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● プログラム ●
《1：00〜 1：05》　
●開会のご挨拶� 実行委員長：NTT東日本関東病院　糖尿病・内分泌内科　部長　林　　道夫

●第一部
座長　NTT東日本関東病院　糖尿病・内分泌内科　部長　林　　道夫

《1：05〜 2：05》
１．糖尿病を例に考える高齢者医療のポイント

東京大学大学院医学系研究科加齢医学　東京大学医学部附属病院老年病科　教授　秋下　雅弘
《2：05〜 2：35》
２．糖尿病患者における服薬管理の注意点

北里大学薬学部薬物治療学Ⅰ、北里大学病院薬剤部　部長　厚田幸一郎

《2：35〜 2：45》　（休憩）

●第二部
座長　NTT東日本関東病院　糖尿病・内分泌内科　部長　林　　道夫

《2：45〜 3：15》
３．健やかな足腰のための運動の方法とポイント

埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科　教授　藤田　博曉
《3：15〜 3：45》
４．食事療法でいつまでも健やかに ! !

順天堂大学医学部附属練馬病院　栄養科　高橋　徳江
《3：45〜 4：15》
５．総合討論
《4：15〜 4：20》　
●閉会のご挨拶� 東京都糖尿病協会　会長　渥美　義仁
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ご挨拶

第14回糖尿病市民セミナー・東京 主催代表のことば

渥美　義仁
東京都糖尿病協会会長

　わが国では、80歳以上の人口が1000万人を超えた

とされています。この高齢化にともなって、糖尿病

の方も高齢化しています。糖尿病の方が高齢化する

ということは、元気で長生きで良いことですが、糖

尿病と長くつきあうので合併症の心配はあります。

合併症は、進んでからでは治療に難渋しますので、

やはり、若い時からの治療が大事ですし、高齢だか

らといって手を抜くわけにはいきません。先のこと

がわからないといっても、しっかり健康的な生活を

することは、充実した日々を送るために重要です。

もちろん、20−30歳代の糖尿病の人と同じ目標値の

達成を求めるわけではありません。現在、糖尿病の

学会と老年医学の学会が、協同して高齢者の治療ガ

イドラインを作成しています。

　今回の糖尿病市民セミナー・東京は、林道夫先生

に「高齢社会と糖尿病」をテーマに企画していただ

きました。最初に、基調講演として、老年医学の専

門家である秋下雅弘先生、薬物治療が専門の厚田幸

一郎先生から、高齢者治療のポイントと服薬の注意

点をお話いただきます。さらに、糖尿病治療の基本

である運動と食事について、運動（理学療法）と食

事の専門である、藤田博曉先生、高橋徳江先生から

お話いただきます。いずれも、糖尿病治療において

大事な点ですので、ぜひ、多くの糖尿病の方、ご家

族の方が、お誘いあわせの上ご参加いただきますよ

うお願いいたします。

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

�
�

�
�

➡
（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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ご挨拶

実行委員長のことば

　今回の糖尿病市民セミナー・東京の実行委員長

を務めますNTT東日本関東病院　糖尿病・内分

泌内科の林です。今回は、「高齢社会と糖尿病」

をテーマに企画しました。日本が世界有数の高齢

社会になっていることは既にご存じのことと思い

ますが、それに伴いご高齢の糖尿病患者さんも増

えています。糖尿病でありながら長寿を迎えるこ

とができる、というのは喜ばしいことですが、ご

高齢の方のなかには、糖尿病の他にもいくつか病

気をお持ちだったり、介護が必要になる方もおら

林　　道夫

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

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

れるでしょう。年齢が上がるにつれてそれまでと

は違った角度から糖尿病療養を考え直すことが必

要かもしれません。今回は、日頃ご高齢の患者さ

んの診療・療養指導に当たられているご専門の先

生方にお願いして、いろいろな角度からご講演を

いただきます。患者さんやご家族の日常生活を支

えるヒントがたくさん聞けるものと思います。ど

うか皆さん方のお役にたつセミナーになれば、と

願っております。
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第一部

糖尿病を例に考える高齢者医療のポイント

秋下　雅弘

　国民の４人に１人が65歳以上、８人に１人が75歳
以上という超高齢社会を迎えているが、超高齢社会
の抱える真の問題は、後期高齢者の増加にこそある
と考えられる。何故ならば、前期高齢者は複数の慢
性疾患を抱えつつも概ね元気である（要介護認定率
約４％）のに対し、後期高齢者の約３割は要介護状
態にあり、その状況は、今後20−30年の医学・医療
の進歩で克服できないと見込まれているからであ
る。今後、医療機関の多くが後期高齢者で占められ
ることは避けられないが、現在でも全国的には、
外来患者の約1/4、入院患者の約半数が75歳以上と
なっている。
　このように、我々が直面する高齢者医療とは、多
くの疾患と症候、そして障害を抱えた後期高齢者を
主な対象としたものになる。高齢者を診るには、
様々な合併疾患や症状、生活機能、家庭・介護環境
などその人の健康に関わるすべてを把握し、その中
で重要な問題は何かという本質を見極め、それに基
づいて医療やケアの優先順位付けをして提供しなけ
ればならない。

　では、糖尿病ではどのようなことに注意する必
要があるだろうか？まずは、高血圧やCKD、網
膜症などの合併症とそれらに対する治療の問題
である。合併症と関連して転倒や頻尿などの老
年症候群も多くみられ、薬剤関係では多剤併用
（polypharmacy）とノンアドヒアランス、薬物有害
事象が問題となる。さらに、患者層の高齢化ととも
に顕在化してきた認知症の合併が大きな問題であ
る。糖尿病はアルツハイマー型認知症と血管性認知
症の危険因子であり、適切に管理することで認知症
予防を図りたいが、介入試験のエビデンスはない。
むしろ厳密な管理は低血糖を介して認知症の発症リ
スクとなる可能性がある。このような現実から、最
近の海外のガイドラインは、高齢者、特に身体機能
などの低下したフレイル（虚弱）な高齢者あるいは
認知症の高齢者では緩めに管理することを推奨して
いる。
　講演では、以上の点を概説し、具体的な対応策に
ついて議論を深めたい。

東京大学大学院医学系研究科加齢医学（老年病学）・教授
東京大学高齢社会総合研究機構・副機構長（兼任教授）
東京大学医学部附属病院副院長

鳥取県生まれ
昭和60年　東京大学医学部卒業
平成６年　東京大学医学部老年病学教室助手
平成８年６月　スタンフォード大学研究員
平成８年９月～平成10年12月　ハーバード大学ブリガム・アンド・ウイメンズ病院研究員。
　　　　　　　　　　　　　　帰国後前職（東京大学助手）。
平成12年　杏林大学医学部高齢医学講師
平成14年　杏林大学医学部高齢医学助教授
平成16年　東京大学大学院医学系研究科加齢医学助教授（平成19年職名変更により准教授）
平成25年　同教授

学会活動：
日本老年医学会理事（副理事長）、日本動脈硬化学会理事
日本Men’s Health医学会理事、日本性差医学・医療学会理事
日本女性医学学会評議員、日本抗加齢医学会評議員

主な研究テーマ：
老年病の性差、高齢者の薬物療法
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第一部

糖尿病患者における服薬管理の注意点

　糖尿病の患者数は年々増加の一途をたどり、重症

合併症も増加している。これに対応して糖尿病治療

は多様化し、とくに、糖尿病の薬物療法はDPP-4

阻害薬の上市により、大きな変革の時期を迎えた。

さらに、昨年上市されたSGLT2阻害薬、そして本

年の週１回DPP-4阻害薬の登場は、その流れを加

速していくことも考えられる。一方、インスリン製

剤もアナログインスリンの開発により、超速効型な

らびに持効型インスリン製剤が汎用されるようにな

るとともにデバイスの開発によりインスリン導入が

より簡便になり、インスリン治療の敷居は下がった

ともいわれるようになってきた。このように薬物療

法の選択肢は広がりを見せたが、上市後当初に重篤

な副作用が発生し、糖尿病学会より相次いで勧告が

行われ、薬剤の適正使用への十分な対応が求められ

ている。

　このような中、糖尿病患者における服薬管理につ

いて議論が盛んに行われるようになってきた。その

背景には、糖尿病患者の服薬アドヒアランスの低さ

に加えて、残薬、高齢化、在宅医療、認知症など

様々な問題が複雑に絡み合っている。また、服薬管

理に携わる医師、看護師、薬剤師そしてケアーマ

ネージャ―などの医療スタッフ間そして施設間の連

携も重要な課題である。

　薬物療法はいうまでもなく有効性のある治療法で

ある。しかし現実には、患者自身が目標やプランを

設定し、日常生活の疑問や不安を解消するように、

セルフケア行動を支援していくことが肝要となる。

このような観点からも、糖尿病治療の基本である食

事療法、運動療法の重要性および服薬意義について

患者に理解してもらい、服薬管理に携わる医療ス

タッフ間の連携を強化して、服薬アドヒアランスの

向上に努めることが肝要と考える。

厚田　幸一郎

昭和56年３月　北里大学薬学研究科大学院修士課程修了

昭和56年４月　北里大学病院薬剤部

平成10年４月　北里大学薬学部病院薬局部門助教授

　　　　　　　北里研究所病院薬剤部長　　　

平成17年４月　北里大学薬学部病院薬局部門教授

平成25年４月　北里大学病院薬剤部長
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第二部

健やかな足腰のための運動の方法とポイント

藤田　博曉

現代社会には運動習慣が重要！
　糖尿病のなかでも２型糖尿病の主な原因は、肥満
と過食、そして運動不足によるといわれています。
国が安定し産業が発展している我が国においては、
飢餓状態を恐れることはなく、現代社会は「飽食の
時代」ともいわれています。国の健康づくりの指
針を示す「健康日本21（第二次）」において、歩行
数の平均値は徐々に低下していると報告されてい
ます。男性では1995年に8,202歩であったものが、
2010年には7,136歩、女性では7,282歩から6,117歩へ
と減少しています。この大きな原因としては社会環
境の変化が挙げられます。我々の日常生活を見て
も、機械化や自動化が行われています。「ロボット
掃除機」などはその典型的な商品だと思います。ま
た、徒歩や自転車に変わる車の利用の増大、座って
行う仕事の増加、エスカレーターや動く歩道などの
省力装置の利用に加えて、テレビ視聴やコンピュー
ター使用などの「非活動的な余暇の過ごし方」など
大きな原因だといわれています。したがって、糖尿
病に対する対策は、社会全体として捉えることが必
要かもしれません。その中で課題となるのが「運動
習慣」の勧めです。

運動の種類は何が良いのか？
　糖尿病に対する運動は心肺機能の改善だけでなく
血糖コントロールの改善や脂質代謝の改善とインス
リン感受性の増加を図ることができます。運動の種
類としては有酸素運動が勧められ、ウオーキングは
その代表的な運動種目です。運動の強度について
は、脈拍を用いる方法や、主観的運動強度（６～20
段階で構成され13段階が「ややきつい」と感じる程
度が適当であるといわれています。この強度でのウ
オーキングを20分から60分、少なくとも週に３日以
上行うことが一般的に勧められています。しかし、
我々の調査では、糖尿病がある方では筋力やバラン
ス能力が低下していることが解っています。単に歩
くことを勧めるだけでなく、足腰を鍛える運動を一
緒に行うことがとても重要となります。そのキー
ワードとして「ロコモ：ロコモティブシンドロー
ム」を考える必要があります。ロコモとは「運動器
の障害のために移動機能の低下した状態」といわ
れ、進行すると介護が必要になるリスクが高くなり
ます。地域の方を対象とした調査では、３割から５
割の方がロコモの状態といわれています。ロコモ対
策として足腰を鍛える「ロコモ体操（ロコモーショ
ン体操）」が推奨され、その効果が検証されていま
す。ロコモ体操は「スクワット」「片足立ち」「ヒー
ルレイズ」の３種類は簡単なトレーニングですが、
糖尿病の方にも必要なトレーニングです。

1961年生まれ。
1985年 理学療法士免許取得後、東京都養育院附属病院（現、健康長寿医療センター）、

東京都多摩老人医療センターなどで総合病院のリハビリテーション科で勤務。
2006年 国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻修了。保健学博士。
2007年 埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科講師
2009年 埼玉医科大学医学研究科医科学専攻教授。
 所属学会は日本予防理学療法学会、日本理学療法科学学会、日本老年医学会、日

本骨粗鬆症学会など。
 専門は内部障害理学療法、高齢者理学療法、骨粗鬆症、ロコモティブシンドロー

ムなど。
2010年３月31日 NHKきょうの健康「あなたの骨・関節は大丈夫？「トレーニングでロ

コモを防げ」に出演。
 NHK出版「NHKきょうの健康　寝たきりを防ぐ！　ロコモ体操（生活

実用シリーズ）」
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第二部

食事療法でいつまでも健やかに ! !

高橋　徳江

　厚生労働省は2055年には65歳以上の割合が国民
の４割に上がると推定しています。糖尿病患者さ
んの半数が65歳以上であるという現状を踏まえる
と、今後ますます高齢者の糖尿病が増えることは
目に見えています。年齢を重ねるごとに気になる
のは認知能力や体力の低下です。認知機能に悪影
響を及ぼす低血糖や高血糖を予防し、充分なエネ
ルギー量とたんぱく質で体力を維持するために食
事療法はとても重要です。
まず、食べ方のコツをマスターしましょう。
①３食時間を決めて食べることを意識しましょ
う。３食の時間を決めることで生活のリズムが
規則正しくなり、食事量が安定し高血糖や低血
糖が減少します。
②ランチョンマットを利用してみましょう。食事
量を一定にし、栄養バランスを整える方法のた
めの簡単便利なアイテムです。
③箸置きを利用しましょう。ゆっくりよくかんで
食べることで高血糖を予防できます。一口食べ
たら箸を置き、20 ～ 30回程度かんで口の中に食
べ物がなくなったら改めて箸を持つようにしま
しょう。
④食べる順番が大切です。食物繊維が豊富で、血
糖値の上昇を抑える効果がある野菜・海藻・き
のこ・こんにゃく類から先に食べましょう。
⑤単品料理を控えます。サンドイッチやカツ丼な

どの単品料理は、主食・主菜・副菜の組み合わ
せが揃った献立に替えましょう。見た目も豪華
になり品数が増える分、食べるスピードもゆっ
くりとなります。栄養バランスが向上するとい
うメリットも生まれます。

　次に、味覚の低下に伴う塩分のとり過ぎにも注
意が必要です。味覚感受性は加齢によって変化
し、特に塩味・甘味への感受性が鈍化してきま
す。そのため、塩分や甘味の多い食品を意識せず
に食べたり、塩や砂糖を普通以上に多く使用した
りすることになりかねません。塩分を多くする
と、それに比例して糖分も多くなるため、減塩を
心がけることが糖分のとり過ぎを予防することに
も繋がります。塩分を控えることは年齢と共に低
下する腎機能を保護するためにも有用であり、血
圧管理にも一役買ってくれるはずです。
　また、加齢とともに残存歯数が減少し、咀嚼能
力が衰える傾向も出てきます。食事は個人の噛む
力、飲み込む力に合わせた形態で提供することが
大事です。嚥下に問題がある場合は、食べやすく
少量でも栄養価が高い食品を選びましょう。
　高齢者糖尿病患者さんは、罹病期間や合併症の
有無、生理的・身体的能力に個人差があります。
皆さんが自分なりの目標を立て、実践していくこ
とが健やかな生活を送るために必要なことだと考
えます。

◇　管理栄養士、糖尿病療養指導士、病態栄養専門師、サプリメントアドバイザー、
NST専門療法士、介護支援専門員

◇　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附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。

◇　著書に食事療法はじめの一歩シリーズ「糖尿病の満足ごはん」
　　「胃・十二指腸潰瘍の安心ごはん」などがある。

◇　所属学会は日本糖尿病学会、日本病態栄養学会、日本臨床栄養学会、
　　日本静脈経腸栄養学会など


