他局でも同様のニュー

実際に使われる時間、

なる。運

とりかかり、シャワー

動してい

を浴びて髪を洗う。誰

る人はス

スは取り上げられてい

「先生～ご無沙汰して

ポーツド

くろだより

ます。今お暇ですか。

リンクで

るので今回のキーワー

僕糖尿病専門ではない

もよいが

も髪型なんて見ていな

ので、一度先生に見て

「テレビ慣れしてるん

ド、どの点で他と差別

たんです。チャンスが

いただきたいのですが。」

ですか？」「いや今日

い事は承知なのだが、

あれば取りに行け。

平松「いいですよ～、

この辺りの中二感は卒

「黒田先生ペットボ

「めんたいプラス」は

送って～」と二つ返事

運動しな

化するかを提案。

トル症候群って診たこ

「めんたいワイド」へ

い人はノ

んたいワ イド』 のコ メンテ ーター と語 ってい た
黒田医師 。周囲 から はスケ ールが 小さ いなと 笑
われていたが、急遽ニュース「めんたいプラス 」
への出演 がＯＡ 前日 に決定 。喜び を「 長いす ご
ろくを想 定して いた が、３ 回目の サイ コロで 一
気に折り 返し地 点ま で進を 引いた 感じ 。今回 の
たなぼた出演を次に活かしたい」と語る。

ましたし、父親も似た

何人も診て主治医して

を１例で切り上げさせ

出演が決定。手術麻酔

よ！」と送ると１分で

「僕やってもいいです

くれる環 境が幸せ です 。 り 、 氷 菓 や ア イ ス で も

が気軽に相談対応して

一緒に働いた上の先生

になったニュースもあ

スボックスが出荷停止

筋肉を

ルが良い。

＋ミネラ

ンカロリー

松真祐医師に相談。

院糖尿病内科部長の平

福岡市にある浜の町病

渡して反応を見た後は

麻酔科上司、責任者に

完成し た資料を 同僚 、

とある？」と８月７日

の栄光の架橋だ。７時

デビューです」。前日

業できないという。

夜に同僚の内科医師か

にサクレレモンやアイ

夢は地 元ロー カル 局ＦＢ Ｓニュ ース 番組『 め

ら聞かれた黒田医師。

で添削を快諾していた

ような状況になりまし

ペットボトル症候群に

「ありますよ。救急で

たよ。何でですか？」

今度お礼したい」。
予行演

てもらって資料作成に

習をしよ
うと考え

「表情が

かった」

たより良

た。「思っ

寄せられ

評が多数

感想、批

クショや

編集後記

のか注目される。

と語る。次はどうする

作りに期待してほしい。」

た。更に飛躍した身体

ことが自信につながっ

ザップで身体作りした

の意見に黒田は「ライ

トレ推しｗｗ」これら

た来てくださいとアピー

りやすい」「テレビ映

した」「めっちゃわか

イケメンっていってま

今回は予定を変更し

ルした黒田医師。

りはばっちりだったよ」

て急遽テレビデビュー

鍛えると血糖を取り込

ＳＮＳで告知し放送

「緊張してるように見

「医者み

みやすくなるため安定

当日を迎えたが、放送

た い 」

直前に業

すること。以上３点を

時間中は産業医科大で

をお送りしました。Ｑ

者の訪問

軸にし、王道路線を少

Ｒコードから資料をご

が入り、

し外して解説すること

次回も少し医療ネタ

「見てたらいきなり出

結果的に

を入れ、大規模災害の

覧ください。

ぶっつけ

肉がやばかった」「親

の災害講習 の懇親 会中 。 え な か っ た 」 「 腕 の 筋

た資料を

だより』を手渡し、ま

了。しっかりと『くろ

る間に放送があり、ス

ライザップ芸をしてい

自己紹介したり脱いで

まった」「まさかの筋

と姉にＬＩＮＥしてし

ポー トをお 送りし ます 。

救急に関する講習会レ

分程 度で 終

取材 は

とした。

てきて、うわーと言っ

そうやん」

「真面目

硬かった」

も非常に重要。まず痩せろ。(黒田)
印刷し

ていたが

脂肪を分解し続けて体重が激減する。
一瞬いいじゃん、痩せるなら。と思え
るが、高血糖持続と脱水により身体は
かなりのダメージを受け、腹痛、嘔吐、
気分不良、意識障害、膵炎、そして最
悪の場合は死亡する。運動する人は糖
分入りでもよいがしない人はノンカロ
リー＋塩分が良い。筋トレはインシュ
リンを効きやすくするため、運動、筋
トレが重要。ＢＭＩ２５以上の男性は
重症化しやすいため、痩せておくこと

本番に。

黒Ｐは筋トレ推し

「テレビが明日来てペッ
ト ボトル 症候群 に つい
て インタ ビュー 取 材し
たいと言っているんだ。
何か教えてくれる？」
かつて診てきたペッ
ト ボトル 症候群 の 症例
を もとに 説明。 「 黒田
先生、かわりにやる？」

OAを見よう。記者お姉さん困り顔だ。

手渡し、

30

と 言われ たもの の 最初

「取材 当日の 朝 、オ

は断ったと言う。

ペ 中にふ つふつ と した
も のが沸 き上が っ てき

ペットボトル症候群とは

てしまった」「友達も

づけられた糖尿病の 1つの状態。甘い
飲み物を飲み続けることで高血糖にな
り膵臓が疲弊する。インスリンが不足
し高血糖が持続する。血糖値が高いと
多尿になり、糖と水分が一緒に出てい
くため激しい脱水を起こす。血糖は高
いが細胞は糖分を使えない状態のため、

だいた。かつて短期間

動で最新号が届きます

分 同 僚に ＬＩ Ｎ Ｅで

LINE ＠に登録すると自

1980年代、多数の若い男性がペット
ボトル飲料を飲み発症したことから名
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最新の救急医療、予防医学から家電まで扱うフリーペーパー。君の名は
第023

筋肉をつければ血糖値は安定？黒田めんたいplus

8月のＤｒカーではパチンコ店内で心肺停止患者発生。真後ろで心臓マッサージされているのに平然と打ち続ける姿に衝撃を受けました。

