
ノリタケ新聞 2020年11月・12月号　VOL.1622020年11月・12月号　VOL.162

野菜から食べる
　数年前から「野菜から食べる」という食べ方がテレビ番組などでも頻繁に取り上げられ、ダイエッ
トや糖尿病の食事療法として注目されています。血糖の大幅な変動は、脳卒中・心筋梗塞発症につ
ながる細小血管や大血管障害に影響します。食後高血糖や1日の血糖変動幅が、動脈硬化と深い
関係にあることがわかっています。そのため、食事療法で血糖変動を減らすことは重要となります。
　食事をすると、血糖値が上がります。野菜に含まれる食物繊維には、でんぷんなどの炭水化物か
ら分解されたブドウ糖の吸収速度をゆるやかにし、血糖値の急激な上昇を抑える作用があります。
野菜料理は5分以上かけて、ゆっくりよくかんで食べましょう。
　その理由の１つは、野菜を食べた後、でんぷんなどの炭水化物が腸に入ってくるまでの時間が短いと、食物繊維の効果（炭
水化物の吸収速度を抑制して、血糖値の急上昇をゆるやかにする）が発揮しにくくなってしまうためです。このため野菜料
理の次には、肉や魚などの蛋白質のおかずを5分以上かけて食べ、最後に炭水化物を食べるようにすると効果的です。野菜
を食べてから主食を食べるまでに10分以上時間をかけるようにしましょう。
　もう１つの理由はよくかむことで脳の満腹中枢に十分に食べたという刺激が送られて、主食の「炭水化物をもっと食べた
い ！ 」という欲求が減少することです。そうすれば皆さんが歯を食いしばらなくてもお米を今までより少ない量で我慢できる
ようになりやすくなると思います。厚生労働省は1日350ｇ （うち緑黄色100ｇ）の野菜を摂りましょうと推奨しています。糖
尿病の患者さんは主食の摂取を減らすためにも野菜は1日350g～ 450g摂るとよいでしょう。これは1食で生の野菜なら両
手一杯の量、加熱した野菜なら片手1杯の量以上が目安です。野菜の他にきのこや海藻も同じ効果が期待できます。1食に
生の野菜サラダとひじき煮などなるべく2皿以上の野菜のおかずを用意しましょう。 

ここでクイズです。下記のおかず、あなたならどれから食べますか？
（1）ポテトサラダ　（2）大学芋　（3）ほうれん草のお浸し　（4）れんこんのきんぴら
答えは簡単ですね ！　自信のない方は、スタッフに確認してください。
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私の履歴
透き通ったアマゾン川での釣り（2-1）
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2020年11月 ～ 2021年1月の診療予定です。
宜しく御了承ください。

－ 休診のお知らせ －

アマゾン1日目（12月29日）の釣り
　Versa号に到着した我々総員10名はランチの後にさっそくボー
トに分乗しての釣りを始めた。この半年間、毎朝 “うしく運動公園” 
の中にある “芝生の公園” でシングルハンドキャスティングで重い
フライを投げる練習を頑張ってきた。雨の日も風の日も診療が始
まる前の20～ 30分間ほとんど欠かすことなく練習した。私の運
動公園での顔見知りは、私より少し年長と思われる大きな老犬と
毎日散歩に来ている男性とその男性と同じくらいの年齢と思われ
る詩吟練習のおばさんだ。毎朝、約束をしてもいないのに同じ時
間帯に “芝生の公園” 周辺で出会うので、仲間のような感覚を私
は勝手に持っている。せっかくアマゾンまで
行っても、練習しないと一匹も釣れない状況
は十分考えられた。何せアマゾン川でフライ
釣行した日本人はあまり多くないのだ。初日は
あまり暑くはなかった。今こそ練習の成果を見
せなくてはいけない。「頑張るぞ ！ 」　とアマ
ゾン川最初のキャスト！  しかし緊張して完全に
失敗キャストに終わってしまった ！  「アァ ！ ！ 」
左からの風があって、自分が思うようにフライ

が投げられない。まぁ人生とはこんなものだ ！  しばらくして軽め
のフライに変更してやっと20ｍくらい投げられるようになってき
た。その直後に私のフライの後ろに魚 ！ 「チエイス ！ 」 大きいピー
コックバスが途中まで私のフライを追ってきたのが見える。しかし
バイトには至らず。「残念 ！ 」その後35cmほどのパッカ（アスー
の幼魚）が1匹釣れた。パッカは成魚のアスーとは色も形もだい
ぶん違う。アスーが釣りたかったが、正直1匹釣れてくれてうれし
かった。アマゾン川初日、パッカ１匹しか釣れなかったのでちょっ
と今後の釣りが不安になっていたが、帰りに見たアマゾンの夕陽
は文句なしに雄大できれいだった。　　　　　　　（裏面へ続く）

当院ではコロナの影響もあり一般の診療時間の受付を午前は11：00、午後は4：00とさせていただいています。ご注意ください。
今年は発熱すると新型コロナウイルス感染症との見分けがつきにくいので、インフルエンザワクチンをなるべく早めに接種することをお勧めしています。

アマゾン2日目（12月30日）の釣り
　我々が寝ている間にValsa号はアマゾン川をさかのぼり昨日の
釣った場所よりかなりネグロ川の上流に移動していた。朝6時に
起床。食堂で朝食をたべる。ホットサンド、果物、ゆで卵、ケーキ、
コーヒーといった感じで、野菜が少なく炭水化物に偏った食事に
なっていたのは私の職業の観点から気になる点ではあった。
Valsa号での食事は全体的にあまりおいしいと感じるほどではな
かったが、ホットサンドや果物はおいしかった。
　釣りは朝食後の7時開始。母船（Valsa号）から二人ずつ小型ボー
トに乗船してそれぞれのガイドが思い思いの地点に向かって母船
から散っていく。アマゾン川というと濁った茶色の流れを私も思い
浮かべていたが、ネグロ川（アマゾンの支流で、本流のやや北
方を流れている）はまったく濁りがはいっていない。釣り始めて
すぐに村ちゃん（ツアーコンダクターでこの釣行での私のバディー。
これから7日間彼と釣りをすることになった）がアスーを釣ったが、
私にはあたりがなかった。その後しばらくして大きなワニを発見。
5ｍを超える大物だ。ワニがルアーに食いつくところを私に見せて
くれようと、村ちゃんが針のないルアーをワニの鼻先に投げて誘
う。 何回かトライするうち4投目にワニが食いついた。針がついて
いないので、もちろん針がかりはしないが、ワニがルアーに食い
ついて、そのあとなかなか口を開かなったので村ちゃんはかなり
焦った。ルアーはもうだめかと思われたが、1分くらいしてようや
くワニが口を開けた瞬間にルアーを回収できたのはラッキーだっ
た。ルアーを見せてもらうと大きな傷 （ワニの歯形）が残っていた。
ワニのせいかどうかわからないがキャストを延々と繰り返しても私
にはアスーは釣れなかった。

　この日の夕方にアマゾ
ンのスコールに遭遇した。
みるみる青空が暗くなっ
て風が吹き始め、頭上に
右から大きな黒雲が迫っ
てきた。ジュディオ（我々
のボートのガイドで船長）
がボートのエンジンをフ
ルスロットルにしてその雲
から逃げようとするが、結
局逃げ切れずにちょうど
近くにあった集落に雨宿り
させてもらうことにした。
集落といっても2軒の家があるだけだった。家のそばの船着き場
で下船し、雨が降り出す直前にサンバなどを踊るダンスホールの
ような建物に逃げ込んだ。そこに民家の主人らしき人がいて、ジュ
ディオが彼に何か話をしていた。民家の主人は身長160cm、年
例50歳くらいだろうか？ 日焼けして屈強そうなインディオだった。
快く雨宿りをさせてくれたので助かった。すぐに天のバケツをひっ
くり返したような豪雨が始まった。雨でさっきまでまじかに見えて
いた周辺の森さえも見えなくなった。豪雨と強風が30分ほど続き、
それから嵐は去っていった。雨があがると我々は民家の主人に
コーラ2本のお礼を残して、また釣りに出かけたのだった。「こん
な豪雨を局地的豪雨？と呼ぶのかなぁ？日本でもこんな凄い雨が
今後は多くなるのかなぁ？」などと考えていた。豪雨の後はどうい
うわけか、アスーが釣れることが多いということだったが、残念な
がら私は朝からNo fishのままに終わったのだった。アァ ！ ！
　その日の夜に皆が船の食堂で宴会をしていたが、私は釣れな
くて皆の話の輪に入りにくかったので、3階にあるデッキに上っ
てみた。そこには漆黒の夜空に今まで見たことのない美しい星々
が輝いていた。今まで見た、どの夜空よりもきれいだと思った。
オリオン星座は日本では冬の星座として知られているが、アマ
ゾンでも12月の末にはっきりオリオン座が確認できた。こんな
荘厳なオリオン星座と天の川を私は今まで見たことがなかった。
「満天の星空とはこういうことなんだ」と思い知った。星空に圧
倒されながらも、明日はきっと釣るゾォー ！ ひそかに心に誓った
のだった。　
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▲ パッカを釣っている姿 ▲ 釣りあげたパッカ



アマゾン1日目（12月29日）の釣り
　Versa号に到着した我々総員10名はランチの後にさっそくボー
トに分乗しての釣りを始めた。この半年間、毎朝 “うしく運動公園” 
の中にある “芝生の公園” でシングルハンドキャスティングで重い
フライを投げる練習を頑張ってきた。雨の日も風の日も診療が始
まる前の20～ 30分間ほとんど欠かすことなく練習した。私の運
動公園での顔見知りは、私より少し年長と思われる大きな老犬と
毎日散歩に来ている男性とその男性と同じくらいの年齢と思われ
る詩吟練習のおばさんだ。毎朝、約束をしてもいないのに同じ時
間帯に “芝生の公園” 周辺で出会うので、仲間のような感覚を私
は勝手に持っている。せっかくアマゾンまで
行っても、練習しないと一匹も釣れない状況
は十分考えられた。何せアマゾン川でフライ
釣行した日本人はあまり多くないのだ。初日は
あまり暑くはなかった。今こそ練習の成果を見
せなくてはいけない。「頑張るぞ ！ 」　とアマ
ゾン川最初のキャスト！  しかし緊張して完全に
失敗キャストに終わってしまった ！  「アァ ！ ！ 」
左からの風があって、自分が思うようにフライ

が投げられない。まぁ人生とはこんなものだ ！  しばらくして軽め
のフライに変更してやっと20ｍくらい投げられるようになってき
た。その直後に私のフライの後ろに魚 ！ 「チエイス ！ 」 大きいピー
コックバスが途中まで私のフライを追ってきたのが見える。しかし
バイトには至らず。「残念 ！ 」その後35cmほどのパッカ（アスー
の幼魚）が1匹釣れた。パッカは成魚のアスーとは色も形もだい
ぶん違う。アスーが釣りたかったが、正直1匹釣れてくれてうれし
かった。アマゾン川初日、パッカ１匹しか釣れなかったのでちょっ
と今後の釣りが不安になっていたが、帰りに見たアマゾンの夕陽
は文句なしに雄大できれいだった。　　　　　　　（裏面へ続く）
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透き通ったアマゾン川での釣り（2-2）
アマゾン2日目（12月30日）の釣り
　我々が寝ている間にValsa号はアマゾン川をさかのぼり昨日の
釣った場所よりかなりネグロ川の上流に移動していた。朝6時に
起床。食堂で朝食をたべる。ホットサンド、果物、ゆで卵、ケーキ、
コーヒーといった感じで、野菜が少なく炭水化物に偏った食事に
なっていたのは私の職業の観点から気になる点ではあった。
Valsa号での食事は全体的にあまりおいしいと感じるほどではな
かったが、ホットサンドや果物はおいしかった。
　釣りは朝食後の7時開始。母船（Valsa号）から二人ずつ小型ボー
トに乗船してそれぞれのガイドが思い思いの地点に向かって母船
から散っていく。アマゾン川というと濁った茶色の流れを私も思い
浮かべていたが、ネグロ川（アマゾンの支流で、本流のやや北
方を流れている）はまったく濁りがはいっていない。釣り始めて
すぐに村ちゃん（ツアーコンダクターでこの釣行での私のバディー。
これから7日間彼と釣りをすることになった）がアスーを釣ったが、
私にはあたりがなかった。その後しばらくして大きなワニを発見。
5ｍを超える大物だ。ワニがルアーに食いつくところを私に見せて
くれようと、村ちゃんが針のないルアーをワニの鼻先に投げて誘
う。 何回かトライするうち4投目にワニが食いついた。針がついて
いないので、もちろん針がかりはしないが、ワニがルアーに食い
ついて、そのあとなかなか口を開かなったので村ちゃんはかなり
焦った。ルアーはもうだめかと思われたが、1分くらいしてようや
くワニが口を開けた瞬間にルアーを回収できたのはラッキーだっ
た。ルアーを見せてもらうと大きな傷 （ワニの歯形）が残っていた。
ワニのせいかどうかわからないがキャストを延々と繰り返しても私
にはアスーは釣れなかった。

　この日の夕方にアマゾ
ンのスコールに遭遇した。
みるみる青空が暗くなっ
て風が吹き始め、頭上に
右から大きな黒雲が迫っ
てきた。ジュディオ（我々
のボートのガイドで船長）
がボートのエンジンをフ
ルスロットルにしてその雲
から逃げようとするが、結
局逃げ切れずにちょうど
近くにあった集落に雨宿り
させてもらうことにした。
集落といっても2軒の家があるだけだった。家のそばの船着き場
で下船し、雨が降り出す直前にサンバなどを踊るダンスホールの
ような建物に逃げ込んだ。そこに民家の主人らしき人がいて、ジュ
ディオが彼に何か話をしていた。民家の主人は身長160cm、年
例50歳くらいだろうか？ 日焼けして屈強そうなインディオだった。
快く雨宿りをさせてくれたので助かった。すぐに天のバケツをひっ
くり返したような豪雨が始まった。雨でさっきまでまじかに見えて
いた周辺の森さえも見えなくなった。豪雨と強風が30分ほど続き、
それから嵐は去っていった。雨があがると我々は民家の主人に
コーラ2本のお礼を残して、また釣りに出かけたのだった。「こん
な豪雨を局地的豪雨？と呼ぶのかなぁ？日本でもこんな凄い雨が
今後は多くなるのかなぁ？」などと考えていた。豪雨の後はどうい
うわけか、アスーが釣れることが多いということだったが、残念な
がら私は朝からNo fishのままに終わったのだった。アァ ！ ！
　その日の夜に皆が船の食堂で宴会をしていたが、私は釣れな
くて皆の話の輪に入りにくかったので、3階にあるデッキに上っ
てみた。そこには漆黒の夜空に今まで見たことのない美しい星々
が輝いていた。今まで見た、どの夜空よりもきれいだと思った。
オリオン星座は日本では冬の星座として知られているが、アマ
ゾンでも12月の末にはっきりオリオン座が確認できた。こんな
荘厳なオリオン星座と天の川を私は今まで見たことがなかった。
「満天の星空とはこういうことなんだ」と思い知った。星空に圧
倒されながらも、明日はきっと釣るゾォー ！ ひそかに心に誓った
のだった。　

（次号へ続く）▲ 母船に繋がれたボート。これにガイドと2人の釣り人が乗り込む

▲ 我々の船のガイド兼船長のジュディオ


