
低血糖を起こさない糖尿病治療の重要性
　近年、糖尿病の薬物治療において、低血
糖を起こさないことの重要性が高まってき
ています。これは、インスリンやSU薬は、
強力な血糖降下作用が期待できる薬剤であ
る反面、重症低血糖を起こしやすく、死亡リ
スクも高いことがACCORD試験をはじめと
した研究で判明してきたことによります。ま
た最近、DPP-4阻害薬やSGLT2阻害薬な
ど、単独では低血糖を起こさず、かつ十分
な血糖降下作用を期待できる経口薬が市場
に出てきたことも大きく関係しています。し
かしその一方で、低血糖そのものは顕著に
減ったわけではないようにも考えられます。
　低血糖が顕著に減少しない理由の一つ
として、いまだに糖尿病の治療における最
大の“悪”は高血糖であり、低血糖は高血
糖を来さないための代償に過ぎず、看過も
致し方ないとの考え方があるのかもしれま
せん。もちろん医療者側は既にそのような
ことはないと思いますが、少なくともこれま
での診療行為や療養指導を介して患者さん
がそのように感じとった結果として、高血糖
を恐れ、低血糖を引き起こしているのでは
ないかと思われることがあります。
SMBGとCGMの歴史的背景
　低血糖の予防において、薬剤の進歩とは
別に、SMBGが果たしてきた役割は計り知
れません。1981年にインスリン自己注射が
保険適応となり、1986年にSMBGが保険適
応となりました。この背景には糖尿病治療
研究会代表幹事の池田義雄先生の並々な
らぬ尽力がありました。そして、当初は非
常に高額であったSMBG機器も徐々に低価
格となり、測定法も比色法から電極法、
GOD法やGDH法などさまざまな開発があ
り、簡便さに加えて精度も上がり、現在も更な

る改良が続けられています。この一方POCT
機器も登場しており、血糖以外にHbA1c等
も測定できるものも発売されています。
　しかしSMBGやPOCTでは深夜の血糖
変動や無自覚性低血糖は関知できません。
海 外では2000年頃から利用されていた
CGMが、我が国ではようやく2009年に
CGMS-goldが保険適応となり、2012年に
はiProⓇ2が登場しました。解析ソフトが古
いOSでないと使用できない、データの取得
がリアルタイムではないなどの問題はありま
したが、夜間の無自覚性低血糖も含め24時
間の血糖値を見ることができるようになっ
たことは大きな進歩です。
　そして2015年2月からSAPが本邦で保険
適応となり、リアルタイムCGMが臨床で使
用できるようになりました。夜間の低血糖
をアラームで知らせることも可能です。また
急激な高血糖や低血糖を感知する予測ア
ラートにより、重篤な血糖変動を防ぐことも
でます。一方、SMBG機器も、メモリー機
能やグラフ化表示によって血糖パターンを
解析することができるようになりました。こ
のように血糖管理もICTが進み、自己管理
の向上に大きく貢献しています。
糖尿病治療の質の向上と今後の展望
　さて、糖尿病治療の目標は、合併症を予
防し健常な人と変わらない生活の質（QOL）
の向上、寿命を確保することです。このた
めには血糖管理のみならず、体重、血圧、
脂質などの管理を行う必要があります。し
かし、心血管死を減少させるためのHbA1c
は6%未満という研究もあり、理想を追い求
める目標と糖尿病治療の質の向上には
ギャップがあります。そのため糖尿病治療
の質の向上とは、単に血糖を低くするという
ことだけでなく、低血糖と高血糖を減らし
血糖変動を少なくする、そのために血糖に
影響する因子を正確に判断することが重要
であると思われます。その点でSAPは便利
なツールと言えます。
　では、SAP療法を行えば、今までのポン
プ療法だけや、頻回インスリン療法より確
実にHbA1cが良くなるのかというと、答えは
Noです。SMBGもそうですが、血糖測定と
同時にどのような食事、運動、イベント等を
記録することが必要です。なぜなら、血糖
に影響する因子がわからなければ、血糖変
化の解決が見えないからです。
　食事については詳細に記載する必要はな
く、血糖が高い際の食事や血糖値が良好で

あった時の食事がわかれば、それで十分で
す。リアルタイムCGMが臨床応用され、初
めて理解されるようになったことがいくつか
あります。焼肉やカレーなど脂質の多い食
事は血糖上昇が食後3時間くらいから始まり
ます。ロードサイクルやマラソンなどの過激
な運動は運動終了後に血糖上昇が起こりま
す。ケンカや過激な緊張（ホラー映画鑑賞
など）は高血糖になります。多くの患者さん
でこれら同様の現象が起こりました。また
ゼロカロリーの飴や飲み物で血糖が上がる
ことも証明されています。さらに日常生活は
一定ではなく、食事もその都度変わります。
同じ食事を食べても、食べる順番、速度、
消化管の動きは変わるので血糖はその都度
変化します。今まで、食事量とインスリン量
だけで血糖値を見てきた傾向がありました
が、今後は血糖変動にかかわる様 な々因子、
事象を明確にしていき、その対処法を作成
していくことが求められます。そのために
CGMやリアルタイムCGMの普及と、その結
果について多職種で議論し理解を深めてい
くことが必要です。
　CGMの普及のためには健康保険上の制
約がなくなることや、複数のメーカーによる
市場競争により、性能はもちろん簡便で安
価な製品が出現し、様 な々情報を手に入れ
学習できる機会が増えることが、今後への
展望であり、期待です。実際、こうした動き
は急速に進んでおり、ネーミングについては
色々変わってくる可能性はあるものの、糖尿
病のICTは確実に進歩するでしょう。その
機器や情報を我々医療者がいかに活用で
きるようにするか、また高血糖と低血糖を
恐れている患者さんに、自信をもって「安心
してください。大丈夫ですよ」と言える医療
機関を増やしていくことも併せて、私どもの
責務と言えましょう。

        ・・・主な内容・・・ 
●ネットワークアンケート ㊽
　糖尿病にまつわる民間療法について
●今号のトピックス
　診療報酬改訂2016
　仕事と糖尿病治療の両立支援
●サイト紹介 ㊻
　JDDM 糖尿病の多施設共同研究
　2015年度は「下肢救済元年」
イベント・学会情報
糖尿病治療薬の特徴と
　服薬指導のポイント ㉒

糖尿病治療の質の向上と血糖モニター

心臓病センター榊原病院　糖尿病内科

清水　一紀
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CGM；Continuous Glucose Monitoring、ICT；Information and Communication Technology



ケースで対応してい
る現状が浮かび上が
りました。
　自由記述では、‘患
者にとってその民間
療法が治療に向かう
ためのモチベーションに繋がるのであれば、
明らかに有害でなければ禁止しなくてもよ
いと思う’、‘患者さんが相談しやすい環境
作りが必要’、‘正しい知識を伝えることが
民間療法を駆逐する最強の方法’、‘糖質
制限も民間療法のひとつだと思っている人

　民間療法の指導はケースバイケースとい
う回答が最も多く51％で、12年前（56％）と大
きくは変わっていませんでした。しかし、患
者さんの民間療法利用率は12年前とどう変
わったかについて、「増えている」が最も多く
66％に上り、「変わらない」が28％、「減って
いる」が6%との実感でした。
　そこで民間療法についてどのように考え
ているかを聞いたところ「信用するしないは
関係なく、医療従事者として情報は知って
おくべき」が72%を占め、全く関心のない人
は11％と、肯定的に受け止め、ケースバイ

   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. 糖尿病の民間療法について、
　 どのようなスタンスで指導していますか？
　早いもので当紙アンケート調査は12年間で約50テーマ
が実施されました。今後は過去に実施したテーマを取り
上げ、現在と比較する取り組みも行っていきたいと思いま
す。さて今回は12年前、当紙第1号で行った「糖尿病の民
間療法（主治医に指示された以外の治療法）」についてう
かがいました。療養環境や治療技術は大きく様変わりし
ましたが、療養生活に対する患者さんの意識は変化して
いるのでしょうか。

［回答数：医療スタッフ142名（医師17、看護師51、管理栄養士36、薬剤師24、
臨床検査技師9、その他5。うち日本糖尿病療養指導士40、糖尿病看護認定看
護師9）、患者さんやその家族424名（病態/1型糖尿病151、2型糖尿病253、糖
尿病境界型12、その他8、治療内容／食事療法300、運動療法258、経口薬
215、注射薬20、インスリン療法209/重複回答有）］

n ＝ 142
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がたくさんいるのが残念’、‘糖尿病に良い
と信じて飲んだり食べたりしている患者さ
んの気持ちを踏みにじるのは許せない’な
ど、多くの意見が寄せられました。

Q. 民間療法ついて、どのように
　 お感じになりますか？

Q. 12年前と比べ民間療法の
　 利用はどう変わったと
　 思いますか？   

n=142 n=142

信用するしないは
関係なく、
医療従事者として
情報は知っておくべき
72%

信用していない、
関心もない

11%

興味はあるが、
調べてみたことはない

10%

増えている
66%

変わらない
28%

減っている
6%

ものによっては
いいものがあると思う

6%

その他 1%

・テレビでチョコを食べれば血糖値が下がると
  言っていた
・“あずきで血糖値を下げよう”という雑誌の特集
・「血糖値が下がる」と、よく分からない電気が
  流れる椅子に毎日1時間座っている人がいた
・インスリンを中止して酵素を使っていた人がいた
・中国からの直輸入で使用した漢方（糖尿病薬）
  の使用で心筋梗塞を起こした人がいた
・インスリン治療中なのに炭水化物を一切食べない
・サプリメントの飲みすぎ。1日10種類以上飲ん
  でいる人がいた
・山籠もりして断食
・治ると評判の泉で水をくんで飲む（煮沸せず）

危険だと思ったもの

禁止するケースと
許可するケースが
ある
51％

特に指導はしない
（患者さんの自己判断に

任せる）

21％

民間療法はすべて
禁止と指導している

9％

その他
19％



   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. 主治医に指示された以外の治療法、
　 いわゆる民間療法を行ったことはありますか？

●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）

　「高い勉強代」を支払った、というの
が最も正直な回答かもしれません。糖
尿病の治療薬は日ごとに増加し、薬の
種類や服薬回数も変幻自在になってき
ました。そのため、民間療法が混在す
ると医療側の処方に悪影響を及ぼし
うる可能性があります。特にSGLT2
阻害剤を服薬すると尿糖排泄が増加
し結果的に糖質がほしくなります。も
し患者さんが「糖質制限」を一方的に
行っていたらどうなるでしょうか。適
正な処方効果を損ねるような結果を
招かないためにも、機能性食品を含め
た民間療法についての選択は医療ス
タッフによる指導を仰ぐことが欠かせ
ません。合併症を起こしてしまえば

「高い勉強代」では済まなくなるかもし
れないのですから。

　行ったことがある方は23％と、12年前
（25％）とほとんど変わっていませんでした。
“糖尿病に効果あり”とうたう商品の広告を
見たことがある人は80％、宣伝や勧誘を受
けたことのある人は4人に1人に上り、そして
同数が「関心がある」と答えています。真偽
の程は不明であっても惑わせられかねない
のが現状といっても過言ではありません。
　経験者にその効果を聞くと、「ある／とて
もある」と答えた人が27％、「あるようなな

n ＝ 424

いような」という人が50％と、意外とポジ
ティブに捉えている人が多いようです。　
　また、実際にどういうことを行っているの
かを記載してもらったところ、糖尿病のため
に実践していることとして「糖質制限」との回
答が60%以上もおられました。その他ではベ
ジファースト、種々の水やお茶、酢しょうが、
菊芋、ヤーコン、グルテンフリー、メガビタミン
療法など、様 な々名称が出てきました。
　自由記述では、‘たくさんあり過ぎてどれ

Q. 糖尿病に効果があるとうたう
　 民間療法の広告を見たことは
　 ありますか？
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が良いのか判断しがたい’‘楽して美味しい
ものいっぱい食べて血糖値を下げようなん
て、そんな「甘い」話があるはずがない’、‘効
かないのはわかっていても、親族などから
強く推められると断りづらい’、‘ドクター監
修の治療本を何冊か読み、藁をもつかむ気
持ちで本に書いてある所に連絡して、いろ
いろな薬らしきものを数年試したが何の効
果もなかった。高い勉強代を支払った’
等々、様 な々ご経験や意見を頂戴しました。

Q. 民間療法は糖尿病に対して
　 効果はありましたか？   

n=424

Q. 民間療法について、どのように
　 対応していますか？

行ったことはない 
75％

以前、行った
ことがある

14％

行っている
9％

その他 1％

あるような
ないような、
わからない
50%

まったくない
20%

その他 3%

ある
18%

とてもある
9%

わからない1％

n=424 n=424

ある
80%

その他 1%

ない
19%

関わりたくない
39%

情報だけは
キープする

21%

非常に
関心がある 

3%
その他 3%

気にはなるが
関わらない

34%
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「仕事と糖尿病治療」の両立を支援
厚労省が初のガイドライン公開

治療中断理由の1位は「仕事が忙しい」
　医療の進歩で仕事を続けながら治療を
受ける人は増えています。しかし、実際は
周囲の理解を得るのが難しく、病気を隠し
て働く人は多く、多忙を理由に治療中断す
る人は少なくありません。厚労省が昨年末
に出した「2014年患者調査の概況」による
と、糖尿病で通院治療を受けている患者は
316万人。他方、同省研究班の調査では、
糖尿病患者のうち年間に51万人が医療機関
への受診を中断していると報告しています。
治療と仕事を両立するための「両立支援
プラン」
　公表された「事業場における治療と職業

生活の両立支援のためのガイドライン」の
対象となるのは糖尿病、がん、脳卒中、心
疾患、肝炎などの長期的な治療が必要な
疾患です。それらを発症した従業員が安心
して自身の病状を相談できる窓口を設け、
医師と企業が患者の情報を共有していくた
めに、（1）患者が自身の業務内容を主治医
に伝える、（2）主治医が病状や治療の内容、
働き続けるうえで望ましい配慮を判断して
企業に伝える、（3）企業は主治医や産業医、
患者の意見をふまえて就業上の措置を決定
する、といった具体的な流れを示しています。
　企業は、従業員が治療をしながら就業継
続が可能であると判断した場合、業務によ

　厚生労働省は、糖尿病患者などが治療と仕事を両立できるよう支援する企業向けガイドラ
イン（指針）を公表しました。ガイドラインでは、糖尿病やがんなどの治療を続けながら、仕事
優先で治療をおろそかにしないための具体的な施策が示され、企業側に対し働き手である患
者の情報を医療機関と共有し、勤務時間の配慮など適切な措置をとるよう求めました。

って疾病が増悪することがないよう就業上
の措置などを決定し、実施する必要があり
ます。必要に応じて、（1）治療・投薬などの
状況および今後の治療・通院の予定、（2）
就業上の措置および治療への配慮(業務内
容の変更、労働時間の短縮、就業場所の
変更、定期的な休暇の取得)などをまとめた
計画「両立支援プラン」を策定することが望
ましいとしています。
　両立支援プランの作成にあたっては、産
業医や保健師、看護師などの産業保健スタ
ッフ、主治医と連携するとともに、必要に応
じて主治医と連携する医療ソーシャルワー
カー、看護師などや、地域の産業保健総合
支援センター、保健所などの保健師、社会
保険労務士などの支援を受けられる仕組み
も検討されています。
詳 しくは ＞＞http://www.dm-net.co.jp/
calendar/2016/025195.php

2016年度診療報酬が施行  合併症予防などで新設
　厚生労働省は3月4日、2年ぶりの改定と
なる2016年4月からの診療報酬を告示しま
した。

　2016年度診療報酬における糖尿病医療に
直接関係するものでは、質の高い在宅医療・
訪問看護の確保として「在宅自己注射指導
管理料」の見直し、「在宅妊娠糖尿病患者指
導管理料」や「血糖自己測定器加算」では、
対象者に“妊娠糖尿病”が追加され“妊娠中
の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者”とされ
た他、重症化予防取組の推進として「進行し
た糖尿病性腎症に対する運動指導の評価」
と「人工透析患者の下肢末梢動脈疾患重症
化予防の評価」各100点の加算が新設される
ことになりました。「在宅自己注射指導管理
料」では、インスリン療法患者さんはほとんど
が月28回以上なので60点下がり、導入初期
加算は500点から580点に上がりました。

出典：平成28年度診療報酬改定について（厚生
労働省）
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000106421.html

Ｃ101 在宅自己注射指導管理料
　疾患の医学管理に関する評価を踏まえて、現行の注射指導回数に応じた評価の差を縮小する
とともに、導入初期の指導を重点的に評価する。また、難病患者への指導管理を行った場合も
併せて重点的に評価する。

1. 在宅自己注射指導管理料の内容を明確化した上で、頻度に応じた点数を設定するともに、
　 難病患者への指導管理を行った場合を重点的に評価する。

（新）2. 以上の保険医療機関において、同一の患者について異なる疾患の在宅自己注射指導管
　　　 理を行っている場合に、それぞれ当該指導管理料を算定できることとする。

［算定要件］
① 在宅自己注射の導入前には、入院又は２回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師によ
　 る十分な教育期間をとり、十分な指導を行うこと。また指導内容を詳細に記載した文書を作成し
    患者に交付すること。
② 導入初期加算は 新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、３月の間、月１回に限り算定する。
    ただし、投与薬剤の種類を変更した場合は、当該変更を行った月においても算定することができる。
    なお、過去１年以内に使用した薬剤に変更した場合は、算定できない。

改定前 改定後
１ 複雑な場合 1,230点 　 １ 複雑な場合 1,230点
２ １以外の場合 　 ２ １以外の場合

（新）難病外来指導管理料との併算定を
　　可能とする）

　イ 月3回以下の場合   100点 　 　イ 月27回以下の場合 650点
　ロ 月4回以上の場合   190点 　 　ロ 月28回以上の場合 750点
　ハ 月8回以上の場合   290点 　
　ニ 月28回以上の場合 810点 　
　注2　導入初期加算 500点 　注2　導入初期加算 580点

⇨
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出典：多目的コホートト研究「JPHC Study」（国立がん研究センター）
（2015年）

HbA1c6.5%以上で1.43倍に
慢性的な高血糖が全がんリスクに
　日本人を対象に、さまざまな生活習慣と
がん・脳卒中・心筋梗塞などとの関係を明
らかにする目的で実施されている国立がん
研究センター がん予防・検診研究センター 
予防研究グループによる多目的コホート研
究「JPHC Study」（http://epi.ncc.go.jp/
jphc/index.html）の過去の研究で、糖尿病
の人はHbA1c値が高いと大腸がん、膵臓
がん、肝臓がん、子宮内膜がんなどのがん
罹患リスクが1.5～4倍高く、全がんも約1.2
倍高いと報告されていますが、HbA1c値と
がんリスクとの関連は十分に解明されてい
ませんでした。
　今回の研究では、46～80歳の男女約3万
人を対象に糖尿病調査で測定したHbA1c
の値を6つの群に分けて、その後の全がん
リスク、臓器別リスクを追跡調査しました。

追跡期間中に1,955人ががんを発
症。 その結果、HbA1c値5.0～5.4%
を基準とした場合、がんの発症リス
クは5.5～5.9%で1.01倍、6.0～6.4%
で1.28倍、6.5%以上で1.43倍、「既
知の糖尿病」で1.23倍に上昇してい
ました。
　また、がん種別に解析したところ、HbA1c
値が高い群で大腸がん、特に結腸がんのリ
スクが上昇しており、肝がんを除外すると、
HbA1c値が高いと全がんリスクは直線的
に上昇することが判明しました。研究者は

「慢性的な高血糖が全がんリスクと関連す
ることが裏付けられた。がん発症リスクは
血糖値がそれほど高くない予備群の段階
で上昇する」と述べています。
高血糖が酸化ストレスを高め、発がんに

　高血糖は酸化ストレスを亢進させること
でDNAを損傷し、発がんにつながると考え

HbA1c値が高いほど、がん発症リスクが高い
　日本人約3万人を対象とした大規模研究で判明

られています。また、がん細胞の増殖には
大量の糖を必要とするため、慢性的な高血
糖状態はがん細胞の増殖を助長する可能
性もあると言われています。なお、HbA1c
値が5%未満の人でもがんリスクは1.27倍と
上昇。肝硬変などでは実際の血糖値に比
べてHbA1cが低値を示すことが多く、肝硬
変は肝がんになりやすい状態です。その結
果として、低HbA1c群は肝がんリスクが上
昇していた可能性も指摘されています。

　HbA1c値が高いほど、がんを発症する危険性が高いことが、日本人約3万人を対
象とした大規模研究で明らかになり、医学誌「International Journal of Cancer」オ
ンライン版で発表されました。

所得が低い人ほど不健康リスクが高い
健康診断の受診率や１日の歩数、喫煙率も所得で差 【国民健康・栄養調査】

食事が主食（穀物）に偏る傾向がある
低所得層
　今回の調査では、世帯の所得別（200万
円未満、200 万円以上～600万円未満、600
万円以上）で、世帯員の生活習慣等（食生
活、運動、たばこ、飲酒、睡眠、健診、体型、
歯の本数）の状況を比較しました。食生活
について、低所得者層は野菜類や肉類、き
のこ類、卵類、乳類などの摂取量が高所得
者層より少なく、穀物類だけ多い傾向。主
食である穀類の1日当たりの摂取量は、世
帯所得が600万円以上の男性で494gだっ
たのに対し、200万円～600万円未満は
520g、200万円未満では535gでした。女性
もそれぞれ352g、359g、372gと、所得が低

いほど量が多いという結果
でした。
女性の喫煙率は3倍の差
も
　 健 康診 断を受けてい
ない人の割合も低所得者
ほど高い傾向がみられま
した。 男性では600万円
以上は16.1%なのに対し、
200万円未満で42.9%、女性では600万円
以上は30.7%なのに対し、200万円未満で
40.8%。1日の歩数も所得が多いほど増え
る傾向があり、男性では600万円以上は
7,592歩、200万円未満では6,263歩、女性
では600万円以上は6,662歩、200万円未

　厚生労働省は「2014年国民健康・栄養調査」で、糖尿病有病者の状況や
栄養、運動、肥満者の近況を公表しました。今回は重点項目として所得と生
活習慣の関係を分析し、所得が低い人ほど不健康リスクが高いことが示され
ました。

満で6,120歩でした。喫煙者の割合も同様
で、男性では600万円以上は29.2% 、200万
円未満で35.4%、女性では600万円以上は
5.6%、200万円未満で15.3%と3倍近い差が
ありました。



糖尿病ネットワーク　http://www.dm-net.co.jp/

　糖尿病治療研究会（代表幹事：池田義雄・
元 東京慈恵会医科大学教授）の設立35周
年記念事業として同研究会の監修のもと昨
年10月より公開されている「糖尿病医療　
進歩の歴史」（http://dm-rg.net/history/）
は、糖尿病医療の歴史を紹介する糖尿病リ
ソースガイドのコンテンツです。糖尿病の
記録は紀元前15世紀の古い書物までさか
のぼります。古代エジプトのパピルスにす

「糖尿病医療 進歩の歴史」
第50回 糖尿病学の進歩で企画展示

でに糖尿病は記録されていました。以来約
3,500年もの間、人類は糖尿病と闘ってきま
した。このコーナーでは、糖尿病の長い歴
史を振り返り、基礎研究、疫学、診断、治療
薬、関連団体の活動記録など、糖尿病に関
係する様 な々出来事を収拾、整理し掲載し
ています。現在、290項目の歴史的トピック
が入っており、今後も随時追加されます。
　今回の「第50回 糖尿病学の進歩」では、

この年表を総合受付近くに幅6メートル、高
さ1.7メートルの巨大パネルで展示。2日間
にわたり、多くの参加者が目を凝らしながら

“糖尿病学の進化”を振り返っておられまし
た。当コンテンツは、歴史の大きな流れを掴
めるだけでなく、個別トピックを原典まで掘り
下げられるウェブ年表のメリットを併せ持ち
ます。当コンテンツはウェブで常時無料でご
覧になれますので、ご活用ください！

糖尿病患者は何歳まで生きられる？
糖尿病と寿命に関する調査結果
　糖尿病患者さんの平均寿命は糖尿病で
ない人に比べ短いという調査結果が発表
されました。
糖尿病患者の平均寿命は4.6年短いとい
う調査結果
　米国疾病予防管理センター（CDC）の研
究チームが、糖尿病と身体機能の障害、お
よび日常生活の自立度との関連性につい
て、50歳以上の米国人2万人以上を対象
に1998～2012年にわたり追跡調査を行い

「Diabetes Care」に発表されました。
　調査結果によると、糖尿病のある人はそ
うでない人に比べ4.6年早く死亡し、「日常
生活動作」（ADL）などの障害が6～7年早
く進行し、ADLが障害された状態が1～2
年長く続くことが明らかになりました。ま
た、糖尿病の高齢男性は、3項目以上の身
体障害をもつ頻度が20～24%に上り、糖

尿病でない男性の12～16%よりも上回りま
した。
1型糖尿病患者の寿命は改善された？
　糖尿病患者さんの寿命が健常者よりも
短い傾向があることは他の調査でも明らか
になっています。スコットランドのダンディ
ー大学が2万4,691人の1型糖尿病患者を対
象に行った調査では、20代前半の糖尿病
患者の予想される平均余命は、健康な人
に比べ男性で11.1年、女性で12.9年短いと
いう結果でした。ただし、1975年に米国で
行われた調査では1型糖尿病患者の寿命
は27年短いとされていたので、かなり改善
されていると評価されています。なお、70
歳まで生存する割合は、糖尿病のない一般
集団では男性の76%と女性の83%であるの
に対し、1型糖尿病では男性の47％と女性
の55%にとどまりました。

糖尿病は短命リスクを高める
　日本人の死因は、年度によって多少の変
動はあるものの、「がん」（悪性新生物）、「心
疾患」（心筋梗塞など）、「脳血管疾患」（脳
卒中、脳梗塞など）が上位を占めています。
このうち、糖尿病は心疾患と脳血管疾患の
リスクを大きく高めるだけでなく、がんの
発症リスクも高めることもわかってきてい
ます。上位3つ以外でも、死因の上位である

「腎不全」は、糖尿病が原因で発症するこ
とが多く、さらに血糖コントロールが不良
の状態が続くことで、体全体の抵抗力が弱
まり肺炎などの「呼吸器疾患」などの死因と
なる恐れもあります。
詳しくは＞＞http://www.dm-net.co.jp/
calendar/2016/024725.php

　糖尿病ネットワークは、2月19日（金）～20日（土）に東京国際フォーラムで開催された「第
50回 糖尿病学の進歩」（世話人：内潟安子・東京女子医科大学糖尿病センター センター
長）で「糖尿病医療　進歩の歴史」の企画展示を行いました。
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サイト紹介 ㊻ 

　一般社団法人糖尿病データマネジメント
研究会（英文名：Japan Diabetes Clinical 
Data Management Study Group［ 略称：
JDDM］）はCoDiC（正 式 名:Computerized 
Diabetes Care）という糖尿病データ管理ソ
フトウェアを使用している医療機関の医師
を中心に構成しています。糖尿病治療の実
態の把握と改善を目的とする多施設共同研
究として、アウトカムリサーチ及び前向き研
究を2001年、28施設約1.2万人からスタート
し、現在は73施設5.7万人に及ぶ施設と患
者さんのデータが継続的に蓄積されていま

す。これらの多施設共同研究データは日本
糖尿病学会年次学術集会で毎年発表が行
われるほか、研究会を年2回開催していま
す。
　ホームページでは、これまでに実施して
きた各年度の平均HbA1c推移、糖尿病の
HbA1cヒストグラム、1型糖尿病のHbA1c
ヒストグラム、2型糖尿病のHbA1cヒストグ
ラム、2型糖尿病の治療法の変化、治療法
別HbA1cの分布状況（2型糖尿病）といった
調査結果を閲覧することができます。例え
ば、糖尿病治療法の変化として、インスリ

糖尿病の多施設共同研究を行う
JDDMをご存知ですか？

ン療法が年々減り、経口薬療法は増加、ま
たインスリンと経口薬の併用療法が増えて
いるというような経年の動向がわかります。
ぜひ、同会活動と研究成果ににご注目くだ
さい。

　一般社団法人糖尿病データマネジメント研究会（代表理事：前川　聡・滋賀医科大学内
科学講座教授）は、糖尿病患者さんの臨床データを集積し、そのデータベースを基に多くの
成果を発表している研究団体です。

糖尿病の合併症対策について
厚労省が本腰
　2月10日、AAA活動が発足して3年目を
迎えました。少しずつですが、活動の主旨、
内容に理解が得られ、共感を得た方々か
らの支援が増えつつあることを実感してお
ります。足を救済するための社会的な環境
も、足を守る方向へ動き出しました。昨年は

「透析患者さんの足を守る」をテーマに、活
動を行って参りました。一昨年同様、市民
公開講座を開催し、全国腎臓病協議会との
コラボレーションが実現。また当会の富田
益臣先生（東京都済生会中央病院糖尿病・
内分泌内科）が開発した足病リスクのある
糖尿病患者をスクリーニングする「AAAス
コア」も企業メンバーのサポートを得て、世
に出すことができました。
　さて、AAAの直接的な活動ではありませ
んが、切断回避に関連することとして2015
年は下肢救済の変革の年、夜明けの年でし

た。AAAの活動と平行して行われた、昨
年の第7回日本下肢救済・足病学会（2015
年7月11-12日・横浜）の2日目に「下肢救済・
足病治療の向上による重症化予防と医療
費削減について」というシンポジウムが開催
されました。厚生労働省健康局、参議院議
員、関連領域のオピニオンリーダーが集い、
それぞれの立場から下肢救済についてコン
センサスを得ることができ、その後、日本下
肢救済足病学会と７つの学会（日本透析学
会、日本足の外科学会、日本皮膚科学会、
日本形成外科学会、日本血管外科学会、日
本糖尿病学会、日本心血管インターベンショ
ン学会）が合同で議会へ要望書「下肢救
済・足病学会の下肢・足病治療の向上と重
症化予防に対する対策、整備の要望につい
て」を提出しました。
人工透析患者に対する加算が新設
　これらの活動が認められ、2016年度診
療報酬改定において、人工透析患者さんの

AAA発足3年目へ　〜2015年度は「下肢救済元年」
人工透析患者さんに対する加算が新設！

　2月10日のフットケアの日に寄せて、一般社団法人 Act Against Amputation（AAA） 理
事長・大浦紀彦（杏林大学医学部形成外科教授）より活動報告があり、2015年度は「下肢救
済元年」となる重要な1年であったとして、引き続き同活動への支援を呼びかけました。

足を透析クリニックが日頃からチェックし、
虚血がみられる人を、下肢救済を行う病院
へ紹介することを評価する「下肢末梢動脈
疾患指導管理加算」が新設されました。
　透析患者さんは、慢性糸球体腎炎などの
腎臓病の人をはじめ、近年では糖尿病腎症
を原疾患にしている人が37％、新規透析導
入患者の43％にのぼります。足病変の最も
ハイリスクな人たちに対して、このような制
度ができたことは、2015年が「下肢救済元
年」であることを象徴する出来事であり、間
違いなくAAAの活動においても追い風とな
るものであると確信しています。。
　ようやく下肢を救済する医療制度が整い
始めた2016年は、この制度をどう活用して
いくかを具体的に示し、多くの施設に利用
してもらえる環境づくりや情報提供が必要
であると考えます。そして学会とは別の観
点から、下肢救済の重要性を一般の方々に
も発信していきたいと考えております。



最近の出来事
《2015年12月～2016年3月》

糖尿病ネットワーク
資料室より

　　　　　　 2015年  12月
1,5-AG低値は糖尿病のCVD発症や死亡
リスク上昇に独立して関与（12月14日）

　米国の前向きコホート研究において、短
期間の血糖コントロールと食後高血糖の指
標として知られる1,5-AGは、心血管疾患発
症や総死亡のリスクと相関し、HbA1cや空
腹時血糖で調整しても有意性が保たれたと
の論 文が、 米国 糖尿病学会の学会 誌

「Diabetes」電子版に掲載された。食後高
血糖が大血管症発症と死亡の独立した危
険因子であることを示す新たなエビデンス。  
糖尿病患者数が過去最多の316万人超に増
加（12月19日）

　2014年患者調査結果によると、糖尿病の
患者数は316万6,000人となり、前回（2011
年）調査の270万から46万6,000人増えて、
過去最高となった。その他、高血圧性疾患
は104万1,000人増、高脂血症は17万6,000
人増、がんは10万人増、脳血管疾患は5万
6,000人減だった。 
神経障害性の疼痛を緩和する治療法を発
見（12月22日）

　糖尿病やがん、坐骨神経痛などが原因と
なり発症する神経障害性の難治性疼痛を
緩和する新たな治療法を、広島大学などの
研究グループが発見した。研究グループは、
疼痛を引き起こすたんぱく質「HMGB1」に
着目。神経障害性疼痛モデルマウスを用い
て、傷害を受けた坐骨神経で「HMGB1」が
増加することを確かめた。
　　　　　　 2016年 1月
カフェイン入り「エナジードリンク」で糖
尿病が悪化　日本でも死亡例（1月4日）

　エナジードリンクの過剰な摂取が2型糖
尿病の発症リスクを高めるという調査結果
がIDF2015で報告された。カナダのカルガ
リー大学の研究チームは、13～19歳の若年
者20人を対象に、カフェインを含むエナジー
ドリンクを摂取した後の血糖値およびイン
スリン抵抗性のデータを解析。その結果、
カフェイン含有のエナジードリンクを摂取し

た群では、カフェイン抜きの群に比べて血
糖値が24.6％、インスリン値が26.4％上昇し
た。過剰なカフェイン摂取がアドレナリン
などの血糖値を高めるホルモン分泌を促
し、インスリンの機能を妨げている可能性
があるという。 
膵臓のβ細胞を皮膚から生成するのに成
功　インスリン分泌を確認（1月8日）

　インスリンを分泌する膵臓のβ細胞と同
じ機能をもつ細胞を皮膚の細胞から大量に
つくりだす研究が成功したと、米国のグラッ
ドストーン研究所とカリフォルニア大学が発
表した。生成した細胞を糖尿病のマウスに
移植する実験も行い、インスリンを分泌し
血糖値が改善することも確認された。イン
スリン療法の代わりとなる再生医療の実現
に向けて大きく前進したとされる。
メトホルミンが寿命を延ばす アンチエイ
ジング効果を確かめる試験がスタート

（1月14日）

　米国のアルバート アインシュタイン医科
大学のニール バルジライ教授らの研究
チームは、米国の15カ所の医療機関で行う

「メトホルミンによる加齢抑制」（TAME）
研究の実施を発表した。研究では70～80
歳の高齢者3,000人を対象に、メトホルミン
を服用する群と服用しない群に分け、5～7
年追跡して調査し、寿命、心筋梗塞などの
心疾患、がん、認知症などの発症にどれだ
け差が出るかを調べる。
DPP-4阻害薬と心不全による入院は関連
するのか？ （1月28日）

　米ジョージタウン大学メディカルセンター
のAlex Z. Fu氏らは、米国の保険請求デー
タベースを用いた後ろ向きの観察研究を実
施し、2型糖尿病患者では、心不全による
入院とDPP-4阻害薬投与〔スルホニル尿素

（SU）薬と比較〕あるいはサキサグリプチン
投与（シタグリプチン投与と比較）との間に
関連性はみられないことを示し、「Diabetes 
Care」オンライン版に掲載された。

　　　　　　 2016年 2月
糖尿病の子供のケア　子供の糖尿病のあ
る生活を支えるために（2月12日）

　糖尿病とともに生きる女性を支援する研
究を行う「糖尿病と女性のライフサポート研
究会」（代表：田中佳代・久留米大学医学
部看護学科母性看護学准教授）は、同会
ホームページで「子どもたちのこころとから
だと糖尿病のある生活」を公開。 糖尿病
の子供が健康な子供と変わらない日常生
活の質（QOL）を維持することが糖尿病治
療の目標としています。
DPP-4阻害薬が動脈硬化を抑制　インス
リン治療中の患者でも効果（2月12日）

　2型糖尿病の治療薬であるDPP-4阻害薬
が動脈硬化を抑制することを順天堂大学・
綿田裕孝教授らの研究グループらによる日
本人を対 象とした研 究で明らかにし、

「Diabetes Care」オンライン版に発表され
た。インスリン治療中の2型糖尿病患者に
おいても、動脈硬化の抑制効果を得られる
という。

「糖尿病連携手帳」改訂3版で地域連携を
支援（2月24日）

　公益社団法人日本糖尿病協会（理事長：
清野裕・関西電力病院院長）は、糖尿病患
者用の診療記録ノートである「糖尿病連携
手帳」の内容を大幅に見直し、改訂3版とし
て全国配布を開始した。
1型糖尿病への強化療法、30年後の心血
管疾患リスクを低減（2月25日）

　DCCT（Diabetes Control and Compli-
cations Trial）で強化インスリン療法を行っ
た1型糖尿病患者では、従来療法群に比べ
て、30年後の追跡調査時でも心血管疾患リ
スクの低減効果がみられることが「Diabetes 
Care」オンライン版に2月9日掲載の論文で
示された。
　　　　　　 2016年 3月
メトホルミンにがんを予防する効果（3月4日）

　糖尿病の治療薬であるメトホルミンに、
大腸ポリープの再発リスクを下げる効果が
あることを横浜市立大学の研究グループが
突き止めた。大腸ポリープは進行してがん
になる可能性があり、大腸がんの予防につ
ながると期待される。

●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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Tel.06-6221-5933　　　
http://www2.convention.co.jp/jds59/
index.html
 

第51回日本理学療法学術大会
第1群 理学療法士4単位

［日　時］ 5月27日（金）～29日（日）
［場　所］札幌コンベンションセンター
［連絡先］（株）コンベンションリンケージ
〒060-0002　札幌市中央区北2条西4-1
Tel.011-272-2151　
http://www.c-linkage.co.jp/jspt51/
 

第61回日本透析医学会
［日　時］ 6月9日（木）～12日（日）
［場　所］大阪国際会議場 ほか
［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/61jsdt/
 
第7回 日本プライマリ・ケア連合学会

学術大会
［日　時］ 6月11日（土）～12日（日）
［場　所］浅草ビューホテルほか
［連絡先］（株）コンベンションリンケージ
〒102-0075　東京都千代田区三番町2
Tel.03-3263-8688
http://www.c-linkage.co.jp/jpca2016/

日本IDDMネットワーク
サイエンスフォーラム

－1型糖尿病 2025年 『治らない』から『治る』へ―

［日　時］ 6月25日（土）
［場　所］鳥栖商工センター会館（佐賀）
［連絡先］認定特定非営利活動法人日本
IDDMネットワーク事務局
〒840-0823　佐賀県佐賀市柳町4-13
Tel.0952-20-2062　
http://japan-iddm.net/sympo_2016_
saga/

 第22回日本小児・思春期
糖尿病研究会年次学術集会

［日　時］ 7月10日（日）
［場　所］梅田スカイビル タワーウェスト
（大阪）
［連絡先］オフィスミモザ合同会社
〒604-0835京都市中京区御池通高倉西入
ル高宮町219-4F
Tel.075-253-2438　
http://jspad.umin.jp/
 

第48回日本動脈硬化学会
［日　時］ 7月14日（木）～15日（金）
［場　所］京王プラザホテル
［連絡先］アクセスブレイン
〒113-0034　東京都文京区湯島3-31-5
Tel.03-3839-5037　
http://accessbrain.co.jp/jas48/
 

第3回肝臓と糖尿病・代謝研究会
［日　時］ 7月16日（土）
［場　所］石川県立音楽堂邦楽ホール・交
流ホール（金沢）

［連絡先］（株）キュービクス
〒921-8836　石川県野々市市末松3-570　
いしかわ大学連携インキュベータ203
Tel.076-201-8821
http://www.liverdiabetes3.org/index.
html
 
第4回日本糖尿病療養指導学術集会

第2群 4単位

［日　時］ 7月23日（土）～24日（日）
［場　所］国立京都国際会館
［連絡先］（公社）日本糖尿病協会
〒102-0083　東京都千代田区麹町2-2-4
Tel.03-3514-1721　
http://www.nittokyo.or.jp/meeting/
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113回日本内科学会講演会
［日　時］ 4月15日（金）～17日（日）
［場　所］東京国際フォーラム
［連絡先］日本内科学会事務局
〒113-8433東京都文京区本郷3-28-8日内
会館
Tel.03-3813-5991
http://www.naika.or.jp/

第89回日本内分泌学会学術総会
［日　時］ 4月21日（木）～23日（土）
［場　所］国立京都国際会館
［連絡先］（株）コンベンションリンケー
ジ内
〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六
角下ル七観音町634
Tel.075-231-6357
http://www2.c-linkage.co.jp/endo89/

第70回日本栄養・食糧学会大会
第1群 管理栄養士・栄養士2単位

［日　時］ 5月13日（金）～15日（日）
［場　所］神戸ポートピアホテル ほか
［連絡先］（株）JTB コミュニケーションズ
　コンベンション事業局内
〒530-0001 大阪市北区梅田3-3-10
Tel.06-6348-1391　
http://jsnfs70.umin.jp/ 
 

第5回日本臨床高血圧フォーラム
［日　時］ 5月14日（土）～15日（日）
［場　所］ステーションコンファレンス東京
［連絡先］（株）JTBコミュニケーションズコ
ンベンション事業局
〒141-8657　東京都品川区上大崎2-24-9
Tel.03-5434-8759　　
http://convention.jtbcom.co.jp/
jshforum2016/index.html
 

第59回日本糖尿病学会
第2群 4単位

［日　時］ 5月19日（木）～21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）
関西支社
〒541-0042　大阪市中央区今橋4-4-7
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　CSII（Continuous Subcutaneous 

Insulin Infusion）という言葉を聞いたこと

があるでしょうか？これは持続皮下インス

リン注入療法で、インスリンポンプ療法

（insulin pump therapy）とも呼ばれてお

り、腹部や臀部の皮下組織に入れたチュー

ブ（カニューレ）から基礎インスリンおよび、

食事毎に追加インスリンを補うものです。

今回はCSIIの紹介や指導の注意点ととも

にCGMやSAPについても述べます。

■インスリンポンプの歴史

　 初 期 の インスリン ポン プ はArnold 
Kadishによって作成されたポンプで、背中
に背負う四角いリュックのような大きさでし
た１）。1978年になり、インスリンを皮下に持
続注入する、ポータブル型インスリンポンプ
をPickupら2）が報告しました。これが現在
のCSIIの始まりと言えます。その後1993年
の「DCCT研究」でインスリン強化療法群に
これが多用されたことで一躍注目されるよ
うになったという経緯があります。
　2016年現在、米国では約35万人がポン
プを使用していますが、日本では主として
1型糖尿病の7,000人余りです。
■CSIIはどのように使用されるか

　CSIIの最大の利点は時間帯によってベー
サル（基礎）インスリンの増減が自由にでき
ることです。ランニング前に基礎インスリン
を下げたり、早朝から午前中にかけてイン
スリン必要量が増加し血糖が上昇しやすく
なる「暁現象」への対応も容易にできるの
です！またボーラス（追加）インスリンも、食
後のデザートの糖質量に合わせて適量追
加などもいたって簡単です。ですから血糖
変動の大きい症例や、MDI（インスリン頻回
注射）では対応できない早朝高血糖への対
応が容易になるのです。
　当院でも１型糖尿病で、MDIでもHbA1c

が8％を切れず血糖変動も大きかった症例
に「パラダイムインスリンポンプ722」を導
入したところ、6.5％前後の推移が得られ、
低血糖もほぼなくなるなど、患者さんのや
る気と研究心がマッチすれば、すばらしい
結果をもたらしてくれます。
■CGM（持続血糖測定）について

　CGM（Continuous Glucose Monitoring）
は皮下の間質液のブドウ糖濃度（以下血糖
とする）を5分ごとに記録する機器です。現
在日本に入ってきているのはメドトロニック
社製のみ。2010年に発売された 「CGMS
ゴールド」は血糖が随時確認できる機種で
すが、すでに販売・修理終了で当院でもお
蔵入りです。2012年発売の「iProⓇ2」は親指
と人差指で丸く囲めるくらい小型化。しか
し記録されているかPCにデータを取り込ん
でみるまで確認できないため、万が一記録
されていなかったらというスリルがありま
す。なお、日本先進糖尿病治療研究会によ
るCSIIおよびCGMに関するステートメント
が出されています３）。
■リアルタイムCGM付きポンプ（SAP）

　2015年2月に発売された「ミニメド620G」
は患者さんがリアルタイムで血糖の変化を
見ることができるSensor Augmented 
Pump（SAP；エスエーピー、愛称サップ）で、
従来のCSIIから一歩進んだ機器です４）。
SAPは血糖（推定値）や上昇・下降の変化（ト
レンド）を随時知れるほか、低血糖・高血
糖でのアラーム機能が付いており画期的！
しかしそれを活かすには患者さんの細かい
対応が不可欠です。SAPの場合、従来の
注入カニューレの他、もう一カ所CGMのセ
ンサーを挿入する必要があります。また保
険適応とはいえ月々の負担額はかなり増え
ることへの同意と理解が必要です。なお
CGMは未だに糖尿病専門医相当の常勤医

●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。

師2人以上のいる医療機関であることが保
険適応とされ、またSAPにも施設基準のあ
ることに留意を要します。
■CSIIを行う医療機関での心構えと患者

さんへの指導

　CSIIによる主なトラブルは、注入不全に
よるケトアシドーシスと、種々の原因による
低血糖です。前者は注入器自体の不具合
は稀とされ、主として注入カニューレの折
れ曲がりや自然抜去によるもの。低血糖は
インスリン注射と同様の理由で起こります。
　CSIIはすべての患者が良くなるわけでは
なく、当院でも不向きな方がいます。患者
さんは血糖変動のデータを見て、ご自身で
インスリン量を工夫して調整する必要があ
ります。ですから、患者さんには「CSIIを
活かすのはご自身ですよ」とその覚悟を持っ
てもらわないといけません。逆に言えば、
それができない方はCSIIを導入する意味は
ないと言えます。
　SAPの場合、設定によってはアラームが
頻繁に鳴るため、ナーバスになる方もいる
ので振り回されないように気をつけます。
また、表示される血糖値は皮下の間質液の
糖度を測定して推定しているため、実際の
血糖変動より10分余り遅れます。それを理
解し過剰に対処し過ぎないことも大切です。
変化に対して落ち着いて対応し、２～３時
間後の血糖を安定させようくらいの気持ち
でないと、かえって交互の低血糖・高血糖
を招来させてしまいます。
■おわりに

　現在、インスリン量調節だけでなく、グル
カゴンも用いて血糖を安定させるといった
本物の「人工膵臓」と呼べる器機の開発・
治験が進められており５）、理想的な血糖コン
トロール維持のために、機器はますます進
歩していくことでしょう。
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第22回 インスリン療法を
　　　　レベルアップする機器

  糖尿病治療薬の特徴と服薬指導のポイント


