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関連医学の進歩・現状

糖尿病診断におけるHbA１c標準化

武井 泉１）２）

HbA１cと糖尿病の診断

糖尿病は紀元前より記載があり，かなり以前より
存在が判明していた。その歴史についても多くの著
書がある。しかしながら，その病態が不明であると
同時に糖尿病の診断は古くははっきりした定義が決
められていなかった。１９１６年の Joslin の教科書初版
には「糖尿病と尿糖」という項目があり“糖尿病の
定義は不満足にしかできないが炭水化物の正常な利
用が損なわれ，そのため尿にグルコースが出る病気
である”，“尿糖が陽性の場合それが糖尿病に由来す
るのでないことが証明されるまでは糖尿病として扱
う”と書かれている。その後，経口ブドウ糖負荷試
験による診断が行われた。
１９９７年のアメリカの公衆衛生サーベイの結果，
糖尿病網膜症の頻度より空腹時血糖値１２６mg/dl，
２時間血糖値２００mg/dl，HbA１c６．５％が糖尿病診
断値として適切であると決められた（図１）。
さらに糖尿病が最も多く出現するピマインディア

ンの結果よりブドウ糖負荷試験後２時間値２００ mg/
dl が最も診断に有用であると決められた（図２）。
そのような結果を踏まえ，１９９７年にアメリカの糖

尿病協会は糖尿病の診断基準を大幅に変更した。さ
らに日本では１９９９年，日本糖尿病学会が糖尿病の分
類と診断基準に関する委員会報告でその診断基準
をアメリカに準ずる形で変更を行い，さらにその

ときより HbA１cを診断手順に加えた。すなわち，
HbA１c６．５％（JDS値）を診断基準の値として用い
た。そして２０１０年，糖尿病の新たな臨床診断のフ
ローチャートが作成された（図３）。血糖値（空腹時
及び負荷後随時）に加え，HbA１cの糖尿病の診断
に重要視された経緯がある。現在，糖尿病の診断価
値を高めて検査として広く用いられている。

HbA１cのメカニズム・歴史

１９５９年，Schroeder らは，イオン交換クロマトグ
ラフィーを用いて，正常人の溶血液中のヘモグロビ
ンを分析し，カラムから溶出される順序に従って分
画を A１a，A１b，A１c，A１d，A１e，AⅡ（A０），AⅢ a，A 

Ⅲb と命名した。これが HbA１cに関する最初の報
告である。分析の結果，ヘモグロビン A１C（HbA１
c）はHbA（アミノ酸連鎖１４１個の α鎖２個とアミノ
酸連鎖１４６個の  β鎖２個よりなる４量体）が糖質で
修飾されていることが想定された１）。
その後，１９６２年，日本では異常ヘモグロビン研究

の過程で，その物理化学的性質の解析が進められ
た。電気泳動法で正常人ヘモグロビンの主成分
HbAの陰極側に分離される成分が見出され，さら
に糖尿病患者血液に多くみられることから，糖尿病
患者に出現するヘモグロビン成分であろうと推定さ
れ，Hb diabetes と命名された。
１９６７年には，セルロースアセテート膜電気泳動法
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（JAMA，２８１⒀：１２０９，１９９９より一部改変）

図１

により正常ヘモグロビンより速く泳動する成分があ
ること，この異常なヘモグロビン泳動縞を示した血
液検体は重症糖尿病患者のものであること，糖尿病
患者検体はいずれもこのヘモグロビン成分を有して

（Diabetes，２４⑹：５３８－５４６，１９７５より一部改変）

図２

いることが確認され，diabetes hemoglobin compo-
nents と命名された２）。
次いで高分離能のクロマトグラフィーによってこ

の成分を分離し，それが正常人血液にも含まれてい
るHbA１C 分画の可能性を明らかにし，精製分離か
らHbA１C の成分に一致することが確認された。こ
のことから HbA１cは糖尿病患者特有の異常なヘ
モグロビン成分ではなく，正常人においてもヘモグ
ロビンの１～４％を占める成分であることが解明さ
れた。
グルコースによるタンパク質の修飾反応は，本来

酵素を介さず，化学反応によって進行し，その反応
速は，ブドウ糖濃度とタンパク質の血中寿命によっ
て規定されている（図４）。ヘモグロビンの血中寿命
は約１２０日であることから，HbA１C 濃度は血糖濃度
の１～３カ月の平均値を表している。
HbA１cは糖尿病診断・治療において必要な検
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査として当初，１９７７年より総 HbA１として広く用
いられた。その後，高速液体クロマトグラフィー
（HPLC）法の導入により測定精度が飛躍的に改善し
た Trivelli らの方法が推奨され，Bio-Rex７０として
使われるようになった３）。また１９９３年大規模臨床試験 

図３

Diabetes Control and Complication Trial（DCCT）
において Missouri 大学 Goldstein 教授の下 HbA１c
の測定が行われ，糖尿病コントロール指標として使
用され，HbA１C を用いた血糖コントロール目標と
合併症の関係が明らかにされたことから，その後，
血糖コントロール指標の代表となった。アメリカの 

National Academy of Clinical Biology は HbA１c
の標準化を強調し，その後，United Kingdom Pro-
spective Diabetes Study（UKPDS）においても HbA
１cが使用され，血糖コントロールの重要な検査と
して確固たる位置を築いた４）。
その後，HbA１cの普及のためにはその値の正確

性が要求されるようになり，標準化作業が注目され
た。
標準化は基本的観点より，臨床化学は血液や尿な

どの成分を分析し，病気の診断や治療方針の情報を
提供すると共に，病気の機序も解明する緒口となる
ものである。診断や治療において臨床検査は有力な図４

― ５３ ― 
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手段であり，健診では予防医学としても役割を果た
していることはよく知られている。近年，臨床検査
では分析データの信頼性への要求が増し，測定の精
確さが強く求められるようになった。一方，分析は
分析化学の主要な手法であることから，合理性によ
る手段の組み立てが進歩し，これを基に国際的にも
共通の判断が得られるようにするための標準化の作
業が進められている。
世界的な標準化作業は，国際臨床化学連合（Inter-

national Federation of Clinical Chemistry：IFCC）５）

の活動が中心となっている部分が多く，基本的測定
方法と統一された標準物質の設定について，加盟す
る世界各国の臨床化学会の協力のもとに活動が活発
に行われている。この活動は国内におけるこれまで
の標準化作業を，国際的標準化へ連動させ，より強
力に促進するものである。

HbA１cの国内標準化

１９８０年代，HbA１c測定値は装置による差異があ
ることを推測され，１９９３年，日本糖尿病学会“グリ
コヘモグロビンの標準化に関する委員会”（委員
長；島 健二）が発足し，グリコヘモグロビン測定
の標準化作業は日本糖尿病学会の活動として始まっ
た。全国１０７施設を対象に行った HbA１c測定の精
度管理調査の結果，施設間変動係数（CV％）は約
１０％と大きく，測定値は著しくばらついていること
がわかった。その要因の一つは測定法により不安
定型 HbA１cを含んで測定している施設と安定型
HbA１cのみを測定している施設が混在しているこ
とが挙げられる。もう一つの因子は，用いている機
種ごとの検量物質の値付けの差から生じる方法間差
である。その後，HbA１c測定は安定型のみとし，
共通の標準品を用いて測定値補正を行うこととし
た。その結果，１９９４年に同一施設を対象に実施した
精度管理調査では健常者検体で CVは３．８８％に，ま
た糖尿病患者検体で２．８２％と明らかに縮小し，施設
間差が是正されていることが判明した６）。また，こ
の状況は凍結乾燥血液検体を用いた場合においても
同様であった。
その後，日本臨床化学会では化学的根拠に基づく

測定法をめざし，１９９５年より標準化活動が始動し，
糖尿病関連指標専門委員会“HbA１c標準化プロ

ジェクト”と一体で標準化が検討されるようになっ
た。さらに日本糖尿病学会“糖尿病関連検査の標準
化に関する委員会”と連携してグリコヘモグロビン
の標準化作業が行なわれた。グリコヘモグロビン標
準化の作業は，IFCC HbA１c標準化ワーキンググ
ループ，米国臨床化学会（AACC）の標準化委員会の
グリコヘモグロビン小委員会（National Glycohemo-
globin Standardization Program：NGSP １９９３年に
発足，アメリカの HbA１cネットワークとなってい
る）７）とも連携をとりながら進められるようになっ
た。
国内に於ける標準化としては，当初の結果をふま

え，不安定型グリコヘモグロビンを除き  HbA１c
を測定し，HbA１c標準化測定値を日本糖尿病学会
が認定した国際試薬作成の標品 Lot１で補正し測定
することで始められた。この手法を基に各施設は
HbA１cを測定し，その結果，施設間差は大幅に縮
小された。しかし，標品 Lot１の表示値は当時，唯
一の標品として用いられていた日常法測定値の平均
値で値付けられたものであり，この表示値は化学的
根拠が乏しい点が問題であった。
糖尿病関連指標専門委員会グリコヘモグロビン

標準化プロジェクトは，HbA１cの定義を IFCC が
定めた β１-fructosyl hemoglobin としてこれを遵守
し，そのほぼ一画分として分離可能な高性能高速液
体クロマトグラフィーによる JSCC 基準測定操作法
案KO５００法（JSCC-RMP）を用いた。さらにグリコヘ
モグロビン実試料標準品 Lot２が作製され，新たな
基準測定体系が作成された。２００１年３月以降，グリ
コヘモグロビンはこの測定体系に準じ化学的に定義
された単一のグリコヘモグロビンを基準に測定され
るように努力されてきたが，その表示値は，標品測
定の変更に伴う数値変更で予想される混乱を避ける
可及的措置として，Lot１の値を引き継いで値付け
がなされた。
このようにして国内のグリコヘモグロビン測定の

標準化体系が確立し，基準測定施設網の構築が行な
われて基準測定施設網による適正な管理により化学
量論にのっとった施設間差の縮小が試みられた。
日常測定に於いては，各日常測定法のキャリブ
レーターを  Lot２で値付けすることになり，  β１-
fructosyl  hemoglobin に適応した測定が可能とな

― ５４ ― 
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（IFCCホームページより一部改変）

図５

る。現在は更に Lot を継続して移行した経緯があ
る。
日本臨床化学会糖尿病専門委員会の委員長を１９９７
年より引き受け，更に国際臨床化学会（IFCC）HbA
１c測定ワーキンググループとして参加した（図５）。

IFCC HbA１c標準化作業グループ

HbA１cの測定は，HPLC法以外にアフィニティ
法８）や免疫法９），最近では酵素法が開発され，３０種類
以上の測定キットが用いられている。標準化につい
てはアメリカの NGSP 値，日本の JDS 値，スウェー
デンの MONO-S 値がそれぞれ独自に測定体系を作
成していた（図６）１０）。そのため，各国測定値を国際
的に共通の評価が可能となるよう標準化が要求され
るようになった。すなわち HbA１c測定の問題点
が集約され，HbA１cの定義の不明確さ，DCCT値
の信頼性，日常検査法の特異性などについて再検討
が必要となった経緯がある。最終的には基準となる
測定法と，これを伝達する標準物質の設定作業を国
際的に行うことと結論付けられた。
１９８４年に Peterson らによって１１），HbA１c標準化
のため，検査施設間の内部構成と再現性の検討が行
われ，その後，DCCTの大規模臨床試験の発表に

よって１９９３年  Goldstein らは  DCCTの多施設  HbA
１c測定を NGSP の下に行った１２）。しかしながらそ
の時点では国際間の標準化は行われなかった。
１９９４年，IFCC  HbA１c標準化作業グループ（IF-
CC Working Group HbA１c Standardization）１３）は，
化学量論に基づく指標を国際協調の下に確立するこ

（Diabetologia（2004）４７：１１４３－１１４８ DOI １０．１００７／s００１２５－００４－１４５３－０
より一部改変）

図６
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とを基本とし，これにより，測定の時期，場所にか
かわらず，統一した値が得られることを目標として
活動が行われた。IFCC作業グループは１９９５年７
月，ロンドンで開催された IFCC の会議でペプチド
マッピングによる化学量に基づくグリコヘモグロビ
ンの測定体系をまとめた。基準測定法は IFCC 法に
基づき，HbA１cを β鎖の  N末端６ペプチドの糖
化とし，酵素水解処理後の HPLCでの分画を質量
分析法あるいはキャピラリー電気泳動法を用いて測
定する方法である。この測定体系は測定対象 HbA
１cを β１-fructosyl hemoglobin と定義し，一次標
準物質を作成し，科学的に理論付けられたもので
ある。標準化作業は国際的に組織された Kor Mie-
dema を委員長とするワーキンググループによ
り，１１名の委員と１３施設の基準測定施設網で行われ
ていた１４）。その活動は現在も IFCC の HbA１c標準
化作業グループとして継続されている。
具体的には，一次標準物質の供給，二次標準物質

の開発，共同実験を通じ，施設網測定の整合性の確
認，標準操作手順（SOP）の見直し，各国比較対照法
（designated comparison method：DCM）間の恒常
性確認，市販測定法値と IFCC 値との関連調査を行
い，技術的には国際的な標準化が可能な体制が確立
している。

HbA１cのコンセンサス

IFCC 値は化学量論的に基づく指標であることは
認められているが，各比較対照法（designated com-
parison method：DCM）値との相関は互いに一定の
関係で認められていたにもかかわらず，その値につ
いては一致していなかった。IFCC値で統一表示す
るには，従来とは異なる IFCC 定義から測定されて
いる値で表示されているため，混乱を招くことを避
けなければならない。
２００４年 HbA１cの世界的な共同歩調がアメリカ糖
尿病協会（ADA），ヨーロッパ糖尿病学会（EASD），
IFCC，国際糖尿病連合（IDF）の間で合意され，HbA
１c国際標準化の動きが具体化した（図７）。
少なくとも一定期間をおいて，現行  HbA１cの

IFCC値への移行が必要と考えられ，２０１１年１月を
目標に IFCC 値移行を予定していた。

（Diabetes Care，３０⑼：２３９９－２４００，２００７より一部改変）

図７

日本糖尿病学会のHbA１c NGSP対応

日本糖尿病学会糖尿病関連検査の標準化に関す
る委員会は，柏木厚典委員長の下，２００８年２月，
IFCC法による国際標準化に賛同し，IFCC値を用
いることとする方針の下，５月に開催の第５１回日本
糖尿病学会総会時に，HbA１c国際標準化に関する
シンポジウムを開催した。
その後，２００９年１１月開催の糖尿病の診断基準と

HbA１cの国際標準化に関する公開シンポジウムで
討議が行われ，HbA１c測定の国際標準化への対応
として，IFCC値，JDS値併記として進めてきた
が，新たな表記法として「NGSP 相当  HbA１c値
（国際標準値）」を導入することに変更する方針を確
認した。これは HbA１cの臨床的評価について米
国との国際的な整合性を現状で図るものである。
新たな HbA１c値（国際標準値）は，HbA１c JDS 値
（％）に対して０．４％を加えたものとすることが討議
された。その理由は２００６年以降，HbA１c JDS 値と
HbA１c  NGSP 値比較では０．４％HbA１c  JDS 値が
低いと確認されている。１９９３年当時，NGSP の HbA
１c測定は BIO Rex.７０の HPLC機器を使用してい
たため，その分析能力が悪く，そのままその値を現
在も堅持している NGSP 値と JDS 値は乖離し，分
析能力が良くなった最新の日本製 HPLC機器との
測定差が生じたためと考えられる（図８）。このよう
に，HbA１c IFCC 値への移行は見送られ，HbA１c
NGSP 相当値（国際標準値）への移行検討が前向きに
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図８

行われてきた。
日本糖尿病学会（JDS）が国際標準値を導入する目

的は，現状ではまだ IFCC 値が広く国際的に一般的
になっていないこと，NGSP 値が北米及び日本を除
く周辺アジアその他多くの国々で用いられており
（図９），HbA１c JDS 値との整合性が臨床的に必要
になっていること，２０１０年 ADAの提案による糖尿
病診断値A１C（HbA１c NGSP 値）６．５％が，新規国
際標準値６．５％に診断基準変更に伴う値と一致する
ため日本でも混乱なく使用できるようになることに
由来する。
これまで欧米を中心に，「日本の糖尿病患者は海

外に比べ軽症」とか，「日本の糖尿病患者は血糖コ
ントロールが良い」という誤解を招いていたと考え
られる。
２型糖尿病の大規模臨床試験  United  Kingdom

Prospective Diabates Study（UKPDS）では HbA１c
７．０％以下で細小血管症を抑制できると報告されて
いる一方，わが国の２型糖尿病合併症抑制大規模臨
床試験熊本スタディでは６．５％未満が抑制可能域と
しており，日本における糖尿病コントロール指標が
欧米と比較し低いと思われていたが，実は０．４％の
差を考慮すると全く同じことを意味するものであ
る。
国際標準値（％）＝JDS値（％）＋０．４％で算出し，

国際標準値（％）とHbA１c  JDS（％）の二重表記を進

（出典：日本糖尿病学会「平成２４年４月１日以降の HbA１c 国際標準化について」）

図９

めていく方針を採択し，世界の動向をみて将来的に
は IFCC 値表記も進める方針を示した。
HbA１c（国際標準値）の運用開始は，日本糖尿病

学会としては平成２４年４月１日からとして準備を進
め，平成２４年度の診療報酬の改定に応じてプログラ
ム変更を行うことが適切であると決定した経緯があ
る。JDSの説明を受けた後，特定健診は平成２４年度
まで（平成２５年３月３１日まで），HbA１cは HbA１c
JDS 値を用いることを保持することとした。
その後，２０１１年１０月に ReCCS が NGSP から KO

５００法の測定より Asian secondary reference labo-
ratory（ASRL）としての NGSP 認証を取得し，関係
式が NGSP＝１．０２JDS＋０．２５が認められた。これに
より国内でも NGSP値そのものが使えることとなっ
た。
２０１０年に NGSP 値を使用しなかった大きな理由
は，NGSP 値名称は，米国団体が認証した測定系，
機器や試薬を使用した場合のみ NGSP 値と名乗る
ことができるが，それ以外は NGSP 値名称を使用
できないからである。そのため２０１２年４月からは
NGSP 相当値（国際標準値）から HbA１c NGSP 値に
変更可能となった経緯がある。
２０１２年４月以降，日常臨床で問題となる範囲，
HbA１cが JDS 値５．０％～９．９％では，国際標準値と
して呼んでいた値と全く同じで＋０．４％の差がある。
JDS値が４．９％以下では，＋０．３％，１０％～１４．９％で
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（出典：日本糖尿病学会「平成２４年４月１日以降の HbA１c 国際標準化について」）

図１０

は＋０．５％，１５％以上になると＋０．６％になるが，そ


のような極端な帯域では０．１％～０．２％の差は測定 


誤差に吸収されうる程度の違いに過ぎず，通常＋


０．４％と考えて問題ないと思われる（図１０）。
２０１２年４月１日以降の日常診療においては，当面
HbA１c  NGSP 値と  HbA１c  JDS 値の併記とする
（図１１）。また論文投稿規程では  HbA１c  NGSP 値
使用は２０１２年４月１日以降とすることが，日本糖尿
病学会及びホームページで掲載されている。HbA
１c（NGSP）あるいは  A１Cについては，測定項目
として新たに  JLAC１０コードを設定することによ
り，HbA１c JDS 値と，HbA１c NGSP 値の混乱を
回避する目的で使用されることが予定されている。
２０１０年より，HbA１c（国際標準値）がすでに使わ
れていることから，今後の方向としては  HbA１c （出典：日本糖尿病学会「平成２４年４月１日以降の HbA１c 国際標準化について」）

NGSP 値に変えていくことになる。NGSP 値が日本 図１１
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でも使用可能になり，さらに日本がアジア地域の糖
尿病に関する HbA１cの標準化について連携の上，
指導的役割を果たし得る状況であるといえる。
一方，アメリカでの HbA１c NGSP 値も日本での

HbA１c JDS 値もいずれも IFCC 法がアンカーであ
り，それらの関係式が決定されている。すなわち
IFCC derived NGSP 値であり，これら IFCC値か
ら換算した HbA１c NGSP 値として用いることと
する。ヨーロッパの論文投稿では IFCC 値の表記が
明記され，記載が必要である。その換算式は IFCC
値（ mmol / mol）＝１０．９３×NGSP 値（％）－２３．５２
（mmol/mol）である。
２０１１年１２月，国際糖尿病連合（IDF）において HbA
１c Consensus Meeting が開催され，IDF Mbanya
会長が次回の IDF 会議で HbA１cの標準化作業に
取り組む姿勢を強調した。一方，その会議でもヨー
ロッパの主要な論文には，HbA１c IFCC 値（m mol
/mol）が継続して記載されることも確認された。し
かし，日本における  IFCC 値導入，併記に関して
は，IFCC Integrated Project HbA１c標準化委員
長の John Garry 教授が日本糖尿病学会とも折衝を
続ける姿勢であり，今後の動向が待たれる。
２０１２年１１月２６日，IFCC  HbA１c標準化委員長
John Garry 教授と NGSP の chairman David Sacks
博士（現在 NIH所属），Nottingham大学 Emma Eng-
lish 講師，滋賀大学医学部病院長柏木厚典先生（糖
尿病関連検査の標準化に関する委員会委員長）と私
（日本臨床化学会糖尿病関連指標専門委員会委員長）
が京都で対談を行い，日本での HbA１cの扱いに
ついて討議した。しかしながら，平成２５年度以降に
おける，HbA１c国際標準化の運用計画（厚生労働
省日本医師会保険者団体の協議を行い，２０１２年４月
１日よりの日常診療における HbA１cの運用を決
定した）を２０１２年１０月２４日に決定し，平成２６年４月
１日をもって，我が国における使用される HbA１c
の表記を全て NGSP 値のみとし，日常臨床等にお
ける JDS 値の併記は行わないと決定した。IFCC値
導入は NGSP 値が普及後に検討することにした。
一方，HbA１cの今度の課題として HbA１cの適

正運用を日本臨床検査医学会，日本糖尿用学会，日
本臨床化学会，日本臨床衛生検査技師会，日本臨床
検査標準協議会から構成される組織を２０１２年に作成

し，日本臨床検査薬協会より技術専門委員を加え，
６団体で組織作りをし，実質的な管理者として群馬
大学検査部村上正巳教授が委員長として，私が副
委員長として任命され，運営を行っている（図１２，
１３）。
この組織によって HbA１cの日本での整合性が 

（HbA１c 適正運用機構ホームページより）

図１２

HbA１c 適正運用機構
委員長
村上 正巳 群馬大学大学院教授

副委員長
難波 光義 兵庫医科大学内科学 糖尿病・内分泌・代謝科教授，


日本糖尿病学会検査標準化委員会委員長


武井 泉 東京歯科大学市川総合病院教授，日本臨床化学会

委 員
雨宮 伸 埼玉医科大学小児科教授，日本糖尿病学会学術評議員


植木浩二郎 東京大学大学院医学系研究科特任教授，


日本糖尿病学会常務理事
石橋みどり 新東京病院臨床検査室部長，日本臨床化学会常務理事
佐藤 麻子 東京女子医科大学教授，日本臨床化学会
〆谷 直人 国際医療福祉大学熱海病院検査部教授，

日本臨床検査標準協議会評議員


矢富 裕 東京大学大学院医学系研究科教授，


日本臨床検査医学会評議員
前川 真人 浜松医科大学教授，日本臨床検査医学会副理事長
永峰 康孝 徳島大学医学部保健学科，日本臨床衛生検査技師会

技術専門委員
望月 克彦 日本臨床検査薬協会技術委員会委員長，


富士レビオ（株）マーケティング部


安部 正義 日本臨床検査薬協会技術委員会副委員長，


アークレイ（株）事業推進部


山口 真理 日本臨床検査薬協会技術委員会副委員長，
ロシュ・ダイアグノスティックス（株）LCM部門

（順不同，敬称略）

（HbA１c 適正運用機構による）

図１３
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維持される予定であると思われる。更に各施設間の
HbA１c測定値の格差の是正を行い，HbA１cの認
証を行っていくことが重要である。このように長年
に亘り，HbA１cの標準化作業及び維持・管理機構
に携わってきたこれまでの経緯をここにまとめ，報
告する。
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