
テーマ「日本糖尿病協会月刊誌『さかえ』を飛び出して」

日時　平成25年２月３日㈰
　　　午後１時～午後４時30分
会場　有楽町・よみうりホール
主催　（社）日本糖尿病協会東京都支部
　　　（東京都糖尿病協会）
　　　二プロ㈱／アステラス製薬㈱
　後援　 東京都糖尿病対策推進会議

東京都医師会／東京内科医会
東京都栄養士会

講演会 抄録集
生活習慣病予防週間

第11回糖尿病市民セミナー・東京

2013



1

目　次

プログラム……………………………………………………………………………… 2

ご挨拶	 （社）日本糖尿病協会東京都支部長（東京都糖尿病協会会長）　菅原　正弘… 3

実行委員長のことば	　実行委員長：東京女子医科大学糖尿病センター長　内潟　安子… 4

第一部

• 糖尿病があってもなくても雑誌「さかえ」

	 「さかえ」編集委員長　鳥取県立中央病院顧問　武田　　倬… 5

• ストレスをコントロールして良好な血糖管理

	 天理よろづ相談所病院　副院長　石井　　均… 6

• 歯を見直そう―血糖値と非常に関係するのです！

	 髙野歯科医院院長　（東京都歯科医師会理事）髙野　直久… 7

第二部

• 鉄人だより―糖尿病があっても愉しむ駅弁の旅

	 JR東京総合病院　糖尿病・内分泌内科　担当部長　山下　滋雄… 8

• 切手にみる糖尿病の歴史

	 中部ろうさい病院　名誉院長　堀田　　饒… 9

目　次



2

● プログラム ●
《１：00〜１：05》　
●開会のご挨拶� 実行委員長：東京女子医科大学糖尿病センター長　内潟　安子

●第一部� 座長　東京女子医科大学糖尿病センター長　内潟　安子
� 鳥取県立中央病院顧問　武田　　倬
《１：05〜１：15》
１．糖尿病があってもなくても雑誌「さかえ」
� 「さかえ」編集委員長　鳥取県立中央病院顧問　武田　　倬
《１：15〜２：00》
２．ストレスをコントロールして良好な血糖管理
� 天理よろづ相談所病院　副院長　石井　　均
《２：00〜２：45》
３．歯を見直そう―血糖値と非常に関係するのです！
� 髙野歯科医院院長　（東京都歯科医師会理事）髙野　直久

《２：45〜２：55》　（休憩）

●第二部� 座長　東京女子医科大学糖尿病センター長　内潟　安子
� 東京都糖尿病協会　会長　菅原　正弘
《２：55〜３：40》
４．鉄人だより―糖尿病があっても愉しむ駅弁の旅
� JR東京総合病院　糖尿病・内分泌内科　担当部長　山下　滋雄
《３：40〜４：25》
５．切手にみる糖尿病の歴史
� 中部ろうさい病院　名誉院長　堀田　　饒

《４：25〜４：30》　
●閉会のご挨拶� 東京都糖尿病協会　会長　菅原　正弘
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ご挨拶

第11回糖尿病市民セミナー・東京 主催代表のことば
医療法人社団　弘健会　菅原医院院長
昭和55年　順天堂大学医学部卒業
　　　　　順天堂医院にて診療に従事
平成５年から現職。

日本糖尿病協会理事
東京都支部長（東京都糖尿病協会会長）
東京内科医会会長
日本臨床内科医会常任理事
日本糖尿病療養指導士認定機構理事
東京都糖尿病対策推進会議幹事
日本糖尿病対策推進会議ワーキンググループ委員（日本医師会）
東京都医師会健康食品の安全性検討会　委員長
2000年　糖尿病週間東京２０００実行委員長
2001年　日本臨床内科医学会　医学会長賞受賞
2006年　日本臨床内科医学会　実行委員長
2008年　第48回　日本糖尿病協会総会・年次集会会長
2009年　東京内科医会　川上記念賞受賞
日本内科学会評議員・日本糖尿病学会学術評議員・日本リウマチ学会評議員

著書：よくわかるメタボリックシンドローム脱出法（講談社）　
　　　『40歳からの糖尿病との上手なつき合い方』（中経出版）最新刊ほか。

会場の皆さん、こんにちは。東京都支部長の

菅原です。糖尿病市民セミナー・東京も今回で

11回目を迎えました。実行委員長の内潟安子先

生が素晴らしいプログラムを組んで下さいまし

た。糖尿病に関する情報が氾濫する現代にあっ

て、常に最新の正しい情報を発信し続けてきた

『さかえ』に御執筆されておられるお馴染みの先

生方をお迎えし、糖尿病にまつわる興味深い話

をご披露していただきます。心に残る貴重な１

日となることでしょう。

東京都糖尿病協会は日本糖尿病協会の支部と

して活動する一方、歩く会やブロック糖尿病教

室を開催、また模範となる糖尿病患者さんを師

範として表彰するなど、独自の活動を展開して

まいりました。都内には140余の医療機関に友の

会があります。まだ入会されておられない方は

是非この機会に入会されることをお勧めしたい

と思います。多くの同じ病気を持った仲間と知

りあい、語りあって下さい。励まし合える友の

存在は、糖尿病療養生活をより楽しく充実した

ものに変えてくれると確信しています。

都内の友の会一覧、講演会、歩く会等の情報

は本会のホームページをご覧下さい。これから

も糖尿病協会は今まで以上に皆様の支援を行っ

ていく所存ですのでご期待下さい。

��東京都糖尿病協会�����検索��
http://www.dm-net.co.jp/tokyo-tounyou/

菅原　正弘
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ご挨拶

実行委員長のことば
所属　東京女子医科大学糖尿病センターセンター長　内科学（第三）主任教授

主な著書および自URL
「小児・ヤング糖尿病−のびのびしっかりサポート」（CBR社）   
「いま、１型糖尿病は」　www.dm-net.co.jp/ichigata/

日本糖尿病学会 １型糖尿病調査研究委員会　委員
日本糖尿病協会 インスリンケアサポート委員会　委員長
日本糖尿病・妊娠学会 ニュースレター編集委員会　委員
日本糖尿病療養指導士認定機構 講習会委員会　委員
小児インスリン治療研究会 世話人
小児思春期糖尿病研究会 世話人

「糖尿病診療マスター」(医学書院) 編集人
国際Dawn Youth調査 日本代表

日本糖尿病協会の月刊誌「さかえ」は、1961

年に創刊されました。もう皆さんにはおなじみ

の雑誌です。最初は教科書的な内容が多いもの

でしたが、年々読みやすい雑誌をめざして、今

日に至っています。最近の「さかえ」はほんと

に読みやすい。むずかしい合併症の話しも、大

きなイラストで図解しながら、わかりやすく書

かれています。そして、次号が待ち通しい連載

モノもたっぷりあります。

どんな先生が書いておられるのかな？と思う

読者も多いことかと思います。

第11回の日本糖尿病協会東京都支部の糖尿病

市民セミナー・東京は、そんな皆様の思いを実

現化しようと、ここに企画しました。

皆様の、日本糖尿病協会、皆様の「さかえ」です。

編集長武田先生にも加わってもらいました。連

載執筆者の先生方と、楽しいひとときをお過ご

しいただければ幸甚です。

内潟　安子
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第一部

糖尿病があってもなくても雑誌「さかえ」
1969年　鳥取大学医学部卒業

（～1985年まで鳥取大学第一内科で糖尿病の臨床と研究に従事：1975年までは平田幸正
先生の指導を受けた）

1985年　松江赤十字病院
2001年　鳥取県立中央病院

1974年　第１回小児糖尿病「大山サマーキャンプ」開催
（来年は第40年目）

1975年から日本糖尿病協会の機関誌「さかえ」の編集委員
（以来、日本糖尿病協会の活動にも関わる）

2009年から「さかえ」編集委員長
1990年から日本糖尿病協会理事

「第11回糖尿病市民セミナー・東京」に初めて糖
尿病者のための月刊誌「さかえ」を取り上げていた
だきました。50年以上の歴史ある「さかえ」の内容
は素晴らしいのにあまりにも読者が少ないことを日
本糖尿病協会東京都支部の会員や役員の方たちが残
念がってのこととうれしく思っています。
日本の人口は2005年をピークにして、今後も減少
していくことが予測されています。中でも小児や生
産年齢人口は減少の一途で、高齢者の人口は増加す
るということを皆さんもご承知のことと思います。
このような時代だからこそ皆が健康に関心を持ち、
実践して健康で活気ある社会を目指して欲しいもの
です。
多くの疾患の中で糖尿病は生活習慣病を代表する
疾患です。日本など先進国ばかりでなくそれ以上に
発展途上国で止まることなく患者数が増えていて、
早急な対応が求められています。現在日本の糖尿病
者は予備郡の人を含めて220万人位になると言われ
ています。
糖尿病が問題視されているのは失明や腎不全など
の合併症を引き起こすからですが、合併症を近寄ら
せずに、糖尿病のない人と変わりない生活を送るこ
とは可能です。健康的な生活を送るためのノウハウ

と、適切な薬物治療をマスターすればよいのです。
そして正しい知識を得たら、言わずもがなですが、
それを実践することです。
情報があふれる今日、糖尿病に関する間違った情

報もたくさん目にします。「さかえ」は大丈夫です。
信頼できる正しい情報を、糖尿病専門医や糖尿病療
養指導士の方たちに執筆してもらうとともに、患者
さんの声も盛り込んで読みやすく構成されていま
す。もちろん患者さんだけでなくコメディカルの方
や医師の方にも、広く読まれています。編集委員会
では常に患者さんの立場に立って議論して、分かり
やすい「さかえ」を目指しています。
今日の糖尿病市民セミナーでは、よく執筆をお

願いしている糖尿病専門医の方々に、活字で読む
「さかえ」から飛び出して、その人柄と話術で「さ
かえ」をPRしていただきます。糖尿病に関係ある
人も、ない人にも糖尿病と月刊誌「さかえ」を知っ
ていただく機会となりその輪が広がることを期待
しています。
糖尿病の治療と予防の基本は食事と運動です。そ

の食事も運動も決して難しいことではありません。
人が健康に生きるための食事と運動です。ぜひ賢い
生き方を学んでください。

武田　倬
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第一部

ストレスをコントロールして良好な血糖管理
略　　歴：1976年　京都大学医学部卒業

1983年　京都大学医学部大学院医学研究科博士課程終了
1984年　天理よろづ相談所病院内分泌内科勤務
1993年　ジョスリン糖尿病センター・メンタルヘルスユニット留学
1996年　天理よろづ相談所病院内分泌内科部長
2010年　天理よろづ相談所病院副院長兼内分泌内科部長
2012年　天理よろづ相談所病院副院長

所属学会：日本糖尿病学会、日本内分泌学会、日本甲状腺学会、日本内科学会

専門分野：糖尿病患者の心理・社会的研究
糖尿病医療学
心理状態測定尺度・QOL質問紙の開発

著　　書：糖尿病こころのよろづ相談　　　　　　　メディカルビュー
糖尿病医療学入門　　　　　　　　　　　医学書院
糖尿病診療よろづ相談　　　　　　　　　メディカルビュー
糖尿病ビジュアルガイド　　　　　　　　医歯薬出版
糖尿病こころのケア　　　　　　　　　　医歯薬出版
糖尿病エンパワーメント　　　　　　　　医歯薬出版
糖尿病バーンアウト　　　　　　　　　　医歯薬出版、　他

糖尿病を持つ方にとって血糖コントロールは一生
の課題になります。それは日々の療養の仕方にゆ
だねられています。皆さんは、食事療法や運動療
法、あるいはお薬による治療を通じてよい血糖コン
トロールを続け、糖尿病を持ちながらも良好なから
だとこころの状態を維持しようと考えられておられ
ることでしょう。そしてそのことの大切さも十分わ
かっておられることでしょう。
長くよい血糖コントロールを維持していくことに
影響する事柄として、QOL（生活の質）がありま
す。生活の質とは日々のからだとこころの状態をい
います。治療によって、体調がよくなり、心の状態
も良くなれば（楽しい、生き甲斐があるなど）、きっ
と皆さんはその治療を継続しようと思われるでしょ
う。
もうひとつは、いわゆるストレスです。今回はと
くに心のストレスについてお話します。毎日の生活
の中で、心の負担になること、心に重くのしかかる
ことが何かしら起こります。それが大きなもので

あって、しかも長く続くときには、血糖コントロー
ルに影響が出ます。
たとえば、そのようなストレスのために心の状態

が落ち込んでしまい、糖尿病の療養が二の次になる
とします。そうすると血糖コントロールは悪くなる
でしょう。
しかし、ストレスがかかると必ず悪くなるとばか

りは言えません。それを療養を見直すきっかけにす
る方もいらっしゃいます。そのような場合、むしろ
血糖コントロールはよくなることすらあります。
要するに、ストレスの意味をどのように考えなお

すかが決め手となります。とはいっても、そううま
くいくことばかりではありません。その時には、仲
間が必要です。手助けしてくれる人のつながりが必
要です。
糖尿病を持つ人がストレスにどのように付き合っ

ていけばいいか、すこし参考になるお話ができれば
と考えています。

石井　均
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第一部

歯を見直そう―血糖値と非常に関係するのです！
略歴
東京歯科大学卒業（歯科医師）、
東京歯科大学大学院修了（歯学博士：口腔外科学専攻）
東京歯科大学口腔外科学講座非常勤講師
髙野歯科医院院長（東京都）
 
東京都歯科医師会理事、東京都学校歯科医会理事、日本労働衛生研究協議会副会長、
東京都足立区立古千谷小学校学校歯科医、日本顎関節学会代議員、社会歯科学研究会常任幹事

日本口腔外科学会専門医、日本公衆衛生学会認定専門家、日本顎関節学会認定医・指導医、
日本口腔顔面痛学会暫定指導医、労働衛生コンサルタント（保健衛生）、介護支援専門員

日本歯科医師会地域保健委員会、東京都医師会糖尿病対策推進会議、東京都健康推進プラン21評価推進戦略会議、
東京都保健医療計画推進協議会、東京都母子保健運営協議会、東京都要保護児童対策地域協議会、
東京都歯科保健評価検討委員会、東京都糖尿病医療連携協議会、東京都在宅医療推進会議、日本糖尿病協会編集委員会、
東京都介護保険審査会、東京都保険者協議会、他

ヒトは生まれる前、母親の子宮にいる胎児の時期
から、他の臓器と同じように歯も作られています
が、実際には生後７ヵ月頃からお口の中に萌出（出
齦）します。ほ乳から離乳になる頃に間に合うよう
に出てくるわけですが、ヒトの場合、1回だけ生え
替わることができます。それは乳歯（20本）から永
久歯（28本～32本）に変わるときで、成長に従い顎（あ
ご）も大きくなり、顎関節も完成する時期にも当た
ります。永久歯列になり、長い人生を経て、残念な
がらある人たちは80歳で20本よりも少なくなってし
まう方もおられます。歯をできるだけ多く、かつ健
康な状態で残すことができますと、高齢者になって
も好きなものを食べることができます。歯やお口の
健康が保てますと生活の質（QOL：quality�of�life）
が担保されやすくなります。　
歯が少ない方では、よく噛まずに飲み込む傾向が
強く、体が欲するエネルギーのために高カロリーで、
柔らかいものを早食いで、かつよく噛まずに食べて
しまいがちになり、食後高血糖を示す傾向がありま
す。よく噛まないことで、唾液の分泌や、味わいも
楽しむことができず、胃の負担を増やして、場合に
よっては肥満傾向を示す方も散見されます。歯を失

うお口のトラブルはむし歯だけではありません。成
人してからは約８割の人が歯周病に罹患していると
いわれています。特に糖尿病や糖尿病予備郡といわ
れる高血糖を示す方々では、歯を失うリスクが上が
ります。近頃の研究成果から、糖尿病と歯周病、歯
周病と糖尿病の相互に影響を及ぼす関係が明らかに
されてきました。さらに、最新の研究ではメタボリッ
クシンドロームとの関わりも示されるようになりま
した。そこで、それらのメカニズムをお話しして、
一人一人の健康づくりに役立てていただきたいと思
い、できるだけ分かり易く直感的に理解できるよう
な構成を考えております。
年齢の「齡」の字には歯が含まれており、「歯」

には①「は（し）」、②「年齢」や「よわい」という
意味が含まれております。歯は硬いようですが、実
は非常に繊細で、手間をかける必要があるほど弱い
ものなのです。超高齢社会では、特にライフステー
ジに合わせた手入れをして頂きたいと思います。今
回のセミナーでは、歯に関するお話から始めて、お
口の役割・機能を再認識していただき、歯やお口か
ら始める健康づくりを実践していただく参考にして
いただければ幸いと存じます。

髙野　直久
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第二部

鉄人だより―糖尿病があっても愉しむ駅弁の旅
昭和62（西暦1987）年３月　早稲田大学第一文学部哲学科心理学専修卒業
平成７（西暦1995）年３月　福井医科大学医学部医学科卒業
平成14（西暦2002）年３月　東京大学大学院医学系研究科内科学専攻修了
平成７（西暦1995）年６月　東京大学医学部附属病院内科研修医
平成８（西暦1996）年６月　自治医科大学附属病院内科レジデント
平成９（西暦1997）年６月　東京大学医学部第三内科医員
平成10（西暦1998）年５月　東京大学医学部糖尿病・代謝内科医員（内科再編成）
平成14（西暦2002）年４月　虎の門病院内分泌代謝科医員
平成17（西暦2005）年７月　JR東京総合病院内分泌内科医長
平成18（西暦2006）年４月　JR東京総合病院内分泌代謝科医長（名称変更）
平成18（西暦2006）年10月　JR東京総合病院内分泌代謝科担当部長
平成22（西暦2010）年４月　JR東京総合病院糖尿病・内分泌内科担当部長　　　　現在に至る

資格：日本内科学会認定医、日本糖尿病学会専門医、日本糖尿病学会指導医、日本病態栄養学会専門医・評議員、日本交通
医学会評議員、日本医師会認定産業医

専門分野：糖尿病、高脂血症、高尿酸血症等代謝性疾患
所属学会等：日本糖尿病学会、日本内分泌学会、日本糖尿病合併症学会、日本内科学会、日本病態栄養学会、日本交通医学会、

日本経腸栄養学会、先進インスリン研究会、日本痛風・核酸代謝学会、日本糖尿病協会機関誌「さかえ」編集委員
主な研究内容：膵β細胞におけるインスリン分泌機構
著書・論文等：学位論文「膵β細胞株におけるミトコンドリアDNA転写抑制とアポトーシス」

2010年の１月号から３年間にわたり、「さかえ」
に「鉄人だより」を投稿して参りました。連載を始
めるに当たって、編集委員や実際の編集に携わる時
事通信社の方と、どのようなコーナーにするのか議
論を重ねました。鉄道路線と沿線の駅弁を紹介し、
エネルギーや栄養成分を分析し、食べ方やインスリ
ンの調整法を解説する、これまでの「さかえ」編集
の方針からすると、そのような構成が無難かと思わ
れました。しかし、限られたページの中で、鉄道や
旅行の楽しさを伝えることと、糖尿病療養につなが
る話とを両立させることは極めて困難と考え、現在
のようなスタイルで行こうと決めたのです。旅の中
で糖尿病にどう対処するかは、読者の皆さん一人一
人にお任せしようと。その結果、「さかえ」におい
て、糖尿病の「と」の字も出ない唯一のコーナーと
なりました。
連載が始まってから、評判がどうかは大変気にな
りました。糖尿病に関係ないではないか、とか、趣
味が偏りすぎているのではないか、鉄道に関する記
述に間違いがある、などのお叱りを受けるのではな
いかと思い冷や冷やしていました。予定の1年を待
たずに、連載が打ち切られることも覚悟しておりま
した。ところが、意外なことにこのページは好評を
いただき、それどころか第５回からは当初の２色刷

からカラーページに躍進し、連載期間も３年まで延
長させて頂きました。身内からのありがたい評判だ
けでなく、学会の会場で「ひょっとして、鉄ちゃん
の先生ですか？」などと声をかけていただくことも
多くなりました。「さかえ」が届くと、真っ先に「鉄
人だより」から読むという声も聞きます。純粋に息
抜きのページにしたことが、「さかえ」全体を読ん
でいただく呼び水になったのであれば幸いと感じて
います。
読者の方から、お手紙も頂きました。印象的なの

は、１型糖尿病のお嬢さんを持つお母さんからのも
のです。発症して以来、遠出をしないようにしてい
たそうですが、同じ病気の鉄人が家族とあちこち鉄
道旅行を楽しんでいる様子を読み、寝台列車の旅に
今度挑戦することにしました、と書いてありました。
挑戦などというたいそうなことではないと思います
が、たいへん嬉しいお便りでした。何気なく普通に
暮らすということは、実は糖尿病患者にとって最も
難しいのかもしれません。しかし、糖尿病治療の最
終目標は、最適な数値を維持することではなく、普
通に暮らすことができる、ということだと思います。
2013年３月号で連載は終了しますが、その集大成

として、当日は皆様と列車の旅を楽しめればと思っ
ております。よろしくお願いいたします。

山下　滋雄
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切手にみる糖尿病の歴史
昭和39年　名古屋大学医学部卒業
昭和40年　名古屋大学大学院医学研究科入学
昭和43年　カナダ政府奨学金にてカナダのトロント大学医学部
　　　　　生理学教室Banting&Best研究所へ２年間留学
昭和46年　名古屋大学大学院医学研究科修了
昭和53年　名古屋大学医学部第３内科学講座　講師
平成２年　名古屋大学医学部第３内科学講座　助教授
平成８年　名古屋大学医学部第３内科学講座　教授
平成12年　名古屋大学大学院医学研究科　代謝病態内科学　教授
平成13年　労働者健康福祉機構中部ろうさい病院　院長
　　　　　名古屋大学　名誉教授
平成23年　労働者健康福祉機構中部ろうさい病院　名誉院長

主たる研究領域： 内科学の中でも内分泌・代謝学、とりわけ糖尿病における急性・慢性合併症
の成因と対策を中心に臨床・研究に取り組んでいる。

学会活動・その他
■役職　理事など：日本糖尿病学会、日本糖尿病合併症学会（名誉幹事長）、日本糖尿病協会、日本職業・災害医学会など

の理事、世界糖尿病連合（IDF）副会長をはじめ多くの役職を歴任。
編集委員： “Diabetologia”（1997～1999）

“Diabetes Research and Clinical Practice”（1996～2009）Co-Editor/Editor-In-Chief
“Journal of Diabetes Investigation”（2010～）Editor-In-Chief
日本糖尿病学会機関誌「糖尿病」（1977～2001）
雑誌「べんちのーと」（1987～）ほか多数

■賞罰　日本糖尿病学会賞「ハーゲドーン賞」受賞（平成４年度）
日本糖尿病合併症学会賞「Expert Investigator Award」受賞（平成11年度）
国際小児糖尿病財団「Mary Jane Kugel Award」受賞（平成14年度）
日本糖尿病学会賞「坂口賞」受賞（平成19年度）
日本糖尿病合併症学会賞「Distinguished Investigator Award」受賞（平成19年度）
瑞宝中綬章受賞（平成23年春）

■著書　内科学、糖尿病に関する共著多数、訳書に「インスリンの発見」マイケル・ブリス著（朝日新聞社）などがある。

糖尿病は、紀元前1550年頃のエジプトのエーベル
ス・パピルスにその症状と治療が記述されていて歴
史のある病気と言えます。しかし、時代毎の医科学
の進歩と得られた情報・知識に応じて、糖尿病は“腎
臓の病気”、“胃の病気”、“肝臓の病気”と見做され
て来ました。糖尿病の原因が、膵臓のランゲルハン
ス島にあるβ細胞で生成・分泌されるインスリンに
あることが明らかにされて120年足らずです。糖尿
病が膵臓から放出されるインスリンの量

・

あるいは
作
・

用
・

の不足のいずれかが損なわれても発症するこ
とが明らかになるにつれ、治療薬開発への挑戦がは
じまりました。
1921年、“インスリンの発見”がカナダのトロン
ト大学のバンティングとベストによってなされ、翌
年インスリン製剤が糖尿病患者さんに用いられ、死
の渕にあった多くの人々の命が救われました。死神
のつきまとう病気と恐れられていた糖尿病に苦し
む患者さんとその家族にとって、この奇跡がもたら
した喜びは計り知れないものでした。このインスリ

ンの発見とその臨床応用で糖尿病に纏
まつ

わる問題が
全て解決されたと思った人が多い当時、アメリカ
のボストンの医師ジョスリンは、“これから医師に
とっても患者さんにとっても新しい試練が待ち受
けている”、と言って憚

はばか

りませんでした。糖尿病が
増加の一途を辿り、糖尿病合併症に苛

さいな

まれる患者
さんの多い今日、ジョスリンの炯

けい

眼には敬服を禁
じえません。
新しい糖尿病治療薬が登場し続ける昨今、糖尿

病の歴史に於いて今日ほど治療の選択肢の多い時
代はありませんでした。糖尿病の患者さんが、健
康な人と変わらない潤いのある生活を送る上で、
糖尿病に就いての正しい知識を身につけ、それを
実践することが大切です。糖尿病の歴史に触れる
ことも、その一助になるとしても過言ではありま
せん。“切手”という媒体の力を借りて、インスリ
ンに纏わる話題を中心にして糖尿病の物語を紡い
でみたいと思います。

堀田　饒
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