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総説（循環器病予防総説シリーズ23：対策編 5 ）

循環器疾患予防のための糖尿病治療の基本
岩 永 み ど り＊1

曽 根 博 仁＊1

きく左右する。欧米では糖尿病患者の 7 〜 8 割が大

Ⅰ．は じ め に

血管合併症で死亡するが3）、日本など東アジアの糖

Framingham 研究以降、糖尿病が循環器疾患の危

尿病患者は、他地域と比較して冠動脈疾患での死亡

険因子であることは明らかである。糖尿病が、高血

率が低いことが特徴とされており、Hotta らは、日

圧・脂質異常症・ほか様々な因子と関連して、動脈

本人 2 型糖尿病患者では、心血管疾患による死亡は

硬化を促進し、冠動脈疾患、末梢動脈疾患、脳卒中

男性で24％、女性で31.6％と報告している4）。欧米

を惹起することに加え、最近では心不全、特に収縮

の 2 型糖尿病患者の大血管合併症の危険因子を検討

機能は保たれ、拡張機能の障害を主たる病態とする

した報告では、高 LDL- コレステロール（LDL-C）

heart failure with preserved ejection fraction

血症、低 HDL- コレステロール（HDL-C）血症、収

（HFpEF）を発症することが知られるようになっ

縮期血圧の上昇、高血糖、喫煙、糖尿病網膜症が 2

た。

型糖尿病患者における心血管疾患の独立した危険因

DCCT（EDIC） や UKPDS80
1）

2）

といった臨床試

子であった5）,6）。

験における厳格な血糖管理療法の影響は、介入終了

一方で日本の 2 型糖尿病患者を対象にした JDCS

後10年以上経過してもなお有効であり、糖尿病コン

研究の結果からは、冠動脈疾患の危険因子は、男

トロールは長期的に心血管イベントを低下させるこ

性、LDL-C、中性脂肪であることが明らかとなっ

とが報告されている。これは metabolic memory あ

た7）。また中性脂肪は女性において、冠動脈疾患の

るいは legacy effect と呼ばれ、血糖コントロール

有用な予測因子であることも示された8）。さらに総

が循環器疾患発症に与える影響をみるためには、長

コレステロールHDL-C 比や LDL-CHDL-C 比は将

期間の観察を必要とする。すなわち、循環器疾患予

来の心血管疾患の予測に関し、脂質単独の指標と比

防としての糖尿病対策は、患者の健康寿命を長く維

較し、有用な指標であることが報告されている8）,9）。

持することを目指し、糖尿病発症早期からの適切な

このように、日本人 2 型糖尿病患者では、欧米とは

治療介入が重要である。糖尿病の大血管合併症の特

やや異なるリスク因子を持つことが分かる。

徴や、エビデンスなどを踏まえ、糖尿病治療の基礎
を概説する。

Ⅱ． 2 型糖尿病患者の大血管合併症の特徴およ
び心不全との関連

糖尿病患者の初発心筋梗塞発症は非糖尿病患者の
5 倍以上であり、 2 型糖尿病患者は冠動脈疾患の既
往がなくても冠動脈疾患の既往を有するものと同等
の冠動脈疾患リスクを有し、また、冠動脈疾患の重
症度も高い10）。つまり 2 型糖尿病そのものとそれに

1 ． 2 型糖尿病患者の大血管合併症の特徴

伴う代謝異常により、冠動脈疾患のリスクが高まる

動脈硬化性疾患、なかでも冠動脈疾患はより早期

と考えられる。 1 型糖尿病患者を追跡した研究で

から出現し、糖尿病患者の生命予後・生活の質を大

は11）、冠動脈疾患死は30歳後半から認められ、以後
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急激に増加するが、逆に 2 型糖尿病患者に関する研
究では、耐糖能異常の段階から冠動脈疾患の発症が
高いことが、最近のメタ解析から報告されてい

2021年 3 月

日本循環器病予防学会誌 第56巻 第 1 号

る12）,13）。これらの結果は、インスリン抵抗性を背景

して、冠動脈疾患による収縮不全のみならず、

とした糖代謝異常と、関連する脂質代謝異常や高血

HFpEF、いわゆる糖尿病性心筋症（diabetic car-

圧、臓器障害などの複数の因子が、早期から動脈硬

diomyopathy）と呼ばれる病態が多いとされる。

化を進行させていることを示唆している。

Ⅲ． 2 型糖尿病患者の大血管合併症に関する大

日本人男性11万人を対象に、医療保険の診療報酬

規模臨床試験について

明細書（レセプト）データベースを用い、31歳〜60
歳の10歳毎の年齢群別に耐糖能異常が冠動脈疾患に

より厳格な血糖降下療法が大血管合併症を予防で

与える影響を評価した報告がある 。追跡期間（中

きるかを解明するために米国において臨床試験

央値）は4.1年で経過中に436人が冠動脈疾患を発症

（ACCORD 試験、ADVANCE 試験、VADT）が相

した。糖尿病は正常血糖群と比較し、31〜40歳で

次いて実施された。しかし、期待されていた、厳格

17.3 倍（6.36‑47.0）
、41 〜 50 歳 で 2.74 倍（1.85‑

な血糖管理による心血管疾患の抑制効果は証明され

4.05）、51歳〜60歳で2.47倍（1.69‑3.59）といずれ

ず、逆に ACCORD では、死亡の増加が認められた。

の年代においても、冠動脈疾患発症の独立したリス

強化療法群では重症低血糖の頻度が 3 倍程度増えて

ク因子であった。糖尿病の冠動脈疾患に与える影響

おり、低血糖を介した心血管イベントの誘発の関与

は、特に31〜40歳の若年世代で影響が極めて強いこ

が疑われている。

14）

とが明らかとなった（表 1 ）
。糖尿病を持つ人は、

日本の糖尿病患者の心血管疾患に関する臨床研

若いうちから早めに生活習慣の改善など治療に取り

究、J-DOIT3は、2006年から日本で行われた、厳格

組むことが重要であることを示している。

な血糖・脂質・血圧コントロールを目指す群と従来

2 ．糖尿病患者における心不全

療法群での予後を比較した試験である。一次エンド

糖尿病は、心不全発症の独立したリスクである。

ポイントは全死亡、心筋梗塞、脳卒中、冠動脈およ

Framingham 研究では、糖尿病患者の心不全発症リ

び脳動脈血行再建術であり、厳格治療群において、

スクは、非糖尿病に比べて男性で 2 倍、女性では 5

喫煙などの交絡因子調整後の24％の有意な減少を認

倍を超えるとされている15）。耐糖能異常の段階でも、

めた。脳卒中、腎症、網膜症の発症も有意に減少し

心不全の発症リスクは1.2〜1.7倍に増加する 。逆

ていた 18）。DPP-4 阻害薬、SGLT2 阻害薬、GLP-1

に、心不全患者においても糖尿病の合併は多い。慢

受容体作動薬など低血糖を生じにくい薬剤の選択、

性心不全患者の25％、急性心不全患者の42％に糖尿

日本の糖尿病専門医によるきめ細かな治療により、

病が認められたとの報告がある17）。心不全の原因と

厳格治療群においても、重篤な低血糖イベントは極

16）

表1

年齢別にみた冠動脈疾患発症に対する各リスク因子の影響（Cox 比例ハザードモデル）（文献14より）
31‑40歳
ハザード比
（95％ CI）

41‑50歳
ハザード比
（95％ CI）

-value

-value

0.87（0.57‑1.33）

0.62

1.10（0.89‑1.36）

0.37

SBP（10 mmHg 上昇）
LDL コレステロール（38.7 mgdL）
HDL コレステロール（38.7 mgdL）

1.41（1.15‑1.73） ＜0.01
1.94（1.38‑2.72） ＜0.01

1.13（1.02‑1.25）
0.02
1.90（1.61‑2.25） ＜0.01

1.23（1.14‑1.33）
1.47（1.26‑1.71）

＜0.01
＜0.01

0.39（0.11‑1.42）

0.16

0.26（0.15‑0.46） ＜0.01

0.37（0.24‑0.57）

＜0.01

喫煙

2.89（1.04‑4.89）

0.03

2.20（1.60‑3.03） ＜0.01

1.36（1.05‑1.77）

0.02

Ref

1.06（0.85‑1.32）

ハザード比
（95％ CI）

-value

BMI（5 kgm2 上昇）

耐糖能
正常耐糖能

0.52

51‑60歳

Ref

Ref

前糖尿病
糖尿病

2.89（1.02‑8.19）
0.046
17.3 （6.36‑47.0） ＜0.01

0.88（0.61‑1.28）
0.52
2.74（1.85‑4.05） ＜0.01

1.62（1.16‑2.32）
2.47（1.69‑3.59）

＜0.01
＜0.01

正常耐糖能
前糖尿病

Ref
3.03（1.08‑8.53）

0.04

9.11（3.94‑21.0） ＜0.01
8.26（3.54‑19.3） ＜0.01

19.4 （8.28‑45.4）
30.8 （13.5‑70.4）

0.02
＜0.01

糖尿病

18.2 （7.15‑46.4） ＜0.01

25.4 （10.9‑59.2） ＜0.01

46.7 （20.3‑107.3） ＜0.01

SBP、収縮期血圧；HR、ハザード比；CI、信頼区間
それぞれの冠動脈疾患発症に対する変数は、BMI、収縮期血圧、LDL-C、HDL-C、HDL-C、喫煙歴、耐糖能分類によって補正されている。
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めて少なかった。
（8.5年間で従来療法群 4 例、強化

後に関与していた20）。高齢者糖尿病は、ADL 低下、

療法群 7 例）米国の 3 試験に比し、低血糖イベント

サルコペニア、転倒・骨折、フレイルなどを来しや

が少なかったことも、J-DOIT3 における大血管合

すく、レジスタンス運動、なかでもバランス運動が

併症抑制効果に寄与していた可能性がある。

生活機能の維持・向上に有用である。

Ⅳ．治

療

2 ．食事療法
糖尿病診療ガイドライン2019では、総エネルギー

1 ．運動療法

摂取量の目安の考え方に大きな変更があった。従来

糖尿病患者への生活習慣指導で、最も苦慮するの

は、BMI 22 kgm2 を標準体重とし、これに身体活

は、運動療法である。そもそも糖尿病患者は、運動

動量を乗じる設定法が広く使用されてきたが、一律

習慣がないことが多く、医療者側もウオーキング以

に標準体重ではなく、
「目標体重」という一定の幅

外の指導には不慣れである。運動開始前にメディカ

を持たせた体重を用いることとした。目標体重につ

ルチェックを行い、網膜症、腎症、神経障害の合併

いては、総死亡が最も低い BMI は年齢により異な

症や、心疾患のスクリーニング（心電図、胸部 X

り、なおかつ一定の幅があること、個々の患者の現

線、必要あれば心肺運動負荷試験、ABI、PWV・

体重、臓器障害の程度、代謝状態等を加味して個別

CAVI など）、整形外科的疾患なども含め身体状態

に設定することが示された（図 1 ）
。特に75歳以上

を把握する必要がある。また、自律神経（特に心血

の後期高齢者ではフレイル、栄養・摂食状態、併発

管系の）障害は見逃されやすいが、運動負荷に対す

症をみながら適宜判断することが望ましい。

る循環応答の低下などにより、運動誘発性の有害事

最近のメタ解析では、肥満を伴う 2 型糖尿病患者

象が多いとされるため、個々の患者の循環応答の程

では、 5 ％の体重減少によって、有意に糖尿病に関

度に応じて運動療法の可否を判断する。

する臨床パラメーターの改善が認められるとしてい

糖尿病診療ガイドライン2019（日本糖尿病学会）

る21）。初期の総エネルギー摂取量を指導後、体重の

からは、目安として週に150分以上（ 3 日以上にわ

変化、身体活動、代謝パラメーター、患者のアドヒ

たり、活動がない日が連続して 2 日を超えないよう

アランスを観察しながら、適宜エネルギー摂取量を

に）の中等度〜強度の有酸素運動を行うことが勧め

再考しつつ、まずは体重を 5 ％減少させるよう管理

られている。

する。

有酸素運動単独、レジスタンス運動単独、両者の

また、栄養素摂取比率の目安については、特定の

組み合わせを比較した検討では、両者を組み合わせ

栄養素が糖尿病の管理に関わることを示すエビデン

ることで HbA1c 低下効果が高まることが示されて

スはなく、患者の身体活動量、併発症、嗜好などに

いる 。レジスタンス運動は、筋肉量や筋力を増加

応じて柔軟に対処するとしている。一般的な目安と

させるとともにインスリン抵抗性を改善する。レジ

しては、炭水化物50〜65％エネルギー、たんぱく質

スタンス運動の HbA1c 低下効果が、有酸素運動に

13〜20％エネルギー、脂質20〜30％エネルギー（飽

劣らないことも示されており、高齢者などで有酸素

和脂肪酸 7 ％以下）とするが、動脈硬化性疾患は脂

運動の実施が困難な患者での選択肢となり得る。簡

質栄養、慢性腎臓病については食塩・たんぱく質摂

便に行える下肢、体幹のレジスタンス運動のパンフ

取量、肥満症には総エネルギー減少など、個々の患

レットなどを配布するのも一案である。

者の条件に基づいて、個別化を図るものとされた。

19）

我々の教室からの報告であるが、新潟県三条市の

低炭水化物食が肥満の是正、糖尿病発症リスク、糖

介護保険に関するデータベースを利用し、39〜98歳

尿病管理に有用だとの内容がメディア等で取り上げ

を対象に糖尿病と運動習慣の有無についての調査を

られることもあるが、両者の関連性は確認されてい

行ったところ、糖尿病を有し運動習慣のない群は、

ない。メタ解析では、総炭水化物摂取量と糖尿病発

非糖尿病で運動習慣のある群に比べ、約 3 倍も身体

症リスクに有意な関係を認めなかったとされてい

機能障害のリスクが高まることが明らかとなった。

る22）。また、炭水化物制限の糖尿病状態に対する系

他にも血圧、脂質異常症の有無も身体機能障害の予

統的レビューからは、現時点ではどのレベルの炭水

20
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図1

総エネルギー摂取量の目安の設定

日本糖尿病学会編・著、糖尿病診療ガイドライン2019、南江堂、35ページ

より

化物制限であっても、高血糖ならびにインスリン抵

分泌非促進系を、インスリン分泌能低下の患者には

抗性の改善に有効であるとの明確な根拠は見いだせ

インスリン分泌促進系薬剤を選択することが多い。

ないと結論している 。

単剤を少量から開始し、必要に応じて漸増するか、

23）

日本の JDCS 研究では、野菜・果物や食物繊維摂

作用機序が異なる血糖降下薬の追加あるいはインス

取量が多いと大血管合併症発症率は有意に低く、逆

リン治療の併用を行い、さらに 3 〜 4 種類の血糖降

に肉摂取量が多いと有意に高かった。食塩過剰摂取

下薬を併用しても血糖管理困難であればインスリン

群（ 1 日15 g）の大血管合併症リスクは、 1 日平均

治療への変更を検討する。欧米の 2 型糖尿病治療ガ

7 g の患者群の 2 倍以上高かった 。

イドラインでは、大血管合併症に対するエビデンス

24）

3 ．薬物療法

や、医療経済的観点から、メトホルミンが第一選択

現在日本で使用可能な経口血糖降下薬は 7 系統あ

とされているが、日本人 2 型糖尿病の病態は、欧米

り、GLP-1 受容体作動薬・インスリンを加え、表に

と異なっていること、個々の病態を判断し使用薬剤

示す（表 2 ）。インスリン分泌非促進系のビグアナ

を決定することが望ましいとし、特に第一選択薬は

イド薬・チアゾリジン薬・Į グルコシダーゼ阻害

指定されていない。しかし、日本においても肥満で

薬・SGLT2 阻害薬、血糖非依存性インスリン分泌

インスリン抵抗性を背景とする 2 型糖尿病患者が増

促進系のスルホニル尿素薬・速効型インスリン分泌

加傾向にあることから、米国糖尿病学会の示す治療

促進薬（グリニド薬）
、血糖依存性インスリン分泌

ガイドラインを参考にすることもあり、図に示す

促進系の DPP-4 阻害薬・GLP-1 受容体作動薬があ

（図 4 ）。こちらでは、メトホルミンが第一選択薬と

る。

して挙げられている。

薬物の選択は、それぞれの薬物作用の特性や副作
用を考慮にいれながら、各患者の病態に応じて選択
する。インスリン抵抗性増大の患者にはインスリン
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表2
機序

種類

主な作用

単独投
与によ
る低血
糖のリ
スク

2021年 3 月

2 型糖尿病の血糖降下薬の特徴
体重
への
影響

主な副作用

禁忌・適応外

使用上の注意

胃腸障害、
乳酸アシ
ドーシス、
ビタミン
B12 低下

① eGFR ごとのメトホルミン最高用
透 析 例、eGFR
量の目安（30≦eGFR＜45; 750 mg,
30 mL分1.73
45≦eGFR＜60; 1,500 mg）
m2 未 満 例、乳
肥満 2 型糖
② eGFR30〜60の患者では、ヨード
酸アシドーシス
尿病患者に
造影剤検査の前あるいは造影時にメ
既往例、大量飲
対する大血
トホルミンを中止する。ヨード造影
酒例、 1 型糖尿
管症抑制効
剤投与後48時間はメトホルミンを再
病例、経口糖尿
果がある
開せず、腎機能の悪化が懸念される
病薬に共通する
場合には
eGFR
を測定し腎機能を評
禁忌例 *
価した後に再開する
心不全例、心不
① 体液貯留作用と脂肪細胞の分化を HDL-C を
全既往例、膀胱
促進する作用があり、体重増加や浮 上昇させ、
癌治療中の例、
腫を認める
TG を 低 下
1 型糖尿病例、
② 閉経後の女性では骨折のリスクが させる効果
経口糖尿病薬に
高まる
がある
共通する禁忌例 *

チアゾリジン薬

骨格筋・肝臓での
インスリン抵抗性
改善

低

増加

浮腫、心不
全

Į- グルコシダーゼ阻
害薬（Į-GI）

腸管での炭水化物
の吸収分解遅延に
よる食後血糖上昇
の抑制

低

なし

① 低血糖時にはブドウ糖などの単糖
胃腸障害、
経口糖尿病薬に
類で対処する
放屁、肝障
共通する禁忌例 * ② 1 型糖尿病患者において、インス
害
リンとの併用可能

SGLT2 阻害薬

腎臓でのブドウ糖
再吸収阻害による
尿中ブドウ糖排泄
促進

減少

① 心・腎
① 1 型糖尿病患者において、一部の
性器・尿路
の保護効
製剤はインスリンとの併用可能
感染症、脱 経口糖尿病薬に
果がある
② eGFR30未満の重度腎機能障害の
水、皮疹、 共通する禁忌例 *
② 心不全
患者では、血糖降下作用は期待でき
ケトーシス
の抑制効
ない
果がある

DPP-4 阻害薬

GLP-1 と GIP の分
解抑制による血糖
依存性のインスリ
ン分泌促進とグル
カゴン分泌抑制

低

なし

SU 薬 と の
併用で、低
① SU 薬やインスリンとの併用は、
1 型糖尿病例、
血糖増強、
低血糖の発症頻度を増加させる可能
経口糖尿病薬に
胃腸障害、
性があるため、SU 薬やインスリン
共通する禁忌例 *
皮膚障害、
の減量を考慮する
類天痘瘡

DPP-4 阻 害 薬 に
よる分解を受けず
に GLP-1 作 用 増
GLP-1 受容体作動薬 強により血糖依存
性のインスリン分
泌促進とグルカゴ
ン分泌抑制

低

減少

胃腸障害、
① SU 薬やインスリンとの併用は、
1 型糖尿病例、
心・腎の保
注射部位反
低血糖の発症頻度を増加させる可能
経口糖尿病薬に
護効果があ
応（発赤、
性があるため、SU 薬やインスリン
*
共通する禁忌例
る
皮疹など）
の減量を考慮する

インスリン分泌の
促進

高

増加

肝障害

① 高齢者では低血糖のリスクが高い
1 型糖尿病例、
ため少量から投与開始する
経口糖尿病薬に
② 腎機能や肝機能障害の進行した患
共通する禁忌例 *
者では低血糖の危険性が増大する

より速やかなイン
速効性インスリン分
スリン分泌の促
泌促進薬（グリニド
進・食後高血糖の
薬）
改善

中

増加

肝障害

1 型糖尿病例、
経口糖尿病薬に ①
共通する禁忌例 *

増加

注射部位反
① 超速効型インスリン製剤は食直前
応（発赤、 当該薬剤に対す
に投与
皮 疹、 浮 る過敏症の既往
② 速効型インスリン製剤は、食前30
腫、皮下結 例
分前に投与
節など）

食事、運動などの生活習慣改善と 1 種類の薬剤の組み合わせ
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み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み合
わせもある。詳細は各薬剤の添付文書を参照のこと。

* 経口糖尿病薬に共通する禁忌例：
重症ケトーシス例、意識障害例、重症感染症例、手術
前後の例、重篤な外傷例、重度な肝機能障害例、妊婦
または妊娠している可能性のある例、当該薬剤に対す
る過敏症の既往例

インスリン分泌非促進

ビグアナイド薬

肝臓での糖産生抑
制

血糖依存性

インスリン分泌促進系

血糖非依存性

スルホニル尿素
（SU）薬

インスリン製剤

基礎インスリン
製剤（持効型溶解
インスリン製剤、
中間型インスリン
製剤）
② 追加インスリン
製剤（超速効型イ
ンスリン製剤、速
効型インスリン製
剤）
③ 超速効型あるい
は速効型と中間型
を混合した混合型
インスリン製剤
④ 超速効型と持効
型溶解の配合溶解
インスリン製剤

低

低

なし

SU 薬とは併用しない

①

超速効型や速効型
インスリン製剤
は、食後高血糖を
改善し、持効型溶
解や中間型インス
リン製剤は空腹時
高血糖を改善す
る。
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図4
American Diabetes Association: Diabetes Care (Suppl.1): S90-S102, 2019より改変

1 ）SU 薬

UKPDS34において、メトホルミンには、肥満 2 型

最も古くから用いられている薬剤で、血糖非依存

糖尿病患者に対する大血管合併症抑制のエビデンス

性にインスリン分泌を促進させる。副作用として、

があり25）、安価であることから欧米の治療ガイドラ

低血糖を起こしやすく、食事・運動療法がおろそか

インの第一選択薬として推奨されている。用量依存

になると、体重増加を来しやすい。現在最も頻用さ

性に効果を発揮し血糖降下作用は強いと言える。少

れる第三世代のグリメピリドは、低血糖予防および

量から開始し、胃腸障害による副作用が生じていな

DPP-4 阻害薬等他剤との併用が多いことなどを考慮

いことを確認しながら漸増するのが基本である。ま

すると、2 mg日以下での使用で事足りることが多

れに、重篤な乳酸アシドーシスを生じる危険がある

く、それ以上増量しても、血糖降下作用は頭打ちと

ため、適正使用に関する Recommendation が示さ

なることが多い。短期的には血糖降下作用に優れる

れている。経口摂取が困難な患者や寝たきりなど、

が、膵 ȕ 細胞の疲弊、体重増加にともなうインスリ

全身状態が悪い患者には、投与しないことが大前提

ン抵抗性悪化などの原因から徐々に効果が減弱し、

であり、腎機能低下患者（eGFR＜30 mlmin1.73

SU 薬の二次無効と呼ばれる。UKPDS の長期フォ

m2）や脱水、下痢・嘔吐などの胃腸障害、過度のア

ローアップ解析において、SU 薬を用いた血糖強化

ルコール摂取患者、高度の心肺機能障害のある患

療法で細小血管障害、心筋梗塞の発症抑制のエビデ

者、外科手術前後の患者への投与は禁忌である。腎

ンスがあるが、SU 薬の特異的な効果ではなく、早

機能に応じて用量を調整する必要があり、メトホル

期からの厳格な血糖コントロールの恩恵と考えられ

ミンの添付文書上は、最高用量が30≦eGFR＜45の

る。低血糖を起こしにくい他の糖尿病治療薬がある

場合は 750 mg、45≦eGFR＜60の場合は 1,500 mg

現在、SU 薬は 2 型糖尿病患者の第一選択薬とは言

と目安が示された。ヨード造影剤を用いた検査を行

えない。

う際には、検査前あるいは造影時にメトホルミン休

2 ）ビグアナイド薬

薬が必要である。造影剤投与後48時間はメトホルミ

1960年代から 2 型糖尿病治療薬として使用されて

ンを再開せず、腎機能の悪化が懸念される患者で

きた、歴史の長い薬剤である。インスリン抵抗性改

は、eGFR を再評価してから再開するように推奨さ

善薬として、肝臓からのブドウ糖放出の抑制およ

れている。

び、筋肉を中心とした末梢組織でのインスリン感受

また、近年メトホルミンの心不全に対する有効性

性 を 高 め る 作 用 を 有 す る。英 国 で 行 わ れ た

を示すデータが蓄積されてきている。複数の観察研
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究のメタ解析でも、メトホルミンは乳酸アシドーシ

管死、非致死性心筋梗塞、非致死性脳卒中）につい

スのリスクを増加させることなく、総死亡と心不全

ては、
「非劣性」の結果を示しているが、サキサグ

による入院の減少をもたらした26）。ヨーロッパ循環

リプチンの臨床試験では、プラセボ群に比較し、心

器学会のガイドラインでは心不全患者にもメトホル

不全による入院が有意に増加するという結果を示し

ミンは安全に使用できると推奨されており、今後日

た31）。サキサグリプチンに関しては、心不全ハイリ

本での投与禁忌に関しても変更が加えられる可能性

スクの患者には慎重な検討が必要である。
DPP-4 阻害薬は、基本的には安全性が高い薬剤で

もある。
3 ）チアゾリジン薬

あるが、副作用として少数だが急性膵炎発症が報告

ピオグリタゾンは末梢組織でのインスリン感受性

されており、また特定の HLA を有する患者に水疱

亢進、肝臓からのブドウ糖放出抑制作用により血糖

性類天疱瘡を生じやすいと報告されている。

を改善する。心血管疾患高リスクの、インスリン抵

5 ）SGLT2 阻害薬

抗性が強い糖尿病患者における大血管合併症の予防

SGLT2阻害薬は、近位尿細管でのブドウ糖の再吸

にエビデンスを有する 。副作用として体液貯留、

収を抑制することで、尿糖排泄を促し、血糖低下作

浮腫、心不全、骨折リスク増加（特に女性におい

用を発揮する、新規作用機序の薬剤で、2014年に発

て）
、膀胱癌のリスク増加の可能性（膀胱治療中の

売された。本薬剤により、約 60〜80 g の尿糖が排

患者や、既往のある患者には投与を避ける）、重篤

泄され、300 kcal 弱のカロリー削減、血糖降下作用

な肝・腎障害がある場合は使用禁忌などの注意点が

を発揮するとされる。EMPA-REG OUTCOME、

ある。著効する症例は一定数存在するが、投与前に

CANVAS 研究などの大規模臨床試験における心血

慎重な検討が必要である。

管イベント発症抑制32）,33） や、さらには慢性腎臓病

27）

4 ）DPP-4 阻害薬

を合併した 2 型糖尿病を対象とした CREDENCE 試

日本で最も頻用されている経口血糖降下薬であ

験において、腎複合イベントの抑制とともに、心不

る。経口摂取に応じて、消化管から分泌される GIP

全入院を減少させるとの報告34）がある。単剤使用の

と、GLP-1 の 2 つの生理的インクレチンが、蛋白分

みならず、メトホルミンやインスリンとの併用療法

解酵素である DPP-4 により分解されるのを阻害し、

でも低血糖頻度を増加させることなく、血糖降下作

インクレチン濃度を高め、インスリン分泌促進作用

用 と 体 重 減 少 効 果 を 発 揮 す る 35）,36）。し か し、

を得る。GLP-1 は、グルカゴン分泌抑制効果も示

eGFR＜30 mlmin1.73 m2 未満の重度腎機能障害

し、筋や肝臓でのインスリン感受性を高める作用も

の症例では、血糖降下作用は期待できないとされ

有している。利点は、血糖依存性のインスリン分泌

る。

促進作用であり、食後高血糖の改善、低血糖リスク

また、副作用としては、浸透圧利尿により急性腎

が少ないこと、有害な相互作用が少ないことなどか

障害、体液量減少関連の脳梗塞などが起こりやすい

ら頻用されている。DPP-4 阻害薬の血糖降下作用

ので、特に75歳以上で利尿薬を併用している症例な

は、欧米人に比し、アジア人糖尿病患者で、より有

どでは注意が必要である。尿路・性器感染症のリス

28）

効であるとの報告がある 。本剤単剤使用での低血

クも増加するため、尿路感染症の既往のある患者へ

糖リスクは少ないが、SU 薬やインスリンとの併用

の使用は慎重に行う必要がある。他、見逃されやす

では低血糖のリスクが高まることが知られており、

く、注意が必要なものとして、正常血糖ケトアシ

SU 薬・インスリン製剤を減量したうえで開始する

ドーシスがある。本剤投与により血糖値が低下し、

などの配慮が必要である。 1 日 1 回〜 2 回内服、さ

血中インスリン値も低下するため脂肪分解が促進

らに週 1 回内服製剤の選択肢があり、腎機能障害患

し、ケトン体の産生増加が起こりやすい。本剤服用

者にも常用量で使用可能な薬剤もある。

中の糖尿病性ケトアシドーシスは、高血糖を伴わな

アログリプチン、シタグリプチンを用いて行われ

いことと、腹痛・嘔気など非特異的な症状しか訴え

では、プラセ

ないケースがあり、尿検査・血液ガス分析などを適

ボ群に対し主要エンドポイントの3P-MACE（心血

時行う必要がある。特に、極端な糖質制限を行って

た心血管予後に関する臨床試験
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いる患者や痩せ型の患者は、正常血糖ケトアシドー

HbA1c 改善効果に優れ、体重増加を来しにくい、食

シスを引き起こすリスクが高く、シックデイには必

後血糖の改善などの利点も報告されている39）。

ず休薬するように指導しておく。

インスリン・GLP-1 受容体作動薬の注射製剤導入

6 ）GLP-1 受容体作動薬

に際し、患者側から注射製剤への拒否感、医療者側

リキシセナチド、リラグルチド、セマグルチド、

の不慣れなど様々な問題から、注射製剤導入のタイ

エキセナチド、デュラグルチド、アルビグルチドの

ミングが延長されるケースが多く、適切な時期に糖

6 つの GLP-1 受容体作動薬の注射製剤の臨床試験

尿病専門医と循環器専門医との連携が行われるのが

に加え、経口薬のセマグルチドの臨床試験を加えた

理想であろう。

メタ解析

が報告され、3P-MACE のみならず、全

37）

死亡や心不全による入院に関しても有意な抑制効果

Ⅴ．糖尿病の治療方針と注意点

が認められ、腎複合エンドポイント（顕性アルブミ

1 ．低血糖

ン尿の発症、血清クレアチニン値の倍化または GFR

循環器疾患予防の観点からみると、まず低血糖を

の40％低下、腎代替療法・腎関連死）も有意に抑制

生じさせないこと低血糖が生じないことが肝要で

され、心血管保護、腎保護が期待できる薬剤であ

ある。メタ解析でも重症低血糖と心血管イベント発

る。

症との関連が指摘されている40）。

経口血糖降下薬で十分な血糖コントロールが達成

低血糖は薬物治療中の全ての患者に起こり得る

できていない 2 型糖尿病患者への GLP-1 受容体作

が、多くは、SU 薬とインスリンが原因である。SU

動薬の追加は、基礎インスリングラルギンを追加し

薬は単剤使用でも、他剤との併用でも、SU 薬非使

た場合の血糖改善効果と比較し、非劣性あるいは優

用例の約 4 倍低血糖を起こしやすい 41） とされてい

性であることが示されている38）。GLP-1 受容体作動

る。SU 薬は必要最小限の用量で用い、腎・肝障害

薬投与群では、体重減少を認め、低血糖リスクが少

のある患者、高齢者では遷延性低血糖を生じるリス

ないといった利点が認められた。明らかなインスリ

クがあることに注意する。インスリン治療中の患者

ン分泌能低下の患者は除いて、インスリン治療開始

においては、自己血糖測定や、患者指導などから低

前に、GLP-1 受容体作動薬を試みるのも一つの方法

血糖の原因を明らかにし、治療法を見直すという細

である。最近、セマグルチドの経口剤の日本での製

やかな配慮が必要である。 5 〜15分ごとに皮下組織

造販売承認がなされ、注射製剤という障壁がなくな

間液で測定した、血糖に近似した値を測定する、持

るため、GLP-1 受容体作動薬の使用頻度が増えるこ

続血糖モニター（Continuous glucose monitoring:

とが予想される。

CGM）の活用も有効である。一日の血糖変動がグ

7 ）インスリン

ラフで示され、かつては血糖変動の把握が困難で

経口血糖降下薬の併用によっても血糖コントロー

あった深夜〜早朝にかけてのコントロール状況がモ

ルが不十分な場合、食事・運動療法の実施状況を評

ニターでき、その結果を利用してインスリン投与量

価しつつ、インスリン注射製剤の導入を考慮すべき

を調整することが可能である。

である。基礎インスリンを補充する治療は、BOT
（Basal-supported Oral Therapy）治療とも呼ばれ、

2 ．高齢者糖尿病
糖尿病、高血圧症などの生活習慣病の頻度は、加

持効型インスリンを 1 日 1 回投与するだけで、血糖

齢とともに増えるものが多く、その結果として動脈

コントロールの改善を得られる。基礎インスリン治

硬化性疾患の増加、心肺機能の低下、さらに認知機

療にても血糖コントロールが不十分の場合には、追

能低下などにより高齢者糖尿病患者の治療には難渋

加インスリンとして、各食前に超速効型インスリン

する場合が多い。高齢者糖尿病は、年齢だけで区分

を追加する方法や、GLP-1 受動体作動薬を追加する

できるものではなく、罹患期間、併発症、身体能力

方法がある。

などの個人差が非常に大きい。長年の罹患歴のある

最近持効型インスリンと GLP-1 受容体作動薬の

細小血管合併症を有する患者では、合併症進展予防

配合剤も使用可能となり、基礎インスリン単剤より

のため、ある程度厳格な血糖コントロールを必要と
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するが、高齢になり始めて指摘された糖尿病では、

JDCS、J-DOIT3 などから、糖尿病コントロール、

厳格な食事制限がサルコペニア、フレイルを引き起

血圧、脂質の薬剤管理のみならず、禁煙、食事運動

こす可能性もある。そのため、個別に治療目標を設

療法など生活習慣改善を含めた包括的治療介入が糖

定し、診療にあたることが重要である。また、薬物

尿病性大血管合併症の発症リスクを減少させること

療法で起こり得る低血糖は、認知症リスクを高める

は明らかである。

ことが知られている。重症低血糖を生じる恐れのあ

最近、日本のビッグデータを用いた研究において

る、SU 薬、インスリン製剤の使用は十分に必要性

も、ガイドラインに示された基本的な管理目標であ

を考慮する必要があり、若い頃からこれらの薬剤を

る、① HbA1c＜7.0％、② LDL コレステロール＜

使用してきた患者については、低血糖リスクの低い

120 mgdl、③血圧＜13080 mmHg、④禁煙のリス

治療薬への切り替えが可能であるか考慮する必要が

ク管理 4 項目をすべて満たせば、 2 型糖尿病患者で

ある。

あっても、冠動脈疾患リスクは 2 項目を満たした非

日本のガイドラインにおける血糖コントロール目

糖尿病患者を下回ることが示された（表 3 ）42）。現

標は、HbA1c＜7.0％（図 2 ）と設定されているが、

代の日本人においても、血糖のみならず、血圧、脂

高齢者においては重症低血糖を避け、認知機能や

質、禁煙などを含むマルチプルリスクファクター管

ADL の程度に応じて個々に血糖コントロール目標

理が重要であることを明らかにしている。

を設定すべきである。そこで2018年、日本糖尿病学

Ⅵ．お わ り に

会と日本老年医学会から、高齢者糖尿病の血糖コン
トロール目標が示された（図 3 ）。患者の認知機能

大血管合併症予防のためには、糖尿病、高血圧、

や全身状態に応じて 3 つのカテゴリーに分類し、そ

脂質異常症、慢性腎臓病、喫煙などの心血管リスク

れぞれ目標とする HbA1c を設定している。重症低

ファクターを包括的に、早期からコントロールする

血糖が危惧される薬剤（SU 薬、インスリン製剤、

ことが重要である。糖尿病治療薬使用の際は、生活

グリニド薬など）を使用する場合には、HbA1c の

習慣指導を基本とし、個々の症例の病態に合った薬

下限値を設定し、低血糖への配慮を十分に行うこと

剤を、それぞれの特徴を考慮しつつ選択し、低血糖

を強調している。

を生じさせないよう配慮しながら使用する。それに

3 ．包括的治療介入（多因子同時介入）の重要性

加えて、年 1 回程度の心電図、胸部 X 線検査、頸

デンマークで行われた Steno-2 研究、日本からの

動脈エコー、ABI、PWV・CAVI 検査、BNP 測定

図2
日本糖尿病学会編・著
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図3
日本糖尿病学会編・著、糖尿病治療ガイド2020‑2021

表3

104P より

糖尿病の有無および個別の複合リスクファクター達成状況で分類した、冠動脈疾患発症のハザード比について
（文献42より）
糖尿病なし（479207,286）

イベント

糖尿病あり（23113,608）

年齢・性で補正

共変量で補正

年齢・性で補正

共変量で補正

リスクファクター達成なし

5.01（3.88‑6.48）

4.13（3.19‑5.35）

4.00（2.73‑5.87）

3.67（2.49‑5.40）

どれか一つ達成
どれか二つ達成

1.95（1.55‑2.45）
Ref

1.73（1.38‑2.18）
Ref

2.06（1.48‑2.86）
Ref

1.94（1.40‑2.70）
Ref

どれか三つ達成
四つすべて達成

0.59（0.38‑0.91）
NA

0.68（0.45‑1.05）
NA

0.75（0.47‑1.18）
0.47（0.17‑1.31）

0.76（0.48‑1.20）
0.52（0.19‑1.43）

リスクファクター達成なし

5.08（3.94‑6.57）

4.22（3.26‑5.46）

17.75（12.66‑24.90）

9.36（6.38‑13.74）

どれか一つ達成
どれか二つ達成

1.99（1.58‑2.50）
Ref

1.78（1.41‑2.23）
Ref

8.59（6.50‑11.36）
4.00（2.91‑5.50）

4.65（3.35‑6.45）
2.34（1.64‑3.34）

どれか三つ達成

0.56（0.37‑0.86）

0.65（0.42‑1.00）

2.94（1.92‑4.48）

1.75（1.11‑2.74）

1.87（0.69‑5.08）

1.26（0.46‑3.47）

四つすべて達成

ハザード比（95％信頼区間）
各リスク因子の目標値は以下のとおり。
（収縮期血圧＜130 mmHg、拡張期血圧＜80 mmHg：LDL-C＜120 mgdl：HbA1c＜7.0％：禁煙）
年齢、性、BMI、HDL-C、経口血糖降下薬の内服治療、降圧薬内服治療、脂質治療薬内服治療について補正を行った。
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などの通常行う血液検査以外の検査計画をたて、疾

type 2 diabetes: subanalysis of Japan Diabetes

患の早期発見に努めることが重要である。
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