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　SGLT2阻害薬の発売から約半年がたち
ました。尿糖を増やして血糖を下げるとい
う作用機序の新規性ゆえに、当初、効果的
な使い方や安全性に不明点が多 あ々りまし
たが、徐々に糖尿病治療におけるポジショ
ニングが明らかになってきています。
肥満、若年の患者さんがよい適応
　糖尿病治療の目的は、インスリン作用不
全に伴う種々の代謝異常によって生じる合
併症を抑止することにあります。そこで従
来、インスリン分泌能や感受性に働きかけ
て血糖を制御する薬剤が使われてきまし
た。しかしSGLT2阻害薬は、インスリン分
泌能や感受性に、直接的には影響を与える
ことなく（影響を受けることもなく）、血糖降
下作用を発揮する点が特徴です。
　血糖降下以外にも尿糖排泄によるエネ
ルギー漏出の代償として内臓脂肪が燃焼さ
れて体重が減少します。それに伴い脂肪肝
やインスリン抵抗性が是正され、血圧や血
清脂質、尿酸といったメタボリックファク
ターの全般的改善にも益することが報告さ
れています。そうした作用によってSGLT2
阻害薬は血管保護的に働くと考えられ、長
期的には合併症に対して血糖管理から独
立した効果もあると考えられます。これら
を考慮すると同薬の積極的適応として、肥
満・メタボを基盤にした比較的若年の糖尿
病患者さんが挙げられます。

痩身、高齢、インスリン分泌能・
腎機能の低下例には要注意
　反対に注意が必要なのはどんな患者さん
かを作用機序から考えてみましょう。
　まず、尿糖排泄によるエネルギー漏出は肥
満者には有益であるものの、体内にエネル
ギーの貯蓄が少ない、やせている患者さんで
は問題になります。低栄養状態や蛋白の異
化亢進による筋肉の減少が起こるためです。
また尿糖が増えることから浸透圧利尿が起こ
り、脱水傾向を招きます。その影響で血栓が
形成されやすくなります。こうした問題は高
齢者においてより重要な注意点と言えます。
　さらに、高血糖の主要原因がインスリン
分泌能の低下と考えられる患者さんでは、
SGLT2阻害薬が利用可能な糖をさらに減ら
すことから、ケトーシス、ケトアシドーシスが
惹起されやすくなります。このほか、SGLT2
阻害薬の作用部位は腎臓であることから、
腎機能が低下している場合はその作用自体
が弱くなることが知られています。
特徴を生かすための併用薬
　ところで、SGLT2阻害薬はインスリン作用
を介さずに効果を発揮するので、他の経口
血糖降下薬との併用により上乗せ効果を得
やすいことも特徴です。同薬の血糖降下特
性をCGMで検討したところ、同薬は１日の血
糖値を全体に下げることが確認されました。
その一方、食直後の血糖上昇を抑える効果
は少ないようです。作用機序からは高血糖
の時ほど尿糖排泄が増えて食後高血糖を是
正するのではと思えますが、実際には腸管か
らの糖吸収速度に尿細管での糖排泄速度
が追いついていないものと考えられます。
　このような傾向を把握したうえで、低血
糖を起こしにくいという同薬のもう一つのメ
リットを生かしつつ治療を強化するには、
血糖変動抑制効果のあるDPP-4阻害薬や
グリニド薬、α-グルコシダーゼ阻害薬が、
理想的なパートナーとなりそうです。
療養指導での注意点
　SGLT2阻害薬は新規性が高く、副作用
の傾向も既存薬と異なるため、患者さんの
療養指導においても従来とは異なる注意
点がいくつかあります。
◇副作用対策
　尿糖が増えることで、尿路感染症や性器

感染症にかかりやすくなります。患者さんに
は、「尿意をがまんしない」「陰部を清潔に保
つ」「排尿痛や尿の濁りなどがあればすぐに
受診する」ことを伝えましょう。女性はこの
ような症状を訴えないこともあるので、受診
のたびに医療スタッフ側から尋ねましょう。
　その他、治験中にはみられなかった副作
用として、全身性皮疹・紅斑の副作用が報
告されています。
◇脱水への備え（特に高齢者）
　前述のように脱水には要注意です。特に
高齢者は体内の水分が少なく、口渇を感じ
にくくなっていることがあるので、夏場など
は喉が渇く前にこまめに水分をとることを
勧めましょう。
◇シックデイには休薬
　シッデイには発熱や食欲低下により脱水
が助長され、ケトーシスも亢進しやすくなる
ので休薬し、早めに受診するように伝えて
おきましょう。
◇自己判断での糖質摂取制限の禁止
　同薬による糖利用の減少に糖質摂取制
限が加わるとケトーシスになりやすくなりま
す。患者さんが医師や医療スタッフに相談
せず糖質摂取制限を始めるケースもあるの
で、その危険性を事前に十分伝えておく必
要があります。
◇食事・運動療法の継続
　同薬の服用により体重がやや減少しま
す。それによって食事・運動療法がおろそ
かになっては治療の意味が半減してしまい
ます。食事・運動療法が治療の基本であ
ることを、重ねて指導してください。
・SGLT（Sodium Glucose Transporter）：ナトリウム・
  グルコース共役輸送体と呼ばれるタンパク質の一種
・CGM（Continuous Glucose Monitoring）：持続血
  糖モニタリング
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に「違いがある」と回
答したものの、血糖変
動についての指導は、
74％が口頭での説明
や資料配布などの情
報提供にとどまってい
ました。また、血糖コ
ントロールに有効な食事法としては、86％が

「食物繊維を積極的に摂る」、76%が「食べ
る順番を工夫する」、71%が「栄養バランス
に配慮した献立」とのことでした。
　自由記述では、‘我慢、制約という概念
自体、無理がある。「低カロリー＝良い食事」
という考えも正す必 要があると思う’、

　「難しい」、「かなり難しい」を合わせて
98％の方が“難しい”と答えました。継続
するには何が難しいのかを聞いてみると、
72%が「毎日、毎食続けること」、56%が「食
欲を抑えること」、52%が「家族などの協力
が必要なこと」、51%が「栄養バランスを考
えた献立にすること」でした。
　血糖コントロールに直接影響する食事療
法は、患者さんにその意義を理解してもら
うことが大切です。そこで、日常的な血糖
変動を把握しにくい非インスリン療法患者
さんへ食事と血糖値の関係をどのように指
導しているか伺ってみました。すると、65％
の医療スタッフが日常的な血糖自己測定

（SMBG）実施の有無で食事療法の継続率

   糖尿病ネットワークを通して

医療スタッフに聞きました

Q. 糖尿病患者さんが食事療法を継続することについて、
　 どのようにお感じですか？
　食事療法は、患者さんにとって毎日実行しなくてはなら
ない最も身近な糖尿病治療です。食環境や食の好み、改
善点などは患者さん個々に異なることからオーダーメイド
の指導が求められるとともに、長期間にわたり継続しても
らわなくてはなりません。今回は、実際的な食事療法の現
状について伺いました。

［回答数：医療スタッフ156名（医師20、看護師47、管理栄養士61、薬剤師12、
臨床検査技師3、その他13など。うち日本糖尿病療養指導士38、糖尿病看護認
定看護師12）、患者さんやその家族411名（病態/1型糖尿病137、2型糖尿病
256、境界型7、その他11、治療内容／食事療法340、運動療法274、経口薬
199、注射薬24、インスリン療法211/重複回答有）］

n ＝ 156

かなり難しい
31％

糖尿病ネットワーク　http://www.dm-net.co.jp/

‘SMBGで実感してもらわない限り、食事療
法の意義について真の理解にはつながらな
い’、‘総カロリーから食事を考えるのは理
解が難しい’、‘患者さん全員に定期的、継
続的な指導が必要と思う’、‘多くの時間を
割いて栄養指導をやってきたが労多くして
功少なしと感じている’等の声が寄せられ
ました。

Q. SMBG実施の有無で
　 食事療法の継続率に違いは？
　　　　　　　　　      （n=156）   

とくに違いは
ないと思う

21%

その他 3%

わからない
11%

難しい
67％

Q. 血糖コントロールに
　 有効なことは？
　　　　　　    （複数回答可 n=156）

難しくない
2％

食物繊維を積極的に摂る　86%

食べる順番を工夫する　76%

栄養バランスに配慮した献立　71%

指示エネルギー量の範囲を超えない　53%

主食（ご飯やパン）を減らす　39%

低糖質な食品を選ぶ　37%

指示エネルギー量を満たす　18%

 健康食品を使う　2%

　 その他　6%

あると思う
65%

Q. 非インスリン療法患者さんには、
　 食前後の血糖変動を
　 どのように説明していますか？
　　　　　　　　         （n=156）   

SMBGを行って
説明

21%

その他 
7%

資料を渡すのみ
7%

口頭で説明
60%

とくに説明して
いない 5%



   糖尿病ネットワークを通して

糖尿病患者さんに聞きました

Q. 食事療法を続けていくことについて、
　 どのようにお感じですか？

●コメンテーター●

鈴木吉彦 （日本医科大学客員教授、
　　　　　　　　　ＨＤＣアトラスクリニック院長）

　SGLT2阻害剤治療が始まりました。

約半年までは食欲が増えないようです。

ケトン体の蓄積による食欲低下作用が、

食欲亢進作用と拮抗するからでしょう。

ただ半年を超えてくると体重が減りま

せん。これは、食事療法がゆるんでし

まうことが考えられます。糖質制限食

については日本糖尿病学会もアラーム

を出しています。では何を増やすの

か？という議論が必要です。筆者の場

合、表１を１単位、表３を１単位の補充

を許可する患者が増えてきました。こう

した試行錯誤は今後の議論のテーマ

になるでしょう。

　4人に1人が「とくに難しくない」と答えま
したが、「難しい」、「とても難しい」を合
わせて72％の患者さんは“難しい”とのこ
とでした。そのような中でも、食事療法を

「やめようと思ったことはない」と半数が回
答。頑張って取り組んでいる様子がうか
がえます。
　次に、患者さんは実際どのようなことを
実践しているのか聞いてみました。いつも
実践していることで多かったのは1型患者
さんでは「栄養バランスに配慮」60％、「市
販食品の栄養成分チェック」と「食べる順

n ＝ 411

番を工夫」が同数で45％、2型患者さんで
は「食べる順番を工夫」50%、「栄養バラン
スに配慮」と「糖質摂取量を減らす」が同
数で44%。また、血糖コントロールに有効
であると自ら実感していることとしては、

「主食（ご飯やパン）を減らす」57%、「食物
繊維を摂る」53%、「低糖質な食品を選ぶ」
48%でした。なお、糖質制限等について、
通院先で詳しい説明や実施の注意を受け
たことがある人は４割弱とのこと。
　医療スタッフへ望むこととして自由記述
では、‘とにかく長続きできるようなアドバ
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その他 4％

とても難しい
22％

イスと方法を’、‘現実的な指導を望む。外
食中心の独身男性に食品交換表で指導し
ても意味がない。自炊生活を勧められて
も困る’、‘糖尿病専門の医療機関以外で
は細かな栄養指導が受けられない’、‘カ
ロリーだけでなく糖質に関する詳しい説明
をしてほしい’、‘細かい単位計算は大きな
負担’、‘糖尿病は食事療法が処方の８割
と言ってもいいと思う。医者も食事療法を
勉強して’等々、とても多くの意見が寄せ
られました。

Q. 実践状況 （数値左：1型患者さん n=137、右：2型患者さん他 n=274）

             　　　　　　　　　
指示エネルギー量を超えない

指示エネルギー量を満たす

栄養バランスに配慮

食べる順番を工夫

カーボカウント

糖質摂取量を減らす

GI に配慮する

市販食品の栄養成分チェック

食事記録をつける

難しい
50％

とくに
難しくはない

24％

Q. 食事療法をやめようと思ったこと
　　　　　　　　　     　   （n=411）

その他 2%

とくにない
48%

何度もある
26%

ある
24%

いつも実践
36% ／ 32%

34% ／ 25%

60% ／44%

45% ／ 50%

41% ／ 22%

26% ／44%

12% ／ 11%

45% ／ 35%

21% ／ 15%

実践してない
29% ／ 27%

40% ／44%

 10% ／ 17%

24% ／ 25%

36% ／ 58%

34% ／ 21%

65% ／ 67%

24% ／ 31%

60% ／ 73%

ときどき実践  
35% ／41%

26% ／ 31%

30% ／ 39%

31% ／ 25%

23% ／ 20%

40% ／ 35%

23% ／ 22%

31% ／ 34%

19% ／ 12%
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ADAが1型糖尿病ガイドラインを改訂

低血糖を起こさずに血糖コントロールを
良好に維持
　最も大きな改訂は小児期の治療目標の
改訂で、以前のガイドラインではHbA1cを

「6歳未満は8.5％未満」、「6〜12歳は8.0％
未満」、「13歳以上は7.5％未満」を推奨して
いましたが、今回は1型糖尿病と診断され
た18歳未満の小児・若者は「HbA1c 7.5%
未満」と、目標値がより厳しくなっていま
す。従来は「厳格な血糖コントロールは低
血糖という代償をもたらす」と考えられてい
ましたが、「現在では治療法が進歩してお
り、低血糖を起こさずに血糖コントロールを
良好に維持できるようになってきました」と
ガイドイラン策定で中心的な役割を担った
ADAのジェーン チアン氏。
　また、高血糖の状態が長期間にわたると
引き起こされる心臓血管疾患や腎臓病など

の深刻な合併症は成人のみが罹
患すると考えられていましたが、小
児や若年期においても神経や認知
などの有害事象の初期発症リスク
を上昇させることがわかってきてい
ます。小児期の高血糖の持続によ
る影響を重視し、すでに「HbA1c 
7.5%未満」を推奨している国際小児・思春
期糖尿病学会（ISPAD）や米国小児内分泌
学会と足並みを揃えた形になりました。

患者に合わせた治療目標を推奨
　1型糖尿病は、インスリンが絶対的に欠
乏する「インスリン依存状態」を特徴とする
疾患。一般的には小児期に発症するケース
が多いものの、現実には患者さんの大部
分は成人であることに注意を促しています。

「1型糖尿病では集約的なインスリン療法が

　米国糖尿病学会(ADA)は、6月にサンフランシスコで開催された第74回学術
集会で1型糖尿病の臨床ガイドラインを改訂しました。

必要になりますが、杓子定規（one-size-fits-
all）の治療ではなく、個々の患者に合わせ
た治療でなければなりません」と強調して
います。

▶︎Type 1 Diabetes Through the Life Span: 
   A Position Statement of the American 
   Diabetes Association
   Diabetes Care July 2014 vol.37,no.7, 
   2034-2054
   http://care.diabetesjournals.org/
   content/37/7/2034

食品の栄養表示が変わる
消費者庁が新たな基準案を発表

栄養成分表示の義務化
　食品の栄養成分や賞味期限などといっ
た表示は、食品衛生法、JAS法、健康増進
法の3つの法律でばらばらに定められてい
ましたが、来年6月に施行される「食品表示
法」では、これらが一括されることになりま
した。新制度では、カロリー、たんぱく質、
脂質、炭水化物、ナトリウムの5つの項目に
ついて、加工食品などへの表示が義務づけ

られます。消費者にわかりづらかったナト
リウムは「食塩相当量」を必ず示すこととし、
飽和脂肪酸と食物繊維の表示も推奨され
ます。

栄養強調表示のルール改善
　「ノンカロリー」「低脂肪」「砂糖不使用」な
どの栄養強調表示については、例えば、「カ
ロリーハーフ」や「塩分○%カット」といった

表記は、比較する商品と
の相対値で25%以上の
差がないと表示ができな
くなります。また、現行で
はブドウ糖や果糖などの
糖類を添加していても、砂
糖が使われていなければ

「砂糖不使用」や「砂糖無添加」と表記でき
ましたが、今後は、「いかなる糖類も添加さ
れていない」、「糖類を使用した原材料を含
まない」等、より厳しくなるとのこと。カロリー
表示や糖類以外にも、たんぱく質、脂質、炭
水化物、塩分といった主要な栄養素につい
てもルール改善が適用される見込みです。

機能性表示も新制度を導入
　食品の成分がどのように体によいのかを
示す「機能性表示」も新制度を導入。安全
性や有効性についてヒトを対象とした試験
や研究論文で成果を実証すれば、企業の
責任で機能性を表示できるようになります。
これまで特定の機能を表示できるのは「特
定保健用食品」（トクホ）と「栄養機能食品」
に限られていましたが、今後これらとは別に

「健康維持・増進」の表示ができる第三の
制度を検討しているとのことです。

▶︎新食品表示制度について　消費者庁
　http://www.caa.go.jp/foods/index18.html

　食品の安全性や品質などを分かりやすく表示する食品表示法が来年施行されるのを前
に、消費者庁は表示基準案をまとめました。

1型糖尿病の血糖コントロール目標（米国糖尿病学会）
治療目標は患者の状態にもとづき個別に設定する

小児・若者（18歳未満）

成人

高齢者
　  健康な場合 *
　  治療強化が困難な場合（中程度）
　  治療強化が非常に困難な場合

　　  ＊共存症がなく、長寿命が期待される場合

7.5％未満

7.0％未満

7.5％未満
8.0％未満
8.5％未満

義務 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム

任意 推奨 飽和脂肪酸、食物繊維

その他 糖類、糖質、トランス脂肪酸、コレステロール、ビタミン類、
ミネラル類（ナトリウムを除く）

新基準案における各栄養成分の表示

出典：栄養表示に関する調査会（内閣府）

HbA1c
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スーパーやコンビニの弁当や惣菜に
「健康な食事」認証マークを導入

「健康な食事」がひと目でわかる
認証マーク
　コンビニやスーパー、宅配などで、手軽に
購入できる料理に、健康的な食事の基準を
満たしていることがひと目で分かるマーク
を付け、偏りのない健康的な食事がとれる
ようにすることを狙いとしています。
　炭水化物を多く含む米や麦などの主食、

たんぱく質や脂質の供給源である肉や魚介
類を使ったおかず類、ビタミンや食物繊維
を補給するサラダや煮物などの野菜を使っ
た料理——の3分野に分けて、それぞれ1食
当たりの摂取量の基準を設定。「主食」で
は食物繊維をとるため、玄米などの精製さ
れていない穀類を一定の割合で使っている
ことや、「主菜」ではたんぱく質の豊富な魚

介類や肉類、「副
菜」ではミネラル
摂取のための緑
黄色野菜を、そ
れぞれ一定量含
むといった内容
になるようです。
この基準をクリ
アしている商品
には容器や包装
に認証マークを

　厚生労働省は、国民の健康寿命を延ばすことを後押しする狙いで、コンビニやスーパー、
宅配サービスなどの弁当や総菜を対象に、栄養バランスなど一定の基準を満たす食品につ
いて、来年４月から「健康な食事」の認証マークを導入すると発表しました。

たばこ1本で寿命は14分短くなる

たばこ1本で14.4分の命が削られる
　放射線影響研究所の坂田律氏らによる
研究では、20歳までに喫煙を開始した人の
余命は喫煙しない人に比べて男性で8年、
女性で10年寿命が縮まることをつきとめ、
医学誌「ブリティッシュ メディカル ジャー
ナル」に発表されました。
　これを換算してみると、20歳前から1日に
20本、50年間たばこを吸っていた人が、一
生に吸うたばこの数は合計36万5,000本。
10年寿命が縮まるとして、タバコ1本では
14.4分寿命が縮まる計算になります。20本
入りのたばこ1箱で、なんと4.8時間の命を
削っていることに。また、たばこの害は喫
煙者だけでなく非喫煙者にも及ぼされま

す。非喫煙者のたばこの
害が喫煙者の10分の1とす
ると、たばこ1本の受動喫
煙で約1.4分寿命が縮まる
計算になります。

禁煙するとメリットいっ
ぱい
　禁煙の効果は、「息切れ
しにくくなる」、「食事がおいしくなる」、「肌
の調子が良くなる」、「部屋がきれいになる」
などたくさんあります。禁煙の効果は1分
後から現れ、8時間で運動能力が改善、24
時間で心臓発作の発症率が下がるなど、
継続時間が長くなるにつれてその効果が大

きくなるとか。失敗しても諦めずにチャレン
ジし続けることが大切なのです。

　厚生労働省の2011年の調査によると日本人の喫煙者は約2,100万人
で、喫煙率はいまだ2割（成人男性の32.4%、女性の9.7%）を超えていま
す。“喫煙は百害あって一利なし”であることは周知の事実ですが、喫煙
がどれだけ寿命を縮めるかをご存知でしょうか。

入れ、マークがついている食品であれば、
1食分の栄養バランスを確保できる仕組み
とする方針とのことで、今秋に報告書がまと
まる予定です。

将来は糖尿病患者向け食品も検討
　これまでにも「食事摂取基準」としてカロ
リーや食塩含有量などの目安が設けられて
いましたが、今回導入する制度の認証を受
けたものであれば、1食分の栄養バランスや
目標値に対してどの程度の割合を占めるか
が分かるようになることから、将来的には、
糖尿病患者などを対象にした食事や、介護
が必要な高齢者向けの食事でも同様の基
準を作ることも検討されます。

▶︎BMJ 2012;345:e7093
　http://www.bmj.com/content/345/bmj.
　e7093

▶︎日本人の長寿を支える「健康な食事」のあり方
　に関する検討会（厚労省）
　http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/
　2r9852000000ahdf.html#shingi128609

検討会資料より

マークを表示する料理のイメージ

非喫煙
喫煙

20歳までに喫煙を開始した喫煙者
（平均喫煙本数 23本/日）
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1920～45年に生まれた男性の35歳からの生存率
（非喫煙者と20歳までに喫煙を開始した者の比較）

喫煙習慣があると男性で8年、女性で10年、寿命が縮まる
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　株式会社三和化学研究所は、ヘモグロビンA1cを測定する分析装置「A1c iGear（アイギ
ア）S」を今年7月に、腎機能障害の早期診断に有用な体外診断用医薬品「バナリストエース
シスタチンC」を８月に新発売しました。

　「A1c iGear S」は、糖尿病における血
糖コントロール状態の指標となるヘモグロ
ビンA1c （HbA1c）を院内で測定する機器

（POCT）として2009年に発売された「A1c 
GEAR S」の後継機種です。同製品は、新
たにタッチパネル方式を採用し、操作性と
見やすさを向上させ、データ送信機能をつ
けることでデータの管理・分析が容易にな
りました。1μLという米粒の半分サイズの
血液検体をセットし、約６分で分析。その
場で結果を見ながら指導できるので、診察
室で大変重宝します。

製品紹介製品紹介

1μL（米粒の半分サイズ）でHbA1cを迅速測定！
カラー液晶タッチパネルで見やすくなった

「A1c iGear（アイギア）S」
＜本製品の特長＞
1. 患者負担を軽減
    　1μLの血液で検査可能
2. 迅速・簡単な測定
    　約6分で分析終了
3. 操作性と見やすさ向上
   　タッチパネル方式のカラー液晶、
　　日本語表示
4. データ送信可能
    　データ管理がカンタンに
5. メンテナンス不要
 　　すべての過程がカートリッジ内で完了

■主な仕様
測 定 項 目：ヘモグロビンA1c
測 定 時 間：約6分
検体必要量：全血1μL
同時検体架設数量：3検体
サ　イ　ズ：横227mm×縦293mm
　　　　　　×高さ293mm
重　　　量：7.5kg
製造販売元：株式会社サカエ
販　売　元：株式会社三和化学研究所

　慢性腎臓病（CKD）は国民病と言われる
ほど増加の一途をたどっています。腎臓の
主な機能は、血液中にある老廃物等を糸球
体で濾過し、尿とともに排泄することで、正
常な状態では糸球体での濾過量（GFR）が
一定に保たれますが、機能障害が発症する
とGFRが低下し、血液中のシスタチンC濃
度が上昇します。シスタチンCは、筋肉量や
食事、運動の影響を受けにくいため、高齢

腎機能障害の診断マーカーであるシスタチンCを迅速簡単測定！
「バナリストエースシスタチンC」

＜本製品の特長＞
1. 微量全血で測定
　　指先採血約6μLで検査可能
2. 迅速測定
　　測定時間は約7分30秒
3. eGFRを自動で算出
　　性別、年齢を入力するだけ

■主な仕様
測 定 項 目：シスタチンC
測 定 試 料：全血6μL
測 定 時 間：約7分30秒
測 定 範 囲：0.20～8.00mg/L
包 装 単 位：10回用
包装サイズ：縦58mm×横58mm×高さ100mm
貯 蔵 方 法：冷蔵保存（2～8℃）
有 効 期 間：製造後9ケ月
製　造　元：ローム株式会社
製造販売元：株式会社三和化学研究所

本製品に関するお問い合わせ先
●株式会社三和化学研究所 診断薬事業企画部 052－951－8130（代表）

者やアスリートの方でもより正確に腎機能
を測定でき、さらに初期段階（軽度から中
度）で腎機能障害を発見できることから早
期診断・治療に有用であることが知られて
います。
　「バナリストエースシスタチンC」は、腎機
能障害の診断マーカーとして優れた有用性
が認められている血中のシスタチンCを測
定するための体外診断用医薬品で、専用測

定装置「バナリストエース」に装着して測定
を行います。コンパクトな卓上型で、チップ
をセットしスタートボタンを押すだけの簡単
操作。約6μLという微量全血で患者さん
への負担も軽く、約7分30秒の迅速測定で
測定結果が出ます。さらに性別、年齢を入
力するだけでeGFR（推算糸球体濾過量）も
自動算出が可能です。
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半年間で20万回再生！
　「糖尿病3分間ラーニング」は、今年3月の
ネット公開から8月までに動画再生回数は
20万回以上、利用申請医療機関は200施設
以上、全国の医療機関や患者さんにご活用
いただいています。
　一方、院内のセキュリティ設定により動画
が再生できない、糖尿病教室などインター
ネット環境のないところで利用したい、院内
ビジョンで再生したい等々、当初からDVD
化の要望が寄せられ、その声にお応えすべ

く準備が進められてきました。
いつでも・どこでも
糖尿病が学べるように
　「糖尿病3分間ラーニングDVD」は、50
タイトルの動画をディスク1枚にまとめてい
ます。連続再生、個別タイトル再生に対応
する他、全編字幕付きで消音放映も可能。
また、初心者向けテーマをセレクトした

「基礎編」と重症化予防の大切さを学べる
「応用編」のプログラム再生2本も付属され
ています。ご購入は、糖尿病3分間ラーニ

動画50本を1枚のDVDに
「糖尿病3分間ラーニングDVD」
ついに発売！

　糖尿病の知識を約3分にまとめた糖尿病学習用動画「糖尿病3分間ラーニングDVD」が10
月1日より発売されました。“いつでも、どこでも”、必要なシーンでさらに便利にご活用いた
だけます。

靴ずれから、2週間で壊疽になる例も
　足病変を悪化に招く大きな原因は神経障
害と動脈硬化です。この２つを併せて持ち
やすいのが糖尿病患者さん。放置している
と悪化して潰瘍になったり、足の形が変形
したりさまざまな「足病変」が起こります。
　例えば、糖尿病の独身男性が、床でホッ
トプレートを使いひとり焼き肉パーティー。
お腹いっぱいになってその場でウトウト、
はっと目覚めたらホットプレートの上に足が
乗っかり、なんと自分の足が焼けていた！
足の感覚が鈍ると、こんな事態でも気づか
ないことが実際にあるそうです。また、靴
ずれを放置、そこから化膿、潰瘍が進み、
血管も詰まって（抹消動脈疾患）、あれよあ
れよという間に足の切断を余儀なくされる
方もいます。たった２週間で壊疽まで至る
例も。
　このような事態は、どうすれば防げるで

実例を見ながら皆で学ぶ
「足病変とフットケアの情報ファイル」がオープン

ングWEBサイト（http://www.dm-net.co.jp/
3min/）から。ぜひ、患者さんへの教育資材
としてご活用ください。

サイト紹介 ㊶ 

一般社団法人 Act Against Amputation（代表理事：杏林大学医学部形成外科・大浦紀
彦教授）は、糖尿病ネットワークに足病変のポータルサイト「足病変とフットケアの情報
ファイル」をオープンしました。足病変リスクのある糖尿病や腎臓病患者さんとそのご家
族、そして医療スタッフへ向けての情報発信が行われます。

しょうか。もちろん合併症が進まないよ
う血糖コントロールを良好に保つことが
大前提ですが、医療スタッフと患者さん
双方が足に対する危機意識を高め、日々
関心を持って足のチェックとケアを実践
することに他なりません。 
 
早期発見のきっかけに！
　同サイトでは、医療スタッフや患者さ
んが足病変に出会った時、どのように対
処すればよいかを経験豊富な専門家が
解説。公開されている100例以上の症例
写真と、患者さんの足を見比べながら、
あるいは自覚症状やリスクをチェックし
ながら、どのような足病変の危険性、可能
性があるのかを探すことができます。また、
糖尿病をはじめ、循環器内科、形成外科、
整形外科、皮膚科など、関連領域の医師に
よるリレー連載、体験談などの読み物、全

国の専門医療機関、義肢装具士監修による
足のケア・靴づくり、関連製品紹介、Q&A
など、さまざまな情報を発信、蓄積していき
ます。ぜひ、ご活用ください。

▶︎「足病変とフットケアの情報ファイル」
　http://www.dm-net.co.jp/footcare/

発売日：2014年10月1日
価格（税抜）：24,000円
収録時間：163分
販売元：株式会社創新社
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血管老化が糖尿病の悪化を誘発（6月9日）

　高カロリーの食事で引き起こされる血管
の老化が、筋肉でのエネルギー消費を阻害
して、肥満や糖尿病をさらに悪化させる悪
循環に陥る可能性があることが、新潟大学
などの研究で明らかになった。これまで糖
尿病で合併する血管障害は、糖尿病の病態
の結果と考えられてきた。今回の研究か
ら、血管の老化を抑えることで糖尿病の進
行を抑える可能性があるとしている。  
米国と英国で糖尿病が爆発的に増加

（6月19日）

　米国では糖尿病有病者は2,900万人（全
人口の9.3%）を超えており、そのうち4分の1
は未治療。20歳以上の3人に1人以上（37%）
に相当する8,600万人は、糖尿病と診断され
ないが血糖値が正常値よりも高い「糖尿病
前症」で、その割合は、65歳以上の人の
51%に相当するという。 英国でも320万人
が糖尿病と診断、85万人が治療を受けてい
ない。また、成人の35.3%が糖尿病前症と
みられている。 
一般用医薬品のネット販売スタート

（6月25日）

　一般用医薬品が改正薬事法の施行によ
り、インターネットでの販売がスタートした。
改正薬事法では医薬品の区分を見直し、第
1類、第2類を含むすべての一般用医薬品
を、インターネットや電話などで購入できる。
なお、一般用医薬品としての使用経験が少
ない「スイッチ直後品目」は、「要指導医薬
品」という新たな区分に位置づけ対面販売
に限定される。 
週2回のサッカーが血糖コントロールを改善

（6月25日）

　デンマークのコペンハーゲン大学スポー
ツ健康研究所のジェンズ バングスボ教授
らによる研究で、2型糖尿病患者がサッカー
を取り入れたトレーニングを週に2回、24週
間にわたり続けることで、血糖コントロール
の改善、腹部脂肪の減少、身体パフォーマ

ンスの向上が認められたことが明らかに
なった。
　　　　　　 2014年  7月
吸入インスリンと経口インスリンの開発

（7月2日）

　米食品医薬品局（FDA）は、速効型の吸
入インスリン（商品名：Afrezza）を承認した
と発表した。乾燥したパウダー状の薬剤を
吸入すると肺で溶解し、血流にとりこまれて
速やかに作用する。また、インスリンを飲
み薬として投与する経口インスリンの開発も
進められている。神戸学院大学の武田真
莉子教授らは、インスリンを経口剤として使
えるようにする技術を開発。2年以内に臨
床試験を始める計画とのこと。  
住む場所を選べば糖尿病リスクは低下

（7月11日）

　運動不足と住環境、糖尿病発症の関連性
をデータで示した研究が科学誌「プロス ワ
ン」に掲載された。カナダのトロント大学医
学部准教授で内分泌専門医のギリアン 
ブース氏らによるもので、日常生活での移
動の手段（徒歩、自転車、車など）と、それ
ぞれの健康状態を10年にわたって調査。
ウォーキングに適した公園や街路の多い地
域の住民は、2型糖尿病の発症率が低く、
そうでない住民に比べ、10年間の糖尿病発
症率が13%低下することが判明したという。 
インスリンが体内時計の調節メカニズムに
影響（7月18日）

　インスリンが体内時計の調節で重要な役
割を担っていることを明らかにした山口大
学時間学研究所の研究が、科学誌「Cell 
Reports」オンライン版に掲載された。膵臓
から分泌されるインスリンは、血糖値を一
定にコントロールするのに加えて、体内時計
のリセットにも関与している可能性があると
いう。  
血糖値を測定できるコンタクトレンズの
開発（7月18日）

　Googleの研究部門であるGoogle Xから、
製薬会社ノバルティスのアイケア部門である

アルコンが、スマートレンズ技術のライセン
ス供与を受けることが発表された。目の中
の涙液を継続的に測り、血糖値に換算して、
ワイヤレスでモバイル機器に送信するとい
う技術で、レンズを装着するだけで血糖値
を測定できるという。コンタクトレンズは5
年以内の実用化を目標にしている。
　　　　　　 2014年  8月

「うま味」には食欲を抑える作用がある
（8月1日）

　英国のサセックス大学のマーティン ユー
マンズ教授（実験心理学）らは、うま味の主
成分であるグルタミン酸とイノシン酸には、
食品をおいしく感じさせ、食事の満足感を
高める効果があることを発見した。
塩分とりすぎの糖尿病患者は心臓病リス
ク上昇（8月1日）

　日本人の2型糖尿病を対象とした前向き
コ ホ ート 調 査 で あ る「JDCS」（Japan 
Diabetes Complications Study）の結果を、
新潟県立大学人間生活学部の堀川千嘉氏
らが解析し、塩分とりすぎの糖尿病患者で
は心臓病リスクが2倍に上昇していたと発表
した。
インターバル速歩がインスリン抵抗性を
改善（8月8日）

　デンマークのコペンハーゲン大学のトー
マス ソロモン准教授（生物医学）は、イン
ターバル速歩が通常のウォーキングに比
べ、よりインスリン抵抗性を改善し、血糖コ
ントロールを向上させることを実験で確か
めた。 この研究は、欧 州糖尿病学会

（EASD）が発行する医学誌「ダイアベトロ
ジア」に発表された。 
SGLT2阻害薬の副作用を公表（8月29日）

　日本糖尿病学会「SGLT2阻害薬の適正
使用に関する委員会」は、SGLT2阻害薬が
発売されてから約4ヵ月半が経過し、副作用
が報告されたのを受け、SGLT2阻害薬の
適正使用を呼びかけるRecommendationを
公表した。8月17日の時点での各製剤の副
作用報告によれば、500例以上の皮膚症状、
200例以上の尿路・性器感染症をはじめ、
12例の重症低血糖、12例の脳梗塞、6例の
心筋梗塞・狭心症など重篤な副作用もあっ
た。

●各記事の詳細およびその他のニュースについては、
糖尿病ネットワーク（dm-net）の糖尿病の最新情報／資料室のコーナーをご覧ください。

糖尿病ネットワーク　http://www.dm-net.co.jp/



●各イベントの詳細や、このページに掲載されていないイベントについては、
糖尿病ネットワーク（dm-net）のイベント・学会情報のコーナーをご覧ください。
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10月～12月

2014年

10月～12月

2014年

第29回日本糖尿病合併症学会
第2群 2単位

［日　時］ 10月3日（金）〜4日（日）
［場　所］ 都市センターホテル　ほか
［連絡先］ （株）コンベンション・ラボ
〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本
6-4-12吉川ビル4F
Tel.042-707-7275　
http://jsdc29.com/
 

第36回日本臨床栄養学会総会
第35回日本臨床栄養協会総会

第12回大連合大会 
第1群 管理栄養士・栄養士 2単位

［日　時］ 10月4日（土）〜5日（日）
［場　所］ JPタワー ホール＆カンファレンス
（東京）
［連絡先］ （株）グラフティ
〒107-0052 東京都港区赤坂1-7-19キャピタ
ル赤坂5階
Tel.03-5545-5411　　
http://www.jcn2014.umin.jp/ 

日本糖尿病学会中国四国地方会
第52回中国四国地方会 

第2群 4単位

［日　時］ 10月24日（金）〜25日（土） 
［場　所］ リーガロイヤルホテル広島
［連絡先］ （株）共同
〒701‐0205 岡山県岡山市南区妹尾2346‐1
Tel.086-250-7681
http://www.convention-w.jp/jdscs52/
 
第51回日本糖尿病学会近畿地方会

第2群 4単位

［日　時］ 10月25日（土）
［場　所］ 大阪国際会議場
［連絡先］ 日本コンベンションサービス（株）
関西支社
〒541-0042 大阪市中央区今橋4-4-7　
京阪神淀屋橋ビル2F
Tel.06-6221-5933　
http://www2.convention.co.
jp/51jdskinki/recruitment.html

 日本糖尿病学会 中部地方会
第88回中部地方会

第2群 4単位

［日　時］ 10月26日（日）
［場　所］ 名古屋国際会議場
［連絡先］学会事務局
〒467-8601 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町
字川澄1　名古屋市立大学大学院医学研究
科消化器・代謝内科学内
Tel.052-853-8211　
http://www.jds.or.jp/modules/tyubu_t/
index.php?page=article&storyid=3
 

日本糖尿病学会 九州地方会
第52回九州地方会

第2群 4単位

［日　時］ 10月31日（金）〜11月1日（土）
［場　所］ ホテル日航熊本
［連絡先］日本コンベンションサービス（株）
九州支社
〒810- 0002 福岡市中央区西中洲12-33 福
岡大同生命ビル7F
Tel.092-712-6201　
http://www2.convention.co.jp/52jdsk/
 

第3回日本くすりと糖尿病学会
第1群 薬剤師 2単位、第2群 2単位

［日　時］ 11月2日（日）〜3日（月）（祝） 
［場　所］ アクロス福岡
［連絡先］ （株）JTBビジネスサポート九州 
ICS営業部内
〒810-0072 福岡市中央区長浜1-1-35 新
KBCビル6F
Tel.092-751-3244　
http://www.jpds2014.org/
 

日本糖尿病学会北海道地方会
第48回北海道地方会

第2群 4単位

［日　時］ 11月3日（祝）
［場　所］ 札幌プリンスホテル 国際館パミール
［連絡先］学会事務局
〒060-8556 札幌市中央区南1条西17丁目
札幌医科大学保健医療学部看護学科基

礎・臨床医学講座内
Tel.011-611-2111　
http://www.jds.or.jp/modules/hokkaido_
t/index.php?page=article&storyid=5
 

日本糖尿病学会東北地方会
第52回東北地方会

第2群 4単位

［日　時］ 11月8日（土）
［場　所］ 仙台国際センター　
［連絡先］学会事務局
〒980-8574 宮城県仙台市青葉区星陵町2-1
東北大学病院 糖尿病代謝科内
Tel.022-717-7611　
http://www.jds.or.jp/modules/touhoku_
t/index.php?page=article&storyid=3
 

第10回IDF（国際糖尿病連合）
西太平洋地区会議

第6回アジア糖尿病学会学術集会
第2群 2単位

［日　時］ 11月21日（金）〜24日（月）
［場　所］ サンテック シンガポール コンベン
ション＆エキシビション センター（シンガポール）
http://www.idfwpr2014.org/
 

第30回日本糖尿病・妊娠学会
第2群 2単位

［日　時］ 11月28日（金）〜29日（土）
［場　所］ 長崎ブリックホール　国際会議場
［連絡先］（株）クリエイティブツアーズ
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-13-11
Tel.03-3354-6155
http://www.dm-net.co.jp/jsdp/
 
第14回日本先進糖尿病治療研究会

［日　時］ 12月6日（土）
［場　所］ あわぎんホール（徳島県）
［連絡先］（株）インターグループ
〒531-0072 大阪市北区豊崎3-20-1インター
グループビル
Tel.06-6372-9345
http://asindtj.org/index.html

日本糖尿病療養指導士認定更新に取得できる単位
数をイベント・学会名の横に表示しています。

［第1群］は自己の医療職研修単位。
［第2群］は糖尿病療養指導研修単位。
表示のないものは、現在申請中あるいは未定です。
詳細は各会のHPをご覧ください。
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■SGLT2iは食後･空腹時どちらを下げる薬
　ですか？
　本剤は食後・空腹時のどちらも血糖依
存的に下げる薬です。イプラグリフロジン
治験時に「血糖日内変動試験」が行われ、
両方を下げたデータが発表されています。
またカナグリフロジン、ダパグリフロジンの
国内試験でも同様です。しかし空腹時血
糖があまり高くない症例では、空腹時は大
きな変化がないので、当然のことながら食
後の血糖改善がみられるようになります。
■SGLT2iと糖質制限食とは同じことと考
　えて良いでしょうか？
　またSGLT2i服用時の食事療法は？
　体内の糖の流れは両者間で有意な相違
をもたらします。糖質制限食では、腸管か
ら門脈を経て肝臓に直接流れ込む食事由
来の糖質量は減りますが、SGLT2iでは減っ
ていません。このような違いが存在するた
め、患者さんには“食事を減らすのと同じこ
と”と安易に考えないように指導しておかね
ばなりません1）。
　適切な食事療法は特に重要です。例え
ば、夕食で米飯など主食を抜く例には、極
端な糖質制限にならないように指導します。
糖質不足の状態では体内脂肪の分解では
間に合わなくなり、筋肉分解に至る可能性
が出てきます。SGLT2i使用時の尿中ケトン
体出現は、脂肪分解の亢進時に認められ
るので一概に悪いとは言えませんが、イン
スリン分泌力低下が顕著な2型糖尿病例で
は危険信号です。個々の病態をしっかり捉
えることが大切です。
　なおSGLT2iを糖尿病マウスに投与した
試験では、自由摂食量の増加が知られてい
ます2）。ヒトでも理論的な体重減少に比較し
て、実際はその1/3程度に留まっています。
その理由としてEle Ferranniniは食事摂取
量の増加によるものと報告しています

（unpublished）。これだけではないとは思
いますが、患者さんには服用8週間で体重

減少が止まり始める頃、食事の注意をもう
一度促すことがポイントです。
■SGLT2iで血圧が下がりますが、作用機
　序から考えるとNa＋の尿中排泄増加によ
　る降圧と考えて良いのでしょうか？
　ここは議論の多いところで、SGLT2iはグ
ルコースとNaのトランスポーターですから、
阻害によるNa尿中排泄増加での降圧と私
も考えていました。ところが、SGLT2iによ
るNa再吸収抑制があっても遠位尿細管で
再吸収が亢進するため、尿中へのNa排泄
増加はないようなのです。従ってSGLT2i
による降圧は、グルコースにより尿細管内
の浸透圧が上昇し、これを等張に保つため
水再吸収が減少する「浸透圧利尿」が主作
用と考えらます。さらに体重減少後はイン
スリン抵抗性改善による降圧も加わるで
しょう。
■eGFRが低いとSGLT2iの効果が少ない
　とのことでしたが、SGLT2iは腎臓に対し
　てどのような影響を与えますか？ 
　糖尿病性腎症の早期に生じる糸球体濾過
量（GFR）の 増 加 を 糸 球 体 過 剰 濾 過

（glomerular hyperfiltration）といい、腎
症悪化と関連する重要な要因です。近年、
動物モデルでフロリジンを投与すると糸球
体過剰濾過が改善することがわかり、尿細
管糸球体フィードバック（TGF）機構への
SGLTの関与が言われています3）。海外で1
型糖尿病患者40例にエンパグリフロジンを
8週間投与したところ、糸球体過剰濾過の
ある患者ではGFR値が 改善したため、
SGLT2iはTGFを介した腎保護作用を持
つことが報告されています4）。カナグリフロ
ジンでは糖尿病性腎症の進行抑制を期待
して国際共同試験（CREDENCE試験）が
開始されています。なお実臨床ではeGFR
が低い症例（30mL/分/1.73㎡未満）におい
て著しくその有効性が落ちますので、少なく
とも50mL/分/1.73㎡以上の症例に使用す
るのが良いと考えます。

加藤光敏（加藤内科クリニック院長  東京・葛飾区）

●本誌のバックナンバーは糖尿病ネットワーク（http://www.dm-net.co.jp/）で公開しています。

■メトホルミンとの併用は良いでしょうか？
　SGLT2i投与で尿中に糖が排泄され、補
充として肝の糖新生を増加させるためにグ
ルカゴン濃度が上昇します。メトホルミンの
グルカゴン抑制作用を考えると両者は有効
性の高い組み合わせです。しかし、脱水時
にはビグアナイド薬による乳酸アシドーシス
の可能性が高まるなど、高用量では注意を
要します。また肝糖新生が抑制され、さら
に摂取糖質低下は低血糖になりやすい状
況です。有効性が高いだけに副作用にも
注意が必要です。
■市販後特に副作用として注意すべきもの
　がありますでしょうか？ 
　皮膚関連の副作用は治験時にも報告さ
れていましたが、市販後の皮疹･紅斑報告
はかなり増えています。皮疹･紅斑の発現
は、特に投与１〜２週以内が目立っており、
Stevens Johnson症候群が疑われる症例も
報告されています。患者さんにもしも皮膚
症状が出たらすぐに服用を中止し、主治医
への報告と速やかに皮膚科受診が必要と
いう初期の服薬指導が必須です。もう一つ
はインスリンとの併用で重症低血糖が複数
報告されています。これを防ぐためには、
あらかじめインスリンを減量、血糖測定回
数を増やす、初めの1〜2週はSGLT2iを半
量から始めるなど、万が一の重症低血糖を
予防する心構えを忘れてはいけません。
　その他予想されている低血糖、体液量減
少（脱水）、脳梗塞、尿路・性器感染症など、
副作用報告は高齢者症例で多く、やはり
65歳以下の肥満例への使用が無難と考え
ます。日本糖尿病学会の2014年8月29日
付け「S GLT2阻害薬の適正使用に関する
Recommendation」５）もご確認下さい。
◆まとめ
　SGLT2iは、血中インスリンの状態によら
ない血糖低下作用をもたらす新たな薬剤で
す。確実な体重減少作用を持つSGLT2iは
これまでにない薬ですが、難しい薬でもあ
ります。適正に使用されることで、短･長期
的な安全が確立されることを願います。

  1）川浪大治ら Prog Med.34(4) p53-56,2014
  2）Nagata T et al. Br J Pharmacol :170:519-
     531,2013
  3）羽田勝計 Prog Med.34(4)ｐ49-52,2014
  4）Cherney ZDI  et al. 129:587-597,2014
  5）http://www.jds.or.jp

第16回 SGLT2阻害薬 （4）
  糖尿病治療薬の特徴と服薬指導のポイント

　SGLT2阻害薬（以下SGLT2i）は、すでに５剤が発売されました。長岡市での講演のおり、質
疑応答で12もの質問を受け、やはり難しい側面を持つ薬なのだとつくづく感じました。今回は、
医療スタッフが知っておくべき重要な内容について、質疑応答形式で解説したいと思います。


