
運動がマイオカイン活性を上げる
　糖尿病治療の最近の進歩というと、新薬
の上市が続く薬物療法や糖質制限の論争
が喧しい食事療法が話題になることが多い
ですが、運動療法の研究も確実に進歩して
います。その一つが「マイオカイン」の研究
です。
　マイオカインとは骨格筋から分泌される
サイトカインの総称です。種々のマイオカイ
ンは、筋肥大促進、インスリン感受性亢進、
抗炎症、骨形成促進など多彩な作用をもっ
ています。マイオカインは身体トレーニング
によって分泌が増加し、熱産生と酸素消費
を増加させ、インスリン抵抗性や耐糖能を
改善します。反対に運動不足によってマイ
オカインの分泌・活性が低下すると、糖尿
病をはじめとする生活習慣病が発症しやす
くなります。ただしマイオカインについては
未知の部分も多く、作用や測定法に関して
の異論もあり、今後のさらなる研究が期待
されます。
運動は異所性脂肪を減らす
　筋肉や肝臓に蓄積した異所性脂肪と運
動の関係も近年注目されています。異所性
脂肪は皮下脂肪、内臓脂肪に続く“第三の
脂肪”と呼ばれ、それによって生じる脂肪
毒性が慢性炎症などを惹起して糖代謝異
常や臓器障害につながります。
　運動療法が内臓脂肪を減少させてメタ
ボリックシンドローム（Ｍet-S）を改善するこ
とはよく知られていますが、実は異所性脂

肪も運動によって効率よく減少するのです。
異所性脂肪は糖尿病に伴うことの多い脂
質異常症や非アルコール性脂肪性肝疾患

（NAFLD）の主要な原因でもあることから、
糖尿病に対する運動療法は糖尿病のみで
なく、その併発症をも改善する、実に費用
対効果の優れた治療法と言えるでしょう。
高齢患者さんでも確実な効果
　異所性脂肪が問題となりやすいのは肥
満やＭet-Sの患者さんですが、一方で糖尿
病の実臨床では現在、やせやロコモティブ
シンドローム、サルコペニアが問題になりや
すい高齢者の割合も増えています。そして
高齢患者さんへの効果的な運動処方の研
究も着実に進んでいます。
　一般に、加齢に伴いインスリン感受性は
低下しますが、有酸素運動の継続によりイ
ンスリン抵抗性が改善します。しかし高齢
者を対象とした私たちの検討では、有酸素
運動のみではインスリン抵抗性改善の程度
がわずかで、軽度の負荷をかけた筋力トレー
ニングを併用することでより大きくインスリン
感受性が亢進し、かつ筋力も向上します。
つまり、高齢者に対する適切な運動処方が、
糖尿病治療のみでなくサルコペニア等の予
防・改善という点でも欠かせないということ
です。なお、運動のトレーニング効果は３日
で消失するため、運動実施日の間隔を２日
以上あけないように指導しましょう。
エビデンスの蓄積も着々と
　EBMにおいても運動療法は進化してい
ます。既に本誌No.31（2012年）で新しいエ
ビデンスを若干紹介しましたが、その後も
多数の報告が続いています。例えば、日本
人２型糖尿病患者を対象とした大規模臨
床研究であるJDCSからは、余暇時間の運
動量を三分位に群分けすると、高運動量群
は低運動量群に比し有意に脳卒中発症率
が低いことが報告されました。
　また、メタアナリシスの結果から、糖尿
病患者の運動量が増えると、心血管疾患リ
スクが低下（1メッツ・時／日あたり−7.9％、
1,000kcal／週あたり−13.3％）するだけでな
く、全死亡リスク低下（同順に−0.95％、−
14.9％）というベネフィットも得られるとの
報告があります。

なによりも安静がよくない
　このように運動療法の研究は着実に進歩
しているのですが、では実際にその成果が
臨床に生かされているのかというと、やや心
もとない面があります。日本糖尿病学会の
調査委員会（委員長：佐藤祐造）が実施した
運動療法に関する調査では、糖尿病患者の
うち‘運動療法をしている’は52％にとどまり、
残りは‘運動療法をしていない’か‘ 以前はし
ていたが今はやっていない’で、その理由は

‘運動する時間がない’が41％でトップを占め
ていました。このことから、ふだんの生活の
中で運動療法を行う時間を新たに作ること
が、大きなネックになっていると言えます。
　しかし、これに関しても最新のエビデン
スから答を得ることができます。例えば、２
型糖尿病患者を対象とし安静にしている時
間の長さで三分位に分けOGTTを施行した
ところ、安静時間が長い群ほど糖負荷２時
間値が高いこと、安静時間の増加は運動時
間の増加の効果を凌駕して心血管疾患危
険因子を増やすことなどが海外から報告さ
れています。つまり、運動指導の前にまず

「安静にしている時間を減らすこと」が肝要
ということです。また運動継続率を高める
施策としては、診察機会２〜５回に１回の
頻度で指導すると、それ以下の頻度での指
導より有意に運動継続率が向上することを
私たちは報告しています。
　生活習慣病の代表である２型糖尿病は、
運動療法の効果を最も生かすことのできる
疾患です。このような研究の進化を日々の
臨床に取り込み、患者さん個々の病態とラ
イフスタイルにあわせて、療養指導を深化
させていただければ幸いです。

        ・・・主な内容・・・ 
●ネットワークアンケート ㊺
　眼科・歯科での定期検査
●今号のトピックス
　第3次対糖尿病戦略5ヵ年計画
　糖尿病患者さんは骨折に注意
　微量アルブミン尿で腎症を早期発見
●サイト紹介 ㊸
　グリコアルブミン情報ファイルPro.
　スローカロリー研究会が設立
イベント・学会情報
数字で見る糖尿病 ㊶
糖尿病治療薬の特徴と
　服薬指導のポイント ⑲

運動療法：新しいエビデンスと指導方法

愛知みずほ大学大学院人間科学研究科
特任教授

佐藤　祐造

医療スタッフのための 糖尿病情報BOX&Net.─No.45.　7. 2015

2015年7月1日号／監修・企画協力：糖尿病治療研究会　企画・編集・発行：糖尿病ネットワーク　www.dm-net.co.jp

No.45



歯
科

眼
科

歯
科

眼
科

ついての確認は、眼科で
は83％、歯科では44%で、
確認方法は「患者さんと
の会話、口頭で」が8割前
後と両科トップを占めま
した。このような関連他
科との情報連携推進の
一環として、眼科や歯科での検査結果など
を書き込むスペースがある「糖尿病連携手
帳」（発行：日本糖尿病協会）を活用した
いところですが、眼科で43％、歯科で21％
と積極的には活用されていないようでした。
　自由記述では、‘歯科健診についてはほ

　「すべての患者さんへ促している」と答え
た方は眼科で6割、歯科で2割弱でした。特
に歯科へ「特に促していない」が４割と眼科
の４倍。また、「患者さんを選んで」とした
人に、その条件を聞いたところ、回答が多い
順に眼科へは「罹病期間が長い患者さん」
89%、「血糖管理が不良の患者さん」78%、「網
膜症がある患者さん」71%。歯科へは「歯周
病がありそうな患者さん」76%、「血糖管理
が不良の患者さん」70%、「罹病期間が長い
患者さん」49%でした。
　さらに、患者さんが実際に受診したかに

   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. 貴院へ通院中の糖尿病患者さんに、
　 眼科・歯科への定期受診を促していますか？
　糖尿病３大合併症である網膜症や腎症、神経障害、そし
て歯周病は気づきにくいことから、早期発見のために定期的
な検査が推奨されています。なかでも眼科や歯科は、糖尿
病連携手帳などで情報共有できるようになっているので積
極的に情報連携を行いたいところです。今回は、眼科・歯
科の定期検査と情報連携についてうかがいました。

［回答数：医療スタッフ103名（医師15、看護師43、管理栄養士24、薬剤師11、臨
床検査技師4、その他6など。うち日本糖尿病療養指導士36、糖尿病看護認定看護
師6）、患者さんやその家族430名（病態/1型糖尿病144、2型糖尿病274、境界型8、
その他4、治療内容／食事療法302、運動療法261、経口薬216、注射薬23、インス
リン療法242/重複回答有）］

n ＝ 103

糖尿病ネットワーク　http://www.dm-net.co.jp/

とんど話題に上がらないのが現状’、‘手帳
形式は記入が面倒、時間もない’、‘領域の
枠を越えた専用ネットワークでカルテを共
有できるよう行政に働きかけてほしい’、‘定
期検査を受診しなければ保険点数が取れ
ない等の方策が必用では？’など、様 な々ご
意見をいただきました。
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Q. 患者さんが実際に受診したか
　 どうかを確認していますか？  （n=103）   

Q. 患者さんの受診をどのように確認していますか？
 （n=143 複数回答可）

会話、口答で

糖尿病連携手帳

糖尿病眼手帳

電子カルテの
共有など

自院の印刷物など

その他
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   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. 糖尿病がある人は、眼科や歯科で定期的に 
　 検査を受けるべきであることをご存知でしたか？

●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）

　眼底所見は、もし異常があれば最も
心配な合併症になるはずです。本来な
ら糖尿病専門医が眼底カメラの写真あ
るいはディスプレイ画像（無散瞳カメラ
などで撮影した場合）を、患者と一緒に
みて、ある程度、判読してあげるべきで
しょう。黄斑部周囲の変化などや、単
純性網膜症でも小出血をみつけ患者に
説明すると、治療に対する意識は飛躍
的に向上します。それに対して歯科所
見は、一般内科医は判定困難で、自覚
症状があれば歯科専門医にいくのは普
通です。糖尿病治療の定期チェックは
先ずは、3大合併症を中心に進め、次
いで動脈硬化所見であり、歯周病を主
にした歯科検診、さらに認知症につい
ても配慮すべきと考えます。

　眼科は、ほとんどの方がご存知でした
が、歯科は3割が「知らない」と答えました。
なかでも、その情報を「内科（糖尿病）の主
治医に聞いた」とする方が眼科は76％でし
たが、歯科は31％と半数以下。糖尿病治療
側からの発信の少なさがうかがえます。
　さらに、定期検査の頻度で最も多かった
のは、眼科では「6〜12カ月に1回」、歯科で
は「受診したことがない」でした。特に「受
診したことがない」は、眼科で5％に対し歯
科では26％と5倍以上と、ここでも認識の

n ＝ 430

差が大きく表れました。また、せっかく検
査を受けても、主治医へその結果を伝えて
いる人は眼科で75％、歯科で35％。検査結
果に変化がなければ眼科は51%、歯科は
13％しか主治医へ申告していないとのこと
でした。
　自由記述では、‘歯科での検査が必要な
ことをはじめて知った’、‘もっと定期的に
検査したいが経済的な負担を考えると難し
い’、‘具合が悪くならない限り、目や歯はど
うしても優先順位が低くなる’、‘歯科医に
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Q. 検査を受ける頻度は？（n=430）   
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Q. 他科受診の結果を主治医へ伝えていますか？  

自分が糖尿病であると告げただけで診療
を断られた’、‘簡易検査程度なら糖尿病外
来で受けられると良いのに’など、多数の声
が寄せられました。
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検査を受けたことがない
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糖尿病学会が
｢第3次対糖尿病戦略5ヵ年計画｣を新たに策定

合併症による健康寿命の短縮が糖尿病
診療の課題
　同会は、2010年に発表した「第2次対糖
尿病戦略5カ年計画」に基づき具体的な活
動目標を掲げたアクションプラン「DREAMS」
によって、糖尿病診断基準を改訂、HbA1c
の国際標準化、「災害時対応マニュアル」
作成、糖尿病と癌に関する合同委員会の立
ち上げ、「糖尿病予防のための戦略研究」

（J-DOIT3）の進行など、多くの成果がもた
らされたことを報告。しかし、糖尿病の医
療が抱える課題は大きいとして「第3次対糖
尿病戦略5ヵ年計画」を公表しました。

「糖尿病のない世界」の実現が目標
　具体的には、超高齢社会における糖尿病
の発症防止と重症化予防を促すために、糖

尿病の0次予防（教育）、ハイリスク介入（特
定健診・特定保健指導）、治療介入・進展
抑制重症化予防のための集約的治療、関
連疾患対策と、各段階での「先制医療」を
実現し、かかりつけ医、糖尿病専門医、他
領域の専門医などとの地域連携を加速して
いくこと。さらに、基礎研究と臨床的・疫
学的な患者指向の研究、糖尿病の成因・病
態・診断・治療に関する研究を連携し、超
高齢社会における糖尿病の発症防止と重
症化予防に注力。 臨床データベースに基
づく診断・治療法の最適化にも取り組み、
100万人の患者のデータを集積し、より効果
的な糖尿病合併症の予防策を構築していき
たいとのこと。また、同会と国立国際医療
研究センターが連携し、電子カルテをもとに

　日本糖尿病学会（門脇孝理事長）は5月21〜24日、山口県下関市で第58回年次学術集会
（山口大学大学院病態制御内科学教授・谷澤幸生学会長）を開催しました。門脇理事長は
「DREAMSの実現に向けて」と題して講演、糖尿病の罹患率減少と合併症予防、そして効果
的な治療を目指す「第3次対糖尿病戦略5ヵ年計画」を発表しました。

包括的なデータベースを構築することも決
まっているそうです。
　門脇理事長は、「糖尿病患者さん1人ひと
りが人生を謳歌し“Living with Diabetes”

（糖尿病とともに生きる）を実現できる医療
を目標に、引き続き糖尿病の予防・治療法
の開発に取り組む。5カ年計画の先にある
最終目標は“Breaking up with Diabetes”

（糖尿病のない世界を目指す）だ」と強調し
ました。詳しくは＞＞http://www.dm-net.
co.jp/calendar/2015/023503.php

糖尿病患者さんは骨折に注意
　高血糖が骨をもろく

骨粗鬆症はなぜ起こる？
　骨粗鬆症は、骨密度や骨質が低下するこ
とで起こる病気で、骨が弱くもろくなり骨折
しやすくなります。高齢者に多い病気と思
いがちですが、50歳代の比較的若い世代か
らリスクがあり、特に女性は50歳代を過ぎ
ると閉経により骨密度が急激に低下するの
で注意が必要です。骨折の要因となる骨強
度は骨量と骨質の2つの要因から構成され
ており、糖尿病における骨代謝異常は骨量
の減少よりも、骨質の劣化が重要と考えら
れています。骨をコンクリートの建物に例え
ると、カルシウムなど骨の材料にあたるミネ
ラルがコンクリート部分で、この密度を示す

のが骨密度。鉄筋部分にあたるのが細胞
などのつなぎ役であるコラーゲンで、この
支えが弱くなって強度を保てなくなり骨質
劣化につながるのです。
高血糖で骨が劣化する
　糖尿病患者さんの骨折頻度は健常者の
約2倍と言われています。高血糖状態が続
くと酸化ストレスが起こり、骨基質となるコ
ラーゲンに終末糖化産物（AGE）がたまりや
すくなると考えられており、コラーゲン劣化
で骨はしなやかさを失います。さらに、イン
スリンには血糖値を下げる働きに加え、骨
を作る作用があります。インスリン分泌が
低下している糖尿病患者さんはその面でも

骨がもろくなるリスクを抱えており、血糖コ
ントロールが悪い人は要注意です。
骨折の予防意識を啓発
　骨粗鬆症を予防するには、糖尿病の人は
血糖コントロールを良好に保ち、食事や運
動で骨や筋肉を強くすること。また、整形
外科や市区町村での骨密度検査を受ける
ことも大切です。高齢者の糖尿病患者さん
には特に予防意識を高めるよう啓発指導が
求められます。
詳細は＞＞http://www.dm-net.co.jp/
calendar/2015/023504.php

　糖尿病で血糖コントロールの悪い状態が続くと全身に合併症が起こりやすくなることが
知られていますが、骨粗鬆症や骨折とも深い関係があります。第58回学術集会で「糖尿病と
骨」をテーマにしたシンポジウムが開催され、骨粗鬆症対策の重要性について語られました。



糖尿病薬物療法の動向
DPP-4阻害薬と他剤の併用が増えている
　第58回学術集会では、糖尿病薬物療法
の最新動向が様々な形で発表されました。
　一般社団法人糖尿病データマネジメント
研究会（JDDM ／柏木厚典理事長）の調査
によると、2型糖尿病患者さんの3分の2が
経口薬を併用しており、DPP-4阻害薬と他
剤を併用するケースが増えていると発表さ
れました。単剤治療でもDPP-4阻害薬の使
用が最も多く、ビグアナイド薬が続いている
とのこと。
SU薬
　確実な血糖降下作用、インスリン分泌促
進作用を持ち、以前は最も良く使用されて
いた薬剤ですが、現在はインクレチン関連
薬の登場とともに単独処方が減ってきてい
ます。
SGLT-2阻害薬
　糖尿病患者さん全体の血糖コントロール
は改善しており、HbA1cの平均値は低下し

夜勤シフトで
肥満と糖尿病発症リスクが上昇する

夜間シフト多いと糖尿病の発症率が上昇
　ハーバード公衆衛生大学院が42-67歳
の6万9,000人以上を対象とした「NHS（看
護師健 康調査）I」と、25-42歳の約10万
8,000人を対象とした「NHS II」のデータ
を解析したところ、夜間シフトのローテー
ション勤務に1〜2年間続いた看護師では、
日中勤務のみの看護師に比べ、2型糖尿
病発症リスクが上昇していることが明らか
になりました。糖尿病発症リスクは勤務期
間に比例しており、勤務が3〜9年の女性
では20%、10〜19年の女性では40%、20
年以上の女性では58%、それぞれリスクが
上昇していました。 
　また、ウィスコンシン大学の研究チー
ムが「ウィスコンシン健康調査」に2008〜
2012年に参加した1,593人のデータを解析
したところ、日中に働いている人で過体重
の人は34.7%だったのに対し、夜勤シフト

に従事している人は47.9%と有意な違いが
見られました。
体内時計リズムの乱れが糖尿病や肥満
のリスクを増加
　体内時計が乱れると、朝になっても体
内時計が目覚める状態でないため、朝起
きられなかったり、睡眠
不足のために脳や体の
睡眠への欲求が強くな
り、日中に強い眠気に襲
われるようになります。 
睡眠障害により代謝にも
変化が生じ、肥満や糖
尿病を発症しやすくなる
と言われます。ウィスコ
ンシン大学の研究者は、

「質の良い睡眠を十分に
とることで、糖尿病など
を予防できる可能性が

ある。保健従事者は夜間の勤務に従事し
ている労働者に対し注意を払う必要があ
る」と注意を促しています。
詳しくは＞＞http://www.dm-net.co.jp/
calendar/2015/023558.php

　夜間に働く労働者は睡眠障害になる可能性が高く、肥満や2型糖尿病などの健康問題
を抱えやすい傾向があるという研究が発表されました。

ている一方で、肥満が徐々に増えてきてい
ることがJDDMの調査で明らかにされてい
ます。肥満を合併していることの多い2型
糖尿病において体重コントロールが重要な
テーマとなっており、大きな期待をもって
SGLT-2阻害薬は昨年発売されました。し
かし、これまでにケトアシドーシス、脳梗塞、
全身性皮疹など重篤な副作用が報告され
ています。今後は、適正使用による重篤な
副作用回避を周知していくことに加え、長
期の有効性と安全性などについてもさらな
る検証が待たれます。
インスリン製剤
　インスリン製剤は、効果の発現時間や持
続時間によって、超速効型インスリンや持
効型インスリン、これらの混合型など多くの
種類があり、患者の状態に合わせて使われ
ています。食事直前に投与できる超速効型
インスリン、1日1回投与で効き目がより長く
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続くように改良された基礎インスリンも開発
されています。混合型インスリンでは、現
在の治療に使われているのは懸濁液のみで
すが、近い将来に撹拌しなくても使用可能
な配合製剤が使えるようになるかもしれない
とのこと。さらにまだ研究段階ですが、吸
入型インスリンや経口インスリンの開発も
進められているそうです。
詳しくは＞＞http://www.dm-net.co.jp/
calendar/2015/023506.php



糖尿病ネットワーク　http://www.dm-net.co.jp/

OD錠（口腔内崩壊錠）
　薬には、同じ成分でも用途に応じてさま
ざまな剤形があります。いろいろな剤形が
あるのは、必要な時に必要な量の薬を届け、
その効力を十分に発揮させるため。患者さ
んが使いやすいよう工夫されています。
　経口薬でも、錠剤、口腔内崩壊錠、チュ
アブル錠、発泡錠、トローチ剤、ドロップ剤、
硬カプセル剤、軟カプセル剤、顆粒剤、散剤、
丸剤、ドライシロップ剤、浸剤・煎剤、舐剤、
チューインガム剤（ニコチン製剤）、シロップ
剤、ドリンク剤、懸濁剤、酒精剤など、様々
な剤形があります。
　中でも最近増えてきているのが、OD

（Oral Disintegrant）錠と呼ばれる口腔内
崩壊錠です。チュアブル錠は噛み砕くと溶
けていく剤形ですが、OD錠は水なしで口
の中で溶けますので外出先など場所を選
ばず服用でき、小児や高齢者や薬を飲み込

む力が弱い人でも服用しや
すくなっているのが特徴で
す。透析などで水分の摂
取制限がある患者さん、ま
た、夜中のトイレが心配で
寝る前に水を飲みたくない
人、水を飲むことさえ気持
ちが悪い状態の人、お薬を
飲むのに介助が必要な人な
ど、広く活用されています。
糖尿病治療薬もOD錠が
活躍
　長期に渡り、規則正しく薬を服用しなけ
ればならない糖尿病治療においても、OD
錠が増えてきています。嚥下が困難な高齢
者をはじめ、多忙・面倒などの理由から服
薬コンプライアンスを守りにくいという働き
盛り世代の患者さんにとっても、OD錠は有
用性の高い剤形です。

　本年6月に三和化学研究所から発売さ
れたα-グルコシダーゼ阻害薬の「セイブルⓇ

OD錠」（一般名：ミグリトール）も、水なし
服用が可能で食直前の服薬コンプライアン
ス向上が期待されます。

患者さんの服薬コンプライアンスを上げるために—
広がる経口薬のOD錠（口腔内崩壊錠）

　自覚症状のないままじわじわと進行す
る糖尿病腎症。尿タンパク検査が陽性に
なったり、体にむくみが出るなど症状が出
るのは腎症がかなり進んでからで、そこか
ら引き返すことは難しく、透析開始を先延
ばしすることが治療の中心になってしまい
ます。ですからできるだけ早期に腎症を発
見するためにも、定期的な検査を実施する
ことが大切です。
尿中のタンパク（アルブミン）を調べる
　早期に腎症を発見するためには、微量ア
ルブミン尿検査が有効です。この検査は、
尿中の微量のアルブミンを、高感度の検査
法で見つけだすものです。尿タンパクが出
現する（尿試験紙で陽性化する）前の段階
で、微量アルブミン尿をスクリーニングする
ことが重要です。
クレアチニン補正で正確な判定
　また、外来で微量アルブミン検査を行う
場合は、アルブミン値と同時にクレアチニン
値を求め、「アルブミン・クレアチニン比」
で判定します。これにより、採尿時間など

を補正し、より正確なアルブミンの排泄量
を求めることができます。
糖尿病腎症の早期マーカーを活用！
　本年４月、糖尿病腎症早期発見に有効な
試験紙「U-テストビジュアル 2AC」が三和
化学研究所から発売されました。同製品
は体外診断用医薬品（試験紙）で、1枚の試
験紙を尿に浸すと、尿中アルブミンと尿中
クレアチニンの色調を目視で判定。その
結果を「アルブミン・クレアチニン比判定表」
と照らし合わせて簡単に判定できるとい
うもの。腎症の早期発見に活用可能です。

年に一度は測定を！
微量アルブミン尿で腎症を早期発見

製品名 U- テストビジュアル 2AC

最小検出感度 アルブミン：10mg/L、クレアチニン：10mg/dL

測定範囲 アルブミン：10〜 150mg/L、クレアチニン：10〜 300mg/dL

測定原理 酵素法（尿試験紙）

使用期限 製造後 15ヵ月（外箱とボトルラベルに記載）

貯蔵方法 密栓し、室温で遮光保存してください。冷蔵庫での保存は避けてください。

包装 25枚 / 箱

販売元 株式会社三和化学研究所（製造販売元：東洋濾紙株式会社）



　糖尿病網膜症による失明が減少し、糖尿
病腎症による透析導入がプラトーに達する
など、糖尿病細小血管症の増加はどうにか
歯止めがかかったように見えますが、一方
で糖尿病大血管症はますますその重要性
を増してきています。大血管症は血糖値が
糖尿病の診断基準を満たす前からそのリス
クが上昇し始め、また糖尿病発症後であっ
ても顕著な高血糖を呈さない段階で血管
イベントが発生してしまうことが少なくあり
ません。よってその管理は、多くの場合、
糖尿病専門医ではなく、循環器など他科の
ドクターがあたっているのが現状と考えら
れます。
　HbA1cと並ぶもう一つの血管管理マー
カー GAは、過去１カ月間（特に直近の２週
間）の血糖状態を反映するものとして、治療
介入開始後や薬剤の効果判定など、血糖状

態の変化をより早期に把握できることが知
られています。また、HbA1cの弱点とされ
る妊婦さんの血糖管理をはじめ、血液透析
患者さんにおいても測定が推奨されていま
す。 

「グリコアルブミン情報ファイルPro.」
　　                         がオープン

　私たちはそれぞれの生活環境の中で、年
齢や体調、趣向に合った食を選択しなくて
はなりません。中でも、糖質は私たちが生
きるために必要なエネルギー源であり、思
考や活動のために中心的な役割を果たして
います。糖質摂取量が極端に落ちると、思
考力や活動力も落ち、栄養バランスが崩れ
てきます。つまり、糖質は適切に摂取する
必要があるということ。糖尿病患者さんを
はじめ、成長期の子どもや妊婦さん、高齢
者、体力を必要とする職種に就いている人、
持久力や瞬発力を必要とするスポーツ選手
など、様々です。

糖質の摂り方を工夫し、血糖値をゆるやかに
　“スローカロリー”が日本人の食生活を救う？

サイト紹介 ㊸ 

糖質の摂り方を工夫し、血糖値の上昇を
緩やかにすることが「スローカロリー」
　「スローカロリー」とは、糖質の〝質〟や〝摂
り方〟を工夫することで、急激な血糖の上昇
や過剰な脂肪蓄積を抑えることを意味しま
す。そのための方法論は、ゆっくりと消化
吸収できる糖質（エネルギー）を選び、食物
繊維を多く摂ること、よく噛み、ゆっくり食
べること、ベジタブルファーストなどの食べ
方や食べる時間（時間栄養）の工夫など幅
広く、食生活全体に及びます。
　例えば、上手な糖質コントロール、肥満・
メタボ、摂食障害、やせ、生活習慣病の食

事療法、糖尿病と予備群の食生活、小児／
成長期の部活、高齢者の栄養、流動食、時
間栄養学、一汁三菜と和食、スポーツ栄養
／プロスポーツ選手のエネルギー補給、ラ
ンナーの栄養補給など、関連するキーワー
ドを多く含みます。
　このような「スローカロリー」の考え方に
ついて関連領域の専門家がその可能性を
探り、エビデンスを蓄積、発信、啓発する
ために、本年2月、一般社団法人スローカロ
リー研究会が設立されました。ホームペー
ジでの情報発信や、講演会の開催、医療・
保健指導スタッフと食品メーカー開発担当
者との情報交流など、新たな切り口の活動
が計画されているとのことです。
詳しくは＞＞http://slowcalorie.jp/

連載「循環器ドクターのためのグリコアルブミン（GA）活用法」
1. はじめに　〜細小血管症と大血管症抑制のための血糖管理に今なにが必要か？
2. 動脈硬化性疾患抑制における血糖管理のポテンシャル
3. GAの特徴

過去１か月間（特に直近の２週間）の血糖状態を反映、血糖の改善や悪化を早期に把握できる指
標、食後血糖や血糖変動との相関関係、留意いただきたいポイント

4. GAと動脈硬化 〜エビデンスを中心に〜
頸動脈IMTとＧＡの関連、ＧＡと動脈硬化に関する国内外からの報告。動脈硬化の進展因子と
して近年注目されている食後の一過性高血糖や血糖変動性を把握する際に留意すべき、ＧＡと
HbA1cの異同などを解説。

5. 血糖変動への介入の実際とGAの可能性
血糖変動を平坦化する方法（食べる順序などへの配慮、αグルコシダーゼ阻害剤の利用）、日常臨
床でのＧＡの使い方（細小血管症の予測マーカーとしての有用性、ＧＡとHbA1cの乖離から得られ
る情報、直接的な血管障害作用の仮説 〜AGEs前駆物質としてのＧＡ〜）

6. おわりに
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　グリコアルブミン（GA）に関する医療従事者向け情報をまとめた「グリコアルブミン情報ファイル
Pro.」がオープン。また、田中逸先生（聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科教授）による「循環器
Drのためのグリコアルブミン（GA）活用法」が公開されました。

http://www.dm-net.co.jp/ga-file/pro/

　糖質の摂取量だけではなく、中長期的なスパンでの身体づくりを実践するには、糖の質
やバランス、そして摂り方（食べ方）の工夫を取り入れていくことが重要です。その実践方法
についての情報発信、啓発を行うことを目的に設立した一般社団法人スローカロリー研究会

（理事長・宮崎　滋／公益財団法人結核予防会理事・総合健診推進センター長）の活動が
注目されています。
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　　　　　　 2015年  4月
メトホルミンはがん治療に効果的
がん攻撃細胞の機能を回復（4月10日）

　2型糖尿病治療薬「メトホルミン」に、が
ん細胞を攻撃する免疫細胞を活性化する
作用があることが、岡山大大学院医歯薬学
総合研究科免疫学分野の鵜殿平一郎教授
らの研究で明らかになり、「米科学アカデ
ミー紀要」電子版に1月26日付けで発表され
た。メトホルミンは一般的な免疫治療薬や
抗がん剤などに比べ安価なのもメリットと
なる。研究者は「メトホルミンの作用を従来
のがん治療法と組み合わせると、治療効果
のさらなる改善につながる」と述べている。  
糖尿病治療のカギとなる「アディポネクチ
ン受容体」の立体構造を解明（4月10日）

　脂肪細胞が分泌する善玉ホルモン「ア
ディポネクチン」の受容体タンパク質の立体
構造を解明したと、理化学研究所の横山茂
之上席研究員や東京大学大学院医学系研
究科の門脇孝教授、山内敏正准教授らが
英科学誌「ネイチャー」オンライン版に発表
した。糖尿病の新たな治療薬を開発する
手掛かりになるという。
肥満症に処方される漢方薬「防風通聖散」が

「血圧変動性」を改善（4月14日）

　横浜市立大学の研究グループは、肥満症
に処方されることが多い漢方薬「防風通聖
散」に肥満や糖代謝を改善する効果があ
り、動脈硬化の要因として注目される「血圧
変動性」に対する改善効果があることを明
らかにした。
ウイルス感染が原因の1型糖尿病
原因遺伝子を世界ではじめて発見（4月14日）

　九州大学の研究グループは、ウイルス感
染が原因で発症するとみられる1型糖尿病
のリスクを高める遺伝子を、世界ではじめ
て発見したとして科学誌「ネイチャー コ
ミュニケーションズ」オンライン版に発表し
た。1型糖尿病の発症を予防するワクチン
の開発につながる成果としている。

血糖コントロールを改善すれば睡眠の質
も改善（4月23日）

　糖尿病の血糖コントロールが悪化すると
睡眠の質が低下しやすいことを大阪市立大
学の研究グループが解明し、米オンライン
科学誌「プロスワン」に発表した。研究は、
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分
泌病態内科学の稲葉雅章教授らによるも
ので、 血糖コントロールが悪化することで

「睡眠障害 → 早朝血圧値の上昇 → 心血
管イベントリスクの上昇」という悪循環に陥
りやすいという。
2型糖尿病とうつ病は認知症の発症リスク
を高める（4月30日）

　2型糖尿病とうつ病の両方をもっていると
認知症の発症リスクは2倍に上昇すること
が、240万人を対象とした調査で明らかに
なった。高血糖によって引き起こされる酸
化ストレスやインスリン抵抗性は、動脈硬化
の原因になり、脳の血管にも影響が表れる。
脳の血管に炎症が起こることが認知症の原
因になる可能性があるとされている。研究
は、米国医学会が発行する医学誌「JAMA 
Psychiatry」に発表された。
　　　　　　 2015年 5月
コレステロール制限不要? 情報の一人歩き
に注意喚起（5月4日）

　日本動脈硬化学会は、コレステロールの
摂取制限に関する声明を発表した。米国
の心臓病関連学会や農務省から発表され
たガイドラインにおいて、従来推奨してい
たコレステロール摂取制限が廃止されこと
について、この変更が当てはまるのは健常
者であり、高LDLコレステロール血症患者
に当てはまるわけではないと注意を促して
いる。
インスリン製剤・インクレチン薬・SGLT2
阻害薬 早見表2015を公開（5月20日）

　第58回日本糖尿病学会年次学術集会
（JDS 2015）でパンフレット版が無料配布さ
れたほか、「糖尿病リソースガイド」でPDF
版がいつでもダウンロードできる。

ファストフードを食べ過ぎると腸内細菌が
減少　肥満や糖尿病の原因に（5月26日）

　肥満増加の一因は「腸内細菌の減少」で
あり、ファストフード中心の食事スタイルは
腸内細菌のバランスを壊す「最悪の食事パ
ターン」であるとする研究が英国・ロンドン 
キングス カレッジから発表された。研究で
被験者の若者にファストフードの食事を続
けてもらったところ、実験前には腸内に
3,500種類の腸内菌がいたにも関わらず、10
日後には1,300種類が死滅し、腸内フロー
ラが変化してしまった。種類の少ない同じ
メニューの食事ばかりを食べ続けると、特
定の細菌にだけ餌が与えられることになり、
腸内フローラの共生関係のバランスが崩れ
やすくなるのだという。
　　　　　　 2015年  6月
食事療法を成功させる3つの条件（6月4日）

　米国コーネル大学の研究チームは、過去
に行われた食事療法に関する112件の研究
を分析し、健康的な食事スタイルを促すに
は3つの条件が必要であることを明らかに
した。その条件とは、（1）便利であること

（Convenient）、（2）魅 力 的 で あ ること
（Attractive）、（3）日 常 的 で あ る こと
（Normal）。頭文字をとり「CAN」が揃うこ
とで食事内容は改善しやすいと研究者指
摘している。食事に工夫を加え、月に25日
以上続けることができれば、体重コントロー
ルにかなりの確率で成功するという。
運動が高齢者の死亡リスクを半減（6月4日）

　高齢者が30分の運動を週に6日行うと、
運動の強度が軽いか激しいかに関係なく、
死亡リスクが40%低下するという調査結果
を、ノルウェーの研究チームが発表した。
加齢による心臓病や脳卒中による死亡リス
クの上昇を考慮しても、この傾向は明らか
だったという。また、適度な運動や活動的
な運動を行っていた男性では、座ったまま
過ごす時間が長い男性に比べ平均して5年
長生きだった。

●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。

7月～10月

2015年

7月～10月

2015年

［場　所］Morial Convention Center
（ルイジアナ州、ニューオリンズ）
http://aade-365.ascendeventmedia.com/

第15回日本糖尿病情報学会
第2群 2単位

［日　時］ 8月29日（土）〜30日（日）
［場　所］海運クラブ（東京）
［連絡先］アクセスブレイン（株）内
〒113-0034　東京都文京区湯島3-31-5　
YUSHIMA3315ビル3階
Tel. 03-3839-5037
http://accessbrain.co.jp/jadi15/index.
html
 

第34回日本臨床運動療法学会
［日　時］ 9月5日（土）〜6日（日）
［場　所］東北大学医学部艮陵会館（仙台）
［連絡先］
〒980-8574 仙台市青葉区星陵町1-1
東北大学大学院医学系研究科障害科学専
攻内部障害学分野
Tel. 022-717-7353
http://www.naibu.med.tohoku.ac.jp/
jacetp34/
 

第51回欧州糖尿病学会（EASD）
第1群 管理栄養士・栄養士 1単位

［日　時］ 9月14日（月）〜18日（金）
［場　所］Stockholmsmässan AB
（スウェーデン、ストックホルム）
http://www.meetagain-easd2015.se/
 
第20回日本糖尿病教育・看護学会

第1群 理学療法士 4単位

［日　時］ 9月21日（月）（祝）〜22日（火）（祝）
［場　所］サンポートホール高松 ほか
［連絡先］株式会社エー・イー企画内
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原
2-14-14
新大阪グランドビル6F　
Tel. 06-6350-7247　
http://www.aeplan.co.jp/jaden2015/

第62回日本栄養改善学会
［日　時］ 9月24日（木）〜26日（土）
［場　所］福岡国際会議場 ほか
［連絡先］（株）九州舞台 コンベンション推
進課内
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通1-1-1 
サンセルコビル4F
Tel. 092-718-0330　　
http://kaizen62.umin.jp/

第4回日本下肢救済・足病学会
九州・沖縄地方会

［日　時］ 9月25日（金）〜26日（土）
［場　所］JR九州ホール  ほか（福岡）　
［連絡先］（株）日本ジ−ニス
〒810-0073　福岡市中央区舞鶴3-1-27
第2理研ビル2F
Tel. 092-406-2457
http://4th-jlspm.ace-cms.jp/
 

第4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］ 9月26日（土）〜27日（日）
［場　所］朱鷺メッセ（新潟）
［連絡先］（株）メディセオ内
〒104-8464 東京都中央区八重洲2-7-15
Tel. 03-3517-5519　
http://jpds2015.org/

第37回日本臨床栄養学会総会
第36回日本臨床栄養協会総会

第13回大連合大会
第1群 管理栄養士・栄養士 2単位

［日　時］ 10月2日（金）〜4日（日）
［場　所］都市センターホテル
［連絡先］（株）MAコンベンションコンサル
ティング内
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-7
麹町パークサイドビル402
Tel. 03-5275-1191　
http://rinsho-eiyo2015.umin.jp/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。

第47回日本動脈硬化学会
［日　時］ 7月9日（木）〜10日（金）
［場　所］仙台国際センター
［連絡先］ （株）コンベンションリンケージ内
〒980‐0811 宮城県仙台市青葉区一番町
4-6-1　
仙台第一生命タワービルディング
Tel. 022-723-3211　
http://www.congre.co.jp/jas2015/index.
html
 

第7回日本下肢救済・足病学会 
［日　時］ 7月11日（土）〜12日（日）
［場　所］パシフィコ横浜
［連絡先］日本コンベンションサービス
（株）内
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2
大同生命霞が関ビル4階
Tel. 03-3508-1214
http://www2.convention.co.jp/7jlspm/

第21回日本小児・思春期糖尿病研究会
［日　時］ 7月12日（日）
［場　所］東京コンファレンスセンター品川
［連絡先］研究会事務局
〒350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本
郷38
Tel. 049-276-1218　
http://jspad.umin.jp/info_next.html
 

第3回 日本糖尿病協会
療養指導学術集会

第2群 4単位

［日　時］ 7月25日（土）〜26日（日）
［場　所］国立京都国際会館
［連絡先］事務局
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-2-4
麹町セントラルビル8F
Tel. 03-3514-1721　　
http://www.nittokyo.or.jp/meeting/
index.html

第15回米国糖尿病教育者会議
（AADE）
第2群 2単位

［日　時］ 8月5日（水）〜8日（土）
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■インスリン発見後のインスリン製剤
　インスリン発見のちょうど1年後、1日800
kcalの飢餓療法で命をつなぎ、14歳で体重
20kgの「エリザベス･ヒューズ」という少女が
母親に連れられバンティングを尋ねて来ま
した。品薄でもインスリン療法を開始した切
羽詰まった話はインスリンのありがたさを際
立てています１）。彼女は3人の子を持ち73歳
でなくなるまで弁護士として活躍しました。
　インスリンの発見（1921年8月）以後、アメ
リカ大陸でのインスリン独占的製造許可を
得たイーライリリー社は、動物の膵臓からイ
ンスリンを効率良く得る方法を開発し、
1923年早々には「アイレチンⓇ」の名でインス
リン製剤を販売しましたが、これは発見か
ら2年という驚異的なスピードでした。確か
に患者を死の淵から救い出す画期的な薬
剤でしたが、昨今なら厳格な治験が必須で
あり更なる時間を要したことでしょう。
■インスリンの結晶化・精製と持続性の
　製剤（NPH,亜鉛製剤）開発まで
　Abel（エイベル）は偶然にも亜鉛の付着
した容器を用いたことによりインスリンを結

晶化することに成功し、純度向上に寄与し
ました。1940年代後半には再結晶化により
純度を改善したインスリンを発売。1970年
半ばには不純物をゲル濾過とイオン交換樹
脂クロマトグラフィーで精製、「モノコンポー
ネントインスリン」として発売されました。
　 持 続 性 の 製 剤 に 関 して は1936年
Hagedorn（ハーゲドン：ノボノルディスク社）
は、魚の塩基性蛋白プロタミンの添加で血
糖降下作用が長くなり、亜鉛懸濁液では24
時間以上に作用が延長することを発見。プ
ロタミン亜鉛インスリン（protamine-Zn-
insulin:PZI）として発売され２）３）、1947年に
は作用がPZIよりは短い中間型インスリン

（neutral protamine Hagedorn:NPH）が
発売されました。
■インスリン１単位の由来
　さて毎日のように使っている「1 単位

（Unit）」はどのように決められたかご存知
ですか？トロントグループはインスリンを家
兎（かと）に注射すると血糖が45mg/dL以
下になると痙攣を起こすことに気付きまし
た。1923年に国際連盟保健機構の標準化
委員会で、インスリンの１単位は「24時間絶
食にした約2kgの健康な兎に注射し、3時間
以内に痙攣を起こすレベル（血 糖 値:約
45mg/dL）に血糖値を下げる最小量」と定
義されたのです。なお、現在の日本薬局方
では乾燥インスリン1mgあたり26単位以上
の力価を有するものと定義されています。

●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。

■インスリン製剤の性質に由来する注意点
　当院では、インスリン使用者に「注射部位
や注射方法等」を確認する強化月間を設け
ていますが、「まさかこの方が！」という例
が見つかります。以下ご存知かもしれませ
んが注意点です。
　「高温」インスリンの蛋白は高温で変性失
活するので添付文書で30℃以下とされてい
ます。厳しい日本の夏！直射日光や夏の閉め
きった車内は短時間でも放置できません。
細心の注意を。「凍結」凍らせると極端に力
価が低下します。新型冷蔵庫でも食品を詰
め込むと変わります。未使用製剤は扉部分
にと指導しましょう。「混合」濁っている製剤
は亜鉛入り懸濁液で、充分混和する必要が
あります。特にノボラピッド30mixは混合し
にくいので手技確認が必要です。「注射部位」
当院の患者さんで「注射位置を毎回変えてい
る」と言いながら、左右ほぼ2カ所に集中して
注射していた人がいました。皮下脂肪の硬
い部位（インスリン･リポハイパートロフィー）
を針が入った感じがしなくて良いからと選ん
でいた方もいました。なお指導後は、効きが
よくなり低血糖になることがあるので注意し
ます。「誤製剤」インスリンはミスの最も起こ
りやすい薬品と言われますが、残念ながら
各社命名ルールが異なります。ヒトはミスを
ゼロにできませんから、医師、医療事務、調
剤薬局そして患者それぞれが製剤の色や名
称を確認し、誤りなく使用する事が重要です。

  1）「ミラクル」ｐ272-286,296-313 日経メディカル
　　開発刊2013
  2）「ハーゲドン情熱の生涯」p232-261 時空出版刊
　　2007
  3）粟田卓也　月間糖尿病Vol.6 ｐ11-18,2014

　当連載第17回インスリン製剤（1）ではイ
ンスリン発見から、初めての臨床使用まで
の経緯を紹介しました。今回は製剤のそ
の後の発展と、インスリンの性質から由来
する使用上の注意点について解説いたし
ます。

　日本人を対象とした多目的コホート研究
である「JPHC研究」から、HbA1cと心血管
疾患リスクとの関連を検討した研究結果が
発表されました。1998〜2000年度および
2003〜2005年度に実施した糖尿病調査に

参加した2万9,059人（男性1万0,980人、女
性1万8,079人）を対象に、HbA1cと心血管
疾患発症との関係が検討されました。
　追跡期間中に935件の心血管疾患が発
生、HbA1c5.0〜5.4%を基準とすると、5%
未満、5.5〜5.9%、6.0〜6.4%、6.5%以上、
および既知の糖尿病の5群の心血管疾患リ
スクは、それぞれ1.50、1.01、1.04、1.77、1.81
であり、HbA1cが高い群だけでなく、低い
群においても心血管疾患リスクが上昇する
ことが示されました。

　虚血性心疾患、脳梗塞、脳出血に分けて
分析すると、虚血性心疾患はHbA1cが高
いほどリスクが高くなるのに対して、脳梗塞
や脳出血ではHbA1cが低い群と高い群に
おいてリスクが上昇しました。

数字で見る糖尿病（41） 

1.77倍：HbA1c6.5%以上
の群の心血管疾患リスク

この記事の数値は下記での公表によるものです：
多目的コホート研究（JPHC Study）
国立がん研究センター　がん予防・検診研究セン
ター 予防研究グループ
http://epi.ncc.go.jp/jphc/

加藤光敏（加藤内科クリニック院長  東京・葛飾区）
第19回 インスリン製剤 （2）
  糖尿病治療薬の特徴と服薬指導のポイント


