
血糖値は高めでも自覚症状はなしLEVEL 1

糖尿病で一番怖い、3大合併症が発症！

糖尿病性神経障害

手足のしびれや痛みを感じ、感覚麻痺が
生じます。異変があっても気付きにくい
ため、足が壊疽して切断をしなければな
らないことがあります。

時期：糖尿病発症から5年程度
糖尿病性網膜症

目の毛細血管が閉塞したり、出血が起こ
ります。視力低下や視野が欠け、進行す
ると失明する恐れがあります。

時期：糖尿病発症から7～8年程度
糖尿病性腎症

腎機能が低下し、腎不全を引き起こしま
す。人工透析や腎臓移植が必要になる場
合があります。本人の苦痛もかかる医療
費も大！　

時期：糖尿病発症から10～15年

LEVEL 4

5～10年で合併症の
リスクがアップ！！！LEVEL 3

高血糖が続き、じわじわと
血管にダメージが・・・LEVEL 2

糖尿病のサインを見逃さないで！　

糖尿病のタイプは大きく分けて2つ

その他の原因によるもの

糖尿病はこの数値で判定します！

食物を消化したときに作られるブドウ糖は、わたしたちの体にとって重要
なエネルギー源です。通常は、すい臓から分泌されるインスリンというホル
モンが、体内にあるブドウ糖を効率よく細胞に取り込む働きをしているため、
食事をしても血糖値は一定の範囲で保たれます。
しかし、インスリンの働きが悪いとその効果が上手く発揮されず、血液中
にブドウ糖が残ってしまうため高血糖になります。高血糖が続いても初期に
は自覚症状は現れず、この状態が持続することで糖尿病を発症します。
また、糖尿病が改善されず進行すると、全身の血管が糖によってダメージ
を受け、さまざまな合併症を引き起こす原因になります。糖尿病で怖いのが
合併症で、気がついたときにはかなり病気が進行し、失明したり腎不全に
より人工透析が必要になってしまうケースも少なくありません。
だから、血糖値が「やや高め」のうちから対処することが大切です！糖尿病
は発症すると治癒することはなく、一生コントロールが必要になる病気です。
発症しないように予防をすることが何より重要です！

1型糖尿病 ２型糖尿病
インスリンがすい臓でほとんど
作られないために発症

すい臓で作られるインスリンの量が少ない、
インスリンが効きにくいために発症

5％以下

子ども・若い世代に多い

やせ型

突然発症し、急激に進行する

すい臓のβ細胞が破壊され、
インスリン産生ができないことによる

インスリン注射

95％以上

中高年に多い

肥満型

ゆるやかに発症し、ゆっくり進行する

肥満などの遺伝的要因
過食や運動不足などの生活習慣による

食事療法　運動療法　薬物療法

妊娠糖尿病 続発性糖尿病
妊娠をきっかけに血糖値が高くなることを言います。
出産後に血糖値は改善することが多いですが、妊娠中に血糖値
が高かった女性は、将来糖尿病になるリスクがあるため注意が
必要です。

基礎疾患にすい臓がんや肝炎などがあり、これらの病気がきっかけ
となり発症する場合を言います。基礎疾患を治療することで治る
可能性があります。経口避妊薬やステロイド剤の薬剤の副作用で
起こる場合もあります。

空腹時の血液中のブドウ糖濃度の値(mg/dl) 過去1～2ヶ月の血糖値の平均値(％)

　定期的に健康診断を受けていても見逃されてしまう糖尿病があるこ
とをご存知ですか。
　普段は正常なのに食後の短時間にだけ血糖値が急上昇する食後高
血糖は、“隠れ糖尿病”とも言われ、健康診断で測定する空腹時血糖では
異常がなく、食後血糖を測定しなければ見つけることができません。こ
れを放っておくと、やがては空腹時血糖も高くなり、糖尿病へと進行し
てしまいます。
　自分には関係ないと思っていると、気づかないうちに隠れ糖尿病に
なっているかもしれません！ちょっとした取組みで改善できるので、次
ページからを参考にできることから始めてみましょう！

隠れ糖尿病が
増えている！？

糖尿病ってどんな病気！？

空腹時血糖 HbA1C（ヘモグロビンエーワンシー）

生活習慣を見直すことで
改善できます！

もしかして自分も…!?

基準値
99以下

要注意
100～125

要医療
126以上

基準値
5.5以下

要注意
5.6～6.4

要医療
6.5以上

割  合

発症年齢

体  型

発  症

原  因

治  療

種 類

日本人に多いのはこちら！！！

手足のふるえ
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血糖値が基準値を超えている方も、あわてる必要はありません。初期のうちは生活習慣を変えるだけで血糖値を改善
することができるからです。食事療法はすべてのタイプの糖尿病の治療の基本となります。糖尿病の発症リスクが高い
人が食事を改善することで、2型糖尿病の70％の発症を防ぐことが可能とまで言われています。健康な食生活や運動
習慣は、糖尿病の人だけに勧められる特別なものではありません。生活習慣を改善して、糖尿病を予防しましょう！

１日にとる食事の量は同じでも、朝・昼・夕の食べる時間が

悪いと血糖値は上昇します。

同じ食事でも、野菜から食べると食物繊維の働きで血糖値

の上昇が緩やかになります。 食べる順番は「野菜」→「たん

ぱく質」→「炭水化物」とし、血糖値を上げやすい炭水化物

は最後に食べるようにしましょう。

砂糖は急激に血糖値を上昇させます。糖が水に溶けている甘味

飲料は吸収が早く、インスリンをたくさん分泌させるため、すい

臓が疲れる原因に。揚げ物などの脂肪の多いものはもともとの

エネルギーが高く高血糖が持続します。

食事のポイント

アルコールは適量に

1日３食、規則正しい食事をしよう
ゆっくり食べると少量で満腹感が得ら

れ食べすぎを防止でき、糖の吸収も緩

やかになります。一口30回噛み、一口

食べるごとにお箸を置けばゆっくり食

べることができます。

よく噛んでゆっくり食べよう

食べる順番は野菜から

糖分・脂質の取りすぎに注意しよう

お酒はほどほどに、休肝日を作りましょう！

日本酒
1合

ウイスキー
1杯

ワイン
グラス2杯

ビール
中びん１本

標準体重＝身長（m）×身長（m）×22

デスクワークが多い職業

立ち仕事が多い職業

力仕事が多い職業

まずは、自分にあったエネルギー量を知りましょう。

適正エネルギー
標準体重×25～30(Kcal)

標準体重×30～35(Kcal)

標準体重×35(Kcal)以上

例） 身長170cmの立ち仕事の多い男性の場合

1.7（m）×1.7（m）×22×30（kcal）＝1907Kcal/日

運動のポイント

食事も運動も改善し、規則正しい生活をしているのに血糖値が改善しない場合は、ストレス

が関係しているかもしれません。ストレスを感じた時、わたしたちの体内からはストレスと

戦うホルモンが分泌されます。このホルモンがインスリンの効果を無効化させ、血糖値を

上昇させる原因と言われています。ストレスを強く感じている方には、ストレス解消や

リラクゼーションが欠かせません！

ストレス解消

血糖コントロール術！血糖コントロール術！
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▼

24時

200
150
100

（mg/dL）

血糖値

時間

1日3回決まった時に食事をとった時の血糖値の変化
1日3回規則的に食べれば血糖値は安定します。

7時 12時 18時

昼食
▼

夕食
▼

24時

200
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（mg/dL）
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時間

1日2回しか食事をとらなかった時の血糖値の変化
朝食抜きの場合、昼食前には激減し昼食後と夕食後に急激に
血糖値が上がります。

ムラタ健保からのお願い血糖値が気になる方は…

検査費用は1項目たった500円！
＊お申込みの前に記載の注意事項を必ず
　ご確認ください。

皆さまは自分の血糖値を把握できていますか？血糖値が高く、糖尿病の
疑いがある場合は、放置せず必ず病院を受診してください。また、現在
治療中の場合であっても、自覚症状がなかったり血糖値が下がったからと
いって自己判断で治療を中断することは絶対にしないでください。定期的
な検査を受け、進行度や合併症の有無をチェックすることが大切です。

郵送式検診で簡単にチェックすることができます。
詳しくは同封のチラシをご覧ください。

運動することでインスリンの働きを活性化させます。時間帯や運動量にかかわらず、1日10分体を動かすだけで生活習慣病のリスク

を減らすことができるので、今より少しでも多く体を動かすことから始めましょう！

● ラジオ体操　● ジョギング　● 散歩　● 庭の手入れ

● ジムに通う　● ウォーキング　● TVをみながら筋トレをする

+10（プラステン）で運動習慣をつけよう！

●通勤中
　・自転車を使う
　・早歩き

●自宅で
　・掃除、洗濯をこまめにする
　・TVをみながらストレッチをする
　・友人とでかける
　・子どもやペットの世話

朝にはこんな+10運動

夜にはこんな+10運動

プラステン運動の一例

●仕事中
　・こまめに動く
　・階段を使う
　・食事や散歩での外出
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