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前回例会（2552回）10/09の主な内容
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「10分間卓話」
廣瀬 彰人会員・井上 智裕会員・他谷 勝会員

担当： 職業奉仕委員会

1、月光価千金 2、第三の男 ３、ゴッドファーザー

2510月09日

09月25日

例会日 出席 欠席 出席率

62.50%【会員42名】

メークアップ2名 （80.00％）

15（内免除者
2名）

32（内免除者
2名）

「10分間卓話」
市橋 智昭会員・浅見 律子会員・岡本 博雄会員

担当：職業奉仕委員会

◎ 幹事報告 正木 一光

1、10月理事会報告

次々年度会長及び次年度理事役員を選

ぶ為の選考委員決定

（パスト会長より）

石井会員、佐治会員、中道会員、

宮内会員、橋本会員

（現理事より）

石橋会員、篠﨑会員

（会計監査委員として）

白井会長エレクト、吉川前年度会計

本日のピアノ演奏

米 山 月 間
職 業 奉 仕 月 間

◎ビジター紹介
本日の卓話講師

帝塚山学院大学
人間科学部食物栄養学科
教授 津田 謹輔 様 ◇◇◇委員会報告◇◇◇

親睦活動委員会 （森本委員長）

秋の家族親睦会のご案内

日 程：10月19日（土）

集合場所：京阪電車（出町柳駅）

見学場所：蓮台山阿弥陀寺天井絵

食事場所：八坂通り 燕楽

参加費 ：10,000円

職業奉仕委員会 （辻村委員長）

10分間卓話のご案内

10月16日（水）

廣瀬会員、井上会員、他谷会員

10月23日（水）

市橋会員、浅見会員、岡本会員

祝！親睦ゴルフコンペ優勝
大野 会員

す
す
き



卓 話

横尾 会員 先日は誕生日祝、有難うございました。

深田 会員 先週急用にて欠席致しました。

中道 会員 欠席のお詫び。

石井 会員 本日の卓話講師に、津田謹輔さんをお迎えし

ました。

10／09 誕生・ニコニコBOX 334,000円

◎ 会長の時間

会 長 菊田 芳

寒い頃に熱い飲み物ならば不思議ではありま
せんが、暑い夏の夕方からお多福面に天狗の面
の絵を描いた行灯に火を入れて前後担いの荷台
の前の上部にかんてき（七輪）に赤銅の釜を掛
け、後ろの荷台に瀬戸焼の大形の湯吞み、下方
に水桶などを積み込んで暗い辻角に荷を降ろし
「あまざけｪ～、あめゆう～」と云って露地か
ら露地を廻って歩いていました。

瀬戸焼の丸い大形の湯吞みにあま酒やあめ湯
を入れ、竹箸一本を差し添えて生姜のすり汁を
二、三滴落としたのを丸い盆にのせて「毎度お
おきに」と差し出していました。

このあま酒売りにも小車を美しく飾り立て、
赤銅釜を三つも四つも並べ長腰掛を積んで有名
橋のたもとの空地にデンと常店を張るものもあ
りました。

真夏の暑い頃に汗をながしながらフーフー吹
いて飲んでいる姿は今の人々からは考えられな
い風景でした。因みに「あまざけ」の季語は夏
です。

大阪シャレ言葉

「清正のセンチ（雪隠）入りで、槍離し」

用例

「お前のやることなすこと、清正のセンチ

入りでどんならん」

意味

「お前のやることなすこと、やりっ放しで

どうにもならん」

（～次ページに続く～）

「 メタボとロコモ 」

帝塚山学院大学
人間科学部食物栄養学科

教 授 津田 謹輔様

帝塚山学院大学人間科学部で週三回、管理栄
養士の育成の講義をし、週2回は京都の病院で

糖尿病外来を続けております。本日はこの守
口ロータリークラブで話をする機会を得まし
て、有難うございます。



（～前ページからの続き～）

卓 話 心臓疾患で亡くなる人は、一番は年齢が高くなる程、
多い。2番目にはコレステロールや中性脂肪の多い人、

それから喫煙、タバコ、高血圧、すでに心電図に異常
がある人も心臓に病気を起こし易い。そして肥満、そ
して「ヘモグロビン上昇」、これはどう言う事かと言
いますと血液の中の赤血球、白血球など細胞成分の量
の割に水気が少ないと思ってもらって良いです。血液
ドロドロという事です。水気の少ない所を通っている
と詰まり易い。そして糖尿病。

一方、脳卒中で亡くなる人はどういう人が多いのか。

まず、一過性脳虚血発作と言いまして、これは読ん
で字の如く一時的に血の循環が悪くなる。少し舌がも
つれて話をしにくくなるが、暫くすると治ってしまっ
た。そう言う人は後々本当の脳梗塞を起こしたりする
事がある。

それから高血圧。次が、心臓の異状で、その一番は
不整脈。心房細動などの不整脈があると頭が詰まり易
い。代表は長島茂雄さん。この様に心臓に不整脈があ
ると詰まり易い。

体の他の場所に動脈硬化があっても頭の血管が詰ま
り易い。糖尿病、コレステロール、タバコ。コレステ
ロール値が高いと、心筋梗塞を起こすのでコレステ
ロール値の高い人は気をつける。それから「ヘマトク
リット値」。これはヘモグロビン上昇と一緒で、少し
水気が少ない所を細胞が回っている。

この様な心臓や脳卒中、命に関わる病気の背景には、
コレステロールや高血圧や肥満、糖尿病といったごく
ごくありふれた病気が背景にあることが多い。
もう一つはタバコが両方に絡んでいる。

これはアメリカで行われていた研究なのですが、40
歳の男性が、毎年生きているかどうか、どんな病気に
罹ったのか、と調査をした。今でも続いている研究で
日本でも始まっている。何と息の長い研究、これはど
ういう事かと言うと、40歳の男性を毎年追っかけてい

くと、同じ年齢なのに心筋梗塞とか、心臓の病気を殆
ど起こさない人と、それより60倍多く起こっている人

には、どんな違いがあるかといいますと、少ない人は
コレステロールも正常で、糖尿病も無く、血圧も正常、
タバコも吸わない、心臓も大きくなっていない。そう
いう人でも少しは大きくなっているのは、老化現象か、
加齢現象かも知れない。ところが同じような年齢なの
に、こちらの人は60倍多く起こっている人はどんな人

かと言うと、コレステロールは高い、糖尿病はある、
高血圧、タバコは吸うし、その危険要因が合わさって
こんなに心臓の病気の起こり方が違う。昔からこの様
な事は解っていたのが、どうして高血圧や糖尿病が合
わさって来るのだろうか？よく解っていませんでした。

20年前ぐらいから解ってきたのが、内臓に脂肪が沢

山溜まる事、それが一番背景にあるのではないかとい
うこと。内臓に脂肪が溜まるとコレステロール値が上
がってくる、糖尿病が起こりやすい、高血圧がおこり
やすい。それらの病気がたまたま合併しているという
よりも、共通の原因があって起こってくるのではない
かと解って来ました。これはいろいろ学問的には問題
が多く、議論が多いですが、国は、非常に重大な病気
で医療費も高い、それぞれの改革も必要だけれども内
臓肥満を何とかすれば、いっぺんに、解決出来るの

今日は、「メタボとロコモ」の話をしたいと思って
おります。

「メタボ」と言うとメタボリック症候群（メタボ
リックシンドローム）でマスコミでもメタボ、メタボ
と有名になりました。ご存知の方も多いと思いますが、
「ロコモ」と言うのは、これから色々と国民に浸透さ
せていきたいと国が思っている話になります。

一番最初に「平均寿命と平均余命」。平成22年の統
計で平均寿命で男性が79歳、女性が86歳、男性もも
うすぐ80歳、僕は昭和24年に生まれましたが、あの
頃は、男性60歳位ですが、ここ2、30年平均寿命が伸

びてきました。その事は良くご存じかと思いますが、
そうすると男性70歳の方は、あと平均どれぐらい生き
られるだろうか？女性80歳の方はどの位生きられるだ
ろう。

こんな事を聞くから、平均寿命79歳と言っても79
歳、までではないのだろうなと気づいておられるだろ
うと思います。その通りで平均余命を見て見ますと、
男性70歳の人はあと16年ぐらい生きられるのだろう。
また女性が86歳の平均寿命ですが、80歳の方はあと
平均何年生きられる。 80歳の女性の方は、あと11年
生きられる。

0歳の人があと何年生きられるだろうか、と言うの

が平均寿命です。この年に生まれた女の赤ちゃんの平
均寿命が86年と理解して欲しい。

日本は非常に高齢化し、それは長寿社会を迎えてい
る事になるのですが、一方死因の大きなものは、３大
死因、以前は３大成人病と言われている。第１位は悪
性新生物と言うのですが、肺癌、胃癌、こう言うのは
高齢者になって多い。若い人に多い癌は肉腫、白血病
とか。約３人に一人は癌で亡くなっている事になりま
す。２番目は心臓疾患で、３番目は脳血管障害、いわ
ゆる脳卒中、日本人の６割がこの３つの病気で亡く
なっている。この内、心臓の病気と脳卒中を合わせて
動脈硬化と考えられる。

この１、２年上位３位を占めていたのが、変わりま
した。最近は第３位に肺炎が入って来ました。23年の

亡くなった統計数を見ますと心臓疾患、脳疾患の間に
肺炎が入ってきた。只、亡くなった数を数えてみます
と肺炎は、124,749人脳卒中は123,867人ですから選

挙で言えば接戦だったと言えます。一つは肺炎の亡く
なられた95％以上が、65歳以上だと言う事です。肺
炎が第3位になって来たことは日本は高齢化社会に

なってきたことに反映しているのだろう。肺炎には肺
炎球菌のワクチンがあり、1回しておくと5年間は有効

だと言う事ですが、絶対的でもありませんが、高齢化
社会になって来ると肺炎になるお年寄りの場合は注意
が必要です。

心臓、脳卒中と言う事になる。心臓の病気で亡くな
るのはどういう人が多いのか、脳卒中で亡くなる人は
どういう人が多いのか、と言う有名な統計があります。 （～次ページに続く～）



（～前ページからの続き～）

ではないかと、メタボを何とかしようと、メタボリッ
クシンドロームと言う名前で、国民の間に何とか知ら
せたいと、これが、数年前から始まったメタボ検診、
なかなか思うように効果を上げていないが、一応日本
で基準が作られました。

内臓に沢山溜まっているのを、本当はＣＴというも
ので検査をすると正確なのですが、健康診断でいちい
ち出来ませんから、手っ取り早い所からウエストの回
りを測る。お臍の回りで男性が85㎝以上、女性が90
㎝以上あれば内臓に脂肪が溜まっているのだというこ
とで、健康診断の目安に使われている。もし女性の方
で90㎝ないから安心かと言うと、この数字が出た後い
ろいろ研究が進みますと男性が大体85㎝がいいだろう
と、女性の90㎝は少し危険な方は見落としてしまうだ
ろうと、女性は90㎝は安心できないと思ってもらう。

こういう条件があってコレステロールや中性脂肪、血
圧が高い、糖尿病の心配があるというのが揃うとメタ
ボリック症候群と呼ばれる。メタボでなかったら安心
かと思われてしまう所がある。

だけど日本人は欧米人ほど肥満がきつくありません。
そしてメタボでは無い、糖尿病や高血圧の方が、数字
にすると圧倒的に多い。こちらに力を入れ過ぎたので、
指導がおろそかになっている。とにかくメタボを何と
かしたい、となります。

一つだけ覚えて帰ってもらうとすれば、皮下脂肪は
定期預金、内臓脂肪は普通預金、と言われるように内
臓脂肪は溜まりやすいが、減りやすい事が解っている。
同じように運動しても、皮下脂肪ではこれしか減らな
いが内臓脂肪が多く減る。

内臓脂肪が減ることによって、メタボを防ぐことが
出来るだろう。そして国は対策としてキャッチフレー
ズを「1に運動、2に食事、それから薬」とした。保険

医療費を使わず各自でやって欲しい。メタボが取り上
げられた最初の頃、日本肥満学会は朝から晩までメタ
ボ、メタボの議論でした。その時に神戸宣言と言う事
で、「サンサン運動」を掲げました。それは３㎏減ら
してウエストを３㎝減らすと体は、随分変わりますよ
と言う事です。これがメタボリック症候群と言う事に
なります。

それから「ロコモティブ」とは、現在整形外科の学
会が中心になってロコモティブ症候群と言うことで、
いろんな注意を喚起しようと動きがある。まだそれほ
ど浸透してないが、メタボに対応してこれから非常に
重要な問題になって来るだろう。

日本語にすると運動器症候群となりますが、この名
前はどこから来たかと言うと蒸気機関車からロコモ
ティブと言う言葉が使われた。

年をとってくると膝、関節、筋肉とかの運動器の障
害があって自分で動く力が落ちてくる、そして要介護
になる。要介護になるきっかけで一番多いのは、男性
は脳卒中が多い。しかし女性のかたが要介護になる
きっかけは、転倒が多い。それを何とかして行こうと

いう事です。
どういう事が起こって転びやすくなるか。

筋肉の力が落ちてくる、バランスの力が落ちてくる、
関節とか筋肉とか問題が起こってくる。

どういう人がロコモティブの症候群の兆しがあるか
というと、７つのチェックがある。整形外科で出され
ている。片足立ちで靴下が履けない。よくあるのは家
の中でつまずいたり、滑ったりする、階段を上るのに
手すりが必要かどうか、横断歩道を青信号で渡りきれ
るか、15分ぐらい続けて歩けない、２㎏程の重たい

物を持って帰るのが大変だ、布団の上げ降ろしなどが
やりにくい。

どうすればいいのか、一番簡単なのは、片足ずつ立
つ。左右１分間づつ１日３回ずつやればバランス感覚
が良くなる。何か持ってでも座ったり立ったりする。
スクワットをする。バランスを訓練して筋肉が落ちな
い様にすることが大切である。

東京大学の福永先生は、「貯筋運動」という事で全
国を講演して回っている。これは筋肉を貯め込もう、
筋肉を落ちない様にしよう、一番簡単なのは座った時
に足を真っ直ぐ伸ばす、これだけで、大腿四頭筋に力
が入る、立ち上がったり，転んだりすることを防ぐこ
とが出来る。だから座っていても駅で待っている時で
も足をチョット伸ばす。これでも役に立つ。

国では、出来るだけ体を動かしましょうと言ってい
る。だんだん便利な世の中になって来ると日々の生活
の中で動くことが減ってくる。動くことを増やそうと
いう事を「ニート（ＮＥＡＴ）」すなわち、ノンエク
ササイズ・ アクティビティー・サーモジェネシス
（Nonexercise activity thermogenesis）という。

とにかく体を動かそうという事で今、国は、「健康づ
くりのための身体活動基準2013」として「プラス
10」を呼び掛けている。これは10分多く体を動かそ

う、それだけで健康寿命が伸ばせますよ、極端な場合
は座っている時間を短くしましょう。

あとは食べる方の話をして覚えて帰ってもらおうと
思います。食育の中で『オカアサンハヤスメ』、オ＝
オムライス、カ＝カレーライス、ア＝アイスクリーム、
サン＝サンドイッチ、ハ＝ハンバーグ、ヤ＝ヤキソバ、
ス＝スパゲティ、メ＝メダマヤキ、共通してるのは、
脂肪分が多い、軟らかいものが多い、皆カタカナと言
う事で、従来の日本の伝統的な食事は出ていない。こ
の言葉に対して『マゴタチワヤサシイ』は、マ＝豆類、
ゴ＝ゴマ、タ＝タマゴ、チ＝乳製品、ワ＝海藻類、ヤ
＝野菜、サ＝魚、シ＝シイタケのキノコ類、イ＝イモ
類、を覚えておくといいです。

11月14日は世界糖尿病デーです。その日は世界中

のモニュメントがブルーにライトアップされる。この
様に糖尿病を何とか減らそうと啓蒙運動に使われてい
る行事です。

糖尿病には、笑うと血糖値が下がる、笑って食べる
と健康な人でも糖尿病の人でも血糖値があまり上がら
なかったと言うことで、日常生活を明るく過ごすこと
で健康には非常に大切だろういう事です。本日は、メ
タボリック症候群のお話をしました。これは内科的な
病気を防いで、国としてはなるべく医療保険を使わな
いで欲しいという事になります。

本日はご清聴ありがとうございました。（終わり）


