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糖尿病患者における
　　低強度生活活動の意義

慶應義塾大学
スポーツ医学研究センター所長
勝川 史憲

食事調査の過小評価
　種々の食事調査は、普段のエネルギー摂
取量を平均20〜30%も過小評価する。この
ことは最近広く認識されるようになった。エ
ネルギー必要量（現体重を維持するのに必
要なエネルギー摂取量）を評価するのに、食
事調査でなく、総エネルギー消費量の測定
が用いられるのはこのためである。
　糖尿病患者で、精度の高い測定法（二重
標識水法）で総エネルギー消費量を評価し
た成績は少ない。しかし、日本人の成績は
これまでに３件報告されている。それぞ
れ、首都圏、滋賀県の糖尿病患者、肥満糖
尿病患者であり、（海外の成績も含めて）い
ずれも血糖正常の対照群と総エネルギー消
費量に差を認めない。糖尿病患者のエネル
ギー摂取量の管理には、血糖正常の健常人
のデータを用いることができそうである。
糖尿病患者のエネルギー必要量
　さて、総エネルギー消費量の内訳を見る
と、糖尿病患者の基礎代謝量は、健常人と
比べて差がないか数％程度高い。これは
肝臓の糖新生に由来するエネルギー消費量
とされている。実際に、基礎代謝量予測値
からの実測値のズレは、空腹時血糖が高い
ほど大きくなる。一方、糖尿病患者の身体
活動量は健常人と差がないか、わずかに少
ない。したがって、総エネルギー消費量の
10%を占める食後の熱産生（特異動的作用）

に、これら基礎代謝量、身体活動量を加え
た総エネルギー消費量は健常人と差がな
い。これは海外のデータからもあらかじめ
予想されていたことである。しかし、予想し
ていなかったのは、一般集団とほぼ同等の
身体活動レベルのバラつきが、糖尿病患者
においても認められたことである。
身体活動レベルと低強度生活活動
　前記の滋賀県の糖尿病患者（平均70歳）
を、身体活動レベル（PAL＝総エネルギー消
費量/基礎代謝量）で3群に分けると、PAL
の高い群と低い群の総エネルギー消費量は
それぞれ2,400kcal/日、1,900kcal/日と約
500kcal/日の差を認めた。しかも、二重標
識水法の測定と同時に行った加速度計に
よる運動強度別の身体活動時間の評価によ
れば、このエネルギー消費量の差は、主に
歩行以外の低強度身体活動（1.5〜3メッツ）
と座位行動（1〜1.5メッツ）の多寡に由来し
ていた。
　運動習慣のない一般集団では、中〜高強
度身体活動が1日に占める時間はごくわずか
であり、1日のほとんどの時間は低強度身体
活動と座位行動に費やしている。それが大き
なエネルギー消費量の差をもたらすことを示
したデータはそれほど多くないが、地域在
住高齢者で性・年齢をマッチさせたフレイ
ル・非フレイル群を比較した最近の研究（平
均75歳）でも、同様の所見が認められてい
る。すなわち、低強度身体活動と座位行動
の多寡により、非フレイル群（2,496kcal/日）、
フレイル群（1,893kcal/日）では600kcal/日
の総エネルギー消費量の差が認められた。
糖尿病患者における低強度生活活動の
意義
　前記の糖尿病患者では、3群でBM I、
HbA1cに差を認めず、こうした低強度の生
活活動によるエネルギー消費量の大きな差
は、体重や血糖コントロールには貢献しない

ようである。しかし、このエネルギー消費
量に見合ったエネルギー量を食事で摂取し
ているので、PALの高い群では、低い群に
比べて毎日十分量のエネルギー・栄養素が
摂取でき、長期的にフレイルの進行予防に
貢献する可能性がある。実際に、3群で食
事調査のたんぱく質のエネルギー比率は
15%前後と差を認めなかったが、総エネル
ギー消費量で補正したタンパク質の摂取量

（g/kg）は、PALの高い群、低い群でそれぞ
れ1.5g/kg、1.2g/kgであった。PALの低い
群でも推奨量は充足するが、PALの高い群
の方がフレイル進行予防にはより有利と考
えられる。フレイル予防のための運動とし
ては、通常、レジスタンス運動やバランス運
動が指示されることが多いが、座位行動を
減らし低強度生活活動を増すことも、エネ
ルギー摂取量の増加を介してフレイル進行
予防に寄与する可能性がある。
　中〜高強度の運動・身体活動とは対照的
に、座位行動・低強度生活活動は意図的に
行うものではない。このため、低強度生活
活動を「心がけ」によって増加させることは
難しいかもしれない。運動強度・時間・頻
度による分類は、運動の後付けの分析には
有効だが、低強度生活活動に含まれる多彩
な活動内容を把握するには不十分な枠組み
のように思われる。低強度生活活動の増加
には、まず、従来の分類とは異なる枠組み（生
活行動分類など）を用いた評価を考慮する
ことから始めるべきかもしれない。
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　「患者さんは、積極的に運動に取り組め
ていますか？」という質問に「よくできてい
る」「まあまあできている」と答えた人が4割
に対し、「あまりできていない」「まったくで
きていない」と答えた人は5割でした【グラ
フ1】。患者さんの運動習慣の改善点とし
て、「そもそも運動していない」「運動の頻
度が少ない」という指摘が多く挙がりました

【グラフ2】。また、糖尿病の運動療法は
「有酸素運動」と筋肉に抵抗をかける「レジ
スタンス運動」の両方が大切ですが、後者
が少ないことを指摘する声もありました。
　では、患者さんの運動について医療施設
ではどれくらい指導ができているのでしょ
うか。「教育入院の際のみ」「1年に1〜2回」
という人が2割、「受診の際は必ず」という
人は1割程度でした。また、患者さんの中
には、合併症があったり高齢だったりして
運動が難しい患者さんもいますが、そうし
た方への指導については「指導の方法がわ
からずできていない」という人が最も多い
結果となりました【グラフ3】。
　別の質問で、運動指導は誰が行っている
か聞いたところ、看護師や医師という人が
半数以上で、理学療法士という人は3割、
運動指導士などの専門家を活用していると
いう人は1割以下、中には薬剤師という回答
もありました。忙しい診療時間の中で、
様 な々職業の方が指導されているようです。

 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

「糖尿病患者さんの運動習慣」
食事療法や薬物療法だけでなく、運動を加えることで、より効果的な血糖コントロールが可能です。
今回は、運動指導の状況について伺いました。

Q. 患者さんは、積極的に運動に取り組めていると
　 思いますか？

Ｑ. 患者さんの運動習慣について、改善すべき点で最も多いのは
　  どれですか？　n=129

Ｑ. 合併症があったり、高齢で運動の難しい患者さんに、患者さんに
　  合わせた指導ができていると思いますか？　n=129

運動の頻度が少ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 　　　　	30％
運動時間が短い　　　　　　　　　　　　　　　　　	 	 　　　　　4％
強度の小さい運動が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　	 　　　　　3％
運動前のヘルスチェックが不十分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6％
有酸素運動が少ない	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3％
レジスタンス運動が少ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	16％
そもそも運動していない　　　　　　　　　　　　　　　　　	 　　　　	33％
運動しすぎている　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 　　　　　											３％
その他　　　　　　　　　　　　　　	 	 	 　　　　　　　　		２％

できている　　　　　　　　　　　　　　　　　　　				 	 	 	18%
人手がなくできていない	 	 																																																													13%
時間がなくできていない	 	 																																																													15%
指導の方法がわからずできていない	 																																																	21%
その他の理由でできていない	 																																																													12%
わからない	 	 	 																																																													16%
その他	 	 	 	 																																																															5%

まったく
できていない

2％
わからない

9％

まあまあ
できている
41％

n = 129

よくできている 2％

【グラフ1】

医療スタッフの自由記述より

■ 軽い運動でも定期的にしてもらうようにする。
■ 食後1時間以内の生活活動（徒歩で少し遠

回りする）など、「これも運動である」ことの
認識を促す。

■ 投薬治療の結果が出ず悩んでる様子を感
じた時に運動の資料を渡す。

あまり
できていない

46％

【グラフ2】

【グラフ3】
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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. 糖尿病治療のために、積極的に運動に取り組んで
　 いますか？
　「積極的に運動に取り組んでいますか」と
いう質問に、6割の患者さんが「よくできて
いる」「まあまあできている」と回答【グラフ
4】。運動の頻度は、「毎日」「週に2〜3回」
という人が多いようです。運動の内容は

「ウォーキング」がダントツの人気。次に「屋
内での体操、ストレッチ」が続きました。
　運動に積極的に取り組めていない人にそ
の理由を聞いたところ「時間をとるのが難
しい」「面倒」「運動が苦手」がトップ3に【グ
ラフ5】。苦手意識が患者さんの運動習慣
の妨げになっているようです。毎日忙しい
患者さんでも運動に取り組めるいい手立て
はないものでしょうか。そこで、誰と一緒に
運動しているかを聞いてみたところ、「一人
で」という人が8割でした【グラフ6】。しか
し、運動に積極的に取り組んでいる人は

「一人で」や「知人と」運動している人では5割
だったのに対し、「家族と」運動している人
では7割と高いことがわかりました。
　また、今回の調査では運動の効果を「と
ても感じている」「まあまあ感じている」とい
う人が7割で、「血糖自己測定で血糖値が
安定しているとき」「検査結果がよかったと
き」に運動の効果を感じるという声が多く
聞かれました。検査結果を患者さんにお伝
えする際には、薬の治療や食事のことだけ
でなく運動の成果についても触れてはいか
がでしょうか。無理をせず、少しずつでも
体を動かすことが継続のコツ。こまやかな
声掛けを心がけましょう。

Ｑ. 運動に取り組めていない理由は何ですか？　n=203 複数回答可

Ｑ. 誰と運動することが多いですか？　n=465

医療スタッフ129名（職業：医師17名、看護師56名、管理栄養士21名、栄養士4名、薬剤師18名、
臨床検査技師3名、理学療法士 7名、保健師4名、その他2名　専門資格：糖尿病専門医9名、糖尿
病看護認定看護師6名、日本糖尿病療養指導士53名、地域糖尿病療養指導士47名　※重複あり） 
患者さん465名（病態：1型糖尿病181名、2型糖尿病258名、その他の糖尿病13名、ご家族が糖尿
病13名　罹病期間：5年未満91名、5～9年78名、10～19年140名、20年以上156名）

時間をとるのが難しい	 																																																																									42％
運動が苦手																																																																																														37％
面倒																																																																																																							37％
気候が暑い（寒い）から																																																																															20％
適切な運動の内容や量がわからない																																																													15％

一人で	 	 																																																																																					76％
家族と	 	 																																																																																					11％
知人と	 	 																																																																																							4％
糖尿病の患者さん同士で																																																																														1％
ペットと	 																																																																																							4％
その他	 																																																																																																			4％

n =465

あまり
できていない

34％

よく
できている
15％

まったく
できていない

9％

まあまあ
できている
42％

【グラフ4】

患者さんの自由記述より

■ ウォーキングが娘とのよいコミュニケーショ
ンタイムになっている。

■ 運動すると仕事のパフォーマンスが上がるこ
とを実感。運動も仕事のうちと捉えている。

【グラフ5】

【グラフ6】
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第63回日本糖尿病学会年次学術集会 
シンポジウムPickUp！

　日本糖尿病学会と日本循環器学会が
2020年3月に発表した『糖代謝異常者にお
ける循環器病の診断・予防・治療に関する
コンセンサスステートメント』の執筆者らが、
合同ステートメント作成の背景やポイントに
ついて講演しました。
糖代謝異常の評価：75g経口ブドウ糖負荷
試験2時間値が高いほど全死亡（主に心血
管イベントを示す）のリスクが高くなること
から、境界型で75gOGTT2時間値が140〜
199mg/dL、正常型で75gOGTT1時間値が
180mg/dL以上の場合には、高血圧症、脂
質異常症、肥満などの心血管疾患の危険因
子も併せて、食事療法や運動療法といった
介入を積極的に開始することが重要と解説

されました。
循環器専門医への紹介：糖尿病専門医から
循環器専門医に紹介する患者としては、喫
煙、高血圧、脂質異常症、慢性腎臓病、家
族歴、動脈硬化性疾患の既往、心電図など
での異常または自覚症状、心不全を疑う症
状や所見があり、BNP値100pg/mL以上ま
たはNT-proBNP値 400mg/mL以上、心房
細動確定または疑いなどが挙げられます。
大血管障害予防のための生活習慣：禁煙
は強く推奨され、非喫煙者には電子タバコ
も使用しないことが推奨されています。食
事に関してはDASH食や地中海食が有効と
いう報告があるものの主要栄養素の望まし
い比率は定まっていないとのこと。塩分摂

取の目安は食事摂取基準にある男性7.5g/
日未満、女性6.5g/日未満、高血圧合併患者
と顕性腎症期以降の病期の患者では6.0g/
日未満を適用。脂質摂取比率も食事摂取
基準の20〜30％エネルギーが目安とされ、
25％を超える場合にはその質に留意する必
要があるとされました。
循環器疾患予防のための糖尿病薬物治療：
患者の病態に応じて、これまでに発表され
ているエビデンスも踏まえて薬剤を選択する
ことが重要であると述べられました。糖尿
病患者の心不全予防としては、生活習慣改
善と危険因子に対する介入に加えて、心不
全があるまたは心不全のリスクがある場合
には、SGLT2阻害薬の使用が推奨されます。

　新型コロナウイルス感染症対策のため、日本糖尿病学会年次学術集会が初めてWeb開
催され、オンラインを通して熱のある講演が数多く届けられました。主なシンポジウムの内
容をご紹介します。
●会長：前川 聡（滋賀医科大学医学系研究科内科学講座 糖尿病内分泌・腎臓・神経）
●会期：2020年10月5日～16日

「合同ステートメントの背景」
●座長：荒木 栄一（熊本大学大学院生命科学研究部総合医薬科学部門 代謝・循環医学講座代謝内科学分野）
　　　　野出 孝一（佐賀大学医学部循環器内科）
●共催：日本循環器学会

「ガイドラインからみた糖尿病の食事療法における課題」
●座長：宇都宮 一典（東京慈恵会医科大学総合健診・予防医学センター）
　　　　福井 道明（京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学）

　『糖尿病診療ガイドライン2019』発行にあ
たり、食事療法において大きな検討を要し
た点について、それぞれの第一人者が講演
しました。
必要エネルギー量：目標体重、エネルギー係
数、エネルギー摂取量は患者の病態や体重
変化に合わせて個別に設定し、繰り返し再設
定することが必要であると強調されました。
エネルギー産生栄養素：糖質は血糖調節能
力に応じた量を摂取すること、エネルギー産
生栄養素バランスは食事ごとに考えること、
タンパク質と脂肪酸は欠乏に気をつけつつ

合併症の進展阻止に過不足ない量とするこ
と、炭水化物エネルギー比にはアルコール
摂取量が含まれることに注意する必要があ
ると解説されました。
高齢者糖尿病：75歳以上でフレイルやサル
コペニアまたは低栄養が見られる場合に
は、メタボ対策からフレイル対策にシフトす
ることが大切です。その際、併発疾患、認
知機能、心理状態、周囲のサポートなどを
考慮し、フレイル対策として十分なエネルギ
ー、タンパク質、ビタミン、ミネラルなどを摂
取する必要があると述べられました。

糖尿病性腎症：糖尿病性腎症におけるタン
パク質制限の効果は臨床的エビデンスが十
分ではなく、高齢者やアドヒアランスのある
症例では個別化が必要です。食事療法と療
養指導を効果的に組み合わせることによっ
て腎機能低下速度を抑制できる可能性があ
ると示唆されました。
時間栄養学：体内時計と食・栄養や運動と
の関係を応用することは肥満・糖尿病治療
の新しい切り口になります。時間軸の健康
科学が肥満や糖尿病の治療に役立つと考え
られています。
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「運動療法の現在と今後」
●座長：佐藤 祐造（愛知みずほ大学人間科学部）
　　　　田村 好史（順天堂大学国際教養学部 グローバルヘルスサービス領域）

　筋肉量や筋力の低下が糖尿病患者にど
のような影響を及ぼし、それに対してどう対
処するべきか、臨床または研究の最前線に
いる医師らが講演しました。
運動療法の個別化：筋肉が太くインスリン
感受性がよい人、筋肉が細くインスリン抵抗
性がある人など骨格筋の量・質とインスリン
抵抗性にはさまざまなパターンがあると指
摘。今後は個別化した運動療法が必要と
なる可能性が示唆されました。
下肢筋力：臨床試験結果から、2型糖尿病
患者の膝伸展筋力は健常者よりも20％低下
し、多発神経障害を合併すると筋力低下が

助長されること、高齢患者の膝伸展筋力の
低下は移動の自立を脅かし、健康関連QOL
にも影響を及ぼすことが報告されました。
筋量とタンパク質摂取：糖尿病患者ではイ
ンスリン刺激による筋タンパク質の合成能
が低下し、筋量が低下しています。筋量を
維持するためには、3食それぞれで十分量
のタンパク質を摂取することが大切であり、
レジスタンス運動による筋肥大を最大限に
するためには朝食でのタンパク質摂取が大
切と述べられました。
腎機能と筋肉量：骨格筋指数は年齢と負の
関係、BMIと正の相関を示し、CKDステー

ジ別においても骨格筋指数はBMIの影響を
受けることが解説されました。腎機能低下
者にも骨格筋量の低下を防ぐ運動が必要で
あるとしています。
三大合併症と運動療法：増殖前網膜症異
常の患者には高強度の有酸素運動とレジス
タンス運動は禁忌、重症の自律神経障害患
者には日常生活以外の運動は禁止です。し
かし、末梢神経障害患者は適切なフットケア

（足装具の使用や足の観察）をしながら中等
強度程度の運動をすることが可能であると
しています。腎症患者は腎機能に配慮しつ
つ症例ごとに検討するよう解説されました。

「多職種協働型チーム医療におけるCDEJの役割と展望」
●座長：岡井 明美（日本糖尿病療養指導士認定機構委員）
　　　　寺内 康夫（横浜市立大学大学院医学研究科 分子内分泌・糖尿病内科学）
●共催：日本糖尿病療養指導士認定機構

　チーム医療における日本糖尿病療養指導
士（CDEJ）の役割や現状の課題と展望につ
いて、6職種の医療従事者が報告しました。
医師：糖尿病専門クリニックにおけるチーム
医療への取り組みから、糖尿病療養指導を
高めるためには、CDEJ一人ひとりが患者に
伴走しながら多岐に渡る幅広い指導をして
いくことが必要であると述べられました。
看護師：看護師はチームビルディングの要で
あるものの、その役割を明確にすることが
難しいと指摘。看護師の役割を明確にして

チームにコミットしやすい環境を作ることが
大切だと強調されました。
管理栄養士：診療科や部門を横断して患
者に最適な診療をするボーダレス医療チ
ームの一つである糖尿病サポートチーム

（DIST）の介入が、血糖管理状態の改善、
新たな糖尿病の治療介入につながっている
と報告されました。
薬剤師：週1回の生活習慣病外来において
多職種がリアルタイムに情報交換をしなが
ら独立診療ブースで診療または療養指導を

するチーム医療の実施方法と、HbA1c値の
低下などの効果が紹介されました。
臨床検査技師：患者指導に加えて、臨床検
査の専門家として療養指導に有用な情報を
提供することが質の高い診断や治療につな
がるとしています。
理学療法士：CDEJ活動等に関するアンケ
ート調査の結果が示され、治療全体を俯瞰
し、患者に寄り添ったプログラムを提案す
る姿勢が求められていると報告されました。

「古くて新しい薬『メトホルミン』～基礎研究から見えてきた多面的作用～」
●座長：金崎 啓造（島根大学医学部内科学講座 内科学第一）
　　　　戸邉 一之（富山大学医学部内科学講座 第一）

　糖尿病治療薬メトホルミンに関する、国
内外の最新の知見が報告されました。
キラーT細胞を活性化：メトホルミンによっ
て、がん細胞を破壊するキラーT細胞であ
る「CD8」が活性化・増殖することが明らか
になったと報告されました。また糖尿病に
よって引き起こされるさまざまな代謝異常
には、ミトコンドリア由来の活性酸素が関
わっていますが、メトホルミンにはこのミト
コンドリア由来の活性酸素を抑制する作用
があると考えられています。
AMPKの活性化とがんリスク低減：2型糖

尿病患者におけるがんの発症率は、メトホ
ルミンを服用している人で低かったという
報告があります。メトホルミンはインスリン
産生量を増大させず、肝臓などで「AMPK

（AMP活性化プロテインキナーゼ）」を活
性化することによって、がんの発症を抑制し
ている可能性が示されました。
便の中にブドウ糖を排泄：「PET-MRI」と
いうPET装置とMRI装置が一体化した放
射線診断装置を用いて体内でのブドウ糖の
動きを調べたところ、メトホルミンを服用し
た患者では血液中のブドウ糖が大腸から

便の中に排泄されることが明らかになりま
した。この作用は血糖降下作用と関係して
いる可能性があるということです。
腸内細菌叢への影響と消化器症状：メトホ
ルミンを服用すると腸内細菌叢が変化し、
それが血糖値を下げる作用と関係している
可能性があります。一方、服用後に下痢や
腹部膨満などの消化器症状があらわれるこ
とがありますが、少量から開始して少しず
つ増量することによってコントロールするこ
とができると述べられました。
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男性の19.7％、女性の10.8％が「糖尿病」
【国民健康・栄養調査】

　厚生労働省から、2019年（令和元年）「国
民健康・栄養調査」の結果が発表されまし
た。調査は2019年11月に実施されたもの
です。
　今回、「糖尿病が強く疑われる者」の割
合は、男性 19.7％、女性 10.8％。前年度に
比べ、男性で1.0ポイント、女性で1.5ポイン
ト増え、2009年（平成21年）以降で最も高い
数値を示しました。
　また、BMI（体格指数）が25以上の肥満
者の割合は、男性で33.0％、女性で22.3％
に上りました。「健康日本21」（第二次）では
20〜60歳の男性の肥満者の割合を28％に
抑えることを目標にしていますが、残念なが
ら2013年（平成25年）から有意に増加してお
り、目標に達していない状況です。
　食習慣や運動習慣については、4人に1人
が「改善するつもりはない」と回答。BMIが
肥満（BMI25以上）であっても「改善するこ

■「糖尿病が強く疑われる者」の割合の
　年次推移（20歳以上)

■ 肥満者（BMI 25以上）の割合の
　年次推移（20歳以上）

出典：厚生労働省　2019年「国民健康・栄養調査」

日本糖尿病学会賞「女性研究者賞」
2型糖尿病のヒトゲノム解析研究
　糖尿病研究における女性医師の業績を表
彰する、日本糖尿病学会賞｢女性研究者賞｣
の第2回の受賞者が決定しました。
　今村准教授らはゲノムDNAを用いて全ゲ
ノムの1塩基多型データを取得し、健診デー
タに関するゲノムワイド関連解析（GWAS）を

行っています。ヒトゲノムに認められる１塩
基多型について2型糖尿病や糖尿病合併症
の遺伝要因との関連を調べています。授与

式は、オンラインで開催された第63回日本
糖尿病学会年次学術集会で行われ、奨励
金50万円が授与されました。

受賞者（所属） 今村美菜子（琉球大学大学院医学研究科 先進ゲノム検査医学講座）

研究業績 ヒトゲノム解析研究による2型糖尿病および糖尿病合併症の病因解明と新規治療法探索

11月14日「世界糖尿病デー」
国際糖尿病連合（IDF）
　2020年の「世界糖尿病デー（WDD）」は、

「糖尿病：看護師が違いをつくる（Diabetes: 
Nurses Make The Difference）」をテーマ
に開催されました。
　世界各地で「糖尿病と看護師」をテーマに、
キャンペーンが展開されました。世界の糖
尿病人口は今後も増え続けると予測されて
おり、糖尿病とともに生きる人 を々支援する
うえで看護師が果たす役割は大きいといえ
ます。
　そこでIDFでは、2020年4月からサービス

を開始している糖
尿病オンラインスク
ール「IDF School 
of Diabetes」の中
に、期間限定で、看
護師をはじめとする医療スタッフ向けのコー
スを無料で公開しました（現在は終了）。
　また日本では、毎年日本糖尿病学会と日
本糖尿病協会を中心に活動を行っており、
全国各地でのブルーライトアップのほか、
2020年は10月15日から11月30日までの期間

限定で、世界糖尿病デー特設サイトをオー
プンし、「動画で学ぼう、糖尿病」や「はじめ
ようスロージョギング」「サムシングブルーで
WDDを広げよう」などのコンテンツが公開さ
れました。

https://worlddiabetesday.org/

とに関心がない」「関心はあるが改善するつ
もりはない」という人の割合が、男性で39.3
％、女性で33.1％となっており、肥満改善へ
の意思が高くない様子がうかがえます。
　食生活については、外食を週１回以上利
用している人の割合は、男性 41.6％、女性 

26.7％、持ち帰りの弁当・惣菜を週1回以上
利用している人の割合は、男性 47.2％、女
性 44.3％であることもわかりました。一方、
現在習慣的に喫煙している人の割合は男性
27.1％、女性7.6％で、この10年間で、いずれ
も有意に減少しました。
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　京都大学や東京大学などの研究グルー
プは、就労世代男性7.5万人の大規模な健
診データを用いて、特定保健指導の効果
検証を行いました。特定健診（メタボ健診）
は、内臓肥満に関連する生活習慣病の予
防を目的に40歳から75歳未満を対象に行
われ、腹囲が基準値以上（男性で85cm、女
性で90cm）で、血圧・血糖・脂質の検査値

が基準以上だと、特定保健指導を受けるよ
う指導されます。
　毎年、メタボ健診は約2,800万人、特定
保健指導（保健指導）は約100万人以上が
受診していますが、今回の調査によると、
特定保健指導を受けることは肥満の軽度
改善にはつながっているものの、血圧・血
糖・脂質の改善は認められないことが示さ

「メタボ健診・特定保健指導」の課題が明らかに

厚生労働省が公開
「おうちで+10（プラス・テン）」

　厚生労働省は、9月の「健康推進普及月
間」に合わせて、運動不足の解消や健康意
識の向上を目的に「おうちで+10 超リフレッ
シュ体操」オンラインイベントを開催。今
回、そのイベントの動画と体操の解説動画
が、特設サイトで公開されました。
　この活動は、厚生労働省が2011年から実
施している「スマート・ライフ・プロジェクト

（SLP）」の一環です。「健康寿命をのばしま
しょう」をスローガンに、他にも「毎日プラス
10分の身体活動」「1日あと70gの野菜をプ
ラス」「禁煙でタバコの煙をマイナス」「健診・

検診で定期的な健康チェッ
ク」といった取り組みを行って
います。
　ウォーキングの歩数はこの
10年間で全ての年齢層で、1
日あたり約1,000歩減少しているそうで、こ
れをカロリーに換算するとおよそ1日あたり
30kcal、1年間続くと約1〜1.5kgの体重増
加に相当するといいます。そこで厚生労働
省では、1,000歩のウォーキングに相当する
10分程度の運動を「プラス・テン」（今より
10分多く体を動かしましょう）のキャッチフ

■国際糖尿病連合（IDF）　https://www.idf.org/type-2-diabetes-risk-assessment/jp/

■「スマート・ライフ・プロジェクト」についてはこちら
　https://www.smartlife.mhlw.go.jp/

レーズで推奨。具体的には、ウォーキング
などの中強度の運動を「18〜64歳は1日60
分」「65歳以上は1日40分」、少なくとも週に
3日以上行うことを目標にしています。動画
では、近畿大学准教授の谷本道哉先生が
体操指導を担当しています。

　国際糖尿病連合（IDF）は世界糖尿病デー
（WDD）に合わせて、「あなたの2型糖尿病
リスク」というオンラインテストを公開しまし
た。このテストで、今後10年間の2型糖尿
病リスクを予測できるとしています。フィン
ランドのヘルシンキにある国立保健福祉研

「あなたの2型糖尿病リスク」
国際糖尿病連合

れました。また、実際に保健指導を受けた
人の割合は16％にとどまり、受診率を上げ
る対策の必要性が指摘されています。詳細
は、「特定健診・保健指導の医療費適正化
効果等の検証のためのワーキンググループ
2019年度取りまとめ」をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/
12401000/000616588.pdf

究所が開発した「フィンランド糖
尿病リスク スコア（FINDRISC）」
に基づいてつくられました。

　糖尿病研究会（代表幹事：森 豊）は、血
糖コントロールの啓発を目的とした「糖を
はかる日」を記念し、Web講演会を無料公
開中です。「新型コロナウイルス感染症と

「10月8日は、糖をはかる日」
Web講演会無料公開中

糖尿病」「血糖コントロールとQOL」をテー
マにお届けしています。ご登録いただけれ
ばどなたでも無料で視聴いただけます。 ■「糖をはかる日2020」

　https://dm-net.co.jp/10-8/2020websem.php
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2型糖尿病患者の3人に1人が心血管疾患
に罹患　CAPTURE試験
　ノボ ノルディスク ファーマは、2型糖尿
病患者における心血管疾患の有病率と心血
管リスク、ならびにその管理についての初の
非介入国際共同試験であるCAPTURE試
験の結果を発表した。
　2型糖尿病患者の3人に1人が心血管疾患
に罹患していること、また、そのうち10人中
9人がアテローム動脈硬化性心血管疾患に
罹患していることが明らかになったという。
また、2型糖尿病とアテローム動脈硬化性
心血管疾患を併発している人のうち、心血
管へのベネフィットが検証されている糖尿
病治療薬を使用している人は、10人中2人
にすぎないことも示された。
オンライン版ADA「2型糖尿病薬物療法ガ
イドライン」掲載　
　米国糖尿病学会（ADA）の2型糖尿病薬
物療法ガイドラインの2020年版が「Annals 
of Internal Medicine」9月1日オンライン版
に掲載された。
　メトホルミンを第一選択薬として推奨す
ることは従来から変更ないが、治療効果が
不十分な場合には早期に併用療法を開始す
ることが、新たな推奨事項として盛り込ま
れた。ガイドラインでは、処方内容と服薬・
自己注射の順守を定期的（3〜6カ月ごと）に
再評価し、必要に応じて調整する必要があ
るとしている（推奨グレードE）。
インスリン作用による脂肪細胞の糖代謝
制御の全貌を解明
　東京大学は、インスリン刺激下の脂肪細
胞における糖代謝制御の全貌を明らかにし
たと発表した。
　研究グループ（東京大学、シドニー大学、
理化学研究所生命医科学研究センター、慶
應義塾大学先端生命科学研究所）は、インス
リン刺激に対する脂肪細胞の代謝フラック
ス変化への影響については、AS160のリン酸
化によるグルコース膜輸送の活性化、グル

コース6リン酸またはフルクトース6リン酸に
よる脂質合成の活性化、グルタミン酸による
グルタミン酸合成の阻害の緩和が、鍵である
ことを明らかにした。一方で、解糖系のほと
んどの反応には特別な制御は見られず、少数
の酵素の制御だけで糖代謝全体の変化を引
き起こすことができることが解明された。
高濃度の乳酸を代謝するメカニズムを解
明　乳酸アシドーシスの病態解明に期待
　京都府立医科大学の研究グループは、乳
酸に反応して細胞質から核へと移行する分
子「LRPGC1」を同定し、この分子が乳酸
存在下でミトコンドリアを活性化すること
で乳酸代謝を促進することを発見した。
　LRPGC1は、通常NESの作用により細胞
質に局在しているが、乳酸の曝露を受ける
とHSC70によってNESが不活性化され核
へと移行し、核内で転写因子ERRγと相互
作用を起こした後、TFAM遺伝子の発現を
誘導、その結果ミトコンドリアの活性化によ
る乳酸代謝の促進が起こるという。
　今後、LRPGC1/ERRγシグナルを調節
することにより、乳酸アシドーシスの治療法
につながることが期待される。
　　　　　　 2020年  10月
高脂血症治療薬ペマフィブラートに糖尿
病網膜症治療薬の可能性
　慶應義塾大学の研究グループが、選択
的ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体
α（PPARα）モジュレーターである高脂血症
治療薬のペマフィブラートが、網膜症のモ
デルマウスで、網膜神経の機能保護効果を
示すことを確認したと発表した。
　研究グループはさらに、ペマフィブラート
は線維芽細胞増殖因子21（FGF21）の血中
濃度を高めることで、網膜のシナプトフィジ
ンの発現を維持し、網膜神経の機能保護
効果があることを見出した。
　今回の研究成果は2019年に同研究室が
報告したペマフィブラートの網膜での抗血
管新生作用に加え新たな知見であり、さら
に発展させることで、糖尿病網膜症を原因

とする失明を防ぐ治療薬となることが期待
される。
腸内細菌による食後血糖調節メカニズム
を解明　腸内細菌正常化が新治療法へ
　東京大学医学部附属病院、国立国際医
療研究センター研究所の研究グループは、
免疫担当細胞が食後に腸内細菌由来の
LPSとインスリンに反応し、インターロイキ
ン10（IL-10）を産生することで、食後高血糖
を防いでいることを発見したと発表。食事
によって腸内細菌が大きく変化し、その刺
激で免疫担当細胞が糖新生を抑制する物
質を産生して、正常な食後血糖を維持して
いることを世界に先駆けて明らかにした。
　この研究で、免疫担当細胞の体外因子
に対する反応性を維持することが、肥満・
糖尿病の新たな治療目標になりうる可能性
が明らかになった。
初の点鼻粉末剤の低血糖時救急治療剤

「バクスミーⓇ点鼻粉末剤3mg」を発売
　日本イーライリリーは10月2日、低血糖時
救急治療剤「バクスミーⓇ点鼻粉末剤3mg」

（一般名：グルカゴン）を発売した。
　バクスミーⓇは初のグルカゴン点鼻粉末剤
で、室温（1〜30℃）で持ち運びができる1回
使い切りの製剤。重症低血糖に陥り意識を
失っている患者に対しても使用可能で、緊
急時に迅速かつ簡便に投与できる。また、
日本デザイン振興会が主催する「2020年度
グッドデザイン賞」を受賞。
　　　　　　 2020年  11月
ソーシャル・インパクト・ボンド活用の重症
化予防事業　総括レポート公表
　経済産業省は、神戸市で実施された日
本初のソーシャル・インパクト・ボンド

（SIB）事業である「糖尿病性腎症等重症化
予防事業」の総括レポートを公表した。
SIBとは、社会課題などに対し民間資金を
活用して解決しようという公民連携の取
り組みのこと。今回、日本で初めてSIBを
用いて、糖尿病もしくは糖尿病性腎症の
ハイリスクに該当し、かつ、医療機関を
未受診または治療中断中の人の中から約
100人を対象に、2017年8月から半年間の
保健指導プログラムを実施した。eGFR
値の低下が抑制されたのは32.9％となり、
目標値80％を下回った。ただし、BMI、
収縮期血圧、拡張期血圧、中性脂肪など
については改善がみられたという。●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」「糖尿病リソースガイド」のニュースをご覧ください。

《2020年9月～2020年11月》
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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、
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。

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51回日本膵臓学会大会
第1群管理栄養士・栄養士1単位

［日　時］ 2021年1月8日（金）〜9日（土）
［場　所］神戸国際会議場, Web
［運営事務局］日本コンベンションサービス
（株）関西支社
E-mail: 51jps@convention.co.jp
https://site.convention.co.jp/51jps/

第58回日本糖尿病学会 
関東甲信越地方会

第2群 4単位

［日　時］ 2021年1月30日（土）〜31日（日）
［場　所］大田区産業プラザPiO（東京）
［運営事務局］日本コンベンションサービス
（株）
E-mail: 58jdskanto@convention.co.jp
https://site.convention.co.jp/58jdskanto/

腎臓病と栄養・代謝・
食事フォーラム2021

第1群管理栄養士・栄養士2単位

［日　時］ 2021年2月6日（土）
［場　所］日経ホール（東京）, Web
E-mail: info@nmdkd-forum.org
http://www.nmdkd-forum.org/2021/
index.html

第21回動脈硬化教育フォーラム

［日　時］ 2021年2月14日（日）
　 ※オンデマンド配信は2月20日（土）～28日（日）

［場　所］Web開催
［運営事務局］（株）プロアクティブ
TEL: 078-954-5160

第36回日本臨床栄養代謝学会学術集会
第1群管理栄養士・栄養士1単位

［日　時］ 2021年2月18日（木）〜19日（金）
［場　所］ 神戸ポートピアホテル, Web
［運営事務局］株式会社コングレ
E-mail: jspen2021@congre.co.jp
https://www.congre.co.jp/jspen2021/

第55回糖尿病学の進歩
第2群 4単位

［日　時］ 2021年3月5日（金）〜6日（土）
※オンデマンド配信は3月5日（金）～15日（月）

［場　所］札幌コンベンションセンター, Web
［運営事務局］日本コンベンションサービス
（株）
E-mail: 55shimpo@convention.co.jp
https://site2.convention.co.jp/55shimpo/

第48回日本膵・膵島移植研究会

［日　時］ 2021年3月11日（木）〜13日（土）
［場　所］ウインクあいち（愛知県産業労働
センター）

［運営事務局］日本コンベンションサービス
（株）
E-mail: apita-jpita2021@convention.co.jp
https://site.convention.co.jp/apita-
jpita2021/jpita/

第41回日本肥満学会 ・
第38回日本肥満症治療学会学術集会

第1群管理栄養士・栄養士2単位

［日　時］ 2021年3月20日（土）〜21日（日）
※オンデマンド配信は3月25日（木）～4月20日（火）

［場　所］富山国際会議場, Web
［運営事務局］E-mail: jasso41-jsto38@jtb.
com
http://www.jtbw-mice.com/jasso41-jsto38/

第85回日本循環器学会学術集会
第1群臨床検査技師1単位

［日　時］ 2021年3月26日（金）〜28日（日）
［場　所］パシフィコ横浜, Web
［運営事務局］（株）コンベンションリンケージ
E-mail: info-jcs2021@c-linkage.co.jp
https://www.c-linkage.co.jp/jcs2021/

第118回日本内科学会総会・講演会

［日　時］ 2021年4月9日（金）〜11日（日）
［場　所］東京国際フォーラム, Web
https://www.naika.or.jp/meeting/118-info/

第107回日本消化器病学会総会
第1群管理栄養士・栄養士1単位

［日　時］ 2021年4月15日（木）〜17日（土）
［場　所］京王プラザホテル
［運営事務局］日本コンベンションサービス
（株）
E-mail: jsge107@convention.co.jp
https://site.convention.co.jp/jsge107/

記載情報はすべて2020年11月27日時点のものになります。
最新の開催情報については、各学会等へお問い合わせください。

第24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

［日　時］ 2022年1月28日（金）〜30日（日）に
　　　　  延期

［場　所］国立京都国際会館
［学会事務局］E-mail: byoutai24＠eiyou.
or.jp
https://www.eiyou.or.jp/gakujutsu/

第55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、薬剤師、 
臨床検査技師 1単位

［日　時］ 2022年1月頃に延期
［運営事務局］（株）サンプラネット メディカ
ル コンベンション事業部
E-mail: jsad55@sunpla-mcv.com
http://jsad55.umin.jp/ 

第35回日本糖尿病・肥満動物学会
年次学術集会

第2群 2単位

［日　時］ 未定
［運営事務局］（株）創新社内
http://jsedo.jp/2020/07/
annualmeeting35.php

下記の学会は開催が延期になりました
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第41回 「近年発売された新しいインスリン製剤（1）」
  糖尿病治療薬の特徴と服薬指導のポイント

BOX-67  A00969

■はじめに

　近年、3種類のインスリン製剤と1種類の
バイオシミラー超速効型インスリンが発売
されました。現在多くのインスリン製剤が
あり、さらに種類が増えた状況です。まだ
糖尿病治療薬の連載で取り上げていない
インスリン製剤の特徴を見ていきましょう。 
■ライゾデグⓇ配合注

　「ライゾデグⓇ配合注」は持効型と超速効
型のインスリンを配合し、一度の注射で投
与できる溶解インスリンです。この製品は
インスリンアスパルト（ノボラピッドⓇ注）が
30％、インスリンデグルデク（トレシーバⓇ注）
が70％配合されており、互いのインスリン
の作用には影響しないとされています。一
般には1日1回投与の場合にはメインミー
ル、特に炭水化物を多く摂取する前に注射
することになっています。
　経口血糖降下薬で上手くコントロールで
きない症例にインスリンを導入する場合、
例えば夕食前1回注射で、夕食後の高血糖
を抑制し基礎インスリンを補充することに
なります。私は、本剤が1食だけBolus補
充する中途半端な製剤と考え、当初使用し
ませんでした。しかしノボラピッド30mix
注や50mix注、またはヒューマログmix50注
等から変更してみると案外血糖が安定し
て、HbA1cの改善を認め、捨てた物では無
いと考えるようになりました。具体的に夕
食は食品交換表の表1の炭水化物をほとん
ど摂らない方には朝、昼は麺類が多いが
注射できる方は昼食時など、注射時間を
個々に変えています。
　しかし朝のライゾデグで上手く行かない
場合、一度夕食時にBolusインスリンを併用
したくなることがあります。この場合には
ライゾデグ朝夕2回にするのが一般的で

しょう。すると30mix注等と似てきますが、
本剤は混和が不要なため、不均一による
有効性のバラツキが起きず、さらに持効型
インスリンにより血糖値が安定します。
　ライゾデグの治験としては、2型糖尿病患
者での「Treat to Target試験」で、1日2回
朝食直前および夕食直前投与において、ノ
ボラピッド30mix注に対してライゾデグは
HbA1c改善効果の非劣性および、空腹時血
糖値の有意な低下１）、夜間を含む低血糖の
発現頻度を悪化させないことが日本および
海外における検討で確かめられています2）。
■新規超速効型インスリン製剤

　「フィアスプⓇ注」

　これまで超速効型インスリンとしてノボラ
ピッド、インスリンリスプロ（ヒューマログⓇ

注）、インスリングルリジン（アピドラⓇ注）が
ありますが、臨床上、食後高血糖を抑制で
きない症例が多く、実測でもCGM, FGM
でのモニターが容易になり、血糖値スパイ
クが抑えられていないことが露わになって
います。これを患者さんの食べ過ぎと決め
つけるのは良くないと実感します。
　2020年2月に発売された「フィアスプⓇ注」
はこれまであったノボラピッドにニコチン酸
アミドを添加したことで､インスリン吸収を
速くした製剤です。第3相臨床試験は、ト
レシーバ併用下での1〜18歳未満の1型糖
尿病の小児777例（日本人66例）を対象とし
た26週の試験 「Onset7」 です。フィアスプ
を1日3回食直前（0分〜2分前）または食後

（食事開始後20分）に皮下注射し、食前ま
たは就寝前のSMBGデータまたはカーボカ
ウントにて調節しています３）。
　また「Onset8」は成人1型糖尿病患者
1,025例（日本人245例）を対象とした試験
です。フィアスプまたはノボラピッドを用い

てOnset7と同様に比較検討されました。
いずれもノボラピッドに対して非劣性が証
明されていますが、注射部位の皮膚反応、
リポジストロフィーが両群で報告されてい
ます。低血糖に関しては有意な増加は無
かったと言えるデータでした４）。
　また「Onset5」は外国人成人1型糖尿病
患者を対象としたCSII使用下における試
験です。安全性有効性が証明されました
が、注射局所の皮膚反応がノボラピッドよ
りやや多い結果です５）。
■注意点とまとめ

　今回は2製剤を記載しましたが、まずラ
イゾデグは①1回の注射でBasalとBolusイ
ンスリンを補充 ②攪拌不要 ③低血糖が
従来の製品より少なく、使い易い製剤と言
えます。しかし、現場の食事指導では糖
質を3回均等にと指導する例が多く、症例
により投与回数を変更、経口血糖降下薬と
の併用などプラスαの治療が必要な症例も
散見される製剤です。
　フィアスプですが、従来の超速効型の遅
い立ち上がりをカバーすることは重要です
が、その注意点、および他の2製剤は次回
に述べさせていただきます。

 １） Kaneko S et al. Diabetes Res Clin Pract 107 
(1):139-147,2015.

 ２） Fulcher GR et al. Diabetes Care37(8) :2084-
2090,2014

 ３） Bode BW et al. Diabetes Care 42(7):1255-
1262,2019 

 ４） Buse JB et al. Diabetes Obes Metab 20(12): 
2885-2893,2018.

 ５） Klonoff DC et al. Diabetes Obes Metab 21:
961-967,2019　


