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こんにちは、子供の頃、ドン（お
らでいいかい？」
、私は「え〜と、それ
米を持っていくと火でじっくり
でお願いします」、先生は「それじゃ、
熱くして最後に”ドン”といって
先方に電話するね」と診察が始まって 5
ばくだんになるあれ）が大好きで、
分くらいの間に意図も簡単に決まって
何回も見てしまった、植木守です。
しまったのです。 えー！ 今まで、
10 月といえば秋です。きのこ採
健康を絵に描いたような私なのに・・・、
りの季節です。つい夢中になって 味が薄く感じる “そんな私が入院だなんて・・・”。
採って「迷子になってしまった」とならないように気
“入院”は、私には縁のない事だと思っていました。
をつけてくださいね。

元気が取り得の私が病気？
9 月 15 日に皮膚のあれがひどくて、泌尿器科へ行
くと「尿に糖が出てますプラス３です」
、「一度病院
で調べてもらったほうが良いで
すよ」と言うのです。
念のため翌日、もう 20 年以上も
通っている平岸にある内科クリ
ニックへ行ったのです。尿検査の
後に先生は、「いやー、しばらく
だね、尿に糖がプラス４だよ」と
言うのです、「明日、血液検査の
食欲が急に増えた
結果を聞きに来て下さい」と言
うので、「はい、
」と軽い調子でいたのですが・・・

検査の結果数値は病人？
翌日、内科クリニックへ行くと、
先生が
「植木さん、
いやーすごい値だよ」、
「緊急を要する状況ですよ、い
つ入院するようにしますか？」と、
言うのです。私は、「血液検査の結
果値を見せられびっくり仰天です」
値を見ると血糖値が 437、Hba1c（ﾍ
ﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝｴｰﾜﾝｼｰ）は 10.9。
（正常値は
血糖値 70〜110、Hba1c 4.3〜5.8）。
仕事がらこの手の数値は良く見る
やたらのどが渇く
のですが、今までにこの数値を見た
ことがないのです。完全な“糖尿病”の数値なのです。

5 分の会話で強制入院！？
いきなり入院と言われても・・・「本当ですか？本
当に入院しちゃうんですか？？？」と、先生に聞くと
「いやー本当だよ、私もこんな高い Hba1c を見たのは
初めてだよ」、先生は「糖尿だから分かりにくいが、
心臓だったらすぐに入院だよ、それほど大問題だよ」
と脅かしてくるのです。
私は、「そっか〜、そんなにひどいのでしたら入院
かな･･」と言うと、先生は「札幌○○○病院で明日か

何が何でも、あなたを守ります！

翌日、入院予定の病院へ

入院は翌日の 9 月 18 日、入院先は「札幌○○○病
院」
。ＪＲ桑園駅から徒歩 5 分ほどの場所にあり、市
立札幌病院から一本競馬
場側の道に面しているの
です。1 階の受付へ行って、
「今日入院の植木と申し
ます」と言うと、受付の女
性は「3 階の詰め所へ行っ
入院の病院
てください」と言うのです。私は、
「
“へ〜〜！” ま
だ”詰め所”と言う言葉は死語にはなっていなかった
んだ」と、思い 3 階の”詰め所”へ行ったのです。

入院中の仲間たち！
部屋は、3 階 311 号室。看護師さんに案内され、
「こ
のベットです」
、と言われたのは 4 人部屋の窓側です。
「はじめまして、今日から入院の植木と申します、
よろしくお願いします。
」と入り口の右の人に声をか
けるとニコニコしながら「Ｋです。よろしく」、Ｋさ
んは私と同じくらいの年齢に見えまし
た。入り口の左の人は、少しこわばった
声で「Ｇです。よろしく」
、Ｇさんは体
G でーす 型が“コロン”としている
30 代前半かな。窓際の右は落ち着いた感
じで「Ｏです。よろしく」、Ｏさんは私
O でーす
よりもだいぶ上の年齢に見えました。
荷物を置き妻と一息。
妻と一緒に「デイルーム（食堂）
」
へお茶を飲みに行きました。

覚悟をして入院開始！
デイルームは、
建物の北東の角に有り、
東方向は
“石
山通”をはさんで北大の農学部が見える、デイルーム
は、建物の北東の角に有り、
東方向はポプラ並木・はた
け・水田・牛舎・牛の放牧を
している。遠くには木の陰か
デイルーム
ら工学部の背の高い建物が見
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えるのです。つまり、北海道らしいのんびりした景色
が見えるのです。妻も帰り、いよいよ糖尿病の入院開
始です。先生の見立てでは、3
週間ちょっとになるとの事な
のです。さて・さて・まあ・
まあ・心配をすると色々ある
牛の放牧
が、ゆっくり養生するしかな
いなと、考えていました。

宮崎駿のアニメのシーンが！
9 月 28 日までに一通りの検査が終わり、先生が「心
臓も問題ない、どんどん運動して良いよ」というので
す。私は、「はい、どんどんしま
す」、と言い、29 日から”ちょっ
と急ぎ足の有酸素運動”を始める
ことにしました。
29 日の朝は快晴、窓際の私のベ
ットからは手稲山が一望でき、い
つにも増してきれいでした。病院
ポプラ並木
を出て、信号を渡り北大の農道に
でると、“二匹とんぼ”が前日の雨で出来た水溜りに
卵を産んでいました。牛の放牧、ポプラ並木、カモの
いる池等々を通って、会社の
ある北 8 条西 3 丁目までの 20
分はあっという間に過ぎてし
まうのです。今では無くなっ
た“昭和 30 年代の景色”が
池のカモ
“宮﨑駿”のアニメのようなシーンがこんなに身近に
有ったなんて改めて感動していました。

糖尿病は悪循環の加速！
さて、糖尿病をインターネットで調べてみると。
「糖尿病は、膵臓で作られるインシュリンという血糖
を低下させるホルモンの働きの低下や分泌量減少の
為に、血液の中の糖分が異常に高くなる病気」
と書いてあります。
糖尿病では、糖やタンパク
質が尿中へ排泄されますが、
それだけではなく、
亜鉛、マグ
ネシウム、
クロムな
どのミネ
ラルまで
もが多量
に排泄さ
れて、
コレス
テロール、
中性脂肪の濃度
が上昇します。
この糖分、コレステロール、
中性脂肪がインシュリンにベトベトと付着し、血糖を
下げるなどの作用が妨げられます。すると血糖値があ
がり、体にとって大切な栄養分が尿中へ排泄が加速さ
れます。糖尿病とはこの悪循環が加速的に起こり、発
症する病気と書いてありました。

退院は 10 月 15 日に決定！

糖尿病が治ったって本当！？

さて、入院中に医者・看護師に「糖尿病は治らない
その後、早く治りたい一心で病院
病気だから、上手に付き合わないとね」と何度か言わ
から会社までの約 2ｋｍ、往復で 40
れました。しかし、インターネット等を調べていると
分を毎朝欠かさず歩いたのです。そ
「食事を替えて薬が不要になった」「普通の生活が出
の後の、診察で「血糖値もだいぶ下
来るようになった」の話はよく出ている。食品は“か
がって安定してきましたね」、
「来週、 ぼちゃの種・アーモンド・牡蠣（カキ）”が良いらし
血液検査をして良かったら退院で
い。亜鉛他のミネラルの含有量が高く良く摂れる。衝
すね」と言うのです。
撃的だったのは、同じ職場のＡ氏は「3 年前に Hba1c
14 日の血液検査の結果は、もちろん健康体。入院
が 12 以上だったけど、足うらマッサージと、サプリ
してから全部の検査結果を並べて、
“良くなったな！” メントで今は糖尿前と同じ生活を送っている」と言う
としみじみと眺めていました。退院決定！
のです。先ずは、亜鉛他のミネラ
15 日は午後からの退院なので、しみじみとしてい
ルを多く含む食品を摂るのと、足
る時間はありません。午前中に日課の運動と荷物をま
うらマッサージとサプリメント
とめて等々忙しい。
をはじめたところです。“血糖値
かぼちゃの種
担当のｋ先生、看護師の
の測定器”と“体重体組成計”も
皆さん、他スタッフの皆さ
用意しています。もし、効果がありましたら、次回に
ん、大変お世話になりまし
でも掲載します。また、個人的にご連絡をください。
た。平岸の内科クリニック
のｋ先生、お見舞いに来て
3 階の詰め所の皆さん
頂いた方々、本当に有難うございました。
時間は、掛かっても治す努力していきます。役立つ
情報がありましたらお知らせ下さい。お願いします。

治そうと覚悟しました！？

何が何でも、あなたを守ります！
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