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 草花が芽吹き、咲く季節になりました。皆様は元気にお過ごしでしょうか。  

昨年は新型インフルエンザの流行のため、日本中で様々な催しが延期または中止を余儀

なくされました。摩利支病院が毎年行ってきた糖尿病フェアも、感染拡大を防ぐためや

むなく中止せざるをえませんでした。そこで、今回の広報誌「まりし」では糖尿病に関

する情報をぎゅっと１つに詰め込んだ内容のものにしようと編集を進めてまいりまし

た。これを読めば、糖尿病がどんな病気で、どう対処したらよいか、検査や治療も含め

アウトラインをつかんで頂けると思います。 

糖尿病は、発症してもきちんと向き合い、適切に対処してゆけば健康に暮らすことがで

きます。それどころか糖尿病を発症したことで、生活を見直し、節制することで以前よ 

り健康になった方もおられます。この冊子が、その一助となれば幸いです。 

 

                                   摩利支病院院長 田中 廣樹 

理   念 

 私たちは地域の皆様の健康に貢献するため、 

     質の高い、安心、安全な医療と、ふれあいと安らぎに 

             あふれたケアサービス・生活総合支援を実践します。 

 



 糖尿病とは血液中の血糖値が高くなる病気です。 

 

  

食べ物や飲み物を消化してブドウ糖が作られます。これは体を動かすエネルギー

源になり、血液の流れに乗って体の細胞に運ばれて、筋肉や臓器で使われます。

血糖値とは血液中にエネルギー源となるブドウ糖がどのぐらいあるかを示すもの

です。 

 糖尿病になるとブドウ糖がエネルギーを必要としている細胞の中へ運ばれなく

なり、血液の中にあふれてしまいます。原因はインスリンというホルモンが、足

りなくなったり上手く細胞に作用しなくなったりするからです。 

 

 

 インスリンは血液の中にある血糖値を下げる作用をもつホルモンです。 

 糖尿病になると、その人の体が必要とする量に見合うだけのインスリンがすい臓から分泌されません。その結果、 

 血液中のブドウ糖を体の細胞に取り込んで活動エネルギーに変えたり、脂肪やグルコーゲンというものに変えて 

 エネルギーとして蓄えておくようにする働きもありブドウ糖のコントロールをしています。 

 インスリンの量が不足したり上手く作用しないと、ブドウ糖が細胞に取り込まれなくなって血液中のブドウ糖が 

 使われなくなってしまい血糖値が高くなるということになります。 

 

 

 糖尿病にはいくつかの型があります。Ⅰ型糖尿病（インスリン依存型糖尿病）、Ⅱ型糖尿病（非インスリン依存型 

 糖尿病）、遺伝子異常や他の病気や薬剤の作用によるもの、妊婦糖尿病があります。 

 ◎ Ⅰ型糖尿病 

   すい臓のβ細胞というインスリンを作る細胞が破壊され、体の中にインスリンの量が絶対的に足りなくなって 

   起こります。子供のうちに始まることが多く、小児糖尿病・インスリン依存型糖尿病と呼ばれています。 

 ◎ Ⅱ型糖尿病 

   インスリンの出る量が少なくなって起きるものと、すい臓や筋肉などの細胞がインスリンの作用を上手く感じ 

   なくなる（インスリンの働きが悪い）ためにブドウ糖が上手く取り入れられなくなって起きるものがあります。 

   食事や運動などの生活習慣が関係している場合が多く、日本人では糖尿病の９５％以上がこの型です。 

 ◎ 遺伝子異常や他の病気が原因となるもの 

   遺伝子の異常や肝臓やすい臓の病気、感染症、免疫の異常など、他の病気が原因となって糖尿病が引き起こさ 

   れるもの、薬剤が原因となる場合もあります。 

 ◎ 妊婦糖尿病 

   妊娠中に発見された糖尿病、新生児に合併症が出ることもあります。 

 

 

 平成９年の糖尿病実態調査では 

   ・糖尿病が強く疑われる人  ６９０万人 

   ・糖尿病の可能性を否定できない人  ６８０万人    計１３７０万人 

   ・糖尿病の治療を受けている人  ２１２万人 （平成１１年調査） 

 

 

 糖尿病は始めのうち、痛みなどの自覚症状が無く検査で血糖値が高かったり、治療が必要と言われてもそのまま治療

を受けない人が多い事が考えられます。かかりつけのお医者さんから糖尿病の治療を勧められたり、健康診断で糖尿病

の疑いがあった場合は、是非かかりつけのお医者さんに相談してください。 

糖尿病ってどんな病気？ 

血糖って？  

インスリンの働きとは？  

どれくらいの人が糖尿病にかかっていますか？  

糖尿病の種類  

どうして治療を受けている人が少ないのでしょうか？  



糖尿病の検査について 
１．糖尿病の疑いのある人を見つける検査 

 糖尿病は自覚症状の無い病気なので、健康診断で見付かることが多いものです。ふつう健康診断は空腹時に 

 採血、採尿し検査をします。糖尿病については表のように判定します。 

空腹時血糖値（ｍｇ／ｄｌ） 結果の判定 

１２６以上 

糖尿病域 

糖尿病が強く疑われます。 

ブドウ糖負荷試験を受けて下さい。 

１１０以上～１２６未満 

境界域 

糖尿病の疑いがあります。 

できるだけブドウ糖負荷試験を受けて下さい。 

９９以上～１１０未満 

正常域（正常高値） 

血糖値がやや高いので、高血圧などの他の生活習慣病がある 

場合は、できるだけブドウ糖負荷試験を受けて下さい。 

９９未満 
正常域 

現在、糖尿病の心配はほとんどありません。 

尿糖 結果の判定 

陽性 
糖尿病が強く疑われます。 

ブドウ糖負荷試験を受けて下さい。 

陰性 糖尿病の疑いを完全には否定できません。 

 血糖値は食前（空腹時）か食後かで大きく異なります。 

尿糖も血糖値次第で陽性になったり陰性になったりします。

血糖や尿糖の検査は食膳か食後で結果の解釈が異なる事を 

理解して下さい。 

２．糖尿病の疑いがあるときに受ける検査 

１の検査で糖尿病の疑いが見付かったとき、または自覚症状から糖尿病が疑われる時はブドウ糖負荷試験という 

検査を受けていただき、診断を確定します。 

糖尿病を確定するための検査（ブドウ糖負荷試験、） 

空腹時 １１０未満 １２６以上 

負荷試験2時間 １４０未満 ２００以上 

随時  ２００以上 

  

 

 両方 

あてはまれば 

正常型 

 どれかに 

あてはまれば 

糖尿病型 

 ① 糖尿病の症状がある 

② ＨｂＡ１ｃが 6.5％以上ある 

③ 糖尿病網膜症がある 

※ ３つのどれかがあてはまる 

 

は い 

 

 

 糖 尿 病 

 いいえ 
 再検査で、ふたたび糖尿病

の場合 
 

 

 

以上簡単ですが糖尿病の検査について紹介させていただきました。 

健康診断などで糖尿病が疑われる検査データがあればかかりつけの病院などでご相談下さい。 

参考資料  ｽｽﾞｹﾝ「糖尿病ｾﾐﾅｰ」より 

 
 



 薬物療法は血糖値をできるだけ正常な範囲に維持する血糖コントロールが目標です。薬物療法には、「経口血糖

降下薬」と「インスリン注射」があります。 

～ 経口血糖降下薬の種類 ～ 

◎ 血糖値を全体的に下げる薬 

 「ＳＵ薬」（スルホニル尿素薬）：膵臓のβ細胞に直接作用してインスリン分泌を促す薬です。 

 「ＢＧ薬」（ビグアナイド薬）：肝臓でブドウ糖が新たに作られるのを防ぎます。また、筋肉のブドウ糖利用を 

                促進させます。                 

 「インスリン抵抗性改善薬」：主に脂肪細胞に作用して、筋肉などのインスリン抵抗性を改善して、インスリン 

               の作用を高める薬です。 

◎ 主に食後高血糖を改善する薬 

 主に食後の血糖値を下げることで、全体の血糖コントロールをよくする薬です。 

 「α－グルコシダーゼ阻害薬」：食事に含まれているでんぷんや糖質の分解を抑えて、ブドウ糖の吸収を遅らせ 

                ることで、食後の急激な血糖値の上昇を抑えます。 

 「速攻型インスリン分泌促進薬」：ＳＵ薬と同じようにすい臓のβ細胞に作用してインスリンの分泌を促しま 

                 す。ＳＵ薬に比べて薬の効果はすぐに現れ、効き目が短い薬です。 

※ 内服薬の中には、決められた用法で服用しないと効果が少なくなるものもあります。主治医からの指示をきちん

と守って、薬の服用を心がけましょう。 

糖尿病（Ⅱ型）と薬物療法  

栄養士の簡単レシピ  

キャベツ・・・２５０ｇ しょうが・・・少々 

塩・・・少々 豚もも薄切り肉・・・２００ｇ 

ポン酢・・・少々 

① キャベツは細切りにして、しょうがは皮をむいて千切りにし

ます。ボウルに入れて、塩をまぶします。しんなりとしてきた

ら、水気を絞ります。 

 

② 豚肉はそれぞれ少しずつ重ねて広げて、コショウをふりま

す。①のキャベツを芯にして巻きます。ラップで包んで両端をひ

ねり、形を整えます。 

 

③ 電子レンジで５分加熱して、ラップをはずし適当な大きさに

切ります。 

 

※ポン酢をかけるとおいしく召し上がれます。 

作り方 

塩もみロール（２人分） 



運動することも大切です！ 
 運動療法は糖尿病の治療において、食事療法とならんで重要です。運動により摂取したエネルギーを消費できる

ばかりでなく、骨格筋の糖の取り込み能力が向上してインスリン抵抗性も改善します。 

～ 運動療法の意義 ～ 

 １．インスリンの感受性を改善する。 

 ２．食事療法とともにエネルギーの摂取・消費のバランスをよくする。 

 ３．加齢や運動不足により体重が減少するときに起こる筋萎縮を防ぎ、筋力を保つ。 

 ４．高血圧・高脂血症を改善する。 

 ５．心肺機能をよくする。 

 ６．爽快感、活動的気分など、日常生活のＱＯＬ（生活の質）を高める。 

 

 ① 運動の種類としては有酸素運動が効果的です。（ニコニコペースが最適です。） 

  ★ ニコニコペースの運動とは？ 

   病気を持った高齢者の人にも安全に実施でき、最も効果が期待できる運動の ことで、楽しく人と会話しな 

  がらでもできる“軽い運動”という意味です。 

   運動中の脈拍でニコニコペースの運動を見つけましょう！ニコニコペースの運動は、自分の持っている体力 

  の約半分の運動に相当します。 

  ★ あなたのニコニコペースの運動に相当する脈拍数の求め方 

   ・３～５分間、一定のスピードで歩き立ち止まります。 

   ・そして直ちに（１０秒以内）１５秒間脈を計ります。 

   ・その脈拍数が次の式と一致すれば良いのです。 

 

  ３２ －（あなたの年齢）／ ８ ＝ 運動直後の１５秒間の脈数 

 

 ② 運動強度 

   運動強度は最大酸素摂取量の６０％の強さ 

 

 指示脈拍数 ＝ 《（２２０ － 年齢）－ 安静時心拍数》× ０．６ ＋ 安静時脈拍数 

 

 ③ 運動はいつ行うのが効果的か 

   食後１～２時間ぐらいを目標に運動を実施することが望ましい。 

 ④ 運動時間・頻度 

   １回３０分程度で１日１～２回、週に３～５日は心肺機能の向上や骨格筋に 

  おけるインスリン感受性への効果を考えると必要と考えられる。 

糖尿病フェア  
 当院は今年で開院２７年目を向かえます。その開院当初から「生活習慣病」と

りわけ「糖尿病」に目を向け、その治療や予防、啓蒙に取り組んでまいりまし

た。そして、皆様に「糖尿病」に関する知識・理解を深めていただくために「糖

尿病教室」を行い、さらに平成３年より「糖尿病フェア」を開催しています。 

 「糖尿病フェア」では、糖尿病専

門のドクターによる講演を行った

り、食事の時間に管理栄養士が糖尿

病の予防や患者様に合わせた食事を

ビュッフェスタイルで提供し、ご好

評いただいております。また、理学療法士による運動療法の指導、薬に

関する疑問・質問にお答えする相談コーナー、血糖値・体脂肪・血圧・

身長・体重・腹囲・骨密度の各種測定、頸部エコーによる動脈硬化の検

査など、毎年様々な催しで皆様に楽しんでいただいております。 

“「糖尿病フェア」中止のお知らせ“ 

 新型インフルエンザの感染拡大を受け予防の

ため、昨年は「糖尿病フェア」を中止させてい

ただきました。楽しみにされていた皆様にはご

迷惑をお掛け致しましたが、ご理解くださいま

す様お願い申し上げます。なお、来年度の開催

につきましては、再度ご案内致しますので、そ

の際はぜひともご参加いただきます様お願い致

します。 

ニコニコペース早見表 

年齢 脈拍数 

５３～ ６０    ２５ 

６１～ ６８    ２４ 

６９～ ７６    ２３ 

７７～ ８４    ２２ 

８５～ ９２    ２１ 

９３～１００    ２０ 



株式会社  

◎訪問看護ステーション むなかた ☎ 0940-37-3136 

◎訪問介護ステーション せいか ☎ 0940-37-3399 

◎ケアプランサービスせいか ☎ 0940-37-3393 

◎デイサービスせいか ☎ 0940-37-3321 

〒811-3436 福岡県宗像市東郷6-1-1 

診療科目 
内科、呼吸器科、循環器科、消化器科、  

リハビリ科、整形外科、心療内科  

診療時間  

月・火・木・金 8：30～17：30 

水・土 8：30～12：30        

※ 時間外受け付けます。 

休診日  
日曜・祝日  

盆休（8/14～8/15）正月休（12/30～1/3） 

病床数  一般病床  43床   療養病床（医療27床）  

 

 

 

１１月２７日（金）“外食とみかん狩り“ 

 日頃ホームで食事をしていますが、外食に出かけると食べたい

物を自分で選び、食べることに喜びを感じます。見知らぬ人もい

る中で楽しく美味しくいただきました。 

～～  まりしの郷里だよりまりしの郷里だより  ～～    青空の下、緑とみかんの香りに

誘われて笑顔いっぱいのみかん狩

り。昔、家族と一緒に来た思い出

を胸に抱き、誰の手も借りずに自

分でハサミを持ち、みかんを摘み

取り口に含み、思いっきりの美味

しい笑顔の一日でした。 

１２月１８日（金）“餅つき“ 

 病院恒例の餅つきに参加しまし

た。利用者の皆様も楽しみにしてお

られて、当日は昔のように餅をつい

たり、こねたり、丸めたりと楽しい

ひと時を過ごすことが出来ました。

出来立てのお餅をいただいて、 

  大満足の一日でした。 

１２月２５日（金）“クリスマス会” 

 １２月の誕生会と一緒にクリスマス会を行い

ました。スタッフがサンタやトナカイに扮して

踊りや寸劇を披露しました。寸劇では利用者の

皆様にも参加していただき、みんなで 

   楽しむことが出来ました。 

医療法人社団 原道会 摩利支病院 診療案内 

◎医療法人社団原道会 摩利支病院 ☎ 0940-36-4150 

◎デイサービスまりし ☎ 0940-34-8010 

〒811-3436 福岡県宗像市東郷6-2-10 

 
地域密着型サービス事業施設 

ま り し の 郷 里 

◎グループホーム みち ☎ 0940-36-2625 

◎小規模多機能型居宅介護 あやとり ☎ 0940-36-2626 

〒811-3436 福岡県宗像市東郷6-2-19 

摩利支病院グループ代表受付 0940-36-4150 （受付時間9：00～17：00） 

★摩利支病院グループのサービスや活動についてのご意見やご質問等ござい

ましたら、お気軽にお問い合わせください。 


