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地域在住高齢者に関するフィールド医学実習
―平成 29 年度参加者による報告集―
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平成 29 年 8 月 6 日～ 8 月 11 日高知県土佐町において地域在住高齢者に関するフィールド医学実習
を行った。このプログラムでは、
学生らが 75 歳以上の地域在住高齢者を対象とするご長寿健診にスタッ
フとして参加する。この健診は、
高齢になっても住み慣れた地域で元気に生活していけることを目的に、
平成 16 年から開始され今年で 14 年目を迎えた。その間、土佐町の平均寿命が女性県下第一位、男性第
三位となり、同時に、県下で最も高かった介護保険料が抑制されるなどの効果がみられた。この活動
が元となり、ブータンにおいて国家規模で高齢者健診が開始されるなど海外でも応用されている。平
成 29 年度は京都大学、東京女子医科大学、高知大学、新潟大学、大阪大学、九州歯科大学、デブレツェ
ン大学、高知県立大学など海外を含む様々な大学から学生が集まり、健診の実施にあたった。本稿では、
学生がどのような想いで土佐町に集まり、何を得たと感じているのかを彼ら自身の言葉で紹介したい。
キーワード：土佐町、フィールド医学、ご長寿健診

はじめに

ことではない。土佐町では、高齢者御自身、御家
族、役場、医療機関、介護施設、社会福祉協議会、

京都大学東南アジア地域研究研究所

坂本龍太

薬局、運転手、お店、ボランティアの方々などな
ど、お一人お一人が何とか踏ん張っている。そん

地域で高齢者の健康を守るというのは並大抵の

な方々のお力に比べれば微々たるものだが、我々
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も土佐町の方々との協力を続けている。医師など

覚えている。土佐町での健診参加がきっかけとな

が定期的に通い、病院で診療のお手伝いを行い、

り、海外の調査への連れていただくことになった。

地域ケア会議、あったかふれあいセンター、地区

その後、奥宮先生から御自身がリーダーを務める

長会などの会合に参加させていただきながら、多

高所プロジェクトに誘っていただき、ブータンな

くのことを学ばせていただいている。毎年八月に

どの今の仕事につながっているので、土佐町ご長

は一週間、学生、教員が土佐町に泊まりこみ、75

寿健診は私の大切な原点の一つである。

歳以上の高齢者を対象にご長寿健診を行ってい

二年前、松林先生の後を継ぎ、健診において責

る。土佐町ご長寿健診は平成 16 年に開始され、

任を担う立場になった。正確な数はわからないが、

平成 26 年には土佐町役場健康福祉課の皆様や奥

学生として土佐町ご長寿健診に参加して社会へと

宮清人先生を中心に「土佐町フィールド医学 10

巣立っていった方は三百名を超えるのではない

年のあゆみ」が編纂され、土佐町役場のホームペー

か。彼らの心の拠り所ともいえるものをこれから

ジに掲載されている 1）。平成 29 年の今年、十四

も繫いでいけるのかというのは、とても重たい課

年目を迎えた。一つのプロジェクトがこのように

題である。まず、受診くださる高齢者が二時間ほ

続いているのは、役場の皆様、町の皆様方が一年

どかかる健診を受けるのは面倒だと考えてもおか

一年御尽力を積み重ねてくださった結果である。

しくない。土佐町役場の方にとっては、予算の確

平成 18 年、私は初めてこの健診に参加した。

保、住民への説明、参加者の募集、受診者の振り

その頃私は大学院生で、毎晩のように宿舎で、京

分け、送迎アレンジ、会場設営、宿舎の手配など

都大学の松林公蔵先生、石根昌幸先生、総合地球

様々な仕事を要す。町の方々が、遠い場所からス

環境学研究所の奥宮清人先生、東京女子医科大学

タッフを呼ぶよりも近場から集める方が効率がよ

の大塚邦明先生や複数の大学から集まった学生ら

い、あるいは、健診がもたらす恩恵がその負担に

と、健診のこと、研究のこと、社会のこと、人生

見合わない、と判断すれば継続は難しい。また、

のこと等々、夜が更けるまで語り合った。先生方

大学側、特に、東京女子医科大学や新潟大学など

からの訓示として、受診していただく高齢者に対

の病院スタッフにとって、忙しい診療業務の中で、

して尊敬の心を持って健診を行うように、と言わ

一週間丸々病院を空けるというのは至難の業であ

れていたように記憶している。健診の現場で私は

る。他の病院スタッフにしわ寄せがいき、「もう

採血を担当した。その年は糖尿病が重点項目で、

土佐町へは行くな」という空気が生まれやすいこ

受診者全員を対象に同じ方に空腹時と 75g グル

とは想像に難くない。そして、学生さんに関して

コース負荷 2 時間後の二度採血を行った。その結

言えば、貴重な夏休みを一週間割くことになるの

果は先生方の手により解析され、土佐町在住の高

である。高齢者の健康を守るという大義があって

齢者の間で当時予想されていたよりも多くの方が

も、町の方々、大学スタッフ、学生さんなどすべ

糖尿病及び境界型糖尿病に罹患していることが明

てが健診への士気を保ち続けることは簡単なこと

らかとなった。その知見は、世界の三大医学誌の

ではない。土佐町ご長寿健診は、すぐに終わりを

一つにもあげられる Lancet 誌や米国の老年医学

迎えることになっても何の不思議もないのであ

会誌に掲載され、
「隠れ糖尿病」として NHK 生活

る。そんな中、この健診が今まで続いてきた理由

ホットモーニングでも放映された 2,3）。社会に寄

はどこにあるのであろうか。

与する研究に関わることができたというのはうれ

今回、平成 29 年 8 月 6 日（日曜日）、我々は台

しいことであった。土佐町ご長寿健診の特徴の一

風 5 号接近のニュースが流れる中、土佐町に入っ

つは、受診者である高齢者お一人お一人と世間話

た。到着したあじさいホールには、ご長寿健診に

も交えながらゆったりと行うことである。高齢者

向けた各ブースの設営がすっかり完了しており、

の方々から昔話やこぼれ話を伺いながら検査や診

不安は一気に吹き飛んだ。緊急事態に備えた準備

療を進めるのである。人生の哲学のようなものも

も行わなければならない中で、町の方があのよう

語ってくださることもある。私も初めて健診期間

な素晴らしい準備をしていただいたことに大変感

を終えて戻った後しばらくは、自らの祖父母も想

銘を受けた。その夜の会議で、土佐町の方々との

い出しながら土佐町の余韻が消えなかったことを

交流会の場で、学生から町の皆様への感謝の気持
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ちを込めて演目を行うことが決まった。我々は複

時間は誰にとっても貴重である。今の時代、世界

数の大学からなる混成チームである。教員として

中様々な場所に渡航できるし、趣味や勉強に集中

は多くの学生が土佐町で初めて対面するという状

することも、大事な家族や友人との時間に充てる

況の中で大きいことは期待しておらず、健診のた

ことも可能である。そんな中、高齢者の方々は大

めのチームワーク醸成の一助になればという意図

切な時間を使い、健診に足を運んでくださり、役

もあった。8 月 7 日（月曜日）、台風のため私は

場を中心とする方々は運営に勤しんでくださっ

部屋で休んでいたが、さめうら荘には、練習する

た。学生たちは、この夏、土佐町に来ることを選

学生たちの歌声が繰り返し、繰り返し、響き渡っ

んだ。そして、体全体で土佐町にぶつかった。健

ていた。

診では人生の大先輩たちと直に接し、お話を伺っ

火曜日、水曜日の健診も終わり、8 月 9 日（水

た。役場やボランティアの方々、様々な大学の仲

曜日）の夜が交流会であった。学生から「声が変

間たちと協働した。早明浦ダムや棚田に接し、花

わってしまうので、お酒を飲む前に歌わせてほし

火を見上げ、鳴子を手によさこい節を踊った。運

い」と要望があり、彼らの本気度が伝わってきた。

転手の方や病院の方、地域の方からあかうし、桃

上村明弘健康福祉課長の歯切れのよい司会のも

アイス、ゆずジュースや銘酒・桂月をごちそうに

と、高橋昭雄副町長、山中学東京女子医科大学東

なった。そういった土佐町での一時一時が彼らの

医療センター内科医局長、松林公蔵京都大学東南

心を動かしたのだと思う。健診期間中、彼らから

アジア地域研究研究所名誉教授などの挨拶が行わ

は異口同音に土佐町の方々への深い感謝の言葉が

れた。乾杯の発声の後、町の皆様や教員はお酒を

聞かれた。「土佐町に来て本当によかった」「あり

飲んだが、学生はそのままステージに並んだ。「私

がとうございます」「またここに来たいです」土

たちからのほんの少しの気持ちなんですけど、歌

佐町で彼らは、彼らなりのやり方で彼らの内に育

を届けたいと思います。365 日の紙飛行機です。

まれたものを表現した。土佐町の方々はそんな彼

聴いてください。」NHK 朝の連ドラの主題歌で、

らを温かく迎えてくださった。学生と皆様との交

御存知の方が多いのではないかという理由で選曲

流の姿を目の当たりにして、たくさんのことを学

されたとのことであった。会場からは「ああ」
「え

ばせていただいた。そして、これからもこういう

えねえ」という声が出ていた。マイクを慎重に設

機会をいただきたいなと思った。

置した後、礼があり、指揮の手に合わせて姿勢を

土佐町ご長寿健診が続いてきた要因は様々であ

整え、声の調整が行われた。学生の表情からは緊

ろう。健康への貢献、教育・研究上の価値、もし

張の色が見て取れ、一年生に向かって上級生が「大

かすると慣性や義務感だって関係しているのかも

丈夫だよ」という表情で何度もうなずいていた。

しれない。これからもさらに続けていくためには、

静寂、指揮を追う視線。そして、皆の口が一斉に

健康への貢献、教育・研究上の価値をより一層高

開 い た。 ♪ 朝 の 空 を 見 上 げ て 今 日 と い う 一 日

めていくことが必要である。ただ、ここで述べて

が・・・。大学、地域の垣根を超えた混声三部合

おきたいのは、ごく単純なことである。町の方々

唱である。学生たちの真摯な調べが会場に響き

が「またあいつらに会いたいな」と思う。学生や

渡った。最後の振付もバシッと決まった。会場は

教員らが「またここに来たいな」と思う。そして、

しばし放心したような空気が漂い、その後、拍手

その思いが周りにも伝わっていく。これらの文は、

が沸き起こった。心をズドンッと射貫かれた。涙

元々はお世話になった土佐町の方々に送るために

をぬぐう姿があった。上村課長が一言。「感動し

学生らから集めたものである。後になり、伝統あ

た！！」それは会場の皆の気持ちを代弁する言葉

る本誌にこの文章を投稿してみてはというお話を

だったと思う。町の保健福祉課の責任者である北

いただいた。いささか場違いであるとも思ったが、

村和喜さんが私のところに寄ってきて、「よかっ

光栄なことであるとも思い、学生たちの許可を得

た ね え。 一 生 懸 命 や っ て い る の が 伝 わ っ て き

て投稿させていただくことになった。できること

て・・・」と言いながら涙を流した。私も涙があ

なら土佐町の方々や土佐町を知らない方にも読ん

ふれた。

でいただきたいし、時を経て、彼ら自身やその縁

人生という紙飛行機はある意味で儚いもので、

者が読み返す機会があるかもしれないと思った。
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私もまた読み返したい。その時、ここに我々がやっ

ること、学べることがあった。多少強引な勧誘だっ

てきたことが何らかの形でまだ続いているだろう

たかもしれないが、今回研修医と学生が一人ずつ

か。一年一年、一人一人が勝負である。一期一会

参加してくれたことは自分の中で非常に有意義

である。

だったと感じている。私見だが、普段の研修・実
習ではどうしても“診療室にいる自分の前にやっ
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うだ。初参加は学生、去年は研修医、今年は大学

て、詰めて、被せる」イメージが定着しているの

院生、と毎回立場が変わるので気構えも違ってく

だろう。先述のように痛い時にだけ関わって、そ

る。特に今年は、新潟大学の中で自分が一番しっ

の上歯を削られるのだから、嫌われるのも至極当

かりしなければいけない立場となってしまった。

然である。「耳障りな機械の音がして、痛い思い

ただ、毎回違う立場を経験してきたからこそ思う

をする所」という描写は多くの媒体で用いられる。

ところもある。学生なら学生として、研修医なら

「そんなに嫌う？」と問いかけたくなるが、そん

研修医として、土佐町に来たおかげで気付かされ

なものだろう。最終日にお遭いした、高知にカヌー
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のコーチをしに来訪しているハンガリー人の娘さ

大きな収穫と共に、今回の土佐町健診を終える

んは、僕の姿を見ただけで号泣してしまった。そ

ことができたことに感謝を申し上げたい。全体を

んな背景もあって、土佐町での「歯科のイメージ

取り仕切り、常に雰囲気をベストに保ってくだ

アップ」を自分の目標とした。入れ歯を使えてい

さった坂本先生、台風が接近していたにも関わら

るつもりでも、汚れが溜まっていたり、変に力が

ず、会場の設営を万全に整えてくださった（加え

偏ったりしていないか、痛みが出る前のむし歯は

て地域との交流会で自分に出番をくださった）町

ないか、歯周病を進行させないためにも定期健診

役場の皆さん、まだまだ未熟な自分に貴重な機会

を勧めた方がいいのではないか、保険適用外の高

を与えてくださり、また多くの協力をしてくだ

価な義歯を長く使ってもらうためにアドバイスで

さった木村先生・岩崎先生・角田先生、少数の我々

きることはないか ―せっかくの機会なのだか

を疎外することなく輪に混ぜてくれた健診スタッ

ら、こちらとしても「歯科健診を受けて良かった」

フの皆さん、強引な勧誘に乗ってくれた星野と田

と思ってもらいたいのだ。「むし歯はありません、

村、そして何より、温かく迎え入れてくださった

終わりです。
」では何とも味気ない。特定の疾患

土佐町の住民の皆さん、全てに感謝したい。同じ

を見つけに「検診」しに来たのではない、目の前

面子が一堂に会する機会は、残念ながらもう訪れ

の人が健康かどうかを診るために「健診」しに来

ないかもしれない。しかし、繋がりを残すことは

たのである。むし歯に比べて歯周病は自覚症状の

できる。いつでも歯科の相談をしてほしい、いつ

少ない疾患といわれるし、合わない入れ歯を使い

でも新潟に来てほしい。自分も、この繋がりを最

続けるリスクは機能面だけの話で終わらない。
「痛

大限活用させてもらうとしよう。

い／痛くない」以外にも評価基準も持ってもらえ

さて、スーツケースにいっぱいの高知土産を詰

るよう、まずは歯科への関心を持ってもらえるよ

め込んで、今年も新潟へと戻ってきた。同行者・

うに話せれば理想的なのだろうが…毎度自分の力

友人達と高知名物「鰹の生節」をつまみながら、

不足を痛感してしまう。「土佐町にとって有益な

土産話で盛り上がる。「数少ない出張」だからこ

人間です」と名乗れる日はまだ遠い。でも、先述

そ感じられるもの、「まだ旅慣れていない」から

の娘さんは帰り際に「大きくなったら歯医者にな

こそ気付けたことを今の内に少しでも共有してお

る」と言っていたらしい。少なくとも一人の少女

きたい。「高知に行ってみたい」と一人でも多く

の心を動かすことはできたようだ。

の人間に思わせることが新潟での目標だ。努力の

住民の皆さんに限らず、土佐町健診は普段接す

成果は来年の夏、土佐町にて報告させていただく

る機会の無い多くの方と交流を持つことができる

としよう。それでは、今回出会えた皆さんの、お

場である。勉強会では、自分が学生だった頃、ど

口の、ひいては全身の健康と、再会を祈って―。

れだけ浅い考えしか持っていなかったのだろうと
痛感させられる。スタッフには医療畑の方が多い

土佐町フィールド医学調査に参加して

にも関わらず、他業種から見た歯科業界の「ガラ
パゴスっぷり」にも焦らされる。しかし、これは

新潟大学医歯学総合病院研修歯科医

星野剛志

チャンスなのだ。他業種の方々に歯科を知っても
らい、県外の方々に新潟を知ってもらうきっかけ

「高知県での一週間はどうだった？」「健診はど

に自分達が成るチャンスなのだ。自分が多くの教

んな雰囲気だったの？」。新潟に帰るや否や、同

訓・経験を吸収させてもらった分、自分の爪痕を

じ職場の同僚から嵐のように質問攻めにあった。

残して帰らないと気が済まない性質なのだ。そう

自然で当然の質問であるが、私は上手く答えるこ

やって相互に影響し、何かしらの感動や興奮を共

とができなかった。上手く伝えられる気がしな

有できたと感じるとき、自分は大きな手応えを覚

かった。その瞬間、自分の中で、土佐町で過ごし

える。
「つながることができた」と感じる。自分

た一週間がどれだけ濃密で充実したものであった

にとっては健診と同じくらい、交流の時間も有意

かを思い知らされた。この感想文を書いている今

義な時間だった。思う所は多いが、長々と語るの

でさえまだ内容がまとめられずにいるが、順番に

は来年にとっておくとしよう。

記憶を遡っていきたいと思う。
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まず、この土佐町フィールド医学調査に参加し

間近で見て、今年一番胸が熱くなり、その姿から

たきっかけだが、決して「土佐町での健診を通し

多大なる勇気を貰った。その勇気を胸に抱き、私

て地域の人々と触れ合い、またその地域特有の歯

は輪投げの出店へと足を運んだ。なぜなら、そこ

科的実態を把握するため」などという立派なもの

には絶対手に入れなければならない景品が置いて

ではなく、四国に行ったことがないから高知に

あったからである。3 投 200 円であり、取り敢え

行ってみたかった、という単純なものだった。高

ず 15 投投げるつもりで 1000 円を店員に渡した。

知空港に着き新鮮な雰囲気を感じながら次第に山

輪っかをもらい、出店の前に引かれている線の上

奥へ向かい、さめうら荘に到着。生憎台風の影響

に向かう。ところが、線の上に立つや否や、「そ

で天気は芳しくなかったが、見渡す限りの山々や

こは子供が投げる位置だからお兄さんはもっと後

ダム湖は壮大で、その勢いに圧倒されつつ一日目

ろからね」と店員からまさかの余計な線引きが

を終えた。二日目は勉強会が開催され、各大学の

入った。景品との間には結構距離が空いてしまっ

学生や先生方が挙って各々の分野について分かり

たが、景品への思いは揺るがず、心の距離はむし

やすく楽しげに発表し、その発表を聴いて自分の

ろ近づいていった。頭の中でシミュレーションを

中の知見が一気に広がった。京大の坂本先生が

重ね重ね行った後、一投目を投じたが、惜しくも

仰っていたように、ボールを受け取った後のラグ

景品の真横に落下した。一投目を振り返り、その

ビー選手の動きのごとく、各々が自由に発表した

感覚をもとに修正を加えて投じた二投目。輪っか

いことを発表していて、聴き手である私もその世

が景品に吸い込まれるようにピンポイントで落下

界にどっぷり浸かってしまっていた。気が付けば

し、見事景品を勝ち取ることができた。輪っかを

5 時間の時が過ぎており、その間誰一人として立

投げる角度や放物線の軌道、ジャイロ効果を期待

ち去ることはなかった。小部屋でのわずか 50 名

して回転させるか否かなど様々なことをシミュ

ほどの小さな勉強会とはいえ、同じくらいの人数

レートしたが、結局一番大事だったのは景品に対

で講義を受けていた歯学部生の頃とは比べものに

する思いだと感じた。その後、フィールド調査に

ならないくらいみなが集中しており、まるでその

参加しているみんなでマイムマイムを踊り、最後

空間だけが世界から切り取られたような気さえし

には打ち上げ花火を下から見た。四日目は昼間の

た。三日目からはご長寿健診が始まったが、これ

健診を終えた後、夜に土佐町の方々との交流会が

については後で述べようと思う。三日目は夜に地

開かれた。そこでは、フィールド調査に参加して

元の小学校でお祭りがあった。金魚すくいや焼き

いる学生から「365 日の紙飛行機」の合唱があり、

そば、かき氷など多くの出店が両側に並んでおり、

土佐町の方々に引けをとらないくらい感動した。

それらを視界の端に捉えながら進んでいくと校庭

その後、土佐町の方々と会話したり、箸拳を行っ

に辿り着いた。そこでは相撲の試合が開催されて

たり、最後にはみんなでよさこい音頭に合わせて

いた。個人的に相撲を生で観戦したことがなかっ

踊ったりし、みな興奮冷めやらぬ面持ちで夜が更

たため、気が付くとずっと相撲観戦をしていた。

けていった。そして五日目は健診と勉強会を行い、

しばらくすると見覚えのある風貌が視界に入り目

六日目の午前でこのフィールド医学調査は終了と

を疑った。なんと、この土佐町フィールド医学調

なった。

査を中心的に取りまとめて下さっていた坂本先生

長々と一週間の出来事を述べてしまったが、最

が廻しを締めて目の前に立っていた。そして、気

後に本命であるご長寿健診について述べたいと思

合を入れて土俵に入っていき、先程まで試合をし

う。この健診には、問診や採血、心電図といった

ていた力士と向かい合っていた。行司さんの合図

一般的な検査から、MMSE やボタンテスト、運動

とともに勢いよくぶつかり、力と力がせめぎ合っ

機能テストなど特に高齢者を対象とした検査まで

ていた。二人が散らす火花は相撲会場全てを魅了

様々な内容が含まれていた。健診に訪れる地域の

し、永遠に続くかに見え、また私自身そうあって

方々も日々 70 人を越え、4 日間という短い期間

ほしいとさえ思えた。ところが、決着の時は突然

で 200 名以上の参加者となった。厚生労働省が掲

訪れた。なんと坂本先生が相手を土俵の外へ追い

げる健康日本 21（第二次）における、国民の健

やり、なんと試合に勝ってしまった。その瞬間を

康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方
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針の中に、
「健康寿命の延伸」が含まれている。
一般的な検体検査や生理機能検査だけでなく、

まずは健診だ。
その健診では、多くの方々との関わりがあった。

MMSE や運動機能検査といった高齢者の QOL に

地元の方々や他職種の方々。あらゆる立場からど

関係する内容が含まれている本健診はまさにその

のように歯科が捉えられているのか。自分にとっ

第一歩と言ってよいだろう。
「平均」寿命でなく「健

て新鮮なことばかりだった。勉強会に際しても感

康」寿命に注目が置かれている現在において、こ

じたことだが、いかに自分が狭い世界で生きてい

のような健診に参加できたことを大変うれしく思

るかを痛感する。勉強会では、先生方の活動範囲

う。唯一心残りだったのが、私は歯科ブース担当

や研究領域の広さ、学生のみなさんの質問内容、

ということでなかなか他の検査をじっくりと見学

議論を交わす光景に衝撃を受けた。質問は単に疑

したりお手伝いしたりすることができなかったこ

問ではなかった。『医療がいくら進歩してもまた

とである。また来年以降参加する機会があったら、

新しい病気に人間は脅かされる』との意見が学生

ぜひ他のブースをもっと見学し、できれば自分自

から出て、それに対して先生が真正面から答える。

身で一度体験してみたい。

会は毎度 6 時間を超えたが、あっという間に感じ
られた。悔やまれるのは自分が傍観者であったこ

土佐町フィールド医学健診を振り返って

とだ。
また健診では、特に専用の機器を用い口腔内の

新潟大学歯学部 6 年

田村浩平

水分量を測定するのは今回が初めてだったため、
受診される方にはより一層わかりやすく説明する

今私は新潟にいて、AKB48 版「365 日の紙飛行

必要があった。専門用語は使わないというのは原

機」を聴き、それに何か物足りなさを感じながら

則としてあるが、それを忘れてしまうことがあっ

も、感動醒めやらぬ思いで土佐町での一週間を振

た。地元の方々との交流会で土佐弁の話になった。

り返っている。大きな出来事のきっかけは小さな

ある方から『健診の時、おじいちゃん、おばあちゃ

ことだった。
『高知で楽しい研修があるんだけど

んの土佐弁は聞き取れましたか？』と聞かれた。

興味ない？』
『面白そうですね』渡辺先生の軽い

私は正直に『まったく問題なかったです』と答え

お誘いに軽い気持ちで答えたら、話は早く、高知

た。受診された方々は、私が土佐弁だと理解しづ

行きが決定した。四国には行ったことがなかった

らいからと、気を使ってわかりやすい言葉で話し

ということもあり、正直、半分旅行気分であった。

てくださったのだと思った。その心遣いは自然で

今、高知を後にして思い出すのは、土佐町の自然、

押し付けがましくなかった。

ともに過ごした方々、交流会や健診での地元の

土佐町の方々との交流会はとても楽しかった。

方々との出会い、毎夜の宴会、勉強会、夏祭り、

最初は会話も少なかったが、徐々に至るところで

挙げればきりがない。まず始めに、このような機

輪ができ、お酒を中心にわいわいがやがや。所ど

会を用意して下さり、温かく迎え、厚く支えてく

ころで大声があがる。『いらっしゃい！』箸拳は

ださった土佐町の方々、先生方に心から感謝申し

極めてシンプルなゲームだ。（それでもルールを

上げたい。

理解するのには時間がかかったが）負けたらお酒

台風に先駆けて四国に上陸した。高知龍馬空港。

をお猪口一杯飲む。返杯。結局皆が飲む。そして、

到着ロビーからみた空は晴れていたが、ヤシの木

よさこい音頭にあわせて皆で踊った。何かを楽し

は不気味に揺れていた。バスで田んぼ道を行き、

むのに年齢は関係ないのだと実感した。土佐町役

山の麓を川沿いに進む。しばらくすると巨大な堤

場のお兄さん曰く、
『高知の人は、お酒に強いちゅ

体が姿を現し、そこを越えたところにさめうら荘

うわけじゃないけど、とにかく楽しくお酒を飲む』

がある。2 階の部屋の窓からは一面ダム湖が広がっ

本当に皆楽しそうで、活き活きとされていた。

ていて、水面を霧がうっすらと覆っていた。毎朝

高知に来る前は、学生最後の夏休みの貴重な一

目が覚めるとまずこの景色が目に入る。一日の始

週間を費やすのが惜しい気持ちが正直あったが、

まりとしてはこの上なく、よし今日も頑張ろうと

高知を後にした今では、これほどまでに貴重な体

いう気持ちになった。起きて朝食、歯を磨いたら、

験はない、本当に参加してよかったと、心からそ
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う思う。この 1 週間で多くの方と出会った。年齢

ちに経験していたことが患者さんとの接し方につ

も性別も住む場所も違う、国籍も違う、専攻する

ながっていると日々の実習で感じています。土佐

分野も違う。自分とは全く異なる世界をもった人

町の方々と大学病院に入院しておられる方々は当

もいれば、同じ趣味や興味をもつ人に出会うこと

然状況が異なります。しかし、人とどのように接

もできた。ある本に次のような一節があった。

するかということやコミュニケーションの難し

『再会がはじめて、出会いを出会いにする』

さ、楽しさは共通する部分が多いです。この健診

土佐町で出会った方々はとても温かい。来るも
のを誰でも温かく迎えてくださるだろう。しかし
それに甘えず、次は少しでもお役にたつことがで
きるよう、これからの日々研鑽を積みたいと思う。

が日々の学生生活につながることはここまで参加
したからわかったことのように感じられます。
そろそろ私は今後の自分の進路を考える時期に
来ております。学生として土佐町健診に参加でき
るのはあと一度だけです。この健診は自らの医療

土佐町健診に参加して

観に大きな影響をもたらしてくれる場です。今回
の健診は参加することによって、「全人的医療」

高知大学医学部 5 年生

吉本大治

とは何か、「老い」とは何か、「病」とは何かを考
えさせられました。答えは全く出ておりませんが、

私は今回の土佐町健診が 4 回目の参加となりま
した。1 年生の頃から、豪雨で中止となった年を

考えることで自分なりの答えとそれに向けたキャ
リアパスを見出していきたいです。

除いてずっと参加させていただいているこの健診

最後になりますが、本年度も土佐町健診にご招

活動もその年ごとに感じるものが異なっていま

待していただき誠にありがとうございました。台

す。

風の接近など様々なトラブルのなか、貴重な経験

今回は医学生の参加者としては唯一の 5 年生で
した。4 年生の方は数名いたもののやはり医学生、

と学びを与えてくださった土佐町の皆様と先生
方、学生の皆様方に深謝致します。

そして学生参加者の中では初めて先輩がいないと
いう状態でしたので、不安はありました。しかし、

土佐町感想文

周りの学生はしっかりした方が多く、また健診活
動や勉強会など多くの場において積極的で私の不

京都大学文学部

見上太郎

安はすぐに無くなりました。
今回の土佐町健診は今まで参加したものの中で
最も順調に健診が進行していったと感じました。

去年に引き続き二度目の実習参加となった。
今回の実習でいちばん強く感じたのが、「ああ、

それは土佐町のスタッフの皆様や各大学の先生方

また土佐町に戻って来られて良かった」という思

のご尽力によるものであることは自明ですが、同

いだ。去年同様に、たくさんの学びがあり、たく

時に学生の連携によるものであると思いました。

さんの人々との出会いがあった。たくさんおしゃ

そのような健診に参加させていただくことができ

べりをして、たくさんお酒を飲んだ。

たことは私にとってまた新たな貴重な経験となり
ました。

でも今年はそうしたことよりも、去年健診に来
ていたおじいちゃんの顔を覚えていたり、早明浦

5 年生となった現在は講義や試験がなくなり、

ダムの水量が去年よりも少ないと感じたり、去年

Student doctor として病棟実習ばかりの日々を過ご

よりも懇親会でよさこいが上手く踊れるように

しております。病棟実習を有意義なものにするた

なった、といったことが特に印象に残っている。

めに必要なことはたくさんあります。講義や教科

去年は、新しいことを学び、新しい人に出会えた

書から得た知識はもちろんですが、患者さんとど

からこそ実習が楽しかったのだが、今年は、土佐

のように接するかも必要です。毎年の土佐町健診

町に来て、土佐町自体や実習の雰囲気を感じるこ

では土佐町の高齢者の方々と多くのコミュニケー

と自体が自分の中で目的になっていたようだ。そ

ションをとることができます。毎年その経験を楽

れだけ去年の実習が楽しく、そして今年の実習も

しく感じていましたが、そのなかで気づかないう

楽しかった。
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これらはすべて、14 年間、少しずつ信頼関係

が抱いていた「老い」に対するネガティヴなイメー

を築きながら、先生方と町の方々がこの実習を続

ジに少し疑問が生まれた。老いていく、いうこと

け、綿密な計画、準備、スムーズな進行を行なっ

がきかなくなっていく体を抱えながら、どうして

てくれたおかげである。今年も参加できて良かっ

生きていく必要があるのだろうか、そんなことも

たです。本当にありがとうございました。

考えていた。しかしこの健診で、「老い」にもい
ろんな形があると感じ、自分もこんな風に年を重

ご長寿健診に参加して

ねたいと思えるような方々に出会えた。「老い」
とは何かという問いにそうそう簡単に答えは出な

大阪大学人間科学部・グローバル人間学系

いけれども、きっとそこには悲しさだけがあるわ

小高真美

けではないだろう。そしてまた、老いについて考
えることは「元気」とか「健康」、「病」について

土佐町から大阪に帰ってきて、健診で感じたこ

考えることにもつながると思う。さっき私は何の

とを書き留めようとノートを開いた。書き始める

気なしに「元気」という言葉を使ったが、そのあ

と筆が止まらなくて、たくさんのことを学ばせて

り方にも様々な形があるはずだ。前述の 3 人の祖

いただいたことに改めて気づいた。

父母は幸いにして今も生きている。いつかは必ず

私にとってここ 1 年はまさに変化の年だった。

別れの時が来るが、それまでは彼らなりの老いや

ちょうど去年の 7 月初め、母方の祖父母とともに

病、生きている様を見届けたい。恐怖感だけでな

台湾へ行った。現地に住む私の両親の念願かなっ

く、そのような前向きな気持ちが芽生えたことは

てのことであり、祖母にとってはこれが初めての

私にとって大きな出来事だった。

海外旅行であった。そして、その祖母が倒れたの

今回の健診では本当に多くの方々にお世話に

はそれから半月、7 月の末のことであった。幸い

なった。ご迷惑をおかけしたことも多く、反省す

一命はとりとめたものの意識は戻らず、今も入院

る点を挙げればきりがない。ただ、健診に参加し

している。また、祖母のことで慌ただしくしてい

たこと自体は全く後悔していない。たくさんの素

る最中、こんどは祖父が体調を崩した。心筋梗塞

敵な人たちから、たくさんのいい刺激をいただい

ということで、これまた一命はとりとめたものの、

た。また機会があれば、今よりもっと成長した姿

しばらく入院していた。その後もたびたび体調を

で、ぜひ参加したいと思う。

崩しては入院するようになった。さらに、春先に
は父方の祖父が転倒による脚の骨折で入院した。

土佐町ご長寿健診を終えて

それまでウォーキングやペタングなどでよく体を
動かしていた人だっただけに予想外のできごと

大阪大学人間科学部 4 年生

野田

遥

だった。人は誰しも老いるし、死ぬ。それは当た
り前のことだが、私にとってはどこか標語じみた、

途中離脱となってしまいましたが、土佐町で過

漠然としたものだった。しかし、3 人の入院を通

ごした数日間は非常に楽しく、勉強になり、とて

じて、
「老い」とか「病」、「死」、そういったもの

も有意義な時間となりました。まずは様々な調整

が一気に身近なった。そして感じたのは大切な人

をしてくださり、お世話をしてくださった役場の

を失うという恐怖感だった。

方、地元の方、先生方、ほか携わってくださった

そのような中でこの健診に参加したのだが、今
回印象に残ったのは受診者のみなさんの中でお元

皆様に、心からお礼申し上げます。本当にありが
とうございました。

気そうな方が多かったことだ。もちろん、健診に

今回私がこの健診に参加させていただいたの

来ることができる方は相対的に元気であるという

は、自身のフィールドワークに参考になる点が多

こともあるかもしれないし、健診に来ている方で

いと考えて、というのが大きな理由でしたが、勉

も昔に比べて体のいうことがきかないとおっ

強会や健診外での地域の方々との交流などもあ

しゃっていた。それでも、野菜作りや生活のこと

り、期待に違わず一瞬一瞬が学びの時となり、非

について笑みを交えて語っている姿を見て、自分

常に興味深い数日だったと振り返っています。
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普段私は文化人類学という学問の勉強をさせて

りの正義感に従って勉強してきましたが、それを

いただいているのですが、そこではいろいろな手

どのように社会に還元できるのか、考えていかな

法で、地域に関する知識を得ます。この中で私は

ければならないなと、強く感じました。

いけないとは思いつつ、定質的調査を重視し、ア

今まで申し上げたことは、自身の分野と医療と

ンケートなどの定量的調査を軽視してしまう傾向

を対比して考えさせられた事です。以下は、自身

があり、定量的調査に対する、微細で複雑な現象

の分野と今回の健診を照らし合わせてみての事な

が零れ落ちてしまうという思いがどうしても消え

のですが、私の中では、どなたかのお話でもあっ

ず、どう扱うべきか、どう捉えるべきか、という

たように「健康であることがイコール幸せである

ことにいまいちピンときていない状況にありまし

ということではない」という思いがあったため（も

た。しかし、今回の健診で、その印象が少し変わっ

ちろん健康であるから幸せというのを否定するつ

たというか、垣間見程度ではあるのですが、それ

もりはありません）、この点について、本から得

でも少しはその有効性というものが見え、学べた

られる知識のようなものでなく、体感として何か

気がします。アンケートや問診のこたえを、その

を知ることが出来るだろうと思い、参加させてい

まますべて額面通りに受け取るのではなく、そこ

ただいた部分もありました。その中で、健診中に

から何かを見出しうるという可能性について、あ

私がずっと考えていたのは、「長寿になって、健

まり考えてみたことがなかったため、それを考え

康になって、それが一体何なのか、土佐町の受診

るきっかけとなりました。先生方にとってはお粗

者にとって、「健康」がどういう意味を持つのか、

末な気付きかもしれないのですが、その興味深さ

それは土佐町の人たちにとって「良い」ことなの

を知れたことは、私にとっては大きな変革だった

か、それを私は、医療は、どう受けとるべきか」

と思います。その他、勉強会やおしゃべりなどで

ということでした。しかし自身の実力不足もあり、

も、私が普段無意識に軽視してしまう物事に気付

これについて捉えられたことが多かったとは言え

かされ、非常に勉強になりました。お話をする中

ず、もっと色々な事を考えることが出来たと、振

で、医学を志す人の正義感と私自身の正義感は、

り返って反省しているところです。この点につい

やはり違うと感じる部分が多かったのですが、そ

て、フィールド医学をなさっている先生方が多い

の違いは決していやなものではなく、私の持たな

中で、遠く離れた地域ではなく、土佐町の現状に

いものを持つ人がいる、いろいろな考えをする人

即した形でディスカッションを行えたら、さらに

がいることへの心強さ（？）のようなものを感じ

有意義な健診になったりするかもなと思いまし

ていました。

た。先生方の持つ経験や、土佐町の方との交流の

また、お祭りに出かけた際、地元の方とおしゃ

蓄積を、学生が地域と医療との関係性の在り方に

べりをしていたのですが、そこで私が医学生では

ついてより深く学ぶため、もちろん聞いてわかる

なく文化人類学というものを勉強している、と話

ような単純なものではないと思いますし、今まで

した時、
「それって、どうみんなのためになるの？」

の労あって得られたものなのですが、もしよけれ

と聞かれ、うまく答えることができない、という

ば、学生の力にさせていただけたらと感じました。

ことがありました。貢献が見えやすいか、見えに

また、これは地域の方とお話ししていて言われ

くいか、という次元の話ではなく、本当にどう役

たことなのですが（酔っぱらっている時に聞いた

立つかを自分でもはっきり言うことが出来ず、
「権

ので脚色しているかもしれませんが）、健診をす

力者」としての近代医療について批判的視線をむ

る際の前情報として、対象年齢の方が普段どのよ

ける自分を省みさせられました。「その人たちに

うな生活、活動をされているか、またこの健診が

とって」明らかに役に立つのは医療であり、また、

地域にとってどういうものなのか、というのを

私の思いに、
「その人たちの主観からみた評価が、

知った上で、健診をしてほしい、ということをおっ

そこでの真実であって、客観的な評価はあくまで

しゃっていました。学生への方針として、自主的

外側の人間のものでしかない」というものもあり、

にそういう情報は勉強してほしい、探り取ってほ

この評価になんとなく自信を無くしそうになりま

しい、というのがあったら構わないのですが、そ

した…（笑） 好奇心に動かされて、また自分な

うでないならばこのような前情報を持っておくこ
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とで、
「特に土佐町において」自分たちがどう地

ような気がします。しかし今回の歌を送るための

域と、地域の人と関わるべきか、より考えること

まとまりは、久しぶりに全員が一つの目標に向か

のできる機会になるのではないかと思いました。

う心地よさや達成感、またそこから得られた住民

私自身は土佐町の社会状況の知識を得ることを

の方々に喜んでもらえたという体験を通して、何

怠ったことに非常に反省しています…（涙） 地

人もがまとまり、一つの目標に向かうことの大切

域の人たちとのディスカッションみたいなものも

さや、一人で行うのに比べより大きな成果を成し

してみたいなと思いました。

えるということを改めて感じ、今後医師として何
か難しい問題に立ち向かうために、とても良い経

すみません、つらつら思った順にものを書いて
いるので、読みにくくなっていて申し訳ないです。
ご容赦ください…。

験ができたと感じました。
また、勉強会では様々な分野から、たくさんの
話を聞くことができました。普段医学部の友人な

個人的に反省することは多くあったのですが、

どと話している考え方などとは全く異なった視点

総じて本当にいい経験をさせていただいたと思っ

や考え方などがあり、他分野の方の話を聞く面白

ています。もっとみなさんとしゃべりたかった！

さと考え方の違いにとても刺激を受けました。ま

みなさんのことを知りたかった！です！リピー

た、質問などの際に、私は全く質問ができません

ター多いのも納得です。夏休み中の大学生として、

でしたが、多くの方が疑問に思ったことを質問さ

また学問を志すものとして、こんな有意義な機会

れていました。そのやり取りを聞く中で、その方

はないです。この土佐町のプロジェクトに携わる

たちは自分の分野の勉強だけでなく、多くの本を

ことが出来たことは、今後の私への大きな糧にな

読みたくさんのことを勉強しているのだと感じま

ります。本当にありがとうございました。

した。普段の学生生活の中で、ついつい医学的な

願わくは、またこの健診に参加でき、今度は皆
様の役に立つことができますように。

知識の学習や試験のための勉強をするだけで満足
していましたが、これからはそれだけでなくいろ
いろなことに興味を持ち、本ももう少し読むべき

土佐町健診に参加して

だと感じました。いろいろな分野の方、同じ分野
の方など、多くの人と話すことは自分の足りない

高知大学医学部フィールド医学研究会 4 年
田中絵理

部分を感じ、自分が持っていない考え方を知るた
めにも、この先とても必要なことだと感じました。
また、実際に住民の方と触れ合い健診に参加す

私は 2017 年 8 月 6 日から 11 日までの約 1 週間、

る中で、同じ年の方でもすごく元気な方とそうで

土佐町健診に参加させていただき、とても多くの

ない方がいて、その違いはどういったところにあ

ことを学びました。たくさんの先生方や学生、ま

るのか、またどうすれば元気に過ごせるかといっ

た土佐町の住民の方々と触れ合い、話をする中で、

たことにも興味を持ちました。健診の中で多くの

普段の学校生活では決して得られない貴重な経験

方と出会い、皆それぞれに考え方や過ごし方など

ができたと感じました。

も異なっていて、医師になった時に疾患だけを見

今年の土佐町健診では台風のために 1 日目の健

るのではなくその方の普段の生活などにも注目し

診は中止となりましたが、その代わりに懇親会の

ていかなければ、患者さんが本当に満足した人生

際に学生からの感謝の気持ちとして、歌を送るこ

を送ってもらうことはできないのだと、多様な住

ととなりました。その歌を練習する際、ほとんど

民の方を見る中で強く感じました。

初対面のような私たち学生同士が、住民の方にい

私は土佐町健診に参加し、普段の学校生活では

い歌を届けたいという一心で、とてもまとまって

学べない多くのことを学ぶことができました。こ

何度も歌の練習を重ねました。大学生になってか

の健診に参加させていただけて、本当に良かった

ら、このように何か一つの目標をもってみんなで

と思います。今回学んだことをこれからの人生に

協力し、助け合いながら全員が真剣に何かをする

活かすことができるようにこれからも頑張ってい

ということは中高生の時代に比べ、随分と減った

きたいと思いました。
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土佐町健診をおえて

ですが、相手を思いやる気持ちをもつことで今回
は気持ちよく健診をおえることができて本当に良

東京女子医科大学医学部 4 年

蒲生彩香

かったです。
土佐町の方々、今年も大変お世話になりました。

今年は去年からの 2 回目の参加となりました。

土佐町の方々との懇親会やお祭りはとても楽しい

私はおじいちゃん、おばあちゃんには人見知りを

ものでした。ハーモニカを弾いてくださったのは

せず話しかけられるのですが、同年代の人には人

すごいなと感じましたし、みんなでよさこいを踊

見知りをしてしまいます。ですが 2 回目の参加と

れたのもよかったです。ご飯もとても美味しかっ

いうことで他大学の方でも仲良くなれたのでよ

たです。本当に土佐町の方々のおかげでとても楽

かったです。

しく過ごすことができました。

正直、健診中には東京女子医科大学の最高学年

また、他大学の皆さんが引っ張ってくださるお

としていろいろと考えさせられる場面がありまし

かげで 365 日の紙飛行機の合唱は成功することが

たが、健診で会うおじいちゃん、おばあちゃんと

できました。本当にありがとうございました。

喋ることは本当に楽しかったです。

先生方、いつもニコニコして学生が主体となっ

毎回思いますが、土佐町の方々は心が広く、む
しろ毎回私が元気になって帰れている気がしま
す。

て活動できるよう配慮して下さり本当にありがと
うございました。お酒などもごちそうさまでした。
最後になりますが至らぬ点が多々あったかと思

おじいちゃん、おばあちゃんは私のことを覚え

いますが、ありがとうございました。

ていないのですが、去年に会った方々がまた元気
に健診に来てくれていて、私はとても嬉しかった

土佐町健診を終えて

です。こうやって、毎年元気に健診に来ることが
できてそれを見ることができるのは本当にいいこ

東京女子医科大学医学部 4 年

神山花凜

とだなと感じます。来年はいけないと思いますが、
これからもずっと元気でいてくださることを祈っ
ています。

とても濃い 1 週間だった。健診だけではない。
勉強会、お祭り、宴会、花火、土佐町であった出

仲良くなったらここだけの話といって私にいろ
いろな話をしてくれる方もいて楽しく会話ができ
てよかったと思っています。

来事のどれをとっても素敵な思い出ばかり。忘れ
られない夏になった。
2017 年 8 月 8 日、早朝。早明浦ダムを囲う緑

今回、一番心に残ったのは、去年 MMSE で計

豊かな自然の中を走り進む。さまざまな昆虫、鳥

算ができなくて泣いてしまい、健診なんかに来な

の声。自然の音だ。早明浦トンネルを前にして、

ければよかったと言っていたおばあちゃんと問診

どこか現実から切り離されている気がしてくる。

のときに会うことができたことです。問診はどの

左に曲がる。坂道を上がると展望台。白い階段を

健診よりも最初におじいちゃん、おばあちゃんと

下れば、早明浦ダムの天端はすぐそこ。くっきり

会話ができる場所です。だからこそゆっくりと話

と見えるダム湖と森林の反対側には、朝もやの中

を聞くことができて、顔は覚えていなかったので

うっすらと土佐の町が見える。自然と人工の調和。

すが、会話をすることでそのおばあちゃんだと気

幻想的。何も考えられない。

づくことができました。

毎日、都心のど真ん中で人混みの中生活してい

そのおかげで問診後にすぐ MMSE に案内して、

る私に土佐町の豊かな自然は強烈な印象を与え

MMSE の担当の子にフォローをお願いすることが

た。そして健診を進めるにつれて、健診に来られ

できました。その MMSE の担当の子のフォロー

ている方たちがその自然の中で生活を営んでいる

のおかげで今回そのおばあちゃんは、楽しかった

ことに深い感慨を覚えた。もしかして今私が食べ

と言って帰っていきました。

ている米は、私が健診で受け持った方が作ったも

去年、健診で嫌な思いをして帰ることになって
しまった方がいてとても悲しい気持ちになったの

のかもしれない。そう改めて考え始めると、自分
が他人に、自然に生かされていること、社会の、
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生態系の環の中のひとつの点として存在すること
を感じた。それはとても久しぶりに感じたもの

「平成29年
て」

土佐町ご長寿健診を振り返っ

だった。
2017 年 8 月 9 日、健診会場にて。今日は問診。

京都大学医学部人間健康科学科看護学専攻 4 回生

聞くことがたくさんある。いろいろな人がいる。

安東

薫

もちろん高血圧、糖尿病、認知症。そして、ずっ
と土佐町に住んでいる人、息子に先立たれた人、

3 年前、「今年の健診は中止です」と告げられ

幸福度 100 の人、100 歳の人。本当に、人生いろ

た時、残念という思いより、内心「これが京大の

いろ。

単位は落ちてるものを拾うというやつか」と揶揄

健診ではなるべく積極的に会話をすることを心

した感情を抱いたことを思い出します。

掛けた。そのおかげというべきか、高知を離れた

当時私は、大学に入学してまだ 4 ヶ月足らずで

現在もご高齢の方にはつい話し掛けてしまう。健

あり、医療というものを漠然とは自分のなかで描

診に来られる方は慣れもあるだろうが、とてもあ

いていたものの、体験授業がてら高知へという思

たたかく、つい話が長くなってしまうことが多々

いの方が強く、何もわからないまま当地を去りま

あった。話をすることで、その方が土佐という地

した。その後学年を経るごとに、看護を通した医

でどのような人生を歩んでこられたのか、歩んで

療について専門的に学び、さらに臨床実習、地域

いるのかを知ることができた。文化的・社会的背

での在宅医療や保健師実習を経験することで、自

景とともに人となりを考えるのはとても興味深

分が今後どう医療と向き合うのかを自問自答する

く、勉強になった。これだけ多くの高齢者の方と

ことになりました。その間、土佐町での健診は行っ

触れ合う機会は今まで経験したことがなかった。

てみたいという思いはある程度あったものの、忙

医学生として高齢者の特徴を実際に学べたのはも

しさに紛れ、脳裏の片隅においやられるというも

ちろんあるが、それよりもさまざまな生き方、他

のでした。

者のぬくもり、支え合い、そういった人として大

そんな中、これまで大学において実習で学んだ

切なことを学べた実習であった。このような健診

ことは、ほかの地域ではどう生かされているのか

を 14 年間という長い間続けることができたのは、

を確かめたく思うようになり、再び土佐町のご長

先生方と土佐の方の双方の努力があったからこそ

寿健診への思いが強くなりました。

だと感じ、尊敬の念を抱くともに、有意義で貴重

その確かめたいというものは、対象者さんの個

な体験をさせていただいたことに感謝の気持ちで

別性というもので、患者さん個人とその家族を捉

いっぱいである。この健診のすばらしさを後輩た

えながら、ニーズに応じてアプローチするという

ちに伝え、さらに 20 年、30 年と続けていって欲

ものです。特に医療における入院患者さん、利用

しい。そして自分が医師になったときにもう一度

者さんにおいては、重要な視点であるということ

参加したい。

を学びました。さらには、在宅、保健師実習での

最後になりますが、合唱で心がひとつに通じ

地域性の重要さ、すなわち地域のなかでの健康課

合った友人たち、お世話になった先生方、おいし

題をどう捉え、解決していくか、というもので今

いご飯を作ってくださったさめうら荘の方々、台

後の地域医療のキーポイントであると理解しまし

風の中準備を進めてくださった土佐町の方々、本

た。

当にありがとうございました。きっと秋には土佐

この確認については、健診中に土佐町の職員の

町で収穫した新米が私のもとへ送られてくるで

方々の取り組まれている姿勢やお話し、問診を通

しょう。心待ちにしております。

して地域住民の方々との対話のなかでお聞きする

もうひとつ。鮎は大変おいしくいただきました。
重ねて御礼申し上げます。

ことができ、やはり当事者やそれに関与する人た
ちの姿を直接捉えることは大切であると改めて思
い知らされました。そのような意味で、私にとっ
ての今回の健診のお手伝いは、この 4 年間におけ
る集大成であったと考えます。
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この健診において印象に残ったものは、地域住

この様に、今回の土佐町における経験は私に

民自身が自主的に健康であるための取り組みがな

とって予防医学のあり方という点で、見つめ直す

されていたというものでした。松林先生はじめ、

大きな収穫と今後の地域医療をどう考えるかとい

多くの医療関係者が高齢者の予防医学の見地に立

う課題も見つかりました。これをふまえて、最後

ち、健診にご尽力されたことは、以前から知るも

に私自身ある言葉が印象に残りました。それは、

のでしたが、それが住民の方に浸透している様子

ある先生が勉強会のなかで、「医療者は患者さん

がうかがえるものがありました。さらには土佐町

なり、相手に寄り添うことが大切である」という

という行政もバックアップしておられる姿を目に

ことおっしゃられていたものです。これは本来、

する機会があり、地域予防医療のモデルケースに

この寄り添う姿勢は看護の立場から良く聞かれる

なっている事実が頷けました。

言葉で、医師の側からは余り聞かれない印象があ

現在日本においては生活習慣病に対する取り組

りました。ただこの先生が地域医療に従事されて

みを重視していることは周知なことですが、実際

いる経験があるからこそ住民に寄り添い、話を聞

はその取り組み自体がうまく機能していないとい

く姿勢をとることが大切だという視点を発見した

う印象があります。事実医療機関では、糖尿病の

のではないかと考えました。

教育入院がなされているものの、うまくいってい

私が思うままに今回の土佐町健診を回想しまし

るという症例をあまりみたことがありません。さ

た。思い残すとすれば、やはり、1 回生から継続

らに在宅医療においても糖尿病の罹患率は高く、

しこの健診のお手伝いができていればという一言

脳血管障害のリスクも依然として高い状況である

に尽きます。ただ、この思いは卒業後に従事する

といえます。一方、土佐町に目を向けた場合、高

予定でいる訪問看護の業務に何らかの形で生かし

齢者の糖尿病の方が少ないのではないかという印

ていきたいと考えています。そして地域から都市

象がありました。また脳血管障害の罹患の方はあ

部へという予防医学の良い意味での流れが今後生

る程度見られたものの、都市部に比べ、少ないの

じることを切に思います。

ではないかと考えました。これは今回の健診によ
る継続した見守りとともに、食生活に重要な要因

土佐町ご長寿健診を終えて

があるのではないかと捉えます。特に自炊をして、
スーパーなどでの既製品を購入するという方が少

東京女子医科大学医学部 3 年

大瀧美歩乃

なく、それが自然と粗食へと繋がっているのでは
ないかと考えました。また高齢でありながらの農

約 1 週間の土佐町フィールド医学健診は、私に

作業や体を動かす機会がおおいということも、

とって忘れられない経験となりました。高知県を

ADL の維持に繋がるものと思われました。

訪れるのは初めてで、普段は東京の高層ビルに囲

これらから、土佐町における健診に来られる住
民の生活様式のなかに、今後他の市町村における
高齢者に対する予防医療の取り組む重要な要因が
あるのではないかと考えます。

まれた窮屈な生活を送っているため、きれいな空
気と豊かな緑に心が癒されました。
参加したきっかけは、出席番号が前後で昨年の
参加者の大澤さんから色々とお話を聞いたことで

もうひとつ、今回の健診において改めて気づか

す。健診についていきいきと語る彼女の姿から、

されたことは、チーム医療の大切さでした。京都

自分も彼女のように充実した夏休みを過ごしたい

大学だけではなく、この土佐町における健診では

と思いました。いざ参加してみると、本当に楽し

高知大学医学部、東京女子医大や歯科の関係の方

い。毎日が驚きと発見の連続で、刺激を受けてば

も参加され、さらにフィールド研究をされておら

かりです。健診を通して地域の方々と話す機会も

れる方々が集い、いわば地域に精通した方やその

多く、この健診を毎年楽しみにされている方も多

思いが強い人間が集まったと言えました。このこ

いことに気が付き、何故か嬉しくなりました。そ

とから、地域に対する思いの強い方々が今後の地

してみなさまが優しく対応やお話をしてくださ

域医療を支える人材なのではないかと思う場面が

り、充実した健診 4 日間を過ごすことが出来まし

何度も見受けられました。

た。
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また様々な大学学部学科の方が参加されている

健診が無くなるという形で始まりました。健診の

ことも大きかったです。2 日目の各大学のプレゼ

日数が減る分、1 日に健診する方の人数が増える

ンテーションでは、先生方の医学的な発表には耳

わけですから当初は不安を覚えておりました。と

を澄ませて聞き入りましたし、経済や社会につい

ころが、いざ健診が始まると去年に比べてスムー

て考えさせられる場でもありました。自分では決

ズに進んでさえいるようで、不安も忘れ健診に助

して思いつかないような視点や思考に触れること

力できる事を楽しんで過ごす事が出来ました。

ができ、なんだか自分が一回り成長したような気

そんな今年の土佐町健診を通して強く感じたの

がします。他学部の方とはお酒を交わしながら夜

が知り合った方々との繋がりでした。去年に続い

も交流できて、本当に楽しかったです。

て参加している学生さんの中で私を覚えて下さっ

1 番印象に残っているのは、地域の方々との交

ていた人が驚くほど多く、かつ互いに去年の経験

流会で発表した『365 日の紙飛行機』です。出会っ

を活かしながら健診を進めていく事は楽しく、か

てからまだ数日しか経っていない約 30 人が、一

つ効率的で大変印象に残りました。仕事をする上

つの目標に向かって頑張りぬくという経験は初め

で互いの関係が大事であると実感出来た瞬間で

てで、全員が全員一生懸命取り組んでいたことに

す。また健診時間外で語らう内容も楽しい事だけ

驚きました（高校の合唱祭などではやる気のない

に止まらず、悩みや疑問などもあり、さらに仲を

人がいるイメージだったので…）。本当に素晴ら

深める事が出来たと思います。また、その繋がり

しい方々の集まりだったと改めて感じています。

からも新たな繋がりが生まれており、今から来年

『365 日の紙飛行機』を聞く度に、今回の土佐

が本当に楽しみです。他に繋がりを感じた場面が、

町ご長寿健診を思い出されることでしょう。この

町の人と交流する機会となる宴会です。ここでも

1 週間を通してたくさんの経験をさせていただき

私を覚えて下さっている方がいて、本当に有難

ました。本場のよさこい祭りを見られたこと、ひ

かったです。この方はじゃんけん大会を大いに盛

ろめ市場で食べた塩たたき、食べ始めたら止まら

り上げて下さり、結果的に念願の勝利とお米を得

ない塩けんぴ、高知発祥と初めて知ったミレービ

ることができました。宴会ではその後、町内から

スケットなど、たくさんの思い出が胸に刻まれま

の参加者さんと手を取り合ってのよさこい踊りも

した。地域の方々や先生、学生など、多くの方の

経験し、本当に貴重な体験となりました。

おかげでこのフィールド医学健診が成り立ってい

貴重な体験として、勉強会にも触れたいと思い

るのだと実感し、関わってくださったすべての方

ます。他の学部生による自分にはない視点と手法

に感謝の気持ちでいっぱいです。約 1 週間大変お

からの話、各地で経験を積んだ先生方の話、趣味

世話になりました。ダイバーとしては高知県の海

を広げたくなる話、どれも本当に興味深いもので

に潜ってみたいという思いが強いので、いつか必

した。その中で、土佐町健診を維持し、我々の参

ず戻ってきます。すべての出会いとご縁に感謝で

加を許して下さる先生方について理解を深められ

す。本当にありがとうございました。

る機会を与えて下さったものがありました。自分
が経験しているような、学生団体によるイベント

土佐町健診に参加して

とは比にならないような人数と努力、苦労があっ
て成り立つ健診の「横顔」。

高知大学医学部

中村泰隆

そこに参加できる有難みを噛みしめ続け、少し
でも力になれるような姿勢で臨みたいと改めて思

私にとって去年の土佐町健診は、その年の中で

いました。

最も思い出深い経験として刻まれています。健診
や宴会を通して多くの人と触れ合い、また同世代
と言葉を交わす中で将来を再考する機会を得る事
が出来ました。今年もお声をかけて頂いた結果と
して参加出来たことを本当にうれしく思います。
今年の健診は高知に台風が上陸した為、初日の
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土佐町健診

感想文

ごとに高齢者の方と学生を分けていましたが、そ
れでは隣り合う学生同士が好き勝手に話してしま

東京女子医科大学 3 年

上田眞帆

い、高齢者との交流がしにくいように感じました。
高齢者と学生が交互になるような席順がいいので

私にとって今回の土佐研修では期待以上に、た
くさんのことが吸収できた学びの場となりまし

は、と感じました。
2 つ目は、健診中早めに終わったブースの学生

た。現地では私にとって初となる、ボタンテスト、

と順番待ちをする受診者の方々との関わり方で

機能テスト、MMSE、問診、心電図などの健診に

す。手持ち無沙汰にされる高齢者を素早く見つけ

当たらせて頂きました。

出し、手のあいている学生が率先して高齢者の

どの健診項目にも、高齢者の方によっては精神

方々に話し掛けるように努めなければ、と実感し

的にサポートする言葉がけが必要であることに気

ました。それは私自身への反省点でもあります。

づくことが出来ました。例えばボタンテストで時

以上私の土佐研修での感想を、反省点を交えて

間を計られる焦りから手が震えてしまう高齢者の

述べさせて頂きました。重複しますが、今夏の土

方には「ご自身のペースで大丈夫ですからね」と

佐研修では学生の身分でこんなにも多くの実践的

声をかけました。

な研修ができ、これから医師の道を進むためのメ

また、体組成の検査時、足を濡らしガーゼで拭

ルクマールとなる貴重な体験ができた事は、坂本

くのは自分の足が汚いからなのかと気にされる高

先生始め、全ての先生方、土佐町のスタッフの方々

齢者の方もいらっしゃったので、気分を害されな

のご尽力あってのことだと、心から感謝申し上げ

いよう全員に同じことをして頂いている事や、正

ます。本当にありがとうございました。

しい結果を得るために拭かせて頂いている旨を説

今夏の経験を活かせるよう、残りの学生生活も

明させて頂きました。問診や心電図でも、女性の

身を引き締めて、しっかりと学んでいきたいと思

高齢者の方にとって腹囲を測られる事や、家庭環

います。

境等の踏み込んだ質問に抵抗を感じさせないよ
う、軽い雑談を挟んだりしてリラックスして頂け

土佐日記は割愛で

―土佐町ご長寿健診の感想―

るように留意しました。
特に心掛けたことは、私の担当させて頂いた高
齢者の方々の名前をなるべく全員覚えるよう努め

京都大学経済学部 2 回生

鈴木

伸

た事です。そのことで違うブースで待っている間
や帰り際に見かけた高齢者の方々にお名前で声を

男もすなる日記といふものを、女もしてみむと

かけた際、とても親しみを感じて頂け距離が一気

てするなり、と書き始めたいところですが今回は

に縮んだことを実感することが出来ました。（こ

日記を割愛させていただきます。紀貫之が国司と

のことは高齢者の方々が、今回の研修期間を待ち

して赴任した土佐の国は京都まで 55 日もかかる

わびるように楽しみにして下さっていたという事

ような遠い所だったそうですが、今では 5.5 時間

を後々さらに強く気付かされることになります。）

もあれば大抵の交通手段で帰れるぐらいの近いと

そこには高齢者の方々もご自分から話しかける

ころになりました。また日々の宴会などに関して

きっかけを常に探して下さっているにも関わら

は写真という化石で残っています。その化石さえ

ず、私達に対して会話する事への遠慮や警戒があ

見ればそれらを再び思い出すことができるでしょ

ると分かったからで、それからは、自分なりに積

う。また一応建前上は講義の一環としてこの健診

極的にいろんな方に話しかけ話題を振るよう意識

に参加しておりますので、ここでは健診を通じて

しました。

学習した総合的な感想を書かせていただきます。
それは土佐町、という一見閉鎖的な共同体に見え

それらも踏まえた上で、来年度で改善したい点
を 2 つ挙げたいと思います。

る場所でさえその高齢者像は多種多様である、と
いうことです。身体検査、とくに片足立ちなどは

まず 1 つ目は、懇親会での席次です。今回は列

2、3 秒でリタイアしてしまう人もいれば 1 分以
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上も続く方もいらっしゃる。MMSE 検査の 100 か

土佐町フィールド医学健診に参加して

ら順に 7 を引く計算では 75 歳になりたてでも苦
京都大学工学部 2 回生

戦していらっしゃる方もいれば 90 歳で僕よりも

JIN QIMIN

何倍も速いスピードで計算される方もいる。また
問診ではご高齢でも現役で仕事をされている人も

各々の人に配られた宴会の集合写真や LINE で

いれば、すでに認知症の疑いのある人もいる。ポ

共有した写真集などを見ながら、土佐町で過ごし

ジティブな人もいればネガティブな人もいる。そ

た日々がよみがえる。土佐町、ここにいて目で見

こには一括りで「高齢者」としてくくり得ない姿

た自然、食べた料理、心で感じた言葉はまるで昨

が存在するのです。普段私が触れ合う高齢者は祖

日のことのように思い浮かぶ。学生である私に

父と祖母、最近では非常に疎遠になっています。

とって、土佐町の健診で先生方や学生、役場とさ

また私は大学で財政学を中心に学んでいるのです

めうら荘の方々、町の住人、受診してくださった

が、そこでは高齢者は財政圧迫の要因となる存在

お爺さんお婆さんたちと出会ったことは一生の思

としてその姿を現します。私の頭の中に高齢者と

い出になる。

いうものは非常に抽象的な形でしか存在していな

出発の初日、台風が接近する中、はじめて土佐
町の土を踏み、役場を経て、早明浦荘に到着する

いのです。
人間は言葉と文字をはじめ、写真や映像、さら

ことができた。分配された宿屋に入り、室内の窓

には VR という便利なものを生み出しました。そ

を開くと、目の前に広がる景色に言葉を失った。

れらを操ることで時空を超え物事を伝達できるよ

緑あふれる小山、鏡の如く周りを映す湖、そして

うになりました。おかげで実際見ていない物に対

全景を見えつ隠れつしようとする細長い霧、神秘

してもクリアな知識を得ることができるようにな

な境地が脳内に焼き付けられる。窓を通ってこれ

りました。しかしそこには切り捨てられてしまっ

ほどの美景を見ることができたのは幸運だと言え

た部分がある。切り捨てられた部分に目を向けて

よう。同じく健診に参加した先輩に話を聞いてみ

体で感じる。そこから新しい問題意識やインスピ

ると、ここは早明浦ダムであり、昔にはとある村

レーションが生まれる。何とも素晴らしいことで

があったようだ。水位が低くなると、村の遺跡が

はないでしょうか。この土佐町健診は経済学・財

見えるようになる、本当に不思議な場所だ。村に

政学の徒である私にとってその切り捨てられた部

人々が賑わって、ごく普通で幸せな日々を過ごす

分を見つめる良い機会だったのです。

情景を自分の目で確かめたい気持ちになる。

最後にはなりますが、感謝の気持ちを綴らせて

夏の夜になると、祭りの賑わいが伝わってくる。

いただきます。今回大学が土佐町ご長寿健診を一

じゃんけん大会、踊り、相撲、花火など、楽しめ

般教養科目の講義として開講してくれたことで私

るものが盛り沢山だ。中でも、坂本先生が自らお

のような門外漢でも受講（参加）することができ

祭りの相撲に参加したことに心が躍ったのを覚え

ました。そのおかげで高齢者の方々と生身でふれ

ている。私は皆様と一緒に坂本先生を応援しなが

あうことに加え異分野の方と交流することもで

ら、自然に祭りに溶け込んでいた。祭りの終わり

き、私の思考が大きく影響を受けたことは否めま

の帰り道で、夜空を見上げきれいな月光を観賞し

せん。大学をはじめ土佐町関係者の皆様、先生方、

つつ、祭りで高まった気持ちを少しずつ整理して

そして同じ 6 日間共に頑張ってきた諸先輩方・仲

いく。楽しい祭りを経験できたことに地域の住民

間に感謝の意を表明したいと思います。

の方々にまた感謝を申し上げたい。
健診、本来工学部生の私にとって無縁なもの、
それを実際に体験できることにありがたみを感じ
る。そして、実際振り返ってみると、お爺さんお
婆さんとは気楽なお話し合いができて本当によ
かった。多少まだ日本語の不慣れなところもあっ
て不安もあったが、お互い言葉を交わすことで心
は晴れになり、自然にお年寄りたちのように微笑
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みが出る。なぜか短い言葉を交流するだけでも、

より活動できる時間は少なかったですが、1 回目

多からず少なからず温みが心に染み込む。中には、

とはまた違う経験をさせてもらえてとても良かっ

暖かいお言葉で励ましてくださる方や、一生貫い

たです。今回の健診では、口腔と心電図を担当さ

ている志を伝えてくださった方もいた。まだ自身

せてもらいました。昨年度の担当で特に印象に

の若さゆえ、長い人生を経たお爺さんお婆さんの

残っているのは、問診と MMSE でした。土佐町

気持ちのすべては理解できないけれど、それでも

のおじいちゃんとおばあちゃんとたくさんお話す

通じる部分があると感じられた。もし可能であれ

ることができるので、とても楽しかったなという

ば、来年また、土佐町の役場に来てもう一度お爺

思 い が 強 か っ た で す。 だ か ら、 今 回 も 問 診 や

さんお婆さんたちに会いたい。

MMSE を通してたくさん話したいなという思いが

思わず他界した祖父との思い出が思い浮かぶ。

強かったです。でも、口腔では自分の知らないこ

小さい時、父と母は仕事が忙しかったため、母方

とをたくさん聞けて勉強になりました。心電図も

の祖父と祖母が私の面倒をみてくれた、教育熱心

大学でする機会が少ないので、数十人の心電図を

な祖父はいつも優しく私にいろんなことを教えて

撮らせてもらうことができてとてもいい経験にな

くれた。数字を学び始めたころ、私はある日、テ

りました。今回、勉強会のテーマが「土佐町健診

レビに映った英文字「SBS」を見て「585」と大

を感想文から振り返って」というものでした。そ

きな声で読み出したという。今思えば本当に恥ず

の中で、この健診に参加する人たちはなぜ健診を

かしい、だが祖父は「子供の想像力ってすごいな」

とても楽しみ、また参加したいと声をそろえて言

と喜んでくれた。しかし、優しい祖父はもうそば

うのだろうと考えました。土佐町の空気と雰囲気

にいない。時間は静かにわれわれの生命の始点と

と温かさとのどかな感じがいいのかなと思いまし

終点を延々と告げていく。本当はこのままでいた

た。また昨年度からのことですが、土佐町のみな

いときはたくさんある、だがそれは到底できない

さんへのお返しに学生から余興を行うというもの

ことであろう。でも人生に幸せな瞬間だってたく

がありますが、これを行うことによって学生の中

さんある。それも時間がわれわれにくれたもので

が深まり、一体感が生まれるのかなと感じました。

あり、それらを大切にしていくのも当然であろう。

その他にも様々なことがあると思いますが、私も

一枚の生命の紙、そこに載せられる色彩は無限で

含めてこの土佐町健診が大好きなのだと感じま

はない。だが、その紙の中でどのような色塗りを

す。それだけでなく、この健診を続けるために先

したいかは、私達自身で決めてもいいのではない

生方の影の努力があることを知りました。私たち

だろうか。

は健診に参加させてもらえることに感謝して過ご

今回土佐町の健診に参加できて本当によかっ

す必要があることを感じました。それと同時に感

た、健診を通じて学んだことや貴重な体験は一生

謝の気持ちも感じました。1 年目に比べ、より多

の思い出になる。もし可能であれば、また参加し

くを学ぶことができました。ありがとうございま

たい。

した。

土佐町
「ご長寿健診」を終えて

土佐町健診を振り返って

京都大学医学部人間健康科学科 2 回生

上田早紀

京都大学医学部人間健康科学科 2 回生

太田

敦

今回の土佐町健診は 2 回目でした。昨年度の経

今回の健診に参加したのは、頭の中で漠然とし

験は私にとってとても学びのあるものでした。も

ていた保健師の活動を実際に自分の目で見てみた

う一度、土佐町のおじいちゃん・おばあちゃんと

かったこと、また座学の授業だけでは味わうこと

話したい、集まったメンバーと深い話をしたいと

のできない現場の状況を確かめてみたかったから

思って坂本先生にメールさせていただきました。

です。今回誘われて参加することを決めたのは開

今回は台風で 1 日目の健診を行えず、また、もと

催する一週間前だったのにも関わらず、参加する

もと全日程参加することができなかったので昨年

ことができて感謝の気持ちでいっぱいです。
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この健診を終えて真っ先に頭の中に思い浮かん

る。初めて参加した土佐町フィールド医学健診は、

だのが、土佐町の高齢者の方々が口々に感謝の言

思い返せば様々な出会いと経験で私の大学一年目

葉を述べてくださったことです。自分は医学の知

の夏を彩ってくれた。

識がそこまで入っているわけではなく、ましてや

健診の最初は、普段自分の祖父母と話す機会が

どちらかというとコミュニケーション能力も高く

ほとんどないこと等から、この健診を機会に少し

なかったのに、健診を終えると「ありがとうござ

でも高齢者の方と長くお話をして小さなことでも

います」と言ってくださったのはとても嬉しかっ

発見、共有できればとワクワクしながら臨んだ。

たです。特に印象に残ったのが MMSE の時のこ

いざ健診が始まると、他の学生の方が言っていた

とです。紙に自由な内容で短い文章を書いていた

通り MMSE や問診では特に沢山受診者の方とお

だく項目があるのですが、「先生に診てもらって

話ができた。気づいた時には二人とも話に夢中で

嬉しかったです」と書いてあった時が一番嬉し

健診が全然進まないということもしばしばだっ

かったです。

た。運動のテストでは、握力などひとつの項目が

また、今回の健診の期間の中で AKB48 の「365

終わる度に小一時間お話をして、健診が検査をす

日の紙飛行機」を参加者みんなで合唱したのも思

ることだけではないと実感しながら過ごせた。こ

い出に残っています。最初は練習してもうまくい

れは最初の健診の前に行われた勉強会で学んだこ

かず正直不安しかなかったのですが、練習を重ね

とだが、健診や研究をする側とされる側の間には

るにつれて徐々にみんなの声が揃って本番で最高

常に平等であり、かつ信頼のある関係が必要であ

の合唱ができたことがよかったです。

り、それは緊張を和らげる些細なコミュニケー

合唱のほかにも健診の時や毎晩開かれた飲み会

ションからはじまり、長年の健診活動の継続から

などで様々な場面で色んな人と交流を持てたのも

成り立つのだと実感した。またこの健診を通じて、

よかったです。今回の健診では医学部生以外にも

ただ純粋に自分が人と会話をすることが好きなん

様々な分野を専攻している人が集まっていたので

だと自己発見できたのも大きかった。普段話が上

医療に関する色んな意見を聞けたり、その分野の

手くないことに自信をもてずにいて聞き手に回る

話も聞けたのが面白かったです。そして何より交

ことが多い私だが、健診中にリラックスをして思

流を深めることができたのがよかったです。

いのままいろんなお話をしてくれる高齢の方々を

これ以外にも土佐町の高齢者健診にはたくさん

前にすると、自然に落ち着いて自分のことも話す

の思い出があるのですが、今回の健診で学んだこ

ことができた。皆さんは優しく、楽しそうに聞い

となどを将来生かしていけたらなと思います。ま

てくださっていた。

た健診では反省する点もあったので、機会があれ

勉強会では、先生方や学生の方による発表が行

ば来年以降も参加していきたいと思います。坂本

われた。ブータンへ、一定期間医師として支援に

先生をはじめ土佐町の職員、今回のイベントの参

いった先生のお話は、自分の将来のことを考える

加者、色々至らない点もありましたがありがとう

上でもとても興味深かった。私にとってはこれが

ございました。

人生初の勉強会だったので、発表で何をするかア
イディアはあるもののどの様にするか等まとまら

土佐町健診に参加して

ないまま参加し、結局自発的なことをしないで終
わったのが残念な点だ。来年もチャンスを頂けた

ハンガリー

デブレツェン大学医学部 1 年

ら、是非、皆さんがきっと気になって仕方がない

水野あゆ菜

ハンガリーについて 100 枚くらいスライドを用意
しようと思う。その時にはもっとその国について

ホーシンツクツク…ホーシンツクツクツク…。
夏の終わりのセミの鳴き声を聞くと、そういえば

詳しくなって、皆さんからの質問にうまく答えら
れたらと思う。

土佐町で聞いた鳴き声はミィンミィン、ジージー

高知から帰ってきて数日後に、祖母のお参りに

…だったなあと思い出して、あの一週間からもう

愛知県瀬戸市へ行った。中学生ぶりに訪れたその

あっという間に時間が経ったことに気づかされ

場所は、驚くほどに人が少なく町が閑散としてい
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た。叔父によると祖母の家の周りの世帯は以前と

まうのでそれに甘えて過ごしてきましたが、こう

比べて 50 世帯から 5 世帯ほどに減ったという。

いったしっかりと説明をしなければならない場で

私は、ここが小さい時に何度も訪れていた場所で

はそのようなことでは通用しないと気を引き締め

あることから余計に実感が重く、町の活気がなく

ることができました。

なった様に少しの恐怖さえ感じた。土佐町にいる

問診と MMSE では、その他の説明の多かった

間では、地域のお祭りや、町役場、さめうら荘で

ブースと異なり、健診の参加者との双方向的な会

お会いした方々が皆子供から高齢の方まで元気

話がたくさんできました。ここでは、二日目以降

だったため、こちらもすっかりその賑やかで活気

だったこともあり、しっかりと相手の目や様子を

のあるパワーをもらって帰ることができた。しか

見ながら、また相槌を打ちながら会話を進める余

し、問診で聞いたある方によると、年々自分の周

裕が出てきました。ここでは、たとえばカルテの

りに住む人が減っていき、近隣の方と話をするこ

名前をしっかり見ることができて、会話を始める

ともできなくなったという。私はここで、瀬戸に

際のきっかけになりました。

も土佐町にもそれぞれ事情は様々であるが、共通

そして、血圧・心電図のブースでは逆に、限ら

してその土地と人々のこれからを考える必要があ

れた時間で説明だけになりがちな中でどうすれば

ると未熟ながら漠然と感じた。

無愛想にならないかに注意しながら説明や、会話

この夏休み高知を訪れて、健診では普段できな
い受診者さんとの交流、健診内容を通じた医療的

をしていくかを考えながら行うことができまし
た。

な貴重な勉強、また他大学からの先生方や学生の

参加者は、こちらがどれだけ相手のことに関心

方との時間、さらに日本の各地域が直面している

を持っているかを、名前で呼ばれること、自分の

状況を少しでも知れたのは本当に大きかったと思

発言に相槌や返事がもらえるかで見ているのでは

う。これらの経験すべてを胸に刻んで、これから

ないだろうか、ということが 4 日間の健診を終え

始まるハンガリーでの大学生活を精一杯有意義な

て私が感じたことでした。名前を呼ぶというこち

ものにしたいと思う。この貴重な経験を紹介して

らにとっては些細なことでも、相手にとってはか

くださった松林先生、坂本先生、健診に関わった

なり重要なことなのかもしれない、と思いました。

すべての受診者の皆さま、先生方、土佐町のスタッ

また、健診が終わり、宿に帰ってからも毎日楽

フの方々、そして最終日には役場まで会いに来て

しく、思い出になるような出来事がたくさんあり

くださった、カヌーの練習に偶然高知に訪れてい

ました。お祭りに連れて行っていただいたり、懇

たハンガリー人の家族、すべての方に心から感謝

親会のために合唱の練習をしたり。懇親会で地元

を申し上げます。ありがとうございました。

の方とお話するのも、健診の時に参加者とお話す
るのとはまた違った趣がありました。

土佐町健診の感想

ただ、今回は途中から参加させていただいたの
で、初日の勉強会に参加できなかったことや、合
高知県立大学

浅羽成実

唱の練習に最初から参加できず、もっと練習でき
たであろうことなど、心残りも多くあります。可

今回の土佐町健診で、私は会話、特に言葉の持
つ力を再認識できました。4 日間の健診の中で、
私 は 運 動 機 能 テ ス ト、 問 診、 血 圧・ 心 電 図、
MMSE テストの順で担当させていただきました。

能であれば来年も、今度は初日から参加してみた
いと思います。
最後になりましたが、今回の健診に参加させて
いただき、本当にありがとうございました。

初日の運動機能テストでは、テストの内容は単
純であるにもかかわらず、健診の参加者に理解し
てもらえるような説明がなかなかできませんでし
た。これは、普段から「～的な」などと誤った日
本語を多用したり、あいまいにぼかしたりしてい
るからだと思います。友人や家族に対してはそう
いった言葉遣いでもなんとなく意味が伝わってし
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紙飛行機

一瞬の思い出となってしまった。
多くの出会いや別れのなかで私は今の道を選ん
高知大学

吉田匠悟

だ。そして、この道の上でまた人に出会い別れて
いくようである。宴席で歌った詩にこんな一文が

「今日は娘らと孫がおるき…」

あった。

健診会場となっているアジサイホールまで今日
はどうやって来たのかと私が問うと、その老婆は
少女のような可愛らしい笑顔で答えた。今日は健
診の後、娘や孫みんなで食事に行くらしい。お盆

《人生は紙飛行機

願いのせて飛んでいくよ

風

の中を力の限りただ進むだけ》
《その距離を競うより
んだのか

どう飛んだか

どこを飛

それが一番大切なんだ》

が近いからだろうか。家族の話を楽しそうに語る

私は力の限り飛べているだろうか。少なくとも

受診者が多い気がする。そうやってたくさんのお

あまり真っ直ぐには飛べていないようではある。

年寄りと健診そっちのけで会話を楽しんでいるう

ただ、飛んだ場所、その軌跡は誇れるもののよう

ちに、ふとこんなにお年寄りと話をするのは随分

な気がする。その軌跡に恥じぬように、土佐町と

と久しぶりなことに気がついた。

いう地で交わった沢山の紙飛行機たちともう一度

祖父母が亡くなってもう随分と経つ。かつては
群馬の片田舎にある実家よりさらに田舎にある祖

どこかで共に飛べる日を夢見て、これからも私な
りに力の限り飛んでいきたい。

父母の家に遊びに行ったものだが、それも絶えて
久しい。あの頃私の祖父母も今日の老婆と同じよ

初めて土佐町健診に参加して

うに楽しげに、少し自慢げに私たちの来訪を喜ん
でいたのだろうか。確かめるすべはもうない。だ

高知大学医学部医学科 1 年

花崎里沙

が、今日は孫が来るからと楽しげに御近所さんと
話をする祖母の姿が不思議と目に浮かぶし、いつ

4 月に高知大学に入学したくさんの新しい出来

もより少しそわそわとしている祖父の姿も容易に

事の連続の中、また 1 つ土佐町健診という素晴ら

想像できる。もちろん美化された思い出と、単な

しい経験をすることが出来ました。

る私の願望の合わさった幻想に過ぎないかも知れ
ないが、それなりに自信はある。

フィールド医学研究会に入部し先輩から土佐町
健診の話を初めて聞いたとき、他の大学の人も来

楽しい時というのは一瞬だ。今始まったかと思

るし楽しそう！というただの夏の思い出作りの感

えば次の瞬間には終わっている。酒の席での一時

覚で参加を決めました。実際楽しそうという私の

間とランニングマシーンの上で走っているときの

予想は間違ってはなく、むしろこんなに楽しんで

一時間が本当に同じ時を刻んでいるのか私には甚

いていいのかというぐらい充実した日々を送るこ

だ疑問である。実は本当に違いやしないかとここ

とができました。そして、それ以上に素晴らしい

十年ほど疑っている。しかも過ぎ去ってから記憶

価値が土佐町健診にはありました。人との出会い

は研磨されて、気がつけばダイヤモンドのように

です。

キラキラと眩しい思い出だけが残る。人間と言う

私は受験のときに初めて高知に来たので全く高

やつは楽しいことしか覚えておけない生き物らし

知のことについて知りませんでした。もちろん土

い。実に都合がいい。

佐町のことも知らず、土佐町が高齢化先進県とも

土佐町での時間は、私の中で既に美しい宝石の
一部となってしまった。

言われる高知県の中でも群を抜いて高齢化が進ん
でいると知ったとき、活気がない町なんだろうな

息を呑むような山間の景色。小さな会場でひし

とネガティブなイメージを持っていました。しか

めき合うように踊り、そして見上げた大輪の花火。

し健診初日に担当した MMSE でそんな考えが覆

笑顔のかわいいおばあちゃんたち。気難しいよう

されました。話すのが上手くない私は、説明が分

で実は優しいおじいちゃんたち。道は違えども、

かりにくくてスムーズに行えないときが何回かあ

この時この場で偶然交じあい、狭い部屋のなかで

りました。それでも健診に来てくださった皆さん

朝まで多くを語り合った友人たち。すべてが今や

嫌な顔をせず私の説明を聞いてくれましたし、普
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段の皆さんの生活の話を聞いて話が弾んだりと明

実際に高知に出向くと、健診スタッフの方々は

るい方が多くて緊張がすぐに和らいだのを覚えて

学習意欲が高く熱心で、かつお話しが上手で人

います。お祭りもたくさんの人で賑わっていて久

懐っこい方が多いと感じました。他学部の方もい

しぶりに花火を見ることができ、懇親会では大変

らっしゃって、無知な私が発した馬鹿な質問に対

豪華なお食事と共に皆さんとお酒を楽しみながら

しても丁寧にわかりやすく答えていただいて嬉し

お話することが出来て土佐町って楽しい町だなと

かったです。フィールド医学がどんなものかよく

イメージが変わりました。自然とこちらが笑顔に

知らなかった私ですが、様々な方の様々な取り組

なる瞬間が多かったです。

みについてお聞きして興味の幅がとても広がりま

また今回感じたことの 1 つとして、医大から来

した。普段の生活ではお話しできないような方と

たと伝えると、
「そうなの？！いつも医大にはお

フランクに関われて本当に良かったです。台風の

世話になってます。わざわざ来てくれてありがと

影響で 1 日さめうら荘に閉じ込められました。健

うね。
」などと暖かい言葉をたくさん貰い、高知

診が 1 日減ってしまったことは本当に残念でし

県における医大の存在の大きさを改めて感じたの

た。しかし良いように捉えると、勉強会や合唱の

と、そんな医大の学生として土佐町健診に参加さ

練習ができてその間にみなさんと仲良くなれまし

せて貰えていることを有り難く思いました。

た。健診中の私のテーマは、「なるべくたくさん

土佐町のご長寿健診はもう 10 年以上も続いて

受診者の方とお話しすること」と健診 2 日目にさ

いて、土佐町のみなさんのおかげで続けることが

めうら荘から保健福祉センターに向かうバスで決

出来ていると聞いています。暑い中健診に来てく

めました（1 日目は知らないことばかりで心に余

ださった土佐町の皆さん、そして健診の準備など

裕がなかったので）。問診ブースや MMSE のブー

をしてくださった町役場の皆さん本当に貴重な経

スでは特にたくさんお話しさせていただけまし

験をさせてもらいありがとうございました。大変

た。1 つ質問するとたくさんの情報を返してくだ

勉強になりました。来年も参加することが出来た

さったり、逆に私にも質問してくださったりとお

らなと考えています。また皆さんにお会いできる

元気そうな住民の方を見て心が温まりました。

ことを楽しみにしています。

MMSE の短文を書いてくださいという設問に対し
て「健康第一」と書いてくださった方が二人いらっ

土佐町健診に参加して

しゃいました。そうではない方もいるということ
を忘れずに健康について考えたいとも感じまし

東京女子医科大学 1 年

松木華帆

た。血圧を測るブースでは、「緊張して血圧が高
くなってしまう」とおっしゃる方がよくいらっ

何を書いたらいいのか悩んでいる間にたくさん

しゃいました。「緊張なさらないようにたくさん

時間が経ってしまいました。記憶を留めるために

お話ししていつのまにか測り終えよう !」と考え

も早く何か形にして残さなくてはと思いつつ提出

て お話しさせて頂いたのですが、ある方に「逆

が期限ギリギリになってしまったことをこの場を

に緊張しました」と言われてお話しすることの難

お借りしてお詫びいたします。私がこの健診に参

しさを痛感いたしました。ブースが開くまで待っ

加したいと思った理由は 2 つあって、まず、高知

ていらっしゃる方にも積極的にお話しするように

に行って見たいという単純な好奇心。そして、色々

しました。しかし、お話しに私が夢中になってし

なことを体験したかったからです。私は、人間が

まって自分の受け持ちのブースのお仕事を他の方

好きで医学部を目指しましたが、まだ自分がどう

に任せてしまったり、邪魔な場所に居座ってし

なりたいのかというイメージは曖昧です。それを

まったりと周りが見えていなかったと反省しまし

確実にするために様々な人と触れ合ったりお話し

た。今回の健診に限らず、周りを見る冷静さをバ

させていただくことに積極的でありたいと思って

ランスよく持ち合わせていたいと感じました。

います。引くほど高い学費を払っているのだから、

今回、私は貴重な体験をたくさんさせていただ

良い意味で、与えられた機会は全部活かしてやろ

いたという感謝の気持ちが強いです。綺麗事でも

うという魂胆です。

社交辞令でもなく、心からありがたいと感じてい
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ます。今回の経験をこれで一旦終わりにせず、自

土佐町健診を振り返って

分自身、長い目で見たら社会に対して還元できる
東京女子医科大学医学部 1 年

ように考えていきたいです。

楯ゆかり

感想文の終わりっぽい決意を示した後に申し訳
ないのですが、もう少しお付き合いください。土
佐町健診の経験をここで一区切りとするのは嫌だ
と感じたきっかけについて、ここに残させてくだ

土佐町健診では本当に多くの貴重な体験をさせ
ていただいた。
まずは高知県の自然である。
移動中やさめうら荘から眺めた景色は今も私の

さい。
健診終了後、沖縄への修学旅行をする学校に対

脳裏に深く刻まれており、青々と生い茂った緑が

してその事前学習や現地でのガイドをする「がち

豊かな山々や、車の中からでも川底が見えるほど

ゆん」という会社の方とお話しする機会がありま

澄んだ川、そして早明浦ダムを思い返すと、それ

した。
「がち」は「本気で」という若者言葉から、

らを見る度にどこか心が落ち着くような気持ちが

「ゆん」は「ゆんたく」という沖縄な方言でおしゃ

感じられたことを思い出す。今また東京にいると、

べりするという意味の言葉から取っているそうで

再びあの空間に包まれたい衝動に強く駆られる。

す。その名の通り、話をすること、ディスカッショ

また、高知県でいただいた食事はどれも本当に美

ンすることに重きを置いている会社です。「平和

味しくて、食べることが好きな私にとってはあの

学習を、
『ただ恐ろしい資料や場所を見せて戦争

一週間は心も体も満たされた幸せな時間だった

に対する恐怖感を植え付けるだけ』ではなく、資

なぁと感慨にふけってしまう。

料や教材、体験をさらなる学びのモチベーション

この健診はご長寿健診ということで、学生が健

に繋げることを目指していて、その手法として

康診断の実施体験ができると聞いて、医学生らし

ディスカッションを用いている。平和教育ではな

いことをしたいという軽い気持ちで参加した。実

く、平和共育と言いたい。」とおっしゃっていま

際、普通ならば医学部の一年生ではおそらく扱う

した（若干違うかもしれませんが）。いち会社の

ことのない心電図や血圧測定、MMSE テストなど

方の意見として、とても興味深く感じました。

を経験出来たことは、まだ基礎医学しか学んでい

高知龍馬空港から羽田空港まで帰るとき、たま

ない私にとって、本当に貴重であり、今後の学び

たま、偶然、本当にびっくりする確率ですが、健

に対するモチベーションを高めるものとなった。

診で診察をなさっていた女子医大の先生と席が隣

これからも真摯に勉学に励んでいきたいと思う。

でした。そのとき先生から、今回の健診の結果が

今回は事前に、どの検査が何を測定することが目

どう生かされるのかというお話しをお聞きするこ

的なのか、正常値はどれくらいなのかということ

とができました。開眼片脚立ちの結果は転倒のリ

を、恥ずかしながら、きちんと理解しておらず血

スクと関連がある、など。健診内容の意味につい

圧の正常値すらわかっていなかったので、来年以

てもっと考えるといいよとおっしゃっていただけ

降はその辺りを十分に勉強した上で臨みたい。

たのでまずはそれを考えるところから、今後の自

私はこの健診を通して“対話”について考えた。
人の話を聞くのは好きで、この健診でも高齢者

分につなげていきたいと思っています。
貴重な機会をいただき、ありがとうございまし

の方々とお話するのは楽しかった。つい話しすぎ

た。来年以降、パワーアップしてまた参加したい

てしまい、午前中の MMSE では私は 5 人ほどし

と思っています。また機会が巡ってくることを心

か担当しなかったように思う。自分が育てている

待ちにして、私は日常に戻って少しずつ確実に勉

庭についてわざわざ写真を見せてくださいながら

強します。

楽しそうに話す方、90 歳を超えても和裁をなさっ
ている方など、土佐町には元気な高齢者の方が多
い印象を受けた。
しかし、中には人間関係などに不安を抱えてい
る方もいらっしゃった。
そんな方の話を聞きながら、相槌をうちながら、
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どう返事をしたら良いのか正直困ってしまった。

に到着した時から何か温かいものを感じる気がし

出た言葉は「それは大変でしたね」とか、
「お辛かっ

た。それはこの土佐町健診を終えた今だからこそ、

たですね」だった。決して表面的に言ったつもり

わかることができるのだろう。土佐町の方々の温

はなく、共感して、心から言ったつもりだったが、

かさだ。会場に着くと、まだ何もできていない私

後になって思い返すと、もっと良い言葉がけはな

に土佐町の方々は「ありがとうございます。」と

かったものかと反省する。

伝えてくれたのだ。心になにかあついものを感じ

土佐町健診で私達と話すのを楽しみに来られる

たと同時に、このままではいけないと思うことが

方もいると聞いた。自分が担当した方が、悩みを

できた。好奇心だけでなくこの健診で自分にもで

抱えている方も含めて、少しでも共にした時間が

きることをしようと意識をかえた。互いに初対面

楽しかった、この人と話して良かったと思ってく

であるため非常に緊張している。それにおじい

ださるような対話を自分はできただろうか。医師

ちゃんおばあちゃん達は緊張だけでなく、去年と

になる上でも必要不可欠なコミュニケーションス

比べて数値がよくなかったら、なにか身体に異常

キルがまだまだ不足していることを体感したの

はないか、と不安もおおきかったのだろう。その

で、今後、特に話を聞く姿勢や返答の仕方につい

緊張と不安を解くのがわたしの役目だと思った。

て学んでいきたいと思った。

記入ばかりにとらわれず、おじいちゃんおばあ

普段なかなか交流することのない、他大学、他

ちゃん達の眼をしっかり見て楽しくお話ししよう

学部の方々とお話出来たのは良い経験となった。

と心がけた。あるおばあちゃんが自分自身のつら

特に夜の勉強会では、自分では気付かないような

い過去を話してくださった。また、前回の健診の

視点や考えに触れて、自らの見識の狭さと浅さを

際 MMSE の計算が全くできずもう来たくないと

実感した。

思ってしまったのだそうだ。しかし問診担当の先

この健診に参加して多くの刺激を受けることが
出来て本当に良かった。

輩がフォローをしっかりとしてくださり、たくさ
んお話しすることができたと思う。他のブースに

最後に、引率してくださった先生方、台風でお

行く際、たのしかったわと声をかけてくださった

忙しい中、万全の準備をして下さった土佐町役場

ときは、涙がでそうになった。ついさっきまで、

の方々、そして 14 年間この健診を続けて来てく

不安と心配で押しつぶされそうな顔をしていたの

ださった方々の苦労や努力の積み重ねに心から敬

に、帰るときは笑顔だった。あなたのおかげよと

意を表するとともに、深く感謝申し上げます。本

言ってくださり、こんな未熟者にも誰かを笑顔に

当にありがとうございました。

することができるのだと実感することができた。

可能であれば是非、来年以降もこの健診に参加
させていただきたいと思います。

土佐町の方々との交流会では私たち学生から感
謝の気持ちを込めて歌を届けた。一年で初参加に
もかかわらず、指揮者をやらせていただいた。最

土佐町健診を終えて

初はほんの少しの時間でどこまでできるのかと不
安だったが、徐々に皆の気持ちがひとつになって

東京女子医科大学医学部 1 年

岡田楓華

いった。それは一人一人が土佐町の方々へ感謝し
たいと強く思っていたからだと思う。合唱を聴い

どう生きていきたいか。このことを考える機会
を与えてくださったのが、土佐町健診だった。

て涙してくださった方、頑張ろうと思えたと言っ
てくださった方がたくさんいた。気持ちを歌にの

友達に誘われ、高知に行ってみたい、他校の方々

せて伝えるということ、そしてそれを一人ではな

と交流したい、普段は体験できないことをしてみ

く皆で一つになって伝えるということがどれほど

たい、と好奇心で参加を決めた。何をやるのかも

素敵で大事なことなのか、改めて感じることがで

明確にはわからず、医学的知識も全くないため初

きた。

めは不安だった。女子医のなかでも存じ上げない

土佐町健診で得られたもの、感じることができ

方もいて、他校他学部の学生や先生方と交流を深

たものは私にとって生きる糧になるだろう。今は

められるのかと思うこともあった。しかし、現地

まだどう生きていきたいのか、はっきりとはわか
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らない。しかし、今叶えたい夢を決してあきらめ

われる文化的価値の体系を包括的に探ることが必

ることなく追い続け、一日一日を大切に精一杯生

要である。私たちが直面している超高齢社会日本

きていきたいと強く思う。

に求められているのは、近代科学にもとづく分析

また来年も再来年もこの素敵な一週間を過ごせ

医学のみにとらわれない、より広い視座にたった

ることを願い、日々精進していきたい。

方法論の創出と価値観の創造であろう。

おわりに

かな生きがいと従容とした自得をもって生き、そ

高齢者が、生の終わるその最後の瞬間まで、豊
して尊厳をもって死んでゆけるということ自体
京都大学東南アジア地域研究研究所

松林公蔵

は、すぐれて個人的問題である。と同時に、それ
ぞれの地域の特性に応じたかたちでそれを可能た

高齢者に関する「フィールド医学」は、1990
年に高知県香北町から始まった。その後、香北町
の成果を得て、日本の各自治体から同様のことを

らしめうる社会の枠組みを、私たちの叡智がはた
してつくりだせるか否かという問題でもある。
高知県土佐町健診に参加した学生諸君の感想文

試みたいとの要請があって協力した。その方法は、

には、21 世紀の超高齢社会を初めて実践的に体

各自治体の事情によってそれぞれ異なるが、鹿児

験して将来を担おうとする余韻が感じられる。星

島県上屋久町、滋賀県余呉町、北海道浦臼町、京

霜移り人は去り、時代に応じて舵取る水夫（かこ）

都府園部町、秋田県若美町、三重県大台町に続い

は替るけれども、若い世代には未知の高齢社会に

て、2004 年から高知県土佐町から協力を要請さ

立ち向かい夢ある世界を造りあげてほしいと願う

れた。土佐町健康長寿計画が始まったのは同じ高

ものである。

知県でありながら、1990 年に香北町健康長寿計
画から数えて 14 年後のことであった。この間に、
2000 年の介護保険制度という国家制度の導入が
あった。国全体に及ぼされた介護保健制度の導入
の基礎には、高知県香北町の方法・成果が下敷き
になったのだと思う。高齢者フィールド医学の知
見は、高知県香北町に始まり、まず欧米に発信さ
れ、それが厚労省も認識し国内の各自治体にも知
られ、本邦各自治体の情報がまわりまわって高知
県土佐町に伝わった感がある。情報の発信と伝達
は、このような迂遠な消息をとるようである。
日本の地域の縦断調査のみならず、アジア諸国
の高齢者の実態を調査してみて感ずるのは、地域
在住高齢者の日常生活機能や QOL に影響をもた
らすのは、近代医療の質的レベルだけではなく、
自然環境と文化背景であるように印象される。現
代医療の主たる場が病院であるのに対し、高齢者
医療・介護の場は多くの場合、家庭であり地域で
ある。その意味で、通常医療は臨床的であるが、
高齢者医療・介護は臨地性（フィールド）が重視
されねばならない。
人間の「老い」を考える時、普遍的で生物学的
な観点と同時に、異なる環境と文化が修飾してあ
らわれる老化現象の多様性、さらには何ものにも
還元できない一個人の生涯の意味としてたちあら
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Summary
Practice of Field Medicine Related to Health Maintenance for
Community-Dwelling Elderly People in 2017
Ryota Sakamoto1), Masateru Watanabe2), Takashi Hoshino3), Kohei Tamura4),
Daiji Yoshimoto5), Taro Mikami6), Manami Kotaka7), Haruka Noda7), Eri Tanaka5),
Ayaka Gamo8), Karin Kamiyama8), Kaoru Ando9), Mihono Otaki8),
Yasutaka Nakamura5), Maho Ueda8), Shin Suzuki10), Jin Qimin11), Saki Ueda9),
Atsushi Ota9), Ayuna Mizuno12), Narumi Asaba13), Shogo Yoshida5), Kaori Tanaka5),
Risa Hanazaki5), Kaho Matsuki8), Yukari Tate8), Fuka Okada8), Kozo Matsubayashi1)
1) Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Kyoto, Japan
2) Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata University, Niigata, Japan
3) Medical & Dental Hospital, Niigata University, Niigata, Japan
4) Faculty of Dentistry, Niigata University, Niigata, Japan
5) Kochi Medical School, Kochi, Japan
6) Faculty of Letters, Kyoto University, Kyoto, Japan
7) School of Human Sciences, Osaka University, Osaka, Japan
8) School of Medicine, Tokyo Women’
s Medical University, Tokyo, Japan
9) Faculty of Medicine, Kyoto University, Kyoto, Japan
10) Faculty of Economics, Kyoto University, Kyoto, Japan
11) Faculty of Engineering, Kyoto University, Kyoto, Japan
12) Faculty of Medicine, University of Debrecen, Debrecen, Republic of Hungary
13) Faculty of Nursing, University of Kochi, Kochi, Japan

During the week of August 6th, 2017, we conducted “Practice of Field Medicine related to health
maintenance for community-dwelling elderly people” in Tosa town. In this program, students participate
into health checkups for the community-dwelling elderly as staff members. The program was started in
2004 for the purpose of enabling the elderly to live in their home land cheerfully. During the last 14 years,
the life expectancy of Tosa town became the longest for women and the 3rd longest for men in Kochi
Prefecture. Before the program, the premium for nursing-care insurance of Tosa town was the highest in
the prefecture. But now, it became suppressed compared with other towns in the prefecture. Based on the
activities in Tosa town, the Bhutanese government is now trying to introduce health checkup system for
the elderly on a national scale. In 2017, students came to Tosa town to participate into the program from
various universities such as Kyoto University, Tokyo Women’s Medical University, Kochi University,
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Niigata University, Osaka University, Kyushu Dental University, University of Debrecen, and University
of Kochi. In this article, we would like to introduce what made the students come to Tosa town and what
they got through the experiences in Tosa town with their own words.
Key Words: Tosa town, Field Medicine, Health maintenance for community-dwelling elderly people

写真 1

平成 29 年 8 月 9 日

土佐町ご長寿健診
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