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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
　表彰式

《午後１時30分〜》
●基調講演Ⅰ
「認知症やフレイル（虚弱）を防ぐための糖尿病の療養方法」

座長　関東中央病院　代謝内分泌内科　部長　水野　有三
演者　東京都健康長寿医療センター　内科統括部長　荒木　　厚

《午後２時10分〜》
●基調講演Ⅱ
「そこが知りたい！糖尿病とがんの危険な関係を断ち切るコツ」

座長　加藤内科クリニック　院長　加藤　光敏
演者　国立がん研究センター中央病院　糖尿病腫瘍科　科長　大橋　　健

《午後２時50分〜》（休憩）

《午後３時10分〜》
●パネルディスカッション	 座長　サンライズクリニック　院長　江藤　一弘

1）「老化を進める悪玉物質“オステオポンチン”とは？」

慶應義塾大学　循環器内科　准教授　佐野　元昭

2）「血糖値の変動とその管理〜１日血糖の見える化〜」

東京慈恵会医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科　教授　森　　　豊

3）「サルコペニア予防のための食事療法　これで筋肉をまもる！」

帝京大学医学部附属病院　栄養部　科長　朝倉比都美

4）総合討論〔各演者およびパネリスト〕

《午後４時55分〜》
●閉会の挨拶

実行委員長　サンライズクリニック　院長　江藤　一弘
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挨　拶

第53回糖尿病週間に際して

“認知”や“がん”にそなえて

　本年９月、厚生労働省は５年毎の国民栄養調査を

発表し、糖尿病患者数が1,000万人を超え、糖尿病

疑いの人を含めると2,000万人以上になると報告し

ました。少子高齢化の傾向も受けて、高齢者の糖尿

病患者数が増えていることがより明らかとされまし

た。高齢者の治療目標は若い人のそれとは若干異な

り、遠い先の合併症予防よりは、目の前の安全な療

養生活に重きが置かれるようになっています。安全

という意味で、“認知症”と“がん”は糖尿病の人

にとっても療養上避けられない課題です。

今回は、江藤一弘先生に、「高齢化する社会の中で

糖尿病に立ち向かう」というテーマで企画いただき

ました。糖尿病の認知症と虚弱（フレイル）の話を

していただく荒木厚先生は、東京都健康長寿医療セ

ンターという高齢者専門施設で、高齢と糖尿病を専

門に研究してこられた先生です。テレビや新聞の断

片的な知識でなく、しっかりした“認知症”の知識

が得られます。

　“がん”も悩ましい課題です。築地にある国立が

ん研究センター中央病院は、“がん”世界的セン

ターであることは言うまでもありません。このがん

センターで治療を受ける患者さんにも、糖尿病を

もって飲み薬やインスリン治療を行っている人が増

えているそうです。“がん”の専門医は、“がん”治

療は得意ですが、インスリン治療には戸惑うようで

す。そのがんセンターの中で術前や術後の血糖管理

などに走り回って、糖尿病合併患者さんを支えてい

るのが、糖尿病専門医の大橋健先生です。多くの経

験を踏まえた、糖尿病とがんの関係話は必聴です。

　パネルディスカッションでは、老化物質、最新の

血糖変動、サルコペニア予防の食事、などの最新か

つ身近な話が、佐野元昭先生、森豊先生、朝倉比都

美先生から聞くことができます。それぞれ、役に立

つ話を聞いて、高齢化に備えましょう。

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



4

挨　拶

実行委員長のことば

　先に発表された統計では90歳以上の人口が初めて

200万人を超えた。糖尿病の患者さんも以前と比較

してより永い健康寿命を享受されるようになってき

た。最近、薬剤や機器の進歩に伴い糖尿病の血糖コ

ントロール自体は格段に改善可能になってきたと感

じられる。その反面でしだいに問題が大きくなりつ

つあるのは、高齢化に起因する臓器の機能低下及び

併発症の発生による病態の複雑化、治療選択肢の限

定化である。

　高齢に伴う腎機能の低下により経口糖尿病治療薬

の使用は制限されることが多い。インスリン療法の

医学的必要性は高まることが多いが、実際の注射療

法の開始には幾多のハードルが待ち構える。認知症

の進展や居住環境の変化は基本的療養の実施すら困

難にさせる。がんの発生は人体の老化現象の最終表

現形のひとつで、がんの治療もしくはがんとの共存

はだれもが直面しうる。虚血性心疾患や糖尿病によ

る心機能の低下、加齢や栄養のインバランスによる

骨量や骨格筋量の低下は病態のさらなる悪化を招く。

　今回の講演会ではこれらの諸問題にどう立ち向

かってゆくのかを、それぞれの領域のスペシャリス

トの先生方の講演とディスカッションにより明らか

にしてみたい。来場者の皆様の糖尿病療養あるいは

予防の一助となれば幸いである。

（略歴）
1988年　東京大学医学部卒業
1990年　東京大学医学部第三内科入局
1994年より２年間　朝日生命糖尿病研究所研究員
2003年より３年間　米国マサチューセッツ総合病院分子内分泌糖尿病研究室博士研究員
2004年より２年間　米国ハーバードメディカルスクールInstructor in Medicine
2009年　自治医科大学内分泌代謝科講師
2010年　帝京大学内科学講座教授
2017年９月　サンライズクリニック（台東区東上野）院長就任

（受賞歴）
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
2010年　日本成人病（生活習慣病）学会会長賞、他

江藤　一弘
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　基調講演Ⅰ

座長のことば
（略歴）
（現職：関東中央病院・医務局長、代謝内分泌内科部長（兼任））
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　（現：多摩北部医療センター）
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　（現：東京都健康長寿医療センター）
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
2015年４月～：関東中央病院・医務局長、代謝内分泌内科部長（兼任）

（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/代議員
＊第61回老年医学会　関東甲信越地方会（2015.3.21）　会長
＊2003年４月～ 2015年５月　関東中央病院・医療安全管理委員会委員長
＊2017年４月～　東京糖尿病療養指導士認定機構　幹事

【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

　先日の厚労省の発表では、我が国の糖尿病患者数

が10年間で約300万人増加し、1000万人（2016年度）

に達したとの事です。糖尿病患者数の増加は、人口

の高齢化によるところが大きく、今では糖尿病患者

の2/3は65歳以上、さらに、そのうち半数は75歳以

上となっています。そのために、高齢糖尿病患者に

おけるフレイル（虚弱）や認知症が大きな問題に

なってきています。

　糖尿病の治療の目標は、単に「血糖値を下げる」

だけでなく、最終的には健康な人と変わらない日常

生活の質（QOL）の維持、健康な人と変わらない

寿命の確保です。高齢者におけるフレイルや認知症

の問題は、この究極の治療目標を達成する上で大き

な障害となっている事は、想像に難くないと思いま

す。本講演の演者であります荒木厚先生は、高齢者

糖尿病をご専門とされており、本講演会のテーマ

「高齢化する社会のなかで糖尿病に立ち向かう」に

もっとも相応しい先生のお一人です。糖尿病協会発

行の月刊「さかえ」を購読されている皆さんは、荒

木先生ご執筆の「拝啓　人生の先輩方：フレイルを

予防する」（2015年８月号）や「改めて知る高齢者

の糖尿病」（2016年８月号）を復習されてからご参

加されると理解が一層深まると思います。ご一緒に

勉強し、フレイル、認知症を防ぎましょう！

【主な所属学会等】
日本内科学会（認定医、総合内科専門医、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）
日本糖尿病協会（療養指導医、　国際委員/代議員）
日本老年医学会（専門医、代議員、関東甲信越地方会世話人）
日本骨粗鬆症学会（認定医）

日本骨代謝学会
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

【その他の資格】
実用英語検定１級
日本スキー連盟（SAJ）公認１級
日本職業スキー教師連盟（SIA）公認セミゴールドメダル
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　基調講演Ⅰ

認知症やフレイル（虚弱）を防ぐための糖尿病の療養方法
（略歴）
1983年　京都大学医学部卒業、同附属病院老年科で研修
1985年　京都大学医学部大学院
1989年　医学博士、同年東京都老人医療センター内分泌科
1995年　ロンドン大学ユニバーシティカレッジ
1996年　ケースウエスタンリザーブ大学に留学
2006年　東京都老人医療センター内分泌科部長
2009年　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）
2012年より現職

日本糖尿病学会専門医、指導医
日本老年医学会専門医、指導医
日本病態栄養学会専門医、指導医
日本内科学会総合内科専門医、指導医

高齢者糖尿病の治療向上のための日本糖尿病学会と日本老年医学会の合同委員会　委員
日本老年医学会　高齢者の生活習慣病管理ガイドライン作成WG委員長
杏林大学医学部非常勤講師

１．加齢と糖尿病

　糖尿病は加齢と共に増え、70歳以上の人口の約５

人に１人が糖尿病です。これまで65歳以上が高齢者

でしたが、日本老年医学会は75歳以上を高齢者とす

る提言を行っています。

　これは動脈硬化などからみると、日本人は昔と比

べて若返っており、30年前の65歳が現在の75〜80歳

に相当するという根拠に基づいています。

　そこで、今日は、主として75歳以上の「高齢者の

糖尿病」でおこりやすい認知症やフレイルなどにつ

いてお話したいと思います。この「高齢者の糖尿

病」で重要なことは、その治療の目標が糖尿病合併

症の予防だけでなく、老年症候群の予防や生活の質

（QOL）の向上をめざすことにあります。

２．老年症候群に注意する

　老年症候群とは高齢者でおこりやすく、医療だけ

でなく、介護・看護が必要な様々な症状のことを言

います。糖尿病でおこりやすい老年症候群には認

知機能障害、サルコペニア（筋肉減少症）、フレイ

ル、転倒、うつ状態、低栄養、多剤併用などがあり

ます。この老年症候群は高血糖、重症低血糖、糖尿

病合併症、社会サポート不足などでおこりやすくな

ります。この中で、とくにフレイルと認知機能障害

に注意する必要があります。

　フレイルは健康と要介護の中間の状態であり、運

動や食事によって健康に戻すことができます。

認知機能障害は軽度の段階で運動、食事、認知ト

レーニング、動脈硬化の危険因子の治療などを行う

荒木　　厚
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と認知症への悪化を防ぐことができると言われてい

ます。すなわち、糖尿病ではフレイルと認知機能障

害に注意して、要介護や認知症への進行を防ぐこと

が大切です。

３．老年症候群の対策は？

　この老年症候群の対策の一つがレジスタンス運動

で、スクワット、ダンベル体操、マシントレーニン

グなどがあります。地域の運動教室などを利用する

ことが勧められます。

　食事療法では過食や食物繊維不足による高血糖だ

けでなく、低栄養にも注意が必要です。ビタミンＡ

やビタミンＢ群の摂取不足は認知機能障害の原因に

なりうるので、緑黄色野菜をとることが大切です。

たんぱく質が不足すると、筋肉が減少し、フレイル

の原因になるのでバランスよく栄養をとることが大

切です。

薬物療法では重症低血糖、転倒・骨折、体重減少な

どに注意します。高齢者の低血糖は発汗、動悸、手

のふるえなどの症状が出にくいので、気づきにくい

ことがあります。いつもと違った症状がある場合に

はブトウ糖をとることが大切です。また、食事摂取

ができない場合にはSU薬を減量・中止し、インス

リン量を減らすことが必要です。

４．「社会参加」を行うことが大切

　糖尿病の療養では、地域や患者会の行事や趣味の

集まりに参加し、ボランティアなどを行うこと、即

ち「社会参加」が大切です。「社会参加」を行うこ

とは、身体活動量を増やし、社会とのつながりを多

くすることで認知機能障害やフレイルなどの老年症

候群を防ぎ、QOLの維持・向上をはかることがで

きます。
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　私が医師になったばかりの頃は、抗がん剤も種類

が少なく、がんと診断されると悲壮感が漂っていま

した。がんと診断された患者さんにどのように告げ

るか、主治医として悩むこともしばしばでした。そ

れがどうでしょうか、糖尿病患者さんで、がんを持

ちながら元気に当院に通院している患者さんは大勢

居ます。最近初めて診断された患者さんには「２人

に１人にがんが出てくる時代ですから、特別の病気

ではありません。糖尿病とがんの両方を元気に治

療していきましょう。がん治療も進歩しています

よ！」と本気で元気づけられる時代になっています。

　糖尿病とがん。二つは密接に関係することが疫学

研究で明らかになり、基礎と臨床の両方から研究が

進んでいます。がんは予防と早期発見が重要ですか

ら、糖尿病患者さんはがんに対していつも警戒し、

公的機関が推奨する、肺癌、大腸癌、乳癌・子宮癌

検診を受診することが重要です。糖尿病で通院して

いるから早期に見つかるはずというのは全くの幻想

ですから、人間ドックの活用も推奨されます。本日

は糖尿病とがん両方の専門家の大橋 健先生からが

ん予防を含む大切な話を伺いましょう。

　基調講演Ⅱ

座長のことば
（略歴）
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・高血圧合併ラット心筋代謝研究）
　　　　10月　第１回上原記念生命財団海外留学援助資金にて
　　　　　　　カナダ・オタワ大学医学部生理学教室２年間留学
昭和62年11月　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～ 22年　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／日本循環器学会専門医／日本循環器学会地方会・評議員／日本適応医学会・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
医学会専門医・評議員

加藤　光敏
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そこが知りたい！　糖尿病とがんの危険な関係を断ち切るコツ
（略歴）
平成４年　東京大学医学部卒業
平成６年　東京大学医学部第３内科入局
平成11年　東京大学大学院医学系研究科内科学専攻修了、医学博士
平成15年　東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科　助手
平成19年　同　特任講師
平成22年～現在　国立がん研究センター中央病院　総合内科　科長

大橋　健

　基調講演Ⅱ

　高齢社会の進行と糖尿病患者数の増加にともな

い、糖尿病を持ちながらがんになる方が増えていま

す。日本糖尿病学会の調査では、2001 〜 2010年に

おけるわが国の糖尿病患者さんの死因の第１位は

「がん」で、全体の40％を占めるまでになりました。

　さらに最近の研究によると、糖尿病とがんの間に

は「危険な関係」があることがわかってきました。

糖尿病の人はがんになりやすい、というのです。日

本糖尿病学会と日本癌学会の合同委員会による調査

では、糖尿病（主に２型糖尿病）の人はがんになる

リスクが約1.2倍で、中でも肝臓がん、膵臓がん、

大腸がんなどのリスクが増えるといわれています。

糖尿病をお持ちの方は、糖尿病の合併症だけでな

く、がんについても十分注意する必要があります。

検診ですべてのがんがわかるわけではもちろんあり

ませんが、定期的にがん検診を受けることが第一歩

ではないでしょうか。また、意図せぬ体重減少や、

貧血の進行はがんのサインですが、糖尿病の方の場

合、説明できない血糖コントロールの悪化もがんを

疑う重要な手がかりになります。いつも通り食事療

法や運動に取り組み、お薬も飲んでいるのに血糖値

が上がってしまう場合、もしかしたらがんが隠れて

いるかもしれません。特に注意すべきは、膵臓がん

です。

　糖尿病を持ちながらがん治療を受ける場合は、い

つも以上に糖尿病の管理が大切になります。血糖値

が高いと手術の傷が治りにくかったり、がん治療中

の感染症のリスクが高まったりします。一方、がん

治療に使用する薬剤の影響で血糖値が上がってしま

うこともしばしば見られます。がん治療中は、がん

の主治医だけでなく、糖尿病の主治医ともよく相談

しながら対処しましょう。食欲がない時の糖尿病の

お薬の調節や、万一低血糖になったときの対応な

ど、あらかじめ主治医と相談しておく必要がありま

す。

　では、糖尿病とがんの「危険な関係」を断ち切る

ためにはどうすればよいのでしょうか？

　肥満や運動不足、喫煙、大量飲酒は糖尿病の危険

因子であると同時に多くのがんの危険因子でもあり

ます。したがって、糖尿病の方が治療の一環として

こうした生活習慣の改善に取り組むことは、実は将

来のがんのリスクを減らすことにもつながっている

のです。

　今回は糖尿病とがんの「危険な関係」をご紹介し

つつ、その関係を断ち切るために大切なことを皆さ

んといっしょに考えてみたいと思います。
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　パネルディスカッション

老化を進める悪玉物質“オステオポンチン”とは？
学　歴：平成４年（1992）３月27日　慶應義塾大学医学部卒業
　　　　平成４年（1992）５月１日　慶應義塾大学医学部研修医（内科学専攻入学）
　　　　平成８年（1996）４月30日　同上　修了

免許等：平成４年（1992）６月８日　第86回医師国家試験合格　医師免許証（第351509号）
　　　　平成７年（1995）９月22日　日本内科学会認定医（認定番号：8467）
　　　　平成18年（2006）12月５日　日本内科学会専門医（認定番号：10959）
　　　　平成19年（2007）４月１日　循環器専門医（認定番号：15667）

学　位：平成17年（2005）９月12日　医学博士（慶應義塾大学）

職　歴：平成４年（1992）５月１日　慶應義塾大学医学部研修医（内科学）
　　　　平成６年（1994）５月１日　慶應義塾大学医学部専修医（内科学）水戸赤十字病院
　　　　平成７年（1995）５月１日　慶應義塾大学医学部専修医（内科学）けいゆう病院
　　　　平成８年（1996）５月１日　慶應義塾大学医学部助手（内科学）
　　　　平成12年（2000）９月１日　Baylor 医科大学循環器内科　Research Fellow
　　　　平成16年（2004）７月１日　Baylor 医科大学循環器内科　Assistant Professor
　　　　平成17年（2005）５月31日　帰国
　　　　平成17年（2005）６月１日　慶應義塾大学医学部助手（坂口光洋記念講座再生医学）
　　　　平成18年（2006）４月１日　慶應義塾大学医学部講師（坂口光洋記念講座再生医学）
　　　　平成18年（2006）10月１日　独立行政法人科学技術振興機構　さきがけタイプ（代謝と機能制御）兼任
　　　　平成21年（2009）７月１日　慶應義塾大学医学部講師（循環器内科）
　　　　平成21年（2009）７月１日　慶應義塾大学医学部（循環器内科）病棟医長
　　　　平成22年（2010）４月１日　慶應義塾大学医学部（循環器内科）診療副部長
　　　　平成24年（2012）10月１日　独立行政法人科学技術振興機構　さきがけタイプ（炎症の慢性化機構の解明と制御）兼任
　　　　平成25年（2013）３月１日　慶應義塾大学医学部准教授（循環器内科）
　　　　平成26年（2014）３月１日　文部科学省　研究振興局　学術調査官　兼任
現在に至る

（所属学会等）
日本内科学会
日本循環器病学会［広報委員会委員：平成24年（2012）～ 26年（2014）、財務幹事：平成26年（2014）～現在］
日本循環器病学会関東甲信越地方会［評議員：平成27年（2015）～現在］
日本心臓病学会［評議員：平成23年（2011）～現在、FJCC会員：平成24年（2012）～現在、会長補佐：平成25年（2013）～現在］
日本心不全学会［評議員：平成24年（2012）～現在、在り方委員会幹事：平成25年（2013）～現在、顕彰委員会委員：平成24年

（2012）～現在］
心筋生検研究会［評議員：平成23年（2011）～現在］
日本高血圧学会
日本脈管学会
再生医療学会［評議員：平成22年（2010）～現在、在り方委員会委員：平成26年（2014）～現在］
抗加齢医学会［評議員：平成24年（2012）～現在］
脳心血管抗加齢研究会［評議員：平成25年（2013）～現在］
日本臓器保存生物医学会［評議員：平成26年（2014）～現在］
日本酸化ストレス学会
臨床ストレス応答学会
日本産業衛生学会
American Heart Association
European Society of Cardiology［FESC：平成26年（2014）～現在］
International Society of Heart Research 日本部会［評議員：平成23年（2011）～現在、会計監事：平成25年（2013）～現在、

事務局長：平成25年（2013）～現在］

佐野　元昭
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　総務省統計局の発表から、日本において平成28年

に65歳以上の人口は3461万人。総人口の27.3%を占

めている。また、65歳以上の高齢化に使われる医療

費は全体の59.7%であることから（26年度、厚生労

働省）、医療費の増大と生産年齢人口の低下はひっ

迫した問題である。高齢者は多くは、癌、脳卒中、

循環器疾患、２型糖尿病、骨粗鬆症、サルコペニ

ア、認知症など慢性疾患を抱えている。これら加齢

関連疾患を誘発する危険因子はエイジング（老化）

である。2050年までに65歳以上の人口は40％を超え

ると予想されている日本において老化のメカニズム

を理解し、「１剤、１疾患」から「１剤の抗老化薬

で複数の疾患治療、及び、予防」へとパラダイムシ

フトする必要がある。加齢に伴い炎症が亢進し、そ

れが老化を引き起こす一因となるということが最近

の研究から分かってきた。抗老化療法のターゲット

の一つとして炎症を抑制することが考えられている

が、現在のところ成功していない。加齢に伴い体中

に炎症を起こしやすくする仕組についてはまだ十分

に理解されていないためである。我々は、「体中に

炎症を起こしやすくする」ことによって老化のス

ピードに大きく関係していると考えられある物質に

着目して研究を行っている。この物質は、加齢とと

ともに増加するが、同じように年を重ねても、過剰

に増加する人とそうでない人が存在する。老化を進

める原因物質とは？そしてそれを減らす方法とは？

全身の老化をストップさせることが出きるかもしれ

ない私たちの研究のとりくみについてご紹介させて

いただく。

賞　罰：Baylor College of Medicine, Section of Cardiology, Recognition of Best Basic Research［平成14年（2002）９月］
Heart Failure Society America, Jay N. Cohn New Investigator Award （Basic Science）［平成15年（2003）９月］
Melvin L. Marcus Young Investigator Award in Cardiovascular Science, American Heart Association［平成15年（2003）11月］
International Society for Hear Research （North America）, Young Investigator Award［平成17年（2005）５月］
慶應義塾大学医学部三四会奨励賞［平成17年（2005）11月］
International Society for Hear Research, Young Investigator Award （Japan）［平成19年（2007）６月］
慶應義塾大学医学部三四賞（北里賞）［平成20年（2008）６月］
慶應医学賞医学研究奨励賞［平成22年（2010）１月］
日本心臓財団佐藤賞［平成24年（2012）３月］
心不全学会学術賞［平成26年（2014）10月］
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血糖値の変動とその管理〜１日血糖の見える化〜
現職名：東京慈恵会医科大学　内科学講座　糖尿病・代謝・内分泌科 教授
　　　　東京慈恵会医科大学付属第三病院　糖尿病・代謝・内分泌科　診療部長

学歴・職歴：
昭和56年　東京慈恵会医科大学　卒業
昭和56年　国立病院医療センター（現 国立国際医療センター）内科研修
昭和58年　東京慈恵会医科大学　第三内科学教室入局
平成７年　国立療養所東宇都宮病院　内科医長
　　　　　東京慈恵会医科大学　内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌科 講師（併任）
平成13年　東京慈恵会医科大学　内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌科 助教授（併任）
平成20年　東京慈恵会医科大学　内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌科　准教授
平成21年　東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌科　診療副部長
平成24年　東京慈恵会医科大学附属柏病院 糖尿病・代謝・内分泌科　診療副部長
平成25年　東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌科　診療部長
平成26年　東京慈恵会医科大学　内科学講座　糖尿病・代謝・内分泌内科　教授

役　職：日本糖尿病学会、日本内分泌学会、日本肥満学会、日本病態栄養学会： 評議員
　　　　日本食物繊維学会：評議員
　　　　日本糖尿病・肥満動物学会： 常務理事、評議員

専門医：日本糖尿病学会　専門医、研修指導医
　　　　日本内分泌学会　内分泌代謝科（内科）専門医
　　　　日本肥満学会 肥満症専門医

受賞歴：日本糖尿病肥満動物学会「米田賞」受賞

　心血管疾患の発症阻止を見据えた糖尿病治療にお
いては、血糖コントロールの指標であるHbA1cに
加えて、血糖日内変動に配慮した「質のよい血糖コ
ントロール」を実現する必要があると言える。具体
的には、低血糖および食後高血糖を避け、血糖日内
変動を平坦化することである。従来は、自己血糖
測定（Self monitoring of blood glucose: SMBG）に
より点と点をつないで血糖日内変動を把握してい
たものが、最近では、CGM ［CGMS-Gold（現在は
発売中止）、 iPro-2］、FGM ［FGM FreeStyle リブレ
Pro］などを用いて、保険診療下で比較的簡単に血
糖日内変動を把握できるようになった。皮下脂肪
内に留置したセンサーから組織間液中のブドウ糖
濃度を測定し、CGMS-Gold、iPro-2は１週間にわた
り５分間隔で、FGMは２週間にわたり15分間隔で
血糖値を算出し表示する。CGMS-Gold、iPro-2は、
リアルタイムに血糖値を観ることはできないが、
FGMはリアルタイムに観ることができる。また、
CGMS-Gold、iPro-2は、SMBGによる血糖値で補正
を行う必要があるのに対し、FGMは補正の必要が
なく、SMBGを行っていない糖尿病患者でも容易に
測定できる。特に、食後血糖値が顕著に上昇し反応

性に低血糖を来す胃切除後患者や経管栄養施行中患
者、その他、肝硬変合併患者、妊娠糖尿病患者の血
糖日内変動の把握に有用である。一方、経口血糖降
下薬の血糖降下作用をCGMによる血糖日内変動の
視点からみると、「主に24時間の平均血糖値を低下
させる薬剤（ビグアナイド薬、チアゾリジン薬、
SU薬、SGLT2阻害薬）」、「主に血糖変動幅を縮小さ
せる薬剤（α-GI、グリニド薬）」、「両者の作用を備
えた薬（DPP-4阻害薬）」に分類できる。血糖変動
幅が縮小されたHbA1cの低下、いわゆる「良質の
HbA1c」を念頭に置いた併用薬の組み合わせとし
ては、血糖降下特性の異なった薬剤同士がベスト
パートナーであり、理想的な併用療法と考えられ
る。このように、薬物療法による血糖管理において
も、従来のHbA1cの低下を目指したHbA1c一辺倒
の時代から、血糖変動が平坦化されたHbA1cの低
下といったHbA1c の質が求められる時代に変革の
時期を迎えている。
　今後の糖尿病の血糖管理は、自己血糖測定（Self 
monitoring of blood glucose: SMBG）から、自己血
糖変動測定（Self monitoring of glycemic variability: 
SMGV） へ移行していくものと推察される。

　パネルディスカッション

森　　豊
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サルコぺニア予防のための食事療法　これで筋肉を守る！
（学歴）
昭和48年３月　東京都立江北高等学校卒業
昭和54年３月　女子栄養大学栄養学部栄養学科実践栄養学専攻卒業
平成21年３月　早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修士課程修了
平成29年３月　東京家政大学大学院人間生活総合研究科博士課程終了

（職歴）
昭54年４月～平成21年６月 社会福祉法人聖母会　聖母病院栄養室入職
平21年７月～現在に至る 帝京大学医学部附属病院栄養部勤務
平10年４月～ 17年３月 聖母女子短期大学専攻科非常勤講師
平17年４月～ 21年３月 聖母大学非常勤講師
平21年９月～ 22年３月 相模女子大学非常勤講師
平22年４月～現在に至る 上智大学看護学科非常勤講師
平24年４月～現在に至る 帝京大学医療技術学部看護学科非常勤講師
平29年４月～現在に至る 女子栄養大学栄養学部特任講師

　65歳以上の人口が27％を超える超高齢化社会を迎
えた日本では、当然糖尿病患者も高齢化していま
す。平成24年の国民健康・栄養調査では糖尿病患者
の77％（731万人）が60歳以上という結果でした。
そのような中で今年５月に「高齢者糖尿病診療ガイ
ドライン」が発表され高齢者のカテゴリー別の治療
指針が示されました。糖尿病の治療目標は、健康人
と変わらない生活を送ることで、なおかつ健康寿命
を延ばすことです。今までの糖尿病の食事療法は、
血糖コントロールと合併症予防が目的でしたが、こ
れからは日常生活における活動性の低下、サルコぺ
ニア、フレイルなど老年齢症候群の予防も大きな目
的となりました。サルコペニアは、筋量、筋力、身
体機能が低下し、健康寿命延伸を妨げ、要介護リス
クを上げると言われています。原因の第一は加齢で
すが、続く原因として活動不足、低栄養、慢性疾患
などといわれています。ここでは、特に、糖尿病患
者のサルコペニア予防について、低栄養に着目して
考えてみました。
　生きていくには十分なエネルギーが必要です。糖
尿病患者では、多くは体型や治療内容によって主治
医が摂取エネルギーを指示します。指示エネルギー

に合わせた食事を実践したうえで、体重の変動に注
意します。BMI（体格指数）が18.5未満、または予
期せぬ体重減少には注意が必要です。たんぱく質
は、多くの研究から重度の腎臓機能障害がなければ
十分な量を取ることが推奨されます。具体的な指示
がない場合、少なくとも体重１kgあたり1.0〜1.2ｇ
のたんぱく質が必要で、筋肉量が減っていればより
多くのたんぱく質量が必要です。特に、必須アミノ
酸の多い良質のたんぱく質を選びます。ビタミン
は、筋肉量の維持に関与していると言われているビ
タミンＤ、その他介入研究は少ないのですがビタミ
ンＢ群、Ｃ、Ａも十分に摂取する必要があります。
　それでは毎日、具体的には何を食べればいいので
しょうか。食品交換表の1600kcal、炭水化物エネル
ギー比55％の単位配分を使って必須アミノ酸の豊富
なたんぱく質食品の選び方、ビタミン、ミネラル、
食物繊維が充分に摂取できる食品の組み合わせ、認
知症予防に効果的といわれているn-3系多価不飽和
脂肪酸の摂り方について説明いたします。健康食と
いわれていた日本食のパターンをモデルに実践可能
な食事スタイルをお話しいたします。

　パネルディスカッション

朝倉　比都美

（役員等）
平11年１月～現在に至る 日本病態栄養学会評議委員
平17年５月～19年４月 医歯薬出版株式会社「臨床栄養」
 編集委員
平12年５月～20年４月 （社）日本栄養士会全国病院栄養士
 協議会全国幹事・常任幹事
平22年４月～26年３月 日本栄養改善学会評議委員

（著書）
食べるのが好きにな離乳食 女子栄養大学出版部

（共著）
新臨床栄養学 医歯薬出版
臨床栄養学Ⅰ 中山書店
給食マネージメント論 第一出版

（監修）
通風・高乳酸血症の食事術 主婦と生活社

（所属学会）
日本病態栄養学会、日本栄養改善学会、日本糖尿病学会、
日本静脈経腸栄養学会、日本臨床栄養協会

（資格等）
栄養学士 昭54年３月 1180号
スポーツ科学修士 平21年３月 74号
学術博士 平29年４月 博甲３号
管理栄養士 昭54年12月 16008
介護支援専門員 平21年更新 139909286
糖尿病療養指導士 平12年 6302
病態栄養専門師 平15年 02-471
NST専門療法士 平23年 5831
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各　種　表　彰　者　一　覧
（五十音順、敬称略）

団体功績表彰
あけぼの会（東京女子医大）

愛宕会　　（慈恵会医科大）

育寿会　　（東京都健康長寿医療センター）

糖尿病師範
河原　正悦（葛飾高砂会）

小林　光子（野火止会）

齊藤善治郎（愛宕会）

佐藤　昭夫（豊島病院さつき会）

新休　泰三（ハチ公会）

菅原　美樹（たま希望の会）

谷津　敏子（あけぼの会）

寺島　康典（いちがやくらぶ）

野田憲一郎（愛宕会）

個人功績表彰
亀山　　孝（お茶の水会）

関田　孔嗣（あけぼの会）

中田　　操（江戸川くすのき会）

宮城　調司（相互会）

矢野　　宏（関東中央病院欅会）

横田　悦子（育寿会）

横田　正典（育寿会）

葛飾高砂会（加藤内科クリニック）

至誠鷺草会（至誠会第２病院）

野火止会　（近藤医院）




