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● プログラム ●
《午後１時〜》
●開会の挨拶	 東京都糖尿病協会会長　渥美　義仁

《午後１時５分〜》
●基調講演
「メタボ型糖尿病の病態・合併症と治療法・予防法」

座長　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
演者　東京大学糖尿病代謝内科　教授　門脇　　孝

《午後２時５分〜》
●表彰式

《午後２時40分〜》（休憩）

《午後２時55分〜》
●パネル講演：糖尿病合併症を防ぐ工夫

座長　虎の門病院内分泌代謝科　部長　森　　保道
1）「血糖管理の食事のポイント
　　　　―カロリー管理は大切。でもそれだけでいいの？―」

虎の門病院栄養部　管理栄養士　大道美佐子
2）「食事・運動・お薬を記録して血糖コントロール」

永寿総合病院糖尿病臨床研究センター　薬剤師　小出　景子
3）「腸内環境をふまえた肥満・糖尿病治療の工夫」

慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科　講師　入江潤一郎

《午後４時15分〜》
●講演
「ロコモティブシンドロームを防ごう」

座長　染谷クリニック　院長　染谷　泰寿
演者　虎の門病院整形外科　部長　山本　精三

《午後４時55分〜》
●閉会の挨拶	 実行委員長　森　　保道
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挨　拶

第50回糖尿病週間に際して

今回、東京都糖尿病協会が催します、糖尿病週間

行事の講演会が第50回を迎えました。50年前、糖尿

病患者さんの数ははるかに少なく、食事療法は「食

品交換表」が出版されたばかりで、経口薬の種類は

少なく、インスリン注射も自己注射が認められてい

ませんでした。そんな時ですから、糖尿病に関する

知識は、医師も患者さんも一般社会も絶対的に不足

していました。そこで、患者さんに糖尿病のしくみ

や食事療法などを説明して、実践してもらうしかな

いと、専門医と賛同する患者さんにより日本糖尿病

協会、東京都糖尿病協会が設立され、糖尿病週間行

事とこのような講演会が始まりました。“ためして

ガッテン”のような健康・医療番組がない時代、

5-10分の外来診察時の説明に比べたら、はるかに

長い時間をかけて充実した話を聞くことができる、

このような講演会は大変貴重で多くの方々の療養に

役立ったことと思います。その後、糖尿病患者さん

の急増につれ、治療法も進歩しましたので、新しい

治療法をいち早く正しく専門家が説明できる場とし

て、高い評価を得て継続されています。今回は、

森保道先生の企画で、日本糖尿病学会の門脇孝理事

長の基調講演、合併症を防ぐ工夫のパネルディス

カッション、ロコモティブシンドローム予防の山本

先生の講演と、第50回の記念講演会に相応しい内容

となりました。東京都糖尿病協会ならびに糖尿病週

間行事の、さらなる発展を期した会となりますよ

う、多くの方々の参加をお待ちしております。

渥美　義仁
東京都糖尿病協会会長

（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
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挨　拶

実行委員長のことば

東京都糖尿病協会が開催する糖尿病週間の講演会

は今回第50回目を迎えます。どなたもがご参加で

き、糖尿病やメタボリックシンドロームに関する知

識を深めていただく機会として、11月の糖尿病週間

に合わせて開催されています。

今回は「防ごう　肥満　防ごう　糖尿病合併症」

をテーマとして医師、管理栄養士、薬剤師の先生方

が講演します。

第50回記念としてプログラムは日本糖尿病学会理

事長の門脇先生の基調講演から始まります。日本で

急増するメタボ型糖尿病とはいかなるものでしょう

か。その本態と治療についての最新の知見をご紹介

します。

続いて、東京都糖尿病協会の渥美会長から東京都

糖尿病協会の活動にご尽力された皆様と本年３月に

任期満了した菅原前会長の特別表彰を行います。

そののちパネル講演として管理栄養士の大道先生

から食事療法、薬剤師の小出先生から生活の記録に

ついて毎日の生活にすぐに取り入れられる工夫を

わかりやすくお伝えします。近年注目が集まる腸内

細菌と肥満・糖尿病の関連について慶応大学の入江

先生が将来の予防治療への期待を込めて講演しま

す。糖尿病患者さんが生涯にわたり良好な運動機能

を維持する秘訣、ロコモティブシンドロームの予防

について染谷先生ご司会のもと、虎の門病院整形

外科の山本先生が解説します。

本講演会がご参加の皆様、糖尿病患者友の会の

皆様、ご家族・ご友人の皆様の健康にお役立ちすれ

ば実行委員長として望外の喜びです。どうぞリラッ

クスしてご参加ください。

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
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　基調講演

メタボ型糖尿病の病態・合併症と治療法・予防法
（略歴）
昭和53年３月　東京大学医学部医学科卒業
昭和53年６月　東京大学医学部附属病院内科研修医
昭和55年６月　東京大学医学部第三内科入局
昭和61年４月　東京大学医学部第三内科助手
昭和61年10月　米国国立衛生研究所（NIH）糖尿病部門客員研究員
平成２年９月　東京大学医学部第三内科助手
平成８年６月　東京大学医学部第三内科講師
平成10年４月　東京大学大学院医学系研究科代謝栄養病態学（糖尿病・代謝内科）講師
平成13年１月　東京大学大学院医学系研究科代謝栄養病態学（糖尿病・代謝内科）助教授
平成15年８月　東京大学大学院医学系研究科代謝栄養病態学（糖尿病・代謝内科）教授（現職）
平成16年４月　東京大学総長補佐
平成17年４月　東京大学医学部附属病院副病院長
平成20年５月　日本糖尿病学会理事長
平成23年４月　東京大学医学部附属病院長
平成24年４月　東京大学トランスレーショナルリサーチ機構長

（資格）
医師免許（医籍登録第242696号）、医学博士（東京大学第13574号）、日本内科学会認定専門医（第4373号）
日本糖尿病学会専門医（第1421号）・指導医（第355号）、日本医師会認定産業医（第9803314号）

（受賞）
平成４年度　 日本内科学会奨励賞「インスリン抵抗性糖尿病におけるインスリン受容体遺伝子変異の同定とスクリーニング法の開発」
平成５年度　 日本糖尿学会学会賞（シオノギ・リリー賞）「糖尿病の成因としてのインスリン受容体異常とグルコキナーゼ異常に関する研究」
平成５年度　日本内分泌学会研究奨励賞「インスリン受容体の構造と機能およびその異常」
平成５年度　成長科学協会研究奨励賞「インスリン様成長因子 (IGF−1) の作用機序に関する研究」
平成５年度　 日本医師会医学研究助成費「糖尿病の成因としてのインスリン受容体異常、グルコキナーゼ異常、ミトコンドリア異常に関する研究」
平成７年度　第１回東京大学医師会医学賞「ミトコンドリア遺伝子異常による糖尿病の一亜型の同定」
平成７年度　東京都医師会医学研究賞「ミトコンドリア遺伝子異常による糖尿病の同定と日本人糖尿病の成因における意義」
平成13年度　ベルツ賞「脂肪細胞と生活習慣病の分子メカニズム」
平成13年度　第１回東京大学医学部 The Best Teacher's Award
平成14年度　持田記念学術賞「糖尿病の遺伝素因と分子機構の解明とそれに立脚した根本的治療法の開発」
平成16年度　日本糖尿病学会学会賞（ハーゲドーン賞）「２型糖尿病の遺伝因子と分子機構」
平成16年度　高峰記念三共賞「２型糖尿病の分子機構の解明」
平成19年度　日本医師会医学賞「２型糖尿病の分子機構に関する研究」
平成19年度　上原賞「２型糖尿病の分子機構に関する研究」
平成20年度　日本糖尿病・肥満動物学会賞（米田賞）「遺伝子操作動物を用いた２型糖尿病の分子機構に関する研究」
平成22年度　紫綬褒章「糖尿病・代謝学研究功績」
平成23年度　武田医学賞「２型糖尿病の分子機構に関する研究—アディポネクチン受容体の発見と 機能解析」
平成23年度　日本体質医学会賞「２型糖尿病の体質に関する研究—遺伝素因の解明とアディポネクチン作用低下の意義」
平成24年度　日本内分泌学会学会賞「２型糖尿病の分子機構－インスリンとアディポネクチン作用を中心に」
平成24年度　2012 Kroc Lecture in Diabetes, University of Chicago 「Molecular mechanism of type ２ diabetes」
平成25年度　日本学士院賞「２型糖尿病・メタボリックシンドロームの分子基盤に関する研究」
平成25年度　日本糖尿病合併症学会 Expert Investigator Award「２型糖尿病とその合併症の分子基盤に関する研究」
平成25年度　日本肥満学会賞「肥満に伴うインスリン抵抗性・２型糖尿病の分子基盤に関する研究」
平成26年度　日本病態栄養学会アグライア賞「２型糖尿病の成因における分子病態栄養学研究」

（所属学会）
日本内科学会（理事）、日本糖尿病学会（理事長）、日本内分泌学会（理事）、日本肥満学会（常務理事）
日本糖尿病協会（理事）、日本病態栄養学会（理事）、日本糖尿病・肥満動物学会（理事長）、日本糖尿病合併症学会（幹事）
日本体質医学会（理事）、日本生化学会、日本分子生物学会、AmericanDiabetesAssociationAmericanEndocrineSociety

わが国で増加している糖尿病の大部分を占める２

型糖尿病の発症要因には、（１）インスリン分泌低

下の体質（遺伝素因）に基づくものと、（２）環境

因子、特に、肥満・内臓脂肪蓄積によるインスリン

抵抗性、いわゆるメタボリックシンドロームの病態

に基づくものがあり、多くの場合両者が合わさって

門脇　孝
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起こるが、我が国における欧米型生活習慣の一般化

に伴いメタボ型の病態の比重が増している。メタボ

リックシンドロームでは肥満・内臓脂肪蓄積に伴い

脂肪細胞から分泌されるアディポネクチンが低下し

インスリン抵抗性・高インスリン血症が惹起され、

耐糖能異常・糖尿病に加えて高血圧・脂質異常を合

併し、網膜症・腎症・神経障害などの細小血管合併

症の原因となるのみならず、心筋梗塞や脳卒中の最

大の原因となっている。更に、NASH（非アルコー

ル性脂肪肝炎）や肥満に伴う癌や認知症のリスクを

高めることも明らかになっている。

アディポネクチンは、最も豊富に存在する脂肪細

胞ホルモンである。アディポネクチンはインスリン

感受性を亢進させ、抗糖尿病作用を有する善玉脂肪

細胞ホルモンである。また、アディポネクチンは抗

動脈硬化作用をも有する。従って、肥満・内臓脂肪

蓄積によりアディポネクチンが低下することが肥

満に伴うインスリン抵抗性・２型糖尿病のみなら

ず、動脈硬化症の基盤病態となる。アディポネクチ

ンの作用はアディポネクチンの受容体（AdipoR1、

AdipoR2）によって伝達される。最近、低分子の

アディポネクチン受容体作動薬（AdipoR	Agonist	 :	

AdipoRon）の開発に世界で初めて成功し、前臨床

の段階ではあるが、このアディポネクチン作動薬が

経口投与で、カロリー制限や運動と同じ様に、２型

糖尿病など肥満関連疾患全体を改善し、健康長寿薬

としても作用することが示され、AdipoRonの臨床

応用が期待される。

メタボ型の糖尿病では、一病息災の考え方で健康

的な食事・運動・体重減量などの生活習慣改善と定

期的な全身チェックで上に述べた多くの合併症に罹

らずにすむ。自己管理・定期通院の継続が何より重

要であるが、それを助ける上で、体質や糖尿病の段

階、患者さんの希望を踏まえ一人一人に最も合っ

た、個別化予防法・治療法の開発が進んでいる。こ

れが、未病の段階では病気の予防を、病気に罹患し

た場合にも重症化・合併症の予防をはかる「先制医

療」である。AdipoRonは	「先制医療」の一つの有

力な選択肢となりうる。
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血糖管理の食事のポイント
−カロリー管理は大切。でもそれだけでいいの？−
平成10年３月　共立女子大学家政学部　卒業
平成10年４月　虎の門病院　栄養部　入職

（資格等）
糖尿病療養指導士、病態栄養専門師（日本病態栄養学会認定）

（所属学会）
日本糖尿病学会、日本病態栄養学会、日本臨床栄養学会

はじめに
糖尿病治療の目的は、血糖および体重・血圧・血
中脂質のコントロールにより合併症の発症や進展を
防ぎ、健康な人と変わらない生活を長く送れるよう
にすることです。
糖尿病の治療には、食事療法、運動療法、薬物療
法の３つの方法があります。これらを患者さん個々
に組み合わせて治療を続けていきますが、食事療法
はすべての糖尿病患者さんの基本となります。今日
はその食事療法についてお話させていただきます。

血糖管理のための食事のポイント
食事療法の基本は①適正なエネルギーの食事　②
栄養バランスのとれた食事　③規則的な食事習慣　
の３点です。
①適正なエネルギーの食事
１日の適正なエネルギー（カロリー）は、年齢、
性別、体格、活動量、合併症の有無等によって一人
ひとり異なります。食べ過ぎは、インスリンの必要
量を増加させて膵臓に負担をかけますし、また、体
内の脂肪が増えることによりインスリンの働きを妨
げて、高血糖を助長させることになります。食べ過
ぎ防止、適正な体重を保つために腹八分目を心掛け
ることが大切です。

②栄養バランスのとれた食事
エネルギー量だけ管理すれば、内容は何でもよい
か？というとそうではありません。エネルギー源と

なる炭水化物、たんぱく質、脂質にはそれぞれ身体
にとって必要な働きがあります。また、ビタミン、
ミネラル、食物繊維など必要な栄養素を過不足なく
摂ることも必要です。栄養バランスのとれた食事
をするには、主食（ご飯・パン・麺）、主菜（肉・
魚・卵・大豆製品）、副菜（野菜・海藻・きのこ）
を揃えることが大切です。

③規則的な食事習慣
エネルギー、栄養バランスに加えて重要なのが、
食事の回数や１食の食事量、食べ方等の食事習慣
です。食事の回数を減らして一度にまとめて食べた
り、食事時刻が不規則だったりすると血糖の変動が
大きくなります。反対に間食を頻繁にすると高血糖が
続くことになります。また、食べ方では早食いにより
食後血糖の急上昇や食べ過ぎを招きやすくなります。
食事は１日朝昼夕食の３食をなるべく均等に規則

正しく、ゆっくりよく噛んで食べることが大切です。

最後に
ポイントをお伝えしましたが、「そんなにいろい

ろ出来ない」「仕事の都合で決まった時間に食事は
とれない」などなど、患者さんごとに状況は様々だ
と思います。基本を踏まえた上でご自身の生活に合
わせて、出来る事から取り入れていっていただけれ
ばと思います。私たち医療者はそのサポートをさせ
ていただきますので、一緒に方法を探していければ
と思っています。

大道　美佐子

　パネル講演「糖尿病合併症を防ぐ工夫」
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食事・運動・お薬を記録して血糖コントロール
1983年　明治薬科大学薬学部製薬学科卒
　　　　台糖ファイザー株式会社　入社
1987年　２年間カリフォルニア州
　　　　Stanford　Foothill　Collegeにて語学研修
2000年　調剤薬局勤務
2009年　東京都済生会中央病院
　　　　糖尿病臨床研究センター研究助手・臨床薬剤師として勤務
　　　　渥美義仁先生の基、SMBG、CSII、１型糖尿病患者指導について勉強
2012年　CDEJ資格取得 
2013年　永寿総合病院
　　　　糖尿病臨床研究センターにて、療養指導主任として勤務

（資格） 認定薬剤師、実務実習指導薬剤師、CDEJ

小出　景子

　パネル講演「糖尿病合併症を防ぐ工夫」

糖尿病患者さんが、外来で、『血糖値が高い低い、

HbA1cが上がった下がった』と一喜一憂している

ことがよくみられます。しかし、実際、血糖値を測

定・記録し、それを活かしている患者さんは多くあ

りません。現在、インスリン治療患者さんのみが保

険で測定器が貸与されています。しかも、測定して

いる患者さんは、ただ確認のために測る、低血糖・

高血糖の時だけ測るというネガティブな測り方と、

インスリン調整や食事の影響、運動、薬の効果確認

のために測るというポジティブな測り方の二手に分

けられるのが現状です。２型患者さんの多くは前者

で、１型患者さんは後者であることが多いという報

告もあります。

しかし、いずれにせよ、意味のある血糖測定を行

うには、工夫が必要です。そこで、当院での血糖測

定の記録法やその活かし方、外来医療者との関わり

について紹介します。

自己管理ノートに漫然と記入している患者さんに

は、２DAYSシートを渡し、血糖プロファイルを詳

細にみます。非インスリン使用患者さんにこのシー

トを活用した２DAYSViewStudyのアンケート結果

によると、８割以上の患者さんが、月に14回以上の

測定に賛同しました。このシートの特徴は、血糖値

を方眼紙上にプロットし、グラフ化し血糖値を可視

化した点です。また、このシートに食事や活動、服

薬内容を追記することで、生活習慣と血糖値との関

連を把握でき、患者さん自身が振り返れるように、

私たちからも指導します。測定タイミングは、毎食

前後と就寝前の７点測定や運動前後などが必要です。

外来で、患者さんと医療者が共に、このシートを

観察することで、インスリン調整ができ、経口薬の

効果も知れるので、医師と連携した、チーム医療の

動機付けとなります。

さらに、血糖がどのような食事で、上昇したの

か、いつ低血糖が発現したかを観ることで生活習

慣の改善に役立てられます。これは、紙の２DAYS

シートと電子版２DAYSがあり、電子版は食事を写

真で取り込める点が大きな特徴です。

電子版は、アプリのインストールから開始しま

す。様々な機能を有し、カーボカウントすること

で、食前に打つインスリンの単位を自己調整する

カーボカウント計算機や薬や血圧管理、妊娠希望者

のための基礎体温と血糖を関連づけるPDFなどが

あります。より簡便にその記録を残し、以前より測

定意欲を高められます。各種自己管理ツールを活用

し、私たち医療者が一緒に観察していくことで、治

療のモチベーションの維持を願っています。当日、

患者さんの実例を具体的に提示する予定です。
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　パネル講演「糖尿病合併症を防ぐ工夫」

腸内環境をふまえた肥満・糖尿病治療の工夫
学歴：平成８年３月　慶應義塾大学医学部　卒業

職歴：平成８年４月　慶應義塾大学病院　内科　研修医
　　　平成10年５月　埼玉社会保険病院　内科　医員
　　　平成11年６月　国家公務員共済組合連合会　立川共済病院　内科　医員
　　　平成12年４月　慶應義塾大学医学部　内科（腎臓内分泌代謝）　助手
　　　平成15年７月　米国ピッツバーグ大学医学部　研究員
　　　平成18年４月　北里研究所病院　糖尿病センター　副センター長
　　　平成19年10月　慶應義塾大学医学部　腎臓内分泌代謝内科　助教
　　　平成25年10月　慶應義塾大学医学部　腎臓内分泌代謝内科　専任講師

学会：日本内科学会　　認定内科医、総合内科専門医、指導医
　　　日本糖尿病学会　専門医、指導医、学術評議員
　　　日本内分泌学会　専門医、指導医、評議員
　　　日本肥満学会　　専門医
　　　日本肥満症治療学会　評議員

入江　潤一郎

食事のカロリーが多すぎると脂肪が増えて肥満に

なり、また食事のバランスが悪いと糖尿病の管理が

悪くなることを経験されている方は多いと思いま

す。しかし同じカロリーの食事でも、ゆっくり食事

をすること、食事の食べる順番を考えること、食物

繊維を多くとることなどで血糖管理が良くなったり

内臓脂肪が減ったりすることも知られております。

食事のとり方がどのように肥満や糖尿病に影響をす

るかはこれまで十分には解明がされていませんでし

たが、食事が消化・吸収される腸の中の状態、“腸

内環境”がこれらの病気において重要であることが

近年分かってきました。

腸の中には摂取した食事、消化酵素、腸内細菌な

どが存在しますが、これらはお互いに影響をしなが

ら一定のバランスが保たれています。例えば食べた

食事は消化酵素で分解されますが、人間では消化が

出来ない食物の一部は腸内細菌が分解を担当し、食

事の一部は腸内細菌のエネルギーになるなど、腸内

で多くの因子が相互に作用し“腸内環境”が決まっ

ています。

この腸内環境の研究から、糖尿病や肥満になりや

すい腸内細菌や腸内環境が存在することが示されま

した。そのような腸内細菌は食事の消化吸収を促進

することなどで、糖尿病や肥満を引き起こすと考え

られています。また腸内細菌の作用によっては、糖

尿病の合併症である動脈硬化、心筋梗塞が起こりや

すくなることも報告されました。

　そして腸内環境は治療標的としても注目を集め

ています。腸管ホルモンのひとつ、インクレチンの

効果を利用したDPP4阻害薬が現在糖尿病患者さん

に多く使われていますが、このインクレチンは、消

化されにくい繊維を多く含む食事によっても増やす

ことができ、腸内環境の改善により腸管ホルモンの

効果を強くしていると考えられます。同じように、

腸内で脂肪を吸着する薬にもインクレチンを増やす

効果があることがわかり、これまで糖尿病の治療薬

とは考えられていなかった薬にも、腸内環境と肥

満・糖尿病の改善効果がある可能性があります。

食は健康の基本であると古くから考えられてきま

したが、食事は腸内環境を変化させ、個人の健康に

大きな影響を与えることがより明らかとなってきた

といえます。これからは腸内環境への影響をふまえ

た、肥満・糖尿病に対する食事・薬物療法の工夫が

大切になってくると考えられます。
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座長のことば
（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医／狛江市医師会学術担当理事／
医学博士

糖尿病の基本的な治療である食事・運動療法は

血糖、血圧、血清脂質、体重の良好のコントロー

ルによる糖尿病の細小血管合併症（網膜症、腎

症、神経障害）および動脈硬化性疾患（狭心症、

心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症）の発症、

進展の阻止のみならずロコモティブ症候群（運動

器症候群）、うつ病、認知症の発症、進展の阻止を

することができます。

バランスのとれた食事と運動習慣をつけること

によって、筋力の低下、骨粗鬆症や転倒による骨

折を予防し健康寿命を延ばしましょう（生きてい

る限り歩き続ける）。

ロコモティブシンドロームの権威である虎の門

病院整形外科の山本精三先生から、運動器の鍛え

方を習得し役立てていきましょう。

東京都糖尿病協会では、年間５回糖尿病患者さ

ん向けに歩く会を開催しています。是非参加して

ください。

　講　演

染谷　泰寿
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ロコモティブシンドロームを防ごう
（略歴）
1982年　東京大学医学部卒業
1989年　東京大学附属病院整形外科　助手
1991年　東京大学附属病院整形外科　医局長
1996年　東京都老人医療センター（現東京都健康長寿医療センター）整形外科医長
2002年　東京都老人医療センター（同）整形外科部長
2008年　虎の門病院整形外科部長

所属学会：日本整形外科学会専門医・認定脊椎脊髄医・認定リウマチ医、
　　　　　日本リウマチ学会専門医、日本骨粗鬆症学会評議員、日本人工関節学会、
　　　　　日本股関節学会ほか。

運動器の障害のために移動機能の低下をきたし

た状態を	「ロコモティブシンドローム（略称：ロコ

モ、和名：運動器症候群）」といいます。	進行する

と介護が必要になるリスクが高くなります。ロコモ

は筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった運動器の

いずれか、もしくは複数に障害が起き、歩行や日常

生活に何らかの障害をきたしている状態です。2007

年、日本整形外科学会は人類が経験したことのない

超高齢社会・日本の未来を見据え、このロコモとい

う概念を提唱しました。人間が自分の身体を自由に

動かすことができるのは、骨、関節、筋肉や神経で

構成される“運動器”の働きによるものです。骨、

関節、筋肉はそれぞれが連携して働いており、どれ

かひとつが悪くても身体はうまく動きません。

ロコモの関係する要因として運動習慣のない生活

があげられます。運動習慣のない生活を続けている

と徐々に運動器が衰えてしまいます。その他やせ過

ぎと肥満も要因となります。やせすぎると身体を支

える骨や筋肉がどんどん弱くなります。肥満は腰や

膝の関節に大きな負担をかけます。関節軟骨は一度

すり減ると、修復が難しい部分です。

ロコモの原因として、主な運動期の疾患は骨粗鬆

症、変形性関節症、変形性脊椎症です。骨粗鬆症は

骨が弱くなり、骨折しやすくなります。ちょっと転

んだだけで骨折をしたり、気づかないうちに背骨が

つぶれて、まるくなったり、身長が縮んできたりし

ます。変形性関節症は関節軟骨のすり減りにより、

痛みや可動域制限（曲げ伸ばしが十分できない）な

どを生じます。膝関節や股関節に多く、体重のコン

トロールをし、関節をよく動かすことと、関節周囲

の筋肉を丈夫にしておくことが大切です。変形性脊

椎症は背骨にかかる負担の結果、椎間板がすり減っ

たり、骨の変形を生じたりします。神経が圧迫され

ると「脊柱管狭窄症」という病気を引き起こし、脚

の痛みやシビレを生じます。すり減ったり、骨の変

形を生じたりします。

さてロコモに対する対応としては、まず運動機能

低下を早い段階で気づき、認識することです。その

ために一般のひとが気づく手段としてロコチェック

７項目があり、７項目のうち一つでも当てはまれば

ロコモの疑いとされます。またより若い世代から重

症度を判定できる指標として２つの簡易テスト（立

ち上がりテスト、２ステップテスト）とロコモ25

という25項目で総点100点となる質問項目がありま

す。これらによりロコモが疑われたら、予防トレー

ニングがあります。自宅でも簡単にできるトレーニ

ング（ロコトレ）があります。１つは開眼片脚立ち

訓練、２つめはハーフスクワットです。またロコモ

の代表的整形外科３疾患についてはそれぞれの治療

法を講演で述べたいと思います。

　講　演

山本　	精三
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各　種　表　彰　者　一　覧
（五十音順、敬称略）

団体功績表彰
梅の会（青梅市立総合病院）

お茶の水会（順天堂大学医学部附属順天堂医院）

東芝さくら会（東芝病院）

ハチ公会（松浦クリニック）

もろこし会（高村内科クリニック）

糖尿病師範
阿部サキ子（ハチ公会）

安部　千春（葛飾高砂会）

池田　洋子（石神井公園糖尿病友の会）

伊藤　月子（石神井公園糖尿病友の会）

内田　正明（梅の会）

金内　タカ（石神井公園糖尿病友の会）

吉良タツ子（石神井公園糖尿病友の会）

相模　和男（井の頭会）

佐藤　邦子（石神井公園糖尿病友の会）

志村　　正（さつき会）

寺田　邦枝（野火止会）

野村　愛子（石神井公園糖尿病友の会）

馬場　　敏（小石川ひまわり会）

横田登志子（もろこし会）

個人功績表彰
新井　泰司（関東中央病院欅会）

井出　和重（あゆみ会）

遠藤　道子（もろこし会）

大久保幸子（育寿会）

上條　孝之（愛宕会）

菊池　　昭（江戸川くすのき会）

吉良　　集（石神井公園糖尿病友の会）

栗原　京子（育寿会）

小山美佐子（梅の会）

小竹　弘子（あゆみ会）

津川　サエ（あゆみ会）

蜂須賀敏夫（武蔵野日赤さくら会）

福田　久榮（あだちＤＭクラブ）

水口　康弘（小石川ひまわり会）

守田不三子（野火止会）

山田　幸子（育寿会）

山本　幸子（東京逓信病院糖尿病友の会）

吉田　明美（相互会）

功労賞
菅原　正弘（東京都糖尿病協会前会長）


