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コーヒーと消化器系疾患との関係
嗜好品であるタバコが健康に害はあって利はない、

情で、その理由は、喫煙、飲酒、環境、人種、年齢、

ということに異論はないと思います。では、嗜好品

性別などの影響を完全に排除してコーヒーだけの影

であり食品でもあるコーヒーはどうでしょうか。刺

響力を解析することが難しいからでしょう。

激物、カフェイン、のイメージから体に悪いという

ただ、明確に「有害」とする意見は少なく、肝臓

考えも生まれるかもしれません。実際にコーヒーと

にとっては好意的な考えが優勢です。その機序は成

健康に関する研究は古くから続いています。

分の抗酸化作用など諸説あります。そして今年の

世界中から報告されるコーヒーの摂取と健康に関

7 月には有名医学雑誌（Ann Intern Med. 2022

する主な研究手法は、多くの人（住民）を対象に、

;175:909-917.）から、コーヒーを飲む習慣がある

日常的なコーヒーの摂取量と様々な疾病の発生状況

人は全く飲まない人より長生きするようだ（1 日 4.5

を、長年追跡調査するものです。

杯まで、インスタント、砂糖入りも OK）
、という

2022 年現在、コーヒーの摂取と主な消化器系疾
患の関係に対する世界の考えはおおまかに、

報告が出ました。
今回申し上げたいことは、健康のためにコーヒー

食道がん：不明。

を飲みましょう、ということではありません。コー

胃がん：不明。

ヒーの摂取にも「加減」は必要で、カフェイン、砂

胃・十二指腸潰瘍：なさそう。罹患中は控えるべき。

糖の摂りすぎは健康を害するでしょう。何より重要

胸焼け・逆流性食道炎：あるかもしれない。罹患中

なのは、その方に存在している明確な病気のリスク

は控えるべき。

を排除することです。例えば、肝硬変や肝臓がんは

肝臓がん：おそらく予防する。

C 型、B 型肝炎の駆除、飲酒制限、胃がんはピロリ

肝硬変：予防する可能性あり。

菌の駆除、大腸がんはポリープの内視鏡治療、が最

大腸がん：予防する可能性あり。

良の予防手段です。兎も角、コーヒーを楽しむこと

膵臓がん：男性では予防する可能性。

は体に悪いことではないようです。

胆嚢がん：不明。

渡邊 真彰（消化器内科）

といった具合です。現在でも不明点が多いのが実

撮影協力：コーヒーとタイヤキのカラク（北本市のコーヒーショップ）
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関節リウマチ
現在日本には、７０万人以上の関節リウマチ患者さ

ます。新しい薬が次々と開発され、症状を消失させた

んがいるといわれています。「女性がなる病気」と思

状態「寛解」を目標に、さらに「寛解の維持」を目標

われがちですが、男性の患者さんも２割ほどいます。

とする時代になりました。これらの目標を達成するた

「朝、手がこわばる」「節々が腫れて痛い」、
「だるい」

めには、関節リウマチでは早め早めに治療することが

などのつらさをなかなか他人に理解してもらえない関

とても大切です。一方、患者さんの中には、長い間関

節リウマチは、進行すると関節が変形し日常生活に支

節リウマチに悩まされている方もいらっしゃいます。

障を及ぼすこともあります。このため昔から「なかな

他に病気を患っていたり、お仕事やご家族の都合、病

か打つ手がない」、「一生、痛みと付き合っていかなけ

気に対するお考えなど、実にさまざまな方がいらっ

れば」という印象を持たれていました。

しゃいます。決して同じではありません。どなたにとっ

今日では、関節リウマチの治療は大きく進歩してい

正常な関節
正常滑膜
滑膜

ても、最善の関節リウマチ治療でなければなりません。

関節リウマチの関節
滑膜の炎症
滑膜の

当院リウマチ・膠原病内科では、複
数の抗リウマチ薬（ヤヌスキナーゼ阻
害薬や生物学的製剤など）を用意して
積極的に関節リウマチ治療を行ってお
ります。そして、ひとりひとりにとっ
て最善の治療になるように、その目標
を患者さんと一緒に立てて診療するこ

軟骨
正常軟骨

とに努めています。

骨・軟骨破壊

田中 住明（リウマチ・膠原病内科）

もっと治験 Vol.18
～

このコーナーではみなさまに治験をもっと身近に感じて頂けるような情報をお届けします

～

「自分が飲んでいる治験薬は、有効成分の入ってい
るもの？それとも有効成分の入っていないプラセ
ボ？」
自分がどちらの治験薬を服用しているのか、治験
参加中は知ることが出来ません。
でも、治験が終了した数年後には、キーオープン
といって自分にどちらが処方されたのかが明らか
になります。希望されればご自身の結果を知るこ
とができますので、ご興味のある方は是非お申し
出ください。
嶋村 静江（治験管理室）
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北本さくらクリニック
住

所：北本東間 5-64

電

話：048-540-2525

院

長：岡野 孝雄 先生

院長
岡野 孝雄 先生

診療科目：内科、胃腸科、外科
一言ＰＲ：ベルク北本東間店の

至行田

幸楽苑
さいたま鴻巣線

南隣り旧中山道沿いで、内科・
胃腸科・外科診療を行っており

陥入爪・粉瘤腫の処置など、か

あずま通り

業務スーパー

ます。経鼻内視鏡・大腸内視鏡
検査をはじめ、生活習慣病や、

GS 宇佐美セルフ

ケーズデンキ

当院

ベルク

57

至上尾

17 蓮田鴻巣線

旧中山道
北本駅から
旧中山道徒歩約 20 分

高崎線 / 湘南新宿ライン / 上野東京ライン

至鴻巣駅

至北本駅

かりつけ医として患者さんの身
近に寄り添える診療を心がけて

診療時間

月

火

水

木

金

土

おります。今後往診も承りたい

9:00～12:00

〇

〇

〇

〇

〇

〇

15:00～18:30

〇

〇

〇

〇

※

と思います。

日・祝

※土曜日午後のみ 15:00 〜 17:00 までの診療時間となります。

愛の町ポピークリニック
住

所：鴻巣市愛の町 44

電

話：048-595-1041

院

長：宮本 修悟

先生

院長
宮本 修悟 先生

診療科目：一般内科、心療内科、
精神科
一言ＰＲ：十年余りの社会人経
験をへて医師となりました。ご
高齢の方はもちろん、働く人に
も通いやすいよう、土日や遅い

三ツ木

当院
三ツ木
神社

17
文 赤見台
○
第二小学校

高崎

線

あいのまち
動物病院

赤見橋

北鴻巣

時間を診療時間としています。

北鴻巣

始めたばかりのクリニックです
が、一人一人の患者さんを大切
に、安心して頂けるかかりつけ
医になれますよう努めます。

受付時間

月

火

水

木

11:00～14:00

〇

16:00～19:00

〇

土

日

祝

〇

〇

〇

※

〇

〇

〇

※

※水、木、土、日曜日が祝日の場合は開院します。
※受付時間は終了 30 分前までです。
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COLUMN 「にゅ～とりしょん」

糖尿病患者さんと災害の備えについて
近年、地震や大雨など自然災害が多く起こり、災害

下薬やインスリンの打ち方については、事前に医師に
相談しておくといいでしょう。

が身近になってきています。
「自分は大丈夫」と思っていませんか？度重なる災

＜糖尿病患者さんの避難袋に入れていきたいもの＞
①糖尿病連携手帳：糖尿病の管理状況が分かります。

害に慣れてしまっていませんか？
災害時は、備蓄で対応することや避難する可能性も

②お薬手帳：現在の薬物療法の状況が把握できます。

あり、そのときに全てを準備する時間も物も余裕もあ

③内服薬・注射薬（針、アルコール綿）：治療の継続

りません。今から、出来ることを準備し、緊急時に備

が出来るようにします。
④自己血糖測定器：持っている方は持っていきましょ

えましょう。
糖尿病は、慢性的に血糖値が高い状態が続く疾患で

う。血糖値の把握が出来ます。

す。血糖コントロールを良好に保つことで、合併症を

⑤靴下：足を守ります。（白系の色がお勧めです）

予防し、現在の同様の生活を送ることができます。

⑥マスク、手指アルコール、ウエットティッシュ等衛

しかし、血糖コントロールが不良な場合は、感染し

生用品：衛生環境を維持します。

やすい状況にあり、負傷した際は傷が治りにくいと言
われています。災害時は、普段の衛生状態を保つこと
や、バランスの良い食事を摂ることが出来ないことも

＜食料の備蓄について＞
１年に１回は見直して、賞味期限を確認しましょう。

考えられ、過度なストレス・脱水等も加わると、血糖

普段から食べているものを入れておくと、安心感にも

値が悪くなりやすいです。日頃から血糖値を良い状態

繋がります。

に保つことは、非常時に自身を守ることに繋がります。

①食料：最低３日分

糖尿病は、目で見ても分かりません。災害時、避難

不足しやすい食物繊維が摂れる様、野菜が多

先では、スタッフへ自分は糖尿病であることを伝えま

く含まれるレトルトや野菜ジュースがあると
ビタミンやミネラルが少しでも摂れます。

しょう。災害
時においても、

②水分：最低３日分

最低限の管理
が出来るよう
治療を継続す
ることが必要
です。このよ
うな非常時に

災害時等の緊急時、具合が悪いときは遠慮せずに、
医療者に相談して下さい。
糖尿病は、慢性疾患です。緊急時は、最低限の治療
が出来るように日頃から準備し、血糖
コントロールを行っていきましょう。

おける血糖降
森 真希（栄養科 糖尿病療養指導士・DMAT）

合同防災訓練における活動風景

編集後記
今年の夏はとても暑く、天気予報
で熊谷市の「予想最高気温 41℃」
を見てビックリしました！日本気象
協会は今年、40℃以上の日を「酷
暑日 ( こくしょび )」、と呼ぶことに
決め、今後、どんどん予報用語が増
えていきそうですね。
そんな暑い夏でしたが、子どもと
一緒にカブトムシ捕りやプール遊び、

川遊びや花火などをやって夏を楽し
みました。また有名かき氷店に行っ
て食べたかき氷は最高に美味しかっ
たです。
未だ新型コロナウイルス感染症の
流行が続いているので、感染対策を
しっかりして、体調管理には十分気
を付けて過ごしたいです。（岩）
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