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Diabetic symposium 

糖尿病シンポジウム in 香川 2009 
新たな智をまなび、健やかな毎日へ。 

 

日時：平成２１年１０月２５日（日）９：２０～１６：１３ 

場所：サンポートホール高松 

テーマ：糖尿病 癒そうからだとこころ ～運動と感動～ 

主催：社団法人日本糖尿病協会、日本糖尿病協会香川県支部  共催：四國新聞社 

概要: 

 9:24～9：27 開会挨拶 中田憲一 糖尿病シンポジウム in 香川 2009 実行委員長       

・実行委員長、また、社団法人日本糖尿病協会香川県支部を代表して挨拶。 

・2004年時点で、世界には２億４，６００万人の糖尿病有病者がいると言われている。 

・2006年12月、国連は、「糖尿病は人々の生命にかかわる脅威的疾患であり、世界は一丸となって糖

尿病と闘う必要がある」と国連決議の採択に到った。 

・ブルーの輪を糖尿病のシンボルとし、インスリン発見者であるバンティング医師の誕生日である11

月14日を「世界糖尿病デー」とすることを、国連として認定した。 

・この日には、活動の一環として、2008年に東京タワーをブルーにライトアップしたことはご存じの

方もおられよう。今年は、香川県の観音寺の寛永通宝（砂絵）で行う予定。 

・11月の第2週（11月9日（月）から15日（日））は、「糖尿病週間」。「ブルーの輪 広げて向き合

う 糖尿病」をスローガンに実施する。 → http://www.wddj.jp/ 

・本日は、「癒そうからだとこころ ～運動と感動 ～」をテーマに、様々な取り組みを予定してい

る。どっぷりと浸かり、日頃の疲れを癒して下さい。 

 

 9:27～9：28 主催挨拶 藤本淑子 社団法人日本糖尿病協会 顧問               

・今日の会の開催準備にあたられたスタッフのみなさん、参加されたみなさまに感謝。 

・今日の会の内容をみなさんに活かしていただきたく「ありがとうございました」の言葉で締めます。 

 

第一部 療養指導研修会（医療従事者） 
 

 9:29～10：42 講演1 「患者さんが受け入れやすい糖尿病の食事療法」             

                 田中美紗子 松江記念病院 健康支援センター 管理栄養士   

・松江赤十字病院で４３年間栄養士をして、その内の半分は、糖尿病患者さんのお世話。 

・退職してからも、人間ドックなどの場、１次医療、２次医療の場で、患者さんと関わらせていただ

いている。 
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○大山頂上での弁当、サマーキャンプの状況 

・登山という、これぐらいの運動をしたときに、どんな食事をしたら低血糖にならないかを栄養士が

考えている。「ハンバーグを食べたい、エビを食べたいなぁ」と感じてもらえるよう支援している。 

・１型糖尿病（インスリン依存型糖尿病）の方の勉強会になっている。小１から中３、大人まで、同

じ料理だけれど、身体に合わせて食べる量が変わっていくことを知ってもらう機会。 

・バイキング弁当 外で楽しく食べながら、食事、栄養のことを学んでいく。 

○食事支援とは 

・食事支援とは、「あれをしろ、これをしろ」ではなく、患者さん自身が料理を考え、作っていくこ

とを知ってもらうこと。様々な身体の状況の方がおり、患者さん自らが出来る事を、出来る形で、

料理に参加すればよい。 

・来年完成の松江記念病院の１３階の展望室には「調理室」を設けた。 

・勉強会やサマーキャンプ、イベントを、「毎年、毎回やるのが大変ね」と感じると楽しくない。栄

養士、調理師が、「その教室でどうやって楽しんでいこうか」、そんな姿勢が大切。 

○地元での栄養教室 

・自分が食べている量を、実際によそってもらい、その御飯の量を計ってみる。 

・民宿の女将さんの教室（海士町） 民宿でも、エネルギー量がわかって健康な食事を出せるように

と勉強会が始まった。その地域に住んでいる人だけでなく、訪れる人も健康になってもらう。 

・海士町の美味しい産品を知ろうと、夏休み食キング塾。小学生対象。 

・糖尿病患者だけでなく、地域の人全て、生活の中での教室。 

○夢を持ってもらえることを支援が出来たらいい 

・糖尿病の子供達のことを見ていると、大人になり、仕事をし、結婚をし、１型、２型であって、ど

う対応していけばいいかを知ること。 

○食事療法の基本 

１．適正なエネルギー量 （体重） 

２．栄養バランス （一汁三菜） 

３．楽しく食事を摂取すること （食べてはいけない食品を、たくさん作らないこと） 

・患者さんが「トンカツが食べたい」と言っているのに、エネルギーが多いからと「ショウガ焼き」

を料理してしまってはダメ。力量と患者のことがわかる心が大切。 

○摂取エネルギー量算定の目安 

標準体重（ｋｇ）＝身長（ｍ）２×２２ 

摂取エネルギー量 標準体重１ｋｇ当たり 

２５～３０kcal 軽労作（デスクワークが主な人、主婦など） 

３０～３５kcal 不通の労作（立ち仕事の多い仕事） 

３５～  kcal 重い労作 
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炭水化物  指示エネルギー量の５０～６０％ 

      質と量が重要 

      食物繊維 １０ｇ／１，０００kcal 

タンパク質 標準体重１ｋｇ当たり １．０～１．２ｇ ← みなさんは摂取しすぎている 

      指示エネルギーの１５～２０％ 

脂質    指示エネルギーの２５％以下 

○栄養素が血糖に変わる速さ 

・炭水化物は早く、脂質は遅く、タンパク質はその中間 

 

 

 

 

○何を食べたらいいでしょう 

・「食品交換表」 ← 支援者が覚えておけばよい 

・絵本                       年代に応じたツール 

・サマーキャンプのしおり 

・お膳組と栄養学 「鎌倉時代のお膳」 器の数は「一汁三菜」になっているし、殿様とお姫様では

摂取カロリーが違うので、器の大きさで量を変えている。 

・主食 ＋ 主菜 ＋ 野菜 ＋ 油 ＋ 調味料 

・形で覚えれば、食品交換表を覚えなくて良い。 

カレーライスはすぐれもの しかし野菜が少ないのでサラダをプラス 

スパゲッティ       トマトをプラスして 

ラーメン モヤシやネギが入っている しかし野菜が少ないので野菜をプラスすると良い 

○「食事調査」から「食事支援」へ 

・患者に食べたものを記録させると、嘘をつく人がいる。 → 聞き取りで食べたものを記録する。 

・間食が多いのに驚き。食事だけ、食事＋間食、間食だけを書くとか、その人にあったゴールと記録

方法を、患者さんといっしょにどうしたらいいのかを作り上げていく。 

・記録をしてもらうだけでも、改善していく患者さんが出てきている。 

・お菓子やお酒の摂取が多いことに、記録することで気が付く。 

○調理実習のパターン 

・材料を見て、何を作るか、家族、患者と考える。 

・栄養士は、料理をする様子を見てアドバイスをし、何を理解してくれたかを感じ取っていく。 

○献立の作り方 

・主食（表１）の仲間から決めていく 

・米 → うどん → パン 血糖になりやすいスピードの違いを意識して。 

時間 

血糖値 
炭水化物 

蛋白質 

脂質 
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・夫婦茶碗は素晴らしい 

 男茶碗 御飯２００ｇ （４単位）×３回＝２合飯（１２単位） 

 女茶碗 御飯１５０ｇ （３単位）×３回＝１．５合飯（９単位） 素晴らしいバランス 

・お米には食物繊維がないので、サツマイモ、ジャガイモなどのイモ類を加えて。しかし、イモ類は

主食の仲間なので、イモを食べた分だけは御飯を減らすことが必要。イモ類の炊き込み御飯なら、

イモも一緒に量の中に占められるので、同じだけ食べられる。野菜の炊き込み御飯は、野菜が入っ

ている分だけ、多めの量の炊き込み御飯を食べられる。 

・カップヌードル１杯は、おにぎり３個分と同じエネルギー量。 ということを知っておいてもらう。

カップヌードルを食べていけないわけではない。 

○２番目は大皿 （表３）の仲間 

・脂肪酸の比率 ３：４：４ 飽和脂肪酸：一般脂肪酸：多価不飽和脂肪酸 

・ 肉はコレステロールが多いわけではない。ホルモンとレバーが多いだけ。 

・ アイスクリーム、クリームパン、お菓子にコレステロールが多い。 

・ 魚も、ハラワタごと食べる魚にはコレステロールが多い。 

・カルシウム ヒジキや色の濃い野菜に多い 

・鉄 動物性のものが摂取しやすいけれど、ヒジキや色の濃い野菜にも多い 

・食物繊維 魚介類、タマゴ、肉には食物繊維がな → 身体にゴミを残して逃げていく 

     豆腐は、食物繊維があり、エネルギーと身体の掃除もしてくれる 

・加工食品のエネルギーは、要るものだけに凝縮されているので、エネルギーが大きい。でも、「食

べたらダメ」なのではなく、エネルギーを知って食べればいい。 

○３番目は油（表５の仲間の使いかた） 

・揚げ物は衣の付け方で油の量が変わる。 唐揚げ７％ 天ぷら１５％ フライ１５％ ジャガイモ

を串切りで天ぷらなら２％、線切りだと１９％。 

○患者さんから学びなさい。臨床場面から、プロの調理人から学びなさい 

○飽和脂肪酸の目標量 

・１８歳以上で、４．５％のエネルギ以上  トロなら２切れ、サンマなら小１／２ 

・飽和脂肪酸が少ないと、脳内出血が増える。 

・７％以上摂取すると、血管障害などが増える。 

○最後に小鉢と碗もの（表６の仲間）の料理を考えます 

・野菜１００ｇを加熱調理すると小鉢１杯に当たる量。 

・生野菜だと、５０ｇで大皿いっぱいになる。 → 電子レンジで加熱することも・・・ 

・１日４５０ｇの野菜が必要。 

○抗酸化作用を発揮する食品 

・色の濃い野菜は、抗酸化作用物質を有している。 

・トマト、ピーマン、トウモロコシ、ポテト、リンゴ、サクランボ、ブドウ、キウイフルーツ 
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○果物（表２の仲間） 

・エネルギー源でもあり、身体も整える 

・ジュース → すりおろし → かんで食べる  右ほど血糖値の上昇が遅くなる。 

ジュースでは植物繊維が少ないことが、かんで食べ

ることは食事に時間がかかることが影響している。 

・カリウムの目標値 腎臓が健康な人は、カリウムの量を気にするより、他の成分を摂ることが出来

ることを考えて摂取を。 

・果物のエネルギー 菓子パン１個とバナナ４本が同じエネルギー量。 

○牛乳（表４の仲間） 

・牛乳は食物の優等生だが、過ぎたるは及ばざるがごとし。 

○調味料 

・砂糖の害を健康な人に伝えていかなければならない。お菓子の中に砂糖が多い。 

・植物繊維といっしょにとると、血糖値の上昇が遅くなる。 

・塩分量 調味料内の塩分量を知っておくことが必要。酢の物、辛子和えは、塩分を少なくする。 

・口で言っても指導できない。その人が料理をしているところを見ながら指導をしていく。そうして

効果があれば、その成果に喜びを感じていけるようになる。 

○おいしさの基本 

・作りたてを食べる。 

・熱いものは熱いうちに、冷たいものは冷たく冷やして。 

○アルコールは勘違いが多い 

・焼酎が良くて、日本酒が悪いわけではない。御飯代わりにお酒で済ませることも出来ません。 

・８０kcal相当のお酒とは、 

ビール ２００ｃｃ 

ワイン １００ｃｃ 

日本酒 ７０ｃｃ 

梅酒  ５０ｃｃ      ← 甘い酒は避ける 

焼酎（乙）５０ｃｃ （甲）４０ｃｃ 

・毎日のお酒を減らすのか、飲まない日を作るのか、本人と相談して決める。 

○お菓子のエネルギー量 

・チョコレート１枚は５００kcal  食事１食分に相当 

・スポーツ・ドリンクも同様にエネルギー量が多い。 

○患者さんの信頼を得ることから 

・個別指導（段階的指導） バイキング → 調理実習 → 外食実習 → 買い物実習 → 試験外泊 

○初診の患者さんで教育の効果があった例 

・野菜の摂取は少し増えた。 



 - 6 -

・嗜好食品とアルコール ４．５単位 → １単位 

・体重も数値も１ヶ月で改善し、１年後も変わらず。 

・昭和６３年に人間ドックで指摘されたが、仕事が忙しく病院に行かなかった。叱られると思いなが

ら病院に行ったら、竹田先生から「忙しいのに、よく来てくれました」と迎えられた。忙しいのに

自分のためにドクターも栄養士もいっぱいいっぱい自分に時間を割いてくれた。 

 

・女性のお菓子  １日のエネルギーの２割をお菓子でとっている。 ２～１５単位 

・男性のお菓子  缶コーヒー、ガムなど             ４～１０単位 

 

○心の痛みがわかる栄養士に！ 

・治らない病気を、治そうと思ってもらえるように、患者さんの心に寄り添って。 

・患者さんと同じ立ち位置になって。健康で楽しく生きていけるように。 

 

 10：42～12：18 講演２ 「かんたんカーボカウント」                    

                 川村智行 大阪市立大学大学院 発達小児医学教室 講師   

・小児内分泌を専門に研究。小児科なので、７～８割りが１型糖尿病の話です。 

・カーボカウントの賛成派と反対派でディスカッションが行われた。どちらも、良い点を取り入れる

テクニックとして捉えてくれればいい。 

○インスリンの生理的分泌の模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

○カーボカウント（炭水化物計算法） 

・食後２時間の血糖値をの上昇量は、エネルギー量に比例しない。 

・食べた物の中で、食後２時間の血糖値を上昇させる炭水化物の量をカウントする。「炭水化物を摂

取するな」と、言っているのではない。炭水化物ダイエットではない。炭水化物は人間にとって必

要なエネルギー源である。 

・カーボカウントを用いた自由なインスリン治療は、血糖値コントロールとＱＯＬ（Quality Of 

Life）しに良い影響を与え、低血糖を増加させなかった。肥満や代謝への悪影響もなかった。 

 

時間

血糖値
超速効インスリン 

時効型インスリン 

速効インスリン 

時間

血糖値 追加分泌 

基礎分泌 
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○二つのカーボカウント 

・①基礎カーボカウント 

  ２型糖尿病患者 or １型でも注射２回摂取の人 → 食事中の炭水化物を調整する 

・②応用カーボカウント 

  基礎           → 食事中の炭水化物にあったインスリン量を調整する 

○食事のカーボ量を数えること 

・炭水化物量の単位を“カーボ“と言う。  アメリカでは、１カーボは炭水化物１５g 

・計算がしやすいよう、絶対１カーボは炭水化物１０ｇが良い。 ドイツ、イギリスは１０g 

○基礎カーボカウント 

・１日の摂取炭水化物量を振り分ける  一般人は１日２０～３０カーボ 

・炭水化物 ＝ 糖質 ＋ 食物繊維 

    ↑ 

食物繊維は血糖値を上げないので注意が必要。 

ただ、ほとんどの場合、含有量が少ないので無視できる。 

１．ごはん 

ごはん １５０ｇ ５．５カーボ 

６枚切りのパン１枚 ３カーボ 

麺類は細いほどカーボが増え、 そばは８カーボ、うどんは４．５カーボ 

２．副食 

イモ類が入っていれば２程度  イモ類はタマゴ大の大きさで１カーボ 

揚げ物は衣の状態の影響が大。 天ぷらで ＋１．５カーボ 

○カーボ量の調整が上手になれば 

・タンパク質（肉類）の食べ方 

脂身を避ける、脂の少ないヒレ肉にする、鶏肉や魚を選ぶ。 

１日の食べる量は、手のひら２枚程度にする（体格による）。 

・脂肪を減らす 

バター、マーガリン、揚げ物は避ける。特に動物性脂は避ける。 

オリーブオイル、キャノーラ油はカロリーは高いが、少しなら心臓や血管に良い。 

○応用カーボカウント 

・食前のインスリン量を食事の炭水化物量から調整する 

・超速効型インスリンを 

○カロリー量ではインスリン量を計算できない カロリー量は血糖値の上昇量と比例しない。 

・ごはん１杯 ＝ インスリン５単位 

・ステーキ１枚 ＝ インスリン不要 ・・・・・ 長時間経過後の血糖値の上昇に寄与 

○脂質、タンパク質の血糖値への効果は多様であり、対応出来る方法、ルールがない 
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○カーボカウントは肥える？ 

○カーボカウントの今後の課題 

・指導方法の確立 

・高ＧＩの炭水化物を大量摂取した場合の対応法 ・・・ お好み焼き定食とか炭水化物ばかりを食

べ合わせた場合 

・炭水化物量摂取の少ない患者の場合 ・・・ ダイエットの人は炭水化物を摂らない 

・タンパク質、脂質の影響に対する対処法 ・・・ 寿司を大量に食べた場合とか 

・Dual wave、Square waveの使い方 

・食品交換表との両立 

・栄養バランスの指導 

・肥満、高脂血症、高血圧の予防 

 

 

第二部 シンポジウム 

「糖尿病 癒そうからだとこころ ～運動と感動～ 
 

 13：30～13：57 演題「病友を自己管理の師として」 藤本淑子 社団法人日本糖尿病協会 顧問  

・私の長い患者としての生活から。昭和４３年より糖尿病になり、インスリンを４回注射している。

常に治療の場（糖尿病協会の活動を通じて）と関わりを持っていることで、自己管理が出来ている。

糖尿病協会の支部「友の会」で、友と語らい、互いに理解し合い、ドクターにも話せないようなこ

とまで話し合い･･･。協会で活動に取り組んできたことのご褒美が、今の私の健康だと思う。 

・何でもかんでも、ドクターだ、看護士だ、栄養士さんだと言っていると、忙しくなると出来なくな

る。自分達（患者）で出来る事は、自分達でやる。糖尿病協会は、１０名の会員が集まれば、「友

の会」の支部となることが出来る。１から１０までを病院に求めると、病院の負担となる。会誌の

配布などは患者自身が出来るし、する。 

・「九大友の会」は、昭和４８年からお世話にたずさわり始めた時（４２歳）に、高齢の方がお世話

をされていた。入会を勧められたときに、なぜ病院に行って会に入ることを勧められるのかわから

なかった。２ヶ月に１度難しい会誌が届く。本部で改良、改善を進め、今は素晴らしい指導書にな

っている。 

・管内の小さな支部をまとめる「県支部」の役割、会員の構成の報告をすれば、ちゃんと対応してく

れる、本部に連絡してくれる。県支部のサポートをしてあげること、協力していくことが大切。 

・支部の中には様々な仕事がある。会員にも様々な力、経験を持っている人がいる。「これをやって」
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ではなく、みなさんのランティア精神、みなさんでやっていこう、共に学んでいこうという気持ち

がないとやっていけない。「お金」でなくて「志気」を得られることが報酬。 

・普段は診療時間を長く取れないが、友の会で色々なことをしている人と知り合え、気づかせてもら

える。「はっと」気づかせてくれる反面教師。絶対、自分達が気づかなかったこと、ドクターから

聴けなかったことを、会の中で学びとり、実践していくこと、輪を広めていくこと、「なぜこんな

病になったのだろう」となげくのではなく、「糖尿病の病とどうつき合っていこうか」と学びとれ

る会。 

・生活のために、自分達の健康のために何をすればいいのかを学びとり、共有する。 

・友の会では、年に２回、バス旅行、ウォークラリーを実施しているが、その取り組みを支えていた

だけるのはコメディカルのみなさん。意外な発見がある。会に入らねばとの「負」の思いでなく、

共に紡いでいく場として生活環境、心の場をより良くしていけるのでは。 

 注：コメディカルとは、医師以外の医療従事者のことで、看護士、衛生検査技師、Ｘ線技師、理学療法士、

作業療法士、言語療法士などのこと。 

・「なぜ自分が病に」といった「負担」と考えた時期があった。が、みなさんといろんな事を話し合

い、行動することで、心が広がり、心がときほぐされ、心が解放されていく。会に伴い会費などお

金のトラブルもあるが、会が与えてくれることが何かを、コメディカルの人達に伝えて欲しい。ど

うしたら健康な人についていけるのか、強い心で生きていけるのか、友の会を利用して欲しい。 

・私は、注射をするときだけ「病人かも」と思えるほどの生活が出来ているのは、友の会のおかげ。

責任、責任と感じるのではなく義務だと思ってしていては、ぎくしゃくしたところが出てくる。優

しい心で繋がっていけば、楽しく生活していける。コメディカルも患者も仕事を分け合い、ご理解

いただき、自分の身体を愛し、大事にし、少しでも良い時間を持てることを切に願う。 

・命ある限り、普通の人と同じ人生を、自己管理のもと過ごしていただきたい。友から学び、友に教

え、患者としての人生を過ごしていって欲しい。病を負と考えずに、生きていく。協会活動にご協

力を。 

 

 13：57～15：02 講演「運動療法 ～糖尿病の予防と治療に役立つ運動療法～」         

                    佐藤祐造 愛知学院大学 心身科学部長／療養指導医   

・運動療法について４０年研究している。「そのあたりを散歩すれば良い」という結論にも、根拠が

ある。最新の糖尿病治療を医師がどう考えているかを説明する。 

・糖尿病は、①インスリンの作用が足りなくて起きる、②インスリンの量が少なくて起きる。 

○生活習慣病と主な病気 
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・目 

・腎臓 糖尿病性腎症 １万６千人がなる → 透析治療には年間５百万円の医療費がかかる。 

・神経 手がしびれる 

・オシッコがうまく出ない 

○運動の効果 

1. 運動筋で大量のエネルギーが消費 

①食後の高血糖の是正 

②肥満の防止、解消（内臓脂肪の減少） 

2. インスリン作用の改善 → 糖尿病の予防、治療に役立つ 

3. 脂質代謝の改善 

4. 高血圧の改善 

5. 体力の増強 

6. ストレスの解消によるＱＯＬの向上 

7. 転倒、障害の防止 

・脂肪吸引は効果無し → 皮下脂肪を３０％吸い取ってお腹をへこましても、心臓病のリスクは減

らない 

・運動により減った内臓脂肪は効果有り 

・４年間追跡調査を行ったところ、薬による治療のみの患者は３０％程度の改善、運動療法では６

０％改善。 

○糖尿病予防プログラムの問題点 

・食事や運動による改善の、継続的実施はきわめて困難。３０％しか続かない。マンツーマンで指導

しても５０％の人しか続かない（米国２００２年の調査）。 

・毎週１５０分の運動、７％の体重減で、６割の改善。 

・体重１００kg の人を標準体重の６０kg へと４０kg の減量を目指すのではなく、半年で体重を５％

落とすことを目指す。 

○腹八分目を守り、運動を継続する 

○減量できた人と、減量できなかった人の差 

・減量できた人と、減量できなかった人の差は、「座位」の時間と「立位＆歩行」の時間のちょっと

した差のみ。運動とは言えないほどの、日常の運動差や仕事の差が要因だった。 

・「２０分以上の運動が必要」と言うことではなく、チョコマカ、少しずつでも動くことで差が生じ

る。 

○グリコース代謝量（インスリン受容性）の比較 

Mg／kg／分  １１  鍛練者 

        ８  不通の者：食事療法だけだとインスリンの力が向上しない 

           肥満者 ：食事＋運動だとインスリンの力が向上する 
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○無酸素運動、有酸素運動 

・無酸素運動：インスリンの力向上に効果大 

・有酸素運動：強い運動を指導するトレーニングセンターは、やめた方がよい。 

・競技として重量挙げをするとか言うなら別だが、糖尿病には軽い有酸素運動が良い。 

○歳をとるとインスリンの力が低下していく 

・高齢者に対する有酸素運動トレーニングとインスリン感受性 力の向上がない。 

             ↑ 

          ウォーキング１時間、週２回 

・高齢者は筋力が落ちているので、ウォーキングだけではダメ。軽い筋トレをプラスし筋力アップを

図る。ここで、高齢者とは年齢ではなく、筋力量の少ない人のこと。 

・週３回、３ヶ月で筋力ｕｐに繋がる。インスリンも向上する。 

○高齢者が自宅でできるトレーニング 

・レジスタンストレーニング（ラバーバンド） 

・３ヶ月の軽負荷トレーニング ＋ 散歩は、インスリン作用を亢進させる 

○糖尿病に乗馬器具効果 

・ジョーバ運動により、明らかにブドウ糖の取り込み量が増える。→ 食後にジョーバに乗る 

・他動的運動機器（ジョーバ）を用いた運動が、糖尿病の運動療法になる。食後ゴロゴロＴＶを見る

のでなく、ジョーバに乗ってＴＶを見る。 

○太極拳 

・ソロリソロリと動くが、脈拍はウォーキングよりも高まる。 

・ソロリソロリと動くので、肥満の人も関節などを痛めることが少ない。 

・バランスが良くなり、歩くスピードが上がり、生活の質が改善される。 

・間欠型太極拳は、運動未経験の高齢者でも安全に行うことが出来る。 

・持続型太極拳は、運動未経験の高齢者にとって危険を伴うことがある。 

○トレーニング中断によるグルコース代謝量の変化テスト 

・トレーニングから３日もすれば、運動をしない人と変わらなくなる → ３日に１度は運動を！ 

・種目 有酸素運動：ラジオ体操、散歩、ジョギング、自転車、水中歩行、ジョーバ 

   筋力運動：スクワット、チューブ運動 

・強度 最大強度の５０％前後 運動中会話が出来る程度  脈拍１２０（５０歳代） 

１００（６０～７０歳代） 

・継続時間 １０～３０分（最長６０分まで 可能なら食後２～３回） 

・頻度 週に３～５日以上 

・各自の生活の中に運動を組み込む。 

 

○運動療法実施上の注意点 
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1. 血糖コントロールの悪い状態では運動を行わない 

2. 運動療法実施前のインスリンは量を減らす 

3. 十分な準備運動 

4. 水分補給         食前の運動はダメ、食後の運動を！ 

5. ストレスを感じながらではなく、リラックスした状態で運動すること 

○運動療法に関するアンケート調査 

・食事療法は９０％の医師が実施 

・運動療法をする医師は少ない 

患者の理由：運動する時間が無い、意欲が乏しい、指導者がいない など 

医師の理由：時間が無い、医療報酬に反映しない、指導者がいない、ガイドラインがない、患

者が実行しない など 

・運動の効果を理解していない患者が多い 

○今後の生活習慣病対策の推進 メタボリックシンドロームの概念を導入 

・１に運動、２に食事、しっかり禁煙、最後に薬 

・食後３０分ぐらい経ってからの運動は血糖値が上がらない 

・インスリンの力が向上する 

・薬が減らせる 

・軽い運動を週に３～４回 

・若い人には有酸素運動 高齢者には、有酸素運動と筋力アップのサーキットトレーニング 

○養生訓 

・養生の術は、つとむべきことを務め、身を動かし、気をめぐらすをよくとす。 

 

 15：07～16：10 音楽療法 ～美しい音楽の癒し～  演奏 田中裕子 ピアニスト       

・有名な曲ばかりを選びました。このようなホールだと反

響版をセットするのですが、スクリーンをあげるのに時

間がかかるのでこのままでと、またマイクも用いてオリ

ジナルの音とどう違うか･･･。 

・バッハは糖尿病なんです。３百年以上前に糖尿病があっ

たなんて。どんな食事をしていたのかの記録があります。

隣の町にピアノが入ったので、その記念演奏のお礼の晩

餐会のメニューには、牛肉の煮込み、川カマスのアンチ

ョビ、ハムの燻製、羊の塊のロースト、ソーセージの・・・肉ばっかりです 揚げ出し、レモンの

皮の砂糖つけ、もちろんビールにワイン。 

・ドイツ、その時代は自宅でビールを造り、朝ご飯にビール粥を子供も食べていた。 

・音楽室に肖像画があるが、かっぷくが良く６５歳まで生きた。 
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・糖尿病から晩年失明。手術が失敗して、ダメージを受けて亡くなった。 

・６５歳まで長生きしたのはとにかく良く歩いたようだ。交通手段が歩くことしかなく、ある人（フ

クステフーデ）の演奏を聴きたくて、９日かけて４００km歩いていった。そんな熱意が長生きに良

かったのかな。 

・音楽の父と呼ばれ、千曲以上作っている。 

 

♪ 主よ、人の望の喜びよ（１７２３） 

作曲：Ｊ．Ｓ．バッハ（１６８５／アイゼナハ～１７５０／ライプツィヒ） 

 

・音楽療法 ＝ モーツアルト というほど研究が進んでいる。 

・人工透析の時に、①モーツアルトの曲、②ＴＶを観る、③好きな雑誌を読む で透析の痛みや苦し

さを調べると、モーツアルトの曲が最もリラックスできている 

・頭が良くなる 知能指数が格段に上がった ２台のピアノのためのソナタ 

・牛も、お酒も、モーツアルトの曲を聴かせると、良いお乳、酵母の濃度が１０倍となり美味しいお

酒が出来る 

・なぜそんなに良いの？ 単純でシンプル･･･誰でも楽しめる 

 純粋･･･人の中まで入っていきやすい 

・大人より純粋な子供が弾いた方が良いとか･･･。 

 

♪ トルコ行進曲（１７８３） 

作曲：モーツアルト（１７５６／ザルツブルグ～１７９１／ウィーン） 

 

・３楽章でセットの曲 「月光」とベートーベンが名付けたわけではない。 

・１４歳年下の伯爵令嬢に捧げた曲。ベートーベンは平民だったので、伯爵令嬢への恋は叶わない。

この胸のうちを曲に込めた。２０代後半から耳がだんだん悪くなり、聞こえなくなる。 

・３１歳で作曲した曲。翌年には「遺書」を書いている。耳が聞こえなくなっていることを人にさと

られたくなくて人との接触を減らしたことから、変人と思われていること、作曲家としてやってい

けようかと「死」も考えた。それをとどまらせたのが「芸術」である。こんな遺書を書いた前年、

恋もうまくいかない思いを曲にした。１～３楽章までをどうぞ。 

 

♪ ピアノソナタ第１４番「月光」（１８０１） 

作曲：ベートーヴェン（１７７０／ボン～１８２７／ウィーン） 

 

・癒しの曲 癒しとはいろいろある。自分が癒される、みんなが癒される。 

・音楽療法 ２千数百年前 古代ギリシャの頃から行われている。 
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・ピアノと言えばショパン。ピアノの詩人ショパン 

・３９歳の生涯。ポーランドは田舎で、ほかに音楽家がいない。最初、ウィーンを目指すが、受け入

れてもらえず、パリへ。 

・ワルシャワからウィーンに行く頃に書かれた曲 ノクターン ２１歳 

・革命 ウィーンからパリに行くシュツットガルト ロシア軍からワルシャワが攻め入れられてい

るという話を聞いて、思いを込めた曲が革命。 

 

♪ 練習曲 ハ短調 作品１０－１２「革命」（１８３１頃） 

作曲：ショパン（１８１０／ワルシャワ近郊ジェラゾヴァ・ヴォラ～１８４９／パリ） 

 

・シットリと「月の光」です。これはドビッシー本人が「月の光」と名付けた。 

・人生の悲哀とかが曲の中には隠されている。 

・もう１曲はショパン「別れの曲」。自分でも自画自賛している綺麗な曲。映画の別れの曲として使

われて、そう呼ばれている。 

 

♪ 月の光（１８９０頃） 

作曲：ドビッシー（１８６２／サン・ジェルマン＝アン＝レー～１９１８／パリ） 

 

♪ ノクターン第２０番 嬰ハ短調 遺作（１８３０） 

作曲：ショパン（１８１０／ワルシャワ近郊ジェラゾヴァ・ヴォラ～１８４９／パリ） 

 

 16：11～16：13 閉会挨拶 谷岡弘 社団法人日本糖尿病協会 香川県副支部長         

・朝早くより多くの方に参加いただきお礼申し上げます。 

・講師のみなさまには、遠方より高松にお越しいただき、貴重なお話をありがとうございます。日々

の糧にいたします。関係各位のみなさまの協力にお礼申し上げます。 

・今後とも、日本糖尿病協会、並びに、香川県支部にご指導ご鞭撻をお願いし、閉会の挨拶といたし

ます。 

－ 以上 － 

 

 


