
　今回、発表します“健康作りに対する人形劇団
の取り組み”のキーワードは、私個人としては、

“遊び心は道しるべ”なのかなと思っています。

“健康問題を、もっとわかりやすく・楽しく考えら

れないか”そんな発想から手作りの健康づくり人
形劇団がスタートしました。
　デコボコ市に居住する人々の間で生じる健康問題、
糖尿病・うつ病・喫煙・認知症をテーマに4作品を
作成しました。一つの話は、単独でなくデコボコ市
の住民がそれぞれの4作品に重複して登場する構成
になっています。

　人形劇に用いる人形・脚本は、当病院の高山院長
がすべて作製しました。

　人形劇の撮影風景です。毎月2～3回、午後6時
頃から集まれる職員で行っています。
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健康作りに対する人形劇団の取り組み
－デコボコ市の人々－

発　表　者 清水　幸一 岐阜県　国民健康保険坂下病院

共同研究者 高山　哲夫

遊び心が、道しるべ 

健康作りに対する 
人形劇団の取り組み 
 
  ーーーーデコボコ市の人々ーーーー 

清水幸一  高山哲夫 
医師 薬剤師 保健師 看護師  
看護助手 介護士 事務員 行政職 

はじめに 

健康問題を 
もっとわかりやすく 
楽しく 
考えられないか 
 
 
そんな発想から手作りの 
“健康作り人形劇団”が 
スタートした。 

第1話 

糖尿病 

第2話 

うつ病 

第3話 

喫煙 

第4話 

認知症 

作 
品 

人形・脚本は、 
すべて 
高山院長が作製 
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　完成した DVD を用い、各地域で糖尿病の講演会
を行いました。昨年度は、我が街である中津川市内
の12か所で実施しました。
　12か所のうち10ヶ所は、他院の医師が DVD を
上映しながら講演して頂きました。

　当院が実施した地域は、2か所です。それぞれ25
名程度の参加となりました。講師は、医師、薬剤師、
保健師、看護師で行いました。

　当院が実施した講演に参加された方のアンケート
の一部を紹介します。

「人形劇がわかりやすく、面白かった。」
「話の内容がわかりやすく、ためになった。」
「食生活や運動を見直すとか、特保食品について興
味深く聞けた。」
などの意見をいただくことが出来ました。

　では、ここでデコボコ市の人々を紹介したいと思
います。

　糖尿病をテーマにした作品の出演者を紹介します。
　主人公の原出　太郎さんです。名前をちょっと変
えて読むと“はら　でたろう”となり、

完成したDVDを用い 
各地域で糖尿病予防の 
講演会を実施 

実施地区 

中津川市内   1２ヶ所 

１０ヶ所は、 
他病院・医院の医師が 
完成したDVDを用い 
糖尿病予防の講演会を実施 
 

当院が完成したDVDを用い 
講演会を行った実施地域 

坂下地区・山口地区の２ヶ所 

講師 
医師、薬剤師、保健師、看護師 

実施地区 

参加人数 

坂下地区 男性 ５名 
       女性 ２０名 

山口地区 男性 １２名 
       女性 １５名 

来場者アンケートから 

人形劇がわかりやすく面白かった。 

話の内容がわかりやすく、 
ためになった。 

食生活や運動を見直すとか、 
特保食品について興味深く聞けた。 

デコボコ市の 
   人々 
    
 

あなどるな糖尿病出演者 
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当病院長の狙いがわかります。ちょっと遊んでやろ
うという思いが！

　志望　寛さんも名前を変えて読むと“脂肪肝”
となります。

　綿藤　美代さん。よねさんの息子草三のお嫁さん
です。居酒屋「寄ってよね」を仕切っています。

　一言　祐さん。デコボコ病院の医師です。

　日内変動禅師　お寺の住職の名前に“日内変動”
とは・・・・・・

　これは、主人公の原出　太郎さんの幽霊となって
いますが、話の中で原出　太郎さんは、生死を彷徨
うため、このようになっています。詳しくは、ユー
チューブで見ることが出来ますので、見てください。

　うつ病をテーマにした作品の出演者を紹介します。

原出太郎 デコボコ医療機器写真 小森勝の部下 

       糖尿病を馬鹿にして摂生することなく毎晩 

       飲み食い 

 
原出太郎 

（はらで たろう） 
⇓ 

はら  
でたろう！？ 

綿藤美代 よねの息子草三の嫁 よねに代って 

居酒屋「寄ってよね」を仕切っている。 

綿藤美代 

（めんどう 
みよ） 

 

志望寛 デコボコ医療機器社員 原出太郎の       
後輩 堅実派 

 
志望寛 
（しぼう  

  ひろし） 
⇓ 

しぼうかん！？ 

  一言 祐  デコボコ病院医師 

一言 祐 
（ひとこと 
ゆう） 

 

Ｎ 

日内変動禅師 糖尿醍寺住職 実はあ
の世の管理人 

日内変動禅師 
 

にちないへんどう 
ぜんじ） 

 

       原出太郎の幽霊 
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　主人公の小森　勝（まさる）さんです。名前を
ちょっと変えて読むと“こもりがち”となり、こ
こでも、当病院長の狙いがわかります。ちょっと遊
んでやろうという思いが！

　小森　勝さんの奥さんで、小森　杉代さん。“こ
もりすぎよ”さんです。

　小森さんが働いている会社の社長さん。

　小言　多造さん。“こごと　おおぞう”さん。
スーパー小言のたたき上げ社長です。

　湯浅　あきさん。喫茶店「あき」を経営。これは、
ちょっと苦しいですが、“うわさ　すき”というこ
とのようです。

　世話スキさん。洋品店を経営してます。

 「孤独になるな」出演者 

小森勝 デコボコ医療機器技術者真面目人間 

小森勝 
 

（こもり 
がち！？） 

 

小森杉代 勝の妻 

小森杉代 

（こもり 
すぎよ！？） 

 

デコボコ医療機器工業 社長 

小言多造 スーパー小言のたたき上げ社長 

       地域のリーダー 

小言多造 
（こごと  

おおぞう！？） 
 

湯浅あき 喫茶店 あき 経営 

       小森勝、煙幕造の同級生無尽仲間 

 
 

湯浅あき 
（ゆあさ 
あき 

 ⇒うわさ 

すき！？） 
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　喫煙をテーマにした作品の出演者を紹介します。

　二小内　忠（にこうち　ちゅう）さんと田場　康
（たば　こう）さんは、蛍族のため顔が不明です。

　主人公の石和　弱さん。“いしは、よわし”です
よ。禁煙の話にはもってこいのネーミングだと思い
ませんか ?

　また、出てきました。小森さんです。

　煙　幕造さん。デコボコ市役所産業振興課長です。
煙にまいちゃうんですかねー ?

　綿藤　よねさん。絵が得意。女手一人で草三、蘭
子を育てました。よねさんのネーミングから推測す
ると、何か、面倒なんですかねー ?

小森勝 デコボコ医療機器技術者真面目人間 

小森勝 
（こもり 

がち！？） 

 

世話スキ 洋品店 経営 

       小森勝 煙幕造の同級生 無尽仲間 

世話スキ 
（せわ 
すき） 

 

二小内 忠（にこうち ちゅう）  

蛍族 若くして喉頭がんで死亡 

 

田場 康 （たば こう） 
蛍族 デコボコ日報記者 石和弱        
の先輩で小森勝の親友  

肺ガンの骨転移で死亡 

二人は蛍族のため顔が不明です 

煙幕造 デコボコ市役所産業振興課長 綿藤草造 

      の上司 

煙幕造 
（けむり  
まくぞう） 

 

「アー煙草」出演者 

石和 弱  デコボコ日報記者 

石和弱 

（いしは 
よわし） 
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　認知症をテーマにした作品の出演者を紹介します。

　あれ ? さっき出てきた綿藤　よねさん。実は、こ
の作品の主人公なんですね。

　また、出てきました。綿藤　美代さん。面倒を見
ないといけない運命だったのですね。

　綿藤　草三さん。名前の通り、面倒なことが嫌い
だそうです。

　田間　来さん。よねさんの知人です。たまにくる
方なのでしょうか ?

　一寸　調（ちょっと　しらべ）さん。デコボコ病
院の医師です。

綿藤 よね 女手一人で草三 蘭子を育てた。よねの居酒屋「寄って
よね」は皆の溜まり場 良き相談相手である。絵が得意 

綿藤よね 
（めんどう 
よね） 

 

「もしかして認知症？」出演者 

綿藤 よね 女手一人で草三 蘭子を育てた。よねの居酒屋「寄って
よね」は皆の溜まり場 良き相談相手である。絵が得意 

綿藤よね 
（めんどう 
よね） 

 

綿藤草三 よねの息子 デコボコ市役所職員 

実直だが面倒な事が嫌い 

綿藤草三 
（めんどう 
くさぞう） 

 

綿藤美代 よねの息子草三の嫁 よねに代って 

居酒屋「寄ってよね」を仕切っている。 

綿藤美代 

（めんどう 
みよ） 

 

田間 来 よねの知人 農業従事 

 
田間来 

（たま くる 
  ⇒たまに 
くる！？） 
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　臨床　健（りんしょう　けん）さん。認知症検査
担当技師です。

　連戸　元（れんとげん）さん。MRI 検査担当放射
線技師です。

　加古出　逢太（かこで　おうた）さん。元校長。
よねさんの知人です。

　明日辺　向志（あすべ　こうし）さん。デコボコ
テレビのニュースキャスターです。

　おわりに、人形劇を上映しながら行った講演に参
加して頂いた方から、「人形劇がわかりやすく、お
もしろかった」という意見がきけたことは、嬉し
いかぎりです。また、他施設の医師にも利用して頂
けたことは、大変光栄なことであり、うれしいこと
であります。
　色々な啓蒙活動がありますが、10人の方を10人
満足することは、難しいことと思います。人形劇よ
り学術的なものを好む方もいるでしょう。そうした
中で、ひとりでも多く、わかりやすく・楽しく行え
たと信じています。

一寸 調 デコボコ病院医師 

一寸調 

（ちょっと 
しらべ） 

 

明日辺 向志 デコボコテレビのニュースキャスター 

明日辺向志 

（あすべ 
こうし） 

 

連戸 元 MRI検査担当放射線技師 

 
連戸元 

（れんとげん） 

 

臨庄 健 認知症検査担当技師 

臨庄健 
（りんしょう 

けん） 
 

加古出 逢太 元校長 よねの知人 

加古出逢太 

（かこで  
おうた） 
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　最後に、坂下病院の高山院長からのメッセージを
皆様に伝えたいと思います。

「デコボコ市の人々、それは皆さんと同じです。社

会生活を営む中で様々な病気が発生してきます。病
気を恐れる事無く、病気の原因をよく理解され健康
な生活を過ごされる事を願っています。」

デコボコ市の人々 

それは皆さんと同じです。社会生活を
営む中で様々な病気が発生して来ます。
病気を恐れる事無く、病気の原因をよく
理解され健康な生活を過ごされる事を
願っています。 

高山院長からのメッセージ 
おわりに 

他施設の医師にも利用して頂けた 
ことは、大変うれしいことである。 

“人形劇がわかりやすく面白かった。” 
という意見が聞けた。 

１０人の方を１０人満足させる 
啓蒙活動は難しいが 
ひとりでも多く 
わかりやすく、楽しく 
行えたと信じている。 

「離島への来島者に対する診療の実態」というテー
マで発表させていただきます。宜しくお願いします。

「島では、島民だけでなく来島者に対応した　医療
の提供も求められている」と思います。そこで、本
研究では、「島民と比較して来島者にどのような診
療が提供されているのかを、診療範囲の観点から明
らかにすることを目的」として研究を実施しました。
研究デザインは、観察研究で、研究対象地域は、大
分県にある離島です。平成22年1～12月の1年間
に、当該地域の唯一の医療機関である診療所に受診
した島民と来島者を対象に、提供された全診療内容

を診療録から抽出しました。

演  題

027

離島への来島者に対する診療の実態

発　表　者 古城　隆雄 栃木県　自治医科大学　地域医療学センター

共同研究者 阿江　竜介、原田　昌範、神田　健史、岡山　雅信、梶井　英治

研究方法 

◯デザイン：観察研究 

◯研究対象地域：大分県姫島村 

◯平成22年1～12月の1年間に、当該地域の唯一の医療

機関である姫島診療所に受診した島民と来島者を対象に、

提供された全診療内容を診療録から抽出した。 

   

3 

研究背景と目的 

• 島では、島民だけでなく来島者に対応した 
医療の提供も求められている。 

• 島民と比較して来島者にどのような診療が提
供されているのかを、診療範囲の観点から明
らかにすることを目的とする。 
 

2 

離島への来島者に対する 
診療の実態 

古城隆雄1)、阿江竜介2) 、原田昌範3)  

神田健史1)、岡山雅信1) 、梶井英治1) 
 

１）自治医科大学地域医療学センター 
２）公立浜坂病院 
３）山口県立総合医療センター へき地医療支援部 
 

第５２回 全国国保地域医療学会 

1 
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