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糖尿病の治療の基本は｢食事療法と運動療法｣にあることは

当然ですが，それでも血糖値が低下しないときには薬物療法

を考えなければなりません．仮に食事･運動が守れない場合

でも，｢次善の策｣をとらなければなりません．そのとき考慮

に入れなければならないことは，｢インスリン抵抗性の改善｣

と｢糖毒性の解除｣とのバランスをよく考えて行うということ

です．

糖尿病は，インスリンが欠乏している病気と単純には定義

できません．正確には，｢インスリンが相対的に欠乏した病

気｣です．つまり，インスリンが過剰分泌されているのに，

糖尿病になっている人が結構多いのです．それは，インスリ

ンの効き方が弱くなっている（インスリン抵抗性が増大して

いる）からです．そのため，高インスリン血症となります．

この過剰なインスリンは，高血圧，高中性脂肪血症，上半

身肥満，耐糖障害を起こし，動脈硬化を促進し，心筋梗塞な

どの｢突然死を起こす｣に至ります．これをKapran氏は｢死の

四重奏｣と述べましたが，この病態は糖尿病のみではなく，

境界型糖尿病のときにすでに存在しているので注意が必要で

す．

これらの病態の特徴については，多くの専門家によって

｢インスリン抵抗性症候群｣とか，｢内臓蓄積型肥満｣などとも

よばれていますが，ほとんどが同じ病態です．私はこの考え

方が出る前から｢おしまれてポックリ死｣と言って患者さんに

説明していました（図１）．

いずれにしても，インスリン抵抗性が動脈硬化の重大な原
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図１　｢おしまれてポックリ死｣の説明図
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因であることをもとにして考えて，今後の治療に役立てるべ

きです．つまり，糖尿病の治療の柱の１つがインスリン抵抗

性の改善です．

インスリン抵抗性は，肥満のある患者によくみられます．

この肥満というのは，現在肥満している患者だけではなく，

最大体重が肥満であった患者で，積極的な食事療法と運動療

法でやせた優秀な患者以外の非肥満者も含みます．

これらの患者はやせた（脂肪がとれた）のみでなく，こけて

いる（筋肉が減少している）からです．また肥満していなくて

も，20歳代より10kg以上太ったことのある患者にもみられ

ます．

先ほども述べたように，インスリン抵抗性は糖尿病のみで

なく，境界型糖尿病にもみられます．ですから，肥満してい

る境界型の患者が来たとき，｢将来糖尿病にならないように

気をつけましょう｣などと言って帰してしまってはいけませ

ん．動脈硬化の危険因子（高血圧，高脂血症，高尿酸血症，

上半身肥満など）があったら，インスリン抵抗性を悪化させ

る環境因子（運動不足，単純糖質の摂取，野菜不足，早食い，

まとめ食い，夜食い，喫煙，大量飲酒，肥満，βブロッカー，

降圧利尿薬など）を変えるように指導することが大切です．

また，上半身肥満は｢りんご型肥満｣とか｢内臓蓄積型肥満｣

とよばれています．私たちが日常簡単に上半身肥満であるか

を明らかにするには，ウエスト/ヒップ比を測ってみること

がよいでしょう．女性では0.8，男性で1.0以上あればこのタ

イプに入ると考えられています．腹部ＣＴで内臓肥満がはっ

きりすれば，なお確実です．

血糖は身体になくてはならないものですが，過剰になると

悪さを発揮します．これを糖毒性といいます（図２）．その悪

さとは第１に，膵β細胞を破壊することです．ですから，高

血糖が続くとインスリンの分泌が欠如し，最終的にはインス

リンでなくてはコントロールできなくなります．ここに，早

期インスリンまたはSU薬の導入が望まれます．

第２に，インスリン受容器の数も減少しますので，何より

も早期治療が必要です（仮に将来非薬物療法で治療できる場

合でも）．

第３は，インスリン感受性を低下させるので，その意味で

も早期血糖改善が大切です．

また，高血糖が続くと血糖が各種の蛋白と結合して（糖化

現象）いろいろな悪さをします．ほとんど代謝されない糖化

コラーゲンは白内障などの原因になりますし，LDLコレステ

ロールと結合すると変成LDLをつくります．これは，ふつう

のコレステロール代謝と異なる経路（マクロファージによっ

て代謝されるスカベンジャー経路）を通して動脈硬化をつく

ります．

また，検査に使われるHbA1cも糖化蛋白で，これは酸素不

足を起こします．さらに，ポリオール代謝を通してキシリト

ールを蓄積して神経障害を起こしたり，それらのトータルの

図２　糖毒性の説明図
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働きで最小血管障害を起こしてくるといわれています．

このように，糖尿病の治療は前述の｢インスリン抵抗性の

改善｣と｢糖毒性の解除｣の２つを考えて，薬を巧みにあやつ

る時代になったといえましょう（図３）．

1 ◆ SU薬（血糖降下作用）

いままで，糖尿病の薬物療法といえば，唯一，スルフォニ

ル尿素薬（SU薬）でした．トルブタミドにはじまって，グリ

ベンクラミド，次にグリクラザイドの３つが主流でした．こ

れは膵臓を刺激してインスリンを分泌させる薬です．

しかし，糖尿病のコントロールが早朝空腹時血糖のコント

ロールの時代から，｢インスリン抵抗性の改善｣と｢糖毒性の

解除｣の時代に入ると，SU薬は食後１～２時間の血糖を完全

に抑えようとすると食前に低血糖を起こしやすいこと，また

膵臓の刺激時間が長期に続くために膵臓が疲れて，いわゆる

二次無効を起こすことや，とくに肥満傾向の患者にとっては，

高インスリン血症を起こし動脈硬化を引き起こすこと，など

の問題がクローズアップされてきました．

2 ◆ビグアナイド薬

乳酸アシドーシスを起こすという理由からほとんど使われ

ていなかったビグアナイド薬が，肥満糖尿病にとっては第一

選択とされる傾向が強くなってきています（UKPDSの発表．

編集部注，UKPDS：United Kingdom Prospective Diabetes

Study，２型糖尿病患者を対象とした英国の大規模臨床研究）

この薬のはっきりした機序はわからないものの，インスリ

ン分泌を介していないこと，インスリン抵抗性の改善になっ

ているだろうということなどの理由で，とくにFDA（アメリ

カ食品医薬品局）が復活を認めてから日本でも広く使われる

ようになってきています．

最近では，糖尿病性腎症や肝障害のある患者，大酒家を除

けば，乳酸アシドーシスの心配がほとんどないこともわかっ

てきているので，ビグアナイド薬は安価でもあるし，これか

ら伸びていく薬でしょう．

3 ◆α‐グルコシダーゼ阻害薬（食後過血糖抑制薬）

次に開発された薬がα‐グルコシダーゼ阻害薬（α‐GI）です．

通常，糖質の吸収は小腸の上半分でほぼ100%吸収されるの

を，50%吸収阻害して，小腸の下半分で40%吸収するように

した薬です．はじめは，大腸では吸収されないで，やせ薬に

なることを期待しましたが，残念ながら大腸で残りの10%を

吸収するのでやせ薬にはなりませんでした．

また，この薬は当然，糖質をほとんど含んでいない食品を

とったとき（糖質を50%程度含んでいる食品には効果がある）

には効果がないということ，食前投与が当然であることとさ

れ，この薬が売り出されたころは空腹時血糖が正常に近くて，

食後過血糖がある患者に使うものとされていました．

しかし，私はこの薬にはもっと大きな付加価値があること

や，その当時いわれていたことに嘘があることを予測してい

ました．それを以下に列挙します．

①食後過血糖がはげしいのはインスリン患者なので，１型糖

尿病に積極的に使うべきである．そのことによってHbA1c

が0.8%ほど低下する．

②糖質の間食をしたとき頓服として投与すると，血糖が30%

程度低下する．これは後日，私たちが開発したダイエット

和菓子では血糖上昇が全く起こらないことを発表してき

た．

糖尿病看護

図３　糖尿病治療は食事･運動を基本に，
薬を巧みにあやつる時代



③この薬は食後の糖毒性を改善してくれるので，結果的にイ

ンスリン抵抗性改善薬になる（これも私たちがインスリン

クランプ法を使って証明した）．

④低血糖のときに砂糖が無効であるというのは誤りである．

むしろこの薬によって低血糖を起こしにくくなることと，

低血糖時には砂糖で十分回復するので，ブドウ糖がないと

きには砂糖を摂取するよう勧めている（もちろんブドウ糖

をもたせておいてはいるが）．

⑤食後どのぐらいまでは効果があるかの予備実験をしてみた

が，残念ながら個体差が激しく，５分後でもだめなケース

から，15分後でも少しは効果があるケースまでまちまちで

あった．したがって，忘れたらできるだけ早く服用し，15

分過ぎたら服用しないように指導している．

以上のような特徴をもった薬ではありますが，問題は避け

ることのできない副作用です．この薬の作用から考えて，副

作用として放屁，腹部膨満感などがあります．しかし，これ

らの症状が少ない薬のほうが効果も弱いことを知っておくべ

きです．また，ごく少数例に重症肝障害があるので注意が必

要です．

4 ◆インスリン抵抗性改善薬

最近，新薬として続々と登場してきている薬についても，

その特徴をつかんでおく必要があります．

まず，鳴り物入りで登場した｢インスリン抵抗性改善薬｣で

す．これぐらい糖尿病の改善に直接的に作用する薬はないで

しょう．しかし，この薬は細胞のなかに入って作用を発揮す

る薬なので，私ははじめから用心して使うべきだと主張して

いました．

ところが，発売と同時にものすごい勢いで宣伝し，アメリ

カでは境界型糖尿病（IGT）にも使うなど，相当な力の入れよ

うでした．つまり，アメリカのように肥満でインスリン抵抗

性の強いIGTは，糖尿病になる前に心筋梗塞で死亡する例が

かなりあるので，期待するのも無理はないでしょう．

しかし，やはり細胞のなかをいじる薬は怖い．案の定，重

症肝障害が発生し，死亡者まで発生しました．そして，ノス

カールは発売停止になりました．その後，肝障害が少ないと

いうふれ込みで，アクトス（ピオグリタゾン）が発売されまし

たが，ほんとうに安全かはわかりません．１か月に１度肝機

能検査をすることが義務づけられていますが，はたしてそれ

で安全かどうかはわかりません．３日前にノスカールによる

肝機能正常で，黄疸で来院した患者を経験しているので，私

は，尿が褐色になったらただちに薬を中止して来院するよう

に説明しています．

5 ◆ナテグリニド

次に開発されたのがナテグリニド（ファスティック･スター

シス）です．糖尿病の初まりのころは，インスリン抵抗性と

インスリン初期分泌の低下が特徴です．ところが，その初期

分泌の低下を補う薬がいままでなかったのです．SU薬は初

期分泌をなんとか補おうとして，食前30分の服用を推奨した

りしていますが，実際は不十分で，しかもインスリン分泌刺

激が長期にわたると，膵β細胞を疲弊させるのではないかと

いわれていました（正しく使用すれば，つまり，十分に血糖

を下げるように使えば，そのようなことはないと私は思って

いますが）．

今回発売されたナテグリニドは，SU薬ではないのに，細

胞表面にあるSU受容体に結合してインスリン分泌を刺激し

ます．SU薬と違う点は，インスリン分泌が早いことと，イ

ンスリン分泌刺激が早期に消失することです（せいぜい３時

間）．しかしこの薬は，食前投与でないとインスリン分泌刺

激が極端に低下すること，つまり食事をしてからとか，ある

いは食後ではほとんど効果がないのです．

この薬はいまのところ，空腹時血糖がそれほど高くなく，

食後血糖が高い程度の糖尿病が適応で，SU受容体に結合し

て作用を発揮するので，SU薬との併用はできないし，せい

ぜいα-GIとの併用ぐらいしか適応がないとすれば，その位
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置づけはかなり狭くなります．

しかし私は，もう少し適応範囲が広がるのではないかと考

えて，次のような検討をしています．

①先に，α-GIが糖質の多い食品を間食したときに頓服とし

て投与すると血糖の上昇を抑えることを述べたが，ケーキ

のような脂質の多い食品は別として，このナテグリニドは

効果があるのではないか．

②食後の血糖を低下させるので，糖毒性を解除し，その結果

としてインスリン抵抗性が改善されるのではないかと思っ

て，治験中の同効薬剤で研究した．しかし改善しなかった

ので，どうもα‐GIに比べて，食後１時間値を下げる力が

弱いのではないかと考え，α‐GIとの食後１･２時間値の血

糖を交叉試験で検討してみる．多分，１時間値ではα‐GI

が低く，２時間値では高いという結果が出ると思っている

（このデータはまだ出ていない）．

③もしそれが証明されれば，薬物を食前15分よりもっと早く

投与すると１･２時間値とも低く出るのではないか．

④そうすれば，インスリン抵抗性改善薬になる．以上のよう

な付加価値がつかないと，この薬はかなり限定して使うよ

うになるであろう．

⑤インスリン抵抗性改善薬になるとすれば，α-GIとの併用

でインスリン抵抗性がかなり改善されるとすれば，危険性

が否定できていないインスリン抵抗性改善薬の代わりに使

う方法も可能になるし，インスリン抵抗性改善薬の効かな

い（効く人にはとてもよく効くという特徴があるので）患者

でインスリン抵抗性がある患者などに使えるとすれば，こ

の薬の評価も変わってくるであろう．

6 ◆新しいSU薬の登場；アマリール

この薬は，インスリンの分泌程度が低いのに血糖降下作用

が強い薬として登場しました．つまり，インスリン分泌作用

以外に別の作用があるのではないかと注目されている薬で

す．

SU薬は前にも述べたように，インスリン分泌刺激をして

血糖を下げるので，高インスリン状態をつくり，動脈硬化に

なりやすいのではないかという危惧があるのです．その点で

は，インスリン分泌量が半分で同じ血糖改善効果を示すとい

うことは，インスリン抵抗性が多少ある程度の肥満者に使っ

ても，動脈硬化発生の観点から安全なのかが興味のもたれる

ところです．

これから発売予定の新薬について，私の考えを記します．

1構造式の異なるインスリン抵抗性改善薬の開発：現在のイ

ンスリン抵抗性改善薬は，まだ重症肝障害の原因が究明さ

れていませんが，構造式の異なるインスリン抵抗性改善薬

がすでに臨床治験に入っている（外国において？）ようです．

この薬が効果があって副作用が少なければ，画期的な薬に

なるでしょう．

2脂肪吸収を30%ほど抑制する薬の開発：これは糖尿病の

改善のみではなく，肥満改善薬として注目されていますが，

わが国ではまだ治験も始まっていません．しかし，最近の

日本人の食事の欧米化を考えると，将来期待される薬です．

3糖化蛋白抑制薬：これは全く新しい発想の薬で，糖毒性の

１つに｢糖化蛋白とその最終産物｣が合併症をつくっている

という考え方からすると，糖化蛋白抑制薬は高血糖による

合併症を予防する夢の薬になるかもしれません．その代わ

りこの薬を飲むと，HbA1c，FRA，GAなどがコントロー

ルの基準として使えなくなるので困ってしまうでしょう．

4新しいα‐GI：これはすでに日本で治験に入っています．

すでに２種類の薬が出ているのに，新しく参入する意味が

あるのか疑問ですが，α‐GIのシェアが思ったより広範囲

になっているので，意味があるのかもしれません．

5ノスカールと同じ構造を基本にもったインスリン抵抗性改

善薬：これも開発治験に入っています．私は，怖くて治験

依頼をお断りしましたが，日本では一応治験が進行中のよ

うです．

＊

糖尿病の薬物治療について，開発中の新薬も含めて概括し

ましたが，要は｢糖毒性の解除｣と｢インスリン抵抗性の改善｣

がポイントです．しかも，この２点の治療の基本が食事療法

と運動療法であることを忘れずに治療したいものです．いま

までは治療薬の種類が少なかったのでよかったのですが，あ

まりにも多い薬に目を奪われて，基本療法を忘れないように

したいものです．

糖尿病看護
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｢なかなか合う靴がなくて，いつも困

ってしまう．デザインが気にいって大枚

はたいて買ったけど，痛くて履きつづけ

られない．靴は履き慣らすまでに時間が

かかるから，最初は痛いのが当たり前な

どという方が実に多いのです｣と言うの

は，これまでに足に障害のある方も含め

て，４万人以上の足を診てきた，｢シュ

リット｣代表の久世泰雄氏．18年前，靴

先進国のドイツで靴のつくり方を勉強

し，その知識と情報を生かした靴の専門

店｢アルカ｣をオープン．シュリットでは，

日本初のオートペディ･シューマイスタ

ー（整形外科の知識をもった専門の靴職

人）が常駐し，足の悩みをもつ人一人ひ

とりに合った理想の靴を，医学的知識を

もとに調整してつくってくれます．

靴の悩みは健常者のみならず，リウマ

チや糖尿病など足に障害のある患者さん

に至っては，はかりしれません．ところ

が，糖尿病合併症の１つである血行･神

経障害についてはよく知られています

が，それによる足病変に関してはあまり

知られていません．足病変は糖尿病の約

20％に発生し，こわいことに，早期診断

が困難で自覚症状が出にくいため，潰瘍，

壊疽を起こし，進展すると足切断に至る

こともあります．しかしドイツでは，そ

のうちの80％は靴を改善することで手術

をしなくて済むようになっているそうで

す．

そこでシュリットでは，1992年から

日本で初めて糖尿病患者用の靴に取り組

み，靴ばかりでなく，靴下をも発売して

います．

まず，足の状態をみるためにフットプ

リントを取り（図），触診で筋肉のつき方

や足関節の可動域を調べます．次に，骨

盤のゆがみをバランサーという器具で調

べ，左右の脚の長さをチェックします．

その後，歩き方などをみて，総合的に症

状を判断します．

靴はもちろんドイツ製で，それぞれの

症状に合わせて調整した｢アインラーゲ

ン（足底板，中敷き）｣を入れて，足のバ

ランスと機能を高め，歩行時にスムーズ

に体重移動ができるようにします．

とくに糖尿病患者用の靴では，①アイ

ンラーゲンを敷き，②傷をつけないため

に縫い目をなくし，③内側には吸湿性･

柔軟性のある素材アゴフレックスを貼っ

てあります．また，糖尿病患者用の靴下

は，ゴムや縫い目による圧迫を防ぐため

に傷つけない素材などの工夫をもって仕

上げてあります．

｢患者さんに『お加減はいかがです

か？』とひと言かける際に，ぜひ足の具

合についても聞いてみてください．また，

医療従事者の方は重労働ですので，仕事

をするのにふさわしい靴をもっと真剣に

選んで，健康に気をつけてほしいと思い

ます｣

話題の新製品から、臨床の現場で役立つ便利でお得な情報などを，実際に開発にかかわった
スタッフにインタビュー．開発意図や内容を聞き出すページです．さて，今回の訪問先は……．

久世　泰雄氏

機能面のみならず
デザインにも工夫を

図　フットプリント
足の裏のどの部分に
体重がかかっているの
かを判断

●お問い合わせ：株式会社シュリット TEL 03-3983-0055


