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● プログラム ●

《午後１時》
●開会の辞　　（社）日本糖尿病協会東京都支部長（東京都糖尿病協会会長）　	菅原　正弘
　　　　　　　表彰式

《午後１時30分〜》
●講　　演　　基調講演　「健康長寿を目指して—糖尿病とのつきあい方」
	 座長　東京医科大学第３内科教授　植木　彬夫
	 演者　東京都健康長寿医療センターセンター長　井藤　英喜

《午後２時30分〜》　（休憩）

《午後２時45分〜》
●パネルディスカッション	「壁を乗り越えて一歩進んだ療養生活を送るために」
	 座長　関東中央病院代謝内分泌内科部長　水野　有三
	 東京都健康長寿医療センター内科総括部長　荒木　　厚
１）制限を柔軟に乗り越えて、有効な運動と豊かな食事療法を目指して
	 加藤内科クリニック院長　加藤　光敏
２）低血糖に対処して、インスリン注射とうまくつきあうために
	 JR東京総合病院　糖尿病内分泌内科部長　山下　滋雄
３）糖尿病治療で老化を防ごう
	 関東中央病院　代謝内分泌内科部長　水野　有三

《午後４時35分〜》　（休憩）

《午後４時45分〜》
患者代表「糖尿病患者として歩み」
	 東京都健康長寿医療センター患者会「育寿会」会長　笠原　信孝

《午後４時55分〜》	
●閉会の辞　　実行委員長	 東京都健康長寿医療センター内科総括部長　荒木　　厚
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挨　拶

第48回糖尿病週間に際して
医療法人社団　弘健会　菅原医院院長
昭和55年　順天堂大学医学部卒業
　　　　　順天堂医院にて診療に従事
平成５年から現職。

日本糖尿病協会理事
東京都支部長（東京都糖尿病協会会長）
東京内科医会会長
日本臨床内科医会常任理事
日本糖尿病療養指導士認定機構理事
東京都糖尿病対策推進会議幹事
日本糖尿病対策推進会議ワーキンググループ委員（日本医師会）
東京都医師会健康食品の安全性検討会　委員長
2000年　糖尿病週間東京２０００実行委員長
2001年　日本臨床内科医学会　医学会長賞受賞
2006年　日本臨床内科医学会　実行委員長
2008年　第48回　日本糖尿病協会総会・年次集会会長
2009年　東京内科医会　川上記念賞受賞
日本内科学会評議員・日本糖尿病学会学術評議員・日本リウマチ学会評議員

著書：よくわかるメタボリックシンドローム脱出法（講談社）　
『40歳からの糖尿病との上手なつき合い方』（中経出版）最新刊ほか。

　会場の皆さん、こんにちは。東京都支部長の菅原
です。今年の全国糖尿病週間のテーマは『チーム医
療で糖尿病透析予防』です。標語は『医療の輪　つ
なげて取り組む　透析予防』で千葉県の鈴木實氏の
作品が選ばれました。東京で開催される第48回糖尿
病週間は東京都健康長寿医療センター内科総括部長
荒木厚実行委員長のもと、『一歩進んだ療養生活を
目指して』をテーマに開催します。センター長の井
藤英喜先生からは、健康長寿を目指した、糖尿病と
のつき合い方についてご講演頂きます。寝たきりの
３大原因は脳梗塞、転倒による骨折、認知症ですが、
糖尿病はすべてに関わってきます。また、低血糖そ
のものが、梗塞、転倒、認知症の誘因になります。
パネルでは、俗にピンピンコロリといいますが、元
気で長生きするための一歩進んだ療養生活について
ベテランの先生方と共に考えます。これらを実践す
ることが、腎症などの合併症予防にも繋がります。
今日の講演が、皆さまにとってとても役に立つもの
であることを確信しています。最後まで、ごゆっく
りご聴講下さい。　　
　日頃の診療を振り返ると、糖尿病患者さんのスト
レスは次の４つに分けられるかと思います。①糖尿
病の悪化や合併症の発症、低血糖発作などに対する
不安からのストレス、②食事療法や運動療法、イン
スリン治療、自己血糖測定など、休むことなく治療
を継続していくことに対するストレス、③仕事やお
金、結婚、出産など、社会活動や自分の生活に関す
るストレス、④家族や友人、主治医との人間関係に
関するストレス。

	これらのストレスの多くは友の会に入会し、同じ
病気の悩みに上手に対処してきた先輩や友と知り
合い、語り合うことで解決できることが多いかと思
います。友の会に参加されている方々は、日常を楽
しく暮らしているだけでなく、概して血糖値などの
コン卜ロ一ルも良好です。この理由はいろいろある
のでしょうが、心の隙間が満たされることが大きい
のではないかと思っています。糖尿病という同じハ
ンディを背負って生きているたくさんの友との語
らいが、少しづつ心の隙間を埋めていくのではない
でしょうか。　
　	東京都支部の場合、5900人の会員を擁し日糖協
の中核として活動する一方、歩く会やブロック糖尿
病教室を開催、模範となる糖尿病患者を師範とし
て表彰するなど、独自の活動も展開してきました。
都內では143の医療機関が友の会を作っており、こ
の数年で	20以上増えています。まだ入会されてお
られない方は是非この機会に入会することをお勧
めしたいと思います。多くの同じ病気を持った仲間
を見つけて下さい。励まし合える友の存在は、糖尿
病療養生活を楽しく充実したものに変えてくれる
はずです。都內の友の会一覧、講演会、歩く会の情
報は本会のホ一厶ぺ一ジをご覧下さい。		一定時間
を経てからの掲載になりますが、過去の抄録集や会
報を読むこともできます。（東京都糖尿病協会）で
検索して下さい。これからも糖尿病協会は今まで以
上に皆様の支援を行っていく所存ですのでご期待
下さい。

菅原　正弘
（社）日本糖尿病協会

東京都支部支部長
（東京都糖尿病協会会長）
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挨　拶

実行委員長のことば
昭和58年３月　京都大学医学部卒業
昭和58年６月〜京都大学医学部附属病院老年科研修医
昭和59年６月〜静岡労災病院（現、浜松労災病院）内科研修医
昭和60年４月　京都大学医学部大学院入学
平成元年〜東京都老人医療センター内分泌科医員
平成７年４月〜英国ロンドン大学ユニバーシティカレッジに留学 
平成８年３月〜米国ケースウエスタンリザーブ大学に留学 
平成18年７月〜東京都老人医療センター内分泌科部長
平成21年４月〜東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科部長（名称変更）
平成24年４月〜東京都健康長寿医療センター内科総括部長
現在に至る
医学博士    
東京都健康長寿医療センター内科総括部長
所属学会：日本糖尿病学会（専門医、指導医、評議員）、日本老年病学会（専門医、指導医、
代議員）、日本病態栄養学会（専門医、評議員）、日本糖尿病合併症学会（評議員）、日本糖尿
病協会（療養指導医）、日本内科学会（認定内科医、指導医）

　第48回糖尿病週間講演会の実行委員長を務めさせ
ていただく荒木と申します。この講演会は世界糖尿
病デーの10月14日に合わせて糖尿病週間に開催され
る講演会です。ところで皆さんは世界糖尿病デーが
どうして10月14日なのか知っていますか？ 10月14
日はインスリンを発見したカナダの医師のバンティ
ングの誕生日を記念して、世界糖尿病デーと定めら
れています。この糖尿病デーを含んだ週間が糖尿病
週間となっており、日本だけでなく、世界じゅうで
様々なイベントが開催されます。
今回の糖尿病週間の講演会では「一歩進んだ療養生
活を目指して」というテーマで基調講演とパネル
ディスカッションを企画いたしました。基調講演は、
「健康長寿を目指してー糖尿病とのつきあい方」と
題して、私の恩師でもある東京都健康長寿医療セン
ターのセンター長の井藤英喜先生にお話いただきます。
糖尿病の原因や治療について知ることは勿論大切で
すが、療養生活の上では、どのように病気と向き合っ
て生活を送るかが大切なことであると思います。井
藤先生の長い経験に基づいた含蓄のある、かつ楽し
いお話を拝聴できることを楽しみにしています。
　パネルディスカッションでは、「壁を乗り越えて
一歩進んだ療養生活を送るために」がテーマです。
糖尿病の療養生活の障壁（＝壁）になると考えられ
る「食事・運動」「低血糖とインスリン治療」「年を
とること」の３つの問題について、いずれも療養指
導の経験が豊かな加藤クリニックの加藤光敏先生、
JR東京総合病院の山下滋雄先生、関東中央病院の
水野有三先生にそれぞれの問題について講演してい
ただきます。講演の後に、さらに全員で討論してい
ただくことで、少しでも療養生活を豊かにする方法
が見出すことができることを期待しています。
糖尿病の治療で問題になることは医療者の言葉で言
えば、「セルフケア」と言われる食事、運動、薬の内服、
インスリン注射です。しかし、この「セルフケア」
は、人によっては日常の仕事や生活と相容れないも
のであったり、人間の本来の欲求と矛盾することが

あったりします。DPP-4阻害薬の登場やインスリン
治療の進歩によって、糖尿病治療は着実に進歩して
きています。しかし、糖尿病の合併症で困っている
患者さんやSU薬による重症の低血糖で入院する患
者さんはまだまだ減ってはいないように思います。
また、年をとると共に、膝や腰が痛くなって運動す
ることが大変になって、糖尿病の治療が難しくなる
こともあります。多くの病気があり、薬の種類が増
えると、薬をきちんと飲むことも実は大変な事こと
かと思います。こうしたありふれた、かつ重要な問
題について、パネルディスカッションを通じて、演
者だけでなく、講演に参加された皆さんともに考え
てみたいと思います。
　震災以後、「がんばる」という言葉を「頑張る」
という漢字を使わずに「顔晴る」という漢字を使う
ことが多くなっています。一人で頑固にがんばり続
けるのではなくて、皆で支え合い、明るく生きるよ
うな意味を込めた「顔晴る」が好まれるのだと思い
ます。実は、糖尿病の療養も「頑張る」ではなくて「顔
晴る」ことが大事ではないかと思います。糖尿病の
治療は「頑張る」ことがすべてであると思うと途中
でくじけて折れてしまいます。しなやかな枝のよう
な柔軟さが求められます。例えば、患者会の運動教
室に、糖尿病の患者さんが集まって皆で楽しく運動
をしている時は、診察室で拝見するお顔とは違って、
エネルギーが満ち溢れ、生き生きとした表情となり、
「顔晴る」ことが感じられる瞬間です。きっと日常生
活の中で、そうした「顔晴る」時を見つけることが「一
歩進んだ療養生活」につながるような気がします。
　「顔晴る」人を見ていると周りの人も「顔晴る」
ようになります。すなわち、「顔晴る」は、皆に伝
染し広がることが特徴です。このように「顔晴る」
糖尿病の患者さんが増えて行きますと、糖尿病に対
する偏見や誤解が無くなって行くように思います。
この糖尿病週間講演会を通じて、糖尿病のシンボル
であるブルーサークルの輪が、「顔晴る」と共に広
がることを祈念し、挨拶に替えさせていただきます。				

荒	木			厚
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挨　拶

座長のことば
1973年　東京医科大学卒業
1973年　東京医科大学内第三講座 入局
1981年　東京都立府中病院 糖尿病外来設置
1983年　東京医科大学上高地診療所所長代理
1986年　内科総医局長
1992年　東京医科大学八王子医療センター 内分泌代謝科 部長
1994年　東京医科大学第三内科　助教授
2002年　東京医科大学内第三講座 糖尿病内分泌代謝教授
2003年　東京医科大学八王子医療センター情報部室長
2003年　東京医科大学上高地診療所長
2009年　東京医科大学総合情報部長 
NPO 法人西東京臨床糖尿病研究会  副理事長
多摩糖尿病治療懇話会　代表世話人
東京臨床糖尿病運動療法研究会 代表世話人
西東京 EBM研究会 代表世話人 
糖尿病と認知症研究会 代表世話人

植木　彬夫

　2012年には最大の団塊世代である昭和22年生まれ
が65歳となり本格的高齢化社会が始まった。現在の
成長産業はシルバー産業であり、高齢者の最大関心
事はアンチエージングや如何にして年を重ねるかで
ある。「幸福」な人生の評価は人により異なり様々
であるが、少なくとも死ぬまで元気でいたいという
願いは万人共通な願いであろう。この言葉には、自
分の足で歩き、自分の眼で見、自分の口で食べ、自
分の頭で物を考え、日常生活活動（ADL）は他人
の世話にならず、それでいて質の良い生活（QOL）
を送りたいという願いが込められている。健康寿命
とはまさにこのことである。糖尿病そのものは直接
死に結びつく疾患ではないが、多くの合併症は著し
くADLやQOLを悪化させる原因となっている。糖
尿病による失明は成人失明の原因として長く一位を
占めていた。また労災を除けば下肢切断の原因の１
位に糖尿病が上げられる。医療費を押し上げQOL
を損なう人工透析の原因疾患の45％が糖尿病であ
る。また糖尿病における大血管障害の一つである脳
血管障害はその後遺症としての運動不全や麻痺、認
知症などを来たし高齢者の自立への障害となってい
る。糖尿病における認知症は脳血管障害の後遺症に
よる認知症だけではなく、アルツハイマー病の発症
頻度も高く、非糖尿病者に比べ脳血管障害で２～ 3.5
倍、アルツハイマー病も2～ 3倍高いと報告されて
いる。我が国の糖尿病者は2000万人を越えていると
され、いまや国民病とも言われるほど多くの人が糖

尿病に罹患している。しかもsilent	diseaseでもある
糖尿病は気がつかないうちに患者の脳や心臓を含め
たあらゆる臓器の破綻をもたらす疾患である。その
治療薬の開発は世界でおこなわれている。最近も
続々と新薬が開発されて市場に上梓され血糖値の管
理は少なくとも以前よりは改善されている。しかし
それでも、考えようによっては糖尿病の薬ほど効か
ない薬はない。糖尿病薬は高血糖の是正のために用
いられる薬である。毎日々、時には何年も服用する
ことも多い。しかしどんなに強力な薬であっても、
どんなに新しい薬であっても、たった１個のまんじゅ
うやケーキを食べれば血糖値は上がってしまう。毎
日服用している薬であるにもかかわらず、血糖値を
上げない効果などまんじゅう一つで消えてしまうの
である。薬が効くのは糖尿病の患者が自己管理とし
ての食事療法を行い、運動療法や規則正しい生活が
あってのことである。
　健康寿命を目指すために合併症の発症を予防し、
進展を阻止することが必要である。しかしそのため
には単に血糖値を下げれば良い訳ではない。若い糖
尿病者と、高齢の糖尿病者では管理目標や管理方法
が同じではない。何が違うのか、一歩進んだ療養生
活とは何か。今回の基調講演では、我が国の長寿研
究の第一人者である井藤英喜先生から、糖尿病患者
の健康寿命を目指す療養には必須の内容が組み込ま
れているお話を聴くことができる。

所属学会：日本内科学会 日本内分泌学会　日本糖尿病学会（評議員）日本糖尿病学会（評議員 関東甲信越支部幹事 H20年） 
日本肥満学会 日本動脈硬化学会 日本病態栄養学会（評議員） 日本病態栄養学会（評議員）日本高血圧学会
専門医：日本内科学会認定医　日本糖尿病学会専門医　日本内分泌学会専門医　日本病態栄養学会 NST専門医
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　基調講演

健康長寿を目指して―糖尿病とのつきあい方
（略歴）　
昭和45年３月　　京都大学医学部卒業
昭和47年４月　　東京都老人医療センタ−内科
昭和53年12月　　医学博士（東京大学）
昭和54年４月〜昭和56年３月（留学）
　　　　　　　　米国国立老化研究所老年病研究センタ−
　　　　　　　　内分泌部門
昭和56年４月　　東京都老人医療センタ−内分泌科医長　　
平成４年４月　　同上　部長
平成11年６月      東京都多摩老人医療センタ−副院長
平成14年10月　　同上院長
平成17年４月　　（財）東京都保健医療公社　多摩北部医療センター院長
平成18年４月　　東京都老人医療センター院長・東京都老人総合研究所所長
平成21年４月　　地方独立行政法人　東京都健康長寿医療センター理事・センター長

井藤　英喜　

１．はじめに
　我が国は、世界一の長寿国であり、65歳以上の高

齢者の全人口に占める割合が2010年には23％を超え

ました。日本人の平均寿命は今後さらに延長してい

くと予想されており、人口の高齢化は益々進行し、

2060年には約40％が65歳以上ということになるだろ

うと予想されています。

　高齢者人口の増加は、年金、医療費、介護費用の

増加など種々の社会問題を引き起こすと考えられま

す。高齢者の健康度が現状のままで今後も推移する

と仮定して将来の医療費や介護費用を計算致します

と、とんでもない額となってしまい、年金制度、健

康保険や介護保険制度を現状のまま維持することは

困難であろうということになってしまいます。

　しかし、たとえば私どもの研究によりますと、こ

こ10年、20年の間にご高齢の方の身体・精神能力、

動脈硬化の程度などは、10 ～ 15歳若返っています。

心身の若返り傾向は、糖尿病の方により顕著です。

これは、ここ20年の糖尿病の治療の進歩が著しいか

らだと考えられます。お元気な高齢者の方々は、仕

事を続けられたり、ボランテイアとして種々の社会

貢献をされたりしています。したがって、「高齢者

＝社会に負担をかける人」というイメージに囚われ

て、人口の高齢化ということをいたずらに心配する

必要はないのかもしれません。

　糖尿病の方もお元気で長生きされる方が多くなっ

てきています。講演では、ご高齢の方の糖尿病の特

徴と、健康長寿を目指すために糖尿病とどのように

つきあっていけばいいかという問題について述べた

いと思います。

（研究分野）老人医療　糖尿病、脂質異常症
（所属学会）老年医学会（理事・指導医・認定医）、動脈硬化学会（評議員）、糖尿病学会（評議員・指導医・認定医）、糖尿病合併症学会（評議員）、

内科学会（指導医・認定医）、日本病態栄養学会（評議員）
（その他） 東京女子医科大学客員教授、東京医科歯科大学医学部臨床教授

千代田区介護保険運営協議会会長、長寿科学振興財団理事
日本学術会議連携会員、
東京都後期高齢者医療広域連合「後期高齢者医療懇談会」座長
消費者庁特別用途食品個別評価型審査専門家チーム委員
国立長寿医療研究センター長寿医療研究委託費運営委員会委員長　
厚生労働省長寿科学総合研究事業・認知症対策総合研究事業事前・中間・事後評価委員会委員

（著書） 老化（共著、山海書房、2001）、老年病のとらえかた（共著、文光堂、2002）、高齢期の病気と食事（医歯薬出版、2003）、PHP 文庫「専
門医がやさしく教える高脂血症」（PHP 研究所、2004）、おいしく食べて治す「高脂血症」（主婦と生活社、2004）、高齢者ケアマニュ
アル（共著、照林社、2004）、高齢者の生活習慣病（共著、メジカルビュー社、2004）、看護のための最新医学講座１７巻—老人の
医療第 2 版（共著、中山書店、2005）、高血圧・心疾患を起こしやすい食生活（共著、東京化学同人、2005）, 血糖値が高く糖尿病
が気になる方へ（主婦と生活社、2005）、コレステロールが高く心臓病・脳梗塞が気になる方へ（主婦と生活社、2005）、虚血性心
疾患を合併しないための治療（共著、2006）、糖尿病に伴う感染症（共著、永井書店、2006）、科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイ
ドライン改定第２版（南江堂、2007）、New 認知症高齢者の理解とケア（学習研究社、2007）、中性脂肪をみるみる減らすハンドブッ
ク（永岡書店、2007）、専門医がやさしく教える血糖値＆糖尿病（PHP研究所、2008）、栄養指導のためのメタボ対策ガイドブック（共著、
カザン、2008）、からだの年齢事典（共著、朝倉書房、2008）、老年医学テキスト　改定第 3 版（共著、日本老年医学会編集、メジ
カルビュー社、2008）、糖尿病・代謝・内分泌疾患（ナツメ社、東京、2009）、Annual Review 神経 2009（共著、中外医学社、東京、
2009）、生活習慣病キーワード（共著、医事出版社、東京、2009）、コレステロールー基礎から臨床へー（共著、ライフサイエンス
出版、東京、2009）、トップ専門医の「家庭医学」シリーズースーパー図解　認知症・アルツハイマー病〜予防・治療から介護まで、
これで安心の最新知識（共著、法研、東京、2010）、写真でわかる「生活支援技術」（編集、インターメディカ、東京、2011）
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２．ご高齢の方の糖尿病の特徴　　
　一般に糖尿病は、遺伝的な素因に加えて、不適切

な食事、運動不足、不規則な生活といった生活習慣

が重なり発症するとされています。しかし、加齢と

ともに糖尿病の頻度が増加することもよく知られた

事実です。年をとるということも大きな糖尿病発症

要因となっているのです。そのようなことを背景に、

高齢者人口の多い我が国では、糖尿病の2/3は高齢

者が占めています。

　ご高齢の方の糖尿病には、高血糖症状がでにくい、

網膜症や腎症といった糖尿病細小血管症、虚血性心

疾患（心筋梗塞および狭心症）や脳梗塞の合併頻度

が高い、生活の自立に必要な、歩く、移動する、食

事を摂る、排泄する、入浴する、整容するといった

からだの機能、考える、記憶する、整合性のある行

動をするといったいわゆる認知機能に問題のある人

が少なくない、うつ病あるいはうつ傾向の人が多い、

低血糖症状が自覚されにくいなどの特徴があります。

　一昔前のご高齢の糖尿病の方と比べて、お元気な

方が増えてきたとは言え、上記のようないろいろの

問題に悩まされている方が、糖尿病でない方と比較

するとまだまだ多いというのが現状です。そこで、

次にご高齢になっても、糖尿病があっても、お元気

であり続けるためにどうすれば良いかを考えてみた

いと思います。

３．糖尿病があっても健康長寿を楽しむために
　糖尿病があると、血糖値が高くなるだけでなく、

血清脂質や血圧が高くなりがちです。高血糖、脂質

異常あるいは高血圧は心筋梗塞や脳卒中の原因にな

りますので、きちっと管理することが必要です。但

し、血糖値に関しては血糖コントロールを良くすれ

ばするほど低血糖の頻度が増えるという問題があり

ます。低血糖は、認知症や転倒・骨折のリスクとな

りますので低血糖をおこさない注意が必要です。そ

の意味で、薬物療法中のご高齢の方では少し甘めの

血糖管理でもいいでしょう。

　肥満やメタボリックシンドロームは、膝の痛みや

腰痛、ひいては歩行障害の原因となります。また、

尿失禁の原因ともなりますので、できるだけ体重や

腹囲は正常範囲に収まるようにした方がいいでしょ

う。

　健康長寿を目指す糖尿病の治療においては、食事

を適正化し、しっかりからだを動かすことがポイン

トとなります。からだを良く動かすということは、

認知症、心筋梗塞、脳梗塞を予防し、健康な長寿を

楽しむための大きな手段となることが多くの研究で

明らかになってきています。からだを動かすといっ

ても、わざわざフィットネスクラブに行く必要はな

く、歩行、うっすらと汗をかく程度の早足歩行が一

番おすすめです。一回15分以上、週３日以上を、ま

ずは目指せばいいでしょう。体力に余裕があれば、

一回30分以上週５日が次の目標となります。その他、

家事や庭仕事でからだをできるだけ動かす、講演会

や趣味の会、あるいはボランテイア活動などの社会

活動を行うといったことも認知症予防や健康寿命の

延伸に有効とされています。まずは、できることか

ら始め、徐々に活動的な生活を自分のものとしてく

ださい。

　食事では、肉、魚、たまご、大豆製品といったタ

ンパク質をしっかり摂取するとともに野菜もしっか

り摂りましょう。肉、魚の比率は１：１か、もう少

し魚を多めに、野菜は一日200g以上です。

　こうした日々の努力の積み重ねの中で、一人でも

多くの糖尿病患者さんが健康長寿を楽しまれるよう

になることを期待しています。

MEMO
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　パネルディスカッション「壁を乗り越えて一歩進んだ療養生活を送るために」

制限を柔軟に乗り越えて、有効な運動と豊かな食事療法を目指して
昭和56年３月　　　東京慈恵会医科大学卒業
昭和60年３月　　　慈恵医大・大学院博士課程卒業、慈恵医大内科助手
　　　　５月　　　医学博士号授与（糖尿病・高血圧合併ラットの心筋代謝研究）
　　　　10月　　　カナダ・オタワ大学医学部　留学
昭和62年11月　　　２年留学の後　カナダより帰国
平成４年５月　　　北京大学にて招待講演
　　　　９月　　　ドイツ・マールブルグ大学にて招待講演
平成５年３月    　　東京慈恵会医科大学・内科講師
平成６年５月　　　カナダにて学会招待座長
平成８年11月　　　加藤内科クリニック開院・院長
平成20年〜２年間　日本糖尿病療養指導士認定機構広報委員長
平成24年５月　　　東京都糖尿病協会副会長　

日本糖尿病学会専門医・指導医・評議員/日本循環器学会認定専門医/ 日本循環器学会地方会・評
議員/葛飾糖尿病医会会長/ヨーロッパ糖尿病学会員 /日本適応医学会・評議員 /日本内科学会認定
医/日本医師会認定スポーツ医/日本温泉気候物理医学会認定専門医・等

加藤　光敏

はじめに
　糖尿病は手ごわい病気です。患者さんにとっては

一生つきまとってしまうやっかいな病気です。受診

日には「食べ過ぎ、運動不足」を始めいろいろ言わ

れます。しかし毎食、毎日完全に従うことができる

方はいるのでしょうか？	

　でも糖尿病は、食事・運動療法をしておかないと、

糖尿病になり合併症が出るはるか前の「いわゆる予

備群」の時代から「大血管障害」という動脈硬化が

進行し、将来の脳梗塞・心筋梗塞を起こしやすくな

るのも事実です。本日の講演ではチョット羽目を外

しながらも、それを修正することによってうまく制

限を乗り越えていくコツをいくつか伝授したく思い

ます。

●なぜ血糖値は厳格に正常値に近づけなければなら
いのでしょうか？
　人はブドウ糖を重要なエネルギーとして生きてい

ます。健常人では空腹時でも食事をしてもブドウ糖

濃度、つまり血糖値はいつでも90 ～ 140mg/dLに

大体入るように調節されています。なぜこのように

厳格に血糖がコントロールされているのでしょう

か？　血糖が300mg/dLになろうと症状も無ければ

良いじゃないですか！ところがブドウ糖は、体の血

管などの細胞の構成成分にガッチリとくっついてそ

れを劣化させてしまう恐ろしい側面を持っているの

です。人は１年に1000回以上食事をします。そのた

びに起こる食後血糖の上昇の繰り返しだけで血管が

傷み、脳梗塞・心筋梗塞などの大血管障害を起こし

て初めてその怖さを実感することになるのです。

●ブドウ糖濃度である血糖値
　糖尿病は確かに大変な病気です。当院の来院者を

見ても糖尿病の方では大福一個で血糖が300mg/dL

近くまで跳ね上がってしまう方も多くいます。

　これはインスリンの分泌が悪いということと、イ

ンスリンの効きが悪い（インスリン抵抗性）の両方

が関係しています。今回は特に日本人に特徴的な、

インスリンの分泌が悪いということが大きな障害と

なります。

　このインスリンの分泌の悪い状態で過剰なエネル

ギー摂取を続けると、薬物療法の効果も低下し、血

糖値コントロールがとても難しくなります。まずは

バランスのとれた食事を目指して全体のカロリーを

医師や管理栄養士の示したところまで適正にしま

しょう。

　食事療法の基本は、適切なエネルギー摂取、バラ

ンスのよい食生活、体重コントロールです。適切な

摂取カロリーは個々人の標準体重と生活活動強度に

よって決まります。
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　食品交換表では総摂取エネルギーの内、炭水化物

を50－60％、脂肪は25％以下、タンパク質は体重あ

たり１－1.2g/kgにすることが推奨されています。

これがバランス食の原則です。しかし、この頃はむ

しろ糖質が過剰にならないことが重要視される考え

方も検討されています。まずは自分の身体に合った

適切なエネルギー量とバランス食を心がける。薬や、

インスリンなどの注射製剤をつかっているのに血糖

が十分に改善しない。そんな時には、糖質を基準よ

りやや少なくした糖質制限食を考えるのです。

　しかし極端な糖質制限は禁止です。短期的には血

糖が改善し、体重も減りやすいのですが、まだ本当

に体に良いことかは証明されていません。さらに糖

質を少なくすると脂肪やタンパク質でエネルギーを

摂ることになるので、腎機能の悪い方（糖尿病性腎

症３期以上）、小児、妊婦さんでは禁止です。いず

れにしても医師、管理栄養士の指導のもと行うこと

が必須です。近年自分勝手に行い体を壊した方が多

くなっていると報告されています。

　「同じ食事でも食べ方で血糖の上昇が全く異なる

こと」などポイントがいくつかありますので、それ

を踏まえて講演では、ほどほど食べてもそこそこの

血糖上昇ですむ方法をその時にお話いたしましょう。

●運動の絶大なる効果
　皆さんはどのような運動をしていますか？この２

週間の運動を考えてみてください。私の場合は運動

不足ではありますが、気を取り直して早足で歩くな

ど努力をしています。これが食事療法の場合は「食

べ過ぎた！」と思ったら次を控えることは、比較的

容易です。しかし運動は一度サボり始めると、１週

間か１ヶ月があっという間にたってしまうという、

これまたやっかいな物なので注意が必要です。

　運動を継続すると、ブドウ糖を筋肉に取り込みや

すくするたんぱく質・GLUT4という物が細胞表面

に移動して、糖を取り込みやすくなります。この効

果は３日程度持続するという研究があります。週に

3～ 4日以上の運動が目標とされるのは、こうした

根拠によるのです。

　運動の種類は酸素を十分に取り入れられる、有酸

素運動が効果的です。例えば、ウォーキング、水中

歩行、太極拳や自転車などがあります。また、脂肪

を減少させると同時に筋肉量を増やし、基礎代謝を

あげていくことが必要ですので、そのためには、間

欠的なジョギングや、軽いダンベルなどを用いた筋

肉トレーニングも有効な運動です。膝や腰の悪い方

は椅子運動もとても有効です。特別な道具もいりま

せん。自分の足や腕は案外重いのです！

■制限を乗り越えるために
　前述したように、糖尿病治療は食事と運動療法は、

薬物療法と共に車の両輪です。途中いやになってし

まうこともあるでしょう。良い薬もどんどん出てき

ているし、それに完全に従っていれば血糖コント

ロールは見違えて良くなるそんな時代に近づいてき

ました。制限を超えたらすぐに修正する。その修正

しながら進むことが大事なのです。

MEMO
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　パネルディスカッション「壁を乗り越えて一歩進んだ療養生活を送るために」

低血糖に対処して、インスリン注射とうまくつきあうために
昭和62（西暦1987）年３月　早稲田大学第一文学部哲学科心理学専修卒業
平成７（西暦1995）年３月　福井医科大学医学部医学科卒業
平成14（西暦2002）年３月　東京大学大学院医学系研究科内科学専攻修了
平成７（西暦1995）年６月　東京大学医学部附属病院内科研修医
平成８（西暦1996）年６月　自治医科大学附属病院内科レジデント
平成９（西暦1997）年６月　東京大学医学部第三内科医員
平成10（西暦1998）年５月　東京大学医学部糖尿病・代謝内科医員（内科再編成）
平成14（西暦2002）年４月　虎の門病院内分泌代謝科医員
平成17（西暦2005）年７月　JR東京総合病院内分泌内科医長
平成18（西暦2006）年４月　JR東京総合病院内分泌代謝科医長（名称変更）
平成18（西暦2006）年10月　JR東京総合病院内分泌代謝科担当部長
平成22（西暦2010）年４月　JR東京総合病院糖尿病・内分泌内科担当部長
現在に至る

山下　滋雄

　「さかえ」の連載「鉄人だより」でお世話になっ

ております、JR東京総合病院の山下です。誌面で

紹介されていますが、私自身も20代の終わりに１型

糖尿病を発症して20年が過ぎ、50代を迎えたいま、

糖尿病の専門医として責任ある立場で仕事をさせて

いただいており、かつまた大の鉄道ファンでもあり

ます。血糖コントロールに工夫を凝らしながら、仕

事や趣味を全うしなければなりません。この20数年

間HbA1cは必ずしも良好な成績とは参りませんで

したが、幸いなことに、たまに眼底に点状出血が出

たりしても進行することなく軽快し、そのほかの合

併症には見舞われずに何とか過ごしています。

　今回は、学業に仕事に趣味に交際に、極めて多忙

な10代から50代の皆さんにエールを送る意味で、ま

た年齢に関係なくご自身のライフ・スタイルを重視

した療養生活を送りたいというご希望をお持ちの皆

さんに、低血糖への対処をキーワードとして、イン

スリン注射のある生活に関する提言を行いたいと思

います。

　糖尿病を持っている限り、高血糖を避けなければ

ならないのは言うまでもありません。1990年代に、

１型糖尿病についてはDCCT	(diabetes	control	and	

complication	trial)	において、２型糖尿病について

は熊本スタディにおいて、HbA1cが高ければ高い

ほど細小血管障害は発症、進展しやすいことが示

されました。そのためHbA1cは低くて正常値に近

ければ近いほどよいと解釈され、HbA1cだけをよ

りどころにしている人も少なくありません。しか

し、HbA1cは低血糖を繰り返せば下がりますから、

HbA1cにとらわれすぎている人は自らを危険な状

態にさらしている可能性があります。すなわち、無

自覚性低血糖です。低血糖を起こしているのに自分

で気づかず、血糖を測定しなければわからない状態

で、運転免許更新の際には自己申告しなければなら

ないことになっています。

　一方、低血糖による不都合を恐れて、特に仕事中

や運転中は血糖を高めにしておかなければならない

という人もいます。主な仕事の形態が接客業やチー

ムでの作業や運転であるという人に、そのような傾

向が見受けられますが、ある程度は仕方がないと思

います。血糖測定や捕食、インスリンの追加注射が

できるよう環境整備を行うことが重要ですが、でき

資格：日本内科学会認定医、日本糖尿病学会専門医、日本糖尿病学会指導医、日本病態栄養学会専門医・評議員、日本交通
医学会評議員、日本医師会認定産業医
専門分野：糖尿病、高脂血症、高尿酸血症等代謝性疾患
所属学会等：日本糖尿病学会、日本内分泌学会、日本糖尿病合併症学会、日本内科学会、日本病態栄養学会、日本交通医学
会、日本経腸栄養学会、先進インスリン研究会、日本痛風・核酸代謝学会、日本糖尿病協会機関誌「さかえ」編集委員
主な研究内容：膵β細胞におけるインスリン分泌機構
著書・論文等：学位論文「膵β細胞株におけるミトコンドリアDNA転写抑制とアポトーシス」
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ればそのようなことを一切行わず、かつまた仕事に

支障を来さないようにしたいと考えるのが自然で

しょう。それに、運転中に万が一事故でも起こして

しまったら、自分や家族だけでなく、全国の糖尿患

者に迷惑が及ぶかもしれません。

　血糖コントロールについて、あまり意識せずにう

まくできている人もいれば、頻回に血糖測定をして

一生懸命に頑張っているにもかかわらず、結果が今

ひとつという人もいます。一体何が違うのかと、悲

嘆に暮れている人もいるかもしれません。しかし、

糖尿病の状態はひとりひとり異なりますから、ほん

のちょっとした工夫が足りないこともあれば、ブリッ

トルタイプといって、もともとコントロールが極めて

難しい人もいます。生活を脅かさず、かつまた合併

症も起こさないような丁度良いコントロールとは、その

人によって違うはずなので、主治医とともに自分自

身の最適な状態を探っていくのが重要だと思います。

　血糖の上昇と糖質摂取量との関係が理解できてい

るかどうかも、血糖コントロールの成否に関わりま

す。たとえば、ヤングの会などで繰り返し出される

話題の一つに、「焼き肉低血糖」があります。焼き

肉をたらふく食べて高カロリーの栄養を摂ったはず

なのに、意外に低血糖を起こしたという経験のある

人はいませんか？そして翌朝の血糖値は高い。タン

パク質や脂肪は、血糖を直接上昇させるわけではな

いので、カロリーに比例したインスリンを打つと、

過剰になってしまいます。このような思い違いは、

糖尿病発症の初期段階で指導された食事療法におい

て、エネルギー量が強調されすぎることが多いこと

と関係が深いかもしれません。そこで、最近は糖質

カウント（カーボカウント）を取り入れる人も増え

てきました。

　糖質カウントとは、摂取する食事中の糖質量を計

算することによって、その量にほぼ比例したインス

リン注射量を計算する、というやり方です。しかし、

これも必ずしも万能ではなく、現在の血糖値や食前、

食後の運動強度と量、その他の条件を勘案しなけれ

ば、なかなかぴったりフィットするとは限りません。

あくまでおおよその見当を付けるためのツールに過

ぎず、最終的には微調整が必要です。中には細かい

計算をするよりも、エイやっとテキトーに決めた方

がうまくいくという人もいて、それはそれで良いの

です。そういう人には、あえて糖質カウントの話は

持ちかけません。

　講演では、患者さんたちから直接聞いた様々な工

夫を紹介しながら、糖尿病があってもハッピーに過

ごせるよう、皆さんに元気になっていただけるよう

なお話をしたいと思います（できれば鉄道のお話も

少し交えて）。それでは、会場でお目にかかりましょう。

MEMO
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　パネルディスカッション「壁を乗り越えて一歩進んだ療養生活を送るために」

糖尿病治療で老化を防ごう
1982年：慶応義塾大学　工学部大学院博士課程中退
1988年：名古屋市立大学医学部卒業
1988年：東京都多摩老人医療センター内科研修医
1989年：東京大学医学部附属病院内科研修医
1990年：東京都老人医療センター内科医員
1991年：東京大学病院老年病学教室、医員
1994年：関東中央病院・代謝科　医長
1996年：医学博士（東京大学医学部）
1999年７月〜９月：Harvard大学Joslin Diabetes Centerにて糖尿病教育法を研修
2000年４月〜：関東中央病院・代謝内分泌内科　部長

（その他の役職）　東京都糖尿病協会・理事、日本糖尿病協会・国際委員
【専門】老年医学、内分泌代謝学〔特に、糖尿病、骨代謝疾患〕の臨床 水野　有三

　今回の糖尿病週間講演会のメインテーマは「一歩

進んだ療養生活を目指して」です。基調講演で井藤

英喜先生からお話し頂けると思いますが、健康寿命

という言葉が有ります。介護を受けたり、病気で寝

たきりになったりせずに、自立して健康に生活出来

る期間を意味し、所謂平均寿命と対比されて用いら

れる事が多いです。日本は世界に冠たる長寿国です

が、実は人生最後の10年間余りは、多くの方が自立

して生活を送ることが出来ず、即ち健康寿命は平均

寿命より10年前後（男性で９年、女性で13年）短い

のです。

　ご存じの様に、糖尿病は様々な合併症を起こす病

気です。大血管障害の代表である脳血管障害（脳卒

中）や虚血性心疾患（心筋梗塞など）、足病変などは、

生活の自立と質を大幅に阻害しますし、細小血管障

害による網膜症、神経障害、腎症も同様です。糖尿

病患者さんは骨折や認知症が多く、これも身体活動

を大きく阻害する要因となります。糖尿病患者には

悪性腫瘍（癌）が多いという研究結果もあり、総じ

て糖尿病患者の平均寿命は、一般人よりも10年前後

短いという調査結果も出ています。

　このようにお話ししますと、悲観的な数字ばかり

で、「糖尿病で老化を防ぐ」、あるいは「糖尿病で健

康長寿」などと言うテーマは一見、逆説的であり無

謀な課題にも思えてしまいます。しかし、考え方を

変えてみれば、糖尿病をコントロールする術を知り、

合併症を予防する知恵を身につければ、多くの合併

症の進展を防ぐ事が可能です。その過程で、血糖値

のみならず、血圧や脂質にも気を配る、禁煙をする、

食生活や運動習慣を見直す事ができれば、合併症の

進展をかなり抑制できる事も知られています。その

結果、健康寿命も延ばすことにもなります。

　言うはやすし、行うは難し。糖尿病の療養生活を

送る道程には、多くの壁が存在します。一念発起し

て、生活習慣の改善を誓っても、美味しい食べ物の

誘惑に囲まれ、食事療法は挫折しがちですし、運動

療法も長続きしない方が多くおられます。「糖尿病

警察」という言葉がありますが、周囲の監視の目に

怯え、あるいは怒る事も有るでしょう。インスリン

治療が必要になっても、正しい知識が足りないばか

りに、インスリン治療に拒否的になったり、必要以

上に低血糖が怖くなったりします。パネルディス

カッションでは、　食事療法、運動療法を実践する

【主な所属学会】
日本内科学会（認定医、専門医、指導医）／日本糖尿病学会（専門医）／日本糖尿病情報学会（評議員）
日本老年医学会（専門医、代議員、関東甲信越地方会世話人）／日本病態栄養学会／日本骨粗鬆症学会／日本骨代謝学会／
日本甲状腺学会／日本内分泌学会／先進インスリン療法研究会
American Diabetes Association  （Education Council member）
American Society for Bone and Mineral Research
International Diabetes Federation
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にあたり、突き当たる壁を乗り越える工夫を加藤光

敏先生に、またインスリン注射療法にまつわる様々

な障壁に対処する方法について山下滋雄先生に解説

頂く予定です。

　以上のご講演に続く「糖尿病で老化を防ごう」の

パートでは、少し前向きに糖尿病療養に取り組める

ための発想の転換というお話しをしてみようと思っ

ています。糖尿病療養指導士のための講習会で、認

知行動療法という手法の講義を先日受けました。専

門的な話は難しくなるのですが、無理なく糖尿病の

療養生活を送るために、患者さん自身の力で障壁を

乗り越える力を発揮して頂くにはどうしたら良いか

（エンパワーメント）というテーマでした。その際に、

コップに半分残っている飲料を見て、それをどうと

らえるかという質問がありました。「もう、半分し

か残っていない」と悲観的に解釈するか、「まだ半

分も残っているではないか」と楽観的（前向き）に

とらえられるかで、その後の行動が左右される。で

きれば糖尿病の療養も、人生も、後者の思考で前向

きにとらえられれば成功するといった内容でした。

合併症で寝たきりになったり、失明したりといった

事をいたずらに心配するのではなく、正しい知識を

身につけて、いかに対処したら合併症を防ぐ事がで

きるかが理解できれば、食事療法、運動療法、注射

療法なども積極的に受け入れる事ができ、治療を継

続する動機が生じるので、結果として健康寿命が延

びる事にも繋がります。

　以上、少々堅苦しい事を述べましたが、当日は、

皆様の疲れをほぐす様な、易しい、肩の凝らない内

容にするつもりです。難しい医学用語や数字も乱用

しないように努めます。一案として、先人達の名言、

格言などを引用しながら、糖尿病療養生活に活かす

ヒントを探ってみたいと思います。（具体的な内容

は、当日のお楽しみ）当院の患者会（欅会）で行っ

たアンケート結果の一部もご披露したいと思います。

　最後に、欅会の藤井壽夫元会長（元日本糖尿病協

会副理事長）が常々口にされていた糖尿病療養生活

の心構えを引用します。「焦らず、侮らず、諦めず」

　

MEMO
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各　種　表　彰　者　一　覧
（五十音順、敬称略）

糖尿病師範
大野千鶴子（もろこし会）

白井　　武（なります景友会）

鈴木　恒久（葛飾高砂会）

土屋　峰夫（小石川ひまわり会）

団体功績表彰
育寿会（東京都健康長寿医療センター）
いちがやくらぶ（こころとからだの元氣プラザ）
北里しろかね会（北里研究所病院）
埴生会（埴生内科）
むさしの会（都立多摩総合医療センター）

富田　ヒサ（ぎんなんの会）

松村具美子（井の頭会）

横山　　齊（小石川ひまわり会）

個人功績表彰
大澤　敏延（東京逓信病院糖尿病友の会）

大沢　靖子（関東中央病院欅会）

小林　正二（ひまわりの会）

菅原　惠子（ダイア会）

杉本　治美（東京逓信病院糖尿病友の会）

町田　渥美（育寿会）

緑川　定子（チャレンジひまわりの会）

宮口　　登（関東中央病院欅会）

山口吉二郎（育寿会）

横山　彰彦（野火止会）
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