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糖尿病って
どんな病気？
糖尿病 代謝内科 部長
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〜糖尿病ってどんな病気？〜
血液中の糖分（ブドウ糖）が異常に増えた状態で
す。それでは、なぜ血糖が異常に増えてしまうので
しょうか。
血糖値はすい臓から分泌されるインスリンという
ホルモンで調整されています。このインスリンの分
泌量が減ったり、働きが悪くなったりすると血糖値
が上昇し、糖尿病を引き起こす原因となるのです。
糖尿病の原因とは①遺伝 ②食べ過ぎ・飲みすぎ
③運動不足 ④飲酒・喫煙 ⑤ストレスなどが挙
げられます。これらの要素が複雑に絡み合って、糖
尿病を引き起こします。特に糖尿病は遺伝性が強い
ので、糖尿病を起こした家族・親戚がいる方はご自
身も気をつけた方がよいでしょう。また、一般的に
太っている方は糖尿病になりやすい傾向にあります。
【１型糖尿病】
子どもに多く見られます。すい臓でインスリ
ンがまったく作られないような状態にあるので、
治療にはインスリン注射が必要になります。

害 ②網膜症 ③腎臓障害があります。頭文字を
とって「し・め・じ（神経・眼・腎臓）」と覚えま
しょう。これらは非常に小さい血管の病気（細小血
管障害）で、すぐに命にかかわる病気ではありませ
ん。しかし、日常生活を送るうえで大変な不自由を
強いられることになってしまいます。
【神経障害】
症状は、手足のしびれ、痛み、痛みを感じな
くなる（足の裏にがびょうが刺さっても気づか
ないほど）、感覚が低下する、足がつる、急に
物が二重に見える、ひどい立ちくらみ、下痢・
便秘とさまざまな障害が起きてきます。
【網膜症】
眼の網膜に異常をきたし、視力が低下し、最
終的には失明してしまいます。日本における失
明原因第２位であり、年間3,100人くらいの方
が失明しています。
【腎臓障害】

【２型糖尿病】
インスリンの分泌量の低下や効きが悪くなっ
て起こる糖尿病です。大部分の方が成人になっ
て発症しますが、最近では、子どもでも発症す
ることがあります（太っている子に多い）。
全体に占める割合は１型が５％程度、２型が
95％程度と大多数が２型糖尿病です。

〜糖尿病の症状〜
糖尿病は軽いうちはほとんど症状がなく、ある程

２

腎臓機能の低下により、むくみや全身の倦怠
感などの症状が現れます。透析の導入原因の第
１位であり、年間16,000人ぐらいの方が糖尿
病のため透析にかかっています。また、導入し
た方の内10人に５人は５年以内に亡くなって
しまうので、非常に予後が悪い病気だと言えま
す。早期治療のために、血糖値と血圧のコント
ロールが大切です。

〜動脈硬化との関係〜
糖尿病は、高血圧、高脂血症、肥満などとともに

度進行してから自覚症状が出てくるのが特徴です。
のどが渇く、たくさん水を飲む、トイレ（尿）に行
く回数が増え尿量も増える、たくさん食べても痩せ
る、手足のしびれや痛みなどの症状を起こします。

生活習慣病の代表です。これらの生活習慣病は、動
脈硬化が進むことによって起こる狭心症、心筋梗塞、
脳卒中（脳梗塞）、閉塞性動脈硬化症（下肢の動脈硬

また、糖尿病は、放っておくと様々な合併症を引き
起こします。まず、三大合併症といわれる①神経障

化症）などの病気を引き起こします。糖尿病は動脈
硬化性疾患の重大な危険因子なのです。

厚生連だより 大分

糖尿病ってどんな病気？

〜糖尿病の発症要因〜
日本人の糖尿病増加の背景として、①高脂肪食
②運動不足 ③食の欧米化 ④動かない生活が挙げ
られます。
【糖尿病になりやすい人】
①境界型といわれたことがある人
②肥 満
③高血圧
④血縁に糖尿病患者のいる人
⑤運動不足
⑥40歳以上
⑦妊娠糖尿病・巨大児出産の経験者

〜糖尿病者の心理〜
●少し頑張ったら達成できる目標を設定する。
目標をクリアした喜びが自信に繋がります。
●毎日寝る前に、その日頑張った事を思い出す。
頑張った自分を認めることができます。
●お手本になる糖尿病仲間を作る。
療養生活の工夫をまねることができます。
●家族や病院スタッフと共に頑張る。

〜糖尿病が増えた結果〜
〇糖尿病による網膜症は中途失明原因の
第２位（年間約3,100人）
〇糖尿病による腎症は新規血液透析原因の
第１位（年間1,600人以上）
〇糖尿病による足壊疽は非外傷性下肢切断原因の
第１位（年間約3,000人）
〇糖尿病があると心筋梗塞や脳梗塞の発症頻度が
約３倍
〇糖尿病関連医療費は総医療費32兆円の
約10％を占める

〜糖尿病発症の予防のために〜
〇食事を腹八分目に抑える
・脂肪を控えめに
・多様な食品をバランスよく摂取
〇もっと歩く
・１日最低10分間歩く
・男性9,200歩、女性8,000歩以上を目標に歩く

頑張る気持ちを維持する工夫

〜食事療法における工夫〜
食事療法は治療の基本であり、管理栄養士等から
指示されるカロリーを守ることや栄養バランスのよ
い食事をすることが重要になります。
バランスの良い食事は？

ごはんの仲間
（主食）
３

野菜の料理
（副菜）
２

魚・肉・卵・大豆の料理
（主菜）

１

【食事療法のポイント】
①食品の種類はできるだけ多くする。
②脂肪を控えめにする。
③食物繊維を多く含む食品
（野菜・海藻・きのこ）をとる。
④朝食・昼食・夕食を規則正しくとる。
⑤ゆっくり良く噛んで食べる

厚生連だより 大分

３
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【頑張る気持ちを維持する工夫】
〇はじめは、少し頑張れば達成できる目標を設
定する。
〇毎日寝る前に、その日頑張った事を思い出す。
〇お手本になる糖尿病仲間を作る。
〇家族や病院スタッフと共に頑張る。

〜おわりに〜
〜運動療法における工夫〜
運動療法の効果として次のようなことが挙げられ
ます。

検査や尿検査をしてもらいましょう。
鶴見病院では、定期的に糖尿病教室を開催してい
ます。興味のある方はお気軽にご参加ください。糖

①運動の急性効果として、ブドウ糖の利用が促進さ
れ、血糖が低下する。

尿病の知識を身につけ、予防・治療に取り組んでい
きましょう。

②運動の慢性効果として、インスリンの効きが良く
なる。
③エネルギー摂取量と消費量のバランスが改善され、
減量効果がある。
④加齢や運動不足による筋萎縮や、骨粗鬆症の予防
に有効である。
⑤高血圧や脂質異常症の改善に有効である。
⑥心肺機能を良くする。
⑦運動能力が向上する。
⑧爽快感など生活の質を高める効果も期待できる。

【運動療法の内容はどうすればいいのか？】
①種 目
全身的な有酸素運動＋筋力トレーニング
※例えば、歩く、自転車、水泳、スキー、
除雪など普段使用していない筋肉を使う
ことで糖の取り込み効果が促進される。
②運動量
１回あたり20分〜30分程度
150分/週
③強

度

低強度から始めて中程度へ
④時間帯
食後１〜２時間
⑤頻 度
週３〜５回程度が効果的！

４

糖尿病は放っておくと様々な合併症を引き起こす
など、弊害が大きい病気です。病院で定期的に血液

厚生連だより 大分

糖尿病について受診される方は
下記の番号にお問い合わせください。

TEL 0977-23-7137
受付時間 8:30〜17:00
予約センターまで

ふ れあ い 看 護 体 験
〜看護の心をみんなのこころに〜
未来の看護師を目指して
５月13日、鶴見病院にて別府羽室台高
校より４名の高校生を迎え、ふれあい看護
体験を行いました。
この取り組みは「看護の日」及び「看護
週間」について普及啓発を行うことで看護
に対する理解を深め、患者さんのお世話を
体験することで看護の心に触れ、看護につ
いて関心を高めることにより、体験者の看
護職への就職促進を図ることを目的として
います。

看護を体験した高校生

実際に看護体験を行って
藤富 豊院長より委嘱状並びに激励のあ
いさつがあった後、２班に分かれ、３・４
病棟を回りながら、看護の仕事についての
説明や現場での様々な体験などが紹介され
ました。高校生が入院患者さんの入浴介助
や車イス移動などを体験し、患者さんから
感謝や激励の言葉をいただくなど医療の現
場を生で体験していました。

藤富院長より
委嘱状を受ける高校生

是非、未来の看護師へ
すべての体験を終えた後、増田看護部長、
黒木看護科長、３・４病棟の師長を交え、
意見交換会を行いました。
意見交換会では、看護を体験した高校生
から「実際に患者さんとふれあう中でコ
ミュニケーション力が必要なことを知っ
た」や「入浴やリハビリの風景、そして手
術現場を見ることができ、とてもよい経験
ができた」など、多くの感想が出ていまし
た。
最後に増田看護部長が「今日の体験を活
かし、是非、看護師になってください」と
激励の言葉をかけ、意見交換会は終了しま
した。
今回の体験をきっかけとし、看護師への
道を選択されることを期待しています。

激励を受ける４名の高校生

病棟で説明を受ける高校生

意見交換会の様子

厚生連だより 大分

５

下半身を鍛え
活力ある生活を送ろう!!

夏に向けて
暑さに負けない
リハビリ技術科

手軽にできる筋トレ！

大曽さん

体をつくろう！
リハビリ技術科 科長

脇屋裕文

● 鍛えるところ 腹筋、股関節の筋肉
● 効 能 下腹部の引き締め
転倒しにくくなる
● 回 数 左右各10回×２セット

に座っての足上げ腹筋

○イス

「１,２,３,４」で膝を上げる

〈悪い例〉
体が後ろに倒れている

「１,２,３,４」で膝を下ろす

①イスに浅く腰掛けます。
②背筋を伸ばしたまま、1,2,3,4と声に出して膝を持ち上げます。
③この時つま先はできるだけ上げておきましょう。
④1,2,3,4で膝を下ろします。

○足上げ腹筋
「１,２,３,４」で足を上げる

「１,２,３,４」で足を下ろす

● 鍛えるところ

６

●効

能

●回

数

腹筋、股関節
膝周囲の筋肉
下腹部の引き締め
太ももの引き締め
左右各10回×２セット

厚生連だより 大分

①仰向けの状態から片膝を立て、肘をついて少し体を起こします。
②膝をまっすぐに伸ばし、つま先は自分の方に持ち上げます。
③その状態のまま1,2,3,4と声に出して足を持ち上げます。
④反対の膝の高さまで上げたら、1,2,3,4で下ろしましょう。

〜
「おもいやり」看護を私たちと一緒に〜

看護師募集
【労働条件】
看 護 体 制 ２交替（又は３交替）
（７：１）
休日・休暇

週休２日制
年末年始５日間
暑中・盆休８日間（６〜９月の間）
年次有給休暇有り（最高40日間）
育児休業制度有り（子どもが１歳に達するまで）
その他特別休暇有り

給与・諸手当 ＜初任給＞看護師（４卒）２２７,１００円
看護師（３卒）２２２,６００円
看護師（２卒）２１８,６００円
＜諸手当＞通勤手当・家族手当・拘束手当
夜勤手当等有り
※経験年数による加算有り
そ

の

他

年１回定期昇給・賞与/年２回以上
退職金制度有り

事業所内保育施設

ひよこ保育園（０歳〜６歳未満）

【募集概要】
採用人員

２４名程度

受験資格

平成２８年の３月に国家試験受験資格を
取得見込みの方または、免許所有者で
昭和５１年４月２日以降に生まれた３９歳までの方

試験方法

作文・面接

試験日程

下記問い合わせ先にご連絡ください。

提出書類

・受験願書
・履歴書（２ヶ月以内の上半身写真を添付）
・卒業証明書または卒業見込み証明書
・学業成績証明書
・資格免許証の写し（免許所有者）
問い合わせ先

看護師募集ガイド
（鶴見病院のホームページからダウンロードができます）

大分県厚生農業協同組合連合会 統括管理室 人事課
〒874-8585

大分県別府市大字鶴見4333番地

℡0977-23-7467（直通）

厚生連だより 大分
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健 康

５月１日より赴任された医師を

の

ント 〜脱水予防のための
ワンポイ
適切な水分補給〜

５月に入り、気温も上がり、暖かくなってきました。急な温度変化に体調を
崩さないためにも今回は、適切な水分補給をご紹介します。

ご紹介します。

○水を飲むタイミングと量
・運動を始める30分前、250〜500mlを何回かに分けて飲む
・運動中は20〜30分ごとに一口〜200ml程度飲む
○飲み物の温度
・あまり冷やしすぎないこと。
常温もしくは８〜13℃程度に冷やしたもの
○飲み物の成分組成
・塩分0.1〜0.2％
・糖分2.5〜3.0％程度

腎臓外科・泌尿器科
すみ

の

糖分が５％を超えると水分の吸収率が悪くなります。市販のスポーツドリン
クを飲む場合には糖分濃度を確認し、水で薄めて飲むとより身体への吸収が早
くなります。

やす ひろ

住野泰弘

人権のおはなし

〜パワハラとは〜

「パワーハラスメント」の略です。職場の上司など権限を持つ者が立場の弱い部下などに対して、力にものを言わせ
て無理難題を強要したり、私生活へ介入したり、ときには人権の侵害にあたるような嫌がらせを繰り返し行うことを言
います。
パワハラは、法令上は明確に定義されていません。何がパワハラなのか、いまだ不明確な部分も
あります。しかし、一般的には「職場内での地位や権限を利用した いじめ」を指し、「職権などの
優位にある権限を背景に、本来の業務範囲を超え、継続的に、相手の人格と尊厳を侵害する言動を
行い、就労環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与えること」などと言われることもあります。
パワハラの防止には社員に向けた啓発活動をはじめ、一貫した防止体制の構築が求められます。
組織的に取組まなければ解決していかないものです。

健康管理センター

４月の健診/受診結果

J A お お い た
臼 杵 事 業 部
豊後高田事業部
J A べ っ ぷ 日 出
J A 玖 珠 九 重
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編集
後記

名
名
名
名

《４月健診》

※健診内容や料金などをご覧になりたい方は
健康管理センターのホームーページにアクセス

受診者数総合計 4,020名

http://www.ok-kenkou.com/

（うちJA 182名）

ビーコンプラザ

緑丘小学校

市役所
別府公園

５月に入り、日中の気温が20℃以上の日が続くよ
うになりました。例年は６月以降に到来していた台風
が５月に日本列島を襲っています。
これらかの季節、突然降る局所的な集中豪雨に気を
つけましょう。また、熱中症には最大限注意して行動
しましょう。
（H、W）

中部中学校
鶴見丘高校

実相寺サッカー
競技場

実相寺サッカー
競技場
大分県厚生連

鶴見台中学校

大分空港道路

実相寺野球場

【大分県厚生連】

健康管理センター

大分県厚生連

鶴見台中学校

鶴見病院

通り

マルショク

10
至 大分市

つるみ

シェモア鶴見
つるみ

杵築警察署
杵築市役所

別府国際観光港
別

府

湾

至 別府

発行／大分県厚生農業協同組合連合会
TEL 0977-23-7465

〒874-8585 大分県別府市大字鶴見4333番地

FAX 0977-23-7493

210

杵築大橋

至 日出町
的ヶ浜公園

至 大分空港

塩浜

大分県厚生連
介護老人保健施設

介護保険支援センター

道路

JR日豊本線

九州横断

富士見

流川通り

別府駅

訪問看護
ステーション

・介護老人保健施設 しおはま
・しおはま診療所

http://www.oita-koseiren.com

守

江

湾

