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総説（循環器病予防総説シリーズ10：記述疫学編 4 ）

わが国の糖尿病のトレンド
斎 藤 重 幸＊1

Ⅰ．糖尿病とは、糖尿病の定義
WHO は、糖尿病を「インスリン作用の不足に基

病有病率は9.9％、糖尿病予備軍有病率は8.3％、両
者合わせて約11億人に増加すると報告している3）。
2 ．わが国の動向

づく慢性の高血糖状態を主徴とする代謝疾患群」と

1995年までのわが国の推計糖尿病患者数は急激な

定義し、日本糖尿病学会の糖尿病基準もこれに従

増加を見せていたが人口1,000名当たり20名を超え

う。この代謝疾患群の共通の特徴はインスリン効果

る程度であった。第二次世界大戦後から実施された

の不足であり，それにより糖，脂質，蛋白質を含む

国民健康調査・国民生活基礎調査の結果をまとめた

ほとんどすべての代謝系に異常を来す。インスリン

ものだが、調査開始時点の10万人単位から1995年時

効果が不足する機序には，インスリンの分泌不全

点で200〜300万人と急激な糖尿病患者数の増加がみ

（絶対的ないし相対的）とインスリンが作用する臓

られている。この糖尿病者数の増加はわが国の栄養

器（細胞）におけるインスリン感受性の低下（イン

摂取状況と関連し、1970年代までは、総摂取エネル

1）

スリン抵抗性）とがある 。高血糖状態は空腹時血

ギー量の増加、脂肪摂取量と相関し、1970年以降は

糖値、随時血糖値、ブドウ糖負荷試験 2 時間血糖

自動車保有台数と強く関連していることが明らかと

値、グリコヘモグロビン（HbA1c：国際基準値）で

なっている。国民健康調査・国民生活基礎調査で

定義され、糖尿病の診断は図 1 のフローチャートに

は、主に随時血糖値、アンケート調査、問診による

従って行われる 。HbA1c 値は過去 1 〜 2 ヵ月の血

聞き取りで住民の糖尿病有病状況を判定していた。

糖状態を示す指標である。

随時血糖や問診による糖尿病の把握では病初期の糖

2）

Ⅱ．糖尿病の有病率、有病者数
1 ．世界の動向

尿病や無症状の糖尿病の判定は困難であり、1995年
ごろまでのわが国の糖尿病患者数は過小評価されて
いたものと考えられる。

国際糖尿病連盟（IDF）は2017年の世界人口75億

1997年から全国調査である国民栄養調査と連携し

人中、20〜79歳人口48億4,000万人における糖尿病

て、血糖レベル測定による糖尿病実態調査が実施さ

有病率は8.8％（95％信頼区間：7.2‑11.3％）であ

れている（2002年からは国民健康・栄養調査に統合

り、糖尿病患者数は 4 億2,500万人（ 3 億4,600万−

さ れ 実 施）。2016 年 の 調 査 で は 無 作 為 抽 出 し た

5 億4,500万人）と推計している。また、耐糖能異

24,187世帯を対象に実施され、一部集団では採血が

常（糖尿病予備群）の有病率は同年齢層で7.3％

実施されている4）。このうち20歳以上の男女約 1 万

（4.8‑11.9％）であり、世界で約 8 億人が糖尿病予

1,000人に HbA1c 測定を実施し、従来通り、HbA1c

備群か糖尿病罹病者となる。現在、糖尿病での死亡

値が6.5％以上の人を「糖尿病が強く疑われる者」
、

400万人であり、同年齢層における糖尿病関連医療

HbA1c 値が6.0％以上、6.5％未満を「糖尿病の可

費は年間7,270億ドルにおよぶ。2045年までに糖尿

能性を否定できない者」と判定した。その結果、

札幌医科大学保健医療学部
（〒060‑8556 札幌市中央区南 1 条西17丁目）
受付日 2018年 8 月13日・受理日 2018年11月 3 日
＊1

「糖尿病が疑われる者」は12.1％（男性16.3％、女
性9.3％）に上り、1997年以降増加していることが
示された（図 2 ）。男性では50歳代で12.6％、60歳
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図1

糖尿病の臨床診断のフローチャート
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注 1 ）HbA1c の国際標準化に伴い、NGSP 値で記している。
注 2 ）糖尿病が疑われる場合は、血糖値と同時に HbA1c を測定する。同日に血糖値と HbA1c が糖尿
ᩥ⊩㻞䜘䜚ᨵኚᘬ⏝
病型を示した場合には、初回検査だけで糖尿病と診断する。
文献 2 より改変引用
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図 2 「糖尿病が強く疑われる者」
、
「糖尿病の可能性を否定できない者」の推計
人数の年次推移
（20歳以上、男女計）（1997年、2002年、2007年、2012年、2016年）

代で21.8％、70歳以上で23.2％であり、女性は50歳

とは、健康日本21などによる国民に糖尿病への関心

代で6.1％、60歳代で12.0％、70歳以上で16.8％が

の増加や、2008年度から始まった特定健康診査など

「糖尿病が強く疑われる者」に区分された。
「糖尿病

による糖尿病の予防効果によることが窺われる。一

が強く疑われる者」は約1,000万人と推計され、

般に「糖尿病が強く疑われる者」とは「糖尿病」、

1997年以降増加している。一方、「糖尿病の可能性

「糖尿病の可能性を否定できない者」を「耐糖能異

を否定できない者」も約1,000万人と推計され、
1997年以降増加していたが、2007年以降に減少して
いる。この10年間に糖尿病の発症割合が高い高齢者
が増加していることが、
「糖尿病が強く疑われる者」

常（糖尿病予備群）
」と読み替える。

Ⅲ．糖尿病の患者数、治療率のトレンド
上述の糖尿病者数は未治療者、糖尿病受療者（糖

の増加につながっていると考えられ、
「糖尿病の可

尿病患者）を含めた推計数となる。ここでは糖尿病

能性を否定できない者」の推計数が減少しているこ

患者に関連したトレンドを示す。2016年の国民健
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の未治療者がいることになる。

うち、現在治療を受けている者の割合は76.6％（男

これは糖尿病初期には症状がなく、糖尿病域の血

性78.7％、女性74.1％）であり、男女とも有意に増

糖レベルでも糖尿病の自覚がない者が多いこと、健

加している。性・年齢階級別にみると、40歳代男性

診で高血糖や糖尿病の疑いが示されても受診しない

では治療を受けている割合が他の年代よりも低いこ

ものが多いこと、一度受診しても食事・運動療法の

とが窺われる。国民健康・栄養調査での糖尿病治療

初期治療のみでその後の受診が中断されてしまうこ

率は問診票により、
「これまでに医療機関や健診に

となどが原因であると想定される。糖尿病受診者の

おいて糖尿病として診断され現在、通院による定期

68.0％は65歳以上であり、糖尿病診療は高齢者医療

的な診療を受けている者」として算定されたもので

となっており、患者の65％は診療所で糖尿病診療を

ある。糖尿病の自覚あるものでは 4 人に 3 人が通院

受けている5）。

していることになるが、まだ糖尿病の診断を受けた

糖尿病は、高血糖自体には症状がなく、高血糖が

もので定期受診を行っていないものが14存在し、

持続することにより進行する血管障害が顕性化して

糖尿病合併症進展の温床となっている。特に40〜49

初めて症状が出現する。細小血管障害の発症では

歳の男性での低い治療率の早期改善をはからなけれ

QOL の低下が、大血管障害では ADL、生命予後の

ばならない。この層は特定健診・特定保健指導の対

劣悪化を伴う確率が高く、それらは不可逆的であ

象の主たる対象でありこれらの制度の効果的な運用

る。いずれにしても、健康診査で無症状の糖尿病患

が必要であろう。

者をいかに定期受診に向けるかが重要である。

図 3 に患者調査の結果から、 1 日当たりの医療機
関受診糖尿病患者数の経年変化を示している。糖尿

Ⅳ．糖尿病合併症のトレンド

病患者の増加とともに、受診者数も20年に一日当た

1 ．急性合併症

り100万人程度の増加をみている。2016年10月の患

糖尿病の合併症を表 1 にまとめた。糖尿病のエネ

者調査から糖尿病総受療者は316.9万人（男性176.8

ルギー・代謝障害に伴い急性合併症として昏睡など

万人、女性140.1万人）5）と推計されている。同年の

の全身の失調をもたらす場合がある。 1 型糖尿病の

糖尿病実態調査では糖尿病者は1,000万で日本人全

治療中断や、急激な高血糖が起こるペットボトル症

体での糖尿病治療率は30％程度となり、約700万人

候群、高齢者の感染の発症時等にみられる。糖尿病
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図3

日本での糖尿病受診者数
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糖尿病の合併症

急性合併症

糖尿病性昏睡
糖尿病性ケトアシドー
シス
高血糖高浸透圧症候群
乳酸アシドーシス
低血糖性昏睡

2018年12月

慢性合併症
細小血管障害
網膜症
腎症
神経症
大血管障害
脳梗塞
虚血性心疾患
閉塞性動脈硬化症

急性感染症
その他
高脂血症、高血圧、慢性感染症
白内障、胆石症、肝機能障害な
ど

改善することが知られている。微量アルブミン尿か
らさらに進行すると顕性タンパク尿（一日 1 ggCr
以上）となり（顕性腎症）、腎不全から透析治療に
至る。1990年以降、糖尿病腎症は、わが国における
維持透析（血液透析・腹膜透析）導入の原因疾患の
第 1 位であるが、最近糖尿病による年間の維持透析
導入数15,000名程度で抑えられつつあり減少傾向に
ある。
最近、アルブミン尿、蛋白尿の増悪がなく、GFR
の低下がおこるタイプの糖尿病の腎障害も少なくな
いことが知られ、これらを含めて糖尿病性腎臓病
（DKD）と記載されるようになった。
3 ．糖尿病網膜症、糖尿病性神経障害、糖尿病性
腎症の合併頻度

性昏睡は早期の診断と治療開始が必要であり、治療

糖尿病データマネジメント研究会（JDDM）は糖

が遅れると予後不良であった。最近は救急医療の充

尿病患者を診療している医療機関から毎年約10,000

実により糖尿病急性合併症の予後は改善している

人の患者を登録し糖尿病患者の治療状況を報告して

が、いまだに一定の発症がある。

いる。専門医の医療施設患者の解析であり、この点

2 ．細小血管障害

のバイアスはあるが、わが国の糖尿病治療者の300

高血糖の持続にともなう合併症の主病変は血管障

分の 1 の現況を示している。横山らは JDDM409）で

害である。細小動脈は末梢神経や臓器内に栄養、酸

糖尿病患者の血糖値、脂質値、血圧値の管理目標達

素を運搬する役割を持つ。高血糖の持続は細小動脈

成率と細小血管障害の有病率を報告している（図

を障害し、血管閉塞から血液が漏出、末梢神経や細

4 ）。登 録 糖 尿 病 患 者 9,956 名 の う ち、HbA1c が

小血管がネットワークをつくる網膜や腎臓糸球体な

7.0％未満に管理されているものは52.9％、血圧が

どに障害が発生する。細小血管症の発症・進行を抑

13080 mmHg に管理されているものは46.8％、脂

えるにはできるだけ正常に近い血糖コントロールが

質値が LDL コレステロール 120 mgdL 未満かつ

必要である。

HDL コレステロール 40 mgdL 以上に管理されて

糖尿病網膜症は未治療糖尿病では、 5 年間で

いるものは65.5％であった。 3 リスク因子ともに管

10％、10年間で30％、15年間で50％、20年間で70％

理されているものは20.8％、いずれか一つのみ管理

に網膜症が発症することが知られており、年間

されているものは32.1％であった。この状況下で細

3,000名が糖尿病により失明している。また、未治

小血管障害を発症していないものは45.7％、糖尿病

療糖尿病者では 3 割が発症から 5 〜10年ほどで末梢

網膜症、糖尿病神経障害、糖尿病性腎症のいずれか

神経に障害が出現するとされる。末梢神経障害や血

ひ と つ を 持 つ 者 は そ れ ぞ れ、26.4％、27.7％、

流障害から派生する糖尿病足病変の結果下肢切断に

29.5％、網膜症、神経障害、腎症の 3 つを合併する

至るものが年間3,000名発生していると推計されて

ものは6.4％であった。患者の半数で目標血糖レベ

いる 。

ルが達成されており、糖尿病患者の半数は最小血管

8）

さらに、高血糖値が10〜15年持続すると腎糸球体

障害を発症しておらず、網膜症、神経障害、腎症が

濾過機能（GFR）が障害され、腎不全に至る経過を

それぞれ30％弱であるのが現状である。JDDM4610）

とる。糖尿病性腎症は GFR が低下する以前に、微

では同様な背景を持つ独立した2004年（ 2 型糖尿病

量アルブミン尿（30 mggCr 以上）が漏出するこ

3,319名）と2014年（ 2 型糖尿病3,932名）の糖尿病

とが多く（早期腎症）。微量アルブミン尿は極めて

治療集団の合併症の状況を検討している。2004年と

重要な糖尿病腎障害のマーカーであり、治療により

比較して2014年では BMI の増加はあるが、細小血
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JDDM 登録糖尿病者9,956名における HbA1c、血圧、脂質の管理目標達成率（A）と細小血管障害の有病率（B）
文献 9 より改変引用

ᅗ -''0Ⓩ㘓⢾ᒀ⪅ྡ䛻䛚䛡䜛+E$F䚸⾑ᅽ䚸⬡㉁䛾
管障害有病率は低下し、脳卒中の有病率の低下が示
年（11,743人・年）観察した結果、大血管障害の発
⟶⌮┠ᶆ㐩ᡂ⋡䠄䠝䠅䛸⣽ᑠ⾑⟶㞀ᐖ䛾᭷⋡䠄䠞䠅
された。
4 ．糖尿病の大血管障害

症率は冠動脈疾患が9.59件／1,000人・年、脳卒中
ᩥ⊩㻥䜘䜚ᨵኚᘬ⏝
は7.45件／1,000人・年、心筋梗塞は3.84件／1,000

細小血管のみならず高血糖は全ての脈管に影響を

人・年、脳梗塞は6.29件／1,000人・年であること

与える。高血糖は中・大血管の動脈硬化のリスク

を報告した。糖尿病患者では，冠動脈疾患の方が脳

ファクターである。注意しなければならないのは高

卒中より多くなるが，心筋梗塞と脳梗塞を比べる

血糖の動脈硬化進展作用は糖尿病域だけではなく、

と，まだ脳梗塞発症が多く，心筋梗塞発症の1.64倍

耐糖能異常レベルから出現することである。特に内

である。脳梗塞では，年齢以外には，収縮期血圧が

臓脂肪蓄積型肥満を背景としたインスリン抵抗性存

強いリスク因子となった。地域一般集団（久山町研

在下では、食後高血糖、脂質異常症、血圧高値が合

究対象者）と JDCS の結果と比較すると糖尿病者で

併しやすく、メタボリックシンドロームとして動脈

は一般住民の 2 〜 4 倍心血管疾患発症が多く、英国

硬化惹起性が大きいことが報告されている 。糖尿

人集団（UKPDS 対象者）とでは、JDCS で脳卒中

病の脳・心血管疾患のリスクはわが国と欧米とでは

が多く、冠動脈疾患は少なかった。日本人糖尿病で

ほぼ同様であることが知られている。Asia Paciﬁc

の脳・心血管疾患発症率は糖尿病者1,000人当たり

Cohort Studies Collaboration 研究含め多くの住民

年間17.2人であり、わが国の糖尿病患者1,000万人

を対象としたコホート研究の成果から、糖尿病は動

では脳・心血管疾患発症者17.2万人と推定される。

脈硬化性疾患の発症・死亡リスクを 2 〜 3 倍程度増

脳・心血管疾患発症は生命予後の悪化に関与するの

加させることが知られている 。

みならず、個人の ADL、QOL を低下させ、社会的

11）

12）

JDCS13）は日本人の 2 型糖尿病患者を対象に、生
活習慣に対する積極的介入による一次予防効果を検

費用を増加させるものである。糖尿病からの脳・心
血管疾患発症の阻止は極めて重要な課題である。

討した前向き観察研究である。心血管合併症のない

5 ．合併症の予防のために

2 型糖尿病患者1,771例（平均58.2歳）を平均7.86

日本糖尿病学会では合併症予防の血糖値管理目標
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が、年 齢 別、状 況 別 に 設 定 さ れ て い る（表 2 、

治療を行う。高齢者では目標値や目標下限値を参考

3 ） 。高齢者糖尿病のガイドラインでは、年齢、

にしながらも、患者中心の個別性を重視した治療を

認知機能、身体機能（基本的 ADL や手段的 ADL）、

行う観点から、表 3 に示す目標値を下回る設定や上

併発疾患、重症低血糖のリスク、余命などを考慮し

回る設定を柔軟に行う。

6,7）

て血糖目標を個別に設定する一方、重症低血糖が危
惧される場合は、目標下限値を設定し、より安全な

ᘙᵐ ᘉኄἅὅἚἿὊἽႸ
表2

血糖コントロール目標

䠄ṓ௨ୖ䛾㧗㱋⪅䛻䛴䛔䛶䛿䛂㧗㱋⪅⢾ᒀ䛾⾑⢾䝁䞁䝖䝻䞊䝹┠ᶆ䛃䜢ཧ↷䠅
䝁䞁䝖䝻䞊䝹┠ᶆ್ὀ㻠䠅
 ඬ

݄౸ਜ਼ԿΝ
ࢨͤࡏඬ

,ďϭĐʤйʥ

ϲ͘Ϭາຮ

ὀ䠅

ྜేண㜵
䛾䛯䜑䛾┠ᶆ

ᮍ‶

ὀ䠅

⒪ᙉ䛜
ᅔ㞴䛺㝿䛾┠ᶆ

ὀ䠅

ᮍ‶

治療目標は年齢、罹病期間、臓器障害、低血糖の危険性、サポート体制などを考慮して個別に設定する。
࣑ྏඬͺ೧ྺɾጸබؔغɾଃ্֒حɾఁ݄౸ݧثɾγϛʖφର͵ʹΝߡྂ͢ͱݺพͶઅఈͤΖ͘
注1）適切な食事療法や運動療法だけで達成可能な場合、または薬物療法中でも低血糖などの副作用なく
ὀ䠅㐺ษ䛺㣗⒪ἲ䜔㐠ື⒪ἲ䛰䛡䛷㐩ᡂྍ⬟䛺ሙྜ䠈䜎䛯䛿⸆≀⒪ἲ୰䛷䜒ప⾑⢾䛺䛹䛾స⏝䛺䛟㐩ᡂྍ⬟䛺ሙྜ
達成可能な場合の目標とする。
䛾┠ᶆ䛸䛩䜛
注2）合併症予防の観点から
HbA1c の目標値を 7 ％未満とする。対応する血糖値としては、空腹時血糖値
ὀ䠅ྜేண㜵䛾ほⅬ䛛䜙+E$F䛾┠ᶆ್䜢ᮍ‶䛸䛩䜛䠊ᑐᛂ䛩䜛⾑⢾್䛸䛧䛶䛿䠈✵⭡⾑⢾್PJG/ᮍ‶䠈㣗
ᚋ㛫⾑⢾್PJG/ᮍ‶䜢䛚䛚䜘䛭䛾┠Ᏻ䛸䛩䜛
130 mgdL
未満、食後 2 時間血糖値 180 mgdL 未満をおおよその目安とする。
ὀ䠅ప⾑⢾䛺䛹䛾స⏝䠈䛭䛾䛾⌮⏤䛷⒪䛾ᙉ䛜㞴䛧䛔ሙྜ䛾┠ᶆ䛸䛩䜛
注3）
低血糖などの副作用、その他の理由で治療の強化が難しい場合の目標とする。
ὀ䠅䛔䛪䜜䜒ᡂே䛻ᑐ䛧䛶䛾┠ᶆ್䛷䛒䜚䠈䜎䛯ዷፎ䛿㝖䛟䜒䛾䛸䛩䜛
注4）
いずれも成人に対しての目標値であり、また妊娠例は除くものとする。
文献6,7より改変引用
ᩥ⊩㻢㻘㻣䜘䜚ᨵኚᘬ⏝



表 3 高齢者糖尿病の血糖コントロール目標
ᘙᾂ ᭗ᱫᎍኄބ၏ỉᘉኄἅὅἚἿὊἽႸ

;,ďϭĐͿ

⒪┠ᶆ䛿䚸ᖺ㱋䚸⨯ᮇ㛫䚸ప⾑⢾䛾༴㝤ᛶ䚸䝃䝫䞊䝖యไ䛺䛹䛻ຍ䛘䚸㧗㱋⪅䛷䛿ㄆ
▱ᶵ⬟䜔ᇶᮏⓗ䠝䠠䠨䚸ᡭẁⓗ$'/䚸ేᏑᝈ䛺䛹䜒⪃៖䛧䛶ಶู䛻タᐃ䛩䜛䚹䛯䛰䛧䚸ຍ
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文献6,7より改変引用
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Ⅴ．糖尿病における生命予後のトレンド
日本糖尿病学会

᪥ᮏே୍⯡䠄⏨ᛶ䠅
᪥ᮏே୍⯡䠄ዪᛶ䠅

ṓ


により示される糖尿病治療の目

14）

的は「健康人と同様な日常生活の質を保ち、健康人
と変わらない寿命を全うすること」である。上述し









のリスクを負う。NIPPON DATA は10年毎に実施
される循環器疾患基礎調査の対象の追跡研究で、総
死亡、循環器病死亡を主なアウトカムとして種々の
解析を行っている。1980年の循環器疾患基礎調査対
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たように、糖尿病者は ADL、QOL の劣化をもたら
す細小血管障害に加え脳心血管疾患など致死的疾患
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日本人糖尿病患者の平均死亡時年齢と日本人一般
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住民の平均余命
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文献16より改変引用

象を24年間追跡したのが NIPPON DATA80 であ
り、この解析より40歳からの余命を糖尿病の有無で
比較している（図 5 ）15）。40歳からの余命は糖尿病

Ⅵ．糖尿病の予防・治療に関する動向

無しの男、女でそれぞれ40.9歳、47.5歳、糖尿病者

1 ．糖尿病予防のトレンド

の男32.3歳、女41.4歳であり、糖尿病では40歳から

2008年より、特定健診・特定保健指導が導入され

の余命が男性で8.6年、女性で6.1年短縮することが

た。糖尿病と動脈硬化性疾患の一次予防を目途に開

明らかとなった。この結果は、日本人一般住民での

始され10年が経過している。メタボリックシンド

所見であり糖尿病予防、管理の必要性を伝えるため

ロームの発見とその解消がこの制度の根幹である

に重要な情報であると考えられる。中村らが報告し

が、特定健診・特定保健指導の実施により、肥満の

た糖尿病患者の生命予後の10年毎の推移を図 6 に示

解消が血糖レベルの低下、糖尿病予防に実効性があ

した 。この一連の報告は1970年代から10年間隔で

ることが報告されている。3,480名（平均年齢48.3

男女別に日本人一般住民の平均寿命と糖尿病患者の

歳：平均 BMI 27.7 kgm2）を対象に実施された特

死亡時年齢を比較している。2000年代に入ってから

定健診とその後の積極的支援により、 1 ％以上の体

の10年間では糖尿病者の余命は男性で8.2年、女性

重減少達成が54.4％、 3 ％以上の体重減少達成が

で11.2年の差がある。それまでの10年間に比較して

33.8％、 5 ％以上の体重減少達成が19.9％あり、空

男性で1.4年、女性で2.8年の改善があったが、日本

腹時血糖値、HbA1c 値は体重減少の程度に従い段

人一般住民における寿命の延伸は続いており平均寿

階的に低下して、 5 ％以上の体重減少達成で空腹時

命90歳を見据える時代となっている。糖尿病者の予

血糖値は 4 ％の減少、HbA1c は0.15％の有意な低

後にはまだまだ改善の余地がある。

下が得られている。この成果は国民健康・栄養調査

16）

での糖尿病予備群の減少として反映されていると考
えられる17）。
2 ．糖尿病治療薬のトレンド
2010年を境として糖尿病の薬物療法は大きく変化
した。新規機序に基づく注射薬（超速効型インスリ
ン、持効型インスリン、GLP-1受容体作動薬など）
や経口血糖降下薬が上市され、糖尿病薬物療法に大
きな変化が起きた。また日本糖尿病学会では患者の
病態に基づいた薬物療法を勧めており、その選択は
図5

糖尿病と平均余命との関連
（NIPPON DATA80、24年追跡、男女）
文献15より改変引用

医師の裁量に任されている（図 7 ）14）。その結果 2
型糖尿病患者の平均 HbA1c 値はそれまでの 7 ％以
上で推移していたものから 7 ％前後まで低下してき
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病態に合わせた経口血糖降下薬の選択

文献14より改変引用
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（2018年 7 月30日アクセス可能）
ており、治療されている
型糖尿病患者の半数は管
 2᪥ᮏ⢾ᒀᏛ
⦅䞉ⴭ ⢾ᒀ⒪䜺䜲䝗Sᩥගᇽ


理目標を達成していることになる18）。

6）日本糖尿病学会編著．糖尿病専門医研修ガイドブッ
ク改訂第 7 版

Ⅶ．お わ り に

日本糖尿病学会専門医取得のための

研修必携ガイド．東京：診断と治療社，2017.

以上最近の糖尿病の疫学と糖尿病診療のトレンド
を示した。

7）日本糖尿病学会，日本老年医学会編著．高齢者糖尿
病治療ガイド2018．東京：文光堂，2018.

糖尿病初期には症状がなく、健診受診による血糖
レベルの把握と、高レベルの場合の受診勧奨が重要

8）金 藤 秀 明．糖 尿 病 の 成 因 と 診 断．プ ラ ク テ ィ ス
2014; 31: 145 ‒ 147.

である。糖尿病合併症の発症・進展を阻止すべく医

9）Yokoyama H, Araki S, Kawai K, et al. Declining

療機関、地域保健、職域保健の専門職は、高血糖者

trends of diabetic nephropathy, retinopathy and

への受診継続の働きかけを強く行うべきである。糖

neuropathy with improving diabetes care indica-

尿病治療の選択肢は広がっているが、合併症阻止、生

tors in Japanese patients with type 2 and type 1

命予後確保にはまだまだ現状を改善する余地が残る。

diabetes（JDDM 46）
. BMJ Open Diab Res Care

文

2018; 6: e000521. doi:10.1136bmjdrc-2018‑000521.

献

10）Yokoyama H, Oishi M, Takamura H, et al. Large-
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2016; 59:

裕，南条輝志男，田嶼尚子，他．委員会報

告：糖尿病の分類と診断基準に関する委員会報告
（国際標準化対応版）
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DIABETES ATKAS ‒ 8th Edition. http:www.
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（2018年 7 月30日アクセス可能）

Deﬁned by the National Cholesterol Education Pro-
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