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糖尿病性腎症は国家的な課題に

池田先生：臨床の現場で精力的に糖尿病
医療に携わっておられる森先生といっしょ
に、診断、治療、管理という3つのテーマで、
この5年間を振り返りたいと思います。まず
診断では2014年に糖尿病性腎症病期分類
が改訂されています。どのようなものだった
でしょうか。
森先生：日本糖尿病学会と日本腎臓学会か
らなる糖尿病性腎症合同委員会によって、
糖尿病性腎症病期分類が改訂されて、2014
年に発表されました。主な変更点は、病期
分類に用いてきた糸球体濾過量（GFR）を推
算糸球体濾過量（eGFR）へ変更したこと、3
期の前期と後期をなくして区分しないように
したことなどでした。実際、臨床の現場で
は、それほど大きな影響はなかったかと思
いますが、糖尿病性腎症については、2016
年に「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」
が策定され（厚生労働省）、国をあげて取り
組むべき課題となっていると思います。
池田先生：糖尿病性腎症の診断について臨
床の現場ではどういった点が問題ですか。
森先生：尿アルブミンの測定が非常に重要
だということが明らかになっておりますが、
実際の臨床では定期的に測定していないこ
とがかなりあることですね。
池田先生：それはなぜなのでしょうか。
森先生：外来ですと随時尿で測定すること

になります。アルブミンは一日の変動が大
きいので、随時尿の場合はクレアチニンも
いっしょに測定して、クレアチニン補正を行
いアルブミン指数（mg/gCr）としますが、値
の変動が大きいと感じていらっしゃる先生
方もおり、数値に対する信頼が完全ではな
いのかもしれません。また、その重要性の
認識も十分ではないと思います。
池田先生 ：糖尿病性腎症の早期発見は大
きな課題ですね。早期の糖尿病性腎症は
われわれ糖尿病専門医が診ることが多いで
すから。
森先 生 ：治療の面では E M PA - R E G 
OUTCOME試験、CANVAS Programで、
SGLT2阻害薬の腎保護効果が報告された
ことがとてもインパクトがありました。今後
のエビデンスの蓄積が楽しみです。

SGLT2阻害薬の多彩な作用に期待

池田先生：糖尿病治療の面ではいかがで
しょうか。
森先生：2014年にSGLT2阻害薬が登場し、
さらに2018年12月には1型糖尿病の適応を
とったことが印象的でした。罹病期間が長
い1型糖尿病の患者さんでは、肥満になる

ケースもあります。その場合、体重が増加
していき、インスリン投与量も増加していく
という負のスパイラルのような状況になって
しまいます。そういうケースにSGLT2阻害
薬を投与することで、インスリンの減量とと
もに体重の減少も期待できるのではないか
と考えています。
池田先生：SGLT2阻害薬は新しい作用機
序を持ち、血糖降下作用はもちろんですが、
先ほど先生がお話しになられた腎保護作用
についての報告もありますし、心血管イベン
トについても良好な報告がありますね。や
はり、糖尿病医療においてSGLT2阻害薬の
登場は大きな出来事といえますね。
森先生：そのとおりです。SGLT2阻害薬
のエンパグリフロジンはE M P A - R E G  
OUTCOME試験で、カナグリフロジンは
CANVAS Programで、腎保護効果が報
告されたことがとてもインパクトがありま
した。加えていまお話のあった、心血管イ
ベント（心血管死、心筋梗塞、脳卒中）が
有意に減少という結果も出ています。
　また、同様にLEADER試験における
GLP-1受容体作動薬リラグルチドも心血管イ
ベントが有意な減少となりました。心血管イ
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　糖尿病情報BOX&Net.も、おかげさまで創刊15周年を迎えることがで
きました。その中で、糖尿病医療におけるこの5年間を振り返ると、さまざ
まな進化があったと思います。そこで今号では特別企画として、糖尿病治
療研究会名誉顧問 池田義雄先生と、代表幹事 森　豊先生をお招きして、
お二人にこの5年間の印象的な出来事、ならびに将来への展望についてお
話しいただきました。

糖尿病治療研究会名誉顧問 池田義雄先生（左）は創刊号から、代表幹事 森 豊
先生は、2011年から糖尿病情報BOX&Net.にご協力いただいています。
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ベントにおける非劣勢ではなく、有意な減少
を示したこれらの結果も大変印象的でした。
池田先生：そのほかに先生の実際の臨床
での変化はありましたか。
森 先 生： ここ数 年 の 変 化 のひとつ が
SGLT2阻害薬とGLP-1受容体作動薬の併
用をするようになったことです。食欲を抑え
た状況下で、糖を尿糖として排出するわけで
す。肥満ラットにSGLT2阻害薬を単独で使
うと、餌の摂餌量が増加したという報告が
ありますが、これは生体が尿に糖、つまりエ
ネルギーが排出されるとそれを補おうと摂
取エネルギー量が増えるのだと考えられて
います。実際、臨床の現場でSGLT2阻害
薬を投与6カ月くらい経つと、体重が増加して
しまうケースを経験しました。つまり、GLP-1
受容体作動薬で食欲をある程度抑えた状
況下で、SGLT2阻害薬で尿にエネルギーを
排出するのが、今日の肥満の2型糖尿病患
者さんの治療といえると考えています。

池田先生：体重減少が起きると代謝の改
善が目覚ましいですよね。具体的には両薬
剤をどう用いたらよいのでしょうか。
森先生：経口剤と注射薬ですので一般的に
はSGLT2阻害薬を先に用いることが多いと
思います。SGLT2阻害薬を投与すると最初は
よいのですけれども、6カ月ぐらい過ぎて思う
ような改善が見られなくなった場合GLP-1受
容体作動薬を追加するのが一般的でしょう。
　われわれは、BMIが25以上の肥満の2型
糖尿病患者さんの入院時に、GLP-1受容体
作動薬非併用SGLT2阻害薬群、SGLT2阻
害薬非併用GLP-1受容体作動薬群、SGLT2
阻害薬+GLP-1受容体作動薬併用群の3群
に分けて治療を行い、18カ月までフォローし
ました✽１。GLP-1受容 体 作 動 薬 非 併用
SGLT2阻害薬群は、6カ月くらいまでは良好
な結果でしたが、そこから多くの症例で体

重が増加してしまいました。SGLT2阻害薬
非併用GLP-1受容体作動薬群もいいのです
けども、一番よいのは、両者の併用群でし
た。肥満の2型糖尿病患者さんには、最初
からこの併用を使うのがいいのではないか
と考えています。

患者さんが取り組みやすい
食事療法「食べる順番」

池田先生：管理の面では、食事療法につい
て食べる順番が話題になっています。また、
低糖質食はここ5年ぐらい前から注目されて
いますが、引き続き関心を集めており、日本
糖尿病学会でも検討されていると思います。
森先生：この5年より以前に、ご飯より先に
野菜を食べることで食後の高血糖が抑制
できるとの報告がありました✽２。これは野
菜に含まれる食物繊維が糖質の分解、吸
収に遅延をもたらすためと考えられます。
　そして、2015年に魚料理や肉料理をご飯
より先に食べることでインクレチンの分泌
応答が増強されること、食後の血糖上昇を
抑制されることが報告されました✽３。これ
はインクレチンによって胃運動がゆるやか
になり、胃排出時間が延長するためと考え
られます。なぜインクレチンの分泌が促進
されるかは今後の検討課題です。
　これらを踏まえて考えると、まず野菜、そ
れから魚・肉、最後に炭水化物を食べると
いう方法が食後高血糖を抑制するためには
よいと考えられます。
池田先生：なるほど、「食べる順番」は患者
さんにとって取り組みやすい方法ですので、
臨床の現場でうまく活用できるとよいです
ね。低糖質食はどうでしょうか。
森先生：低糖質食はどこまで糖質の比率を
下げるのかが問題です。経管栄養の患者
さんでは普通、糖質のエネルギー比は大体
60%です。経管栄養の糖尿病患者さん向
けに脂肪のエネルギー比を上げて糖質を約
30％に抑えたグルセルナ®を使うと確実に
血糖値は上がらないです。糖質制限をする
ことで血糖値が上がらないことは確かなの
ですが、ただ経管栄養の患者さんと普通の
固形食の患者さんとは違うと思いますので、
固形食の場合、どこまで糖質比を下げるの
がいいのかは問題です。少なくとも30%は
低過ぎると感じており、50％くらいが一つの
目安だと思います。日本糖尿病学会でも検
討しているところかと思います。

池田先生：食事療法は患者さんの食習慣
なども考慮して、患者さんとよく相談して進
めることも大事ですね。

FGMはSMBGの補完として使う

池田先生：血糖管理に関しては、新しい血
糖測定機器が登場するなど、大変な進歩が
あったといわれています。実際にいろいろ
な機器をお使いになって、どういう印象を
お持ちですか？ やはり従来法のSMBGは
重要で、新しい機器も十分注意してデータ
を活用する必要があると思いますが。
森先生：一番のトピックスはフラッシュグル
コースモニタリングシステム（FGM）の登場
ですね。キャリブレーションを必要としな
いので、確かに患者さんの負担は少なくて
いいと思います。しかし、SMBGによる測
定値と乖離する場合もあり、注意も必要で
す。入院している2型糖尿病患者さんと、外
来でSAPをつけている1型糖尿病の患者さ
んにCGMとFGMを同時装着して、どれくら
い測定値が乖離しているかを見ました。つ
まり、CGMは必ず1日4回SMBGのキャリブ
レーションをしますので、そのSMBGの血
糖値、CGMのセンサーグルコース値、そし
てFGMのセンサーグルコース値の関係を検
討しました。
　そうすると、ほぼ一致する症例とかなり
乖離する症例がありました。しかし、どう
いう症例、もしくはどういう状況でFGMの
センサーグルコース値が乖離するか、どう
いう乖離の傾向があるのかが、はっきりと
はしませんでした。
池田先生：確かに便利な機器ですが、注意
が必要ですね。
森先生：FGMはあくまでSMBGの補完とし
て用いるもので、SMBGの結果とは乖離が
生じることがあることを患者さんへ十分情
報提供をして、適切に使用できるように注
意しないといけ ないと考えて います。
SMBGを実施せずFGMだけを用いると
いったことのないよう、しっかり指導する必
要があります。日本糖尿病学会もFGMに
ついて、有効かつ安全に用いられるように
見解を出して、「利用案」を提示しています。
池田先生：新しい機器ですので、われわれ
も患者さんもよく理解して用いることが大
切ですね。
森先生：自己管理のツールとしてメリットも
大きいので、うまく使えるようにしないとい

糖尿病治療研究会
名誉顧問
池田 義雄
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 2014年〜2018年の主な出来事
2014年
・「SGLT2阻害薬」の発売元年。5成分6製品が相次いで発売。
（イプラグリフロジン、ダパグリフロジン、ルセオグリフロジン、トホグリフロジン、カナ
グリフロジン）。

・「GLP-1受容体作動薬（リラグルチド）」と経口薬・インスリンとの併用が可能に。
・「検体測定室（ゆびさきセルフ測定室）」がスタート。

薬局での自己採血が解禁。薬局でHbA1c値などを測定し糖尿病を早期発見。
・世界初「人工膵島」が成功。米国糖尿病学会（ADA）で発表。
・日本糖尿病学会が「糖尿病医療者のための災害時糖尿病診療マニュアル」発行。

2015年
・週1回投与の「DPP-4阻害薬（トレラグリプチン、オマリグリプチン）」が登場。
・インスリンポンプに「パーソナルCGM」を搭載したSAP（ミニメド620G）が登場。
・インスリン製剤のバイオシミラー登場（インスリン グラルギン）。
・「DPP-4阻害薬（ビルダグリプチン）」と「ビグアナイド薬（メトホルミン）」の配合薬登場。
・妊娠糖尿病などの診断基準を統一（日本糖尿病・妊娠学会と日本糖尿病学会）。
・「食べる順番」で食後高血糖が改善。関西電力医学研究所が発表。

2016年
・「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」策定（厚生労働省）。

国レベルで取り組み開始。状態や治療内容を踏まえたきめこまかな設定に。
・「高齢者糖尿病の血糖コントロール目標」を発表（日本糖尿病学会・日本老年医学会）。
・妊婦の糖代謝異常に対する血糖自己測定に保険適用拡大へ。
・病院と診療所を対象とした全国規模の大規模なデータベース「J-DREAMS」作成へ
（国立国際医療研究センター、日本糖尿病学会）。

・「10月８日は、糖をはかる日」制定（糖尿病治療研究会）。
・世界の糖尿病人口が4.2億人を超える。世界保健機関（WHO）が対策を要請。

2017年
 ・日本の糖尿病有病者数が1,000万人を超え、世界第７位の糖尿病大国へ。
（2016年国民健康・栄養調査）。
 ・重症低血糖の実態が明らかに（糖尿病治療に関連した重症低血糖の調査委員会）。
 ・フラッシュグルコースモニタリングシステム（FreeStyleリブレ）発売。
 ・日本初チューブフリーのパッチ式インスリンポンプ（メディセーフウィズ）が製造販売承

認取得。
 ・日本糖尿病学会より「カーボカウントの手びき」発行。カーボカウントの概念が広まる。
 ・大規模臨床試験「J-DOIT3」結果を発表（厚生労働省）。厳格な統合的治療が合併症
を抑制。

 ・「DPP-4阻害薬」（テネリグリプチン）と「SGLT2阻害薬」（カナグリフロジン）の配合薬発売。
 ・「高齢者糖尿病診療ガイドライン」発行（日本糖尿病学会・日本老年医学会）。

 2018年
・オンライン診療料が新設（診療報酬改定2018）。
・「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン」を5年ぶりに改訂（日本腎臓学会）。
「DKD（糖尿病性腎臓病）」を定義。

・腎臓専門医への「紹介基準」を公表（日本糖尿病学会・日本腎臓学会）。
・「神戸宣言2018」（日本肥満学会）。23の学会が「肥満症」撲滅に向けて連携。
・「DPP-4阻害薬（アナグリプチン）」と「ビグアナイド薬（メトホルミン）」の配合薬が登場。

けないと思っています。しかし、インスリン
治療を受け血糖の変動が大きい患者さん
の場合は、必ずSMBGを併用してほしいで
すね。

患者さんの願い「糖尿病の治癒」
を忘れずに

池田先生：今後の糖尿病医療にどのような
進展があるとお考えでしょうか。
森先生：近い将来では、肥満の2型糖尿病
患者が非常に増えているので、GLP-1受容
体作動薬とSGLT2阻害薬の併用への期待
が大きいです。これからエビデンスが蓄積
していくことで、例えばどちらを先に用いる
のか、あるいは両方同時がよいのか、どう
いう症例に効果があるのかなどが明らかに
なって、より効果的に用いることができるよ
うになるとよいと考えています。

池田先生：血糖測定の進歩についてはい
かがでしょうか。
森先生：リアルタイムCGMで2型糖尿病患
者の自己管理にも使えるようなものが、出て
くるといいと思います。
池田先生：患者さんの将来の希望としては

「糖尿病の治癒」が多かったですね（ネット
ワークアンケート60より）。
森先生：患者さんの本当の願いですよね。
それをわれわれ医療者は心に刻んでおか
ないと、患者さんの心に寄り添う診療がで
きないと思いますので、忘れずにいたいで
す。数年先の近い将来に実現は難しいです
が、iPS細胞などの再生医療や人工膵臓の
開発も進歩を続けていると思いますので希
望を持っていいと思っています。
池田先生：本日は森先生とこの5年間の糖
尿病医療を振り返り、先生から貴重なご意
見を伺うことができました。ありがとうござ
いました。

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
森　豊

*1  森　豊 ほか、Prog. Med. 33: 1123-1132, 2018.
*2  今井佐恵子 ほか, J Japan Diab Soc 53（2）:112-115, 2010.
*3  Kuwata H et al. Diabetologia 59（3）: 453-461,2016. doi: 10.1007/s00125-015-3841-z. Epub 2015 Dec 24
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　医療スタッフでは「フラッシュグルコース
モニタリングシステム発売」を挙げた人が
もっとも多く、1位に。選んだ理由として

「自己管理が行いやすくなる」が最多で、次
に「糖尿病治療を革新する出来事だから」
が挙げられました。
  2位は「SGLT2阻害薬の発売」でした。
SGLT2阻害薬はまったく新しい作用機序
を持つ薬剤で、現在では糖尿病治療の一
翼を担っています。糖尿病治療に直結す
る出来事ですので、医療スタッフの関心が
高いのは当然かもしれません。「治療の選
択肢が広がる」「治療の向上につながる」と
いう声が多く聞かれました。
　3位には「食べる順番」に関するニュース
がランクインしました。血糖コントロール
において食後高血糖は重大な問題です。
米飯より魚・肉を先に食べることで食後の
血糖上昇がゆるやかになること、GLP-1分
泌が亢進され胃排出時間が2倍以上延長
することが明らかになったのは、食事指導
において大きな力となったと考えられます。

「2型糖尿病の治療の向上」「患者さんの
QOL改善」「糖尿病の予防」といった点で、
医療スタッフの関心を大いに集めた結果と
なりました。
　一方、今後5年間で進化すると考えられ
る分野を尋ねたところ、糖尿病医療を劇

 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

　糖尿病情報BOX＆Net. 創刊15周年を
記念し、 2014年から現在までの5年間を振
り返ってみました。題して「読者が選ぶ、重
大ニュース」。医療スタッフや患者さんは、
どのような出来事が印象に残っているので
しょうか？
医療スタッフ82名（医師9名、看護師・准看護
師28名、管理栄養士・栄養士18名、薬剤師12
名、保健師5名、臨床検査技師3名、理学療法士
1名、その他12名。うち日本糖尿病療養指導士
27名、地域糖尿病療養指導士14名、糖尿病認
定看護師5名）患者さんやその家族245名（病態
／1型糖尿病103名、2型糖尿病133名、その他
9名、罹病期間／5年以下64名、6～9年23名、
10～19年76名、20～29年42名、30年以上36
名、その他4名）

的に変える可能性のある「iPS細胞による
再生医療」が1位に。以下は「血糖自己測
定（CGM、FGM含む）」「インスリン治療（製
剤や注入器など）」「インスリンポンプ治
療」が続きました。再生医療に希望を抱き
つつ、血糖コントロールの進化に期待を寄

せていることがうかがえます。また最後の
「未来の糖尿病治療に期待すること」につ
いての質問では、糖尿病の完治につなが
るようなことや治療の進化だけでなく、認
知症、医療費、予防・啓発まで、幅広い項
目が挙げられました。

n ＝ 82

Q. この5年間で、もっとも印象的な出来事は？
1位  18人　
　　 フラッシュグルコースモニタリング発売＊1  2017年

2位  13人
　　 「SGLT2阻害薬」6製品が相次いで発売　2014年

3位  11人
　　 「食べる順番」で食後高血糖が改善＊2  2015年

４位   パーソナルCGM搭載インスリンポンプ、SAP登場＊3  2015年

５位   「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」策定＊4  2016年

Ｑ. 今から５年後にもっとも進化する分野は？

Ｑ. 未来の糖尿病治療に期待することは？
■ 糖尿病が治癒する病気になってほしい
■ iPS細胞による再生医療で1型糖尿病患者さんに光を
■ 血糖パターンをAIが分析し、必要なインスリン量を教えてくれるアプリ
■ インスリン経口摂取
■ 認知症の患者さんが低血糖をおこさず使える血糖降下剤テープの開発
■ 医療費の負担軽減
■ 糖尿病予防対策が世間一般に普及すること
■ 心血管（大血管）障害の予防ができる新しい糖尿病治療薬の開発

その他
　認知症予防（糖尿病と関連した）
　検査や診断の精度
　膵臓、膵島移植
　糖尿病予防
　肥満予防
　合併症予防
　保険や医療費制度

7%
7%
6%
4%
1%
1%
1%

n ＝ 82

iPS 細胞によ
る再生医療
25%

血糖自己測定
（CGM、FGM含む）
17%

その他
27%

インスリン
治療（製剤や
注入器など）
11%

インスリン
ポンプ治療

11%

人工膵臓、
人工膵島

9%



1位  46人 （うち1型 36人、2型 ９人、その他 1人）

　　 フラッシュグルコースモニタリング発売＊1  2017年

2位  37人 （うち1型 ４人、2型 30人、その他 3人）

　　 「食べる順番」で食後高血糖が改善＊2  2015年

3位  28人 （うち1型 16人、2型 11人、その他 1人）

　　 世界初「人工膵島」が成功＊5  2014年

４位   21人 「SGLT2阻害薬」6製品が相次いで発売  2014年

５位   18人 パーソナルCGM搭載インスリンポンプ、SAP登場＊3  2015年

＊5 第74回米国糖尿病学会
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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. この5年間で、もっとも印象的な出来事は？

　患者さんへのアンケートでも「フラッシュ
グルコースモニタリングシステム発売」が1位
に。1型糖尿病患者さんの3人に1人がこの
ニュースを選びました。
　2位は「食べる順番」に関するニュースで、
こちらは2型糖尿病患者さんにもっとも多く

注目されました。食事療法を厳密に行うこ
とはなかなか大変です。しかし、「米飯よ
り魚・肉を先に食べること」はどの患者さん
でも心がけることができるものなので、多く
の患者さんの心に響いたのではないでしょ
うか。また「自己管理が行いやすくなる」と

いう理由で選ぶ人が多くいました。
　患者さんはやはり、糖尿病の完治を願っ
ていると思われます。3位の「人工膵島」は、
その実現を感じられる明るいニュースとし
て、1型・2型問わず多くの患者さんに選ばれ
ました。医療スタッフでは「人工膵島」はラ
ンキング外でしたから、患者さんの方が医
療スタッフよりも、糖尿病治療の進歩を期
待する思いが強いといえるかもしれません。
さらに今後5年間で進化する分野について
の質問でも、未来の糖尿病についての質
問でも、糖尿病の完治につながる「iPS細
胞による再生医療」「人工膵臓、人工膵島」
を挙げる患者さんが非常に多く、糖尿病の
完治への願いが強く現れていました。
　一方で「血糖自己測定（CGM、FGM含
む）」「インスリン治療（製剤や注入器など）」
の進化を期待する声も多く、血糖コントール
への関心が高いことがうかがえます。

　この5年間を見ても、糖尿病医療は大きく
進歩しました。患者さんの興味はさまざま
ですが、その根底には完治への願いがある
と考えられます。完治の時代を迎えるまで、
医療スタッフはそのような患者さんの気持
ちに寄り添い、糖尿病医療を実践していく
ことが望まれているのではないでしょうか。

n ＝ 245

Ｑ. 今から５年後にもっとも進化する分野は？

Ｑ. 未来の糖尿病治療に期待することは？
■ 糖尿病が完治すること
■ 1型糖尿病患者がインスリン注射から解放されること
■ インスリンの経口剤化や貼薬。持ち物が減るとうれしい
■ 自分で単位数を考えなくてもいい自動インスリン
■ iPS細胞などの再生医療や、人工膵臓の実用化
■ 道具・薬に頼る対処療法からの脱却を願う
■ 血糖値がすぐに簡単に苦痛なく測れる機器
■ 1型糖尿病医療費の無償化

その他
　インスリンポンプ治療
　膵臓、膵島移植
　合併症予防
　その他
　遠隔治療
　認知症予防（糖尿病と関連した）
　がん予防（糖尿病と関連した）
　検査や診断の精度
　低血糖予防
　肥満予防

5%
5%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%

n ＝ 245

iPS 細胞によ
る再生医療
27%

血糖自己測定
（CGM、FGM含む）
15%

その他
28%

インスリン
治療（製剤や
注入器など）

12%

糖尿病予防
6%

人工膵臓、
人工膵島
12%



糖尿病ネットワーク　http://www.dm-net.co.jp/

1型糖尿病の劇症化に関わる第二の遺伝子を
世界で初めて特定
　日本糖尿病学会1型糖尿病委員会が行
った共同研究により、劇症1型糖尿病の発
症に関与する第二の遺伝子が世界で初め
て発見されました。今回の成果は、未だ発
症のメカニズムが解明されていない劇症1
型糖尿病の、予防や治療に大きく役立つも
のと期待されています。
　劇症1型糖尿病は、数日の間に膵島細胞
が破壊され急激に高血糖をきたす重大な
疾患です。通常の1型糖尿病は膵β細胞に
対する自己免疫によって発症しますが、劇
症1型糖尿病の発症については、メカニズム
が解明されていません。

RESEARCHRESEARCH
TRENDTREND

　そこで近畿大学医学部の池上博司主任
教授らを筆頭にした研究グループが、2008 
〜2018年に、国内18施設による共同大規
模研究を実施。全ゲノム関連解析という網
羅的解析法を駆使することで、従来の候補
遺伝子解析で報告されていたHLA遺伝子
に加えて、12番染色体長腕のCSAD/Lnc-
ITGB7-1という領域に第二の遺伝子がある
ことを、世界で初めて明らかにしました。
　この遺伝子は、一般的な自己免疫性の1
型糖尿病とは関連を示さず、劇症1型糖尿
病だけに特異的に関連することから、「劇
症」という重篤な発症経過・病態を規定す

る、重要な遺伝子と考えられます。この遺
伝子がITGB7という、免疫細胞が標的細
胞に向けて移動したり接着したりするとき
に働く分子の発現量を増やすことで、1型
糖尿病の劇症化に関与している可能性があ
るといいます。最近では、この分子に対す
る抗体が、別の免疫関連疾患である潰瘍
性大腸炎の治療に臨床応用されています。
1型糖尿病、特に劇症1型糖尿病は、昨今が
ん免疫療法（免疫チェックポイント阻害薬）
との関連が注目されていますが、今回の研
究結果は、がん治療を安全、確実に行うこ
とにつながる可能性があります。

「高齢者肥満症
診療ガイドライン2018」を公開
日本老年医学会
　日本老年医学会は「高齢者生活習慣病
管理ガイドライン」作成の一環として、高齢
者の糖尿病、高血圧、脂質異常症に続き、
肥満症を対象にしたガイドラインを公開し
ました。
　肥満症とは、BMI 25kg/m2以上で、11の
肥満関連疾患のうち１つ以上の健康障害を
合併するか、CTで測定した内臓脂肪面積
が100cm2以上を有する場合と定義されてい

ます。「肥満」は疾患ではありませんが、「肥
満症」は疾患であり治療が必要です。
　今回のガイドラインでは、日本肥満学会
の「日本肥満症診療ガイドライン2016」を参
考に、認知症やADL低下の観点からクリニ
カルクエスチョン（CQ）を設定することで、
システマティックレビューに新しい視点を加
えました。
　例えば、高齢者の肥満症の特徴として

「BMIが体脂肪量を正確に反映しないこと
が少なくないこと」「ウエスト周囲長やウエス
ト・ヒップ比はBMIよりも死亡のリスク指標
となること」「加齢とともに肥満にサルコペ
ニアが合併したサルコペニア肥満が増える
こと」などが解説されています。また「中年
期の肥満は高齢期の認知症発症のリスクで
あるので注意（推奨グレードA）」「サルコペ
ニア肥満は単なる肥満と比べてよりADL低
下・転倒・骨折、死亡をきたしやすいので
注意する必要がある（推奨グレードA）」な
どと、注意を促しています。
■ 公益財団法人 日本医療機能評価機構
　「高齢者肥満症診療ガイドライン2018」
　 https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/tool/pdf/
　 guideline2018_01.pdf

腎機能低下患者への薬剤投与量に
日本医療機能評価機構が注意喚起
　薬剤量の減量などが必要な「腎機能が低
下している患者」に対し、誤って通常量の
薬剤を提供してしまい、患者に悪影響が生
じた事例が、2014年1月から2018年10月ま
でに8件報告されていたことが、日本医療
機能評価機構が公表した「医療安全情報
No.145」で明らかになりました。
　腎機能が低下した患者では、薬剤を体外
に排出する能力が落ちており、薬剤が効き

すぎたり、中毒量になる危険性があるため、
薬剤の種類と腎機能低下の程度に応じて、
通常よりも減量したり、投与間隔を調整する
必要があります。今回の事例を受け同機構
では、医師は薬剤を処方する前に患者の腎
機能を把握し、それに応じた用量で処方す
ること、また薬剤師は、腎臓で代謝・排泄
される薬剤を処方する際には、患者の腎機
能を確認することなどを呼びかけました。

■公益財団法人 日本医療機能評価機構
　「医療安全情報No.145」
　http://www.med-safe.jp/pdf/med-safe_
　145.pdf
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　糖尿病ネットワークのベトナム版ともい
えるサイト「糖尿病の知識（Kiến thức tiểu 

đường）」が、ベトナムで公開されています。
ベトナムでは、この10年間で糖尿病の有病
者数が2倍に急増しており、2017年現在の
有病率は5.5％、予備軍は7.9％と、国民の
7.5人に1人が糖尿病かその予備軍という
状態です。しかし糖尿病に対する知識が
十分に普及しておらず、また糖尿病の治療
ができる医療機関の数も限られており、有
病者の半数以上が、糖尿病と未診断で、
治療を受けられていないといいます。今回

公開された「糖尿病の知識」は、そうしたベ
トナムの糖尿病医療の底上げを目的に制
作されました。
　サイトには、糖尿病ネッ
トワークのコンテンツが
ベトナム語に翻訳され、
多く活用されています。
特に、日本でも閲覧回数
240万回を超える定番コ
ンテンツ「糖尿病3分間
ラーニング」は、ベトナム
でも人気を得ています。

糖尿病ネットワークがベトナムに進出
3分間ラーニングも大好評

「かかりつけ医」検索サイトを公開
日本臨床内科医会

　診療所の医師を中心に、全国約1万5,000
人（2017年3月時点）の内科医が参加する日
本臨床内科医会は、すべての人が「かかり
つけ医」を持てるよう、かかりつけ医の検索
サービスを開始しました。
　都市や郵便番号などの情報から、近くの
日本臨床内科医会会員のかかりつけ医が
検索できます。スマートフォンにも対応して
おり、旅行中に具合が悪くなったときにも

使えるよう想定されています。
　日本臨床内科医会の会員医師は、
実地臨床医として最新の医療を提供
するだけでなく、かかりつけ医として
生活習慣病などの適切な検査、感染
症の予防、軽度認知症やがんの早期
発見、体力を維持するための生活指
導などを通じて健康寿命の伸延に努
めているといいます。

　国立国際医療研究センター 糖尿病情報
センターが、既存のコンテンツ「糖尿病とと
もに生きる」に「糖尿病とお金のはなし」を
新しく追加しました。
　糖尿病の治療内容は一人一人で異なり、
それに応じて治療費も大きく変わります。
経口薬、注射薬、インスリンポンプといった
治療方法の違いはもちろん、血糖測定の回
数や方法、合併症の状況や治療法によって
も治療費が異なります。
　そこで「糖尿病とお金のはなし」では、患
者さんやそのご家族が理解しやすいよう、

糖尿病情報センターサイトに新コンテンツ
「糖尿病とお金のはなし」掲載

■糖尿病情報センター「糖尿病とお金のはなし」
　http://dmic.ncgm.go.jp/general/
　about-dm/080/100/01.html

■「Kiến thức tiểu đường」
　https://kienthuctieuduong.vn/

外来診療にかかる費用について、16の例を
挙げて説明しています。

■日本臨床内科医会「あなたの近くのかかりつけ医」
　https://kakaritsuke.jp

＜主な内容＞
・投薬がない方、もしくは飲み薬だけの方

の場合（例１～４）
・注射製剤を使用している方の場合（例5～

８）
・インスリンポンプ治療をしている方の場合
（例9～10）

・糖尿病の合併症を治療中の方、または眼
底検査を行った場合（例11～14）

・妊娠中の糖尿病患者さんまたは、妊娠糖
尿病の方の場合（例15～16）

・治療費を軽減する制度について（解説）
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　　　　　　 2018年  12月
高体重がCKD患者の短期予後の予測因子
に　糖尿病では肥満のメリットは減弱
　透析期腎不全患者のみならず、透析導入
となっていない時期のCKD患者において
も、BMI高値が予後良好の予測因子になる
ことが、東京医科歯科大学の2万6,000人を
対象とした調査で明らかになった。
　研究グループは、国内の大規模データ
ベースを用いて、緊急入院となった約2万
6,000人の透析導入となっていないCKD患
者を抽出し、感染症合併の有無、糖尿病合
併の有無で層別化を行い、各群における
BMIと院内死亡率の関連を検証した。その
結果、感染症合併群では糖尿病の有無に関
わらずBMI高値になるにつれて予後良好と
なる傾向が認められた。しかし、糖尿病を
合併する場合は、感染症非合併群では、超
高体重群において予後良好とならなかっ
た。一方、糖尿病非合併のCKD患者では、
感染症合併の有無に関わらず、高体重が短
期予後良好と関連する傾向が示された。

「糖尿病リスク予測ツール」を公開　
3年後の糖尿病発症リスクを予測
　国立国際医療研究センターが教育ソフト
ウェアと共同開発した、健康診断の結果を
入力するだけで3年後の糖尿病発症のリス
クを予測する、「糖尿病リスク予測ツール」
の公開が開始された。
　本ツールは、3年後の糖尿病発症のリスク
を予測するもので、糖尿病と診断されたこ
とのない30〜59歳の人を対象としている。
約3万人の健康診断データにもとに、人工
知能（AI）の機械学習の技術により開発さ
れた。体重、血圧、喫煙習慣などの基本項
目のみによる予測と、さらに空腹時血糖値
やHbA1cなどの血液データの追加でより精
度の高い予測ができる。本ツールの活用に
より健康診断のデータを用いた自分の糖尿
病発症リスクを把握することで、多くの人々
が食事や運動といった生活習慣の改善に
取り組むきっかけになることが期待される。

　　　　　　 2019年  1月
「サーキットトレーニング」が効果的な運動
法に　2型糖尿病発症率を低下
　医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・
栄養研究所は、フィットネスクラブ運営会社
と共同で、同社のサーキットトレーニングが
女性の健康に与える効果について検証を実
施した。
　本トレーニングは、30秒の「筋力トレーニ
ング」と30秒の「有酸素運動」を交互に実施
し、1回30分で女性に必要なトレーニングを
行うというもの。今回、東京近郊102施設
のフィットネスクラブ会員から抽出した、
2005〜2010年に登録した20歳以上の女性
1万680人（平均年齢57.8歳）を対象に、ト
レーニングの実施頻度と発症率の関係を調
査した。登録後5カ月間のトレーニングの頻
度により研究参加者を４群に分け、糖尿病
の発症有無について2014年まで追跡して
調査した。その結果、トレーニング頻度が
高いほど糖尿病発症率が低くなることが明
らかになった。
iPS細胞からインスリン産生細胞を作製　
オープンイノベーション研究を開始
　東京工業大学と第一三共、三菱UFJキャ
ピタルは、iPS細胞（人工多能性幹細胞）か
らインスリン産生細胞を作製し、再生医療・
細胞治療への活用を目指すオープンイノベー
ション研究を共同で開始すると発表した。
　同大学が開発したヒトiPS細胞から膵β
細胞を高率に作製する方法と、第一三共の
技術を融合させることで、生体内の膵β細
胞に近いiPS細胞由来インスリン産生細胞
の作製を可能にするという。本研究では、
iPS細胞由来のインスリン産生細胞のさら
なる性能の向上、および作製法の改良を行
い、従来のインスリン治療では血糖コント
ロールが困難でアンメットメディカルニーズ
が高い重症1型糖尿病に対する革新的な治
療法の実用化を目指す。

インスリンを効率良く分泌させるシナプス
タンパク質を同定
　杏林大学と山梨大学の研究グループは、
神経伝達物質が放出されるアクティブゾー
ンのシナプスタンパク質「ELKS」が、インス
リンを膵β細胞から血管方向へ効率良く分
泌させることを発見した。また、ELKSは毛
細血管側のβ細胞膜に局在しているが、そ
の発現量が減少するとインスリン分泌が低
下することも明らかにした。ELKSを標的と
した新たな糖尿病治療薬の開発につなが
る可能性がある。
　　　　　　 2019年  2月
健保組合加入者の37.1％が肥満　
25.7%が「血糖値に異常あり」
　健康保険組合連合会は、2016年度の「業
態別にみた被保険者の健康状態に関する
調査分析」を公表した。調査は、同年度の
特定健診・特定保健指導データおよびレセ
プトデータをもとに、業態別に加入者の健
康状態や服薬の状況、メンタル系疾患の有
病者割合を概観したもの。
　健康保険組合加入者のうち、「肥満」該
当者の割合は37.15％（男性48.34%、女性 
19.23%）。高い割合を示しているのは、（1）
建設業（44.72％）、（2）その他のサービス業

（41.66％）、（3）印刷・同関連業（40.34％）と
なっている。「血糖値」の「保健指導判定値」

（空腹時血糖100mg/dL以上、HbA1c5.6%
以上）の該当者の割合は25.70％。高い割
合を示しているのは、（1）複合サービス業

（33.47％）、（2）飲食料品以外の小売業
（29.48％）、（3）建設業（29.47％）となって
いる。
日本人集団の2型糖尿病に関わる新たな
遺伝子領域を発見
　東京大学や理化学研究所などは、20万
人規模の日本人集団の遺伝情報を用いた
大規模ゲノムワイド関連解析（GWAS）を行
い、糖尿病治療薬の標的分子であるGLP-1
受容体のミスセンス変異など、2型糖尿病の
危険性を高める遺伝子領域を新たに同定
した。また、分子生物学的な機能ごとに遺
伝子やタンパク質の相互作用をまとめた、
分子生物学的パスウェイについて、日本人
集団と欧米人集団に共通する、または相違
があるものを明らかにした。これらの結果
は、将来的には糖尿病の発症予測・発症
前予防に応用できる可能性がある。●各記事の詳細およびその他のニュースについては、

糖尿病リソースガイド（dm-rg.net）のニュース／最近の関連情報をご覧ください。
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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。
現在申請中または予定も含みます。
詳細は各会のHPをご覧ください。

第122回日本小児科学会学術集会
第1群 臨床検査技師1単位、理学療法士1単位

［日　時］ 4月19日（金）〜21日（日）
［場　所］石川県立音楽堂ほか
［連絡先］日本コンベンションサービス（株）
関西支社
Tel.06-6221-5933
http://www2.convention.co.jp/122jps/

第116回日本内科学会総会・講演会
第1群 薬剤師1単位、臨床検査技師1単位、

理学療法士1単位

［日　時］ 4月26日（金）〜28日（日）
［場　所］ポートメッセなごや
［連絡先］日本内科学会事務局
Tel.03-3813-5991
http://www.naika.or.jp/meeting/116-
info/

第30回日本医学会総会2019中部

［日　時］ 4月27日（土）〜29日（月・祝）
［場　所］名古屋国際会議場ほか
［連絡先］（株）コングレ
Tel.052-744-2037
http://isoukai2019.jp/

第36回日本臨床内科医会総会

［日　時］ 4月28日（日）
［場　所］ポートメッセなごや
［連絡先］愛知県内科医会
Tel.052-241-6498
http://www.japha.jp/doc/
36japhanagoya.pdf

第92回日本内分泌学会学術総会
第1群 薬剤師1単位、臨床検査技師1単位、

理学療法士1単位

［日　時］ 5月9日（木）〜11日（土）
［場　所］仙台国際センター
［連絡先］（株）コングレ
Tel.03-5216-5318
http://www.congre.co.jp/endo2019/

第73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、

臨床検査技師1単位、理学療法士1単位

［日　時］ 5月17日（金）〜19日（日）
［場　所］静岡市清水文化会館マリナート、
静岡県立大学

［連絡先］（株）日本旅行 国際旅行事業本部
Tel.03-5402-6401
http://kinki-convention.jp/jsnfs2019/

第62回日本糖尿病学会年次学術集会
第2群 4単位

［日　時］ 5月23日（木）〜25日（土）
［場　所］仙台国際センターほか
［連絡先］日本コンベンションサービス（株） 
Tel.03-3508-1214
https://www.62jds.jp/

第61回日本老年医学会学術集会
第1群 薬剤師1単位、臨床検査技師1単位、

理学療法士1単位

［日　時］ 6月6日（木）〜8日（土）
［場　所］仙台国際センター、東北大学百
周年記念会館

［連絡先］日本コンベンションサービス（株）
東北支社
Tel.022-722-1311
https://site2.convention.co.jp/61jgs/

The American Diabetes 
Association's 79th Scientific 

Sessions

［日　時］ 6月7日（金）〜11日（火）
［場　所］米国サンフランシスコ
https://professional.diabetes.org/
scientific-sessions

第62回日本腎臓学会学術総会
第1群 管理栄養士・栄養士1単位、薬剤師1単位、

臨床検査技師1単位、理学療法士1単位

［日　時］ 6月21日（金）〜23日（日）
［場　所］名古屋国際会議場
［連絡先］（一社）日本腎臓学会
Tel.03-5842-4131
http://jsn62.umin.jp/

第64回日本透析医学会学術集会・総会
第1群 管理栄養士・栄養士1単位

［日　時］ 6月28日（金）〜30日（日）
［場　所］パシフィコ横浜
［連絡先］（株）コングレ 
Tel.03-5216-5318
http://www.congre.co.jp/64jsdt/

第11回日本下肢救済・足病学会
学術集会

［日　時］ 6月28日（金）〜29日（土）
［場　所］神戸ポートピアホテル、神戸国際
会議場

［連絡先］（株）JTBコミュニケーションデザ
イン ミーティング＆コンベンション事業部
Tel.06-4964-8869
https://convention.jtbcom.co.jp/11jlspm/

第51回日本動脈硬化学会総会
学術集会

第1群 臨床検査技師1単位、
理学療法士1単位

［日　時］ 7月11日（木）〜12日（金）
［場　所］国立京都国際会館
［連絡先］（株）コングレ
Tel.06-6229-2561
http://www.congre.co.jp/jas51/

第7回日本糖尿病療養指導
学術集会
第2群 4単位

［日　時］ 7月20日（土）〜21日（日）
［場　所］福岡国際会議場
［連絡先］（公社）日本糖尿病協会
Tel.03-3514-1721
https://www.nittokyo.or.jp/modules/
meeting/
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■はじめに
　糖尿病患者では心血管イベントの多いこ
とがよく知られていますが、高齢者の死因
として重要な問題です。ハイリスク症例に
はイベント抑制が証明されている薬剤を使
用したいと考えるのはもっともです。高齢
者に対 するGLP-1受 容 体 作 動 薬（GLP-
1RA）の有効性と安全な使用を考えます。
■GLP-1RAの分類
　GLP-1RAには構造･半減期の異なる数種
類のアナログ製剤がありますがエキセンジ
ン由来と、ヒトGLP-1由来に大別されます。
エキセンジンはアメリカドクトカゲの唾液由
来の構造でヒトGLP-1と53%のみの相同性
ですが、DPP-4作用部位のN末端2番目のア
ラニンがグリシンとなっておりDPP-4に分解
されにくい構造です１）。執筆時、日本で使用
できるのはエキセナチド（バイエッタⓇ2回/
日）、リキシセナチド（リキスミアⓇ1回/日）、
エキセナチドER（ビデュリオンⓇ1回/週）で
す。これに対しヒトGLP-1由来ではリラグル
チド（ビクトーザⓇ1回/日）、デュラグルチド

（トルリシティⓇ1回/週）が発売されています。
リラグルチドはDPP-4に分解されにくいよう
に脂肪酸を付けた3.8kDaのアナログ製剤
で、ヒトと97%の相同性です。ヒトGLP-1

（7-37）は3.4kDaですが、デュラグルチドは
59.7kDa、アルビグルチド（日本未発売）は
73.0kDaと複雑で大きな分子量です。これ
は容易にバイオシミラーを造れない構造にし
たとも推察できます。
　次に作用時間の分類では、短時間作用型
と長時間作用型に分けられます。短時間作
用型は主としてエキセンジン由来製剤が相
当し、中枢性食欲抑制の強い作用を持ちま
す。また消化管運動の抑制とグルカゴン分
泌抑制で、食後の血糖を抑制します。しか
しエキセンジン由来の製剤の使用患者は減
り、当院でも食欲抑制作用を評価する根強

いファンのみ使用中です。
　これに対し長時間作用型は食後血糖の
抑制は弱いものの、24時間全体に血糖値
を改善するのが特徴です。高齢者にも使
い易い製剤と言え、例えばαグルコシダーゼ
阻害薬や、グリニドの中でも強めのレパグ
リニド（シュアポストⓇ）を併用すると血糖値
変動は平坦化します。
■GLP-1RAと心血管イベント
　心血管イベント抑制の有無は大規模臨床
試験でも主要な項目であり、高齢者でも抑
制効果があるかは注目されるところです。
　近年GLP-1RAを用いた大規模臨床試験
で心血管系に対する有効性の有無がいくつ
か発表されています２, ３）。短時間作用型で
あるリキシセナチドを用いたELIXA試験で
は、最近6カ月の間に急性冠症候群を発症
した約6,000人の心血管イベントリスクの高
い2型糖尿病患者を対象に、平均2.1年の検
討では心血管イベントの有意な抑制は認め
られませんでした。また1万4,000人の2型糖
尿病患者が参加した、週1回投与のエキセ
ナチドERを用いたEXSCEL試験でも抑制
は認められませんでした。一方リラグルチ
ドを1.8mg（本邦最大用量0.9mg）まで用い
たLEADER試験があります。50歳以上で
心血管イベント既往のある2型糖尿病、また
は心血管イベントリスク因子を持つ60歳以
上の2型糖尿病患者が対象で、中央値3.8年
で心血管イベントを13％有意に減少させた
ことが発表されました４）。高齢者に関しては
事後解析ですが、75歳以上のサブグループ
で、リラグルチドが心血管イベントを34%低
下したと最近報告されました。このサブ解
析は今後、高齢者への有効性、安全性の判
断上、重要と思われます５）。またアルビグル
チドは日本未発売ですが、主要心血管イベ
ントを有意に抑制することがEASD 2018で
報告されています。以上の臨床試験は対象
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患者や使用条件が異なり単純比較はできま
せん。しかしGLP-1RAは心血管イベントの
抑制効果が認められ得る薬剤で、単剤では
低血糖を来し難く、高齢者に対する有用性
が期待されます。
■高齢者でのGLP-1RAの使い分け
　高齢者では短時間作用型製剤を使用す
ると、確かに食後高血糖は強く抑制されま
す。中枢性食欲抑制と胃内容排出遅延での
胃部不快感などが持続する症例があり、摂
取エネルギー不足を来す恐れがあります。
なお当院ではWeekly製剤は、家族や介護
職の方が見守り注射するケースが増えてい
ます。しかしエキセナチドERの場合は注
射を打つ前の混和、針の太さ、注射部位の
硬結出現、一度打つと2週間位効果が継続
し高齢者には長すぎるなどの問題で、若い
方はともかく高齢者には使いにくい製剤と
言えます。
　デュラグルチドはデバイスの簡便さと
Weeklyのメリットから選択されるケースがと
ても増えています。アテオスと名付けられた
デバイスで基本的には「あてて押す」だけで
す。実はリラグルチドの針34ゲージに比べて
29ゲージと太めですが、針が見えない構造
のためか、痛いという方は案外少数です。自
己注射だけでなく介護者の見守りでの注射
でも、簡単なデバイスは高齢者に必須です。
■おわりに
　これからの新しいGLP-1RＡおよび高齢
者へのGLP-1RＡ使用の具体的注意点は次
回の話題としたく思います。

  １） 加藤光敏：GLP-1受容体作動薬（１）
BOX&Net. No.49

  ２） Boyle JG et al. Clinical Science 132:1699-
1709, 2018（Review Article）

  ３） 綿田裕孝：GLP-1受容体作動薬による動脈硬化
抑制. BOX&Net. No.59

  ４） Marso SP et al. N Engl J Med. 375:311-
332, 2016

  ５） Gilbert MP et al. Ann Intern Med. （Epub 
ahead of print） Dec. 2018

加藤光敏（加藤内科クリニック院長  東京・葛飾区）

第34回 高齢者糖尿病診療の特徴と注意点（8）
〈GLP-1受容体作動薬-1〉
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