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● プログラム ●

《午後１時》
●開会の辞	 東京都糖尿病協会会長　菅原　正弘
　表彰式

《午後１時30分〜》
●パネルディスカッション「正しい知識で予防と治療」
	 司会　東邦大学医療センター大橋病院糖尿病・代謝内科　教授　柴　　輝男
	 三楽病院附属生活習慣病クリニック　院長　田上　幹樹
１）新しいHbA1c目標値と熊本宣言2013
	 虎の門病院　内分泌代謝科（糖尿病・代謝部門）診療部長　森　　保道
２）糖質制限って何？	 加藤内科クリニック　管理栄養士　加藤　則子
３）ちょっとした工夫で無理なく減塩！
	 順天堂大学練馬病院　管理栄養士　高橋　徳江
４）糖尿病薬物療法のあれこれ
	 NTT東日本関東病院　糖尿病内分泌内科診療部長　林　　道夫
ディスカッション

《午後３時20分〜》　（休憩）

《午後３時35分〜》　
●楽しく運動を続けるために　「みんなで元気にラジオ体操」

司会　染谷クリニック　院長　染谷　泰寿
演者　NHKテレビ・ラジオ体操　元アシスタント　藤元　直美

《午後３時55分〜》　（休憩）

《午後４時00分〜》　
●特別講演「糖尿病の新しい話題―食事・運動から注射まで」

司会　あいそ内科　院長　相磯　嘉孝
演者　永寿総合病院糖尿病臨床研究センター　センター長　渥美　義仁

《午後４時55分〜》	
●閉会の挨拶	 染谷クリニック　院長　染谷　泰寿
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挨　拶

第49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
東京都糖尿病協会会長（日本糖尿病協会東京都支部長）
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
2013年　第30回　日本臨床内科医会総会会頭
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。今年の全国糖尿病週

間のテーマは『正しい知識で予防と治療を』で、標

語は『お話ししましょう糖尿病　家族で　職場で　

病院で　』。北海道の菅野咲子さんの作品が選ばれ

ました。第49回糖尿病週間も染谷クリニック　染谷

泰寿院長のもと『正しい知識で予防と治療』をテー

マに開催いたします。特別講演は永寿総合病院糖尿

病臨床研究センターの渥美義仁センター長による、

『糖尿病の新しい話題です』。

　本年５月、HbA1cの新しい目標値が提示されま

した。食品交換表も改訂されるなど、患者さんに、

知っておいて頂きたいことが多々あります。人口の

高齢化と共に糖尿病患者数は増加しています。ま

た、65歳以上の糖尿病患者数も全体の４割程度を占

めるまでに著増しています。糖尿病で通院されてい

る患者さんの７〜15％位は独居と考えられており、

また認知症を発症されていたり、寝たきりで介護を

受けておられるケースも少なくありません。服薬を

忘れて高血糖のみならず、重複して飲んで低血糖の

リスクもあります。体調が悪く食事が摂れないのに

一包化になっているために服薬してしまうケースも

あるようです。糖尿病の管理という観点からは、患

者さんの生活環境を考慮した考え方が、今まで以上

に必要になってきました。若い方を含め、食生活も

多様化しています。基準が甘くなった、厳しくなっ

たというのではなく、多様化した患者さん全てに対

菅原　正弘
東京都糖尿病協会会長
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応できる内容へ改訂されたと捉えていいのではない

でしょうか。充実したパネル、体操の実技もありま

す。今日の講演が皆様にとってとても役立つもので

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。

　糖尿病の治療を続けていくうえで、多くのストレ

スを感じておられる患者さんも少なくないと思いま

す。	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、少しずつ心の隙間を埋めていくのではない

でしょうか。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。

　日本糖尿病協会は1961年以来、糖尿病の予防と療

養についての正しい知識の普及啓発、患者家族と予

備軍の方々への療養支援、国民の糖尿病の予防と健

康増進の調査研究、国際糖尿病連合の一員として糖

尿病の撲滅を目的とした国際交流、などの活動を

行ってきました。	療養情報誌、『糖尿病ライフさか

え』の発刊、食品交換表などの出版、糖尿病連携手

帳、自己管理ノート、英文カードなどの療養に役立

つグッズの発刊も行っています。全国糖尿病週間で

の講演会、療養相談、小児サマーキャンプ、糖尿病

シンポジウム、予防キャンペーン、糖尿病療養指導

研修会、全国ヤングDMカンファレンス等の啓発活

動も行っています。医療スタッフのレベルアップ事

業も重要な使命です。全国の1700人の登録医、2300

人の療養指導医、４千人の歯科医師登録医が療養支

援を行っています。医療スタッフ向けの雑誌の発

刊、フットケア講習会なども開催しています。東京

都糖尿病協会（日本糖尿病協会東京都支部）の場

合、5800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。都内では142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。都

内の友の会一覧、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。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。
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挨　拶

実行委員長のことば
（略歴）
平成２年　東京慈恵会医科大学卒業
平成15年　東京慈恵会医科大学附属第三病院糖尿病代謝内分泌内科医長
平成17年　現職（染谷クリニック院長）
　　　　　東京慈恵会医科大学附属第三病院糖尿病代謝内分泌内科非常勤医長
平成23年　東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科非常勤講師

（資格）
日本糖尿病協会東京都支部理事 / 日本糖尿病協会療養指導医 / 日本糖尿病学会専門医・指導医 / 
日本内科学会認定医 / 日本内科学会認定医・総合内科専門医 / 日本内科学会評議員 / 
日本内分泌学会専門医 / 日本医師会産業医 / 日本医師会認定スポーツ認定医 / 
狛江市医師会学術担当理事

染谷　泰寿

　全国糖尿病週間も今回で49回目を迎えました。今

年のテーマは「糖尿病　正しい知識で予防と治療

を」です。日本人の糖尿病有病率は未だ増加の一途

を辿っており、糖尿病であることの自覚や糖尿病に

対する正しい知識がないまま放置され、重大な血管

合併症を引き起こし、生活の質が低下する患者さん

が後を絶ちません。

　糖尿病治療は、血管合併症の予防や治療、さらに

はより高い生活の質に向けて進化・発展し続けてい

ます。糖尿病に関する知識や治療については多くの

情報が氾濫していますが、患者さんそれぞれが情報

の真偽を判断して正しいものを見極め、適切な自己

管理を行っていくことは簡単なことではないと思い

ます。

　そこで今回は、上記のテーマに基づいて、各分野

におけるスペシャリストの先生方から血糖値の管理

目標値や食事・運動・薬物療法に関する最新の正し

い知識や考え方、方法などについてご講演をいただ

きます。また、新しい試みとして会場にてご参加の

皆さんで一緒にラジオ体操を行い、運動療法の楽し

さを体感していただくことも企画しております。

　本年は「熊本宣言2013」において、合併症予防の

ために多くの糖尿病患者さんにおける血糖管理目標

値をヘモグロビンA1c7%未満とすることが発表さ

れました。糖尿病による血管合併症を減らし、健康

な人と変わらない生活の質を維持するために、正し

い知識と理解、実践の基に患者さんと一丸となって

糖尿病の予防と治療にあたりましょう。
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　パネルディスカッション

司会のことば
1980年３月　東京大学医学部医学科卒業
1980年６月　東京大学医学部付属病院 内科研修医
1981年６月　三井記念病院 内科研修医
1983年１月　朝日生命成人病研究所　内分泌代謝科　医員兼研究員
1984年６月　東京大学医学部　第３内科医員
1988年12月　米国ハーバード大学Joslin Clinic,  Research fellow
1991年10月　三井記念病院　内科糖尿病科科長
　　　　　　（1996年４月　群馬大学医学部第２内科非常勤講師３年間兼任）
2002年５月　三井記念病院　内科　糖尿病代謝内科部長　兼　内分泌内科科長
　　　　　　（2006年４月　東京大学医学部医学科非常勤講師５年間兼任）
2010年５月　東邦大学医療センター大橋病院　糖尿病・代謝内科教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在に至る

（学位）　医学博士 （東京大学　第9340号　1989年６月取得）

（資格）　内科学会認定医、糖尿病学会専門医、糖尿病学会研修指導医
　　　　病態栄養学会専門医、日本医師会認定産業医、認定NSTコーディネーター

（学会）　糖尿病学会評議員、糖尿病合併症学会評議員、病態栄養学会評議員
　　　　糖尿病学会専門医認定委員会委員（委員長2009−11年）

　糖尿病週間の行事も今年で49回を数えるに至りま

した。古代インドは７進法を採用していたため、仏

事は７の倍数が多くなります。とりわけ49日目はど

の世界に生まれ変わるかが決まる大事な日として法

要が行われます。本日の第49回糖尿病週間の行事も

今後の糖尿病医療の進歩の節目となる大事な行事と

して覚悟して参りました。このパネルディスカッ

ションでは、熊本宣言、糖質制限、減塩、お薬とど

れも興味の尽きない話題が俎上に挙げられており、

皆様からの多くのお知恵を拝借できるかとおもいま

す。このディスカッションを通じて患者さんの今後

のご健勝を願う皆の気持ちが神様に届く日になるよ

う司会進行の役を努めたく存じます。

柴　　輝男
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司会のことば
（略歴）
1971年９月　東京医科歯科大学医学部医学科卒
1971年12月　東京医科歯科大学医学部第三内科入局
1981年10月　東京都教職員互助会三楽病院第二内科科長
1992年４月　同　第三内科部長
2003年４月　同　副院長
2005年４月　同　附属生活習慣病クリニック院長

日本内科学会認定内科医、日本内科学会指導医
日本糖尿病学会専門医、日本糖尿病学会評議員
東京都糖尿病協会理事。
東京医科歯科大学医学部臨床教授

　平成25年５月、熊本宣言2013が発表になり血糖コ

ントロールの新しい目標が定められました。この新

しい目標値、最近話題になっている糖質制限につい

ての正しい知識が良好な血糖管理につながります。

また合併症の発症や進展予防には血糖のみならず血

圧のコントロールも重要です。食塩の過剰摂取は血

圧の上昇に作用し、食欲を亢進させるので多くても

10g/日、高血圧を合併した場合は６g/日未満に制

限する必要があります。「ちょっとした工夫で無理

なく減塩！」のお話を聞けば減塩料理が楽しくなり

ます。21世紀になって糖尿病薬物療法は大きく進歩

しています。現在経口糖尿病薬は大きく分けると５

種類使用されています。しかし食事・運動療法が十

分に行われていなければ効果が乏しい、長期間使用

していると効果が減少する、大規模研究による有効

性の証明が十分でない、などの問題点を抱えていま

す。このような現状を打破する新たな糖尿病治療薬

として脚光を浴びているのが「インクレチン関連薬」

です。「糖尿病薬物療法あれこれ」では、現在皆さ

んが使っている薬についての分かりやすいお話があ

ります。自分の薬のことを思い浮かべ、自分の知識

を再確認して下さい。	

田上　幹樹

　パネルディスカッション
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新しいHbA1c 目標値と熊本宣言 2013
平成２年東京大学医学部卒業。
平成11年東京大学大学院医学系研究科修了。
リール・パスツール研究所多因子遺伝疾患解析室にて
２型糖尿病の遺伝的素因の解析について研究。
横浜市立大学、帝京大学の教員勤務を経て平成17年８月より現職。
国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　内分泌代謝科　糖尿病・代謝部門部長

（資格・所属学会）
医学博士
日本内科学会認定内科医
日本糖尿病学会専門医・研修指導医・評議員
日本病態栄養学会評議員
日本内分泌学会
横浜市立大学非常勤講師

森　　保道

　パネルディスカッション「正しい知識で予防と治療」

　糖尿病にかかっているかをわずか１回の血液検査

で診断する最も確実な方法であり、糖尿病合併症を

防いで健康を維持するためにとても役に立つヘモグ

ロビンエーワンシー（文中以下は略語のHbA1cと

書きます）という検査についてご説明します。

　HbA1cは血液中の赤血球に含まれ酸素を運搬す

る働きをしているヘモグロビン蛋白と血液中のブド

ウ糖が結合した割合（パーセント）を測定するもの

です。健康な方ではおよそ５％程度（正常値は6.2％

まで）を示します。血糖値の平均値に比例して高く

なり、およそ１〜２か月間の血糖値を推定すること

ができます。本日はこのHbA1cにまつわるお話し

を３つご紹介します。

　まず１つ目のお話しは、糖尿病にかかっているか、

いないかを調べるときの活用法です。糖尿病は血糖

値が高くなりやすくなる御病気ですが、血糖値は食

事の後では一過性に高くなり、一日のうちでも大き

く変動します。健康診断などで早朝空腹時の血糖値

を調べる際には血糖値が126mg/dl以上であり、な

おかつHbA1cが6.5％以上の方は糖尿病であると診

断されます。食事後に血液を調べた場合には血糖値

が200mg/dl以上あり、なおかつHbA1cが6.5％以上

の方は糖尿病であると診断されます。

　２つ目は、HbA1cを世界の基準に合わせて変更

したことです。最近検査を受けた方はお気づきかと

思いますが、世界の基準をNGSP値といいます。こ

れまで日本の病院などで0.4％ほど値の低いJDS値を

使用していました。2012年から変更が進められ、来

年2014年春にはすべてNGSP値になります。正常値

なども併せて変更されています。昔の検査値と比較

するときには注意しましょう。

　３つ目は、糖尿病の合併症を防ぐための活用法で

す。今から約20年前に熊本大学病院を中心にして糖

尿病合併症を予防する研究が行われました。その結

果HbA1cを７％未満にすることが有効であること

が立証されたのです。その後世界中で同様の発見の

先駆けとなりました。2013年5月に熊本で開かれた

日本糖尿病学会年次学術集会にて「熊本宣言2013」

が発表され、合併症予防を目指した糖尿病の治療目

標をHbA1c	７％未満とすることで合意しました。

血糖値の正常化を目指す方にはHbA1c	６%未満を

目標にすること、ゆるやかな糖尿病治療が適した患

者さんにはHbA1c	８%未満を目標にすることもと

り決めされました。

　みなさんの健康維持にぜひともHbA1cをご活用

ください。



9

　パネルディスカッション「正しい知識で予防と治療」

糖質制限って何？
（略歴）　
日本女子大学　家政学部食物学科卒業、管理栄養士　日本糖尿病療養指導士、
病態栄養専門師、NR･サプリメントアドバイザー、
葛飾糖尿病医会世話人、東京都糖尿病対策推進会議委員、東京都糖尿病協会医療スタッフ部会世
話人、東京東部CDEJネットワーク代表世話人、茶道裏千家準教授

（所属学会等）
日本糖尿病学会（学術評議員）、日本病態栄養学会（学術評議員）、日本臨床栄養協会、日本肥満
症治療学会、日本マグネシウム学会、ヨーロッパ糖尿病学会、アメリカ糖尿病学会、日本糖尿病
合併症学会、日本糖尿病妊娠学会、日本肥満学会、日本栄養士会、日本食物繊維学会

加藤　則子

　糖質というと、思い浮かぶのは何でしょうか？
　砂糖、ブドウ糖などの甘い物。飴、アイスキャンディ、
ジュース、それだけでしょうか？
　ご飯もそう、と気がつけば正解は近いですね。パ
ン・うどん・そば・お好み焼き・肉まんも糖質の多
い食品です。酸っぱくても、みかんや庭の柿などの
果物も糖質が多く含まれています。コンビニエンス
ストアやスーパーマーケットでお弁当や総菜を買っ
たとき、栄養成分表示には炭水化物と書いてありま
すが、糖質と食物繊維を合わせて炭水化物です。食
後約２時間までの間に血糖値を上げるのは糖質、上
げにくくするのが食物繊維と考えてください。なお
たんぱく質・脂質も血糖値を上げますが上がり方と
持続時間が違います。
　スライドの写真を見て、どこにたくさん糖質が
入っているか、考えてみましょう。
　さて、次に「糖質制限」とはどういうことでしょ
うか？
　これは糖質、たとえばご飯を食べると血糖値が上
がると分かったので、減らせば血糖が上がりにくい
だろう、という考えから来ています。血糖値を指先
で簡単に測れるようになりました。また24時間の連
続した血糖の変動が分かるようになり、食べたもの、
特に糖質の量によって血糖値の上下が変わることが
はっきりしました。糖質制限とは、血糖値を上げす
ぎないように糖質量を控えるということです。
　糖尿病のかたにとって、血糖値が上がりすぎるの
は血管の炎症をもたらし、体に有害です。ですから
ご飯やパンや麺類を一度にたくさん食べ過ぎないこ
とは、とても大切な事なのです。糖尿病は贅沢病だ
から、質素な食事にしました。お昼はそうめんだけ
です、となったらば、これはむしろ大きな間違いな

のです。
　今まではメニューのカロリー、エネルギー量を見
て食事を選んでいたかもしれませんが、糖質の量と
上がり方を考えたほうが、血糖コントロールが上手
くいくでしょう。
　アルコールを飲むからご飯を食べませんというの
は簡単です。しかし肉料理や揚げ物などのあぶらが
増えるとエネルギー量が多くなりがちです。夕食で
あぶらが多いと胃内の停滞時間が長く、消費される
のに時間がかかるので体脂肪が増えやすく、体重も
減りにくくなります。
　人はそれぞれ活動するのに必要なエネルギーを体
外から食べて補給しなければなりません。エネル
ギーが不足していたならば、自分の体から補わなけ
ればならないでしょう。もし仮に肥満といわれるほ
どたくさん体にエネルギーが補充されているなら、
体重を減らすのに、丁度良いかもしれません。もし
痩せているなら、充分なエネルギーを摂ることが大
切です。体重を減らすには糖質制限が有効な人がい
るのは事実です。ただし現時点で、エビデンス（証
拠）がないため糖尿病患者さんが長期間続けること
は勧められていません。
　注意すべき点は糖質制限をやってはいけない人が
いることです。腎症のある方はたんぱく質制限をし
なければなりませんので、できません。自分の合併
症について、わからない方は主治医に聞いて下さい。
糖尿病患者の食事療法で、炭水化物はエネルギー比
で50 〜 60%が目標ですから、極端な糖質制限を長
期に続けることは動脈硬化を進行させる可能性があ
るので勧められないのです。
　糖質について、一緒に学びましょう。
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ちょっとした工夫で無理なく減塩！
◇　管理栄養士、糖尿病療養指導士、病態栄養専門士、サプリメントアドバイザー、
　　ＮＳＴ専門療法士、ケアマネージャー

◇　昭和55年女子栄養大学卒業後、順天堂大学医学部附属順天堂医院栄養部に勤務。
　　平成22年10月より順天堂医学部付属練馬病院栄養科にて勤務。
　　現在、係長として、生活習慣病をはじめとする種々の疾病に対する栄養相談・
　　栄養管理業務に従事。

◇　たけしの健康エンターテインメント！みんなの家庭の医学　出演

　“減塩食”についての栄養相談では、食事を作る

ご家族より「せっかく減塩を心がけて毎日お料理を

しているのに、本人が薄くて食べられないって、しょ

うゆをたっぷりかけてしまうのです。せっかくの努

力も水の泡、がっかりです。」こんな話をよく耳に

します。他には「みそ汁や麺つゆは濃いですよね。

塩分に注意しなくてはとお湯で薄めて飲むようにし

ています。」などと思わず苦笑いするような話も出

てきます。

　「減塩っていわれても、何にどのくらいの塩分が

あるかわからないよね。」などの質問が一番多いで

しょうか。また、「味の薄い料理はまずいよね。ど

うせ食べるなら美味しい料理が食べたいね。」など

の声も耳にします。

　このようなことを踏まえて、無理なく減塩できる

食事療法のコツをアドバイスしたいと思います。

ステップ①……調味料を減塩または無塩タイプに変

えてみる

　塩・しょうゆ・味噌・和洋中などのだしなどを減

塩または無塩タイプに変えることだけで、塩分を約

30％はカットできます。（ただし、腎症がある人は

カリウム摂取量が高くなるため腎臓病用の治療特殊

食品を利用してください。）

ステップ②……食卓にしょうゆさしを置かない

　すぐ手の届くところにしょうゆさしがあるとしょ

うゆ好きな方は、しょうゆをついつい習慣のように

かけてしまいます。しょうゆさしは冷蔵庫などにし

まい必要以上にかけないようにしましょう。

どうしてもしょうゆさしを置きたいなら、ポッタン

と1適ずつ出るタイプやスプレー式タイプの物を利

用しましょう。スプレー式はワンプッシュが約0.1cc

に調整されています。食卓には香辛料やビネガーを

揃えるとよいでしょう。

ステップ③……調理のコツをマスターする

1）旨味のある“だし”を利用
　昆布と鰹節など２種類の素材を組み合わせておい

しいだしをとり、すぐに使えるようにいつも冷蔵庫

にストックしておきましょう。お浸しや和え物、煮

物などにどんどん利用してください。

2）香辛料や香味野菜を上手に利用
　香辛料の辛さは塩味の辛さとは違い塩分ではあり

ません。料理のアクセントにコショウ・山椒・わさ

び・からし・粒マスタードを利用する他、ゴマ・ク

ルミ・海苔・木の芽・しその葉・みょうが・ハーブ

のような香りのあるものを使いましょう。

　パネルディスカッション「正しい知識で予防と治療」

高橋　徳江
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3）“酸味”を利用
　酢やレモン、柚子などの柑橘類の酸味は、特有の

風味とさわやかな味で薄味であることを感じさせま

せん。酢の物やサラダなどいろいろな料理に活用し

てください。

4）加工食品や塩蔵品は“生の新鮮な素材”へ
　かまぼこ・ちくわ・ハムなどのように食品に塩分

が練りこまれた物や塩鮭・たらこ・干物などの塩蔵

品には塩分が多く含まれています。できるだけ食べ

る回数を減らし、生の新鮮な素材を選ぶようにしま

しょう。

スッテプ④……調味料を計量して使う習慣をつけよ

う。

　計量スプーンを購入し、調理する時にすぐに使え

る場所に準備しましょう。

一般的な計量スプーンの小さじ１（５cc）は減塩の

ためには容量が多すぎます。小さじ1/2（2.5cc）、

小さじ1/4（1.25cc）、１ccスプーンなど、少量が量

れるスプーンが便利。小さじ1/4なら、塩1.5g、しょ

うゆなら塩分量で0.25gになります。

　朝、小さな容器に１日に使う調味料を計量してお

き、その中でやりくりするのも使いすぎ予防に有効

です。

　平成23年度の国民健康・栄養調査結果では食塩の

摂取量は20歳以上の男性11.4g、女性9.6gとの結果

が出ています。厚生労働省の策定した日本人の食事

摂取基準では男性9.0g/日未満、女性7.5g/日未満を

目標量としていますので、食塩摂取量は2割程度過

剰です。また、日本高血圧学会では血圧の高い人は

6.0g/日未満を目標値として設定しています。この

機会に、生活習慣病の予防・改善のために自分に有

効で無理なくできる減塩の方法を探し実践してみま

しょう。

MEMO
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糖尿病薬物療法のあれこれ
1979年３月　麻布学園高等学校卒業
1979年４月　東京大学教養学部理科３類入学
1981年４月　東京大学医学部医学科進学
1985年３月　東京大学医学部医学科卒業
1985年６月～1986年６月　東京大学医学部附属病院内科研修医
1986年６月～1987年５月　茨城県立中央病院内科　内科医師
1987年６月～1989年９月　東京大学医学部第四内科　非常勤医員
1989年10月～1991年９月　関東逓信病院代謝内分泌内科　常勤嘱託
1991年10月～1992年８月　東京大学医学部第四内科　非常勤医員
1992年９月～1993年３月　東京大学医学部第四内科　文部教官助手
1993年４月～1993年12月　癌研究会癌研究所　研究生
1994年１月～1994年11月　癌研究会癌研究所　研究員
1994年12月～1995年４月　東京大学医学部第四内科　非常勤医員
1995年５月～1998年４月　八王子医療刑務所　法務技官
1998年４月～1999年12月　東京大学医学部第四内科　文部教官助手
1999年12月～2001年２月　米国ハーバード大学ジョスリン糖尿病研究所　研究員
2001年３月～2004年５月　東京大学医学部糖尿病代謝内科　文部科学教官助手
2004年６月～2004年12月　東京大学医学部糖尿病代謝内科　特任講師（病院）
2005年１月～現職　NTT東日本関東病院　糖尿病・内分泌内科　部長

　「検診で糖尿病と言われた。糖尿病を治す薬をく
ださい。」といって病院に来る人がいます。これが、
「自分では食事も運動も気を付けている。それでも
血糖が下がりきらないから、薬の助けで下げよう
と思います」ということならばよいのですが、「と
りあえず飲めばそれだけで血糖が下がるような薬を
ください」ということでは困ります。糖尿病の薬と
いっても、飲みさえすれば体の中から糖尿病が消え
てなくなるような魔法の薬、というわけではありま
せん。先ほどお話のあった食事療法、この後で取り
上げられる運動療法、このふたつをきちんと行った
うえで使わないと、どんな糖尿病の薬もその効き目
が発揮されません。
　ここ10年くらいの間に、糖尿病の薬はずいぶん種
類が増えました。「糖尿病の薬」というのは、「血糖
を下げる薬」ということです。なぜ血糖が上がって
いるのか、その理由は患者さんごとにさまざまで
す。血糖を下げるホルモンであるインスリンの分泌
が足りない人、インスリンは出ているのに血糖が下
がらない人。太っている人、やせている人。食事療
法をきちんと守っている人、ついつい食べ過ぎてし
まう人。患者さんごとの事情に応じて、主治医の先
生は薬を選んでいます。

　どんな薬にも副作用はあります。血糖が下がりす
ぎて、最悪の場合は意識をなくしてしまう「低血
糖」を起こす可能性のある薬を使っている人は、何
よりも低血糖に注意しなければなりません。低血糖
を起こさない薬であっても、薬ごとにいろいろな副
作用の出る可能性がゼロではありません。年齢や、
これまでにかかった病気によって、副作用が出やす
くなる場合もあります。ご自分が使っている薬につ
いて、正しい知識を持って、正しく使っていただき
たいと思います。
　「糖尿病の治療とは血糖を下げること」と誰もが
思っています。それは確かにその通りですが、糖尿
病の治療で一番大切なのは、血糖もさることなが
ら、患者さん一人一人の人生をサポートすることで
す。特に近年の日本は世界一の高齢社会となり、ご
高齢の糖尿病患者さんが急増しています。人生の年
輪を重ねてこられた高齢者にとっては、「何が何で
も血糖を下げる」ことだけ考えていてはうまくいか
ない場合もあります。「薬で糖尿病をやっつける」
という考えではなく、「薬の助けを借りて糖尿病と
上手に付き合う」という思いで、糖尿病治療を続け
ていただきたいと思います。

日本内科学会認定内科医、日本糖尿病学会専門医、日本糖尿病学会研修指導医、日本糖尿病学会学術評議員、日本内分泌学会内分泌代謝（内科）
専門医、日本内分泌学会内分泌代謝科指導医、日本糖尿病協会将来計画委員会、日本糖尿病協会療養指導委員会　委員、日本糖尿病協会東京都支
部副会長、日本糖尿病療養指導士認定機構　認定委員会　委員長、日本糖尿病対策推進会議ワーキンググループメンバー、東京都糖尿病医療連携
協議会委員、東京医療保健大学臨床教授、糖尿病の情報化に関する合同常置委員会　委員

　パネルディスカッション「正しい知識で予防と治療」

林　　道夫
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みんなで元気にラジオ体操

　楽しく運動を続けるために

平成12年　日本体躯大学体育学部体育学科　卒業
平成12年　日本体育大学運動方法体操研究室研究員（３年間）
平成11年　NHKテレビ体操アシスタントとして出演（３年間）
平成17年　染谷クリニックにて運動指導（７年間）
現在　　　横浜女子短期大学非常勤講師
　　　　　洗足こども短期大学非常勤講師
　　　　　私立・公立幼稚園、保育園体操指導
　　　　　ラジオ体操、みんなの体操講習会講師
　　　　　各種イベント、運動講習会講師

藤元　直美

●はじめに
　最近、巷で再び脚光を浴び始めたラジオ体操です
が、ラジオ体操第一が制定されたのは昭和26年の事
で、62年もの歴史があり、国民に最も周知されてい
る「体操」といっても過言ではありません。
　おそらく皆さんは、運動会=準備体操＝ラジオ
体操というイメージがあり、「準備体操なのだから
一通りできればいい」「何となくできれば運動にな
る」といった認識を持っていないでしょうか。
　準備体操としては、間違いではありませんが、こ
れをもう一段階あげて有効な運動療法として取り入
れてみましょう。
　特徴や効能を理解した上で、実践すれば、効果は
多々あります。「どこでも、誰でも、気軽にできる
ラジオ体操」をみんなで楽しく実践しましょう。

●ラジオ体操の特徴
①姿勢の矯正、よい姿勢を作ります
　ラジオ体操は全身の筋肉、関
節をあらゆる方法で動かす事か
ら、背骨や骨盤のゆがみを改善
します。

②体の可動領域を広げます
　（柔軟性の向上）
　日常生活ではなかなか動かさ
ない部位や関節を積極的に動か
すことで動きやすい体を作りま
す。＊注）急に強く動かすこと
は危険です。

③脚部を強くして血行の促進
　上半身の運動時は臀部・脚部でしっかり体を支え
バランスをとることから、脚の支持筋力を強化しま
す。
　脚の屈伸運動時はふくらはぎの強化と共に血行の
促進をします。

④運動感覚や運動神経を刺激します
　音楽と運動を合わせたり、
運動のポイントや使ってい
る部位を意識して意図的に
体を動かすことでリズム感
と運動神経を働かせ、脳や
神経系に刺激を与えます。
また、運動効果が向上しま
す。

⑤心肺機能や消化機能を促
進します

　体操を実施する際は呼吸と連動し、意識的に大き
な呼吸をする体操があります。また、体を曲げたり
捻ったりすることで消化器に刺激を与えます。

⑥生活のリズムを整えます
　毎日同じ時間にラジオ、テレビで放送されている
ので、誰でも簡単に行うことができます。
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⑦コミュニケーションの場
　全国の公園等に集まって朝６：30にラジオ体操愛
好家の方々が協力し合って体操し、お互いの元気を
確認しています。どなたでも自由にご参加いただけ
ます。

⑧安全な体操
　我々は平成19年の糖尿病学会で高齢糖尿病患者に
おけるラジオ体操の安全性を実証しており、運動習
慣のない高齢糖尿病患者（74.4±2.13歳）の体操時
平均心拍数は93.7±11.2拍/分、最高心拍数は103.4
±11.1拍/分という結果で、糖尿病治療ガイドライ
ンの基準となっている100拍/分以下の心拍数におお
むね当てはまっています。

●まとめ
　運動を続けるためには楽しさ・爽快感・達成感・
運動効果のようなポジティブな気持ちを実感するこ
とが大切です。効果ばかりを追いかけてがんばって
も、つらい・苦しいのようにネガティブになっては
続きません。できることをできる時に行なうことか
ら始めましょう。ラジオ体操も同様です。
　今までのラジオ体操は過去のものです。今日から
新しいラジオ体操で健康的な体づくりを始めましょ
う。

いつやるの？

今でしょ！

♪
♪ ♬

♪

MEMO
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司会のことば
京都府立医科大学卒業。1974年より、東京都立豊島病院内科医長（糖尿病）。千葉大学にて学位を
取得。1993年、東京、板橋に糖尿病専門クリニック　あいそ内科を開設、糖尿病友の会「かとれあ会」、
会員数は300名、現在に至る。

日本糖尿病学会認定医・研修指導医／日本糖尿病学会功労評議員／東京都糖尿病協会理事。

主な著書は「名医の図解　糖尿病に克つ生活読本」（主婦と生活社）など。

　特別講演

相磯　嘉孝

　近年、糖尿病の新しい話題としていろいろなこと

が新常識になっています。

　まず、血糖コントロール目標値が改訂され、今ま

での 5段階から３段階にまとめられました。国内外

のエビデンスに基づき、合併症予防の目標である

「HbA1c7.0％未満」を強調しています。

　次に、血糖測定器は測定時間が短くなり、持続血

糖モニターも汎用されるようになりました。また、

基本となる食事療法の考え方も変化しています。糖

質制限の是非、カーボカウントの実践、糖尿病透析

予防指導管理などが話題になっています。

　糖尿病治療薬は、スルフォニル尿素薬（SU薬）中

心の時代から、ビグアナイド薬の見直し、そしてイ

ンクレチン関連薬の登場。現在は、DPP4阻害薬は

７種類に、GLP1受容体作動薬は４種類になり、さ

らに新しい機序の治療薬の開発も進んでいます。

　インスリン治療薬では、既存の持効型インスリン

製剤の問題点をふまえた新しい製剤が、かなりの効

果を発揮しています。

　一方、研究面では、糖尿病の重要な遺伝子が同定

され、糖尿病や合併症の発症分子機構の解明も大き

く進み、iPS 細胞を中心とした再生医療への展望も

切り開かれつつあります。

　さて、本日は糖尿病の新しい話題について、渥美

義仁先生から詳しくお話をお伺いしたいと思いま

す。

糖尿病の臨床や研究は
　　着実に進歩しています
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糖尿病の新しい話題―食事・運動から注射まで
（略歴）
1977年　慶應義塾大学医学部卒業
1977年　東京都済生会中央病院内科研修医
1998年　　　　　 同 　　　　内科部長
2006年　　　　　 同 　　　　副院長
2010年９月　　東京都済生会中央病院糖尿病臨床研究センター長
2013年１月～　永寿総合病院糖尿病臨床研究センター長

所属学会など 日本糖尿病学会 理事
 日本糖尿病協会 理事
 日本フットケア学会 理事
 日本下肢救済足病学会 理事
 日本病態栄養学会 評議員
 日本糖尿病教育・看護学会 評議員　など

学会開催 第８回日本フットケア学会　学会長 平成22年２月
 第55回日本糖尿病学会　学会長 平成24年５月

　我が国の糖尿病患者数は、2025年には1500万人に

達すると予測され、厚生労働省は、この予測数を

500万人減らすべく様々な施策を準備している。世

界でも糖尿病患者数は、2025年には４億人近くに達

すると予測されている。このような患者数の増加

と、それに伴う合併症の影響への対策に世界の叡智

が集められているが、解決への道のりは険しい。

　患者数の増大にもっとも大きく影響したのは、食

事の変化と運動量の減少とされている。食事の変化

は自然に起きたわけではなく、食品企業や外食産業

の勃興と関係している。さすがに、米国でも食事の

変化による肥満が大きな社会問題となり、高カロ

リーで高脂肪のファストフード業界やその他の食品

業界も健康志向が始まっている。わが国は、米国な

どよりも健康志向のライフスタイルへの対応は先行

し、女性ではどの年代でも肥満度は改善傾向となっ

ている。

　糖尿病の食事療法に関する最近の大きな話題は、

パネルディスカッションにもある「炭水化物制限」

である。確かに、肥満対策として欧米で認められ、

わが国の糖尿病学会編著の第７版「食品交換表」

（2013年10月末発刊予定）でも、炭水化物の割合を

60%、55%、50%の３種類から選択することができ

るようになった。運動では、手軽な運動施設が増え

たり、体を動かすことが一般に受け入れられたり、

歩数計や活動量計など運動関連グッズの新製品も

続々登場している。活動量計のデータと血糖測定器

のデータを、簡単に一画面で把握できるシステムを

薬局に設置することも試行し始めている。

　糖尿病の治療薬は進歩が著しく、経口血糖降下薬

では、比較的最近登場したにも関わらずDPP-4阻害

薬がわが国で最も多く用いられるようになった。来

年には、SGLT2阻害薬という新しい範疇の薬剤が

登場予定である。この薬剤の作用は、血糖が高くな

ると尿への糖の排出を増やして血糖を下げるという

仕組みである。注射薬では、持効型インスリンの新

製品と、GLP-1受容体作動薬の１週間に一回の注射

と、インスリンと併用できるGLP-1受容体作動薬な

どが出現して臨床で用いられ始めている。

　進歩する薬物療法には大きな期待があるが、食

事・運動療法と薬物療法の効果を本人が把握して治

療に臨む血糖自己測定（SMBG）も進歩している。

スマートホンを利用した新しいシステムも出現して

いるので、広く利用いただけるよう紹介したい。

　特別講演

渥美　義仁
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各　種　表　彰　者　一　覧
（五十音順、敬称略）

糖尿病師範
岡本　教子（至誠鷺草会）

奥野　直子（あけぼの会）

小磯　俊浩（いちがやくらぶ）

小林　健明（かけはしの会）

善方　真一（愛宕会）

徳田　　淳（あけぼの会）

団体功績表彰
こぶしの会（大泉保健相談所）

さくらまち糖友会（聖ヨハネ会桜町病院）

鈴森会（鈴森内科クリニック）

東京逓信病院糖尿病友の会（東京逓信病院）

有隣病院糖尿病友の会（有隣病院）

永井　　勉（もろこし会）

野竹　　敦（さつき会）

保坂　三蔵（いちがやくらぶ）

森　　明義（さつき会）

安永　静香（至誠鷺草会）

個人功績表彰
青木　きよ（育寿会）

金田　朋子（小石川ひまわり会）

後藤　昭子（育寿会）

近藤　弘子（野火止会）

坂原　節子（あゆみ会）

佐々木たにえ（育寿会）

竹村　昌浩（うめの実会）

田中　國浩（あだちDMクラブ）

徳田　春子（育寿会）

津金喜代子（小石川ひまわり会）

中野　久江（育寿会）

錦織　幾子（ひまわり会）

長谷川わか子（相互会）

服部　佳子（東京逓信病院糖尿病友の会）

塙　　弘子（江戸川くすのき会）

浜崎　末雄（小石川ひまわり会）

本多美奈子（関東中央病院欅会）

松村　張海（育寿会）

八重畑福子（育寿会）

山口美智子（育寿会）

山崎美智代（小石川ひまわり会）

吉田　晴雄（東京逓信病院糖尿病友の会）

吉村　静子（あゆみ会）


