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I 緒 言 
 
吉岡校長は本校創立當初より滿支方面に女醫の進出發展をはかりかの國と親善に努力せられたが、

大東亞戰爭勃發後の今日その意義は益々大となった。ここに本校至誠報國會興亞部に於ては滿洲

團開拓民の醫療慰問、幼兒母性保護、結核症の状況竝びにヂフテリー豫防接種等を行ひ、併せて

滿州國の現状に對する認識を深め、將來同國における女醫の發展を益々助長した度いとの趣旨の

下に、滿洲國巡回醫療團派遣を計畫したが、大東亞省御後援の下に今夏(昭和 18 年 8 月)夏期練成

期間を利用しこれが實現を見たのでその概要を報告する次第である。 
 

第一 編成 
團長 教授 醫學博士 佐藤イクヨ 
團員を四班に分つ。班長は醫師、班員は學生とす。 
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第一班 班長 山田靜子〔内科〕 
第二班 班長 奈倉早苗〔産婦人科〕 
第三班 班長 辻多嘉〔耳鼻咽喉科〕 
第四班 班長 坂田テルヨ〔内科〕 
總務係 學生 福島秀子、新井幸子 
醫師 5 名、學生〔3、2 學年生〕33 名、計一行 38 名。 

第二 行程 
昭和 18 年８月１日東京出發、8 月 21 日下關着解散迄の 3 週間の旅程は大東亞省の案に從ひ、朝

鮮經由で奉天、大連、旅順、新京、ハルビン、佳木斯と滿洲國主要都市、大學、病院等の見學、

戰跡巡禮を先きにして多少共滿洲事情を見聞して豫備知識を得た後に短時日ではあったが東北滿

の干振、樺林粟熊村、四家房大日向村の三開拓地に赴き診療、診察、調査を行った。更に吉林、

豐滿ダムを見學したが、之等の見學につきては記述を省略する。 
第三 開拓地における診療状況 

 1.千振  8 月 13 日午後半日だけで時間がなく診療所は開かなかった。各班に分れ部落を巡回し

て健康相談に應じ診察を行った。おりから組合所在地に向かう途中で、新聞で見たからとて早く

も往診を求めて來た母親もあり、早速内科醫が往診して非常に喜ばれた。  
2.樺林栗熊村  
8 月 14 日、樺林騾より 2 里、雨後の汚泥にトラックも通わず、朝食も調わず、早朝の泥行軍は進

軍歌を偲ばせる。11 時到着。午後國民學校に至り 3 教室打拔き廣い室で診療所開設。ヂフテリー

豫防注射 100 名分持參と豫告して置いたが多勢集まり注射液は不足を告げた。  
内科、小兒科、耳鼻科は同じ廣間に各々陣取って診療し、婦人科診療だけは別室で行った。幼兒

にクル病が數名あった。學生は乳幼兒の母親を集めて哺育状況を問診しカードに記入する。診察

や豫防注射のお手傳、整理係,受付係等毎年の夏期無料診療で鍛えた腕前で美事に處理する。大體

診療を片付け、集まった村人 300 人位と衞生懇談會に移り、醫師は交々立って話し又質問に應じ

た。5 時過から國民學校寄宿舍參觀、黄昏迄各班に分れて部落視察に出掛けたが、先刻蓬った人

ばかりで氣持ちよく見せて呉れた。この夜は村の家(小倶樂部)と寄宿含、校長宅に分宿、電燈な

くランプ。翌朝滿人、鮮人部落視察、村の釀造場加工場を見學して、正午過ぎトラックに乘り活

氣あるこの村を出發。  
3.四家房大日向村  
8 月 16 日夕刻到着、降りしきる雨の中を 2-3 人宛民家に分宿。雨の爲に部落視察も集會も出來な

かった。翌朝晴天。團本部二階廣間で診療所開設。診療、ヂフ豫防注射、健康相談等大體樺林と

同樣盛況。時間が無くて懇談會は出來なかった。正午出發。  
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第四 開拓地における乳幼兒と母性の保健調査 
在滿内地人の出生率ならびに自然増加率は内地に比し一見甚だ高率を示すが、之は開拓地に於て

は壯年者を主體とする人口構成状態を異にする爲であり、之を年齡別有配偶女子の出産率より見

ると、内地よりも約 4%低率であると云う。 
乳幼兒死亡率は年と共に減少しつつありと云う喜ぶべき現象である。死亡率を左右する最大の死

因は呼吸器病、次で消化器病であると云う。我が一行は夏期に訪れ調査したため呼吸病にはあま

り遭遇しなかった。調査地は樺林粟熊村と四家房大日向村のニケ村である。 
調査事項は夏期に多い消化器病の大なる素因をなす乳幼兒榮養法、離乳期の食物、離乳開始期及

び完了期、幼兒の間食等に就て問診し、母性問題に就ては非常に不完全であるが出産状況、産前

産後の休養状況につき調べた。調査數は少く、且粗漏であるが調査成績を報告し、考察を加える

事とする。  
調査成績 
表より第 10 表に示す如くである。 
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考 察 
乳幼兒調査人員は 56 名に過ぎないが、混合榮養兒 1O.7%、人口榮養は僅かに 1.8%で、母乳榮養

兒87.5％と云う絶對多數を占むる事は都會地殊に東京においては見られぬ好成績である事はまこ

とに喜ばしい次第である。之が爲乳兒期の發育状態は良好である。然し離乳状態を見ると良くな

い。離乳開始期は普通一般に内地では生後 6-7 ヶ月で、生後 1 年 2-3 ヶ月を以て完了する方針を

採用してゐるが、開拓地では離乳開始期が遲れ且完了迄の期間が永い。 
離乳期の食物は重湯と粥が多く、甚しきは普通の成人の飯を直ちに與へて居る者が大多數を占め、

牛乳・煉乳の却きを混用してゐるのは僅に 2 人、5%に過ぎない。食品は單調で榮養價は低く、而
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も與え方は規則的でなく、欲するが儘に與えてゐる。 
開拓地では哺乳期の發育扶態は大部分が母乳榮養であるため一般に良好であるが、離乳期におい

て一般的身體發育が遲延し不良の者を見受ける。又離乳前後において疾病殊に消化器病が非常に

多い。之等は離乳の時期方法を誤って居り、食量は不足ではなく過食である。しかも動物性食品

は饒り與えて居らす質が劣ってゐる等の爲に榮養不良、抵抗力減弱等が原因をなすものと思惟す

る。 
母乳榮養兒の離乳遲延は母子の身體に惡影響あるのみならず、次の妊娠を遲延させる爲め人口政

策上より見ても改善させねばならぬと思う。 
私共が問診して最も感ずる點は、家族の者が乳幼兒の養護に關して左程注意して居らず、殊に離

乳期の食物に就ては殆んど無開心である點である。之は開拓地においては母親が若く、教養の程

度も低く、家庭に經驗者の無い者が多く、又老人は居ても知識がなく、適當な指導者に缺けてゐ

る結果であろうと思う。 
母親の出産状況をみるに、栗熊村は大體普通と思われるが、大日向村は早流産が多く同村の分娩

數の 38.46%と云う高率を占めるのは實に寒心に堪えぬ。この原因は奈邊にあるか、氣候風土其

の他の影響もあるではあろうが性病に因るものでないかと推察する。血液ワ氏反應を檢する事が

必要であると思う。 
産前産後の休養状況は内地の農村と大同小異である。産後休養は 1 週間以内が約半數を占めてゐ

るが、２週間は休養を與えるべきではないかと思う。  
 

第五 開拓地の結核問題 
 この大問題に對して短時間で基礎的調査はできず、開拓地の結核に對する環境の影響と云う方

面より觀察せんと志し、開拓地の衣食住、生活樣式などに重きを置いて各家庭の訪問を行ったの

で、甚だ皮相の觀察乍ら吾々考えを併せて記す事とする。  
１．衣 服  
大體は内地から持參した衣類で間に合わせてゐる。夏期は洗濯さえ勵行されれば健康上に問題は

ないが、冬の寒さに對して内地同樣では凌げない。滿州の冬に備えるだけの衣類は不足してゐる

樣である。夫故自然狹いオンドルの室内に蟄居して外氣に觸れぬ樣にして居る樣である。之では

不潔な空氣の中に住み、日光に當らず、皮膚の鍛錬は出來ず、全身抵抗力は減弱し、結核罹患を

容易にする結果となる。寒地に慣れた露人滿人の服裝の長所を採り、婦人もズボン式の防寒衣を

考案し、屋外に出るときは厚い外套式のものを用ふる事とし、午後の氣温の最も高い風の無い時

刻には必らず屋外に出て運動なり勞働をする事としたい。物資不足の今日充分な防塞衣の準備は

困難かも知れないが開拓團に援助を與えて欲しい。  
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２．食 物  
主食としては白米で、高梁、粟、小麥粉等はあまり用ひてゐない樣である。副食物は主として菜

食で、前記の離乳期乃至幼兒の食物調査においても見らるる如く、動物性食品は殆ど攝ってゐな

い。鷄は飼ってゐるが卵を高値で賣り、豚もかなり飼育してゐるが村民の食料には向けられて居

ない樣である。家畜を多く飼養して農耕に利すると共に乳を搾り、肉を配給する樣にしたい。冬

期には鳥類が捕獲され食膳を賑わす唯一のものである由であるが、村民一般の食量として充分量

ではない。野菜は自給自足の程度と云うが、永い冬籠り中殊に春先きには不足する、ビタミン殊

に V.C、不足は寒地における重大な惱みの一つであるが、野菜の貯藏法を改艮して充分量貯え、

又豆もやしを奬勵すべきである。滿洲の特産たる大豆をもっと利用したい。又集團で乾燥野菜を

作ったり、養魚場や牛や山羊の搾乳場を設けて配給を良くし村民の榮養を高める事は贅澤ではな

い。 
結核に罹患する者が露人に少いと云うのは榮養補給の良きが抵抗力を高める大きな原因の一つで

あろうと思う。  
3、住 居  
滿洲では防寒が主眼で尚匪賊にも備えねばならぬところから、内地の家屋の通風探光よく開放的

なのと趣が違う。千振では滿人家屋を改造して疊を敷いてあるが窓は高くて小さく、三面壁のさ

ながら穴居の樣な印象を受ける。夏の室内に籠る蒸暑さは非常なものらしく住居として不良であ

る。 
大日向村と栗熊村は移佳後の建築で、前者は三室、後者は二室、之に土間の臺所のある平家建日

本家屋で、一室はオンドルの室でアンペラ敷、他は疊敷である。窓は二重硝子窓で、換氣用の小

窓を設けてあり、探光は大體良い。 
便所:冬の話は聞いただけで想像の外であるらしい。夏は内地と同樣と思うが、全く小窓一つ無い

眞暗い便所のあるには驚いた。而も國民學校において、内地の如何なる田舍の學校でも之程不潔

で危險な便所はまず見當たるまい、何故採光窓を作らないかを質問したが、暗いと蝿が來ないか

らとの理由らしいが、而し蝿も居たしジメジメして不潔で足元も危い。不潔になり易い所は一層

清潔にしたいと思う。 
4.生活樣式に就て(主として栗熊村)  
(1)飮料水:滿州は一般に水が惡い、私共の訪れた開拓地でも黄濁の水であった。井戸は戸外に無蓋

で、一部落に一箇所の共同井戸、非常に深く卷揚げ式であった。何等濾過裝置は設けてなく、飮

料には煮沸するだけである。8 戸位の共同井戸であるから濾過裝置は設備すべきものと思う。 
(2)入浴:風呂も一部落共同で出來てゐるが、冬用の燃料節約のため夏季でも一週一度位しか沸かさ

ぬ由である、夏期は水浴でもよいから身體を清潔にすべきである。滿人は 1 ヶ月か 2 ヶ月に 1 度
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の入浴の由、むべなるかなあの不潔さ。  
(3)蠅:蝿の多い事も滿洲名物であるが、開拓地には家畜がゐるので尚更多い。而し之を捕らえよう

ともしないのには驚く、全く増殖し放題である。夏期に赤痢、赤痢樣疾患の多いのも水の惡い爲

ばかりでなく、媒介者を驅除しないからであろう。 
虱、蚤、南京蟲、蚊等が民家たると汽車中たるとを問わずどこにも多い。滿洲の發疹チフス、マ

ラリヤの媒介者は不潔な所に好棲する、滿人とは異なる清潔好きの日本人として住居、身體、衣

服等を清潔にして、之等の昆蟲は驅除し發生せしめぬ樣にし、滿人にも模範を示して、偉染病に

罹らぬ樣にしたい。 
(4)戸外勞働時間:時計の無い家が多いので時間の概念に乏しく、勞働時間も日により、家により

區々であるが、大體夏期の忙しい時期には太陽と共に出て星を頂いて歸ると云う原始的なやり方

であるが、概して十時間位であろうか。冬は殆んど何もせず家の中に閉じ寵って終日火を焚いて

暮らしてゐるとの事であるが家内工業でも出來ないものかと思う。 
(5)睡眠時間:概して不規則で主として働く時間に左右される。人によって晝寢 2 時間と云う人もあ

ったが、夏は戸外勞働時間が長くて夜の睡眠時間が短いので疲勞し易いから、日射の強い午後に

晝寢で補い休養する事は必要であろう。冬は長きに失して怠情にはならないか。樺林には未だ電

燈設備なく、ランプ用の石油も時局柄乏しいので日が暮れると何も出來ず寢るより他に仕方が無

い原始的さである、電燈設備は速にすべきである。 
５．冬籠りと結核  
寒い時期の長い滿州においては冬籠りと結核は最も開係が深いと思う。オンドルの通った 4 疊半

から６疊の 1 室に窓に目張りをして家族全體が蟄居して暮す由であるが、燃燒により又大勢の呼

吸により、塵埃により、空氣の汚染は推して知られる。寒さの爲に戸外には餘り出ず、窓は小さ

く、日光の紫外線に觸れる事が少く、運動不足であり、野菜不足になるこの時期ではビタミン殊

に V.C.不足を來たす等の爲に身體抗力が減弱してゐる時期であるから、斯樣な中に一人でも結核

患者が居れば家族に感染蔓廷は當然と言はねはならぬ。滿州では冬期には夏期よりもマントウ陽

轉率が高く且發病率も高いと云われ、之にはビタミン缺乏と深い關係がある。  
結核豫防保險對策としては、  
（イ）換氣を適當に行う事：2 重窓になっている小窓を時々5 分間位づつ開放する位では室温は

大して下がらぬ由であるから、時々換氣を行う事は是非共必要である。 
（ロ）室内掃除：バタバタハタキ掛けせずに塵埃は拭き取る樣にする事。 
（ハ）日光浴と運動：努めて紫外線に當る事、之が爲には日中風の少ない日射のよい時刻を見計

って戸外に出て、駈足をするとか揃って體操をやる等戸外蓮動を勵行する。 
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（ニ）榮養を高める事：冬は殊に脂肪分を多く要する。鳥獸の肉のみならず内臟には脂肪分多く

ビタミン A,C,D 等を多量に含有してゐるから内臟の調理法をよく研究して利用する事。胡麻、大

豆、落花生等を粉にして消化吸收よき形にして調理する。V.C.不足を極力防ぐ樣に野菜貯藏を充

分にする。食品原料は可及的多方面なのがよく偏食に偏らぬ樣手近かな材料の内から工夫すべき

であると思う。 
(ホ)冬は準備期：冬の農閑期を無駄に過さぬ樣、屋内で出來る普通の仕事は勿論行ってゐるであ

ろうが、終日火を焚いて暖をとる事にのみ汲々として過す者巷あると聞く。農閑期を利用して保

健衞生思想を向上させる書籍、教養を高める爲の本、時には娯樂物もよいし小巡回文庫式にして

讀書を奬勵し、又開拓地の實情に即した榮養料理の講習とか服裝研究、育兒、看護法、其他生活

改善に關する種々な事柄に際し適當な人が部落單位に實地指導をする樣にしたいと思う。落葉樹

が冬の間枯木に見えて壹根に精力を蓄え陽春の旅に惠まれれば勢よく幹を伸ばし枝葉を繁茂させ

る樣に、冬籠の間は、國家が開拓地に最も要求する食糧増産への活動期の源泉を蓄え、北邊鎭護

の健民強兵を育成する原動力の準備期とせねばならぬ。寒さに萎縮してゐる間に結核に感染し發

病してしまってゐる樣では入植の目的に添わないのみならす害毒を流すものである。かかる事の

起らぬ樣に特に村の保健指導員は保健衞生上の實際をよく指導して頂きたい。之これが爲には男

子のみならず女性の指導員、保健婦が必要である。  
6.結核に關する常識及び醫療機關に就て  
三村共醫療期間はある。千振は縣立醫院で醫師 2 名(内 1 名滿系)病床も 14-5 床を有し 3 村の内最

も大きいが、餘り利用されていないらしく全部空床であった。大日向村には入院設備なし。栗熊

村は千振よりは幾分小さいが、病床巷あり、入院患者も居た。特にこの村の保健指導員たる乃坂

醫師は早期診療を奬勵し村民(否鮮人部落 1 乙まで)の保健衞生上熱誠溢るる獻身的努力を拂って

ゐられる樣が認められた。 
之等の開拓村では 1 年 1 同國兵撃校兒童にマントウ反應を檢し、陽轉者には注意して牛乳や榮養

食を與える程度にはしてゐる由であるが、特別に養護學級の設けはない。栗熊村における本年度

マントウ反應陽性率は、國民學校兒童 6/e6、青年學校生徒 35.6%であった。この村の醫療費は 1
人 1 年間 6 圓で、共同組合を組織し組合から半額支出する仕組になって居る。村民一般の結核豫

防に對する常識の如何は知らるべくは無かったが、結核對策として村民に結核豫防を良く致へ、

時々健康診斷を行い、疑わしい場合 IC は進んで早期に診療を受ける樣希望する攻第である。 
 

第六 ヂフテリー豫防接種の實施に就て 
滿洲においてはヂフテリー流行は赤痢の樣に著明ではないが、發見されすに不明のまま死亡する

者がかなりあるらしい。大蓮日赤小兒科における死亡原因調査によれば、小兒の赤痢・疫痢の死
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亡數 165 名に對しヂフテリー死亡數は 226 名となって居り前者より遙に多い。千振では毎年 2-3
名罹患者あり、大日向村は昨年 5 名罹患し、内 1 名は壞疽性ヂフで死亡した由であるが、附近の

滿人部落に多發したと云う。栗熊村には無し。  
田舍では都會地程ヂフ流行はないのが普通で、從ってヂフの沈默免疫も出來難く、謂はヂフの處

女地が多いから一旦流行を見る時は患者が多發し、又惡性のものもあるのは想像に難くない。血

清の入手は困難であり、又古い晶は使用出來ないから山間僻地に流行した場合、一刻を爭う血清

は間にあわず可惜貴重な生命を奪われ又他に感染せしめる事となる。現在ヂフの豫防法はあるの

にかかわらず、私共の巡回した 3 村では一般的には回も行なわれてゐない。只大日向村で昨年流

行後 3 人の小兒に普通アナトキシン注射が同村の醫師によって行われただけである。 
ヂフテリー豫防法として、豫めシックテストを行いヂフに對する免疫性有無を檢し、免疫性のな

いシック陽性者を選別して此者に操防接種を行えばよいのであるが、シツクデストを行っても判

定は 4-5 日以後になるので我々の如き 1 泊だけの時は不可能である。また豫防接種より 3-4 月後

に再びシックテストを行えば免疫産生如何を知る事が出來るが、之は不可能であるから豫防接種

前後のシック反應は省略して、主として國民學校就學以前の小學生に一律に接種する事とし、大

日向村と栗熊村に豫め 100 人分用意して行く旨通達して置いたので、團でよく世話せられ小兒の

集りはよかった。但し大日向村では大雨の直後で遠い部落から來られなかったし、且未就學兒童

のみとしたので 100 名に滿たなかった。粟熊村では學童及び母親も少數追加した。  
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豫防接種液は普通のアナトキシンであると、3 回式或は 2 回式であるので、我々の一行には不向

きである。依って特に北研製の高能働性「アセトナールアナトキシン」を用ひた。 
本注射液は小兒に 1.Occ1 回注射で略々目的を達し得ると稱らるる品で、尚試驗期にある未發賣品

で特に分讓を得たものである事を附記し、茲に北里研究所の御好意を謝する次第である。 
免疫效果を再シック反應によって直接檢し得ないのは甚だ遺憾であるが、間接法として接種者か

ら今後罹患者が出るか否かの觀察を當該村の醫師に依頼した。  
豫防接種人員は大日向村(昭和 18 年 8 月 17 日)7 歳以下の小兒だけ 75 名。栗熊村(8 月 14 日)7 歳

以下 76 名、8-14 歳の學董 32 名、母親 4 名、計 112 名である。年齡別及び性別に示せば第 11 表

の如くである。  
  

結 語 
東京女子醫學專門學校至誠會報國會興亞部主催、大東亞省後援として、昭和 18 年 8 月派遣され

た滿洲國巡回醫療團は、別に取り立てていう程の仕事も御奉公も出來なかったが、本邦女子醫學

徒團體の最初の催しとしては大過なく遂行する事が出來た。之ひとえに内には吉岡校長、岡本興

亞部長、學校當局、外には大東亞省、滿洲國官憲、東亞旅行杜、滿洲拓植公社等によって良く計

畫せられ、御親切な御指導御激勵を賜り、38 名の女ばかりの旅を最初から危な氣無く旅行し目的

を達成し得る樣に御計らい下さった事と、在滿及び沿道の至誠會員が母校より妹達の初旅とばか

り非常な親愛さをもって歡迎され、親身も及ばぬ程よくお世話下されし等、各方面皆樣の御蔭に

よるもので、眞に有益な旅に絡始するを得た事を厚く御禮申し上げる次第である。 
 
一望千里のあの大滿洲の野を駈け回ぐり、幾多の戰跡を訪れ忠靈塔を仰いでは當時の激戰を偲び、

感謝と共に滿洲國の今日あるを肝に銘じ、先時代より新世紀への轉換に忙しい都市の發展振りや、

滿洲農村の將來を擔う青年義勇隊、僻地に拓け行く開拓農村等を目のあたりに見て、御稜威の輝

かしさ、大日本帝國の底力の偉大さに感銘し、百聞一見に如かすで、今迄朦朧としてゐた大東亞

建設の礎石、滿洲國に對する認識を一新し且つ深める事が出來た。一體不可分の開係にある日滿

兩國の爲に女醫もどしどし大陸開發に進軍せねばならぬと痛感する。尚今後は今年の經驗を基礎

として更によく計畫しよく準備して無駄を省き、大に成績の擧がる樣、この巡回醫療團派遣が今

年だけに止まらす、明年も明後年もと繼續せられ、戰塵が收まったならば更に大東亞共榮圈内の

巡回醫療團に迄發展して行く樣に祈ってやまない。  
 
稿を終わるに臨み岡本興亞部長の御校閲を深謝す。 

 


