現在 81 才、

糖尿病・腎臓病とも経過良好
透析にならず、毎日、元気に
一万歩、歩いています！

山本 哲三 さん
松村満美子のインタビュー

家内が食事をきちんとしてくれるので、
自分は病気を治さなければと思っています。
自営で塗装業を営んでいた山本哲三さんは、30 代後半に腎臓病だと診断されましたが

自覚症状もなかったので放置していました。62 才で糖尿病になり、奥様の徹底した食事
管理と体を動かすことによって糖尿病はかなりよくなりましたが、そのあいだに腎臓病が

進行。現在は奥様と一緒に腎臓病の栄養教室に通い、積極的に体を動かし、いつまで
も元気でいられるよう、病気が進行しないように治療に励んでいます。
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そうです。糖尿になったと

て、家内に頼んで一緒に勉強

いや、運動もやりました。
以前は自営で塗装業をして

病院の勉強会ですか？

んですけど、62 歳のときに

いと分かったんですか？

して、そしたらご飯のときに

て、家内が「あんた長いこと

よくなったんですけど、その

全部、計ったんですか？

ゆっくりしたら」というので

「タンパク尿がでているから

外来のときに先生にみてもら

ど遊んでいたら糖尿がでてき

阪市大病院を紹介してくれた

奥様、よくやってくださいま

それで、次はいつ頃腎臓が悪
平成 17 年です。糖尿病は

とき診てくれていた先生が、
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たんですよ。10 年くらい診
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ました。私はお酒は飲まない
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は食べてたんですよ。
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ていたときは体も動かしてい
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ければいけないと思って就職
したんです。

やっぱり塗装の仕事ですか？
いや、知り合いにめがねの

山本 哲三 さん
1936 年 3 月生まれ。81 才。30 代のころに腎臓が悪いことを指摘された

が放置。62 才で仕事をやめ体を動かさなくなったため、1998 年糖尿

病発覚。奥様とふたりで勉強し徹底した食事療法と運動により経過良

好だったが、タンパク尿がでていたため腎生検で膜性腎症と診断される。
現在は腎臓病の食事療法とともに、一万歩、歩くことを日課としている。
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どうして？いつからですか？
72 歳のときに、めがねの

会社で階段から落ちたんで
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腎臓病のほうは、どんな具合
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突然聞かれても答えられる

ように、検査結果を表にして
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したそうです。
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糖尿病の予防だけでなく、
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思っています。糖尿のときに
今でも一万歩歩いています。
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なくて、自分の年を考え疲れ
ころがあると休んで、1 時間
20 分ぐらいかかります。
それはいい運動ですね。

動かなあかん、動けばいつ

までも元気でいられると思っ
ているので…

そうですね。でもなかなかで
きないんですよね。

食事療法については家内が

きちっとしてくれて、至れり

尽くせりと感謝しています。
だから結果をだすためにも、
自分で病気を治さなければい
けないと思っているんです。
ご夫婦二人三脚で病気をよく

それはすごい、どんなところ

していこうというのは、すば
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らしいですね。

インタビューを終えて・・・・・・・・
大野記念病院での栄養の勉強会に参加なさっているところにお邪魔して話

を伺いました。検査データを表にしてグラフまで作り、奥様は食事の内容
をきちんと書き出してと、ご夫婦そろって病気のことを理解して、治療に取

り組んでいるのに感心しました。「料理の仕方や、温かいうちに食べるとか、
ちょっとした工夫で美味しくいただけます」と、栄養教室で教えてもらった
ことをすぐに実践なさっているとのこと。毎日、歩くのもなかなか実行でき
ないことで、私も見習ってもう少し歩くようにしなければ……
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