健康な
明日の
ために。

青森県知事

紺野美沙子さん 三村申吾さん

紺野 健康に関して青森県が抱
えている課題というのは、どう
いうものがあるのでしょうか。
三村 まず、青森が“短命県”
であるということですね。本県
の平均寿命は年々延びているも
のの、残念ながら、男性も女性
も全国最下位という状況が続い
ている。というのも、 代、
50

す。

紺野 県民のみなさんそれぞれ

を守ることだと思っています。

やぁ、町長、わしは家で死にた

ったんです。「どうですか？」「い

お年寄りがいる家を訪問して回

紺野 平成 年から、国も「地

基盤づくりを支援してきました。

導入を働きかけ、県としてその

療・福祉包括ケアシステム」の

最後を迎えたい、と。そのとき

れる。家族に見守られながら、

くれるし、子どもたちも来てく

ですか？

いますが、それとはまた違うん

域包括ケアシステム」を進めて

三村 青森県では「今を変えれ
ローガンを掲げているんです。

ば！未来は変わる 」というス

三村 国が進める「地域包括ケ

もも いし まち

の町長に当選したのがスタート

地域社会の中で、ちゃんと働い

ですが、本県の「保健・医療・

ービスを提供しようというもの

主に高齢者を中心に包括的なサ

（現おいらせ町）
歳で百 石 町

啓発にも力を入れています。例

て自分の人生を実現できる場所

ての住民が対象であり、お腹の

なんです。どんな町づくりをし

中の赤ちゃんから亡くなるまで

えば、
「だし」
のうま味を活用し

は納得して死ぬことができる。

の、すべてのライフステージで

福祉包括ケアシステム」は、全
それこそが“豊かさ”なんじゃ

サービスを提供しようというも

があって、一定の年齢になった

ないか、と。そこで百石町で、

のなんです。

ら安んじて老後が送れて、最後

もやったんです。
そこで、
ある中

保健・医療・福祉のそれぞれの

たらいいのか、町民の皆さんと

健師さん、保健協力員さん、食

利用できる「保健・医療・福祉

い」と言うんですよ。「ここでは、 サービスが切れ目なく一体的に

学生が「百石町には住みたくな

包括ケアシステム」を立ち上げ

いろいろ話をしました。百石町

生活改善推進員の皆さんと一緒

じいちゃん、ばあちゃんが年を

たんです。

て減塩を推進しようという「だ

に「できるだしダンス」を踊る

とって具合が悪くなると、すぐ

し活 」
。そのＣＭが、吉本興業

ために、１年で 、 ヵ所まわ

に他の町の病院や施設に入れら

紺野 それが、いまでは青森全

福祉で、
一人ひとりの「いのち」

3

三村 で、保健師さんと一緒に

紺野 そうでしょうね。

思いで、各市町村に「保健・医

三村 知事になってからも同じ

15

年生全員と語り合う

りましたよ（笑）
。

れてしまう。それは納得がいか

30

の春と語りたい』というの

紺野 陣頭指揮ですね（笑）
。

ない」
と。
これはショックでしたね。 県での取り組みになったんですね。

の中学

三村 私の仕事というのは、産

『

業・雇用・経済で一人ひとりの

主催のＣＭコンテストでグラン

の豊かさ”とはなんだろうって。 アシステム」は、制度としては、

“ 本当
今の努力が必ず未来につながる、 三村 そうです。私は平成４年、 考えさせられましたね。

24

プリを取ったんですよ。私も保

と。ですから健康づくりの普及
35

町長時代に考えた
〝本当の豊かさ〟とは

い」と。家にいれば、孫も来て

のこと。その「健やか力」をみ

関する知識を高め、活用する力

んですけれど、要するに健康に

という考え方が基になっている

もと

之先生が提唱された
「健康教養」

んでいます。弘前大学の中路重

三村「ヘルスリテラシー」
とも呼

紺野 健やか力？

ているのが「健やか力」です。

すこ

めていくか。そこでいま提唱し

三村 この短命の状態をどう改

トキラー”と言われますからね。

紺野 生活習慣病は“サイレン

や心筋梗塞、がんですね。

です。生活習慣からくる脳卒中

代で亡くなる方が多いからなん

40

が、より健やかな人生を送れる

女優

ようにしようと。

健やかな毎日を送るために、
行政にはいまどのような施策が
求められているのか。東北各県の行政トップに聞くシリーズ対談。

紺野 まずは普段の健康づくり

一人ひとりの
「いのち」
に
寄り添う。
それが根本です。

からということですね。

んなで高めよう、というもので

第1回

「暮らし」を守り、保健・医療・

上：健康は食生活の改善から。減塩をうながす「だし活」キャンペーン
下：災害時の医療提供でも活躍が期待されるヘルスプロモーションカー

Photo : Keiji Ishikawa
Design :Takayoshi Ogura
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ントゲンといった医療機器を軽

したんです。小型のエコーやレ

モーションカーというのも導入

考えています。いまヘルスプロ

包括ケアシステム」の根本だと

た。そしたら、おばあさんたち

を受け持つ病院に導入しまし

止したいということで、遠隔地

ってしまう。そういうことを阻

ないんですよ。で、手遅れにな

です。
「 死ぬときしか病院で診

自動車に取り付け、保健師さん、 が泣いて喜んでくれたというん
看護師さんなどが乗って、こち

まで”と言いますが、お母さん

紺野 よく“ゆりかごから墓場
結局一人ひとりの県民のいのち

てお医者さんにチェックしても

三村 そうです。我々の仕事は、 で、検査結果をＩＣＴで飛ばし

紺野 県内各地に足を運んで？

らう。
した。

に、私も思わずもらい泣きしま

た」と。その報告を聞いたとき

生きているうちに調べてもらえ

らから健康診断に出向くんです。 てもらえないと思っていたけど、

のお腹にいるときから、ちゃん
を守る仕組みをつくること。仕

に寄り添うというのは、そうい

と見守っていこうと。

うことなんでしょうね。今日は

に行くのも大変でしょうからね。 紺野 一人ひとりの「いのち」

県民のいのちを守る
仕組みをつくる
三村 そうなんですよ。お年寄

三村 ですから、地域に根ざし
地懇談会を開催しています。

りが病院に行こうとすると、息

た保健師さんの存在が重要なん
年間で 市町村をまわりました

といけない。平成 年度から市

です。現場に足を運んでいます
が、やはり「寄り添う」という

町村を訪問して、各市町村の首

から、どこの家庭がどういう状
かたちをお互い示せるかどうか、

いいお話をうかがわせていただ

況かというのをすべて把握して
ですね。県は市町村に寄り添い、

きました。ありがとうございま

いる。保健・医療・福祉それぞ
市町村は保健師さんに寄り添

子さんとかお嫁さんに休んでも

れの分野で、保健師さんが軸と
い、それを通じて、受益者であ

長さん、保健師さんたちとの現

なり、エンジンとなっているん
る一人ひとりのいのちに寄り添

した。

です。ですから、私も保健師さ

Misako Konno

我慢して、我慢して、絶対言わ

んたちに会って、直接話を聞く
う。これが「保健・医療・福祉

昭和55 年、NHK 連続テレビ
小説『虹を織る』でヒロインを
演じる。その後、女優として活
躍するかたわら、平成 10 年
には国連開発計画親善大使
に任 命され、国際協力の分
野でも活躍している。平成 22
年秋から、
「 紺野美沙子の朗
読座」を主宰している。

らわないといけない。だから、

ようにしているんですよ。

紺野美沙子

24

紺野 たしかに郡部だと、病院

Shingo Mimura

どうかということを把握しない

昭和 31 年、青森県上北 郡 百
石町生まれ。出版社勤務を経
て、平成４年百石町長選に立
候補し当選。当時 35 歳、全国
最年少首長だった。平成 12 年
衆議院議員に当選するも、平
成 15 年には議員の職を投げ
打って、青森県知事選に出馬
した。現在 4 期目。

組みをつくるためには、現状が

三村申吾
33
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