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ドック・健診結果を
　自分の人生に生かすのはあなた自身…

vol.vol. 277277

医療法人財団 織本病院  広報誌医療法人財団 織本病院  広報誌

⽉刊⽉刊⽉刊⽉刊 織本織本織本織本

　何となく陽ざしが優しくなり、朝晩が涼しくなりま

した。私の夜のウォーキングも随分楽になりました。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　8月 24 日、25 日は『第 58 回 日本人間ドック学

会学術大会』が気温 38℃もある大宮で行われました。

会場内は外の暑さと同じような熱気に溢れていまし

た。私は毎年この学会に参加し、たくさんの収穫を得

たり励まされたり自分の仕事を見直したりします。

　今回は、“シンポジウムⅠ 人間ドック健診を糖尿病

予防にどのように活用するか ” を聴講し、たくさんの

示唆を頂きました。4人の演者から教えて頂いたこと

を述べていきます。

　糖尿病の発症の基礎には、高血糖、肥満、脂質異常

症、高血圧が挙げられます。これはまさに何年も前か

ら話題になっているメタボリック・シンドロームのこ

とです。この状態を改善させるためには、まず食事の

全体量を減らし体重を下げることです。これは受診者

自らが行う最低限の努力です。そして次に、私達医師

はこのような方々にブドウ糖負荷試験を行い糖尿病の

有無を調べ、指導に入らなければなりません。以上の

ことは次に起こる心血管死、狭心症、心筋梗塞、心不

全の予防に深く関与しています。“生活習慣病 ” とは、

よくぞ付けた名称だと思いました。

生活習慣の改善とは、何を食べてはいけない、何を飲

んではいけないということではなく、食べすぎ、飲み

すぎを習慣化させないということです。そして、自分

の生活の中で悪しき習慣は何かを考え、欲望に負ける

ことなく改善していく。これは、地球上の全ての人間

がすべきことではないでしょうか。そして更に受診者

一人ひとりの責務と考えます。生活習慣病という言葉

の意味を国民一人ひとりが真剣に考え、その中で自分

は今、何をすべきかを考える時が来ていると思います。

そして更に私達医師は、その生活習慣病の早期発見の

ために必要な検査を行い、一人ひとりの方に綿密な生

活指導をしなければ、日本

の将来は働き盛りが皆 “ 病

気 ” の国になってしまうと

恐怖感さえ感じました。

　皆様は人間ドック、健康

診断の結果をどのくらい真
剣に受け止めていらっし

ゃるでしょうか。自分の

心の中を充分に探ってみ

て下さい。
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医事課 ／ 地域医療連携室　濱田 国男

考えてみませんか？ 糖尿病の医療費

　わが国の糖尿病人口ですが、厚生労働省の調査（平

成 24 年度）では、糖尿病患者 950 万人、予備軍が

1,100 万人、両方合わせると、2,050 万人、赤ちゃん

まで入れても 5人に 1人が該当します。全国 23,750

世帯／約 61,000 人を対象とした厚生労働省の平成

24年度国民栄養調査によると、糖尿病は年齢を重ね

るとともに発症しやすくなる病気なのがわかります。

60歳以上では 2～ 3人に 1人が該当します。特に男

性は女性に比べて糖尿病の頻度がより高い傾向があり

ます。

　最近 10 年間で糖尿病人口が急激に増えています。

高齢化ばかりでなく、生活環境の変化が大きいと考え

られます。外出時に車を使ったり、室内でもエレベー

ターなどで便利に移動することが増えてきました。体

を使うよりもパソコンや頭を使う仕事が増えています

し、掃除や洗濯などの家事も便利な機械がやってくれ

るようになりました。つまり誰も皆、体を使わなくな

って運動量が減ってきているということです。それに

加え、食習慣の欧米化や心のストレスなども糖尿病を

発症しやすくすると考えられています。

　ここから、糖尿病治療にかかるお金の話です。糖尿

病の治療費のイメージですが、あまり糖尿病が進行し

ておらず、食事療法と運動療法だけをしている方は、

それほど治療費を負担に思わないかもしれません。で

も、糖尿病が進行してお薬が増えたり、インスリン治

療を始めると、それだけかかるお金も増えていきます。

糖尿病は長く付き合っていかなければいけない病気で

すから、年単位で治療費を計算してみると、家計にと

って大きな負担となることがわかります。40 歳から

インスリンと経口剤の治療を開始された場合の生涯医

療費を計算してみました。後期高齢者医療保険制度の

75 歳までの 35 年間を窓口負担が 3割と計算した場

合、およそ 4,620,000 円、75 歳から窓口負担が 1割

となり、85 歳までの 10 年間治療を継続したと仮定

するとおよそ 440,000 円、足して約 500 万円の医療

費を負担することになります。

これはあくまで糖尿病のみの治療で計算していますの

で、他の病気を発症すれば更に医療費がかかってきます。

　お金がかかるからといって、治療をやめてしまった

り、自己判断で薬の量を減らしたりすると、十分な治

療の効果が得られず合併症が悪化したり、新たな合併

症が起きるかもしれません。合併症があると医療費は

さらに上がってしまいます。ですから、早いうちに治

療にきちんと取り組み、合併症の発症と悪化を防ぐこ

とは医療費の節約にも繋がるのです。

　糖尿病治療の中断についての研究では、治療中断の

理由の上位に「経済的な負担」が挙げられます。先日、

患者様から薬代など安くなる方法を教えてくださいと
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いう質問がありました。糖尿病は「治る」ことがなく、

治療によって血糖値を適正にコントロールすることが

重要です。その治療の中心は「食事療法」・「運動療法」

で、どれも患者さんご自身が行うことです。これらは、

習慣となってしまえば大変なことではありません。糖

尿病を軽視せず、病態を良く理解し、日々の生活習慣

を見直してください。それが治療費の一番の節約にな

ります。

　治療の主役は患者さんご自身であり、それをサポー

トするのが私ども医療従事者であると考えています。

当院では毎月 1回「腎疾患・糖尿病ゼミナール」を

開催しておりますので、たくさんの方にご参加頂けれ

ば嬉しいです。また、何かお困りの時はお気軽にご相

談ください。

 8 ⽉ 8 ⽇（⽕）、療養病棟恒例
となった夏まつりが⾏われまし
た。年々職員も⼒が⼊り、今年も
1 ヶ⽉ほどかけて準備してきまし
た。病室での歌の練習、折り紙作
成、飾りつけ、プレゼント等々。
業務の合間を⾒て、患者様にも参
加して頂きながら完成しました。
 当⽇は、患者様、ご家族が参加
され、懐かしい歌を歌い、平⼭師
⻑の⼒強い和太⿎の演奏で盆踊
り。ビニールプールの釣り⼤会。
そして、⼀番盛り上がりをみせた
⾵船ゲーム。
 ⽇頃拝⾒できないような患者様
の最⾼の笑顔を⾒せて頂きまし
た。患者様、ご家族のために、ま
た明⽇から頑張ろうと感じた素敵
な時間でした。



 この本は、⽣活クラブ⽣協のカタログで⾒
つけました。この数年間、⿅児島県の知覧特
攻平和会館や茨城県の予科練平和記念館を訪
れ、少年、⻘年達の苦労、悲しみ、そして⼤
切な息⼦達をお国のためなどと⾔われて戦争
に送り出されたお⺟様達の悲しみ、虚しさに
触れさせて頂いてきました。
 そんな中でのこの本との出会いは、更に深
く⼼の奥に染み込むものでした。戦争は⼀

部の⼈間か
ら出た欲望
によるもの
で、ただの
殺
さつりく

戮でしか
ないこと。
⼆度と戦争
を起こして
はいけない
ことを強く
教えられま
す。

戦争とおはぎとグリンピース
⻄⽇本新聞社
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第191 回  腎疾患・糖尿病ゼミナール

腎臓内科 ： 高木 由利腎臓内科 ： 高木 由利

772017 年         月        2017 年         月        日日（木）（木）　午後 1：00 ～ 2：15　午後 1：00 ～ 2：15
オリモトホールオリモトホール（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
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腎臓の仕腎臓の仕事事（4）（4）

腹部超音波検査  臨床検査技師 ： 市川 麻衣子臨床検査技師 ： 市川 麻衣子

でんぷんクラッカーを作ろう！でんぷんクラッカーを作ろう！

ワンポイントアドバイスワンポイントアドバイス

管理栄養士 ： 戸田 ひとみ管理栄養士 ： 戸田 ひとみ

貧血について貧血について
慢性腎不全の増悪因子 その 2慢性腎不全の増悪因子 その 2

今回より腎疾患ゼミナールと糖尿病教室が合体し、
『腎疾患・糖尿病ゼミナール』としてリニューアル！
皆さんと一緒に学びながら、益々パワーアップした
勉強会にしていきたいと思います。ご参加をお待ち

しています。

女子栄養大学から女子栄養大学から

実習生が実習生が

 やってきました！ やってきました！

  8 ⽉中旬から 2 週間、⼥⼦栄養⼤学 4 年⽣の学⽣、⿊⽥夏未さんが栄養科
に実習に来ました。単位取得のためではなく、個⼈的に志願しての実習

です。教科書に⼩さく書かれた、普
通だったら⾒逃してしまいそうな⼀
⽂「0.5g/kg/ ⽇以下の超低たんぱく
⾷が透析導⼊遅延に有効との報告もあ
る」を読み、「どこの病院でこの⾷
事療法をやっているのだろう」と興

最終日に最終日に

チョコチップクッキーをチョコチップクッキーを

作りました♪作りました♪

味を持ったことがきっかけで当院にたどり着いたとのことでした。
 実習では、腎不全外来、栄養指導、勉強会、調理実習、腎疾患ゼミナー

ルのスタッフミーティング等あらゆる事に参加し、正しい⾷事療法、蓄尿やでん
ぷん製品の重要性を学んでもらいました。教科書には書かれていない患者さんの
⽣の声を聴けた事も勉強になったようです。⿊⽥さんの受け⾝ではなく常に能動
的に学ぶ姿勢、そして眩しいほどキラキラ輝く眼差しに、私ももっと向上⼼を持
たなければと刺激をもらった 2 週間でした。         栄養科 主任 ⼩澤 牧⼦


