
　DPP-4阻害薬は現在国内で8製剤9製品
あり、治療管理下にある糖尿病患者さんの
約6割に処方されていると言われていて、糖
尿病臨床に不可欠な薬剤の一つです。し
かしDPP-4阻害薬はすべて新薬であり、最
も古いシタグリプチンでさえ2009年末に上
市されたにすぎません。なぜ、わずかな期
間に驚異的とも言える速さで臨床に広がり
定着したのか、同薬の特徴から考えてみま
す。
DPP-4阻害薬が短期間で
臨床に定着した理由
　DPP-4阻害薬の特徴として、低血糖リス
クが低い、体重増加を来しにくい、特異的
な副作用や禁忌が少ない、併用可能な薬
が多い—といったことが挙げられます。
つまり「どんな患者さんにも安心して使える」
ということです。もちろんDPP-4阻害薬以
前の血糖降下薬にも、これらの特徴の一つ
二つが該当するものもありますが、‘使いや
すさ’に関係するこれらすべての特徴を兼
ね備えているのはDPP-4阻害薬のみかもし
れません。
　前記の特徴のうち特に低血糖の不安が
ほとんどないという点は、低血糖が血管イ
ベントのトリガーとなったり、認知症リスク
を高めることが明らかになった今日、高齢
の糖尿病患者さんの比率が高い日本にお
いては特に重要なポイントです。
　また糖尿病用薬として最も大切な血糖降
下作用についても、日本人の患者さんは高

血糖の原因に占めるインスリン分泌低下の
要素が強いため、インスリン分泌を増やす
DPP-4阻害薬は欧米の患者さんより強い
効果が期待でき、この点も国内で同薬が
人気な理由の一つでしょう。さらにグルカ
ゴン分泌抑制という機序も他剤にない特
徴です。
発売前に期待されていた
副次的作用はどうなったのか？
　その他にもDPP-4阻害薬が積極的に用
いられる背景として、基礎実験で膵β細胞
増殖作用が示されていたり、心血管イベン
ト等の合併症に対する直接的な抑制作用
が期待されていたことも関係しているので
はないかと思います。これら副次的作用の
ヒトにおいての検証は研究期間が長期に及
ぶため、未だ明らかな結論が示されていま
せん。
　ただし心血管イベントについては、薬剤市
販後にプラセボ対照非劣性試験がいくつか
行われており、これまでに発表された結果か
ら同薬はそのリスクを増やさないことが示さ
れ、心血管系への安全性が担保されつつあ
ります。もっとも心血管イベントに関しては、
同薬は単に安全なだけでなく内皮機能改善
等を介して有意に抑制するのではないかと
期待が寄せられていました。しかしそれに
ついては今のところポジティブな結果が得ら
れていません。血管イベントが危惧される症
例にはスタチンや抗血小板薬等による強力
な予防介入が行われているため、さらなる上
乗せ効果の証明には高いハードルが存在
し、それを短期間の臨床試験で越えるのは
容易でないものと思われます。
発売前に懸念されていた
副作用はどうなったのか？
　一方、DPP-4阻害薬の特異的な副作用と
して、開発段階から膵炎や膵がんのリスク
上昇が想定されていました。しかしこれま
での多くの報告から、その懸念はほぼ否定
されたと言えます。ただし、DPP-4阻害薬
が阻害するDPP-4の生理学的基質の中には
血糖制御とは無関係のものもあり、かつ同
薬がまだ新薬であることから、未知の副作
用の存在が全くなくなったわけではなく、
引き続き副作用全般の注意深い観察が必

要です。
臨床経験からわかってきたこと
　発売前にはわかっておらず、臨床経験を積
むことで得られた知見もあります。その一つ
は他剤との併用による予想外の血糖低下で
す。発売当初、SU薬の効果不十分例に
DPP-4阻害薬を上乗せし、重症低血糖に陥
るという事例が相次ぎました。幸い直ちに日
本糖尿病学会・協会から注意喚起がなされ、
同様のケースは急速に減少しました。
　一方、効果を左右する因子もわかってきま
した。DPP-4阻害薬により強い血糖降下作
用を期待できる症例の特徴として、BMIが高
くないこと、インスリン分泌が保たれている
こと、発病から間もないことが挙げられます。
　また同薬処方後にHbA1cが改善した後し
ばらくして効果が減弱する症例は、その背景
に体重増加が認められるケースが多いことも
諸家の報告によって明らかになりました。
DPP-4阻害薬は確かに安全で効果的な薬で
はありますが、糖尿病の治療はやはり食事・
運動療法が基本だということを再認識させら
れる知見です。
DPP-4阻害薬のこれから
　今や糖尿病治療のベース薬とも言える
DPP-4阻害薬ですが、発売前から期待され
ていたヒトでの膵β細胞増殖作用や血糖降
下を越えた合併症の直接的抑制作用は未だ
証明されていません。より効果的で安全な
使い方についてもさらに探求されるべきで
しょう。それらの研究が今一歩進みDPP-4
阻害薬の真の実力が明白になった時、糖尿
病治療の歴史に真のパラダイムシフトを起し
た薬として改めて評価されることになるで
しょう。

        ・・・主な内容・・・ 
●ネットワークアンケート ㊻
　糖尿病患者さんの熱中症対策
●今号のトピックス
　健康日本21進捗状況の報告
　　 糖尿病の課題は？
　妊娠糖尿病などの診断基準を統一
●サイト紹介 ㊹
　CSII・CGM・SAP医療機関リスト
　日本肥満症予防協会が発足
イベント・学会情報
数字で見る糖尿病 ㊷
糖尿病治療薬の特徴と
　服薬指導のポイント ⑳

DPP-4阻害薬のこれまでとこれから

公益財団法人朝日生命成人病研究所
所長

岩本　安彦
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「SGLT2阻害薬を処方さ
れている人」74％とのこ
と。対策として夏場の運
動療法は、93％が「朝晩
の涼しい時間帯に行う」
よう指導していると答え、
外ではなく「室内で行う」、「運動内容を変
える」などの工夫を勧めていることが多いよ
うです。
　ただ、熱中症の症状なのか、低血糖や高
血糖の症状なのかを見分けて対処すること
は難しく、45％がどう指導したらよいか「実

　熱中症に対する指導は「必要のある人へ
行う」との答えが最も多く半数で、「全員へ
行っている」としたのは約4割でした。一般
的に糖尿病患者さんは熱中症にかかりやす
いと言われますが、実際のところそう「感じ
ている」と答えた人は22％、「かかりやすい
だけでなく重症化しやすいと感じる」が
32％、一方で45％が「健常者と変わらない」
と答えています。特に対策が必要だとして
いるのは「高齢者」で97％、「外での作業
が多い人」76％、「ひとり暮らしの人」75％、

   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. 糖尿病患者さんに、熱中症に対する指導や
　 注意喚起を行っていますか？
　今年の夏も猛暑でした。今年、本邦で世界初の診療ガイ
ドラインが発行された熱中症。糖尿病があると熱中症を発
症しやすいと言われますが、糖尿病患者さんに対する熱中症
対策と対処のしかたについては、意外と周知がなされていな
いのではないでしょうか。患者さんの認識とともに、実際どの
ような指導、対策が行われているのか伺ってみました。

［回答数：医療スタッフ108名（医師17、看護師39、管理栄養士26、薬剤師23、臨
床検査技師3。うち日本糖尿病療養指導士28、糖尿病看護認定看護師3）、患者さん
やその家族386名（病態/1型糖尿病119、2型糖尿病242、境界型16、その他8、治
療内容／食事療法275、運動療法233、経口薬203、注射薬20、インスリン療法
212/重複回答有）］

n ＝ 108

糖尿病ネットワーク　http://www.dm-net.co.jp/

はわからない」、「知らない」と答えています。
　自由記述では、‘冷房は体に良くないと
思っている人が意外に多い’、‘高齢者は体
温調節の衰えで暑さを感じにくくなるから感
覚に頼る判断は危ない’、‘尿の回数や色を
見て脱水状態をチェックするよう指導して
いる’など多くのご意見をいただきました。

Q. 夏の運動療法はどのように指導していますか？
  （複数回答可　n=108）   

Q. 熱中症と低血糖・高血糖を見分け
　 どう対処すべきかご存知ですか？

朝晩の涼しい
時間帯に行う

室内で行う

運動内容を
変えて行う
実施時間を

減らして行う
運動療法は

休止する
いつもどおり

行う

わからない

その他

                                                                   93%

                  34%

                 33%

      19%

    5%

   4%

1%

    5%n=108

必要のある人へ
行う
49％全員へ行う

39％

行っていない
6％

要望があれば
行う
5％

その他
1％

知らない 
4%

知っている
56%

実はよく
わからない

40%



   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. あなたは通院先で熱中症に対する指導や 
　 注意喚起を受けていますか？

●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）

　猛暑の中で運動し汗だくになると、
血糖値は上がります。血糖は、血液中
のブドウ糖の濃度なので、体液量が減
ると、濃度が高くなり、血糖値があが
るわけです。高血糖になれば口渇が
起こります。そうした時は水分を沢山
とることが肝要です。熱中症にならな
いための注意事項は一般健康人とほ
ぼ同じですが、水分をとる際に、エネ
ルギーが無い水分をとる点が注意点で
す。水、お茶、ノンカロリー飲料水、な
どを交互に飲むのが飽きなくてよいで
しょう。私の外来では、平均気温30度、
最高気温35度を超えたら、外では運動
しないでください、と指導しています。
HbA1cは、猛暑になると上がりやすく
なります。詳細は、医学と薬学65（6）
729-732：2011をご参照ください。

　約8割が「受けたことはない」と答えまし
た。回答者の7割が熱中症経験は「ない」
と答えており、経験者の22％は毎年かかっ
ている状況のなか、その症状は「全身の倦
怠感」「めまい」が70％、「大量の発汗」が
58％、「立っていられなくなった」が44％と
いったものでした。自覚的な経験が少ない
こともあってか、糖尿病による低血糖や高
血糖症状と熱中症の症状の違いが「全くわ
からない」と40％の患者さんが答え、33％の
人も「知識はあるが経験がないので実際は
わからない」とのことでした。感覚的にわ
からない人が多いせいか、適切な対処に

n ＝ 386

ついてもほとんどの人が自信がないと答え
ています。
　運動療法については、「朝晩の涼しい時
間帯に行う」40％と最多でしたが、続く19%
が「夏場は休止する」、手加減なしに「いつ
も通り行う」と分かれました。
　さらに今回はエアコン（冷房）の使用状況
についても聞いてみました。「常につけてい
る」が32%で、最も多かったのが「暑いと感
じたときだけ」で33%、「日中のみ」11%、「寝
苦しい夜のみ」10%と、ご自身の感覚でオ

Q. 夏の運動療法はどうされて
　 いますか？（複数回答可 n=386）   
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Q. 熱中症と低血糖・高血糖を見分け
　 どう対処すべきかご存知ですか？  

ン・オフしていることがわかりました。
　自由記述では、‘糖尿病と熱中症を併せ
て考えたことがなかった’、‘熱中症対策飲
料は高血糖になるが飲んで大丈夫か’、‘糖
尿病患者が注意すべき熱中症対策が知り
たい’など多くの声をいただきました。

Q. 夏場、自宅のエアコン（冷房）
　 をつけていますか？   

朝晩の涼しい時間帯に行う

運動療法は休止する

いつも通り行う

室内で行う

実施時間を減らして行う

運動の内容を変えて行う

その他

n=386

n=386

40%

19%

19%

17%

16%

13%

11%

受けたことはない
79％

受けている
12％

以前受けた
ことがある

7％

その他 2％

全くわからない
40%

知識はあるが
感覚的違いはわからない

33%

わかる
21%

知識はあったが
対処できなかった

4%
その他 2%

暑いと感じた
ときだけ
33%

常につけている
32%

その他 4%

日中のみ
11%

使っていない
10%

寝苦しい夜のみ
10%
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健康日本21（第二次）の進捗状況
糖尿病治療継続者の割合が減少

糖尿病有病者の増加は抑制傾向でも
治療継続者の割合は減少
　報告によると糖尿病有病者の増加は抑
制傾向にあり、腎症による新規透析導入
患者は策定時（2010年）の1万6,247人が1万
6,035人（2013年）と減少しました。一方で、
治療継続者の割合は増加を目指していま
したが、策定時の63.7%から62.0%（2012
年）に減少。血糖コントロール不良者の割
合は1.2%で策定時から変化はありません
でした。詳しくは＞＞http://www.dm-net.
co.jp/calendar/2015/024038.php

 1. 合併症（糖尿病腎症による
　  年間新規透析導入患者数）の減少

策定時（平成22年）
16,247人

現状値（平成25年）
16,035人

目標値（平成34年度）
15,000人

【これまでの取り組み】
1）各都道府県において｢糖尿病重症化・合

併症発症予防のための地域における診療
連携体制の推進に資する事業｣を実施。

2）透析導入のリスク低減を目的として、糖尿
病・高血圧改善の取組を実施。

3）スマート・ライフ・プロジェクトにおいて、
糖尿病腎症等重症化予防事業を行った
市町村を表彰し取組を推進。

4）平成26年度において、医療保険者等に
対し糖尿病腎症重症化予防の取組への
財政支援を実施。

5）腎疾患実用化研究事業において、新規
透析導入患者の減少を目指しCKDの病
態解明や重症化予防の研究を実施中。

【評価と今後の方向性】
 ・合併症（糖尿病腎症による年間新規透析

導入患者数）の人数は減少傾向にあるも
のの、目標達成に向け以下の取組を一層
推進。

 ・ 1）の事業をさらに推進。
 ・ 3）など各種取組をさらに推進。
 ・平成27年度においても増額予算を計上

し、糖尿病腎症重症化予防の取組をさら
に推進。

 ・腎疾患実用化研究事業において、CKD
の病態解明や重症化予防の研究を引き
続き推進。

 2. 治療継続者の割合の増加

策定時（平成22年）
63.7%

現状値（平成25年）
62.0%

目標値（平成34年度）
75.0%

【これまでの取り組み】
1） 特定健診の必須項目として空腹時血糖

またはHbA1cを測定し、｢受診勧奨｣の判
定になった者において、その時点で糖尿
病治療を行っている者には治療の継続を
推奨、糖尿病治療を行っていない者には
受診勧奨を実施。

【評価と今後の方向性】
 ・治療継続者の割合は策定時より増加が

認められない。目標達成に向け、治療継
続の推奨ならびに受診勧奨等の取組をさ
らに推進。

 ・保険者が作成する「データヘルス計画」
においてその取組を引き続き支援。

 3. 血糖コントロール指標におけるコント
 ロール不良者の割合の減少

（HbA1cがJDS値8.0％ (NGSP値8.4％ )以
上の者の割合の減少）

策定時（平成22年）
1.2%

現状値（平成25年）
1.2%

目標値（平成34年度）
1.0%

　2013年度から施行されている健康日本21（第二次）の、糖尿病、循環器疾患、がん、慢性閉
塞性肺疾患（COPD）の4疾患における各目標項目の進捗状況について、厚労省第4回健康日本
21推進専門委員会で報告がありました。この中の糖尿病の現状を中心に抜粋し紹介します。

【これまでの取り組み】
1）各都道府県にて、｢糖尿病重症化・合併

症発症予防のための地域における診療
連携体制の推進に資する事業｣を実施。

2）「健康づくりのための身体活動基準2013」
及び「アクティブガイド−健康づくりのた
めの身体活動指針−」等を周知・広報。

3）平成26年度において医療保険者等に対
し、糖尿病腎症重症化予防の取組への
財政支援を実施。

【評価と今後の方向性】
 ・血糖コントロール指標におけるコントロー

ル不良者の割合は、策定時から変化が認
められない。目標達成に向け、以下の取
組を一層推進。

 ・ 1）の事業をさらに推進。
 ・平成27年度においても増額予算を計上

し、糖尿病腎症重症化予防の取組をさら
に推進。

 ・糖尿病等のコントロール不良者への保健
事業に取り組む保険者は多く、保険者が
作成する「データヘルス計画」における取
組を引き続き支援。

 ４. メタボリックシンドロームの該当者
     及び予備群の減少

策定時（平成22年）
約1,400万人

現状値（平成25年）
約1,394万人

目標値（平成34年度）
平成20年度と比べて25%減少

【これまでの取り組み】
1）肥満を始めとする栄養・食生活、身体活

動・運動、喫煙の生活習慣改善等の対
策を総合的に実施。

2）厚生労働省のe-ヘルスネット等を通じた
普及啓発を実施。

【評価と今後の方向性】
 ・該当者及び予備群は若干減少傾向にあ

るものの目標達成に向け、スマート・ライフ・
プロジェクトの中心となる４つのテーマ（運
動、食生活、禁煙、健診・検診受診）の一
つとして、健診の受診勧奨をさらに推進。

 ・保険者が作成する「データヘルス計画」に
おいて、特定健診実施率・特定保健指導
実施率のさらなる向上を目指した保健事
業に取り組む保険者は多く、保険者が行う
データヘルスの取組について引き続き支援。



妊娠糖尿病などの診断基準を統一

■妊娠中の糖代謝異常と診断基準
　（平成27年8月1日改訂）
　妊娠中に取り扱う「糖代謝異常」には、1）

「妊娠糖尿病」（GDM）、2）「妊娠中の明ら
かな糖尿病」、3）「糖尿病合併妊娠」の3つ
がある。「妊娠糖尿病」（GDM）は、「妊娠
中にはじめて発見または発症した糖尿病に
至っていない糖代謝異常である」と定義さ
れ、妊娠中の明らかな糖尿病、糖尿病合併
妊娠は含めない。 
　3つの糖代謝異常は、次の診断基準によ
り診断する。 
1）妊娠糖尿病（GDM）
　75gOGTTにおいて次の基準の1点以上
を満たした場合に診断する。

脳心血管病予防に関する
リスク管理チャートを公開
日本内科学会など

リスクが重積した患者への総合的な介入
の筋道を示す
　日本の代表的な疫学研究である久山町
研究によると、脳心血管病を予防するため
には、肥満と糖尿病、脂質異常症などの管
理が重要であることが明らかになっていま
す。それぞれの疾患には治療ガイドライン
があるももの、統合的な指針が必要とされ
ていました。こうした課題をふまえ、日本
内科学会が中心となり、日本疫学会、日
本高血圧学会、日本循環器学会、日本腎
臓学会、日本体力医学会、日本糖尿病学
会、日本動脈硬化学会、日本脳卒中学会、
日本肥満学会、日本老年医学会の11学会
と、日本医学会および日本医師会が加わ
りチャートが作成されました。

　チャートは、ステップ1（スクリーニング
と専門医などへの紹介必要性の判断）、ス
テップ2（各リスク因子の診断と追加評価
項目）、ステップ3（治療開始前に確認す
べきリスク因子）、ステップ4（リスク因子と
個々の病態に応じた管理目標の設定）、ス
テップ5（禁煙、食事管理、体重管理、身
体活動・運動、節酒などの生活習慣の改
善）、ステップ6（薬物療法）の6段階で構成
し、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった
リスク因子ごとに評価項目や管理目標値
が簡潔に記載されています。
　健診などで脳心血管病リスクを指摘さ
れ来院する患者さんを主な対象とし、スク
リーニングから薬物療法まで順を追ってま
とめた内容。来院患者に加え、すでに加

療中の患者についても、管理状態の評価
ツールとして活用が可能だとしています。
詳しくは＞＞http://www.dm-net.co.jp/
calendar/2015/024053.php

　日本内科学会は関連13団体と共同で作成した「脳心血管病予防に関する包括的リスク
管理チャート2015」を学会ホームページで公開しました。

  （1）空腹時血糖値≧92mg/dL
  （2）1時間値≧180mg/dL
  （3）2時間値≧153mg/dL 
2）妊娠中の明らかな糖尿病 （※1）

　以下のいずれかを満たした場合に診断する。
  （1）空腹時血糖値≧126mg/dL
  （2）HbA1c値≧6.5%
＊ 随時血糖値≧200mg/dLあるいは75gOGTT

で2時間値≧200 mg/dLの場合は、妊娠中
の明らかな糖尿病の存在を念頭に置き、（1）
または（2）の基準を満たすかどうか確認する。

（※2）
3）糖尿病合併妊娠
  （1）妊娠前にすでに診断されている糖尿病
  （2）確実な糖尿病網膜症があるもの 
※1 妊娠中の明らかな糖尿病には、妊娠前に見
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逃されていた糖尿病と、妊娠中の糖代謝の
変化の影響を受けた糖代謝異常、および妊
娠中に発症した1型糖尿病が含まれる。い
ずれも分娩後は診断の再確認が必要であ
る。

※2 妊娠中、特に妊娠後期は妊娠による生理的
なインスリン抵抗性の増大を反映して糖負
荷後血糖値は非妊娠時よりも高値を示す。
そのため、随時血糖値や75gOGTT負荷後
血糖値は非妊時の糖尿病診断基準をその
まま当てはめることはできない。
これらは妊娠中の基準であり、出産後は改
めて非妊娠時の「糖尿病の診断基準」に基
づき再評価することが必要である。

詳細は＞＞日本糖尿病・妊娠学会
　　　　 http://www.dm-net.co.jp/jsdp/

　日本糖尿病学会（理事長：門脇　孝・東京大学大学院 糖尿病・代謝内科教授）と日本糖
尿病・妊娠学会（理事長：平松祐司・岡山大学大学院 産科・婦人科学教室教授）は合同委
員会を立ち上げ、妊娠中の糖代謝異常の診断基準の統一化を検討し、両学会と日本産科婦
人科学会（理事長：藤井知行・東京大学医学部産科婦人科学教室主任教授）の三学会の合
意による基準を発表しました。

■脳心血管病予防に関する包括的リスク管理
　チャートについて（日本内科学会）
　http://www.naika.or.jp/info/crmcfpoccd/

新たに統一された「妊娠中の糖代謝異常と診断基準」は以下の通り—



糖尿病ネットワーク　http://www.dm-net.co.jp/

1型糖尿病に対する誤解はまだ多い
　日本では、2型糖尿病に比べ1型糖尿病
の発症率は非常に低く、年間に10万人中約
1.5〜2人ほどが1型糖尿病を発症すると言
われています。国際糖尿病連合（IDF）の調
査によると、世界では年間に7万9,000人以
上の子供が発症（2013年）。患者数が少な
いので学校側も受け持ち経験がほとんどな
いことから、1型患児が入学した際にどう対
処してよいかわからないことが多いようです。
　セミナーで基調講演を行った堀川玲子先
生が所属している国立成育医療研究セン
ターでは、医師、外来看護師、病棟看護師、
管理栄養士などがチームを組み、患児と家
族をサポート。患児の初発時は学校の先生
とカンファレンスを行い、特に養護教諭の先
生には必ず同席してもらっているそうです。
学校での対応ポイントは？
　また、学校では担任の先生、養護の先生

などといっしょに校内での対
応について話す時間を作る
ことが必要だと言います。対
応ポイントとして、（1）インス
リン注射をする場所、（2）低
血糖時の症状や対処法、（3）
補食の内容と補食をする場所、（4）体育時
の低血糖への対応、（5）体育・部活動・修
学旅行への参加、（6）病気を公表するかし
ないか、するとしたらどの範囲までするの
か、など。
　いずれにしても、患児の両親は何度も学
校に連絡することになるので「先生方としっ
かりと信頼関係をつくることが大切」で、「小
児1型糖尿病の治療のゴールは“正常な成
長・発達”。食事と運動については、基本
的に制限は必要ありません。日常生活にイ
ンスリン治療を合わせて、心身両面から理
解とサポートをすることが重要です」と堀川

先生は語りました。
患者・学校・医療機関
三者の連携が重要
　セミナーでは、1型糖尿病の患者さんと家
族のための「1型糖尿病（IDDM）お役立ち
マニュアル」（発行：日本IDDMネットワーク）
が紹介され、同誌「Part2」の“教育機関へ
の説明文書（保護者向け）”や“1型糖尿病
の児童・生徒のいる学校の対応（学校教職
員向け）”、 また同誌「Part5」の患者と家族
の体験談など、役立つ情報が紹介されまし
た。詳しくは＞＞http://www.dm-net.co.jp
/calendar/2015/023860.php

1型糖尿病患児が安心して学校生活を送るために
患者・学校・医療機関の連携が必要

　人工透析の新規導入者で糖尿病腎症は
43.8%と、原疾患で最多であることが知ら
れています。そこで埼玉県では、糖尿病重
症化ハイリスク者の人工透析移行を抑制す
るため、特定健康診査やレセプトのデータ
を活用し「糖尿病性腎症重症化予防対策事
業」を開始しました。
3ヵ月間で受診者が倍増
　2014年当時の対象は、18市町の市町村
国民健康保険の被保険者99万778人（現在
は30都市に拡大）。市町村が主体となり、
ハイリスク者のうち医療機関未受診者や治
療中断者には受診勧奨、糖尿病を治療中の
人には食事・運動などの生活指導を行いま
した。そして2015年1〜3月にかけて実施し
た受診勧奨者数3,283人についてレセプト

データを分析したところ、受診したのは698
人（21.3％）でした。内訳は未受診者2,741
人のうち611人（22.3％）、治療中断者542人
のうち87人（16.1％）で、受診勧奨後の1ヵ月
当たりの受診者の割合は月平均8.2％に上
り、それ以前の月平均4.1％に比べて2倍の
人が受診しました。埼玉県は698人が医療
機関を受診し症状が維持された場合と、治
療を受けないまま合併症が進行した場合と
比較し、将来（20年間）にわたる医療費適
正化効果は約10億円、年平均約5,000万円
と推計しています。同県保健医療政策課
は、「受診勧奨の通知文や案内パンフレッ
トにより糖尿病の重症化リスクをしっかり
伝えたこと、また、症状が重いと思われる
人には電話などにより再度の勧奨を行った

糖尿病治療を放置していた人に
受診勧奨で、受診者が倍増

　「生活習慣病ではない糖尿病があることを知っていますか? 1型糖尿病患児
がよりよい学校生活を送るために」と題するメディアセミナーが7月に東京で
開催され（主催：日本メドトロニック）、小児1型糖尿病患者さんの学校生活の
現状と課題が話し合われました。

ことが成果につながった」と述べています。
詳 しくは ＞＞http://www.dm-net.co.jp/
calendar/2015/024045.php

　埼玉県は、糖尿病治療を放置していた人に受診勧奨を行ったところ、勧奨前に比べて受
診者の割合が倍増したとの報告を公表しました。

パンフレット：
　糖尿病は、とても恐ろしい病気
　— 糖尿病を正しく理解していますか？—

患児の親御さんと小学校の担任、養護教諭ら



CSIIの情報需要の高まり
　現在、世界に2億人以上いる糖尿病患者
さんのうち、およそ100万人がインスリンポ
ンプを使用していると言われます。特に、
アメリカでは1型糖尿病患者の約4割がポン
プユーザー。100万人といえば日本のインス
リン療法患者さんの数に匹敵しますが、日
本のポンプユーザーは1万人にも達していま
せん。しかし近年、CGM（持続血糖測定）
やSAP（パーソナル CGM機能搭載インスリ
ンポンプ）などの新型機器の登場で関心が

高まり、導入可能施設に関する情報が強く
求められていました。
CSIIができる医療機関のみを集積
　当医療機関リストは、導入を検討してい
る患者さんをはじめ、紹介先探しに苦労さ
れているドクターなどに利用されており、施
設から直接投稿いただいた情報を集積して
いく形で現在240の施設・診療科が登録さ
れています。
　CSIIは専門的な知識や導入体制の整備
が必要で、取り扱う医療機関は限られてい

【掲載無料】ご登録ください！
CSII・CGM・SAP取り扱い
医療機関リストを公開

　単なる肥満と肥満症は違います
　日本肥満学会は肥満症について「過栄
養や運動不足などにより、脂肪が過剰に
蓄積した状態であり、肥満に起因する疾患
を有しており、減量を必要とする病態」と
定義しています。「肥満症診断基準2011」
によると、肥満（BMI 25以上）、あるいは
内臓脂肪面積が100cm2以上の「内臓脂肪
型肥満」があり、肥満に起因ないし関連す
る11疾患に及ぶ健康障害のいずれかがあ
る場合。肥満が引き起こす健康障害とは、
2型糖尿病や脂質異常症、高血圧、高尿酸
血症などに加えて、冠動脈疾患、脳梗塞、
脂肪肝、月経異常、睡眠時無呼吸症候群、
変形性関節症、腎臓病が挙げられていま
す。肥満症は体重を減らすことで、これら
の健康障害の多くを改善できることが明ら

「肥満症」と11の関連疾患について認知拡大を
　日本肥満症予防協会が発足　

サイト紹介 ㊹ 

かになっています。
ホームページを中心に情報発信
　日本肥満症予防協会は、一般生活者、医
療・保健指導スタッフを対象に、肥満症の
認知拡大、予防啓発を行うことを目的に設
立。学術研究団体である日本肥満学会と
連携しながら様々な事業展開を行っていく
としています。ホームページでは、肥満症と
関連11疾患についての情報、ニュースレター

「Obesty Report」、関連ニュース、調査・統
計などの情報が随時更新されています。
　松澤理事長は、「日本肥満学会など専門
家の間ではすでに肥満症やメタボリックシ
ンドロームに関する研究は活発に行われい
るが、社会に向け啓発する機会は少なかっ
た。今後は医師だけでなく、保健指導の専
門家や企業などとも連携して情報を共有し、

全国に発信していきたい」と語っています。
松澤理事長による設立挨拶の動画も公開
中です。

ます。またCGMやSAPは、CSIIの使用経
験や導入体制などが施設基準になっている
ことから、これらを使用した治療を行いた
いときは、CSIIを扱う医療機関を探す必要
があります。これまでは施設情報のみでし
たが、読者の要望に応え新たなフォーマッ
トで公開する運びとなりました。
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　糖尿病ネットワークの『インスリンポンプ情報ファイル』は、「インスリンポンプ取り扱い医
療機関リスト」をリニューアルオープンしました。従来の施設情報に加え、糖尿病患者数、イ
ンスリン療法患者数、CSII患者数、CSII取り扱い年数、導入できる対象者、導入方法、小児
慢性特定疾患治療研究事業（医療費助成）、導入に関わるスタッフ、CGM取り扱い、SAP取
り扱いなどの情報を各施設にご登録いただき公開中です。

http://www.dm-net.co.jp/pumpfile/medical/

　今年２月に設立した一般社団法人日本肥満症予防協会（理事長：松澤佑次・住友病院院
長）が、6月に医療従事者向けに設立記念セミナー「STOP!! 肥満症?ご存知ですか？ 肥満
が招く11の病気」を開催しました。

http://www.dm-net.co.jp/pumpfile/medical/



最近の出来事
《2015年6月～2015年8月》

糖尿病ネットワーク
資料室より

　　　　　　 2015年  6月
高齢者では少量の飲酒であっても心臓病の
リスクが上昇（6月10日）

　飲酒量が増えると高齢者では高血圧や
脳卒中が増えることが知られるが、心臓に
も異変が起こるという研究をハーバード大
学医学部の研究チームが発表した。「週に
1〜7ドリンク（缶ビール1本）」の女性でも心
臓の機能が低下する傾向がみられ、男性よ
りも少ない飲酒量でも心臓に異変現れやす
いことが明らかになった。  
HbA1c値が高いと心疾患や脳卒中の発症
リスクが上昇（6月12日）

　HbA1c値が高いと心血管疾患（虚血性心
疾患、脳梗塞、脳出血）の発症リスクが上
昇することが、約3万人の日本人を対象とし
た「多目的コホート研究」（JPHC研究）で明
らかになった。脳梗塞や脳出血は、HbA1c
値が低い場合でもリスクが上昇したという。
海外では、HbA1cが高いと循環器疾患の
発症率が高くなることを示した研究が多く
報告されているが、日本人を対象した研究
は少ない。
脳卒中全国ワーストから脱却を　岩手県

（6月17日）

　岩手県は脳卒中による死亡率の全国ワー
ストから脱却しようと、「岩手県脳卒中予防
県民会議」を展開している。このほど食生
活の改善を推進するために、毎月28日を「い
わて減塩・適塩の日」に設定することを決
めた。

「5つの習慣」でがんリスクをチェックできる
健診ツール（6月17日）

　国立がん研究センター内のがん予防・検
診研究センターは、がんとの関係が深い健
康習慣 （1）喫煙、（2）飲酒、（3）食事（塩分）、

（4）運動、（5）肥満度（BMI）についての質問
に答えると、今後10年のがんリスクをウェ
ブで自己チェックできる健診ツール「5つの
健康習慣によるがんリスクチェック」を公開
した。

野菜から食べ始めると食欲を抑えられる
（6月23日）

　インクレチンである「GLP-1」には、インス
リンの分泌を促して血糖値を下げるだけで
なく、脳の中枢神経に働きかけて食欲を抑
える作用があることがアムステルダム自由
大学医療センターの研究で明らかになり、
第75回米国糖尿病学会（ADA）で発表され
た。GLP-1は食事に含まれる栄養素により
刺激され分泌される。野菜などの食物繊
維が多い食事をとると、腸にあるGLP-1を
分泌する細胞が刺激されGLP-1が増えると
いう。
肌に貼り付けるだけでインスリンを自動投
与 「インスリン パッチ」を開発（6月26日）

　肌に貼り付けておくだけで、血糖値の上
昇を感知し、自動的に適量のインスリンを投
与する世界初のデバイス「スマート インスリン 
パッチ」の開発に成功したと、米国のノース
カロライナ大学などが発表した。インスリン
注射に代わる新たな治療法になる可能性が
あるとして注目されている。
　　　　　　 2015年 7月
妊娠中の運動は効果的　妊娠糖尿病と肥
満のリスクが低下（7月1日）

　スペインのヴィルゲン・デ・ラ・ルス病院
の研究チームは、妊娠中に運動を行うと妊
娠糖尿病や母体の過度の体重増加をどれ
だけ防げるかをメタ解析調査。その結果、
運動を積極的に行うと妊娠糖尿病の発症リ
スクが30%以上低下することが判明した。
さらに、妊娠期間を通じて有酸素運動など
を組み合わせるとリスクは36％低下し、より
効果的であることが明らかになった。
2型糖尿病患者の半数近くが十分な管理
できていない（7月17日）

　「自分は糖尿病のコンディション管理が
十分にできていない」と感じている2型糖尿
病患者が42%に上ることが、英国糖尿病学
会（Diabetes UK）の調査で判明した。ま
た、糖尿病に対し適正な知識をもたない人
が少なくないこともわかった。

民間組織が連携し「日本健康会議」が発足
（7月24日）

　経済団体・保険者・自治体・医療関係
団体などの民間組織が連携し、厚生労働
省・経済産業省の協力のもと「日本健康会
議」が発足した。国民の健康寿命の延伸と
医療費適正化に向けて、活動成果をホーム
ページなどで継続的に公開していく。
　　　　　　 2015年  8月
インスリン製剤のバイオシミラーが発売

（8月3日）

　日本イーライリリーと日本ベーリンガーイ
ンゲルハイムは、日本初となるインスリン製
剤のバイオシミラー「リリー」（一般名：イン
スリン グラルギン（遺伝子組換え） ［インスリ
ン グラルギン後続1］）を発売した。
糖尿病の人は循環器疾患やがんによる死
亡率が高い　9万人を調査（8月5日）

　糖尿病の人はそうでない人に比べ、心筋
梗塞や脳卒中などの循環器疾患やがんによ
る死亡率が上昇することが、国立国際医療
研究センターなどの研究グループが実施し
ている、日本人9万人を対象とした多目的コ
ホート研究「JPHC研究」で明らかになった。
電話によるカウンセリングが糖尿病患者の
血糖コントロールを改善（8月18日）

　米国のアルバート アインシュタイン医科
大学の研究チームは、ニューヨーク市の保
健局、メンタルヘルス局などと協同して、2
型糖尿病患者に電話によるカウンセリング
を行う実験を行い、患者のHbA1c値が改
善することを確かめた。
インスリンカートリッジ製剤とペン型注入
器の誤った組合せに注意（8月21日）

　糖尿病患者がインスリンを自己注射する
際、カートリッジ製剤とペン型注入器を誤っ
て他社製品と組み合わせて使用し、低血糖
や高血糖などの副作用が生じた事例が多
数報告されている。関連する製薬メーカー
は医療従事者に対し、適切な使用を患者に
指導するよう呼びかけている。
精製された炭水化物がうつ病を引き起こす

（8月25日）

　精製した炭水化物の多い「グリセミック
指数」の高い食事をとっていると、うつ病発
症リスクを上昇させることが、コロンビア大
学医学部の研究チームによる7万人の女性
を対象とした研究で明らかになった。

●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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日本糖尿病学会 東北地方会
第53回東北地方会

 第2群 4単位

［日　時］ 11月7日（土）
［場　所］仙台国際センター
［連絡先］
〒980-8574 仙台市青葉区星陵町2-1
東北大学病院糖尿病代謝科
Tel.022-717-7611　
hhttp://www.jds.or.jp/modules/
touhoku/index.php?content_id=1
 

日本糖尿病学会 近畿地方会
第52回近畿地方会

第2群 4単位

［日　時］ 11月14日（土）
［場　所］国立京都国際会館
［連絡先］日本コンベンションサービス（株）
〒541-0042　大阪市中央区今橋4-4-7
Tel.06-6221-5933　
http://www2.convention.co.
jp/52jdskinki/
 

日本糖尿病学会 北海道地方会
第49回北海道地方会

第2群 4単位

［日　時］ 11月15日（日）
［場　所］旭川グランドホテル
［連絡先］
〒078-8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1-1
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学
分野
Tel.0166-68-2454　　
http://www.jds.or.jp/modules/
hokkaido/index.php?content_id=1
 

第31回日本糖尿病・妊娠学会
第2群 2単位

［日　時］ 11月20日（金）〜21日（土）
［場　所］リーガロイヤルホテル東京
［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　
Tel.042-707-7275　　

http://www.dm-net.co.jp/jsdp/
 

日本糖尿病学会 九州地方会
第53回九州地方会

第2群 4単位

［日　時］ 11月27日（金）〜28日（土）
［場　所］アクロス福岡
［連絡先］（株）コングレ九州支社
〒810-0001　福岡市中央区天神1-9-17-11F
Tel.092-716-7116　
http://www.congre.co.jp/jdskyu2015/
 

NPO法人川崎糖尿病スクエア主催
第7回 医師・医療スタッフ教育セミナー

第2群 1単位

［日　時］ 11月28日（土）
［場　所］パシフィコ横浜
［連絡先］NPO法人川崎糖尿病スクエア事
務局
Tel.044-976-1082　
E-mail.info@kawasaki-dms.jp
 
国際糖尿病連合（IDF）世界会議2015

第2群 2単位

［日　時］  11月30日（月）〜12月4日（金）
［場　所］バンクーバー会議・展示センター
(カナダ、バンクーバー )
http://www.idf.org/
worlddiabetescongress/
 

第27回日本糖尿病性腎症研究会
［日　時］  12月5日（土）〜6日（日）
［場　所］ベルサール汐留
［連絡先］（株）メディカル東友
〒243-0012　神奈川県厚木市幸町9-10第2
ファーメルビル2F
Tel.046-220-1705　
http://www.dm-net.co.jp/jdnsg/

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

日本糖尿病学会 中部地方会
第89回中部地方会

第2群 4単位

［日　時］ 10月4日（日）
［場　所］静岡コンベンションアーツセンター
（グランシップ）
［連絡先］
〒420-8527静岡県静岡市葵区北安東4-27-1
静岡県立総合病院糖尿病・内分泌代謝セ
ンター
Tel.054-247-6111
http://www.jds.or.jp/modules/tyubu/
index.php?content_id=1 
 

第13回1型糖尿病研究会
［日　時］ 10月31日（土）〜11月1日（日）
［場　所］TKPガーデンシティ
PREMIUM神保町（東京）

［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://www.jt1d13.com/index.html
 

第15回日本先進糖尿病治療研究会
［日　時］ 11月7日（土）
［場　所］メルパルク京都
［連絡先］（株）インターグループ内
〒531-0072 大阪市北区豊崎3-20-1　
Tel.06-6372-9345
http://asindtj.org/
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■ヒトインスリン製剤の誕生までの道のり
　前回はNPHインスリン（中間型インスリ
ン）まで紹介しましたが、この頃のインスリ
ンはヒトインスリンと比べ、ウシで3個、ブタ
で１個アミノ酸が異なり、注射部位のアレル
ギー反応やインスリン抗体の産生などに問
題がありました。ヒトインスリンは合成出来
ないので、1979年苦し紛れにブタインスリ
ンB鎖C末端のアラニンをスレオニンに酵素
転換してヒトインスリンの半合成技術に成
功し、アレルギーの問題はかなり改善しま
した。しかし一人の糖尿病患者さんが使用
するインスリンを供給するには年間70頭余
りものブタが必要で、供給不足は時間の問
題でした。
■速効型インスリンの問題
　これを解決したのが遺伝子工学です。
遺伝子組換え技術を用いた最初の医薬品
として、プラスミドを大腸菌に組み込ませ、
大量培養しその後インスリンを精製すると
いう方法が1981年に開発され、1983年に

「ヒューマリンⓇ」が発売されました。またノ
ボ ノルディスク社は1987年に酵母菌を用い
たヒトインスリン合成に成功し、「ノボリンⓇ」
として発売しました。
　しかしこの速効型（レギュラー：Ｒ）インス

リンを臨床現場で使用してみるとわかるよ
うに、実は速効型ではなかったのです！ イ
ンスリンの性質をご存じでしょうか。インス
リンは6量体を形成して安定する性質があり
ます。これを皮下に注射しても吸収されず、
ゆっくりと分解されて2量体または単量体に
なってから初めて毛細血管の中に入って行
きます。従って食後の血糖上昇抑制には間
に合わないのです。しかし、食後高血糖を
改善できないと、心血管イベント発症に重大
な影響を与える1）ことがわかっていますの
で、この問題を解決する必要がありました。
■“インスリンに合わせた生活”からの解放
　そして、それを解決に導いたのがインス
リンのアミノ構造の一部を別のアミノ酸基
で置換したインスリンアナログ製剤です。
イーライリリー社は1996年に超速効型アナ
ログインスリン・リスプロ（ヒューマログⓇ）を
世界に先駆けて発売。ノボ社も1999年に
インスリン・アスパルト（ノボラピッドⓇ）、ま
た2004年にサノフィ社からインスリン・グル
リジン（アピドラⓇ）が発売されました。忙し
い人は速効型のように注射後に食事を30分
も待っていられませんし、食事が運ばれてく
るのが遅れれば低血糖になってしまいま
す。それが超速効型の登場で、食事の直

●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。

前、場合によっては食直後なら何とか間に
合うようになりました。
■バイオシミラーとは？
　さてインスリン製剤の発展とは話題が異
なりますが、このたび世界で初めて、インス
リン製剤「グラルギン（ランタスⓇ）」のバイオ
シミラーが日本イーライリリー社から発売さ
れました。糖尿病分野でこの言葉は耳新し
いため解説しておきましょう2）。バイオ医薬
品は、インスリン、ホルモン製剤、サイトカイ
ン、モノクローナル抗体などのタンパク質の
製剤です。バイオ医薬品は一般に価格が高
く、製造技術を持つ製薬メーカーは限られ
ています。そして、バイオ医薬品のジェネ
リックをバイオシミラーと呼び、より安価に
同様の治療が受けられるメリットがありま
す。もともと製造のプロセスでいろいろな
影響を受けるため、先発品と全く同一では
ありませんので3）、WHO（世界保健機構）で
はバイオシミラーを「既に認可を取得したバ
イオ医薬品に対して品質、安全性、有効性
の面で、類似しているバイオ医薬品」と定義
しています。患者さんの経済的負担軽減が
期待されます4）。

  1）N Engl J Med 364:829-841, 2011
  2）DeVries JH et al. (Review) :Diabetes, Obesity
      and Metab:1-7,2014
  3）L Heinemann：Expert Opin Biol Ther 
     1009-1016,2012
  4）山前浩一郎ら：Progress in Medicine 
     34:1793-1803,2014

　不眠のある糖尿病患者さんは健常者の2
倍と言われていますが、今回、糖尿病の血
糖コントロールの悪化で睡眠の質が低下し
やすくなることを、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
章教授らによる調査が明らかにしました。
　研究グループは63人の2型糖尿病の入院

患者を対象に脳波計を使い、睡眠の質を精
密に分析。その結果、HbA1cが悪化すると
深い睡眠の程度を示す「レム睡眠潜時」が
短縮し、脳を休める徐波睡眠を十分にとれ
なくなることを確認しました。また、睡眠の
質の増悪が動脈硬化指標であり、心血管イ
ベントリスク因子である頸動脈の内膜中膜
肥厚度と関連することも示されました。
　糖尿病患者さんの睡眠障害を放置する
と血糖コントロール悪化→睡眠障害→早朝
血圧上昇→心血管イベントリスク上昇へと
進展していくと言われ、これを積極的に治
療することで患者さんのQOLの改善に加

え、交感神経活動の低下による夜間・早朝
血圧改善による動脈硬化の進展予防につ
ながる可能性があることから、心血管イベ
ントを防止するための独立した治療ター
ゲットとして対処していく必要があるとして
います。
　この研究成果は米オンライン科学誌

「プロスワン」で発表されました。

数字で見る糖尿病（42） 

2倍：糖尿病患者の
不眠の比率

この記事の数値は下記での公表によるものです：
Association between poor glycemic control, 
impaired sleep quality, and increased arterial 
thickening in type 2 diabetic patients
http://journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.pone.0122521

加藤光敏（加藤内科クリニック院長  東京・葛飾区）
第20回 インスリン製剤 （3）
  糖尿病治療薬の特徴と服薬指導のポイント


