いたりするんですね。私たちはずーっとガーナの政府の仕組みの中で地元の人たちと
ともにやってきたから、そのような中央から突然派遣されたヘルスワーカーがどういうヒッチを起こす
か、ということはわかっていました。昔から現場で無給でやってきた地元のおじちゃんおばちゃんたち
と、いきなりなんか落下傘みたいに豊かな州からきた大学生上がりの若い人と軋轢が起こったりしまし
た。そういうところで、常にやっぱり PHC って、さっき中村先生が力説された、やっぱり人々中心だ
よね、あるいはその国中心だよねと、その中でそういう落下傘的なやり方ってないんじゃない、ってい
うさりげない抵抗勢力になってきたということをちょっと非公式に報告しておきますね。
協力隊の OB・OG の方もいらっしゃるし、ここは言わずもがなですが、私が 5 年近くバングラにいた
とき、協力隊の情報、経験値っていうのはものすごく貴重でした。ただ、正直申し上げてそれがバラバ
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ラだったんですね。ほんと乾いた砂みたいにバラバラだったんですが、それが今多少湿ってきて、粘っ
てきて、ある程度の塊となってきました。任国が違っても、多少職種が違っても、隊員同士、それから
隊員と他の専門家がセクターや国境を越えて結びついて色々なことを企みだしているということもこ
れも非公式にご報告しておきます。
あと、これはもうみなさん ODA に詳しい方は説明必要じゃないかもしれませんが、ただこの六角形
というのは世界に誇る六角形だっていうのを言っておきます。要するに、協力隊から技術協力からしか
も資金協力の色々な形態から、こういうのをまとめて総合的にやれるかどうかは分からないけどやろう
としている枠組みをもっている国は日本しかないと。あとはそこはそれでいろんな機関が分かれていた
りして、バラバラとやっている。そういう意味じゃ日本が本気になったときに、ダイナミックな貢献が
できるし、そういう芽ができているということをご報告しておきます。
ベトナムのバックマイ病院は最初に日本に支援で作ったんですけれども、新しい病院はベトナムが自
分で作るよと。でもその日本が協力してくれたときのスピリッツ、これは活かすからね、なんて涙がで
るような嬉しいことをこの間も言われたんですけれども、そういった状況が今あちこちで起こっており
ます。
ケニアには初めて UHC に借款を実施して、出産の無料化とか、あと最貧層へのクーポンとかそうい
うものの支援の一助にしてもらっています。いろんなパートナーが増えている中で、最近一番注目して
いるのは NGO に加えて民間との連携ですね。例えば大塚製薬さんとインドネシアで結核対策やってい
るんですけど、ちょっと変わった結核対策で、
「お薬飲みなさい作戦」っていうのを携帯のアプリを使
ってですね、結核の薬ってご存知の通り途中で止めちゃったらとんでもないことになりますので、そこ
をうまくモニターして、かつ患者の行動変容をもたらす。どういうふうに言えば人々が行動を変えてく
れるか守ってくれるかというのを、リサーチしながら一緒にやってみたりとか、あと、同じ結核では、
例えばアフガニスタンなんかではランプ法っていう簡易検査から細かな多態性の検査、それからデラマ
イドっていう治療薬まで、セットにして、うまくあの貧しい困難な国でどこまでこれがうまくいくのか
というのをやっています。一昨日もグローバルファンドと話したんですが、日本が途上国とモデルのよ
うなものを作って、こういうやり方をうまくいったら皆さんのお金で展開してください、っていう議論
をしたりしていますね。
実は私も含めて JICA 関係者、国際協力関係者っていうのは、佐久、特にこの地に足を向けて眠れな
いんです。途上国の方々に日本の PHC の真髄を学んでいただくっていうとなると、やっぱりここに連
れてくる。それだけじゃなくて、我々実務の関係者も、私もそうでしたけど、やっぱり国際保健やりま
すっていったら、まず佐久に行きなさいと。佐久に行って日本の現場見なさいと。それから世界を考え
なさいと。日本のことも知らずに日本人ですと言って偉そうな国際協力するな、と、私も先輩から言わ
れましたが、そういうスピリッツは今でも生きているということをご報告申し上げたい。
高齢化について先ほど武見先生から非常に力強いメッセージがありましたけれど、例えばケアマネっ
ていうのは 10 年前のタイには全く存在しなかった。言葉さえなかった。今、タイにはケアマネってい
う制度ができているんですね。私も昨年、一昨年と父親母親亡くして、やっぱりケアマネさんにお世話
になっていると。これは素晴らしい制度だと思いました。たまたま当たったケアマネが良かったのかも
しれないですが。要するにその人のところに行けば、人間としての父親、母親を総合的にみてアドバイ
スしてくれる、まさに人間の安全保障ですね。これは素晴らしいねって思ったら、実はこれ、ようやく
タイで根付きまして。タイで根付くということは、他の国でもできるんじゃないかって、ちょっと私た
ち欲張りになって、その包括的ケアっていう中で広めようとしていることもご報告しておきます。
近年国境という敷居が低くなってきて、人材とか制度が国境を越えるようになりました。例えば高齢
化対策。途上国の人材が日本の需要が多いときに日本にやって来る、日本の高齢化の波が去ったらそう
いった人達がまたアジアなりアフリカに帰っていく。そういった人材の還流構想なども視野に入れてい
ます。
UHC について、国際社会では大きな誤解がいくつかあります。その誤解の最たるものは、UHC って
いうのは貧しい人のためのチャリティーであります、と。これは全くもって間違っています。UHC とい
うのは未来への投資であり、国造りの前提です。投資の中でも最も有益な投資です。また、成長の結果
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ではなくて、成長の前提であります。貧しい人のことだけ見ていたら、その国の中での持続可能な制度
はできない。先日、ヨハネスに行って、アフリカの大金持ち達と会って話をしてきました。あなた方が
アフリカの制度に入らないと、アフリカの保健制度に入らないと、自立発展的な制度はできませんねと、
そういう話をしてきました。JICA の人間とか、あるいは国際協力や PHC に関わる人達は、貧しい人目
線で貧しい人のこと、貧しい人のためって思っちゃうんですけど、それはそれでいいんですけど、国全
体の制度の持続可能性のことを考えたら、金持ちのことを、大きな会社のことも考えて、そういった人
達のことをしっかり取りこんで、持続可能な制度を作っていく。実はさっきの質疑でもありましたけど、
やっぱり日本はそういう意味では 1961 年から 74 年くらいまではよかった。日本は、経済成長が始まっ
て、社会分化が始まる前に、国民皆保険制度を確立した。電電公社の 30 万の社員から国鉄まで大企業、
組織を全部含めて、保健システムに取り込んで、所得の再分配の大きな部分を保健医療システムの中で
達成し、ジニ係数 0.4 台（注：所得の再分配後）っていうのをずっと 30 年間維持し続けたっていう、こ
れは世界に稀有たる経験であって、ここは私は声を大にしてこれからも世界で語っていこうと思います。
駆け足でいきましたが、もしどなたか質問をしていただけると非常に嬉しいです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
質問者 1：今日は貴重なお話ありがとうございました。ちょっと的外れな質問になってしまったら申し
訳ないのですけれども、JOCV で以前、先輩方からお話伺っていると、医師の募集もかなりあって、現
場でかなりやってらっしゃった方が多いと思うのですけれども、今そのあたりがなくなってきていると
いう背景にちょっとご質問したいことがあって、現場のニーズとか、その必要とされるものというのが
変わってきているのか、地元の医師が育ってきていて、その方々の特殊性というか、地域に特徴的に関
わっていくところの方が強くなってきているのか、そのあたりのところを JICA の立場から教えていた
だけたらと思います。よろしくお願いします。
戸 田 ：はい、明日あるいは、明後日かな、その件で政府関係者と話し合いをするのですが、まずで
すね、その噂（国際協力で医療行為をやってはいけないようになったという噂）が必ずしも正しくない
のですよ。それは JICA の説明が不十分なせいですが…。2015 年、私が人間開発部長のときに、医療行
為に関する原則を定めました。ちゃんとした条件を満たしたらやれるということにしたんですね。ただ、
内部に非常に保守的な考え方があって、すべての JICA 事業ではなく、草の根技術協力は例外として、
まだ医療行為はやめてもらおうということになりました。しかし、これは変わります。近い将来、一定
の条件を満たせば草の根の技術協力を含めて、原則としてすべての JICA 事業で、医療行為はできるよ
うになります。もちろんその条件は非常に厳しいんですけれどね。多分今月か来月くらいに変わります。
ただし、そもそも医療行為をどれだけ優先的にやるべきかいいかっていうのはまた別の議論です。国
際緊急援助なら待ったなしです。やります。それが求められて要請されて行くわけですからやれます。
ただ、そうでない開発援助の文脈において、役務提供のように日本のお医者さんがきて「おお、どうだ、
どうだ、凄いだろう」っていうのはちょっと私はどうかと思うんですね。もちろんやってみて、やらせ
てみせて花が咲くということで、そういう技術移転はあるわけですが、開発援助では常に自立発展性を
考える必要があります。わたしたちの北極星、究極に目指すべきところはやっぱり途上国の人たち、社
会がお医者さん育成提供を含めて自立的な発展を遂げるっていうこと、すなわち援助が必要でなくなる
っていうことです。めったやたらにメスを振るえばいいもんじゃないと、とは思っています。そこは持
続的な発展を目指しながら、その枠組みをしっかり持ってやっていただくっていうことですね。
質問者 2：戸田先生、有難うございました。情報共有とコメントでもよろしいでしょうか。先生のスラ
イドの中で 18 番ですが、スライドの 18 番に今 JICA が関わっている高齢者政策に関する協力がありま
す。その上から 2 つ目、
「タイ、チョンブリ県における町ぐるみ高齢者ケア・包括プロジェクト‐サン
スク町をパイロット地域として」
、正にこれは佐久市全体、オール佐久チームで取り組んでおります。
これが地域包括ケア、地域活性化特別枠でして、こちらから技術協力をするばかりでなく、私どももタ
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イのチョンブリ県に行って、学ぶことができるという素晴らしい事業をいただいておりまして、約 3 年
経とうとしておりますが、これは何が佐久市から提供できるのか、今一番求められているのは地域包括
ケア、佐久総合病院の地域ケア科で大変お世話になっておりまして、誠に有難うございます。次は医師
の派遣も何卒宜しくお願い致します。そこで私達が取り組みましたのは、佐久総合病院、浅間総合病院、
関係機関から訪問看護師さんを派遣していただきまして、現地の要請に沿って、地域医療、訪問診療、
訪問介護、訪問リハビリ、訪問ケアが最も期待され、望まれております。これはまさに佐久総合病院、
浅間総合病院も本当に昔からやってきたことであり、大変役立っています。アジアは仏教国ですから、
お寺の境内などを利用して健康体操、それから佐久市で大変取り組まれておりますスクエアステップ、
認知予防事業などをやっております。次はやはりアジアでは非常にヒエラルキーが高くて、医師がなか
なか地域へ出てくださらないものですから、そこのところを佐久総合病院の地域診療に見習っていただ
きたいなと思いまして、アドバイスを期待しているところでございます。ということで、すでに地域医
療の先進地域としてオール佐久が取り組んでいる、そして受け入れもどんどんやっておりまして、今度
エジプトの方の円借款で、日本とのパートナーシップを結びましたけれど、それを佐久市が受けますの
で、深いつながりがそのままつながっているということを共有させていただきました。
戸 田 ：有難うございます。本音トークでいいですか。実はこの案件の立ち上げ前に、私は採択に慎
重でした。なぜか。これは女性に限ってですけど、タイの女性の高齢者は、ものすごい元気ですよ。彼
らの活力、免疫力、社交性、幸せ度、おそらく、ですが、日本のおばあちゃんの比じゃないですよ。も
ちろんおじいちゃんたちがすごく引き籠っていて、気になったんですけど。
ただ私は 2 つのことがあってね、1 つは、そうは言いつつも日本はさっき言ったような成功体験だけ
じゃなく、いろんな教訓もある。例えば、病院と地域医療の間にある縦割りとか。うちの親父なんかも
そうですけど、寝たきりになったときに本当はもっとリハビリやれれば良かったんだけど、一旦病院に
入っちゃうともう病院の中の囚人みたいで、リハビリは週に何回ですとか言われて、そういうそのジレ
ンマとか、失敗とか教訓とか忸怩たる思いも含めて日本を見てもらって、その中でお互いに進歩してい
くっていうのが私はいいと思ったんです。それからもう 1 つは、男ですね。日本のおじいちゃんも元気
がないけれども、やっぱりタイのおじいちゃんも元気がなかった。これをなんとかしたかったというこ
とで最終的に採択を支持しました。でもこのプロジェクトはきっと、さっきお話もあったようにエジプ
トを含めて、世界にいろんな知見を与えてくれると思います。佐久からの素晴らしい人財、医師の派遣
も含めてよろしくお願いします。
司会者：有難うございます。JICA の皆さん方と佐久病院も色々とお付き合いさせていただいていまして、
実はこのタイにも佐久病院の病院祭が輸出されて、向こうで開催されていますし、実はミャンマーの方
でも佐久病院の病院祭を輸出して、ミャンマーの方で病院祭が行われるようになっているという、そん
な経過もありました。
質問者 3：非常におもしろいお話を有難うございました。武見先生の方にもこのような話題ございまし
たけれども、日本の成功体験、それから失敗体験、いろんなシステムの紹介をするっていうようなこと
で今後、地域貢献できればというお話がございましたけれども、実際その貢献する現場に送りこむ人材
といいますか、それをどうやって養成していけばいいのかと、それと実際何かお願いしようと思っても
行っていただけるだけの人材がいないんじゃないか、例えば佐久病院にお願いしますと言ってもですね、
お願いしちゃったら、例えば診療が 3 週間ぐらい停滞しちゃうとかですね、そうこうことがあるとちょ
っとなかなか大変でしょうし、表現がよくないですが、いろいろ政治レベルでお金つけますとか、いろ
いろ協定やりますっていうのはいいんですけど、実際その現場に行っていただけるようなご専門家の
方々をどうやってリクルートしたりとか、どうやって養成したらいいのかとか、その辺を私も大学の教
員をやった時代にいろんな方から相談を受けて「わからないねぇ」という話をしたんですが、その辺何
かコメントがございましたらよろしくお願いします。
戸

田 ：はい、いくつかステージがあるんですが、手短に申し上げます。ひとつは、やはり素晴らし
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い人材は日本でも引っ張りだこなんですね。だからそこに常にジレンマがある。だからさっき 3 週間は
難しいとおっしゃったけど、我々のネゴシエーションの最初は長期か短期か、1 日でも 2 日でも行って
くれませんかっていう話があります。それから、技術移転なり、知識共創の場っていうのは必ずしも途
上国でなくてもいいので、本当にすごいことをやっている場合、その現場をそのまま見ていただく、要
するに日本に呼んだり第三国でやったりっていう場があります。それからあと空白の 5 年 10 年を埋め
る、要するに大学を出て協力隊の経験をされてから、やはりその本当に専門家としてのクオリティ経験
を得るまでの間、この間にジュニア専門医の制度だとか、あるいはその嘱託の制度だとかっていうこと
で、まあ、8～9 割国際協力の方がいいなっていう若手、中堅の方にはそういう場も提供しております。
ただ、これから私、本気で思うんですけれども、シニアの方々、自分自身も含めてですけれども、や
っぱり日本の社会を活性化させるためにも日本のことだけ見ていては駄目だし、ぜひ、日本のためにも
途上国に出て行っていただきたい。私は、日本が忙しいからって日本を出ようとしないのは言い訳だと
思っているんですね。世界から学べることがいっぱいあるので、ぜひそういう方々にどんどん国際協力
に入っていただきたいと思っております。
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ＰＨＣ40周年、
その間、日本/ＪＩＣＡの保健協力は？

アルマ・アタ宣言40周年記念
イベント in SAKU

１．コミュニティの強化と政策への反映

～国際保健協力の現場から～
２．協力手法の拡大と、それらの組合せの拡大
2018年11月3日
国際協力機構

３．新たなパートナーと共に、新たな保健課題への
挑戦

西アフリカ ガーナ

１．コミュニティの強化と政策への反映
• コミュニティレベルでの健康への取組み強化
（アルマアタ宣言以来の継続した取組み）
– 住民参加の促進（保健ボランティアの育成等）
– サービスの質の向上（人材育成、施設・機材の整備）
– コミュニティでの活動を支える保健システム強化

首都アクラの
野口英世記念碑

• コミュニティでのグッドプラクティスを全国へ
– 政策・ガイドラインへの成功事例の反映
– ガイドラインに沿った実施支援

• ファイナンシャルプロテクションの拡充
– 近年の取り組みとしては、医療サービスの経済的負
担の軽減についても取り組みを開始。
3

アッパーウエスト州の保健施設

ガーナへの保健協力の全体像
技術協力

ガーナでの事例

無償資金協力

その他 他のパートナー

ライフコース・アプローチによるコミュニティーベースの
保健サービス強化を通じた持続可能で強靭な保健システムの構築

• 最貧困地域であるアッパーウェスト州において、
母子保健を中心としたコミュニティヘルス強化の
ためのプロジェクトを2006年から開始。現在ライ
フコースアプローチに拡大し北部三州に展開。
• 無償資金協力による病院・ヘルスセンターの資
器材の拡充。
• 政策アドバイザーによるグッドプラクティスのガイ
ドラインへの取り込み、その普及。
• 他にも、財政支援、青年海外協力隊（JOCV）、感
染症対策等包括的なUHCプログラムを展開中。

Services
母子保健に重点をおいたサービス提供強
化

・北部3州におけるライフコースアプローチに基
づく地域保健医療サービス強化
・母子手帳を通じた母子継続ケア改善

Financing
PHC保健財政計画策定
・CHPSビジネスプラン
（調査）
・セクター財政支援
（貧困削減無償）

・UHCアドバイザー（個別専門家）
他ドナー連携：ヘルスサミット（毎年4月）、開発パートナー会議（毎月）、
セクターワーキンググループ会合（毎月）
USAID、DFID、KOICA、UNICEF、GFなど

社会の変革期

人口的
多くの若者と高齢化

人口↑ 2700万 年2%増 ＊
合計特殊出生率↓3.9 **
平均余命↑女 63 男 60 **
60歳以上↑ 7% , 164万人
0-24歳 多い 58 % **
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社会経済的
財政・行政課題
2010年低中所得国入り
援助資金↓
医療費 ↑
地方分権化

Preparedness
アフリカ域内ネットワーク強
化
・野口記念医学研究所先端感染症研
究センター建設計画
・野口記念医学研究所 安全・質管
理向上プロジェクト
・感染症サーベイランス体制強化と
コレラ菌・HIV等の腸管粘膜感染防
御に関する研究
第三国研修「西アフリカ地域における
感染症対策のための実験室技術強化」

疫学的
疾病の二重負担
母子保健↓
感染症↓但しマラリアと
季節流行（コレラ等）は問題
非感染症↑
6
* Ghana Statistical Service 2010 ** GDHS 2014.

青年海外協力隊（ＪＯＣＶ）
・シニアボランティア等

変わらないPHCの重要性
•

• コミュニティレベルで住民の健康を守るための活動の
重要性は不変。当該地域にあったサービスの模索。
• コミュニティでの活動を支えるための保健システムの
強化に同時並行的に取り組むことが不可欠。さらに
UHC達成のためには財政面での強化も必須。

（ＰＨＣ関連職種）
• 母子保健（母子手帳含む）
• エイズ対策
• シャーガス病、フィラリア対策
• マラリア対策
• 栄養改善
• 衛生改善
• 学校保健
• 予防接種
• 天然痘撲滅/ポリオ撲滅
• 村落開発・予防教育

• JICAは人々を中心に据えた協力を継続をしつつ、保健
システム強化を通じたUHC達成の支援を各国で展開
中。
• コミュニティでの成果を国レベルで展開するため、中
央保健省への政策アドバイザーを複数国に派遣。

２．協力手法の拡大と、それらの組合せの拡大

無償資金
協力

ボランティア
事業

1950年代～

1980年代～

円借款

2000年代～

国際
緊急援助

ホンジュラスで
シャーガス病（サシガメ
による寄生虫病）対策
の劇を現地関係者
と行う協力隊員

協力手法の拡大と、それらの組合せの拡大

現在のJICAの様々な協力手法
技術協力

ラオスを最初の派遣国として65年に発足した青年海外協力隊は、１９７０
年代にはアフリカの天然痘撲滅に取り組むなどの事例があり、１９８０年代
以降、感染症対策や母子保健などの分野で、看護師、助産師、栄養士、
医療機材など、多くの職種の青年海外協力隊員が活動してきた。

NGO等
との連携
企業との
連携事業

2000年代～

• 技術協力（研修、ボランティア派遣、専門家
派遣、機材供与等、また、それらを組み合
わせた技術協力プロジェクト）

• 技術協力と、無償資金協力（保健医療施
設・機材）の組合せ
• 技術協力、無償資金協力、さらに円借款
（保健財政支援等）の組合せ
• 民間連携事業、科学技術協力等の発足
（⇒３．で説明）
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技術協力+無償資金協力+円借款

無償資金協力＋技術協力

ケニアへのUHC達成支援協力

ベトナム北部のトップリファラル病院：
バックマイ病院への協力と自立発展

•

UHCの達成に向けて、日本はケニアを（１） 「保健財政」 と、（２）「保健医療サービスの質」の、両
面で支援。
（１）「保健財政」への支援では、円借款「UHC支援保健セクター政策借款」、技術協力（保健政策
アドバイザーの活動、本邦研修）を、
• （２）「保健医療サービスの質」改善のため、技術協力（保健政策アドバイザーの活動、地方保健
行政運営改善・相互学習）、無償資金協力による地方病院整備等に取組む。
これら（１）、（２）により、ケニア政府を総合的に支援。
•

日本の政府開発援助
による協力を元に、ベトナム
政府はその経済成長とともに
持続的にバックマイ病院を
発展・成長させている。

～これまでの取組成果の例ーケニア西部への協力から～

無償資金協力

技術協力
①妊産婦ケアの専門家等，

ベトナム政府が政府予算により
バックマイ病院の新ビルディング
を建設、2016年にオープン。

17名を派遣 研修を行い、
産科病棟の機材等を整備。
西部地域保健医療サービス向上プロジェクト
2005年～2008年

ケニアの平均（※注1）を大きく
下回る乳児死亡率を達成
対象県（2004年）

2001年に無償資金協力による中央ビル
ディングが完成し、技術協力プロジェクト
による協力が実施された。

②医療データ管理，啓発等
の専門家6名を派遣。保健
プロモーション実施を促進。

はしかの予防接種率の向上

62.1人<54.4>

シアヤ県

キスム県

（※2：参考値）
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対象県（2009年）

27人<43.6人>

2008/
2009年

61％

75％

対象県（2011年）

23人<41.3人>

2011/
2012年

94％

82％

※1：< >内は該当年のケニアの乳児死亡率平均値，出生千対
※2：2004年（協力前）の値は09年，11年とは調査方法が異なるため参考値
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③外来病棟及び救急病棟を改修し，116種
類の手術器具等の関連医療機材を整備
(西部地域県病院整備計画，2010年,13.9億円)

ニャンザ州保健マネジメント強化プロジェクト
2009年～2013年

ケリチョー県病院（対象病院の一
つ）では、医療機材の整備によっ
て，患者の満足度が47％から88％
に改善，医療従事者は医療の質
について100点満点中92点の満足
度と回答。
Sep. 2018
JICA Human Development Department 12

自治体：長野県佐久市及び周辺市町村、
関係医療機関・地域社会等での研修

３．新たなパートナーと共に、新たな保健課題
への挑戦
国際協力のパートナーの拡大
1990年代～

2000年代～

• ２０１７－２０１８年の間だけとっても、ボリビア、バ
ングラデシュ、ベトナム、ガーナ、スーダン、グアテ
マラ、アンゴラ、コンゴ民主共和国、ミャンマー等
からの研修員を受け入れていただいています。

• 国民参加型事業（ＮＧＯ、地方自治体等
との連携による技術協力等）
• 民間連携事業、科学技術協力等の発足

例：ミャンマーから
の研修員受入れ

新たな保健課題への挑戦（古くて新しいものを含む）

•
•
•
•

草の根
技術協力

イノベーション（民間技術、科学技術）
感染症・公衆衛生危機対応
生活習慣病（非感染性疾患）対策
高齢化対策、健康増進

タイ国妊産婦・新生児死亡の予防を目的とした救急時の移動式
胎児心拍計導入と産科一次スクリーニング診断導入と一次医療
人材育成による周産期死亡改善事業

感染症・公衆衛生危機対応
ベトナムでの取組み例

提案：香川県、実施機関：遠隔医療支援プロジェクト実行委員会
対象地域の状況

診断能力とサーベイランス強化

香川県の遠隔医療の取組
•

「かがわ遠隔医療ネットワーク（K-MIX）」として、
産官学によるICTを活用した遠隔診断や医療情
報の共有を通じた離島やへき地医療に取り組
んでいる。

タイ北部のチェンマイ県では、農村地域に
産科医は不在で、妊婦は適切な診断が受
けられないため、妊産婦及び周産期死亡
率が高い。

ベトナム国立衛生疫学研究所（NIHE）へのBSL-3ラ
ボラトリ(無償資金協力）の建設と、技術協力による、
高危険度病原体を扱うバイオセーフティの技術向上
と、地方も含めた診断技術向上に協力。

アフリカ（ガーナ、ザンビア等）
での取組み例
ガーナ野口記念医学研究所
無償資金協力（2016年度E/N）

（完成予想図） 先端感染症研究センター新
築（BSL-3実験室、分子生物
学共同実験室等を設置）
リアルタイムPCR、フロー
サイトメトリー、エリスポット
リーダー等の高度研究機材
を整備

ﾌｪｰｽﾞ1：2014年～（3ヵ年）
チェンマイ大学と郊外のコミュニティ病院を結ぶ移動式
胎児心拍計を活用した遠隔医療モデルの実証

ザンビア大学 獣医学部・付属教育病院
科学技術協力/SATREPS（2013－2018年）

ﾌｪｰｽﾞ2：2018年～（予定）

予防接種・ワクチン
製造技術

チェンマイ県保健局とも連携し、チェンマイ県全域での
妊産婦の遠隔診断を行う体制の構築

・約15年間の施設整備と
技術協力の結果、質の高
い麻疹・風疹ワクチンの自
国製造が可能になった。

期待される効果

・出産リスクの軽減による妊産婦及び周産期死亡率の低下、母子の健康改善
・UHC達成に向けた遠隔医療活用の展開（対象国での産官学連携が重要）

母子保健と栄養改善
母子保健（母子手帳を含む）
•

•

病院と保健センターの保健医療人材へ
の研修や施設・機材の整備の組み合わ
せ、母子継続ケアを向上させる協力を
行う。

•

母子継続ケアを支える日本発の母子手
帳の開発、普及、制度化の協力。
•

•

母子を尊重した助産ケア（「人間的なお
産」）の普及や、民間技術の活用など。
途上国向けに開発された
レキオ・パワー・テクノロジーズ
株式会社の超音波画像診断装置
（スーダン等）

•

高齢者のための地域包括ケアサービス
開発プロジェクト(2017-2020)
地域での高齢者への切れ目のない医療・リハビリ・
社会的及び生活支援サービス提供のパイロットプロ
ジェクトを実施し、それをふまえ提言を行う。

「食と栄養のアフリカ・イ
ニシアティブ(IFNA)」を始
めることも申し上げます。
栄養こそは保健の基礎です
から、そこをNEPADと一緒
に進める施策です。

（先行プロジェクトでの実績例）

•

民間連携事業の例

要援護高齢者等のための介護サービス
開発プロジェクト（2012-2017）
・2015年から2017年9月までに、約7,700名のケア
マネジャー、約49,900名のケアギバーを養成。
・2016年度からタイ政府は介護施策への予算を確保
（2016年度6億バーツ→2017年度9億バーツ）。

味の素株式会社 ガーナ
離乳食栄養強化食品
事業準備調査

•

日本企業の途上国の栄養改善に役立つ取組を
支援する「栄養改善事業推進プラットフォーム」
（NJPPP)。

民間連携での取組み例 （実施中案件の例）
（草の根技術協力、中小企業海外展開支援事業等）
国名

バンコク都における介護予防推進プロジェクト

タイ

タイ、チョンブリ県における町ぐるみ高齢者ケア・包括プロジェクト
-サンスク町をパイロット地域として

モンゴル

モンゴル介護人材育成プロジェクト

ベトナム

ホーチミン市における介護技術普及事業

ベトナム

高齢化対策としての介護予防事業の支援

ベトナム

ダナン市・グハンソン地区の地区病院を中心とする老年ケア・プ
ログラム定着と人材育成事業

タイ

タイ王国における介護施設運営・福祉用具事業・人材育成事業
に関する有効性、採算性の調査

タイ
タイ
タイ
ブラジル
フィリピン

Sep. 2018
JICA Human Development Department

17

32

案件名

タイ

飲み込み機能と運動機能の回復に向けたリハビリテーション事
業に関する基礎調査
日本の介護予防システムを活用した高齢者の健康増進に係る普
及・実証事業
日本の介護予防システム適用による高齢者の健康寿命延伸に
関する案件化調査
医療・介護用の高機能マットレスを活用した褥瘡（床ずれ）予防
にかかる案件化調査
日本式介護システム導入事業基礎調査

ベトナム

介護福祉機器製造販売の基礎調査

タイ

足こぎ車いすを導入したリハビリプログラム導入案件化調査

タイ

Sep. 2018
JICA Human Development Department

エボラウイルス病診断体
制の確立およびエボラ
ウィルス研究のための
DNAシーケンサーを整備
エボラウイルス病迅速診
断キットの開発

Sep. 2018
JICA Human Development Department 16

タイへの技術協力の例

栄養改善の取組は、保健、農業、教育、衛生、
民間セクター他、マルチセクターの取組を重視。
IFNA－「食と栄養のアフリカ・イニシアチブ」
Initiative for Food and Nutrition Security in
Africaの推進。

（写真 内閣広報室）



高齢化対策に関する協力

栄養改善
•

BSL-3適合コンテナ型実
験・診断室の整備。結核
検査能力の向上



（2018年度保健文化賞を北里第一
三共ワクチン株式会社が受賞）
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タイ

介護支援ロボット「みまもりシステム」活用による地域福祉・保健
医療の向上に向けた普及・実証事業
福祉・保健医療向上に向けたICT技術を活用した「みまもりシステ
ム」にかかる案件化調査
18

むすび
JICAのUHC支援方針と

基礎的生活の充実
があって

人間の安全保障

People centered
人間の安全保障

• 各国への支援では、これまでの保健システム強
化に関する開発協力の経験と、日本の歴史的
経験を活かす。

（保健・栄養）

×

安心なくらし
（水・衛生、社会保障）
×

• ＵＨＣが目指す「だれ一人取り残さない」という視
点は、日本の国際協力が重視してきた「人間の
安全保障（Ｈｕｍａｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ）」と共通。
19

Life-course
生涯を通じて

能力発揮
（教育・障害）

Early Investment
効果ある投資
20

（参考）国際保健協力をめぐる世界と日本

誰でも いつでも どこでも

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ実現

世界

People centered
人間の安全保障
（例.感染症の恐怖、栄養の欠乏、生死）

Early Investment
効果ある初期投資
（学校へ・長寿）
老年期
成人期/壮
年期
青年期

Life-course
生涯を通じて
（長生きする（高齢化）の時代に）
21
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日本

1940年代
～1960年
代

・ＷＨＯ憲章、ＵＮＩＣＥＦ設置(1946年）
・コロンボプラン発足（1950年）
・ＯＥＣＤ/ＤＡＣ発足（1961年）
・ＵＮＤＰ設立（1966年）
・ＵＮＦＰＡ設立（1967年）

・日本のコロンボプラン加盟（1954年）
・日本のＯＥＣＤ/ＤＡＣ加盟（1961年）
・日本の国民皆保険制度（1961年）
・海外技術協力事業団設立（1962年）
・母子保健法（1965年）
・青年海外協力隊事業開始（1965年）

1970年代

・ＷＨＯ予防接種拡大計画公表（1974年）
・ＷＨＯ必須医薬品政策推奨（1975年）
・アルマ・アタ宣言（1978年）
・ＷＨＯ天然痘撲滅宣言（1979年）

・海外技術協力事業団と海外移住事業団を統
一して国際協力事業団（ＪＩＣＡ）設立（1974年）
・戦後賠償完了（1977年）
・平均寿命が世界トップレベルに（1978年）
・インドシナ難民問題への関心高まり

1980年代

・ＷＨＯ世界エイズプログラム公表（1987年）
・アフリカでの飢餓への関心高まり
・ＷＨＯ2000年までにポリオ撲滅宣言（1988年） ・国際緊急援助隊派遣業務開始（1987年）
・ＯＤＡ批判（箱もの、相手国の主体性など）

1990年代

・子供ワクチン構想（ＵＮＩＣＥＦ，ＵＮＤＰ，世銀、
ロックフェラー財団）（1993年）

・日本のＯＤＡ実績世界一になる（1991年）
・政府開発援助大綱（1992年）
・独立行政法人国際協力機構発足（2003年）

2000年代
～今日

・ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）(2001年）
・グローバルファンド設立（2002年）
・持続的開発目標（ＳＤＧｓ）(2005年）
・ＵＨＣフォーラム２０１７（2017年）

・2000年九州・沖縄サミット、2008年北海道・洞
爺湖サミット、2016年伊勢志摩サミット等でのグ
ローバルヘルスの国際潮流への先導
・海外経済協力基金と統合し新ＪＩＣＡ発足
（2008年）

学齢期
乳幼児期

健康長寿
雇用・格差是正
イノベーション

健康

• 協力相手国、国際機関、各種ステークホルダー
とともにUHCの国際的な潮流作りに貢献。

健康
（保健・
栄養）

質の高い成長・一人一
人のWell-beingを実現

≪講演４≫
アルマ・アタ宣言後の 40 年 いま何が問われているか？
～NGO の立場から～
本田
徹
（NPO 法人シェア=国際保健協力市民の会代表理事・浅草病院）

今日は、このような意義のある集いにお招きを頂きまして本当に有難うございます。個人的にも若月
先生には色々な恩義を感じている者として、少しお話をさせていただきます。お配りした資料集の中の
私の部分にレジュメがありますので、それに沿っての話になります。時間がないので、どんどん進んで
いこうと思います。
アルマ・アタ宣言を考えるときに、色んな切り口があると思うのですけど、私はアルマ・アタ宣言あ
るいはプライマリ・ヘルス・ケアというのは一つの系譜として位置づけられるところもあるかなと思っ
ています。出発点は戦争が終わった後すぐの世界人権宣言なんですけれども、日本の憲法の 25 条とい
うのは健康権・生活権を重要な文言としていますが、面白いことに世界人権宣言の 25 条というのも、
こういうことが書いてあって、今私達の社会が問われていることを、まさに課題として、ちゃんと 1948
年の時点で述べているということがすごいなと思います。時代がずっと下がって 2003 年と言うと 9.11
（アメリカ同時多発テロ事件）が起き、アメリカがアフガニスタンに侵攻し、イラクでも戦争が始まる
という非常に大変な時代、今も大変ですけど、そういう中で、国家の安全というものが優先されてしま
って、人間の安全、人々の安全が犠牲になってもいいのか問われる事態があって、この時に今年亡くな
られたアナン事務総長だったと思いますけれども、ノーベル経済学賞をとられたアマルティア・センさ
んと、JICA（国際協力機構）の元理事長であられる緒方貞子さんに委嘱して、ヒューマン・セキュリテ
ィ（人間の安全保障委）という報告書を作られたんですが、ここに書かれていることも今の私達の時代、
あるいは SDGs（持続可能な開発目標）とか UHC にも繋がるようなものとして、非常に重要なメッセー
ジであったと振り返っております。
このスライドは度々出していますけれども、1990 年から 2016 年までですかね、SDGs の指標の中でも
特に健康に関わる 37 項目位の指標を選び出して、それを当てはめて、この 1990 年から 2016 年くらい
の間にどれくらい達成できたかを調べていて、この SDGs というのは途上国だけの課題ではなくて、先
進国を含む世界の全ての国連加盟国にとって、達成すべき、あるいは取り組むべき課題として取り扱わ
れていますので、その中で一種のランク付けというようなものをしております。これは去年の Lancet
誌に出ているのですけれども、日本は必ずしも SDGs の参加国の中で、ランクが高いとは言えない、中
途からちょっと下くらいのところに位置しているという問題があります。そこで日本にとっての大きな
課題というのは、一つは災害に弱いというところ、特に福島以降の問題は非常に大きく点数を下げる一
つのファクターになっています。それから、特に若い人たちを中心にして、あるいは働く世代の自殺率
が未だに高いという問題がある。それから喫煙のパーセンテージが高いということとか、小児の性的虐
待、あるいはネグレクトというような問題も日本の SDGs 上のランクを下げる原因になっているという
ように Lancet 誌は評価しております。その一つとして、福島の問題は未だに深刻で、これは私がかねて
尊敬している、ある意味では福島の原発事故を予言していらした、楢葉町の僧侶の早川さんとその奥様
の書かれたものですけれども、
「宇宙よりも遠いところになってしまった」という言葉がありまして、
今はこのときよりは状況は大分改善していますけれども、本当に人々が大変な目に遭っているという現
実を未だに忘れることができません。
具体的に NGO として SDGs とか UHC というものに、どういうふうに取り組んできたかという事例と
して、今回は東ティモールのことを取り上げます。先ほど中村先生もお触れになりましたけれども、小
さな NGO が過去 20 年間取り組んできた活動を、緊急救援から復興、開発、自立という援助のひとつの
ライフヒストリーとして捉えることも出来るのではないか、これは私達がカンボジアで取り組んできた
活動でも言えることなんですけれども、やはり長くお付き合いすることの大切さというものを非常に感
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じております。1999 年にちょうどインドネシアからの自立というかインドネシアとの関係を問う住民投
票があって、80％近い住民の意思としてインドネシアの特別州に留まることを拒否するというか、それ
を辞退するという状況で住民投票がまとまったんですけれども、その後、非常に大きな騒乱が起きて、
インドネシア軍およびその民兵の人たちによる暴力的な活動があって、非常に多くの人々が殺されたり、
あるいは家を焼かれるという状況になりました。10 月になってオーストラリアを中心とする多国籍軍が
入って、診療所活動などがようやく少しできるようになったということがあります。2002 年からはヘル
ス・プロモーションの活動に重点が移されていって、私どもの場合には、学校保健の活動と、
「シスカ」
と呼ばれる地域でのアウトリーチ的な保健活動というものが行われ、それに伴って「ファミリーヘルス
プロモーター」という養成が行われていくようになります。それから 2013 年からは首都のあるディリ
県に移って、そこでの学校保健活動のモデルというものを作る、あるいは学校の先生達が子供達に保健
教育をしていくのに必要な教材の開発あるいは教示法というようなものを一緒になって作っていくと
いうような活動が今年まで行われていました。来年からはアタウロ島というような島嶼部での活動など
を目指していこうということになっております。
これは 1999 年 10 月に私自身が、助産師さんと一緒に入って、2～3 週間いた時ですけれども、大体の
家屋や診療所、病院などの 8 割くらいがこういう状況になっておりました。そこから立ち上がってきた
ということです。この初期から非常にお世話になって、友人にもなったアメリカ人医師のダニエル・マ
ーフィーさんという方がいらして、バイロピテ診療所というところの所長さんなんですけれども、彼は
筋金入りの反ベトナム運動家で牢屋に入ったりした人で、その後モザンビークに行かれたりして、そこ
でも内戦にあって家族を連れて逃げてくるというようなことをして、1998 年から東ティモールに入って、
それからずっと一貫して人々の健康のために戦ってこられた非常に優れた臨床医でいらっしゃいます。
彼から教えられたことも非常にたくさんあるということです。
これが「フリップチャート」という保健教育で使われる教材の最初のころのもので、これはデング熱
やマラリアを予防するために日々の生活の中で、どういうことを注意したらよいかを現地のテテン語で
書いてあるんですね。一種の紙芝居のようになっているので、絵がこう示してあって、それをデモンス
トレートする学校の先生だとか、ヘルスワーカーだとかヘルスボランティアの人達が後ろに書いてある
テテン語の文字を読んで、そこでわかりやすく子供達に説明してあげるという教材を頑張って色々作っ
てきました。もう一つ保健教育のやり方の中には色々なやり方があるんですけれども、その一つが、や
っぱり寸劇なんですね。これに関しては非常に佐久病院の歴史から教えてもらうことが多くて、私自身
が若月先生の「生け捕り」という、虫下しのサントニンという薬を擬人化してサントニンが回虫をやっ
つけるという、おもしろいドラマが若月先生の作であると思いますけれども、それを翻案して東ティモ
ールに持っていって、これは 2004 年保健教育が始まった初期の頃にテテン語でシナリオを作ってもら
って、それでやったらなかなかうけまして、現地のエルメラだとか、あるいは他の県でも、芝居が使わ
れるようになった。今の小学校の保健教育では、かなりポピュラーなものになっている。サントニンで
はなくて、今はメベンダゾールというものが、虫下しに使われているんですけれども、メベンダゾール
が女王様になって悪い回虫たちをやっつけるというような非常におもしろい芝居になっていて、言葉が
通じない、あるいは文化的な背景が違うところであってもこういうお話の面白さというものはすごく伝
わって、子供達は楽しんでくれて、その後で手を洗うことだとか、野菜などを食べるときには洗ってか
ら食べようとかってことが、一つのメッセージとしてきちっと伝わっていくというようなことが起きて
います。こういうこともある意味では佐久病院、若月先生から引き継がせて頂いて、途上国の保健教育
で役立っているという一つの事例であります。そういうお芝居を観た後で、手を洗うことの大切さを訴
えた歌をみんなで歌って、実際に手を洗うデモンストレーションをするということが行われております。
もう一つは栄養教育に関して、子供の栄養失調というのが東ティモールでは、未だ深刻な問題で、お
母さん達自身もお産をする時にすでに貧血があったりだとか、体が小さくてなかなか元気な赤ちゃんを
産めない場合があるというようなことがあって、そういうことをどうやって改善していくかという、要
するにこれから子供を作っていくような子供達、若い女性達がちゃんと栄養をとってもらえるように栄
養ゲームというものを学校の中で普及させる活動をしております。
それでですね、話がまた日本に戻るんですけども、シェアのやっている活動の中には、在日外国人保
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健支援というものが従来からありました。今まさに、今日の新聞でも、どの紙でも大きな紙面を割いて
今の臨時国会で出されている、外国労働者の受け入れに関する新しい法案が、その是非を巡って論議が
なされています。これに関しては、私自身は今回は保守系のメディア、産経新聞などの記事が特に光っ
ていると思いました。要するに外国人労働者の受け入れをするということは、今の日本の人口縮小化の
中では必要なのかもしれないけれども、日本にとって本当に持続可能な社会を作っていく上で、何が本
当に必要なのかということを、ここで立ち止まって冷静に考えておく必要がある。100 年の計を誤らな
いようにして欲しいというようなことを、この河合さんという記者は言っておられます。128 万人とい
う方々が外国人労働者として働いていらっしゃるんですけれども、その方々の国内での色々な働き方と
か、待遇、あるいは教育、あるいは医療に関する制度というものがまだまだ整っていないところもあっ
て、苦しんでいる人達がたくさんいる。その現実も見据えながらやっていかないと、今いる人たちの福
祉や医療もきちっと出来ていない中で、さらに何十万という人達が入ってくると、大きな問題を起こす
のではないかと心配しております。これはちょうど 20 年近く前に、私自身が横浜の港町診療所で働い
ていた、この頃は外国人労働者のいわゆるオーバーステイの人達、法務省的にはイリーガルな人達、不
法滞在と呼ばれる人たちが世界中から日本に来られていて、その人達が働いていたんですけども、その
人たちのための健康保険制度っていうものを作ってやっておりました。この頃の状況を、さらに大きな
スケールでやっていくこれからの日本の状況を考えると、やはり非常に重要な社会の転機を迎えている
ことを認めざるを得ません。そういう中で小さな NGO が何ができるかという中で、外国人の健康相談
は 2001 年くらいから始まっているんですけれども、それから健康相談会が神奈川県、千葉県、東京都
などで港町診療所との協力で行われ、そして 2013 年ぐらいからの統計がしっかり出来ているんですけ
れども、医療通訳の派遣事業というのを東京都の助成を頂き、結核予防会とも協力しながら、今や 16
言語くらいで行われるようになっています。この資料に関してはお配りした資料から差し替えられてい
て、一番新しい資料になっております。
時間がないので飛ばしますけれども、山谷地域で私たちは、別の団体に協力するという形で、いわゆ
る生活困窮者の医療というものに取り組んでおりますけれども、ここでもやはり SDGs 的な誰一人取り
残されない社会というものをどうやって作っていくかということが大きな課題になっております。高齢
化の問題、そういう人達に対して、どういう支援が必要なのかっていうのを、一つ一つの事例に沿って
やっていくということを続けております。地域の中に住んでいる人達の、困難な状況の人々に対しての
医療の提供と連携を NPO 中心にやっていこうということで集まって、ささやかに活動を行っておりま
す。日本の保健医療というものが非常に良いものを作ってきたということは間違いないのですけれども、
ただ国民皆保険制度から排除されている人達がいるという現実を忘れてはならないし、これから外国人
労働者を単純労働者としても多く受け入れていくという中で、こういう問題が再生産されることのない
ように私達は気を付けていかなければならないと思います。こういうことを若月先生は 79 年アルマ・
アタの翌年に考えていらっしゃったということが、非常に先見的なことであると思っております。
逆さま医療ケアの法則「The inverse Care Law」というのは 71 年にハートさんが説いていることですけ
ども、医療が最も必要な人が医療から遠ざけられている状況を直視して、それに対して関わっていかな
ければならない、それが医療者や為政者の責務であるというようなことを仰っているわけですね。SDGs
の時代に私達は明治の先人たちの苦闘というか努力の跡からも学ばなければいけないなということで、
この 3 人の方を紹介しました。
時間がないので端折っていきます。佐久病院にこれからお願いしたいのは、若月先生が意思半ばにし
て達成できなかった、所謂メディコ・ポリスっていうものを、何らかの形で佐久病院がまた追求して頂
けると、21 世紀の日本にとってすごく大きなサーチライトになるのではないかなと期待をしております。
これについては、また皆さんとディスカッションできればと思っております。今私達が NGO として考
えている問題意識というか戦略というか、こういうことをしていかなければいけないのではないかとい
うものがあります。有難うございました。

36

於 佐久病院

2018年11月３日

アルマアタ宣言後の40年

− NGOの立場から

NGO シェア＝国際保健協力市民の会

本田

徹

１．世界人権宣言の第 25 条を読み直す
• すべての人が、自身と家族の健康と幸福（well-being）に十分な程度の生活
水準を保つ権利を有する。その中には、食物、衣服、住居、医療、そして必
要な社会サービスが含まれる。
• また、失業や病気、障害、配偶者の死去、高齢、その他自身の力では及ばな
い生活手段の欠如などの際に、保障を求める権利を保有する。
• 母親と子どもには特別なケアと援助を求める資格がある。すべての子どもは、
婚姻の上で生まれたかどうかを問わず、同等の社会的保護を享受するべきで
ある。」
（本田訳）
２．人間の安全保障（Human Security）と UHC（Universal Health Coverage）
・ Vision of Ogata and Sen
・ 国家の安全保障から人びとの安全保障へ
・ 人間の安全保障の中でも医療アクセスへの保障は中核を成す
３. SDGs の 37 保健指標から見た日本の抱える課題
・福島、子どもの虐待・貧困、自殺率など
４．シェアの活動から
１）東ティモール
２）在日外国人保健
５．山谷から見える縮小高齢社会ニッポン
・Leaving no one behind（だれ一人取り残さない）を目指した活動を行う山友
会
６．Inverse Care Law と UHC
・医療、行政、福祉に携わる者が心に留めておくべき原則
７．明治の先人に学ぶ
・田中正造、南方熊楠、若山牧水のいのちと生態を守る活動
8．メディコ・ポリスとケアリング・コミュニティ・コミュニティ
・若月俊一先生のレガシーと SDGs
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アルマ・アタ宣言40周年
いま何が問われているか？
NGOの立場から

今日のお話の骨子
• 1．世界人権宣言の社会権記述（25条）
• 2．人間の安全保障と緒方貞子、アマルティア・セン
• 3．日本のSDGs課題と’Fukushima’
• 4．NGOシェアの活動から

2018年11月3日
於 佐久総合病院

• １）在日外国人保健
• ２）東ティモール
• ３）山谷（NPO山友会への協力として）
• 5．UHCとThe Inverse Care Law
• 6．明治の先人から学ぶ
• 7．メディコ・ポリス構想からケアリング・コミュニフィへ

NPO法人 シェア＝国際保健協力市民の会
浅草病院
本田 徹

世界人権宣言第25条（1948）

‘Human security Now’ by
S. Ogata and A. Sen (UN 2003)

• すべての人が、自身と家族の健康と幸福（wellbeing）に十分な程度の生活水準を保つ権利を
有する。その中には、食物、衣服、住居、医療、
そして必要な社会サービスが含まれる。
• また、失業や病気、障害、配偶者の死去、高齢、
その他自身の力では及ばない生活手段の欠如
などの際に、保障を求める権利を保有する。
• 母親と子どもには特別なケアと援助を求める資
格がある。すべての子どもは、婚姻の上で生ま
れたかどうかを問わず、同等の社会的保護を享
受するべきである。」
（本田訳）

• Security centered on people—not states
• （国家の安全から、人間の安全の保障へ）
• In the 21st century, the State often fails to
fulfil its security obligations—and at times
has even become a source of threat to its
own people.
• That is why attention must now shift from
the security of the state to the security of the
people—to human security.

SDGsで日本が抱える4つの課題

楢葉町・宝鏡寺住職・早川篤雄さん、
千枝子さんご夫妻

災
害

自
殺

喫
煙

小
児
虐
待

ＯＥＣＤ加盟の３５カ国
の中でもランクが低い
日本。（21位）

長年反原発の運動を
担い、「フクイチ」の大惨害を
予言していた篤雄師。

その原因は、
１）災害（原発事故、
地震、火山噴火など）
への脆弱性
２）高い自殺率
３）高い喫煙率
４）子どもの（性的）
虐待・貧困
21

障害者福祉に携わる早川千枝子
さんの絵手紙に、万感の思いが
こもる。

日本

出典： Lancet 2017; 390: 1423–59
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東ティモール：

シェア 東ティモール活動史

21世紀最初の独立国 – 灰燼からの立ち直り

カンボジア同様に、緊急から復興、開発・自立まで
のライフ・ヒストリーを、共に歩むことを目指す

第１期（1999〜2001年）
緊急支援から診療所活動へ

第２期（2002〜2013年）
PHCと Health Promotion

１）エルメラ県の学校保健活動
２）アイレウ県の SISCa/Family Health Promotor養成

1999年
10月

第３期（2013〜2018年）

ディリ県での学校保健活動のモデル構築、教材開発

第４期（2019年〜）（予定）
島嶼など辺鄙な地域でのSDGs / UHCを目指した活動

アメリカ人医師ダン・マーフィさん、バイロピテ（

Pite）診療所所長 ー

東ティモール東ティモールにおける保健教育
教材開発 − フリップ・チャート

Biro

粟粒結核から救われた少女と

SHARE 2002~

食事の前、便所の後は手を洗いましょう！ 歌付き

東ティモール東ティモール初演2004年の回虫劇
「なぜシコ君はおなかを痛がるの？」
虫下し女神 メベンダゾールの攻撃
若月俊一作
「いけどり」
翻案
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少子高齢時代： 外国人労働者の拡大、本当
に日本は救われるのか

栄養ゲーム:
３つの栄養素−蛋白質、糖質、ミネラル・ビタミン

産経新聞論説委員・河合雅司 (2018.10.21)

横浜・港町診療所を訪れた外国人患者ー
Global Migrationの波 （2001年4月）

NGOシェアの医療通訳派遣事業
（2013‐2017）
近年、ベトナム語、
ネパール語の
医療通訳ニーズが
急増している。

ホームレスの人々はどんな疾病をもっているか？
－ 山友クリニック10万人診療の経験から

山谷地域の現状
簡易宿所宿泊者の年齢分布

出典：本田徹
「生活困窮者の医療問題」
（公衆衛生：08年9月号）

高齢化率（65歳以上の高齢者の割合）

54.3

出典：山友会資料

山友会による隅田川畔での食料配布
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％

『東京都福祉保健局/山谷地域－宿泊者とその生活‐（H24年10月）』より

山友会 事業内容
無料診療事業
－無料診療所の運営

配食事業
－食堂
－炊き出し／アウトリーチ

無縁仏となってしまうホームレス
の人々の入れるお墓を建てたいプ
ロジェクト

ドヤ（簡易宿泊所）への訪問診療
生活相談・支援事業
－福祉制度の利用支援
－地域生活サポート

病院からの
山谷のドヤ
（簡易宿泊所）
二畳間への往診：
訪問看護ステーショ
ンとの連携が鍵とな
る。

宿泊支援事業
－ケア付き宿泊施設の運営

原発性肝がんのＡ
さん（故人） ： ぎり
ぎりまでのドヤ暮らし
を希望された。

居場所・生きがいづくり
プロジェクト
プロジェクト

山谷・地域ケア連携をすすめる会
(2008年～）

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
（UHC：普遍的医療保障)とは？
＊「すべての人と地域が、良質な医療・保健サービス、薬、ワクチンな
どに、家計の破綻を心配することなく、アクセスできる状態」 (WHO)

規約：（目的） 本会は、台東区・墨田区・荒川区を中心に、路上生活者・生
活保護受給者など生活が困難な状況にある人々に対し、居住支援と社
会サービスの事業者が連携し、安定した住居と生活、及びより善い医
療・保健・福祉サービスを提供するネットワークの形成を目的とする。

＊国民皆保険制度が、日本ではUHC（普遍的医療保障）に近い言葉だが、
両者は同じものではない。
＊国民皆保険制度からは、「国民」でない人は排除される。
たとえば、難民、ホームレス者、無保険者、無戸籍者、在日外国人など。

運営委員会参加者 23団体38名
①NPO：ふるさとの会、友愛会、山友会、訪問看護ステーションコスモス、ケアマネジメント事業所、
ヘルパー・ステーション

②病院・診療所、訪問薬局：三井記念病院、浅草寺病院、浅草病院、永寿総合病院、

＊国連、各国政府、市民社会、NGOsにとって、2015-30年の世界の重要な共
通目標は、このUHCを、それぞれの国・地域で達成すること。

賛育会病院、国立国際医療センター、精神科・内科クリニックなど。

③（オブザーバーとして）行政・福祉事務所、城北労働福祉センター、
地域包括センターなど。
④大学、研究機関：
国立社会保障・人口問題研究所、国立精神・神経センターなど。

＊UHCは、 SDGs (持続可能な開発目標: Sustainable Development Goals) の第
３目標に条文として組み込まれたが、SDGs全体を貫く精神であると、WHOは
言っている。

The Inverse Care Law

若月俊一先生のプライマリ・ヘルス・ケア観

逆さま医療ケアの法則

日本では、プライマリ・ヘルス・ケアを略して、単にプライマリ・ケア
と言っていることについては先にも述べたが、これはわが国が
まだヘルスについて偏見を持っているせいではなかろうか。
実は私は常々「農村医学はヒューマニズムの医学である」と主張
してきているが、その精神の中には農村医学はヘルスの医学で
あって、メディシンの医学ではないという考えがある。もちろん、
メディカルなものを含むが、さらに、予防も、リハビリテーションも、
そして福祉も、これからの医学のあり方だと思う。そういう立場から
言うと、今日ヘルスという言葉を略すのはまずいといえよう。

by Dr. Julian Tudor Hart

(Lancet 1971)

“The Inverse Care Law (Julian Tudor Hart):：
The availability of good medical care tends to vary inversely
with the need for it in the population served.
（良い医療ケアは、その対象となる人のニーズが切実であるほど、
逆に得られない仕組みとなりやすい。）
This inverse care law operates more completely where medical
care is most exposed to market forces, and less so where such
exposure is reduced. The market distribution of medical care is a
primitive and historically outdated social form, and any return to
it would further exaggerate the maldistribution of medical
resources. ”

１９７９年 日本農村医学会総会宿題報告（徳島）

(Oxford Handbook of Public Health Practice: 7th Edition 2006)
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改めて天上の若月俊一先生に
教えを乞う
–メディコ・ポリスとケアリング・コミュニティ

SDGsの人びと： 明治の三賢人に学ぶ自然保護思想と健康
ー 田中正造、南方熊楠、若山牧水
・
松
木原
がの
く茂
りみ
見ゆ
え見
てれ
高ば
き松
富ケ
士枝
がに
嶺

牧水晩年の旅姿
出典：岩波文庫「みなかみ紀行」

のと荒
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。こ松の
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での枝書き納そ「
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るにを込こたを来
。も輝んの。今こ
皆かだ老納年の
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に

デビッドの描く
ケアリング・コミュニティ
をより科学的、先進国
向けにしたのが、
川上武氏
「メディコポリス構想」なの
か？

１９６８年頃のメキシコ
アホヤ村のPHCクリニック

結語：患者・家族・当事者を支え、彼らが主体
として参加するプライマリ・ヘルス・ケア

−今後の展望と課題
１．縮小超高齢化と、「家族」構造の変貌・崩壊・「孤族」化といった、
近年のこの国のDemographyの激変に対する、冷静で現実的な
理解と、それに基づく、地域からの「血の通った」戦略。
２．都市においては、ホームレス支援や居住関連NPOを始めとす
る、さまざまな地域の社会資源、Stakeholdersとの、平等で、透明
性の高い連携・協力関係構築。
３．医療者中心のプライマリ・ケアではなく、コミュニティでの住民ど
うしの共生・インクルージョンを重視する、プライマリ・ヘルス・ケア
（PHC)、ケアリング・コミュニティの建設を。
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日本 NPO センター Opinion Site ‘Cross’ 寄稿

プライマリ・ヘルス・ケア 40 年

—

日本は本当に UHC 先進国と言えるのだろうか？
本田 徹（NPO 法人・シェア＝国際保健協力市民の会）

日本では医療関係者にすらあまり認識されていませんが、今年はプライマリ・ヘルス・ケ
ア(PHC)に関するアルマ・アタ宣言が発布されて 40 周年となります。
その原則は、１）基本的人権としての保健・医療、２）人々や地域の参加（当事者の尊重）
、
３）医療サービスへのアクセスにおける公正さ、平等性の保障、４）医療以外の多分野との
協力や地域資源の有効活用、として宣言に謳われています。その後、曲折はありながら、21
世紀に至るまで PHC は、世界の国々、地域の医療・保健を導く大きな道しるべとなってきま
した。
NGO シェアは、35 年前の創立以来、PHC を自分たちの組織・運動の最も大切な理念として
きました。これにより国内と海外（途上国）の医療・保健の課題を共通の土俵で考え、つな
ぎ、地域の活動に生かし、取り組むことが可能になりました。たとえば、日本に働きにきた
外国人の方が、結核や HIV といった、すぐには治せない感染症にかかった場合、日本のさま
ざまな公的医療・保健・福祉制度の活用から、本国に帰った場合の、地元の医療機関への紹
介や、連絡調整、稀には付き添い帰国に至るまで、さまざまな支援が必要となります。そう
した際、一番拠り所になってきたのは、PHC の考え方だと思っています。
2015 年から 30 年まで、15 年間にわたり、世界の共通の目標となった SDGs(持続可能な開
発目標)では、第 3 の目標に健康・福祉課題が取り上げられ、その中でもとくに、すべての
人々にとっての UHC（Universal Health Coverage：普遍的医療保障）の達成、が重視され
ています。その意味で SDGs は、21 世紀というコンテキスト（文脈）の中での、PHC のリバ
イバルと見ることもできます。

日本では 1961 年に国民皆保険制度が確立され、その後、この制度の施行が、世界でも冠
たる日本人の健康長寿を達成する上で役に立ちました。問題は、
「国民」という言葉によっ
て、憲法 25 条の保障する生存権や健康権の及ぶ範囲に、排除の論理が持ち込まれてきたこ
とです。実質的に「国民」の枠から外されてしまったマィノリティの人たち− 在日外国人、
難民、無戸籍者、無保険者、ホームレス者など −に対しては、UHC が長年にわたってないが
しろにされ、
「誰一人取り残さない」という SDGs の最も重要な理念が、損なわれてきた現状
が、日本にはあるのです。私自身、普段山谷地域などでの生活困窮者医療に携わってい
て、’Leaving no one left behind’の理想から、私たちの国がまだまだ遠い現状にある
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ことを痛感せざるを得ません。
一方で、SDGsに関係する37の保健指標を用いて、世界の188カ国の、1990年から2016年
にいたるまでの達成度を比較した、英国の医学専門誌ランセット（Lancet）の信頼すべき
データでは、日本はOECD加盟国の中では、必ずしも上位とは言えない21位にとどまってい
ます。
（引用文献：Measuring progress and projecting attainment on the basis of past trends
of the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries : an analysis from
the Global Burden of Disease Study 2016
Lancet September 12, 2017; vol390: p1423–59)

この論文によれば、SDGs 達成において日本のランクを下げる原因となったのは、１）災
害（原発事故、地震、火山噴火など）への脆弱性、２）高い自殺率、３）高い喫煙率、４）
子どもの（性的）虐待・貧困、などの問題です。
1980 年代後半以降、日本は多くのニューカマーと呼ばれる外国人労働者とその家族を、
とくに中南米諸国から受け入れてきました。彼らが日系の 2 世３世だったことで、永住権を
得やすかったという面もありましたが、その人たちの子弟の中にさえ、この国できちんとし
た日本語教育や、子どもとして当然享受すべき権利を充分には与えられないまま、日本社会
から疎外される形で成人となってしまった子どもたちもいます。ある意味で、日系人子弟に
対するネグレクトと批判されても仕方ない事態になって行ったのです。

日本政府は、少子高齢化と労働力不足が深刻になった今、外国人の若年労働力を「移民」
としてではなく、
「技能実習生」などとして盛んに受け入れていく方針ですが、彼らの医療・
福祉・教育について、国としてのきちんとした制度的な準備のないまま、自治体に実質的な
受け入れ責任を委ねることになるならば、1990 年代 2000 年代にニューカマーについて起き
たことの再現（それもずっと大きなスケールでの）
、を起こしかねません。東京オリンピッ
クが迫る中、インバウンド（訪日）の外国人観光客に対する、医療や通訳の制度を整備する
ことの重要性は私たちも認めますが、一方で、日本で真面目に働く外国人に対する、医療の
制度が整ったとは言えない状況が続いています。SDGs や UHC を、本当の意味において、つ
まり情理ともに立つ「世界標準」で、実現していく覚悟が、日本の市民社会にも政府にも求
められているのだと思います。

（2018．10．9）
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≪講演５≫
アルマ・アタ宣言後の 40 年
～佐久病院の立場から～
長
純一
（石巻市立病院開成仮診療所所長・石巻市包括ケアセンター長
・元佐久総合病院地域医療部）

今日、非常に貴重な機会を与えて頂きまして有難うございます。佐久病院で 19 年所属しまして、石
巻に行って、今 7 年になります。今日、こういう機会をいただいた「佐久病院の立場から」と言っても、
私は佐久病院を今辞めているんですけれども、こういう機会をいただきまして、その理由が何かとちょ
っと自分なりにも考えました。佐久病院の歴史的な取り組みがプライマリ・ヘルス・ケアであるという
ことはもうここにいる方であれば皆さん承知のことかもしれませんが、改めて私なりにお話いたします。
石巻で今活動しています。それは、被災後の非常に厳しい状況を支援したいということがもちろん大
きかった訳ですけれども、一つは佐久病院が、特にまさしくプライマリ・ヘルス・ケアに取り組んでき
たこと、復興ですね、そういう命を大事にする社会作りの文脈で復興を考えることをしたかったこと、
そのようなことが背景としてありました。現在、行きまして色んな方の支援を受けまして、実情は非常
に厳しい限りなんですけれども、対外的には色々と一応注目される、今石巻では最重要施策ということ
で仕事をしています。私、市の職員として課長待遇くらい、はんこを押す位置からするとそれくらいだ
と思うんですけれども、そういう形で行政の中で仕事を大体 3～4 割しているということになります。
最初の写真ですが、仮設住宅約 2000 戸の仮設のところに診療所を作ったところからスタートしまし
た。1 枚目のスライドで色んなことを書いてありますが、現在石巻で活動していますと、そこでの活動
は、佐久病院の黎明期の活動を東北の復興に活かしたいという思いであったということになります。2
枚目スライドの佐久病院年譜のところは皆さんご存知かと思いますが、これは病院がよく使っている年
譜であります。3 枚目、若月・佐久病院の価値・意味と書いたスライドからは、かなりの部分、以前作
ったスライドを使ってお話をしたいと思っています。
ここからは、実は 2007 年、若月先生が亡くなられた次の年の夏期大学で若月先生の追悼のシンポジ
ウムをやった時の、私が一応病院の代表というか、喋らせてもらったときのスライドを 10 枚くらい使
います。私としてはですね、色んなことがありますが、1952 年の農村医学会の会長挨拶、1965 年から
70 年の農村医科大学、1983 年の患者の権利と責任、があります。で、この時点でプライマリ・ヘルス・
ケアと健康長寿、低医療費の長野、ということを佐久病院の一つの価値ではないかと、今日ここにお集
まりの方のような応援団がいるということが意味や価値ではないかということを問題提起したという
ことになります。
これはちょっと新しく作ったスライドですけれども、こう見ますと、佐久病院、実質 1945 年若月先
生が来られてからですけれども、来てわずか数年のところから国連の方が来られたり、大体 15 年から
20 年くらいかけて日本中の注目を集めています。武見太郎会長が 1960 年の時点で日本の医師の満票で
選ばれた 4 人に入っているというようなことがありますし、WHO との関係は、1970 年くらいから色ん
な委託事業を受けていますし、有名なのは 1978 年アルマ・アタの年の世界医師会総会で僻地医療で若
月先生が講演をしていまして、このときのアテンドをしたのが武見日本医師会長でした。
その後ですね、これは新しいスライドなんですが、1978 年から 81 年頃に農村夏期大学や農村医学会
でプライマリ・ヘルス・ケア、佐久病院の中ではプライマリ・ヘルス・ケアで取り上げ、農村医学会等
ではプライマリ・ケアという言葉で取り上げられています。また、日医ニュース、日本医師会のニュー
スとして、プライマリ・ケアと農村地域医療というのを若月先生が書いたと。それは日本医師会の会員
全員に配られる文章ですけれども、1981 年に厚労大臣や、若月先生の盟友であり、若月先生の弔辞を読
まれた大谷藤郎、当時公衆衛生局長、最終的には医政局長、が視察に来られ、その後老健法となり、い
わゆる健診事業が制度化されたという流れだと思います。
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これはもう皆さんご存知かと思いますが、佐久病院の病院理念と行動目標です。これ実は 10 年ちょ
っと前に院内で検討したときに、伊澤先生が院長で、議論した中では実は理念を変えよう、国際保健は
いらないという話だったんですけれども、私が一人で抵抗しまして、いかに佐久病院の歴史が世界にと
って貴重なものかということを言って、一応皆さんを説得して伊澤先生の判断のもと、やっぱり残そう
ということになったという経緯があります。それが本日の会が開かれる一つのきっかけになって、私が
話をさせていただける理由の一つかな、という風に思っています。
私自身はもともとプライマリ・ヘルス・ケアに興味があって佐久に来ました。この辺は佐久病院関係
者であれば馴染みかと思いますが、今、私は被災地、色んな所でお話しさせていただくときに毎回使う
ようにしています。佐久病院がすごかった、ということだけではなくて、被災地で自分の健康を顧みる
ことができないような方、今日本は UHC を含めて健康というのは自分で一番大事なものだと思える時
代になったはずなんですけれども、被災者というのはそういう心理・社会状況ではない、とすれば、普
通に医療を開くだけではなくて、身近なところでより医療の形を変えて住民の生活の中へ、あるいは私
が行政の仕事をしていることがそこにある訳ですけれども、包括的にはいわゆるプライマリ・ヘルス・
ケアみたいなことで取り組む必要があるということで使っています。
これ、手術室が作られたのは昭和 29 年に新しい手術室でこれも手術をリアルタイムで患者さん・家
族に説明しながら若月先生は手術をしていました。インフォームド・コンセントを 1981 年にアメリカ
大統領委員会で作って議論したときに、患者に適切な情報を公開することがより良き医師患者関係を作
るという風にアメリカでは言われながら、実際はアメリカはそうなっていない。若月先生の医療者と患
者、あるいは国民との向き合い方の一つの非常に象徴的な例だというふうに思っています。
プライマリ・ヘルス・ケア、中村先生の話でもありましたが、基本理念の中で言われていること等で
すね、使用している年号は昭和なんですけれども、私なりに、色々と分解して歴史を当てはめてみまし
た。ほとんど全てアルマ・アタで言われたことを佐久病院は取り組んでいます。これ基本活動の 8 項目
で、予防接種の項目だけは特になかったんですけれども、こういった活動ですね、佐久病院の昔やって
きた白黒の時代の活動というのは、まさしく基本活動に該当することだっただろうと思いますし、さら
には充実のための諸活動においても、これ献血班という外国の方、在日の方の貧乏だった方々を手術の
時に呼び寄せて、それでバイトをさせていたという、福利厚生と両方の面だそうですし、これはシェパ
ードに嫁のストレスの研究とかですね、こういったことを大体 1950 年代くらいに取り組んだというこ
とが佐久病院の歴史だろうと思います。
私としては、先ほど山梨が日本一の長寿という風にありましたが、長野県はしばらく日本一の長寿で
ありまして、長野モデルとかですね、PPK とかって言われました。これに関して私なりの解釈なんです
けども、恐らく長野は寒冷であるということと海なし県で蛋白を摂りにくいってことで長寿としては不
利な状況にあるんですよね。その中でなぜ長寿になったのかというのは、戦後やっぱり何らかの要因が
あったんだろう、それは恐らく佐久病院と国保が張り合い、それはプライマリ・ヘルス・ケアであり社
会格差と健康格差、いわゆる農村医療が最も貧しかった農民たちに集中的に支援した歴史があると。そ
のことが、格差論として考えた場合に、social determinants of health、健康の社会的決定要因の改善が行
われ、それが今の長野県の健康長寿に寄与したと私なりにずっと考えてきました。また、先ほども出ま
した社会的共通資本としての医療を実践してきたというとらえ方もできるかと思っています。
これらに関しまして 2011 年に私が実行委員長をやった在宅の全国大会で、私なりに、その時には東
北に行こうかと実は思っていたので、ある意味置き土産的なイメージがあったのですが、企画としてこ
のようなことをやりました。第 2 部で私が自分でメンバーを選ばせていただいて、本田先生にプライマ
リ・ヘルス・ケアの話をしていただき、今介護予防とか SDH とかで非常に活躍されている近藤克則先
生に健康の社会的決定要因や健康格差、あるいはソーシャル・キャピタルの話をしていただき、2 部で
お話しされる菊池さんに長野県の保健師の活動の話をしてもらいつつ、私が長野県の医療史を含めて総
括をしたということを行いました。結局、私の自作自演なんですけども。最も貧しく健康から阻害され
ていた農民に集中的に支援してきた歴史がプライマリ・ヘルス・ケアの先駆けと言え、それは社会格差
と健康格差の是正に取り組んだとも言えると。さらに長野の歴史では国保地域医療と厚生連農村医療と
が競り合ったことが今の健康長寿に、また低医療費に寄与したと私なりにずっと考えて、このようなこ
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とを十数年前から発信してきました。
先ほど中村先生の「責任」の話がありましたが、実は佐久病院は御存知と思いますが、日本初の患者
の権利宣言を出した病院でもあります。世界医師会の 1981 年が原型となっておりますが、この中では
権利が言われているんですけど、若月先生は実は責任という言葉をつけたんですね。責任を謳っている
のが特徴で、これは後年に若月先生のコメントですけれども、若月先生は基本的には医療を消費活動と
捉えることに反対していて、医療を患者と共に作り上げていく、そういうパートナーだという捉え方を
していたと。プライマリ・ヘルス・ケア的には先ほどの話が正しいわけですが、同じ頃に大統領委員会
アメリカは公民権運動等から市民運動が高まっていって患者と医師関係というのは権利、契約という風
になっていくと。若月先生の先見の明があったのではないかと思っています。
長野モデルと言われたのは、諏訪中央病院の今井先生が火付け役でしたけれども、これに関して私な
りに色々分析しました。これが、厚労省の委託で国保中央会が出した報告書なんですが、一般書として
はこちらが有名です。この歴史を厚生連の歴史と国保の歴史から紐解くと、結論から言うと、これがそ
の 97 年の調査で出たことで、具体的な一個一個は正しいんですけど、なぜ長野県が健康長寿と低医療
費を両立できているのかっていうことに関してははっきりよくわかっていない、ということですね。現
象論だけを捉えていて、在宅医療は高い在宅死率が高いことが低医療費の要因とされたんですが、これ
は正しくはないはずなんですね。実は長野県には国保地域医療運動というのがありまして、隣の浅間病
院というのは実は歴史的にはすごく意味のある病院で、東大が若月先生・佐久病院にぶつけてきた病院
ですが、そういう歴史があります。保健活動とかを重視して、長野県の健康長寿に国保地域医療、私は
非常に貢献したと思っていますが、佐久病院が始めたプライマリ・ヘルス・ケアが国保の長野県内全域
に広まって、恐らくそれが未だに引き継がれてきたのが長野県の特徴で、佐久病院は病院が大きくなる
中でその部分は、基本的に民間なので縮小していったというのが歴史だろうと考えています。
実は地域医療という言葉もですね、武見太郎会長が使ったと私若月先生から聞いておりましたが、歴
史を調べると 1950 年代に岩手で使われているんですけれども、武見太郎が 1970 年に長野県の国保の人
に呼ばれてしゃべったときに地域医療という言葉を使い、その言葉を浅間病院を中心とした、今で言え
ば諏訪中央病院がフラッグシップですけども、国保の人たちは地域医療という言葉を佐久病院の農村医
療に張り合って使ったというのがおそらく地域医療が全国に市民権を得る様になったきっかけだと思
います。そのことはどこにも書いておりませんが、一応、私が歴史勉強をしている中では、恐らく、武
見太郎と若月の微妙な関係と、それが農村医療と張り合って地域医療が実は長野県国保に注入されて全
国に広がったと考えています。結局、どちらでもいいんですけれども、佐久厚生連の農村医療が始めた
活動を国保地域医療がアレンジして、やっぱり全県に広めた。厚生連はやっぱり人口比で言うと長野県
の 1 割ですから、それが大きかったんじゃないかなと。それがプライマリ・ヘルス・ケア、あるいは今
で言うと SDH、そういったことを重視していたと。社会的な医者が多かったと、いうのが大きな理由だ
ったり公的及び公立医療機関が多いという特性があったりするんじゃないかなと思っています。
社会的共通資本としての医療も長野県では実践されてきたんじゃないかな、ということですね。現在
日本医師会は UHC と社会的共通資本というのを世界医師会長として横倉さんは主張しておられますけ
れども、まさしくそれを先駆的にやってきたのが長野県ではないかと。SDGs が話題として出ますが、
健康の社会的決定要因というのは医療の中では話題になっています。こういった社会のあり方が健康に
非常に影響するということがどんどん証明されてきています。今、横倉日本医師会長は世界医師会長で
すが、昨年までの世界医師会長のマーモットさんはこの領域の大家で、世界中の医者がこういった問題
に取り組むべきだということを宣言しています｡社会疫学というジャンルが発達してきて、こういった
ことが、社会のあり方がいかに健康に影響するか、こういったことを証明しようとしたのが農村医学で
あり、そういったことの成果の一つが佐久地域の健康長寿、あるいは今で言うと後からお話をしますが、
地域での看取りなどにつながっているんじゃないかと思います。
私は川上村に 7 年いたんですが、20 年前行くとき考えたことは、プライマリ・ヘルス・ケアを日本で
活かすとしたらどういうことになるんだろうか、と考えていました。農村地域を守るために必要なこと
は、プライマリ・ヘルス・ケアの精神であろうと。但し、内容がおそらく保健からケアに変わってくる
んだろうと、考えていました。福祉と教育が重要になるんだろうなと。実際北欧の見学をしたり、認知
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症の勉強をしたり、厚労省の政策を先読みしたり、居住福祉などを勉強したりしていました。これが 20
年前の話です。20 年前のスライドがなくなってしまっていて 16 年前が一番古いスライドなんですが、
私の元に残っている、その時のスライドは、ちょっと上から目線なんですが、地域に世話をする必要が
残っている必要がある、病院に行ったり施設に行かないようにすることが、そういうことによって地域
が力を失っているんじゃないかという問題意識でしたので、それを何とか地域に引きとどめようという
ことをやってきた、ということですね。
今日藤原村長がお越しになられていて生意気なことを言いますが、自治というのはまさしくプライマ
リ・ヘルス・ケアなんじゃないかと考えて、毎日多職種で申し送りをしていましたが、これは当時の調
査では日本で唯一だったですね。在宅死を巡って、老いや死をできるだけ地域のものとしていくという
ことに取り組んだということになります。もちろん、協力してくれた看護師等がいましたが、私の当時
のテーマ、ターミナル・ケアからプライマリ・ヘルス・ケアへと、これは 16 年前のスライドですけれ
ども、看取りを通じて自分たちの問題として命の問題を考えるということ、参加していくということを
考えていたということです。川上では看取りの約 40%を超えるくらいの在宅死率に上がったということ
で、当時県内 2 位だったんですけれども、実は今も川上村は去年の調査で全国 6 位ということで 35%、
私の時 45 くらいまで上がっていたんですけれども、全国でも非常に傑出した高さを誇っているという
ことで、厚労省のトップの方にいらっしゃった唐沢さんも名前を挙げて佐久病院、川上村、藤原村長、
私の名前を使って全国で話をいただいていると。こういったことを被災地で活かせればと考えていたと
いうことですね。
これも 12 年前の厚生連でしゃべったスライドですけれども、プライマリ・ヘルス・ケア、1978 年ア
ルマ・アタ宣言、佐久病院の目指したものはまさしくそうだったんじゃないでしょうかと、世界に誇る
べき活動で、健康長寿長野に影響を与えたと考えています。アルマ・アタをちゃんと勉強してください
と、地域医療・福祉で必要なことだと。日本の医療はやっぱりプライマリ・ヘルス・ケア的ではないと
思うんですよね。むしろやっぱり福祉、介護福祉の問題だろうと。地域作り、住民参加、尊厳、そうい
ったことを謳った病院理念を活かしながら、プライマリ・ヘルス・ケアを行動目標とする病院として地
域の自立支援をということと、そのために長野モデルと言われた長野県の健康長寿を再検証する必要が
あるんじゃないかと考えてきました。
これは、地域包括ケア研究会という国の諮問機関みたいなところが使っているスライドですけども、
市町村が地域住民の意識付けや個人の意欲の組織化を施策として積極的に取り組み、社会全体の運動に
つなげていく。もう支え合い活動を市民運動化しろ、それの責任が市町村だと言っているんですね。そ
んなことできる市町村がどこにあるだろうかと思うんですけど、それくらいもう社会保障全般がある意
味行き詰まっている時代だということです。
病院の正規の理論とか厚労省にも日本医師会にも多く影響を与えている猪飼周平さんの説では、結局
医療費とか長寿化の問題ではなくて、段々市民社会化していくと、結果的に病院という場所が選ばれな
くなっていく。医療から福祉的な目線になっていくっていうことの理解でいいのかなという風に思いま
す。この中には実はプライマリ・ヘルス・ケアが非常に大きく影響していると彼は言っています。自己
決定をしていくということが進んでいくと、結果的に病院ではなくなっていく可能性が高いと。その中
で、プライマリ・ヘルス・ケアと地域包括ケア、いかに住民参加の重要性や基本原則を大事にできるか
ということ。超高齢化が問題となってくるとやっぱり介護福祉にシフトしてくるはずであるということ。
一方で市町村がそれを推進するという風に国の中ではなっているんですね。ところがそこに実は大きな
問題があって、上からか下からかっていう問題にもつながるんですが、市町村って医療の経験ないんで
すよね。医療って県なんですよね、単位が。だから地域包括ケアは市でやれっていう話になるんだけど、
基本的に医療っていうのは県なので、行政は医療のことはよく分かっていない。これは非常に大きな問
題のはずです。在宅医療に関しても市町村に降りたんですけれども、今後どんどん自治の中で医療の役
割、あるいは医療が地域作りにかかってくるということになってくるはずです。市町村が医療に疎いと
いうことが地域包括ケアを進める上で最大の障壁になると私は考えています。在宅医療は市町村の責任
になったと。つまり在宅医療を盛んにやっている佐久病院は、より行政とタッグを組みやすい、あるい
は組まないで市は成り立たないという時代になっているということですね。
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世界に誇れるもの、これはもう今までの話にかぶりますが、急速な高齢化、世界で類がない、しかも
少子化が進む。こういった世界に類がないことこそが日本の特徴であり、これを活かした国際保健協力、
極端に言うと、医療ではなくて保健や介護の問題を、コミュニティの問題とリンクしながら考えないと
間違いなく行き詰まると思っています。日本はちょっと行き詰まっているんではないかという問題認識
があります。
石巻で取り組んできたことは、まさしくプライマリ・ヘルス・ケアを大事にしながら地域包括ケアや
その人材育成をやりたいということで、被災地でそのようなことをやりながら、成果と言えるようなも
のは上がっていないんですけれども、東日本大震災の中では、公務員で唯一感謝状、国から表彰された
ので、一応頑張っているという評価をいただいているんだろうと思います。これからも若月先生、ある
いは佐久病院がやってきた活動を活かしながら、活動をしていきたいと思います。有難うございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
質問者 1：長先生、大変わかりやすいお話を有難うございました。佐久病院が農民を SDH の対象として
すごく頑張ってきて、その成果を残して、先生はその経験を継がれて、というか身につけてそして石巻
で活動されて現在ずっと活動されていると。その SDH の対象となる被災者の方々はここ 7 年間ですご
く解決に向かったかというと、もっと大きな混迷というか、苦しい方に向かっていらっしゃると思うん
ですけれども、もともとの佐久病院、佐久地域としては SDH の対象となるような次の佐久病院が対象
としていくような方々とか、活動は具体的にはどこにあるとお考えですか。
長 ：現在私は佐久病院を離れていますので、あくまで傍観者的な立場ですが、先ほど本田先生が言わ
れている様な外国人労働者とか、そういった方々の問題も大きいと思いますし、権利を守られていない
という意味では認知症の方なんかはやっぱりそういったところに入ってくる。自己決定の支援だとか福
祉的な目でちゃんと支援を受けられているかっていうのは、日本全体として認知症の問題っていうのは
大きくなってくるんじゃないかなと思っています。もちろん子どもの問題とか色々個々にはあるんです
けれども、高齢者ケアとの兼ね合いで言うと、やっぱり認知症の福祉の目線で命の問題をどう考えるか
っていうことは非常に重要じゃないかなと思っています。
質問者 1：なるほど。佐久病院の中でこれから特に頑張って欲しい職種とか、もっとここにお金をかけ
て雇用していった方が良い職種とかって、何かご意見があれば。
長 ：容易ではありませんけれども、かつ佐久病院一病院でできることではないかもしれませんが、私
はやっぱり人材の育成と人材の輩出、そういったところが取り組み、国際的なところもそうですし、日
本の僻地もそうですし、社会的僻地も含めて、そういったところで積極的に働く、取り組む医療者を育
成する。そのときに農村医科大学の話、今日はしませんでしたが、たぶん若月先生が目指した教育とい
うのは私は正しいと思っているので、そういった人材育成と輩出というのは非常に大きなテーマではな
いかなと思っています。それを期待しています。
質問者 1：どうも有難うございました。ちょうど佐久病院がリードしてくれて、なおかつ先生の石巻が
リードしてくれているような事柄が、私達の山梨みたいな後から続く市町村にも大きな力を与えてくれ
るので、どうも有難うございました。
質問者 2：被災者、被災地の者として長先生の活動には非常に感謝しております。長先生がコメントし
た中でちょっと気になったのが、自治体とか行政の人たちが医療のことを知らないっていう話だったん
ですけれど、逆じゃないかと思っているんですね。実は医療者っていうのが行政に近づかない。我々介
護の人達と話していると、この人達のために何ができるよね、とかってすごく盛り上がるんですけど、
医療者になるとどっちが正しいみたいなすぐ喧嘩になっちゃうんですね。そういう中で、やっぱり医療
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者は本当に行政のことも知らなきゃいけないし、例えば厚労省の中でも横串を刺すような生活困窮者自
立支援制度みたいなことを知らない医療者っていうのがこれから多分いけないんじゃないかと思って
いるんですが、その辺、どうやって医療と行政あるいは介護が協調していけるのかというところを少し
コメントお願いします。
長 ：おそらくおっしゃる通りで、在宅医療は市町村に降りましたよね。在宅医療等に関わっている、
あるいは認知症等に関わっている医者は、おそらく行政とも連携できる。つまりケアが重要だというこ
とが分かっている日本の中では、世界では看護や介護や社会福祉になっている領域を医療が抱え込んで
きたという歴史がありますけれども、この構造がわかって、謂わば治療技術じゃない、そういった新し
い医者の役割に切り替わっている医者が一部いるので、その人達はできるんですよね。
大多数の人は全然話にならない、というのは現状ですけれども、逆に市町村に厳しいことを言ったの
は、行ってみて改めて思うのは、医療も保健も介護も福祉も、ほぼ保健師しかいないんですね、プロバ
イダーが。ほとんどの自治体で。そこはやっぱり非常に大きな課題で、医療との連携をするときに、や
っぱり保健師さんで在宅医療をやっている先生とはコミュニケーションを取れても、他の医者とコミュ
ニケーションできない。もちろん医療側が根本的には問題なんですけれども、そういった病院の医者に
どうやってアプローチすれば良いのか、みたいな。地域包括ケアは本来病院も含むことになっています
ので、そこは大きな課題かなと思います。私個人的には、やっぱり社会福祉士を行政で、市町村でどん
どん増やさないとだめだと思っています。
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自己紹介
（医療・介護、都市・地方他、何でも屋）
•
•
•
•
•

アルマ・アタ宣言40年
佐久病院の立場から

• 震災翌年2012年4月より、佐久を退職し石巻で仮設向け診療所長
• 2013年新設の市健康部包括ケアセンター長

石巻市包括ケアセンター長・石巻市立病院開成仮診療所長
（元佐久病院地域医療部地域診療所科医長）
長 純一
junichi.cho@gmail.com

•
•
•
•

厚生連・佐久総合病院主要年譜
1945年

2007年夏季大学

県立への移管に反対し、４病院で厚生連誕生
カリエス患者会「白樺会」うまれる
第１回日本農村医学会（会長若月）

1959年

八千穂村全村健康管理

1961年

県農村医学研究所（65年日本）

1970年

農村医科大学案（設立されず）

1976年

若月院長マグサイサイ賞受賞

若月先生追悼シンポジウムより

• 農村医学会会長挨拶
• 農村医科大学
• 患者の権利と責任

病院患者給食開始（戦後国内初）
1952年

2

（源流としての若月・佐久の価値）

第１回病院祭開催
第１回長野県農村医学研究会開催

1950年

在宅ケアを支える診療所市民全国ネットワーク理事
地域医療研究会世話人
東北大学・東北医科薬科大学臨床教授 熊本大学非常勤講師
2016年杉浦地域医療奨励賞 受賞
復興大臣 感謝状（公務員で唯一）

若月・佐久病院の価値・意味

若月俊一赴任
出張診療活動開始 （劇団部）

1947年

学生時代から、僻地医療・社会医学・国際保健などに興味・活動
佐久・若月俊一を学ぶため佐久に就職し、いろいろ教えを受ける
途中、東京の健和会（中小病院研修や日本の在宅ケアの発祥）
阪神高齢者障害者支援ネットワーク：元世話人（故黒田裕子）
地方農村の診療所を中心に地方の医療・ケア、在宅医療、地域で
の教育などで発信 佐久19年うち農村で11年（川上7年小海4年）

• ＰＨＣ・健康長寿低医療費の長野
• 多くの応援団がいること
• 地域のニーズ（医療・保健・福祉他）にこたえ、大き
くなった病院だから出来ることー地域医療から大病院

佐久病院理念と行動目標
馬車に乗って出張診
療（１９４５年から）

• 理念
• 佐久病院は「農民とともに」の精神で、医療及び文化活動を
つうじ、住民のいのちと環境を守り、生きがいのある暮らし
が実現できるような地域づくりと、国際保健医療への貢献を
目ざします。
• 行動目標 5つあり
• ４．PHCを含有する農村医療の考え方を学習し、実践すると
ともに、発展途上国の国際保健医療に貢献します。

青空診療所

• 上記理念を守ることに、以前貢献しました。
5
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1945年劇団部結成
（演説より演劇を:宮沢賢治）

農家の暮らし（生活実態調査）

昭和２９年の手術室

八千穂村全村健康管理
1954年～

（家族に公開し、説明しながら手術）

ＰＨＣ基本理念
（アルマアタ宣言６章）
基本理念

• 公平なアクセス
• 住民参加
•
•
•
•

ＰＨＣの基本活動・8項目
• 健康教育
• 感染症対策

劇団部･衛生講話･病院祭
衛生講話･衛生調査
(トイレ･肥溜め･家畜･住環境の調査)
• 水供給と生活環境
生活実態調査(暖房･食事･収入)
• 栄養改善
食生活調査と指導･減塩･蛋白質
病院給食(闇米･職員が栽培や飼育)

佐久病院の取り組み
出張診療(20年)･病院祭(22年)･健診
患者会(27年) ･衛生指導員

地域の自立と自決
レッドパージ反対署名(25年)
保健医療コスト
八千穂全村健康管理(34年)
社会的受容性
劇団部(20年)・農民体操
科学的有効性
カリエス手術(25年)･農村医学会(27年)
農村医学研究所(38年)創設 農村医学

• 簡単な病気やケガの手当て
病院祭
• 基本医薬品の供給
虫くだしの製造(製品化は出来ず)
• 母子保健と家族計画 性病の大家とも紹介されていた
• 予防接種
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健康長寿・低医療費の長野（PHCと社会格差）

ＰＨＣの充実のための活動・6項目
•
•
•
•
•

• 医療費が低く、日本一の長寿で、モデルといわれる
• 要因は？ 食事などが独り歩きするが？？？

女性福祉
献血班・嫁のストレス研究
障害者対策
リハビリテーション･福祉の重視
精神衛生
座敷牢から入院･地域精神医療
老人保健
老人保健法 老人保健施設
環境保健と環境汚染 農薬など農村医学

• 長野は元々は長寿ではなく、戦後何らかの要因があっ
たと推定
• 佐久病院（農村医療）と国保（地域医療）が張り合ってきた

• プライマリ・ヘルス・ケアと社会格差と健康格差（農
村医療：格差の下層の農民への支援）ＳＤＨの改善が
長寿の要因

• 歯科保健

• 社会的共通資本としての医療（社会性のある医療者が必要だが
14
お金にならない、命を守る活動を行った） 低医療費の要因

2011年在宅ケアを支える診療所市民ネットワーク全国集

患者の権利と責任

会㏌しんしゅうにて「健康長寿の長野モデルの検証」
•
•
•
•
•
•
•

（日本初の患者の権利宣言1983年1月）

1000人集まる全国集会の一企画として、上記を企画
１部は、県内関係者（泰阜村長ほか）
２部は、私の意向で
本田徹先生に、ＰＨＣ
近藤克則先生に、健康の社会的決定要因・健康格差
菊池智子保健師が、保健師活動
長が、長野県の医療史と含めて総括

• 最も貧しく健康から疎外されていた農民に集中的に支援した歴
史がＰＨＣの先駆けといえ、それは社会格差と健康格差の是正
に取り組んだともいえる。更に長野の歴史で国保地域医療と厚
生連農村医療が競り合ったことが、今の健康長寿に寄与

•
•
•
•

世界医師会のリスボン宣言（1981年）が原型
良質な医療を受ける・自己決定などの権利
医師を選ぶ権利は載せていない
一方で、責任をうたっているのが特徴

•

患者さんの命を救うという大切な仕事は、そのまま患者さんの人権を守ることに通ずる
のは当然ではないかと思うのですが、残念ながら医療の歴史の中では軽んじられてきた
ことは否めません。そこでこの掲示となったわけですが、このような掲示を出したのは、
当時の日本の病院では初めてではなかったでしょうか。
しかしながら、療養で一番大切なのは、何よりも「患者さんと医者の人間関係」なので
はないでしょうか。この人間関係の温かさは、必ずしも権利と義務という ような法律関
係や、需要と供給というような経済関係からは出てきません。何よりも大切なのは医者
の患者さんに対する「人間的」思いやりであって、権利義務 の主張だけではないという
ことも付け加えたいのです。

•

医療を、患者とともに作り上げていくパートナーシップを重視していた

15

16

長野県の医療の特徴

「長野モデル」と厚生連・国保の歴史
• 「長野モデル」の出典と
分析（国保の視点のみ不十
分）

（97年厚生省が国保に委託した調査の結果）

• 厚生連（H.13）と国保
（H.１７）５０年史

•
•
•
•

厚生連が少し早いが、活動は類
似する PHC

•
•
•
•
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医療供給体制以上に医療費が抑制されている
医師や医療従事者の専門職としての自律性が高い
空ベッドを埋めるより、患者の要求の在宅ケアに取り組む
平均在院日数が短いのは、患者・家族の要因もあり
持ち家率が高く、離婚率が低いー家族が機能
高齢者就業率が全国一
基本健康診査受診率は低い 癌死亡率は非常に低い
保健師の活動が盛ん、保健補導員・食生活改善推進委員
公民館活動など社会教育活動が盛んー自立性が高い

９７年調査で分析された長野県医療の特徴

長野県国保「地域医療」運動

• 医師や医療従事者の専門職としての自律性が高い
• 空ベッドを埋めるより患者の要求の在宅ケアに取り
組む
• 平均在院日数が短いのは、患者・家族の要因もあり
持ち家率が高く、離婚率が低いー家族が機能
• 高齢者就業率が全国一
• 基本健康診査受診率は低い 癌死亡率は非常に低い
• 保健活動が盛ん、保健補導員・食生活改善推進委員
• 公民館活動など社会教育活動が盛んー自立性が高い

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 在宅死率が日本一高く、低医療費の一要因とされた

• 若月先生から私への命が、国保・地域医療関係者との融和・和解

１９５９年、浅間病院に吉澤国雄氏初代院長として赴任
１９６２年第４代国保直診医師会長に吉澤氏
直診医師会と国保連合会が連携し全県活動
診療と保健予防活動の２本立て
保健補導員・血圧測定・糖尿病検診・インシュリン自己注
1970年？武見太郎日本医師会長を招き講演「地域医療」
１９７２年直診医学会から国保地域医療学会へ 全国も
以降、「地域医療」という言葉が、広まった
元々は、佐久・農村医療に張り合って、国保・地域医療
全国から学生紛争世代が地域医療に惹かれ集まった
治療と予防の一体化から医療・保健・福祉の一体化へ

いわゆる長野モデルの意味

社会的共通資本

• 健康指数が改善してきたことが重要（低医療費は副次
的佐久・厚生連（農村医療）がはじめた活動を、国保
（地域医療）がアレンジして全県に広めたーPHCの視
点を重視
• 良心的(社会的）医療者が、医療の枠を超えた（衛
生・保健・福祉など生活・社会のあり方）活動を展開
• 民間が少なく、公的もしくは国保医療機関が多い
• まさしく、医療が社会的共通資本であることが確認で
きる
• 医療を市場化・営利化してはいけないことを示す
• 医療を国に社会的共通資本として位置づけさせるモデ
ルとする必要がある

• 人々が豊かな生活を送り、文化を養い、魅力ある社会を安定的
に維持する為に不可欠なもの
• 自然環境
大気･森林・河川･海など
• 社会的インフラ
都市基盤・交通網など
• 制度資本
医療･教育・司法など
• 社会的共通資本としての医療
医師会長がつくった）

• 現在世界医師会長でもある横倉日本医師会長はUHCと社会的共
通資本を強調

社会疫学

健康の社会的決定要因（ＳＤＨ）
（欧州ＷＨＯ２００３年）
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

高い倫理観（倫理綱領は武見

（健康状態の社会内分布とＳＤＨを研究する疫学）
•
•
•
•
•
•

社会階層
ストレス
人生初期の経験
社会的疎外
仕事
失業
社会的支援
依存
食物
移送手段
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社会階層、経済的水準および経済格差と健康
小児期の経験及び生活史と健康
社会的支援及び社会関係資本と健康
職業と健康
差別と健康
文化と健康

PHCを現在の日本で生かすとすると・・・

地域に問題を戻すために

地域ケアのあり方について
（川上に行く前から考えていたこと：20年前）

•
•
•
•
•
•

• 農村地域を守るために必要なこと PHCの精神
• 住民参加型になるには
福祉（と、教育）が重要
•
•
•
•
•

北欧の見学・地域福祉の勉強
認知症への関心 支えるケア・寄り添うケア
認知症の祖母の経験（ユニットケア）
居住福祉の重要性
経営・運営のノウハウの重要性

地域に世話を必要とする人が存在することが必要
世話をすることが、自治であると行政に気付かす
地域で暮らすことが意味のあるものだと住民にも気付かす
住民に世話に参加する事に意味があると気付かす
住民一人一人がどう暮らし老いたいのか考える
そのために何が必要なのか

• 本当の自治を目指すーPHC

村での在宅死の意味（地域にとって）
• 近所や親戚など（交通弱者）が関われる

• 老いや死を身近なものとして感じる（死の準備教育）
• どのように老い、どのように死ぬかそのために何が必要かー良
好な人間関係と、看護・介護システム
• 専門家（病院・施設）まかせではなく、家族や地域社会の関
係・支えが重要であると気付く機会に

27

在宅死率(老衰・ 悪性腫瘍・ 全体)

ターミナルケアからPHCへ

老衰
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悪性腫瘍

０４年

０３年

０２年

97年

• 佐久病院はＰＨＣを掲げる病院として、地域の支援

０１年

• ターミナルケアー地域が持つ力の発揮のしどころ
• 地域での看取りを通して支えあいの再興を

００年

• 地域で死ねない・生活できないー地域･自治の問題

９９年

• ＰＨＣの基本は公平・住民参加･自助自決

９８年

80
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全体（修正）

唐澤剛氏川上評価（ネットより）

川上村在宅死率全国６位（上５つは離島）
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長生きの秘訣 長野はなぜ
男女とも日本一長寿か？

佐久･厚生連の活動の評価と
これから（12年前の厚生連でのスライド）

• 長野・佐久は日本一の長寿

• プライマリ・ヘルスケア（PHC） 1978年アルマアタ宣言
• 佐久・厚生連の目指したものと実践
ＰＨＣそのもの
• 世界に誇るべき活動
健康長寿の長野モデルに影響

医療費も少ない

•
•
•
•

原因は？？
公民館活動が盛ん
高齢者就業率が高い（農業）
地域医療が盛ん （佐久総合病院・諏訪中央病院）
域づくりを牽引
• 医者は少なく、病院も少ない

• アルマアタで言われたこと＝地域・医療福祉で必要なこ
と
• 地域づくり 住民参加 尊厳（＝生きがい）
• 病院理念「・・・いのちと環境を守り生きがいある暮ら
しが実現できるような地域づくりと国際保健医療
を・・・めざす」
• ＰＨＣを行動目標とする病院として地域の自立支援を
• 長野モデルを再検証し、医療が社会的共通資本であるこ
とを示す（学術機関・県・国保などとの共同作業で）

病院が地

• 長寿の秘訣 医療技術ではなく健全な地域社会が何より重要！
• 今の健康政策 地域のつながり・参加と一致！

地域包括ケアシステムにおいて諸主体が取り組むべき方向

地域包括ケアは何のために

■地域の諸主体が、地域に固有の資源を活用して、地域の特性にあった仕組みを構築。

地域のすべての住民

地域包括ケアシステムは、元来、高齢者に限定されるものではなく、障害者や子どもを含む、
介護の社会化がさらに進展しても、介護者支援は不可欠。
地域のすべての住民のための仕組みであり、すべての住民の関わりにより実現。
介護者の位置づけと支援の考え方を改めて整理し、具体
市町村が、地域住民の意識付けや個人の意欲の組織化を施策とし 的な取組の推進について十分な議論を行うべき。

（猪飼周平・病院の世紀の理論著者）

て積極的に取り組み、社会全体の運動につなげていくことが重要。
高齢者はサービスの利用者である前に、
自らの生活を自ら支える自助の主体。

地域の諸主体

異業種も含め、地域の事業者も地域包
括ケアシステムの重要な主体として活
動に参加していただくことが重要
（NPO、社協、老人クラブ、自治会、
民生委員に加え、商店、コンビニ、郵
便局、銀行なども） 。
とりわけ都市部では、企業・団体の組
織力や機動力も重要。
地域包括ケアシステムの構築・運営で
中心的な役割。介護保険だけではカ
バーしきれない部分についても、様々
な財源、方法で問題解決を図ることが
重要。
潜在的な地域資源を発見し、互助を含
めて地域包括ケアシステムに組み込ん
でいくことが重要。
介護保険事業計画は、都道府県の策定
する高齢者居住安定確保計画や医療計
画などとの整合性の確保が必要。
在宅医療・介護連携の促進を市町村が
主体となって取り組めるような制度
的・財政的なあり方の検討が必要。
専門知識を有する職員の育成・人事
ローテーションの検討が必要。

介護者

民間企業・
NPO・地域
の諸団体

介護
事業者

本人
（高齢者）

市町村

活発な人事交流

人的・物的資源や、構築に向けた取組の進捗状況など、地域差を意識
した自治体支援が重要（工程表などのプロセス提示や、全国の様々な
優良事例の発掘、提示） 。

国

3つの説明

自ら能動的に地域で活躍する主体として
捉える考え方、「高齢者の社会参加」が
重要。地域の支援の担い手となり、高齢
者自身の生活意欲向上と介護予防の効果
もある。

① 患者が治らないから（治療医学敗北説）
o

今後は、いかにして本人の生活に対する
意欲を高めるかということにより重点を
おいたサービス提供や予防事業を検討す
べき。

② 安上がりだから（医療費抑制説）
o

多職種が提供するサービスをいかに切れ
目なく統合的に提供するかが重要。
事業者間の業務提携や法人間の連携など
による複数サービスのネットワーク化を
国の政策として積極的に推進すべき。

都道
府県

医療ニーズの低い人びとが医療機関特に病院を利用すればするほどケアシステムの効率は低下
するので、できるだけ多くの人びとを地域でケアするようにした方がよい

③ そのようなケアを社会が求めるようになったから（生活モデル説）

介護保険施設はその人材やノウハウの活
用により在宅生活の継続や拡大を具体的
に支援し、地域の拠点機能を発揮すべき。

o

一定水準以上の品質でサービス提供され
ていることが必須であり、職業能力評価
を介護現場に普及させていくことが必要。

市町村間のデータの比較分析による相対的な位置付けの把握など、市町
村に対する後方支援を行う役割を期待。
広域的かつ中長期的な視点で介護人材確保・育成の取組を主導（介護人
材の需給予測と中長期的な介護人材戦略）することを期待。
専門知識を有する職員の育成・人事ローテーションの検討が必要。

長寿化・疾病構造の転換によって治らない病気を抱えながら生きる主として高齢者が増大した
→彼らに適合的なケアはQOLを重視した地域包括ケア
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1970年代以降、メインストリームの支援観が、単純な欠乏の充足から、QOLを生活モデル的ア
プローチによって充足しようとするものへ変化してきている。この新しい支援観に沿ってヘル
スケアを実施しようとすると、おのずと地域包括ケア的なシステム形態をとる。

日本が世界に誇れるもの

PHCと地域包括ケア
•
•
•
•
•

健康指数→超高齢社会では？
•
•
•
•

感染症や熱帯医学（植民地を持った国が強い）だけでなく
途上国は、一気に健康指数が改善し、急速に高齢社会化する
日本は欧米先進国と比べ、より急速に上記を経験＝途上国の今後
日本しかできない国際保健医療協力は、超少子高齢化を意識した
事
• 日本は、その超少子高齢社会に直面するも、その課題にうまく対
応できているとは言えず 収縮する社会 その経験と反省から世
界に発信する意義はある
• 成長中から、成長後を見据えて、適切なソフトランディングを考
える必要がおそらくあるはず

住民参加の重要性（原則）など共通する部分があるか
超高齢化が主要課題となり、介護と福祉の視点が重要 福祉＝人権の視点
一方で、行政（市町村）が、それを推進する責務がある
上からの地域包括ケアか？下からの地域包括ケアか？
そこに専門職・医療機関として、いかに住民視点で住民と繋がれるか？エンパ
ワメントできるか？ 「住民とともに」の精神
その視点で住民とともに、行政とも連携できるかが問われる

•
•

保健・介護・福祉・子育て・教育・地域づくり・自治などは、市町村であるが、
医療は、基本的に県！であり市町村ではない
市町村が医療に疎いことが、地域包括ケアを進めるうえで、障壁となる可能性
が高い（市役所内部から見て、石巻が評価されたのもある意味このため）
地域包括ケア（介護保険）では、在宅医療は、市町村の責任になった！
市町村に医療に関する知見・経験は乏しいのが実態
これからの医療は、こういった背景の元、いかに行政と連携しながら、患者の
みならず住民の声・視点を重視して、アドボケートする必要がある。

•
•
•
•

• 『医療・病院』中心ではなく、『ヘルスケア・地域』で
• 途上国ではＰＨＣ 先進国では地域包括ケア

37

最大被災地の看板政策として
いろいろな視察

開成仮診療所開設の（所長の）目的と活動
• 開成地区でのプライマリ・ケア（外来）と在宅医療
•
•
•
•
•
•

38

被災地の健康問題の象徴的存在？

ＰＨＣ活動（保健活動の支援・地域活動の支援）
仮設住民組織（自治会）の支援・相談役
地域の各種資源の連携強化（ボランティア支援）
仮設内では介護予防活動を支援 メンタルケア
仮設住宅以外の市内全域の在宅ケア活動
厚労省より開設前に！在宅医療連携拠点の指定 異例

• 総理大臣・厚生労働大臣・復興大臣・総務大臣
厚労復興副大臣・復興政務官計5回（小泉ほ
か）国会災害委員会
• 県知事・県保健福祉部長
• 厚生労働省 老健局長・保健局長・審議官・地
域医療計画課長 東北厚生局長ほか多数
• 復興庁 事務次官2回・審議官ほか多数
• 財務省 税と社会保障一体改革室長

• 市役所内で地域包括ケア整備の体制づくり
• 復興における地域づくり・住宅のあり方にも関与したい
• コミュニティ形成支援が最も重要

• 東北で在宅医療を含むプライマリケア・地域包
括ケアを実践できる医師の育成を進める拠点 を
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私にとっての
若月先生

小海診療所所長

ことで医療を良くするという選

択も考えたが︑やはり実践者で

あることを基本にしながら︑医

医療を良くしたい
私 は 日 本 の 医 療 が 住 民・国 民

医 療 史 や 患 者 の 権 利・医 の 倫

療を良くしたい︑医療を通じて

える領域の医療を行いたい︑さ

理などを学ぶ中で︑和田心臓移

のものになっていないと感じ医

らにその実践を通じて社会に貢

植が極めて問題が多かったこと

社会に発信するようになりたい

献したいと考えていた︒さまざ

を知った︒当時の医学界の中で

師 を 志 望 し た︒ 医 学 生 時 代 は︑

まな医療関係の本を５００冊ほ

は極めて少数派であったが︑若

と考え︑臨床医を目指した︒

ど読み漁り︑いろいろな医療の

月先生が中川米造・川上武・松田

患者中心の医療︑最も困難を抱

集会などに足を運び︑さらに優

の大先達︶らとともに異議を唱

道雄氏︵いずれも医療の民主化
を 訪 ね た︒ 特 に︑ 僻 地 医 療・国

えていたこと︑そしてその経過

れた医療実践を行う先生方の元
際保健医療・精神医療・緩和ケア

なども中川先生に教わっていた

ので︑志を同じくする存在であ

などに興味を持っていた︒
一方で︑医学教育・生命倫理・

る 若 月・佐 久 病 院 は 自 分 に と っ

佐久病院に研修医として来る

患者の権利・医療史・医療人類学
らの領域の第一人者であった故

ときの目標は︑臨床医としての

ては魅力だった︒
中川米造先生にいろいろかわい

基本的な力をつけるということ

などにも関心が生まれた︒これ

回忌
して発表させていただいた︶こ

記念シンポジウムでは︑弟子と

目標であった︒在野精神を維持

先生を学ぶということが一番の

よりも︑若月先生の下で︑若月

がっていただいた︵昨年

ともあり︑医学教育を良くする

2010,7
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3

13

純一
長

療という立場から発信してきた
オニアワークを行なった尊敬す

医療の民主化ともいえるパイ

ての意識を持つ人々や︑あるい

標・憧 れ で あ っ た り︑ 同 志 と し

た ち に と っ て︑ 目 指 す べ き 目

うに思えてきた︒そのような人

る今でも︑認め合っていないよ

の理由はいくつもあるのだろう

ナリズムに陥らないのか？

ようになった︒

能性を秘めているのではと思う

と 共 に︑ 若 月・佐 久 が 大 き な 可

相手が違うのではないかと思う

その存在の大きさは︑著作集ほ
べき諸先輩方を訪れる中で︑し

は乗り越えるべき象徴であるか

が︑従来の医療者中心の医療か

翼と言われる運動が終焉してい

か当時手に入れられるほとんど
ばしばお互いに仲が悪い︑批判

の違いはあるが︑どこかに若月

ら患者中心の医療を唱え︑在野

いた︒が︑それらの点も含め人

の著書を読んだ影響だけではな
的であることが特に気になった︒

俊 一・佐 久 病 院 は 何 ら か の 影 響

から最初に一点突破した存在で

し な が ら 地 域 実 践 を 積 み 重 ね︑

く︑訪ね歩いたさまざまな領域
パイオニアワークをなした方々

を与えている存在であることが

あ る こ と︑ 戦 争 と い う 巨 悪 に

そ

えれば医療の民主化運動の源流

から︑患者中心の医療︑言い換

多くの在野の先達に与えた影響

とと︑そのことに刺激を受けた

期的なさまざまな活動を知るこ

つまり日本の近代医療史上画

われることもしばしばであった︒

になり︑
﹁卒業したら来い﹂と言

先達にかわいがってもらうよう

上で見学に行くと︑いろいろな

翼運動の歴史など少し勉強した

よ う な こ と か ら︑ 学 生 運 動・左

験している方が多かった︒その

私の中では︑このような方々が

価していた︒

ろまでの佐久病院はだれもが評

のではないか︒そしてそのよう

越する思想としてとらえられる

められるまでになっていたこと︑

と し て の 佐 久・若 月 先 生 の 歴 史

一方で︑地域医療や社会的僻

もう少し分かり合えないのだろ

な 特 異 な 位 置 を 占 め る 若 月・佐

年がたった︒

間若月俊一を学びたいと思って

の優れたパイオニアワークを

は︑信仰を持つ人も一部いたが︑

わかった︒そして︑国保の医師

︵基本的に︶立ち向かったこと︑

常に日本の医療全体︑ときには

行った人々︵たとえば日本最初

多くが従来の医療の在り方に批

に多いが︑現在の佐久病院批判

左翼運動が分裂する前に広く認

佐久に来て

の精神科開放病棟を創った医

判的であること︑大学医局に反

をしている方でさえ︑少なくと

社 会 に 対 し︑ 地 域 医 療・農 村 医

師︶に大きな影響を与え続けて

発したという経過から多かれ少

な ぜ︑ 若 月・佐 久 は セ ク シ ョ

きたことを知る中で︑さらに膨

年こ

な か れ 学 生 運 動・左 翼 運 動 を 経

の重みを実感していたからであ

地で本当に困っている方々のた

うか︑和解し︑できれば協力で

も大きくなる前の︑昭和

らんでいった︒

る︒一方で︑出入りさせていた

めに医療を行なっている尊敬す

きないのだろうか？

闘うべき

久はさまざまな可能性を秘める

このような状況を知るにつれ︑ は︑ 対 立・批 判 し 合 う 存 在 を 超

と戦争に対する態度︑このこと

つまり︑実践に基づいた思想

のではと考えた︒

ばずるさとも言えるか︶にある

の深さ︑優しさ︑見方を変えれ

そして若月先生個人の魅力︵懐

だいていた県内国保系の医師な

べ き 先 達 の 多 く が︑ 左 翼・新 左

対立︑批判し合う存在を
超越する思想

どから︑批判も多く聞かされて

4
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特に１９７１年に出版された
り続けるためには︑存在そのも

なること︒そしてその拠点であ

の次の世代の地域医療のリー

究会の当時の代表で︑若月先生

る大きな勢力である地域医療研

つながる医療者に︵私が健和会

から若い有意な医師を︑若月に

化で不安定になったが︶
︑佐久

医師養成が一段落した後には

﹃農村医学﹄
は先生の著作の中で
のがモデルであった時代からの

ダーと評価が

姿としてあこがれていた鳥取の

も極めて重要なものだが︑川上
ようにさまざまな発信を行うこ

ある黒岩卓夫

もつ者を︑セクショナリズムを

武先生が天明佳臣先生︵港町診
とはもちろんとして︑声をまと

先生のところ

のではないかではないかと思う

療所・外国人医療の第一人者・元
めていくこと︒さらに最大の可

に泊まりがけ

︵この予想が近年の医師の流動

労住医連議長︶の協力でまとめ
能性は︑人材を教育し輩出して

でお邪魔した︒

徳永進先生と︑地域医療におけ

ている︒この尊敬する医療の民

いくことであると考えていた︒

そのときに︑

超えて広く結び付けうる存在に

主化運動の先達２人は︑私の浅

そ の こ と に よ り︑ 若 月・佐 久

ようになった︒

い理解では︑対立してもおかし

いずれ若月先

もに日本の医療を良くしていく

に学んだ有為な人材が︑全国各

活動を展開することにつながり︑ をきっかけに

くないはずである︒しかし︑と
あっている︒１９７１年という

在野勢力の連

生に対するつ

左翼運動が盛んで対立も大き

そのことが︑若月先生の目指し

携をめざした

地の志を同じくする人たちとと

かったはずの時代背景を推察す

たものにつながっていくのでは

いこと︵二人

山にかこまれた川上村診療所

もに若月先生を尊敬し︑協力し

る に︑ 本 物 が 見 え る 人 た ち は︑

ないかと考えた︒

あ る ︶︒ 特 に

月賞受賞者で

はいずれも若

ながりや想い

若月の実践に基づく思想を高く
評価していたことに救われた︒
そのためにも︑とにかく若月
先生に︑いや若月先生を学び解

もなく自分ら

佐久病院がま
こんな想いで︑佐久病院に就

の医師確保と

セクショナリズムを
超えた連携を

職する前に︑以前からいろいろ

いう観点での

読しなければならないと考えて︑
く 今 後 佐 久 が 目 指 す と こ ろ は︑

お世話になっていた︑臨床医の

佐久病院に来た︒そしておそら
医療の民主化運動という想いを
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ワークをつくりたい︒この活動

療の後継者養成の全国のネット

の拠点とした在野︑特に地域医

と行き来することで佐久を一つ

ンバーであり︑従来あまりよい

療研究会でも県国保でもコアメ

消えとなった︒しかし︑地域医

ワーク化ともいえる構想は立ち

人材の育成と交流のネット

究会の主管が佐久にまわってく

た集まりともいえる地域医療研

佐久病院を乗り越えようとし

だと思った︒

なりに先生の精神を伝えること

を同じ壇上にあげることが︑私

ンリーダーであるが︑この二人

とがあったからである︒

てほしい﹂と︑熱く語られたこ

たいと思う︒その架け橋になっ

るので︑是非うまくやっていき

ている人らの実践を評価してい

され対立してはいるが︑批判し

﹁自分は国保関係者からは批判

と い う 話 を し た︒ 先 生 か ら は︑

ないかと考え先生のもとに来た

が在野の医療機関の連携強化に
関係が築けていなかった諏訪中

ると言うこと自体が︑セクショ

に呼ばれることもあるオピニオ

つながるとともに︑農村医科大
央病院との関係は︑故今井澄先

ナリズムを超えた連携という目

連 携・関 係 改 善 は 若 月 先 生 に 与

年深刻化する中で︑立ち消えに

学すなわち佐久地域の実践のみ

生や鎌田実先生などとの昔から

標に近づいているともいえるし︑

えられた宿題と考え︑中でも国

に行ったように︶派遣し︑そこ

ならず日本中
︵あるいは世界中︶

のつながりを秘かに生かしてい

それだけ地域医療が危機に瀕し

保関係との関係改善は重要と考
い︒ 個 人 的 に は そ の 中 で 夜 間

の集まりの中で︑検診の有効性

えた︒川上村診療所時代は国保

なってしまっている︒

の︑医療に恵まれない地域の医

るうちに︑今では定期的な交流

ているともいえるのかもしれな

研究会は︑昨年佐久病院で主管

セッションなどを担当させてい

でその精神と実践を学び︑佐久

療を担う人材をつくることをめ

ができるようになり︑地域医療

命のはずであり︑そのためにい
された︒

さ ま ざ ま な 人・医 療 機 関 と の

ざしているはずの佐久病院の使
ずれ協力をしていただきたいと
者の妄想と︑今思えば恥ずかし

﹁若月俊一を語る﹂として︑いず

会 で は︑ 北 澤 先 生 の ご 努 力 で︑

かあった︒私は︑学生時代から

をさせていただいく機会が何度

がもっといろいろな面で︵特に

所で頑張っている︒佐久と国保

﹁佐久から派遣されて国保診療

での批判や〝佐久病院帝国主義〟

い限りだが︶提案を行なった記

れ も 若 月 賞 の 受 賞 者 で も あ り︑

長 野 県 国 保 な ど 佐 久・若 月 批 判

後述するいわゆる長野モデルに

ただき︑感慨深いものがあった︒

憶がある︒

私もいろいろ教わってきた健和

をしていたところに出入りしい

関しての再検証を念頭に︶協力

年の地域医療研究

その後︑黒岩先生とはお会い

会増子忠道先生と黒岩卓夫先生

ろいろお世話になっていたこと︒

していく必要があると訴え続け

その前の

するたびにその構想が何度か話

の二人が初めて同じ壇上に上

そ の 若 月・佐 久 病 院 批 判 を 聞 き

た︒

いう︵研修医にもなっていない

題になり︑佐久がそのように動

がった︒この二人は医療界にお

ながら︑それでもそれらの人と

などという非難を受けながらも︑

けるなら︑先生の方で教育の整

いて︑特に在宅医療や介護保険

若月先生に招かれ２人で食事

備の資金を集めるという話も

国保診療所の大会を主管させ
がらみでは︑厚生労働省に一緒

の 連 携・協 力 も 必 要 な 時 代 で は

あったが︑地方の医師不足が近
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ることができなかったが︑一方

章にできなかったであろうさま

か読みなおすことがあった︒文

この間︑特にいろいろうまく

大病をされ院外から依頼され

で川上先生のもとで教わる機会

ざまを行間に思いをはせながら︑

東京に行くこととなった︒この

久病院と国保が反目するのでは
た仕事をすべて断っておられた

があった︒日本の在宅ケアのモ

﹁このように表現するのか﹂﹁こ

何度か学生向けなどに講演会な

なく︑地域医療を守る︑若い人
ときにも︑私の赴任した川上村

デルでもある健和会で学ぶとい

こまでは書くのか﹂といったよ

てもらったり︑シンポジストで

をどう育てるかで協力すべきで
に 特 別 に 来 て く だ さ り︑︵ 大 病

う実益以外に︑その歴史を築い

うに︑地域の有象無象と付き合

いかないとき著作集などを何度

はと一貫して発言してきた︒一
後︑外での講演としてはおそら

て き た 方 々 の 若 月・佐 久 へ の 想

うことの困難さと重要さをそこ

ため総長退任の時期に居合わせ

定の理解を得られるようになっ
く唯一の︶講演をしてくださっ

いに触れることができ︑改めて

か ら 読 み 取 っ た︒﹁ 先 生 が

どを企画させていただいた︒

てきたように思われるが︑若月
た︒どんな内容でもお話いただ

源 流 と し て の 若 月・佐 久 の 存 在

しゃべらせてもらうときも︑佐

先生から与えられた役目は何と

けるように平易にというつもり

年

か果たしたと考えている︒

とし依頼したが︑その講演の内

で︑タイトルを﹁地域医療の心﹂

きた︒

意義について確信することがで

年頑張ったつもりぐらいでは﹂

かけて２割か３割なら︑高々数

若月先生の精神を伝えるべく若

幸い川上武先生に促される形で︑

佐 久 病 院 に 入 っ た 当 時 に は︑

よ う に 思 わ れ る も の で あ っ た︒

私に向けられた最終講義だった

な く︑ 村 で 医 療 を 行 う 上 で の︑

オを見直しても︑住民向けでは

容はすこぶる高度だった︒ビデ

であった︒村では︑自分なりに

を引き継ぐことだと考えたから

病院の使命であり︑先生の精神

線医療と農村を守ることが佐久

ることとなったが︑それは第一

健和会から川上村診療所に戻

たため︑最後は主治医の北澤先

院に戻り地域ケア科で仕事をし

６年間を村で暮らした後︑病

と思うことがしばしばであった︒

月塾やプライマリヘルスケア研

もちろんその講演のビデオは一

地域住民の医療・保健・福祉へ微

第一線医療と農村を守ること

究会などが開かれた時期で︑そ

生の宝である

ただくなど︑大変かわいがって

人的にも︑数回食事に誘ってい

川上先生の関係する健和会と

と考えていたが︑先生の盟友の

先生のもとでいろいろ学びたい

から佐久病院のことを応援しな

へ向けて発信するなどで︑側面

難などを若い医師に伝える︑外

療所医療や地域のだいご味と困

力ながら貢献するとともに︑診

前から集めていた先生のＴＶな

期でもあった︒著作とともに以

てからの時期は︑大変つらい時

与えられた︒回復が困難となっ

にかかわらせていただく機会を

生とともに医師として若月先生

遺産を継承する

の際などに直接若月先生に教え

いただいた︒先生と異なり女性

﹁今後人事交流をするので行っ

がら過ごしたつもりであった︒

佐久病院に人一倍愛着を持ち︑

が苦手であったが︑その面まで

てくれ﹂と言われ︑結果３年間

を受けることができた︒また個

も 心 配 し て い た だ い た︒ ま た︑
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戦 争 に 対 す る 先 生 の 想 い と︑

そのような社会に無関心な医局

メッセージを残そうとする先生
の姿が残されている︒それを見

員﹁世俗を超越する﹂ものへの怒

迎えているがそれらほとんどす
べてと闘い︑発信してきたその

ていると死を悲しむだけではな

どの映像
︵かなりの数がある︶
を
偉大さを改めて痛感させられた︒

あるだけ全部見直した︒
古いものから新しいものまで︑

へ持ち出し役立てるのだという

りと︑その医局の中からしっか

そのことを提起し︑それは病院

強い意志︒

く︑そのメッセージを再度学び

ある人には高く評

と組合による追悼上映会という

そのような想いが詰まった結

今見ても全然古くなく︑むしろ

価されているもの

形になった︒今は︑分不相応で

果創られてきたのが佐久病院の

どれも変わらない先生のすごさ︑

の︑本来ならもっ

はあるが︑若月先生のその偉大

は ず で あ る が︑ 今 や 逆 に︑﹁ 症

りと技術を盗み出し︑民衆の元

と評価されていい

な遺産を︑少しでも継承してい

例が多い﹂
︑
﹁研修がやりやす

直 す こ と が 必 要 で は と 思 っ た︒

ことが少なくない︒

くことが︑教えられたことへの

数十年早すぎた︒一部の見識の

実は十分に評価さ

い﹂などという理由で医師を集

が続出している︒佐久病院が逆

めた弊害で︑数年でやめるもの

答えだろうと考えている︒

たくさんあるので
はとさえ思う映像
生が息を引き取っ

論文の中でいくつか感動するも

学 生 時 代 読 ん だ 先 生 の 著 書・

歴史教育を行い︑医療の民主

に 技 術・経 験 を 盗 ま れ る 場 に 成
たそのときも︑眠

のがあったが︑その中でも私に

化のために闘い︑それ故高い評

が多くあった︒先

れない中で先生の

とっては主に以下の点が興味深

価を築いてきたという点をしっ

かり教育する必要性があるはず

いう危機をおぼえる︒

り下がっているのではないかと

元気なころの映像

かった︒
先生の最後のＴ
偸 盗 ﹂ に 見 ら れ る 技 術 観︒

るが︶︒

である︵ずっと提起してきてい
淡々と自らの死を

Ｖ や 著 作 で は︑
語られ︑一方で後

２．１９５２年の日本農村医学

に続く者の中に

医療技術を盗み出し
*
民衆の元へ

１．戦時中東大医局での﹁我は

を見ていた︒

若月先生に教えられたこと

れてなかった面も

今医療がさまざまな点で危機を

若月先生追悼上映会

8
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このように定義して農村医学が

知識の前に何のための医療なの

村 医 科 大 学 の 構 想 に 見 ら れ る︑

進むことも考えた立場から︑農

失大国のフィリピンにおいてそ

育を行うことによって︑人材流

者を徹底した現場主義と人間教

学校がある︒ここは︑僻地出身

イ テ に 僻 地 で 働 く 医 療・保 健 従

生み出されてきたことが︑非常

かの目的意識を持たせることと︑

の卒業生の９割近くが地方で働

るような医療者を育てることに

に共感できた︒

そのために人間性の教育を重視

いている特異な学校である︒地

だ医療にかかれないで亡くなる

３．１９７０年の農村医科大学

することは︑もっとも本質的で

域の人材確保とそのための教育

事者を育てるＳＨＳという保健

社会状況にあった医学が必要な

かつ重要なことと考えていた︒

の点で︑ＷＨＯからも非常に高

携わりたいと考え︑医学教育に

こと︒農村医学は農民の健康と

構想 *
現場主義と人間
教育の重要性

すなわち率先して僻地医療を

こ と が 珍 し く な か っ た 時 代 に︑

農村を良くすることを目的︵医

１９７０年の農村医科大学

担い︑そのおかれている状況を

この学校は︑若月先生の農村

会での会長挨拶 *
農村
医学とは実学︒医師だけで

療技術は医師のものでなく住民

︵社会性を持った医者を育てる

改善し地域社会に貢献すること

医 大 構 想 に 影 響 を 受 け て い る︒

はだめ

の幸せのためにあると考える先

ため︑医学知識だけではなく社

を 誇 り と 思 い 仕 事 を す る の か︑

師の専権事項として位置づけよ

すべては医学の専門家である医

に見られるように︑医療活動の

︵
︵故武見日医会長︶︶
と言う表現

生活し農民の暮らしを知ること

に︑医学知識を学ぶ前に農家で

めにまず農民に共感を持つよう

う︶で医師を養成する︒そのた

育を行うことで社会的実践を行

てくれたのが︑農村医科大学論

はないか︑といった疑問に答え

るために必要なことがあるので

維持するために︑高い志を育て

のようなモチベーションを育み︑

義務として仕事をするのか︑そ

の よ う に 現 場 教 育・人 間 教 育 に

キューバの医療人の養成が︑こ

導入することを進言した︒また

大ができるときに︑その教育を

教育を視察して感動し︑自治医

故中川米造先生は輩出ＳＨＳの

生の技術観

療にかかれない農民がいるその

医学会会長挨拶で︑先生は︑医

１９５２年の第一回日本農村

こ れ は 日 本 で は︑

会学・経済学・福祉を重視した教

うとしてきた日本医療界の中で︑

からはじめる︑そのように医師

く評価されている︒

医療は医学の社会的適応である

画期的であった︶
としている︒

力を入れていることを知り︑大

いに納得できた︒若月先生が目

であった︒
このように現場で早いうちに

指したものがキューバにあると

を育て全国の農村医療を支える︑

モチベーションを高めることは︑

いうような印象さえ持った︒

そしてそのために︑医師のみ

今や遅れていた日本の医学教育

と同時に︑先生のこの構想が

の二つが特に感動した点であっ
患者中心の︑人間的な医療者

の中でも︑遅まきながら常識に

当時実現しなかったことはもち

な ら ず 看 護 婦・事 務 そ の 他 す べ
と規定していること︵今日常識

を育てること︑特に僻地︵社会

な り つ つ あ る︒ フ ィ リ ピ ン・レ

た︒

化しているチーム医療に通ずる

的僻地を含め︶に率先して携わ

ての人々が協力する必要がある

考え︶など︑戦後間もなく︑ま
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験 の 際︑﹁ 農 村 医 科 大 学 構 想 に

大変遺憾である︒研修医採用試

をアピールできていないことが

に我々が十分その先見的な構想

る︒その志を我々は継承しなけ

を作るというところで終ってい

たたかう﹄の最後は︑農村医大

生の代表作である﹃村で病気と

ことと捉えることができる︒先

ることを意識してきた象徴的な

割を担ってきた農村部の医療機

高齢化に早くから直面しその役

は育成できるはずがなく︑実は

部はもちろん都市の有名病院で

このような医師は従来の医学

力のある医師であろう︒

コスト意識やマネージメント能

国に働きかけられないだろうか︒

連携しながらこの構想を検討し︑

な く︑ 全 国 厚 生 連・農 協 な ど と

ん佐久病院単独でできるはずは

ころではないだろうか︒もちろ

ニアである佐久病院の目指すと

医 療 の 民 主 化・社 会 化 の パ イ オ

容易ではないが︑それこそが

惹かれ︑いつか佐久病院が日本
ればならない︒それは佐久地域

関・医 師 こ そ が 育 て る こ と が で

４．１９８４年の﹁患者の権利

と の 連 携・協 力 が で き︑ さ ら に

中のあるいは世界の医療に恵ま
だけが住みよい地域社会になる

きる︒高齢化を衰退の要因とと

常に日本中の問題に対し貢献す

れない地域を支援する医療者を

ことではなく︑日本中世界中が︑

らえるのではなく︑超高齢社会

と責任﹂ *
医 療 を 患 者・
住 民・国 民 と と も に 創 る と

ろん残念だが︑絶好のチャンス

育て派遣する可能性を感じたか

だれでも医療が受けられ一人ひ

の農村こそ近未来であるとの発

いう姿勢

年が

たったが︑多くの研修希望者が

とりが人間らしく暮らせる社会

想で︑今後必要とされる医師養

ら﹂と志望動機を述べて
いるにもかかわらず︑我々自身

を実現する︑そのような志と実

これは︑日本最初の患者の権

野に入れることで率先して困難

さらに国際保健医療協力を視

き直しているだけではないとこ

﹁リスボン宣言﹂を日本向けに焼

に前年世界医師会で採択された

成に適していることを示す必要

また世界的に未曽有の超高齢

な状況に飛び込んでいくヒュー

ろに︑特徴があると考える︒

践する力を持った医療者を育て

が十分に農村医大を目指した精
神を見失ってきているからでは

化し︑医師削減の国是が見直さ

社会という社会状況に適した医

マニズムにあふれた若者を確保

患者の権利や生命倫理は学生

利宣言と評価されているが︑単

れてきている︒厚生連あるいは

師の養成へと変えていく必要が

し︑ そ の 想 い を 持 続・発 展 さ せ

時 代 相 当 勉 強 し︑﹁ 患 者 の 権 利

がある︒

ＪＡのみならず地方の力を結集

あるはずだが︑この点でも農村

ながら医療技術者として育成で

と責任﹂がでるきっかけとなっ

ることに尽きるのだろうと考え

して︑もう一度農村医科大学の

部で医師養成を行うことは非常

きれば︑国際協力の新しい可能

た木村利人氏の著作も読み︑講

ないかという危惧を持つ︒

可能性を再検討することは重要

に意義がある︒高齢社会に最も

性とともに︑それは農村医療の

ている︒

になってきたし︑今からでもそ

必要とされる医師像は︑多数の

幸か不幸か︑医師不足が深刻

の素案を考えるべきではないか︒

師を依頼したこともあった︒木

村氏は生命倫理の観点から︑患

後継者確保となり︑新しい医療
者教育像を示すことになる︒

問題を抱える高齢者を総合的に
診るとともに生活を支える福祉

またこの構想は︑先生が佐久
という地域にこだわりながらも︑
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者の権利を認めるように若月先

る︒改めて先生の先見の明とい

実し︑患者の満足度を重視して

面から医療の周辺サービスを充

にすでに見られていた︒そのこ

民とともに﹂というスローガン

を要求する

患者の権利

で起こった

財＝社会的共通資本としてとら

ととらえるべきではなく︑公共

ら︑医療はそのような消費行動

一方︑主に社会保障の観点か

の目線にたち︑医療者を真に信

め︑医療の透明性を高め︑住民

など︶に利用することを厳に戒

ある研究や出世あるいは金儲け

える︒医療を自分の私欲︵興味

との先見性を我々は引き継がな

闘いの歴史

え る 必 要 が あ る と い う こ と が︑

用してもらう︑そのような姿勢

いくことの重要性が大きく言わ

うか︑医療の本質を見る眼に驚
かされている︒

は︑行き着

強調されてきている︒患者の権

が求められるはずであり︑それ

ければならないと︑今改めて考

く と こ ろ︑

利 の み を 強 調 し て い く こ と は︑

１９７０年前後からアメリカ

医療という

こそが佐久病院が数十年前から

ような姿勢と︑責任を入れた点

真の医療の民主化になるのだろ
域住民としての責任と協力を求

は同じ視点に立っているように

ものをサー
とらえ︑患

める姿勢は︑医療の本質を考え

思う︒

行ってきたことであるし︑その
者をサービ

た場合︑むしろ必要なことでは

このように医療を協同で作り

患 者 あ る い は 国 民・地

スの消費者

ないか︒サービス提供者と消費

上げていく︑そのような思いの

う か？

としてとら

者という発想は︑少なくとも日

視線の正当性を示していくため

えていく＝

若 月 先 生 は 医 療 者 と 患 者・住

には︑もう一度佐久病院が果た

詰まった﹁日本初の患者の権利
いったとい

民をともに協力しながら︑より

してきたさまざまな活動の再評

本ではいかがなものかと︑当時

う評価があ

よい医療を︑そしてより良い社

価が必要であると考えている︒

消費者運動

る︒ 現 在︑

会を作るパートナーだと考えて

宣言﹂を持つ我々が︑その思想・

主に病院集

いたのだろう︒そのことは﹁農

から考えていた︒

客や経営の

となって

ビスとして

れる

生 に 勧 め た が︑ 先 生 が 責 任 を
謳ったことが極めて特徴的であ
るとともに︑意義深いものであ

若月塾での先生
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５．
﹁母なる農村﹂ *
特に晩
年は﹁母なる﹂
という言い方
を好まれていた

史・医 療 特 性

使われるようになった歴史があ

うになり︑それがいまでは広く

なかでも国保と

ると考えている︒そして

年代
と︑ＰＨＣ︵プ

り 重 要 な の は︑ 長 野 県 の 医 療

ることが命を守り︑平和につな
厚生連の存在

命を大事にすること︑農村を守
がると考えていた︑というよう

産の増大手段として受けてはな

に先生は﹁
﹃農﹄を単なる食料生

て盛んに使われたことで︑広く

佐久病院の農村医療に張り合っ

﹁地域医療﹂という言葉自体が︑

あ る︒ と く に 長 野 県 国 保 と は︑

ライマリヘルスケア︶の視点で

の若月先生の会長挨拶にあるよ

きているとは言い難い︒

療﹂の明確な定義・意義を提示で

に し ろ︑ 国 保 に し ろ︑﹁ 地 域 医

に組織化された地域医療研究会

にまとめた︒

先生は︑農村を守ることの重
らない⁝⁝農村の地域開発の中

使われるようになったと考えて

うに︑農村と農民の生活と健康

年

要性を一貫して主張されていた
における
﹃農村医学﹄の役割をま

おり︑この点でも重要である︒

を改善することを目的として誕

﹁母なる農村に生きて﹂
は

が︑晩年は特に﹁母なる農村を

すます重要視しなければならな

すなわち︑１９６０年代に日

生している︒このことは実は日

あり︑最終著書名でもある︒

周年記念誌

守る﹂という言い方をよく使わ

い﹂と書いているが︑実際︑わ

本医師会長であった武見太郎氏

本の医療の民主化の歴史におい

日本農村医学会

れていた︒
﹁母なる農村﹂とは︑

れわれはどのように農村を守っ

が最初に﹁地域医療﹂を使った︑

ても︑画期的なことである︒

葉で代表されるように︑医学の

社会的適応﹂という武見氏の言

るが︑日本では﹁医療は医学の

科学というより応用科学︶があ

礎学問であるという認識︵自然

は︑医学は医療を行うための基

が重要視されてきた︒世界的に

極 め て 研 究 主 義・権 威 的 な 医 学

し て 導 入 し た こ と な ど に よ り︑

かも軍医により明治時代国策と

日本では︑ドイツ医学を︑し

52

ＮＢＳスペシャルのタイトルで

農村の持つ農業や自然環境の豊

ていけばいいのか︑歴史を再評

と若月先生から教わったが︑

年

か さ と い っ た こ と は も ち ろ ん︑

価するところから今後の活動を

73

それに対し農村医学会は

農村こそが︑人間が人間らしく

年代に医師会主導では﹁地域医

80

考えていく必要がある︒

年代になり
広 が り を 見 せ た と 考 え ら れ る︒

療﹂は広まらず︑

老人医療費が日本一低いという

それに大きな影響を与えたのが

そ の 中 で い わ ゆ る 健 康 長 寿・

その人間らしく生きる農村を守

長野県の特長を︑今までの分析

え て い た た め の 表 現 と 考 え る︒
ることが︑今の日本社会が抱え

国保系の医療者であった︒
年︑全国では

で︑国保が﹁地域医療﹂を使うよ

生連の農村医療に対抗するなか

はこの経過からわかるように厚

改称され今日に至っている︒実

年に国保学会が地域医療学会と

長野県では

も再検証しながらある仮説を出

﹁長野モデル﹂を考えるにあた

﹁農村医療﹂
と
﹁地域医療﹂

たい︒

るさまざまな問題を見直すこと

が目指した
﹁平和﹂
とそのために

務めさせていただいたが︑先生

かえるメインテーマの責任者を

３年前の病院祭で足跡を振り

ながると考えていた︒

し︑今後のあり方議論につなげ

60

50

につながり︑さらに
﹁平和﹂
につ

70

豊かに生きる地域である︑と考

− −
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に対する国民

はなく︑実際上は︑全県組織で

ある国保がむしろ影響力が大き

は︑医療はあ

医学の出発点

ＨＣを︑ 年以上も前に先取り

医療の基本原則と確認されるＰ

活動は︑１９７８年世界の保健

の副会長︶が︑おそらく佐久の

︵ 県 国 保 の 父 で あ り︑ 全 国 国 保

病院である︶の故吉澤国雄院長

元するという考えが顕著である︒

専門家がその専門性を社会に還

と輝いている︒

の民主化の歴史においても燦然

療の社会化だけではなく︑医療

う︒日本の医

学が必要とい

学問として医

のための基礎

あるとし︑そ

ための方法で

を幸せにする

ひいては国民

の は 不 思 議 で は な い︒ た だ し︑

果︑上記の成果がもたらされた

あることが理解できる︒その結

の視野に立てば︑世界的偉業で

した活動の正当性は︑国際保健

社会・地域・生活に早くから介入

に 健 康 に 関 係 す る か に 着 目 し︑

けでなく︑社会の在り方がいか

発見早期治療﹂といったものだ

狭い意味での﹁検診﹂や︑﹁早期

医療費とつながっていると考え

いるが︑このことが今に続く低

話し合われたらしいと伝わって

金のかからない医療を行おうと

そこで貧しい人たちのためにお

東京で若月・吉澤会談があった︒

考えられる︒

めたことが大きな要因であると

して︑保健活動などを全県に広

する︑世界に誇る活動であった︒ 活動を見ながらそれをアレンジ

佐 久 病 院・厚 生 連 だ け の 活 動 で

られる︒

なお︑浅間に赴任する前の年︑

これがパターナリズムや医療の
透明性の欠如につながり︑医療
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の期待にこた

かったのではと考える︒

国保では１９５６年浅間病院

健康長寿・低医療費の
﹁長野モデル﹂
とは
﹁長野モデル﹂は何によっても

えていないと
いう批判を受

４人しかいない満票で選ばれて

︵その前年︑若月は﹃文藝春秋﹄

て一つの理由に帰すなら︑若月

いる

たらされたか︒もちろん理由を

俊一が長野で活躍したから︑に

革命児であった︒その佐久病院

ける結果につ
医療は社会

いきつくと考えている︒１９４

に東大がぶつけてきたのが浅間

の 中 で 日 本 の 医 師 十 傑 の 中 に︑

をよくする一

年ほどの佐久病院の

ながってきた︒ 挙げればいろいろあるが︑あえ

つの手段であ

５ 年から

すなわち日本の医療界の

るという農村

く ま で 患 者︑

−
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◆ Global Conference on Primary Health Care 参加報告 ◆

清水 啓介
（佐久総合病院

総合診療科・国際保健委員会）

ご紹介有難うございます。佐久総合病院総合診療科の後期研修医/専攻医を
している清水と申します。今回、先週カザフスタンで開催された Global
Conference on Primary Health Care に、佐久病院を代表して蓮見とともに参加し
てきましたので、ごく簡単に報告をさせていただきます。一緒に参加された戸田先生にも補足をしてい
ただこうと思っておりますので、よろしくお願いします。
まずこの会議の開催概要です。40 年前アルマ・アタ宣言を採択されたアルマ・アタがカザフスタンに
ありますが、現在首都がアスタナに移っており、先週 10 月 25、26 日にカザフスタン政府、WHO、UNICEF
の合同で開催されました。世界中から 60 人の政府関係者を含む 2156 人が参加したかなり大きな会議で
ありまして、もちろんここに厚生労働省や JICA からも参加したという形になります。この会議の一番
の目的はアルマ・アタ宣言からの 40 年を振り返り、新たなプライマリ・ヘルス・ケアの時代を築くた
めのアスタナ宣言を採択するということにありました。この左下にある写真が、アスタナ宣言の実際の
パンフレットでして、簡単にインターネットで見ることができますので、興味のある方はご覧になって
いただければと思います。
この宣言文に関しては、
事前に WHO や各国で協議してできていましたので、
今回のカンファレンスの主な目的は大小様々なセッションを、プライマリ・ヘルス・ケアに関連するセ
ッションを開催することにありました。こちら 2 枚の写真が実際の会議の様子なんですけれども、これ
はおよそ 1000 人から 2000 人くらい入るような大きい会場で行われたもので、政府関係者も全員参加す
るようなものがあったり、小さい物ですと 10 人や数十人規模でカンファレンスを行うようなものもあ
りました。発表者の方は政府関係者、WHO の方々が中心でしたけれども、コミュニティ・ベースで活
動されている方や若手の方々も発表をされていたというのがすごく印象的でした。
これはアスタナ宣言の採択に至る背景です。前半のセッションで十分説明していただきましたけれど
も、1978 年にアルマ・アタ宣言が採択されて、Health for all ということが謳われたわけですけれども、
まだ冷戦のただ中にあったり、世界的に経済も停滞していたりということで、なかなか Health for all は
達成出来ない状況にありました。スライドには 2000 年とありますが実際は 2002 年ですね、MDGs でも
開発目標を設定されましたけれども、その中でもやはり結核の対策やマラリアの対策、母子保健だとか、
縦割りの目標で終わってしまっていて、それ以降、そういう縦割りのことに関しては成果がある程度得
られましたが、そういうヘルス・サービスの行き届かない人との間で差がついてしまった、格差がつい
てしまったというところで、2015 年 SDGs では Universal Health Coverage を目指そうと改めて言及され
たという背景がありました。さらに、来年 2019 年には UHC に関するハイレベル会合が開かれ、そして
今から 12 年後 2030 年には SDGs の達成期限が訪れるということになります。こういう状況の中で、各
国やコミュニティが実際どういうことをすれば良いか、具体的な行動指針が必要ということが背景とし
てありました。
ですので、アスタナ宣言の役割としては、まず SDGs/UHC 達成のための方策としてプライマリ・ヘル
ス・ケアが重要であるということを再度強調して、位置づけることにありました。そしてもう一つ、プ
ライマリ・ヘルス・ケアを実際運用するために何をすれば良いのか、という具体的な指針を提示すると
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いう役割がありました。つまり、これまで 1978 年から PHC という理想はありましたが、現行のシステ
ムにうまく組み込んでいくことができない平行線をたどっているという現状があって、ここにアスタナ
宣言という宣言を出すことで、システムとしてしっかり PHC を確立し、SDGs/UHC の達成をしようと
いう宣言でした。
この 5 つの柱というのは、私と蓮見の解釈もあるんですけれども、PHC 実現のための柱ということで
この 5 点を挙げてみました。1 つめが包括的ケアということで、このあたりも前半で十分お話しいただ
いた内容ですけれども、これまで治療に重点を置いてきたところがありますが、それだけではやはりト
ータルの健康というのは実現できず、予防や健康増進、病気になった後もリハビリ、緩和ケアなど、そ
ういうものを含めてしっかり包括的なケアを行っていく必要があるということが強調されました。また、
2 つめの多面的アプローチというところでは、健康の社会的決定要因、水や食料、教育、経済など多く
の社会的決定要因が人の健康を形作っているということがはっきりしていますので、ヘルス・セクター
以外もしっかり巻き込んで多面的にアプローチしていく必要があるということが強調されました。また、
投資というところでは、ヘルス・セクターへの投資を増やさなければいけない、ということに加えて、
包括的ケアとも関わるところですが、治療に偏重した投資ではなく、予防や健康増進などにもしっかり
お金をつぎ込んでいかなければならない、ということが強調されていました。そして 4 つめ、科学技術
というところで、前半で情報技術をしっかり利用していかなければならないというお話もありましたし、
診断や治療に関しても 40 年前よりもかなり進歩している部分がありますので、そういうところもしっ
かり利用して、PHC を実現しましょう、ということでした。そして最後にして一番重要なのが、やはり
エンパワーメントということで PHC の基本としては、人ベース、コミュニティ・ベースということが
ありますので、それらの方々の参加を促進し、エンパワーメントをしっかりしていくということが強調
されました。アスタナ宣言で強調されたこの 5 点に関して、やはり今回のグローバル・カンファレンス
でも繰り返しお話がされていました。
そして会議は最後、こういう言葉で締めくくられました。プライマリ・ヘルス・ケアはスマートで、
プライマリ・ヘルス・ケアは正しく、プライマリ・ヘルス・ケアは健康への普遍的なアクセス、UHC
の礎なのです。この共通の価値と原則のもと、今こそアスタナの炎を燃やし続けなければなりません。
プライマリ・ヘルス・ケア、今こそその時なのです。有難うございました。
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Global Conference on Primary Health Care開催概要
•
•
•
•
•

Global Conference
on Primary Health Care
参加報告

2018/10/25,26 カザフスタンの首都アスタナで開催
カザフスタン政府、WHO, UNICEFの合同主催
世界中から60人の政府関係者を含む2156人が参加
アルマ・アタ宣言からの40年を振り返りアスタナ宣言を採択
アスタナ宣言に関連する大小様々なセッションを開催

国際保健委員会
蓮見 純平
清水 啓介

アスタナ宣言採択の背景
1978年

2000年

2015年

アスタナ宣言の役割

• アルマ・アタ宣言の採択

• プライマリ・ヘルス・ケア(PHC)の重要性を再度強調
• SDGs/UHC達成のための方策としてPHCを位置づけ
• PHC運用のための具体的な指針を提示した

• Millennium Development Goals (MDGs)の設定

• Sustainable Development Goals (SDGs)での
Universal Health Coverage (UHC)への言及

PHCという理想

• 2019年 国連総会、UHCハイレベル会合
• 2030年 SDGsの達成期限

現行のシステム

ア
ス
タ
ナ
宣
言

システムとしての
PHCの確立

SDGs/UHCの達成

⇒具体的な行動指針の必要性

PHC 実現のための5つの柱
包括的ケア
予防、健康増進、治療、
リハビリ、緩和ケアを
含む包括的なケア

“Primary health care is smart, primary health care is right, primary

プライマリ・ヘルス・ケアはスマートで、プライマリ・ヘルス・ケアは正

多面的
アプローチ
健康の社会的決定要因
に着目し多セクターを巻
き込む多面的アプローチ

health care is the foundation of universal access to health, a

しく、プライマリ・ヘルス・ケアは健康への普遍的なアクセス、UHCの
universal health coverage.”

基礎なのです。
“These are the same values and principles, that must now be the oil that keeps the

この共通の価値と原則のもと、今こそアスタナの炎を燃やし続けなけれ

投資

科学技術

エンパワーメント

健康アウトカム改善の
ためエビデンスを備えた
PHCへの十分な投資

進歩した科学技術を活
用した効率的・有効なヘ
ルス・システムの構築

PHCの担い手としての
人・コミュニティの参加
促進とエンパワーメント

lamp of Astana burning. Primary health care. The time is now.”

ばなりません。プライマリ・ヘルス・ケア、今こそそのときなのです。
Dr. Carissa Etienne
Regional director of Pan American Health Organization
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◆ パネルディスカッション◆
～佐久総合病院 PHC の過去、現在、未来～
≪ショートレクチャー≫
SCH and SHS approaches for PHC Implementation:
Appropriate Training of Health Workforce for Rural Communities
スマナ・バルア
（星槎大学特任教授
・前 WHO 世界ハンセン病対策プログラムチームリーダー）
ご紹介を有難うございます。今日この会場には知り合いの方が多くいると思いますが、事前には今日
予定されているよりももっと長いレクチャーをしてくださいと言われていました。今日壇上でお話しさ
れる方に比べると、私はこの場所に 1 年に何回も乗っている人間です。だから今日は短い時間のレクチ
ャーならいいだろうと、お話を引き受けさせていただきました。今日、私は人材を育てることについて
お話しさせてもらいます。
ここのスライドに示してあるのは私の今日言いたいことで、全部日本語に訳しました。プライマリ・
ヘルスに関していえば、この三つのことを私たちは忘れてはいけません。これがプライマリ・ヘルス・
ケアのことを地域の中で人々ともに活動する時に、とても大事なポイントです。だから佐久だったら演
劇をしているように、先程本田先生のスライドにもありましたが、私もレイテ島で演劇を中心にして、
妊婦さんたちに教育をしました。それを村づくりと私たちは言いますけど、活動支援としてとっても必
要なことですね。その中で私はプライマリ・ヘルス・ケアにおいてメッカと言われる二つの地について
お話しさせてもらいます。
一つは佐久総合病院。もう一つはフィリピン国立大学のレイテ分校です。ここに書いてある通りに
1978 年マニラで行われた世界医師会の分科会において、二つの地の、地域の中での活動、人材育成が議
論され、その記録は“Development of Health Manpower for the rural areas”という名前で yellow book に記
載されています。私がまだ東大にいた時、JICA が海外に専門家を送る前にする事前研修の研修教育担当
をしていました。彼らによく言っていたのは、まず自分の国を知るべき、なぜならば若月先生がよくお
っしゃっていたことは、『自分の国でお医者さんをできない、看護師さんをできない人が、海外に行っ
ても役にたたない。』と言うことをよくおっしゃっていたからです。そしてもう一つは現場に足元を持
っていないとなかなか仕事がしにくいと言うことです。逆にいえば現場に足を持っている人は強いとい
うことです。当時 SHS（School of Health Sciences：フィリピン国立大学医学部レイテ分校）に 2 泊 3 日
で一緒に行きながら、レポートを書いて研修した方々は 20 数カ国で仕事をしています。
次に SHS のことですが、佐久病院はアルマ・アタ宣言の 30 数年前から活動しており、佐久病院と SHS
は地域医療の本当のアプローチを実際に村の中で実践していました。その活動があって、若月先生は
1976 年にアジアのノーベル賞と言われるマグサイサイ賞を受賞しました。SHS は国立大学ですが、村人
の推薦があって入学が許可されます。頭がいくら良くても入学できません。村人の信頼が一番大切。社

79

会的契約に基づいて勉強します。私は佐久病院のレジデント 2 年目の先生を SHS に毎年連れて行ってい
ます。そして私は旗をもって現場で彼らを案内します。SHS は WHO に賞をもらい大臣が受け取りまし
たし、その後も 40 年以上活動が続いています。私が学生の頃は本当に村中を歩き回って患者さんを見
ていました。この写真の川では当時日本住血吸虫がすごく流行していました。村の人口の 60％が寄生虫
に感染していました。
これが SHS の階段式の教育制度です。
私は唯一の外国人として（※バルア先生はバングラデシュ出身）
村人の推薦を得て、学校に入学しましたが、今でも SHS の学生はその 85％以上が村に戻って仕事をし
ています。この写真のように私は日本に来て富士見高原のゴルフ場で草を植えて仕事をしながら、地域
の中で医師として働くならどこでできるかということを考えていました。それで 3 年間外国人労働者に
なって、お金を少し貯めて、外国に行って、また帰国しながら仕事を続けて、やっと SHS を見つけるこ
とができました。
そこから私は若月先生に色々なお知恵をいただいて、ここまでやってきました。どうして私がスライ
ドでこの若い頃外国人労働者として働いていた頃の写真と若月先生の写真を並べているかというと、い
つも若月先生が私に「私たちと若者の架け橋にあなたはなりなさい」ということを言っていたからです。
今もその言葉を守って色々なところを飛び回っています。
最後に、私は二つの PHC のメッカが将来どうしたら人材を育成できるかということを、もう一度お
伝えしたいと思います。なぜ人材を育てなくてはいけないかというと、日本は未だに「かきく」の国際
協力をしてきました。「金、機械、車」です。しかしながらそれでは長続きしません。これからは「け
こ」に行きましょう。健康である、志のある若者をメッカ二つが手を取り合って、あるいは他のメッカ
を見つけて、一緒になってサポートして頑張りましょう。これでお話を終わります。有難うございまし
た。
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Key points to remember in regards to

SCH and SHS approaches for
PHC Implementation:
Appropriate Training of Health
Workforce for Rural Communities

Primary Health Care (PHC)
• PHC is not a Health Care Strategy to improve health
care facilities in the communities;
• PHC is not a Health Care Package to bring better health
to the people in the communities;
• PHC is a continuous approach through:
– Inter-agency collaboration;
– Involve family and community (such as in drama) in
taking care of their basic health needs;
– Appropriate and community-need-based training of
health workforce from among the community people
– To empower the community people, gradually, in
taking care of their basic health needs by themselves;

..

Saku Central Hospital
Usuda, Nagano, Japan
3 November, 2018

バルア・スマナ
医師・医学博士
特任教授・星槎大学
元部長
世界ハンセン病対策プログラム
世界保健機関(WHO)

Two globally recognized
Mecca for PHC

Mecca number one for PHC:
Saku Central Hospital (SCH)

• Have been implementing these key points as
well as the eight PHC elements for several
decades;
• Were discussed during a scientific session of the
32nd World Medical Assembly held in 1978 in
Manila (the report is known as the yellow book
for “Development of Health Manpower for the
rural areas”);
• Collaborated during “JICA Training Courses on
PHC”. The participants have been working as
Japanese experts in more than 20 countries.

• SCH founded more than 30 years ahead of
Alma-Ata Declaration in 1978;
• For more than 70 years, SCH continues to serve
the people as well as trains younger health
workforce while many global experts comment
that the PHC approach lost its way;
• Dr. Toshikazu Wakatsuki was accorded the
Magsaysay award (also known as the Noble
Prize of Asia) in 1976;
• There will be few presentations in the
symposium on SCH approaches.

These two institutions (SCH & SHS):

Mecca number two for PHC:
School of Health Sciences (SHS)

• In contrast, WHO Bulletin published study shows that
‘Compulsory service and retention in the communities’
was not sustainable for various reasons that involved
institutions from 70 countries;
• SHS and its graduates have been practicing PHC, in its
true meaning, for last four decades while many
globally recognized PHC experts feel that PHC lost its
way and talk about “revitalization of PHC”.
• Philippines was recognized with the first WHO award
for PHC, for the SHS-introduced Carigara PHC pilot
project in early 1980s. Former Health Secretary
(Minister), Dr Azurin, received the award.

• SHS founded in 1976, two years ahead of AlmaAta Declaration, to address health workforce
issue, “focusing on retention in the
communities”;
• Students are nominated by villagers who need a
health worker and send to study at the ‘Unique
Step Ladder Curriculum of SHS;
• Students are trained mainly in the ‘laboratorycommunities’; focusing on ‘Social Contract’;
• With more than 85% (approx.) of retention in the
communities from 1976 to 2016;
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UP Manila-School of Health Sciences
Students’ performance during last four decades
(1976 to 2016)
SHS offered
program

Number of Number of
students
students
Dropout Licensure
completed
licensed
rate
rate*

Midwifery

1679

1515

12.86

90.23

Nursing

341

310

1.44

90.91

Medicine

181

148

7.45

81.77

With more than 85% of retention in the communities (approx.)
*Number of graduates already passed the National Board examinations
and licensed/ number of graduates who completed the program

フィリピンにおける地域医療従事者確保の斬新な取り組み ─国立フィリピン大学健康科学部の紹介
http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170710112123.pdf?id=ART0010104720 より引用

Data source: SHS reports 2015

SCH and SHS are “deeply rooted locally
BUT
the approaches are truly global”

Earned by working as a day-laborer at
a golf-course, road construction and
such other works (1976-1979), while
looking for a medical school to study.

The mothers and children in the communities
are waiting for our
“local passion towards global contribution”

Dr Toshikazu Wakatsuki: A mentor to remember
Photo: Y. Kawamura (NHK Director)

Conclusion & Recommendation

彼の名は今日 (His Name is “Today”)

• My personal view is that Japan’s international
collaboration on health will be more successful
and sustainable if we can combine the
experiences and expertise in PHC approaches of
the two Meccas and replicate it in developing
countries, especially, among the geographically
challenged countries and post-conflict countries;
• Make an official document, ‘Saku declaration on
PHC after 40 years of Alma-Ata’. This will be an
official tool to disseminate SCH contribution on
PHC approaches during more than seven
decades.

われわれは多くの誤ちや間違いを犯している
しかし最大の罪は子供達を見捨てていることだ
この生命の泉を無視していることだ
多くの必要なことは待つことができる
しかしこの子にはそれができない
今、彼の骨がつくられ、血がつくられ
感覚が育っているのだ
この子に対して私達は“明日ね”言うこと
はできない

この子の名前は “今日” なのだ。
ガブリエラ ミストラル （チリー）

82

≪パネリスト１≫
若妻の悩みをつなげて ～愛育班活動への支援～
精神保健の基盤づくりの実践から
菊池 智子
（元南牧村保健師）

元南牧村の保健師の菊池智子です。
もう現場を離れてから 15 年という長い年月が経っておりまして、
来年には文字通り後期高齢者になる私に、佐久病院に助けていただきながら無医村から出発した活動の
中で、過去に何か印象に残ったところをお話をするようにということですので、いろんなことを村の先
生と相談して活動してきましたが、その中でも二つのことをお話ししたいと思います。
色々な活動の中でもまずは愛育班という若妻会のお話をしたいと思います。本日は時間の関係で紹介
はできませんが、健康手帳は発案してからずっと南牧村で特に医療機関、住民の皆さんとのパイプ役と
して、色々な形で使われています。南牧村診療所所長の座光寺先生のお話では７割の方が今も使われて
いるということで、大変いいものだということでお話を伺っております。それから大人の健康手帳が発
展して、岐阜県の上矢作村というところで実践されておりました子供の健康手帳は、小学生から中学生
まで 9 年間の健康手帳を視察で見せていただきまして、それも私が仲間たちと一緒に作っていまだに使
われているそうです。他にも農業機械の事故防止ですとか農薬散布の問題などもありまして、そういっ
たことは当時佐久病院の健康管理部の部長松島（松翠）先生ですとか、お亡くなりになられた佐々木（真
爾）先生に一緒に色々と教えていただきながら、現場つまり畑を回りながら、現状を把握してそれにつ
いての色々なアドバイスを頂き農協の生活指導員や健康管理部の南牧村の担当の保健師さんとも共同
で取り組んできました。と取り組んできました。
二つ目にすみれ会という精神障害者の共同作業所のお話をさせていただきます。すみれ会は NPO 法
人になって、今も南牧村で頑張って活動しています。15 人ほどの利用者がおり、近隣の町村からも利用
者さんがきています。皆さん職員の方がとても熱心にされていて、利用者さんもいつ訪問しても生き生
きとしています。それから発展しまして、佐久地域の精神保健研究会に発展し、更に佐久病院や保健所
及び地域の保健師等の協同により、NPO 法人ウィズハート佐久という組織に発展しております。今日は
母子保健の基本である若妻会（愛育班）の話と精神保健のお話をさせていただきたいと思っております。
私が 1969 年、昭和 44 年に南牧村で保健師として第一歩を踏み出したとき、村は無医村で週 2 回 2 時
間だけ午後隣町の小海赤十字病院から医師が診療にいらっしゃっていました。保健師も長い間不在でし
た。そんな中乳児健診で、若妻たちの悩みを色々と聞いておりました。その中でも一番驚いたのは妊娠
中絶がとても多いということです。そこで現状把握ということで、このことは保健師活動の原点なので
すけれど、アンケートを取ってみました。流産経験者が 24％もいて、なんとその 4 分の 3 が人工妊娠中
絶の経験者でした。妊娠中絶回数も 3、4 回はざらで、中には 7 回という人もいて、本当に受胎調節や
家族計画が緊急課題でした。そこで若妻会の発足を婦人会の協力を得て、若妻会の方達が人間関係を構
築する中で悩みを共有するということを学習して、相互に解決していくことを働きかけました。ただ保
健師が 1 回や 2 回知識をポンと伝えるというのでは価値がないだろうという風に思い、相互に解決して
いくことが必要だと思いました。同時に村の青年団の中では、私もその頃は 24 歳で青年でしたから、
まずこの村に来てどういう層と仲良くなって、どこからこの村と仲良くなれるのかということを知るた
めに青年団に入ったんですけれども、その青年団の中で、婚前学級ということで性教育を行いました。
その後若妻会が 9 集落すべてに定着した頃、愛育班という名称に変わり、愛の小箱と言いまして、集落
ごとに担当者がいて、コンドームが必要になれば、いつでも仲間から手に入るようにするシステムを作
りました。これは多くの市町村で、保健補導員という人たちの中で行われていることを後で知りました。
愛育班の活動は最初家族計画から始まりましたが、学び合いを重ねる中で、自分たちでどんどん新し
いテーマを見つけるようになりました。例えば熱が出た時の手当くらいは自分たちでできるようになり
たいということで、学習会のテーマが「子供の病気と手当」とか「子供達を守るためには自分たちも健
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康でなければならない」母親自身の健康管理がテーマになりました。また農協の生活指導員さんの協力
もあり、農協の店舗に安全な粉石鹸が置かれるようになりました。
1979 年には虫歯についてのアンケートを行ったところ、虫歯が多いのは嫁が農良仕事の間に子守役の
姑が孫に飴玉やチョコをくれるからじゃないかという意見が出ていましたが、その結果から、いやいや
そうではなく、自分たちの方が野良から帰ってきて、ワーワー子供が泣いていると飴玉をやっていると
いう現状がアンケートの結果によってわかりました。自分たちもこれは失敗だったとそれをきっかけに
町中にある婦人団体が集まり、学習や意見交換をしようという話になりました。
その中で南牧村女性の集いが誕生し、第一回のテーマは村民に取って切実な「無医村を考える」とい
うテーマでした。女性の集いが結成されて 7 年目の時に女性の集いでご挨拶をされた村長さんが、皆さ
んの長年の願いが叶えられて、来春佐久病院から診療所にお医者さんを迎えることができるようになり
ましたと話され大きな拍手でした。また若妻の間では遠方からお嫁さんを孤独にしないという雰囲気も
生まれ、お互いに良い仲間づくりができましたし、愛育班活動に理解が広まり、姑さんたちも初めは渋々
としていましたが、だんだんと愛育班活動にも協力してくれるようになりました。
ある時愛育班で紙おむつのことが話題になりました。それが村のゴミ問題へと発展し、紙おむつの回
収を村が積極的に取り組んでくれるようになり、また若妻たちはアルミ缶のリサイクルをして、得たお
金で、磁石を買って、それを全戸に配布し、アルミ缶とスチール缶が分別されるようになり、精神障害
者の作業所に集めて、缶を潰す作業につながりました。確かその時 45 万円くらいしたと思うのですが、
缶を潰す機械を村が買ってくれました。現在は行政が回収を業者委託し、すみれ会の作業として続いて
います。今の時代はお嫁さんたちも自由に車で外に出られ、お小遣いもあり、友達とも会える時代にな
りました。愛育班は 2 つだけの集落が合同に農閑期に集まる形で集まりがもたれています。
その次に二つ目のこととして、すみれ会のお話をさせていただきます。精神保健の地盤づくりの実践
からという題でご報告させていただきます。南牧村に就職してから、あの家には危ない人がいるから近
づかない方がいいぞと役場の職員に言われました。当時そんな時代だったのかもしれません。ある日、
関西方面から転入されてきた三姉妹の長女が、姉妹の一人が妄想で包丁を振り回していると、夜私の下
宿に駆け込んできました。またそれから間も無く小諸から甲府のバスの中で露出狂の男性の相談が寄せ
られて、精神保健活動に本腰を入れようと決心しました。その頃信州大学で月に１回地域精神保健研究
会というのが開かれていまして、佐久病院のケースワーカーに相談していたために、その方に同行させ
ていただいて、群馬県の吾妻村の取り組みを知りました。そこでは群馬大学と共同して家族会を発足さ
せ、長年の闘病生活対策として、医療費の 10 割給付などを実現していたために「これだ！」と思い、
その活動を参考にして徹底的に家庭訪問をし、実態把握から初めました。その頃は個人情報の取り扱い
も厳しいものではなかったために、佐久病院、保健所から精神保健の対象になるような方の名前をお聞
きし、毎日のようにその方達のお宅へ訪問しました。そうして家族会発足のお手伝いをしまして、3 人
から 4 人の少ない人数から家族会を始めました。その後家族の方々が村会議員さんのお宅を訪問し、協
力をお願いしたところ、議員の皆さんは好意的に協力してくださいました。また私がいつもお世話にな
っていた役場の担当の方は、
「お金のことは俺がなんとかする。お前の思うようにやってみろ。」と心強
い言葉をいただき、そのおかげで夢中になれました。家族会長さんも大変熱心な方でした。
家族会設立が 1974 年。医療費の 10 割給付は 2 年後の 1976 年と早かったのですが、憩いの家、デイ
サービスの開始は 1988 年で、
共同作業所はなんと 1991 年と初めからなんと 17 年の歳月を要しました。
こうした取り組みは佐久病院の地元の臼田町と南牧村から他町村へと波及し、病院のソーシャルワーカ
ー、看護師、保健所の保健師、担当者、市町村の保健師のネットワークが形成され、平成元年には佐久
地域精神保健研究会が発足しました。歳の順ということで私が会長を務めることとなりました。退職後
平成 16 年の 11 月にその精神保健研究会から発足した NPO 法人ウィズハート佐久を立ち上げて、特に
佐久病院の医療相談室は頻回に通って、当時医療相談室の課長だった杉田さんにもご協力いただき、ど
んどんと NPO 法人ウィズハート佐久の活動が広がって行きました。この写真はすみれ会が発足した頃
の利用者さんとボランティアさんと職員の方で、カタクリの花の咲いているところにみんなで行った時
の写真です。現在の NPO 法人ウィズハート佐久は杉田理事長を中心に、役職員に恵まれ、心を病む人
が安心して暮らせる地域づくりを目指して頑張っています。
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これが現在の NPO 法人ウィズハート佐久の活動の様子です。就労活動、日中活動の支援事業という
ことで佐久市と小諸市から指定管理で二つの共同作業所を任せられています。それからグループホーム
の運営、公営の相談事業、知的障害者への支援事業を頑張っています。私の家から１時間ほど NPO 法
人ウィズハート佐久まではかかりますので、現在は役員として月 2,3 回の会議に参加させていただいて
います。
最後にプライマリ・ヘルス・ケアを担う保健師の活動には、個のニーズを集団のニーズ、すなわち地
域ニーズに広げて行政に施策化する過程の中で要求され実現される場合と、保健師が必要性を汲み取り
働きかけていく中でのニーズが明らかになるものの場合に分けられると思いますが、すみれ会の活動は
後者であると言えます。精神障害者は多くの場合、患者自身の意見を表現できませんし、表現できたと
しても周囲に理解されないことが多くあると思います。また家族ですら周囲の差別や偏見を恐れ、長年
の介護、月重なる医療費からなかなか積極的になることは困難です。地域での活動は常に社会資源の活
用や関係機関や住民との共同によってこそ初めて展開されるものだと長年の経験で痛感させられまし
た。これこそがプライマリ・ヘルス・ケアの原点であると言って良いのでしょう。
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南牧村女性の集い

すみれ会
主体的に声の上げづらい
精神障害者とその家族の代弁者として
精神保健の基盤づくり
1970年から取り組み始まる
1976年の入院医療費10割給付
通院医療費自己負担分の村負担へ

様々なテーマが議題に
医療保健福祉について主体的に様々な議論がなされた

無医村を考える

こうありたい
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Support the people who are difficult to raise their voices
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佐久地域全体へ
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佐久地域精神保健研究会
NPO法人ウィズハートさく
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より多くの人々のために..
For the more suffering people..
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≪パネリスト２≫
衛生指導員の歴史と活動
篠原博幸・内藤恒人
（旧八千穂村 元衛生指導員）

みなさんこんにちは。私は篠原博行と申します。旧八千穂村衛生指導員会長、佐久穂町地域健康づく
り員会長を務めました。会場にいる私の先輩の内藤恒人さんの代わりに発表いたします。
衛生指導員制度の始まりから終わりまでの歴史について、最初に簡単にお話します。まず、昭和 30
年に県の政策で環境衛生指導員が配置されました。そして、昭和 34 年に八千穂村で全村健康管理が始
まったのですが、この時に、環境衛生指導員は「衛生指導員」と名を変えて、この健康管理を担当する
ことになり、それから長い長い活動の歳月がありました。平成 17 年に八千穂村と佐久町が合併して佐
久穂町になった際に、今度は「地域健康づくり員」と名を変え、そして、平成 26 年に、町の財政事情
などによりもともとあった保健推進員に統合されました。およそ 60 年間続いたこの制度は、今は組織
統合されています。それぞれに語りつくせない背景があるのですが、今日は限られた時間の中で、お話
いたします。
そもそものきっかけは、赤痢の集団発生でした。昭和 28 年に、旧穂積村で赤痢が集団発生しました
が、当時 3 年間で併せて 364 人の患者が出ました。昭和 31 年に穂積村、畑八村が合併して八千穂村と
なりますが、八千穂村は、赤痢の集団発生を教訓に、次の 2 つの政策を実施しました。即ち、簡易水道
の建設と、環境衛生指導員の設置です。
環境衛生指導員は、もともとは県の指示で昭和 30 年に始まった制度です。名目だけ設置する町村が
多かったようですが、赤痢の集団発生を経験した八千穂村は、本気でこの制度に取り組みました。即ち、
他の町村では区長が環境衛生指導員を兼ねていたりしましたが、八千穂村では専任の環境衛生指導員を
任命しました。また、人口 1000 人に一人で良いところを、6000 人に 8 人置きました。
赤痢の集団発生の以前より、八千穂村と佐久病院の交流も既に始まっていました。赤痢の前から、佐
久病院の出張診療班が代診で八千穂村を訪れて、映画や演劇を通した健康教育を行っていました。また、
村営の診療所に、若月先生が代診で診療に来ており、診療後は村長らと交流をしていました。
もう一つの大きな出来事が、国保の窓口半額徴収です。昭和 32 年に、それまで窓口では無料であっ
た国保医療費を半額窓口で徴収する方針が打ち出されました。村民の負担の点から、八千穂村はこれに
反対しました。村長から相談を受けた若月先生が、医療費の観点からも予防を重視するべきであるとし
て、いっそのこと、全村健康管理に取り組んだらどうかと提案しました。佐久病院の支援と、地元の医
師の協力があり、これが実現したのですが、ここで重要なのが、それまで主にハエや蚊などの駆除を担
ってきた環境衛生指導員を、衛生指導員と改名して、この全村健康管理の業務を担当させたことです。
八千穂村の全村健康管理活動には 3 つの特徴があります。1 つ目は健康手帳と健康台帳を備えたこと。
次に年 1 回の健康診断と、健診後に結果報告会を地区ごとに実施したことです。3 つ目は、地域の保健
リーダーとしての衛生指導員を設置したことです。写真をお見せしながら、全村健康管理活動の一部を
ご紹介します。これは昭和 30 年代当時の写真です。歩けないお年寄りを検診会場に連れていくために、
衛生指導員がリヤカーを引いています。これは実際の初期の健診風景です。
健康手帳・健康台帳の一例を紹介します。これは個人の所有する健康手帳で農村に特有の農夫症の症
状の確認項目や、自身が抱える症状やその原因、処置などについて健康日記として記すページもあり、
住民が自らの健康状態の変化に関心を持つきっかけになっていました。
村としては、個人、世帯、部落それぞれのレベルで健康台帳を作成し、村民の健康管理を行ってきま
した。こちらは世帯健康台帳の一例で、住宅の間取りから、農家の経営規模、世帯所得、食事内容、電
化製品の使用の有無に至るまで一元的に管理し、健康管理に生かしていました。部落健康台帳では、集
落の見取り図が描かれ、年間医療費や乳児を含めた死亡数、特に多かった病気などを管理していました。
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年一回健診活動を行うだけではなく、このようなパネルを用いて村民に結果の報告をしてきました。
全村健康管理開始から 10 年となる昭和 44 年に中間評価が行われました。全国に比較して健康知識が
高いことがわかった他、虫垂炎の穿孔による腹膜炎、がんなどの手遅れによる死亡率も 3 分の 1 以下ま
で減少しました。また八千穂村の老人医療費は全国、長野県と比較しても、低く抑えられていることが
その後の評価で明らかにされています。若月先生の言葉である「予防は治療に勝る」ことを死亡率から
も証明し、長期的には医療費も抑えられたことを実証した結果となりました。
保健リーダーとしての衛生指導員は、村長から直接任命された集落の男達でした。当初は 8 人でした
が、最終的には 16 人で活動してきました。任期は 4 年で、再任は、妨げません。私は 17 年間務めまし
た。22 年務めた人もいます。これは、全員ではありませんが衛生指導員のメンバーで、仕事は、農業、
会社員・設備屋、電気屋、バスの運転手などをしながら、活動してきました。衛生指導員の役割は、各
種健康診断の受診勧奨とその結果報告会の取り組み、村の健康まつりの運営、演劇活動による住民への
保健教育、地区ブロック会でのリーダー役などです。
健康まつりでは村の各種団体がそれぞれの特徴を生かした発表や取り組みを行い、皆が参加する場と
なりました。
平成 9 年の健診時に健康管理に対する住民の評価が行われました。健診が八千穂村の健康管理におい
て医療費の抑制に関わっていることは先ほど紹介しましたが、住民の中に社会的なネットワークが形成
されたことが、住民の健康や医療費抑制にも繋がっていることが、八千穂村の分析をした研究で示され
ています。
次に演劇の取り組みについてです。
はじめての演劇は昭和 60 年の第 2 回健康まつりで上演しました。
きっかけは健康まつりの中に何か目玉になる物が欲しかったことで、テーマは「ガンコ親父の胃がん施
設健診」でした。脚本、演出はこの年から会長に推薦された高見沢佳秀さんが担当。演劇は今年も福祉
と健康のつどいで上演され 34 年間続いています。
これは、初めての演劇の様子です。そして演劇の効果で胃がん検診の受診率も少しずつ上がっていった
そうです。また、衛生指導員や役場職員、病院の担当者が長期の練習で苦労する結果として、お互いの
仲間意識が格段に高まります。
講演もよいけど、演劇で泣いたり笑ったりして理解したものはずっと心に残っているようでした。若
月先生が宮沢賢治の教えとして、
「農村では演説をするな、劇をやれ」と言ったように、やはり演劇の
力は大きなものだと感じ、いまでも続けています。この演劇活動は、みんなが力を合わせ努力してきた、
歴代の衛生指導員たちの汗と涙の結晶だと思っています。
演劇を通して生まれてきた力を考えてみました。まず、高齢化や健康の問題を演劇を通して村民に訴
えることができたことです。次に、住民に心からの共感を持って理解してもらうことができたことです。
そして、劇を作りあげていく長い過程を通して、衛生指導員同士などの仲間意識が高められてきたこと
などが大きな特徴かと思います。
次に地区ブロック健康学習会「ブロック会」についてお話ししたいと思います。学習会は佐久穂町を
8 つのブロックに分けて行われていました。構成員はスライドのようになっています。これは地区ブロ
ック活動の様子です。活動をはじめてから 27 年間続いています。
保健推進員が地域で健康について学習した内容は 4 枚の模造紙にまとめ、町全体に広げるために、福祉
と健康のつどいで、発表を行っています。テーマは元衛生指導員である健康づくり員と保健推進員一人
一人の意見を聞き「何を、どんな形で、どう学習するのか」自分たちが主体となり決めていきます。私
のブロックでは健康の事ばかりではなく、以前社会保険庁のずさんな年金処理問題が発覚したした時は
「年金について」と題し、小諸社会保険事務所の職員を地元の公民館に招き、講演をしていただいたり、
町でごみの分別が始まるときにも、
「資源ごみのゆくえ」と題し、学習し、実際にごみのリサイクル処
理をしている業者の工場まで視察に行き、話を聞いたりしたこともありました。まさに、住民主体のブ
ロック活動だと思います。毎年、8 ブロックの内の一つを、佐久病院祭に展示したり、長野県農村医学
会で発表したりしました。
最後に、この衛生指導員制度の現在の状況について説明します。昭和 59 年に、村の主婦らで構成さ
れた婦人の健康づくり員制度が始まりました。最初は衛生指導員の補助的な役割でしたが、平日や日中
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にも活動出来たり、各区内での配置人数も多かったりして、婦人の健康づくり推進員は少しずつ役割を
拡げていきました。その後、衛生指導員と婦人の健康づくり推進員は、役割を分担することで協力関係
を続けてきました。平成 17 年に、八千穂村が佐久町と合併して佐久穂町となった時に、衛生指導員は
健康づくり員と改名され、 婦人の健康づくり推進員が保健推進員と改名されました。そして、平成 26
年に町の財政上などの理由により、健康づくり員が保健推進員に統合され、現在は、男性も含まれる保
健推進員制度として続いています。
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衛生指導員と活動内容の変遷
1955年

衛生指導員の歴史と活動

昭和30年
昭和34年

環境衛生指導員
※県の政策により制度発足
※全村健康管理活動の開始に際して改名
衛生指導員
昭和34年 全村健康管理事業開始

昭
和

昭和49年 集団健康スクリーニング（ヘルス）へ移行
昭和59年 第1回健康まつり 開催
昭和60年 演劇活動の開始

平
成

平成3年地区ブロック活動の開始

60年間

アルマ・アタ宣言40周年記念イベントin Saku
パネルディスカッション
2018年11月3日
旧八千穂村 元衛生指導員 篠原博幸
内藤恒人

2014年

制度が始まるまで

平成17年
平成26年

地域健康づくり員
統合

※八千穂村と佐久町の合併に伴い改名
※町の財政事情により、保健推進員に統合

環境衛生指導員とは

• 昭和28年に穂積村で赤痢が集団発生
（222人）。

• もともとは県の指示で、昭和30年に始まった制度。
• 名目だけ設置する町村が多かったが、集団赤痢を経験した八千穂
村は本気でこの制度に取り組んだ。

• 千曲川対岸の畑八村に拡がり、昭和
30年にかけて、併せて364人に達した。
• 昭和31年、穂積村、畑八村が合併し、
八千穂村となった。
• 八千穂村は、赤痢の集団発生を教訓
に、次の2つの政策を実施。
1、簡易水道の建設
2、環境衛生指導員の設置

①専任の環境衛生指導員をおいた（他の町村では区長が兼ねていた）。
②人口1000人に1人で良いところを、6000人に8人おいた。

八千穂村と佐久病院とのつながり

村ぐるみの健康管理はじまる
• 昭和32年(1957)に、それまで窓口では無料であった国保医療費を、
半額窓口で徴収する方針が打ち出された。村民の負担を考え、八千穂村はこれに反対。

• 赤痢の集団発生の前から、佐久病院の出張診療班が度々
八千穂村地域を訪れ、映画や演劇を通した健康教育を行っていた。
• もともと国保の診療所で、若月先生が月1回診療していた（診療後は
村長らと交流）。

若月先生
の発案

佐久病院
の支援

地元医師
の協力

• これを契機に、医療費の観点からも予防重視の考えが膨らみ、全村健康
管理へと進む。
• 昭和34年に、それまで主としてハエや蚊などの駆除を担ってきた環境衛生
指導員を、衛生指導員と改名して、全村健康管理を担当業務とした。
右端若月先生と、左端当時の井出幸吉八千穂村村長
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八千穂村の全村健康管理活動の3つ特徴
● 健康手帳（個人）と健康台帳（村、病院）をそなえた。
● 年1回の健康診断と、事後指導としての
結果報告会を実施した。
● 健康管理活動の担当として、衛生指導員を配置した。

担当地区の衛生指導員は、
１人でも多くの人に受診して
貰うため、歩けないお年寄り
をおぶったり、リヤカーに乗
せ会場まで連れてきた。

『健康な地域づくりに向けて
ー八千穂村全損健康管理の五十年ー』より引用

健康手帳・健康台帳の一例

健診の様子
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健診結果報告会の実施

全村健康管理の評価

『健康な地域づくりに向けて
ー八千穂村全損健康管理の五
十年ー』より引用

※“手遅れによる死亡”率（虫垂炎の穿孔による腹膜炎、がんなど）
も3分の1以下まで減少。
開始10年で、「予防は治療に勝る」ことを
死亡率からも証明し、長期的には医療費も
抑えられたことを実証した。

俺たちが衛生指導員です

衛生指導員について
農業

設備屋さん

会社員

● 選出方法 各区より推薦を受け、村長が委嘱
● 任期

4年 但し再任は妨げない

● 人員

当初は8人、最終は16人

● 活動

1人が1～3区 ／ 26区を受け持つ

● 職業

農業、自営業、会社員など

運転手さん
電気屋さん

17

18

健康まつりの取り組み

(現在の福祉と健康のつどい)

衛生指導員の役割
●
●

●
●
●
●
●

◆第１回健康まつりは昭和59年(1974)に開催
それまでは講演会が中心(来る人がいつも同じ)
◆もやもやしながら焼鳥屋の２階で飲んでいた
衛生指導員達が病院の担当を呼び相談し、実行委員会方式を発案。
自分達も主役になれるような役割も果たし、
各団体と村の健康問題を話し合いたいとの想いから、
現在も福祉と健康のつどいは続いています。

各種健康診断とその結果報告会の取り組み
村の「健康まつり」の運営
演劇活動による住民への保健教育
地区ブロック会でのリーダー役
地区学習会の企画と実施
環境衛生（ハエ駆除、ゴミ処理等）面への協力
合同会議（年2回の健康管理担当者会議）参加、推進

(参加団体は毎年４０団体以上で町の大きなイベントの１つ。)
19
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健康まつり

試食してみない?
外食と塩分コーナー
障害者と子どもの交流コーナー
「紙飛行機を作って飛ばそう 」
21

全村健康管理と住民参加

演劇の取り組みについて
●はじめての演劇は昭和６０年の第２回健康まつりで上演しました。

※平成9年12月〜平成10年1月健康診断時
に合わせて調査したものの抜粋。

ソーシャルキャピタル(社会的なネットワーク)
が密に形成されたことが、
住民の健康や医療費の抑制にも
繋がっていることが研究でも示された。

●きっかけは健康まつりの中に何か目玉になるものがほしかったから・・・
●テーマは[ガンコ親父の胃がん施設健診]

研究例）
1)徳永亜紀子.住民主体の地域保健活動のために
ー長野県八千穂村を事例に一橋大学社会学部2005年度卒業論文
2)西垣良夫. コミュニティヘルスケアにおける保健リーダーの育成について.
農村医療の原点Ⅴ2008;174-181佐久総合病院

●脚本、演出はこの年から会長に推薦された高見沢佳秀さんが担当。
現在も継続中で今年で３４回を迎えました。

第２回健康まつり
演劇「ガンコ親父の胃がん施設健診」

演劇「たばこ」(平成１９年）
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講演より演劇のほうが心に残る

演劇を通じた仲間づくり

●講演より、演劇の方が地域の人たちの心に残る。
●演劇を34年間上演した。大勢の人たちがかかわり、休む
ことなく続けた。これは、歴代の衛生指導員たちの汗と涙
の結晶である。若月俊一先生の教えを続けてきた。
● 34年間で、演劇づくりにいったい何人参加しただろうか？
そして、この演劇を何人の方が見続けてくれただろうか？

30

地区ブロック健康学習会の取り組み

演劇活動から生まれた力

(ブロック会)

① 高齢化のすすむ、村のさまざまな健康問題、介護問題を、
演劇を通して村民に訴えることができた。

◆ブロック会は佐久穂町を８つのブロックに分け、
各ブロックでテーマを決め学習しました。
◆構成(Ⅰブロック)
・ 健康づくり員
・ 保健推進員
・ 町の保健師
・ 佐久病院、千曲病院の担当者

② 住民に理屈ではなく、心からの共感を持って理解してもらう
ことができた。
③ 劇をつくりあげてゆく長い過程を通して、衛生指導員同士
の仲間意識が高められた。
④ 佐久地区全体に、演劇活動を広めていくきっかけになった。
31

地区ブロック学習会の実際

ブロック学習の発表

今年のテーマは何にする?
すすめ方はどうしよう?

ブロック活動は27年間継続

福祉と健康のつどいでブロッ
ク学習活動の発表を行う。

33
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住民が主体の地区ブロック会の意義
〇自分たちが自主的に行う健康学習と研究活
動の場です。
〇つねに健康づくり員がリーダーを務める
〇１人１人の意見を尊重しながら進める
〇町の保健師や各病院スタッフはアドバイザー
として参加するが、決して自分たちの意見を
おしつけない。
〇自分達自身が、主体的に取り組む事によって健
康意識が高まり、健康行動に結びつける

長野県農村医学会でも発表

衛生指導員の６０年のあゆみ

衛生指導員

財政上の
理由により
保健推進員
に統合

60年

環境衛生 衛生指導
指導員
員に改名

昭和
30年

昭和34年
八千穂村誕生

昭和
59年

役割の分担

佐久穂町誕生

婦人の健康づくり推進員
制度設置

平成17年

平成
26年

保健推進員に改名

34年
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≪パネリスト３≫
佐久地域保健福祉大学同窓会の歴史と活動
出浦 修身
（佐久地域保健福祉大学同窓会副会長）

ただいまご紹介いただきました、現在佐久地域保健福祉大学同窓会の副会長を務めております、出浦
修身でございます。私からは、この佐久地域保健福祉大学同窓会のこれまでの歩みと、また、その活動
について概要を手短にご紹介させていただきます。
まず私どものこの同窓会のルーツは 2 つございます。1 つが、1990 年 2 月に開講いたしました「佐久
地域保健セミナー」でございます。元号年度で言いますと平成元年度 2 月で、これが保健セミナーの第
1 期ということになります。そしてもう 1 つが、同じ 1990 年の 4 月でございますが、元号年度で言いま
すと平成 2 年度 4 月開講の「お年寄りケアセミナー」です。この 2 つのセミナーが同窓会のルーツでご
ざいます。同窓会の活動そのものがいつ始まったかと言いますと、佐久地域保健セミナーには当時地域
で「演劇活動」をしていた旧八千穂村の衛生指導員の皆さんが参加され協力していたこともあって、こ
の第 1 期の講座が 1990 年 2 月に始まり 9 月に終わり、第 2 期生の開講が 1990 年 11 月に開講するとい
うことで、第 1 期の同窓生が 9 月頃から、何とか是非第 2 期生の開講式には「演劇」を上演しようとい
うことになり、実質的な同窓会の活動が 1990 年の秋から始まっております。
また、2 つのセミナーの同窓会の正式なスタートは、こちらにありますように、1992 年、平成 4 年に
2 つのセミナーの修了生が 2 つの「同窓会」を作ってこれまでの同窓会活動を継続しております。2 つ
の「セミナー」もそれから十数年後の 2003 年、平成 15 年まで、「佐久地域保健セミナー」と「お年寄
りケアセミナー」という形で開講・運営して参りました。しかし、特にお年寄りケアセミナーは、昭和
でいきますと 50 年代からの社会の高齢化がどんどん進んできたことによって老人の問題が大変になっ
て来たこと、高齢者の在宅ケアやそれから在宅での認知症への対応の問題ということで、
「高齢者ケア」
の必要性から「お年寄りケアセミナー」が開設・運営されてきた訳であります。
しかし、昭和 60 年代から平成にかけ、高齢者向けの「社会的資本」いわゆる老健施設であるとか、
デイケア施設が整備され始め、そして決定的なものは 2000 年に「介護保険制度」がスタートしたこと
により、
「お年寄りケアセミナー」を「佐久地域保健セミナー」と別々にやる意義というのが非常に薄
くなってきたということもありまして、2003 年、平成 15 年に 2 つの「セミナー」を合併し、
「佐久地域
保健福祉大学」という形で今までの事業を継承する形になって参りました。それに伴い、これまでの 2
つの「同窓会」も「佐久地域保健福祉大学同窓会」ということで、合併し今日に至ってございます。
では、なぜ 1990 年、平成元年に 2 つのセミナーが開講されたかですが、昭和 50 年代からの急激な社
会の高齢化の進展から「老人問題」が高まる中、これまでの皆さんの発言にもありますように、この地
域には若月先生の「予防は治療に勝る」という、これは地域医療でありまた予防医療といった意識が、
非常に浸透していたこと、また一方において「農民とともに」という形で、住民参加あるいは住民主体
で行うといった予防医療・地域医療を進めるという考え方が、この地域全体の中にいきわたっていたこ
とがあります。それに加え先ほど（元衛生指導員の）篠原さんが説明されたように、八千穂村の衛生指
導員の活動という形で、まさに住民主体で地域医療、あるいは保健予防活動をリーダーとして実践して
いるメンバーが大変多くいたことがあります。
そしてそうこうしている時に、1983 年、昭和 58 年に、小諸厚生病院で「実践保健福祉大学」という
形で、地域リーダーを育てる講座を開講しました。この情報が 1985 年、昭和 60 年頃にこの佐久病院に
も伝わってきたことで、佐久病院の地域医療関係の皆さんが、
「これこそ自分たちが求めていたものだ」
と認識を深め、是非そういった「保健予防や福祉のリーダー・種まき人を作るための講座」を作りたい
と準備を重ね、2 年後の 1990 年 2 月と 4 月にこの地域での保健・福祉に関する講座を「2 つのセミナー」
と言う形で開講するに至った訳であります。また、さきほどでた衛生指導員の皆さんも、このセミナー
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開講に当初から協力・携わって頂いておりました。
「佐久地域保健セミナー」の第 1 期は、1990 年の 2 月に開講し 9 月に終了しています。内容は、「暮
らしと健康」
、
「在宅ケア」
、あるいは「健康な地域作り」、そして「環境問題への対処」。こういったも
のを年 10 回、第 1 期のところは 2 月から 9 月ですが、2 期以降は 11 月から 3 月といういわゆる農閑期
に行われるようになっており、佐久総合病院の院長先生や地域の見識者、あるいはお寺の住職さんなど
を講師にお迎えして、暮らしと健康や、今では認知症はじめ、あるいは子供の問題、あるいは食と農と
いったような問題についても幅広く学習してきております。
一方、
「お年寄りケアセミナー」は、高齢化社会の進行に伴って、老人問題、特に在宅の介護の問題
と、当時はまだぼけとかそういうような言葉で言われていた、いわゆる現在の「認知症」の問題が、当
時はまだなかなか表に出てこない、しかし、非常に大変な状態にあるということの中から、高齢者の問
題であるとか、介護の現況、あるいは介護の対応などに加えて、介護の実技など「高齢者の問題」への
対応を中心に、この講座の中で勉強する形で講座運営されてきました。
そして 2 つのセミナーが合併された以降の「佐久地域保健福祉大学」の講座開設・運営は、代表的に
書いてございますが、2 つの機構によって運営・維持がされております。1 つは、この保健福祉大学の
主宰者でもある佐久総合病院の地域ケア科、老人保健施設、それから健康管理部、あるいは農村保健研
修センター、こういった佐久病院のメンバーを中心に構成された「佐久地域保健福祉大学・事務局」で
す。この事務局は、講座のカリキュラムの企画・立案を担当し講座案を作成します。こうしてできた講
座案を、もう 1 つの柱であります「佐久地域保健福祉大学・運営委員会」の審議に委ねます。この運営
委員会の構成メンバーは、佐久市と南佐久郡の各市町村の保健福祉関係者の代表者、それから私ども保
健福祉大学の同窓会、そして、この地域で保健や福祉活動を進めております JA の生活福祉関係の皆さ
ん、地域の小中学校、あるいは高校の学校の保健関係の代表者の皆さん、それから職場の産業保健の代
表者の皆さんに参画頂いております。この「運営委員会」で、そういった地域や職場のニーズあるいは
その要望というものと、先ほどの事務局側で作ってきたカリキュラムの内容・講座（案）をすりあわせ
て、その地域全体の中での必要なものにどうやっていくかということを審議し「講座」内容を決定しま
す。
決定した講座については、事務局の中で主に健康管理部が中心となって、受講生の募集から各講座の
講師の手配、それから講座のスケジュール管理と実施・運営を担当しています。また、受講生の募集の
時点のところでは、各市町村の保健担当者の皆さんや JA の関係者の皆さんも、受講生を勧誘する等の
形で地域としてもサポートをしていただいています。
こうして「佐久地域保健福祉大学」講座を受けた受講生は、現在では 11 月から 3 月までの農閑期に 8
回の講座を受講しそれを終了しますと、地域の中へ活動の場所を移します。「佐久地域保健福祉大学」
では、講座の受講が終わったらそれでおしまいということでなくて、それぞれの地域での活動をしよう
ということで佐久地域保健福祉大学同窓会に原則的には全員が入ることになっております。
この同窓会では、大きく 3 つの活動がございます。1 つ目は、全体活動です。この活動は文化講演会で
あるとか研修会、あるいは研修旅行、総会などです。2 つ目は支部活動です。この活動は旧市町村単位
に 9 つの支部を設け、それぞれの出身地域で行う活動です。そして 3 つ目は班活動です。班活動は地域
横断的に、あるいは受講の時期を関係なく、自分たちの趣味や希望に応じて参加する活動です。この 3
つの活動が講座を終了してからの同窓会の活動でございます。
最初の全体活動は、会の運営そのものと同窓会員の全員を対象とした活動です。同窓会の年次の活動
計画であるとか予算、あるいは決算、そして総会の開催運営とか、同窓会全体のイベントや研修会、研
修旅行、文化講演会の企画運営などであります。この 1 番左は、これはちょうど今から約 10 年前の、
20 周年記念の「記念シンポジウム」のときの各支部からの参加者の写真でございます。真ん中は、たま
たまこれは昨年の「研修旅行」で山梨の絵本美術館に行ったときに、美術館の学芸員さんから講習を受
けているところです。そして一番右側は総会の写真です。
続いて「支部活動」です。これは右上の図面に書いてあるように、（昭和の大合併で生まれた）旧佐
久市、それから臼田町、佐久町、八千穂村、小海町、北相木、南相木、南牧、そして最上流の川上とい
う 9 つの旧市町村単位に、それぞれ「どこどこ支部」を設けてございます。同窓会員は自分が出身した
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身近な地域の支部で、
「保健予防や福祉などの地域活動をする」というのが支部活動の目的でございま
す。地域の中で先ほども出ていた地域の健康祭りであるとか「福祉と健康の集い」と言った市町村や社
会福祉協議会等の主催する活動に同窓会として参加したり、あるいはその地域の福祉施設、学校や保育
園、こういったところでの保健予防活動や健康作りに資する活動をしたりするものです。この一番左の
絵は、佐久穂町にある福祉施設でのボランティア活動で、施設の利用者の皆さんと紙芝居を一緒に楽し
んでいるところです。真ん中の写真は、これは今年の 7 月に佐久町支部と八千穂支部という 2 つの支部
が、親睦会を兼ね交流会ということで、昨年有名になりました「白駒の池・苔の森」の散策に出かけた
ところです。これには、佐久病院の健康福祉部の前島先生もご参加いただき、事務局の方にも参加して
頂きました。一番右側の下の絵は、町の社会福祉協議会が実施した「高齢者の介護予防教室」に参加し、
利用者の皆さんと一緒に歌を歌って、ともに楽しい時間を過ごしている時の写真でございます。
こちらの方が 3 つ目の活動の「班活動」の写真です。これは、所属の支部は一切関係なしに、また卒
業年度も関係なく課題や趣味を共有する人たちが、自由に参加するという形になっております。現在活
動している班は、機関紙班、食と健康班、人形劇班、リフォームつくし班、健康文化班、そして音楽班
という 6 つの班が活動しております。一番左側これは、「食と健康班」が実施している郷土食であると
か減塩食の料理講習の実習の絵でございます。真ん中は、これは人形劇班による「めっちゃ大事な目の
話」という、子供たちの健康作りを主題にした「人形劇」の上演写真です。地域の中では各市町村の保
育園や幼稚園なんかで上演します。例えば今年の上演演目は「不思議な時計」と言って、「お菓子をた
くさん食べちゃだめだよ」
、
「ちゃんとご飯食べてね」というような、子供たちの健康作りの人形劇です。
これも各市町村の保育園などで上演され、私どもも町内 3 つの保育園で実施するという予定になってい
ます。それから一番右の絵は、これは音楽班の皆さんの演奏風景の写真です。こちらの方も地域の福祉
施設に行って演奏したり一緒に歌ったりする活動を致しております。
こういうような形で、全体活動、それから支部活動、あるいは班活動というのをやってございますが、
保健福祉大学あるいはセミナーを受講した「動機」はと言うといろいろですね。「自分が健康になりた
い」
、あるいは「健康な社会を作りたい」とか、
「何かやりたいね」というような人達、それだけじゃな
くて、同窓会員や町の保健師さんから、保健補導員さんや保健推進員さんなんかに対して、
「あんた、
こういういい講座があるから是非受けてみない？」なんてお誘いを受けて受講する場合や、社協の方か
ら「あ、こういう講座があるから受けてみない」、「じゃあ、ちょっとやってみるか」といろいろです。
このように地域の方々からもこの大学を受けることを、サポートしていただいております。
佐久地域保健福祉大学には毎年、定員二十数名ですが、チラシを見て自発的に参加したり会員や地域
の方から勧誘されたりして受講生が入ってきます。
近年は 60 代から 70 代の比較的高齢の受講生が多く、
受講の動機もいろいろですが、やはり講座を受けているうちに受講生は、やっぱり「社会参加が大事だ
ね」とか「地域作りや健康作りへの意識」が高まったり、「これにはやっぱりリーダーが必要だね」と
いったことを感じたり、それまで自分たちでやろうと思ってもなかなか出来ないことが多い中で、
「リ
ーダー・種まき人の必要性」や「保健予防や福祉活動」の必要性の認識を高めてきております。
それに加えて、講座の受講を修了して地域に戻った時点で、地域での活動の場所として、「同窓会の
支部」が有ることが重要です。なかなか遠くへ移動しての活動というのはやりにくく、地域の中で顔見
知りの地域の皆さんと一緒にやる活動の場所が有ることが大事です。それから、その支部活動に加え「班
活動」という形で、同じ趣味や興味のある事を楽しみながら一緒に勉強し・活動しようという仲間がい
ることも重要ですね。受講での意識や認識の高まり、それ等を実践する活動の場所、そして楽しく一緒
に活動する仲間がいるという、この 3 つが揃うことによって、中にはもう二十数年前の受講生から今年
の春修了したばかりの受講生まで、たくさんの同窓生が同窓会活動に参加しております。
ただ、やっぱり最近は非常に色んな活動が多様化し多忙化していますので、同窓会活動も無理をして
はいけないですね。無理をすると活動が長続きしないということで私たちの支部でも、「出来ることを
出来る時に」をモットーにしながら、継続的な活動を進めてきております。
最後に、私たち同窓会は、同窓会活動開始後 10 年、20 年、30 年と節目の年に記念事業というのを実
施してきております。平成 2 年に活動を開始しておりますので、来年（2019 年）は、ちょうど活動を開
始して 30 年ということになります。そこで現在、30 年記念事業というものの準備を、昨年、一昨年か
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ら始めております。こちらの方は、役員の任期は 2 年ですが前期と後期という形で、平成 16 年から 19
年度までの 2 期の役員全員が参加する「実行委員会」を組織して今活動を進めているところです。どん
なことをするのかと言うと最初に、これは「健康で暮らしやすい地域を作るためのアンケート」を現在
実施しております。やはりこの地域の中で何が問題で何が必要とされているかということをしっかり把
握し対応しようとしています。そしてそのアンケートの結果を、我々の同窓会が保有しニーズに対応す
るだけでなく、地域の行政やあるいは社会福祉協議会の皆さんとも共有して行くために、それぞれの町
村単位での集計もして参ります。そして住みやすい地域作りを一緒に進めていきたいということで、そ
ういった活動を計画して参ります。また、そのアンケートの中からも出てくる「今何が必要とされてい
るのか」ですが、今ちょうど集計作業をしている最中ですがいろいろありそうです。やっぱり沢山出て
来ているのが「認知症の問題」です。その他にも運動不足や空き家の対策、耕作放棄地をどうするんだ
と、こういったことが今社会の中で問題視され対応が求められていることのようです。
ただ、これは地域によって違いますので、例えば佐久市の中心部ではまた別の社会的な問題があると
いうことも考えられます。同窓会では全体をまとめたところでご報告をしたいと思っています。そうい
ったものを記念事業の中で特別講座の企画を検討しています。これは同窓会員だけじゃなくオープンな
市民講座というようなことで考えたり、あるいはシンポジウムも開催したりしていきたいということで
現在検討中でございます。そして最後に、こういったものの集大成する形での記念式典の開催及び、活
動記録を「記念誌」という形にして発行することも予定しております。
現在の予定ですと、もう平成はなくなりますので、2020 年の 3 月にこの記念式典を実施したいと思っ
ています。計画が決定した時点では皆様にもご案内させていただきますので、その節は是非ご参加いた
だきたいと思っています。拙い説明でございましたけれども、御清聴ありがとうございました。
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佐久地域保健福祉大学の生い立ち
• 2月「佐久地域保健セミナー」開講

1990年

佐久地域保健福祉大学
同窓会の歴史と活動

1992年

同窓会 副会長 出浦 修身

• 4月「お年寄りケアセミナー」開講

• 10月 同セミナー修了生が同窓会活動を開始
• 両セミナー「同窓会」が正式に発足

• 両セミナーを合併、「佐久地域保健福祉大学」に移行

2003年 • 同窓会も合併、「佐久地域保健福祉大学同窓会」に

佐久地域保健セミナー

セミナー開講の背景

お年寄りケアセミナー

「予防は治療にまさる」
八千穂村衛生指導員の活動
1983年 小諸厚生病院で「実践保健大学」を開講

 第1期：1990年2月～9月

 第1期：1990年4月～10月

 「暮らしと健康」「在宅ケア」「健

 「高齢者の問題」「介護の実際」な

 佐久総合病院の院長や地域の見識者

 実技を含む講座

康な地域作り」など年10回

⇒ 佐久の保健・福祉に関するセミナー開講へ

ど年10回

を講師に迎える

講座の運営

同窓会の運営と佐久総合病院のサポート
佐久地域保健福祉大学

事務局

佐久地域保健福祉大学講座
運営委員会

運営のサポート

・企画の立案

構成メンバー

農村保健研修センター
佐久総合病院：地域ケア科、
老人保健施設、健康管理部

・企画の調整
・連携

修了

事務局

地域の中へ

佐久総合病院

健康管理部
地域ケア科
佐久老健
小海分院

構成メンバー

市町村保健福祉関係者
保健福祉大学同窓会
JA生活福祉関係代表者
学校保健代表者
産業保健代表者 etc.

佐久地域保健福祉大学同窓会

全体の活動
文化講演会、研修会、
研修旅行、総会など

佐久地域保健福祉大学 講座実施
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支部活動
旧市町村単位に
9支部で地域の活動

班活動
地域横断の自由参
加で6班が活動

同窓会 全体会の活動

同窓会 支部の活動

 同窓会全体の活動や予算は役員会で審議、総会で承認決定

 佐久市、南佐久郡の旧市町村単位に支部を置く

 全体会では全会員を対象とした事業の実施運営を行う

 当該地域での同窓会活動を企画実施する

同窓会 班の活動

活動参加のエンジンは？

 所属支部をまたぎ、課題や趣味を共有する者が自由に活動を実施する
 保健福祉大学受講の動機は「健康になりたい、健康でいたい」「何かをしたい」

 機関紙班、食と環境班、人形劇班、リフォームつくし班、健康文化班、

音楽班の6班

⇒受講の中で社会参加の重要性、健康作り・種まき人の必要性を認識
 受講後も、地域での活動の場としての「支部活動」

仲間とともに課題・趣味に取り組む「班活動」が存在する

各班の活動の写真
班の名前の入った写真
人形劇、リフォーム、
健康文化の3枚程度

 受講での認識

＋ 活動の場 ＋

活動の仲間

継続的な活動へ、 でも無理は禁物

記念事業
 活動開始後10年、20年、30年と節目の年に記念事業を実施
 2016年度～2019年度の全役員参加の「実行委員会」で事業を推進

 予定する記念事業
1.

健康で暮らしやすい地域を作るためのアンケート実施

2.

同アンケート集計結果報告書の作成

3.

記念事業：特別講座・シンポジウムの開催

4.

記念式典の実施および記念誌の発行

などを計画中

記念事業を次の40年に向けてのスプリングボードとする
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≪イントロダクション≫
佐久地域の患者会
～プライマリヘルスケアにおける役割～
青栁佳奈子
（佐久総合病院 初期研修医・国際保健委員会）

患者会わたげ会の斎藤さんからお話しいただく前に、患者会の背景や歴史、
プライマリヘルスケアにおける役割についてお話しさせていただきます。
患者会は、ふれあい、話し合い、学び合いの場です。患者会の活動は、住民や地域への啓発となり、
さらに暮らしやすい地域をつくる活動へとつながっていきました。
患者会発足の経緯についてです。1945 年、若月医師は当院へ赴任しました。1949 年に、当時治療法
がなく、死の門を開くと言われた背骨の結核である脊椎カリエスの手術に踏み切りました。翌年、患者
さんと病院の連帯感から患者会第 1 号である白樺会が発足しました。
患者会の発足の背景です。当時脊椎カリエスは 7 年で命を落とすと言われていました。また、医療費
の負担や偏見や差別、長期にわたるギプスベッドでの安静臥床など多くの苦しみがありました。そんな
苦しみを共有し、支え合うために回覧板が用いられていました。これが患者会の原点ともいわれていま
す。
白樺会第 1 回総会では、退院後の問題について話し合われ、病気に対する医学的理解を深めるととも
に、社会的な活動についても関心を深めていきました。白樺会発足から 12 年後、第 2 の患者会である
「無胃会」が発足しました。現在に至るまで多数の患者会が発足しています。
患者会の役割は、患者さん同士の親睦、情報交換、助け合い、病気や療養方法の学習、病院との情報
交換にとどまらず、行政、地域、住民への啓発となり、地域や病院と一体となった地域作りへつながっ
ていきました。
プライマリヘルスケアにおける患者会の意義についてお話します。日本の医療は医療従事者主導で行
われていましたが、患者会の発足により、患者さんの自己決定権が生まれ、医療従事者と対等な関係で
困難に立ち向かうことができるようになりました。これは、プライマリヘルスケアで謳われている「住
民の主体的な参加」
、
「自己決定権の保障」そのものです。
最後に本院 A ホールの外にある「我ら結核とた
たかいし」の石碑についてご紹介いたします。こ
れは、白樺会 40 周年を記念して創られたもので
すが、この「われら」とは、病院と患者さんと付
添婦さんのことだそうです。このともに戦うとい
う姿勢がまさにプライマリヘルスケアには必要
だと考えています。
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患者会とは？
患者同士のふれあい、話し合い、学びの場

佐久地域の患者会
～プライマリヘルスケアにおける役割～

佐久総合病院 初期研修医1年次
国際保健委員会
青栁 佳奈子

暮らしやすい地域をつくる活動

患者会発足の背景～苦しみ、悲痛の中から～

患者会発足の経緯

「回覧板からはじまった患者会」
1944年 若月俊一氏、佐久病院に赴任

• 膿瘍混合感染で、7年で命を落とすといわれた

1949年 「死の門を開く」と言われた

• 医療費の負担

脊椎カリエス手術に踏み切る
1950年

患者と病院の連帯感から、

• 世間の偏見や差別

患者会第１号「白樺会」発足

• 長期にわたるギプスベッドでの安静臥床

患者会のはたらき～第1回総会～

患者会の発展

• 退院後の問題について

1962年 第二の患者会「無胃会」が発足
その後、様々な患者会が発足

• 健康管理
• 社会復帰

白樺会、わたげ会、無胃会、佐久太陽会、患者家族の会、

• 医療費の支払い

佐久腎友会、断酒会、信鈴会、あすなろ会、小児喘息親の会、

• 医学的理解

佐久Eの会、熱傷時の会、オスメイト佐久コスモス会、まきば会、

• 社会的活動

ひまわりの会、さくの会、こまくさ会など
「せぼね」 白樺会60周年特集より
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患者会の役割

プライマリヘルスケアと患者会
医療従事者主導の医療

1. 患者同士の親睦、情報交換、助け合い
2. 病気や療養方法の学習

自己決定権、患者と医療従事者の「共闘」

3. 病院との情報交換

4. 行政・地域・住民への啓発
住民の主体的な参加、自己決定権の保障

5. 地域や病院と一体となった地域作り

我ら結核とたたかいし
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≪パネリスト４≫
乳がんの患者と家族の会

わたげ会

斉藤 朗子
（佐久総合病院乳がん患者会「わたげ会」）

乳がん患者会「わたげ会」は今から 20 年前、1998 年に設立されました。会の特徴は 2 つあります。
①乳がんの患者さんによる、乳がんの患者さんのための、地域に根ざした患者会であるということ
②患者さん本人だけでなく、そのご家族も参加できるということ、また、佐久病院でない、他の医療
機関で治療を受けている方も参加できるということ、そして、どこにお住まいの方でも参加できる
非常にオープンな患者会であるということ
そんなオープンな患者会である「わたげ会」が設立されたきっかけは、約 20 年前にある乳がんの患者
さんからあがった「自らの体験を、今悲しみや苦しみの中にある患者のために役立てたい」という声で
した。それを受け、佐久病院の医師が意識調査を実施いたしました。その回答の中に、患者会を希望す
る声が多くありました。さらに、佐久病院の医師の「医療ではできない部分を患者会で補っていただき
たい」との考えがありました。
病院からの呼びかけで集まった 11 人の患者有志を発起人として、設立準備会が立ち上がりました。
会の企画・運営は会員の中のスタッフ（役員）が中心になって行うこととし、佐久病院からは顧問の医
師と看護師を出していただき、会の活動を支援いただくことになりました。
準備を重ね、1998 年 4 月に待望の患者会を設立することができました。設立総会において、会の名前
は「わたげ会」と決まりました。
「わたげ会」の目的は 4 つあります。
①不安や悩みを一人で抱え込まず、お互いに心をひらいて話すことのできる仲間づくりをする
②乳がんについての正しい情報や知識を学び、前向きに病気と向かい合う
③自らの体験や知識を以って、互いに支えあう意識を持つ
④地域に乳がん患者と家族を含めた組織をつくり、支援の輪を広げる
活動の紹介です。顧問医師の石毛広雪先生による講演は毎年実施しております。最新の乳がん治療に
関する講演をしていただきました。併せて、佐久病院の化学療法や放射線療法の専門医師による講演も
行っています。時には外部から著名な先生をお招きして、講演いただくこともあります。がん研有明病
院 乳腺内科部長の伊藤良則先生にご講演いただいたこともあります。また、佐久病院の認定看護師に
よる講演は、化学療法の副作用対策、リンパ浮腫、緩和ケアなど、テーマは多岐にわたります。認定遺
伝カウンセラーによる、遺伝性乳がんについての講演が行われた年もあります。
ここからは、
「わたげ会」の発展ということで、2 つお話しいたします。1 つ目は今までご紹介しまし
た「わたげ会」の活動を更に発展させた各種のサロンです。同じ乳がんの患者であっても、置かれた状
況は一人ひとり異なります。じっくり深い話をしたくても自分と似た状況の相手が見つからない、とい
ったこともあります。そのため、対象者別に 3 つのサロンを設置しています。それぞれのサロンは、自
分と同じような人が少人数で集まり、気兼ねなく、何でも話のできる場として機能しています。3 つの
サロンの内訳は次のとおりです。
①再発した方向けの「ほっと！サロン」
。2004 年から始まりました。後ほど詳しくご説明いたします。
②若年者向けの「ヤング・さろん」
。2008 年から始まりました。若い患者さんは悩みの質が違うこと
から設けました。治療の影響で生じる女性としての悩み、子育て世代ならではの悩みを語り合う場
となっています。
③2009 年から始まった「わたげ・サロン」。上田市近辺にお住まいの患者さんが相当数いることに鑑
み、佐久病院から車で 40 分ほど上田寄りの場所で開催しています。参加者の中でも手先の器用な
方を先生役にして、自分の胸の形に合ったパッド作りの講習会を開くこともあります。
再発した方が対象の「ほっと！サロン」について、もう少し詳しくお話しいたします。総会や交流会な
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ど会員が集まる場において、
「検査の結果異常なしだった」
「手術してからもう○年経った」など、お互
いの無事を確認し合うことが往々にしてあります。そんな中、どうしても取り残されてしまうのが再発
された方々です。そのような方が「私のような人、いるのでしょうか」
「私は初発の人とは違うので…」
と辛い心情を訴えたことが、サロン開設のきっかけとなりました。現在は 4 ヶ月ごと、1 年に 3 回のペ
ースで開催されています。参加者は再発した患者さん、ご家族、
「わたげ会」の担当スタッフだけ、佐
久市内にある喫茶店の 2 階を貸し切りにしてコーヒーとおいしいケーキをいただきながら、ゆったりと
おしゃべりを楽しみます。
2 つ目です。
「わたげソーラン」についてお話します。こちらは 2008 年に結成されました。末期の卵
巣がん患者さんの踊るソーランに感銘を受けた会員が発起人となり、結成されました。今は私たちがそ
の思いを引き継いで踊っています。その思いとは、以下の通りです。
・踊ることで自分自身も元気になろう。
・踊ることで自分たちの気持ちを伝えよう。
踊っている様子をいくつかご覧いただきます。
「わたげ会」は、他の患者会とも積極的に交流を図って
まいりました。2013 年 6 月、宮城県の石巻赤十字病院を訪問し、
「マンマの会パセリ」と「りんりんの
会」という二つの患者会と交流を持ち、
「わたげソーラン」を踊ることができました。
ここからは、
「わたげ会」と病院、そして外部とのつながりについてです。2008 年の講演会にて、佐
久病院の再構築における現状を知った私たちは同じ年の 11 月から始まった「佐久総合病院再構築の早
期実現を求める署名」活動にも協力し、念願の佐久医療センターは 2014 年 3 月に開院しました。わず
かではありますが、この病院建設に関われたことを私たちは誇りに思っています。2010 年、「第 1 回が
んに負けない社会づくり長野県民大会」において佐久病院の推薦を頂き、大会長の村井仁長野県知事か
ら「多年に渡りがん患者や家族の支えとなる活動を続けた功労」により表彰を受けました
ここからは、
「わたげ会」の変わりゆく状況と、今、そしてこれからについて、お話しいたします。
世代交代に伴いスタッフが減少し、会の運営が難しくなったため、2016 年に事務局と運営の責任を病院
に移管しました。企画は今まで通りスタッフ会で決め、仕事を病院と分担しています。また、参加者が
減少しているサロンもあります。乳がんに関わるさまざまな情報がインターネットなどから得られるた
めと思われます。会員の皆さんから寄せられた声には、以下のようなものがあります。
・自分の行く場があることと、迎える人がいること、
・
「わたげ会」という“場と人”が会員さんの心の支えになっていると思います。
そんな、会員さんの声を聞いたり、サロンの運営をしたり、時には水戸黄門と悪代官を演じたりと八面
六臂の活躍をしているのがこちらのスタッフです。設立当初は病院からの呼びかけで集まりました。そ
の後は病院からの依頼やスタッフからの推薦を受けた人がメンバーに入っています。サバイバー歴も 20
年以上のツワモノから、治療が始まったばかりという人まで、さまざまです。
設立以来 20 年間に登録した会員は東信地域を中心に千曲市、長野市、諏訪市、群馬県、東京都にお
よびました。ここ数年の会員数は 100～120 名です。また運営に関わったスタッフは 39 名でした。佐久
病院には、
「わたげ会」の活動に多大なご支援をいただき、設立当初の目的であった地域に根差した「患
者が主体の患者会」として活動を続けることができたと思います。今後の「わたげ会」の活動は、時代
の趨勢と患者のニーズにより変化していくと思いますが、佐久病院とともに「わたげ会」が患者にとっ
て「拠りどころ」となることを願っています。
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わたげ会とは

乳がんの患者と家族の会
わたげ会

• 乳がんの患者さんによる、乳がんの患者さんのため

わたげ会スタッフ
斉藤朗子、高橋俊子、倉沢米子、岩田佐江子

• 患者さんの家族でも、佐久病院以外で治療を受けて

の、地域に根ざした患者会です。

いる患者さんでも参加できるオープンな会です。

わたげ会の誕生

設立総会

• 約20年前に乳がんの患者さんから「自らの体験を今悲しみや苦しみ
の中にある患者さんのために役立てたい」という声があがりました。

• 1998年4月に設立総会がひらかれ、会の名前は“わたげ会”
と決まりました。
• 当時の佐久病院院長の松島松翠先生からご祝辞を頂きま
した。
• わたげ会の目的と活動内容が確認され、会長等のスタッフ
が承認されました。

• また佐久病院の医師は「医療ではできない部分を患者会で補って頂
きたい」と考えました。
• 病院からの呼びかけで集まった11人を発起人として、約1年間準備
を行い、患者会を設立することになりました。
• 会の企画、運営は会員の中のスタッフ（役員）が中心になって行い、
佐久病院は顧問を出し、会の活動を支援することにしました。

わたげ会の目的

わたげ会の活動

• 不安や悩みを一人で抱え込まず、お互いに心をひらいて話
すことのできる仲間づくりをする。
• 乳がんについての正しい情報や知識を学び、前向きに病気
と向かい合う。
• 自らの体験や知識を以って、互いに支えあう意識を持つ
• 地域に乳がん患者と家族を含めた組織をつくり、支援の輪
を広げる。

1、総会・講演会 年1回
• 会の方向、活動内容を確認します。
• 乳がんの診断や治療について知識や正しい情報を発信し
ます。
2、交流会 年1回
• お互いに心をひらいて話すことのできる仲間をつくる場です
• 第2回の「みんなでお風呂に入ろう会」からは、温泉地で開
催されるようになりました
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講演会
• 講演会では、顧問医師や化学療法や放射線療法の専門医
師、専門を持つ認定看護師から乳がんについての正しい知
識、新しい治療等を学びました。
• また患者さんの家族から貴重な体験のお話をききました。
• 会員さんの希望によりメイクに関しての講習を受けました。

わたげ会の活動
1、総会・講演会 年1回
• 会の方向、活動内容を確認します
• 乳がんの診断や治療について知識や正しい情報を発信し
ます
2、交流会 年1回
• お互いに心をひらいて話すことのできる仲間をつくる場です。
• 第2回の「みんなでお風呂に入ろう会」からは、温泉地で開
催されるようになりました。
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わたげ会の発展（1）
1、サロンの活動
自分と同じような人が集まる
少人数での会
• ほっと！サロン 再発した方と家族の会
• ヤング・サロン 若い方の会
• わたげ・サロン 上田地域
何でも相談できる会

ほっと！サロン開催への経緯

ほっと！サロン

• 通常の定例会だと再発した方は取り残されてしまう
「私のような人、いるのでしょうか」
わたげ・サロン

定例会に参加した再発された方の言葉

ヤング・サロン

• 同じような病状の方が集まる場を作ろう
再発した患者さん、家族と会の担当スタッフ
• 2004年から始り、1年に3回開催
コーヒーを飲みながら

総会・講演会
交流会

わたげ会の発展（2）
わたげソーラン

• 「がんに負けない社会作り長野県民大会」、佐久医療セン
ター開設時等で踊りました。
• 東日本大震災の後石巻日赤を訪問し、同院の患者会との
交流を持った時にも踊りました。

• 末期の卵巣がんの患者さん方が踊るソーランに感銘を受け、
その思いを引き継ぎ、2008年に結成しました。
• 踊ることで元気になろう。
• 踊ることで自分たちの気持ちを伝えよう。

佐久病院とともに
再構築の問題で

わたげ会の活動に対して長野県より表彰
• 「第1回がんに負けない社会づくり長野県民大会」において佐久病院

• 佐久総合病院の再構築における状況を知り、2008年11月

の推薦を頂き、大会長の村井仁長野県知事から「多年に渡りがん患

に「佐久総合病院再構築の早期実現を求める署名」活動に

者や家族の支えとなる活動を続けた功労」により表彰を受けました。

協力しました。交流のあった患者会
からも協力を得ました
頂いた署名は佐久医療センターの玄関
にある“定礎”の中に収められています
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わたげ会の変遷

わたげ会の活動を振り返って

• 世代交代に伴いスタッフが減少して会の運営がむずかしく
なったため、2016年に事務局と運営の責任を病院に移管し
ました。
• 企画は今まで通りスタッフ会で決め、仕事を病院と分担して
います。
• 参加者が減少しているサロンもあります。乳がんに関わるさ
まざまな情報がインターネットから得られるためだと思われ
ます。

～会員さんから寄せられた声～
• 他では言いにくい悩みや気持ちを話すことができます
• スタッフの「いらっしゃい」「よく来てくれたね」の言葉にとても
安らぎを感じます
• 自分たちもこれから会に入ってくる人に同じようなことができ
れば、と思います
自分の行く場があることと、迎える人がいること、わたげ会と
いう“場と人”が会員さんの心の支えになっていると思います

現在のスタッフの思い
• 仕事をしながらのスタッフとして活動することはきつかった。
• 住んでいるところが離れているので、集まって打ち合わせを
する時間・場所を決めるのが大変だった。
• 事務局の仕事は病院で支援してもらいたい。
• スタッフは会員さんへの“場と人の提供”に力を集中したい。
• サロンの参加者が少なくても、必要をする人がいる限り
続けたい。

• わたげ会のスタッフは当初は病院からの呼びかけで集まり
ました。
• その後は病院から依頼やスタッフからの推薦を受けた人が
メンバーに入っています。

わたげ会の現在と展望
• 設立以来20年間に登録した会員は、東信地域を中心に千
曲市、長野市、諏訪市、群馬県、東京都に及びました。ここ
数年の会員数は100～120名で、これまでに運営にかか
わったスタッフは39名でした。

• 今後は時代の趨勢と患者のニーズにより変化してゆくと思
いますが、佐久病院とともに「わたげ会」が患者にとっての
“拠りどころ”となることを願っています。

• 佐久病院の支援を受け、当初の目的であった地域に根差し
た「患者が主体の患者会」として活動を続けることができた
と思います。
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≪パネリスト５≫
佐久病院劇団部と PHC
由井 和也
（佐久総合病院

劇団部・佐久総合病院付属 小海診療所）

みなさま、こんにちは。佐久総合病院劇団部の部長を務めております由井と申します。私からは、佐
久病院の劇団部の活動を紹介し、佐久のプライマリ・ヘルス・ケアの過去・現在・未来についてお話さ
せていただきたいと思います。
最初に佐久病院の病院理念をご紹介させていただきます。『佐久病院は「農民とともに」の精神で、
医療および文化活動をつうじ、住民のいのちと環境を守り、生きがいのある暮らしが実現できるような
地域づくりと、国際保健医療への貢献を目ざします』であります。この中で、「農民とともに」は佐久
病院の基本的な姿勢を表す大切な言葉ですが、ここでは、生きがいのある暮らしが実現できる地域づく
りと国際保健医療への貢献という目的を達成する手段として「医療および文化活動をつうじ」としてい
ることに注目していただきたいと思います。医療はともかくとして、文化活動をつうじというのは病院
の在り方としてとても不可思議に思われるかもしれません。しかし、この文化活動こそが佐久病院のプ
ライマリ・ヘルス・ケアの実践の大切な要素となっていることをこれからお示ししたいと思います。
佐久病院の労働組合が牽引する文化活動には、
「劇団部」のほかに、舞踊班・茶道班・華道班・写真
班・映像記録班からなる「文化部」
、コーラス・吹奏楽団などからなる「音楽部」があります。これら
の活動は、従業員の交流・団結を促し病院全体の活力を生み出す効果があると同時に、院内の患者さん
や地域の人々との交流を深めて地域づくりをすすめる運動を形づくってきました。その文化活動の原点
ともいえる劇団部の成り立ちをここで振り返ってみます。敗戦前後の佐久地域、農村には十分な医療機
関がなく、農民には高い医療費を支払う経済力がないうえ、農民たち自身に体を気遣い、健康を守ると
いう考え方が欠如していました。そういった状況のなかに埋もれた「がまん型」や「気づかず型」の潜
在疾病があることを若月先生は早くから指摘し、赴任後間もなく出張診療を開始します。“ヴ・ナロー
ド（人民の中へ）
”の実践の始まりです。農家の生活実態を調査するため自ら足を運び、目で見て、そ
の問題を明らかにしていきます。農民に向けて病気の知識の普及や衛生教育の必要性があると考え、そ
の手段として「農村演劇」を活用しようとしました。若月先生が敬愛した宮沢賢治は、弟子に向けて「農
村では演説をせずに農村演劇をやれ」という教えを説いたと言われますが、若月先生はこれを忠実に実
践したのでした。
『Where There Is No Doctor』（医者のいないところで）の著者・デビッド・ワーナー氏
も同書の中で「人々に大切なことをわからせるための物語は、それを芝居にして演じると、もっと強い
力で人々に迫ることができる」と演劇の効果について言及しています。
ここで当時の出張診療とそのあとに引き続き行われた演劇の様子がわかる動画をご紹介します（1 分
間の動画供覧）
。子どもから大人まで多くの地域住民の方が、目を輝かせて佐久病院職員の演じる演劇
に夢中になっている様子が分かります。このように病院職員は、病院外の地域活動にも多くの力を割い
てきました。若月先生は農村の病院医療を「5：3：2 方式」で行うべきと主張してきましたが、病院全
体の力を 10 として、そのうちの 5 を入院業務に、3 を外来業務に、残りの 2 は予防や健康増進のための
地域活動に充てるというものです。演劇も地域活動の重要な要素をなし、これらの活動に力を入れてき
たことは佐久病院の特長であり、
“医療の民主化”をめざした若月先生の意識の表れであると理解でき
ます。
若月先生が自ら脚本を手がけ、数多くの演劇が劇団部により上演されてきました。先ほど述べたよう
に病気の知識や衛生教育の普及といった個人への教育的内容もありましたが、伝染病棟の必要性を地域
の人に理解してもらう内容や、国民健康保険の意義についての啓蒙、さらには戦争のもたらす理不尽や
不幸を題材とした脚本まで、健康にまつわる社会環境をより良くすることを目的とした脚本も数多く誕
生しました。これは WHO が「オタワ憲章」で採択したヘルスプロモーションの概念に相当するもので
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ありましょう。それらを農村に出張して、演劇を行うという方法で分かりやすく多くの人に伝えようと
したわけです。
この方法は健康格差の是正という観点からも理にかなったものであったと評価できると思います。健
康格差対策をおこなう際には、
“格差のパラドクス”が生じうることに注意が必要であると言われます。
社会疫学の第一人者であるイチロー・カワチ先生は、その著書の中で次のようなことを述べています。
「これまでの行動変容プログラムは、十分な資源をもつ人の行動変容を促す上では大きな成功を示して
きた。言い方を変えると、健康教育にかけたこれまでの努力が、社会経済的格差の拡大に、部分的であ
れ貢献してしまったとさえ言える」
。情報の届きにくいところや社会弱者への配慮がない健康教育が、
格差を拡げてしまう危険性があることを指摘しています。
「ミレニアム開発目標（MDGs）」に関しても、
それが多くの成果を上げたと評価できる一方で、
“やりやすい所、やりたいこと”からやった結果、
“や
りにくい所、やりたくないこと”ばかりが残ったという反省もあるといわれています。そこで 2015 年
に採択された「持続可能な開発目標（SDGs）
」では、最も遅れているところに第一に手を伸ばすべく努
力すると宣言され、
“誰一人取り残さない”ことをスローガンにかかげています。農村演劇をはじめと
した佐久病院の文化活動は、戦後間もない時期からプライマリ・ヘルス・ケアの原則に則る方法で、
“誰
一人取り残さない”ことを目標とした実践であったと言えると思います。
この地域では、佐久病院の劇団部ばかりではなく、いろいろな人たちが演劇を通じたヘルスプロモー
ションに取り組んできました。佐久病院の初期研修医は、例年の病院祭において健康演劇を行うのが恒
例となっています。南佐久の自治体が行う健康祭りでも、地元の保健関連職員ら行政職と病院職員がコ
ラボレーションし、演劇を披露する場面をしばしば目にします。そのような活動の中で地元住民から非
常に優れた農村演劇の脚本家も誕生してきました。佐久地域保健福祉大学同窓生の活動でも演劇班・人
形劇班の活動は盛んに行われています。このように佐久地域では、劇団部の活動をお手本にして、健康
な地域づくりの手段としての演劇活動が地域の文化として根づいています。
「医療の民主化」を目指した先達の農村医療の実践の歴史もあり、近年では都市と農村の差は少なく
なったと言われますが、いまだ農村には医学的、社会的な問題が数多くあり、それに私たちは取り組ん
でいかなければなりません。さらに、わが国において近年、格差や貧困の拡大がすすみ、新たな多くの
問題が生じてきていることに向き合わないわけにはいきません。国民健康保険の保険料滞納者は 300 万
世帯に近づく状況で、短期被保険者証交付世帯や資格証明書交付世帯も増加しています。相対的貧困率
15.6%、こどもの貧困率 13.9%、一人親世帯の貧困 50.8％、高齢者世帯の貧困も 27.0％と高い数値とな
っています。こういった社会背景は、
「がまん型」や「気づかず型」の潜在疾病の増加をきたす大きな
要因となることは間違いありません。また、自然災害が多発し、復興が困難を極めるなかで健康を損ね
る人たちも生じています。私たちは「医療の民主化」の後退の危機が、厳然として目の前にあることに
注意を払わなければなりません。そのような状況だからこそ、プライマリ・ヘルス・ケアの原則を基盤
とする“地域共生社会”をめざした取り組みが今こそ求められていると言えるでしょう。劇団部は、こ
れから先もこのような課題に取り組み、演劇という手段をつうじてより良いプライマリ・ヘルス・ケア
の構築に貢献していきたいと考えています。
最後に、農村演劇をやれと説いた宮沢賢治の言葉で私の発表を締めくくりたいと思います。
“世界が
ぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない”。若月先生は、弱いものを支えるのが人間の
義務であり、民主主義の精神であり、それが協同の精神だとおっしゃっていました。協同のこころをも
って、
“誰一人取り残さない”
、世界がぜんたい幸福な社会を目指すことが、これからの私たちの大きな
目標のひとつとなるでしょう。ご清聴ありがとうございました。
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アルマ・アタ宣言 40周年記念イベント in Saku（2018.11.3.）

佐久病院の理念

パネルディスカッション
佐久総合病院のPHCの過去・現在・未来

佐久病院は「農民とともに」の精神で、

医療および文化活動をつうじ

佐久病院劇団部とPHC

住民のいのちと環境を守り、生きがいのある
暮らしが実現できるような地域づくりと、
国際保健医療への貢献を目ざします。

佐久総合病院劇団部 部長
由井和也
佐久総合病院付属小海診療所
E-mail ;yui@koumi-hp.jp

佐久病院の文化活動

敗戦前後の佐久地域の医療状況

佐久病院従(労)組は, 発足当初から文化・体育活動
に力を注いできた. これらの活動は, 組合員の団結
を促し, 病院全体の団結を生み出すと同時に, 院内
の患者さんや地域の人々との交流を深め, 地域づ
くりをすすめる運動を形成してきた.

農村は医療の恩恵をうけることがもっとも少ない
地域であった。農村には十分な医療機関がなく、
仮にあったとしても農民には高い医療費を支払う
経済力がなかった。そして、見逃してはならない
のは、農民たち自身に体を気遣い、健康を守ると
いう考え方が欠如していたことである。

１）劇団部
２）文化部

『佐久病院史』p33.

舞踊班・茶道班・華道班・写真班・映像記録班

３）音楽部

気づかず型とがまん型の潜在疾病を指摘

コーラス部・マンドリンクラブ・GDK吹奏楽団
楽団ブルーフェニックス・ミルク＆カウボーイズ
など

ヴ・ナロード ”人民の中へ”

農家の生活実態調査（1945-）

雨風にさらされて今にも倒れそうなこのみす
ぼらしい家屋。彼らは暖かるべき我が家を改
良する意志がないのであろうか？
否、長い間痛めつけられ、虐げられ、経済力
を奪はれた者には家を直すべき資力すらない
のである。
（写真・文とも若月俊一）

出張診療（1945-）
戦前はもちろん, 戦後間もない頃に農村地域の人々が
医療機関にかかることは並大抵のことではなく, 往診
を頼むことを「医者をあげる」という言い方をした.
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衛生講話・農村演劇 （1945-）

医療者は地域に出ていった

５：３：２
入院

：

外来 ： 地域活動
（予防, 健康増進）

すべての活動は
“医療の民主化”をめざした運動

農村で文化活動をするに当っての宮沢賢治の教え。
一、小作人たれ。二、農村演劇をやれ。
（『土に叫ぶ』松田甚次郎著より）

劇団部の主な上演演劇 （若月俊一先生脚本）

劇団部の主な上演演劇 （若月俊一先生脚本）

 「白衣の人々」五幕（初演1945.11.）

 「はらいた」一幕（初演1953.12.）

当時の病院職員の働く様子を描く.

回虫症と国保の問題を喜劇風に

 「くらやみ」一幕（同1946.12.）

 「医科大学教室」四幕（同1954.12.）

股関節結核の娘をめぐる迷信療法の悲劇.

戦争中の医科大学教室の実態と、在日中国人の一医師を中心に、反戦と
新しい時代への期待を描く

 「希望」四幕（同1946.12.）

 「せきどめ」二幕（初演不詳）

敗戦後, 一下士官が病院組合運動のなかで, 新しい希望に燃えて立ち上がる.

がんこおやじの喜劇と、結核早期発見の必要性を説く

 「ほけん証」二幕（同1947.5.）

 「雨晴れて」一幕（同1956.6.）

ほけん証が自由に使えずに、祈祷師に頼って手遅れになった現状を描く.

農村に働く医師の悩みと希望を取り上げたもの

 「いけどり」二幕（同1948.12）

 「狭き窓より」四幕（同1970.7.）

回虫症とサントニン療法について.

水銀農薬の使用と禁止をめぐっての問題

 「村のうた」一幕（同1950.8.）

 「ランバレネにて」三幕（同1974.8.）

伝染病棟の必要性につて.

アフリカでのシュバイツアーの生き方を考える

 「自由のおたけび（菊池貫平）」十二幕（同1952.12.）

 「老母暁に死す」四幕（同1986.7.）

自由民権運動をかかげた農民の菊池貫平の闘いを描いたもの.

農村の老人問題を描く
松島松翠著『朝もやついて 農村医療ひとすじに』より

松島松翠著『朝もやついて 農村医療ひとすじに』より

住民の主体的参加は“伝わること”から

格差のパラドクス

農村では演説をせずに
農村演劇をせよ。 宮沢賢治

 社会疫学の知見
これまでの行動変容プログラムは、十分な資源をもつ人の
行動変容を促す上では大きな成功を示してきた。言い方を
変えると、健康教育にかけたこれまでの努力が、社会経済
的格差の拡大に、部分的であれ貢献してしまったとさえ言
える。
（Kawachi I. Social Epidemiology 2nd ed.）
 SDGs宣言 第4段落の抜粋
我々は、最も遅れているところに第一に手を伸ばすべ
く努力する。“誰一人取り残さない”。

人々に大切なことをわから
せるための物語は、それを
芝居にして演じると、
もっと強い力で人々に迫る
ことができる。デビッド・ワーナー

＊MDGsでは “やりやすい所、やりたいこと” からやった結果、”やりにくい所、
やりたくないこと” ばかりが残ったという反省に基づく。

Vulnerable population approach
Proportionate universalism
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‣

農村演劇
‵‵
佐久病院の文化運動

プライマリヘルスケアとは
（アルマ・アタ宣言 第６章より）
プライマリヘルスケアは、科学的に有効でかつ社会的に受容
できるやり方や技術に基づく必要不可欠なヘルスケアである.
自立と自決の精神に則り、コミュニティや国がその発展の度
合いに応じ負担できる費用の範囲内で、コミュニティの中の
個人や家族があまねく享受できるよう、十分な住民参加のも
とで実施されるものである.
(出典：WHO：Report of the International Conference on Primary Health Care,
WHO, Geneva, 1978 ; 中村安秀先生の翻訳より）

PHC Now More Than Ever

国民健康保険の保険料滞納者数289万世帯（15.3%）
短期被保険者証交付世帯82.4万世帯
資格証明書交付世帯18.3万世帯
(平成28年 国民健康保険（市町村）の財政状況について；厚労省2018.3.)

相対的貧困率（2017年）15.6%
こどもの貧困率（同）13.9%

andMore

(平成28年 国民生活基礎調査；厚労省2018.3.)

一人親世帯の貧困50.8%、高齢者世帯の貧困27.0%

PHCの原則を基盤とした
“地域共生社会”の実現

「医療の民主化」の後退
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≪パネリスト６≫
プライマリ・ヘルス・ケアとしての病院祭
蓮見 純平
（佐久総合病院佐久医療センター 小児科
・第 68 回、第 69 回佐久総合病院病院祭 実行委員長）

私は、4 年前と 3 年前の病院祭の実行委員長を務めましたので、プライマリ・ヘルス・ケアとしての
病院祭についてお話します。
前半は、病院祭の始まりについて、後半は病院祭の今、についてお話いたします。
佐久病院は、1944 年に開院しました。病院を作るに際して、同じ佐久市内の野沢という地区と、ここ
臼田と、2 か所の候補地があり、最終的に臼田に設立された経緯があります。
若月俊一先生は、開院 2 年目の 1945 年に佐久病院に赴任しました。翌年には 2 代目院長に就任し、
その翌年には第 1 回病院祭を始めています。今から、71 年前のことになります。
若月先生が佐久に赴任した当時、佐久地域は貧しい農村でした。農民たちはいつも手遅れの状態で受
診していたため、病院で患者を待つのではなく、病院から医師が地域に出向くことにしました。一方で、
農民達が病気について正しい知識を持つための、教育の重要性も感じていました。
出張診療の写真です。農民達への教育や娯楽の提供のために、演劇や病院祭の構想が育まれていきま
した。勿論、これは健康は自分自身の問題であるという、住民主体の意識改革への足掛かりであり、の
ちにプライマリ・ヘルス・ケアと呼ばれる手法であった訳です。
一方、佐久総合病院がある臼田地区には、1917 年に始まった小満祭という祭りがありました。これは
二十四節季の一つである小満に合わせた祭りで、小満は、5 月 21 日か 22 日にあたります。小満は、生
命の息吹に溢れる季節で、蚕が桑を食み始める時期でもあり、田植えが始まる直前でもありました。養
蚕業と稲作が主体であった当時の佐久地域において、このように好ましい条件がそろう小満に目を付け、
臼田稲荷神社が小満講を開始し、南佐久郡から多くの人々がお札をもらいに、小満の日に参拝に訪れる
ようになりました。それが田植えの前の遊び収めとして賑わうようになって、いつしか東信州最大の祭
りへと発展しました。
現在の臼田稲荷神社です。臼田地区を見渡せる、稲荷山という山の上にあります。西暦 990 年ごろの
建立と伝えられています。
昭和 29 年の小満祭の写真です。以前は稲荷山の上が主な会場で、ご覧の通り、多くの人出で賑わっ
ていました。後に山から下りてきて、稲荷山から病院までの平地に主会場が移りました。
これは、数年前の小満祭の日に、稲荷山から病院側をみた景色です。中央に、今は取り壊してしまっ
た佐久病院の古い建物が見えます。稲荷山と病院をつなぐ道には、小満祭の出店が出ています。
太平洋戦争中、小満祭は中止されていましたが、終戦を迎えて 1946 年に再開されました。若月先生
はこの賑わいを利用して、住民教育の場としての病院祭を開催することを思いついたのです。そして、
1947 年、第 1 回の病院祭が小満祭と同じ日に開催されました。
実際に著書の中で、
「医学の進歩を分かりやすく住民に説明するのが病院の役割で、住民がそれを自
らの健康を守る生活に役立てるのだ」と言っています。即ち、主役はあくまでも住民であると言ってい
る訳で、プライマリ・ヘルス・ケアの中心的な理念がここでも確認できます。
3 年前の病院祭では、病院祭の 70 年の歴史のまとめを行いました。これはその時に作成したパネルで
す。一つ一つは紹介できませんが、これだけ多くのテーマをこれまで取り上げてきています。
2014 年に、病院祭に、大きな節目がありました。その年に、佐久病院は、ここ臼田の本院と、佐久市
中込に開院した佐久医療センターとに分割再構築されたのです。職員の半数以上が、新しい病院に移り
ました。それでは、病院祭はどうするのか？私はちょうどその年に病院祭の実行委員長だったのですが、
結論は明白でした。私たちは、
「今まで通り」臼田で病院祭を開催することに決めました。それは、病
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院祭は臼田や小満祭と切り離してはあり得ないことが明らかだったからです。
2 つの祭りの時間軸です。病院祭は 1947 年に始まり、若月先生の死去や分割再構築を経て、今年で第
72 回を迎えました。小満祭は 1917 年に始まり、戦争中の中断時期を挟んで再開され、昨年、100 周年
を迎えました。2 つの祭りは、72 年間、ずっと同時開催を続けています。
つまり、もし佐久病院が野沢に作られ、臼田になかったら、もし臼田に稲荷神社がなかったら、もし
稲荷神社に小満祭がなかったら、そしてもし若月先生が佐久病院に来なかったら、どれが欠けていても、
今の病院祭はなかったはずなのです。
このようにして始まった病院祭のその後を、改めてプライマリ・ヘルス・ケアの視点で見てみます。
これは、今年の病院祭のテーマ館の一覧です。赤字のものは、提供する側に住民が含まれるものです。
即ち、病院祭には、職員から住民だけでなく、住民から住民というベクトルもあるのです。
かつての佐久病院は全職員が 50 名ほどしかいませんでしたが、今は 2000 名以上の職員がいます。原
則的に病院祭は全員参加ですので、職員同士の交流の場にもなっています。
また、住民も以前は来場者としてのみの参加でしたが、現在は出展者としても参加しています。
いこいの広場という、メインステージのイベント一覧です。青字のものは、佐久病院の文化活動の発
表で、赤字のものは、地域住民の発表です。また、今年は平昌オリンピックがありましたので、地元出
身のスピードスケートの山中大地選手をお招きして、トークショーを行いました。
つまり、現在の病院祭は、展示会であり、お祭りであり、文化活動発表の場であり、そして職員交流
の場でもあります。その中に、様々な方向のベクトルが含まれています。これら全てがハーモニーとな
り、地域にプラスの影響を与えていると考えています。
病院祭を、プライマリ・ヘルス・ケアの 4 原則から見てみました。まず、住民主体、住民参加です。
病院祭ですので、提供の主体はどうしても病院になりますが、その中に住民による展示もありますし、
住民の参加はありますので、これは〇としました。住民ニーズ志向ですが、住民が毎年楽しみにしてい
る常連企画を継続していることは評価できますが、展示のテーマは病院側が全面的に決めていますので、
そういう点では、一方的な側面があり、△です。地域資源の活用については、小満祭の賑わいを活用し
ている点が、究極の地域資源活用に当たる気がします。適正技術の使用については、病院祭の評価指標
としてそぐわない気がしますので、〇とも×とも言えず、△としました。他のセクターとの協働として
は、例えば健康チェック館ではここ何年か地元企業とのコラボレーションがみられます。他にもありま
すが、まだまだ実例が少なく、△としました。
もう一つの課題があります。病院祭が、住民と職員を巻き込んで、地域に様々なプラスの影響を与え
てきたことは間違いありません。しかし、一方で、数値化や客観的な評価は試みられておらず、病院祭
が地域に与えてきたインパクトの検証は不十分だと思います。
既に PHC の重要な担い手となっている病院祭ですが、もっと広く PHC の視点を入れることで、より
大きな役割を果たせるのではないかと思います。
今年の実行委員長である白鳥先生の言葉で、私の発表を締めくくりたいと思います。ご清聴有難うご
ざいました。
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私のお話

プライマリ・ヘルス・ケア
としての病院祭

前半：病院祭の始まり
後半：病院祭の今

アルマ・アタ宣言40周年記念イベントin Saku
パネルディスカッション
2018年11月3日
第68回、69回病院祭実行委員長 蓮見純平

若月俊一先生

かつての佐久総合病院

(外科医, 1910-2006)

1910:東京生まれ
1931-36:東京大学
1937-39:兵役
1944:治安維持法違反で拘禁
（佐久総合病院開院）
1945:佐久総合病院に赴任
（出張診療開始）
1946：2代目院長に就任（~1998）
1947：第1回病院祭
1944年に臼田に設立された。

出張診療の様子

病院祭が始まるまで

貧しい農民達への
教育や娯楽の提
供のために、演劇
や病院祭の構想
が育まれていった。

• 若月先生が佐久に赴任した1945年当時、佐久地域は貧し
い農村であった。
• 貧困の為、農民達は病気になっても病院には来ず、いつも
手遅れの状態で受診した。
• 病院で患者を待つのではなく、病院から医師が地域に出向
くことにした（1945年12月より）。
• 一方で、農民達が、病気について正しい知識を持つための、
教育の重要性を感じていた。

住民主体の意識
改革への足掛かり
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小満祭の存在
• 佐久総合病院がある臼田地区には、1917年に始まった小満祭（こま
んさい）という祭りがあった。
• 二十四節季の一つ小満（しょうまん）に合わせた祭り。
• 小満とは、「万物が満ち溢れ草木が茂る」時期で、5月21日か22日。
①、草木が緑に色づき、生命の息吹に溢れる季節。
②、蚕が桑を食み始める時期（蚕起食桑）。
③、田植えが始まる直前。

臼田稲荷神社
Built in 990-995（正暦年中）

711年の京都の伏見稲荷大社への鎮座から、
280年の歳月を経て佐久へ。
1917年に小満祭を開始。

田植え前の「遊びおさめ」として賑わい、
いつしか東信最大の祭りへと発展。

臼田稲荷神社が「小満講」を開始。
南佐久郡から講員が参拝。

昔の小満祭

稲荷山からの風景
佐久病院（稲荷山から約300m）

小満祭の出店

以前は稲荷山が祭りの主な会場であった。

昭和29年の小満祭

後に山から下りてきて、稲荷山から
病院までの平地に主会場が移った。

奇跡のコラボレーション
～病院祭と小満祭～
• 太平洋戦争中、小満祭は中止さ
れていたが、終戦を迎えて1946
年に再開された。

病院祭は、今年の5月

医学の進歩を分かりやすく
住民に説明するのが病院の
役割で、住民がそれを自ら
の健康を守る生活に役立て
るのだ

創世期

成熟期

に第72回を迎えた。
第1回以来、一度とし
て途切れることなく、

• 若月先生は、この賑わいを利用し
て、 住民教育の場としての病院
祭を開催することを思いついた。

常に小満祭と一緒に

発展期

• そして、1947年、第1回の病院祭
が小満祭と同じ日に開催された。
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激動期

開催されてきた。

大きな節目

病院祭

～分割再構築～
病院開院

8kms

1917

若月先生
赴任

若月先生
死去

第1回

1944 1945 1946 1947

1978

2006

第72回

2014 2017 2018

佐久総合病院本院（佐久市臼田）
佐久医療センター（佐久市中込）

第1回
（小満の日）

• 佐久病院は2014年に分割再構築をした。
• 職員の半数以上が新病院に移った。
• 第68回の病院祭はどうするのか？

戦後再開

5月の第3日曜日に変更

100周年

小満祭

プライマリ・ヘルス・ケアとしての病院祭
第72回（2018年）病院祭のテーマ館

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

臼田に稲荷神社がなかったら
佐久病院が臼田になかったら

若月先生が佐久病院に
来なかったら

どれが欠けても
今の病院祭は
なかったはず！

メインテーマ（佐久病院の最先端医療）
健康づくり館
健康チェック館
いこいの広場
こども館（小児科）
地域ふれあい館
白衣を着てみませんか
グローカルカフェ（国際保健）
お祭りわいわい広場
看護専門学校（第2会場）

赤字は提供側に住民が含まれるもの

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

抹茶コーナー
佐久病院労働組合
タクティールケア
医療系学生見学ツアー
佐久大学
佐久医師会
書籍販売
スタンプラリー
フラワーアート（華道班）
アートクリエーター
来賓祝賀会

稲荷神社に小満祭がなかったら

始まった頃

現在

形式

展示会型

展示会やお祭りの複合型

規模

全従業員参加（単独）
※50人ほどだった

全従業員参加（集約）
※現在は2000人以上、多施設

住民参加

来場者として

出展者でもある

第72回（2018年）のいこいの広場のイベント一覧
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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健康なんでも相談
研修医による演劇 「桃太郎さん！お腰を守ろうキビダンス！」
佐久病院ミルク＆カウボーイズ
佐久病院コーラス部
佐久病院ギター・マンドリンクラブ
佐久病院舞踏班
佐久地域保健福祉大学同窓会 人形劇「ふしぎな時計」
アロハレインボー（フラダンスサークル）
かたくりの花の会（三味線、尺八）
整形外科医によるミニ講演 「本当はこわい背骨の話」
佐久病院労働組合 朗読
オリンピック選手からのメッセージ スピードスケート山中大地選手

プライマリ・ヘルス・ケアの4原則で見てみると

現在の病院祭＝展示会＋お祭り＋文化活動発表＋職員交流

・医療情報の伝達、教育。
体験型・参加型。

・住民、職員、
双方にとって
の娯楽の場。

・職員にとって
生活の充実
・住民にとって
娯楽

・日頃バラバラ
に働く職員の交
流の場。
・2日目の夜に
慰労会

住民（患者）、職員、地域、病院、の間に様々な方向のベクトルがある。

住民主体、住民参加

〇

住民ニーズ志向

△

地域資源の活用
適正技術の使用

〇
△

他のセクターとの協働

△

これまで72回もこの祭りは、若月イズムを織り込み
ながら紡がれてきました。さらに今後も若々しい生
命の糸と地域の糸とを加えつつ、連綿と紡ぎ続けて
いかなければなりません。 （第72回白鳥実行委員長）

課題
1. 病院祭が、住民と職員を巻き込んで、地域に様々なプラスの影響
を与えてきたことは間違いない。
2. しかし、数値化や客観的な評価は試みられておらず、病院祭が地
域に与えるインパクトについての検証は不十分である。

ご清聴ありがとうございました
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◆ パネルディスカッション 全体討論 ◆
司 会：それではパネリストの皆さんにもう一度登壇
して頂いて、出来るだけ短く最後のまとめをしていき
たいと思います。最初に、本日おいでになった皆さん
から、どなたでも結構ですけれども、今日プレゼンを
した演者に対してご質問があればどうぞ。
質問者：興味深い発表を有難うございました。今日の
会の冒頭から、主催者の方が住民主体とおっしゃって
いまして、最初から最後までそれが一貫していたテー
マだったと思います。また、アスタナの会議に出られ
た方が、今後のプライマリ・ヘルス・ケアの展開として PHC の担い手としてのコミュニティのエンパ
ワーメントとおっしゃいました。前半に登壇された本田徹先生のお話では、医療者中心の PHC ではな
くて、住民が力を合わせてケアリングコミュニティを作っていくという話をなさいました。私自身は医
療者ではないのですが、住民主体と言ったときに、どういう立場でそれを言っていくのか、エンパワー
メントという言葉もですね、どういう能力を形成していくかという意味でも言えるでしょうし、何かの
権限を委譲していくという文脈もあるかもしれません。出浦さん、篠原さんのお話の中では、医療者で
はない立場で活動をしてこられて、その中で自分達が考えられたこと、正にそれがエンパワーメントの
プロセスであったと思います。質問は、どなたという訳ではなくて、答えて頂ける方がいれば幸いと思
いますが、PHC におけるエンパワーメントというのはどういうものなのか、言い換えれば住民主体を促
進する役目というのはどういった存在なのか、伺いたいと思います。出浦さんの話の中で、種まき人の
必要性というのを興味深く伺いましたけれども、複数の方から伺えれば幸いです。
司 会：有難うございます。今日のこの企画を貫く一番重要なポイントをご質問頂いたかと思います。
まず地域でご活躍頂いている出浦さん、篠原さんのお立場からお答え頂ければと思いますが、いかがで
しょうか。
出 浦：答えになるか分かりませんが、1 つは、あまり肩に力は入れないでやっています。講座をうけ
て、或いはフォローアップの中で色々なことを学習する中で、この地域の中で自分達が出来ることはな
んだろう、ということがあります。また、やれることは何だろうと考えると、医療費、健康保険、介護
保険、どんどん何でも挙がる訳ですけれども、自分達が何かやって少しでも引き下げられるものとなる
と、健康づくり、地域づくりだろうということがあります。これは今ちょうどアンケートで集計中です
が、結構ボランティアが生き甲斐になっている人もかなりいます。ボランティアは他人のためではなく
て自分達のためにもやっています。バラバラにやっていると表に出てこない、或いは継続できない時に、
地域での支部活動の形で継続的に持続感を持たせることが大事で、その中で自分達が出来ることを、そ
れぞれの緩やかな展開の中でやれることをやる、というが私たちの場合です。
篠 原：とても難しい質問です。私達、衛生指導員という会はもう組織としてはないのですが、やはり
最初は行政から教わったり、押し付けられたり、促されてやっていた感じでしたが、色々な活動をして
いるうちに、多様な意見があり、大きい声だけを聴きがちだけど、囁くような声も拾ってく人が必要だ
と思いました。私は出来るだけ小さい声を、もっと表に出していく考え方を持ってやっていました。
司 会：行政からの仕掛けもあったけれども、その中で生まれてきた多様な声をくみ取ってくれる役割
が必要ということですね。菊池さん、いかがですか。
123

菊 池：2 つの事例のうち、精神障害者の取り組みは、自分達では言えない、あの当時ですから家族も
隠していました。保健師の仕事の中で個の声を集団につなげて、行政の中で支援していくのが活動の原
点だと思ってやっていました。
司 会：地域からの声をつなげていく活動をやってこられた、ということですね。わたげ会の斎藤さん、
いかがですか。自主性、主体性、患者さん主体の活動をどんなふうに起こし、そこに参画してくる人を
どんなふうに力づけていけば、また、会の活動をどのように強く長くしていけばよいでしょうか。
斉 藤：基本的な患者会のスタンスは、来るものを拒まず、どこの病院で治療を受けていても、どこに
住んでいても、誰でも来てくださいね、というスタンスで広く会員を募っています。患者会という特性
上、どうしても自分が患者にならない限り患者会に目を向けることはないと思います。自分が乳癌にな
って初めて、「仲間が欲しい、独りじゃいられない」と思った時に、このわたげ会がクローズアップさ
れてくるのかなと思います。そんな目に留まりやすい何かを考えていかなくてはならないと思います。
あとは、どうしてもサロンの参加者の減少にも見られるように、今は自分で調べれば情報が手に入る時
代ですが、対面で話をして得られるものの大きさ、手を取り合って涙を流して、「私もこうだった、あ
なたもそうだったのね」と得られるものの大きさはインターネットにはないと感じています。できれば、
ご近所の誰それが具合が悪い時、何かないかな、という時に、そんな時のために患者会の存在を広く皆
さまに知っていて頂けると有難いです。そういう場所がないかな、と思われれば、病院に問い合わせて
頂ければと思います。
司 会：患者会の場合は切実な問題を持っていらっしゃるので、集まりやすいかもしれませんね。ネッ
トの情報ではなく、体温を感じられる関係の中で、会を作り維持していくことが大切というお答えだっ
たかと思います。それでは、主体性、住民主体、自主性が育つためにはどうしたらよいか、病院の立場
から、どうですか。
由 井：このシンポジウムの核心だと思います。地域住民主体が PHC の基礎だと思いますが、それを
若月先生は本当に繰り返し上からの押し付けではなく、地域住民からのということを言っていました。
繰り返し言っているのは何でかというと、難しいからだと思います。今日発表のあった地域保健福祉大
学や衛生指導員の活動には、病院が側面から関わっているのですが、これは、会の人達に主体的に頑張
ってもらうことを意識した活動だったと思います。衛生指導員の活動に病院として関わった職員 OB に
話を聴いたことがあります。地域共生社会と国は言っていますが、その中で地域住民の中から力を作り
出すのがテーマになっていますが、上からこれをやりなさいよと号令をかけただけでは、佐久でやって
きた活動は出来ないと思います。その OB にキーとなるものを尋ねたところ、まず専門職の関わりは必
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要で、専門職も地域住民に真剣に関わらねばならないとのことでした。以前は夜通しお酒を飲んで、衛
生指導員との関わりが出来てきたと伺いました。今はそういう形で関わることが実現可能かという問題
はありますが、例えば病院の職員、地域の保健師、CSW の活躍、そういう人達が真剣に地域に向き合
うこと、そして、そうやって見ていると地域の中にリーダーになれる人が必ずいるので、その人を中心
に住民が立ち上がる仕組みを横から専門職が後押しするのが良い、と職員 OB がおっしゃっていたのを
記憶しています。
司

会：労働というより、運動という側面が強いですね。では、蓮見先生お願いします。

蓮 見：住民主体や住民のニーズという話をするときに、住民がニーズを自覚しないといけないのです
が、貧しかった時代は自分達が何に困っているか分かりやすかったと思いますが、色々と整ってくると、
何か困っていることはありますかと言われた時に、ちょっとすぐに思いつかないのではないかと思いま
す。ですから、住民たちが、自分達が何に困っているか分かりにくい時代になっているのだと思います。
また、職員もいっぱいいっぱいで、今の仕事をこなした上で、更に住民のニーズを見つけてそこに入っ
ていく余力があるかというと、私自身は自信がないなと思います。ただ、解決方法はないのですが、キ
ーになるものが佐久にはあります。それは佐久病院の職員は 2000 人以上いるんですが、殆どがこの地
域の住民でもあるんですよ。これは都会の大きな病院とは違うことです。職員でありながら住民の立場
にもなれる地域なんですよ。そこに解決の糸口があるんじゃないかな、と思っています。
司 会：職員自身がコミュニティの一員ということですね。まだまだ進めたいのですが、時間が迫って
しまっています。こちらに何人かこの地域の方がいらしています。川上村の藤原村長さん、感想を頂け
ますか？
藤 原：川上村の村長の藤原です。私はこのイベン
トの開催を 2、3 日前に診療所の由井先生から聞きま
した。病院がかなり力を入れているようでしたので、
医療と何か関係があるかと思って、忙しい中、時間
を割いて来ました。来てみたら大変すばらしいイベ
ントで、ご招待いただいて感謝申し上げます。
地域医療ということもアルマ・アタ宣言から成り
立っていることも、よく分かりました。私も病院と
は色々関係がありまして、地域振興というのは病院
や医療が占める割合が大きいです。地域を守ること
は医療だけではダメで、三大要素と思っているのですが、自然環境や住宅環境などの環境、人間の関係、
絆ですね、そして 3 番目に医療、この 3 つの要素がなければ地域は成り立たないのですが、特に医療の
密度が高いです。ですので、医療は重要であると自覚をしております。
この地域は佐久病院の城下町です。佐久病院が相当地域振興に寄与してきたのは事実でありまして、
この地域が純農村で残ってきたのは、もしかしたら佐久病院があったから、まだまだあのようなのどか
な農村が残っているのかと思っております。医療は人や地域を作ったりする役割があると思います。保
健、医療、福祉の連携という問題がありますが、そこに住民が加わらなければどんなに医療福祉や保健
が連携しても意味がない訳です。基本的には人でありますし、診療所の先生方 10 数人と関わってきて、
個性的な先生ばかりでしたが、どの先生も地域振興に相当寄与してきました。感謝申し上げます。それ
に、先生も住民と接して、そうとう成長して帰ってきていると思います。ですので、先生も良い医者と
して付加価値を付けて帰ってきているのではないかと思います。そういう意味で、地域と医師との関係
を見直していただけると思います。医師と地域の関係というのは、知的健常者と弱者の関係です。そこ
に上から目線があると大きな問題が起こります。やはり水平でお互いの人格を尊重してやって頂ければ
と思います。
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医師と地域との関係、病院と地域との関係は重要であります。この佐久の地域づくりにはこれからの
佐久病院が果たす役割が大きい訳です。これからの地域振興のために関わりを持っていただければと思
います。昔は衣食住のために行政も地域の皆さんも努力してきました。これだけ複雑な社会になります
と、医福教になってきたと思います。医療と福祉と教育です。これがこれからの課題でありまして、し
っかりやらなければ地域は発展しないという現状です。どうか、どんなに大きくなっても、病人のため
の寺子屋的な病院であってほしいと思います。
司 会：次は金沢大学の町田先生です。町田先生は WHO にいて、日本の政府の保健医療関係の技術協
力のことを、アジア西太平洋政府との間のことを色々とやっておられました。町田先生、宜しくお願い
します。
町 田：ご紹介有難うございます。今日、お話を伺って、改めましてこの地域に色々な形の PHC があ
ることが分かりました。私は昔の佐久保健所の所長をしておりましたが、南牧の菊池様の若妻会の話は
地域のニーズをどう拾い上げるか、仲間を増やしてグループを作るか、なかなか出来ない活動を 40 年
しておられました。八千穂の経験は、住民参加のみならず地域資源の徹底利用、この PHC については
農業、教育、水資源、建設、など色々なものを地域の保健衛生のために使ってきたことが分かりました。
保健福祉大学や患者会は、住民の主体的な参加を促しながら、且つニーズに応じながら、その時代に即
した活動を息長く続けてこられて、素晴らしいと思いました。病院の演劇活動、病院祭も、地域に出て
巻き込むことで地域の振興発展に寄与しており、色々な PHC が佐久に散らばっていることが分かって、
感銘を受けました。未来にどうつなげるが課題だと思います。
わたげ会からの御発言にもありましたが、住民参
加の形式で face to face が長く続く秘訣かと思います。
若い世代は SNS ですけども、やはり対面でやってい
くことが大切かなと思っております。それから、今
は短期目標や数値目標の時代になっていますが、そ
れよりも、数字としては見えにくくても、楽しいこ
と、いいことは続けましょう、という考え方も重要
ではないかと思っています。あと、人材育成の話し
も出ましたけれど、実は佐久病院の皆さんがこうい
う行事に関心があるかどうかも大切で、今日は初期
研修医の方はどのくらい来ていますか？
司

会：数人ですね。

町

田：やはり本家本元の佐久病院の中でも次の世代の育成が必要かな、と思っています。

司 会：有難うございました。予定を 30 分以上超過しましたけれど、中身の濃いディスカッションが
できたかと思います。まだまだ話したりない方もいらっしゃると思いますので、このあとは懇親会に移
ります。パネリストの皆さん本当に有難うございました。これでパネルディスカッションを閉じたいと
思います。有難うございました。
総合司会：パネリストの皆さん、司会者の伊澤先生、バルア先生、有難うございました。アルマ・アタ
宣言 40 周年記念イベント in Saku をこれで閉じたいと思います。それでは皆さん、気を付けてお帰りく
ださい。有難うございました。
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◆ フォト ◆

127

128

129

