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題名論文発表

菊裁培農民に対する農薬と菊の葉エキスのパッチ
テストの調査報告

長野県農村における高血圧管理の効果とその問題
点

農村における慢性閉塞’性呼吸器疾患の研究
－とくに慢性気管支炎について－

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

(4)無症状な感染について

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

(5)県下農民のスクリーニング調査

長野県佐久地域のモデル地区
八千穂村の経験から

長野県の農村におけるオーストラリア抗原
キャリアの実態

看護部の地域健康管理活動への参加

藤田公生,高橋松雄,小沢小市
佐久総合病院

シンポジウム(1)
循環器管理の成果と今後の問題点
磯村孝二

第８回日本肝臓学会東部会抄録

佐久総合病院健康管理部
藤田公生.寺島重信

第24回日本磯村学会総会会員講演
○竹内さだ子

(長野県・佐久総合病院、地域看護

活動ブロック委員会）

学会と執筆者

第23回日本農村医学会総会会員請
演

○神辺譲(日本農村医学研究所）

シンポジウム:農村における循環器
検診の問題点

○磯村孝二(長野県佐久総合病院）

磯村孝二（佐久総合病院）

藤田公生

佐久総合病院

出典

日本農村医学会雑誌
Ｖo1.23,

No.3(1974)pp202-275

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ､２３‘

No.3(1974)pp､179-200

日本農村医学会雑誌
ＶｏＬ２３

No.2(1974)pp､77-86

日本農村医学会雑誌
Ｖｏｌ‘2３，

No.1(1974)pp39-41

日本農村医学会雑誌

Vol､2３，

No.4(1974)pp529-530

日本循環器管理研究協議会

雑誌

Vol､９．

No.3(1975)pp,85-116

肝蔵

VoL16，

No.4(1975)pp239-239

日本農村医学会雑誌
Ｖｏｌ､２４，

Ｎｏ．３（１９７５)ｐｐ,１８６‐
215,298

内容洋記

長野県南佐久郡八千穂村崎田地区の菊

栽培賎民41名を対象とした。対照とし

て卿病院従業員１０名に同じテストを行
なった。

〔八千穂村における高血圧管理〕

佐久地域の一山間農村八千穂村におい

ては、昭和34年以来全村健康管理をお

こなっており、高mFF管理もその一貫

として実施している。同村の人□は昭

和35年6.227人。

八千穂村において‘慢性閉塞性呼吸器疾

患とくに'慢性気管支炎の実態を調査し、

さらに.農作業とくに脱穀・籾すり作業

や寒冷などの及ぼす影響について研究
をおこなったので報告する。

八千穂村において調査を開始したのは

この時期であった。その結果,同一家系

内に多数の抗原陽性者をもち‘先祖には

肝癌・肝硬変で死亡したとみられる例

が何名か存在する家族が発見された。

八千穂村における肝炎B抗原の実態の追

求も3年目の調査を進めている段階であ

るが.この村を当地方の代表的な農村と

考えて.その調査結果を広く普遍化して

よいものかどうかというのは,最初から

われわれにつきまとった問題であった。

循環器管理の方法としては.昭和34年健

康管理開始時より,毎年１回各部落出張

による検診と,その結果にもとづき、事

後指導をおこなっている。

八千穂村の住民について調萱を行っ

た.抗原陽性者は1A法で1.3％,抗体陽性

者はPHA法で20％であった。

看護部の地域活動参加についてのアン

ケート調査結果。
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|－－－題名論文発表

|…………
八千穂村における貧血とこれをとりまく生活環境
要因の変化について(第３報）

毛髪中水銀化合物の分析

八千穂村における肝炎B抗原調査4年間の結果

農業機械の振動とその測定

農村の健康改善におけるパラメディカル・スタッ
フの役割

一医師の立場から－

学会と執筆者

第24回日本農村学会総会会員講演
○井出秀郷、萩原篤、飯島郁夫、

湯浅道夫、柳沢正

(長野県・佐久総合病院）

第24回日本農村学会総会会員講演

○横山孝子、笠砺英子、田中範子、
高Ill千恵子、佐々 木弘子、樫'1｣美智
子、市川順子、桜井賢彦
(長野県・佐久総合病院）

第24回日本農村学会総会会員講演

○中村俊、浅沼信治、鈴木彰、黒
沢和雄、阿部栄四郎、佐々木喜一郎

(日本農村医学研究所）

第24回日本農村学会総会会員講演
○藤田公生、寺島重信松島松翠、

高橋松雄

(長野県・佐久総合病院）

第24回日本農村学会総会会員講演
○佐々木真爾、寺島重信、萩原篤

(日本農村医学研究所）

ラウンドテーブル・ディスカッショ

ン：農村の健康改善におけるパラメ
ディカル・スタッフの役割

磯村孝二(長野県佐久総合病院）

1９７５
農作業に起因する呼吸器障害(農夫肺等）に関す
る研究

出典

日本農村医学会雑誌
Ｖｏｌ､２４，

Ｎｏ．３（１９７５)ｐｐ､１８６‐
２１５，２９８

日本鯉村医学会雑誌

Vol､２４，

Ｎｏ．３（１９７５)ｐｐ､１８６‐
215,298

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ､２４，

Ｎｏ．３（１９７５)ｐｐ､１８６‐
２１５・２９８

日本農村医学会雑誌

Vol､2４，

Ｎｏ．３（１９７５)ｐｐ､１８６‐
215,298

日本農村医学会雑誌
VoL24‘

Ｎｏ．３（１９７５）ｐｐ､１５２‐

1８５．２６４

日本股村医学会雑誌
Vol２４，

No.3(1975)pp,141-151

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ､2４，

No.3(1975)pp262-263

調査対象は表1の如くで、昭和45年～

49年の検診結果で、貧血のあった人と

いつも正常であった人について45年か

ら48年への生活要因の推移を比較した。

30才代から50才代までの男女で、非農

家群は、佐久総合病院及び佐久市役所
勤務者、農家群は、八千穂村で農業に

従事する者である。

対象は長野県南佐久郡八千穂村の１５才

以上の捜民である。冬期に村内を巡回

し健診を行い､血清について肝炎B抗原，

抗体、肝機能を調べた。

長野県南佐久郡臼田町、八千穂村、南

牧村野辺山で行った。対象は、歩行用

トラクターの耕運機など。

八千穂村健康管理における村の組織の

なかでは.保健委員会が方針決定の重要

な機関となっているが、実際の運営に

おいては村の国保衛生係、保健婦と、

村のなかの保健アクチーブである衛生

指導員。

農村における呼吸器障害の実態を明ら

かにし,その原因を追究して対策を樹立

し,もって農山村住民の健康増進をはか

るため‘北海道,秋田県.新潟県長野県．

静岡県,愛知県,熊本県の各地区で.農

村の呼吸器障害の実態を調査した。

内容詳記

国保の受診件数の推移を南佐久7ケ町村

の平均と比較してみると、最初の5年間

は、八千穂村の方がかなり多くなって

いる、しかしその後入院件数は徐々に

低下しており、最近5年間は、はっきり

と減少している。
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2,4,5-Tおよびこれに関連する物質の細胞遺伝学
的研究

長野県農村における高血圧管理の効果とその問題
点

題名論室発表

長野県佐久地域における脳卒中発症ならびに追跡
調査(第１報）

八千穂村における貧血の実態とその追跡調査

八千穂村における脳卒中発症について

農薬散布従事者の健康管理方式に関する研究

農業の変化に伴う農民の新たな健康障害に関する
研究

若月俊一1),菅野二郎2),林茂樹
3),松島松翠4).北出公俊5),有馬
和雄6）

1）日本農村医学会、２）旭川厚生病
院、３）平鹿総合病院、４）佐久総合
病院健康管理部、５）屋島総合病院、
6)周東総合病院

第24回日本農村学会総会会員講演
○震田公生、藤田弘子、船崎善三
郎

(長野県・佐久総合病院）

シンポジウム：

農村における循環器検診の問題点
長野県佐久総合病院内科医長
磯村孝二

学会と執筆者

磯村孝二,高橋篤，
美智子,田中さわ，

美枝子｡碓井多恵子
佐久総合病院

横山孝子.飯出

田島礼子,仲沢

第28回長野県農村医学会総会
佐久総合病院○横山孝子,大柴弘子，
高山千恵子.勝俣智意子

第28回長野県農村医学会総会

佐久総合病院
磯村孝二

昭和48年度厚生省委託研究報告書
(要旨）

若月俊一1)2）
1）厚生省委託研究・総括研究
2)日本農村医学会

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ､2４．

ＮＱ１(1975)pp39-46

日本農村医学会雑誌

Vol､2４，

No.4(1975)pp､571-594

日本農村医学会薙誌

Ｖｏｌ,２４，

Ｎｏ．３（１９７５)ｐｐ､１８６‐
215,298

日本農村医学会雑誌

Ｖ０１．２３，

No.5(1975)pp,577-579

出典

日本農村医学会錐誌
Vol,２４，

No.2(1975)pp､69-76

日本農村医学会雑誌

VoL24，

No.1(1975)pp47-59

日本農村医学会雑誌
ＶｏＬ２４，

No.1(1975)pp47-59

内容注記

八千穂を含む調査の総論。

八千穂村の健康管理の一環として行

なっている貧血検査の結果をまとめて

報告する。

昭和35年より10年間の八千穂村におけ

る脳卒中の発症数は.男１１４人.女92人．

計206人である。年次的推移は,４１年度

より減少傾向が著明となり.１０人台に
なっている。

八千穂村崎田地区で,花斉栽培のため過

去１０年以上農薬散布に従事してきた農

民男子20名.同じく女子１５名.計35名を

えらび,９月と３月の2回にわたり‘(1)一
般的健康状況(2)自覚的急性疲労症

状,(3)血液一般検査,(4)血液生化学的検
萱,(5)尿検査｡(6)脳波検宣を行なった。

地域の全疾病の実態を調べるには,全国

的な地域ぐるみの全住民検診(例えば長
野県八千穂村における如き)が必要であ
る。そのような全国調査も今後の大き

な課題であるといえよう。

除草剤２．４．５－Tにより末梢静脈血
の細胞の染色体が切断されることを観

察した。次年度八千穂村住民を対象と

した調査の基礎データとなる論文。

八千穂村の成績では,管理１０年で脳出I、

発症は半減した。
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題名論文発表

長野県農村地域における循環器障害の社会的経済
的評価に関する研究

毛髪中水銀化合物の分析第三報

看護部の地域健康管理活動への参加

脳卒中患者登録方式の試みとその追跡指導による
患者の実態について
第２報

長野県八千穂村における食生活の変遷と循環器陣
害

長野県南佐久郡下学童の鼻疾患動態調査

農作業に起因する呼吸器障害(農夫肺等)に関する
研究

学会と執筆者

磯村孝二

佐久総合病院

第25回日本農村医学会総会会員講
演

○中村俊、浅沼信治、鈴木彰、黒
沢和雄、阿部栄四郎、佐々木喜一郎
井出秀郷

(日本農村医学研究所）

(第２報)○山下いづみ

(長野県・佐久総合病院、地域看護
活動ブロック委員会）

○飯出美智子、磯村孝二､柳沢記子
横山孝子(長野県・佐久総合病院）

菊池やす子(佐久保健婦会）

シンポジウム

農村の食生活と成人病
○磯村孝二(長野県・佐久総合病院）

第25回日本農村医学会総会会員講

演

○山浦一男、長谷川浩通

(長野県・佐久総合病院）

主任研究者野田喜代一

1９７６
農作業に起因する呼吸器障害(農夫肺等）に関す
る研究

出典

日本循環器管理研究協議会

雑誌

Vol,１０‘

No.3(1976)ppl69-174

日本農村医学会雑誌
Vol､２５‘

No.3(1976)pp､450-515

日本農村医学会雑誌

Vol､2５，

No.3(1976)pp252-345

日本農村医学会雑誌

Vol,２５，

No.3(1976)pP252-345

日本農村医学会雑誌
Vol､2５，

No.3(1976)ppl78-195

日本農村医学会雑誌
Ｖo1.25‘

No.3(1976)pP346-449

日本磯村医学会雑誌

VoL25，

No.1(1976)pp54-55

日本農村医学会雑誌
Vol､２５$

No.4(1976)pp､540-542

過去墓年間、同一人を対象とし分析調

査を行ったので、三年間の結果をまと

めて報告する。

看護部の地域活動参加についてのアン

ケ・・卜調査結果。

脳卒中患者を早期に把握し、適切な継

続指導。

同村の栄養調査によると１５年間に蛋白

質総量では１７％、動物蛋白質は58％、

脂肪は68％増加し、逆に炭水化物は

8％、食塩では20％減少した。

小学校検診結果及びアンケート調査に

基づき検討した。

北海道旭l::厚生病院(小西行夫・他),秋

田県由利組合総合病院(海塩毅一・他)‘

新潟県中央綜合病院(亀山宏平・他),長

野県佐久総合病院(磯村孝二､神辺譲).千

葉大学環境疫学農医研(海老原勇),熊本
大学公衆衛生〈野村茂･上田厚),6機関が，
研究班を組織した。

内容詳記

その言逗効果について,まず循環器管理

の面についてみると.昭和35年～４１年

の言遅前期の脳卒中年平均発症数は

23.1人であるが.昭和42年～４９年の管

遅後期には16.3人となり２９％の減少を

示した。とくに脳出血では,前期の9.1

人が後期には4.6人と半減している。
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題名論文発表

農村における口腔健康管理

一八千穂村における[~I解催康調査報告一

八千穂村における貧血の実態とその追跡調査
(第３報）

農家婦人の虚血性心電図変化に及ぼす生活環境要
因

八千穂村におけるオーストラリア抗原の調査報告
(第３報）

菊栽培農民に対する農薬と菊の葉エキスのパッチ
テストについての調査報告

毛髪中の水銀化合物の分析

本邦農村地帯の花粉症についての臨床的研究

農村における生活環境要因の変遷と脳心事故の推
移

八千穂村健康管理と国保医療費の推移について

学会と執筆者

第30回長野県農村医学会総会

佐久総合病院○児玉俊治,船11｣忠夫
小川照男,大工原好江,松村充子

第30回長野県農村医学会総会

佐久総合病院

○横山孝子,勝俣智意子,高山千恵子，
植木重治,樫山美智子

第30回長野県農村医学会総会
佐久総合病院

○市川英彦.横山孝子,勝俣智恵子．

高山千恵子

第31回長野県農村医学会総会

佐久総合病院

藤田公生,寺島重信,横山孝子

第31回長野県農村医学会総会

日本農村医学研究所神辺譲

第３１回長野県農村医学会総会

日本農村医学研究所

中村俊浅沼信治,鈴木彰

第31回長野県震村医学会総会

佐久総合病院○神辺語

群馬大学医学部

松村龍雄,黒梅恭芳,戸所正夫,鈴木成
欣

第31回長野県農村医学会総会
佐久総合病院磯村孝二

第24回日本農村医学会総会会員誌
湊

長野県佐久総合病院井出秀郷,他

出典

日本農村医学会雑誌
Vol２５，

No.4(1976)pp623-646

日本農村医学会雑誌

ＶｏＬ２５，

No.4(1976)pp623-646

日本農村医学会雑誌

Vol,2５，

No.4(1976)pp､623-646

日本農村医学会雑誌

Ｖo１．２５‘

No.4(1976)pp､647-658

日本農村医学会雑誌

Vol,２５，

No.4(1976)pp647-658

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ､2５．

No.4(1976)pp､647-658

日本農村医学会雑誌

Vol２５，

No.4<1976)pp647-658

日本農村医学会雑誌
Vol､２５．

No.4(1976)pp､647-658

日本農村医学会雑誌

ＶｏＬ２４，

Nos(1976)pp,671-724

内容洋記

考察:八千穂村住民は末郊潜街数で全国

平均より少なく,治療状態は良好のよう

に思われるが,ウ蝕致でみると,平均より

悪く,また20年.30年の長期にわたり‘義

歯を使用する者が多いなど.歯科医痕の
供3袷状態は良好。

昭和41年までに心電図変化のないこと

が確認出来ている農家婦人につき,47年

３月現在で４０～５９才の130名に心電

図桧査をｆＪなった。

このような家族内においても状態は固

定されたものではなく,動的な関係が生

じていることが示された。

八千穂村崎田地区の菊栽培膿民41名を

対象とし.１０名の健康成人を対照とした‘

農家は八千穂村で農業に従事している

男22名霞女28名である。その結果,最高

値では非農家の男の10.68ppm,最低値

では農家の女の0.68ppmであった。

八千穂村学童に内反応を行ない3.8％の

陽性反応を得た。

心筋硬塞‘狭心症は,脳卒中の1/10以下

の発症数であるが.最近女で若干増加し

ている。

疾病予防の保険給付の一日も早からん

ことを要望した。このことは更に過去

１６年間の実績として潜在疾病の減少,手

遅れ型の減少.その為の死亡の減少.特に

脳卒中の中の脳出血の著減を例示して

強調された。
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題名論文発表

八千穂村における貧血と.これをとりまく生活環
境要因の変化について(第３報）
具体的な対策を中心に

八千穂村における肝炎B抗原調査4年間の結果

ラウンドテーブル・ディスカッション:農村の健
康改善におけるパラメデイカル・スタッフの役割

農作業に起因する呼吸器障害(農夫肺等)に関する
研究一長野県八千穂村における疫学調査

HumanPopu[ationCytogenetics(人類集団細
胞遺伝学）

農村における食生活と健康一八千穂村を中心に一

CytogeneticsStudiesintheRura1population

八千穂村を中心にみた生産構造の変化と健康

学会と執筆者

第24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.他

第24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

(5)医師の立場から
長野県佐久総合病院磯村孝二

磯村孝二

第25回日本盤村医学会総会会員講
湊

○藤田公生、藤田弘子

(長野県・併久総合病院）

シンポジウム

i食と健康管理」
佐久総合病院横山孝子

日本人類遺伝学会第２１回大会一般
講演

○藤田公生、藤田弘子

(長野県・佐久総合病院）

シンポジウム:農村社会における生

産構造と健康

松島松翠(長野県・佐久総合病院）

出典

巳本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ､２４，

NOS(1976)pp､671-724

日本農村医学会雑誌
Vol､2４，

No.5(1976)pp,671-724

日本農村医学会雑誌
ＶｏＬ２４，

No.5(1976)pp､667-670

日本農村医学会雑誌

VOL２５，

No.4(1976)pp､565-572

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ､２５，

No.3(1976)ppl96-251

日本循環器管理研究協議会

錐誌

ＶｏＬ１２.

No.1(1977)ppl3-17

人類遺伝学会誌２２；

1７９，１９７７

日本農村医学会雑誌

Vol､２６，

No.3(1977)pp206-231

内容注

最近の社会経済的動きが確実に農村の

生活や健康に影響しているとし,栄蚕改

善の地区組織的活動が更に高まる必要

があることを強調した。

昭和47年以来調査を継続してきた長野

県八千穂村における4年間の遠隔成綴を

発表した。

健康と疾病の諸要因としては,自然科学

的.社会科学的な問題があるにも拘らず，

技術偏重の医学教育をうけた医師,さら

にはパラメディカルスタッフも,技術的

な視角から医療を見る傾向が強いので

はないか。真に健康を向上するために

は,生活のすべての面に眼をくばる必要
がある。

中間報告八千穂村の１５才以上の住民

を対象とし、１９７４年１２月から1975年

３月にかけて巡Iﾛ]健診で採血した。農業

の主体をなす30才から40才代に染色体

の切断が多いことが観察されに。

八千穂村の健診受診者約2.000人のう

ち.高血圧者:さ35％で.男が女より７％ほ

ど多い。これは長野県下に行っている

約50,000人の集団健康スクリーニング

による高血圧者率より,わずかに高率で

あるが.治療中の人は｡他の地域より多

く.半数以上を占めている。

これまでの調童をまとめたもの。

その１９年間の推移のなかから、生産お

よび生活状況の変化と、健康状況の変

化について考察する。
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題名論文発表

有機塩素剤の人体内残留に関する研究(第８報）
(含む毛髪中水銀室の分析）

山村における肝炎Bウイルスの継続的疫学調査の
報告

八千穂村における貧血とこれをとりまく生活状況
の変化について

八千穂村健康管理と国保医療費の推移について

脳卒中患者の追跡指導について(第２報）
一発作後1年経過の患者の実態を中心に－

長野県八千穂村における栄養摂取状況の推移と今
後の問題点

長野県八千穂村における食生活の変遷と循環器障
害

学会と執筆者

第26回日本農村医学会会員講演
○河西朗､浅沼信治.鈴木彰,黒沢和
雄

(日本農村医学研究所）

藤田公生1),寺島重信1),津田文
男2),今井光信3),真弓忠3）
1）佐久総合病院

2)東京都臨床医学総合研究所

3)自治医科大学(予防生態学）

第32回長野県農村医学会総会

佐久総合病院横山孝子

第32回長野県農村医学会総会
佐久総合病院井出秀郷

第33回長野県農村医学会総会

佐久総合病院

○飯出美智子,磯村孝二
佐久保健婦会

横山孝子,菊池やす子

第33回長野県農村医学会総会

佐久総合病院

○篠原紀代子,小出礼子‘関輝子,新

海尚子,臼田和子.佐藤素子,村田みど
り,小林政江,宮川桃子,小林早苗､内
堀寿々子,小林伸恵．井出多美子

シンポジウム:農村の食生活と成人

病

長野佐久総合病院磯村孝二

出典

日本農村医学会雑誌

Vol､２６，

No.3(1977)pp､232-331

日本鰻村医学会雑誌

Vol､２６，

NO2(1977)pp,147-151

日本農村医学会雑誌

Ｖo1．２６，

No.1(1977)pp,59-80

日本農村医学会雑誌

ＶｏＬ２６，

No.1(1977)pp59-80

日本農村医学会薙誌

Ｖｏｌ,２６．

No.1(1977)pp81-101

日本農村医学会雑誌
Ｖｏｌ,2６，

No.1(1977)pp､８１－１０１

日本農村医学会雑誌
ＶｏＬ２５

No.5(1977)ppl62-164

内容詳記

農業従事者と非農家群に分け、農業従

事者は長野県八千穂村での専業農家の

人を、又非農家群は佐久病院及び佐久

市役所議員である。

対象は長野県南佐久郡八千穂村の住民

である。毎年冬季に村内を巡回して,１５

才以上の成人を対象として診察し,静脈

血を採血した。

今回,村民の貧血の実態を中心に,所得，

栄養,労働などについて.健康との関係を

とらえてみた。

健康管理１７年,八千穂村の国保医療費

は｡どのように変わったか。年間1人当

りの国保医療費の変動についてみる。

八千穂村では.村内福祉センターに訓練

室を設けており,患者や家族が集まって

訓諌できる。

八千穂村の４０～６９才の住民180人(男

77人,女103人)を無作為抽出し個人面
接聞きとり方式で,昭和50年１２月～５１
年３月に,栄養調査をおこなった。

藍村は.長野県八千穂村における昭和３４

年から１５年間にわたる全村健康管理の

成績|Lついて発表した。
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題名論文発表

昭和52年度厚生省循環器疾患調査研究

昭和52年度厚生省循環器疾患調査研究報告
高血圧・動脈硬化の－次予防に関する研究

昭和52年度厚生省循環器疾患調査研究報告
循環器障害対策・管理に関する総合的研究

農作業に起因する呼吸器障害(農夫肺等)に関する
研究一長野県八千穂村における農夫肺の調査研究

農村における食生活と健康八千穂村を中心に

農作業に起因する呼吸器障害(農夫肺等）に関す
る研究

伊藤良雄，

島雄一郎，

学会と執筆者

佐々木直亮,根岸龍雄.五

田中健蔵,戸嶋裕徳‘笹野

伸昭,大根田玄寿,森沢康,内藤周幸，
沢井広室‘西山保一.磯村孝二岩塚

徹,増山善明,京極方久加藤寛夫.中
島輝之.重松逸造.池FR下男,村尾覚，

阿部裕,小町喜男､尾前照雄,児島二
郎､木下康民.紀伊国献三.福田安平，
木村栄一,柴田茂男.歳野惰一,堀部
博,水野康,伊藤栄一‘高安正夫,中川
敬之助

リスク・ファクターに関する研究

まとめ担当／東京大学

根岸龍雄

ｌ地区別にみた循環器疾患の発症
および死亡に関する疫学的研究

１１効率的な検診方式および予防的
投資の有効性に関する研究
Ⅲ予防・治療・管理方式に関する
研究

践村孝二；加藤美輔

シンポジウム

食と健康管理根岸龍雄,合田良
子,横山孝子,内藤雅子,武藤志真

子

野田喜代－，小西行夫,菅野二郎，

和泉昇次郎,海塩毅一,佐々木志
保子,亀山宏平,高頭正長,磯村孝

二.神辺譲,加藤英輔,海老原勇，
内田昭夫,上田厚,野村茂,宮本
昭正

出典

日本循環器菅遅研究協議会
雑誌

Ｖｏｌ､１３，

No.1(1978)pp31-44

日本循環器管理研究協議会

雑誌

Ｖｏｌ,１３，

ＮＯ２<1978)pp､51..117

日本循環器管理研究協議会
雑誌

Vol､１３‘

No.2(1978)pp,１１９－１７０

日本農村医学会雑誌.２７(1)

[1978.04］

日本循環器管理研究協議会

錐誌

Ｖ01.12‘

No3(1978)pp,186-227

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ､２６，

No.5(1978)pp､693-713

内容洋記

そこで若年者の高血圧・動脈硬化の危

震因子の実態を明らかにして,予防に対

する対策の確方を図る･

(2)集団の資料

佐久総合病院が管理している長野県

八千穂村の資料によった。同村の人口

については,数回の国勢調査の結果を利

用した。コホート分析は5歳階級Ｉこよっ

た。

八千穂村のデータを基礎として多地域

との比較から研究がなりたっている。

長野・佐久地区八千穂村‘南牧村仙全圃

20地区で調査。
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題名論文発表

八千穂村を中心にみた生産構造の変化と健康

農村における食生活の実態

一とくに職業別・年代別の差異について－

村における糖尿病の疫学調査とくに八千穂村につ
いて

農村における生活環境因子と循環器障害

農作業に起因する呼吸器障害(農夫肺等)に関する
研究(総括）

農作業に起因する呼吸器障害(農夫肺等）に関す
る研究

長野県八千穂村における農夫肺の調査研究

学会と執筆者

シンポジウム：

農村社会における生産構造と健康

長野県・佐久総合病院健康管理部長
松島松翠

第27回日本農村医学会総会会員講
演

○横山孝子,井出秀郷,柳沢正｡市川
順子,鈴木美代子.神辺譲,磯村孝二

(長野県厚生連・佐久総合病院）

シンポジウム:農村における糖尿病
の現況と問題点

践村孝二

(長野県厚生連・佐久総合病院）

第27回日本農村医学会総会会員講
演

磯村孝二

(長野県厚生連・佐久総合病院）

野田喜代－，YukioKonishi,Jir6

Kanno，Sh6ji｢Ｏ１ｚｕｍｉ・Ｋｉｉｃｈｉ
Ｋａｉｓｈｉｏ・Ｋ６ｈｅｉＫａｍｅｙａｍａ，
MasanagaTakato,ＫＯｊｉｌｓｏｍｕｒａ
ＹｕｚｕｒｕＫａｎｂｅ，ＥｉｓｕｋｅＫａｔｏ，

ＡｋｉｏＵｃｈｉｄａ，ｌｓａｍｕＥｂｉｈａｒａ

Ｓｈｉｇｅ｢uNomuraAtsushiUeda，
AkimasaMiyamoto

磯村孝二,加藤英輔

出典

日本農村医学会薙誌

Vol､2６，

No.5(1978)pp714-718

日本農村医学会雑誌

Ｖｏｌ､2７，

No.3(1978)pp､272-333

日本農村医学会雑誌

Ｖ０１．２７、

No.3(1978)pp､238-271

日本農村医学会雑誌

Vol､２７、

No.3(1978)pp520-635

日本農村医学会雑誌

Vol､２７，

No.1(1978)pPl-4

日本農村医学会誰誌

VoL27，

No.1(1978)pp24-27

内容注記

松島氏は,20年にわたって全村健康管理

を継続中の‘農山村長野県八千穂村の生

活・生産描造と健康指標の変化につい

て調査。

長野県南佐久郡臼田町・八千穂村の2町

村において、成人約3000人について、

集団鰹康スクリーニングに合せて、ア

ンケート方式により行なった。

最後に、昭和35年度の糖尿病検診およ

びその後の検診で穂尿病(疑を含む)と

診断されたもののうち、死亡したもの

の死因について検討した。死亡者は２０

人であるが、脳卒中がもっとも多く9人

ついで心臓病と糎尿病それ自体による

ものが各3人、肺炎と悪性新生物が各２
人、肝硬変症が1人であった。

これら部落群別に長期間の脳卒中発症

状況の推移、ならびに現在の血圧、肥

満度、皮脂厚、血液性状を調査し比較

検討した。

磯村・他は.八千穂村住民で家畜飼育作

業に従躯した経験があり,特に自ら家畜

(牛・馬・豚)を飼育し,乾くさ・乾わら・
堆肥などを取扱ったことのある農民

810名(男396名.女４１４名)を対象とし
て調査。

全対象者1,901人に対して,過去から現

在までに.家畜(牛,馬.豚｡山羊,羊など)を
飼育した経験と.乾くさ.乾わら‘堆肥な

どの取扱い作業の経験の有無を調査し、

それらの農作業を経験した者に対し‘乾

くさ.乾わら堆肥を取扱ったことによる

呼吸器障害を調査。
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ロ 年

1９７８

1９７９

1９７９

1９７９

1９７９

1９７９

1９７９

題名論文発表

人体毛髪中の残留水銀の分析調査

昭和53年度循環器病研究委託費による研究報告
課題番号53指－５循環器疾患の予防のための管理
方式と効果に関する研究

70歳から80歳への生理的老化の進行

農村における血液性状よりみた健康の基礎的指標
に関する研究

農村小児の食事と擢患傾向についての調査

農村における食生活の実態
－とくに職業別・年代別の差異について

長野県八千穂村における疫学調査

中村

和雄

学会と執筆者

俊,鈴木彰,浅沼信治‘黒沢

主任研究者伊藤良雄東京大学教

授(内科）
分担研究者佐々木直亮ほか8名協

力員28名

都老人総合研究所疫学部

芳賀博績野傭一,松崎俊久､七田恵
子‘上野晴美,芳賀京子.田中千佳子
女子栄養大森山純子
佐久総合病院磯村孝元

昭和52年度厚生省委託研究(総括）

内田昭夫

千葉大学医学部

第27回日本農村医会総会会員講演

長野佐久総合病院神辺霊.他

第27回日本農村医会総会会員講演

長野佐久総合病院横山孝子.他

シンポジウム:農村における糖尿病

の現況と問題点
佐久総合病院内科医長磯村孝二

出典

日本農村医学会雑誌

ＶｏＬ２７，

No.4(1978)pP762-764

日本循環器管理研究協議会

雑誌

ＶＯＬ１４．

ＮＯ２(1979)pp37-145

日本老年医学会雑誌

VoL16，

No.3(1979)pp,261-292

日本農村医学会雑誌

Vol２７．

No.5(1979)pp373-376

日本農村医学会雑誌

Vol,2７，

No.6(1979)pp､430-490

日本農村医学会雑誌

Ｖｏ1．２７，

No.6(1979)pp430-490

日本農村医学会雑誌

VoL27，

No.6(1979)pp426.429

内容津記

30歳代から50歳代までの男女120名か

ら毛髪の提供をうけ,４年間継続して毛

髪中水銀屋の定壷をおこなった。

1980年以後の5年次の死亡率を推測し、

都道府県別.生年群別－，死亡危険度表を

作成した。

別に,佐久総合病院で管理している,長野

県八千穂村の資料と.全国の死亡率の状

況を比較,検討し,よく管理されている集

団の貢料と‘死亡率に関する限りは.全国

を母数とした。いわば,全数調査の結果

である。

対象は.各年齢それぞれ都下小金井市の

399名,６８名,広島市の548名，１６４名‘

長野県八千秘村の92名.３２名都万春毒

老人ホームの237名,283名である．

践村らは.長野県八千穂村の４０～６９才

の受診者(男648名｡女868名)について．

年代別(１０才階級).職業別に血液性状値

を検討した。

尚.摂取食品別では八千穂村は臼田町に

比し魚類の摂取は多いが野菜物の摂取

が少ない。蛋白質摂取の少ない臼田町

の1人当りの擢病回数が2.4と八千穂村

の1.7に比し多い成鎮。

昨年・今年にかけ長野県臼田町。八千

穂村の成人約3,000人にアンケートし

て.最近の農家の食生活の変わり様を広

く掴みしようと目途された研究である。

八千穂村20年間の全村健康管理を通じ

ての糖尿病の推移は.農村における糖尿

病の現況を如実に示す貴重な資料とし

て注目されよう。とくに農村において

も糖尿病は増加している。しかもこの

傾向は.老年脳.男性に強い。
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1９８０

1９８０

1９８０

1９８０

1９８０

1９８０

1９８１

1９８１

1９８１

1９８１

題名論文発表

巡回検診方式による集団へルスケア

農村における脳卒中の予防管理
八千穂村健康管理20年の経験から

農業従事者の腰痛調査

八千穂村学童の健康管理についての新しい試み

八千穂村における栄養摂取の実態とその問題点
一若年者と成人との比較

八千穂村における栄養摂取状況と肥満および血液
性状との関連について

長野県八千穂村における血液性状よりみた健康の
基礎的指標に関する研究

農村における高血圧

とくに脳卒中予防対策としての高血圧管理

佐久地域における脳卒中管理について

長野県一農村における健康老人の生活と健康

学会と執筆者

学術総会

寺島重信：佐久総合病院

学術総会

磯村孝二、松島松翠、寺島重信、市
川英彦、松浦尊麿、横山孝子、井出
秀郷、木内春生：佐久総合病院

鉛崎善三郎、山岡弘明、横111孝子、
高山千恵子､佐々木里路､柳沢正：
佐久総合病院

小宮山則男ほか：八千穂村衛生指導
員

長野県農村医学会総会

神辺雲、末武教行、大山碩也、三

橋将人、大西えり子、武重みち、平
石友：佐久総合病院

長野県農村医学会総会

小林信恵、神辺譲、新海尚子、岡
村吾郎、志摩節子、磯村孝二：佐久
総合病院

長野県農村医学会総会

磯村孝二、清水清、新海尚子、植

木重治、小沢小市：佐久総合病院

磯村孝二‘五藤阜雄,荻原幹雄

日本農村医学会学術総会
磯村孝二:佐久総合病院

長野県農村医学会総会

磯村孝ﾆｰ:、横山孝子、山口和子、鈴
木いずみ、佐藤文子：佐久総合病院

学術総会

磯村孝二、小林栄子、堀龍弘子、岩

田良美：佐久総合病院

出典

日本農村医学会雑誌．

29(3)ｐｌ６２（1980）

日本農村医学会誰誌

29(3)ｐ360（1980）

日本農村医学会雑誌

29(3)ｐ478（1980）

日本農村医学会雑誌

29(3)ｐ915（1980）

日本農村医学会雑誌

29(3)Ｐ921（1980）

日本農村医学会雑誌

29(3)ｐ921（1980）

日本農村医学会雑誌

30(1)８０－９０[1981.05］

日本農村医学会雑誌．

30(3)ｐ248（1981）

日本農村医学会雑誌

30(3)ｐｌＯ６４（１９８１）

日本農村医学会雑誌．

30(1)ｐ382（[1981.05］

内容注記

八千穂村健康検診から集団健康スク
リーニングに発展するまでの時系列の

概要報告。

八千穂村健康検診での血圧を昭和34年

と昭和53年を比較して考察した。

八千秘村における農業従事者860名の

アンケート調査と､長野県集団スクリー

ニングの農夫症愁訴案と合わせて考察。

昭和53年よりはじめた八千穂村の小中

学生のスクリーニング結果より、ＬＤＨ

などの成人病に至るの指標が高いこと

を報告。

八千穂村スクリーニング受診巷から成

人341人と中学3年の比較。塩分摂取は

中学生の方が多かった。

八千穂村の20歳から60歳341人を対象

に労働作業強度別に栄養摂取肥満

血液性状の関連について調査した。

八千穂住民を対象に農村住民の血液性

状の実態と健康指標の意味について調

萱研究した。

八千穂村の血圧状況についてに説明。

八千穂村の65歳以上の老人を対象に日

常生活のインタビューとスクリーニン

グを合わせて考察したもの。
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題名論文発表

HYPERTENSl○ＮＡＮＤＳＴＲ○ＫＥＣ○ＮＴＲ○ＬｌＮ
Ａ」ＡＰＡＮＥＳＥＲＵＲＡＬＡＲＥＡ：SessionllI-1：
ＴＨＥＦｌＲＳＴＡＳｌＡＮ－ＰＡＣｌＦｌＣＳＹＭＰ○ＳｌＵＭ○Ｎ
Ｓ１~R○ＫＥ：ＳＥＳＳ'○Ｎ’'1．ＳＹＭＰ○ＳｌＵＭ○Ｎ
ＰＲＥＶＥＮＴ’○Ｎ，ＤＩＡＧＮ○ＳｌＳＡＮＤ
ＴＲＥＡＴＭＥＮＴ○ＦSTR○ＫＥ：ＰＲ○SPECTＳＦ○Ｒ
STR○ＫＥＣ○ＮＴＲ○Ｌ

学会と執筆者

Ｋ○｣llS○ＭＵＲＡ

Ｄｅｐａ「ｔｍｅｎｔｏＩｌｎｔｅｒｎａｌ
Ｍｅｄｉｃｉｎｅ,SakuCentralHospital

出典

ＪａｐａｎｅｓｅＣｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ
｣ｏｕｍａｌ

Ｖｏ1.46,

No.6(1982)pP637-638

1９８３

1９８３

1９８３

1９８３

1９８３

1９８３

1９８４

1９８４

長野県八千穂村住民における頚椎・胸椎の脊柱靭
帯骨化のＸ線写真による疫学調査

長野県における股業従事者の腰痛に関する研究

季節別にみた長野県婦人農業従事者の健康・生活
に関する研究

長野県における農村婦人の肥満に関する研究

長野県八千穂村における脊椎疾患の疫学調査

農村住民の血清脂質の変遷と循環器障害

"ＳｏｃｉａｌＣａｐａｂｉＩｉｔｙｆｏｒＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ：
Lea｢ningf｢omJapaneseExperience.”

長野県農村における生活環境の変遷と中高年者の
健康，特に血液性状と循環器障害との関連に関す
る研究

大塚訓嘉ほか

船崎善三郎,横山孝子,柳沢正,佐々 木
里路,高山千恵子:長野県厚生連佐久
総合病院

山岡弘明:岡谷市病院／小宮山則男：

長野県八千穂村役場

市川英彦、横山孝子、浅田捷、宮沢
昭一、高橋和子、黒淫英明：佐久総
合病院

松浦尊麿､都築由美子､高橋かず子：
長野県健康管理センター

柳原光国、町田拓也、大森尚人：佐
久総合病院

磯村孝二、市川英彦、五藤卓雄、高

松道生、黒沢範夫：佐久総合病院

ＳｈａｒｍａＰ｢emNarain．

一
一
一
一錦

佐久総合病院

厚生省特定疾、脊柱靭帯骨

化症研究班昭和57年度報

告,P33-36(1983）

日本農村医学会雑誌巻
３２号:４頁:827-840

日本農村医学会雑誌巻：

３２号:２頁:2３－３５

日本農村医学会雑誌巻

３２号:２頁§88-100

日本農村医学会雑誌巻:3２

号:３頁:392

日本農村医学会雑誌巻:3２
号:３頁:642

RegionalDeve1opment
ＤｉａｌｏｇｕｅＳｐｅｄａｌｌｓｓｕｅ
(１９８４):41-86.

日本農村医学会雑誌巻:3３
号:４頁:742-748

昭和54.55年に長野県内の農業従事者

(２０．．６９才の男女)種対象に腰痛愁訴の

実態などを調査。

Ａ：疾患別有病率の作物地帯別、季節

変動についてスクリーニングデータを

比較したＢ：臼田町八千穂村の農家

主婦１１人に生活時間調査をした。

八千穂村住民1921人について分析、年

間変動、検査異常値の出現率について

検討した。

八千穂村スクリーニング受診者から５０

歳以上を抽出し、頚推、胸椎側面の間

接撮影を行なった。

八千穂村住民を対象とした栄斐謂董、

昭和57年時の肥満度、脂質代謝循環器

障害の実態について調萱した。

Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｉｎｌ９５９，ｗｉｔｈ
ｓｔｉｍｕｌａｔｉｏｎｉ｢ｏｍａｄｏｃｔｏ「who

servedYachihoviIIage｢ｓｗｈｏｗｅｎｔ
tothesub-dist｢にthoSpitaIatSaku

内容洋記

Ａｓａｒｅｓｕｉｔｏｆｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ

ｈｅａｌｔｈcont｢olprograminsttutedin
YachihoViI|age（population:５２１１）

ｆｏｍｌｏｒｅｔｈａｎ２０ｙｅａ
ｉｎｄｄｅｎｃｅｈａｓｄｅｄiｎｅｄｂｙ

９
〔
Ｕ

応
４

tｈｅ

％ＩＯｒ

Ｃｅ｢ｅｂ｢ａｌｈｅｍｏｒｒｈａｇｅａｎｄ２５％for
Cerebralinfaction．
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1９８５

1９８５

1９８６

1９８６

1９８６

1９８７

題名論文発表

八千穂村健康管理25年のあゆみ(その1）
疾病の変化

八千穂村健康管理25年のあゆみ（その2）
地域活動をめぐって

南佐久地域における過去2年間の内視鏡的胃精検
の現況

整形外科的住民検診身長の加齢短縮

八千穂村健康管理における衛生指導員の役割

集団健診における便潜血検査の実施とその問題点

整形外科的住民検診身長の加齢短縮

昭和61年度厚生科学研究費補助金研究報告書

農村における死亡の実証的研究

学会と執筆者

第34回日本農村医学会学術総会

小林栄子,横山孝子,鈴木いづみ,小須

田文恵,磯村孝二:佐久総合病院

島崎哲子,佐々木房子:八千穂村役場

第34回日本農村医学会学術総会

西垣良夫,小林栄子,鈴木いづみ,佐々
木徳子,小須田文恵.飯島郁夫.柳沢

正,嶋田三代治｡横山孝子:佐久総合病
院

第34回日本農村医学会学術総会

佐藤勝、堀込邦行、寺島重信、夏川

周介、清水重文、山田繁、松島松
翠、鈴木いづみ、山下隆造、武田隆
次：佐久総合病院

第34回日本農村医学会学術総会

町田拓也柳原光国,多田秀穂‘神沢

賢,神平雅司.水嶋丈雄:長野県厚生連

佐久総合病院

長野県農村医学会総会

高見沢佳秀､雲水文雄､渡辺窪太郎：

八千穂村衛生指導員：八千穂村役場
住民課

長野県農村医学会総会

小須田文恵、池田真琴、中沢あけみ
清水肩、須江茂人、松島松翠：長

野県厚生連健康管遅センター

夏川周介：佐久総合病院

町田拓也,柳原光国,多田秀穂.神沢
賢．神平雅司水嶋丈雄:長野県厚生連

佐久総合病院

内田昭夫、西垣良夫

出典

日本農村医学会雑誌巻：

３４号:３頁:286-287

日本農村医学会雑誌巻：

３４号:３頁:288-289

日本股村医学会雑誌巻：

３４号:３頁:4９０－４９１

日本麗村医学会雑誌巻：
３４号:３頁:576-577

日本農村医学会雑誌巻：

３４号:５頁:926

日本農村医学会雑誌巻：

３４号:５頁:931

関節外科巻:５号:５頁

801-805

日本農村医学会雑誌巻：
３６号:４頁:9５４－９５６

内容注記

25年間の変化の概況。

衛生指導員婦人の健康づくり推進員

ほかの説明。

南佐久郡下5か町村要精検者を対象に内

視鏡検査を行なった。

八千穂村において.過去20年以上にわ

たって身長の経年的推移が記録されて

いる約2000名を中心対象として調査し

たところ.20年間における身長加齢短縮

は,男では平均1.2ｃｍ(SＤ1.79).女では

平均1.7ｃｍ(SＤ2.19)であった。

喬生措導員の活動と第１回八千穂村健

康祭でのアンケート結果について

スクリ．えングで行った便潜血検査の

八千穂村での2437人結果と鞘検の結果

と実施方法についての考察。

八千穂村において.過去20年以上にわ

たって身長の経年的推移が記録されて

いる約2000名を中心対象として調査し

たところ‘20年間における身長加齢短縮

は,男では平均1.2ｃｍ(SＤ1.79).女では
平均1.7ｃｍ(SＤ2.19)であった。

八千穂村における昭和35年から60年ま

での死亡の状況をみた。
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年

1９８７

1９８７

1９８７

1９８８
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1９８８

1９８９

1９８９

1９８９

1９９０

題名論文発表

山間農村における脳血管リスク要因について

長野県八千穂村小中学生における血圧検診

長野県農村における近年の栄謹摂取状況の変遷と
循環器疾患の関連

昭和62年度厚生科学研究費補助金研究報告書
農村における死亡の実証的研究

八千穂村における死因別にみた生前の生活習慣の
分析

南佐久郡下における肺癌検診の取り組み

循環器疾患の集団管理と個人管理の接点

八千穂村における循環器疾患の予防および管理に
関する研究

長野県一農村における若壮年の健康状態に関する
調査研究

宿題報告

農村における死亡の実証的研究

僻地中核病院としての肺癌検診の取り組み

長野県佐久地域における循環器疾患の発症状況に
つい て

学会と執筆者

日本農村医学会学術総会シンポジ
ウム

磯村孝二:佐久総合病院

日本農村医学会学術総会
大山碩也、武重みち：佐久総合病院

日本農村医学会学術総会

磯村孝二、井益雄、新海尚子、黒濯
和雄、宮沢昭一：佐久総合病院

内田昭夫、西垣良夫

農村医学会学術総会

征矢野文恵、黒蓬和雄、横山孝子、
西垣良夫、松島松翠：長野県厚生連

健康管］理センター

土屋政夫、依田明子、北村きみ子、

高瀬美子：長野県厚生連健康管理セ
ンター

霜田哲夫、西沢延宏、山下隆造、田
村秀樹

磯村孝二:佐久総合病院

磯村孝二、荻原幹雄、木村秀夫、井
益雄、黒漂和雄、小林栄子、宮沢昭
－：佐久総合病院

海老原男、西垣良夫

依田明子、土屋政夫、北村きみ子、
高瀬美子、井出久治：厚生連健康管
理センター

霜田哲夫、西沢延宏、山下隆造、田

村秀樹：佐久総合病院

高松道生

出典

日本農村医学会雑誌巻

３５号:３頁:6０

日本農村医学会雑誌巻：

３６号:３頁:648

日本農村医学会雑誌巻：

３６号:３頁:720

日本農村医学会雑誌巻：

３７号:４頁8８８８９２

日本農村医学会雑誌巻：

３７号:３頁:600（1988）

日本農村医学会雑誌巻

３７号:４頁:910（1988）

日本循環器管遅研究協議会

雑誌

巻:２２号:３頁:559-563

日本農村医学会雑誌

巻:３８号:２頁:１１０－１１６

日本農村医学会雑誌

巻:３８号:３頁:2０６－２０９

日本農村医学会雑誌

巻:３８号:３頁:3８４．－３８５

日本農村医学会雑誌

巻:３９号:３頁:336

内容洋記

佐久地域での脳卒中謂童結果。

血圧測定法の違いによる差と血圧の差

に関する因子を検討した。

八千穂村住民の循環器疾患と栄養調査

の結果をもとにその関連を分析した。

八千穂村における昭和58年から60年ま
での死亡者102名の生前の検診データ

の死因別に検討した。

八千諏村56-60年の死亡者147名の過

去の検診受診デ・夕から、癌死亡とそ

の他の比較を行なった。

昭和６１年62年の受診者について検討し

た。１１５８４人中6例のがんを発見した。

うち4例は手術可能であった。

第２回日本心臓財団予防賞（日本循環器

管理研究協議会賞）受賞業績概要報告。

八千穂村と川上村の住民健診受診者を

対象に生活労働環境、血液内容等を分

折した。

八千穂村における昭和35年から60年ま

での死亡の状況をみた。

佐久町を除く南佐久郡の肺がん検診の
棚検の実施方法と問題点について

南佐久郡佐久市の状況について
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1９９３
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題名論文発表

地域における一般健診と消化器集団検診総合化の
試み

農村における地域保健活動健康管理事例
長野県八千穂村

人間ドックおよび集団健診データの相互利用の必
要性と問題点

長野県佐久地域における心筋梗塞の発症状況に
つい て

長野県佐久地域における脳卒中発症登録調査より
の発症要因の検討

農村における脳卒中の動向と問題点

｢佐久地域保健セミナー」受講生の組織化の活動

農山村での老人医療・在宅ケアの進め方

佐久総合病院における在宅ケアシステムの方向性

地域における一般健診と消化器集団検診総合化の
試み（第３報）

長野県佐久地域における心筋梗塞の発症状況に
ついて

長野県厚生連人間ドック臨床検査データ統一化の
試み

八千穂村全村健康管理活動実習の経験

農村地域における心筋梗塞発症とその特徴

学会と執筆者

夏川周介、大井悦弥、山田繁、清水
茂文、武田隆次、佐藤勝、小林栄子、
西垣良夫

西垣良夫:佐久総合病院

柳沢昭吾、征矢野文恵、黒沢和雄、

松島松翠:佐久総合病院

高松這牛

荻原幹雄

磯村孝二

高見沢佳秀

井益雄：佐久総合病院

坂井信予、吉川千代子、須江美恵子

塩沢和子、井益雄、油井公昭：佐久
総合病院

夏川周介、大井悦弥、清水義雄、山

田繁、小山恒男、清水茂文、武田隆
次、佐藤勝、西垣良夫、松島松翠

高松道生、高木一生、磯村孝二

諭FFI昌伸、平野孝明、丸山好英、藤

沢孝義、田坂博一、小山昌広、木村

忠正、五味克二、宮林司、宮入健三、
平原信之、清水敏夫、小寒小市、坂

本和夫

飯島良子、児玉千秋、小須田禾子、

黒岩ひさ子：佐久総合病院看護専門
学校

高松道生

出典

日本農村医学会雑誌

巻:４０号:３頁:238

日本農村医学会薙誌

巻:４０頁:102-103特殊号

特別号

健康医学巻:７号:１頁:4-7

日本農村医学会雑誌，

41(5)：1076,（1993）

日本農村医学会錐誌

巻:4２（３）頁:1０２（1993）

日本農村医学会雑誌

巻:4２（３）頁:1２０（1993）

日本農村医学会雑誌

巻:４２号:３頁:440

日本農村医学会雑誌
巻:４２号:３頁:736

日本農村医学会雑誌

巻４２号:３頁:９１２

日本農村医学会雑誌
巻:４２号:４頁:1０９４

日本農村医学会雑誌

巷:４３号:3頁:230（1994）

内容洋記

佐久市臼田、佐久町、八千穂で在宅登

録された375人について検討した。
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題名論文発表

長野県厚生連人間ドック臨床検査データ統一化の
試み（第２報）

演劇による地域教育活動の実践

山間農村地域の自治体事業における医療機関理学
療法士の関わり

保健サービスの効果に閏する疫学的研究

八千穂村における歯周疾患モデル事業の成果報告

佐久地域における住民の保健・福祉リーダーづく
りの取りくみ

長野県佐久地方住民の皮膚癌検診
－紫外線の増加が人の健康に及ぼす影響について
の研究

佐久地域における心筋梗塞発症状況

農村における健康増進活動の費用・効果分析に関
する研究

学会と執筆者

清水敏夫、池田昌伸、平野孝明、丸
山好英、藤沢孝義、田坂博一、小山

昌広、木村忠正、五味猛雄宮林司
宮入健三、平原信之、小沢小市、松

尾宏一

罵見清助、青木秀夫、高見沢佳秀、
井出弘、桜井真、狩野つる子、

中田貴志江、米山裕子、清水俊美
佐久地域保健セミナー同窓会演劇班

市川彰,丸山哲夫,花沢直樹.依田英

樹,高橋進一,金子ゆかり，浅川和

仁,隅田俊子

｣A長野厚生連佐久総合病院リハビ
リテーション科

横山孝子、松島松翠、井出久治、宮
沢昭一．:長野県厚生連健康管理セ
ン タ ー

黒岩茂,新海浄,渡辺秀南,雫田和茂，

荻原進,青森則佳,須田芳明

(第８回日本口腔衛生学会甲信越北
陸地方会）

飯嶋郁夫、高見沢佳秀，西垣良夫

･横山孝子，小林栄子，朝田捷，
井出久治，井出真一，松島松翠

堀内信之、関詩穂、小林栄子、柳沢
正、松島松翠：佐久総合病院

安藤幸穂、宇原久、斉田俊明：信州
大学

高松道生，近藤俊明，山浦一男

松島松翠
長野県厚牛運佐久総合病院

出典

日本農村医学会雑誌

巻:４３号:3頁:586（1994）

日本農村医学会雑誌．

４３（４）：９９４－１０２７．
1９９９．

翌学療法学，

２２：２０４，１９９５．

日本農村医学会雑誌

害:４５号:３頁:277

口腔衛生学会雑誌；巻号：
1997-10-30,47,5：掲載
ペーージ：７５６

病院

５６(１１)，998-999.1997-
１１

日本農村医学会雑誌，

47(1)：４２－５０．１９９８

日本循環器管理研究協議会

雑誌,Vol､３４（1999）

No.１ｐｐｌＯ－１５

日本農村医学会雑誌，

48(4)：616-624,1999.

内容洋記

八千穂村衛生指導員、婦人の健康づく

り推進員出身者が多い佐久地域保健セ

ミナー同窓会の演劇活動について

歯周疾患モデル

八千穂村を含む佐久地方住民7528人に

.‐次検診を行い、６７人が病理組繕検査

をうけた。

町村における保健活動の費用効果とし

て、高い受診率の南佐久八千穂村、川

上村、臼田町と低い受診率の佐久町、

南牧村、小海町と比較すると老人医

療費では、差が顕著であった。
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1９９９

1９９９

2０００

2０００

2０００

２０００

２００１

2００１

題名論文発表

住民の地域活動と専門職の役割・機能に関する調
査研究一岩手県沢内村・長野県松川町・長野県
八千穂村・川崎市川崎反FFI鳥地区の事例を通して

地域住民組織による村民の歩行の実態調査

八千穂村学童における血清総コレステロール値の
変化

八千穂村における集団健康スクリーニング受診者
の生活習慣病の研究

地域住民組織による村民の痛みについての調査研
究

女性の尿失禁の症状と原因について

－衛生指導員と女性の健康づくり推進員の調査か
、一

平成12年度厚生科学総括研究報告書

農村における健康増進活動の費用・効果分析に関
する研究

訪問看護ステーションにおける訪問リハ活動の業
務内容,対象者についての検討

学会と執筆者

(特集住民自治と社会保障・社会福

祉一貧困克服の世紀に向けて(第４
回社会福祉研究交流集会報告集))矢
島 香 子

内濠秀勝1．篠原辰雄1，内藤干成2，

小林勝江2,西本八重子2,佐藤かず
江2，篠原親江2，篠原かつ子2/１

八千穂村衛生指導員,２婦人の健康
づくり推進員

牛久英

総合病

西垣良夫,高瀬美子,吉川千代子,飯島
秀人,矢島伸樹.井出久治.池田せつ
子:長野県厚生連健康管理センター

渡辺義次*．篠原始*,中山正聯,島崎

至*,古屋かつえ2雲．小林恵子2窪．
佐々木富江2*,佐々木みどり２琴,菊

池洋子2率,木内けさえ2準,小椋美千
子2零，菊池厚子2*，須田ゆきえ2窪，

中山ます2*,井出里江2画／､八千穂
村衛生指導員,２拳八千穂村婦人の
健康づくり推進員

桜井貞利率,小宮山美行.,由井行子

寒寒.村上和美奉奉,小須田正子撫塗.安藤
明三雲零.井出文江==.山田志よう子率窪．
井出みよ子*率.志摩純子零塞,佐藤敏子
事事,笹崎美代子璽零／雲八千穂村衛生

指導員,零*女性の健康づくり推進員

松島松翠

清水美穂,市川彰,花沢直樹,依田英

樹,塚田英理,荻原将一,鈴木智美,池
田拓也：JA長野厚生連佐久総合病院

雄細
院

谷まち子､西垣良夫:佐久

日本農村医学会雑誌，

48(5)：732,2000.

日本農村医学会誰誌

49(4)：654-655,2000

日本農村医学会雑誌

巻:５０号:４頁:565-579

理学療法研究・長野，
(30)：44-46,2001

出典

総合社会福祉研究(14)，
１１２－１１６．１９９９－０２

日本農村医学会雑誌，

47(5)：766‘１９９９．

日本小児科学会雑誌
巻:１０４号:４頁:507

日本農村医学会雑誌

巻:４９号:３頁:317

内容注記

地区ブロック会の研究から

町村における保健活動の費用効果とし

て、長野県下では受診率の高い町村と

低い受診率町村と比較すると老人医

療費では、差が顕著であった。
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、 年

2００２

題名論文発表

農村医学の歴史と２１世紀の展望
健康な農村づくり，まちづくりの成果と課題
長野県八千穂村

2００２

2００３

２００３

2００３

2００４

2００４

2００４

2００５

2００５

２００５

男性の更年期についての調査

宿題報告：農村における健康増進活動の費用・効
果分析に関する研究

宿題報告：農村における健康増進活動の費用効果
分析に閏する研究

八千穂村のあゆみ

八千穂村在宅福祉の取り組みの成果と考察
一一在宅介護支援センターの役割を考える

住民による健康増進活動の形成：長野県八千穂村
における実践から

塩分摂取量の測定及び血圧との関連の調査

病院を中心とした地域保健活動（佐久総合病院と
八千穂村）

住民主体の健康増加活動の形成～長野県八千穂村
における実践から～

学童期心血管危険因子の成人期心血管危険因子に
及ぼす影響

篠原始.渡辺義次,小沢勝彦,中山正，

伴野あや子,横森けさよ,高見沢信子，
篠原'悦子.篠原由紀子:長野県八千穂
村役場

日本農村医学会学術総会
松島松翠、杉村巌、山根洋右、宮原
伸二、小山和作

松島松翠

八巻好美、大井直美、出浦千恵

征矢野文恵,渡辺剛佐々木茂,浅井
弘幸

杉山章子

小林一彦,内津喜重.出浦守康‘渡辺主
税,青柳正子,黒沢礼子‘輿水数恵.出

浦啓子,黒沢紀恵:八千穂村役場

国際協力機構国際協力総合研修所調
萱研究グループ

中山大輔‘三浦利子.杉田淳平釧菊池み
ずほ,小林栄子価西垣良夫,井出久治：

佐久総合病院健康管理部

杉山章子:日本福祉大

日本農村医学会雑誌

巻:５１号:４頁:657

日本農村医学会雑誌

51ｐ2５１

日本農村医学会雑誌．

51(6)：850-857.2003

佐久保健師会のあゆみ

第３報p5１（2003）

日本農村医学会雑誌，

52(5)：862,2004

日本医史学雑誌５０(1)，
98-99.2004-03-20

日本農村医学会雑誌
巻:５２号:５頁:8６１

日本の保健

pl54(200

医療の経験

5）

日本農村医学会雑誌
巻:５４号:３頁:５１４

町村における保健活動の費用効果とし

て、南佐久郡下では受診率の高い町村

と低い受診率町村と比較すると老人

医療費では、差が巽著であった。

町村における保健活動の費用効果とし

て、高い受診率の南佐久八千穂村、川

上村、臼田町と低い受診率の佐久町、

南牧村、小海町と比較すると老人医

療費では、差が頭言であった。

保健衛生活動のあゆみ（歴史年表）に

歴代保健師名が掲載されている。

｣1CAの青年海外協力隊向け冊子。日本

の公衆衛生の歴史において成功事例と

して八千穂村が紹介されている。

1981-2004年に行なわれた旧八千穂

村での健康診断において､学童健診(６－

１５歳）から成人健診（18-35歳）ま

で後ろ向きコホート研究を行なった。

学会と執筆者

西垣良夫:佐久総合病院

出典

日本農村医学会雑誌

巻:５０頁:176-177特別号

内容詳記 ’



ｕ
一
也

年

２００５

2００５

0６

2００６

2００６

2００６

2００６

2００７

2007

2００８

題名論文発表

チーム医療から見た感染対策の現状と課題
在宅看護チームの立場から

地域健康づくりの取り組み
－痴呆の正しい理解と対応を学んで．

資料住民主体の健康増進活動の形成
－長野県「八千穂村」における実践から／

住民主体の健康増進活動の形成

保健ボランティアの国際比較研究

窪痛コントロール困難な患者の看取りの経験

地域健康学習会の取り組み
一眼についての学習を通して－

佐久地域における心筋梗塞発症状況一第１６報一
南佐久郡における心筋梗塞発症者の年齢分布

地域健康学習会の取り組み

一介護保険サービスの現場から学んだこと-．

佐久穂町地域包括支援センターの活動

出浦喜丈

山田美恵子,篠原富枝,高木礼子:｣Ａ
長野厚生連佐久総合病院訪問看
護ステーションやちほ

由井清則、吉沢躍一、内藤恒人、
佐々木茂男、須田きみ江、菊池ク
ニエ、宿岩千代子、佐々木マサ子
須田たま、畑ひろみ、小宮山信子
井出みい子、小椋桂子、佐藤ちづ

子、津金淑子:佐久穂町役場

高松道生.飯島秀人,矢島伸樹.前
島 文 夫

山浦博、篠原始、小漂勝彦、中山
正、高見沢よし子、池上さと江、

震見尚子、石田弘子、篠原悦子、
清水ひろ子、須江まつ江、中山春
江、井出定子、青木節子:佐久穂町

大倉香織：佐久穂町地域包括支援セ
ン タ ー

学会と執筆者

山田美恵子

所属:佐久総合病院訪問看護ス
テーションやちほ

木内好明、篠原博幸、石川武、今井
今子、嶋田まきい，
崎宏子,佐藤千代子，

穂村役場

小宮山百合子,笹
山田みな子:八千

三浦利子,菊池みずほ,杉田淳平
他

中山大輔,三浦利子,菊池みずほ，
杉田淳平,小林栄子,西垣良夫,井
出久治,杉山章子

日本農村医学会学術総会抄
録集，

Vol､５５(2006）

No.ＳＰＡＣＥｐｐ､260‐

日本病院学会抄録集

巻:５６ｔｈ頁:lPK-07-14

日本農村医学会雑誌

巻:５４号:５頁:803-804

日本農村医学会学術総会抄

録集，

ＶｏＬ５６(2007）

No.ＳＰＡＣＥｐｐ,３１

日本農村医学会籍誌

巻:５５号:５頁:774

第40回全国保健師活動研究

集 会 抄録集

P1３５（2008）

出典

日本農村医学会雑誌

巻:５４号:５頁:776-777

日本農村医学会誰誌

巻:５３号:５夷:839

公衆衛生.７０(7)[2006.7］

日本農村医学会塞誌，

Vol､５５（2006）

Ｎｏ．４ｐｐ,393-401

内容洋記

日本（八千穂、須坂)、フィリピン、ベ
トナムで、保健ボランティアに関する

基礎調査をおこなった。

南佐久郡居住者での心筋梗塞発症例を

房件臼治体別に検討した。

二つの地域包括支援センターの統合後

の活動について



哩
睡
⑤ 年

２００８

題名論文発表

合併からの活動を振り返って

学会と執筆者

出浦千恵：佐久穂町住民福祉課

出

第40回全圃保健師活動研究
集 会 抄録集

P1９０（2008）

２００８

2００８

2００８

２００８

２００８

２００９

2００９

戦後日本における予防・健康運動の生成・発展・
現段階(上)－佐久病院と八千穂村との歴史的協働
(コラボレーション)を中心に

協同纏合病院・自治体・住民との協働による健康
づくり－佐久総合病院名誉院長松島松翠氏(戦後
日本における予防・健康運動の生成・発展・現段
階(上)佐久病院と八千穂村との歴史的協働(コラ
ボレーション)を中心に）
(佐久総合病院の予防健康戦後史）

若月先生とともに保健師34年一佐久総合病院健
康管雲部・元保健師横山孝子氏(戦後日本におけ
る予防・健康運動の生成・発展・現段階(上)佐久
病院と八千穂村との歴史的協働(コラボレーショ
ン)を中心に）
(佐久総合病院の予防健康戦後史）

長野県全域への集団健康スクリーニングの挑戦-‐
佐久総合病院・元健康管理部課長飯嶋郁夫氏(戦
後日本における予防・健康運動の生成・発展・現
段階(上)佐久病院と八千穂村との歴史的協伽(．
ラボレーション)を中心に）
(佐久総合病院の予防健康戦後史）

地域健康学集会のとりくみ一笑いと健康

戦後日本における予防・健康運動の生成・発展・
現段階(下)佐久病院と八千穂村との歴史的協働
(コラボレーション)を中心に

町村合併後の健康づくり活動の新展開一佐久穂町
の事例から-長野県佐久穂町長佐々木定男氏(戦
後日本における予防・健康運動の生成・発展・現
段階(下)佐久病院と八千穂村との歴史的協働(．
ラボレーション)を中心に）

大本圭野

松島松翠；大本圭野

横山孝子；大本圭野

大本圭野

佐久穂町地域健康づくり員
渡辺耕ほか

保健推進員桜本美奈子ほか

大本圭野

大本圭野

東京経大学会誌.経済学．

(261）［2008］

東京経大学会誌．経済学

(261）[2008］

東京経大学会誌．経済学

(261）［2008］

東京経大学会誌．経済学
(261）「2008］

日本農村医学会雑誌

巻:56号:５頁:7４１

東京経大学会誌．経済学．

(262）［2009］

東京経大学会誌．経済学

(262)[2009］

一連の論文

松島松翠インタビュー

横山孝子インタビュー

飯嶋郁夫インタビュー

佐々木定男インタビユー

内容洋記

'それぞれの保健活動を行っていた自治
体の合併と顎業展開の顛末と課題につ

いて


