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糖尿病かなぁ

？

〜健康診断の読み方と糖尿病診断〜
医局

林

栄時

今年も秋の健康診断シーズンがやってきました。 特に今年は猛暑の影響でアイスクリーム、 炭酸飲料などの摂取も
多く、 健診結果も気になるところです。
ところで、 特定健診 （通称、 メタボ健診） が注目されるなか、 肥満傾向の無い糖尿病、 高血圧などが軽視され
る傾向があるようです。 ここには 「健康の範疇に有りたい」 という⼼理も働くようです。 本来、 健康診断とは病
気の早期発⾒のみならず、 予防的⾒地から将来の発症が疑わしい⼈に対しての⽣活指 導へつなげる目的も有ります。
今回の講演では糖尿病を例として、 健康診断と病気の診断について考えましょ う。

１ ： 健康診断での血糖値、 ＨｂＡ 1c の評価
健康診断では空腹時血糖 110mg/dl 未満、 HbA1c 5.8% 未満を基準値としてきました。 これは各検査の正常値と
同じで、 基準範囲内なら 「異常なし」 とされてきたものです。
一方、 メタボ健診の特徴は、 内臓脂肪が⽣活習慣病と強く関係するという⾒地から、 腹囲を基準とした肥満の評
価が基本になります。 これに加えて血圧、 脂質、 血糖値の 2項目以上がメタボ健診の基準に該当すればメタボリッ
クシンドロームと診断されます。

後期高齢者健診などの基準（正常値）

空腹時血糖 110mg/dl未満、HbA1c 5.8%未満
収縮期血圧 140mmHg未満で、かつ拡張期血圧90mmHg未満

特定健診（メタボ健診）の基準
（ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑと診断される基準）

腹囲85cm（男性）、90cm（女性）で以下の2項目以上に該当
血圧（130mmHg以上か85mmHg以上）
脂質（中性脂肪150mg/dl以上かHDLコレステロール40mg/dl以下）
血糖値（空腹時血糖100mg/dl以上かHbA1c 5.2%以上）

ここで特徴的なのは、 メタボ健診での血圧、 血糖値の基準は、 通常の健康診断の基準より低めに設定されていると
いう事です。 つまり予防的⾒地からは、 空腹時血糖や HbA1c が従来の基準より低めでも、 他に問題を合併した場合
には病的な状態へ移⾏する可能性が高いと考える、 ということです。
各項目毎の評価から、 総合的な評価へ変わったことはメタボ健診の 功績かもしれません。

２ ： 糖尿病診断基準
では、 糖尿病と診断されるにはどの様な条件が当てはまるのでしょうか？
血糖値の基準
（糖尿病域の結果が1項目あれば「糖尿病型」と診断）

空腹時血糖値
110mg/dl以下（正常）、126mg/dl以上（糖尿病域）
随時血糖値
200mg/dl以上（糖尿病域）
糖負荷試験2時間値 140mg/dl以下（正常）、200mg/dl以上（糖尿病域）

糖尿病の診断
（上記項目に右の1項目以上あれば「糖尿病」と診断）

再度、血糖値で「糖尿病型」を指摘
糖尿病の典型的症状（口渇、多飲、多尿、体重減少）の存在
確実な糖尿病性網膜症の存在
HbA1c 6.1%以上（HbA1c単独では「糖尿病型」と評価）平成22年7月より
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林

栄時

糖尿病の本質は⾎糖値が⾼い事であり、 まず⾎糖値による基準が設けられました。 空腹時⾎糖 （126mg/dl以上）
か、 随時⾎糖 （200mg/dl 以上） あるいは糖負荷試験での 2時間値が 200mg/dl 以上のどちらかが⾒られれば 「糖
尿病型」 と呼びます。
えっ、 「糖尿病型」 って何？ 「糖尿病」 じゃないの？と思われた⽅もあるでしょう。 ⼀度⾎糖値が⾼いだけでは
「糖尿病型」 で、 もう⼀度⾼い事を証明してから 「糖尿病」 と診断されるのです。 また、 糖尿病に特徴的な症
状や糖尿病性網膜症があれば⼀度の⾼⾎糖でも診断出来ます。
（去年も 「糖尿病型」 のあなたは、 今度で 2 回目ですから 「糖尿病」 確定ですよ。）
初めて糖尿病型になった場合、 健康診断の結果としては 「糖尿病の疑いで再検査」 となるわけですが、 なかな
か再検査を⾏わない⽅もあり、 診断が先送りになる場合も少なくありません。 （「糖尿の気」 があるらしい、 程
度の認識です。）
そこで、 平成 22 年 7 月に新たに提唱された基準では従来の⾎糖値による診断に加えて、 HbA1cによる慢性⾼⾎
糖の評価が追加されました。 HbA1c とは⾎液中のヘモグロビン （Hb） に糖が付着した物で、 この割合が多いほ
ど⾎液中で Hb と糖分の接触する機会が多い、 つまり量的、 時間的に⾎糖値が⾼い状態 （慢性⾼⾎糖） を証明出
来るということです。
⾎糖値再検査の意味は⾼⾎糖を繰り返してい る事を証明する為ですが、 ⾎糖と同時にHbA1cを検査すれば、 現在
の⾼⾎糖、 過去の⾼⾎糖を同時に証明する事が出来ます。
現在では、 HbA1c 6.1%以上を糖尿病型としていま
す。 （注）
尿検査は古くから健康診断における糖尿病検査として⾏ われていますが、 変動要素が多く、 診断基準には含まれ
ていません。 しかし、 健康診断におけるスクリーニング検査としての有⽤ 性が劣る訳ではありません。
（注） ： HbA1c を国際基準にそろえる目的で、 ⼀律 0.4% ⾼い結果に改められる予定。 期日未定

３：

健康診断で早期発⾒、 発症予防を。

健康診断で 「異常なし」 と言われるのはうれしいものですが、 本来の目的は早期発⾒、 発症予防です。 「検査
の前には節制して良い結果を」 と思うのは人の常ですが、 発想を転換して⼀番悪くなる時の状態を知って、 糖尿病
をあぶりだしてみませんか？特に親、 兄弟に糖尿病の人が多い⽅は⾼い確率で糖尿病に ⾄ります。
耐糖能低下 （糖尿病の始まり） は、 食後の⾎糖上昇に対するインスリンの反応が低下するこ とから始まります。
すなわち食後の⾎糖が下がりにくくなる事です。 特に食後 1時間あたりが上がってきますので、 この時間帯に検査
を⾏うと⾎糖値の⼀番⾼い値に近いもの を知ることが出来るはずです。 同時に HbA1cを測定すれば⼀気に診断出来
る可能性が⾼くなります。
ここで糖尿病と診断されれば、 「要治療」 として食事療法、 運動療法などの治療が始まる訳ですが、 最初の項
目を思い出してみましょう。 安心出来るのは空腹時⾎糖 100mg/dl 未満、 HbA1c 5.2% 未満でしたね。 これ以上
は肥満、 ⾼⾎圧などが加わればすぐにメタボの仲間入りです。 そうです、 ここから糖尿病までの間 （メタボと境
界型⾎糖値） が予防対策として重要な範囲なのです。 少しの注意で発症を遅らせることの出来るこの時期に、 少し
の節制、 ダイエット、 運動などを始めれば、 発症を遅らせたり、 発症自体を抑え込む事も夢ではないのです。
健康診断を上⼿に利⽤して、 健康を維持しましょう。
平成 22 年 11 月 13 日

東所沢病院で⾏われた地 域講演会より抜粋しました。
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笑顔あふれる秋祭り
平成 22 年 10 月 30 日(土)、 当院リ
ハビリテーション室にて 「東所沢病院
秋祭り」 を開催しました。 悪天候にも
関わらず、 多くのご家族の皆様にお越
し頂きました。 季節を感じながら、 患
者様がご家族と一緒に楽しい一時を過ご
して頂きたいという思いで⽴ち上げた秋
祭りも今年で３回⽬となります。

昔を思い出して真剣に⼒いっぱい
ゲー ムを す る姿 、 「ど れに し よう か

クリスマス会を行いました

なぁ」 と食券を持って嬉しそうに食べ
物を選ぶ姿、 手拍子をしながら曲に合

「クリスマス会」 を開催しました。 東

わせて歌う姿 ・ ・ ・ 会場のあちこち
で笑い声が聞こえ、 普段は⾒る事が出

所沢病院の様々な職種の職員で構成され
た音楽部によるクリスマスソングの演奏

来ない姿が⾒受けられました。 気付け
ば私達職員も一緒になって楽しんでいま

を⾏ いま し た。 感動 のあ ま り泣 い た
り、 リズムに合わせて手を叩き口ずさ

した。 患者様、 ご家族様からの笑顔と
「ありがとう」 という⾔葉を頂き、 職

む患者 様や御 家族 様の笑 顔がた えず 、
このクリスマス会を通して更に気持ちが

員も励みになりました。 これからもよ
り多くの方に笑顔になって頂けるよう企

一体になるひとときでした。 クリスマ
ス会に向けて患者様も飾り作りを手伝っ

画 ・ 開催をしていきた いと思います。
（寄稿 ： レクリエーション 委員会 星

てくださ り、 当日、 職員はサ ンタク
ロース姿や着ぐるみを着てクリスマス会

野千紘

を盛り上げました。 患者様や御家族に
「良かったよ！ありがとう！」 と笑顔

松⽊絵理子）

4 病棟では、 12 月 13 日 （月） に

で⾔っ て頂け て達 成感で いっぱ いで し
た。 今後、 患者様や御家族様により一
層楽しんで喜んで頂ける様職員一同努め
ていきたいと思います。
（寄稿 ： ４病棟

会場での催し物は、 音楽部による生

前⽥吏美）

演奏、 職員の手作りゲーム(玉入れ、も
ぐらたたき、 魚釣り)、 焼そば、 お好
み焼、 お汁粉、 わたあめなどの屋台で
す。 楽しんで頂けるよう昨年より種類
を増やしました。 また、 今年より新た
な企画として、 各病棟フロアにて患者
様の作品展を開催しました。 今年も全

敬老会を行いました
9 月 17 日に 5-2 病棟、 5-3病棟にて
敬⽼会を⾏いました。 今回の内容はボ
ランティアの方によるハーモニカ演奏で
した。 患者様はハーモニカ演奏に喜ん
でいただき、 曲に合わせて患者様職員
で唄いました。 今回の敬⽼会は無事成
功したと思います。 来年度も患者様に
喜んでいただけるような企画を⾏ってい
て手作りにこだわった、 温かく楽しい
雰囲気の会場となりました。 生演奏が

きたいと思います。
（寄稿 ： ５病棟 新保雅人）

流れ る中 、 わた あめ の 甘い 香 りが 漂
い、 職員は全員ハッピを羽織り、 患者
様は手作りのお面を被り、 すっかりお
祭り気分でした。
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駅まで車両を運行
しています
病院から東所沢駅 ・所沢駅まで⾞両
を運⾏しています。 （無料）
予約は必要ありませんので、 外来受
診後、 お⾒舞い後ご利⽤ください。
■運⾏経路■
午後３時出発
東所沢病院⇒東所沢駅⇒所沢駅

病院の行事 ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝについて
当院では、患者様の気分転換やより良い療養⽣活を送って頂く為に
毎⽉誕⽣⽇会や季節の⾏事を⾏っています。その他にも慰問として⽇
本舞踊やハーモニカ演奏、フラダンス等のボランティアの⽅々に披露
して頂いております。
実際、 患者様の中には喜ばれる姿や 「私も昔⽇本舞踊やっていま
したわよ。」 と意外な一⾯を⾒ることが出来、 とても好評な為今後
も続けていきます。
又、 ⽇常⽣活のボランティア （読書 ・ 散歩 ・ お話等） も募集し
ていますので、 ご連絡ください。

午後４時３０分出発
東所沢病院⇒東所沢駅
（⽉曜⽇から⾦曜⽇）

自動体外式除細動器 （ＡＥ
Ｄ） を設置しています
ＡＥＤとは突然死の原因とされる心室
細動 （心 臓 がブ ル ブ ルと 細 か く震 え
る） を起こ した人 に、 一時的 に電気
ショックを与えて心臓の動きを取り戻す
機器です。
ＡＥＤは、 音声が案内してく れるた
め、 操作 は 誰で も 使 うこ と が でき ま
す。 ＡＥＤを患者に装着すると、 ＡＥ
Ｄによる電気ショックが必要ない患者に
対しては作動しません。 そのため、 医
学的知識のない⽅でも安心して使⽤でき
ます。
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新入職員紹介
平成２２年４⽉に⼊職した新⼊職員をご紹介します。
（スペースの都合上数回に分けて連載いたします）

リハビリテーション科

作業療法⼠

前⽥

朋⼦

⼊職してもう６ヵ⽉が過ぎました。 先輩方、 患者様から学ぶことは多く、 まだまだ⼒不⾜を感じる毎⽇
です。 これからも OT として何ができるのかを考えていきたいと思います。

２病棟

准看護学⽣

⻘⽊

怜⼦

⼊職して１年が経とうとし ています。 仕事と学業の両⽴は⾃分で 想像していた以上に厳し く毎⽇忙しい
⽇々を送っています。 まだまだ未熟でご迷惑をおかけする ことも多々あるかと思いますが、 今後もご指導
の程よろしくお願い致します。

栄養科

調理師

⼤澤

史弥

まだまだわからない事も多く、 失敗ばかりの⽇々ですが、 「確実 ・ 丁寧 ・ 素早く」 を目標にしたいと
思います。 宜しくお願い致します。
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東所沢病院
理念 ・基本⽅針・患者様の権利 ・患者様、 代理人へのお願い
理念
⾼齢者医療に⼼やすらぐサービスの実践

基本方針
○笑顔と対話医療の実践
○患者様の権利を尊重した医療 ・ 看護の充実
○⾃⽴⽀援を考えるリハビリテーションの充実
○療養環境の整備と安全を確保
○医療 ・ 福祉の地域連携推進
○職場環境の整備と職員の知識 ・ 技術 ・ 人間性の向上

職員倫理
１私たちは、人間愛の精神を基本とし、医療者として常に専⾨的な知識と技術の習得に努めます。
２私たちは、すべての医療⾏為において、患者様の権利を尊重し、互いに協⼒して適切な医療を提供します。
３私たちは、 医療を通じて社会の発展を尽くすとともに、 法に従い、 社会秩序の保持に努めます。

患者様の権利
①平等かつ公平に医療を受ける権利
疾病の種類、社会的⽴場に関わらず、すべての人は医療を平等かつ公平に受ける権利があります。

②個人として尊重される権利
認知症を含む精神障害者や⾼齢者の人権・価値観は尊重され、人として尊厳をもって接遇されるとともに、⾃らの意⾒を述べる権利があり
ます。

③⼗分な説明と情報提供を受ける権利
療養病院における病気、 検査、 治療、 危険性、 他の治療⽅法や⾒通しなどについて、 理解しやすい⾔葉や⽅法で、 ⼗分な説明と情報の
提供を受ける権利があります。また、医療費や公的⽀援制度などについての説明を受ける権利もあります。

④⾃分、 または代理人による意思で選択 ・ 決定する権利
患者様が受ける検査や治療⽅法などについて、説明を受けた上で、⾃分、または代理人の意思で選び決定する権利があり、一⽅で希望し
ない医療を拒否したり、医療機関を選択したりする権利があります。そのため、カルテを含む診療情報の開⽰や診断⽅法等について、主治
医以外の医師の意⾒を求めることができます。

⑤⾃分の情報を承諾なくして第三者に開⽰されない権利 （プライバシー保護）
⾃⾝の⾝体や病気をはじめとするすべての個人情報及びプライバシーを守られる権利があります。

患者様、 代理⼈へのお願い
①正確な情報を提供するとともに、 疾病や医療を⼗分理解されることのお願い
医師をはじめとする医療提供者に⾃らの⼼⾝あるいは⽣活について必要な情報をできるだけ正確に知らせるとともに、納得できるまで質問す
るなどして⾃らの疾病や医療について⼗分理解される努⼒をお願いします。

②療養医療に取り組むお願い
療養医療における検査や治療について、納得し合意した⽅針には意欲を持って取り組まれる努⼒をお願いします。

③快適な療養医療環境づくりに協⼒されることのお願い
すべての患者様が快適な環境で療養医療が受けられるよう、病院内での規則を守る努⼒をお願いします。また、社会的なルールを尊重し、
他の患者様のプライバシーなどの権利に配慮することや医療費を適性にお⽀払いいただくことも要求されます。
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外 来

月

診 療

火

担 当

医

水

木

金

土

診療科目

内

科

午前

午 後

午 前

午後

午 前

午 後

午 前

午後

午 前

午 後

午 前

山口

馬島

山口

牧野

山本

山本

高崎
金高

高崎
金高

林

林

馬島

平 日：９：００～１２：００ １４：００～１７：００
（診察開始時間９：１５～）
土曜日：９：００～１２：００
（診察開始時間９：１５～）
日・祝・祭日は休診です

社会福祉相談室のご案内

当院への入院相談及びお問合せは、 『社会福祉相談室』 が担当しております。
入院前の疑問や不安、 入院後における様々なご相談に応じています。 患者様やご家族が安心して療養に専念していただけるよう
に、 専門的な知識を持った医療ソーシャルワーカーを是非ご利用ください。
ご相談は無料です、 内容は秘密をお守りします。 あらかじめご予約の上、 お気軽にお越しください。 電話でのご相談も承ります。
た と え ば
○医療費の心配
○ご家族の生活の不安
○医療 ・ 福祉 ・ 年金･保険制度について
○今後の療養について(転院、 ホーム入所、 退院等の相談)
○在宅福祉サービス、 介護用品の紹介
○介護保険について
○その他、 誰に相談してよいか分からずに困っていること
相 談 時 間
○平日 ： 9 ： 00 ～ 17 ： 00(12 ： 30 ～ 13 ： 30 を除く)
○土曜 ： 9 ： 00 ～ 12 ： 30
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