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変更箇所 変 更 後

SBO 7 p. 26上より 2行目 高脂血症　→　脂質異常症

p. 26（欄外） 高脂血症
hyperlipidemia →

脂質異常症
dyslipidemia

p. 27（欄外）に右
記を追加．

＊2 脂質異常症について
は SBO 49を参照．

p. 27下より 7行目
から p. 28 上より
23行目を右記に変
更します．

である．これらの脂質は，アポタンパク質とリポタンパク質を形成しており，脂

質異常症の本質はリポタンパク質の増加により，LDLコレステロールやトリグ

リセリドが増加することである＊2．

脂質異常症を放置すると，動脈硬化を促進し，心筋梗塞や脳梗塞の原因となる．

しかし，自覚症状がないので，検査が重要になる．脂質異常症には，1）LDLコ

レステロールが多いタイプ（高 LDLコレステロール血症），2）HDLコレステ

ロールが低いタイプ（低 HDLコレステロール血症），3）トリグリセリド（中性脂

肪）が多いタイプ（高トリグリセリド血症）の三つがある．また，従来から診断

項目として繁用されていた，総コレステロール値は，2007年に日本動脈硬化学

会が出したガイドラインでスクリーニング診断項目から除外され，LDLコレス

テロール値が採用された．また同時に，“高脂血症の診断基準”から“脂質異常

症の診断基準”とされた．

a．LDLコレステロールと HDLコレステロール LDLは，末 にコレステ

p. 28上より 26～
28行目を右記に変
更します．

の高 LDLコレステロール血症診断基準値は，空腹時採血で 140 mg／d 以上であ

る．LDLコレステロールが上昇する疾患としては，家族性高コレステロール血

症，特発性複合型脂質異常症，甲状腺機能低下症，クッシング症候群，褐色細胞
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変更箇所 変 更 後

SBO 7 p. 28上より 32～
34行目を右記に変
更します．

HDLコレステロールは，血管壁やその他の末 組織に蓄積しているコレステ

ロールを戻す役割を担っている．したがって，HDLコレステロールが低下する

と組織にコレステロールが蓄積する．低 HDLコレステロール血症の診断基準は，

40 mg／d 未満である．HDLコレステロールが低下する疾患（病態）としては，

p. 28下より3行目を
右記に変更します．

 d．トリグリセリド　→　 b．トリグリセリド

p. 29上より7～8行
目を右記に変更し

ます．

高トリグリセリド血症の診断基準は，150 mg／d 以上が脂質異常症としてい

る．

SBO 18 p. 63 表 ・ 成人における高血圧の分類 a）

分  類

至適血圧 ＜ 120 かつ ＜ 80

正常血圧 ＜ 130 かつ ＜ 85

正常高値血圧 130～139 または 85～89

Ⅰ度高血圧 140～159 または 90～99

Ⅱ度高血圧 160～179 または 100～109

Ⅲ度高血圧 ≧ 180 または ≧ 110

≧ 140 かつ ＜ 90

収縮期血圧
〔mmHg〕

拡張期血圧
〔mmHg〕

a）出典：日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン作成委
員会編，“高血圧治療ガイドライン 2009”，p.14．

（孤立性）収縮期
高血圧

p. 63 下より 4～3
行目を右記に変更

します．

患合併例では，130／80未満と定められている．さらに，高血圧患者はⅠ度，Ⅱ

度，Ⅲ度の血圧分類と主要な危険因子（糖尿病，高血圧性臓器障害，心血管病）

p. 63上より 6行目
と欄外に右記を追

加します．

たは拡張期血圧 90 mmHg以上を高血圧と定義している＊2（表 18・1，表 18・2）．
＊2 現在では，“高血圧治
療ガイドライン 2009”に
最適な診療指針とその根拠
が示されている．

p. 64
表 ・ 血圧に基づいた脳心血管リスク層別化 a）

リスク層
（血圧以外のリスク要因）

血圧分類〔mmHg〕

正常高値血圧
130～139/85～89

Ⅰ度高血圧
140～150/90～99

Ⅱ度高血圧
160～179/100～109

Ⅲ度高血圧
≧ 180/≧ 110

リスク第一層
（危険因子がない）

付加リスクなし 低リスク 中等リスク 高リスク

リスク第二層（糖尿病以外の 1～2個の危
険因子，メタボリックシンドローム†がある）

中等リスク 中等リスク 高リスク 高リスク

リスク第三層（糖尿病，慢性腎臓病，臓
器障害/心血管病，3個以上の危険因子の
いずれかがある）

高リスク 高リスク 高リスク 高リスク

 a） 出典：日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン作成委員会編，“高血圧治療ガイドライン 2009”，p.16．
† リスク第二層のメタボリックシンドロームは予防的な観点から以下のように定義する．正常高値以上の血圧レベルと腹部肥満
（男性 85 cm以上，女性 90 cm 以上）に加え，血糖値異常（空腹時血糖 110～125 mg/d ，かつ/または糖尿病に至らない耐糖
能異常），あるいは脂質代謝異常のどちらかを有するもの．両者を有する場合はリスクを第三層とする．他の危険因子がなく
腹部肥満と脂質代謝異常があれば，血圧レベル以外の危険因子は 2個であり，メタボリックシンドロームと合わせて危険因子
3個とは数えない．
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変更箇所 変 更 後

SBO 18 p. 64上より4行目を
右記に変更します．

テンシン変換酵素阻害薬，利尿薬，β遮断薬（αβ遮断薬を含む）の中から最も

p. 64上より8行目を
右記に変更します．

α遮断薬のエビデンスは少ないが，褐色細胞主要降圧薬のほか，

p. 64下より1行目を
右記に変更します．

するか，併用投与に適宜切替える．

p. 64

図 ・ 初診時の高血圧管理計画 日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン作成委
員会編，“高血圧治療ガイドライン 2009”，p.25より．

血圧測定，病歴，身体所見，検査所見

二次性高血圧を除外

危険因子，臓器障害，心血管病，合併症を評価

生活習慣病の修正を指導

カ月後に ／ 以
上なら降圧薬治療

カ月後に ／ 以
上なら降圧薬治療 直ちに降圧薬治療

低リスク群 中等リスク群 高リスク群

p. 65 表 ・ 主要降圧薬の積極的な適応と禁忌 a）

降 圧 薬 積極的な適応 禁 忌 慎重使用例

カルシウム拮抗薬
左心室肥大，頻脈†1，狭心症，
脳血管障害慢性期，高齢者†2

徐脈（非ジヒド
ロピリジン系カ
ルシウム拮抗薬）

心不全

アンギオテンシン
Ⅱ受容体拮抗薬

左心室肥大，心不全†3，心房
細動（予防），心筋梗塞後，
タンパク尿，腎不全，脳血管
障害慢性期，糖尿病 /メタボ
リックシンドローム，高齢者

妊娠，高カリウ
ム血症

腎動脈狭窄症†6

アンギオテンシン
変換酵素阻害薬

妊娠，高カリウ
ム血症，血管神
経性浮腫

利尿薬
心不全，腎不全†4，脳血管障
害慢性期，高齢者

痛風，低カリウ
ム血症

妊娠，耐糖能異
常

β遮断薬（αβ遮
断薬を含む）

心不全†1，頻脈，狭心症†5，
心筋梗塞後

喘息，高度徐脈
耐糖能異常，閉
塞性肺疾患，末
動脈疾患

 a）  出典：日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン作成委員会編，“高血圧治療ガイドライン
2009”，p. 39～40．

†1 非ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬．
†2 ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬．
†3 少量から開始し，注意深く斬増する．
†4 ループ系利尿薬．
†5 冠攣縮性狭心症には注意．
†6 両側性腎動脈狭窄の場合は禁忌．
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変更箇所 変 更 後

SBO 18 p. 65上より 10行
目と欄外に右記を

追加します．

抑制することによる利尿効果により循環血液量を減少させて降圧作用を示す＊．降

＊ しかしながら，チアジ
ド系利尿薬に比べて，利尿
作用は強いが，降圧作用は
弱く持続性も短い．

p. 66 上より 2～3
行目を右記に変更

します．

を減少させた選択的アルドステロン受容体拮抗薬であるエプレレノンが臨床使用

されている．

SBO 48 p. 208～215 本冊子 p. 6以降に差替えます．

SBO 49 p. 216 SBOタイトルを下記に変更します．

p. 216上より2行目
を右記に変更します．

脂質異常症（高脂血症）とは，血液中の総コレステロール，LDLコレステロー

ルまたは中性脂肪…

p. 216上より5 行目
を右記に変更します．

ロール値は高くなる．高コレステロール血症患者数は約 3100万人と推定されて

p. 216（欄外） 高脂血症　hyperlipemia → 脂質異常症
（dyslipidemia）： 日 本
動脈硬化学会が 2007年に
発表した新ガイドラインで
は，高脂血症は脂質異常症
に名称変更された．

p. 217下より 6～3
行目を右記に変更

します．

49・4 脂質異常症の診断基準

表 49・4に示したように，スクリーニングのための基準値として空腹時採血で

LDLコレステロール 140 mg／d 以上，HDLコレステロール 40 mg ／d 未満ある

いは，中性脂肪（トリグリセリド）150 mg／d の場合を脂質異常症という．脂質

p. 218 表 ・ 脂質異常症の診断基準 a）

診 断 基 準†

高 LDLコレステロール血症 LDLコレステロール 140 mg／d 以上

高トリグリセリド血症 トリグリセリド 150 mg／d 以上

低 HDLコレステロール血症 HDLコレステロール 40 mg／d 未満

a）出典：日本動脈硬化学会，“脂質異常症治療ガイド 2008年版”，p.15，協和企画（2008）．
† 血清脂質値：空腹時採血

p. 218上より 3～4
行目を右記に変更

します．

を防止することが目標である．冠状動脈疾患の有無により大きく二つのカテゴ

リーに分類する．冠状動脈疾患を有さない場合は，カテゴリー別に治療目標が決

p. 220上より 2～4
行目を右記に変更

します．

カ月間食事・運動療法を行っても目標に達しない場合，薬物治療を開始する．脂

質異常症治療薬はおもに，コレステロールを下げる薬と中性脂肪を下げる薬に分

けられるため，脂質異常症のタイプにより使い分ける．脂質異常症治療薬の薬効

p. 220 表 49・7 の
タイトルを右記に

変更します．

表 ・ 脂質異常症治療薬の特性 a），†１，2

SBO 49 脂質異常症の病態生理，適切な治療薬，およびその使用上の注
意について説明できる．
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変更箇所 変 更 後

SBO 49 p. 218

p. 219

血清脂質測定＊1，問診，身体所見，検査所見

＊2

冠状動脈疾患なし
（一次予防）

冠状動脈疾患あり
（二次予防）

コレステロール以外の主要危険因子の評価

加齢（男性≧ 45歳，女性≧ 55歳）
高血圧・糖尿病（耐糖能異常を含む）
喫 煙
冠状動脈疾患の家族歴
低 コレステロール血症（＜ 40 ／ ）

主要危険因子数

カテゴリー Ⅰ（低リスク群） Ⅱ（中リスク群） Ⅲ（高リスク群）

目標到達の評価

薬物治療の考察 薬物治療の考察

生活習慣の改善生活習慣の改善

脂質管理目標値の設定（表 49・5参照）

＊ 1 血清脂質測定：原則として 12時間以上の絶食後採血とする．
＊ 2 糖尿病，脳梗塞，閉塞性動脈硬化症があれば他に危険因子がなくてもⅢとする．

0 1～ 2 3以上

図 ・ 患者カテゴリーと管理目標からみた治療方針 日本動脈硬化学会，“脂質異常症
治療ガイド 2008年版”，p.29，協和企画（2008）より．

表 ・ 患者カテゴリー別管理目標値 a），†1

治療方針の原則

〔値標目理管質脂ーリゴテカ mg/d 〕

LDLコレステロール
以外の主要危険因子†2 LDLコレステロール HDLコレステロール トリグリセリド

一次予防
まず生活習慣の
改善を行った後，
薬物治療の適応
を考慮する

Ⅰ
（低リスク群）

0 ＜ 160

Ⅱ
（中リスク群）

1～2 ＜ 140

Ⅲ
（高リスク群）

3以上 ＜ 120 ≧ 40 ＜ 150

二次予防
生活習慣の改善
とともに薬物治
療を考慮する

冠状動脈疾患の既往 ＜ 100

 a）  出典：日本動脈硬化学会，“脂質異常症治療ガイド  2008年版”p.29，協和企画（2008）．
 † 1 脂質管理と同時に他の危険因子（喫煙，高血圧や糖尿病など）を是正する必要がある．
† 2 LDLコレステロール以外の主要危険因子（図 49・2）：

45歳，女性≧ 55歳），高血圧，糖尿病（耐糖能異常を含む），喫煙，
HDLコレステロール血症（＜ 40 mg/d ）．

加齢（男性≧
冠状動脈疾患の家族歴，低
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48・1 糖尿病の病態と病型分類

糖尿病は，インスリンの作用不足により起こる慣性の高血糖を主徴として，

種々な代謝系に異常を来す疾患であり，成因により表 48・1に示す 4群に大別さ

れる．

48・1・1 1 型糖尿病

インスリンを合成し分泌する膵ランゲルハンス島β細胞の破壊や消失により，

インスリンが絶対的に欠乏して発症する．

a．自己免疫性 自己免疫を基礎にした膵細胞の破壊により生じる．HLA

に特徴がある．家系内の糖尿病は 2型より少なく，25歳以下に多い．肥満とは

関係ない．発症初期の約 70％で GAD抗体，IAA，ICA，IA─2抗体などが陽性と

なる．

b．特 発 性 自己抗体を認めずにインスリン依存状態となる例．

48・1・2 2 型糖尿病

インスリン分泌低下やインスリン抵抗性を来す素因を含んだ複数の遺伝的背景

があり，過食，肥満，運動不足，ストレスなどの環境因子と加齢が加わることに

より発症する．日本人糖尿病の 95％以上を占める成人発症の糖尿病であり，イ

ンスリン分泌の低下にインスリン抵抗性が加わって生じる．家族内血縁者にしば

しば糖尿病があり，40歳以上の肥満した例が多い．自己抗体は陰性である．

48・1・3 その他の特定の機序，疾患によるもの

a．遺伝因子として遺伝子異常が同定されたもの

1）膵β細胞機能にかかわる遺伝子異常（インスリン遺伝子，グルコキナーゼ

遺伝子，ミトコンドリア遺伝子など）

2）インスリン作用の伝達機構にかかわる遺伝子異常（インスリン受容体遺伝

子など）

208 第Ⅲ部 疾患と薬物治療（腎臓疾患など） 第 4章 定 量 の 基 礎 208

SBO 48 糖尿病とその合併症の病態生理，適切な治療薬，およびその使
用上の注意について説明できる．

糖尿病（diabetes mellitus）：
糖尿病は人口の約 7％で約
890万人と推定されており，
予備軍を含めると 2210万
人にのぼる．

インスリン　insulin

ランゲルハンス島
Langerhans islet

β細胞　β cell

HLA： human leukocyte
antigen

GAD： glutamic acid decar-
boxylase

IAA： insulin autoantibody

ICA： islet cell antibody

IA－2： insulinoma-associat-
ed antigen─2

表 48・1 糖尿病の病型

病　型 成　因

妊娠糖尿病 妊娠中に発見された耐糖能異常

1型糖尿病 膵β細胞の破壊によりインスリンの絶対的欠乏に至る．
①自己免疫性
②特発性

2型糖尿病 インスリン分泌低下を主体とするものと，インスリン抵抗性が主体で，それに
インスリンの相対的不足を伴うものがある

その他の機序，
疾患によるもの

①遺伝因子として遺伝子異常が同定されたもの
②他の疾患，条件によるもの

第 12章　代 謝 性 疾 患

a）出典：日本糖尿病学会編，“糖尿病治療ガイド 2010”，p.13，文光堂（2010）．
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糖尿病性昏睡
diabetic coma

ケトーシス（ketosis）： 脂
肪酸を CO2 に酸化する肝
臓の能力が限界を超え，β―
ヒドロキシ酪酸やアセト酢
酸などの酸性物質が体内に
蓄積した状態をいう．

アシドーシス（acidosis）：
体内の酸の蓄積，または体
内からの塩基消失によって，
血液の pHが生理的範囲を
超えて低くなった病態．意
識障害，呼吸障害，嘔吐な
どをひき起こし，最悪の場
合死に至る．

b．他の疾患，条件に伴うもの

1）膵外分泌疾患：膵炎，膵摘出術後など

2）内分泌疾患：クッシング症候群，先端巨大症，褐色細胞腫など

3）肝疾患：慢性肝炎，肝硬変など

4）薬剤や化学物質によるもの：糖質コルチコイド，インターフェロンなど

5）感染症：風疹，サイトメガロウイルス，ムンプスウイルス，EBウイルス

など

6）自己免疫機序によるまれな病態：インスリン受容体抗体，インスリン自己

免疫症候群など

7）その他の遺伝的症候群で糖尿病を伴うことが多いもの：ダウン症候群，プ

ラダー・ウィリー症候群＊1，ターナー症候群＊2など

48・1・4 妊娠糖尿病

定義：妊娠中に初めて発見または発症した糖尿病には至っていない耐糖能＊3

異常．

診断基準： 75 gOGTT ＊4においてつぎの基準の 1点以上を満たした場合に診断

する．

48・2 症　　状

1）高血糖の症状：口渇，多飲，多尿，体重減少，易疲労

2）網膜症の症状：視力低下

3）腎症の症状：タンパク尿，むくみ

4）神経障害の症状：足のしびれ感，発汗異常，便秘・下痢，勃起不全など

48・3 合　併　症

糖尿病の合併症には，インスリンの作用不全が高度になって起こる急性合併症

と，長年の慢性的な高血糖の持続によって起こる慢性合併症がある（表 48・2）．

48・3・1 急性合併症

急性合併症として，糖尿病性昏睡や感染症があげられる．

a．糖尿病ケトアシドーシス 高度なインスリン作用不全によって高血糖

（300 mg／d 以上）に加え高ケトン血症とアシドーシス（pH 7.3未満）を生じ，

さらに脱水を伴って意識障害を呈する．インスリン注射の中止，感染，ストレス

などで起こり，若年者（30歳以下）が多い．尿糖と尿中ケトン体が強陽性で，

嘔吐や腹痛に加えて意識レベルの低下を生じる．

b．高浸透圧高血糖症候群 著しい高血糖（600 mg／d 以上）と高度な脱

＊1 プラダー・ウィリー症
候群　Prader-Willi syn-
drome

＊2 ターナー症候群
Turner syndrome

＊3 耐糖能（glucose toler-
ance）： 全身でのグルコー
ス利用．

＊4 OGTT： oral glucose
tolerance testの略．

高血糖　hyperglycemia

表 48・2 糖尿病合併症

Ⅰ．急性合併症
a．糖尿病性昏睡
・ケトアシドーシス
・高浸透圧高血糖症候群
・乳酸アシドーシス
b．感染症：尿路感染症，
皮膚感染症，肺結核
など

Ⅱ．慢性合併症
a．細小血管障害
・糖尿病性腎症
・糖尿病性網膜症
・糖尿病性神経障害
b．大血管障害：狭心症，
心筋梗塞，脳梗塞な
どを起こす危険性が
高い．

空腹時血糖値≧ 92 mg／d

1時間値 ≧ 180 mg／d

2時間値 ≧ 153 mg／d

ただし臨床診断において糖尿病と診断されたものは除外される．
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水が生じて循環不全を来す状態であり血中浸透圧は 335 mOsm以上となる．高

カロリー輸液による栄養管理，ステロイド治療，利尿剤投与を受けたインスリン

非依存状態の高齢 2型糖尿病患者（60歳以上）に多い．高血糖と脱水により意

識障害を呈するが昏睡になることはまれであり，ケトアシドーシスは伴わないこ

とが多い．

c．感 染 症 糖尿病患者は感染症に罹患しやすい．尿路感染症や皮膚感染

症にかかりやすく，足の皮膚感染症は壊疽の原因となる．肺結核も生じやすい．

糖尿病患者が手術や抜歯を受ける際には注意が必要である．

48・3・2 慢性合併症

長期間高血糖が持続すると，血糖の代謝物による代謝障害と，血管障害が生じる．

細小血管障害として腎症，網膜症，神経障害が糖尿病性 3大合併症として知ら

れている．病因として，ソルビトール代謝異常，プロテインキナーゼ C活性の

亢進，グリケーションの亢進，酸化ストレスなどがあげられる．

a．糖尿病性腎症 糖尿病性腎症により年間約 16,000人が新規透析導入と

なり，透析導入の原因疾患として第 1位である．腎糸球体血管周囲の結合組織で

あるメサンギウム細胞が増殖し，糸球体構造の破壊により機能の障害が起こる．

病期により 1～5期に分類される．

第 1期（腎症前期）ではタンパク尿はみられず，第 2期（早期腎症期）は尿中ア

ルブミンの測定により，微量アルブミン尿を呈する時期である．第 3期（顕性腎症

期）は持続性タンパク尿を認める時期であり，腎機能が正常な 3A期と腎機能が

低下する 3B期がある．第 4期（腎不全期）では腎機能が顕著に低下し血清クレ

アチニンが上昇する．第 5期は腎不全に対して透析療法を行っている時期である．

b．糖尿病網膜症 年間約 3000人が糖尿病網膜症により失明しており，

緑内障に次いで失明の原因の第 2位である．

眼底検査の所見により，毛細血管瘤，点状・斑状出血，硬性白斑などが認めら

れる①単純性網膜症，多数の軟性白斑，網膜浮腫，網膜内細小血管異常などが認

められる②前増殖性網膜症，さらに，新生血管，硝子体出血，網膜 離などが生

じ視力障害に陥る③増殖性網膜症に分類される．

c．糖尿病性神経障害 両下肢にしびれ，疼痛，感覚低下，感覚異常などの末

神経症状を呈し，両側アキレス腱反射の減弱を認める．また，自律神経障害とし

て，起立性低血圧，便通異常，神経因性膀胱，勃起障害などの多彩な症状を呈する．

d．大血管障害 狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患や脳梗塞は糖尿

病に特有な合併症ではないが，糖尿病患者ではこれらの疾患を起こす危険性が約

2～3倍高い．また，糖尿病患者では，血管障害，外傷，感染が組合わされて，

下肢に潰瘍や壊疽を生じやすい．

e．そ の 他 糖尿病では歯周病が重症化しやすく，認知症も伴いやすい．

48・4 診　　断

糖代謝異常の判定区分と判定基準

糖尿病性腎症
diabetic nephropathy

糖尿病網膜症
diabetic retinopathy

糖尿病性神経障害
diabetic neuropathy
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①～④のいずれかが確認された場合は“糖尿病型”と判定する．ただし①～

③のいずれかと④が確認された場合は，糖尿病と診断してよい．また，血糖値

が糖尿病型を示し，1）口渇，多飲，多尿，体重減少などの糖尿病の典型的な症

状や，2）確実な糖尿病性網膜症のいずれかが認められる場合は，初回検査だけ

で糖尿病と診断できる．

48・5 糖尿病治療の目的と糖尿病に関する指標

a．糖尿病治療の目的 糖尿病性細小血管合併症と動脈硬化性疾患の発症・

進展を阻止して健常者と同様な QOLの維持と寿命の確保を目標とする．

b．血糖コントロールの指標 空腹時血糖値と食後２時間血糖値が指標とし

て重要であることに加え，以下の指標により血糖コントロールを評価する．

● HbA1c：過去 1～2カ月の平均的な血糖値を反映する指標であり，指標とし

て HbA1cを重視して良以上の血糖コントロールを目指す（図 48・2）．

血糖測定時間
空腹時 負荷後 2時間

判定区分

糖尿病型

境界型

正常型

糖尿病型にも正常型にも属さないもの

グ
ル
コ
ー
ス
濃
度

（
静
脈
血
漿
） および

または 200 mg/d  以上

140 mg/d  未満

126 mg/d  以上

110 mg/d  未満

図 48・1 空腹時血糖値および 75 gOGTTによる判断区分と判定基準 正常型であっ
ても 1時間値が 180 mg／d 以上の場合は 180 mg／d 未満のものと比べて糖尿病に悪
化する危険性が高いので，境界型に準じた取扱いが必要である．日本糖尿病学会編，
“糖尿病治療ガイド 2010”，p.18，文光堂（2010）より．

図 48・2 血糖コントロールの指標と治療評価　日本糖尿病学会編，“糖尿病治療ガイド 2010”，p.25，
文光堂（2010）より．

血 糖
blood sugar

＊ HbA1c： ヘモグロビン
にグルコースが非酵素的に
結合したもの．

指　　標 優 良
可

不　　可
不　良不十分

HbA1c値（JDS値）（％）
HbA1c（国際標準値）（％）

5.8未満
6.2未満

5.8～ 6.5未満
6.2～ 6.9未満

6.5～ 7.0未満
6.9～ 7.4未満

コントロールの評価とその範囲

8.0以上
8.4以上

空腹時血糖値
〔mg/d 〕 80～ 110未満 110～ 130未満 130～ 160未満 160以上

食後 2時間血糖値
〔mg/d 〕

80～ 140未満 140～ 180未満 180～ 220未満

7.0～ 8.0未満
7.4～ 8.4未満

220以上

①早朝空腹時血糖値 126 mg／d 以上

② 75 g糖負荷試験（OGTT）で 2時間値 200 mg／d 以上

③随時血糖値 200 mg／d 以上

④ HbA1c（JDS値）が 6.1％以上

〔HbA1c（国際基準値）が 6.5％以上〕
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● グリコアルブミン（GA）：過去約２週間の平均血糖値を反映する（基準値は

11～16％）．
● 1,5－アンヒドログルシトール（1,5－AG）：糖代謝状況の急激な変化を示し，

 尿糖の排泄量と相関して糖代謝状態が悪化すると低下する（基準値は 14.0

mg／m 以上）．

c．インスリン分泌の指標 インスリン分泌能の評価として，早朝空腹時

血中インスリン値や，血中・尿中 C─ペプチド値（CPR）が用いられる．血中 C─ペ

プチド値が 0.5 ng／m 以下あるいは尿中 C─ペプチド値が 20 mg／日以下であれば

インスリン依存状態と考えられ，治療にインスリン療法を必要とする場合が多い．

d．インスリン抵抗性の指標 以下の場合にはインスリン抵抗性の存在を考

える．

● 早朝空腹時インスリン値が 15 mU／m 以上

● 空腹時インスリン値（mU／m ）×空腹時血糖値（mg／d ）／405で計算される

HOMA－R値が 2.5以上．

48・6 治療の流れ

48・6・1 1 型糖尿病

強化インスリン療法を行う．インスリン療法については SBO 48・6・3に記述

する．

a．インスリン頻回注射法 1日 4回のインスリン頻回注射が望ましく，

毎食前の（超）速効型インスリン（速効型では食前 30分・超速効型では食直前）と

就寝前の中間型あるいは持効型インスリンを皮下注射する．経口血糖降下薬のみ

では治療できない．

b．インスリン皮下持続注入療法 小型携帯用の電池式注入ポンプを利用し，

通常は腹壁に刺した針から速効型または超速効型インスリンを持続的に注入する

方法．

48・6・2 2 型糖尿病

2型糖尿病の治療の流れを図 48・3に示す．

a．食事療法と運動療法 適切な食事療法と運動療法を行う．これらを 3カ

月続けても目標とする血糖コントロールが達成できない場合には経口血糖降下薬

やインスリン製剤を用いる．

i ）食事療法

性，年齢，肥満度，身体活動量（表 48・3），血糖値，合併症の有無などを考

慮しエネルギー摂取量を決定する．エネルギー摂取量は（標準体重）×（身体活動

量）で求める．また，指示されたエネルギー内で炭水化物，タンパク質，脂質の

バランスをとり，適量のビタミン，ミネラルも摂取できるようにし，いずれの栄

養素も過不足ない状態にする．

なお，高血圧や，腎症合併者には食塩を制限する．高血圧合併例では 6 g／日未

満が推奨される．また，腎症合併の進展に伴い，摂取タンパク質量を次第に制限

する必要がある〔たとえば第 4期では（0.6～0.8 g／kg）×（標準体重）〕．

食事療法　diet therapy

運動療法
exercise therapy

インスリン皮下持続注入療
法 continuous subctaneous
insulin infusion, CSII

1,5－AG： 1,5─アンヒドロ
グルシトール

HOMA－R： homeostasis
model assessment ratio

CPR： C─peptide reactivity

GA：グリコアルブミン
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治療の開始（初診）

血糖コントロール目標
の達成

血糖コントロール目標
の不達成

治 療
・食事療法，運動療法，生活習慣改善に向けて患者教育

治療の継続

治療の継続

治療の継続

治 療
・食事療法，運動療法，生活習慣改善に向けて患者教育
・経口血糖降下薬療法（図48・4）
・インスリン療法
・GLP－1受容体作動薬療法

血糖コントロール目標
の達成

血糖コントロール目標
の不達成

血糖コントロール目標
の達成

血糖コントロール目標
の不達成

治 療
・食事療法，運動療法，生活習慣改善に向けて患者教育
・経口血糖降下薬の増量または併用療法
・インスリンへの変更または経口血糖降下薬とインスリンとの
　併用療法
・GLP－1受容体作動薬への変更または経口血糖降下薬とGLP－1

　受容体作動薬との併用療法

治 療
・食事療法，運動療法，生活習慣改善に向けて患者教育
・強化インスリン療法

・2型糖尿病が中心となる　・急性代謝失調を認めない場合
・随時血糖値 250～300 mg/d  程度　またはそれ以下　　・尿ケトン（－）
・血糖コントロール目標は，“優”，“良”（図 48・2参照）とするが，患者の年齢および病態を
考慮して患者ごとに主治医が設定する

表 48・3 身体活動量の目安†1

身体活動量目安 身体活動量†2〔kcal／kg標準体重〕

軽労作（デスクワークがおもな人，主婦など）

普通の労作（立ち仕事が多い職業）

重い労作（力仕事の多い職業）

†1 標準体重（kg）＝［身長（m）］2× 22
†2 身体活動量は体を動かす程度によって決まる量．

25～30

30～35

35～

図 48・3 2型糖尿病の治療の流れ 日本糖尿病学会編，“糖尿病治療ガイド 2010”，p.28，
文光堂（2010）より．
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ii）運動療法

摂取エネルギー量の約 10％相当を運動で消費することが推奨されている．強

度は運動時の脈拍数を 100～120拍／分以内にとどめる．いつでも，どこでも，1

人でもできることから歩行運動が最適であり，1回 15～30分間，1日 2回日常生

活に組入れ，毎日行うのが望ましい．ただし，表 48・4に示す場合には，運動療

法を禁止あるいは制限した方がよい．

b．経口血糖降下薬 経口血糖降下薬には，以下の i）～ vii）に示すものがあ

るが，病態に合わせて経口血糖降下薬を選択する．それぞれの薬物の作用の特性

や副作用を考慮に入れながら，個々の患者の状態に応じて薬物の選択と投与量の

図 48・4 病態に合わせた経口血糖降下薬の選択　日本糖尿病学会編，“糖尿病治療ガイド 2010”，
p.29，文光堂（2010）より．

表 48・4 運動療法を禁止あるいは制限した方がよい場合 a），†

①糖尿病の代謝コントロールが極端に悪い場合（空腹時血糖 250 mg／d 以上，または尿ケトン
体中等度以上陽性）．

②増殖網膜症による新鮮な眼底出血がある場合（眼科医と相談する）．

③腎不全の状態にある場合（血清クレアチニン，男性 2.5 mg／d 以上，女性 2.0 mg／d 以上）

④虚血性心疾患や心肺機能に障害のある場合（各専門医の意見を求める）．

⑤骨・関節疾患がある場合（専門医の意見を求める）．

⑥急性感染症

⑦糖尿病壊疽

⑧高度の糖尿病自律神経障害

a）出典：日本糖尿病学会編，“糖尿病治療ガイド 2010”，p.44，文光堂（2010）．
† これらの場合でも日常生活における体動が制限されることはまれであり，安静臥床を必要とす
ることはない．

炭水化物の吸収遅延・食
後高血糖の改善

α－グルコシダーゼ
阻害薬

肝臓での糖新生の抑制ビグアナイド薬

種　類

経口血糖降下薬2型糖尿病の病態

インスリン
分泌能低下

インスリン抵抗性
増大

インスリン作用不足

食後高血糖
高
血
糖

糖
毒
性

空腹時高血糖

おもな作用

骨格筋・肝臓でのインス
リン感受性の改善

チアゾリジン薬

血糖依存性のインスリン
分泌促進とグルカゴン分
泌抑制

DPP－4阻害薬

インスリン分泌の促進スルホニル尿素薬

より速やかなインスリン
分泌の促進・食後高血糖
の改善

速効型インスリン
分泌促進薬

・食事，運動などの生活習慣改善と 1種類の薬剤の組合わせで効果が得られない場合，2種類以上の薬剤の併用
を考慮する．

・作用機序の異なる薬剤の組合わせは有効と考えられるが，一部の薬剤では有効性および安全性が確立していな
い組合わせもある．詳細は各薬剤の添付文書を参照のこと．

食後高血糖改善系

インスリン抵抗性
改善系

インスリン分泌
促進系
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調節を行う．経口血糖効果薬の選択を図 48・4に示す．

1種類の経口血糖降下薬治療では良好な血糖コントロールが長期間維持できな

い場合，さらに食事・運動療法の徹底を図り，必要に応じて，作用機序の異なる

経口血糖降下薬を追加するか，インスリンへの切替え，あるいは併用によって血

糖改善効果を期待する．妊娠中または妊娠する可能性の高い場合および授乳中に

は経口血糖降下薬は使用しない．

i）スルホニル尿素（SU）薬（グリベンクラミド，グリクラジド，グリメピリ

ドなど）

残存する膵β細胞の SU受容体に結合し，インスリン分泌を促進し

て血糖降下作用を発揮する．

インスリン分泌能が比較的保たれているインスリン非依存状態の患者

に用いる．高度の肥満などインスリン抵抗性の強い患者にはよい適応ではない．

特に，腎・肝機能障害のある患者と高齢者は，遷延性の低血糖

を来しやすく，低血糖が生じた際の指導を十分に行う．投与後しばらくは有効で

も，その後に効果が見られなくなることがある（二次無効）．また，服用により，

空腹感が高まり過食傾向となり体重が増加しやすい．

ii）速効型インスリン分泌促進薬（ナテグリニド，ミチグリニドカルシウム水

和物，レパグリニド）

膵β細胞膜上の SU受容体にすばやく結合してインスリン分泌を促

すことにより，服用後短時間で血糖降下作用を発揮する．

食後高血糖を呈する軽症の 2型糖尿病患者に食直前 3回投与する．

肝・腎障害のある患者では低血糖を起こすことがある．SU剤

との併用は認められていない．

iii）α－グルコシダーゼ阻害薬（アカルボース，ボグリボース，ミグリトール）

小腸粘膜に存在する二糖類分解酵素（α―グルコシダーゼ）の作用を

阻害して糖の消化を抑制し，吸収を遅らせて食後高血糖を抑制する．

空腹時血糖はあまり高くなく，食後に高血糖を呈する 2型糖尿病患者

が適応となる．必ず食直前に投薬する．

腹部膨満感や放屁の増加が高頻度に生じる．まれに高齢者で腹

部手術歴のある例では腸閉塞を起こすことがあり，また，重篤な肝障害が報告さ

れている．投与時に低血糖を起こした場合はブドウ糖を経口投薬する．

iv）ビグアナイド（BG）薬（メトホルミン塩酸塩，ブホルミン塩酸塩）

肝臓での糖新生を抑制することがおもな機序であるが，骨格筋での

糖の取込み促進や，消化管からの糖の吸収を抑制する作用も有する．

肥満の 2型糖尿病患者に有効．SU剤やインスリンとの併用可能で効果

が期待できる．メトグルコ（商品名）は 1日 2250 mgまでの投与が可能となった．

肝・腎・心肺機能障害や循環障害のある患者，下垂体・副腎不全

患者，大量飲酒者，高齢者には使用しない．まれではあるが致命的な乳酸アシドー

シスの副作用がある．また，ヨード造影剤使用の際は，使用 2日前から 2日後ま

での間投与を休止する．

作用機序 

使い方 

使用上の注意 

使い方 

使用上の注意 

作用機序 

使い方 

使用上の注意 

作用機序 

使い方 

使用上の注意 

作用機序 

グリベンクラミド
glibenclamide

グリクラジド　gliclazide

グリメピリド　glimepiride

メトホルミン塩酸塩
metformin hydrochloride

ブホルミン塩酸塩
buformin hydrochloride

アカルボース　acarbose

ボグリボース　voglibose

ミグリトール　miglitol

ナテグリニド　nateglinide

ミチグリニド　mitiglinide

レパグリニド　repaglinide



14

v）チアゾリジン誘導体（ピオグリタゾン塩酸塩）

PPARγの活性化を介してインスリン抵抗性を改善し，血糖降下作

用を発揮する．

インスリン抵抗性の関与が高い症例で有効性が高い．また，SU剤で

効果不十分な例にも効果が期待できる．

浮腫と貧血を生じやすく，肝機能障害を起こすことがある．心

不全患者や重篤な肝機能障害者には使用しない．また，長期投与により体重増加

を生じやすい．

vi）DPP－4阻害薬（シタグリプチン酸塩水和物，ビルダグリプチン，アログ

リプチン安息香酸物）

DPP─4の選択的阻害により活性型 GLP─1の濃度を高め，血糖依

存的にインスリン分泌を促進してグルカゴン分泌を抑制することで血糖降下作用

を発揮する．

食前あるいは食後投与のいずれも可能である．体重には一般的に影響

を与えない．

SU薬との併用で，重篤な低血糖により意識障害を起こす症例

が報告されている．高齢者や軽度腎機能低下症例で SU薬に追加投与する場合は

SU薬の減量を要する．

vii）配合薬

メタクト配合錠（商品名）はピオグリタゾンとメトホルミンの配合

剤．ソニアス配合錠（商品名）はピオグリタゾンとグリメピリドの配合剤，また

グルベス配合錠（商品名）はミチグリニドとボグリボースの配合剤である．

服用する製剤の種類および錠数が減少でき，服薬コンプライアンスの

向上が期待できる．

それぞれの単剤における副作用の症状や臨床検査値の異常に注

意する．

c．2 型糖尿病治療薬（注射剤）

GLP－1受容体作動薬（リラグルチド，エキセナチド）

膵β細胞膜上の GLP─1受容体に結合し，高血糖の場合にのみイン

スリン分泌促進作用を発揮する．グルカゴン分泌の抑制，胃内容物の排出抑制，

食欲抑制作用なども合わせもつ．

1日 1回投与で空腹時血糖と食後血糖値を低下させる．胃腸障害発現

のリスクを軽減するために少量より投与を開始し漸増を行う．食事療法や運動療

法によっても十分良好な血糖コントロールが得られないインスリン非依存状態の

患者に用いる．1型糖尿病などのインスリン依存状態症例への適応はない．投与

により体重減少を認めることが多い．

下痢，便秘，嘔気などの胃腸障害が投与初期に認められる．ま

れに急性膵炎が起こる可能性がある．

d．2型糖尿病におけるインスリン療法 2型糖尿病の細小血管障害の予

防・進展抑制のために厳格な血糖コントロールが必要であるが，食事療法・運動

使用上の注意 

使い方 

作用機序 

使用上の注意 

使い方 

作用機序 

作用機序 

使い方 

使用上の注意 

作用機序 

使い方 

使用上の注意 

リラグルチド： liraglutide

エキセナチド： exenatide

DPP－4
dipeptidyl peptidase ─ 4

シタグリプチンリン酸水和物
sitagliptin phosphate hydrate

ビルダグリプチン
vildagliptin

アログリプチン安息香酸塩
alogliptin benzoate

GLP－1
glucagon-like peptide ─ 1

グルカゴン glucagon

ピオグリタゾン塩酸塩
pioglitazone hydrochloride

PPARg： peroxisome pro-
liferator-activated receptor
g
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療法，経口血糖降下薬によっても血糖コントロールの目標達成ができない場合，

インスリン療法を行う．SBO 48・6・3にインスリン療法についての適応，使用

法，副作用についてまとめる．

48・6・3 インスリン療法

a．インスリン療法の絶対的適応

1）インスリン依存状態．

2）糖尿病性昏睡（ケトアシドーシス，高浸透圧高血糖症候群，乳酸アシドー

シス）．

3）重度の肝障害や腎障害の合併．

4）重症感染症，外傷，中等度以上の外科手術（全身麻酔施行例など）の際．

5）糖尿病合併妊婦（妊娠糖尿病で，食事療法だけでは良好な血糖コントロー

ルが得られない場合も含む）．

6）高カロリー輸液時の血糖コントロール．

b．インスリン療法の相対的適応

1）インスリン非依存状態の例でも，著明な高血糖（たとえば，空腹時血糖

250 mg／d 以上，食後血糖 350 mg／d 以上）を認める場合．

2）経口血糖降下薬療法では良好な血糖コントロールが得られない場合（SU

薬の一次無効，二次無効など）．

3）やせ型で栄養状態が低下している状態．

4）ステロイド治療時に高血糖を認める場合．

c．インスリン療法の実際 インスリン製剤は，皮下注射後の効果の持続

時間により，超速効型，速効型，中間型，混合型，持効型に分類される（表 48・

5）．

1）汎用される方法：混合型〔（超）速効型と中間型の混合製剤〕または中間型

インスリンの 1日 2回の皮下注射．

2）強化インスリン療法：自己血糖測定（SMBG＊）が可能で治療への理解が

十分な患者で血糖値が不安定な患者や糖尿病妊婦などに適応となる．

＊ self measurement of
blood glucoseの略．

表 48・5 インスリン製剤の分類

インスリン製剤 特　徴

混合型インスリン

持効型溶解インスリン
（インスリングラルギン，インスリ
ンデテミル）

（超）速効型インスリンと中間型インスリンを，さまざま
な比率であらかじめ混合したもの．

作用時間が長く，基礎インスリン分泌を補充する目的で
使用され，ほぼ 24時間作用する．

超速効型インスリン
（インスリンリスプロ，インスリン
アスパルト，インスリングルリジン）

食直前の投与で食事による血糖値の上昇を抑える．

速効型インスリン 食前 30分に注射し，最大効果は約 2時間後，作用持続時
間は 5～8時間である．

中間型インスリン 硫酸プロタミンを添加することで持続化されている．皮下
注射 1～2時間後より作用を発揮し，約 20時間持続する．

インスリンリスプロ
insulin lispro

インスリンアスパルト
insulin aspart

インスリングルリジン
insulin glulisine

インスリングラルギン
insulin glargine

インスリンデテミル
insulin detemir
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（超）速効型インスリンの 1日 3回，それに持続型インスリンを加えた 4回の

頻回注射，またはインスリン皮下持続注入（CSII）を行う．

インスリン注射の例を図 48・5に示す．

d．インスリンの副作用

1）低血糖：発汗，不安，動悸，頻脈，手指振戦，顔面蒼白などを認め，50 mg／d

以下では意識レベルの低下，異常行動，痙攣などを生じやすい．

2）低血糖時の対応：経口摂取が可能であれば，ブドウ糖（5～10 g）の摂取．

経口摂取が不可能な場合は 50％ブドウ糖 20 m 以上を静脈内注射する．

図 48・5 インスリン注射の例　日本糖尿病学会編，“糖尿病治療ガイド 2010”，p.62，
文光堂（2010）より．

（a）速効型または超速効型インスリンを毎食前 3回，就寝前に中間型または持効型
溶解インスリンを注射（強化インスリン療法の一例）

朝食

イ
ン
ス
リ
ン
効
果

イ
ン
ス
リ
ン
効
果

イ
ン
ス
リ
ン
効
果

中間型または持効型溶解

超速効型
速効型

超速効型
速効型

超速効型
速効型

・超速効型インスリンまたは超速効型を含む混合型インスリンでは，注射は食直前に行う．
・混合型製剤には，速効型と中間型の混合製剤と，超速効型と中間型の混合製剤とがある．

注
射

昼食

注
射

夕食

注
射

就寝

注
射

（b）速効型または超速効型インスリンを毎食前 3回注射

朝食

超速効型
速効型

超速効型
速効型

超速効型
速効型

注
射

昼食

注
射

夕食

注
射

就寝

（c）混合型インスリンを 1日 2回注射

朝食

混合型

混合型 混合型

注
射

昼食 夕食

注
射

就寝


