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● プログラム ●
《1：00〜 1：05》　
●開会のご挨拶� 実行委員長：杏林大学大学院　医学研究科　糖尿病・内分泌・代謝内科　教授　石田　　均

●第一部
　テーマ「食事」� 座長　女子栄養大学　医療栄養学　教授　本田　佳子
《1：05〜 1：35》
１．医食同源：食事から始まる糖尿病予防
� 虎の門病院　内分泌代謝科　部長　森　　保道
《1：35〜 2：05》
２．今日から始めよう！糖尿病の食事
� 大阪市立大学医学部附属病院　栄養部　管理栄養士　藤本　浩毅

《2：05〜 2：15》　（休憩）

●第二部
　テーマ「運動」　�座長　杏林大学大学院　医学研究科　糖尿病・内分泌・代謝内科　准教授　犬飼　浩一
《2：15〜 2：45》
３．糖尿病運動療法の理論と実践
� 名古屋大学総合保健体育科学センター　センター長・教授　押田　芳治
《2：45〜 3：15》
４．ストレスを溜めない運動（実践編）
� 高村内科クリニック　健康運動指導士　小池日登美

《3：15〜 3：25》　（休憩）

●第三部
　テーマ「社会生活」　�座長　杏林大学大学院　医学研究科　糖尿病・内分泌・代謝内科　教授　石田　　均
《3：25〜 4：25》
５．糖尿病でどうなるのだろう？職業そして人生
� 産経新聞ワシントン駐在客員特派員　古森　義久
《4：25〜 4：30》　
●閉会のご挨拶� 東京都糖尿病協会　会長　渥美　義仁
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ご挨拶

第13回糖尿病市民セミナー・東京 主催代表のことば

渥美　義仁
東京都糖尿病協会会長

現在３億人以上の人が、世界で糖尿病を患って

います。国連は、糖尿病を人類への重大な脅威

として決議し、“世界糖尿病デー”（11月14日）

を定めました。わが国でも、全国でさまざまな

糖尿病啓発活動が行われています。本会もその

一環です。

今回は、杏林大学大学院教授の石田均先生に

ご企画いただきました。石田先生は、現在、

糖尿病学会の「食品交換表委員会」の委員長で、

一昨年の“食品交換表第７版”、本年の“食品

交換表活用編　第２版”発行の重責を担われま

した。今回は、同委員会で、石田先生を支えて

こられた森保道先生と藤本浩毅先生による、最新

の食事療法の話しです。

運動療法は、運動療法を長くリードしてこら

れた押田芳治先生と、健康運動指導士である

小池日登美先生から、理論から実践まで教えて

いただきます。

食事と運動が大事と分かっても、日常生活の

中で継続するのは大変です。この点に関して、

石田先生はジャーナリストである古森義久様を

招かれました。ジャーナリストといえば、医師

の薦める生活と対極の生活の代表です。どんな

お話しが伺えるのかと楽しみです。

東京都糖尿病協会は、本会のようなセミナー、

地域でのブロック教室、歩く会、ウォークラリー

など開催しています。是非、ご参加ください。

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

�
�

�
�

➡
（略歴）
1977年　慶應義塾大学医学部卒業
1977年　東京都済生会中央病院内科研修医
1998年　　　　　 同 　　　　内科部長
2006年　　　　　 同 　　　　副院長
2010年９月　　東京都済生会中央病院糖尿病臨床研究センター長
2013年１月～　永寿総合病院糖尿病臨床研究センター長

所属学会など 日本糖尿病学会 理事
 日本糖尿病協会 理事
 日本フットケア学会 理事
 日本下肢救済足病学会 理事
 日本病態栄養学会 評議員
 日本糖尿病教育・看護学会 評議員　など

学会開催 第８回日本フットケア学会　学会長 平成22年２月
 第55回日本糖尿病学会　学会長 平成24年５月
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ご挨拶

実行委員長のことば

石田　均

糖尿病は健康長寿の妨げとなる生活習慣病の代表例

の１つです。日常の社会生活を営みながら、うまく

病気を克服していかなければいけません。

そこで今回のセミナーでは、「食事」、「運動」、

「社会生活」の３つのテーマを取り上げ、それぞれ

の分野の専門家あるいは当事者の方々にご講演を

お願いしました。

これらの方々には、糖尿病治療における「食事」

や「運動」の重要なポイントと、それらの実践の

ための秘訣を、わかりやすく解説していただき

ます。そして「社会生活」では、当事者としての

立場から、産経新聞ワシントン駐在客員特派員の

古森義久氏から、ご自身の体験談を余すところな

くお話しいただくことになっています。

糖尿病治療のためには、正しい知識の習得と効率

の良い実践方法の理解が必須です。「食事」と「運動」

は、その治療の基本として誰もが例外なく行なう

べきものです。そして「社会生活」との共存関係も、

誰もが例外なく作り上げていかなくてはなりま

せん。このセミナーに参加される皆様が、講演内

容とご自身の体験とを照らし合わせながら、未来

を見据えた治療目標へと立ち向かっていただけれ

ば、実行委員長としての望外の喜びです。

1978年３月　京都大学医学部医学科卒業
1978年７月　京都大学医学部研修医（附属病院内科）
1979年７月　（財）田附興風会北野病院内科医員
1985年４月　京都大学医学部医員（附属病院第二内科）
1986年７月　アメリカ合衆国カリフォルニア大学客員研究員
1988年８月　市立島田市民病院内科医長
1989年９月　京都大学医学部助手（附属病院病態栄養部）
1996年４月　京都大学大学院医学研究科助教授（病態代謝栄養学，糖尿病・栄養内科）
1998年４月　杏林大学医学部第三内科教授
2006年４月　杏林大学医学部付属病院副院長（2010年３月まで併任）
　　　　　　現在に至る

【学位】　　　　医学博士（京都大学　　第808号　　1986年１月取得）

【専門・指導医】�日本内科学会認定内科医，日本糖尿病学会専門医，日本内分泌学会内分泌・代謝専門医，
　　　　　　　 �日本糖尿病学会研修指導医，日本内分泌学会内分泌代謝科指導医，日本臨床栄養学会臨床栄養指導医，
　　　　　　　 �日本病態栄養学会病態栄養専門医，日本肥満学会肥満症専門医・指導医

【受賞歴】　　　 日本栄養・食糧学会　学会賞（2008年５月）

【主な所属学会】�日本内科学会：評議員，日本糖尿病学会：評議員・食品交換表�編集委員長，日本内分泌学会：評議員，
　　　　　　　 �日本骨代謝学会：評議員，日本栄養・食糧学会：顧問・理事，日本糖尿病眼学会：理事，
　　　　　　　 日本肥満学会：評議員，日本臨床栄養学会：理事，日本病態栄養学会：評議員，
　　　　　　　 �日本骨粗鬆症学会：評議員，日本糖尿病合併症学会：幹事・評議員，日本糖尿病・妊娠学会：評議員
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第一部

座長のことば

本田　佳子

食事療法は糖尿病の治療の基本ですが、誰もが

毎日食べる食事を治療に結びつけるのは、一朝一夕

に成し得るものではありません。その理由は、食事

療法は毎日続けることでその効果を発揮するもので

ありますので、継続することそのことが難しさの

大きな理由になります。そして、食欲という本能に

近いものをコントロールすることや食事が社会生活

を営む上で、日常の生活全体の影響を受けるから

です。

現在、日本の食環境は極めて多彩です。さまざま

な摂取法、料理法、供食法、食形態が混在しており

ます。また、次々に新食品や製品・商品が販売され、

その販売活動の情報とともに食環境が形成されて

います。そして、さまざまな食材、調味や料理法

からなる料理を24時間いつでも摂取することが可

能となっています。また、食事の場も内食・中食・

外食などと広がり、食事へ求める価値は、空腹を

満たす、栄養成分の補給、味覚への刺激、マナー

の獲得、休息、ストレス解消、コミュニケーション、

ファッションと多様です。

このような食環境下で肝要となるのは、正しい情

報を選択し食事療法に活用するための糖尿病食事療

法に関わる知識があることです。加えて、糖尿病の

食事療法を実践しようとする意思が必要となるで

しょう。本講演から得られたこと一つを今日から

始めてください。あるいは、現在行なっている療法

を再確認して継続する意思を決意してください。

学歴　1983年　女子栄養大学卒業
　　　2007年　東北大学大学院医学研究科博士課程修了,　医（障害）学博士

職歴　1986年　虎の門病院栄養部第５科長,　
　　　1992年　同副部長,　
　　　1996年　同栄養部部長
　　　2004年　女子栄養大学栄養学部・女子栄養大学大学院栄養学研究科　教授
　　　　　　　現在に至る

資格　管理栄養士　管理栄養士、糖尿病療養指導師

学会・公的活動　　日本病態栄養学会常任理事
　　　　　　　　　日本臨床栄養学会評議委員
　　　　　　　　　日本栄養改善学会評議委員
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第一部

医食同源：食事から始まる糖尿病予防

私たちは日々の食事から様々な栄養を受け取って

います。その主たる成分は三大栄養素と呼ばれる

炭水化物（糖質）・たんぱく質・脂質（脂肪）であり、

そのほか微量であるものの体の調子を整えるうえで

不可欠な食物繊維やビタミン・ミネラルなどが重要

な栄養素となります。

人間の体はどのようにして多様な栄養素を消化・

吸収し、いかに利用しているのでしょうか？近年の

栄養学の進歩により新しい知見が加わりました。腸

管には様々な栄養素のセンサーがあり、栄養を感知

して自律神経やホルモンを介して腸の働きや膵臓か

らのインスリン分泌を調整していることです。小腸

から分泌されるインクレチンというホルモンは糖尿

病の治療に応用されています。糖尿病の内服薬であ

るDPP４阻害薬はインクレチンの分解を抑え、膵臓

からのインスリン分泌を促進する効果があります。

そのほかメトホルミンやα-グルコシダーゼ阻害薬

にはインクレチンを増やす効果も確認されました。

インクレチンは様々な栄養を感知して分泌されます

から、私たちが食事の品数を増やし少量・多種の食

品をとることは合理的です。

日本人が大切にしてきた和食は無形文化遺産にも

指定され、日本人の長寿の秘訣として世界的な関心

を高めています。和食が持つ力の一端を、栄養

バランスや食物繊維など栄養学の観点から考察して

みます。

糖尿病の食事療法において栄養のバランスを保ち

ながら、少量・多種の食品を摂るにはどうすればよ

いでしょうか。日本糖尿病学会では食品交換表とい

う冊子を長年刊行しています。食品交換表は食品を

６つのグループ（表１～表６）に分類し、患者さん

の体格や病状に適した栄養量をそれぞれの表の配分

で示しています。患者さんは同じ表のなかで自由に

食品を選び、日々の食事に応用することができます。

６つの表は異なる栄養素を含み、全体としてバラン

スの良い食事となります。最新版である食品交換表

第７版についてその概要を御紹介します。

森　　保道

平成２年東京大学医学部卒業。
平成11年東京大学大学院医学系研究科修了。
リール・パスツール研究所多因子遺伝疾患解析室にて
２型糖尿病の遺伝的素因の解析について研究。
横浜市立大学、帝京大学の教員勤務を経て平成17年８月より現職。
国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　内分泌代謝科　糖尿病・代謝部門部長

（資格・所属学会）
医学博士
日本内科学会認定内科医
日本糖尿病学会専門医・研修指導医・評議員
日本病態栄養学会評議員
日本内分泌学会
横浜市立大学非常勤講師
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第一部

今日から始めよう！糖尿病の食事

藤本　浩毅

糖尿病の治療には食事療法・運動療法・薬物療法
の３つの方法があります。その中で食事は人間が生き
ていくために、やめることができない行動の１つです。
食事は「おいしい」や「楽しい」など、人を幸せ
にしてくれるだけでなく、体を作ったり、動かした
りするのにも役立ちます。そのため、今日の体を作
り、動かしているのは今日まで食べてきた食事なの
です。では明日の体や１年後の体を作っているのは、
いつの食事なのでしょうか。それは今日からの食事
なのです。これからの体のために、“今日”から
食事を見直していきましょう。
食という漢字が「人＋良」からできていること
からも分かるように、食事は人に良い事なのです。
しかし、何事も“度が過ぎれば毒となる”であり、
食事も度が過ぎてしまえば体に悪い影響を与えてし
まいます。まずは、自分の適度を知って度が過ぎて
いないかをチェックしましょう。
①　食事のバランス
大まかにいうと体は３つの栄養素（炭水化物・
脂質・たんぱく質）のバランスでできています。
適度なバランスを保つために、主食（ごはんや
パンなど）とメインのおかず（肉・魚・卵料
理など）が１品、野菜中心のおかずが１～２
品あるようにしましょう。例えば朝食がパン
とコーヒーだけや、昼食がおにぎりだけで済

ましたりしていませんか？こんな食事をすると
炭水化物に偏ってしまいます。逆に、肉ばかり
食べているとたんぱく質や脂質に偏ってしまい
ます。今日から主食とメインと野菜の３種類が
あるかチェックしてみましょう。

②　食事の量
食べている量が適量かどうかの一番の目安は体
重です。BMI22※となる体重を目指しましょう。
ただし、現在がBMI22よりも低い場合は、無理
に増やす必要はありません。また、体重は量る
時間帯によって変化しますので、できる限り
時間帯を決めましょう。（例：風呂上りなど）
体重を減らしたい場合は、ご飯を１口減らした
り、おやつを半分にしたり、揚げ物の衣をとっ
たりして、今日から“少し”減らしてみましょう。
※	BMI22となる体重の計算方法：

身長（m）×身長（m）×22＝標準体重
③　食べ方
バランスと量が適度であっても、２食でまとめ
て食べたり、早食いをすると血糖値が高くなっ
てしまいます。また寝る直前に食事をしたら寝
ている間の血糖値が高いままになってしまうこ
とにつながります。

“今日”から始められることを１つでもお持ち帰り
できるお話ができれば幸いです。

2004年　大阪市立大学生活科学研究科　前期博士課程　修了
2004年　大阪市立大学医学部附属病院栄養部　入職

（免許・資格）
管理栄養士
糖尿病療養指導士
病態栄養専門師
臨床栄養協会認定NR･サプリメントアドバイザー

（所属学会）
日本糖尿病学会（糖尿病食品交換表活用編小委員会委員
　　　　　　　　糖尿病腎症食品交換表改訂小委員会委員　カーボカウント小委員会委員）
日本腎不全栄養研究会　評議員
日本臨床栄養協会　評議員
日本病態栄養学会
日本静脈経腸栄養学会
日本小児栄養消化器肝臓学会
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第二部

座長のことば

犬飼　浩一

運動療法は、食事療法と並んで、糖尿病患者の

生活習慣を是正する手段として欠かせない重要な

治療です。しかし、実際にやるとなると、どのよ

うな点に注意して、どのような運動をどれくらい

やったらいいか、ということがわからず、何もで

きないで戸惑っている患者さんも多いようです。

運動療法は、極端に言えば、全くやらない患者さ

んもいるわけですので、そのような患者さんにとっ

て、運動療法の効果、すなわち、体重減少や血糖

改善に対する効果は、食事療法以上であると言って

も過言ではありません。また、趣味やスポーツな

どと組み合わせながら、楽しみながらできること

も運動療法の魅力のひとつですし、また、糖尿病

治療以外にも、認知症や骨粗鬆症などへのいい効

果もいろいろ報告されています。本セミナーの第

二部では、運動療法の理論と実践に関して、専門

家をお呼びし、糖尿病患者にとって、運動療法が

いかに有意義な治療法であるか、という点に関し

て解説していただきますので、是非、聴講にいら

していただければ幸いです。

平成元年　東京大学医学部卒
　　　　　日赤医療センター内科研修を経て、
平成３年　東京大学医学部第三内科（現代謝内科）入局
平成５年　朝日生命成人病研究所糖尿病内科主任研究員
平成12年　埼玉医科大学内分泌糖尿病内科講師
平成21年　埼玉医科大学国際医療センター糖尿病内科診療科長
平成24年　杏林大学大学院医学研究科糖尿病内分泌代謝内科
　　　　　准教授

資格；　　内科専門医・内分泌代謝内科専門医
　　　　　糖尿病専門医・指導医
　　　　　医学博士
　　　　　日本糖尿病学会評議員
　　　　　日本糖尿病肥満動物学会評議員
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第二部

糖尿病運動療法の理論と実践

押田　芳治

・２型糖尿病の主要な病因は、インスリン分泌不

全（必要量のインスリンが出ない状況）とイン

スリン抵抗性（インスリンが体内にあっても働か

ない状態）です。

・糖尿病運動療法の効果とは、運動による一時的

な食後血糖上昇の抑制と運動の継続によるイン

スリン抵抗性の改善であり、その結果、良好な

血糖コントロール（HbA1c）が図られること

です。

・具体的には、１回10～30分、１日30分以上、可能

な限り毎日、最低でも週３日以上の歩行で代表

される有酸素運動を継続することです。

・加齢や生活習慣による筋力・筋肉量の低下も

インスリン抵抗性と密接に関連していることか

ら、筋肉トレーニングも重要視されています。

中高年の糖尿病患者の場合では、力みを伴わず、

息をこらえない筋肉トレーニング（レジスタン

ス運動）の併用が推奨されています。

・ただし、体調がいつもと異なる場合、空腹時

血糖値が250ml/dl以上を呈する例、尿のケトン体

が陽性の時は運動療法を避け、医師の指示に

従い、食事・薬物治療を優先することになり

ます。

1978年３月　名古屋大学医学部医学科卒業
　同年４月　公立陶生病院臨床研修医
1979年４月　同　病院　内科医として勤務
1982年５月　愛知学院大学歯学部内科学助手
1984年４月　名古屋大学総合保健体育科学センター助手
1985年12月　博士（医学）取得（名古屋大学）
1988年～1989年　カロリンスカ研究所生理学第３講座留学
　その後、講師、助教授を経て、
2001年５月　名古屋大学総合保健体育科学センター教授
　　　　　　（医学系研究科健康スポーツ医学分野担当）
2013年４月　名古屋大学総合保健体育科学センター長
　　　　　　現在に至る。

専門：内科学（特に糖尿病運動療法）、スポーツ医学
現在、日本糖尿病学会、日本肥満学会、日本体力医学会、日本臨床スポーツ医学会、
日本内科学会東海地方会などの評議員
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小池　日登美

一般的にスポーツと運動は、同意語として捉え
がちですが、実際には違いがあります。スポーツ
（sport）の語源は「遊ぶ・気晴らしをする」という
意味の「desport」からきており、「仕事やその他の
拘束から解放された自由な時間に行われる活動」の
こといいます。しかし、オリンピックでもわかるよ
うに、最近のスポーツは記録や順位を競う事が目的
となっていることが多いため、自分の限界に挑戦す
るなど、時としてそれがストレスとなってしまいが
ちです。同じスポーツでも、グラウンドゴルフのよ
うなレクリエーションスポーツは、勝敗にこだわら
ず、気軽に楽しみ、仲間や家族との交流を深め、健
康を促進していくことを目的としています。
一方、運動は広い意味で体の筋肉を動かす事で
あり、様々なことができます。ウォーキング以外に
もガーデニングや掃除、ショッピングなど、ルール
や決まり、場所などの制限は何ひとつありません。
個人差はあるものの、その目的はストレス解消、
肥満や生活習慣病の予防となります。同時に、健康
な社会生活を送るためには、バランスの取れた食事
と質の良い睡眠をとることも大切です。
睡眠不足が食欲の増進や運動、血糖コントロール
に影響することをご存知でしょうか。睡眠時間が
少ないと、食欲を抑えるホルモンであるレプチン
を減らし、食欲を増進させるホルモンであるグレリン

を増やすため、空腹感が強くなり、食欲が増進し
ます。また、交感神経を活発にするホルモンの分泌
が増えることで、血糖・血圧・心拍数を上昇させ、
インスリン抵抗性を高めてしまいます。（図１）
では、質の良い睡眠を得るためにはどうしたらい

いでしょうか。それは運動です。体温が上昇しない
程度のごく軽い運動は眠気を誘います。しかし、激
しい運動は交感神経を刺激し、興奮状態となるため
睡眠を妨げてしまいます。眠気は一般的に、体温
の下がりはじめに強く感じられるといわれており、
眠る数時間前に軽い運動をすることで体温を上げ、
その体温が下がるタイミングにあわせて布団に入れ
ば、すんなりと眠りにつくことができます。今回は、
よい睡眠をとっていただくための、簡単でいつでも
できる運動を会場で実際に行っていただきます。

日本女子体育短期大学卒業後、ミュージカル、東京ディズニーランドに出演。
千葉社会保険病院（心臓リハビリテーション）　運動療法室、立川第一相互病院、
多摩みなみクリニックを経て、立川相互ふれあいクリニック・高村内科クリニック勤務。
現在に至る。
心臓リハビリテ―ション、糖尿病運動療法をはじめとする生活習慣病改善のための運動療法。
東京都、栄養士会、ＪＲ東日本において特定保健指導講習会、フットケア講習会講師。
企業においての社員教育、病院、保健所・地域での健康教室での運動指導。
＝資格＝
健康運動指導士、西東京糖尿病療養指導士　
NPO法人日本ノルディックフィットネス協会アドバンスインストラクター
＝所属学会＝　
日本糖尿病学会、心臓リハビリテーション学会、日本フットケア学会、日本肥満学会
＝主な著書＝
◆　糖尿病ケア　メディカ出版　2009年　６巻２号
◆　肥満と糖尿病�特集「運動療法の新展開」　丹水社　Vol.８�No.６
◆　楽しく学べる糖尿病療養指導　ホップ・ステップ・ジャンプ　南江堂
◆　プラクティス�糖尿病の療養指導�Q&A�高齢者の運動�25巻３号　医歯薬出版
◆　糖尿病運動療法Ｑ＆Ａ　現場で役立つ考え方と指導法　総合医学社　2011年２巻２号
◆　糖尿病診療マスター�特集／糖尿病診療のための実践的運動療法�「糖尿病外来における運動指導」�医学書院
◆　臨床栄養別冊「糖尿病の最新食事療法のなぜに答える　実践編」�医歯薬出版株式会社

第二部

ストレスを溜めない運動（実践編）

・ブドウ糖処理能力の悪化
・内分泌環境による食欲増進

および食欲減退因子の変化
（グレリンやレプチンなど）

内的要因

・不健康な食物の選択
・過剰な食物の摂取
・運動意欲の減少
・日常生活での活動低下

外的要因

不眠

影響

不眠により悪環境が形成（図１）

体重増加

糖尿病患者の７９％、脂質異常症患者の７６％に不眠があるといわれている

糖尿病、脂質異常症など

内村直尚ほか：Pharma Medica 23(7):105-108.2005より引用
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古森　義久

体力気力に充実を覚え、体調絶好調と感じてい

たときの ｢病気だから、すぐに入院してください｣

という医師の言葉は晴天の雷だった。５年前の夏、

東京の人間ドックでの診断だった。日ごろはワシン

トンで新聞報道にあたり、東京へも所用で頻繁に

戻る私にとっての糖尿病との対峙の始まりだった。

東京ですぐに総合病院の著名な専門医にかかった。

以後の２年ほど、その専門医の治療を受け、病状

は大幅によくなった。彼は日ごろはアメリカ在の

患者を遠距離でも懇切丁寧に扱ってくれた。血糖

値やその他の症状を私がアメリカから電子メール

で報告することを許し、その都度、適切な指示を

してくれた。３ヶ月に１度は東京で診療してくれ

た。その結果、私はもう糖尿病は完全に克服か、

と思うにいたった。ユニークな遠隔診療で効果を

あげてくれた医師への感謝の念も深かった。

ところがそれから３年、私の症状はまた悪くなっ

た。理由は単純、私が医師の指示を守らなかった

ことだ。自分でもよくわかっている糖尿対策での

戒律をきちんと守らないからだった。ではなぜ守

らないのか。もちろん自己管理、自己規律の甘さ

が最大の理由だろう。だがその背後には私自身の

職業や人生への姿勢から発する重要な理由も存在

するのである。

糖尿病の克服策なら誰でも知っている。糖分や

澱粉の摂取を減らし、間食をなくし、飲酒を抑え、

運動をして、体重を減らし、節制する。だがこれ

ら糖尿対策のすべてを徹底して実行すれば、職業

の犠牲は重大となる。人間としての生き方さえも

悪影響を受ける。愚かだと言うなかれ。好きなもの、

体が求めるものをすべて排する人生は縮み志向、

先細り、なんのための人生なのか、という疑問に

までエスカレートしていくのだ。

アメリカでの取材や報道で多数の人たちと飲食

をして、深夜に甘い物を食べながら記事を書くと

いう長年の職業活動のパターンも、糖尿対策の禁止

事項を守るとなると、効率ががくりと落ちてしま

う。日常生活への姿勢も消極的となり、後退して

いく。自分がつまらない人間になっていくように

さえ感じる。であれば、どうせやがては滅びゆく

肉体、長年の円滑で快適な方法で動かし続けて、

なにが悪いのか。

こんな思考がいかに愚かで、自分にとって危険

だとわかっていても、なお症状がないから、つい

その方向に傾いていく。治療する側としては勝手

にしろ、となる自己破滅型の患者だろう。しかし

この私の悩みをこの際、他の同病の方々、治療する

方々に率直に告げて、語りあってみたい。

1941年生まれ。
産経新聞ワシントン駐在客員特派員、国際教養大学客員教授。
慶應大学卒、ワシントン大学留学、
毎日新聞ベトナム、ワシントン両特派員、
産経新聞中国総局長、ロンドン、ワシントン両支局長、
米国カーネギー国際平和財団上級研究員などを歴任。

（著書）
｢大学病院で母はなぜ死んだか｣
｢日中再考」
｢迫りくる米中新冷戦｣
　　　　　　　　　　　　など多数。

第三部

糖尿病でどうなるのだろう？職業そして人生


