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１．はじめに
安全衛生管理の目的は､職場における安
全と健康を確保して、快適な作業環境の形
成を促進することにある。安全衛生管理の
一つに教職員および学生への健康診断があ
り、衛生管理の中の健康管理を一つの目標
として、｢生活習慣病予防のための積極的推
進｣を掲げる時期に来ていると考える。
本稿では、生活習慣病である糖尿病につ
いて、筆者の体験から健康管理の大切さと
糖尿病の正しい知識と理解について述べる。
２．糖尿病と治療法

図１ 食後血糖値の推移
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４．糖尿病発症と心理的負担そして薬物治療
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服用する薬は、食後の急激な血糖の上昇

として持ち歩いている。

を抑えるベイスン 0.2 を朝昼晩の食前に服
用、膵臓のβ細胞を刺激してインスリンの
分泌を促し、血糖値を下げるダオニール
2.5mg を朝食後に服用した。
52 歳のとき、インスリンを分泌するすい
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図 3 体重とヘモグロビン(HB)A1c の推移

５．糖尿病性腎症の治療
腎臓の働きは尿を作るだけでなく、生命
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コレステロールの摂取量に努力目標が追加
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される。

重要な臓器である。腎臓は毛細血管が多く、

６．まとめ

糖尿病を発症すると腎臓の血管障害が発生

健康診断や人間ドックの結果に疑わしき

しやすく、治療しないままで放置すれば腎
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見のない職場環境の改善が大切である。

糖尿病性腎症は寿命を縮める重大な合併症
である。

糖尿病は、発症すると完治するのが非常
に難しい。糖尿病治療は、特効薬がなく血
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な生活ができる。

体拮抗薬(ARB)ニューロタン錠 50 を朝食後

食事療法の基本は、食品構成と栄養バラ

に服用して、2〜4 ヶ月ごとに外来時の検尿
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あり、糖尿病治療のための特別なものでは
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ニン(CRE)値が 30mg/gCr 以上であれば陽性

食・健康食と言えるものであり、家族全員

と診断されるが、グラフからは、陰性範囲

で続けることで、成人病(生活習慣病)予防

を示すまでに下がってきている。

や食習慣の改善に繋がる。

早期腎症の発症を予防または進行を抑制

７．謝辞

するために適切な血糖と血圧コントロール

糖尿病に理解を持って頂き、日頃ご指導

はきわめて重要である。そのためには、腎

を頂いております渡部慶二教授に深く感謝

症の有無に関わらず、ヘモグロビン(HB)A１C

いたします。

は 6.5%以下、血圧は 120/75mmHg を目標値と

糖尿病治療で通院している、米沢市内
（財）三友堂病院

内科外来の医療チーム

にお礼申し上げます。
【引用図書】
・ 糖尿病食事療法のための食品交換表
第５版
・ 月間

日本糖尿病学会編 文光堂
糖尿病ライフ

本糖尿病協会
図 4 尿 ALB・CRE 補正グラフ

さかえ

(社) 日

