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● プログラム ●
《1：00〜 1：05》　
●開会のご挨拶� 実行委員長：日本大学医学部内科学系　糖尿病代謝内科分野　教授　石原　寿光

●第一部� 座長　東京大学大学院医学系研究科　糖尿病・代謝内科　特任講師　迫田　秀之
《1：05〜 1：35》
１．糖尿病患者さんが、健やかに寿命をまっとうするために
� 杏林大学大学院医学系研究科　糖尿病・内分泌・代謝内科　准教授　犬飼　浩一
《1：35〜 2：05》
２．心血管合併症を起こさないために
� 日本大学医学部内科学系　循環器内科学分野　准教授　高山　忠輝

《2：05〜 2：15》　（休憩）

●第二部� 座長　帝京大学医学部内科学講座　教授　江藤　一弘
《2：15〜 3：15》
３．糖尿病とがん
� 国立国際医療研究センター病院　糖尿病代謝内分泌内科　医長　能登　　洋

《3：15〜 3：25》　（休憩）

●第三部� 座長　日本大学医学部内科学系　糖尿病代謝内科分野　教授　石原　寿光
《3：25〜 3：55》
４．肺がんもはやく見つけて健やかな人生�〜糖尿病は肺（ハイ）リスク？〜
� 川崎市立井田病院　呼吸器外科　医長　安彦　智博
《3：55〜 4：25》
５．消化器がん検診のすすめ
� 日本大学医学部内科学系　消化器肝臓内科学分野　今武　和弘
《4：25〜 4：30》　
●閉会のご挨拶� 東京都糖尿病協会　会長　菅原　正弘
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ご挨拶

第12回糖尿病市民セミナー・東京 主催代表のことば

菅原　正弘
東京都糖尿病協会会長

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。東京都支部長の
菅原です。糖尿病市民セミナー・東京も今回
で12回目を迎えました。実行委員長の石原寿光
先生が素晴らしいプログラムを組んで下さいま
した。糖尿病では心筋梗塞・脳梗塞、がん、認
知症、骨粗鬆症、歯周病など、他の疾患のリス
クが高まることが知られています。逆に考えれ
ば、糖尿病と上手につき合うことが、これらの
予防、早期発見に繋がるということになります。
　日本人男性の二人に一人、女性の三人に一人
はがんになります。糖尿病では、さらにリスク
が高まります。遺伝の関与は少なく、家族にが
んの方が居られなくても、安心できません。誰
でもがなる病気なのです。胃がん、大腸がん、
乳がん、子宮がん、前立腺がんは検診を定期
的に受診していれば、まず手遅れになることは
ありません。検診を受けることが極めて重要で
す。年に１回は胸部のレントゲン写真もチェッ
クして貰って下さい。

　東京都糖尿病協会は日本糖尿病協会の支部と
して活動する一方、歩く会やブロック糖尿病教
室を開催、また模範となる糖尿病患者さんを師
範として表彰するなど、独自の活動を展開して
まいりました。都内には140余の医療機関に友の
会があります。まだ入会されておられない方は
是非この機会に入会され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と知
りあい、語りあって下さい。励まし合える友の
存在は、糖尿病療養生活をより楽しく充実した
ものに変えてくれると確信しています。
　都内の友の会一覧、講演会、歩く会等の情報
は本会のホームページをご覧下さい。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。

東京都糖尿病協会 検索
http://www.dm-net.co.jp/tokyo-tounyou

�
�

�
�
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ご挨拶

実行委員長のことば

石原　寿光

　皆様こんにちは。今回の市民セミナーの実行

委員長を務めさせていただきます石原寿光です。

21世紀の国民病である糖尿病は、日本のみなら

ず世界中で増加しています。その病態解明、治

療法開発は着実に進歩していますが、未だ根治

療法はありません。糖尿病とうまくつきあって

いくことが重要です。そうすることによって、

神様が与えてくれた寿命まで、合併症などを起

こさずに暮らすことができます。そうした人た

ちを私は、何人も診てきました。その人たち

が、健やかに暮らしたノウハウはそれぞれに異

なるかもしれませんが、共通して重要なことが

いくつかあると思います。そのポイントの一つ

は、動脈硬化症から起こる心筋梗塞などの心血

管合併症を発症させないことであり、もう一つ

非常に大切なことは、日本人の死因の第一位で

ある“がん”を予防すること・早期発見するこ

とです。今回のセミナーでは、このような点に

ついて、専門の先生たちに、少し深いところま

で、わかりやすく、お話してもらうことにしま

した。糖尿病患者さんやその家族のかたなど

に、主体的に糖尿病とつきあっていくための、

生活習慣や検診の大切さを知ってもらいたいと

思います。

1963年４月 埼玉県生まれ
1982年３月 埼玉県立浦和高校卒業
1988年３月 東京大学医学部医学科卒業
1990年４月 東京大学医学部第三内科入局
 以後、東京大学付属病院、朝日生命成人病研究所にて診療・研究活動
1998年４月 ジュネーブ大学臨床生化学教室（Division de Biochimie Clinique; Prof.  
 Claes B. Wollheim）留学
2001年８月 東北大学医学系大学院分子代謝病態学分野・糖尿病代謝科　医員
2003年２月 　　　　　　　　同　　　上　　　　　　　　　　　　　　助手
2007年１月 　　　　　　　　同　　　上　　　　　　　　　　　　　　講師
2008年９月 日本大学医学部内科学系糖尿病代謝内科　教授

受賞歴
2009年５月　リリー賞受賞（日本糖尿病学会）
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第一部

座長のことば

迫田　秀之

　糖尿病は、血糖値やHbA1cが高値となっても、

あまりはっきりした症状がなく、患者さんが病気を

自覚しないことが多くあります。そのために、高血

糖を無治療で放置してしまい、様々な合併症を生じ

てきてしまいます。合併症が重症化して初めて患者

さんは症状を自覚しますが、一度、重症化してしま

うと後遺症が残ってしまい、その後は不自由な体で

過ごしていくことになります。そのために、早期か

ら高血糖を是正して合併症を予防することが非常に

大切です。

　糖尿病合併症として、網膜症、神経症、腎症の３

大合併症や、動脈硬化から脳梗塞や心筋梗塞などに

進展することはよく知られていましたが、近年の研

究で、肺炎などの感染症、癌や認知症などの発症も

増えることが分かってきました。「糖尿病は万病の

元」といっても過言でないくらい、頭のてっぺんか

ら足の先まで、文字通り全身に様々な合併症を生じ

てくるのです。その結果、糖尿病患者さんの平均寿

命は10歳ほど短いと考えられています。

　本セミナーの第一部では、犬飼先生に糖尿病と合

併症、寿命などに関して総論的なご講演を、高山先

生からは、命に直結する重篤な合併症である心血管

合併症に関してのご講演をいただきます。

学歴
1994年３月 東京大学医学部医学科卒業
1996年４月 東京大学大学院医学系研究科（内科学専攻）入学
2000年３月 東京大学大学院医学系研究科（内科学専攻）卒業

職歴
1994年６月 東京大学医学部附属病院内科研修医 （第２内科）
1994年12月 東京大学医学部附属病院内科研修医 （第３内科）
1995年６月 JR東京総合病院内科研修医
1996年４月 東京大学医学部附属病院第三内科　入局
2000年１月 朝日生命成人病研究所　医員　兼　主任研究員
2004年４月 東京大学医学部附属病院糖尿病代謝内科助手
2007年４月 東京大学医学部附属病院糖尿病代謝内科助教
2011年５月 東京大学医学部附属病院糖尿病代謝内科特任講師
　 現在に至る

免許・資格
1994年５月 医師免許　第362324号
1998年９月 日本内科学会認定内科医　第13050号
2000年３月 医学博士
2006年12月 日本内科学会総合内科専門医　第13053号
2007年12月 日本糖尿病学会認定専門医　第4139号
2012年12月 日本糖尿病学会研修指導医　第1772号
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第一部

糖尿病患者さんが、健やかに寿命をまっとうするために

犬飼　浩一

　糖尿病（２型）は、全世界において30年で約２

倍、日本でも、20年で約２倍の勢いで増え続けてい

る慢性疾患である。また、全世界で糖尿病は、死

因の第8位を占める疾患であるが、第１位の虚血性

疾患、第2位の脳卒中ともに、その３分の１は糖尿

病患者であるといわれており、さらに糖尿病が、こ

れら上位を占める疾患のリスク因子であることを考

えると、糖尿病こそが、全人類の平均寿命を短くさ

せ、また医療経済を圧迫している疾患であるといわ

ざるを得ない。日本では、最新の統計（2007年）

で、糖尿病の人口が890万人とされ、これは、どん

どん膨れ上がりつつあるといわれている。日本人が

糖尿病になりやすくなった理由としては、環境要因

として、食生活の欧米化（特に脂肪摂取の割合の増

加）と産業の近代化による生活習慣の変化が挙げら

れ、また、遺伝要因としては、インスリン分泌能の

脆弱性と、倹約遺伝子の保有率が他国と比較して高

いことがあげられる。すなわち、日本人は過栄養状

態になると肥満になりやすい民族であることが、す

でに知られている。日本人は内臓脂肪がたまりやす

く、この内臓脂肪からは、アディポカインと呼ばれ

る生理活性物質が多く分泌されており、これらが、

インスリンの本来の役目である血糖を正常化する働

きを阻害する。

　糖尿病についてまず知っておきたいことは、自分

の血糖値が、糖尿病の診断において、どのような

位置にあるかを知る必要がある。一般的には、早

朝空腹時血糖値100までは、正常、100−110は、や

や警戒、110−125は境界型糖尿病、126以上が糖尿

病と考えられている。空腹時血糖が200以上になる

と、場合によっては、昏睡になる危険域であり、早

急な治療を要すると考えられる。また、空腹時血

糖と同時に、ヘモグロビンA1c（エーワンシー）に

ついても十分理解する必要がある。ヘモグロビン

A1cは、約２か月間の血糖の平均値の指標であり、

糖尿病外来などでは、この数値をもとに、治療が

進められる。概ね、空腹時血糖100＝HbA1c5.6％、

110=HbA1c6.1 ％、125=HbA1c6.5 ％、200=HbA1c

９％くらいと考えてよい。従って、ヘモグロビン

A1cが6.1％を越えると、糖尿病の疑いが濃い領域と

考えられる。糖尿病患者のHbA1cの目標値は昨年

の糖尿病学会の熊本宣言により、7.0％未満とされ

ているが、セミナーでは、血糖コントロールの目標

を達成させるための、食事療法・運動療法・薬物療

法の基本的な考え方を説明する。

平成元年 東京大学医学部卒
 日赤医療センター内科研修を経て、
平成３年 東京大学医学部第三内科（現代謝内科）入局
平成５年 朝日生命成人病研究所糖尿病内科主任研究員
平成12年 埼玉医科大学内分泌糖尿病内科講師
平成21年 埼玉医科大学国際医療センター糖尿病内科診療科長
平成24年 杏林大学大学院医学研究科糖尿病内分泌代謝内科　准教授

資格：内科専門医・内分泌代謝内科専門医
　　　糖尿病専門医・指導医
　　　医学博士
　　　日本糖尿病学会評議員
　　　日本糖尿病肥満動物学会評議員
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第一部

心血管合併症をおこさないために

高山　忠輝

　糖尿病で最も恐れるのは、その合併症です。その
中でも心血管合併症は、生命にかかわる合併症とし
て近年注目されています。以前から３大合併症とし
て、神経障害、網膜症、腎症がありますが、これは
細小血管障害といわれています。それに対して、心
血管疾患、脳血管障害、閉塞性動脈硬化症は、大血
管症といわれ近年この予防に対して循環器内科の医
師も糖尿病に関心を持ち治療に携わってきました。
特に多いのは心筋梗塞です。心筋梗塞の原因は、動
脈硬化にあります。それも心臓の血管（冠動脈）の
動脈硬化が進行し、プラークという病変が血管内に
狭窄を起こします。この狭窄は、血管の中に、LDL
コレステロールが沈着し、血管内部に取り込まれ、
血管の内側に飛びだします。このプラークが、血圧
や血管の痙攣を契機に内膜が傷つき、中身の脂肪成
分が血管内部に露出、血栓を形成し閉塞のため心筋
梗塞をおこすのです。これに対して、私たちは緊急
でカテーテル治療を行い心筋梗塞をできるだけ軽症
で、心不全をおこさないよう努めています。心筋梗
塞を起こしてしまった患者さんが再発しないように

治療することを２次予防と言い、動脈硬化の進行を
食い止めるため強力な治療を行います。まず必要な
ことは、糖尿病の血糖コントロールです。血糖値は
低いほうがいいのですが、低血糖はいけません。ま
た、最近では血糖が食後に急上昇し、食前と食後の
血糖の差が大きい人に動脈硬化が進行すると報告さ
れています。糖尿病による動脈硬化の進行を食い止
めるためには、血糖値のコントロール、特に食後の
血糖値を抑えること、また血液中のLDLコレステ
ロール値をできるだけ低下させることが必要です。
また、一般的には、規則正しい生活と適度な運動が
食後の血糖値の上昇を予防します。肥満や高血圧を
合併することも多くメタボリックシンドロームとい
う病態では、インスリン抵抗性というインスリンが
分泌されていても血糖値が下がらない状態になりま
す。また、肥満でも内臓脂肪とインスリン抵抗性に
は関連があることがわかっており、内臓脂肪を減ら
すことも重要です。私たち循環器内科医は心筋梗塞
にならないようにする試みについてお話します。

1990年３月 日本大学医学部卒業
1996年３月 日本大学大学院卒業、医学博士号授与さる。
1998年10月 アメリカ、オハイオ州、クリーブランド、MetroHealth Medical Center 

Heart &Vascular Center （心臓・血管センター）に留学。
2000年12月 帰国。
2001年１月 日本大学医学部内科学講座内科２部門助手。
 日本大学板橋病院循環器科勤務。
2003年５月 救命救急センターCCU担当となる。
2004年６月 日本大学板橋病院循環器内科　外来医長。
2007年７月 日本大学板橋病院救急救命センターCCU医長
2008年 日本大学医学部内科学系循環器内科分野　助教　および
 日本大学板橋病院救急救命センターCCU医長（2012年７月末まで）
2013年８月 日本大学医学部内科学系循環器内科分野　准教授
 現在に至る。

研究領域 虚血性心疾患の診断および心臓カテーテルによる治療
 血管内超音波法を併用した冠動脈カテーテル治療
 血管内視鏡

資　格 平成11年　内科認定医。
 平成14年　循環器専門医。
 平成14年　日本心血管インターベンション指導医。
 平成21年　日本心臓血管内視鏡学会理事。
 　　　　　画像動態学会評議員
 　　　　　日本心血管カテーテル治療学会専門医
 平成24年　日本冠疾患学会評議員
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第二部

座長のことば

江藤　一弘

　今や日本人の10人に５人はがんになる時代であ
る。また、10人に２人は糖尿病かその予備群であ
る。従って、糖尿病であり、かつ、がんと戦う人の
数は甚大である。1991−2000年の統計によると糖尿
病患者さんの死因の34.1％はがんであり、心血管病
変による死亡の割合を上回っていた。実際、糖尿病
診療にたずさわっていると、糖尿病の包括的治療や
管理が効果を上げていることを実感できるが、それ
と相反して、種々のがんと診断された、あるいは現
に治療を受けている患者さんの数は確実に増えてき
ている。
　こうしたことを背景に2013年５月に日本糖尿病学
会と日本癌学会は合同で「糖尿病と癌に関する委員

会報告」を発表した。その疫学データによれば、糖
尿病は全ての癌、大腸癌、肝臓癌、膵臓癌などのリ
スク増加と関連していた。日本人のほとんどを占め
る２型糖尿病とがんに共通の危険因子としては加
齢、男性であること、肥満、低い身体活動量、不適
切な食事（赤肉・加工肉の摂取過剰、野菜・果物・
食物繊維の摂取不足など）、過剰飲酒や喫煙などが
挙げられた。
　本講演では委員会報告の委員も務められた能登　
洋先生に、糖尿病患者さんのだれしもが理解し、日
常生活に反映させて活かし、がんの発症予防、早期
発見や治療につなげるために必要な内容をお話して
いただく予定である。

学歴：1988年３月 東京大学医学部医学科卒業
1988年３月 医学士（東京大学医学部、医第9928号）
2002年12月 医学博士（東京大学、第15517号）

職歴：1988年-1989年 東京大学医学部附属病院内科研修
1989年-1990年 社会保険中央総合病院内科研修
1990年-1994年 東京大学医学部附属病院第三内科医員
1994年-1996年 朝日生命糖尿病研究所研究員
1996年-2003年 東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科医員
2003年-2006年 博士研究員, Laboratory of Molecular Endocrinology and Diabetes,
 Department of Endocrinology, Massachusetts General Hospital
2004年-2006年 Instructor in Medicine, Harvard Medical School 
2007年-2009年 自治医科大学内分泌代謝科講師
2009年 帝京大学医学部内科学講座准教授
2009年-現在 自治医科大学非常勤講師
2010年-現在 帝京大学医学部内科学講座教授

　賞：1995年 インスリン研究会研究助成賞
1998年 日本臨床代謝学会（現、日本臨床分子医学会）奨励賞
2002年 日本糖尿病学会リリー賞
2002年 日本医師会研究助成賞
2003年 持田記念医学薬学振興財団助成賞
2003年 中山科学振興財団国際交流助成賞
2004年-2006年 Pilot and Feasibility Program Grant of Boston Area Diabetes Endocrinology Research Center （BADERC）
2010年 日本成人病（生活習慣病）学会会長賞

資格：1988年５月25日 医師免許（第315369号）
1988年８月16日 保険医（東医89883）
1996年９月20日 日本内科学会認定内科医（第10280号）
2006年12月10日 日本糖尿病学会認定専門医（第3840号）
2007年９月１日 日本内科学会認定研修指導医
2007年12月11日 日本内科学会認定総合内科専門医（第13843号）
2008年４月１日 日本内分泌学会認定内分泌代謝科専門医（第108003号）
2008年11月30日 日本糖尿病学会認定研修指導医（第1434号）
2011年４月１日 日本内分泌学会内分泌代謝科指導医（第3110031号）

学会・公的活動：日本内科学会、 日本糖尿病学会（評議員）、日本内分泌学会（代議員）、日本病態栄養学会（評議員）、 日本成人病（生
活習慣病）学会（評議員）、 日本動脈硬化学会、 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
肥満症治療学会、 日本臨床分子医学会、 日本生化学会、 日本再生医療学会
米国糖尿病学会（ADA）、 欧州糖尿病学会（EASD）、 アジア糖尿病学会（AASD）、 米国心臓病学会（AHA）
東京都糖尿病医療連携協議会委員、 東京都西北部糖尿病医療連携協議会委員（座長）
「糖尿病」編集委員
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第二部

糖尿病とがん

能登　洋

　近年、糖尿病とがんの関連性が注目されていま
す。糖尿病とがんは、その発症に生活習慣の影響を
大きく受ける疾患です。なかでも肥満・喫煙・運動
不足・アルコール多飲などの生活習慣が両者の共通
要素としてまず挙げられます。がん死の多い日本で
は、糖尿病においてもがんは死亡の主因であり、世
界的にはがんは死因の第２位、糖尿病は死因の第12
位です。	
　厚生労働省の2010年国民健康・栄養調査結果によ
りますと、30歳以上の糖尿病患者および糖尿病が強
く疑われる人は男性の約17％、女性の約10％です。
2002年には男女それぞれ約14％、約７％でした。男
女とも年齢とともに患者数は増える傾向にありま
す。一方、平成17年のデータではがん全体の発症数
は男性で約40万人、女性で約30万人でした。がんに
ついても男女とも発症数は1975年以降増加し続けて
おり、2005年には1975年の約３倍に増加していまし
た。
　国際的には、糖尿病はがん全般・肝臓がん・子宮
体がん・膵臓がん・腎臓がん・大腸がん・膀胱が
ん・乳がん・胃がんの発症増加と関連しています。
日本人に限定したデータでは、肝臓がん・膵臓が
ん・大腸がんの増加と同程度関連しています。糖尿
病治療薬に伴う発がんの可能性についても研究が進
んでいますが、現時点ではいずれの薬剤に関する

データも限定的であり結論には至っていません。
　このような状況を受け、2013年に日本糖尿病学会
と日本癌学会から日本人向けの声明が共同で出され
ました。以下に、国民一般（患者を含む）への提言
をまとめます。

・糖尿病は、日本人では肝臓がん、膵臓がん、大腸
がんの発症増加と関連しています。他の種類のが
んについては、一定の結論が得られていません。

・健康的な食事、運動、体重管理、禁煙、節酒は糖
尿病およびがんの予防につながる可能性があり、
行うことが勧められます。

・食事療法、運動療法、禁煙、節酒は、糖尿病の人
にとってもがんの予防につながる可能性がありま
す。

・糖尿病の人は性別・年齢に応じて適切に、科学的
に根拠のあるがん検診を受診することが推奨され
ます。糖尿病で肝炎ウィルスが陽性の場合には、
医療機関を受診して肝臓がんの検診を受けること
が推奨されます。

・特定の糖尿病治療薬とがんとの関係については、
現時点でははっきりした結論は得られていませ
ん。医師の指示に従って、良好な血糖を維持する
ことが大切です。

略歴
1993年（平成５年）　 東京大学医学部医学科卒業
同年 東京大学医学部附属病院内科研修医
1994年（平成６年） 米国ニューヨーク州ベス・イスラエル医療センター内科研修医
1997年（平成９年） 東京厚生年金病院内科医員
1998年（平成10年） 東京大学医学部糖尿病代謝内科医員
2003年（平成15年） 米国テキサス州テキサス大学サウスウェスタン医療センター
 内分泌代謝内科臨床専修医
2006年（平成18年） 東芝病院代謝内分泌内科医員
2009年（平成21年）より　国立国際医療研究センター　糖尿病・代謝・内分泌科医長

資格
医学博士、東京医科歯科大学医学部臨床教授、千葉大学薬学部非常勤講師、国立看護大学校非常勤講師、日本内科学会総合
内科専門医・指導医、日本内分泌学会専門医・指導医、日本医師会認定産業医、日本内科学会生涯教育専門委員、日本病態
栄養学会評議員、米国医師免許、米国内科専門医、米国内分泌代謝糖尿病専門医、米国内科学会上席会員（FACP）
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安彦　智博

　肺がんの症状を御存知ですか？高齢になれば肺が
んは進行しにくいと思いますか？今回は肺がんにつ
いての正しい知識を持っていただき、検診など健康
管理に少しでも興味をもつきっかけになれば嬉しい
です。
　日本人の死因のトップは悪性新生物（がん）で
す。その中で最も多いのが肺がんです。喫煙やアス
ベスト吸入などが原因として考えられていることは
ご存じでしょう。
　肺がんは早期には症状がないことが多く、無症状
に進行していきます。そして放置しておくと、息が
苦しくなったり、脳や骨に転移して麻痺や痛みを
伴ってきます。これは高齢者であっても同じです。
死亡率の高い肺がんも早期に発見されれば完治する
ことも可能ですが、症状がないうちに発見されるこ
とが重要です。
　そんな肺がんから自身を守るには禁煙などの健康
管理、生活習慣病の予防と定期的に検診や人間ドッ
クなどのボディーチェックを受けることです。早期
発見し早期治療を行えば怖い肺がんも70％以上完治
することができるからです。肺がん検診だけでは必
ずしも早期肺がんを見つけられないこともあります

が、何もしなければ発見の機会さえ失ってしまいま
す。また検診を受けることで自ら健康管理を行う動
機づけにもなり、健やかな人生を過ごしていくため
には欠かせないことのひとつといえましょう。
　肺がんの代表的な治療は手術、化学療法（抗がん
剤）、放射線治療で病期によって治療法が確立され
ています。早期肺がんであれば内視鏡手術が可能
で、一週間以内の入院で治療が行えます。
　ところで、糖尿病は肺がん治療を行う上で非常に
大きなリスクとなります。糖尿病は腎機能を悪化さ
せるだけでなく、傷の治りを悪くさせ、感染を起こ
しやすくするため、治療の大きなリスクになるから
です。治療効果が得られているのに途中で治療を断
念しなくてはならないケースもでてきます。重症化
することも決して珍しくありません。まさに糖尿病
は肺（ハイ）リスクといっていいでしょう。暴飲暴
食を避け、適度に運動し、禁煙、・・・なんだかつ
まらなそうなことばかりですが、家族や友人を巻き
込んで楽しく健康管理を行うことが継続できるコツ
かもしれません。暴飲暴食とタバコ代の節約分は健
康管理と定期的なボディーチェックに回すことにし
て健やかな人生を送りませんか。

略歴
1995年 杏林大学医学部医学科卒業
 慶應義塾大学医学部外科学教室入局
1996年 永寿総合病院、
1997年 浦和（現さいたま）市立病院外科に出向し
1998年 慶應義塾大学医学部外科学教室呼吸器外科に帰室
2001年 独立行政法人国立病院機構東京医療センター呼吸器科に出向
2005年 帝京大学医学部呼吸器外科
2010年 川崎市立井田病院呼吸器外科医長　

主な資格
学位取得
日本外科学会外科専門医・指導医
日本胸部外科学会胸部外科認定医
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医、指導医
呼吸器外科専門医・評議員
肺がんCT検診認定医
日本ハイパーサーミア学会認定医

主におこなっていること
胸腔鏡下手術
放射線治療や化学療法を併用した集学的治療
など

第三部

肺がんもはやく見つけて健やかな人生　〜糖尿病は肺（ハイ）リスク？〜
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今武　和弘

　健やかに寿命をまっとうするためには疾病特に生

活習慣病にならないようにすることが必要で、一

次予防（疾病予防・健康増進）・二次予防（早期発

見・早期治療）が肝要である。がんは本邦では昭和

56年以降死因第１位となり、平成23年の全死亡者

に占める割合は28.5％であった。胃がんは近年男女

とも死亡率は低下しているが、男性ではがん死亡の

第２位である。胃がんにならないようにするために

は禁煙、塩分をひかえめにして、緑黄色野菜や海藻

など多くとることなどが重要である。塩分の過剰摂

取が続くと胃の中で塩分濃度が高まり、胃粘膜がダ

メージを受けて炎症を起こし、胃がんにもつなが

る。野菜の不足が続くとビタミンCの摂取がおろそ

かになり、胃がんのリスクを高める。もし胃がんに

なってしまっても早期のうちに発見すれば外科手術

をせずに内視鏡で治療が可能である。内視鏡的粘膜

切除術や最近では内視鏡的粘膜下層剥離術という最

新の治療がある。大腸がんにならないようにするに

は腸の環境を整えることが重要である。過度な肉食

を避け野菜や海藻などを多くとり乳酸菌などの善玉

菌を増やすことが重要である。食事では動物食の割

合を少なくし、植物食の割合を多くするようにす

る。身体活動も有用で運動により腸管蠕動運動の亢

進、便の腸内停滞時間の短縮などが大腸がんの予防

につながる。もし大腸がんになってしまっても早期

発見、早期治療をすれば外科手術をせずに内視鏡的

大腸ポリープ切除術や内視鏡的粘膜切除術という治

療が可能である。

　消化器がんでは胃の不調や血便などの自覚症状が

でた時には進行がんのことが多い。検診で発見され

た場合の５年生存率と自覚症状が出てからの５年生

存率には明らかな違いがあり、早期発見・治療が大

切である。自覚症状がでる前に検診を受け健康で健

やかな生活をおくっていただきたい。

学歴
1986　日本大学医学部卒業
1990　日本大学大学院医学研究科卒業（ロイコトリエンの胃酸分泌と消化管ホルモン）学位取得
2000～2002　米国アイオワ大学留学（消化管モチリティの研究）

職歴
1990　日本大学医学部第三内科入局
1992　国立王子病院内科医長
1993　日本大学医学部第三内科（現・消化器肝臓内科）復職

専門医
日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医、
日本消化器がん検診学会指導医・専門医、日本がん検診・診断学会専門医、
日本人間ドック健診専門医

学会評議員
日本消化器病学会評議員、日本消化器内視鏡学会評議員、
日本消化器がん検診学会評議員、日本がん検診・診断学会評議員、
日本消化吸収学会評議員、日本潰瘍学会評議員、

第三部

消化器がん検診のすすめ


