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糖尿病ってどんな病気？

「第３回東京臨海病院がんセミナー」
　を開催しました

「第 10 回東京臨海病院
区民公開講演会」を開催しました

10 月はピンクリボン月間です
乳がん検診を受診しましょう
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糖尿病内科　二見　章子

糖尿病ってどんな病気？

増加する国民病・世界病

症状と合併症

　糖尿病は、初めは症状がなく「痛くも痒くもない」と放置されがちです。

しかし、静かに進行し、気が付いたときには「大変なこと」になっている場合が多いのです。糖尿病は

世界的規模で増加し、成人患者は約３億 4700 万人、日本でも 2012 年の報告では、糖尿病を否定

できない人を含めると 2050 万人まで膨れ上がっています。

　糖尿病は、初めは「痛くも痒くもない」と述べましたが、

進行してくると、特有な症状がでてきます。

喉が渇き、飲み物をたくさん飲んだり、だるくなってきたり、痩せてきたりします。

　そして高血糖状態のまま長い間経過する事で、合併症、いわゆる余病が出ます。血管が砂糖漬
けになり動脈硬化を起こすのは、大きな合併症の一つです。血管は全身に張り巡らされているわ
けですから、大きい血管が詰まれば、心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化（足の血管が詰まるもの）。
細い血管が詰まれば、目、腎臓、神経の３大合併症と言われます。
　目の合併症は「糖尿病性網膜症」と呼ばれ、眼科で

管理されますが、日本における失明原因第２位は糖尿

病によるものです。腎臓の合併症は「糖尿病性腎症」

と呼ばれます。腎臓は尿を作り毒を外に出しています。

それが障害され慢性腎不全・尿毒症になると、体中の

血を入れ替える為に透析が必要になります。日本にお

ける新規人口透析導入の原因第１位は糖尿病なので

す。神経の合併症は「糖尿病性神経障害」と呼ばれ、

手足の痺れや、冷感、痛み、また逆に痛みを感じにく

くなったり、自律神経にも影響を及ぼすので便秘や下

痢を繰り返したりします。また男性ではインポテンツ

などにもなります。

糖尿病の種類
　糖尿病は簡単に言うと、高血糖状態が続くことによって、合併症・余病が出てくる病気です。

　人間の体の中では、血液中の糖が増えると、膵臓からインスリンという糖を下げるホルモンが出ま

す。そのインスリンが出ないのが、「１型糖尿病」。出ているけれども、働かなかったり、少なかったり

するのが「２型糖尿病」といいます。

　その他の糖尿病もありますが、多くの人が「２型糖尿病」でその原因は、遺伝が 50％、食習慣や

運動習慣が 50％と生活習慣によるものも大きいのです。

合併症の予防
　合併症を進行させない為には、良好な血糖コントロールが必要です。食事療法、運動療法、薬物

療法など色々ありますが、一番大切なことは、糖尿病についてよく知り、自分のからだに興味を持

つ事です。健診でも外来でも、血糖だけでなく１～２か月の糖平均を示す HbAlc（ヘモグロビンエー

ワンシー）もチェックしてみてください。

　さて、糖尿病は仲良く出来ないと怖い病気ですが、仲良く出来れば全く怖いものではありません。

定期的に採血しますから他の病気も早めに見つけやすいですし、バランスのとれた生活をしますか

ら他の病気にかかりにくいので、健康寿命が延びる、という報告もあるくらいです。

異常に
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だるい
疲れやすい
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※赤字は３大合併症



 

地域住民の方に向けた講演会やイベントを多数開催しています。
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「第１０回 東京臨海病院 区民公開講演会」 を開催しました。

「第３回 東京臨海病院　がんセミナー」 を開催しました。

１０月は、ピンクリボン月間です。乳がん検診を受診しましょう。
Pink Ribbon

　平成 27 年 10 月 17 日（土）「タワーホール船堀」にて、講演会を開催しました。

区民公開講演会は、平成 23 年より年２回開催しており、今回も江戸川区民の方を中心に

多数の方にお集まりいただき、盛況のうちに終了することができました。

第 1 部
『胃がんにならないための方法』
～一緒に胃がんについて

　　　　　　考えてみましょう～

　　　　　外科部長

　　　　　　　織畑　道宏　

第２部
『大切な人ががんになったら』
～あなた自身と大切な人を

　　　　　　支えるために～

　　　がん看護専門看護師

　　　　　　　一瀬　直子

次回の講演会は、

平成 28 年 5 月 21 日（土）

開催予定です。

詳細はあらためてお知らせいたします。

　診療放射線技師である私は、以前より乳がんの早期発見・早期治療のためにと検

査を行ってきましたが、さらに乳がんへ不安のある方や乳がんになった方達の為に

何かできないかと思い「ピンクリボンアドバイザー」を受験しました。まだ大きな力

を発揮することは出来ませんが、皆さんの悩みや、不安をできる限り軽くするととも

に、リラックスできる検査を心がけております。

　当院で乳房検査を担当するのは、同じような志の女性診療放射線技師です。マンモ

グラフィ認定、超音波検査師の資格取得など技術を磨いてお待ちしております。安心

して検査にいらしてください。 　　　　　　　　　 （放射線科副科長　藤井雅代）

◎私たち放射線技師が
　　　「乳房検査」 を担当します！

　10 月 8 日に、「第 3 回東京臨海病院がんセミナー」を開催しました。

本セミナーの目的は、地域医療を支える先生方に当院におけるがん医療の実際を知って頂き、患者さんの紹介あるいは逆

紹介をスムーズに行えるように連携をとること。また、がん専門病院の講師をお招きして、より高度な知識を得ることです。

　当日は、江戸川区医師会会長の玉城繁先生をはじめ、江戸川区･江東区の医師会の先生方にご参加いただき、会場は超

満席の盛況となりました。講演は、外科医長 塚田健次先生による「乳がんの医療連携」、

泌尿器科医長 柚木隆寛先生による「前立腺がんの医療連携」そして、がん研有明病院・消

化器化学療法科 市村崇先生による「胃癌の二次治療」についてでした。講演後は、有意義

なディスカッションが行われ、最後は快い疲労を残して閉会となりました。

　当院は、胃がん･大腸がん･乳がん･前立腺がんにおいて、【東京都がん診療連携協力病院】
の指定を受けています。今後もこのようなセミナーを通じて知識と連携を高め、より良い

医療を志してまいりますので、ご期待ください。

　皆さんは、【ピンクリボン運動】【ピンクリボンアドバイザー】をご存じですか？

　【ピンクリボン運動】は、乳がん先進国のアメリカで 1980 年代に発足されました。1993 年にはクリントン大統領が

10 月の第３金曜日をマンモグラフィの日と設定し、国を挙げて乳がんによる死亡者を減らす運動が広まりました。日本で

は、1994 年に初めてピンクリボンキャンペーンを開催し、現在では複数の団体が「早期発見の啓発、乳がん研究の助成、

患者支援」など、さまざまな目標を揚げて各地で精力的に活動しています。【ピンクリボンアドバイザー】とは、このピン

クリボン運動に賛同し乳がんを学び、検診受診を勧めたり、乳がんに関わる様々な問題の解決のため行動する人をいい、

アドバイザーは認定試験の合格をもって認定されます。

　『北斗晶さん乳がん』の報道は、皆さんの記憶に新しいと思います…大変ショッキングな事でした。でも、乳がんは早期
に発見し、適切な治療を行えば９０％以上が治癒する病気といわれています。早期発見のためには月に一回のセルフチェッ
クと年に一回の定期検診が有効です。早期の乳がん（2cm 以下）は、一般に自覚症状もなく触ってもわからないためマン

モグラフィーや超音波検査など画像診断で発見します。触ってわかるしこりは２ cm 前後からといわれています。1cm の

しこりは約１年で 2cm の大きさになる場合があります。そのため自覚症状のないうちの定期的な検診が必要なのです。

セルフチェックで異常を見つけたり、症状のある方は検診でなく、《乳腺外来》を受診してください。
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【11・12・1月の土曜診療日】
■受付時間■午前８時～午前10時30分　原則として予約診療はいたしません。

11月14・28日、 12月 12・26日、 1月９・23日

細菌とウイルスについて細菌とウイルスについて細菌とウイルスについて

最新の医療機器を常に更新しています。
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日　程 内　　　容

●時間 /14 時～ 1５時（13:40 開場）

●場所 /2 階  大会議室

●参加費 / 無料　●申込み / 不要

※当日は直接会場までお越しください。

　月２回程度、糖尿病教室を開催しておりま

す。糖尿病に興味のある方は、どなたでもご参

加いただけます。詳しくは、病院ホームページ

または院内設置パンフレットをご覧ください。

費用
は

無料

当日
参加可

出入り
自由

お問い合わせ/がん相談支援センター
１階「売店」前です

にお立ち寄りください
　キャンサーカフェでは、がん患者さんやそのご家族の交流の場やミニ講座に加えて、個別相
談もお受けしています。薬のことや食事や栄養のこと、仕事や生活全般のことについて、ご心
配なことやおわかりにならないことなど、遠慮なくお尋ねください。

■時間 /14 時～ 16 時　ミニ講座 /14:30 頃予定（15 ～ 30 分程度） ■場所 /2 階  第 1･2 会議室 

11/27（金）インフルエンザ･胃腸炎にならないために
　　　　　感染管理認定看護師　長井　直人

【感染症とは】
環境中に存在する病原性の微生物（細菌・ウイルス・カビなど）が、人の体内に侵入・増殖することで引き起こす疾

患です。この微生物【細菌】と【ウイルス】を比べてみましょう。

　■大きさについて…
　　どちらも小さくて肉眼で見ることはできません。

　　ちなみに、細菌はウイルスの 1,000 倍の大きさになります。

　■増殖について…
　　細　菌：糖などの栄養と水があり、適切な環境であれば自己増殖できます。

　　ウイルス：栄養と水があったとしても、細菌とは異なり、ウイルス単独では生存できません。

　　　　　　人や動物などの細胞の中で増える。つまり、他の生物を宿主（しゅくしゅ）としないと増殖できません。

12/22（火）

日　時 テーマ 担　当

（木）

（木）

12/ 3

12/17 管理栄養士糖尿病の食事　基礎編
　～バランス良く食べよう～

糖尿病とは
糖尿病の検査の話

糖尿病専門医
糖尿病看護認定看護師

11/ 5

11/26

管理栄養士

管理栄養士
シックデイ
　～風邪やケガをしたときの対処法～

糖尿病の防災対策
　～その時が来ても慌てないために～

（木）

（木）

糖尿病の食事
　～減塩と外食の調整を知ろう～

糖尿病看護認定看護師

年末年始の診療のご案内は、次号にてお知らせいたします。

今年を振り返って  ～ケーキとお茶でお話しを～

「第５回 世界糖尿病デー キャンペーン」 のご案内

　毎年 11 月 14 日は、国連、WHO により糖尿病予防啓発活動の一環として「世界糖尿病デー」に制定されています。当院でも、

以下の内容でキャンペーンを行います。お誘い合わせのうえ、お気軽にお越しください。

■日　時 / 11 月 12 日 ( 木 )　10 時～ 14 時　1 階エントランスホールにて

■内　容 / 各種測定 ( 血糖測定 )、各種展示 ( ポスター掲示、カロリー調整食、

　　　　　清涼飲料水の砂糖含有量 )、糖尿病を専門にしている医療者よる健

　　　　　康相談等を行います。

　　　　　各コーナーにすべてご参加いただいた方 ( 先着 30 名 ) には、

　　　　　健康お役立ちグッズのプレゼントがあります。

参加費無料

【感染症の予防について】
感染症に対する基本的予防策は、清潔を保ち、免疫力を低下させないことが大切です。
そのため、「栄養バランスの良い食事」「適度な運動」「十分な睡眠をとり規則正しい生活を過ごす事」が基本となり

ます。帰宅時は「手洗いとうがい」「部屋の換気をして湿度や温度調節」「予防接種」なども有効な手段です。

ウイルス

細菌

昨年の「ミニ講座」

  売店で
 限定メニューを
販売します！



東京臨海病院
診療実績

東京臨海病院
診療実績

ホームページもご覧ください
http://www.tokyorinkai . jp/

〒134-0086
東京都江戸川区臨海町 1-4-2
電話 03-5605-8811( 代表）
FAX03-5605-8113

日本私立学校振興・共済事業団

東京臨海病院

平成２７年８月の当院の実績は
以下のとおりです。

病床数：400 床

医師数（平成２７年８月1日現在）： 83名

外来延患者数： 19,929 名

入院延患者数： 10,066 名

手術件数： 286 件

  

 

 

 

 

 

 次号のドクターメールは･･･「脳卒中～脳神経外科～」を予定しております。

編集後記

　猛暑だった夏が終わり、あっという間に秋の深まりを感じるようになりました。

秋といえば、スポーツ、読書、芸術・・・など「○○の秋」という言葉が日本にはあります。

先日、自宅前の小学校で運動会が開催されていて「スポーツの秋」を感じ、近所の木々

が色づき始めたのを見て「紅葉の秋」を感じました。個人的には暑さで食欲がない季節

から、過ごしやすい季節となり、何を食べても美味しい「食欲の秋」を感じる今日この

頃ですが・・・せっかくなので、芸術や読書をたしなんでみようと思います。

電子カルテシステムをいちはやく導入し、安全安心な医療を提供しています。
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葛西駅 発　東京臨海病院 行　

東京臨海病院発　葛西駅 行　

◆発行：東京臨海病院
◆発行責任者：丹正　勝久
◆編集：広報委員会・企画経営課

※外来診療のない日（休日、第1・3・5土曜日、
　年末年始等）は運行しておりません。

病院直通バスのご案内
時 平　日 第2・4土曜日
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

35
05
10
12
21
31
26
01
31
26
31

35
35
56
59
56

46
59
56
56

35
10
10
15
25
00
26

40
40
50

38

時 平　日 第2・4土曜日
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

54
24
24
01
10
20
15
35
20
15
20
15

59

45
48
45
50

48
45
45

59
29
29
04
14
27
15
00

59

39
49

江戸川
スポーツランド行き

江戸川
スポーツランド行き

【乳児へのお薬の飲ませ方】

　次に、「粉薬の飲ませ方」についてお話します。

　粉薬をお水や白湯に溶かし、哺乳瓶の乳首にお薬を注いで飲ませたり、スポイト

などを使って口の脇から頬の内側に流し込むようして飲ませるのもよいでしょう。

スポイトはお薬を飲ませるためのものが販売されているので活用してみるとよいか

もしれません。

　飲ませ方のポイントは……
　①溶かすとき、お水や白湯はできるだけ少ない量にしましょう。たくさんのお水

　　に溶かしてしまうと、飲みきれなかった場合にお薬を全量服用できないことに

　　なります。

　②お薬にお水を数滴を垂らして練り団子状・ペースト状にして、きれいに洗った指

　　で頬の内側や上あご（味を感じにくいところ）につけてあげてもよいでしょう。

　③お薬をあげたあとは、口の中に残っていると苦みなどが出てくることもあるの

　　で、洗い流すようにお水などを飲ませてあげてください。

　④お薬を溶かした後は、すぐに飲ませるようにしましょう。溶かしてしばらく放

　　置してしまうと苦みが出たり、効き目が弱くなってしまうことがあります。

　⑤ミルクにお薬を混ぜることは、味が変わって飲み残したりミルク嫌いになって

　　しまう可能性があるためおすすめできません。

　　　　　＊　　　＊　　　＊

　何かご不明な点がございましたら、

　　　　　　　　薬剤師にご相談ください。

　多くのお薬は「食後に服用」と処方されるものが多いですが、乳児の場合、ミル

クを飲んだ後にお薬をあげると満腹で飲めなかったり、ミルクと一緒に吐いてしま

うことがあると思います。そこで、乳児における「お薬服用のタイミング」につい

てお話します。

　お薬にもよりますが、一般的には食前でも、空腹時でも内服することができるお

薬が多いので、特に「○時間おきに服用してください」と指示がない場合は、1 日

3 回服用するものなら大体５～６時間おきの授乳のタイミングで、ミルクの前に飲
ませることをおすすめします。   
※空腹時に服用して問題ないか不明であれば、

　薬局でお薬を受け取るときに確認してみてください。

お薬服用のタイミング

粉薬の飲ませ方


