早いもので私がこの上野村へ
き地診療所に赴任してから二年
唯一の医療機関である当診療所

がたとうとしています︒村内で

﹁ドラゴンクエスト

﹂発売

一九八八年のこの日︑家庭用テレビゲーム機

発生︒以降のシリーズについては︑発売日を学

えなかった少年による窃盗や恐喝などの犯罪も

最終的に一万人を超える規模になったほど︒買

に赴任したことにより︑以前よ

たりする中で︑困っている時に
とは長生きの秘訣︵ひけつ︶か

助け合えるような家族を持つこ

り目も見えずほとんど寝たきり

の所に往診に行きました︒あま

以前︑九十五歳のおばあさん

もしれないと思いました︒
医療面は︑治療も含め全面的

せきと微熱が出るとのことでし

の方なのですが︑その時は少し

しょうから心配はいらないと思

た︒診察のあと︑﹁軽い風邪で

福祉に関しては協力的な家族が
がいない患者さん︑または家族
したが︑その間ずっと二十代の

います﹂とご家族にお話ししま

がら横についていて︑心配ない

孫がおばあさんの手をさすりな

と折り 合 い が 悪 い 患 者 さ ん だ

しました︒

家庭医 として

いますが︑残念ながら現在の医

患者さんはここまで元気に長生

今後も村の福祉︑介護関係の

感じました︒
職員とも協力して︑﹁病気﹂だ

きできたのかもしれないなぁと

能な方の七割以上が﹁家族の都

います︒その中で退院︑退所可

ける家庭医として︑患者さんや

けでなく﹁患者さん﹂を見てい

介護難民が発生するといわれて

こんなご家族のおかげでこの

でした︒

顔をしていたのが非常に印象的

と言うと心底ほっとしたような

て大きな開きが出てくると実感

と︑生活の質︵ＱＯＬ︶に関し

いらっしゃる患者さんと︑家族

と思いますが︑在宅での介護︑

に家族が面倒を見るのは不可能

えられるようになりました︒

︵志︶

日にもかかわらず前日から販売店の前に徹夜の

ように思います︒しかし診療所
り医療・介護・福祉の連携を考

長長期期的的なな効効果果をを研研究究ししよよ

分間見てもらい血糖値を調 が分かり︑二○○三年に米 をを患患者者にに貸貸しし毎毎日日笑笑っっててもも

でで はは 笑笑 ええ なな いい ﹂﹂﹁﹁ オオ チチ がが 分分

べたところ︑平均で七十七 国の糖尿病専門誌で発表︑ ららうう実実験験にに入入っったたがが﹁﹁一一人人

かかるるとと無無理理﹂﹂ななどどのの指指摘摘がが
出出てて断断念念︒︒

林林助助教教授授はは﹁﹁ここれれををききっっ

かかけけにに︑︑笑笑ううととききにに動動くく筋筋
肉肉をを手手でで刺刺激激ししてて︑︑通通常常とと
はは逆逆のの経経路路かからら笑笑いいのの神神経経
回回路路をを刺刺激激しし活活発発ににすするるここ
ととをを思思いい付付いいたた︒︒笑笑みみ筋筋のの
体質をつくり︑笑いを引き

動きを良くして笑いやすい

そして○五年︑名古屋学

診をしたり︑家族と連絡を取っ

校が休みの土日祝日にした︒

の人気ソフト第三弾が発売された︒発売日は平

行列ができた︒東京のカメラ量販店では行列が

っぱいで︑その後の介護や福祉
というプライマリケアの最前線

医療・介護・福祉の連携を

膚科に至るまでさまざまな患者
の面まで目が向いていなかった

超える超高齢社会である上野村

りしたかと思えるような ％を

が高齢者で占められています︒

では︑来院する患者さんの大半

居老人の人数が思った以上に多

核家族化︑過疎化が進む中で独

の印象でした︒

いというのが上野村に来て最初

協力的家族こそ

で︑食後二時間の血糖

神神経経回回路路刺刺激激

上昇した︒笑うところ 国国内内外外でで反反響響をを呼呼んんだだ︒︒

合併症が起きる糖尿病患者 がない講義を前日に聞いて

助教授は︑高血糖で多くの

五十代 六十代の約二十

で︑笑いの効果を実験した︒ もらったときは同百二十三

人に︑食事後に漫才を四十 値の上昇が抑えられたこと ううとと︑︑落落語語やや漫漫才才ののビビデデオオ

と思います︒
︵次回予定は山口県︶

るという︒

高齢化進展に
埼埼玉玉県県鶴鶴ケケ島島市市はは︑︑健健康康
づづくくりり計計画画のの中中でで﹁﹁一一日日一一
芸芸大大のの山山内内恵恵子子講講師師︵︵管管理理 回回大大ききなな声声でで笑笑おおうう﹂﹂とといい
栄栄養養学学︶︶ららとと考考案案ししたたののがが うう目目標標をを掲掲げげ︑︑○○五五年年十十二二
月月にに笑笑みみ筋筋体体操操をを導導入入︒︒市市
主主なな笑笑みみ筋筋はは︑︑目目のの周周りり 民民ググルルーーププ﹁﹁いいっっししょょにに笑笑

笑笑みみ筋筋体体操操だだ︒︒

のの眼眼輪輪筋筋︑︑ほほおおのの大大 ︵︵きき いいたたいい会会﹂﹂とと協協力力しし︑︑高高齢齢

ばばすす﹁﹁ののばばししてていいいい顔顔﹂﹂

あありり 笑笑みみ筋筋をを手手でで横横にに伸伸

春春美美主主幹幹はは﹁﹁笑笑いいをを通通じじ︑︑

同同市市保保健健セセンンタターーのの石石川川

リリズズムム良良くく動動かかすす︒︒五五種種類類 及及をを進進めめてていいるる︒︒

輪輪筋筋でで︑︑体体操操ででははここれれららをを 出出前前ととししてて笑笑みみ筋筋体体操操のの普普

ょょうう︶︶骨骨筋筋︑︑口口のの周周りりのの口口 者者施施設設やや公公民民館館でで︑︑笑笑いいのの

! "

とはいえ︑日本の将来を先取

さんが来院します︒

には内科︑外科から小児科︑皮

!

【私の勤務地】群馬県の南端に位置する上野村は、
埼玉県、長野県との県境に位置する人口約１
５
０
０人の風
光明美な山村。痛ましい御巣鷹山の日航機墜落事故の
現場として有名になってしまったが、渓流釣りのポイ
ントとして、シーズンになると近県からかなりの釣り
人が訪れる。

出すのです﹂と話す︒

ご家族の手助けをしていけたら

れないという現状は︑やはり異

は思いませんが︑独居の方の往

核家族化が一概によくないと

常です︒

合﹂﹁独居﹂を理由に自宅に帰

療改革の結果︑四万人以上もの

先の医療改革を行うべきだと思

本来であれば︑政府が弱者優

#

筑波大など 体操 考案

(
'
(
'

私が病院に勤めていたときは

群馬県上野村へき地診療所

笑笑笑笑
たたたたた
っっっっっ
笑笑笑笑笑
ののののの
ききききき
ととととと
の心
きのののの
ときききき
たとととと
ったたたた
心心心心心身
笑っっっっ
身身身身身状
状状状状状態
態態態態態に
ににににに

上野村へき地診療所の全景。隣接してデイサービスセンター、高齢者住
宅もあり、施設は比較的充実している
笑み筋体操「のばしていい顔」を実演する埼玉県鶴ケ島市の市民グループ
同市保健センター

"

ききぐぐりりぐぐりり﹂﹂ 顔顔全全体体ををここ 同同市市はは同同県県ののほほぼぼ中中央央にに位位

をを丸丸くく集集めめてて回回すす﹁﹁たたここやや ももららいいややすすいいとと思思っったた﹂﹂︒︒

親親指指とと人人ささしし指指ででほほおおのの肉肉 健健康康づづくくりりにに関関心心をを持持っってて

$

!

入院中の治療を行うことに精い

血糖値を抑制
目や耳から入るさまざま
感情などをつかさどる大脳
﹁気持ちがいいという情

辺縁系で振り分けられる︒

ーパミンやセロトニンなど

報が神経回路に行くと︑ド

す︒すると︑気分がすっき

の快感物質が作り出されま

に︑生理現象として表情に

りして前向きになるととも

筑波大の林啓子助教授︵成

笑いが現れるのです﹂と︑

笑いには︑病気を防ぐ免

人看護学︶︒

調子を整えたりする効能が

疫の作用を高めたり︑体の

あると報告されている︒林

#

ねねるるよよううににすするる﹁﹁ててここねねトト 置置しし︑︑東東京京ののベベッッドドタタウウンン
ンントトンン﹂﹂ ががよよくく行行わわれれるる︒︒ ににももななっってていいるる︒︒人人口口約約七七

す﹂とほほ笑んだ︒

せるようになればと思いま

将来は笑いの処方せんが出

体操は治療法ではないが︑

にもやってほしい︒笑み筋

うな試験や面接︑会議の前

林助教授は﹁緊張するよ

考えています﹂
と説明する︒

され︑今から準備が必要と

に取り入れる医療機関もあ 生活習慣病が増えると予想

く︑患者向けの糖尿病教室 ﹁今後高齢化が一気に進み

しい人でも取り組みやす ンターの吉原正博所長は

病が悪化して運動療法が難 ぼ半数を占めており︑同セ

座座っってて手手軽軽ににでできき︑︑糖糖尿尿 万人︑うち四十歳以上がほ

!

な情報は︑大脳の奥にあり︑

!笑いの筋肉"
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と
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強制的に動かして…

&

群馬県
笑うときに動く顔の筋肉を手でマ
ッサージすることで、笑ったときと
同じような心身の状態に近づけ、生
活習慣病の予防やストレス解消に役
立てようという「笑み筋体操」を筑
波大などが考案、
普及を進めている。
住民の健康づくりにと、本格導入す
る自治体も出ている。
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