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運動会開催！
健診結果をじっくり見てみましょう！
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糖尿病食の食事療法について

糖尿病の食事療法とは
　糖尿病の食事療法は、糖尿病を治す特別な食事を
とるわけでなく、『過食を避け、偏食せずに、毎日
規則正しい食事をする』ということです。健康で長
生きするための食生活の原則ですが、糖尿病を良好
にコントロールする為にも大変役立ちます。つまり
糖尿病食は健康食なのです。

１）食事療法の原則
①　適正なエネルギー量の食事
　太らず、痩せ過ぎず、適正な体重を保ちながら、日常の
生活に必要な量の食事をとることが大切です。必要とする
エネルギー量は、年齢、性別、身長、体重、生活活動量、
病気の状態、合併症の程度などを考慮して決められます。

【エネルギー摂取量の計算方法】
　　標準体重（注1）×身体活動量（25～40kcal）（注2）
　　　　　　　　　　　　　　　＝エネルギー摂取量
注１）標準体重（㎏）＝身長（ｍ）×身長（ｍ）×22
注２）身体活動量は主治医が判断します
　　　軽い活動量　（事務職、高齢者）　25～30kcal/㎏標準体重
　　　普通の活動量（立仕事が多い）　　30～35kcal/㎏標準体重
　　　重い活動量　（力仕事）　　　　　35～40kcal/㎏標準体重

②　栄養のバランスがよい食事
　健康を保つために必要な栄養素（炭水化物、タンパク質、
脂質、ビタミン、ミネラル）や食物繊維など不足したり
偏ったりしない食事を毎食摂ることが大事です。

２）食事療法の実際
①　献立をたてる
　３食同じくらい摂るように
します。１食にまとめてたく
さん食べると、食後の血糖値
が高くなりやすいからです。
毎食主食、主菜１品、副菜２
品程度摂るようにしましょう。

②　塩分は控える
○醤油、塩、味噌などの使用は控えめにする
○料理に調味料を直接かけずに、小皿に調味料をいれ、
つけながら食べる

○カボスやレモン、酢など利用する
○麺の汁は残し、味噌汁は汁半分にする
○漬物や梅干しは少量とし１日１回にする
○わさびや唐辛子など香辛料は塩分はほとんど含んでいな
いので、味付けに変化をもたせることで薄味となる

○昆布やいりこなどだしを利用する
○温かい物は温かいうちに、冷たい物は冷たいうちに食べる

③　外食について
　味付けが濃く、油使用が多く、野菜が少ない物が多いが、
食生活の一部となっているので上手に利用しましょう。
・１日必要量の１/３とし、例えば1600kcalの方は約500
～550kcalを目安としましょう。

・野菜料理を１品追加しましょう。
・一品料理より定食を選びましょう。

④　嗜好品について
・アルコールは主治医の許可があれば、１日２単位
（160kcal）内、目安はビール350ｍl・焼酎100ｍl・日
本酒140ｍl、週２回休肝日を作りましょう。

・菓子・ジュースに使用されている砂糖や果糖は単純糖類
に分類され、消化吸収が早く血糖値が急速に上昇するた
め注意が必要です。できるだけ控えましょう。

最後に
　糖尿病食だから食べてはいけない食品はありませ
ん。量とバランスが大事です。食事は毎日のことな
ので無理なく長く続けていきましょう。

五大栄養素 食品例 働　き

炭 水 化 物 御飯・パン・麺・
芋類・果物など 力と熱を出す

タ ン パ ク 質

脂 質

ビ タ ミ ン 類

ミ ネ ラ ル 類

血や肉を作る
力と熱を出す

力と熱を出す

体の調子を整える

体の調子を整える

肉・魚介・卵・
大豆製品・牛乳など

油脂

野菜・果物など

野菜・果物など
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　糖尿病は、血糖値（血液中の糖の濃度）が慢性的に高くな
る病気です。血糖値を下げるためには、インスリンというホ
ルモンが必要です。（図1）

　糖尿病治療である食事療法・薬
物療法と並ぶ柱の一つとして運動
療法が推奨されています。その中
で運動療法について今回紹介した
いと思います。

運動療法
　運動をすると、血液中のブドウ糖が筋肉に取り込まれやす
くなり、血糖値が下がります。運動を一定期間継続すること
によって、インスリンの働きが改善され、筋肉へのブドウ糖
取り込み能力が上がります。

〇自宅でできる運動療法
※運動を行う際の注意
・薬物療法中は食前の運動は控えましょう
・痛みがある時は速やかに中止し、医師などに相談しましょう

①　有酸素運動
　一日あたり合計で20～30分程度を目安に行いましょう。
食後１時間～２時間前後がベストです。頻度は、できれば毎
日が基本、少なくとも１週間に３日以上の実施が望ましいで
す。

●自宅周辺でのウォーキング、自転車こぎ運動
　いつもより少し早めに歩きま
しょう。家の中で行う時には好
きな音楽を聴くのも良いです。
（図２）

●踏み台昇降運動
　10cm程度の踏み台を用いて、前方に昇り後
方に降りる運動を繰り返します。昇降する足の
順番を変えたり、左右に昇降したりするのもよ
いです。（図3）
●ペットボトル腕振り運動
　足が痛い方は、椅子に座って

500mlのペットボトルに水を入れて両手に
持ち、前後に交互に振る運動を行うと腕の
有酸素運動になります。水の量を増減する
ことで負荷を調節できます。（図4）
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大分県厚生連鶴見病院　リハビリ技術科　　安　部　亘　平
あ べ こう へい

糖尿病治療の運動療法について

②　筋力トレーニング
　息を止めず、呼吸をしながら行いましょう。
　10回１セットから始め、可能であれば、
３～４セットを目安に行いましょう。

●膝伸ばし運動
　椅子に座って、片方の膝をゆっくりと
まっすぐに伸ばします。伸ばしきったとこ
ろで３秒間止め、ゆっくりと下ろします。
余裕があれば重錘バンド（１kg程度）を足
首に巻くとよいです。（図5）

●スクワット
　立った姿勢から、正面を見な
がらお尻を後ろにつきだすよう
に膝を曲げます。 
※後ろに倒れそうなときは前に
つかまるものを準備しま
しょう。（図6）

●かかとあげ運動
　なるべく膝をのばしたまま、かかとを上げ
て背伸びをします。 
※後ろや前に倒れそうなときは前につかまる
ものを準備しましょう。（図7）

〇日常生活の中での工夫
　日常生活でも意識的に工夫することでさら
に効果的となります。

生活活動：普段の生活活動で消費されるエネルギー
　特別にスポーツなど運動すること以上に、普段の生活で活
動的にすることが重要です。（図8）
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大分県厚生連鶴見病院　薬剤科　　　櫻　井　千　春
さくら い ち はる

糖尿病のお薬について

　血糖値が上がる理由は、血糖値を下げる働きのあるインスリン
というホルモンの作用不足が関係しています。インスリンの作用
不足には、大きく２つ「①インスリン分泌低
下　②インスリン抵抗性（インスリンの効き
が弱くなっている状態）の発現」に分けられ、
原因に合わせて治療します。
　
Ⅰ－１　インスリンの分泌を促す薬（スルホニル尿素（SU）薬）
薬剤名：アマリール®（グリメピリド）、グリミクロン®（グリク

ラジド）など
特　徴：飲み薬では一番効果が強い。膵臓からインスリンは出て

いるが、空腹時血糖値が高い人に適する。
副作用：低血糖、体重の増加、長期連用により効きにくくなる。
Ⅰ－２　インスリンの分泌を促す薬
　　　　（速効型インスリン分泌促進薬・グリニド薬）
薬剤名：グルファスト®（ミチグリニド）、シュアポスト®（レパグ

リニド）など
特　徴：膵臓からインスリンが出ていて、食後血糖値が高い人に

適する。効き目が早いため、もし薬を飲んでから食事を
とるまでに時間が空いてしまうと低血糖になる危険が高
くなる。食事の直前（５～10分程度前まで）に必ず飲む。

Ⅰ－３　インスリンの分泌を促す薬（ＤＰＰ－４阻害薬）
薬剤名：ジャヌビア®・グラクティブ®、テネリア®、トラゼンタ®

など（毎日内服する）
ザファテック®、マリゼプ®（週１回内服する）

特　徴：単独の使用では低血糖を起こしにくい。膵臓に作用する
インクレチンというホルモンの分解を抑制し、その作用
を助ける。インクレチンは、血糖値が高い時にインスリ
ンの分泌を促す作用等があり血糖値を下げる。

Ⅰ－４　インスリンの分泌を促す薬（注射）
　　　　（ＧＬＰ－１受容体作動薬）
薬剤名：トルリシティ®、オゼンピック®、リキスミア®など
特　徴：インクレチンに似た構造と働きをもつ薬。注射薬だがイ

ンスリンとは違い２型糖尿病治療に使用する。
副作用：吐き気や下痢、便秘などの胃腸症状など

Ⅱ－１　インスリンの効きをよくする薬（ビグアナイド薬）
薬剤名：メトグルコ®・メデット®（メトホルミン）など
特　徴：肝臓で新しくブドウ糖が作られるのを抑え、インスリン

の働きを改善させる作用などで血糖値を下げる。造影剤
を使用する検査を受ける際は、一旦中止する必要がある。

副作用：食欲不振、吐き気、便秘、下痢など
Ⅱ－２　インスリンの効きをよくする薬（チアゾリジン薬）
薬剤名：アクトス®（ピオグリタゾン）
特　徴：インスリンに対するからだの感受性を高めることで血糖

値を下げる。
副作用：むくみ、急激な体重増加など

Ⅲ　食後の高血糖を抑える薬（α-グルコシダーゼ阻害薬）
薬剤名：グルコバイ®（アカルボース）、ベイスン®（ボグリボース）

など

特　徴：小腸からの糖分の消化・吸収を遅らせて食後の高血糖を
抑える。食事の直前（5～10分程度前まで）に服用する。
低血糖の時には必ず「ブドウ糖」を服用する（砂糖など
は吸収するのに時間がかかり低血糖の対応が遅くなる）。

副作用：お腹の張り、おならの増加、下痢など

Ⅳ　糖分を尿中に排泄する薬（ＳＧＬＴ２阻害薬）
薬剤名：スーグラ®、フォシーガ®など
特　徴：腎臓での糖分の再吸収（尿から血中で再度利用する為に

取り込まれる事）を阻害し、血液中の余分な糖分を体外
に排出する。

副作用：低血糖、尿路・性器感染症、脱水、頻尿、皮膚症状など

配合薬
　配合薬（異なる作用をもつ複数の薬を合わせた
薬）もあります。
※同じ成分の薬でもメーカーによって薬の名前が
違うことがあるので確認が必要です。

インスリン療法について
　インスリン不足を補う治療法で、飲み薬に比べて効果が強いこ
とが特徴です。１型糖尿病ではインスリン注射が不可欠ですが、

２型糖尿病でも高血糖による悪循環を解除するた
めにインスリン療法が必要な場合が多くあります。
インスリン療法を始めたために「自分の膵臓から
インスリンが出なくなってしまう」ということは
ありません。膵臓を休めてあげることでインスリ
ンの分泌機能が回復し、飲み薬での血糖コント
ロールが可能になる場合もあります。

　インスリン製剤は、皮下注射後の効果の持続時間などの違いで
種類が異なり、個々の患者さんによって単独あるいは組み合わせ
て使います。インスリンは効果が強いため低血糖に注意して常に
備えをしておくことも大切です。

おわりに
　糖尿病のお薬について紹介しましたが、糖尿病の治療の基本は
「食事療法」と「運動療法」です。軽い糖尿病であれば、食事療
法と運動療法のみで血糖をコントロールすることができますが、
効果が不十分な場合は薬物療法が開始になります。薬を使用して
も、食事療法と運動療法は継続して行うことが大切ということを
忘れず、糖尿病薬を正しく使ってよりよい血糖コントロールを目
指しましょう。

「低血糖と症状」

症　　状 血糖値
汗をかく、手が震える、動悸、
心臓がドキドキする、顔面蒼白
頭痛、空腹感、目のかすみ、
頭がぼーっとする、生あくび
眠りがちになる
意識がなくなる

45-60mg/dl

40-45mg/dl

30-40mg/dl
30mg/dl以下
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運動会開催！
　10月13日（水）に毎年恒例の入所
サービスにおける運動会を開催しまし
た。
　昨年度優勝は白組です。白組代表よ
り優勝トロフィー返還と選手宣誓が行
われました。
　続いて競技の説明です。種目は
「ボール落とし」と「ボール回し」です。
「ボール落とし」はごみ箱にのせたゴ
ムボールに球を投げて落とす競技です。
「ボール回し」は利用者で円を作り、
ゴムボールを次の方に回して最初の方
に早く回す競技です。皆さん日頃のリ
ハビリの成果を発揮するため、鉢巻を
キュッと締めて真剣な面持ちで聞いて
おります。
　競技が始まるとここぞとばかり力が
入り、白熱した戦いが繰り広げられま
すが、うまくいったりいかなかったり
で皆さん一喜一憂されている様子です。
　利用者競技の次は職員競技です。
「風船割り」「わっかくぐり」「仮装
して早口言葉」が行われ、職員の仮装
や動きで笑いに包まれます。
　一応競技なので勝敗が決まり、利用
者競技と合わせて得点発表が行われ、
今年は紅組が優勝しました。紅組代表
の利用者に優勝トロフィー授与を行い、
運動会は盛況のうちに閉会しました。
　コロナ禍の中で密を避けるため、競
技種目を減らし時間を短縮しましたが、
けがもなく皆さん楽しんでいただけた
ようでした。これからもウィズコロナ
で楽しんでいただける企画を行ってま
いります！
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健診結果をじっくり見てみましょう！
健診センター医務部

　皆様は健診を受けた結果を覚えていますか？
　そして健診結果を日常生活に活かせているで
しょうか？
　テストも受けるだけではだめですよね。間違っ
たところを把握しきちんとやり直すことが大事で
す。健診結果もご自身の現在の状況を把握・分析
し、改善していくことが必要です。
　日々、健診業務に携わっていると、
健診直前に食事制限をしたりお酒を
控えたりと、短期間だけ気をつけて
いるという方が多いです。結果に一喜一憂し、し
ばらくは生活習慣に気をつけるけど、また忘れて
自堕落な生活に戻ってしまうというエピソードに
心あたりのある方は多いのではないでしょうか。

　ご自身の健康状態を把握し、病気の早期発見・
早期治療につなげることが健診の大事な役割です。
当センターは2019年度約43,000人の受診者の方
に来ていただきました。結果書に記載される上位
を占める病名ベストテンは以下の通りです。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

脂質異常症
高血圧症
正常高値血糖
肥満症
肝機能異常
内臓脂肪型肥満疑い
脂肪肝
境界型LDL血症
安静時心電図異常
尿潜血陽性

42.2%

32.0%

30.9%

26.6%

22.0%

21.5%

15.2%

14.8%

13.5%

11.0%

病名ベストテン

　男女別にすると多少順位の変化はありますが、
ほぼほぼ生活習慣病です。４位に入っている
BMI 25以上の肥満症は、なんと約４人に１人の
割合です。

　BMI（body mass index）は肥満度を表す体格
指数のことであり、性別にかかわらず、BMI 
18.5以上25未満が「普通体重」、25以上が「肥満」、
35以上が「高度肥満」と判定されます。

BM I  ＝ 体重kg ÷（身長m）²

　こちらの肥満症が改善されれば、上位ベストテ
ンの病名は様変わりすることでしょう。

　生活習慣病は、「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、
飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する
疾患群」のことを指しています。

端的に言うと

・食べ過ぎないこと

・適度な運動を行うこと

・良質な睡眠を十分とること

・タバコは吸わない

・アルコールは飲まない

　これらを守っていただければ、今後の人生100
年時代も、健康寿命を延ばし元気ですごしていけ
るのではないでしょうか。
　「言うは易く行うは難し」ですが、
ぜひ健診結果を見直してできること
から少しずつ始めてみてください。



ＪＡ大分厚生連のＳＤＧｓへの取り組み

２．健康教室等の開催・健康増進情報の提供

　健康教育の一環として、職員を県下に派遣し、住民や
各団体、企業の職員を対象に各種健康教室や健康相談、
衛生講話等を行っています。
　また、病院主催で定期的に市民公開講座や各種健康教
室も行っております。
　各部門において機関誌を定期的に発行し、健康特集や
各施設の様々な情報を発信するだけでなく、ＪＡの広報
誌への特集記事を掲載して
もらい、様々な面から健康
増進情報の提供を行ってい
ます。

厚生連だより 大分 ７
厚生連の情報誌及び特集記事掲載中のＪＡ広報誌

健康増進セミナー

市民公開講座

生活習慣病が気になる人への 今月の一品

骨粗しょう症 骨粗しょう症とは、カルシウムの不足から骨の新陳代謝のバランスが乱れて骨の密
度が減少し、構成する骨がスカスカになり骨折しやすくなる病気です。骨は新陳代

謝を繰り返しています。古くなった骨を破骨細胞が破壊・吸収し、骨芽細胞がそれを再生して骨を形成していき
ます。このように、人間の骨は新陳代謝を繰り返し強度を保っているのです。しかし、骨粗しょう症ではさまざ
まな原因により、骨の新陳代謝のバランスがくずれ、骨を形成するより破壊する働きが優勢となり、骨の密度が
減ってもろくなってしまうのです。

食事療養科 科長　丸　尾　　　恵

食事のポイント鮭ときのこのクリームシチュー
材料（２人分）

鮭・・・・・100ｇ
玉葱・・・・1/2個
人参・・・・1/4本
しめじ・・・　50ｇ
マイタケ・・　50ｇ
牛乳・・・・100ml
シチューの素・　40ｇ
水・・・・・300ml
バター・塩・コショウ

☆鮭は塩をしていないのを使いましょう
☆きのこは生しいたけ、えのき、マッシュルーム、
　エリンギなどお好みで
☆シチューの素を使用すると簡単にできます

１．３食主食＋主菜＋副菜とバランスよく摂りましょう
２．カルシウムの吸収をよくするためにビタミンDの多
い食品と組み合わせましょう

３．カルシウムは１度に多く摂取するのではなく、３度
の食事で小分けして摂りましょう

４．骨破壊は夜間に促進されるので、夕食にやや多めに
摂るようにしましょう

５．カルシウム以外の栄養素として、破骨細胞の働きを
抑制し、骨芽細胞を活性化させるビタミンKや亜鉛、
骨を強くするマグネシウムなども有効です

カルシウムを多く含む食品
　　　　　　…牛乳や乳製品、大豆製品、魚介類など
ビタミンDを多く含む食品
　　　　　　…かつおやうなぎなどの魚類やきのこなど
ビタミンKを多く含む食品
　　　　　　…緑黄色野菜、納豆など
マグネシウムを多く含む食品
　　　　　　…ひじきや昆布などの藻類、大豆など豆類

１人分 286kcal　カルシウム 81.1㎎
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ビーコンプラザ

市役所

別府公園 鶴見丘高校

緑丘小学校

中部中学校

実相寺サッカー
競技場

鶴見台中学校

別府駅

流
川
通
り

富
士
見
　
通
り

JR日豊本線

九
州
横
断
　
道
路

至 日出町

至 大分市 的ヶ浜公園

マルショク

別府国際観光港

別　府　湾

実相寺サッカー
     競技場

実相寺野球場

鶴見台
中学校

発行／大分県厚生農業協同組合連合会　〒874-8585 大分県別府市大字鶴見4333番地　
TEL 0977-23-7465　FAX 0977-23-7493　http://www.oita-koseiren.com

　スマートフォンの普及と、新型コ
ロナ感染拡大によるオンライン化
拡大の弊害で、ＳＮＳいじめやネッ
ト犯罪の拡大が心配されています。
大人だけでなく子供がネットに触れ
る機会が以前からは想像もできな
いほど増え、対策が追い付かない
状況になってきている気がします。
　今月はネットに絡む人権の話を
掲載しました。気軽に使えて便利な
ものである以上、使用にあたりモラ
ルが問われる時代です。   （M.M）

９月の健診/受診結果
国 東
姫 島
杵 築
山 香
大 分
由 布
臼 杵
野 津
佐 伯
豊後大野
竹 田
豊後高田
中 津
宇 佐
安心院
日 田
玖 珠
九 重

Ｊ
　
Ａ
　
お
　
お
　
い
　
た

受診者数総合計
4,040名

（うちJA 1133名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
大 分 大 山 町 農 協
J A 下 郷

《９月健診》

東部事業部

中部事業部

南部事業部

豊肥事業部

北部事業部

西部事業部

283
4

202
49
35
25
73
31
17
40
24
8
35
2
60
35
43
18
142
7
0

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

編集後記

をなくしましょう！人権イメージキャラクター
人KENまもる君

人権イメージキャラクター
人KENあゆみちゃん

を悪用した

　インターネット上においては、匿名による書き込みが可能なことを悪用して、個人の名誉
やプライバシーを侵害するなどの種々の人権問題が起きています。インターネットを正しく
使用し、人権侵害をなくすことが必要です。

　法務省の人権擁護機関では、人権相談を受け付けています。インターネットを悪用
した人権侵害情報について、相談者にプロバイダ等への削除依頼の方法を助言したり、
被害者自らが削除を求めることが困難な場合には、法務局から削除要請したりします。

●インターネットを利用した
　人権侵犯事件の推移（全国）

●法務省の人権擁護機関における取組

●インターネット上の
　プライバシー侵害及び名誉毀損

（件数）

671
957

1,429
1,736

1,909

24年 25年 26年 27年 28年（平成）

〔事例１〕元交際相手の男性によって、インター
ネット上のアダルトサイトに氏名や住
所などの情報が投稿されていた事案

〔事例２〕インターネット上の複数のサイトに、
小学生が暴行されている動画が掲載さ
れていた事案

大分地方法務局・大分県人権擁護委員連合会

法務局・地方法務局は、インターネットを悪用した人権侵害の相談窓口です。
人権についての相談はなんでも インターネットでも相談を受け付けています

みんなの人権110番

インターネット
人権侵害

10％
増加

0570-003-110
 ゼロ ゼロ みんな の ひゃくとおばん

（パソコン・携帯電話・スマートフォン共通）

http://www.jinken.go.jp/
24時間受付

被害を受けた
あなた

発 信 者
（加害者）

プロバイダ
サーバ管理者・運営者

法 務 局

人権侵害

❶人権相談

❸削除依頼
❹削除要請

❷助　言
削除依頼の方法等

●被害者自らに
よる削除依頼
が困難な場合

●削除依頼を
行っても管理
者がこれに応
じない場合

検索インターネット人権相談

用作公園　豊後大野市

江戸時代、岡藩主が家老に賜った別荘地で、数々
の文人墨客も来訪し岡藩の接客所としての役割を
果たしていた場所。11月の紅葉の時期にはライ
トアップされ、もみじ祭りが催されている。

江戸時代、幕府直轄の天領であった山間の都であ
る日田市で、江戸時代の風情と現代が調和する豆
田地区を中心に行われる天領祭りの一環。山林保
全目的も兼ね、地元有志により町おこしイベント
として催されている。

千年あかり　日田市


