
健康とは身体而だけでなく精神的、社会的な

状態を指す概念であることをふまえると、個人

の体の検査値の改善だけでは健康増進につなが

らないことは明白だ。また、「健康」を目的化

したり病気や陳群をもつ人を排除する伽きが人

間の基本的権利である健康:権に反することも見

逃せない。個人レベルの「身体管理」が先行す

る''1の施策では、「人々が向らの健康をコント

ロールし，改善することができるようにするプ

ロセス」への道のりは遠い。

八千穂村の健康管理に目を転じると、個人の

健康を対象にする際にも常に社会的視点が貫か

れていることに気づく。八千穂村の健康管理が

|I指した「脚分の体を自分で守る」ことは、自

分の責務として個人で「身体管理」をすること

ではなかった。健康診断のあとに行われる結果

搬告会では、当初から個人のデータだけでなく

集落や村全体の健康状態が示され、住民は、自

分の健康が他者との関係を通して地域社会の中

で維持されることを学んでいったのである。

に1分の体は内分ひとりでは守れない。人々は、

病気や障害を抱えていても高齢で身体機能が低

下していても、日々健やかにすごせるように、

互いに支えあう関係を取り結んできた。地域に

広がるこうした社会関,係網が、いつどこでどん

な状態でも健康に暮す権利「健康権」の保障に
つながったのである｡

図３健康づくりの二つのアプローチ

個人の幽務を強調するあまり権利の側面が見

えにくい国の健康期進政策のもとで、「健康権」

を確立するための活動が求められている。個人

の健康づくりを個別の営みに限定せず関係の中

で促進し、努力しても避けがたい病気や陳祥を

排除せずに包み込む社会をつくることによって

人々は健康に生きる権利を穫得できる。資務は

権利のためにあること忘れてはならない。

▲
■M道府際

市町村 ｋ
》ﾄレ

地域住民ダ蝿域健罵、

③健康づくりは地域づくり

戦後初期から高度成長期にかけて、保健予防

事業の中心は、健診によってスクリーニングを

行い、リスクのある人を見つけ出して指導する

という二次予防が中心であった。実施にあたっ

ては、図３の左に示すように、国の方針が都道

府県を経由して市町村に伝達されるというトッ

プダウンの仕組みが川いられた。最前線で住民

と接する各自治体は、国の方針に基づいて実務

的に事業を行うこととなり、自主的に取り組む

場面は少なかった。

人11のI研齢化と疾病柵造の変化にともなって

一次予防が重視されるようになると、トップダ

ウンで健康づくりを進めることは難しくなる。

国は、他康増進政策の実施にあたって、市lHT村

ごとに住民主体のアプローチを呼び掛けたが、

上からの指示で動くことに憤れてきた市町村に

とって独自に住民主体の方法を工夫することは

容易ではない。

二次予防に主眼をおいた

トップダウンのアプローチ

▲ 撒蕊；
都鮒県撒訓寵撫

住民／野市町村れの生活業態から側腿を児
↑↓競澱漁震駕

鱈識蓋議達

都道府県
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きた佐久地域には、図３の右下に示したような

｢社会関係」の素地がある。これまでの蓄積を

生かして、いかにして健康な地域づくりを進め

ていくのかが課題となろう。

必要なのは、時代の変化、人びとの関係の変

化を鋭く読み解く視点である。トップダウンに

ボトムアップを単純に対置して上から下への矢

印を下から上へ向けるのでは問題は解決しない。

高みにいる専門職が住民のレベルまで降りると

いうトップダウンの考え方、つまり腰を低くし

てご意見をうかがうという姿勢では「上下」関

係は変わらない。

図２の右に示したように、健康管理の変遷の

中で、地域には行政機関も病院もボランティア

グループも同じ健康づくりのメンバーとして活

動する社会関係が成立している。行政や医療の

専門職も他の住民もそれぞれ役割と立場は違う

が同じ地域づくりのアクターなのだ。専門職と

住民の間に「上下関係」はない。村では、住民

として生まれ育った人が役場や保健医療施設の

職員となり、退職後も住民として住み続ける例

が多い。スタッフの中には、他地域から来た人

も含まれるが、活動にかかわる時点では同じ地

域の生活者だ。

時代が変わり、人びとの関係は変わった。皆

同じ住民であることをベースに地域の社会関係

が築かれていく。ここで特筆すべきは村の「位

置」の変化だ。かつて市町村は、図２の左のよ

うに、国をトップに頂くピラミッドのすそ野に

位置する末端機構であった。上から降りてくる

指示を住民に伝え国の施策をしっかりと地域で

実施する役割を担っていた。地方主権が叫ばれ

る現在、図２の右に示すような自律した地域社

会への動きが活発化している。

国保の窓口徴収に反対して全村健康管理を開

始した八千穂村では、５０年以上前から国の制度

とは異なる独自の取り組みを続けてきた。村は、

末端の行政機関ではなく、人びとの生活を担う

最前線の行政機関として住民とともに地域づく

りに参画してきたのである。今後の課題を考え

るにあたっては、同じ行政機関でも市町村と国
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との役割が大きく異なることに留意しなくては

らならい。

一人ひとりの健康は国の仕組みだけでは守れ

ない。保健・医療に関する諸法規と制度、機関

や施設の果たす役割と提供できるサービスには

限界がある。衆知を集めて優れた制度を作り、

万全のサービスを準備しても、けがや病気、加

齢や身心機能の低下など限りなく個別性を帯び

た個々の問題に十分に対応することは難しい。

多くの人は、程度の差はあれ、公的制度では

足りない部分を個々に補いつつ暮している。現

実の生活は、国や県レベルで一律に定められた

法律や制度と地域社会独自の支えあいとの組み

合わせで成り立っている。現在、年金・医療・

保健をめぐる社会保障の諸制度には不備や機能

不全が目立つ。八千穂村の健康管理は、これま

で、国の制度の不備に対抗し（国保医療費窓口

徴収反対運動)、それを補う（予防活動で国保

医療費縮減）にとどまらず、制度の改善・強化

への提案（老人保健法への影響）をしてきた実

績がある。今後予想されるさまざまな問題に対

して、既存の法律や制度を補い強化するような

地域の力が生まれることを期待したい。

＜参考資料＞

ｌ）佐久総合病院．八千棚村健康管理５年のあゆみ．
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課題と

対する

｢地域をつくる医療」を今に生かす道

全村健康管理が始まったキッカケは、村長を

中心にした住民運動であったという。「健康管

理事業開始の直接のきっかけは、1957年にもち

あがった国保医療費の窓口徴収問題である。そ

れまで、医療費の自己負担分（当時は50％）は

村が一時立て替えて、患者は後で役場に支払う

仕組みになっていた。ところが窓口徴収が始ま

ると、受診時に自己負担金を払わなくてはなら

ないため、盆暮れにしか現金収入のない農民は

医療を受けにくくなってしまった……」（『佐久

病院史』1999)。八千穂村の村長や澱会、村民

はこの法改正に反対し、県などに陳情を繰り返

したが、国の方針を翻すことはできなかった。

そこで村長は、「私どもは、今までは病気に

なった人を何とかしようとして窓口現金徴収の

反対運動をしてきたが、それよりも病人をつく

らないように、佐久病院の援助を受けて、村を

上げてこの健康を守る運動をやろうじゃない

か」（｢八千穂村健康管理５年の歩み」1964）と

村民に呼びかけ、同じく反対を表明していた若

月院長と協力して、全村健康管理に着手するこ

とになったのだという。全国で国民皆保険が始

佐久市望月多津衛民芸館主宰 吉川 徹

まった年である。全村健康管理のキッカケが、

単に行政や病院の発想ではなく、住民運動だっ

たということが、その後の発展を支えた大きな

要因になったと思われる。

当時の農村は生活環境も不衛生で、また貧し

かった。「伝染病赤痢が頻繁に発生し、食物に

ハエが止まるのは当たり前で、お茶を飲むにも

ウチワでハエを追うのが常であった。家の中に

はノミもいたし、検便をすれば回虫卵も受験者

数の約50％が保有していた」（｢村ぐるみの健康

管理二十五年」1985)。また、一家の翼姑の考

えで嫁が医者にかかれないなど、封建的な家族

関係も「治療より予防」を推進していく障害に

なっていたという。当時の若き衛生指導員たち

の活躍は、反封建と生活改善を地域に広げてい

く上で大きな成果をあげたに違いない。これは、

県下各地の青年団・婦人会が取り組んでいた結

婚式改善や嫁姑問題を通しての地域民主化の活

動と呼応するものがあったと思う。

やがて高度経済成長といわれる政策が地方に

も及び、農村の「近代化」は進む。家が建替え

られ、トイレは屋内に移り、術生面は向上し、
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食生活も変化し、農業においては化学肥料・農

薬・農業機械が登場する。小さな工場が農村に

進出し（八千穂にも29工場あったという)、お

やじが働きに出た三ちゃん農業から、主婦も勤

めに出るようになる。この「近代化」は地域に

新たな課題をもたらした。主婦の過重労働、股

薬禍、農業機械事故、生活習慣病……。農業枇

造改善事業による水田の区画整理が農村の「結

い」を奪い、勤め人の増加も重なって、地域の

共同体を基礎にi聞く活動にも工夫が必要となっ

た。全村健康管理は、受診率の低下という課題

も抱えながら、検査内容の増加や学童の検診な

ど、これらに対応した新たな取り組みが進めら

れた。

２１世紀を迎えてから１０年、私たちは新たな局

面に立たされている。農業従事者の高齢化、一

人弊らしや高齢者のみ世帯の激増、規制緩和を

錦の御旗とした小泉内閣は、派過労伽など不安

定雇用の増加や農産物価格の低迷をもたらした

が、医療の分野でも診療報酬の改定、医師数抑

制、混合診療への接近など、いわゆる「医療危

機」を招くこととなった。佐久病院再構築の迎

動は、この困難な局面を乗り越え、新たな展望

を切り拓く決意の中で取り組まれた活動であっ

たと思う。

さまざまな困難にぶつかりながら、健康を守

る運動を住民とともに進めてきた先達として、

集団健康スクリーニング発祥の原動力となった

村として、また八千穂夏期大学を40数年続けて

きた地域として､私たちは八千穂村（佐久穂町）

に新たな期待を寄せている。今全国の農村が抱

えている困難にどう向き合えばよいのか。農業

や医療を取り巻く状況は、もうその地域だけで

は解決できない段階に来ている｡薪月先生は｢地

域の民主化なくして医療の民主化は無い」とい

われた。かつて八千穂村が先達となったように、

健康管理の運動が地域の民主化につながり、そ

れがI]i１敗をも動かす力になっていく道筋を考え

ることが、今私たちに課せられている。

ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）による関税

の廃止、農畜産物の貿易自由化、そして大災害、

原発ﾘ「故。希望よりも絶望を語りたくなる現代

だが、『村ぐるみ健康管理二十五年』を読み返

していて、一つの文章にぶつかった。

「私はまた考える。人間の幸福とは何であろ

うかと。それはどんなにつらくも多くの人の幸

福に結びつく仕事を続けていくことではないだ

ろうか。自分だけが幸せに、楽しい人生を送る

ことが本当の幸せではない。他人が幸福になっ

た時、はじめて自分も幸せになれるのではない

かとしみじみ思う」（元佐久病院保健婦元木

博子)。

地域にどのような共同体を新しく作るのか、

どのような人間の輪をつくるのか。八千穂村全

村健康管理の原点が、嘆きと絶望に傾きがちな

私たちを叱っているように思える。

野、

=裳望〆
蕊可
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｢活動」と「内面」の再構築を

１°はじめに：八千穂の皆さんと佐久総合病院

のたまもの

この地では、畑や小海線の電車の中でも、ど

こに行っても、何気ない会話の中に、佐久総合

病院のことを耳にします。そして、病院際では、

その諸活動の幅広さ・深さに驚かされます。

佐久総合病院の「総合」の意味は、当然とし

ての「総合病院」であると共に、八千穂・南佐

久地域の人々の諸活動、加えて心の中の「底流

を流れる総合」であるような感じを受けます。

皆さんが創られた環境、皆さんのソーシャル

ネットワークスの中で生活できる喜びを感じて

います。

２．『村ぐるみ健康管理二十五年』における提

言と現状

「村ぐるみ健康管理二十五年」において、松

川町教育委員会主事の松下拡さんが、「課題と

その解決への方途」の中で、「病院と行政と住

民との関係は、本来どのようにあるべきである

か」について提言をされています。これらにつ

いては、「健康管理合同会織｣、「健診結果に対

する結果報告会｣、「福祉と健康のつどい、住民

による演劇活動」「佐久地域保健福祉大学」な

どなど、この地では、相当のところまで、実現

されているように感じています。

３．八千穂・佐久総合病院の諸活動からの学び

と提言集

2005年の市町村合併、2008年からの特定健康

診査・特定保健指導（メタポ健診）などによっ

て、地域活動や健康管理活動をとりまく環境・

状況は、大きく変わってきているように感じま

す。自分たちの地域を良くしていきたいと思う

とき、今、何が必要なのか？私たちにできる

ことは何なのか？どうもそのキーは､八千穂・

佐久総合病院のこれまでの活動全体の中にある

M-SAKUネットワークス遠藤隆也

ように思われてなりません。活動全体から私た

ちが学び、受けついで、願わくぱ未来に、願わ

くぱ他の地域での活動にも役立つためには何を

どのように進めていけばいいのか。

あるローカルな場所、時代から発信された活

動実践の知識を、他のローカルな場所、時代に

伝播（インターローカリティ化）できるように

し、今後の活動実践の参考になるように、主体、

対象･結果､道具（ツール)、集合体､分業、ルー

ル・規範の構造からなる活動理論に基づく表記

法を使って表現すると共に、今の思いをイメー

ジ的に「健康管理運動の展開と展望：八千穂

村からの学びと新たな拡張的・発達サイクルに

向けて」の図に描いてみました。

以下に、新たな拡張的・発達サイクルに向け

ての、いくつかの提言を、八千穂村・南佐久の

ネットワーク活動という言葉（ＭＳＡＫＵＮＥＴ

の英文字）になぞらえて記述してみます。

Ｍ(MuMjd臆dplina『yLMutuaLMethodoIOgy）
これまでの諸活動を持続・深化させ、普遍的

問題である健康問題を包み込みながら今後の地

域づくりに展開していくためには、医療、疫学、

保健予防、健康管理などの専門領域から、人間

学、社会学、情報学、ネットワーク・憎報通信

技術など、多くの学問領域にわたる、すなわち、

マルチディシプリナリー（Multidisciplinary）
な取組みを、利害関係者を巻き込みながら話し

合い、相互にインタラクション（MutuaI

interaction）しながら進めていく方法論

(Methodology）を開発しながら進めていく
ことも必要だと思われます。

Ｓ(Sociocultural、sustainable、Strategic）
これまで社会･文化的(歴史的)(SocioCu1turaI）

に創発･共創･構築･醸成されてきたソーシャル・

キャピタル（SocialcapitaI）を大事にし持続さ
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せていく（Sustainable）方法論を明らかにし、

その基本となる持続させようとしてきた心・本

能のメカニズムについての八千穂村の方々から

の経時的学びを明らかにし、その学びを今後の

活動サイクルに戦略的（Strategic）に活かし
マネジメントしていくことも大切だと思われま

す。

Ａ（Archives，Accessibility，Activities）

農村医療の映像記録保存会がこれまでの映像

記録のディジタル化を進められています。本

｢五十年史」の記録とあわせたアーカイブ

(Archives）化活動を広く多くの方々が容易に

アクセスできるように情報へのアクセシビリ

ティ（AccesSibility）を高めて、単にアーカ

イブにとどめることなく広く普及させ、これか

らの諸活動（Activities）に活かして頂くため

の方策を企画・実践していくことも大切だと思

います。

Ｋ（Knowledge）
「農民とともに」新たな「農村医学」の知識

(knowledge）を生み出したこの地において、
八千穂村の活動以来持続している健康管理デー

タ・現場参加観察から、現在の新たな地域・農

業の問題を提起し、それを解決していく地域・

農村健康医学、家族（遺伝）医学、母乳育児医

学、心療医学、老年医学、性差医学、個の医学

などの実践知を創出していくことが期待されま

す。

そして､それらの知識を住民の皆さんと共創・

共有化していき、佐久病院は「やっぱり我々と

共にあった｣、よりそい続けていたと感じられ

るようにしていくことが望まれます。

Ｕ（Ubiquitous、UniverSal）
この地でのこれまでの経験を、海外の国々で

も、いつでも、どこでも利用できるユビキタス

(UbiquitouS）な存在にしていくことも期待さ
れます。そのためには、文化・言語・国籍の違

い、老若男女といった差異、障害・能力の如何
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を問わずに、これまでの経験を追体験・利用で

きるような情報環境や普及活動として、ユニ

バーサルデザイン（Universaldesign）して
いく必要があると思われます。

Ｎ（Nar｢ative、Networks）

1959年に始まった全村健康管理運動に参画さ

れた方々は、自分たちが力をつくすことでよく

していきたいとの思いが強かったと伺っていま

す。その思いは、「農民と共に」演劇を共創し、

みんなの心の伝えていく方法として形式化され

た知識ではなく、お互いにその経験について語

り（Narrative)、分かち合い、参画する喜び

や自己の深化を感じ味わうといったことが重要

であったと思われます。医療としてのナラティ

ブ・ペイスト・メディスン（ＮＢＭ：Narrative‐

basedMedicine物語に基づいた医療）のよ

うに、活動自体を理解・共感を呼ぶためには、

物語に基づく活動（Ｎａ『rative-basedActivity）

が大切であると思われます。

そして今、地域の総合的な健康管理活動を考

えた場合には、望まれる未来の歴史の断片とし

ての物語（Narrative）を、地域の他の病院、

診療所、母乳育児団体などと共有・共感してい

くような複合的ネットワーク化（Networks）

を進めていくことが大切だと思われます。

Ｅ（EduCation、Entertainment）

農村医学夏季大学講座、佐久地域保健福祉大

学などでのような学びと教育（Education）の

場が、ますます必要になってくると思われます。

佐久地域保健福祉大学の卒業生は、「種を蒔く

人になろう」との活動をされています。これら

の活動には若い世代の参加を増やしていくこと

が大切になってきています。これまでの演劇に

よる方法に加えて、みんなが参加し共に創り楽

しめる（Entertainment）方法を考えていく

必要があるようにも思います。

Ｔ（Technologies、Tools）

現在、世界の医療界では、従来とは異なる形
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の情報化が進んでいます。医療業務の効率化に

加えて「医療情報の共有化や消費者主騨化」が

進んでいます。このような情報化を実現する仕

組みをEHR（elect｢onichea1threcord)、ま

たはPHR（personalhealthrecord）と呼ば

れています。般近では、ネット企業が「健康情

報の個人向け管理サービス」に相次いで参入し

て話題になり、これらサービスの利用者は、自

分の健康に関する怖報を一元管理できます。

医療に関する技術（Technologies）は当然
のことであるが、活動が新たな拡張サイクルに

入っていくためには、ライフログ技術、データ

マイニング技術、コミュニティ支扱技術などの

情報通信技術(ICT)を用いた各種の岐新のツー

ル類（Too1s）を利活用していくことが必須に

なると思います。若い世代を活動に参画させて

いくためにも必要だと思います。

４°むすび

この50年史の編纂の年に、東日本大腰災が起

こり、改めて地域コミュニティを持続させてい

くことの大切さが再認識されてきています｡｢差

異｣とは｢持続｣であると言われています。「八千

穂村全村健康管理活動」は、この「持続」とい

う観点からも、コミュニティ活動として附異的

２６Ｒ

なものであると感心します。平成21年の「他Ａｌｉ

と福祉のつどい｣での劇の題名は｢緋(きずな)」

でした。観客の私も思わず引き込まれ涙し、そ

して意識がまた少し深まった体験を、地域のた

くさんの方々と共有し感動しました。

一方で、最近、近所の方から、「病院は、各

科がショッピングプラザのテナントになってき

ているように感じるときがある。『総合』病院

というからには、テナントにならないでひとつ

の家（家族）のようになって欲しい」「鐙近、

健診受診率がおちてきているのではないか？」

などとの声を聞きました。今、「形態としての

仰柵築」に加えて、「活動（方法）の両柵築｣、

そして「内面（深化）のＩｌｉ柵築」が期待されて

いると思われます。それは、私ども、住民に投

げかけられた問いでもあります。

佐久穂町の羽黒下駅に降りると、「水と緑の

うるおい、人の営みが奏でる未来のふるさと」

という石碑があります。これから、「形態とし

ての再榊築」が進み、ツール・道具・活動など

は新たになったとしても、「人間的・社会的」

には、人々と共に歩む「地べたに根ざした、何

か少し泥臭い、なつかしい未来｣、そんな地に

なって欲しいと思います。

夕

〆

函一

■



八千穂村への提言

一『村ぐるみの健康管理二十五年」からの再録一

村と病院が一体となって取り組んだ実践から学

ぷこと

八千穂村が佐久病院と一体になって取り組ん

だ「村ぐるみの健康管理」の実践から学ぶこと

は、次のような点である。

第一には、健康手帳と健康台帳を備えた全村

健康管理の体制を定着させることによって、継

続的に科学的なデータが積みあげられ、生活環

境を把握しながら、社会医学や疫学の観点から

分析が深められ、保健指導の中味を充実させて

きたこと。

第二には、行政のすすめる活動を医療機関の

立場から積極的に援助する態勢として、病院の

中に健康管理部を置き活動が進められたことで、

大きな効果をあげていること。

第三には、行政・保健医療スタッフと住民に

よって委員会（保健委員会､衛生指導員会など）

を設置し、住民組織を強化しようとしてきたこ

と。

第四には、医療機関が献身的な努力を続け、

事業を推進してきたこと。

以上のような体制づくりと努力のなかで、農

村・農民の問題としての地域医療のあり方を、

具体的にデータを明らかにしながら示してきた

ことは、大変大きな意溌を持つものである。そ

れは、行政と専門的な力簸を持つ医療機関とが

有機的に結びついて、地域の活動として実践が

展開されることの必要性と、その方向を示した

ものであった。そして、そのことは、行政と医

療機関の相方に、基本的なあり方を提起してい

るのである。

住民の組織活動とはなにか

八千穂村と佐久病院との連携活動を、以上の

ように評価したうえで、これからの地域医療の

主人公となるべき住民の主体化をどのように考

えたらよいのか、そのために行政と病院とはど

元松川町教育委員会教育主事松下拡

のように連携したらよいのか、その接点に立つ

保健婦の役割は具体的にどこにあるのかを明確

にしていく必要がある。

住民主体化をめざすということは、「自分で

自分の健康を守る」という意識を住民一人ひと

りが持ち、そのための具体的な活動（生活の仕

方）を住民みんなで考え、自立することである。

一人ひとりのなかで、自分で自分の健康を守

ろうとする意識は、どこで、どのように育って

きているのかというところに視点をおいて、こ

の実践をみつめてみる必要がある。

その視点に立ったとき、どのような問題があ

るかということについて、公衆衛生研究会（昭

和59年12月、於松本市）では、次のような意見

が出された。

・きめ細かな検診活動と保健指導によってあげ

られた成果は大きい。しかし、その活動は病院

主導の流れが強いあまりに、行政の主体性一ひ

いては住民の自発性や主体性を沈めてしまって

はいないか。

．｢早期発見･早期治療」は基本的なことである。

しかし、それが疾病管理としての病院の発想の

みで進められてきてはいないか。

・自治体としての独自の発想が出ていない｡｢病

院があるからよい。村は特別に何もやらなくて

も、病院がついているからよい」という行政姿

勢があるとすれば、結果だけよければ（成果が

あがれば）それでよいということにはならない。

村の行政自体が病院によりかかってしまい、病

院はその姿勢を甘やかしてしまっているのでは

ないか。

・村と病院のそのような姿勢が、住民の主体性

をのばし得ていないのではないか。「住民の意

識は変っていない」（健康意識調査結果からの

佐久病院の評価）というのは、「自分の健康は

自分(たち）で」という積極的な意識変革に迫っ

ていないということであり、そこに今後の課題
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があるといえるのではないか。

・住民が、自分たちの問題解決のために、病院

にどのようなことを要求するか、そのことを住

民が話しあい、自主的に研究するような場がな

い。研究会はあっても、そのような住民の発言

が出てこないことに対して、どうしたらよいの

か。

・あらゆる問題をみつけ（気づき)、それを解

決するのは住民である。健康阻害の要因を社会

医学的にとらえ、その解決をはかるということ

は、その環境や条件をつくっている住民自身が

解決主体として取り組むことを期待しているわ

けである。したがって、住民のそのような活動

を、行政や医療機関はそれぞれの立場から保障

し、援助するところに重要な役割がある。

課題とその解決への方途

以上のように考えてみると、八千穂村と佐久

病院の実践とともにそのなかで抱えている問題

は、今後の地域医療のあり方を考えるうえで、

重要な問題を提起している。

病院と行政と住民との関係は、本来どのよう

にあるべきであるか。

まず行政は、啓蒙的な発想による上からの組

織化の論理で住民をとらえるのではなく、地域

組織（青年団・婦人会等）や健康推進のための

組織（衛生部長会・衛生指導員会など）のなか

で、住民自身が自由な発想に基づいた活動が展

開されるための条件づくりに視点を置くことが

必要である。

すなわち、行政の役割を、健康に関する活動

内容の方向づけや助言や啓蒙に置くのではなく、

住民自身の生き生きとした活動か展開されるた

めの、その意欲の助長、その活動方法の支えを

重視することに置き、活動内容は住民自身が決

定する（全く自由に）ようにすることである。

そのためには、まず第一に、行政は、住民自

身が自分たちの健康問題をどこで感じているの

か、問題をどのようにとらえているのか、生活

や地域の条件をどのように考えているのかを

しっかりみつめることが大切である。

すなわち、健康状態やその原因にかかわる視
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点でのみ住民の実態をとらえるのではなく、住

民自身が健康に関する実態をどこまで、どのよ

うに把握し、関心を持っているのか、という視

点で、住民の実態をみつめることが、組織活動

援助の重要な視点である。

第二に、住民のその関心や問題意識を深める

ために、どのような問題提起をするか、どのよ

うな資料を提供するかということである。

検診結果をどのように返すかということも、

このような配慮のなかでなされることによって、

住民自身が主体的に実態（問題）に気づくと思

われる。

第三に、住民がより深く、健康問題への意識

を持ち、問題解決の意欲を高めるために、行政

は医療機関を住民と結びつける役割を持つべき

である。

病院における機能を、治療のみでなく、予防

活動に重点を極いて、地域や生活問題まで結び

つけてとらえようとする新しい実践を切り開い

た点は、高く評価されるところであるが、そう

であっても、自治体、行政には、行政でしなけ

ればならない分野があるはずである。特にその

なかで、住民の自主的、自発的な学習活動を支

え、その活動を保障する教育的機能について、

従来軽視されてきた傾向が強く、直接的な対策

としての行政機能（したがって取り組みの成果

をストレートに追い求めようとする傾向を強く

持つ）のみしか考えない傾向があったことを自

覚すべきである。

教育的機能とは、たとえば、住民の学習要求

を汲み上げ、その学習を深めるために医療機関

を地域に結びつけ、位置づけるような、住民と

医療機関との教育的なコーディネーターの役割

を持つことである。そして住民の学習を住民要

求にもとついて組み立て、その活動を種極的に

援助し、保証するような役割を果たすことに

よって、住民の自発的、自主的な健康問題への

取り組みを可能にすることになる。

健康の問題を自らの問題として、主体的な予

防活動を展開するには、住民の自発的な学習活

動の盛り上がりがなければ、到底不可能である。

(保健婦雑誌･昭和60年５月号､医学書院発行より）
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健康づくりのあゆみ

衛生指導員ものがたり

健康な地域づくりに向けて
一八千穂村全村健康管理の50年･・

佐久総合病院健康管理部編

若月俊一

八千穂村

西来武治

八千穂村：佐久総合病院

若月俊一

若月俊一

八千穂村

松島松翠

若月俊一訳者）吉本晋一郎／佐久

総合病院

NHKプロジェクトX制作班／編

佐久穂町

松島松翠、横山孝子、飯嶋郁夫：

元佐久総合病院職員

佐久総合病院

1９６５

岩波書店1９７１

1９７８

｣○ICFPDocumenta『ｙ
SenesNo､８

1９８５

労働旬報社1９８６

労働旬報社1９９４

1９９５

勤草書房1９９５

2００３

汐文社ＮＨＫプロジエクトＸ
第３期1１（2004）

2０１１

2０１１

２０１１

村民配布

全村健康欝理の１０年がコンパクトに紹
介されている。

視察対応用簡易パンフレット

Ａ５：７２ｐ財団法人家族計画国際協力
財団の海外向けブックレット

Ｂ５：村民配布

｢若月塾ｌでの講座をまとめた著作

Ｂ５：村民配布

I村で病気とたたかう」の英訳

Ｂ５：テレビでは放映されなかった、松

島松翠のエピソードがおもしろい。

Ｂ５：町民配布用旧佐久町の保健衛生

年表も掲城されている。

Ｂ６：一般向け読み物

A４保健医疲関係者向け資料架全村
健康管理に係る課題も提起している。

萱者 ｑ
若月俊一一

出版年一｜

E雪墨店1953

内容

昭和20年代の南佐久地域の保健衛生状
態がわかる。



１
１
１

１
２
３

集団健康スクリーニングについては特に八千穂村に言及しているもののみ掲載している。

八千穂村健康管理の一般紹介論文は掲載していないが、注目すべき記述があるものは掲載している。
昭和３４年以前の論文は、佐久病院が行なった八千穂村全村健康管理につながる調査活動を掲載し
ている。

大規模多目的コホートに八千穂村も調査地域にはいっているが、これについては別途参照されたい。4）

唾
べ
ａ

八千穂村の全村健康管理の流れを

知るための研究論文リスト

年

1９５２

1９５５

1９５６

1９５７

1９５７

1９５８

1９５８

1９５９

1９５９

題名論文発表

出張診療の経験

長野県南佐久郡穂積村の赤痢集団発生

長野県南佐久郡穂積村の赤痢集団発生について

農繁期における農夫症と脚気との相関

｢わが農村と死亡・疾病・潜在疾病」についての
メモ(その1）

｢わが農村と死亡・疾病・潜在疾病」についての
メモ(その2）

農民の潜在疾病に関する調査研究
長野県南佐久郡における山間と平坦の2部落の統
計より

農協病院として健康管遅の理論と方式、佐久総合
病院の「健康手帳」と「人間ドック」の経験の中
間報告

八千穂村の健康管理の結果を通してみた健康と環
境因子との相関について

学会と執筆者

第１回日本農村医学会総会会員演説
記事

長野佐久病院／望月幸子、吉田文子

青木けさ子(看護婦）

第４回日本農村医学会総会演説要旨
長野佐久総合病院／牛山弘文・飯島
清一郎

牛山弘文.飯島清一郎

佐久総合病院

第６回日本農村医学会総会演説要旨
長野県佐久総合病院若月俊一・佐々
木真爾

若月俊一

若月俊一

若月俊一,船崎善三郎,飯島貞司，
佐々木真雨,坂本和夫.越川宏一，

松島松翠.寺島重信
厚生連佐久総合病院

全国厚生連代表病院長会議での講演

内容

第１回社会医学研究会総会主題報告

若月俊一

出典

日本農村医学会雑誌

Vol､１，No.1(1952）

pp,7-38

日本農村医学会雑誌
ＶｏＬ４･No.１(1955）

pp,6-27

日本農村医学会雑誌

Vol､４，No.2-3(1956）

pp,1９－２１

日本農村医学会雑誌

Vol､６．No.1(1957）

ｐｐ５－２２

日本農村医学会雑誌

ＶＯＬ６，No.2(1957）

pp､1-6

日本農村医学会雑誌

Vol,６，No.4(1958）

pp､1-8

日本股村医学会雑誌

VoL7，No.1(1958）

pp,1-24-2

日本農村医学会雑誌

VoL8，No.2-3(1959）

pp,346-353

公衆衛生

vol24.11ｐ603(1960）

内容注記

出張診療は,各町村の協同組合はもちろ

ん青年団,婦人会等あらゆる団体や医療

の組織と手をくんで行われます。田□

村分院.畑八村診療所.温和村岡田医院な

どへは伽毎月定期的に,出張診療をおこな

っています。

昭和30年７月.長野県南佐久郡穂積村に，

細菌性赤痢悪者約90名の集団発生をみ

た。全員隔離収容し､その疫学的及び臨

床的観察を行ったので報告する。

詳報：詳しい感染経路が判明した。

感染拡大から終息までの報告。

南相木村ではじまった「健康な村づく

り」事業での集団健診を実施した結果

の一部。

八千穂村全村健康管理をはじめる前の

調萱と郡部と市部の死亡統計の解釈。

南牧村野辺山と臼田町下荒で行った調

童報告。

健康手帳についての実施前の説明。

公衆衛生関係の雑誌に発表された第１報



画
剖
些 年

1９６０

1９６０

1９６０

1９６０

1９６０

1９６０

1９６０

1９６０

1９６０

題名論文発表

八千穂村における保健衛生費の実態

農村における糖尿病の疫学的調萱(予報）

健康手帳による健康管理(第２報）

所得階層別,地域別にみた農民の医療費の実態(第
3報）

農民の早老について－とくに生理的年齢測定を中
心として

農村における小児慢性副鼻腔炎の実態(第１報）

農村の糖尿病の性格

腰まがりについて

健康手帳と健康台帳による健康管理(第２報）

学会と執筆者

第１７回長野県鯉村医学研究会総会、
飯島聖人・深海和夫・井出秀郷・田

原慶治・元木干寿・木内範人・川村
照雄・飯鳥富士雄

第１７回長野県農村医学研究会総会
長野県佐久総合病院呉真一・○
堀尾仁

第１７回長野県農村医学研究会総会

若月俊一・寺島重信・松島松翠・古
瀬和寛・堀尾仁・磯村孝二・宮城親

広・井出秀郷・清水博子

第９回日本農村医学会総会演説要旨

長野県佐久総合病院
○深海和夫･飯島冨士雄･元木千尋．
田原慶治

第９回日本農村医学会総会演説要旨

長野県佐久総合病院
○松島松翠・古瀬和寛・磯村孝二・
宇野允之・伊藤惣介・富田満夫・市

川英彦・石川芳久・宮川公文

第９回日本農村医学会総会演説要旨

長野県佐久総合病院○田中美郷

第９回日本農村医学会総会演説要旨

長野県佐久総合病院呉真－－．○
堀尾仁

第９回日本農村医学会総会演説要旨

長野県佐久総合病院天海隆一郎．
坂本和夫

第９回日本農村医学会総会演説要旨
長野県佐久総合病院

○若月俊一・寺島重信・松島松翠・
古瀬和寛・堀尾仁・古瀬真砂子・弁
出秀郷・清水博子・内田直人

出典

日本鯉村医学会雑誌ＶｏＬ９，

No.2(1960)pp,1６９

日本農村医学会薙誌Ｖｏ1．９．

No.2(1960)pｐｌ７２

日本農村医学会雑誌Vol９，

No.２<1960)pp､1７５

日本農村医学会薙誌Vol､９．

Ｎｏ．Supplement(１９６０）
ｐｐ､５

日本膿村医学会雑誌ＶｏＬ９’

No.ＳｕｐｐＩｅｍｅｎｔ(１９６０）
pp､６

日本農村医学会薙誌ＶｏＩ９，

ＮｏＳｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９６０）
pｐｌ３

日本耀村医学会雑誌ＶＯＬ９，

No.Supplement(１９６０）
pp､1４

日本農村医学会雑誌ＶＯＬ９．

Ｎｏ．Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９６０）
pｐｌ６

日本農村医学会雑誌Vol､９．

No.Supplement(１９６０）
pｐ２１

内容注記

昭和34年の南佐久郡八千穂村,佐[ｌ・上

畑2部落における農民の保健衛生費の実

態調査の結果を報告する。

八千穂村の20才以上の住民に対して穂

尿病検董を実施した。

健康手帖を主体とした南佐久郡八千穂

村全村の集団健診の成劉を報告する。

八千種村上畑と野沢の医療費の比較。

八千穂村山間地と野沢町の比較。

八千穂村の小中学生を対象として‘副鼻

腔炎を地域別及び経済階個別に調べて

みた。

八千穂村の20歳以上の住民を対象に第

１次試験として,テステープ法による尿

糖検査,第２次試験として,飽食試験によ

る血糖検査を行い.糖尿病の集団検診を

実施した。

現在健康手帳作成のために実施しつつ

ある南佐久郡八千穂村の出張検診の機

会を利用して,さらに広い範囲に亘って

追求。

八千穂村全部落における環境と疾病に

ついての連関を総合的に考察するため，

いくつかの環境因子をとりあげ.これに

因子分析を加えた結果を報告する。
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年

1９６０

1９６１

1９６１

1９６１

1９６１

1９６１

1９６１

1９６１

1９６１

題名論文発表

部落悉皆調査をかえりみて

所得階層別・地域別にみた農家の医療費の実態一
第３報・南佐久郡の山間・平坦・各2部落につい
て

農村における小児慢性副鼻腔炎の実態(第１報）

農村の糖尿病の性格

農村における動脈硬化性心疾患に関する一考察

一球結膜血管のShdgedBloodを1指標として一

健康手帳による健康言逗

追加、健康手帳と健康台帳による健康管理

小児慢性副墨空腔炎の疫学的研究

南佐久郡における国民健康保険の実態

学会と執筆者

座談会

長野・佐久総合

深海和夫・飯島富士雄・ほか

長野・佐久総合田中美郷

長野・佐久総合呉真一・○堀尾
仁

長野・佐久総合○呉真一・吉野

龍 二

長野・佐久総合

○若月俊一･松島松翠･寺島重信･古

瀬和寛･井出秀郷･清水博子･ほか

長野・佐久総合寺島重信

田中美郷

第１０回日本農村医学総会演説要旨

長野県佐久総合病院事務局
飯島聖人・飯島冨士雄・田原慶治．

元木千尋・深海和夫

出典

日本農村医学会雑誌Ｖｏｌ９、

No.2(1960)pp､164-168

日本農村医学会雑誌,ＶｏＬ９

(1961）No.３

pp226-258

日本農村医学会雑誌,ＶｏＬ９

(1961）No.３

pp226-258

日本農村医学会雑誌,ＶＯＬ９

(1961）No.３

pp,226-258

日本農村医学会雑誌.ＶｏＬ９

(１９６１）No.３

pp､226-258

日本農村医学会雑誌,Ｖｏｌ､９

(１９６１）No.３

pp226-258

日本腰村医学会雑誌,Ｖｏｌ､９

(１９６１）Ｎｏ．３ｐｐ､２２６‐
２５８

日耳鼻６４pl532

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ･１０，

ＮｏＳｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９６１）
pp,７

内容洋記

昭和30年.31年に農林省の委託調査と

して悉皆調査が行なわれたわけですが．
それをかえりみて,どんな経験をされた

力､,どんな点で苦労されたか。

調査部落長野県南佐久郡野沢町・平坦２

部落､長野県南佐久郡八千穂村・山間部

2部落。調査戸数300戸‘人員1751名を

対象として調萱した。

八千穂村の小学1年生より中学3年生ま

での1238名を検査材料として1956年

平林が行った方法(日耳鼻59巻755)に

もとついて診断をつけた。

八千穂村の20才以上の住民2014人に

対し糖尿病検診を行った。

八千穂村および野沢町高柳部落の40才
以上の農村住民108例について冠動脈

硬化を中心として調萱を行った。

八千穂村全村の，「健康手帳による」鰹

棄言理の.第1年度の結果を報告する。

健康手帳を用いての集団健診第1年度の

擬況は職域集団検診-南北佐久農協役職

員1.039名。地域集団健診-八千穂村全

部落2880名(小中学生を除く１５才以
上)。

八千穂村の小学1年生より中学3年生ま

での1238名を検査材料として1956年

平林が行った方法(目耳鼻59巻755)に
もとついて診断をつけた。

八千穂村および野沢町の医諏費とを比

較検討した結果を報告する。



唾
ぺ
つ 年

1９６１

1９６１

1９６１

1９６２

1９６２

1９６２

1９６２

題名論文発表

冷えに関する研究

健康手帳による健康管理

農村における動脈硬化性心疾患に関する-考察一

球結膜血管のShdgedBloodを1指標として－

続「冷え」の研究一冬期におけるストーブ生活が
農民の健康に及ぼす影響についての実験一(第１
報）

南佐久郡における国民健康保険の実態

健康手帳による健康管理(第２報）

南佐久郡の国保より見た医療費の実態

学会と執筆者

第１０回日本農村医学総会演説要旨
長野県佐久総合病院
若月俊一‐・呉真一・松島松翠・吉野

龍二

第１０回日本農村医学総会演説要旨

長野県佐久総合病院
若月俊一･松島松翠･寺島'1信・古瀬

和寛･磯村孝二･清水博子･西村孝子・
田中見之留･横山真喜入･井出秀郷．
渡辺丈･佐久間暁･大竹誼長

第９回総会会員演説抄録ならびに

追加討論長野・佐久総合○呉真
一・吉野龍二

会員演説抄録ならびに追加討論

若月俊一.三井善之助‘呉真一,松島

松翠‘吉野龍二,寺島重信古瀬和
寛,磯村孝二

会員演説抄録ならびに追加討論
長野・佐久総合

飯島冨士雄・深海和夫ほか

会員演説抄録ならびに追加討論

長野・佐久総合

若月俊一・松島松翠・寺島重信・古

瀬和寛・磯村孝二・清水博子・西村
孝子・田中見之留・横山真喜入・井
出秀郷・渡辺丈・佐久間暁

第１８回長野県農村医学研究会総会
佐久総合病院

飯島聖人・田原慶治・飯島闘士雄・
深海和夫・元木千尋・井出秀郷・川

村照男

出典

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ・１０，

Ｎｏ．Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９６１）
pp,2２

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ､１０，

Ｎｏ．Supplement(１９６１）
pp,4８

日本農村医学会雑誌，

ＶｏＬ９（1961）No.３

ｐｐ,226-258

日本農村医学会雑誌．

Vol･１０（1962)No.２
pp､65-76

日本農村医学会雑誌，

Vol・１０（1962)No.３

pp202-247

日本農村医学会雑誌

ＶＯＬ１０（196Z)No.３

pp､202-247

日本農村医学会雑誌，

Vol・１０（1962)No.２

pp,130-137

内容洋記

八千穂村の農家にストーブを入れ,対照

群との間に起る変化を追及すると同時

に若干の基礎実験を行なってみた。

八千穂村における全住民の「健康手帳」

による健康管理も第２黛痩を終了した。

1960年夏長野県南佐久郡八千穂村およ

び野沢町高柳部落の40才以上の農村住
民108例について冠動脈硬化を中心と
して調査を行なった。

地元の南佐久郡･八千穂村･佐口部落を．
そのフィールドに選んだ。

昭和31年度から34年度までの長野県南

佐久郡における｡国保と医療費の実態に

ついて,国保関係の資料と戸別訪問に
よって調査した。山間部(八千穂村佐

□)比較的平坦部(野沢町跡部)の総医療

賀を月別に比較。

八千穂村における全住民の健康管理も，
ここに第2年度を終了した。

山間部(八千穂村佐□)平坦部(野沢町跡
部)の月別総医療費をみると.農繁期には

平坦部が多く,農閑期には山間部が多く

なっており,地域差が認められた。



瞳
『
『

年

1９６２

1９６２

1９６２

1９６２

1９６２

1９６２

1９６２

1９６２

題名論文発表

結核検診用35mmフィルムを利用した肺外疾患に
関する検討(第１報とくに心胸比について）

農夫症症候群と環境要因

農村における潜在疾病の実態

冷えに関する研究

専業農家・兼業農家・非農家別にみた農夫症々候
群の発生率推移

映画(午前１１時55分)八千穂村における農民体操

実験暖房農家と農民の健康に関する研究
(第２報）

健康手帳による健康管理(第３報）

学会と執筆者

第１８回長野県農村医学研究会総会
佐久総合病院

高倉廉・竹内文三・中野竹二・荻原
新吉

第１８回長野県農村医学研究会総会
佐久総合病院

若月俊一・松島松翠

第１８回長野県農村医学研究会総会
佐久総合病院清水博子・西村孝子

第１８回長野県農村医学研究会総会

佐久総合病院

若月俊一・呉真一・松島松翠・吉野
篭二

第１１回日本農村医学会総会演説要
旨抄録長野県佐久総合病院

若月俊一・松島松翠・○寺島重信・
三木寛・渡辺丈・元木博子・西村孝
子・井出秀郷・横山真善人

第１１回日本農村医学会総会演説要

旨、長野県佐久総合病院
天海隆一郎･船崎善三郎･内田直人．
永田泉・井出孝

第１１回日本農村医学会総会演説要

旨長野県佐久総合病院

若月俊一・三井善之助・○呉真一・
松島松翠・寺島重信・上条邦久・三

木寛･渡辺丈･元木博子･西村孝子
井出秀郷・横真喜人

第１１回日本農村医学会総会演説要
旨長野県佐久総合病院

若月俊一・松島松翠・○寺島重信・

市川英彦・中村達雄・元木博子・西
村孝子・井出秀郷・渡辺丈・横山真
喜入

出典

日本農村医学会雑誌，

VｏＬ１０（1962)No.２

pp､130-137

日本農村医学会雑誌，

VｏＬ１０（1962)No.２

ppl30-137

日本農村医学会雑誌，

Vol,１０(1962)No.２

pp,130-137

日本農村医学会雑誌，

Ｖｏｌ,１０（1962)No.２

pp､130-137

日本農村医学会雑誌，

Vol,１１（1962）

No.SuppIementpp,9－３１

日本農村医学会雑誌，

ＶｏＬ１１（1962）

No.Supplementpp,9－３１

日本農村医学会雑誌，

ＶｏＬ１１（1962）

No.Supplementpp,9－３１

日本農村医学会雑誌，

Vol,１１（1962）

No.Supplementpp､9-31

内容毒記

結核住民検診の受診季は年々増加して

おり,そのフィルムは数年に亘り保存さ

れている。このフィルムを肺疾患以外

に利用出来ればと考えた。

八千穂村の全村民の昭和35年度の健康

管理における,｢農夫症｣の調査データー

について論じ.特にこれとその環境要因

との連関についての考察。

八千穂村において,健康手帳による部落

一斉検診を行ったが.それに基き.その後

戸別訪問により潜在疾病の実態を調べ

た。

農家にストーブを入れた群と.入れない
対照毒について.その変化を見た。被検

対象は南佐久郡八千毒村佐口部落。

八千穂村の全村民について,昭和36年度

と37年度との比較を述べている。

｢佐久病院式農民体操」を紹介し､本体
操の効果を調査研究するモデル地区
一一八千穂村大石部落において実況を

映画にて供覧する。

八千穂村佐口部落の30戸にとり,その農

業労働や農家生活と「冷え」との連関，

それが健康に及ぼす障害について調萱

する。

南佐久郡八千穂村における全住民の『健

康手帳」による健康言理は第3年度を終

了。



国
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1９６２

1９６３

1９６３

1９６３

1９６３

1９６３

1９６３

題名論文発表

農民体操の研究－特に農民の腰まがり,五十肩,こ
うで等の運動器疾患との関連性!L;おいて

健康手帳による健康管理(第４報)健康管理第4年
度の成績と,村落の医学生態学的分析を中心とし
て

実験暖房農家と農民の健康に関する研究
～第３報一

農民体操の研究(第２報）

八干穂村における環境と健康との相関関係につい
て

村落の医学生態学(medicalecology）
－八千穂村の環境要因分析一(第１報）

専業農家・兼業震家・非農家別にみた農夫症々候
群の推移について

学会と執筆者

第１１回日本農村医学会総会演説要
旨長野県佐久総合病院

○天海隆・郎・船崎善三郎・北沢
俊郎・町田拓也・村上浩・石橋武彦

第１２回日本農村医学会総会演説要

旨長野県佐久総合病院
若月俊一・松島松翠・○寺島重信・

市川英彦・田中迫夫・中村達雄・元
木博子・横山孝子・井出秀郷・横山
真喜人

第１２回日本農村医学会総会演説要
旨長野県佐久総合病院

若月俊一・三井善之助・呉真一・○
松島松翠・寺島重信・上条邦久・貢

木寛･渡辺丈･元木博子･西村孝子。
井出秀郷・横山真喜人

第１２回日本農村医学会総会演説要
旨長野県佐久総合病院

天海隆一郎･船崎善三郎･北沢俊郎・
町田拓也・石橋武彦・村上浩・寺島
重信ほか

第１２回日本農村医学会総会演説要
旨長野県佐久総合病院

松島松翠

会員演説抄録ならびに追加討論

長野県・佐久総合病院

若月俊一・松島松翠・寺島重信・中

村達雄・田中進夫・元木博子・西村
孝子・井出秀郷・横山直喜人

会員演説抄録ならびに追加討論

長野県・佐久総合病院

若月俊・・・松島松翠・寺島重信・三
木寛･渡辺丈･元木博子･西村孝子・
井出秀郷・横山真喜入

出典

日本農村医学会雑誌，

ＶｏＬ１１（1962）

No.Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔｐｐ､9－３１

日本農村医学会雑誌‘

Ｖｏｌ､１２（1963）

Ｎｏ．Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔｐｐ､７－
1０，１３

日本農村医学会雑誌，
Vol,１２（1963）

Ｎｏ．ＳｕｐｐＩｅｍｅｎｔｐｐ,７‐
1０，１３

日本農村医学会雑誌．

ＶｏＬ１２(1963）

Ｎｏ．ＳｕｐｐＩｅｍｅｎｔｐｐ‘７‐
１０､１３

日本農村医学会雑誌，

Vol､１２（1963）

Ｎｏ．Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔｐｐ,7‐
1０，１３

日本農村医学会雑誌‘

Vol,１１（1963）

No.２ｐｐｌｌｌ－１６０

日本農村医学会雑誌，

Vol､１１（1963）

No.２ｐｐ,１１１－１６０

内容洋言i:Ｉ

八千穂村大石部落を選び‘実施前に一般

的事項.農夫症的症候群.運動器全般等に

対する問診と計測を農民体操調査用紙

を作成して行なう。

健康管理の方法として.年に１回村ぐる

みの-一斉検診を行い,かつ同時に問診に

よって,生活環境調査を行なった。

八千穂村佐口部落の30戸にとり,その農

業労働や農家生活環境と「冷え」との

連関を調査すると共に.対象農家群を二

分して、暖房(いわゆる「北海道式」炊

さんを兼ねてのルンペン式ストー･力を
入れ実験暖房農家群(１５戸)と,それにた

いし対照群(１３戸)とに分け……。

八千穂村大石部落をモデル地区,これと

牛病因子をほほ同じくする八郡部落を

対照地区とした。

各部落の瀧々な生活環境を逐年的に調

査している。ここでは,それらの結果の

分析のなかから‘環境と健康との関係を

考察してみる。

八千穂村の環境要扇の分析のなかから，

環境と健康状態の総合的な把握の仕方

を示したい。

--人について.農夫症々 候群を調査し,農
家・非農家別に分類して,その症候群の

推移をみた。
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年

1９６３

1９６３

1９６３

1９６３

1９６３

1９６３

1９６３

題名論文発表

実験暖房農家と農民の健康に関する研究
(第２報）

健康手帳による健康管理(第４報）

農民体操の研究-特に農民の腰まがり,五十肩等の

運動器疾患との関連性において-(第１報）

農家における医薬品使用の実態

農家・非農家別にみた‘農夫症々候群の推移につ
いて

八千穂村における農民体操実施前運動器検診の結
果について

実験暖房農家と農民の健康に関する研究

学会と執筆者

会員演説抄録ならびに追加討論
長野県・佐久総合病院

若月俊一・三井善之助・呉真一・松
島松翠・寺島重信・吉野龍二・西勝
英･大島紀玖夫･渡部丈･元木博子．
西村孝子・井出秀郷・横山真喜人

会員演説抄録ならびに追加討論
長野県・佐久総合病院

若月俊一・松島松翠・寺島重信・市

川英彦・中村達雄・元木博子・西村
孝子・井出秀郷・渡辺丈・横山真喜
人

会員演説抄録ならびに追加討論
長野県・佐久総合病院

天海隆･部･船崎善三郎･北沢俊郎

町田拓也・村上浩・石橋武彦・寺島
重信ほか

第１９回長野県農村医学研究会総会
抄録佐久総合病院
河西朗・長坂勝・由井史子・朝問ま

き子・井出安弘

第１９回長野県農村医学研究会総会
抄録佐久総合病院

若月俊一・松島松翠・寺島詣信・三
木寛･西村孝子･渡辺丈･元木博子．
井出秀郷

第１９回長野県農村医学研究会総会
抄寒佐久総合病院
天海隆一郎・北沢俊郎・町田拓也．

村上浩・仁科文男

第１９回長野県農村医学研究会総会

抄録佐久総合病院
若月俊一・呉真一・松島松翠・吉野
龍二･寺島重信･市川英彦･西勝英・
大島紀久夫・渡辺丈・元木博子・西

村孝子・井出秀郷・横山真喜人

出典

日本農村医学会雑誌，

VｏＬ１１（1963）

No.２ｐｐ､1１１－１６０

日本農村医学会雑誌‘

VOL１１（1963）

No.２ｐｐ､1１１－１６０

日本農村医学会薙誌，

Ｖｏｌ､１１（1963）

Ｎｏ２ｐｐ､1１１－１６０

日本農村医学会雑誌‘

Vol､１１（1963）

No.１pp52-63

日本農村医学会雑誌，

Ｖｏｌ､１１（1963）

No.１ｐｐ,52-63

日本農村医学会誰誌‘

VｏＬ１１（1963）

Ｎｏ．１ｐｐ,52-63

日本農村医学会雑誌，

Vol,１１（1963）
Ｎｏ．１，ｐ､５２－６３

IU

内容注記

｢暖房」を入れることによって‘今まで

｢冷え」に曝露されてきた農民の健康状
態生活状態がいかに変るかという点を
追究する。

｢健康手帳」による健康管理の第３年度

諸成綴を中心に年次別変動、および村
の国保医療統計からみた若干の結果を

報告した。１）検診結果:循環器･消化器.
運動器疾患の順位で。

八千穂村大石部落をモデル地区.これと

生活肉子をほぼ同じくする八郡を対照
地区として.20才以上のものについて．

実施前後の検診を農民体操調査用紙を

作成して行なった。

佐久地区のLLI間部(八千穂村とその３５

世瀞187人)と平坦部(佐久市高柳40世
帯213人)の農家を対象として以下の結
栗を得た。

八千穂村の住民,30才から69才のもの

1.641名‘同一人について.農夫症々 候群
を調査し,農家・非農家別に分類して‘そ

の推移をみた。

八千穂村大石部落と.対霞として同村八

郡部落に対して運動毒の検診を行なっ

た。

八千穂村佐口部落において,ストーブ(北

海道式の貯炭式で,炊飯兼用)を入れた農

家１５戸と対照農家１２戸とについて‘昨
年度に引続き,暖房の効果を実験的に調

べた。



い
、
○ 年

1９６３

題名論文発表

健康手帳による健康管理
一第３年度報告一

1９６３

1９６３

1９６３

1９６４

1９６４

健康手帳による健康管理(第４報）

実験暖房農家と農民の健康に関する研究

(策3報）

農民体操の研究(第２報）

村落の医学生態学(medicalecology）
一八千穂村の環境要因分折より－－(第２報）

食生活の健康におよ'ます影響についての調査研究

会員演説要旨ならびに質疑応答長

野県佐久総合病院

若月俊一・松島松翠・寺島重信・市
川英彦・田中迫夫・中村達雄・元木
博子・横山孝子・井出秀郷・横山真
喜入

会員演説要旨ならびに質疑応答長

野県佐久総合病院
若月俊一･三井善之助･○松島松翠・
寺島重信.市川英彦・田村茂博・大
島紀玖夫・西勝英・元木博子・横山
孝子・宮下弘子・井出秀郷

会員演説要旨ならびに質疑応答長

野県佐久総合病院

天海隆・郎・船崎善三郎･北沢俊郎・
町田拓也・村上浩・石橋武彦・寺島
重信ほか

会員演説要旨ならびに質疑応答長

野県農村医学研究所
柴山知輝・○松島松翠・寺島重信・

磯村孝二・市川英彦・井出秀郷横
山孝子・田沢由紀子・白岩智意子．

横山真喜入・清水博昭

会員演説要旨ならびに質疑応答

長野県農村医学研究所
若月俊一・○松島松翠・寺島重信・
磯村孝二・市川英彦・井出秀郷・横
山孝子・田沢由紀子・白岩智意子・

横山真喜入・清水博昭
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日本農村医学会雑誌，
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No.１ｐｐ５２－６３

日本農村医学会雑誌，

Vol､１２(1964）

No.１ｐｐ,2-38

日本農村医学会雑誌，

Vol､１２（1964）

No.１ｐｐ,2-38

年１回の村ぐるみの一斉検診を行ない．

同時に問診によって生活環境の調査を

行なっている。今回は.第4年度の検診

成績を中心に報告した。

八千穂村佐口部薩の28戸にとり.その農

業労働や農家生活環境と「冷え」との
連関。

一応の締めくくりとして‘実施後1年目

の検査成績を対照部落八郡と比較した。

結果について,前回には時間の関係上割

愛した項目についても触れてみた。

第１年と第５年の環境と疾病との関係の

比較について。

八千穂村山間の3部落における食生活の

実態調査。３部落146世帯,742名につ
いて。

学会と執筆者

第１９[口]長野県農村医学研究会総会

抄録佐久総合病院

若月俊一・松島松翠・寺醜‘l信・市
川英彦・中村達雄・渡辺丈・元木博
子・西村孝子・井出秀郷・横山真喜

人

出典

日本農村医学会雑誌‘

VｏＬ１１（1963）

No.１ｐｐ,52-63

内容濯記

国保統計雌近1年間の村の入院患者の
手おくれ‘死亡例などについてあわせて

報告した。


