
　糖尿病食事療法の基本は、適切なエネル
ギー量と各栄養素を過不足なくとることで
す。この考え方は今日、糖尿病に限らず多く
の生活習慣病の予防に生かされています。
しかし昨今の糖質制限食をめぐる議論にみ
られるように「適切な栄養素の配分」は未だ
に明らかではありませんし、「適切な摂取エ
ネルギー量」も糖尿病患者では十分明らか
でないのが実情です。

「25～30kcal/kg」の根拠と
食事調査の信頼性
　糖尿病臨床で指示エネルギー量を計算す
る際、標準体重に25～30を乗算する方法が
一般的です。この「25～30kcal/kg」という
数字の出どころは、1960年代前半の『食品
交換表』の初版作成時に遡り、当時、糖尿
病患者の基礎代謝は健常者よりも１割ほど
少ないとの考えに基づき策定されたものの
ようです。ただし、糖尿病患者の基礎代謝
が少ないとする根拠となるデータは示され
ていません。
　現在では糖尿病患者の基礎代謝は健常
者と差がないか、むしろやや多い（ただしイ
ンスリン使用者では若干少ない）との知見
が集まりつつあります。健診が一般的でな
かった50年前の患者さんは、体重減少など
の臨床症状がかなり進行してから受診した
方が多かったのではないでしょうか。50年
後の今、「25～30」という数字をそのまま用
い続けることの妥当性を再考すべきかもし
れません。

　一方、現体重を維持するのに必要なエネ
ルギー摂取量は、エネルギー消費量から割
り出すことが可能です。体重が一定で体組
成に変化がなければ、エネルギー消費量と
エネルギー摂取量は同等だからです。そし
てエネルギー消費量は、二重標識水法とい
う計測法で正確に測定できます。その詳細
は省きますが、これを用いると、毎日のバラ
つきがある程度平均化される、2週間の習
慣的なエネルギー消費量を計測できます。
　この方法による検討の結果、健常成人の
エネルギー消費量は30～40kcal/kgであ
り、糖尿病患者に関する欧米のデータも健
常人と差がないことがわかっています。日
本人糖尿病患者のデータはまだ発表されて
いませんが、仮に健常人のエネルギー消費
量と差がないとすると、25～30に基づいた
栄養指導が遵守された場合、体重減少や
栄養不良を来す患者さんが多発しかねませ
ん。しかし臨床の現場でそのようなことは
起きていません。
　この乖離の原因は、食事量の過小評価に
よると考えられます。実は、栄養指導で多
用される記録法などから割り出したエネル
ギー摂取量は、実際より数十パーセント少
なくなることがわかっています。患者さんが
食事量を過小評価し、多くの医療従事者が
その過小評価した値に慣れてしまい、定着
してしまった可能性を否定できません。厚
労省の『日本人の食事摂取基準（2015年
版）』においても個人のエネルギー必要量に
関して「単一の値として示すのは困難であ
り、活用の面からもあまり有用でない」と述
べ、年齢別推定エネルギー必要量の表は 

“参考”扱いとしています。
体重を指標とした栄養指導
　ただ、二重標識水法によるエネルギー消
費量の計測はコスト面の制約があり、一般
には用い得ません。そこで、現実的な方法
として、患者さんの体重の増減からエネル
ギー出納のバランスを判断する方法が考え
られます。例えば、体重の多寡に関わらず
それが一定なら、エネルギーの出納バラン
スはとれていると判断できます。

　肥満の患者さんに減量を促すとき、食事
制限を続けても、減量が進むにつれて体重
減少のペースは遅くなります。これは減量
とともにエネルギー消費量が減るからです。
体重が下げ止まるのは、その体重でエネル
ギー出納が平衡状態になったためです。一
方、いったん減った体重がリバウンドした
ら、食事療法が緩んで平衡が崩れてきたと
判断できます。
　日々の体重の細かい変動から、食事重量
をモニターするのとは別に、食事や排泄の
条件を揃えた長い期間の体重の推移をみる
ことで、こうした食事制限の緩みを見ること
が可能となるのです。
　このように体重を指標とした栄養指導は
前述の『日本人の食事摂取基準』にも採用
され、同基準では「目標とするBMI」の活用
を推奨しています。成人の場合、身長の変
化は無視できるので、BMIは体重で代用さ
れます。食事指導と体重測定はどちらも糖
尿病治療の基本であり、互いに相補的な効
果を発揮するのです。
多様化する糖尿病にEBNを！
　「摂取エネルギー量は25～30kcal/kg」と
いう目安ができてから半世紀がたち、糖尿
病患者数は爆発的に増え、病態は大きく変
化し多様化が進みました。EBM時代の今、
食事療法も科学的根拠に基づく個々の患者
さんに最適化した栄養 指導‘Evidence 
Based Nutrition’（EBN）の実現に向けて、
精度の高い検証が必要な時期にあると言え
るでしょう。

再考！ 糖尿病の栄養療法
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る」でほぼ９割に達し、
医療スタッフの予想とだ
いぶ差があります。
　この差は、ふだん医療
スタッフが接している患
者さんの平均像と、この
アンケートに回答された患者層が異なるこ
とによるのかもしれません。ただ、処方薬
の数（糖尿病用薬以外も含めた総数）につい
て、患者さんが答えた実数は平均4.6剤、ス
タッフが答えた予想数は平均4.1剤、また患
者さんの最多年齢層は60歳代（30％）であ
り、実臨床と極端な乖離はないようです。

　「ほぼすべての糖尿病患者さんが、処方
薬の名前や用法を全部覚えている」と考え
ている医療スタッフは皆無で、「全部覚えて
いるのは4分の1程度」または「ほとんどいな
い」と考えているスタッフが7割以上を占め
ました。すべての処方薬の名前と用法を患
者さんが記憶するのは無理と、あきらめムー
ドが漂っているようにみてとれます。多剤
併用の増加や患者さんの高齢化が背景に
あるのかもしれません。
　しかし、右ページに示した患者さんの回
答をご覧ください。処方薬の名前と用法を

「すべて覚えている」と「だいたい覚えてい

   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. 糖尿病患者さんのうち、処方薬の名前・用法をすべて
　 覚えているのは、何割ぐらいだと思いますか？

　以前行ったアンケートと同じテーマを再度取り上げる企
画の第三弾。今回は服薬アドヒアランスについて。前回
このテーマで調査したのは2005年のことでした。それか
ら12年、どのような変化があったのでしょうか？

［回答数：医療スタッフ55（医師15、薬剤師12、看護師23、管理栄養士4、その
他1。うち糖尿病療養指導士19、糖尿病認定看護師3）、患者さん266（1型56、
2型196、その他14。経口薬療法75%、インスリン療法45%、GLP-1受容体作
動薬療法5%）。重複あり］

n ＝ 55

　どちらが実態に近いのでしょうか？　い
ずれにしても、「患者さんが覚えるのは無
理」と断定せずに、覚えてもらおうとする働
きかけは無駄ではなさそうです。

Q. 残薬への対応方法を患者さ
　 んに説明していますか？
　昨今話題の多い残薬問題。「経口薬療
法中のすべての患者さんに説明してい
る」が35％、「処方薬の数が多い患者さん
には説明している」が44％と、スタッフの
8 割が何らかのかたちで対処法を説明し
ているようです。

自由記述から
まず薬局に薬を取りにくることをほめる（薬剤師・
40代）／αGIやグリニドを含む処方はすべて食直
前へ統一する。なるべく配合薬へ変更して錠数を
減らす（医師・60代）／ドクターの自己満足の処方が
多いと感じる。複雑な飲み方で本当に血糖が改善
するのか、シンプルにしたほうが改善するのか見極
めてほしい（薬剤師・40代）／院外になって患者の
知識が減った。一包化のためか。またジェネリック
の推進で一般名になりややこしくて患者が覚えられ
ていない（医師・60代）／薬局での説明が医師と異
なることもあり患者さんが不信感を抱いていること
もある（看護師・50代）

Q. 飲み忘れや自己判断での中止・服用量変更をせず、
　 指示どおりに服用している患者さんは、
　 何割ぐらいだと思いますか？

n = 55

A
 7%

B
 44%C

 27%

D
 15%

E
 7%

A. ほぼすべての患者さんが、
　 指示どおり服用していると思う

B. ４分３程度の患者さんが、
　 指示どおり服用していると思う

C. 半数程度の患者さんが、
　 指示どおり服用していると思う

D. ４分１程度の患者さんが、
　 指示どおり服用していると思う

E. 指示どおり服用している患者さんは、
　 ほとんどいないと思う

　最も多かった回答は「4分3程度の患者さ
んが、指示どおり服用している」だろうとの
予測です。この質問についても患者さんは

「ほぼすべて処方どおりに服用している」が
83％と（右ページ参照）、上記の質問に続き
やや乖離がみられました。

４分３程度の患者さんが、
すべて覚えていると思う

4％

４分１程度の患者さんが、
すべて覚えていると思う

36％

ほぼすべての患者さんが、
すべて覚えていると思う

0％

半数程度の患者さんが、
すべて覚えていると思う

25％

すべて覚えている患者
さんは、ほとんどいな

いと思う

35％
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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. 処方されている薬の名前と用法を覚えていますか？

　「すべて覚えている」と「だいたい覚えて
いる」でほぼ9割。また、用法を覚えていな
くても「1日分の薬を朝・昼・夕に分けておき、
ケースに入れて持ち歩く」「スマホの服薬管
理アプリを使用」などの工夫で、複雑な用
法に対応している方が多数いました。その
ような工夫の効果でしょうか、「薬を飲み忘
れることはありますか？」との質問に「ほと
んど飲み忘れない」との回答が74%、「忘れ
るのは週に１回程度」が15％と、意外（？）
に高い遵守率でした。

Ｑ. 飲み忘れや自己判断での中
　 止・服用量変更をせず、指示
　 どおりに服用している薬はど
　 のくらいですか？

n ＝ 266

　前記のように、スタッフ向けのアンケート
では、「ほぼすべて指示どおり服用してい
る患者さんは4分3程度」との予想が多く、

「ほぼすべての患者さんが指示どおりに服
用している」と答えたのはわずか7％でした。
しかし患者さんの回答は83％が「ほぼすべ
て指示どおり服用している」です。やはり本
アンケートに回答された患者さんは意識の
高い方が多かったようです。

Ｑ. 糖尿病以外の薬も含め、１日
　 に何回、薬を服用しています
　 か？
　服薬アドヒアランスと関連が強いと
思われる服薬回数は、1日3回の方が最も
多くて34％、1日2回がほぼ同数の33％、
続いて1日1回が18％、1日4回以上が15％
でした。この結果を、飲み忘れの頻度と
クロス集計したところ、いずれのカテゴ
リーでも「ほとんど飲み忘れはしない」
と答えた方が多数を占め、その割合は前
記と同順に75％、74％、71％、79％でし
た。わずかな差ながら、服薬回数が多い
ほうがむしろ飲み忘れが少ないという
結果で、本アンケートからは服薬回数と
遵守率低下の関連は認められませんで
した。

Ｑ. 処方された薬が余った場合、
　 どうしますか？（複数選択可）
　患者さんが残薬をどうしているのか尋
ねてみたところ、「なにかの時のために
とっておく」が29％で最も多くを占めま
した。大規模災害への備えとして薬を余
分に手元に置いておくことが推奨される
ようになりましたので、この結果は否定
的にとらえるべきではないのかもしれま
せん。しかし「通院時に、病院・医院に
持っていく」は7％、「薬を入手した薬局
に持っていく」は6％とともに少なく、一
方で18％の方が「捨ててしまう」というこ
と。残薬への正しい取り扱い方の周知に
はまだ時間がかかりそうです。

Ｑ. 薬が余ったときにどうすべき
　 か、スタッフから説明を受け
　 たことはありますか？
　では、そもそも患者さんは医療スタッ
フから残薬の取り扱い方法の説明を受け
ているのでしょうか？　結果は「受けた
ことがない」が73％。左ページで紹介し
たスタッフの回答とは、だいぶ開きがみ
られました。

n = 266

ほぼすべて指示どおり
服用している
83%

4分3程度は
指示どおり

服用している
14%

その他 3% 自由記述から
10錠セットはやめて14錠（2週間分）に、統一しても
らいたい／「成分は変わりない」と言いながら薬が
変更されることがある。高齢者は理解力が衰える
ので間違いやすくなりはしないか／処方された薬が
有効かどうかをあまり長い時をおかずに確認してほ
しい／いろいろな薬があり、血糖値が下がらない時
にその都度、変更されるので心配／たくさん種類が
ある中でなぜその薬を飲んでいるかを知りたい。あ
まり詳しく説明してもらっておらず、今さら聞きにく
い／膵臓の負担になる薬は中止してほしい／風邪
薬などを飲む時、相互作用が怖いので糖尿病の薬
は飲まないことが多い／薬と一緒にカスタマイズで
きる服薬管理アプリがほしい

前回（12年前）との比較
　12年前、服薬アドヒアランスをテーマにアンケー
トを実施した際の患者さんが服用している薬剤数
は、糖尿病以外の薬も含めて平均2.8剤でした。そ
れが今回は本文に記したように4.1剤に増えていま
す。しかし、薬の名前と用法を覚えている人の割合
は「すべて覚えている」と「だいたい覚えている」の合
計で、前回87％、今回88％とほとんど変化してい
ませんでした。医療スタッフの日ごろの服薬指導の
積み重ねの成果とみることもできるでしょう。

すべて
覚えている
55％

だいたい
覚えている

33％

その他  2％

あまり
覚えていない

9％

全く覚えていない 1％
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糖を知る、はかる、コントロールする。
「糖をはかる日」制定記念講演会 開催

　本誌監修の糖尿病治療研究会は昨年、
10月8日を「糖をはかる日」として制定し、そ
の記念講演会を都内で開催しました。会の
冒頭、保健指導関係者や患者さんなどの多
数の参加者を前に、同研究会代表幹事の
池田義雄氏（タニタ体重科学研究所名誉所
長、東京慈恵会医科大学元教授）が糖を測
ることの意義を解説。また、かつて医療機
関でなければ測れなかった血糖値を、現在
のように患者さん自らが測定できるようにな
った歴史を概観し、「血糖自己測定は誰に

でも勧められる」とまとめました。
　続いて同研究会幹事の河盛隆造氏（順天
堂大学名誉教授・特任教授）が「糖のこと
を知り、上手にコントロールしよう」をテーマ
に、昨今重点課題になりつつある非肥満型
メタボの病態などを含めて糖代謝について
解説。「まずは自分の体の状態を知ること、
食後の血糖値を測ってみることが大切」と
述べました。
　同じく同研究会幹事の森豊氏（東京慈恵
会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・

内分泌内科教授）は「血糖値の変動とその
管理」と題して講演。CGMによって明らか
になった血糖値の変動と、それをいかに平
坦化させるかという最新の治療戦略の一端
を紹介しました。

平成27年 国民健康・栄養調査
「糖尿病が強く疑われる者」の割合、
男性は20％台が眼前に！

前年から４ポイント増加も、平成18年か
らの傾向性は「有意な変化なし」
　国民健康・栄養調査では、HbA1cが6.5
％以上の人または糖尿病で治療中と回答し
た人を「糖尿病が強く疑われる者」として、
平成18年以降毎年その割合を公表していま
す。平成27年は、男性19.5％、女性9.2％。
女性は平成18年からほぼ横ばいですが、男
性は漸増しているようにみえ、20％台目前。
直近の1年で4.0ポイントも増加しています。
　ただし厚労省によると、傾向性検定では

「男女ともに有意な変化はみられなかった」
とのこと。前年から急増した理由は同省
も「よくわからない」とし、男性の糖尿病が
増えているのか否かについては「来年以降
に発表されるデータから判断する必要があ
る」と述べています。

　20歳以上の男性の5人に1人（19.5％）は糖
尿病で、前年の15.5％から大幅アップ！　さ
きごろ公表された厚労省「平成27年 国民健
康・栄養調査」から、ちょっと驚きのこんな
データが報告されました。調査客体の偏り
などによる今回だけの特異な現象なら良い
のですが…。

男性は70歳以上で3.7人に1人、60代で
も4.4人に1人が糖尿病
　年齢別にみると、男女ともに高齢になる
ほど「糖尿病が強く疑われる者」が増え、男
性の60代では22.9％に、70歳以上では27.3
％と４人弱に1人の割合にまで上昇します。
女性も60代で11.4％、70代で17.2％でした。
高齢世代にとって糖尿病はもはや特別なこ
とではないようです。
肥満女性の割合、食塩摂取量、高血圧な
どは、10年間で有意に減少
　糖尿病の誘因と
して重要な肥満に
目を向けると、男
性の29.5%、女性
の19.2%が肥満者

（BMI25以上）で、
平成17年からの
10年間の傾向性
をみると男性は
有意な変化がな
く、女性は有意に
減少しているとの
こと。

　一方、肥満とは正反対に若年女性のやせ
や高齢者の低栄養も昨今の課題。20代女
性のやせ（BMI18.5未満）の割合は22.3％
でおよそ4.5人に1人。65歳以上の人のうち
低栄養の可能性がある者（BMI20以下）は
16.7％でおよそ6人に1人が該当します。
　血糖と並ぶ血管合併症のリスク因子の一
つの血圧に関しては、収縮期血圧（SBP）の
値、SBP140以上の人の割合、食塩摂取量
が過去10年間でいずれも有意に減少。高
血圧対策が進んできているようです。
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〔厚生労働省「平成27年 国民健康・栄養調査結果の概要」より〕

 「糖尿病が強く疑われる者」の割合の年次推移（20歳以上）
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視覚障害に至る患者さんは減っている
　網膜症は血糖管理状況との相関が最も強
い合併症と言え、糖尿病の診断基準にも採
用されています。国内の糖尿病患者さんの
血糖管理状況は徐々に向上していることが、
JDDM研究などで示されていますから、網
膜症にその好影響が表れている可能性はあ
ります。
　網膜症の増減をみるデータとして、厚労省
の科研費補助事業として障害者手帳交付時
の認定資料を元に解析した数値があり、過
去３回報告されています。
　第1回は1991年の報告で、後天性視覚障
害の原因の第1位が糖尿病網膜症でした。
それを根拠に近年まで「糖尿病が失明原因
のトップ」と言われていました。しかし第2回
の2006年報告では緑内障がトップに躍り出
て糖尿病網膜症は第2位に。第3回の2013年

国内で糖尿病網膜症は増えている？ 減っている？

世界糖尿病デー
「糖尿病を見る目（Eyes on diabetes）」をテーマに
世界中で啓発活動
　毎年11月14日は「世界糖尿病デー」。国際
糖尿病連合（IDF）と各国の加盟組織が世
界中で糖尿病の脅威を訴える活動を繰り広
げます。2016年は「Eyes on diabetes」（糖
尿病を見る目）をテーマに網膜症などの糖
尿病性眼疾患を重点にした啓発が行われ
ました。
　国内では例年のように各地でランドマー
クのブルーライトアップが行われ晩秋の夜
空を青色に染めました。折しも当日は68年
ぶりに月が地球に最接近するというスーパ
ームーン。東京地方は曇りでしたが、北日
本や西日本の一部では、丸くて大きな満月
と青く照らし出された建物を同時に見るこ

とができた地域もあったようです。
　世界の糖尿病患者4億1,500万人のうち3
分の1以上が糖尿病性眼疾患を患っている
と推計されていて、未だ糖尿病は主要な失
明原因です。しかしその一方で適切な治療

により80%以上は予防できるとIDFはアナ
ウンスしています。
　防ぐことができる失明を確実に防ぐ。そ
のために、糖尿病に関する情報がより一層
世界に広がることを願わずにいられません。

報告では緑内障との差がさらに拡大しまし
た。これをみると、糖尿病網膜症による視
覚障害は減っていると言ってよさそうです。
50代、60代では
今でも失明原因のトップ
　ただし緑内障による視覚障害は、より高
齢者に多いのに対して、糖尿病による視覚
障害は中壮年期でも多発します。実際に前

記の2013年報告を年齢別にみると、50代、
60代の人に限っては糖尿病網膜症が視覚障
害原疾患のトップです。
　また、本報告で把握できるのはあくまで障
害者手帳が必要になるほどに視力が低下し
た人の頻度であって、黄斑浮腫等による軽
度から中等度の視力低下は含まれていない
点にも注意が必要です。

〔国際糖尿病連合（IDF）のWebサイトより〕

　昨秋の「世界糖尿病デー」は眼疾患を主
要テーマに掲げて実施されました（上段の記
事参照）。では、日本の糖尿病網膜症の現
況はどのようになっているのでしょうか。本
誌前号（No.50）のアンケートコーナーで、医
療スタッフの大半が「糖尿病の医療は良く
なった」と回答しました。とすると、網膜症
も減っているのでしょうか？

視覚障害の原疾患の推移

〔厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業『網膜脈絡膜・視神経萎縮症に関する調査
研究』の当該各年の報告書より〕

年齢層別にみた視覚障害の原疾患
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　「一
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しょう
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た

」は一般社団法人日本
生活習慣病予防協会（理事長：池田義雄氏）
が提唱する健康づくりのためのスローガン
です。一無は「禁煙」、二少は「小食」と「少
酒」、三多は「多動」「多休」「多接」。
　この計6つの生活習慣の実践項目数とメ
タボリックシンドローム構成因子の該当数
が有意に相関することや、4つ以上該当する
と3つ以下に比べて頸動脈IMTのプラーク
スコアが有意に低いことが報告されていま
す。つまり、覚えやすいだけでなく、きちん
とエビデンスもある標語ということです。
　同協会ではこのスローガンに基づく健康
啓発活動を長年続けています。そしてさき
ごろ、一般社団法人日本記念日協会から正
式な記念日として登録認定されました。記
念日制定をきっかけに「一無二少三多」とい

毎年1月23日は「一
い ち

無
む

二
に

少
しょう

三
さ ん

多
た

の日」
生涯にわたる健康づくりの啓発のため
日本生活習慣病予防協会が制定

う標語がワン・トゥー・スリーと弾みをつけ
て一気に社会に根付いていってほしいとこ
ろです。1月23日を、国民一人ひとりが生活
習慣をチェックし改善して健康的に暮らす
ための‘気づきの日’となるように、みなさん
で育てていきましょう！
　なお、同会では毎年2月を「生活習慣病予
防月間」と定め、「一無二少三多」に絡めた
講演会を開催しています。今年のテーマは
一無、つまり禁煙です。
　詳しくは、日本生活習慣病予防協会のサ
イトへどうぞ。
＞＞http://www.seikatsusyukanbyo.com/

【一無二少三多の骨子】
［一無＝禁煙］ご存知のように「タバコは毒
の缶詰」。ニコチン、タール、一酸化炭素は
タバコの三悪と呼ばれ、がんや呼吸器疾患

“足と糖尿病の専門病院”、東京・下北沢に誕生
関連診療科のスタッフが集結
1施設内で治療完結を目指す

「足のことならなんでも診る」
　糖尿病足病変の治療には糖尿病の医師
はもちろん、皮膚科、形成外科、整形外科、
血管外科などの医師と、フットケアを担う看
護師、義肢装具士など、実に多くの専門技
術とマンパワーが必要です。現在のところ、
それらすべての医療を一つの施設で提供
できる医療機関は非常に少ないと言われて
います。そのため各地で病病連携のネット
ワークが構築されてきているところですが、
治療のスピードがそがれたり、主治医の責
任があいまいになるなど、いくつかのウイー

クポイントがあるようです。
　このような背景から、1施設内で治療を
完結可能な医療機関が望まれていて、その
必要性に応え、さきごろ東京の下北沢病院
に「足病総合センター」が開設されました。
複数の診療科の医師とスタッフが一体とな
り足に特化した診療体制で、「足のことな
らなんでも診る」というスタンスが同センタ
ー最大の特徴です。
　また同院は「糖尿病センター」も開設。糖
尿病患者さんの足病変については足病総
合センターと連携して予防・治療に取り組

むほか、足以外の全身管理も充実させてい
ます。糖尿病医療と足に特化した専門病院
としてマスコミなどで取り上げられ、地域で
注目の的となりつつあるようです。

　1・2・3と、数字が心地よく順番に並ぶ１月23日。この日が何の日かご存じですか？　正解
は健康づくりのキーワード「一

いち

無
む

二
に

少
しょう

三
さん

多
た

の日」。昨年制定されたばかり、出来立ての記
念日です。

　糖尿病患者数の増加と高齢化などを背景に、ますます重要性を増してきている「糖尿病足
病変」。しかしその治療にはさまざまな診療科の専門技術を要することから、なかなかスムー
ズに進まないことがあると言われます。そんな中、複数の診療科のスタッフが集結し、糖尿
病と糖尿病による足病変の治療に重点化した病院がオープンしました。

だけでなく、心筋梗塞や脳梗塞など数々の
生活習慣病を引き起こします。さらに本人
だけでなく周囲の人の寿命も縮めます。

［二少＝小食、少酒］昔から「腹八分目に医
者いらず」、「万の病は酒よりこそおこれ」と
言われています。

［三多＝多動、多休、多接］体をよく使い動
かすこと、「2本の足は2本の医者」です。同
時に、しっかり休みをとることも大切。「快
眠で疲労回復、ストレス解消」。そして、多く
の人や事、物に接して創造的な生活を送りま
しょう。趣味や目的をもって生活している人
は、何歳になっても生き生きとしています。



■ 10月8日は、「糖をはかる日」公式サイト
　 http://www.dm-net.co.jp/10-8/
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　糖尿病治療研究会は、“10月8日は、「糖を
はかる日」”の公式サイトをさきごろ公開しま
した（http://www.dm-net.co.jp/10-8/）。
　“10月8日は、「糖をはかる日」”は、「血糖を
知る、はかる、コントロールする。」を基本
テーマに、糖尿病患者さん、保健指導・医
療関係者のみならず、糖尿病予備群を含
む一般生活者に対しても、改めて「血糖」
について考える機会として、さきごろ制定
されました。健康のバロメーターとして重
要な血糖について、さまざまな啓発活動が
今後毎年行われる予定です。公式サイト
では、「一般の方」、「糖尿病患者さん」、「医
療・保健指導関係者」、それぞれに合わせ
た幅広い内容の情報を提供しています。

毎年10月8日は、「糖をはかる日」
血糖に関する様々な情報発信拠点として
公式サイトを公開

血糖に関する患者指導時などにぜひご活
用ください。

■最新のインスリンポンプ療法SAP
　インスリンポンプ療法には近年、日本語
対応型やCGM付きのポンプ（SAP）が登場
しています。SAPは血糖変動を患者さん自
身で随時確認できるのが大きな特徴で、こ
れから血糖値が上がるのか下がるのか、変
動トレンドを確認したうえで追加インスリン
の量やタイミングが検討できます。また、ア
ラート機能により予期せぬ高血糖や低血糖
への早期対応がしやすくなっています。本
アンケート調査では、こういった最新機器
を実際使用した感想を伺いました。
■CSII＆SAPで血糖管理を厳密に
　まず、患者さんのCSII導入理由は「もっ
と細かく血糖コントロールをしたかった」が
57%と最も多く、「治療環境の質（QOL）を
上げたかった」46% という2つが上位を占

めました。SAP導入理由は「CGMを利用し
た持続的な血糖管理をしたかった」が最も
多く73%、「治療環境の質（QOL）を上げた
かった」52%、「低血糖で悩んでいた（低血
糖を感知し教えてくれる機能があるから）」
41%と続きました。このような希望に対し、
CSII使用者の46%が「改善しつつある」、
38%が「改善した」と答え、SAP使用者では

「改善しつつある」が50%、「改善した」が
40%と、ほとんどの方が改善を実感してい
るとのことでした。
■低血糖は98％が経験ありだが
　33％が自覚なし
　低血糖については回答者の98％が「経験
あり」でしたが「自覚あり」は67％。夜間低
血糖にはどのように気づいたかでは「夜中
に目が覚めた」57%、「アラートが鳴った」

98％が低血糖経験ありだが33％は自覚なし 
CSII&SAP患者調査結果

37％でしたが、SAP患者では（当たり前とは
いえ）「機器のアラート機能で気づいた」人
が63％と1.7倍多くおられました。夜間低血
糖の経験が「ある」けれど自覚が「ない」人
で、SAPを使用している人では100％が「低
血糖を把握したい」と、克服への想いが強
くみられました。
■ヒヤリどころではない経験も
　「低血糖に気づくのが遅れて意識を失っ
た。気づいたら病室だった」といった例や、

「ブドウ糖を手元に置いてなかったので
這って取りに行ったが、手が震えてしまい、
なかなか摂取できず怖かった」、「呂律が
回らず住所が言えなかった」といった事例
もありました。さらに、「運転中、縁石に衝
突し停車したため人身事故には至りません
でしたが、これがSAP導入の主因」といった

“ヒヤリ”どころではないアクシデント経験
者も。その他、興味深い結果を以下のサイ
トに公開しています。http://www.dm-net.
co.jp/pumpfile/enquete/201609/

● 主なコンテンツ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

▶「血糖について学ぼう」
　血液中の糖の役割やその仕組み、糖尿病と
のかかわりを十分に理解し、血糖値を上手にコ
ントロールするためのコツや、重視すべき点につ
いて紹介しています。
▶「血糖値アップ・ダウンクイズ」
　日常生活でよくある習慣のうち、血糖値を上
げるもの、下げるものについて、クイズ形式で
学ぶことができます。
▶お役立ちツールダウンロード
　医療・保健指導関係者向け「血糖コントロー
ルに役立つ食品資料 2016」、医療関係者向け
資料「血糖値を反映する指標とその測定機器早
見表 2016」、また、“10月8日は、「糖をはかる日」”
のポスター、リーフレットを無料でダウンロード
可能。印刷して利用できます（各 PDF データ）。

▶「制定記念講演会」レポート
　10月8日（土）フクラシア東京ステーションで
開催された、制定記念講演会の概要を掲載。
▶「血糖値アップ・ダウン 100文字投稿
　コンテスト」受賞作発表
　9月14日～10月3日にわたり募集していた「血
糖値アップ・ダウン 100文字投稿コンテスト」
の受賞作を発表しています。皆さんが日々実践
している「血糖」に関する工夫やコツを、ぜひ一度
ご覧ください。

　糖尿病ネットワークは、インスリンポンプ療法を行う患者さんを対象に昨年9月に行った
「CSII、CGM、SAPの活用状況に関するアンケート」の調査結果を公開しました。ご協力い
ただいた皆さまの声と想いが広く認知され、よりよい治療環境の普及につながることを願い
つつ、この場を借りて御礼申し上げます。
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最近の出来事
《2016年9月～2016年11月》

糖尿病ネットワーク
資料室より

　　　　　　 2016年  9月
高齢者の体力が向上。一方、若年女性は
運動不足　体力運動能力調査（9月14日）

　スポーツ庁「平成27年度 体力・運動能
力調査」によると、高齢者の握力、開眼片
足立ち、6分間歩行、上体起こしなどの運
動能力が過去18年間、ほぼすべて向上し
てきており、多くの項目で過去最高となっ
た。その一方、20～30代の若年女性は習
慣的な運動をしていない人の割合が増し
ていることもわかった。
1型糖尿病患者がパイロットに。空でも安
全に血糖コントロール　英国（9月17日）

　1型糖尿病の患者が英国で初めて民間
商用路線の航空機パイロットとして採用さ
れた。英国では2012年から、インスリン
療法中であっても航空機操縦ライセンスを
取得でき、既に70人が取得しているとい
う。フライトに際しては頻繁な血糖測定を
行い、72～360mg/dLの範囲を逸脱した
場合は副操縦士に操縦を替わるなどの規
定がある。
　　　　　　 2016年 10月
1型糖尿病の半数は30歳以降に発症の可
能性。遺伝子検査で明らかに（10月7日）

　1型糖尿病の発症は小児～思春期に多い
と考えられている。しかし患者の半数程度
は30歳以降に発症していることが、英国の
12万人の遺伝子バイオバンク調査から明ら
かになった。1型糖尿病発症に関わる遺伝
子多型をもつ者の割合は、30歳未満では
53％だが、31～60歳でも47％に上ったとい
う。成人後の発症は2型が圧倒的多数を占
めるため、1型と診断されずに治療されてい
るケースも多いと考えられる。
70歳以上でHDL-C低値の男性はアスピリ
ンが一次予防に有効の可能性（10月14日）

　糖尿病、高血圧、脂質異常症のいずれか
を有する高齢者を対象にアスピリンの一次
予防効果を検討した「JPPP」スタディのう
ち、対象を70歳以上の患者に限って再解析
した「JPPP-70」の結果が発表された。その

全例解析ではJPPP同様、有効性が示され
なかったが、70歳以上の男性で低HDL-C
血症の場合には、有意に初発イベントリス
クが抑制されていた。
1975年当時の日本食は健康食。マウスに
続きヒトでも効果を確認（10月14日）

　1975年頃に食べられていた日本食と現代
食を食べると、前者において肥満の解消の
ほか、LDL-Cや血糖値の低下、ストレスの
軽減、運動機能の向上などの効果を得られ
ることを確認したと、東北大の研究グルー
プが発表した。マウスを用いた動物実験で
既にその効果を報告していたが、今回は健
常者と軽度肥満者を対象とする研究を行
い、同様の結果を得たという。1975年当時
の日本食には、さまざまな食材を少しずつ
食べるという多様性や、‘揚げる・炒める’
が少ない調理法などの特徴がある。
糖尿病療養指導鈴木万平賞　第9回は清
野裕氏、平尾紘一氏など（10月18日）

　糖尿病療養指導鈴木万平賞の今年度表
彰式が10月14日に行われた。第9回となる
今年度は、関西電力病院総長の清野裕氏、
H.E.C.サイエンスクリニック理事長の平尾紘
一氏の2名と、施設として朝日生命成人病
研究所附属医院が受賞した。

「高カロリー飲料やジャンクフードに課税
を」　WHOが提言（10月21日）

　コーラやジュースなどの高カロリー清涼
飲料やジャンクフードに課税すれば、消費
量を減らすことができ、肥満や2型糖尿病を
減らすことができるという報告書を、WHO
がまとめた。20％程度の小売価格上昇で
効果を見込めるという。また増えた税収で
野菜等の価格を助成するというオプション
プランも提案している。
年1回以上の眼底検査実施率は35.6％、尿
中微量アルブミンは15.4％（10月24日）

　網膜症の早期診断のために推奨されて
いる年1回以上の眼底検査を受けている糖
尿病患者は35.6%、早期腎症診断に有用な
尿中微量アルブミン検査を受けている患者

は15.4%と、いずれも少数にとどまることが
報告された。東大の研究グループが7,464
人のレセプトデータを解析したもの。これ
らの数値は欧米の同様の研究に比べて低
いという。
老後の不安は「健康上の問題」が73.6％
高齢社会に関する意識調査（10月31日）

　厚労省が行った「高齢社会に関する意識
調査」の結果が公表された。それによる
と、老後の不安のトップが「健康上の問題」
で73.6％が選択。2番目は「経済上の問題」
60.9％だった。また高齢期の一人暮らしに
ついては、「大いに不安が」39.9％、「やや
不安」が41.8％で、8割以上が不安を感じて
いた。このほか高齢者の年齢の定義につ
いては、「70歳以上」が41.1％を占め、現状
の「65歳以上」20.2％を大きく上回った。
　　　　　　 2016年 11月
睡眠時間を1時間増やすと血糖値が有意に
低下。潜在的睡眠不足に要注意（11月4日）

　日本人は平均的に1日1時間の睡眠不足
状態にあり、そのことが心身機能に負担を
かけている可能性を示す研究が、国立精
神・神経医療研究センターから報告された。
また睡眠時間を延長することで血糖値やコ
ルチゾールの有意な低下、インスリン分泌
の改善傾向などがみられたという。1日1時
間程度の睡眠不足では眠気の症状が乏し
いため、心身に負担になっているにも関わ
らず気づきにくいことから、本報告の研究
者はこれを「潜在的睡眠不足」と名付け注
意を促している。
1日1万歩より、1分100歩で3,000歩
血糖、血圧、脂質を改善（11月17日）

　1分100歩という比較的速いウォーキング
を1日3,000歩行うことで、血糖値や血圧、
血清脂質が改善するという研究結果が米国
健康・栄養調査から報告された。わが国
では「1日1万歩」と言われることが多いが、
これを達成できない忙しい人にとっては朗
報と言えそう。
厚労省が受動喫煙防止マーク（11月21日）

　厚労省は「受動喫煙のない社会を目指し
て」ロゴマークを発表した。ステッカーや
バッヂ等のデザイ
ンにこのマークを
用いる場合、制作
物を有償にしなけ
れば自由に使用す
ることができる。

●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。
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●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、
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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・学会名の次に表示しています。

［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50回日本痛風・核酸代謝学会
学術集会

第1群 管理栄養士・栄養士1単位

［日　時］ 2月16日（木）～17日（金） 
［場　所］京王プラザホテル（新宿）
［連絡先］（株）メディカル東友 コンベンショ
ン事業部内 第50回日本痛風・核酸代謝学
会学術集会 運営事務局
〒243-0012 神奈川県厚木市幸町9-10
Tel.046-220-1705
http://www.mtoyou.jp/tukaku50/

第51回糖尿病学の進歩
第2群 4単位

［日　時］ 2月17日（金）～18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）
内 第51回糖尿病学の進歩 運営事務局
〒541-0042 大阪市中央区今橋4-4-7
京阪神淀屋橋ビル2階
Tel.06-6221-5933
http://www2.convention.co.jp/51shimpo/
 

第36回食事療法学会
第1群 管理栄養士・栄養士2単位

［日　時］ 3月4日（土）～5日（日） 
［場　所］高知市文化プラザかるぽーと
［連絡先］高知県栄養士会事務局
〒780-0850 高知市丸ノ内1丁目7-45
総合あんしんセンター2F
Tel.088-872-9411
http://www.shokuji-ryoho.com/
 
糖尿病療養セミナー in 岐阜 2017

［日　時］ 3月19日（日）
［場　所］ じゅうろくプラザ（岐阜） 
［連絡先］岐阜糖尿病コミュニティーズ 事
務局 
http://www.ogaki-tv.ne.jp/~gift/
image/02activity/20170319.pdf

第15回日本フットケア学会
年次学術集会

［日　時］ 3月24日（金）～25日（土） 
［場　所］岡山コンベンションセンター 他
［連絡先］（株）JTBコミュニケーションデザ
イン コンベンション2局内 第15回日本フッ
トケア学会年次学術集会 運営事務局
〒105-8335　東京都港区芝3-23-1
セレスティン芝三井ビルディング13階
Tel.03-5657-0610
http://www.15th-footcare.jp/

第114回日本内科学会総会・講演会
［日　時］ 4月14日（金）～16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/meeting/nenji/

第120回日本小児科学会学術集会
［日　時］ 4月14日（金）～16日（日）
［場　所］グランドプリンスホテル新高輪 
他（東京）

［連絡先］日本コンベンションサービス（株）
内 第120回日本小児科学会学術集会 運営
準備室
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 
大同生命霞が関ビル14階
Tel.03-3508-1214
http://www2.convention.co.jp/120jps/

第90回日本内分泌学会学術総会
［日　時］ 4月20日（木）～22日（土）
［場　所］ロームシアター京都 他
［連絡先］（株）コンベンションリンケージ内 
第90回日本内分泌学会学術総会 運営事務
局
〒604-8162 京都市中京区烏丸通六角下る
七観音町634
Tel.075-231-6357
http://www.c-linkage.co.jp/endo90/

第20回日本病態栄養学会
年次学術集会

第1群 管理栄養士・栄養士4単位、第2群 4単位

［日　時］ 1月13日（金）～15日（日） 
［場　所］国立京都国際会館
［連絡先］日本病態栄養学会事務局
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-13-11
栄ビル5階　
Tel.03-5363-2361　
http://www.eiyou.or.jp/gakujutsu/

第51回日本成人病(生活習慣病)
学会学術集会

第1群 管理栄養士・栄養士1単位

［日　時］ 1月14日（土）～15日（日） 
［場　所］都市センターホテル（東京）
［連絡先］アクセスブレイン内 第51回日本
成人病（生活習慣病）学会学術集会事務局
〒113-0034 東京都文京区湯島3-31-5　
YUSHIMA3315ビル3階
Tel.03-3839-5032　　
http://accessbrain.co.jp/jsad51/guide.
html 
 

第54回日本糖尿病学会
 関東甲信越地方会

第2群 4単位

［日　時］ 1月21日（土）
［場　所］パシフィコ横浜
［連絡先］（株）コンベンション・ラボ内
第54回日本糖尿病学会関東甲信越地方会
運営事務局
〒252-0143 相模原市緑区橋本6-4-12  4階
Tel.042-707-7275　　
http://jds54kanto.org/
 
第31回日本糖尿病・肥満動物学会

年次学術集会
［日　時］ 2月10日（金）～11日（土）
［場　所］ はまぎんホール ヴィアマーレ
（横浜）
［連絡先］（株）コンベンション・ラボ内
第31回日本糖尿病・肥満動物学会年次学
術集会 運営事務局
〒252-0143 相模原市緑区橋本6-4-12  4階
Tel.042-707-7275　　
http://jsedo.jp/2016/04/31.php
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■はじめに
　SGLT2阻害薬が日本で最初に発売され
たのは2014年4月でした。通常の新薬なら
その薬の学習はとうに終了です。ところが
SGLT2阻害薬は発売2年半が過ぎても学
術講演会がいまだにあり、新しい話題が尽
きない薬です。今回はSGLT2阻害薬（以下
SGLT2-i）に関しての最近の情報を取り上げ
ます。
■EMPA-REG OUTCOME試験と腎に対
するサブ解析結果
　EMPA-REG OUTCOME試験は、エン
パグリフロジン（以下EMPA）10mgまたは
25mgの追加投与の大規模臨床試験です。
アジア人22%を含む2型糖尿病患者7,020人
の解析で、主要アウトカム（3ポイント複合心
血管イベント：心血管死、非致死性心筋梗
塞、非致死性脳卒中）が有意に少なく、全
死亡率も低かったという結果が2015年9月
EASD（欧州糖尿病学会）で発表され会場
は熱気に包まれました 1）。
　EMPA-REG OUTCOME試験の腎機能
に関する解析は、1年後の2016年6月のADA

（米国糖尿病学会）で発表され、同時にN 
Engl J Med online版でも報告されました2）。
なお対象のeGFRは26％の症例で60mL/
分/1.73m2未満で、RAA系薬剤は81％、利
尿薬は43％に使用されていました。この試
験は腎症の発症または悪化を①尿アルブミ
ンが300mg/gCr以上に増加②血中クレア
チニン値が2倍③透析導入④腎不全死と定
義。その結果腎症の発症・悪化を39％、透
析導入を55％有意に減少させていたのです! 
　興味深いのは経過中のeGFRの推移で、
プラセボ群ではeGFRは次第に、3年間で
6mL/分 程度低下していきましたが、EMPA 
10mgと25mgの両群で、平均eGFRはいっ
たん3mL/分 余り落ちたものの、そのまま3
年間保持されたという驚きの結果でした。
　従来SGLT2-iは①eGFRを急に落とすの
で腎機能悪化に注意。②eGFRが低けれ

ば尿糖排泄効果も弱く、使用の意義は低い
とされていました。しかし今回の結果では、
慢性腎不全の患者に早めにSGLT2-iを開
始すると長期予後が良いのでは、と考えさ
せる結果だったのです。
　本試験はeGFRの中等度以上の低下症例
は多くありませんでした。これからになりま
すが、CKDを対象としたカナグリフロジン
によるCREDENCE試験やダパグリフロジ
ン国際共同Ph3試験の結果も待たれます。
■腎機能保護の機序と新仮説
　2型糖尿病の尿細管ではSGLT2が過剰
発現し、ブドウ糖・NaClの再吸収が亢進。
濃度が下がるため、遠位尿細管緻密斑

（macula densa）で「GFRが低下」と認識し、
輸入細動脈を拡張させ糸球体内圧を上昇さ
せます（TGF：tubuloglomerular feedback 
mechanism）。ここでSGLT2-iを使用する
と尿細管でNaClの再吸収が減りmacula 
densaでのNaCl濃度が上昇、「GFRが保た
れた」と判断し輸入細動脈拡張を解除。こ
のようにして腎臓が保護されると考えられ
ています 3）。
　しかしTGFの理論だけですべてを説明
できません。そこに登場した新仮説がケト
ン体です。E.Ferrannini 4）は、インスリン抵
抗性の高い状況ではブドウ糖が心臓や腎
臓で充分に利用できず、エネルギー効率の
悪い脂肪酸がよく使われエネルギー不足の
状態と考えられる。S.Mudaliar 5）によると、
酸素1分子からブドウ糖は2.58分子のATP
が造られるが、パルミチン酸の例では2.33
分子しか産生されない。炭素2単位からブ
ドウ糖では223.6kcal/molだが、ケトン体は
243.6kcal/molのエネルギーを産生できる
ので、代謝上有利としています。SGLT2-i
の使用で血中ケトン体が上昇すると、エネ
ルギー効率の良い第三のエネルギーとして
利用され、臓器保護につながる。これが
別々の論文から見えるストーリーですが、
議論となるかもしれません。

●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。

■2016年9月欧州糖尿病学会（EASD）
　2016年のEASD期間中、夜の研究会で
EMPA-REG OUTCOME試験筆頭著者の
Zinman先生と、SGLT2-iについて話す機
会がありました。ケトン体を利用できない
ノックアウトマウスは心不全が重症化する。
ヒトでは心筋梗塞・脳卒中よりも、心不全・
心不全死を忘れない。少なくとも初期には
SGLT2-iのNa+利尿、降圧で早期の有効性
を示したと思う。なおHt（ヘマトクリット）の
上昇は腎組織には有利である。などの主
旨の重要な意見を聴けたのは幸いでした。
　我々医師には血中ケトン体は危険との

「常識」があります。ケトアシドーシスは危
険として、ケトーシス時のケトン体は、エネ
ルギー代謝で有利に働く可能性があるわけ
で、糖尿病におけるケトン体の有用な側面
を考える転換期にあるのかもしれません。
■今後の実臨床に向けて
　この薬は服薬で尿量が増え、本当の意味
のプラセボ薬が難しい薬であることを指摘
したく思います。EMPA-REG OUTCOME
では総死亡などバイアスがかかりにくい事
項も早期から改善しており、有効性は明白
です。しかし原著を読むと、脳卒中が有意
ではないが増加しているなども見えてきま
す。SGLT2-iでは「水バランスの変化」に注
意し、日本人で投薬中止後にstrokeが増え
ないかなどの検討も必要と思います。脳卒
中が多い日本での脱水注意は、過剰反応と
は思えません。確かにSGLT2-iはK+が下が
りにくい「マイルドな利尿薬」です。しかし
他の利尿薬との併用時は注意を払う必要が
あります。
　最後にSGLT2-iはもっと積極的に使用さ
れてしかるべき薬と考えています。しかし
実臨床の現場では、引き続き使用症例の効
果をしっかり確認していく必要があるもの
と考えている次第です。
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