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インスリン療法のメリット
糖毒性の軽減について

んの声にお答
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Diabetes Attitudes,Wishes and Needs

study

東京女子医科大学糖尿病センター講師

インスリンを使うと
コントロールが
よくなると思う と
回答したインスリン未
使用２型糖尿病
患者さんの割合は
２６％

7

馬場園哲也

からの報告
DAWN Studyにおいて、イン
スリンを使用していない２型糖尿
病患者さんでは「インスリンを使
うとコントロールがよくなると思
う」に回答された割合が２６％で
した。
今回はインスリン治療のメリット
のひとつである糖毒性の改善につ
いて、また、強化インスリン療法
についても東京女子医科大学
糖尿病センター
馬場園哲也先生に
お話をうかがいます。

Novo Nordisk社DAWN studyより

インスリンで糖毒性を改善できると聞きました。
糖毒性について教えてください。
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Vol.

インスリン療法のメリット
糖毒性の軽減について
ご自身の身体からのインスリンの

が始まったからといって、一生続

出方がよくなっていることが確認

けなくてはならないケースばかり

できれば、インスリン投与を徐々

ではありません。上手にインスリ

に中止し、経口剤に戻ることも可

ン治療を利用し

能です。

て、良好な血

また、インスリン療法を早い時期

糖コントロー

に導入することで、患者さんの膵

ルを得て、合

臓を保護し、インスリンの使用す

併症を防ぎま

る量を少なくすることができます。

しょう。

２型糖尿病では、インスリン治療

強化インスリン療法を勧められました。強化インスリン療法とは
どんなものですか、また、どんなメリットがありますか。
強化インスリン療法とは、

この強化インスリン療法で、より

で、昼間に注射するのが難しい患

インスリンの頻回（１日

厳格な血糖管理を行うと、慢性合

者さんもいらっしゃると思います。

に３〜４回）注射または、インス

併症をある程度抑えられることが

このような場合には１日に１〜２

リン持続皮下注入（CSII）によっ

わかっています。国内外で行われ

回の注射療法を行いますが、可能

て、健康な人では３度の食事に伴

た大規模調査で、強化インスリン

な限り食後の血糖値と空腹時血糖

って分泌されるインスリンと、空

療法を行った患者さんは、１日に

値の両方をコントロールすること

腹時でも体内の恒常性を維持する

１〜２回の注射療法を行う患者さ

が望ましいといえます。二相性の

ために常に分泌されているインス

んより良好な血糖コントロールが

製剤を用いた朝夕１日２回注射法

リンの分泌パターンを模倣するイ

得られ、数年後の合併症発症率も

によって、少なくとも朝食と夕食

２型糖尿病患者さんでは、

化するという悪循環がおこります。

眼の病気をおこす可能性も高くな

ンスリン療法です。血糖値の自己

少ないことが明らかとなっていま

後の血糖値と空腹時血糖値の両方

インスリン分泌の低下に

この状態を糖毒性といいます。

ります。

測定を併行して行い、インスリン

す。

をコントロールすることが可能で

加え、インスリンの作用不足の結

食事療法、運動療法を実施し、ま

糖毒性の悪循環を断ち切るために

量を細かく調節し、可能な限り良

強化インスリン療法は注射の回数

す。主治医と相談して、よりよい

果、高血糖になります。この状態

た、経口糖尿病薬を飲んでも、高

は、インスリン療法が最適です。

好な血糖コントロールを目指す療

が１日に３〜４回と比較的多いの

治療法を選択して、合併症を防い

法です。

で、お仕事や生活スタイルの関係

でいただければと思います。

が長期間続くと、インスリンの分

血糖の状態が改善されない場合も

身体に不足しているインスリンを

泌がさらに低下し、インスリン抵

少なくありません。高血糖の状態

補う直接的な手段だからです。イ

抗性をも引きおこし、その結果、

が長期化すると、糖毒性だけでな

ンスリン療法で、高血糖の状態か

さらに高血糖が悪化したり、慢性

く、末梢神経障害や腎臓の病気、

ら抜け出すことができ、治療中に

DAWN studyとは
デンマークのノボ ノルディスク社による国際的な糖尿病に関する意識調査で、DAWN（Diabetes Attitudes, Wishes and
Needs）スタディとよばれています。日本を含む世界13ヵ国の成人の糖尿病患者さん（5,000名以上）
と医療関係者（3,000名以上）
の方々を対象に、2001年5月〜8月にわたり、面接及び電話による聞き取り調査が行われました。この調査は、よりよい糖尿病治療
の実現を目指し、患者さんや医療関係者の方々の意識や認識を国際レベルで分析するために行われました。
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Q&A
第９回
歩いて学ぶ糖尿病・ウォークラリー
開催のお知らせ
糖尿病予防の啓発活動や患者さん
同士の交流の場として、毎年多くの
方々にご参加いただいています
「ウォ
ークラリー」が今年も開催されます。
ウォークラリーは、４〜５人のグルー
プで、地図を見ながらチェックポイン
トを探してクイズを解いていくゲー
ムです。ご家族、お友達を誘って参加
してみませんか。参加ご希望の方は、
参加ご希望地のお問い合わせ先に直
接お申し込みください。
各開催地より、折り返し詳しい情報を
連絡させていただきます。なお、お申
し込みは特にお知らせの記事がない
限り、開催の２週間前に締め切らせて
いただきます。

主人が糖尿病です。家庭では食事のコント

血糖値の自己測定をしていますが、機械が

ロールをしていますが、会社では甘いもの

だいぶ古いものです。新しい機械に替えた

福岡／１０月３０日（日）
１０：３０〜（雨天決行）

などを食べているようです。本人の自覚を促す

場所：若松区グリーンパーク

ためにはどうしたらよいのでしょうか？

申し込み・
問い合わせ先

1093-671-5005

共催 ：日本糖尿病協会福岡県支部／北九州糖尿病チーム医療懇話会
北九州糖尿病教育を考える会／ノボ ノルディスク ファーマ株式会社
後援 ：北九州市／福岡県看護協会北九州地区／福岡県栄養士会北九州支部
北九州CDEの会／株式会社アステム

愛媛／１１月３日（木）
１２：３０〜（１６：００終了予定）
場所：松山総合公園
申し込み・
問い合わせ先

（３３歳 女性）

（ウォークラリー北九州大会事務局
横溝内科クリニック内 担当 高島まで）

1089-947-3461
（ウォークラリー大会事務局
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社
松山オフィス 担当 金谷（かなたに）まで）

共催 ：愛媛県糖尿病協会／ノボ ノルディスク ファーマ株式会社
備考：参加申し込みは各医療機関の主治医にご相談、または事務局にご連絡ください。

雨天中止 当日午前7時の天気予報で降水確率が50％以上の場合、中止します。

※本誌情報は発刊時点のものです。変更ならびに申し込み締め切りが過ぎている場合がございましたらご容赦ください。

マイ ベスト パートナーへの
応募方法が変わりました！

本誌では「マイ ベスト パートナー」に
出ていただける患者さんを募集しています。

誌面への登場をご希望の方は巻末のハガキに、必要事項をご記入のうえ、
「糖尿病治療に取り組
むあなたと、あなたにとって大切な人とのエピソード」
（例：勇気づけられたこと・支えられたこと・
うれしかったことなど）
を簡単にお書きいただき、ご応募ください。

ほうがよいのでしょうか？

（６０歳 男性）

機械が古いものでも、測定には問題はあり
ません。大切なのはきちんと測定し、継続

患者さんの食生活に積極的に協力していた

することです。

だいているご家族にとって、家庭外でのコ

インスリン療法では血糖値の測定は大変重要で

ントロールは大変気になるところです。患者さん

す。糖尿病は一生付き合う病気であるため、血

ご本人の自覚を促す方法のひとつとして、主治医

糖値の測定は現在の病状を正しく把握するだけ

と相談して、血糖測定を実際に行い、その結果を

でなく、治療に取り組む意識を高めることにも

家族で話し合うのはどうでしょうか。

役立ちます。

患者さんにとっても、ご家族にとっても、数字で

新しい血糖測定器の特徴として、軽量化や操作

示される血糖値は、わかりやすく、実際的な方法

のしやすさ、測定値の記録量の増加、測定時間

でしょう。正常値を把握したり、空腹時や食後の

の短縮などがあります。現在使用中の機械が生

数値を目で確かめ、食事により身体の中で血糖値

活スタイルに合っていない場合や、測定値がば

がどのように変化しているのかを、患者さんとと

らつくようでしたら新しい機械に替えるのも良

もに確認します。食事により血糖値が上昇し、薬

いでしょう。

の服用により血糖値が低下するという事実を体験

新しい測定器の使用をご希望の方は、

することで、患者さんが自分の身体の中の変化を

主治医と相談し、

実感できるのではないでしょうか。

検討してくだ

数字を見ながら、患者さんの糖尿病への取り組み

さい。

方を、ご家族でゆっくり話し合う良い機会だと思
います。

※取材のご相談をさせていただく場合に限り、編集部（企画・制作 電通サドラー・アンド・ヘネシー株式会社）より書面
にてご連絡させていただきます（お電話でのお問い合わせには応じかねますのでご容赦ください）
。
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