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　今年も会報発行の時期になりました。皆様

にはお元気でお過ごしのことと存じます。

　2015 年度の活動は、１月の学習会も終了し、

３月の保険者支援と地区活動を残すのみとな

りました。皆様のご協力に心から感謝してい

ます。中でも保険者支援が年々増え、健康づ

くり事業により多く参加し支援できることを

とても喜ばしく感じています。

　高齢社会の最大の課題の一つは健康寿命を

もっと伸ばしてゆくことですが、そのために

私達ができること、やらなければならないこ

とが沢山あると考えているからです。

　次年度も多くの会員の皆様が保険者支援に

参加して長年培った健康づくりの力を生かし

てくださるよう希望していま

す。

　さて、昨年も悲喜こもごも沢山のことがあ

りました。これからも、雨も風も嵐もあり、

毎日晴天とはいかないと思いますが、日々精

いっぱい生きていこうと思っています。

　会員の皆様も仕事や趣味、ボランティアや

旅行、スポーツや音楽にと豊かな時を過ごし

ていらっしゃることでしょう。そうした体験

を会員の声やギャラリーに是非お寄せ頂き、

会報を交流の場にしていきたいと考えていま

す。新年度もご協力よろしくお願いします。

講演会や体操教室へのご参加をお待ちしてい

ます。

会長挨拶

東京都在宅保健師の会　　　　

会長　野呂　幸子

高尾山駅：鳥谷ツグヨ撮影
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　第 15 回「東京都在宅保健師の会」総会が 4 月

17 日に事務局である東京都国保連合会において

開催されました。

　冒頭、来賓の東京都福祉保健局保健政策部地

域推進担当課長小林啓子氏、東京都市保健師事

務連絡会幹事長林世津子氏から東京都並びに市

町村の現状等についてお話いただきました。

　議案審議では平成 26 年度事業・決算報告に続

き、平成 27 年度事業計画・予算案、設置要綱一

部改正、役員の選任について審議を重ね、承認

されました。

　また、役員選任については谷口啓子氏の退任

の意向を受け、新役員に樋口義子氏が推薦され、

承認されました。

　「東京都在宅保健師の会」の皆様には、日頃よ

り本会の保健事業運営にご理解・ご協力を賜り

厚くお礼申し上げます。

　また、様々な地域活動の場においても、豊富

な知識と経験を踏まえた保健事業を積極的に展

開されておられますことに、心から感謝申し上

げます。

　現在、会員保険者は、地域の住民や組合員等

に対し、健康保持・増進のための啓発活動や医

療費適正化対策に努めておりますが、それらの

事業展開において経験豊かな皆様は、現役保健

師をフォローする不可欠な存在です。

　今や国民の 4 人に 1 人は 65 歳以上の高齢者

であるといわれています。これに伴って、高齢

者の在宅介護ケア等における保健師の需要が高

まっており、今後団塊の世代が高齢者になるこ

とを踏まえるとその需要は想像以上の急激な高

まりを見せることになります。一方、2006 年に

成立した医療改革関連法では、平成 20 年から生

活習慣病の予防推進活動が保健師の担う役割に

加えられ、これによる生活習

慣病予防の健診・特定保健指

導の義務化により、健康に関

する豊富な知識と地域住民の相談に乗るための

コミュニケーション力をあわせ持つ、まさに皆

様のような保健師が強く求められております。

　本会においても、「東京都在宅保健師の会」会

員の皆様のご活躍により会員保険者が求めてい

る保健事業が円滑に進められており、今後も会

員保険者の負託にこたえていくため、皆様のお

力添えをいただきたいと思います。また、「東

京都在宅保健師の会」の会長をはじめ役員の皆

様方と協力し、会員の皆様方のご活躍等を本会

の機関誌やホームページにてご紹介するととも

に、皆様方のお役に立てるような仕組みづくり

を行って参りたいと存じます。

　最後に「東京都在宅保健師の会」の益々のご

発展と会員の皆様方のご健勝及びご活躍を祈念

申し上げます。

東京都在宅保健師の会に寄せて

平成27年度総会開催

東京都国民健康保険団体連合会
企画事業部　保健事業担当課長

市川　智美
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・国保保険者（区市町村・国保組合）が主催する健康づくり事業において、東京都国保連合会の保健

師および在宅保健師の会会員を派遣して事業の支援を行うものです。

・東京都国保連合会の健康関連機器を活用して、測定や結果説明、健康相談を実施しています。

【測定および結果説明】

＊加速度脈波計（血管年齢測定）

　指先をセンサーにのせてもらい、性別と年齢を入力し測定します。約20秒で測定できます。

【結果説明・健康相談】

各測定の結果の説明から今後の生活に活かせるアドバイス、健康についての相談をお受けします。

＊マイクロＣＯモニター（喫煙度測定）

　呼気中の一酸化炭素濃度を測定することで、

禁煙指導の動機付けができます。

＊足指力計

　下肢の筋肉量を計測することで、転倒防止に

役立つ運動の紹介ができます。

～保険者支援～

保険者支援とは？
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日　程 実施保険者 実施内容 支援協力
会員数

４月19日(日)･５月10日(日)
10月25日(日)

東京建設業国保組合 体成分分析の結果説明・相談

４月23日(木) 東京建設業国保組合 血管年齢測定・相談及び講演会講師

５月８日(金) 東京建設業国保組合 認知症予防講演会講師

５月９日(土) 芸能人国保組合 血圧・血管年齢・骨量測定及び相談 １

５月17日(日) 羽村市 骨量測定・相談 １

５月31日(日) 青梅市 血管年齢測定・相談 １

６月24日(水) 神津島村 健診結果説明

６月23日(火)・24日(水) 東大和市 血圧・血管年齢・骨量測定及び相談 ２

７月１日(水)・２日(木) 目黒区 血管年齢測定・相談

７月８日(水) 東京浴場国保組合 血管年齢・骨量測定及び相談 １

８月27日(木)・28日(金) 文京区 血管年齢測定・相談 ２

８月27日(木)・28日(金) 青梅市 体成分・血管年齢測定・相談 ２

10月12日(月・祝) 稲城市 血管年齢・足指力測定及び相談 １

10月14日(水)・15日(木)
20日(火)・22日(木)
27日(火)・29日(木)

東京料理飲食国保組合
東京食品販売国保組合
東京美容国保組合
東京浴場国保組合

血管年齢測定結果の説明及び相談

10月17日(土) あきる野市 血管年齢測定・相談 １

10月22日(木) 武蔵村山市 血管年齢測定・相談 １

10月24日(土) 文京区 骨量測定・相談

10月25日(日) 板橋区 体成分分析の結果説明・相談 １

10月27日(火)・28日(水)
29日(木)

狛江市 健康機器測定・相談 １

10月28日(水) 全国板金業国保組合 講演会講師

11月５日(木)・29日(日)
１月24日(日)

東京食品販売国保組合 血管年齢測定結果の説明及び相談

11月７日(土) 清瀬市 健康機器測定・相談 １

11月８日(日) 東京土建 足指力・喫煙度測定及び相談 １

11月14日(土)・15日(日) 東村山市 骨量測定・相談 ２

11月15日(日) 小平市 健康相談 １

11月24日(火)・25日(水)
26日(木)・27日(金)

西東京市 血圧・血管年齢・骨量測定及び相談 ４

12月６日(日) 豊島区 健康機器測定・健康相談 １

12月９日(火)・10日(金) 東大和市 血圧・血管年齢・骨量測定及び相談 ２

３月５日(木) 日野市 骨量測定・相談 １

～保険者支援～

平成２７年度　保険者支援一覧
※斜線部分は国保連合会保健師のみ

青梅市の特定健診受診率向上イベント（健康測定会）に参加して

棚田征子

　これは昨年度の特定健診未受診者（40～64歳）に対し実施したものです。

測定機器の一つであるインボディは体成分（体水分・ミネラル・各部位ごと

の体脂肪・筋肉量等）を測定できるので、自分の身体の状態をよりよく知る

事ができ、関心が高かったようで、申し込みを短期間で締め切ったとの事で

した。２日間で160数名が来所され、結果説明もよく聞いていただき、「特定

健診の結果と合わせて、健康維持をされるとよいですよ」と話すと、「今年

は受診します」との返事が多く聞かれ、嬉しく思いました。
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～地 区 活 動～

「血管年齢・骨密度を測定して健康チェックしませんか？」

～健康でいきいきと過ごすために～

目黒区
地区活動

実 施 日　　　平成27年３月14日（土）

主　　催　　　地域活動支援センターセサミ

実施会員　　　３名（遠藤房子・砂山光子・八木紀子）

支援内容　　　健康関連機器による測定・健康相談（超音波骨量測定装置・喫煙度測定

　　　　　　　加速度脈波計・足指力計測器・体成分分析装置）

測定実施総数　50名

　４回目の支援活動になりました。毎年楽しみにしている住民の方も多く、利用者とのなごやかな交流の場

面もみられました。精神保健福祉への理解を深める機会になればと思っています。	 (砂山光子)

	「今回で３回目の測定です。測定する機会がなかなかないの
で、スポーツまつりのチラシを見て、楽しみにして来ました。
骨量がわかりほっとしました。」

	「初めて測定しました。結果が４（やや少なめ）だったので
ショックでした。教えてもらった食事などに注意して、気を
つけていきたいです。」

	「友人に誘われて初めて測定しました。自分の結果はあまり
良くなかったので、食事や運動などがんばりたいと思いまし
た。骨は大事です！」

Ａさん
(60代女性)

Ｂさん
(70代男性)

Ｃさん
(30代女性)

　東京都在宅保健師の会としては5年目になりました。

　秋晴れのなか、会場では、新体力テスト、テニス、ミニゴルフな

どに沢山の方々が参加していました。また、模擬店、区内農産物直

売、気仙沼物産展も大盛況でにぎわっていました。

　会員は、健康コーナーで骨密度測定と結果説明を担当しました。

　今年も大盛況で、沢山の方々が測定にきてくれました。今回も区

の担当者の段取りが万全で、スムーズに測定できました。

　喜んで下さる方々の声に疲れもすっとび、楽しい支援活動となり

ました。これからも継続していきたいと思います。　　（砂山光子）

　

　
合計

1 2 3 4 5

十分多い 普通・平均域 やや少なめ 少なめ・要注意

男性 68 17 23 17 8 3

女性 183 52 66 28 12 25

合計 251 69 89 45 20 28

「目黒区スポーツまつり」

実 施 日　　　平成27年10月12日（月・祝）

主　　催　　　目黒区スポーツまつり実行委員会

実施会員　　　５名（遠藤房子・砂山光子・三宅千鶴子・八木紀子・山本正子）

支援内容　　　超音波骨量測定装置による骨量測定・結果説明

測定実施総数　251名（男性68名・女性183名）

【骨量測定の結果】

【参加者の感想】
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～学習会感想～

【会員確認】

回収状況　　　会員数76名中アンケート返信者54名

継続確認　　　継続48名　退会6名　未返信者22名については継続扱い

【平均年齢】　　69.7歳 【勤務状況】

　　勤務していない　11名

　　勤務している　　33名

　　その他　月に1回勤務、年に9回など

村田　瑤子

　年々、筋肉の衰えは、生活の中で充分自覚しているものの、これと

いって鍛えているものはなく、毎日6000歩強の歩行でよしとしていま

す。今回の実技指導は楽しみにしていたので、張り切って参加しました。

　講師の分かりやすいロコモのお話は頷けるものばかり。早速の演習

の手始めとしてロコチェックをしてみました。７つの項目のうち１つ

でも当てはまればロコモの可能性があるとのこと。なんと私は３つも

当てはまってしまいました。

　更にもっと大きなショックは、片脚立ちの実技。何回やってもでき

ないのです。周りをみるとなごやかさのなかでしっかりとできています。

隣席の２年先輩姉は「こうでしょ？」といとも簡単に仕上げてしまいました。

　その後も演習をすすめましたが、楽々とできたものは皆無。改めて

自分のロコモ度を如実に知ることになってしまいました。研修終了後

講師へ個別に対策を伺いました。何でも継続することが大事と貴重な

アドバイスを頂きました。今後もこういう機会があればいいと思い、

そして身体も心もホカホカになった一日でした。

ロコモーショントレーニングをやってみました！

平成27年度に行われた会員アンケート結果報告

40代,7%

50代,2%

60代,36%
70代,43%

80代,10%

90代,2%年代内訳

週1回,6%

週1-2回,9%

週2回,19%

週2-3回,9%

週3回,13%

週3-4回,0%

週4回,9%

週4-5回,3%

週5回,16%

その他,16%

勤務日数内訳
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～学習会報告～

「ロコモーショントレーニングの実際」 （実技指導）

開催日　平成27年1月24日（土）

会　場　セレオ国分寺　サロン飛鳥（国分寺駅ビル８階）

講　師　武蔵丘短期大学　健康生活学科　健康マネジメント専攻

　　　　フィットネスマネジメント研究室　教授　太田　あや子 氏

出席者　22名

〈教室レポート〉

　昨年に続き太田先生

をお迎えし運動体操教

室を行いました。健康

寿命を伸ばし要介護に

なることを防ぐための

実技を学びたいと、会

員のだれもがとても意欲的に参加していました。会場も

広かったので実技もやりやすく、熱気あふれる教室にな

りました。

　学んだことを実践し、自分も周りの人も動ける喜びを

より長くするため活動しなければと改めて感じました。

１　ロコモティブシンドローム（以下ロコモと省略）

　　のおさらい

　運動器（骨・筋肉・神経など）症候群と言い、足腰が

衰えて日常生活がおくれなくなることを言う。原因の１

つは運動器自体の疾患のために、痛みや運動制限、運動

意欲の低下をきたし、その結果おこるバランス能力・体

力・移動能力の低下である。２つ目は加齢による運動器

機能不全で、筋力・持久力・運動速度・巧緻性・深部感

覚・バランス能力が低下し反応時間が延長することで運

動機能が低下し容易に転倒しやすくなることである。特

に脳神経に関係があるもの（反応時間・バランス感覚な

ど）がより急速に衰えることが知られている。

２　実習１－ロコモ度を測る

（１）	ロコチェック	　　	以下の項目のひとつでもあて

はまればロコモの可能性があるのでロコトレをし

ましょう！

①	片足立ちで靴下がはけない。（片足で立ち、上体を

曲げる柔らかさがあり、足を高くあげられないと

できない。40 代でも三分の１くらいできない）

②	家の中でつまずいたり滑ったりする。

③	横断歩道を青信号で渡りきれない。（歩行速度が遅

くなる）

④	階段を上がるのに手すりが必要。

⑤	15 分位続けて歩けない。（１km くらいを想定して

いる）

⑥	２kg 程度の買い物をして持ち帰るのが困難。

⑦	家のやや重い仕事が困難。（掃除機の使用、布団の

上げ下ろし等。おっくうだと感じる人も該当する）

（２）	立ちあがりテスト	　　	10・20・30・40cm の台か

ら両脚、片脚で立ち上がれるかで脚力を測る。両

腕を組み反動をつけずに立ちあがり３秒保持す

る。年齢別のめやすとして 40 ～ 69 歳では男女と

も 40cm の台から片脚で立ち上がれればよい。準備

運動として大腿部のストレッチを行ってからする

のが良い。

（３）	ツーステップテスト	　　	最大２歩幅を測る。夢

中になって転ばないよう介助者のもとで、滑りに

くい床上で、準備運動をし、バランスを崩さない

範囲で行うのが良い。両足を揃えてから出来る限

り大股で 2 歩歩き両足を揃える。開始時のライン

から着地点のつま先まで㎝で測り、それを身長（cm）

で割り２ステップ値とする。値は大きいほど良く、

50 歳代男性で 1.56 ～ 1.61、女性で 1.48 ～ 1.55、

60 歳代男性で 1.53 ～ 1.58、女性で 1.45 ～ 1.52

となっている。

３　ロコトレメニューの体験実習

（１）	ロコトレ	　　	

①	 開眼片足立

ち（左右１分づ

つ）床に着かな

い程度に片足を

上げる。転倒し

ないようにつか

まるものがある

場所で行う。②	椅子立ち上がりスクワット（５～

６回）深呼吸をするペースで１. ２. ３. ４で立ち、

５. ６. ７. ８で座る。この時お尻を突き出すよう

にし膝を前に出さないことが大切。膝を曲げると

膝に負担がかかり膝痛をおこすことがあるためで

ある。この組み合わせを１日３回。朝・昼・晩な

どに行う。

（２）	スクエアステップ	　　	NPO 法人スクエアステッ

プ協会が作っているマットで、室内で楽しく行え、

歩行能力・バランス能力・脚筋力の保持・向上に

効果がある。マットは 25cm × 25cm のスクエア（正

方形）が横４マス、縦 10 マス描かれておりマット

の上をリーダーの指示により様々なステップで歩

く。ひとマスに片足だけを入れ前にのみ行く。ス

クエアの線を踏まないようステップを間違えない

よう進まなければならず頭も使うので脳トレにも

なる。楽しく色々な使い方が出来る。

（３）	ひばりエクササイズ	　　	日本フィットネス協会

の池田氏がボランティアで本学習会に参加して下

さり、同協会が行っているこの運動を紹介して下

さった。懐かしい美空ひばりの歌に合わせて体を

動かすもので、「自分で歌って動くのが、最も脳血

流量が多い」ことから脳トレにも効果がある。

（４）	骨盤底筋群トレーニング	　　	くしゃみ時や我慢

できず起きる尿失禁に対し、腹筋・背筋・大殿筋

をトレーニングすることで効果がある。骨盤底を

意識して３～ 12 秒引き締めるトレーニングである。

　これら学んだことを生かし「できる」「動ける」喜び

と共に健康寿命を届けましょう！！
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～平成２７年度第１回講演会報告～

「生活習慣病と睡眠の関わり」
―　健康づくりのための睡眠指針２０１４より　―　

＜講演要旨＞

１　はじめに

　健康づくりの重要

な要素である睡眠に

ついて、新たな科学

的知見に基づき「健

康づくりのための睡

眠指針 2014」が策定

された。指針は睡眠に関する科学的知見、予防や保健

指導の方法、早期発見のための要点で構成されている。

２　睡眠の生理

　脳内では、睡眠系神経核（ＧＡＢＡ神経系）を刺激

するアデノシン、覚醒系神経核を刺激するアセチルコ

リン、ドパミン、ヒスタミン等の物質が分泌されてい

る。太陽で明るくなると目覚め、日没で暗くなると眠

くなる生体時計が分泌をコントロールしている。

（１）神経核に影響を与える物質

①アルコール（お酒）、睡眠薬：GABA 神経系を増

強する。同時に摂ると作用が増幅され危険。

②抗ヒスタミン剤：ヒスタミン覚醒系の活動を抑え

る。風邪薬等に含まれる。

③カフェイン：アデノシン神経系を抑制する。眠れ

ない人は、煎茶、緑茶、コーヒー、栄養ドリンク

等を夜６時以降飲まない方が良い。

④覚せい剤：ドパミン系に作用し覚醒させる。緊張

して起きている状態を保つ。

（２）睡眠と体温

①寝汗は、体内温度を下げることでエネルギー消費

を減少させ、身体を休養させる。発汗量はストレ

ス等で交感神経の働きが活発になったり、炎症性

の疾患があると増える。

②深部体温は、24 時間周期で、日中高く夜低い。夜

型の人は夜間の体温降下が遅く、朝の体温上昇が

遅い。青年期では男性で夜型傾向が強いが、50 歳

を超えると、男性が朝方化してくる。

（３）昼下がりの眠気は、気温が高い時間帯に動き回り

エネルギーを消耗するのを防ぐ仕組みとしてできた

もので、昼食や疲労の為ではない。

（４）睡眠はノンレム睡眠とレム睡眠の２相があり交互

に現れる。ノンレム睡眠は睡眠時間の 80％を占め

睡眠前半期に多い。脳を休め、免疫機構を活性化し

ている。風邪など感染症に罹った時はよく寝ること

が大切である。レム睡眠は早朝に最も多く出現する。

全身の筋肉の緊張が著しく低下し、身体を休ませて

いる。

３　睡眠の問題

（１）睡眠を妨げるものとして、暑さ寒さ、騒音、喫煙、

ＬＥＤ画面による脳の活性化、痛み痒み、夜間のト	

イレ、心配事、うつ病などがある。睡眠で休養がと

れていないという人達を対象に原因を調査すると、

多忙で睡眠時間が確保できないが 52％、精神的な悩

み 21％、育児や介護 12％、身体の具合や頻尿９％、

騒音２％であった。

（２）交代勤務制睡眠障害。生体時計のリズムと睡眠時

間が同調せず入眠障害・起床困難が生じ、その結果

勤務中の強い眠気・作業効率の低下・頭重感が生じ

る。対策は	①勤務中の仮眠	②深夜勤務からの帰宅

時サングラスをかけ太陽光を遮る	③眠剤の使用が

ある。

（３）不眠症は入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠

障害により、日中調子が悪い場合を言う。睡眠時間

は 25 歳７時間、45 歳 6.5 時間、65 歳では６時間と、

加齢とともに短くなる。５時間以下の睡眠は作業効

率を著しく低下させる。

（４）睡眠薬は４種あり、作用時間により超短時間型・

短時間型・長時間型・超長時間型がある。入眠障害

には短時間型等と状態に合わせて用いる。依存性の

問題には、土日は飲まない、眠くなったら床に入る

等で、徐々に睡眠薬から離れていく工夫が必要であ

る。

４　疾病との関係

　様々な研究、多くの論文解析から睡眠と生活習慣病

との関係が検証された。多くの研究は短時間睡眠群（睡

眠時間５時間以下）と長時間睡眠群（８時間以上また

は９時間以上）、普通睡眠群（５～８時間など）との

比較で、睡眠５時間未満者は睡眠の質が不良であった。

（１）肥満・脂質異常症・高血圧：短時間睡眠群に多かっ

た。起きている時間が長いと飲み物、食べ物を摂取

しがちであり、起きていることは交感神経が働いて

いることである。

（２）２型糖尿病・脳梗塞・冠動脈疾患・動脈硬化：い

ずれも短時間睡眠、長時間睡眠で危険度が高かった。

（３）大腸がん：閉経後の女性では短時間睡眠者、長時

間睡眠者にリスクが認められた。

（４）骨密度・フレィリティ（老化に伴う筋肉量の減少

を指す。サルコペニアが更に進んだ状態）：長時間

睡眠と低骨密度の関係は女性でのみ認められた。フ

レィルティ発症と10時間以上の睡眠が関係していた。

（５）うつ病では、深いノンレム睡眠（脳の休息）の極

端な減少があり、眠っても休息になっていない。体

内温度低下機能も悪く、睡眠中の体温が健康人より

高く睡眠で休息がとれない。脳の休養をとることが

大事である。

※参照：睡眠指針 12 箇条 2014

日　時　平成27年４月17日（金）

場　所　東京区政会館20階会議室

講　師　東京慈恵会医科大学付属病院　新橋健診センター 所長

　　　　東京慈恵会医科大学　総合健診・予防医学センター

　　　　教授　和田　高士 氏

受講者　28名
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～平成２７年度第２回講演会報告～

「糖尿病に対する新しい知見　～高齢化が進む地域を支える為に～」

　JCHO 東京新宿メディカルセンターは、平成 26 年４月、

東京厚生年金病院が独立行政法人地域医療推進機構に所属

する病院として再編されたもの。関根信夫先生は「地域包

括ケアを支援する病院になるのが最も大事な使命」と、講

演会を快く引き受けて下さった。　

＜講演要旨＞

１　糖尿病の現況：世界と日本

（１）世界の糖尿病人口は推定３億 7100 万人とされ、増加

の一途を辿っている。中でも、BMI	 30kg/ ㎡以上の人

が高率にいる西太平洋諸島、中東・北アフリカでは３

〜４人にひとりが糖尿病に罹患している。

（２）日本の糖尿病患者は現在約 1000 万人。予備軍を合わ

せて 2000 万人を超えている。内臓脂肪は糖尿病と関係

するが、日本人は僅かな体重の増加で内臓脂肪が増加

しやすく、糖尿病を発症しやすい。従ってメタボ対策

は非常に重要で、介入により５％程度の体重減少で糖

尿病の発症は６割程度抑制されたとの研究報告がある。

また、高齢になるほど罹患率が高くなるため高齢者糖

尿病への視点も重要になる。未治療者が多いことも大

きな課題であり、全体で約３割、特に 40 歳代では男女

とも約半数が未治療である。

２　血糖管理目標の考え方

（１）糖尿病は、生体で血糖を下げる唯一の物質であるイ

ンスリンの作用不足によっておこる慢性の高血糖を基

盤とする症候群である。血糖のコントロールは、膵臓

のランゲルハンス島β細胞から出るインスリンと同α

細胞から出るグルカゴンの相互作用等により調節され

ており、空腹時ではインスリンの分泌・作用が低下す

る一方、グルカゴンの分泌・作用が上がり肝臓で糖を

産生することにより血糖値が保たれる。反対に、食物

摂取後にはグルカゴンの作用が抑制され、インスリン

作用によって筋肉・肝臓等に糖が取り込まれ、余剰の

エネルギーが脂肪として蓄えられる。

（２）2型糖尿病は、体重増加とともにインスリン抵抗性が

高まり、次第にβ細胞機能が低下することによって発

症する。当初は食後血糖値が上昇するが、インスリン

分泌能の低下が進むに従い空腹時高血糖を生じる。高

血糖が軽度の時期には通常無症状であることから、健

診を受けていなければ発見されにくく、受診時、既に

三大合併症（網膜症・腎症・神経障害）・動脈硬化症

を始めとする様々な合併症が発症していることも多い。

従って早期から生活習慣改善と定期的な受診により血

糖値を厳格にコントロールすることが重要である。動

脈硬化性合併症については早期介入の効果が 10 年後ま

で残ること（遺産効果）が示されている。

（３）最近では持続血糖測定 (CGM) により長時間の血糖変

動が詳細に把握され、数日間の血糖変動の評価を行い、

治療に役立てることが出来るようになった。

（４）糖尿病管理のポイントは①	糖尿病がかなり進んでか

ら、急激に血糖をよくすることは、かえって危険なこ

ともあり、特に低血糖や体重増加に注意が必要。②	血

糖コントロールは出来るだけ早くから行うことが必要。

③	血圧・コレステロールは継続して治療を行うこと、

である。

（５）血糖コントロールの管理目標値は、血糖正常化をめ

ざす際の目標は HbA1c	 6.0% 未満、合併症予防のための

目標は同 7.0% 未満であり、治療強化が困難な場合には

同 8.0% 未満までが許容範囲とされた（熊本宣言 2013）。

３　高齢者の糖尿病

（１）近年の研究により高齢者における血糖管理目標値は、

糖尿病のみ等の低リスク者では HbA1c	 6.4 ～ 8.4%、認

知機能低下を含む高リスク者では同 7.9 ～ 8.9% とする

ことが提唱されている。低血糖は心血管合併症や認知

症・転倒のリスクを高める。

（２）糖尿病により老年症候群（認知症、筋力低下、転倒、

うつ病、尿失禁、睡眠障害、低栄養、難聴など）全て

のリスクが高まる。

（３）高齢者は、腎臓・肝臓能力の低下により薬の副作用

を起こしやすく、特に低血糖には注意を要する（低血

糖症状は認知症のそれと混同されやすい）。

４　食事療法－特に糖質制限について

　糖質を制限した食事では、血糖値、脂質（中性脂肪）、

体重等の結果が良くなるが、問題点として、長期間でみ

た場合、①	高蛋白食による腎症の悪化、②	動脈硬化の

進展、③	心血管疾患の発症リスク増大、④	死亡リスク

増大などが懸念されている。従って現時点では、エビデ

ンスの不足、安全性から総エネルギー摂取量制限なしに

炭水化物のみを極端に制限することは薦められない。食

事療法は、身体活動量・患者の病態・嗜好に応じて患者

と共に考え、有効性、安全性をモニターしながら行って

いくことが重要である。

５　糖尿病薬物治療の考え方

（１）糖尿病の治療は、食事療法、運動療法、薬物療法に

より行う。

（２）経口血糖降下薬は、インスリン分泌を促す薬と促さ

ない薬（インスリン抵抗性を改善する薬と糖吸収・排

泄調整に働く薬）に分類される。薬物療法の考え方は、

先ず高血糖の改善によりブドウ糖毒性を解除した後、

病態（インスリン分泌不全・抵抗性）に応じた薬剤（イ

ンスリンを含む）の選択を行うことが基本である。

（３）糖尿病治療においては専門医とかかりつけ医および

多職種の連携が必要であることを患者さんたちにもご

理解いただきたい。

但し、１型糖尿病

のほか、合併症が

進行した人、コン

トロールが難しい

人などでは、是非

専門医を受診して

いただきたい。

日　時　平成27年９月11日（金）

場　所　東京都国民健康保険団体連合会10階会議室

講　師　独立行政法人　地域医療機能推進機構（JCHO）

　　　　東京新宿メディカルセンター　副院長　関根　信夫 氏

受講者　23名
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　私が子どもだった頃、父がダリアの球根を植

え、それが毎年きれいな花を咲かせてくれたこ

とを思い出して、今秋、妹と町田の「ダリア園」

に行って来ました。

　斜面を利用した所に 4000 株が植えられ、見事

に咲きほこっていました。燃えるような大輪の

花、かわいい淡色の小さな花など、それぞれが

大変魅力的でした。強風に茎が倒されないよう

にと柵が添えられてもいました。

　ベンチで休んでいた時、年輩の女性に声をか

けられ３人で花壇をめぐり、軽食をして、帰り

のバスも一緒しました。その方は、小ぎれいな

身なりをして、言葉使いもていねいで、好感の

もてる方でした。

　妹が「私達に知らない人に

声をかけて仲間に入ってゆく

勇気はあるかしらね」と言っ

ていました。せめて声掛けし

て知り合いを作り、身ぎれい

にして外出できるよう心掛け

たいと思い知らされました。

　今年度から幹事の仲間入りをさせて頂きまし

た「樋口」です。これまで、一会員として在宅

保健師の会に参加してきました。講習会・講演

会は直接講師から話しを聞いたり質問ができ、

大変有難く有意義でした。

　これから、これらのことに企画、運営に参加

できるのはうれしいです。会員の声を聞きなが

ら取り入れ実践していきたいと思います。

　私事ですが、退職して早や 11 年目になりま

した。現役時代には考えられなかった数ヵ所の

場所（市町村・保健所）でかけ持ち勤務したり、

島にいったりして、あっという間に過ぎてしま

いました。これからも健康に気をつけながら仕

事ができたら良いなと考えています。どうぞよ

ろしくお願いします。

　最後に今年 10 月に訪問したアフリカウガンダ

のゴリラさんの写真をごらん下さい。

　夢に見た世界で 700 頭しかいない野生のゴリ

ラ！道無き道を藪こぎ、蔓に足とられながら会

いに行きました♪会

えた時は、一瞬息が

止まるかと思うほど

神聖な気持ちになり

ました！

　さすが本物は違い

ますね！会えて本当

にラッキーでした！

　皆様こんにちは！私は東京都を定年退職後ま

もなく 10 年になります。最近は要介護３の夫と

の生活と、４人の子育てに追われる娘宅の家事

援助を中心とした日々を送っていますが、合間

を縫って趣味のコカリナ・ボーリングなどもやっ

ております。仕事は月２～３回させて頂いてい

ます。

　組織から離れて、パートで働き始めたとき一

番強く感じたのは、私を保健師として証明する

ものは保健師免許証一枚であり、「○○の保健師」

という組織の後ろ盾がない素の自分が、出会う

方達と保健師として向き合っている事実でした。

免許証一枚を身にまとっただけの自分に身の引

き締まる思いがしました。

　東日本大震災後の 11 年７月から 12 年 10 月の

間３泊４日ずつ５回ボランティアで石巻市や女

川町の仮設住宅を訪問しました。「保健師」と書

いた名札を見てドアを開けて下さり、また集会

場ではそれぞれが自分のことを話してくれまし

た。その時感じたのは、すでにその方達が出会っ

ていた保健師の存在でした。一人の保健師の関

わりは出会ったこともない先輩たちと繋がっ

ていて、その足跡を後輩に繋いでいくのですね。

在職中は組織人・職業人として職場の人たちに

育てられ、関わった住民の方達から専門職とし

て育てられました。

　退職後も、互いに刺

激し合い支え合い、情

報提供の場になって下

さる在宅保健師の会の

存在に助けられていま

す。ありがとうござい

ます。

退職後、日常の中で思うこと

甲斐　靜江

在宅保健師の会　役員になって

樋口　義子

町田の「ダリア園」に出掛けてみて

岡崎　幸子
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東京都在宅保健師の会設置要綱

(目 的）
第１条　東京都在宅保健師の会（以下「保健師会」

という。）は、在宅保健師がその経験と実績を生

かして区市町村の保健事業に寄与するとともに、

知識と技術の向上及び会員相互の交流を図る。

また、国民健康保険法に基づく保健事業の実施等

に関する指針（平成16年厚生労働省告示第307号）

第六に基づき、東京都国民健康保険団体連合会

（以下「国保連合会」という。）と共に保険者支

援を行うことを目的とする。

(事　業）
第２条　保健師会は、次に掲げる事業を行う。

一　区市町村が実施する保健活動の支援

二　前号の事業を行うための情報交換及び調査研

究

三　研修会及び講演会等の開催

四　関係機関との連絡調整

五　その他保健師会の目的を達成するために必要

な事業

(会　員）
第３条　保健師会の会員は、本会の趣旨に賛同し、

東京都内で活動できる在宅保健師とする。ここで

いう在宅保健師とは、保健師資格を有し、常勤雇

用されていないものとする。

(総　会）
第４条　総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常

総会は、原則として年１回開催する。

２　総会及び臨時総会の招集は、会長が行う。

３　総会の議長は総会において互選し、議長は次の

事項について議決する。

一　事業計画及び予算に関すること

二　事業報告及び会計報告に関すること

三　その他、総会の議決を必要とすること

４　総会は、出席者の過半数をもって決するものとし、

可否同数のときは、議長の決するところによる。

（役　員）
第５条　保健師会に、次の役員を置く。

一　会　長　１人

二　副会長　２人

（１人は事務局の保健師とする。）

三　幹　事		若干名

（役員の選任及び任期）
第６条　会長、副会長、幹事は総会において選任する。

２　役員の任期は、１年として再任をさまたげない。

補欠役員の任期は、前任者の残期間とする。

（会長及び副会長の職務）
第７条　会長は、会務を総理し、会を代表する。副

会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あ

らかじめ会長が指名する副会長が、その職務を代

行する。

（役員会）
第８条　保健師会に、第５条の役員により構成する

役員会を置き、会長が必要に応じて招集する。　

２　役員会は、保健師会の運営及び事業の円滑な推

進を図るために必要な事項について協議する。

（費用弁償）
第９条　次の各号に掲げる場合は、費用弁償として、

１人１日につき2,000円を支給する。ただし、事務

局の保健師についてはこの限りではない。

一　地域の自主活動で保健事業等を実施したとき

二　役員が総会その他の会議に出席したとき

三　その他必要な場合

（事務局）
第10条　保健師会の事務局は国保連合会内に置く。

（経　費）
第11条　保健師会の運営に必要な経費は、予算の範

囲内で国保連合会が負担する。

	　　	附　　則　

　この要綱は、平成13年6月1日から施行し、平成13

年4月1日から適用する。　

	　　	附　　則　

　この要綱は、平成14年3月1日から施行する。　

	　　	附　　則　

　この要綱は、平成14年8月22日から施行し、平成14

年4月1日から適用する。　

　　　附　　則

　この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

　　　附　　則

　この要綱は、平成25年4月13日から施行する。

　　　附　　則

　この要綱は、平成26年4月11日から施行する。

　　　附　　則

　この要綱は、平成27年4月18日から施行する。

平成13年５月22日　制　定
平成14年２月８日一部改正
平成14年８月22日一部改正
平成24年４月１日一部改正
平成25年４月13日一部改正
平成26年４月11日一部改正
平成27年４月18日一部改正
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ギャラリーギャラリー

平成27年度
役員紹介

会　長

野呂　幸子
の ろ さち こ

副会長

河
こう

野
の

洋
よう

子
こ

幹　事

石山　道子
いしやま みち こ

樋口　義子
ひ ぐち よし こ
鳥谷　ツグヨ
とりたに つ ぐ よ

務 局 だ よ事 り

編集後記

【事務局】

東京都国民健康保険団体連合会　企画事業部　保健事業担当

〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-5-1　東京区政会館11階

TEL（03）6238－0150 FAX（03）6238－0033

カット：山中　房子

◆会員募集◆

一緒に学び、活動しませんか？
　「東京都在宅保健師の会」は区市町村をはじめとする地域の保健事業支援等
のための研修や最新情報の提供、及び会員相互の交流を図ることを目的とし
ています。
　◇東京都内で活動できる保健師資格を有する方
　◇常勤でお仕事をされていない方または臨時や嘱託で勤務されている方
　※現在の会員数　75名（平成28年２月１日現在）

■お問い合わせ及び入会につきましては事務局までご連絡ください。■

◆「東京都在宅保健師の会」ホームページ　◆

　東京都国保連合会のホームページに「東京都在宅保健師の会」のバナーを
設置し、会の活動等の情報を発信しています。毎年発行している会報や最新
の活動、さらに研修会・講習会の内容等もご覧いただけます。是非ご覧ください。
☞ホームページ　http://www.tokyo-kokuhoren.or.jp 
　　　　　　　　トップページ→「東京都在宅保健師の会」

　東京都在宅保健師の会が設置されて14年経ちました。発足以来、東京都国保

連合会の手厚いご支援により、会の活動も年々充実して参りました。特に地区

活動では東京都国保連合会が実施する「保険者支援事業」に毎年会員を派遣し

て頂き、今では人気の健康イベントとして、地域から期待されている事業もあ

ります。参加者の中には自分の測定値を経年的に追って見ながら健康習慣の確

立に励むなど、住民の健康意識が高まっていることを感じます。

　一方、高齢化や少子化、また国際化の進展や環境の変化等により、保健師の

課題や活動範囲も拡がってきましたが、会では毎年講演会や学習会を通し、新

しい知識や技術の習得に努めています。会報の写真でご覧頂けますように地区

活動に係る会員の表情は明るく熱意に溢れ、現役保健師に劣らないパワーがあ

ります。今後も東京都国保連合会に引続きご支援をお願いしながら、在宅保健

師の活動が地域の健康づくりに更に貢献できることを期待しています。

文・挿絵：副会長　河野洋子

石油系溶剤を含まないインキを使用しています。

内田　浩子
うち だ ひろ こ

（事務局）

地蔵菩薩（お地蔵様） 「ライオンのファミリー」
ウガンダ　クイーン・エリザベス国立公園

作成したきっかけは、50 代

半ばに、保健師先輩の仏像

の作品展を見に行ったこと

からです。長い間、看護の

仕事をしてきましたが、満足

のいく仕事ばかりではありま

せんでした。角材から仏像

を彫るということは大変で

すが、何も考えずひたすら

ただひたすら彫ると何故か

心が落ち着いてきます。時

間はかかりましたが、地蔵

菩薩が出来上がった半年後

に初孫が生まれ、お地蔵様

に守られている感じがします。

今は大日如来に取り組んで

います。　　　	（仲田秀子）

朝日が昇る頃、ロッジをでて草原に入ってすぐにライ

オン一家に遭遇。昨年は見られなかったので、これ

またラッキーでした！車は恐がらないので、ゆっくり

写真が撮れました。やはり本物バンザイです♪

（樋口義子）


