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● プログラム ●
《1：00〜 1：05》　
●開会のご挨拶� 実行委員長：東邦大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野　教授　弘世　貴久

●第一部
座長　東邦大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野　講師　内野　　泰

《1：05〜 1：40》
１．「美味しく、楽しく食べて、健康に」

北里研究所病院糖尿病センター長　山田　　悟
《1：40〜 2：15》
２．「消化管を介した生活習慣病予防」

山梨大学生命環境学部　准教授　望月　和樹

《2：15〜 2：30》　（休憩）

●第二部
座長　東邦大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野　教授　弘世　貴久

《2：30〜 3：05》
３．「脳からみた食欲の仕組みと運動との繋がりー食・動・脳連関」

大阪市立大学大学院　運動生体医学教授　吉川　貴仁
《3：05〜 3：40》
４．「運動・身体活動のエネルギー消費と体重、糖尿病の予防・改善」

慶応大学スポーツ研究センター教授　勝川　史憲

●第三部　　総合討論
座長　東邦大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野　教授　弘世　貴久

《3：40〜 4：15》
５．食事・運動療法で本当に減量できるのか？
《4：15〜 4：20》　
●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15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

　最近は、糖尿病があるといっても、怖れたり侮っ

たりするよりは一病息災として、前向きにとらえら

れる患者さんが増えています。一病息災には、糖尿

病に関する正しい知識が欠かせません。正しい知識

も、日々の外来では時間が足りず、TVや雑誌では

断片的であったり偏った記事であったりして、得難

いものです。その正しい知識を十分時間をかけて糖

尿病患者さんやご家族、医療スタッフの方向けに提

供しているのが当市民セミナーであります。今回は

弘世先生（東邦大学教授）に実行委員長をお引き受

けいただきました。弘世先生は、体重の減量に焦点

を当てて演者の先生方を選んでご企画いただきまし

た。生活習慣の根本である食事と運動のエキスパー

トである先生方から、食欲そのものから、楽しい食

べ方や続けられる運動まで、お話しいただける内容

となりました。わたくしも減量しなければと日頃

思っておりますので、皆様と一緒に聞けることを楽

しみにしております。

　是非、減量しなければと思っておられる方も、減

量が必要ない方も、お誘いあわせの上ご参加いただ

きますようお願いいたします。

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

糖尿病をはじめとするあらゆる生活習慣病の治療

はその病名があらわすがごとく、生活習慣の改善が

何よりも大切です。特にこれらの病気に肥満が伴う

患者さんにとって減量を行うことは必須といえま

しょう。そんなことは医師に言われなくてもわかっ

ている。でもうまくいかない。これが多くの患者さ

んの思いです。実際私も多くの肥満を伴う生活習慣

病の患者さんを日々、拝見していて減量の難しさ

弘世　貴久

略歴　　
昭和60年３月31日　　大阪医科大学卒業
昭和60年５月25日　　大阪大学第三内科研修医
昭和63年４月１日　　大阪大学大学院医学研究科入学（平成４年修了 医学博士号取得）
平成４年４月１日　　米国国立衛生研究所（NIH）研究員
平成９年６月１日　　大阪大学医学部第三内科助手
平成９年８月１日　　西宮市立中央病院内科医長
平成16年４月１日　　順天堂大学医学部内科学代謝内分泌学講座　講師
平成18年４月１日　　順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 助教授 
平成24年４月１日　　東邦大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌分野教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在に至る
資格
日本内科学会認定医
日本内分泌学会専門医、指導医
日本糖尿病学会専門医、指導医
日本医師会認定産業医

専門分野
臨床内分泌学　臨床糖尿病学　薬物療法、インスリン療法、患者教育

を実感しています。実際、減量のためには食事療

法、運動療法が大切と言われています。これらの療

法は果たして減量に有効なのでしょうか？そこで今

回の市民セミナーは我が国の食事療法、運動療法の

第一人者の先生がたにお集まりいただきました。ど

のようにすれば肥満解消することができるのでしょ

うか？それとも無理なのか？本セミナーをお聞きに

なった方だけがわかります。
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ご挨拶

座長のことば

内野　　泰

皆さんは病院に行くと医者から「～して下さい」、

「痩せましょう」と言われることがあると思います。

しかし、科学の情報もすべてが正しい訳ではないと

思います。今回は「食べること」と「動くこと」に

関してびっくりして、楽しく、試してみようと思う

ことを紹介します。

「太らずおいしいご飯を食べる方法」、「胃腸を使っ

てダイエットに成功する」など明日からお金や、時

間をかけずにできる方法を紹介します。

内容は

・「太らずおいしいご飯を食べる方法」：炭水化物は

太るし、血糖値も上がります。しかし、全く食べな

いのはよくありません。どの位が自分に適量なのか、

お教えします。

・「胃腸を使ってダイエットに成功する」：胃腸の中

には数兆個の自分の「分身」である菌類が生きてい

ます。彼らと共に私たちは生きている以上、味方に

つけましょう。

当日は皆さんの知りたいことも聞けます。お会い

できることを楽しみにしております。

平成５年　　順天堂大学医学部卒業　

平成10年　　University of Toronto, カナダ 生理学糖尿病部門　

平成13年　　順天堂大学医学部内科学・代謝内分泌学講座　

平成24年　　東邦大学医学部医学科内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野　　

所属学会及び専門医

日本内科学会総合内科専門医・指導医

日本糖尿病学会専門医・指導医

日本内分泌学会専門医・指導医
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第一部

美味しく、楽しく食べて、健康に

かつて、健康食といえば粗食でした。そして、糖尿
病といえばごちそうばかりを食べた結果生じる贅沢病
だと考えられていました。
しかし、この10年で栄養学の常識が大転換しまし
た。2015年のJAMA（アメリカ医学会雑誌）にタフツ
大学のモツァファリアン教授が2015年版米国食事摂取
基準について解説した論文が掲載されています。そこ
に書かれていることは、“米国食事ガイドラインアドバ
イス委員会報告は、脂質摂取を控えても動脈硬化症の
危険性を減らさないし、脂質摂取の制限は肥満症予防
にならないので、脂質摂取については上限量を撤廃し
ます。”という約40年に及ぶ栄養政策を大転換させるも
のだったのです。
この大転換の背景にはいくつもの臨床研究の結果の
積み重ねがありました。例えば、2008年にイスラエル
のグループが報告した研究結果は、肥満の方たちを抽
選で３つの食事法に割り当てたのですが、もっとも体
重を減量させ、中性脂肪を落とし、HbA1cを改善させ
ていた食事法が、カロリー無制限の糖質制限食でした。
その次に治療成績が良かったのが脂質をたっぷり食べ

るカロリー制限食。一番治療効果が弱かったのが脂質
を制限したカロリー制限食でした。この驚きの結果を
もとに、世界各地で同じようなデザインの臨床研究が
行われました。そして、どこの国の結果でも、（カロリー
無制限の）糖質制限食や、脂質たっぷりの食事（学術
的には地中海食といいます）の治療効果が、脂質制限
食やカロリー制限食よりも優れている（どんなに悪く
ても同等である）ことが示されました。
こうした研究の積み重ねから、今の栄養学の知識で
は、脂ののった美味しいものを、満腹になるまで食べ
ても、糖質さえ控えておけば、健康になれるという概
念が成立してきたのです。
私自身、かつては、“おいしいものを我慢しないと高

血糖になる”“満腹になるまで食べたら肥満になる”と
患者さんにお話してきました。しかし、今、私たちは
患者さんに胸を張ってこうお話しできるのです。“おい
しく、楽しく食べて、健康になりましょう”と。
ぜひ、今回のお話を通じて、おいしく楽しく食べて
健康になるためのコツをつかんでいただけたらと思い
ます。

山田　　悟

1994 平成６年３月　慶應義塾大學醫學部　卒業
1994 平成６年４月　慶應義塾大學醫學部内科学教室　入局
1996 平成８年４月　慶應義塾大學醫學部内科学教室　研修医課程　修了
1996 平成８年５月　東京都済生会中央病院　就職　内科・救急部ローテーション
1997 平成９年５月　東京都済生会中央病院　退職
1997 平成９年６月　東京都国保南多摩病院　就職　一般内科研修
1998 平成10年５月　東京都国保南多摩病院　退職
1998 平成10年６月　 慶應義塾大學醫學部内科学教室腎臓内分泌代謝研究室　帰局
　 　　　　　　　　１型糖尿病の発症予知　についての研究に従事
2000 平成12年１月　東京都済生会中央病院　就職
　 　　　　　　　　糖尿病内科にて糖尿病臨床・臨床研究に従事
2000 平成12年12月　東京都済生会中央病院　退職
2001 平成13年１月　 慶應義塾大學醫學部内科学教室腎臓内分泌代謝研究室　帰局
　 　　　　　　　　１型糖尿病の発症予知　についての研究に従事
2001 平成13年12月　慶應義塾大學醫學部　退職
2002 平成14年１月　 北里研究所病院　就職
　　　　　 　　　　一般内科臨床に従事する傍ら糖尿病についての臨床研究・基礎研究に従事
　　 平成14年４月　北里研究所病院　総合内科医長
2003 平成15年12月　医学博士号取得
2007 平成19年４月　北里研究所病院　腎臓内分泌代謝科副部長
　　 平成19年５月　北里研究所病院　糖尿病センター長（副部長）
2011 平成23年４月　北里研究所病院　糖尿病センター長（部長）
2013 平成25年11月　食・楽・健康協会設立（代表理事兼務）
2015 平成27年10月　北里研究所病院　内分泌代謝内科部長
　　　　　　　 　　 日本内科学会内科認定医、日本内科学会総合内科専門医、日本内科学会研修指導医、日本糖尿病学会

糖尿病専門医、日本糖尿病学会指導医、日本糖尿病学会学術評議員、日本臨床栄養学会評議員、日本
臨床栄養学会理事、日本病態栄養学会学術評議員、日本糖尿病療養指導士認定機構編集委員、日本医
師会認定産業医

　　　　　　 　　　慶應義塾大学医学部非常勤講師、北里大学薬学部非常勤講師、星薬科大学非常勤講師
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第一部

消化管を介した生活習慣病予防

望月　和樹

近年、２型糖尿病やその合併症である動脈硬化症な
どの生活習慣病の発症進展には、全体的な血糖低下よ
り、食後高血糖の抑制が重要であることが明らかとなっ
てきました。特に、小腸において糖質の消化吸収を遅
らせる食品因子（水溶性食物繊維等）や薬剤（αグル
コシダーゼ阻害薬）による食後高血糖の低下は、２型
糖尿病の発症・進展の抑制と関連することが、動物モ
デル、耐糖能異常者および２型糖尿病患者において明
らかになっております。私たちの研究グループも、食
後高血糖の軽減による２型糖尿病の発症進展抑制に
は、白血球中の動脈硬化関連因子（炎症性サイトカイ
ンなど）の発現低下が関与することを明らかにしてお
ります。さらに、糖質の消化吸収遅延は、血糖を低下
させるとともに、満腹中枢を刺激するホルモン（GLP-1）
の分泌を促進することも我々を含む多くの研究グルー
プが明らかにしております。また、ゆっくり食べる食
生活や三角食べのような血糖値が増大しにくい食生活
は、２型糖尿病などの生活習慣病を予防することがわ
かってきております。これらの研究成果は、消化管に

おける糖質の消化吸収遅延による食後高血糖の抑制
は、炎症を抑制することによって２型糖尿病の発症進
展を抑制することを示唆しています。
近年、腸内細菌叢の研究の進み、ビフィズス菌等の
有用菌は、消化されない糖質を分解し、短鎖脂肪酸や
水素ガス等の生活習慣病予防効果を有する物質を分泌
することがわかってきました。水素ガスは、体内で生
じた活性酸素種の一つである一重項酸素を除去し、炎
症を低減します。また、短鎖脂肪酸は、大腸のバリア
機能を増大させ、炎症物質やアレルゲンとなるタンパ
ク質の体内への流入を抑制します。これらの最新の研
究成果は、糖質の消化吸収を遅らせる食生活は、食後
高血糖を低減するとともに、大腸における腸内細菌叢
を活性化することによって、２型糖尿病などの代謝疾
患や、アレルギー疾患を予防することを示唆しており
ます。
そこで本講演では、消化管を介した生活習慣病予防

を、食後高血糖抑制、腸内環境の改善の側面から概説
します。

学歴
平成４年４月　静岡大学理学部生物学科　入学
平成９年３月　静岡大学理学部生物学科　卒業（学士（理学））
平成９年４月　静岡県立大学大学院生活健康科学研究科食品栄養科学専攻博士前期課程　入学
平成11年３月　静岡県立大学大学院生活健康科学研究科食品栄養科学専攻博士前期課程　修了
　　　　　　　（修士（食品栄養科学）
平成11年４月　 「核内因子PPARサブタイプ間の競合を介したCRBPIIおよびL-FABP遺伝子発現

調節の分子機構」
平成14年３月　 静岡県立大学大学院生活健康科学研究科食品栄養科学専攻博士後期課程　入学
　　　　　　　 静岡県立大学大学院生活健康科学研究科食品栄養科学専攻博士後期課程　修了
　　　　　　　（博士（食品栄養科学）
　　　　　　　「核内受容体PPARおよびTRを介した小腸吸収関連遺伝子の発現調節」）
職歴
平成13年４月　日本学術振興会特別研究員（平成14年３月まで）
平成14年４月　 National Institute of Child Health and Human Development, National 

Institutes of Health, U.S.A.（国立衛生研究所内の国立小児保健発達研究所、
アメリカ合衆国）ポストドクトラルフェロー（平成17年８月まで）

平成16年１月　 日本学術振興会特別研究員（National Institutes of Health, U.S.A.　国立
衛生研究所、アメリカ合衆国）（平成17年８月まで）

平成17年９月　静岡県立大学食品栄養科学部栄養学科　助手　
　　　　　　　 静岡県立大学生活健康科学研究科食品栄養科学専攻　助手（兼務）（栄養学実験、卒業論文指導、修士論文指導、

博士論文指導）（平成19年３月まで）
平成18年４月　静岡英和学院大学短期大学部食物学科　非常勤講師（基礎栄養学）（平成24年３月まで）
平成19年４月　 静岡県立大学食品栄養科学部栄養生命科学科　助教
　　　　　　　 静岡県立大学生活健康科学研究科食品栄養科学専攻　助教（兼務）（情報科学、科学英語、栄養学実験、卒

業論文指導、修士論文指導、博士論文指導）（職名変更）（平成24年３月まで）
平成20年９月　 New jersey medical school、U.S.A.（ニュージャージー医科歯科大学、アメリカ合衆国）のDr. Ferraris

の研究室に共同研究を行うために約１ヶ月間滞在
平成23年８月　 山梨大学生命環境学部食物生産科学科　専任准教授（食品栄養学、生物資源実習、食物科学入門、基礎生化

学実習、栄養学実験、科学英語演習Ⅰ、科学英語演習Ⅱ、食物生産科学卒業論文）　可
平成23年10月　山梨大学生命環境学部地域食物科学科　専任准教授（地域食物科学卒業論文）　可
平成24年４月　山梨大学大学院医学工学総合研究部（山梨大学生命環境学部）　准教授（食品栄養学　他）（平成26年９月まで）
平成24年４月　山梨学院短期大学　食物栄養科　非常勤講師　「食の科学」「栄養生理学」担当（平成26年３月まで）
平成24年４月　静岡大学　非常勤講師（集中講義　基礎栄養学）
平成24年10月　静岡県立大学　生活健康科学研究科客員共同研究員　（現在に至る）
平成25年２月　山梨大学生命環境学部地域食物科学科　専任准教授（乳から見える世界いろいろ）　可
平成26年10月　山梨大学生命環境学部地域食物科学科　専任准教授（乳から見える世界いろいろ）　可
平成27年６月　山梨大学大学院総合研究部　准教授　（分子栄養学特論　他）（現在に至る）
　　　　　　　 山梨大学大学院総合教育部　専任准教授（生命環境学特論、生命環境学演習Ａ、生命環境学演習Ｂ、代謝栄

養学特論、バイオサイエンス演習Ａ、バイオサイエンス演習Ｂ、研究発表特論Ａ、研究発表特論Ｂ）Ｍ可
平成27年８月　（生命環境学研究Ａ、生命環境学研究Ｂ、バイオサイエンス研究Ａ、バイオサイエンス研究Ｂ）Ｍ○合
平成28年１月　山梨大学大学院医工農学総合教育部　専任准教授（研究発表特論Ａ,研究発表特論Ｂ）Ｍ可
　　　　　　　山梨大学大学院医工農学総合教育部　専任准教授（研究発表Ａ,研究発表Ｂ）Ｍ可
現在所属している学会　 日本栄養・食糧学会、日本農芸化学会、日本生化学会、日本糖尿病学会、日本DOHaD研究会、　　

日本動物学会、日本栄養改善学会
賞罰　平成21年５月　日本栄養・食糧学会奨励賞　受賞
　　　平成26年３月　BBB Most-Cited Paper Award（日本農芸化学会）　受賞
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第二部

脳からみた食欲の仕組みと運動との繋がりー食・動・脳連関

吉川　貴仁

『運動したらお腹はすきますか？』　それは＜脳＞
に聞いてください
ヒトの健康において、食事と運動は２つの独立し
た柱と考えられていますが、その両者の関係は時代
とともに変遷しています。まず、狩猟・採取の原始
時代においては、獲物を求めて動いてから食物にあ
りつけるという環境（運動のあとの摂食という連
続）にありましたが、時代とともに動かずとも食べ
ることができるという便利で豊かな食環境に急激に
変貌してきました。つまり、運動と摂食の連鎖が現
代社会では昔ほど機能していないと言えます。その
結果、ヒトは抗いがたい食欲に翻弄される一方、運
動不足も相まって肥満や糖尿病などの生活習慣病の
素地ができました。生活習慣病の予防・治療には望
ましい食と運動習慣の両立が必須ですが、『運動す
ると食欲が亢進する』と一般には信じられています。
しかし、予想に反して、運動で使ったエネルギーを
穴埋めするような食欲の代償的な増加は必ずしも観
察されません。この運動と食欲の不一致の現象は、

年齢、性別、体重、食事制限の有無や運動強度を問
わず、様々な集団で認められています。さらには、
興味深いことに、この食欲の代償的な増加の程度は
個人差が大きいことも報告されています。以上のよ
うに運動と食欲の関係は単純ではありませんが、さ
らに、ヒトの食行動は、味覚や嗅覚など食に関する
感覚入力や胃の拡張、エネルギー収支といった複合
的な要因から制御されます。また、精神的なストレ
ス、過食などの社会的・習慣的な要因や、『運動し
たのだからお腹がすくはず』など個人の信念がしば
しば関わってきます。さらに重要な点は、食欲から
食行動を起こす手前には、『じゃあ、食べよう』と
行動を起こす『意欲』が必要です。『食欲』や『食
べる意欲』の調節は、主に情動や認知を司る大脳皮
質や、自律神経や内分泌（ホルモン）系を司る脳視
床下部で行われています。本講座では、これらの仕
組みと運動との関係について、我々の最近の研究結
果を通して医学的に解説し、よりよい生活習慣の達
成に必要とされるものを提案します。

＜学歴・職歴＞
1993年（平成５年）３月　　大阪市立大学医学部卒業（医師免許取得）
　　　　　　　　　　　　　大阪市立大学医学部附属病院　第一内科研修医
1999年（平成11年）３月　　大阪市立大学大学院医学研究科（内科系）卒業（医学博士取得）
2001年（平成13年）10月～2003年（平成15年）９月
　　　　　　　　　　　　　英国サザンプトン大学　呼吸器細胞分子生物学部門博士研究員
2004年（平成16年）４月～　大阪市立大学大学院医学研究科　運動生体医学　助教
2007年（平成19年）４月～　大阪市立大学大学院医学研究科　運動生体医学　講師
2010年（平成22年）１月～　大阪市立大学大学院医学研究科　運動生体医学　准教授
2014年（平成26年）４月～　大阪市立大学大学院医学研究科　運動生体医学　教授
　　　　　　　　　　　　　（大阪市立大学・保健管理センター長・統括産業医　兼務）
　　　　　　　　　　　　　現在に至る
＜所属学会＞
日本内科学会、日本体力医学会、日本臨床スポーツ医学会、日本生理学会、日本神経科学学会、日本肥満学会、日本呼吸器学会、
日本アレルギー学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本時間生物学会、日本産業衛生学会
＜専門医＞
日本内科学会総合内科専門医、日本体育協会公認スポーツドクター、日本医師会認定健康スポーツ医、日本障害者スポーツ
協会公認障害者スポーツ医、日本医師会認定産業医、日本呼吸器学会専門医、日本アレルギー学会専門医、日本呼吸器内視
鏡学会専門医
＜学会評議員＞
日本体力医学会、日本臨床スポーツ医学会、日本呼吸器学会、日本アレルギー学会、日本未病システム学会
＜科研費＞
2005ー2007年度　【慢性閉塞性肺疾患の病態における炎症関連因子の遺伝子学的検討-欧米人との比較】、研究代表者
2007ー2009年度　【腹部肥満者の動脈硬化の進展に及ぼす終末糖化産物の関与と運動介入効果の検討】、研究分担者
2008ー2010年度　【喘息予備軍の発症要因に関する細胞内シグナルクロストークに基づいた多遺伝子同時解析】、研究代表者
2011ー2013年度　【運動が脳・内分泌系を介して食欲・食行動を制御する機構を考慮した新規運動処方の作成】、研究代表者
2014ー2016年度　【無意識な脳活動が行動を制御する機構を利用した新規生活習慣指導法の立案】、研究代表者
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第二部

運動・身体活動のエネルギー消費と体重、糖尿病の予防・改善

勝川　史憲

糖尿病協会の市民セミナーに参加される熱心な糖
尿病患者さんなら、すでに何かしら身体を動かすこ
とに取り組んでおられると思います。毎日の運動量
と現在の体重がつり合っていて、体重を減らすには
さらに相当量の運動が必要なこと、一方で、その運
動が血糖コントロールの役に立っていることを実感
されておられると思います。本日は、すでにウォー
キングなどに取り組んでおられる糖尿病患者さんを
念頭に、その先の話を３つします。
１つはレジスタンス運動（筋トレ）です。ウォー
キングなどの有酸素運動に加えて筋トレを行なう
と、血糖はさらに改善し、特に体重の少ない方で効
果的です。その場合、筋量が増えることが重要で、
ご自身の筋力に合わせた重い負荷でトレーニングを
すると良いでしょう。高齢になると筋量の維持、増
加が難しくなりますので、血糖コントロールとは別
に、「虚弱」の予防のためにも、筋トレを熱心に行
なう必要があります。
２つめは、運動を行なう心構え、モチベーション

（動機付け）についてです。有酸素運動も筋トレも
意識して行なうものです。勧められて運動を始めて
も、長く続けなければ血糖や体重コントロールの効

果は得られません。長く続けるには、自分で種目を
選ぶこと、その運動で何かしら自身の進歩が確認で
き、また、お仲間やライバルが自然に生まれるよう
な種目を選ぶことが重要です。運動を長く続けてい
る方の多くは、糖尿病や体重コントロールのためよ
りも、運動それ自体が楽しくて続けておられます。
楽しくてためになる運動を心がけたいものです。
３つめは、運動以外の日常の身体活動についてで

す。定期的に運動していても、１日のエネルギー消
費量に占める割合はごくわずかです。日常生活の
種々の低強度の身体活動と、それと相補的な関係に
ある座位行動が、１日のエネルギー消費量を大きく
左右します。仕事場でPC作業をする、テレビを見
ながらじっとしているといった座位行動は、特に運
動量の多い少ないとは別に健康状態に影響します。
また、座位行動の中断がその悪影響を軽減させるこ
とも知られています。これらは意識しないで行なう
活動ですので、意識して増減するのは難しそうです。
種々の仕掛けが必要かもしれません。
以上、血糖や体重コントロールに関連して、ウォー

キングの先の運動・身体活動とその継続についてお
話します。

略歴
1985年　慶應義塾大学医学部卒業
1985年　慶應義塾大学医学部内科学教室・助手
1987年　永寿総合病院内科・医員
1989年　慶應義塾大学医学部内科学教室助手（内分泌代謝学）
1992年　慶應義塾大学スポーツ医学研究センター・助手
2001年　慶應義塾大学スポーツ医学研究センター・専任講師
2005年　慶應義塾大学スポーツ医学研究センター・助教授
2008年　慶應義塾大学スポーツ医学研究センター・副所長（兼任）
2011年　慶應義塾大学スポーツ医学研究センター・教授
2016年　慶應義塾大学スポーツ医学研究センター・所長（兼任）
所属学会：日本内科学会、日本糖尿病学会、日本肥満学会（評議員）、
　　　　　日本体力医学会（評議員）、日本臨床スポーツ医学会（評議員）、
　　　　　日本臨床栄養学会（理事）、日本臨床運動療法学会（理事）、
　　　　　日本総合健診医学会（審議員）、日本地域デザイン学会（理事）、
　　　　　North American Association for the Study of Obesity（北米肥満学会）、
　　　　　American College of Sports Medicine（米国スポーツ医学会）ほか
スポーツ関係：（財）日本体育協会公認スポーツドクター、日本医師会認定健康スポーツ医
著書：「運動とエネルギーの科学」（共著・杏林書院）、「慢性疾患と運動」（共著・文光堂）、
　　　「スポーツ医学のすすめ　I・II」（共著・慶應義塾大学出版会）、
　　　「糖尿病カレントライブラリー：糖尿病の食事・運動療法」（共著・文光堂）、
　　　「健康と運動の疫学入門」（共著・医学出版）、「エビデンスを活かす糖尿病療養指導」（共著・中外医学社）、
　　　「臨床栄養医学」（共著・日本臨床栄養学会、南山堂）、「肥満症診療ガイドライン2016」（共著・日本肥満学会）ほか
訳書：「肥満と運動／身体活動—予防と治療効果のエビデンス」（監訳・文光堂）
厚生労働省「食事摂取基準2015」策定検討会委員ほか


