
Picture Introduction to Self-Control
絵でみる自己管理入門



About Diabetes
糖尿病とは

1

Diabetes occurs when the pancreas does not produce or secrete
enough insulin or when insulin does not perform effectively.
膵臓から分泌されるインスリンというホルモンの量や働きが足りないためにおこる病気です。

Stomach
胃

Blood
血液

Insulin is a hormone that sends
nutrients (glucose) from the blood
into cells of tissues and organs.
インスリンは、血液の中の栄養分（ブドウ糖）
を細胞に送り込む働きをしています。

Pancreas
膵臓

Glucose
ブドウ糖

Cells
細胞
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2 Causes of Diabetes
原因について

Diabetes may develop because of congenital conditions 
combined with one or more of the following causes.
生まれつきの体質と次のような誘因が重なって糖尿病になります。

Lack of exercise
運動不足

Overeating and overdrinking
食べ過ぎ・飲み過ぎ

Obesity
肥  満

Stress
ストレス
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Symptoms of Diabetes
症状について
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Get tired easily
疲れやすい

Frequent sores that are
likely to become infected
できものが出来やすい
傷が化膿しやすい

Frequently thirsty 
(polydipsia)
口渇・多飲

Diabetes usually 
has no obvious 
symptoms. However, 
subjective symptoms 
may be noted if 
blood glucose levels
are particularly high.
ほとんど無症状ですが、血糖
値がかなり高いと自覚症状が
現れることもあります。
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Polyuria
多尿

Always hungry 
(eating constantly but still not satisfied)
空腹（食べても食べても満足できない）

Sudden loss of weight
急にやせる

Diabetic coma
(causing a trip to the hospital in an 
ambulance)
高血糖昏睡（➡ 救急車で病院へ）

 Need to 

urinate 9,10,       

…15 times 

   a day?
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Diabetes may cause the following complications.
糖尿病の合併症には次のようなものがあります。

Complications
合併症について
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 Retinopathy
 (causes vision problems)
 網膜症（ものが見にくい）

Nephropathy
(kidney problems causing protein
in the urine and swelling in the legs)
腎症（尿に蛋白が出る／足がむくむ）

 Neuropathy
 (numbness in the legs) 
 神経障害（足がしびれる）

Protein
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Constipation 
or diarrhea
便秘・下痢

Brain infarction
脳梗塞

Myocardial infarction
心筋梗塞

Prone to infections
感染に弱い

Gangrene
 (foot ulcers)
壊疽（足の潰瘍）

Erectile 
dysfunction
ED（勃起機能の低下）

Periodontal 
disease
歯周病
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The following tests are used to help diagnose diabetes.
糖尿病の検査には次のようなものがあります。

Testing
検査について
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Fasting blood glucose
空腹時血糖

Blood glucose level before 
breakfast.
The normal range is 70–110
mg/dL.
朝食前の血糖値です。
正常範囲は 70〜110mg/dL

Hemoglobin A1c (HbA1c)
ヘモグロビンA1c（HbA1c）

Hemoglobin A1c (HbA1c), also called glycated 
hemoglobin, shows the status of blood glucose
control in the previous 1–2 months.
グリコヘモグロビンとも言います。
過去1〜2カ月間の血糖のコントロール状態がわかります。

Previous
1–2 months

過去 1 〜 2 カ月

Normal range is 
4.6%–6.2%

正常範囲 4.6 〜 6.2％

110

70
mg/dL
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Sugar in the urine
尿糖

Glucose appears in the urine when blood 
glucose levels are markedly high.
You can test the level yourself using test
paper.
血糖が著しく高くなると尿に糖が出ます。
自分で試験紙で調べることができます。

Oral glucose tolerance test
ブドウ糖負荷試験（OGTT）

This test can be used to diagnose diabetes 
and investigate the state of insulin secretion.
糖尿病と診断したり、インスリンの出具合を調べる検査です。

Other tests are used to look for complications of diabetes.
その他にも、合併症を調べるための検査もあります。

You can measure your 
blood glucose yourself.
血糖は自分で測ることもできます。
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時間

血
糖
値
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の 3 つの柱があります。

There are three approaches to the treatment of diabetes.
糖尿病の治療には

Three approaches to treatment
治療の3本柱

6

食事療法

運動療法

薬物療法

1. Diet therapy

2. Exercise therapy

3. Drug therapy
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Standard weight (kg) = 
    Height (m) × height (m) × 22
標準体重（kg）= 身長（m）×身長（m）×22

It is important to eat 
a balanced diet!
規則正しくバランスの
よい食事が大切です！

○ years old, light 
work, men, obesity
　　　⃝歳・軽労働
　　　　男・肥　満

The quantity of food intake is determined based on standard
weight calculation.
食事量は標準体重を基準にして決めます。

Diet Therapy
食事療法について
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Necessary caloric intake
必要なエネルギー量

Determine how many calories are required per day 
taking factors including age, sex, and amount of 
exercise into account.
年齢・性別・運動量などを考慮して1日のカロリーを決めます。
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Food Exchange Lists
食品交換表

The Food Exchange Lists describes foods by nutrient content, 
showing 80 kilocalories as 1 unit.
食品交換表は、栄養素別に食品を分け、その80キロカロリーを1単位として表しています。

The Cover of "The Food Exchange Lists for Dietary Guidance for Persons with Diabetes, 7th Edition" 
Edited and Authored by The Japan Diabetes Society.
Cited from the Japan Association for Diabetes Education and Care/Bunkodo 2013
日本糖尿病学会編・著「糖尿病食事療法のための食品交換表　第7版」表紙,　日本糖尿病協会・文光堂 2013年発行より引用

Food Exchange Lists

日本糖尿病学会編・著「糖尿病食事療法のための食品交換表」に関する記載・記述については、一般社団法人日本糖尿病
学会の引用許可を得ています。転用などを行う場合は必ず、該当する部分のデータあるいはプリントアウトを添付するな
どして、同学会の引用許可を得てください。
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表1

List 2
表2

List 3
表3

List 4
表4

List 5
表5

List 6
表6
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Seasoning
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If the Food Exchange Lists is used, then a large
variety of food can be enjoyed every day.
食品交換表を使えば、毎日いろいろ変化のある食事を楽しむことがでます。

Chapters 12 and 13 of "The Food Exchange Lists for Dietary Guidance for Persons with Diabetes, 7th Edition" 
Edited and Authored by The Japan Diabetes Society. 
Created based on the Japan Association for Diabetes Education and Care/Bunkodo 2013
日本糖尿病学会編・著「糖尿病食事療法のための食品交換表 第7版」12〜13頁、日本糖尿病協会・文光堂 2013年発行を参考に作成

日本糖尿病学会編・著「糖尿病食事療法のための食品交換表」に関する記載・記述については、一般社団法人日本糖尿病
学会の引用許可を得ています。転用などを行う場合は必ず、該当する部分のデータあるいはプリントアウトを添付するな
どして、同学会の引用許可を得てください。

12



Cooked rice 50gr
(half a small bowl)

ごはん  50g（小さい茶わん軽く半杯）

White bread 30gr
(about half a slice
of a 6-slice loaf)

食パン30g（6枚切 約半枚)

Udon (boild) 80gr
(1/3 ball)

ゆでうどん 80g（白玉うどん   玉）

Apple 150gr
(including peel and core 180gr)

りんご 150g（皮, 芯を含めて180g）

Horse mackerel 130gr
(with head, bones and internal 

organs 130gr)
あじ 130g（頭, 骨, 内臓付き 中1尾）

Chickin egg 50gr
鶏卵 50g（1個）

Pork loin 40gr (without fat)
豚ロース 40g（あぶら身除く）

Beef chuck loin 30gr
(without fat)

牛かたロース 30g（あぶら身除く）

Momen tofu; regular tofu 100gr
もめん豆腐 100g

1
3

List 1
表 1

●Cereals ●Potatoes ●Vegetables high in carbohydrates, 
nuts and seeds ●Beans (not including soybeans)
穀物、いも、炭水化物の多い野菜と種実、豆（大豆を除く）

List 2
表 2

Fruits
くだもの

List 3
表 3

●Seafood ●Meats ●Eggs, cheeses ●Soybeans and soybean products 
魚介、大豆とその製品、卵、チーズ、肉

Potato 110gr
(1, medium with peel)

じゃがいも 110g
（中1個 皮付き120g)

Pumpkin; squash 90gr
(1/8, small)

西洋カボチャ90g（小   個)

Strawberries 250gr
(including calyx 260gr)
いちご 250g（へたを含めて260g）

Japanese mandarin 
oranges 200gr

(including peel 270gr)
みかん 200g（皮を含めて270g）

Banana 100gr
(including peel and 

peduncle 170gr)
バナナ 100g（皮、柄を含めて170g）

Mackerel 40gr
さば 40g

Chapters 37–97 of "The Food Substitution Table for Diet Therapy for Diabetes, 7th Edition" 
Edited and Authored by The Japan Diabetes Society. 
Created based on data extracted from the Japan Association for Diabetes Education and Care/Bunkodo 2013
日本糖尿病学会編・著「糖尿病食事療法のための食品交換表 第7版」37〜97頁、日本糖尿病協会・文光堂 2013年発行より抜粋して作成

The amount of food in 1 unit.
1単位分の食品の分量です

1
8

日本糖尿病学会編・著「糖尿病食事療法のための食品交換表」に関する記載・記述については、一般社団法人日本糖尿病
学会の引用許可を得ています。転用などを行う場合は必ず、該当する部分のデータあるいはプリントアウトを添付するな
どして、同学会の引用許可を得てください。
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Consult your primary physician about alcohol consumption
アルコールについては主治医の先生にご相談して下さい

Milk (regular milk)
120mL

普通牛乳 120mL

Mayonnaise 10gr
(1 small tablespoon)
マヨネーズ 10g（大さじ軽く1杯）

300g of vegetables 
is one unit!

野菜は300gで1単位です！

List 4
表 4

Milk and dairy products
(not including cheeses)
牛乳と乳製品（チーズを除く）

List 5
表 5

●Oils and fats 
●Oily and fatty foods 
油脂、脂質の多い種実、多脂性食品

Seasoning
調味料

List
表 6

●Vegetables (not including some vegetables high in 
carbohydrates) ●Sea weed ●Mushrooms  ●Konnyaku
野菜（炭水化物の多い一部の野菜を除く）、海藻、きのこ、こんにゃく

Yogurt 120gr
(skimmed, sweetened

/whole milk, non-sugar)
ヨーグルト 120g（脱脂加糖、全脂無糖 )

Bacon 20gr
ベーコン 20g

Sugar 20gr
さとう 20g

Tomato ketchup
60gr

ケチャップ 60g

Miso 40gr
みそ 40g

Normal quantities of seaweed, mushrooms, and 
konnyaku contain few calories. You do not need to 
calculate the quantities that you eat.
海藻・きのこ・こんにゃくは、 日常食べる量ではエネルギー量はわずかなので食
べる量を計算する必要がありません。

Table luxuries
し好食品

Alcohol  アルコール Juice and candy  ジュース・お菓子

Beer 200mL
2/5 of medium-

sized bottle
ビール 200mL 中ビン

Shochu (25°) 50mL
焼酎（25度） 50mL

Shochu (35°) 40mL
焼酎（35度） 40mL2

5 Soft drink 200mL
1/2 to 2/3 of a can

清涼飲料200mL 　〜   本1
2

2
3

1/2 Manjyu;
bean jam bun 25gr

まんじゅう    25g1
2
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It is important to exercise every day.
運動は毎日少しずつすることが大切です。

Fast walking
速　歩

Exercise Therapy
運動療法について

8

Swimming
水　　泳

Exercise to music
ラジオ体操

Cycling
サイクリング

Anytime
いつでも Anywhere

どこでも
You can do it
by yourself

１人でも
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Make sure to consult your primary physician before starting 
a therapeutic exercise program.
運動療法については必ず主治医の先生に相談してから始めて下さい。

Patients with complications 
might be subject to 
exercise restrictions.
合併症のある方は運動が制限される
場合があります。

Patients using oral medication 
or insulin should take care 
regarding hypoglycemia. 
Make sure not to exercise 
on an empty stomach.
お薬やインスリンを使っている方は
低血糖に注意して下さい。
空腹時に運動をするのはなるべく
避けましょう。

Devices such as 
pedometers can be helpful!
歩数計などを利用すると便利です！
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Remember the names and dosages of the medications that 
you take.
自分が使っている薬の名前と量を覚えておきましょう。

Drug therapy includes both oral and injectable medications.
The type of medication prescribed is determined based on the
status of the disease.
薬物療法には、のみ薬と注射薬があり、病状によって使い分けられます。

Drug Therapy
薬物療法について

9

Oral medications
のみぐすり

Insulin
インスリン

GLP-1 receptor
agonists

GLP-1 受容体作動薬

17



Oral medications and injections do not cure diabetes.
You must continue with diet and exercise therapies.
のみ薬や注射薬は、糖尿病を治すものではありません。
食事療法・運動療法は続けなければいけません。

Take it regularly at 
the specified time!

決められた時間に！Do not stop taking 
your medications or 
increase the dosage 
without talking to 
your physician.
勝手に   止めない   増やさない！
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These are some symptoms of hypoglycemia.
低血糖の症状には、次のようなものがあります。

Precautions to Help Avoid Hypoglycemia
低血糖に気をつけましょう

10

Cold sweat and palpitations
冷汗・動悸

Weakness, abnormal hunger, 
and nausea
脱力感・異常な空腹感・はきけ

Tremors or shaking 
of the arms and legs
手足のふるえ

Headache, 
heavy feeling in 
the head, and 
dizziness
頭痛・頭が重い・めまい

Hypoglycemic 
coma
低血糖昏睡

Racing 
heart 
beat
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Hypoglycemia occurs when diet, exercise, and medication are out of
balance.
低血糖は、食事・運動・薬のバランスがくずれた時におこります。

If hypoglycemia occurs, eat some glucose or sugar.
低血糖がおきたら、ブドウ糖や砂糖をなめましょう。

If you miss a meal or eat 
later than usual
食事を抜いた時
時間がおくれた時

If you engage in exercise that is more 
intense than usual or exercise on an 
empty stomach
過激な運動
空腹時の運動

If you increase your medication 
dosage without permission
くすりを勝手に増やした時

Always keep some glucose* or sugar 
with you in case hypoglycemia occurs.
If your symptoms do not improve, go
to the hospital!
低血糖に備えて、ブドウ糖 * や砂糖を持ち歩き
ましょう。
症状が治らなければ病院へ！

＊If you are taking alpha glucosidase inhibitors, 
eat some glucose or drink water mixed with 
glucose.
α-グルコシダーゼ阻害薬を飲んでいる方は、ブドウ糖あるい
はブドウ糖を含む飲料水を摂取してください。
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Brush your teeth.
Thoroughly wash any 
false teeth.

歯をみがきましょう
入れ歯もしっかり洗いましょう

Make sure to 
keep your genital 
area clean.

陰部の清潔に心がけましょう

Treat tinea.

水虫は治しましょう

Treat any injuries, 
corns, or calluses.

傷・魚の目・タコは手当てしましょう

Do not cut your 
fingernails too 
short.

　　  深爪をしないように

Practice good personal hygiene
体の清潔に気をつけましょう。

Precautions for Daily Activities
日常生活で心がけること

11
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Regular health check-ups

Sun.
日

Mun.
月

定期検査

Always take your Diabetes Cooperation 
Notebook with you as well as some glucose, 
sugar, or sweets in case you experience 
hypoglycemia.
糖尿病連携手帳と、低血糖に備えてブドウ糖や砂糖・アメを
いつも持ち歩きましょう。

If you get fever or an upset stomach, go to 
the hospital without delay!
熱が出たり、お腹をこわしたら早目に病院へ！

Take care to lead a regular lifestyle and regularly schedule 
appointments for testing and check-ups.
規則正しい生活を心がけ、定期的な検査と診断を受けましょう。
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In addition to hyperglycemia, the presence of some diseases and 
conditions makes complications more likely to occur.
高血糖以外にも次のような病気や状態があると、合併症が起きやすくなります。

Precautions Other Than Blood
Glucose Levels
血糖値のほかの注意点

12

Obesity and metabolic syndrome
肥満・メタボ

Hypertension
高血圧

Dyslipidemia (hyperlipidemia)
脂質異常症（高脂血症）

Fat (cholesterol)
脂  肪 ( コレステロール )
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If there is a risk that your meal times will be significantly disrupted, 
consult your primary physician for advice before your trip.
食事時間が著しくずれる心配のある時は、前もって主治医の先生に相談しておきましょう。

Emergency 
provisions

非常食
Diabetes Cooperation

Notebook
糖尿病連携手帳

Oral medication 
and/or 
injections
のみ薬や
注射薬

When traveling overseas, 
take an English-language 
medical certificate with 
you.
海外旅行の時には、英文の診
断書を持っていくとよいで
しょう。

How to Enjoy Travelling
旅行の楽しみかた

13
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Do not be Fooled by Folk Beliefs
俗信にまどわされないように

14
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Consider where you will be living if evacuated during an 
emergency and keep some spare medications on hand for such 
situations.
もしもの時の避難先での生活を考え、薬の予備を用意して万一に備えましょう。

Disaster Preparedness
災害への備え

15
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You are Your Own Primary Physician
主治医はあなた自身です

16
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Take steps to control your diabetes.
糖尿病は自分自身でコントロールしましょう。
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