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糖尿病が腎臓を壊している. . .
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　驚くほど短い2月が終わり、冷たい空気の中に春の

香りを感じる季節が訪れました。活動開始の季節です。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　先日、昼休みの勉強会で奈良県立医大の先生から糖

尿病性腎症が激増していることを詳しく教えて頂きま

した。糖尿病性腎症とは、糖尿病の合併症の 1つで

あり、糖尿病による細小血管障害として網膜症と共に

医師が注目している病態です。糖尿病性網膜症は視力

障害を経て失明し、糖尿病性腎症は腎不全に陥り、最

終的に人工血液透析導入に至るものです。しかも、透

析に入ってからも更に重大な合併症を次々と起こすこ

とが知られています。糖尿病専門医は糖尿病性腎症の

発症を抑えるため様々な検査をし、指導しています。

しかし、日本の糖尿病患者さんの透析導入を減少させ

るまでには至っていません。

　織本病院では、2016 年 4月より糖尿病専門医、小

内  裕先生を医局に迎えてから糖尿病専門外来を充実

させ、藤木院長の循環器外来と私の腎不全外来と合わ

せて病態の三角形構想を開始しました。糖尿病・慢性

腎臓病、循環器疾患の 3つの病態はいつも行ったり

来たり現象、つまり糖尿病は腎臓も壊すし、心筋梗塞、

心不全を合併することが非常に多いという事実があり

ます。

　勉強会で私が感じたことは、糖尿病だけの時期に将

来起こりうる腎不全、心不全を予測した、一歩進んだ

医療が必要だということでした。血糖値やヘモグロビ

ン A1c の数字だけで満足せず、糖尿病の本体である

生活習慣の改善、即ち食事療法の厳密な指導が必須で

す。毎日食事記録、あるいは食事日記を付け、せめて

3ヶ月に 1回でも 24時間蓄尿検査を行い、自分が行

【病態の三角形】
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院長　藤木 達雄

睡眠時無呼吸症候群（SAS）を
　　　　　　　　ご存じですか？

　睡眠時無呼吸症候群（SAS）とは、睡眠中に何度も

も呼吸が止まり、熟睡することができず、それによっ

て身体への影響や日常生活にも様々な障害を引き起こ

す病気です。症状には、大きないびきや夜間の無呼吸、

起床時の頭痛、日中の強い眠気、夜間頻尿などがあり

ます。高血圧や心不全、糖尿病などの生活習慣病とも

深く関わりがあります。

　ＳＡＳになりやすい人の特徴としては、太っている、

首が短く太い、あごが小さい、高血圧や糖尿病の方が

挙げられます。ＳＡＳが進行すると、体内の酸素が不

足し、心臓や血管系に継続的な負担がかかります。そ

の結果、高血圧、不整脈、心不全、脳血管障害、糖尿

病などを引き起こす原因となります。また、日中の眠

気が原因となり、居眠りによる交通事故や、仕事に支

障をきたしたりと、社会生活に大きな損害を与えるこ

ともあります。

　当院では、ＳＡＳを診断するための検査を行ってい

ます。検査は、痛みを伴うことなく、自宅で行うこと

もできる簡易なものですが、検査結果によっては精密

検査が必要となります。ＳＡＳのほとんどは空気の通

り道である気道が狭くなることによって起こる「閉塞

型ＳＡＳ」です。その治療法は、すでに確立されてお

り、適切に検査・治療を行えば、日中の眠気や倦怠感

などの症状がなくなるだけでなく、合併症を予防した

り、改善することができます。

　気になる症状がある方や、ご家族のいびきが気にな

るなどのご相談は、お気軽にお申し出ください。

当院での⼀泊精密検査
『終夜睡眠
   ポリグラフィー検査』

確⽴された治療の⼀つ『ＣＰＡＰ療法』

⾒た⽬は少し⼤げさです
が、脳波を調べることも
出来て、睡眠の質を総合
的に評価することができ
ます。

睡眠時無呼吸外来睡眠時無呼吸外来
【 担当医師 】【 担当医師 】

齋藤 圭子齋藤 圭子  （ さいとう けいこ ）（ さいとう けいこ ）

  ◎ 日本内科学会 会員  ◎ 日本内科学会 会員
  ◎ 日本呼吸器学会 会員  ◎ 日本呼吸器学会 会員

【 外来診察日 】【 外来診察日 】
    月・火・木（午前）月・火・木（午前）

ってきた生活習慣を医師や管理栄養士にみてもらう、

その新たな習慣を身に付けていくことが治療の基本で

はないでしょうか。

　「透析導入は糖尿病の方が一番多いんです」、「透析

者の半数近くは糖尿病です」と他人事のように見てい

てはいけません。今、自分は何をすべきか、その方法

を導くのが私達医師であり、管理栄養士であり、看護

師であり、理学療法士だと私は考えています。

　今年は病態の三角形を強化し、より充実した診療を

していきます。皆様もしっかりついてきてください。

⿐マスクを装着し
て、治療器より空気
を送り込み、上気道
の閉塞を取り除き、
気道を確保する、簡
易で治療効果の⾼い
⽅法です。



月号2017年 3月 1日    （毎月発行） 333

管理栄養士　主任  小澤 牧子

糖尿病カフェ オープン♪

ふわふわヨーグルトケーキ

糖尿病カフェ  低カロリーデザート

1. 卵を卵⻩と卵⽩に分ける。
2. 卵⽩にマービー 20g を 3 回に分けて加え、    しっかりとした固いメレンゲを作る。
3. 別のボールに卵⻩、マービー 20g、無糖    ヨーグルト、レモン汁の順で加え、その    都度良くかき混ぜる。
4. A を合わせてふるい⼊れ、ゴムベラで粉っ    ぽさがなくなるまで混ぜる。
5. 4 にメレンゲを 1/3 ずつ加え、メレンゲが    つぶれないように混ぜる。
6. クッキングシートを敷いたパウンド型に    流しいれ、170 度のオーブンで 40 分焼く。
7. 荒熱がとれたら型から出し、ラップで包    んで冷蔵庫で冷やす。
8. カットしたケーキに
    泡⽴てた⽣クリームと
    ミントを飾る。

 卵          2 個（約 100 g）
 マービー
 無糖ヨーグルト
 レモン汁
 薄⼒粉
 ベーキングパウダー
 ⽣クリーム
 マービー
 ミントの葉（飾り⽤）

40 g
50 g
15 g
40 g
  2 g
18 g
  3 g

(A

材 料（パウンド型 1 本分）

つくり⽅

g

マービーとは ...

低カロリー甘味料の
ことで、小腸で消化・
吸収されないので、
血糖値上昇やイン
スリン分泌への影響
がほとんどない！！
甘味は砂糖の80％、
カロリーは約半分！！

82kcal
(1人分 1/6切れ）

ふわふわヨーグルトケーキふわふわヨーグルトケーキ

　2月 14 日（火）、当院 1階ロビーで “ 第 1 回 糖尿

病カフェ ” を開催しました。糖尿病を持つこの地域の

方々が気軽に集まり、病気やそれ以外のことを何でも

話せる場を提供することが目的でした。

　第 1回目は 11名の方にご参加頂き、糖尿病人口や

合併症、糖尿病であることをなかなか公言できない胸

の内、低糖質のお菓子、効果的な運動など、話題は多

岐に亘りました。先生とスタッフを交え、診察中とは

また違う雰囲気の中、和気あいあいとした時間が流れ

ていました。今回は栄養科で低糖質の「ふわふわヨー

グルトケーキ」をご用意しお出ししました。皆様にと

ても好評でしたのでご紹介致します♪

　糖尿病カフェには毎回先生とスタッフが同席し、ま

た次回からは院外で行うことを計画

しています。お茶とお菓子をご用意してお待ちしてい

ますので、お気軽にご参加ください。
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第77 回  糖尿病教室
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午後 3：00 ～ 3：30午後 3：00 ～ 3：30
オリモトホーオリモトホールル（織本病院 4F）（織本病院 4F）
予約不要・参加費無料予約不要・参加費無料

第186 回  腎疾患ゼミナール

腎不全の理解を深めましょう ⑲腎不全の理解を深めましょう ⑲

腎臓内科 ： 高木  由利腎臓内科 ： 高木  由利

23232017 年         月        2017 年         月                  日日（木）（木）
午後 1：00 ～ 2：00午後 1：00 ～ 2：00
オリモトホール（織本病院 4F）オリモトホール（織本病院 4F）
予約不要・参加費無料予約不要・参加費無料

33

栄養の吸収栄養の吸収 についについてて（3）（3）
糖尿病 Q糖尿病 Q && AA

その疑問その疑問、、 お答えします！お答えします！

『 『 フレイフレイルとその予防について 』

みんなでエクササイズみんなでエクササイズ

         『オリモトチェアビクス』』』』

33

リハビリテーションセンターからのワンポイントアドバイスリハビリテーションセンターからのワンポイントアドバイス

につについて て 』


