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facebookで糖尿病予防を
会計妻鹿久仁子

会長米井泰治

日本糖尿病協会のFacebookは2012年に､開
設後､公的団体としては異例の速さで｢いいね｣数が

皆さんこんにちは｡香川県糖尿病協会の会長の

1万件を突破しました｡糖尿病に関わる医療スタッ

米井泰治です｡香川県糖尿病協会ではホームペー

フ7人がサポーターとして毎日新鮮な情報を投稿し

ジをもっています｡全国47都道府県でホームペ

ています。

ージを持っているのは17県程度です｡昨年から

私は2013年からサポーターとして木曜日を担当

このホームページをスマートフオン対応に変え

しています｡最初の頃は､映画好きな私は｢マグノリ

ました｡スマホで見る人が多くなっているからで

アの花たち｣を取り上げました｡l型糖尿病の若い女

す｡内容は｢患者さんの情報｣｢かがわ糖尿病療養

性の短くも充実した一生を文字より映像でみても

指導士｣｢スタッフ研修会｣｢登録医･療養指導医｣｢歯

らい感動しながら糖尿病を考えられたらと。

科医師登録医｣｢その他｣と分かれています｡｢患者

結婚式の当日､美容院で低血糖をおこす花嫁(ジ

さんの情報｣には｢香川県糖尿病協会の活動｣とし

ュリア･ロバーツ)､そこにいるお隣さん達はジュリ

て健康ウォーキングや講演会の情報､｢協会への

アが糖尿病であることを知っているので､すぐ対応

入り方｣として病院友の会と香川県糖尿病協会個

します｡マグノリア(泰山木…中央公園にあり)の花

人会員の会としての｢オリーブ会｣の紹介がされ

の下での披露宴｡妊娠はDrから止められていたが、

ています。

男子を出産し､育児中に重症低血糖で帰らぬ人に…

「オリーブ会｣はこの春に制度が始まる会で年

悲しくも暖かな映画です。

会費3600円で自宅に｢さかえ｣と｢香川県糖尿病

パニック･ルームはジョデイ・フォスターのサス

協会新聞｣が届く会です｡会費と申込書を送ると翌々

ペンス映画です｡母子が大邸宅を借りた日に強盗に

月からの｢さかえ｣が自宅に届くようになります。

入られ､パニック･ルームに逃げ込む｡子供が低血糖

申し込みは香川県糖尿病協会のHPをご参照く

を起こし､必要なグルカゴンは部屋の外の冷蔵庫内、

ださい｡同時に医療スタッフ会も春から立ち上が

強盗の目を盗み､グルカゴンを取り出し筋注で難を

り、県内の｢かがわ糖尿病

逃れる｡相当面白い映画ですが､腕時計型の血糖測

、一己農毎千月勝汐『

療養指導士」さんをはじ

定器､グルカゴンメーカーの箱をチラシと見せるア

め様々な職種の方に入っ

香川県糖尿病協会

ていただけるようになり

悪魔瓢蹴鳳忌ヶ｜

ました｡今後も各地域で
糖尿病の啓蒙活動を行う
予定ですので香川県糖尿
病協会のHPも一度ご覧
になってください。
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メリカ式は興味ありました。
最近は｢貯金｣より｢貯筋｣を掲載しました。

日本糖尿病協会のFacebookを見て｢いいね｣を
押したり｢シェア｣をしていただくと､糖尿病の正し

0、

い情報をあなたの周りの家族やお友達に伝えるこ

l .

とができます｡糖尿病を減らすための小さなアクシ
ョンを起こしてみませんか？

C

、

香川県糖尿病協会総会雲講演会のご案内
■日時

■場所

3月25日(日)9:30 12:00香川県立中央病院1階会議室(認蕊）
【ﾀｲﾑｽｹジｭｰﾙ】◎9:00 9:30／受付◎9:30 10:00/香川県糖尿病協会総会◎10:00 10:30/活動報告よこい内科ｸﾘﾆｯｸ｢健やか会」

◎10:30〜11:30/◆特別講演『健康長寿に役立つ最新の糖尿病食事療法の考え方』

京都大学塵学部附属柵箭患欝治鬘轄書鞘H先生
に

ノ
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囹圖悶囲團囹國圖
宮井内科医院
「飯の山糖友会｣の紹介

その後､コミュニティセンターの部屋を借
りて宮井先生のミニ講演とお茶会で楽しい
ひと時を過ごしました。
写真2では、12月に町内の楠見池周辺での

ウォーキングを行いました｡ここは､散策コ

「飯の山糖友会｣は､讃岐富士こと飯野山

ースが整備されていて､季節の良い頃のウ

の近くに位置する宮井内科医院(丸亀市飯

ォーキング＆お弁当がお勧めです｡私たちは、

山町川原227番地l

｜場一郎）

その後､定番のバイキング料理を食しながら、

において､平成23年に患者会を発足しまし

カロリーの話やそれぞれの高血糖対策など

た｡患者会の名称は飯野山にちなみ｢飯の山

を話し合いました。

院長:宮井

糖友会｣と名付け､現在､会員数7名にて活

当会は､宮井先生がほぼ参加されており、
気楽に先生と話すことができます｡課題と

動しています。

活動内容は､少数精鋭？の利点を生かし

しては､年齢､体力等々様々な人で構成され

臨機応変に(思いつきのまま)ウォーキング
や食事会などを行い､その都度､宮井先生を

ており、全員が参加可能な行事を模索して

囲んでの気楽な勉強＆お喋り会になってい

年度末も近づきましたが､当会の来年度

います。

目標は､以下の2点です。

ます。

それでは､今年度の活動の一部をご紹介

1）もう少し会員を増やすこと。

します｡写真1では、5月に町内のコミュニ

2)他の分会との共同活動(交流会)を行うこと。

ティセンター主催の｢健康ウォーク」に参加

共同活動ご希望の分会の方は､以下までご

して､約5kmのウォーキングを行いました。

連絡をお願い致します。
Email :maychan‑thu@yahooco.jp

携帯:090‑2788‑1161大畑まで
．ミ

云一

砿
写真1（ウォーキング＆勉強会＆お茶会）

｢飯の山糖友会｣では、このような活動を通
じて､互いに元気を頂きながら新しい知識
や日々の療養を振り返る良い機会となって
います。

夕ﾆﾀの職員食堂健康ｾﾐﾅｰ
香川県薬剤師会尾崎典子

タニタの考える健康づくりには①はかる
とわかる(現状把握)②目標設定③継続する
ためにの3点がある。

①のはかるとわかるについて､BMIの計算
方法はBMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
であり､基準は18．5未満:やせ､18．5〜25
未満:普通、25以上:肥満である。同じ体重
でも体組成計で測ることにより体脂肪､内
臓脂肪､推定骨量､体内年齢､基礎代謝など

写真2(楠見池周辺ウォーキング＆食事会）
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が分かる｡分かることにより気づき変わる
こともできる｡歩数は男性で1日9200歩､女
性で8300歩が目標とされているが､仮に家
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から出なかった場合、2階建ての家では約

ピングを工夫してみるとよい｡コンビニ弁

1000歩､マンションでは約600歩であり

当は具だくさんのおかずが入っているもの

大変少ないことになる。ちなみに歩数の目

を選び､たんぱく質と野菜をプラス｡おでん

安は10分のウォーキングで約1000歩であ

などに入っている練り物は塩分が多いため

る。1日の活動量の内訳は基礎代謝が70％、

摂りすぎないようにする。

身体活動が20％､食事による熱産生による
消費が10%である。

その他、3つの｢あ」にも気をつける。1つ
目はあぶら。19で9kcal｡2つ目はアルコ

②の目標設定はグタイテキニすることが

ール。19で7kcal｡3つ目は甘いもの｡砂糖

よい｡、具体的な、達成可能な④意欲を持
って取り組める⑦定量化した④期日を決め
てe日課にできることが大事である｡体脂

19で4kcal･揚げ物は小さく切ると面積が

肪1kgを減らすには7200kcal消費する必

要があり、これを30日で割ると240kcalと

増えてカロリーが増えるので大きく切って
揚げるとよい｡アルコールは週に2回は休
肝日を設けるようにするとよい｡嗜好品は
1日150〜200kcalくらいを目安にすると

なり、これは体重50kgの人が90分ウオー

キングをする熱量に相当する｡減量はlか月

にl〜2kg落とすくらいがよい｡③継続する
ためには､買い物は満腹時にする、ビールは
飲む分だけ冷やす､食事は一人分ずつ分ける、
小さめのお皿を使う､すぐ歯を磨く、可能な

1

ものはすぐ冷凍する､食べたくなったらト
イレ掃除をする等､環境づくりをしてみる
とよい。またいつ測るかを決め定期的に記
録するのもよい。

タニタの社員食堂500kcalのまんぷく定
食では､l食でカロリー500kcal､塩分3g前
後､野菜1509〜2509となっている｡ヘルシ
ーレシピのコツとしては､バランスよくす

るために､主食､主菜､副菜の3つのお皿に
＋で副菜をもう一品十汁物をつけるとよい。

1日の目標野菜摂取量は3509である｡食べ
過ぎないためには作りすぎないことも大事。
また､作るときや食べるときは量る習 ￨貰を

脚鰐鯛撫駕蕊鰯
▼主治医の顔にっこりすればスッキリよ
「さかえ3月号の糖尿病川柳に入選しました。

選者コメント頑張っていらっしゃる患者さんの
結果が良くなると､わたしたちも本当にうれしい
のです｡お互いを喜ばせたい思いやり外来ですね」
▼無茶苦茶に作り通した2千句川柳
「素人の傘寿に近い我輩が､思いのままに､作り、

投稿した川柳が3年半で2000句達成､病気と闘
いながら､周りが良く見えてきました」
▼スカイツリー5年半で7500万人

つける｡減塩は､香辛料､香味野菜､だしのう

「スカイツリー､日本の誇る大事業､その建築の

ま味､酸味などを活用するとよい｡油分カッ

素晴らしさ､世界が認めた､スカイツリー､5年半

トは調理方法を､揚げる､妙めるから茄でる、
蒸すに変えたり､素材選びで､バラ肉､ひき肉、
加工肉を､モモ肉､ロース肉､ヒレ肉､ササミ
肉､ムネ肉に変えることでできる｡満腹感、
満足感を出すためには￨噛み応えのあるたけ
のこ、ごぼう､干物､こんにゃく、いか､たこ、
ささみを食材として用い､調理時には材料
を大きめに切るとよい｡食べる順も汁物→

で7500万人は凄い事､おめでとう」

▼平昌に咲かせて見せよ金の花
「平昌オリンピックに､10代､20代の若き青年が
見事に輝き､日の丸の金の花を咲かせてくれた」
▼電柱も宇宙目指したロケットに

「超小型のロケットを日本が5号目で成功です。
電信柱位の大きさで5億円と宇宙ロケットの10
分の1か20分の1の安さで､先が楽しみ」
▼米俵現在ペットボトルで販売か
「昔から､米とは米俵で記していたが､紙袋になり、

野菜→…としてみるのもよい｡外食時には

ナイロンで販売､驚くなかれ､通販でペットボト

定食を選び､野菜などを組み合わせてトシ

ルで2，3キロ売る」
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砿籔鴻垂蕊筆茎一ｷﾝグの

で､昼のフルコーースをおいしくいただきました。

私が通っている市民プール水中ウォーキン
グの教室では､週2回､52〜85歳の男女が仲
良く2時間歩いて頑張って､健康に十分気を
つけています｡2000年に発足した｢にこにこ
倶楽部｣です。
2017年11月23日､にこにこ倶楽部の20
人が参加し､新しい参加者の顔見世も兼ねた
食事会と激励会で楽しい時間を過ごしました。
水着ではなく､和服姿の皆さんは､それぞれき
れいでした｡会場は高松市内のフランス料理店

康第一で過ごして若々しくなっていますから、

ニ
＝

わが倶楽部は婦人が多く､水中で歩いて､健
食べることと､おしやくりについては､どの団

体にも負けないでしょう｡若返りながら､倶楽
部ができて早くも17年､もう少し続けていきた
いです。
年1回開いてきた食事会が20回目になると
きは､ちょうど東京オリンピック･パラリンピッ
クの年ですね｡持続して頑張ります｡会長の私
が一番の病人ですが､元気は一番です｡頑張り
ます。

替 地区Ⅷ一
オ クラ
ー国 rウー
F▲可

回ﾆｰﾆ

I

」 一グ 力

5月旧日 （日）ご演人…ゎ衝…ん…<麓達
鶏鰯襯懸認灘謬義艤鯛黙鱸聯
％
場所三害 総合病院茎懸讓墜臘縦鰹縫合病鯖南痢Fｴﾚべｰﾀｰ前
日時

※[自己血糖測定器]をお持ちの方は､当日ご持参ください。

■参加費／無料(※参加者は駐車場代も無料になります｡）■参加資格／当日午前9時〜12時頃まで参加できる方
■申込／当日9時〜9時45分までに南棟1Fエレベーター前に集合して下さい｡事前申し込みも可能です。
【お問い合わせ先】三豊総合病院､栄養管理課香川県観音寺市豊浜町姫浜708番地TELO875.52.3366(平日9:00〜17:00)
◇共催／(公社)日本糟尿病協会､香lll県塘尿病協会､三豊総合病院ノポ〃ﾚテｨｽｸﾌｧｰﾏ株式会社◇後援/香川県塘尿病対策推進会議◇協賛/大塚食品㈱､㈱遠藤製笛

＝

健康ウオーク

ZO1

啄魎

6月'7日(日)
卿繍灘
言韮営
会場ツインパル ながお :…会織に鰻"あり…40‑…/喝:" "‑ｸﾗﾘｰ／

開催日

14:45〜閉会式(表彰式）

※[血糖測定器]をお持ちの方はご持参ください。

■参加費用／1,500円(お弁当･飲み物･保険代）■服装／歩きやすい靴､動きやすい服装､タオル､帽子
◇共催／香川県糖尿病協会､日本イーライリリー株式会社◇後援／さぬき市民病院､香川県糖尿病対策推進会議

息
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印刷代(第25号､26号)

通信事務費

切手･はがき代

理恵交通費

3月、6月、9月、 12月

￨

一・一−凸

108,000
141 513

126 000

二二二合

計

704 281

繰

越

2，339 717

収支決算は正確かつ適正なものと認めます。平成30年2月25日
監事：福崎和義／監事：黒川有美子
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香川県糖尿病協会(平成29年度収支決算）

