
したらよいか、ということについては、ま

だ|･分な愈欲があがっていないということ

だった。

もっともその当時は健康管理を始めて、

まだ10年のときて､あったし、細慌対象荷の

『'１に全然検診を受けたことのない人も、３

割位は入っていた。まあ健脹管理もこれか

らだということで、もつと健康恵識を商め

る活動、住腿ImI身がl‘Ii畠的に収組む油肋を

すすめなくてはならないという結論になっ

た。

そのときから、すて､に１５年を経過して

いる。八千穂村住処の雌服愈赦は、果して

期待どおり上がったであろうか。みんなが

本当に意欲を持って、、主的に取紺むよう

になったであろうか。どうも赦近の受診状

況や各部落での収組み状況をみるかぎり、

すぐイエスとは言えそうもない。もっとも

いくつかのグループでは、自主的に活動を

続けているところもある。しかし、全体的

にいえば、まだ、あjも』たまかせ、役場まか

せ、病院まかせのところが多いのではない

だろうか。

先生からくわしく

説明をうける受診者

（中央部落）

I

毒ミ

ひ

北御牧村では、八Ｆ穂ｲ:､１．の術ﾉ|;･脂郷典と

lIilじく、昭,W151年から什部蒲ごとに保仙術

導典を撒き、細繊的なilImi力を始めた。そし

て、昭和58年から、村内22部落のうち８部

藩に、地区ごとの健康|M1題協砿会ができ、

区雌、術ﾉ12部災、保雌折禅風、股協姉人部

公民館分館良などが中心になって霧此会を

柵成し、地区ごとの、二i§的な満肋を始めた。

そこでは、地は比を対象に検珍の呼びかけ

とか、検診結果の拶楽を地Ⅸのニュースで

発表している。そのような活動のせいか、

年々受診率も向上し、今や対象稀の50％を

超えるに笹つたという。

さて、いまこの二つの村で、もう一度Iiii

と同じ健康意識調査をやってみたならば、

結果は果してどう川るて､あろうか。

h

健康意識調査に参加して

児張下秋
(佐久総合摘院研,渡Ｗｌ１ｌ陣校戦勝l皇佃

昭和‘１３年９jll4I1に、怯脇先41皇から、八
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千穂付で健康意識調査をしたいのだが､協力

してもらえないかとの依頼がありました。

従業典は、住民に顔を知られていて、服確

なﾉ時が期待できないので、看I渡学生にやっ

てほしいとのことでした。行仙'､；:彼の〃は

tうようど３年ﾉﾋ（ｌ科７期生、クラス+'1.脈

児Ｅ）が保健所実科''1で誹筏がなく、災洲

だけの期間でしたし、また調盃研究の''１で

一勝むずかい､インタビューの勉強がて．き

るし、洲企典としての心得、マナーの'ﾉﾐ洲

もて､きるので、参加することに決めました。

９１１１７日には、松島先生から説明をうけ

設した。そのiﾐなものは、下‘肥の辿りでし

た。

①八千穂村全村健康符理検診を始めてIC年

雑過し、村の人々の雌康にAける,噛撒は、

どうであるかを知るのがIＩ的である。

②八千穂村と人１１や農家11t帯数などよく似て

いる北御牧村（部落数18）を対照群とし

て、同じ調査をする。

③凋従対象の選び方は、無作為抽出法て．け

ない、選挙人名簿4,000人から乱数炎を

川いて３００人を抽出する。留守の時は、

両度訪問し、本人から111く。

④質問内容、筏間紙、解答川紙涼について。

⑤調査対象名簿と地図、インタビューのや

り方について。

説明を受けた後、そのjﾙからｒ･分けして

捕棟の入院心荷さんを肋|M1し、,iJWt的ｊＷｉｆを

行ないました。そのあと、６ラ・度みなが

集まり、試験的調査の結果について派合い、

わからないことのないように、懲芯統．の

場をもちました。

このような準備をして、理11の1811と19

11に各部落に分れて調侮を笈施しました。

各部落の人１１までは病院の〃のIIiで送って

もらいました。学唯１人が受け持った人数

は、清水町のように仇宅が密な場所は15件

くらい、他は７～12、l3il:ぐらいで､した。

ｲ柵l会社に勤めている人に対しては、！li1lIIl．

〈うかがうか、夜うかがうということにし

ました。夜の場合は２人１組で歩き、その

分件激も多くなI)20,2111頃までかかりま

した。そんなにして歩いたのですが、３００

名中26名が調査不能でした。

あとで学生の話をきいてみましたら、地

お母さんたちでいっ

ぱいの報告会（大石部落）

誤b日毎い=ﾛ愛鷲デー‐

,垂･冶踊トー畠、唖

垂1.-里一望．___－幽欧雲ﾆｰｰ馨.､翠翠認翻一
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理に不案内で慣れない坂道を歩き疲れたと

か、足が痛くなったとか、よく歩いた様子

がうかがえました。またあまり山の中でび

っくりした、蛍光灯が暗かった、アンケー

トに非常に協力的でよく応待してくれた、

カレーライスをつくってもてなしてくれた、

かぼちゃの煮物をいただいたとか、今はな

つかしい思い出のひとこまのようです。

次いで北御牧村には、９月25日の刺、８

台の車に分乗してゆき、役珊の二階を根拠

地にして、それぞれ分担地区を調査しまし

た。役場の二階で一泊し、２６日も午前中ま

で実施しました。八千穂村と同じで、品間

いない人に対しては、夜または早朝にでか

けてゆきました。２日目は時雨で、学生も

たいへんだったようです。

学生は午前111で終りにして、州りました

が､その後病院の人達は､何度も北御牧村に

足を運んで、調査不能の件数を少なくする

努力をしたようです。毛布１枚の１泊どま

りでしたが、健康智理部の人々とすごした

夜は合宿のような雰囲気でした。保健所実

習で１回しか鯛査にゆかなかった学生は、

調査結果の集計作業に参加しました。

この調査に参加して学んだことは、いろ

いろあります。たとえば、質問の数、質問

のしかた､答えのとりかた､また何'ⅡIでも足

をはこんで澗査することなど。また山の中

の生活の現場をみることができたこと、家

庭訪問をし、いろいろな話がうかがえたこ

と、話しているうちに先雑の家であること

がわかったり、学生は、それなりに村の人

の生活に接し、歩き疲れたといいながらも、

生き生きと参加していました。

１０月９nには、集計結果を中心に、松&I）

先生よりお話をいただきまとめました。そ

の後、調査結果があちこちに資料として使

われ、その度に訪問した家の縁先を思い、

歩いた坂道を頭に描いたものでした。

部落座談会のこと

萩原篤
(全国農村保健研修センター）

昭和46年頃より、兼業化の影響もあって、

検診受診者の減少など八千穂村住民検診に

若干の中だるみが生じてきました。これに

対して、健康符理の大切さを知ってもらい、

受診率を耐めようということで、昭和46年

より、従来より行っていた検診結果報告会

のほかに、検診前の部落座談会を役場と病

院で全部落を巡回して行うことになりまし

た。

当時はすでに兼業化も進み、工場などに

勤められる人たちも増え、これらの人たち

にも参加してもらうために、検診や結果報

告会は夜も実施されておりました。私たち

は、毎年検診開始の２カ月くらいは、はり

きって、頑張るのですが、次第に疲れも出

てきて、早く仕事を終らせることのみを考

えがちになってくるのでした。

検診や結果報告会が終りますと、部落公

民館の会場にお茶やお滴が準備されます。

私たちは、ついつい早く帰りたいという気持

ちが出て、部落の方々に失礼なことが多か
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つたのではないかと、反符しております。

そのような''1で、さらに検診前の部落座,淡

会を行うというのですから、なかなか大変

なことでした。

検診前の部落座談会は、会場の雰囲気が

などむように、前座として映IIIiiや時には手

品、落語の余興も行ない、つづいて、今年

産の検診の特色、鍛後に病院や役場に対す

る要望、御意兄という形で進められました。

役場や病院に対する御意兄といっても、な

かなか発言していただけなく、座談会の後

のお酒の少し入った雑談の頃になっていろ

いろ川されるのが州でした。

ある部落のときです。病院からは、たく

さんの外来・病棟の患者さんをお世話され

大変評判の良い某先生が参加されていまし

た。部落のみなさんはモジモジしてなかな

か発言してくれません。私は、会場の隅に

座っておりましたが、私の隣りに座ってい

たおばさんが､私をつっついて、「佐久病院

に行ったら、お医者さんに冷たく扱われた」

と小さな声で話しかけてきました。私は発

言して下さいと言いましたが、ためらう様

検診前には部落 座 談 会 が 行 わ れ た

子でしたので、私が口添えして発言しても

らいました。

その発言に対して、某先生は真剣に受け

とめられ、「それはまずいことです。病院

では灰師の集まる会議がありますので､今後

そのようなことがないように伝えます」と

いう内零のことをていねいに回答されまし

た,、ところが、そのおばさんは、私に小さ

な声で「ﾌﾐは、あの架先/kだった」と私に

告げるのです。モジモジした理111がわかり

ました。

某先生は、１－１頃患者さんに対して、親切

ていねいに対応されることを心掛けられて

いる先生の1人であったはずなので、その

先生が、患者に対して不快な気持ちを感じ

させたとは考えられませんでした。あまり

忙し過ぎて、Ｉ供解を招く結果になったのだ

と思います。しかし、ひざを交えた部落座

談会によって佐久病院の姿勢も理解してい

ただき、祇解もとけたかと思っています。

尚度経済成艮以降、吐の''1全体があわた

だしく、しかもせちがらくなってきて、私

たち佐久病院の人間と各部落の方々とひざ

を交えて、，濡し合ったり、WIiを飲んだりす

る機会がだんだん少なくなってきました。時

代の流れでどうしようもないとはいえ、各

部落の方々とふれ合う機会を_L夫して作る

努ﾉJをしなければいけないと感ずる今Ⅱこ

の頃です。

現在、八千穂村の仕事から離れてみます

と、大変だったと思うと同時に、なつかし

く、やり１１１斐のある仕'冊だったと思ってお

ります。

’
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佐藤村の他AI：検診も、もう15年を迎えますが、

どうでしょうか。

小山始めてから３年ぐらいまでは非柑に喜ば

れたが､その後だんだん受診率が魁<なった｡

結局、佐久病院で来て診察してくれる、それに

たいして妓後の紬I諭として、保Ｍ１姉さんがいて、

血圧が!#iいとか、いろいろ注賦をあたえてくれ

るんですが、それを老人たちは稗ぷのですが、

悔い人たぢがそれについてこい､ですね．峨近

になって、とくにifい人たちの検修率が悪くな

ったのは．全社でやるからです。それ以外の人

受 診率 が下がってきた

一出席者

開業医出

保健委員 小

保健委員 小

衛生指導員昨

住民代表 横

(司会）住民課 長 佐

たちも、不況時代になって出稼ぎに行くので、

ここ４～５年、受診率の悪くなったことは、そ

ういうことだと思います。

みんな、いいことだとI‘I党しているけれども、

いよいよ検診になってくると、なかなか………。

雌康のときには、今ｕは忙しくてという安易な

弧持ちでいる力'ら、村当励が一ﾉ|ﾐ懸命になって、

金を出して検診、検Ｉ診とさわいでいるけれども、

なかなか応じてくれないんです。

小沢村が渉･え、佐久病院も考え、説得をして

取りかかったんで､なくて、とにかくやってみよ

うととI)くんだことが、理解の純度を柳めたと

思うんです。よくなったから、病奴を非椛に稚

く拶えて、一安心してきたとみるんですが。

それかピハハ:いものが検診をあまり稗ぱない、

‘愛珍しないということですが、わたくしのほう

では、年寄りがうんと拒否したんですよ。そん

なもの診てもらわんて'もいいと、どうせ死ぬと

きは死ぬんだからいいんだという、ほんとうに

撤しいあきらめで-1-ね。

妓近でもそういう話をすると、あのときはそ

うだったよな、というはなしをしますが、そう

洲
沢
山
出
森
職
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いう人たちも、雌近は進んで米るようになりま

した。

衛生知識の普及

佐藤検診をはじめるまえは、がまん型、ある

いは手おくれ咽という忠昔きんが多かったんじ

ゃないかと思うんですが、現在はそうとう減っ

てるんじゃないでしょうか。

出浦最初の検診をやったころは、できるだけ

’１州lをしました。なぜかというと、たとえば、

あなたは検尿したら蛋白がでるというと、忠荷

は、じきに死んでしまうのではないかと非常に

怖れた人も多かったんです。それでわれわれ洲

紫脹は、もちろん佐久病院の先'1;がたといっし

ょにやるつもりではじめたものですから、ほと

んど各区をまわって歩いて、活したわけです。

ｿ内気をはやく兄つけられたおかげで10年なり２０

年なりの命が保,紐されたじゃないかといいまし

た。

それから、受診率がだんだん瀞つこってきた

原因としては、ｌ矢療班と住民とのiII;しあいが欠

けてきたことが卿ﾉ《lじゃないかと、わたくしは

。Ⅲl業医として思っているんで-j－．甥するに人

間的な医療ですね。そういうものが欠けてきて

いるんじゃないかと。

仙峻答理の効果とすれば、脳什さんの衛生的

知紬はそうとうあがっていると思います。たと

えば血圧でも、いまはおばあさん･でも、２００あ

るというと、雌低はどのくらいですかと側かれ

て、こっちのほうがびっくりするような場合が

あるでしょう。llk商よりも妓低のほうがこわい

ということを、一般に知るようになった点だけ

でもたいへんにいいと思うんですがね。

そういう点は進んでると思いますが、医者、

または医旅にたいする教育は今後のlMl題で、わ

たくしは医特として検診をして病気を治すだけ

じゃなくて、術権知識を広げていくことが必要

だし、そのほうが火，jfだと思うんです。八千穂

村ではそういう点は、少しはあがっていますけ

れども、まだまだ、だめだと思いますよ。

小山極端なはなしだけど、佐久病院の研究材

料じゃないかという声があって、検診にも応じ

てくれない人もでてくるし……。＃んでもらえ

る而が非粥に多くあると思っていても、なかな

か……。

出浦ふだん進騎だという人がそういうことを

,濁人が多いが、それは金銭面においてもそう

雫

医療班と住民との話しあいが

欠けてきたのでは……



でしょう。かつてlIil腿他殿保険で、一部負批金を

村で払うから病院で仏わんでもいいということ

に、入院した人々は非淵に感謝したですよ。お

れたちは金を払わなくても、肴遡恥I}さんたちが

送ってきてくれて、お大‘iFにといってくれると

いって。そういう点で非常に感謝されたとおな

じように、恢旅だって、健康棉理部へいって、

譜をきいたりすると、非附に使利がよく、そう

いう経験者は知ってるけれども、進者で一同も

病院へいったことがない人はどうもいけないで

すね。こういう点を、村とＬても桁禅して〈だ

きればいいと思うんですが。

検診に対す る住民の気持

横森わたくしのうちは病人がそれこそ次々に

でたので軒健康検診がありがたいと思います。

しかし、丈夫でいれば無関心でいる。

小山よその町村へいってみると、八T･穂村は

いいなといって、うらやましがられる。よそ-て

はそういってくれるけれども、村へくると、検

診がありがたいのかどうだか。わたくしども災

〈やっていて、いろいろ気をくばっているのに、

なんでこういうことを皿解してくれないの力，と

思って。

横森こういうところが魁いからといわれて、

佐久摘院へいって検盃してもらったら、なんと

もないといわれた。ほんとうだったら、なんと

もないといわれたら叫ぶべきだけれど６、忙し

い手間をはぶいて診てもらったら、なんともな

いといわれて狐しちゃったとｊｉＩ}ってくる人がい

ます。

小沢それから検診のなかでいろいろ'111かれる

わけだ。食ｲは、たばこは、お酒は、それから

牛乳は飲んでるか、卵を食べてるとか。なにを

食べてるか、というところでちょっと顔色が変

わるんですね。秘密ということじゃないんです

が、やはり、まわりの人のいないところで間い

検診でいろいろ聞かれるのがイヤ

てもらうということが火11fですね。はじめはと

ても問診をいやがったんですよ。よぶんなこと

だとわたくしい､われて、二度も三度も迎えに

いったこともありますよ。いまでは先生と親し

くなり、あとから問診の懲味を税IﾘＩしてくれま

すから、その点はとてもいいと思いますし、比

較的理解してくれるようになりました。

佐藤検診をほんとうに険の力でやっていただ

ける、術ﾉﾋ指導典の〃いかがですか。

井出衛生指導員はこちらの部落に13名いて、

I２ｊ
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検診の場合には、病院側と話し合いをしたり、

部落へいって座談会をしたりして、打も合せを

しているわけです。衛生指導貝という立場から

みると、検診をはじめてから５，６年は葱にも

なくスムーズにきたと思います。その後、マン

ネリ化というふうな形が出てきましたが、いず

れにしても、みなさんに協力してもらわなけれ

ばだめであって、強制的にやるわけにいかない

ですから、自分の体を自分で守るんだという形

にもっていくように、これからもやっていきた

いと考えております。

検診を継続させてい

くために

佐蔵八千穂村では、回虫卵保有者が多かった

という時期、水巡の普及、し尿処理の問題など、

衛生面からも、皆きんがたにお力ぞえいただい

て、今日にきております。寒いから神経筋が多

くなるので、暖冴を考えての住まいの改善、栄

養食の'111題など、冊を折ってきておりますが、

今後、いったいどうしたらば、立派な検診が継

続してできるかについて、おはなしいただけま

せんか。

出浦まずなんといっても、これは衛生関係に

タッチしている人間が、ほんとうに熱意をもっ

てやっていけば、かならず成功すると思うんで

す。

佐脇健康検診の問題ばかりでなく、たしかに

そういうことは、いえると思うんです。いい成

績をあげている陰には、気違いじみたくらいの

熱心さを持つ人がいなければならないと思うん

です。

小山そういうことは、われわれ自身が考えな

くちゃいけないんじゃないかと思うんです。反

省しているわけです。どうもおざなり式になっ

てくるから、このさい……。

横森何事もそうですね。栄養グループも途中

でくじけそうになったこともあったけれビも、

保健婦きんが障害を乗り越えて、力づけてくれ

て、つづいたと思います。

出浦みんなそうですよ。予防注射をひとりの

こらずやるには、１０年かかりました。出ない人

は、一軒一軒医者が自分でいって、なぜ出ない

んだっていうことを話しあうと、わからない人

はないです。ただ染れじゃ、いまの１１tのなかじ

ゃだめだと思うんです。

小沢病気しているときは、つくづくそう思う

んだけれども、健康を取りもどすと、忘れちゃ

う。だから、同じことを何回でも繰りかえすこ

とが、大小だと思うんです。面接、自分の命を

保つことが、幸福を求めることで、そのことは、

だれでも知っているが、それがうとんじられる

ことは、いちばん困る。お互いに、力を出しな

がら、みんながいいあって、やるようにしたい

ものですね。

出浦そりゃそうですよ。お互い、人のことは

いわないという時代ですから、これをやるには、

すこし狂ったようにやっていかなければだめで

しょうね。

（｢医療と人間と」第４号、昭和49年１月発行より）



健康管理２５年のあゆみ

Ⅵ、リハビリ訓練の開始と

学童の健康管理を充実

一昭和50年～54年一

福祉センターでリハビリ訓練がはじまった

姫蝿

ﾆグ
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昭和50年代に入ると、高度経済成長がオイルショックやドルシヨ
ックなどで終りをつげ、日本全体が不況の時代に突入し、中小企業
の倒産や縮小などの悲劇が報道されるようになりました。

村内の小会社や工場も統廃合がくり返され、パート勤めの人々 も
会さら現金収入のない暮しもできず、危険作業や職業病を招きかね

ないような現場作業の下請けなどにも、かかわることが多くなりま

した。

一方、国の施策に沿って、村でも昭和48年以来、老人医療費無料

化などを実施してきましたが、さらに村内のねたきり老人をなくす

手段として、５０年度から機能回復訓練事業を開始するなど、先進的

な老人対策を進めてきました。

また、肥満の増加などもあり、食生活や生活環境の変化に対応す

べく、学童期からの健康管理も重要であるということで、子どもか

ら成人までを含めた文字通りの全村健康管理に向けてのさまざまな

工夫もなされました。

年度

昭和50年

５１年

５２年
＝

５３年

５４年

村の保健医醗の助き

村内リハビリ訓練事業開始

(福祉センターにて）

栄義グループ舗習会を他康教室と

して再出発、継続される

(迦頭叡室員として活動する）

国保世帯主入院医綴費全額給付

村民のガン死亡第一位となる

学童箸健康管理打合せ会発足

精神衛生患者会(杉の子会)発足

(毎月定例会）

検診料金に農協より補助

共済加入者に利用券

村内の主な生活行耶

出浦公正村長就任

佐々木澄嵯氏村長就

任

ゴミ焼却場完成

(石堂日向地区）

国内外のできごと

ロッキード蛎件

(田中元首相逮捕）

五つ子誕生

(鹿児囲）

インフルエンザ猛

威

不況大測馴賑

試験管ベビー第一

号（イギリス）

厚生省

国民健康づくり

推進対策描想提示

(健康増進セン

ターおよび市

町村保他セン

ターなど）
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生活環境の変化

すすむ

村の総人１１は少しずつ減少し、しかも老齢化の傾向をたどり、６５

歳以上の人のIliめる率で､は、昭州35年の８％から、５０年には13％へ
とふえました。

また兼業化がさらにすすみ、５０年には専業股家率は１割にもみ

たなくなり、雅堆II稲が4‘1％となっています。初めは．i畠人だけの農

外就労だったものが、とﾙﾙの_I:場旭いやパート勤めなど共稼ぎ世'ｌＷ

もふえてきました。

農業生瀧は、米と維蚕''1心だったものかI:,換金性の商い向原野栄

や菊、リンゴ、酪農などとの多＃j的な維憎になっています。

しかし、農家の所得の、総所得は急上昇しているものの、それは

農外収入によるもので、農業による所得の伸びはほとんどない状況

です。

これらの変化から、家全体の/k活習慨も変化し、‐f供や老人への

しわよせがいっそう進むことになりました。

脳卒中が著しく

減少

艇Ⅲl:県は全lRlでもとくに脳卒''1の多い県で､災い間脳や''1死亡率は

全国のトップを争ってきました。そして、八「･穂村は周辺の佐久地

方全休とともにこの県平均を上まわるほどの脳卒中死亡状況で、こ

れの対･策が何といっても飯礎でした。

しかし、Ｉ紬Ⅲ雁の人へのﾉ|ﾐ祇指群や、論恢のすすめなどが効を饗

6227人５７６６５４４９５２２１

八千穂村における人□･農家率の変動

人口構成の変動

昭和3５４０４５５０犀

農家分類別世帯の推移

昭和3５４０４５５０犀
５０年度

長野県全匿

ーー

65才以上

姻 騨闇必

調
府

０
吋

非農

兼麗Ｉ梱

13Ｊ

１５～64可

1213戸１２５３１２５７１２５７

誰

販農Ⅱ狐

4４

81：

14オ以下

2９

1７

1３

6４

2３

８

5９
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1１

６３
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1９

1９
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2９

2４

3４

3１

１２

2３

2８

3２

１７

９

6１

3１
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してか、脳卒中になる人が減()、また、倒れる人の年齢も高齢化す

るなど、火変改僻されてきました。

健康符理25年のｒｌＩを５年ごとに|え切り、脳卒!|Iﾀ亡荷の様-j'･をみ

ると、初めの111期までは大変死亡率が術<、年平均の脳卒中死亡薪

も20人から16人くらいおI)ましたが、雌近のⅣ川、Ｖ期では年平均

８人からl()人と、約半減しています。

また心ぞぅ病の推移をみますと、これはあまり変化がなく、むし

ろ'二界ぎみで、食ﾉlﾐ活の傾向からして、１１本全体の方向と同様に、

|炊米の死亡パターンに近づいているようで､す。

農夫症々 状を点数で示す農夫症総点数は、過労や病気の傾向の時、

I州陥の人などに多くなるものですが、八千穂村では、健康符理が進む

につれて令体的に低ドし、余県ドの化腿令体の､ド均と比i鮫すると、

どの年齢肘も平均１点くらい低い値を示しています。

しかし、八千穂住民の点数を、昭和35年からの推移でみてみると、

大変気になる変化を,パしています。

男女とも、昭和45年まではどの年齢畷も低ドしてきていた点数が、

この年度を境いに再び上昇してきています。年代的にみると、とく

に30歳代、‘１０歳代、５０歳代の女性に、点数の伸びが桃:し〈、、ド均１

点の｣:弊がみられます。くわしい分析では兼業農家のi鋤iI}にその側

気になる農夫症

総点数の変化

1４３１３１
，，０４Ｆ

脳卒中･心臓病死亡率の推移
－５年間ごとの死亡率(人口１０万対)一

脳卒中
324

｢|型f幽

１０；

００

００

３
２

人
□
㈹
万
人
対
死
亡
頚

心脳病

7032

１５４

Ｆ

ＩＩＩＩＩＩＩＶＶ期
昭和35～４０～４５～５０～５５～

午甲均死亡敵２０２１５．６１６．８８．０９，８人

1００
紫

Ｉ
Ｉ

ＩｌＩＩＩＩⅣＶ期

６．４４．６７．６５６６．８人



こ

ｌｆｌｌが強いようで､す。

初めは股災のﾊ･脚川に出る腰かけ的なパート勤めが、次節に本格

的となり、残業もやり、企業のひきしめもあって、めったには休ま

ないようになり、しかも農業も一応続けるので、生活や健康にかな

I)雌理がかか')、仙服度が低ドして、股火症々状の出現が多くなっ

ているのではないかと思われます。

腰痛の大部分は農夫症々状の１１１で、腰捕はとくに訴えの多いもので、最近これが

過労が原因瑚加しているといわれています。

全県的にみて、「いつも腰捕がある｣という人は５～６％､「時々あり」

は30～36％にものぼること力'ら、その原因究明や対策が、農村地域

の藤題になってきています。

八千穂村でも、ほぼ全県と同じ制令で腰捕の人がおり、昭和54年

のアンケートによりくわしく調べてみました。

腰茄がいつも．または時々ある人６１１人について、何が腰痛によ

くなかったかをきいてみると、１１１腰やIMiﾙ１１などの盗勢、爪い物を持

ったり腰をIlIIげるような勤作、寒い環境、長時間の作業鼓などがあ

げられ、艇作業に関連する条件が多いことがわかります。

また腰ｿIifの起こっている原Iklには、大きく分けて４諏類あり、腰

の筋肉やすじなどi炊部組織の使いすぎや炎症（Ｉ型）によるもの

動作

ｌ」エ石江船１１

年代別にみだ農夫症総点数の推移 何が腰痛によくなかったか
ーいつも腰痛のある人について一（昭和54年）

ｊ
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農
夫
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総
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数

昭和3５４０４５５０年度

、

１１
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男
46％

|~|患

ﾉ.9４

と、ぎっくり腰などのような桃側板に隙'存のおきているもの（11型)、

111f'汁そのものが老化などで変形したＩ）しているもの（Ⅲ型)、その他

カリエスや雌甥なビの原lkIからのもの（Ⅳ型）などがあることがわ

かりました。

雌も多いのはｌＩｉ１の、腰の使いすぎなどによる筋肉やすじに問題

のある腰捕で、４０～501機代に多く、ついで椎間板ヘルニヤなどの１１

型が多く、‘１０～50歳代の女性に多いようて．す。この２種類で75％を

占めています。

また、女性の腰捕希｢'１、肥iIMiが27％６あり、全興がｌまたは'1咽

で、体販の典拠も原Iklに駁っているようです。

農作業の姿努や勤作を慎重にするとともに、日頃から背や腰・腹筋

の筋肉を強くするように、述jijjや歩行、体操をし、とくに冬に巡動

不足や肥ilMiにならないようにつとめることが望まれます。

4６

脳卒中による死亡肴は、次第に減少してきていますが、倒れる人

は梼無ではなく、病院に入院して、111･期論旅によりかなl)良い状態

になって退院してきても、家庭ではよく訓練が統けられなかったり、

無理をしてIlj発や蛎故をおこし、そのまま渡たきりになる例がよく

兄られます。

こうした在宅の脳卒'1'後辿症必勝さんへの、ねたきり防Ikや社会

福祉センターで

リハビリ訓練

腰痛の原因（身体的変化）

一いつも腰痛のある人の綱恢結果から一 〔昭和54年）

1５

ロ男26人

口女30人

(％】
５０

1３

」’０畠，
推体変性１V そ の 他

０
０
０
０
０

４
３
２
１

雛

鯉隠黙ニア）雛;’
１１椎間板理性

(離駕）（溌難



復帰にむけた支援をしようと、村では、昭和50年５月から、村の細

祉センターの一室に、機能'11l復訓練のための．‘ilmlHl典を備え、定期

的)(j訓練事業を開始しました。

これは県内はもとより、全圃でも早いとりくみで、後に各地で始

められるようになった地域リハビリや、昭和58年から開始された老

人保健法にもりこまれた機能凹復訓練の、モデル的な役割を果たすほ

どの、先進的で時代的にも適切な事業と評価されました。

旅週２１mＩ（ｊｌ・木|ＩＭＩ1)､暖かい午IiijIl1に、脳耕さんが、できれば

家族もiIil伴で来所し、仙人の状態に合せながら、段階的にフ･ログラ

ムに従い進めます。

予め医師の診断と指示を受け、年に2,31111理学療法士による典

体的な訓練法の指禅をうけて、村の保健ﾊI}、家庭準仕災、専任のり１１

託保健婦の３人の騰僻指禅で進めます。

開始の前後には血圧や脈拍、体温、体調のチェックを受け、また

終了時に茶話会（ｊｌｌｏｏ円）をし、仲間の'hli報交換をしたり、気に

なることなどを机談したりで、楽しく過ごします。

また年２回は正月や花見時を選んで患者・家族会の形で、村の担

辿i者や運営協議会委貝などをまじえ、昼食を中心の懇親と、運営上

の|H1題の協議もします。この会の''1から、後11、速い部落からの皿

所のためのタクシー代の半額補助などが実現しました。

八干穂村機能回復訓練の方法

発足：昭和５０年５月１日

定期訓練日：毎週月・木午前中

訓練場所：八千穂村老人福祉センター機能回復訓練室

スタッフ：保腿婦１名家庭奉仕員１名

漁理学駅法師（佐久病院より）２ケ月に１回前後

燕医師（佐久掴院より）年に１回

内容：１．仙旗チェック（血圧・脈拍・体温ほか一般状態）
２．マット運動２ｏ項目

３．器具運動（個人に応じて）

４．終了時鯉康チェック

５．茶魔会（会費月１００円前後）

謙家族との梁しみ会年２～３回（お花見.クリスマス.新年会など）

手続き：主治医の憲見醤、器具使用許可申鮪瞥（役腿住民課）

交通箕：通所時タクシー利用者に４分の１料金捕助（58年より2分の1となる）

Z３５



136

肥満増加で成人

病の心配

訓練により、性格もIりlるくなり人前にもlハるようになった、家の

Ⅱ:'Ｉｆも手伝うようにな')ﾉ|;きﾉI§きしてきた、来ない人をさそい合っ

て＃||練を続けるようになったなど、怨稽や家族からたくさんの意兄

がよせられています,、

かつて、農村の栄推lIIl腿というと、低栄碓やそれによるアンバラ

ンスによる健康障害が問題に通っていました。ところが維済成及以

来、物質の過剰や氾乱の傾向が食朱活にも及び、食物のとりすぎに

よる問題が出はじめてきました。その一つに肥満があげられます。

肥iINiは身曇に対する体IItの測合からﾉI剛ｉ(値を定め、これよI)2()％

以.上オーバーした場合をい肥満．として判定しています。

昭和35年から55年へと、肥満者がどのように増えているか比べた

ところ、ソ)女ともに、‘１０歳代、５０歳代、６０歳代の各年齢ﾊﾘで、２～

３僻も肥満者が多くなっています。また、肥満度が＋１０～19％とい

う、いわば肥満〕免備叩ともいえる人も、女には増加がみられ、，１１常

な体1mの状態の人は.l()～50％、すなわち約､ド数にすぎない状況にな

っています。

そして肥満肴には､,紬､圧･心ぞう病や緋尿病、高コレステロール、

'1脚耐、膝捕、眼底の変化なビの異粥撒が多く、これらによる死亡率

も商いことがわかってきました。

肥満者と正常者の有病率の比敏

一昭56～59年度の受診者
４０～59才|こついて－

肥満度の年代別・年次推移

男 女
肥湖度４０オ代５０オ代６０載代４０オ代５０オ代６０才代
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乳類と緑黄野菜

の減少

艇業労働の機械化や、労働並の少ない会社勤め、’'1肋.lliの神及慰

どで、迎皿1kが少なくなったことと、食ﾉ|ﾐ活が蝋かにな')、’1.い物

や助物性の食品も多くとられるようになったこと、昔より家事労働

の内奔も変わり、桁神的にも楽になっている、などの要Iﾉﾘで肥満が

jⅧⅡしているようです。

食ﾉ'2活の変化をみてみると、昭和35年から55年にむけて、魚･肉・

卵はかなりよく食べるようにな')、とくに肉は６僑以ｋの伸びに

なっています。しかし逆に乳類は約､'４城し、ノｉＷｉＩｌｔの､卜分にも充た

ない状況で、これは、戦後の栄盤対災として栄養グループのiITi肋な

どで自家用の山羊の飼育が普及し利用きれたものが、雅業化の進む

なかでほとんど飼行しなくなったためです。

また野菜では、緑此野菜の摂取が減少し、ほぼ､脚1tに-iﾐり、また

その他の野菜も減っていま-j-oこのため、ビタミンや繊維類が不足

し、肋脈硬化や猫などの増加との関迎などが懸念されるところです。

みそや演物は、従来から摂取Iitが多く、塩分のとりすぎとして問

題視されてきましたが、それぞれかなI)減少しました。今後は肱は

減らさずにこのくらいにして、これらに含まれる塩分の機度をおさ

えてゆけば、むしろ、みそ汁も演物も、野菜や楠物蛋''1をとるよい

チャンスと巷えられます。

(９）
４００

剛OII

列OIO

1ＩＩＩ１

■

食生活の推移

動物性倉吊 野菜類 その他温分類

1３７



女

食/lﾐ漸の改稗が力､通りすすみ、動物性食品も多くとられるように

な')、むしろ過剰摂取を厄1！↓する声も'1Wかれるようになりました。

血液巾のコレステロール航の変化をみてみると、昭和45年以来ど

の年齢肺も上昇し、とくに男の50歳代、女の５０．６０．７０歳代では、

平均が2()()mgを越えるほどのIWi価になっており、もうこれ以上は

上ｹ|､したくない限界といえます。

食事中の脂肪類のバランスをみてみると、魚や植物油などに多く

含まれる不飽和脂肪酸が減り、肉やバターなどに多く含まれる飽和

脂肪酸がj＃えて、その比率（Ｐ／ｓ比）が１以下になりつつあり、

とくに''１学３年生の食那調査ではｌを割っている状態でした。健康

的なバランスとしてはこの比率が１～２の範囲にあることが望まし

いとされています。

魚や植物油は、適度にとることで血中の蜂Iiコレステロールを増

やし、肋脈硬化をある程度ふせぐともいわれていますが、最近の若

い人の魚や野菜ぱなれ、欧風化傾向の食噸は、これ以上すすめると、

欧米なみに心筋仙鵬や糖尿病などがさらに哨加するのではないかと、

大変危‘肌されています。

１１本人が従来とっていた、魚と野菜、豆腐、海草に米飯というｕ

木型食牝活は、蝋分を多くとり幼いという欠点を改縛すれば、大変

バランスが良く、賀も良い食パターンだと言われ兄直されています。

日本型食生活の

良さの見直し

血中のコレステロール１直の年次推移 不飽和脂肪酸と飽和脂肪酸の割合（Ｐ/ｓ比）

Ｐ/s比='以｣二が望ましいにi鰯瀧融ｌ
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淵肖

良い伝統をｋ手に'受けついでゆきたいものです。

学童の健康管理

充実にむけて

’1({ハ152年校腿と養護教典、校災、数行腿､役場の衛生係などとの,;＃

合いを持ち、学童期は子供から大人への術渡しとして、最も変化す

るlIi要な成災過膿にあるので、全村仙服杵叩の・識として、統一性

のある年I|脈|･lIllのもとに進めようということになりました。

５３年度から、検診には血液検だが加わり、ほぼ成人と同じ項Ｉ．}が

災施されました。また健康手帳も小学生用と中学碓川の２種類が作

られました。

検診結果をみてみると、学堂にも価コレステロール児がおり、５３

年には小'､j4ﾉk5.1％、中学生8.5％にもみられました。また貧血や血

満鉄低ドの児砿や肥満児もかなりみられ、成人病の芽が学竜期から

呪われ始めていることがわかりました。そして、食生活の影郷が大

塚ので、やはり家ぐるみとして、また全村の健康管理としての取り

くみの亜要性も確認されました。

食′k派について'､i鐘にアンケー|､をとり、その実態をみると、刺

食を時々摂らないで来る子供が、小学生５％、’|'学生８％にみられ、

その理111で､とくに多いのは、食べる時間がない、食べたくない、体

の典合が班いぼどとなっていました。

ｆｊ;ち機I)の|I制０１としての川越と、これの．i'蛾にあると思われる夜

３
２
１
Ｃ

学童の健康診断結果の推移剖謹 朝食を摂らない人の割合

（いつも､または時々摂らない人）
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受付

オリエンテーション

箱負荷検査（採血・血圧・体重）

問診・個人相縦

深かしなどのﾉに活リズムの乱れなどによる精神面の問題など、Ｉﾘ:親

も含めた指禅が必要だということで、ＰＴＡにおいて、小児科の神

辺灰腿の撒淡会などがもたれました。

健康教室による

教育啓蒙活動

Ⅱ/州1,19年より、集Ｍ健康スクリーニング〃式の検診とな')、検i1i；

内容が一そう充'ﾉﾐしました。その紬果、WIII脈病のうたがい、貧血、

肝機能災附などがみつかり、精密検＃ifを必典としたI〕、引きつづき

Ⅱ淵′k活や食生活を改善する必要のある人が、２，３割にみられる

ようになりました。

これらの病気は、多くの場合、論旅といってもクスリだけで成す

ので､なく、食事のとり方や運動などで、生活の中で戒すことが基本

蔵ので、’１１じ仲間同上が集まり、検在をしたり、生活療法の典休的

なことを'､i4洲する〃が、よく体排でき、効果があがりま~ﾘｰ。そこで

各械の他服教室が作られ、一定のカリキュラムのもとに、教育涌勤

が始まりました。

例えば糖尿病教室では３～oIlI1lのスケジュールで､黄血教室はl～

２Ｍ、ⅢI:機能は２回などの課程で、桁密検iIifと、その結果にもと

づいた、食事や運動、酒・タバコ・労伽などについて勉強したり、

試食や災技をし、また話合いなどで体験をきいたりします。これら

の他殿教案によ')、躯後指導析動がいっそう推進しました．

糖尿病教室の内容
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ルノり

第１課

(午前8:30～12‘００）

検査結果通知（個人に）

糖尿病の埜礎

食謡療法の基本

第２課

(午後1:30～3830）

食砺擬法の応用と試食による体得

食生活肥録のつけ方

迩励醗法の実技

賭し合い

第３課

(午前10:00～

午後化30）

皿鞄追跡検査（弁当持参）

問診・個人指導
第４課

(午前8.30～〕


