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1９６４

1９６４

1９６４

1９６４

1９６４

１９６４

1９６４

題名論文発表

専兼別にみた農家婦人の疲労の実態調査

農村における潜在性肝機能障害に関する調査研究
(第１報）

健康手帳による健康管理(第５報）

八千穂村における精神衛生管理について(第１報）

高血圧・心臓病に関する調査研究

－特に生活環境要因との関連について一(第|報）

農村における慢性気管支炎の調査研究

主婦農業と健康について

学会と執筆者

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・横山孝子・田沢由紀子。

井出秀郷・清水博昭・白岩智恵子

会員演説要旨ならびに質疑応答長
野県佐久総合病院
三井善之助･○磯村孝二･市川英彦．

鈴木範夫・大島紀玖夫・石橋武彦

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

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
野県佐久総合病院
神岡芳雄・○国友貞夫・中沢正夫。

高橋紀夫(ＭＳＷ）

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・若月俊一・三井善之助・
松島松翠・寺島重信・○磯村孝二・
市川英彦・大島紀玖夫・石橋武彦．
井出秀郷・他

会員演説要旨ならびに質疑応答国

立療養所東京病院
砂原茂一・小野勝
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・○磯村孝二・市川英彦・
石橋武彦・大島紀玖夫・他

若 月 俊 一

長野県厚牛運併久総合病院

出典

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.１ｐｐ２－３８

日本農村医学会雑誌，

ＶｏＬ１２（1964）

No.１ｐｐ２－３８

日本農村医学会雑誌．

ＶｏＬ１２（1964）

No.１ｐｐ２－３８

日本農村医学会雑誌，

ＶｏＬ１２(1964）

No.１ｐｐ２－３８

日本農村医学会雑誌，

Vo1．１２（1964）

No.１ｐｐ２－３８

日本農村医学会雑誌

VoL12・ＮＱ１(1964）

PP､52-61

内容注記

慢性疲労症状としては，「農夫症」的症

状をえらんだ。対象は,八千穂村の30才

～５９才の股家婦人をえらんだ。

南佐久郡八千稲村の数部落の全員を対

象として.この部落住民の中から.疲労症

状を中心とした問診テストを行う。

南佐久郡八千穂村最おける健康管理は

第5年度を終了した。

八千穂村との健康管理活動第５年目をむ

かえ,精神医学的側面からこれに参加し
た。

高血圧,心臓病を中心とする成人病の農

村における実態を過去５ケ年間全村健

康管理を行って来た。南佐久郡八千穂

村を中心に調査した。

八千穂村において40才以上の全住民を

対象としていつせい調査を行なった。

調査内容は医師によるインタビュー調

童と.レスピロメーターによる肺機能検

萱を行なった。

農村婦人の状況について八千穂村の

データをつかって紹介している。
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吹
に 年

1９６４

1９６４

1９６４

１９６４

1９６４

1９６４

1９６４

題名論文発表

村落の医学生態学(medicaIecology）
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

専兼別にみた農家婦人の疲労の実態調査

農村における潜在性肝機能障害に関する調査研究
(第１報）

健康手帳による健康管理(第５報）

八千穂村における精神衛生管理について(第１報）

高血圧・心臓病に関する調査研究
－特に生活環境要因との関連について一(第|報）

学会と執筆者

第１３回日本股村医学会総会演説要

旨長野県磯村医学研究所
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

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

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・横山孝子・田沢由紀子．
井出秀郷・清水博昭・白岩智恵子

長野県佐久総合病院

三井善之助･○磯村孝二･市川英彦．

鈴木範夫・大島紀玖夫・石橋武彦

長野県佐久総合病院

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

長野県佐久総合病院
神岡芳雄・○国友貞夫・中沢正夫．

高橋紀夫(ＭＳＷ）

長野県農村医学研究所

柴山知輝・若月俊一・三井善之助・

松島松翠・寺島重信・○磯村孝二・
市川英彦・大島紀玖夫・石橋武彦．

井出秀郷・他

出典

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ､１３，

Ｎｏ．SuppIement(１９６４）
pp､8-34

日本農村医学会雑誌

Ｖ０１．１３.

Ｎｏ．Ｓｕｐｐ１ｅｍｅｎｔ(１９６４）
pp8-34

日本農村医学会篭誌
ＶＯＬ１３，

Ｎｏ．Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９６４）
ｐｐ,8-34

日本農村医学会雑誌

Vol,13,

Ｎｏ．Supplement(１９６４）
pp､8-34

日本農村医学会雑誌

VOL１３，

Ｎｏ．Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９６４）
pp8-34

日本農村医学会雑誌

V01.13．

Ｎｏ．Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９６４）
PP､8-34

日本農村医学会雑誌

Vo１．１３‘

Ｎｏ．ＳｕｐｐＩｅｍｅｎｔ(１９６４）
pp8-34

内容注記

家族環境因子と部落健康因子を分折し．

前者においては､世帯因子と農業因子億

業因子),後者においては死亡因子と有病

因子に分類した。

a)長野県全域にわたる２２病院の入院患

者(胃癌290例,胃演癌150例.高血圧６４

例)について。

b)八千穂村全村健康管理のＩＩＪより,高血

圧者411例について。

慢性疲労症状としては，「農夫症」的症

状をえらんだ。対象は.八千穂村の30才
～５９才の農家婦人をえらび,なお

Cont｢Clとしては同村の同年令の非農
家婦人をとり合計約300名をえらんだ。

八千穂村の数部落の全員を対象として，

この部落住民の中から,疲労症状を中心

とした問診テストを行う。

今回は,これら5年間の結果をまとめ.さ

らに若干の問題について報告する。

精神障害期精神病院についての地域住民

の知識や考え方が.治療や予後に大きな

影響を与えているので2つの部落を選

ぴ‘簡阜なアンケート調査をした。

スクリーニングした者に対し,心電図等

の満密検査を行い検討した。



年 題名論文発表

1９６４ 農村における慢性気管支炎の調査研究

1９６４ 農村地域の保健医療活動

1９６５ 農村における医療保健活動の実相

1９６５ 集団で取り扱った'慢'性気管支炎の調査および治療

1９６５ 健康手帳による健康管理(第４報）
一健康管理第4年度の成績一

1９６５
農家婦人の疲労調査
－特に兼業化との関係について一

1９６５ 実験暖房農家と農民の健康に関する研究

1９６５ 農村における慢性気管支炎の調査研究(第１報）

鴬

学会と執筆者

国立療養所東京病院
砂原茂一・小野勝

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･○磯村孝二･市川英彦･石橋
武彦･大島紀玖夫･他

若月俊一：第５回社会医学研究会総

会幸頴報告

若月俊一：第６回社会医学研究会総
会羊顕報告

国療東京病院芳賀敏彦・他

第20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・寺島重信・磯

村孝二・市川英彦・横111孝子・井出
秀郷・横山真喜人ほか

第20回長野県農村医学研究会総会

佐久総合病院
若月俊一・○市川英彦・松島松翠・
寺島重信・磯村孝二・石橋武彦・大
島紀玖夫・立道清・山下清章・山下
薫・横山孝子・田沢由紀子・井出秀
郷・清水博昭・白岩智恵子

第20回長野県農村医学研究会総会
佐久総合病院

若月俊一･三井善之助･○松島松翠・
寺島重信・磯村孝二・市川英彦・大
島紀玖夫・石橋武彦・横山孝子・機

山真喜人・井出秀郷

第20回長野県農村医学研究会総会

国立療斐所東京病院・砂原茂一・小
野勝ほか

佐久総合病院・若月俊一・三井善之
助・松島松翠・寺島重信・○磯村
孝二・市川英彦・石橋武彦・大島紀
玖夫ほか

出典

日本農村医学会雑誌

VoL13，

Ｎｏ．Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９６４）
ｐｐ８－３４

公衆衛生

Vol28,11ｐ622(1964）

公衆衛生

Vol29,11ｐ644(1965）

日本胸部疾患学会雑誌

Vol､３､No.1-3(1965）

ｐｐ,259-263

日本農村医学会雑誌

Vol､１２（1965）

ＮＱ３－４ＰＰ､163-174

日本農村医学会雑誌，

Vol､１２（1965）

No.３－４ｐｐ,163-174

日本農村医学会雑誌，
Vol､１２（1965）

Ｎｏ．３－４ｐｐ,１６３－１７４

日本農村医学会雑誌

VｏＬ１２（1965）

ＮＱ３－４ｐｐ､163-174

内容洋記

調査内容は医師によるインタビュー調

査と‘レスピロメーターによる肺機能検

萱を行なった。

概要紹介

概要報告

八千穂村住民中40歳以上の男女１０９５

名にインタビュー,し線直・間接｡肝機

能検査を行なった。

南佐久郡八千穂村の鯉康手帳と健康台

帳による健康管理について。

農繁期の『おっ母さん」達の疲労調査

を行なった。疲労の自覚症状を5群に分

け.急性疲労症状１０項目ずつを3群に,慢

性疲労症状として農夫症的症候8つを，

さらに１０項目の老人化的症状をえらん
一睡

ﾉこｃ

ストーブを入れた農家１５戸と対照農家

１２戸とについて.ストーブ暖房の効果を

実験的に調べた。

本年７月南佐久郡八千穂村において４０

歳以上の全倖民を対象として慢性気言

支炎の実態調査を行なった。

、
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1９６５

1９６５

1９６５

1９６５

1９６５

1９６５

1９６５

題名論文発表

農民体操の研究(第３報）

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

農家における医薬品使用の実態調査

食生活の健康におよ'ます影響についての調査研究

長野県南佐久郡乳児検診の調査報告

農村における潜在性肝機能障害に関する調査研究

健康手帳による健康管理(第５報）

学会と執筆者

第20回長野県農村医学研究会総会
佐久総合病院

天海隆一郎･船崎善三郎･北沢俊郎・
寺島重信・石橋武彦・立道清・内田
直人

会員演説要旨ならびに追加討論

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
山真喜人・清水博昭

会員演説要旨ならびに追加討論

河西朗・市川睡子・柳沢利枝・井出
安弘・朝田まき子・阿部展子

会員演説要旨ならびに追加討論
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
山真喜人・清水博昭

会買演説要旨ならびに追加討論

長野県佐久総合病院

神辺譲・小栗政夫・井出淑子・日向
百合子

会員演説要旨ならびに追加討論

長野県佐久総合病院礎村孝

会員演説要旨ならびに追加討論
若月俊一・松島松翠・寺尾重信

出典

日本農村医学会雑誌，

Vol､１２（1965）

Ｎｏ．３－４ｐｐ､163-174

日本農村医学会雑誌，

Vol､１３（1965）

Ｎｏ．１ｐｐ､６５－１２５

日本農村医学会雑誌‘

ＶｏＬ１３（1965）

No.１ｐｐ６５－１２５

日本農村医学会雑誌，

VｏＬ１３（1965）

ＮＱ１ｐｐ､65-125

日本農村医学会雑誌，

Vol,１３（1965）

No.１ｐｐ６５－１２５

日本農村医学会雑誌，

ＶｏＬ１３(1965）

No.１ｐｐ､65-125

日本農村医学会雑誌，

Vol､１３（1965）

No.１ｐｐ､65-125

内容注記

世間的に有名になった割に,この体操は．

まだ私どもの念願とする程,全国的に晋

及もしていず､根も下していない。

家族環境因子と部落健康因子を分析し、

前者においては,世帯因子と鰻業因子(職
業因子).後者においては死亡因子と有病

因子に分類した。

調査場所・長野県南佐久郡八千穂村、

清水町穴原の両部落である。

2）３９年度に於けるこの両部落一戸当

リの医薬品使用の調童。

八千穂村山問の3部落における食牛落の

実態調査3部落146世帯,742名につい

て‘食生活の実態を調べた。

調査期間は.39年１月より９月までで

あった。調査方法は,主として検診会場

でのきき取りによった。調査町村は川

上村,南相木村,八千穂村,臼田町の4カ町

村であった。

八千穂村9部落の農村婦人242名で.そ

の中の特に“つかれ”ている急性疲労

症状の強い者(１０点以上)を54名を選ん

で肝機能検査を行った。

南佐久郡八千穂村における健版手帳と

健康台帳による健康管理の第5年度(昭
38)の諸結果について報告した。



年

1９６５

1９６５

1９６５

1９６５

1９６５

1９６５

常

題名論文発表 学会と執筆者

八千穂村における精神衛生管理について(第１報）

高血圧・心臓病に関する調査研究
－特に生活環境要因との関連について－

農村における慢性気管支炎の調査研究

主婦農業と健康障害

第３席専兼別にみた農家婦人の疲労の実態調査

第３席農家生活を反映する健康示標としての農
夫症の実態

専兼別にみた農家婦人の疲労の実態調査(第２報）

会員演説要旨ならびに追加討論

長野県佐久総合病院

神岡芳雄・国友貞夫・中沢正夫・高
橋紀夫

会員演説要旨ならびに追加討論

長野県農村医学研究所／柴山知輝・
若月俊一・三井善之助・松島松翠・
寺島重信・○磯村孝二・市川英彦．
石橋武彦・大島紀玖夫ほか

会員演説要旨ならびに追加討論

国立療養所東京病院／砂原茂一・小
野勝ほか／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・礎村孝二・石橋武彦・大島
紀玖夫ほか

長野県佐久総合病院

若月俊・‐・松島松翠・寺島軍信・市
川英彦・横山孝子・田沢由紀子・井
出秀郷・白岩智意子・清水博昭

第１４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･船崎善三郎･松島松翠．
寺島重信・磯村孝二

第１４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・○市川英彦・松島松翠・
寺島重信・横山孝子・白岩智意子．

松川弥生・井出秀郷・清水博昭

出典出典

日本農村医学会雑誌，

Vol､１３（1965）

No.１ｐｐ､65-125

日本農村医学会誰誌，
VｏＬ１３（1965）

ＮＱ１ｐｐ､65-125

日本農村医学会雑誌，

Vol､１３（1965）

ＮＱ１ｐｐ､65-125

日本農村医学会雑誌，

Vol､１３（1965）

No.１ｐｐ,65-125

日本農村医学会謹誌

ＶＯＬ１４‘

Ｎｏ．Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９６５）
ｐｐ,9-12.15

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ‘１４，

Ｎｏ．SLIpplement(１９６５）
pp,9-12,15

内容洋票

八千穂村の精神分裂病の有病率は私達

の不完全な実態把握でも人口千対4.1人
を示し‘厚生省の38年精神衛生実態調査

の人口千対2.3人をはるかに上廻り,地

域別にみると山間に近く水田耕作面積

の多い昔から比較的裕福な地域で人口

千対6.3の高率。貧富の差があり,低所

得の多い地域で人口千対1.9人を示した

遺伝.性格‘既往症,住居(特に冷えと関連

して)の様式‘入浴習慣.食事内容および
屋.塩からいものや甘いものに対する好

み.酒煙草等の噌好.気がね気苦労等の多

少,仕事の'忙しさ等の生活環境要因を２０

年前.１０年前.3年前と環在の4段階に分

けて調査。

昨年７月より本年３月に至る8カ月間,長

野県南佐久郡八千穂村において｡40才以

上の全住民,2.060名(男956名,女1.104

名)を対象として行なった。

南佐久郡八千穂村の３０～５９才までの

農家婦人をえらび,なおControlとして

同年令の非農家婦人をとり.合計242名

をえらんだ。

八千穂村全村管理5年間の調査の中か

ら．

1）上述の統計学的解明(Symptom‐
complexとしての独立性.factor‐
malysisによる共通及び独立因子のの再
検討。

疲労の自覚症状を5群にわけ,急性疲労

症状としては,産業疲労委員会の疲労調

査規準を用い､慢性疲労症状としては，

｢農夫症l的症状をえらんだ。

、
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頴名論文発表

健康手帳による健康管理(第６報）

第２１回長野県農村医学研究会総会
○神辺譲・小栗政夫・井出淑子・
日向百合子

年

1９６５

1９６５

1９６５

1９６６

1９６６

1９６６

耕うん機による疲労及び災害の実態調査(第１報）

農村における高血圧性心疾患について

南佐久郡の乳児検診における調査報告

主婦農業の健康白書
主婦農業の疲労調査

農家における医薬品使用の実態調董(第２報）

第１４回日本農村医学会総会演説要
旨長野県農村医学研究所
船崎善三郎・○佐々木真爾・松島
松翠・石橋武彦・井出秀郷・横山孝
子・白岩智意子・松川弥生

第１４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・松島松翠・
寺島重信・○磯村孝二・鈴木範夫・
大島紀玖夫・石橋武彦・井出秀郷．
他

第２１回長野県農村医学研究会総会

佐久総合病院小児科
○神辺霊・小栗政夫・井出淑子．
日向百合子

＜第６回農民の健康会議・研究発表＞

昭和39年９月１６日・東京全共連ビ
ル若月俊一,松尾忠良,立身政一，
御園生秀雄,内田昭夫,松島松翠，
神 辺 譲

第２１回長野県農村医学研究会総会

佐久総合病院薬局

○河西朗・市川瞳子・柳沢利枝・
井出安弘・朝田マキ子・阿部展子・
太内常雄・中沢稔

1９６６
南佐久郡の乳児検診における調査報告
佐久総合病院小児科

学会と執筆者

第１４回日本麗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・磯
村孝二・市川英彦・井出秀郷・横山
孝子・白岩智意子・松川弥生・横山
真善人・清水博昭

出典

日本農村医学会雑誌
Ｖｏｌ,1４，

ＮｏＳｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９６５）
ｐｐ､9-12‘1５

日本農村医学会雑誌
ＶｏＬ１４‘

Ｎｏ．Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９６５）
pＰ9-12,15

日本農村医学会雑誌
VoL14，

ＮｏＳｕｐｐ{eｍｅｎｔ(１９６５）
pp､9-12,15

日本農村医学会誰誌

Ｖo1.13,

No.2(1966)pp､196-211

日本農村医学会雑誌
ＶｏＬ１３

No.2(1966)ppl54-195

日本農村医学会雑誌
ＶｏＬ１３，

No.2(1966)pp,196-211

日本膿村医学会雑誌

ＶｏＬ１３‘

No.2(1966)pp､196-211

内容注記

われわれは変貌する村の生活環境と疾

病との関係を明確につかむことが必要
であり.健康管理の結果得られた諸成篭

を医学生態学的に分析して,これを村民

に知らせる必要がある。

八千穂村において,直接耕うん機を運転

作業する農民250名を選んだ。急性疲

労症状については,アンケート,インタ

ビュー調査を行う。

八千穂村において,この高血圧性心疾患

の実態を40才以上の住民を対象として

究明したので,その一端を報告する。

調査対象は南相木村.八千穂村,臼田町の

3町村で,農業を主とし,家事と育児はお

ばあさんにしてもらう母親の群は｡専業

農家の60％にも達し.48％の乳児が発言

｢小」に属していた。

八千穂村ほか4か所の同一調査の結果報

告。

最近流行しているアンプル剤(内服溶
剤)の農家への普及等について調査した

結果を以下報告する。

今回は主として,母親の農作業の程度と，

乳児の発育との間に関係があるかどう

かを調査した。調宣対象は長野県南佐

久郡の南相木村,八千穂村,臼田町の3町

村。
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年

1９６６

1９６６

1９６６

1９６６

1９６６

1９６６

1９６６

外来よりみた八千穂村精神障害者の状況とそれに
対する地域の態度

農村における脳卒中実態調査(第１報）
－八千穂村健康検診との関連について－

農家婦人の疲労鯛査

題名論文発表

農村における食生活の健康に及ほす影響

高血圧患者の生活環境要因調査(第１報）

専兼別にみた農家婦人の疲労の実態調査

健康手帳による全村健康管理(第５報）

第２１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・寺島重信・磯
村孝二・○市川英彦・横山孝子・田
沢由紀子・井出秀郷・白岩智意子。
清水博昭

第２１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・○寺島亜信・
磯村孝二・市川英彦・横山孝子・田
沢由紀子・井出秀郷・白岩智意子．
清水博昭

第２１回長野県農村医学研究会総会
佐久総合病院神経科

神岡芳雄・○国友貞夫・中沢正夫．
高橋紀夫

第２２回長野県農村医学研究会総会
佐久総合病院

三井善之助･松島松翠･○磯村孝二．
鈴木範夫・大島紀玖夫

第２２回長野県農村医学研究会総会
佐久総合病院

市川英彦・○横山孝子・井出秀郷．
白岩智意子・清水博昭・松川弥生

学会と執筆者

第２１回長野県農村医学研究会総会
佐久総合病院健康管瑳部

○松島松翠・寺島重信・磯村孝二・
市川英彦・横山孝子・田沢由紀子．
井出秀郷・白岩智意子・清水博昭

第２１回長野県農村医学研究会総会
佐久総合病院
三井善之助･松島松翠･○磯村孝二・
寺島重信・市川英彦・横山孝子・田
沢由紀子・井出秀郷・白岩智意子．
清水博昭

出典

日本農村医学会雑誌
Vol,1３，

No.2(1966)pp､196-211

日本農村医学会雑誌

Vol,１３，

ＮＯ２(1966)pp,196-211

日本農村医学会篭誌

ＶｏＬ１３，

No.2(1966)pp､196-211

日本農村医学会雑誌

ＶｏＬ１３‘

No.2(1966)ppl96-211

日本農村医学会誰誌

Vol､1３，

No.2(1966)pp,196-211

日本農村医学会雑誌

Vol,1３，

Ｎｏ．３－４(１９６６)ｐｐ､２６０‐
2７６

日本農村医学会雑誌

Vol､1３，

Ｎｏ．３－４(１９６６)ｐｐ､２６０‐
２７６

内容洋記

3部落計146世帯,742人について含牛活

の実態を調べた減その結果,献立を作る

ときには,あまり栄養の配慮がされてな

く,あまり手間のかからないものとか‘な

るべく安いものという考えが多かった。

八千穂村の40才以上の住民で.過去５カ

年間の検診で3年以上高巾序症と判定さ

れた者の中から４１１名を選び調査。

昨年の稲刈時に続き,田植時の調萱を行

なった。

医療灘について南佐久郡,長野県全体と

年次的推移を比較すると,郡,県筈段階に
おける増加に反し､八千穂村では.著明に

減少してきている。

佐久総合病院と,八千穂村との健康管理

活動において,精神衛生言運は不十分な

ものであった。

私達は.神経科が設置された昭和32年４

月以降の八千穂村からの患者を検討し

た。

八千穂村における脳卒中の昭和38年度
死亡者は22名.39年度は25名であり非

常に死亡率は高い。

八千穂村の30才～５９才の農家婦人の

同一人について昭和38年１０月から同

40年６月にわたり,稲刈り,田植.養蚕な

ど挫繁期4回と農閑期１回のインタ

ビュー調査をした。



第１５回日本農村医学会総会演説要

旨長野県佐久総合病院
三井善之助・松島松翠・寺島重信・
○磯村孝二・鈴木範夫・乾達・大
島紀玖夫・石橋武彦・安江満悟・横
山成樹・他

い
“
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題名論文発表年

健康示標としての農夫症の検討健康示標としての農夫症の検討

｢犀~「題名論文発表一一

第１５回日本農村医学会総会演説要
旨長野県佐久総合病院
三井善之助・松島松翠・寺島重信・
○磯村孝二・鈴木範夫・乾達・大
島紀玖夫・石橋武彦・安江満悟・横
山成樹・他

1９６６

1９６６

1９６６

1９６６

1９６６

健康手帳による健康管理(第６報）

長野県南佐久郡における耕うん機による疲労と災
害の調査報告

農民体操の研究

農村老人の生態調査

第２２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・○寺島重信・
磯村孝二・市川英彦・井出秀郷・横
山孝子・松川弥生・白岩智恵子・清
水博昭・横山真喜人

第２２回長野県麗村医学研究会総会
佐久総合病院
船崎善三郎・○佐々木真爾・石橋
武彦・井出秀郷・横山孝子・白岩智
意子・松川弥生

天海隆一郎1),船崎善三郎1),松島
松翠1),寺島重信1).磯村孝二1)，
市川英彦1),石橋武彦1).内田直
人1),健康管理部１),北沢俊郎2)，
村上浩3）
1）佐久総合病院

2)甲府市立病院整形外科
3)九州大学井口外科

第１５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･松島松翠･安江満悟．
井出秀郷

1９６６ 農村における脳卒中の実態調査

学会と執筆者

第２２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・寺島重信・
磯村孝二・市川英彦・横山孝子・松
川弥生・井出秀郷・白岩智慧子・清
水博昭

出典

日本農村医学会雑誌

ＶｏＬ１３，

Ｎｏ．３－４(１９６６)ｐｐ､２６０‐
2７６

日本農村医学会雑誌

VoL13，

Ｎｏ．３－４(１９６６)ｐｐ,２６０‐
2７６

日本農板医学会雑誌
Vol,1３，

Ｎｏ．３－４(１９６６)ｐｐ､２６０‐
2７６

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ､１３，

Ｎｏ．３－４(１９６６)ｐｐ､２２３‐
２３７

日本農村医学会雑誌
Vol,１５‘

Ｎｏ．Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９６６）
pp､１１－１４．１７

日本農村医学会雑誌

ＶｏＬ１５,

Ｎｏ．ＳｕｐｐＩｅｍｅｎｔ(１９６６）
PP,１１－１４，１７

内容洋記

今回は,健康示標としての農夫症の意義

を再検討するために八千穂村全村健康

管理5年間のdataから,40才および５０

才代の女子553人をえらび,農夫症とそ
の他の健康状況をあらわす諸項目との

関連をみた結果.次のような結論を得た。

国保統計より加入者1人当たり(年間平

均)の受診件数.医療費を.南佐久郡平均

(八千穂村を除く)のそれと比較較した。

｢たかき」「しろかき」時期を中心に耕

うん機使用後の疲労調査を行なった。

これまで八千秘村での農民体操の総合

結果報告。

八千穂村の60才以上の男女約770名に

ついて,現在仕事をしているかどうか,し

ている仕事の内容.農繁期に働く日数.作

業詩間,その際の疲労度.疲労に対してど

うするか.勤労意慾『仕事に対する立場，

仕事をやめた年令と理由を調査。

昭和40年末において,それまでに脳卒中

発作をおこし,現在生存している者全員

に対する医師によるインタビュー調査。
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1９６６

1９６６

1９６６

1９６７

1９６７

題名論文発表

ピニールハウス内作業と農薬撒布との関連

健康手帳による健康管遅(第７報）
…全村健康管理とその医学生態学的考察一

耕うん機による疲労及び災害の実態調査(第２報）

農村における咽喉頭異常感症(第２報）

農村における高血圧・動脈硬化性疾患の管理

所謂「耕うん機」に原因する農民の疲労調査

第１７回日本医学会総会衛生関係連
合分科会

若月俊一・三井善之助・松島松翠・
寺島重信・○磯村孝二・市川英彦．

他(長野県佐久総合病院）

第１７回日本医学会総会衛生関係連
合分科会

船崎善三郎・○佐々木員爾・松島

鱈篭篤鵜

学会と執筆者

第１５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・寺島重信・井出秀郷・
荻原篤・横山孝子・白石智慧子・松
川弥生

第１５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・
農村孝二・横山孝子・松川弥生・新
津美江子・大柴弘子・横山真喜入・
井出秀郷・白岩智意子・萩原篤・清
水博昭

第１５回日本農村医学会総会演説要
旨長野県農村医学研究所

船崎善貢郎・○佐々木真爾・松島

松翠・寺島重信・石橋武彦・井出秀
郷･荻原篤･横山孝子・白岩智意子．

松川弥生

第１５回日本農村医学会総会演説要
旨長野県佐久総合病院

○佐々木治夫・井出ヤエ子・高橋
八重子・井出雄一

出典

日本農村医学会雑誌

Vol,１５，

Ｎｏ．Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９６６）
ｐｐ､１１－１４，１７

日本農村医学会雑誌
ＶｏＬ１５．

Ｎｏ．Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９６６）
pp,１１－１４．１７

日本農村医学会雑誌

VOL1５．

Ｎｏ．Supplement(１９６６）
pp､１１－１４．１７

日本農村医学会雑誌

ＶｏＬ１５，

Ｎｏ．ＳｕｐｐＩｅｍｅｎｔ(１９６６）
ＰＰｌｌ-14,17

体力科学

Vol,1７，

No.Special(1967)ｐｐ､87‐
３１３

体力科学

V01.17,

No.Special(1967)ｐｐ､87‐
３１３

内容注記

佐久・八千穂村の花存や野菜をビニール

ハウスで栽培する膿家群について,その

従事者の健康障害の実情とともに,ハウ

ス内の作業環境条件を調査。

第2年度では家族環境因子と部落健康因

子を分析し,前者においては世帯因子と

農業因子(職業因子).後者においては死
亡因子と有病因子に分類した。

労研及び国鉄労研の協力を得て,エネル

ギー代謝率‘テレメーターによる心樗致

及び皮膚電気反応.フリッカーテストを

行ったので報告する。

私どもは前年度に引続き八千穂村の成

人を対象として‘前年度本症状を有する

ものの症状の消長および原因の再検討，

本年度の頻度､挫夫症々候群との関係な

ど泰羊胴として実態調査を行なった。

(1)八千穂村の疾患別頻度は循環器疾患

が第一位であり,また潜在疾病率は初年

度の78％に比べ減少はしているが港

50％前後である。

長野県南佐久郡八千穂村大石及び佐□

部落における耕運機使用者20名につい

て．４月より６月にかけての耕運機使用に

よる荒おこし(－番耕).田かき(二雷耕)．

代かきの作業崎に行なった。
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○ 年

1９６７

1９６７

1９６７

1９６７

1９６７

1９６７

1９６７

題名論文発表

主婦農業と健康障害
専兼別にみた農家婦人の疲労調査（長野県・東信
地区）

専兼別にみた農家婦人の疲労の実態調査
一第２報一

長野県南佐久郡における乳児検診の調査報告

胃集検についての反省
－特に看過ごされた症例の検討一

健康手帳による健康管理(第６報）

耕うん機による疲労及び災害の実態調査(第１報）

農村における高血圧性心疾患について

学会と執筆者

松島松翠,寺島重信市川英彦,横

山孝子,新津美江子,大柴弘子,井
出秀郷,萩原篤,清水博昭，白岩
智恵子

佐久総合病院

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・市川英彦・松島松翠・寺
皇重信・横山孝子・白岩智意子・松

川弥生・井出秀郷・清水博昭

会員演説要旨ならびに質疑応答
長野県佐久総合病院

○神辺譲・井出淑子・日向百合子

会員演説要旨ならびに質疑応答

長野県佐久総合病院

三井善之助・磯村孝二・鈴木範夫。
大島紀玖夫・乾達

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・

磯村孝二・市川英彦・井出秀郷・横
山孝子・白岩智慧子・松川弥生・横
111真喜入・清水博昭

会員演説要旨ならびに質疑応答
長野県日本農村医学研究所

鉛萄善三郎･佐々木真爾･松島松翠・
石橋武彦・井出秀郷・横山孝子・白
岩智意子・松川弥生

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・○磯村孝二・鈴木範夫．

石橋武彦・大島紀玖夫・ほか

出典

日本農村医学会雑誌

ＶｏＬ１４

Ｎｏ２(１

0

967)pp,176-181

日本農村医学会雑誌
Ｖｏｌ､１４，

No.1(1967)pp,64-158

日本農村医学会雑誌
Vol,1４，

No.1(1967)pP64-158

日本農村医学会雑誌
Ｖｏｌ,１４．

No.1(1967)pp64-158

日本農村医学会雑誌
ＶｏＬ１４，

No.1(1967)pp64-158

日本農村医学会雑誌

Ｖ01.141

No.1(1967)pp64-158

日本農村医学会雑誌

Vol､1４，

No.1(1967)pp64-158

内容洋記

調査の詳細報告。

疲労の自覚症状を5群にわけ‘急'性疲労

症状としては.産業疲労委員会の疲労調

査基準を用いて,A､身体的症状Ｂ､糖神的

症状,C・神経感覚器的症状に分類し,それ

ぞれ１０項目づつの症状をあけtまた慢性

疲労症状としては8つの農夫症的症状を

加えて調査した。

発育不良乳児率を各町村毎に比較する

と.平坦部農村の臼田町.八千穂村は,い

つれも２１％と低かった。それに反して，

山間部農村の南相木村.北相木村は4,％

と42％で,明らかに発育不良乳児率が高
い。

八千穂村の門集団検診で精検を指示さ

れたにもかかわらず重症化してしまた

臨床例について。

第6年度の検診成績及び村の国民健康保

険の医療統計などからその年次的推移

を比較し報告した。

長野県南佐久郡八千穂村における耕う

ん濃使用者172名で.調査時期は最も耕

うん機使用のはげしい「たかき」．「し

ろかき」時期をはさんで。

われわれはこの高血圧者群に対し,第２

次スクリーニングとして心電図,その他
の検査を対象者401名の80.4％である

322名に対して行なった。
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1９６７

1９６７

題名論文発表

農村における咽喉頭異常感症

農村における咽喉頭異常感について(第３報）

健康手帳による健康管理(第８報）

所謂「耕うん機」に原因する農民の疲労調査

農村における高血圧・動脈硬化性疾患の管理

農村老人の生態調査

農村における脳卒中の実態調査

シンポジウム

高血圧・動脈硬化性疾患の管理

若月俊一・三井善之助・松島松翠・
寺島重信○磯村孝二・市川英彦・他

(長野県佐久総合病院）

会員演説要旨ならびに質疑応答

長野県佐久総合病院

○天海隆一郎・松島松翠

会員演説要旨ならびに質疑応答

長野県佐久総合病院

磯村孝二ほか

学会と執筆者

会員演説要旨ならびに質疑応答

長野県佐久総合病院佐々木治夫

第１６回日本農村医学会総会会員演
説要旨

長野県佐久総合病院
○佐々木治夫・井出ヤエ子・高橋
八重子・井出雄一

第１６回日本農村医学会総会会員演
説要旨

長野県佐久総合病院

若月俊一・松島松翠・○寺島重信・
磯村孝二・市川英彦・横山孝子・新

津美江子・大柴弘子・横山真喜入・
井出秀郷・萩原篤・白岩智意子・清
水博昭

第１７回日本医学総会一般講演抄録

船崎善三郎・○佐々木員爾・松島
松翠･寺島重信･石橋武彦･井出秀郷・

萩原篤・横山孝子・白岩智意子(日本

農医研)／森岡三生(労働科学研究所）

出典

日本農村医学会雑誌
Vol､1４，

No.1(1967)pp64-158

日本農村医学会薙誌

Vol､１６，

No.Supp(1967)pp､9-21

日本鰻村医学会籍誌

VoL16，

No.Supp(1967)pp､9-21

日本農村医学会雑誌
ＶＯＬ１６．

No.Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９６７）
ppl36-313

日本農村医学会雑誌

Vol､1６，

Ｎｏ．Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９６７）
pp､１２２－１２９

日本農村医学会雑誌
Ｖｏｌ､１５．

Ｎｏ．３－４(１９６７)ｐｐｌ５０‐
２４７

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ,１５，

Ｎｏ．３－４(１９６７)ｐｐ､１５０‐
2４７

内容洋記

長野県八千穂村の20才以上の成人を対

象として,咽喉部異常感の「有無」につ

いてアンケートを求めた。次いでI有ｊ

を答えたものを対象として間接喉頭鐘

を含めた検診を行なった。

八千穂村の成人を対象として咽喉異常

感を訴えるものの実態調査を行い,その

8～９％に本症状のあることを知った。

今回は第7年度(昭和40年)に得られた

諸成績について.5年前(第2年度)に試み
た分析方法と同様な方法をもちいて分

析しその間の変化を比較考察する。

長野県南佐久郡八千穂村大石及び佐□

部落における耕運擬使用者20名につい

て,４月より６月にかけての耕運機使用に

よる荒おこし(・・言耕)､田かき(二番耕)，
代かきの作業時に行なった。

40才以上約1,850人について,特に高血

圧の疫学と管理に力をそそいで来た。

管理はまず毎年一回全対象者に検診を

行なう。即ち問診,血圧測定,検尿,一般

診察を行ない.この第一次検診による

｢要精検者」を第二次検診の対象とする。

60才以上の老令者の生態を調べるため

に.高令者生活調査票を作り‘同村の男女

約770名の調査を行い約470名から震

答を得,二三の知見を得た。

われわれは,すでに34年度より長野県南

佐久郡八千穂村において全村健康管理

の一環として高血圧管理を行なって来

たが.今回は主として同村に発生した脳

卒中の実態を報告する。
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題名論文発表

|漣……皐轍鯛‘■
■■■■

耕うん機による疲労および災害の実態調査
(第２報）

農村における咽喉頭異常感症(第２報）

シンポジウム
〔|〕農薬による健康障害

所謂「耕うん機ｌに原因する農民の疲労調査

農村における高血圧・動脈硬化'性疾患の管理

農山村婦人の疲労-1-地形による地区別比較
長野県南佐久郡八千穂村

学会と執筆者

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・

磯村孝二・横山孝子・松川弥生・新
津美江子・大柴弘子・横山真喜入・

井出秀郷・白岩智意子・萩原篤・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
船崎善三郎･佐々木真爾･松島松翠・

寺島重信・石橋武彦・井出秀郷・荻
原篤・横山孝子・白岩智意子・松川

弥生

会員演説要旨ならびに質疑応答

長野県佐久総合病院

佐々木治夫･井出ヤエ子･高橋八重。

子井出雄一

長野県佐久総合病院三井善之助

船崎善三郎・○佐々木真爾・松島

松翠・寺島重信・石橋武彦・井出秀
郷・萩原篤・横山孝子・白岩智意子

(日本農医研）
森岡三生(労働科学研究所）

若月俊一・三井善之助・松島松翠・
寺島重信・○磯村孝二・市川英彦．

他(長野県佐久総合病院）

堀切清輝

出典

日本農村医学会雑誌

Vol､1５，

Ｎｏ．３－４(１９６７)ｐｐ､１５０‐
２４７

日本農村医学会雑誌

Ｖｏ1．１５，

Ｎｏ．３－４(１９６７)ｐｐｌ５０‐
2４７

日本農村医学会雑誌

Vol,１５，

Ｎｏ．３－４(１９６７)ｐｐｌ５０‐
2４７

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ､１５，

Ｎｏ．３－４(１９６７)ｐｐ,１１９‐
1３３０－２４７

民族衛生

Vol’3３，

No.1(1967)pp､218-313
第１７回日本医学会総会衛生

関係6分科会連合学会学会
号(その4）

民族衛生

Ｖｏｌ,3３，

No.1(1967)pp,89-129
第１７回日本医学会総会衛生
関係6分科会連合学会学会

号(その2）

民族衛生.３３(6)［1967.11］
体力科学，

Vol､１７(1967）

No.Specialpp､87-313

内容洋記

八千穂村の健康管理第7年度(昭40)の

成績に若干の医学生態学的考察を加え

た結果を報告した。

八千穂村大石部落耕うん機使用者１０名

について.各種作業のR､ＭＲ.(エネルギー

代謝率)測定,呼吸数,皮フ電気反応‘筋電

図,心樽数を有線でポリグラフに取り測

◎

一
生

八千穂村の20才以上の成人を対象とし，

各世帯毎に本症状の「有・無」に対す

る回答を求め､本症状のあるものは後日，

各部落公民館に集め,面接並びに間接喉

頭鏡を含む検診を行なった。

私らは非特異性脳脊謹炎症(通称スモン

病)の患者の頭髪の水銀量を測定した。

対照として八千穂村健康人(大部分は農
民)をとった。

八千穂村大石及び佐口部落における耕

運機使用者20名について.４月より６月
にかけての耕運機使用による荒おこ･

八千穂村の疾患別頻度は循環器疾想が

第一位であり‘また潜在疾病率は初年度
の78％に比べ減少はしているが猶50％

前後である。

専業磯家と兼業農家の婦人に於いては

後者の方に疲労度が高いことが示され
た。
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年

1９６７

1９６８

1９６８

1９６８

1９６８

1９６８

1９６８

1９６８

1９６８

農村における咽喉異常感(第４報）

佐久地方における肝蛭症の感染調査

農村における高血圧健康管理の効果

八千穂村における健康管理(第８報）

健康示標としての農夫症の検討(第２報）

胃集検の問題点(特に精検実施率を中心に）

農村老人の生態調査

題名論文発表

主婦農業と健康障害
一専兼別にみた農家婦人の疲労調査一

農村における慢性気管支炎の調査研究(第２報）
とくに脱こぐ,もみすりとの関連について

第24回長野県農村医学研究会総会
日本農村医学研究所

○磯村孝華,市川英彦,松島松翠,寺島
重信

第24回長野県農村医学研究会総会
佐久総合病院健康管理部

松島松翠,○寺島重信‘磯村孝j弓,横
山真喜入,横山孝子,井出秀郷

第24回長野県農村医学研究会総会
佐久総合病院
○大柴弘子,横山孝子,新津美江子､井
出秀郷,萩原篤,白岩智意子,清水博昭

第24回長野県農村医学研究会総会

佐久総合病院

松島松翠,寺島重信,磯村孝二,市川英
彦､大島紀玖夫,安江満卿悟

第23回長野県農村医学研究会総会
佐久総合病院

天海隆・郎

井出秀郷

･松島松翠・安江満悟．

学会と執筆者

主任研究者若月俊一
共同研究者

松尾忠良・立身政一・松島松翠・内
田昭夫・御園生秀雄

第１７回日本農村学会総会講演要旨

長野県・佐久総合病院

○践村孝二.若月俊一.松島松翠｡横
山孝子,大柴弘子,井出秀郷

第１７回日本農村学会総会講演要
長野県佐久総合病院

○福山和彦,佐々 木治夫,谷口弘彦,井
出ヤエコ柳沢朱実,井出雄一．小林り
つ子

第24回長野県農村医学研究会総会
日本農村医学研究所

船崎善豆郎,○石橋武彦,横山孝子，

大柴弘子,新津美江子

出典

日本股村医学会雑誌

VoL14，

No.2(1967)pp,158-165

日本農村医学会釜誌

VoL17，

Ｎｏ．Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９６８）
pp､1-67

旨日本農村医学会雑誌
Vol､１７，

Ｎｏ．Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９６８）
PPl-67

日本農村医学会雑誌

VoL17‘

No.2(1968)pp50-65

日本農村医学会雑誌
Ｖｏｌ､1７，

No.2(1968)pp,50-65

日本農村医学会雑誌
ＶｏＬ１７，

ＮＯ２(1968)pp50-65

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ､１７，

No.2(1968)pp,50-65

日本農村医学会雑誌

Vol､1７，

No.2(1968)pp,50-65

日本農村医学会雑誌
Vol､１６，

No.1(1968)pp26-36

内容注記

八千穂村ほか4か所の同一調査の結果報

告北海道東神楽村、秋田県大雄村、

長野県八千穂村、喬木村、広島県廿日

市町の比較検討。

長野県八千穂村に40才以上の村民を対

象とし被検者1.059名(被検率53％)に
ついて実態調査を行なった。

咽喉頭異常感の有無についてアンケー

トを求めた.アンケートの回答を得られ

たものは男1.006名,女1,200名.計

2.206名であった。

最近長野県においても,肝蛭の人体感染

例が7例報告され,また牛.1-1-1羊等の感染

も多いので,当地方における肝蛭症の感

染状況を調査した。

八千穂村においても過去8年間:こわたっ

て管理を行なって来たが,脳卒中死亡件

数は減っていない。しかし.年度を追う

に従い死亡年令が高年令になっている。

南佐久郡八千穂村における健康管理第８

年度(昭和41年度)の成繍について若干
の報告をした。

昨年に続いて「健康示標としての農夫

症の検討」第２報をここに報告する。調
査対象は.八千穂村の40才代､50才代の

男女105名である。

3カ町村住民と4事業所従業員の胃集検

を施行した。

八千穂村検診を機会に.60才以上の老令

者に生活票を配って,同村の770名の調

萱を行い,約470名から解答を得た。
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題名論文発表

農村における脳卒中の実態調査

健康手帳による健康管理(第７報）
－全村健康管理とその医学的考察一

農村における咽喉頭異常感について(第３報）

長野県南佐久郡における肝蛭症の感染調査

健康手帳による健康管理(第８報）

農村の健康管理長野県八千穂村１０年間の健康管
理の実績を中心に(宿題報告）

地域における循環器疾患管理の方式について

学会と執筆者

第23回長野県農村医学研究会総会

佐久総合病院

磯村孝二他

第23回長野県農村医学研究会総会

佐久総合病院

松島松翠・寺島重信・磯村孝二・横
山孝子・横山真喜入・井出秀郷・清
水博昭・白岩智意子・松ll弥生・萩
原篤・大柴弘子・新津美江子

第１６回本農村医学会総会会員演説

要旨ならびに質疑応答
長野県佐久総合病院
佐々木治夫･井出ヤエ子･柳沢朱実．
井出雄一

第１６回本鰻村医学会総会会員演説
要旨ならびに質疑応答
長野県佐久総合病院
○鉛崎善三郎・川島淳・石橋武彦・
安江満悟・横山成嵩

第１６回本農村医学会総会会員演説
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・磯
村孝二・市川英彦・横山孝子・新津
美江子・大柴弘子・横山真喜入・井
出秀郷・萩原篤・白岩智意子・清水
博昭

第１７回日本農村学会総会訓斌要旨
松島松翠

長野県佐久総合病院磯村孝二

1９６９

八千穂村の健康管理(農村に健康を,農作業に安全
を--第４回国際農村医学会議〔9.30～１０．４於長
野県佐久総合病院〕の討論から）

出典

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ,１６，

No.1(1968)pp26-36

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ､１６，

No.1(1968)pp26-36

日本農村医学会雑誌
ＶｏＬ１６，

Ｎｏ．３－４(１９６８)ｐｐ､１８２‐
2１２

日本農村医学会雑誌

Ｖ0１．１６，

Ｎｏ．３－４(１９６８)ｐｐ､１８２‐
2１２

日本農村医学会雑誌

ＶｏＬ１６，

Ｎｏ．３－４(１９６８)ｐｐｌ８２‐
２１２

日本農村医学会雑誌

Vol､１７，ｐ３(1968）

日本循環器管理研究協議会

総会

VoL4(1969)pp,50-90

労働・農民運動

(這号４５)［1969.1200］

南佐久郡八千穂村における健康手張と

健康台帳による健康管理の第7年度の諸

成鎖の中から,若干の項目について医学

生態学的な考察を加えた。

今回はこのような咽喉部症状を.農夫症

との間に何らかの関係があるか,否かに

ついて調査を行なった。

八千穂村の１５才以上の住民で.健康管理

検診の際にあわせて行なった1‘759名

(住民の約70％)である。方法は皮内反

応試験で行う。

8年前(第2年度)の状態と比べ,その間の

変化から環境と疾病の関係を考察しよ

うと試みた。

〔方法〕健康検診による問診・診察の結

栗をまとめ

住民自体に,健康に対する認識とその要

求が高まらなければだめだということ

である。

シンポジウムでの八千穂村の耶例発表

八千穂

ている

る。

村でも

にも力、

内容洋記

､34年度より健願管

かわらず,増加を示

理をし

してい
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1９７０

1９７０

1９７０

1９７０

主婦農業の婦人に多発する虚血性心疾患の検討

農村の地域医療保健活動(人間のための科学医
学と生物学を基点として(特集)）

健康管理活動の経過とその評価

健康言理活動と住民の健康意識一八千穂村におけ
る経験から

長野県佐久総合病院市川英彦

若月俊一

若月俊一、青山英康：第１１回社会

医学研究会総会主霊報告

松島松翠・寺島重信、磯村孝二、市
川英彦：第１１回社会医学研究会総
会

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ､１９．

Ｎｏ．ＳｕｐｐＩｅｍｅｎｔ(１９７０）
pｐｌ４－６１

科学：巻号：1970-04,40,
4；掲城ページ：２０９～
２１４

公衆衛生

vol34,12p719(1970）

公衆衛生

vol34,12p7n3(1970）

八千稲村における検診結果から,無痛性

の虚血性心疾患と労働の実態ことに労

働条件の変ぼうを検討。

年一度の健康診断健康管理台帳の運

用について昭和30年に剛唆溌等が提

唱したことを紹介している。

八千穂村全村健康萱理の概要報告。

住民対象研究報告。

年

1９６９

1９６９

1９６９

1９７０

題名論文発表

農夫症の研究

農村における慢性気管支炎の調査研究
－とくに脱こぐ、もみすりとの関連について－

農村における咽喉頭異常感(第４報）

農村における脳卒中・高血圧者の脂質代謝につい
て

学会と執筆者

松島松翠,寺島重信磯村孝二,市
川英彦,横山孝子,大柴弘子.井出
秀郷,萩原篤,清水博昭、白岩智
恵子：長野県厚牛這供久総合病院健
康管理部

第１７回日本農村医学会総会会員演
説要旨ならびに質疑応答長野県佐

久総合病院磯村孝二・ほか

第１７回日本農村医学会総会会員演
説要旨ならびに質疑応答

長野県佐久総合病院

福山和彦・他

第１９回日本農村医学会総会誰演要
旨長野県佐久総合病院磯村孝二

出典

日本農村医学会雑誌
ＶＯＬ１７．

No.3(1969)pp,135-144

日本農村医学会雑誌

Vol､１７‘

No.4(1969)pp､240-335

日本農村医学会雑誌
Ｖｏｌ､1７，

No.4(1969)pp240-335

日本農村医学会雑誌

Vol,１９‘

Ｎｏ．Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９７０）
PP､1４－６１

内容詳言F１

長野県南佐久郡八千穂村の三部落から，

40才代及び50才代の男女１１３名を選

び.２年間にわたって農夫症々候群を中

心に追跡調査を行なった。

八千穂村22部落より７部落を選び.その

在住者で30才以上の者全員656人であ

る。

八千穂村の20才以上の成人を対象とし

て.咽喉頭部異常感の有無について回答

を求める。

脂質代謝と関連の深い皮下脂肪および

肥満度について,八千穂村住民を対象と

して調査。

主婦の内職・工場通いの実態と健康障害(第１報）

第１９回日本農村医学会総会講演要
旨長野県日本農村医学究研所

○萩原篤,井出秀郷,横山孝子,大柴
弘子,白岩智慧子,松島松翠

日本農村医学会雑誌

Vol,1９，

No.Supplement(１９７０）
pp,1４－６１

農家婦人の農外就労の就労形態をみる

と.恒常的勤務者は農外就労者全体の

70％,臨時的勤務者23％，不明7％.また

そのうち内職は１４％である。その内容

をみると,弱電関係の製造業がおもであ

る。
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1９７１

1９７１

１９７１

1９７１

1９７１

1９７１

1９７１

1９７１

1９７２

題名 論 文発表’

農家主婦の内職・工場這いの実態と健康障害
(第１報）

主婦農業の婦人に多発する虚血性心疾患の検討

農村における脳卒中・高血圧者の脂質代謝につい
て

農家婦人の無痛性虚血性心疾患に関する病理学
的一考察一

農村における'慢性閉塞性呼吸器疾患の調萱研究
(第３報)－とくに慢性気管支炎について－

農村における高血圧管理の問題点

八千穂村健康管理１０年間の反省
一とくに住民の意識調査の結果を中心に－

八千穂村の心電図検診における虚血'性心疾患

長野県八千穂村におけるオーストラリア抗原およ
び抗体の分布

学会と執筆者

第１９回日本農村医学会総会特集一一
般識演要旨ならびに質疑応答
日本農村医学研究所
○萩原篤・松島松翠・井出秀郷・横
山孝子・大柴弘子・白岩智意子

第１９回日本農村医学会総会特集一
般講演要旨ならびに質疑応答

長野県佐久総合病院市川英彦

長野県佐久総合病院磯村孝二

第20回日本農村医学会総会講演要
旨長野県佐久総合病院

○市川英彦､山下隆造

第20回日本農村医学会総会講演妻

旨／長野県佐久総合病院

○磯村孝二,藤森岳夫.松島松翠ほか

第26回長野県農村医学研究会総会

○磯村孝二坂間晃,成田能理子,水上

陽真

第26回長野県農村医学研究会総会
佐久総合病院

松島松翠‘寺島重信,磯村孝二.市川英
彦.横山孝子,大柴弘子,井出秀郷,白
岩智意子

第26回長野県農村医学研究会総会

佐久総合病院
市川英彦,守山格,斉藤保子

第８回総会講演要旨５

寺島重信,藤田公生噸松島松翠

出典

日本農村医学会雑誌
ＶｏＬ１９，

No.4(1971)pp326-423

日本農村医学会雑誌

Vol,1９，

No.4(1971)pp326-423

日本農村医学会雑誌

VoL19.

No.4(1971)pp300-325

日本農村医学会雑誌

ＶｏＬ２０，

ＮｏＳｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９７１）
ｐｐ,8-45

日本震村医学会雑誌

Vol､２０，

Ｎｏ．Ｓｕｐｐ(eｍｅｎｔ(１９７１）
ｐｐ８－４５

日本農村医学会雑誌
Ｖｏｌ､２０‘

No.2(1971)pp,93-107

日本農村医学会雑誌

Ｖo1.20‘

No.2(1971)pp､93-107

日本農村医学会雑誌

ＶｏＬ２０１

No.2(1971)pp93-107

肝臓,Vol､１３（1972）

No.supplementlpp､47-
5６

内容詳記

八千穂村住民のうち１５才以上で年間,季

節をとわず農外就労す者(男1,113名・女
782名)である。

当時３０～５９才の長野県八千穂村の婦

人140名について.今年度心贈図検診を

行なった。

脳卒中死亡率の高い長野県の一農村
八千穂村において,住民のコレステロー

ル値と血圧,心電図.肥満.皮厚などとの

相互関係を調査した。

農村においては,兼業化にともなう農家
婦人の過労がなかでも有力なストレッ
サーとなって発症しているのではない

力､と考察。

今回は同村において昭和34年より行

なっている全村健康検診時の受診者の

％肺活量‘1秒率の性別年齢別の年次的
推移及び.各疾患別の肺磯能検査結果を

分析した。

八千穂村健康管理においても脳卒中死

亡者の高齢化.最低血圧値の低下,食.住

生活の改善などがみられる。

八千穂村と対照のK村をえらんで‘健康

知識及び健康意識調査を行った。その

結果は次の如くである。

1）健康に対する注意状況については､厚
生省による全国調査に比べて若干良い。

対象は.八千穂村の40歳以上の男女で，

問診及び診察で心疾患を疑われた男
１１８名.女148名,計266名について心電

図検査と生活環境調査を行なった。

八千穂村住民を対象に免疫粘着法等を

行った。家族内感染,および周囲への感

染を示唆する所見が得られたので報告
する。
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題名論文発表

パツチテストによる農薬アレルギーの調査

八千穂村におけるオーストラリア抗原の調査報告

八千穂村における貧血の実態とその追跡調査
(第１報）

八千穂村における高血圧管埋

農家婦人の虚血性心電図変化に及ぼす生活環境要
因(第２報）

水稲収穫作業時に於ける労働負担調査

農家婦人の無痛性虚血性心疾患に関する病理学的
考察

農村における慢性閉塞性呼吸器疾患の調査研究
(第３報）

農村における循環器疾患の疫学的研究一長野県
八千穂村における１４年間の脳卒中発症の推移に
つい~て－

学会と執筆者

第２１回日本農村医学会総会会員諺
演○神辺譲、井出淑子、武重みち

(長野県佐久総合病院）

第２１回日本農村医学会総会会員講
演○寺島重信、藤田公生、松島松
翠

(長野県佐久総合病院）

第２１回日本農村医学会総会会員講
演○横山孝子、大柴弘子、勝俣智
意子、高山千恵子

(長野県佐久総合病院）

第２１回日本農村医学会総会会員誌
演磯村孝二

(長野県佐久総合病院）

第２１回日本農村医学会総会会員謡

湊○市川英彦、横山孝子他

(長野県佐久総合病院）

第２１回日本農村医学会総会会員講

演○佐々木真爾、寺島重信、安藤
正美、萩原熊(日本農村医学研究所）
森岡三生

(日大衛生学教室・労働科学研究所）

第20回日本鯉村医学会総会会員講
演要旨ならびに質疑応答長野県佐

久総合病院○市川英彦,山下隆造

第20回日本農村医学会総会会員講
演妻旨ならびに質疑応答

長野県・佐久総合病院

践村孝二ほか

総会講演抄録集
磯村孝二

(佐久総合病院）

出

日本農村医学会塞誌
ＶｏＬ２１，

No.2(1972)pp,224-285

日本農村医学会雑誌

Vol,２１，

ＮＯ２(1972)pp224-285

日本農村医学会雑誌

Vol､２１，

No.2(1972)pp,156-223

日本農村医学会雑誌

Vol､２１，

No.2(1972)ppl56-223

日本農村医学会雑誌

ＶｏＬ２１，

No.2(1972)ppl56-223

日本農村医学会雑誌

Vol､２１，

ＮＯ２(1972)pp､100-155

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ､２０‘

No.4(1972)pp､200-257

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ､２０，

No.4(1972)pp200-257

日本老年医学会雑誌

Ｖｏｌ・１０，

Ｎｏ．Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ(１９７３）
pp,３１－１０２

内容洋記

南牧村市場は高原野菜を作り.八千穂村

佐□と埼田は,菊の花を出荷している。

いずれも多種の農薬を多量に頻回に撒

布している。

八千穂村の住民で１５オ以上の者とし

た.昭和46年１１月から47年３月にわた

り、村の健康管理の一環として村内２３

部落を巡回して行われる健康検診の際

に採血した血液について、Ａｕ抗原を調

萱した。

検診時にHb検査と問診し健康相談。４７

年６月に貧血者全員にアンケート調査を

行なった。

年次的推移をみてもその出現率はむし

ろ増加している。

昭和35年度,40年度、及び45年度に健

康検診(八千穂村)受けて知り,昭和4/年
度の心電図で異常を認めなかった４０～

59才の農家婦人130名について.昭和

46年度に心電図検査を行なった。

八千穂村6農家の世帯夫婦?２名を対象

に１０月初旬及び１１月中旬の各数日間、
それぞれ稲刈期.脱穀期に於ける農作業

を調査した。

､69および’７０の八千穂村心電図検診

結果を報告した。

今回は慢性気管支炎患者の肺機能の経

年的推移と慢性閉塞性呼吸器疾患に対

する寒冷のおよぼす影響についての実

験的研究を行なった。

昭和34年より１４年間にわたり循環器疾

患の管理を行っている。そのなかで.脳

卒中発症の推移をみる。
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題名論文発表

農
八

村にお
千穂村

ける口腔
における

健康管理(第２報）
'一I解健康調査報告

八千穂村におけるオーストラリア抗原の調査報
告・第２報

農家婦人の虚血性心電図変化に及ぼす生活環境要
因(第３報）

脱穀作業の発塵について

八千穂村における貧血の実態とその追跡調査(第
2報）
－発生要因および治療状況の追跡を中心に－

長野県の農村住民における肝炎B抗原および抗体
の分布(1)

長野県の農村住民における肝炎B抗原および抗体
の分布

(2)陽'性者の追跡調査

学会と執筆者

第２２回日本農村医学会総会会員講
演○児玉俊治、船山忠夫、小川照

男(長野県佐久総含病院）

第２２回日本農村医学会総会会員講
演○藤田公生、寺島直信、松島松
翠(長野県佐久総合病院）

第２２回日本農村医学会総会会員講

演

○市川英彦、横111孝子、他（長野

県佐久総合病院）

第２２回日本農村医学会総会会員講

演

Ｏ寺島重信萩原篇(日本農村医学研
究所）

森岡三生(日大・衛生）

第２２回日本農村医学会総会会員講
漢

横山孝子(長野県佐久総合病院）

藤田公生，寺島重信松島松翠

寺島重信,藤田公生

佐久総合病院

出典

日本農村医学会錐誌

Ｖｏｌ､２２，

No.3(1973)pp､308-361

日本農村医学会雑誌

Vol､２２，

No.3(1973)pp､308-361

日本農村医学会雑誌

Vo{､2２，

No.3(1973)pp246-307

日本農村医学会雑誌
ＶＯＩ､２２．

No.3(1973)pp,182-245

日本農村医学会雑誌

Vol,22.

No.3(1973)ppl82-245

日本農村医学会雑誌

ＶｏＬ２２､

No.2(1973)pp,91-93

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ､２２，

ＮＯ２(1973)pp､94-96

内容洋弐

牙疾患、歯周組織疾患その他の'一Ｉ解諾

疾患の診査、以上の診萱の他に、歯ブ

ラシの使用状態とみがき方の実態をア

ンケートにより調査した。

さらにこの冬にふたたび全件民を対象

としたスクリーニング調査を行なった

ので、その結果を報告。

昭和37年度に健康検診を受けた40才～

59才(S、４８，３現在)の長野県八千穂村

婦人55/名(受診率74％)のうち.S47年

度に心電図検査を受けており(高血圧の
傾向のあるもの及び心に関する訴えあ
るいは不整脈等の所見のあるものを主

として行った。４１年度以前の心電図に

異常を認めず、３７年度に高血圧でなか

つた麗家婦人20名を対象とした。

埼玉県騎西町下偽と長野県八千穂村佐

口の2部落で行った水稲収穫作業の労働

負担詞査に附随して行なった。

八千穂村健康篭理活動の中で昭和45年

度より行っている貧血検査結果につい

て、３年間の貧血者の動向と追跡調萱結

果を報告する。

全村健康管理の一環として本調査が行

なわれた。血液について肝炎B抗原およ

び抗体の検出を行なった。全体として
みたとき,抗原陽性率1.3％。

陽性者の家庭訪問を行ない､家族歴‘既往

歴について調査した。そのさい.本人お

よび家族から採血を行ない,黄;直指数,膳

質反応,アルカリ性フオスフアターゼ,ト
ランスアミナーゼ.HB抗原および抗体に
ついて検索を行なった。
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題名論文発表

長野県の農村住民における肝炎B抗原および抗体
の分布

(3)１年後の実態調査報告

八千穂村における貧血の実態とその追跡調査
(第１報）

八千穂村における高血圧管理

八千穂村におけるオーストラリア抗原の調査報告

特定地域における調査

地域の経験から(その3）

循環器障害の成因と予防に関する基本的研究
循環器障害を誘発する諸因子の生体内発生機序並
びに抑制機序の解明に関する研究

農村における循環器疾患の疫学的研究

一長野八千穂村における１４年間の追跡調査一

学会と執筆者

藤田公生1).寺島重信1),松島松
翠1),猪股みな子2）
1）佐久総合病院

2)自治医大・免疫学

第２１回日本農村園学会総会会員講

演長野県佐久総合病院横山孝子
他

第２１回日本農村医学会総会会員講
演長野県佐久総合病院磯村孝二

第２１回日本農村医学会総会会員講

演長野県佐久総合病院寺島重信
他

若月俊一・藤閑公生

シンポジウム(Ⅱ）
循環器管理の成果と今後の問題点
磯村孝二

伊藤良雄1）

1）東京大学医学部第四内科
磯村孝二

第１５回日本老年医学会総会記録
磯村孝二

出典

日本農村医学会雑誌

Vol､2２，

Ｎｏ．２(１９７３)ｐｐ９７－９９）
pP246-307

日本農村医学会雑誌

ＶｏＬ２２，

No.4(1973)pp488-513

日本農村医学会雑誌

Vol､2２，

No.4(1973)pp488-513

日本農村医学会雑誌

Vol２２，

No.4(1973)pp,488-513

厚生省特定疾患難治性の肝
炎調査研究班.昭和48年度報

告.p､67,1973

日本循環器管理研究協議会
雑誌

Ｖｏｌ､９‘

No.1(1974)ppl7-24

日本循環器管理研究協議会

雑誌

ＶｏＬ９，

No.1(1974)pp､25-34

日本老年医学会雑誌

ＶｏＬ１１，

ＮＯ２(1974)pp､87-129

内容洋記

対象は長野県南佐久郡八千穂村の住民
で１５才以上のものである。１９７２年１０

月から1973年２月にわたって村‘内を巡
回した。本年度に受診し採血を行なう

ことができたものは1‘726名で…。

42席の横山他は八千穂村における調董

で.45年度よりも46年度の方が貧血者
は減少し,貧血率は男1.97％,女5.6％と

きわめて少ないことを報告した。

八千穂村の状況,対策について,磯村は，

治療しない者から多発していること,お

よびどうしたら受診させることが出来

るかについては,くり返しの啓蒙以外に

ないと報告。

八千穂村におけるもので,全村の抗原陽

性頻度は1.3％で男に多い傾向が見られ
た。抗Au抗体陽性者の頻度は20％で

あった。

循環器疾患とくに高血圧管理は.その一

貫としておこなわれているが‘とくに４０

才以上の住民(人口2,259人昭和45年度
国勢調査)に重点をおいている。

以下協力班員報告

磯村:長野県佐久地域(人口1万5千)の最
近1年間の脳卒中発症数は286,脳硬塞：

脳出血は2:1,しかし脳出血,＜も膜下出
血は市部,郡部,山間部の順で増加する。

八千穂村では1959年以来高血圧管理を

実施して来たが,１９５９～１９６５年の前

期と．１９６６～１９７２年の後期を比較す

ると脳卒中では前期の発症数が年平均
23.7人が後期には１６‘4人となり．とく

に脳出血では12.3人が6.4人と半減し
ている。



四
ｃ
ｃ 年

1９７４

1９７４

1９７４

1９７４

1９７４

1９７４

1９７４

題名論文発表

八千穂村における貧血の実態とその追跡調査(第
2報）
一発生要因および治療状況の追跡を中心に

農村における口腔健康管理(第２報）
八千穂村における口腔健康調査報告

八千穂村におけるオーストラリア抗原の調査報告
(第２報）

農村における脂質代謝と脳卒中

日本における肝炎B抗原の実態

長野県下における集団健康スクリーニング恩の試み
－その２．昭和48年度の成績について－

毛髪中の水銀化合物の分析

学会と執筆者

第２２回日本農村医学会総会会員講

演

長野県佐久総合病院横山孝子

第２２回日本農村医学会総会会員講
演

長野県佐久総合病院児玉俊治・他

第２２回日本農村医学会総会会員講
演

長野県佐久総合病院藤田公生・他

テーマ||：農村における栄養問題

磯村孝二

テーマⅢ：農村における伝染病・害

生虫

藤田公生,寺島重信,松島松翠

第23回日本農村医学会総会会員講
演

若月俊一、○松島松翠、井出秀郷、
萩原篤、小沢小市、横山孝子、三宅
昭子、竹内実、須江茂人、朝田捷、
津金助男、横山孝子、宮沢昭一、岡
村吾郎、佐々木弘子、島崎いく子
(長野県厚生連・健康管理センター）

第23回日本農村医学会総会会員講

演

○中村俊,浅沼信治,鈴木彰.山口茂
男′佐々木喜一郎、阿部栄四郎‘柳沢
正.島崎邦夫,黒沢和雄.広岡佑三郎

(日本農村医学研究所）

出典

日本農村医学会雑誌
Vol,2２，

No.5(1974)pp564-599

日本農村Ⅷ医学会雑誌

Vol,２２，

No.5(1974)pp564-599

日本農村医学会雑誌
ＶｏＬ２２．

No.5(1974)pp564-599

日本農村医学会雑誌
Ｖｏｌ､２２，

No.6(1974)pP702-720

日本農村医学会雑誌
Ｖo1．２２，

No.6(1974)pp721-738

日本農村医学会雑誌
ＶＯＬ2３．

No.3(1974)pp,354-425

日本農村医学会雑誌
Vol､２３、
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内容詳記

横山は昨年にひきつづき八千穂村にお

ける貧血の実態とその追跡調査の結果

を報告したが.貧血者率は男3％‘女6％
と他地区に比較して非常に少なく,ほぼ

固定していると述べている。

農村におけるウ蝕改命率(むしば抜歯
率).不適合義歯.はみがき実施率および

口腔疾病など多くの問題がある。

昨年にひきつづき‘長野県八千秘村での

オーストラリア抗原の追跡調査.とくに

陽性者についての2年間における変動状
況を中心に報告した。

八千穂村における栄養摂取湿の年次的
推移をみると､1959年には謡白質の摂

取鼠が総量で66.29.動物性蛋白質
23.99であった。

全村健康管理の・・環としてこの調査が

行なわれた。１９７１年１１月から1972年

３月にかけて健診を行ない,1984名の血

液について本抗原を調べたところ,2５
名.1.3％に抗原が検出された。

八千穂村全村健康管理の内容を全県的

に拡大実施した。初年度の結果報告。

非農家は佐久総合病院及び佐久市役所
勤務者、男性30名。女性27名、農家は

八千穂村で農業に従事す男性22名、女
性28名である。


