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血糖値が上がりにくい食事

大根カレーうどん ほか

薬物療法中の運動

糖尿病の
薬物療法
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　昨今の糖尿病の薬物療法は、患者さん個々の血糖の状態や生活
スタイルなどをふまえて、それぞれの患者さんに合った薬を選び
治療を進めていくことが、糖尿病の合併症を防ぐことにつながると
考えられています。医師とよく相談しながら、患者さんが主体となって
治療に取り組みましょう。

糖尿病の薬物療法特集

薬を使って“良い血糖の状態”を保つ
　糖尿病の治療では、できるだけ“良い血糖の状態”を保つた
めに、食事療法、運動療法とともに薬物療法を行うことがあり
ます。良い血糖の状態とは、血糖が高すぎたり（高血糖）、低すぎ
たり（低血糖）しない状態であり、患者さんごとに目標値が決め
られます。
　血糖が高すぎる状態が長く続くと、さまざまな合併症が起こ
ります。特に、細い血管が集まっている手足の神経や目の網膜、
腎臓などに合併症があらわれて、日常生活に大きな支障を来す
ようになります1）。
　また、糖尿病があることで、心臓や脳などの大きな血管が徐々
に障害されて、心筋梗塞や脳血管障害などの病気を起こす危険
が高くなります1）。
　こうした合併症を防ぎ、いつまでも元気な生活を送るために、
薬物療法を続けていくことが大切です。

患者さんに合った薬で血糖をコントロールする
　糖尿病の治療薬にはさまざまな種類があります。糖尿病の
タイプや病態に適した薬を使うことが重要です。
　1型糖尿病の場合は、外部からインスリンを補う必要がある
ため、インスリン注射を使います1）。
　2型糖尿病では、インスリンの働きが悪い状態と、インスリン
がうまく分泌されない状態が重なって起こります。患者さんの
病態のタイプをよく調べ、患者さんの年齢や体の機能の状態
なども考慮したうえで、患者さんに合った薬が選ばれます1）。

高血糖
高血圧 × 糖尿病

神経障害
網膜症腎症
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▶糖尿病のタイプによる薬物療法の種類

▶糖尿病連携手帳を活用しよう

【参考文献】
1）日本糖尿病学会 編・著. 糖尿病治療ガイド2018-2019, 文光堂, 2018

健康な未来のために自己管理をしよう
　糖尿病の薬物療法は、決められた量や投与方法をしっかり守り、食事療法や運動療法も併せて行うことが
基本です。加えて、患者さんが日頃から、自分の状態をよく知っておくことが治療効果を高めることになります。
　自分の薬についても知っておきましょう。特に低血糖を起こしやすい薬かどうかを知っておくことで、低血
糖になったとき、慌てずに対処できます。また、自分の血糖コントロールの目標値を知っておくことで、その
目標に向かって前向きに治療に取り組めます。
　血糖コントロール以外に、体重や血圧のコントロールも重要です1）。自宅で定期的に測定し、自己管理に
役立ててください。

シールを貼ろう
● 自分の目標値を貼ろう。
  手帳を更新するたびに、
  目標値を見直すきっかけに
● 低血糖のシールを貼ろう。
  低血糖を起こしやすい薬かどうかが
  一目でわかる

（公益社団法人 日本糖尿病協会）

（監修：山田祐一郎先生）

インスリン注射は1日4回
注射する方法がよく行われ
ています。
3回は、速効性タイプを毎食
ごとに注射、1回は、非常に
ゆっくり効くタイプを就寝
前などに注射します。

1型糖尿病 不足したインスリンを補う
　インスリン注射

インスリンの働きを良くする薬
　ビグアナイド薬
　チアゾリジン薬
インスリン分泌を促す薬
　スルホニル尿素（SU）薬
　速効型インスリン分泌促進薬（グリニド薬）
　DPP-4阻害薬
糖の吸収や排泄を調節する薬
　α-グルコシダーゼ阻害薬
　SGLT2阻害薬

2型糖尿病

飲み薬

　インスリン注射
血糖値の上昇に伴いインスリン分泌を促す薬
　GLP-1受容体作動薬

注　射
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　「食事療法」は糖尿病の治療の基本です。楽しく食事をしていただくためにも、
疑問を解決していきましょう。今号では、血糖値が上がりにくい食事についての
疑問を女子栄養大学の田中明先生に解説をしていただきました。「かんたん！
ヘルシーレシピ」では、血糖値上昇に考慮したメニューを紹介します。

もっと美味しく、もっと楽しく
食
愉しみ

糖尿病と食事

の

田中 明先生田中 明先生
女子栄養大学教授
女子栄養大学栄養クリニック所長
医学博士

回 答

&

血糖値が上がりにくい食事今回のテーマ

　各食品の血糖値の上昇度を指標化したものをGI値（グリセミック・インデックス）といいます。数値が低
いほど血糖値が上昇しにくいといわれています。GI値は糖尿病のない人を対象に指標化しており、糖尿病
の人は重症度により上昇抑制の程度は異なりますが、食事療法に低GI食を使用することは効果的です1）。

上昇しにくいのはGI値が低い食品ですが、
糖尿病の重症度により上昇抑制の程度は異なります。

血糖値が上昇しにくい食べ物にはどんなものがありますか？1

　野菜やきのこ、海藻などに多く含まれる食物繊維は、消化や吸収をゆっくりにし、血糖値の急上昇も
抑えると考えられています2）。食事の満足感が高まり、肥満の予防や解消にもよい効果があるため、
糖尿病の人は十分にとりたい栄養素です。しかし、糖尿病の食事療法ではいろいろな栄養素をバランス
よくとることが重要な前提となります。指示エネルギーの範囲内で食物繊維の多い食品を上手に選ぶ
ようにしましょう。

食物繊維は食後の血糖値上昇を緩やかにします。

血糖値の上昇を防ぐ栄養素にはどんなものがありますか？2

　健康な人の場合、よく噛んで食べると、食後一時的に血糖値が高くなっても、低くなるのが早いという
研究結果があります3）。早食いだと食事の満足感を感じる前にお腹いっぱいに食べてしまい、血糖値が
急上昇しやすいだけでなく、食べすぎや肥満につながる食事になりやすいため、ゆっくり食べるよう心
がけたいものです。食物繊維が豊富で噛みごたえのある玄米、根菜、豆、こんにゃくなどの食材を活用し
てはどうでしょう。

【参考文献】
1）Amano Y, et al. Diabetes Care, 30, p1874 -1876, 2007 3）松田秀人, ほか. 日本咀嚼学会雑誌, 16, p48-54, 2006
2）Silva FM, et al. Nutr Rev, 71, p790-801, 2013

よく噛んでゆっくり食べるのが効果的です。

血糖値が上昇しにくい食事法はありますか？3

1

2

3

※食事療法については、主治医の指示に従ってください。



料理提供：『栄養と料理』（女子栄養大学出版部）より
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かんた
ん！

大根を細長く削り、うどんに見立てたかさ増しメニュー。
糖質もカロリーも大幅にカットできます。

材料／2人分

ポイント

大根.................................... 200g
うどん（生）.................1玉（150g）
わけぎ（ざく切り）................... 50g
まいたけ（ほぐす）................ 100g
　鶏ささ身（筋を除く）... 2本（80g）
　かたくり粉 ...................大さじ½

〈1人分〉  314kcal　
食塩相当量 3.2g　たんぱく質 16.8g　
脂質 1.2g　炭水化物 58.3g　食物繊維 5.0g　※つゆ50％摂取として算出。

〈作り方〉
❶

❷

大根はピーラーで細長く削る。ささ身はそぎ切りにし、
かたくり粉をまぶす。
なべに分量の水を入れて沸かし、ささ身を入れる。わけぎ
とまいたけを加えて煮、aを加え、塩、こしょうで味をとと
のえる。

❸別のなべに湯を沸かし、袋の指示に従ってうどんをゆでる。
表示時間の1分前になったら❶の大根を加えてゆで、ざる
にあげて湯をきる。❷に加え、水どきかたくり粉でとろみを
つける。器に盛り、七味をふる。

水 ... 4カップ
　  めんつゆ（3倍濃縮）....... 大さじ5
　  カレー粉 ....................... 小さじ1
塩・こしょう...........................各少量
水 ... 小さじ1＋かたくり粉... 小さじ1
七味とうがらし（好みで）............ 適量

ヘルシーレシピ

大根カレーうどん

a

ひじきとしいたけ、２つの低エネルギー、食物繊維源の食材を使ったお惣菜。
塩分控えめなので、サラダ感覚でも。

材料／作りやすい分量（2人分×2回）

ポイント

ひじき................................乾20g
生しいたけ ............................. 3枚

〈1人分〉  16kcal　
食塩相当量 0.5g　たんぱく質 1.2g　
脂質 0.1g　炭水化物 5.1g　食物繊維 2.6g

〈作り方〉
❶

❷
❸

ひじきはさっと洗い、たっぷりの水につけてもどす。しいたけは石づきを
除いて4つに切る。
なべにaを入れて火にかけ、煮立ったら、❶を加えてふたをする。
再び煮立ったら弱火にして15分くらい煮、ふたをとる。粉ざんしょうを
加え、汁けがなくなるまでときどき混ぜながら煮る。

ひじきとしいたけのさんしょう風味煮

　  だし ..........................½カップ
　  しょうゆ・みりん.......各小さじ2
粉ざんしょう.......................... 少量

a
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　糖尿病の治療は、食事療法と運動療法、そして薬物療法の3本柱
です。薬物療法を行っている場合でも、運動療法を続けることで血糖
値をより良い状態にすることが期待できます。
　運動療法について正しい知識を持って楽しみながら運動を続けて
いくことが、長く運動療法を続ける秘訣です。

良好な血糖コントロールを目指して

薬物療法中の運動運動の
すすめ

運動療法はこんな効果がある
❶ 血糖値を良い状態に保つことができる
　運動すると、血液中のブドウ糖が筋肉に取り込まれて、
ブドウ糖、脂肪酸の利用が促進され、血糖値が下がります1）。
　こうした即時的な効果のほかに、適度な運動を続けていく
ことで、筋肉でのブドウ糖の取り込みがよくなり、インスリン
の効果が高まって血糖値は下がりやすくなるという慢性的な
効果も得られます（インスリン抵抗性の改善）1）。

　
❷ サルコペニアを防ぐことができる
　高齢の糖尿病患者さんはサルコペニア（筋肉量の減少、筋
力の低下、身体機能の低下）になりやすいことがわかってい
ます2）。運動で筋肉を増やすことは、サルコペニア対策としても
効果的です。

❸ 運動の楽しさを人生の潤いに
　運動して体を動かすと、爽快感から日常生活のQOLを高める
効果も期待できます1）。運動する楽しさや達成感を実感でき
れば、無理なく長く続けていくことも可能でしょう。

6

足の筋肉は20代を
ピークに、加齢ととも
に減少します3）。

いくつになっても筋力は
アップできます。元気な
うちから、楽しく運動を
始めましょう。



どんな運動が効果的か？
　ウォーキングや水泳などの有酸素運動と、筋力トレーニングの両方を無理なく行いましょう1）。特に
筋力トレーニングは、サルコペニアの予防にも役立ちます。
　運動療法は、運動する習慣が身について、長く続けていくことが大切です。無理なくできる運動から始め
ましょう。まずはスマートフォンや活動量計などで日々の歩数を確認することから始めるのもおススメです。

薬物療法を続けながら運動するときの注意点
❶ 低血糖に対する備えを
　インスリン注射、経口治療薬のスルホニル尿素（SU）薬や速効型インスリン分泌促進薬（グリニド薬）
などは運動によって低血糖を起こす可能性があるため注意が必要ですが1）、低血糖に対する備えをして
いれば運動を行うことはできます。必ずブドウ糖を携帯し、低血糖などの緊急時に連絡がとれるよう携
帯電話も常時持っておくようにします。また、低血糖を防ぐため、こういった薬を使っている場合は特に、
空腹時や食前の運動は避けましょう。食後でしたら、食後高血糖の改善も期待できます4）。

　
❷ 運動の前後に血糖値の測定を
　安全に運動を行い、また、運動による効果を確認するために、可能な方
は運動の前後に血糖自己測定を行いましょう。自分で血糖値の変化を確
認し、必要に応じて補食をしたり、インスリン療法の調整を行います4）。

❸ 主治医とよく相談を
　合併症などの状態によっては、運動療法を行うべきではない場合も
あります。運動を始める前に、使用している薬と運動の注意点につい
て、主治医から説明を受けておきましょう。また、運動のメニューや
頻度なども主治医に相談することが大切です。

理学療法士、運動療法士、
トレーナーなど、運動の仕方
の相談にのってくれる人を見
つけることも、楽しく前向き
に運動を続ける秘訣です。

7健康クロスワードパズルの答え／A：ヤ  B：マ  C：ア  D：ル  E：キ （山歩き）

【参考文献】
1）日本糖尿病学会 編・著. 糖尿病治療ガイド2018-2019, 文光堂, 2018 3）谷本芳美, ほか. 日本老年医学会雑誌. 47, p52-57, 2010
2）日本老年医学会・日本糖尿病学会 編・著. 高齢者糖尿病診療ガイドライン2017, 南江堂, 2017 4）日本糖尿病学会 編・著. 糖尿病診療ガイドライン2019, 南江堂, 2019

誰でもインターネットで「糖尿病運動療法」の基礎知識を学ぶことができます
「糖尿病運動療法教室 e-ラーニング」 https://el-dmexe.dokkyomed.ac.jp/
　 監修：獨協医科大学埼玉医療センター 糖尿病内分泌・血液内科

《有酸素運動》ウォーキング、ジョギング、水泳 など 《筋力トレーニング》腹筋、腕立て伏せ、スクワット など
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お便りください

【ハガキ】
〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-1-3 
ワールドインポートマートビル8階
（株）協和企画内『T-Friends』編集部
【FAX】
03-5955-7662
お便りには、住所、氏名、電話番号、
可能であれば年齢を明記してください。

テルモ ネット通販
健康管理製品や栄養補助食品を
オンラインで手軽にショッピング

https://www.e-terumo.jp
テルモ ネット通販

『T-Friends』では、読者の皆さまからのお便りを募集して
います。ご意見・ご感想、今後取り上げてほしいテーマを
ハガキまたはFAXで、右記編集部までお寄せください。
なお、治療等に関するご質問は、医師・医療従事者へお
願いします。
お便りをくださった方の中から抽選で5名の方に、運動効果
の高い中強度の歩きが分かる歩行強度計「メディウォーク」
を差し上げます（プレゼントの〆切は2020年1月末日。
当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます）。

 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1
www.terumo.co.jp

はテルモ株式会社の商標です。
、TERUMO、テルモ、メディウォークはテルモ株式会社の登録商標です。

クロスワードパズル読
者の
広場

健 康

中強度の歩きが
ひと目で分かる
歩行強度計
「メディウォーク®」

プレゼント！

オレンジ色のマス目に入る文字をA～E の
順番に並べてください。
それがパズルの答えです。

（答えは本誌のどこかにあります。）

タテのヒント ヨコのヒント

主に野菜や果物などを売るお店。
Мより一つ大きいサイズ。
ゴーダ、クリーム、カマンベールなど種類がたくさんの
乳製品。
月や星が美しく見える時間帯。日没から日の出まで。
雨の日の洗濯にあると便利な家電製品。
昔は「サクラサク」と電報が届きました。
徳川家康が幕府を開いた場所。
輪にした1本の紐を使って主に指でいろいろな形を作り
変える遊び。
血液から老廃物をろ過・排出して尿をつくる臓器。
子 → 孫 → 〇〇〇。
強くて、どんな相手にも負けないこと。向かう所○○なし。
サナギから成虫になること。

1
2
3

4
5
7
9
10

11
12
13
16

重なるように生える「〇〇歯」。
釣り用語で、釣れた魚の量のこと。
蓋を開けたりネジを巻くとメロディーが流れます。
ナルトの模様。○○まき。
糖尿病の合併症で細胞や組織が死んでしまう〇〇
を引き起こす可能性もあるので、フットケアが大切。
この色の信号のときは必ず止まりましょう。
〇〇〇ドア、〇〇〇車、全〇〇〇。
一般的に満点は何点？
弓矢で狙いを定めます。
お金を贈るのは寄付、品物の場合は？
オリンピックの別名。
長良川の夏の風物詩。
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