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EAST Club通信
本年度第１号を

2004年度最後の勉強会
島田

お届けします
昨年度は１回しか発行

朗先生を迎えて

できずに申し訳ありません

新しいインスリン製剤を使いこなすための基礎知識
慶應義塾大学医学部内科Ჽ
島田Ჽ朗

でした．今年は、頑張って
３回は発行したいと思いま
すので皆さんのご協力をお

Ჽᴨ型糖尿病ᶓᲾ膵臓ᶒᷰᳪᷖᳪ
細胞᳗血糖ᶶ下ᵶᶯᶻḊ᷐ḁḊᶌ
ᵨᵪᷲḂ᷹Ḋᶶ作ᶯᶌᵷᶱ᳘ᵰ壊
ᵹᶰᶊᶻḊ᷐ḁḊᶒ出ᵰ悪ᵳᶎᶮ
発病ᵽᶯᷖᶻᷮᶒ糖尿病ᶋᲾ過
食Ჾ肥満Ჾ運動不足ᶎᶍᵰ発病
ᶒ誘因ᶌᵹᶰᶯ生活習慣病ᶌᵻ
ᶊᶒᴩ型糖尿病ᶌᶓ異ᶎᶮᶢ
ᵽᲿ᳣自己免疫᳤ᶌᵨᶇᶊᲾ自分
ᶒ体ᶒ正常ᶎ部分᳗膵臓ᶒᷰᳪ
ᷖᳪ細胞᳘ᶶ誤ᶇᶊ攻撃ᵻᶊᵻᶢ
ᵪᶒᵰᴨ型糖尿病ᶒ原因ᶋᵽᲿ
膵臓ᶒᷰᳪᷖᳪ細胞ᵰ壊ᵹᶰᶯ
᷐ᷫ᳐ᷠᶓᲾ同ᵼᴨ型糖尿病ᶋ
ᵦᶇᶊᶦ非常ᶏ早ᵨ場合ᵯᶭ非
常ᶏᶪᶇᵳᶮᶒ場合ᶢᶋ幅ᵰᵦᶮ

ᶢᵽᵰᲾ最終的ᶏᶓᲾ膵臓ᶒᷰ
ᳪᷖᳪ細胞ᵰ壊ᵹᶰᶃ結果Ჾᶻ
Ḋ᷐ḁḊᵰ基本的ᶏ出ᶎᵳᶎᶮᶢ
ᵽᲿᵻᶃᵰᵨᶢᵻᶊᲾᵷᶒ出ᶎᵳ
ᶎᶇᶃᶻḊ᷐ḁḊᶶ外ᵯᶭ注射ᶋ
補ᵪᵷᶌᵰ必要ᶋᵽᲿᶋᶓᲾᶍᶒ
ᶬᵪᶏ補ᶇᶃᶭᶬᵨᶒᶋᵻᶫᵪᵯ᳅
ᶋᵱᶯᶄᵵ正常ᶒ人ᶒᶻḊ᷐ḁḊ
ᶒ出方ᶏ近ᵨ方法ᶋ補ᵪ方法
ᵰᶬᵨᲾᶌᵨᵪᵷᶌᶓ誰ᵻᶦ想像
ᵰᶈᵳᶋᵻᶫᵪᲿᶋᶓᲾ正常ᶒ人
ᶒᶻḊ᷐ḁḊᶌᵨᵪᶒᶓᲾᶍᶒᶬᵪ
ᶏ出ᶯᶒᶋᵻᶫᵪᵯ᳅ᶳᶰᶳᶰᶒ
体ᶓᲾ常ᶏ状態ᶶ一定ᶏ保ᶈᶬ
ᵪᶏ調節ᵹᶰᶊᵨᶢᵽᲿ血液ᶒ
中ᶒ糖分᳗ᳮ血糖᳘ᶦ例外ᶋᶓ

願いします．
最初に、先日の勉強会
の島田

朗先生の講演録を

お届けします．大変忙しい
ところを原稿を書いて下さ
いましたことにお礼申し上
げます．
ところで、お気
付きと思いますが、本
号からEast Club通信を
おしゃれにしてみ
ました．いかが
でしょうか．
T.M.



図１

ᵦᶮᶢᵿᶷᲿ血糖ᶓᲾ何ᶦ食ᶝᶊ
ᵨᶎᵨ時ᶋᶦᲾ血液ᶒ中ᶏ存在
ᵻᶢᵽᲿᵷᶒ糖分ᶓᲾ肝臓ᶎᶍᶏ
᷇ḁ᷊᳐᷉Ḋᶌᵨᵪ形ᶋ貯ᵬᶭᶰ
ᶃ糖ᵰ分解ᵽᶯᵷᶌᶏᶬᶇᶊ生
ᵼᶃᶦᶒᶋᵽᲿᵷᶒᶬᵪᶏᲾ食事
ᶶᵻᶊᵨᶎᵨ状態ᶋᶦ血糖ᶶ調
整ᵽᶯ必要ᵰᵦᶮᲾ食事ᶶᵻᶊ
ᶎᵨ時ᶋᶦ常ᶏᶻḊ᷐ḁḊᶓ分
泌ᵹᶰᶊᵨᶢᵽᲿᵷᶰᶶᲾ᳣基礎
ᶻḊ᷐ḁḊ分泌᳤ᶌᵨᵨᶢᵽᲿ一
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表：生理的なインスリンの出方とインスリンの種類との関係
基礎分泌（基盤になる［一日中出ている］インスリン）の補充

中間型 （N）

持効型 （U、グラルギン(G)）
追加分泌（食事をした後に出るインスリン）の補充

速効型 （R）

超速効型 （リスプロ(L)、アスパート(A)）



方Ჾ食事ᶶᵽᶰᶔᲾ当然Ჾ血糖
ᵰ上昇ᵻᶢᵽᲿᶁᶒ血糖ᶶ下ᵶ
ᶯᶃᶥᶏᲾ食事ᶒ際ᶏᶓᲾ追加
ᶋᶻḊ᷐ḁḊᵰ分泌ᵹᶰᶢᵽᲿᵷ
ᶰᶶᲾ文字通ᶮ᳣追加ᶻḊ᷐ḁḊ
分泌᳤ᶌᵨᵨᶢᵽ᳗図ᴨ᳘Ჿ一日ᴪ
回食事ᶶᶌᶰᶔᲾᴪ回ᵷᶒ追加
分泌ᵰ出ᶯᵷᶌᶏᶎᶮᶢᵽᲿᵻᶃ
ᵰᵨᶢᵻᶊᲾᴨ型糖尿病ᶏᵮᵵᶯ
ᶻḊ᷐ḁḊ療法ᶒ基本的ᶎ考ᵬ
方ᶌᵻᶊᶓᲾᵷᶒ基礎ᶻḊ᷐ḁḊ
分泌ᶌ追加ᶻḊ᷐ḁḊ分泌ᶶ補
充ᵽᶯᵷᶌᶏᶎᶮᶢᵽᲿᵷᶒ考ᵬ
方ᶶ頭ᶏ置ᵨᶊᲾᵦᶌᶋ述ᶝᶯ
具体的ᶎᶻḊ᷐ḁḊ療法ᶶ理解
ᵻᶢᵻᶫᵪᲿ
Ჽ今述ᶝᶢᵻᶃᶬᵪᶏᲾ᳣基礎ᶻḊ
᷐ḁḊ分泌᳤ᶌ᳣追加ᶻḊ᷐ḁḊ分
泌᳤ᶶ補ᵪᵷᶌᵰ必要ᶎᶳᵵᶋᵽ
ᵰᲾᵷᶒ両者ᶶ補ᵪᶏᶓᶍᶒᶬᵪ
ᶎᶻḊ᷐ḁḊᶶ使用ᵽᶰᶔᶬᵨᶒ
ᶋᵻᶫᵪᵯ᳅᳣基礎ᶻḊ᷐ḁḊ分
泌᳤ᶶ補ᵪᶏᶓᲾᶎᶯᶝᵳᶪᶇᵳᶮ
ᶌ効ᵱᲾ持続性ᶒᵦᶯᶦᶒᶒ方
ᵰᶬᵨᶒᶋᲾ中間型ᶌᵨᶳᶰᶯ
ᶻḊ᷐ḁḊᵯᲾ持効型ᶒᶻḊ᷐ḁ
Ḋᶶ用ᵨᶢᵽᲿ中間型ᶌᵻᶊᶓᲾ
例ᵬᶔᲾᷱḊ型ᶒ注射器ᶶ用ᵨ
ᶊ注射ᶋᵱᶯ᷂ᷩ᳐᷵᳐ᷟ᷼Nᶨ
ᷱḊᷬᶺḂNᶎᶍᵰᵦᶮᶢᵽᲿᶢ
ᶃᲾ持効型ᶌᵻᶊᶓᲾ例ᵬᶔᲾᷥ
ᷳḁḊUᶎᶍᵰᵦᶮᶢᵻᶃᵰᲾ᷎ḁ
Ḋ᷏ᶶ使用ᵽᶯ必要ᵰᵦᶯᶃ
ᶥᲾ使ᵨᶏᵳᵨ状況ᶋᵻᶃᲿᵸᵳ
最近ᲾᶻḊ᷐ḁḊ᷇ḀḂ᷅Ḋ᳗ḀḊ
᷐᳘ᷖᶌᵨᵪᷱḊ型ᶒ注射器ᶏᶬ
ᶯ注射ᵰ可能ᶎ製剤ᵰ登場ᵻ
ᶊᲾ持効型ᶶ使用ᵽᶯ患者ᵹᶷ
ᶦ増加ᵻᶊᵨᶢᵽᲿ一方Ჾ᳣追加
ᶻḊ᷐ḁḊ分泌᳤ᶶ補ᵪᶏᶓᲾᶎᶯ

ᶝᵳ速ᵳ効ᵱᲾ持続ᶒ短ᵨᶦᶒᶒ
方ᵰᶬᵨᶒᶋᲾ速効型ᶌᵨᶳᶰ
ᶯᶻḊ᷐ḁḊᵯᲾ超速効型ᶒᶻḊ
᷐ḁḊᶶ用ᵨᶢᵽᲿ速効型ᶌᵻᶊ
ᶓᲾ例ᵬᶔᲾ᷂ᷩ᳐᷵᳐ᷟ᷼Rᶨ
ᷱḊᷬᶺḂRᶎᶍᵰᵦᶮᶢᵽᲿᶢ
リ
ス
プ
ロ

朝食前

リ
ス
プ
ロ

昼食前

ᶃᲾ超速効型ᶌᵻᶊᶓᲾ現在日
本国内ᶏᵮᵨᶊᶓᲾᶻḊ᷐ḁḊḁ
᷐ᷮḄ᳗ᷩ᳐᷵᷼Ḅ᳘᷇ᶌᶻḊ᷐ḁ
Ḋᶹ᷐᳗ᷨ᳐ᷟᷥᷳḀ᳘ᷫᷚᷠᶌᵨᵪ
製剤ᵰᵦᶮᶢᵽ᳗表᳘Ჿ速効型
ᶓᲾ皮下ᶏ注射ᵻᶊᵯᶭᲾ約ᴪᴧ
分ᶋ効果ᶶ表ᵽᶃᶥᲾ理論的ᶏ
ᶓᲾ食事ᶒᴪᴧ分前ᶏ注射ᵽᶯᵷ
ᶌᶏᶎᶮᶢᵽᲿ一方Ჾ超速効型ᶏ
ᶈᵨᶊᶓᲾ注射ᵻᶊᵯᶭ数分ᶋ
᳗基本的ᶏᶓᵽᵴᶏ᳘効果ᶶ表ᵻ
ᶢᵽᶒᶋᲾ食事ᶒ直前᳗ᶦᵻᵳᶓ
直後ᶋᶦ可能᳘ᶏ注射ᶋᵱᶯ利
点ᵰᵦᶮᶢᵽᲿᶢᶃᲾ速効型ᶏ比
ᶝᶊᲾ低血糖ᶒ頻度ᵰ少ᶎᵨᵷ
ᶌᶦ利点ᶋᵽᲿᶃᶄᵻᲾ欠点ᶌᵻ
ᶊᶓᲾ速効型ᶏ比ᶝᶊᲾ持続時

間ᵰ短ᵨᶒᶋᲾ食事ᵻᶃ内容ᶏ
ᶬᶇᶊᶓᲾ次ᶒ食事ᶒ時ᶢᶋ作
用ᵰ持続ᵻᶎᵨᶃᶥᶏᲾ次ᶒ食
事ᶒ前ᶒ血糖ᵰ上昇ᵻᶊᵻᶢᵪ
ᵷᶌᵰᵦᶮᶢᵽᲿᵷᶒᶬᵪᶎᶁᶰ
ᶂᶰᶒ特徴ᶶᶬᵳ理解ᵻᶊ使用
ᵽᶯᵷᶌᵰ大切ᶋᵽᲿ
ᲽᶋᶓᲾ以上ᶒ製剤ᶶ具体的ᶏ
ᶓᲾᶍᶒᶬᵪᶏ使用ᵽᶯᶒᶋᵻᶫ
ᵪᵯ᳅最初ᶏᵮ話ᵻᶃ᳣基礎ᶻḊ
᷐ḁḊ分泌᳤ᶌ᳣追加ᶻḊ᷐ḁḊ分
泌᳤ᶒ考ᵬ方ᶶ思ᵨ出ᵻᶊ下ᵹ
ᵨᲿ朝食Ჾ昼食Ჾ夕食Ჾᶌ一日ᴪ
回食事ᶶᶌᶯ場合ᶓᲾ速効型
᳗ᶦᵻᵳᶓ超速効型᳘ᶻḊ᷐ḁḊᶶ
ᴪ回注射ᵻᶊ追加ᶻḊ᷐ḁḊ分
グ
ラ
ル
ギ
ン

リ
ス
プ
ロ

夕食前

就寝前

泌ᶶ補ᵪᵷᶌᶏᶎᶮᶢᵽᲿ仮ᶏ食
事ᶶᴩ回ᵻᵯᶌᶭᶎᵨ場合ᶓᲾ一
日ᴩ回速効型᳗ᶦᵻᵳᶓ超速効
型᳘ᶻḊ᷐ḁḊᶶ食事ᶒ際ᶏ注射
ᵽᶯᲾᶌᵨᵪᵷᶌᶏᶎᶮᶢᵽᲿ一
方Ჾ基礎ᶻḊ᷐ḁḊ分泌ᶦ補充
ᵻᶎᵵᶰᶔᶎᶭᶎᵨᶒᶋᵽᵰᲾ
通常ᶓᲾ就寝前ᶏ中間型᳗ᶦᵻᵳ
ᶓ持効型᳘ᶶᴨ回注射ᵻᶢᵽᲿᵻ
ᶃᵰᶇᶊᲾ一番基本的ᶎ注射法
ᶓᲾ朝Ჾ昼Ჾ夕ᶒ食前ᶏ速効型
᳗R᳘ᶶ注射᳗合計ᶋᴪ回注射᳘ᵻ
ᶊᲾᵹᶭᶏ就寝前ᶏ中間型᳗N᳘
ᶶᴨ回注射ᵽᶯᶌᵨᵪ形ᶏᶎᶮᶢ
ᵽ᳗ᵷᶰᶶᲾR-R-R-Nᶒ一日ᴫ
回注射ᶌ呼ᶷᶋᵨᶢᵽ᳘Ჿᶃᶄ
ᵻᲾ最近ᶋᶓᲾ先ᶏ述ᶝᶢᵻᶃᶬ
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図２ｂ：RRRN(LLLG)に朝もしくは昼N(G)を加えると血糖が安定す

るこ とがある

ᵪᶏᲾ速効型ᶏ変ᶳᶇᶊᲾ超速
効型ᶒᶻḊ᷐ḁḊḁ᷐ᷮḄ᳗L᳘ᶨ
ᶻḊ᷐ḁḊᶹ᷐᳗ᷨ᳐ᷟA᳘ᶶ用ᵨ
ᶃᶮᲾ中間型ᶏ変ᵬᶊ持効型ᶒ

ᶻḊ᷐ḁḊ᷇ḀḂ᷅Ḋ᳗G᳘ᶶ用ᵨ
ᶃᶮᵽᶯ患者ᵹᶷᶃᶅᵰ増ᵬᶊ
ᵨᶢᵽᲿᶈᶢᶮᲾR-R-R-Nᵯ
ᶭᲾL-L-L-GᶦᵻᵳᶓᲾA-A-

A-Gᶒ一日ᴫ回注射ᶶᵽᶯ傾
向ᶏᵦᶯᶌᵨᵪᵷᶌᶋᵽ᳗図
ᴩa,b᳘ᲿᶢᶃᲾ中間型ᶨ持効型
ᵰᲾ必ᵾᵻᶦᴩᴫ時間Ჾ効果ᶶ持
続ᵽᶯᶳᵵᶋᶓᶎᵳᲾ血糖ᶒ調
節ᵰ不安定ᶎ場合ᶦᵦᶮᲾᶁᶒ
ᶬᵪᶎ時ᶏᶓᲾ中間型ᶦᵻᵳᶓ持
効型ᶶ就寝前ᶄᵵᶋᶓᶎᵳᲾ朝
᳗ᶦᵻᵳᶓ昼᳘ᶏ追加ᵻᶊᲾ一日ᴬ
回注射ᶒ形ᶏᵻᶃ方ᵰ安定ᵻᶃ
血糖調節ᵰ可能ᶏᶎᶯ患者ᵹᶷ
ᶦᵨᶭᶇᵻᶧᵨᶢᵽᲿᵻᶃᵰᶇ
ᶊᲾᴨ日ᴫ回注射ᶋ不安定ᶎ場
合ᶏᶓᲾ中間型ᶦᵻᵳᶓ持効型
ᶒ朝᳗ᶢᶃᶓ昼᳘ᶜᶒ追加ᶦ検討
ᵻᶊᶣᶯ価値ᵰᵦᶯᶋᵻᶫᵪᲿ
Ჽ以上ᶒᶬᵪᶎᶻḊ᷐ḁḊᶏ関ᵽ
ᶯ基礎知識ᶶᵻᶇᵯᶮᶌ身ᶏᶈᵵ
ᶊᲾ優ᶰᶃ新ᵻᵨᶻḊ᷐ḁḊ製剤
ᶶᵪᶢᵳ使ᵨᵷᶎᵻᶢᵻᶫᵪᲿ

お知らせ

2005年度総会、勉強会のお知らせ
本年度第１回の勉強会は、大阪・堺市の恵清

毎日ライフ７月号
特集「１型糖尿病のすべて（仮題）」

会病院副院長の北岡治子先生をお招きし、危険

ー患者さんと家族のための生活ガイドー

な低血糖を予防するにはどうしたらよいか教え

１型糖尿病を患者さんに理解してもらうため

て頂きます．奮ってご参加下さい．

に、上記の出版を毎日新聞社にお願いし、快諾

仮題「重症低血糖の予防」

頂きました．本年６月に発行予定で、East Club

日時：５月29日（日）午後１時30分より

指導医の丸山太郎を始め、島田

会場：さいたま市民会館浦和（浦和駅西口よ
り徒歩７分）


朗先生、内潟

安子先生、大森安江先生、石井昌俊先生など、
皆さんよくご存じの先生方に書いて頂いていま
す．是非、ご購読下さい．

住所：さいたま市浦和区仲町2-10-22
TEL：048-822-7101
お願い：本年より、「さかえ」の発送をヤマト運輸に依頼しています。住所変更の連絡がありませんと転居先への
配送はできません。住所を変更されたときは、必ず、事務局へご連絡ください。



事務局：埼玉県さいたま市浦和区北浦和４−９−３

埼玉社会保険病院

内科

丸山太郎
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