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はじめに

糖尿病の２０００年以上にわたる長い歴史は，病態の

解明，疾患概念の確立，インスリンの臨床応用，

種々のインスリン製剤の開発，血糖測定技術の進歩

など，基礎医学・薬学・臨床医学の研究者の情熱と

努力により築かれた。本稿では，まず糖尿病の歴史

を紹介し，次に小児糖尿病治療，特に２００１，２００３年

に相次いで発売された２つの新しいインスリンアナ

ログ製剤の使用経験を中心に述べたい。そして，こ

れこそが“究極のインスリン治療”であると実感し

た著者および１型糖尿病の子供達・御家族と感動を

共有していただければ幸いである。

糖尿病：疾患概念の歴史１）

糖尿病は，古くから特異な症状を示し悲惨な最後

を遂げる難病として認識され記録されてきた。しか

し，その疾患概念・病態が明らかになるまでには長

い時間がかかった。

１）疾患概念の歴史

糖尿病と思われる疾患の最古の記録は，紀元前

１５００年，Ebers のパピルスに記された記述にさかの

ぼる。筆者は不明であるが，多尿を来す難治の疾患

という意味の言葉が読み取れる。紀元３世紀ころ，

アレキサンドリア人のApolonius により，病的な口

渇，多尿，多飲をきたす疾患として記載された。紀

元２世紀にはトルコ領カッパドキアのAretaeus

が，ミステリアスな疾患としてDiabetes と名付け

た。その記載は，「肉と骨が液化して尿として絶え

間なく流出する。焼け付くような口渇を特徴とする

腎と膀胱の病気で，症状は徐々に現れる。主症状は

多尿とるいそうであり，それが完成すれば死は近

い。」という的確なものであった。しかし，甘い尿

の記載はないという。一方，紀元前３００年～紀元６００

年に書かれた古代インドのサンスクリット医学書に

は，これらの患者が甘い尿を排泄するという記載が

多くみられる。さらに膿瘍の多発，ケトアシドーシ

スを思わせる倦怠感，嘔吐などの症状，さらに糖尿

病昏睡を推測させる意識障害など，糖尿病の合併症

も多く記載されている。ヨーロッパにおいて糖尿病

患者の尿が甘いことに気づかれたのは，サンスク

リット医学書に遅れること１０００年以上，１７世紀に

なってからであった。

２）ヨーロッパにおける糖尿病疾患概念の変遷

ヨーロッパでは１８世紀になり甘い尿は糖を含むた

めであると確認された。１８９８年，Languesse が膵島

を見いだした。１９２１年のBanting と Best によるイ

ンスリン分離の成功は有名である。そして翌年１９２２

年，リリー社によるインスリン臨床応用は驚異的な

治療効果をもたらした。１９２３年には血糖測定法が進

歩し，血糖測定が容易になった。１９２８年には空腹時

１４０mg/dl 以上，食後１７０mg/dl 以上の血糖を示す
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ものが true diabetes と定義され，糖尿病は耐糖能

異常を示す疾患と認識された。１９３６年になると，糖

尿病には“insulin-sensitive”と“insulin-insensitive”と

いう異なる病態が存在することが確認され，１９５５

年，前者を１型（若年発症のやせ型糖尿病），後者を

２型（中年以降発症の肥満型糖尿病）と分類した。表

１に１型と２型糖尿病の特徴をまとめた。

１型糖尿病治療の歴史

糖尿病治療の目標が合併症を最小限に抑えること

であるのは周知のことである。しかし，インスリン

臨床応用以前における糖尿病治療の概念は全く異な

るものであった。１型糖尿病の疫学，糖尿病治療の

歴史について簡単にまとめたい。

１）１型糖尿病の疫学・予後２，３）

日本人の小児１型糖尿病発症率（１５歳以下）は人口

１０万人あたり約２人である。本症発症頻度の人種差

は大きく，中国人は最も少なく０．１人，フィンラン

ド人は最も多く３６．５人である。一方，本邦１型糖尿

病の合併症発症率・予後は必ずしも良好とは言えな

い。糖尿病性腎症関連死亡率はUSAの２．５倍，２０

年間の累積死亡率は１６％で，諸外国の３～１２％に比

し高い。死亡リスクは一般人口との比較で約５倍で

あり，２５年前からの欧米の成績，２～３倍をはるか

に上回る。糖尿病にとって理想的とさえ言われる和

食文化をもつ日本人が不良な転帰をたどる理由は何

であろう。食習慣や生活習慣の欧米化，糖尿病診療

体制整備の遅れなどが要因となっている可能性が考

えられる。

２）インスリン臨床応用以前の治療４）

インスリン臨床応用以前には，小児糖尿病の余命

は２年といわれた。糖尿病患者全体の平均余命は５

年で，死因の６割は昏睡であった。糖尿病患者を救

おうと１８世紀末から糖質制限，肉食推奨，低カロ

リー，牛乳療法，馬鈴薯療法，飢餓療法，蛋白制

限・高脂肪食等々，様々な食事療法が試みられた。

しかし残念ながら予後は改善されなかった。

３）インスリン治療の歴史

１９２２年に１型糖尿病への臨床応用が開始されたイ

ンスリンは，作用持続時間が短かったため頻回の注

射を要した。しかしインスリン治療の効果は劇的で

あり，全身状態の改善，発育促進，昏睡の激減を認

め，１型糖尿病の生命予後は飛躍的に改善した。１９３６

年，持続型インスリンが開発され注射回数を減らす

ことができるようになった。しかし一方，夜間低血

糖の問題が出現した。１９８７年ヒトインスリンが開発

され抗インスリン抗体産生の回避が可能となった。

２００１および２００３年には新しいインスリンアナログ製

剤として超速効型および持効型インスリンが開発さ

れた。インスリン臨床応用から８０年間でインスリン

治療は驚異的な進歩を遂げた。

４）インスリン注射器・血糖測定器の進歩

従来インスリン注射には単位目盛りのついたプラ

スチック製使い捨てインスリン用注射器が使用され

ていた（図１ａ）。インスリンを冷所保存し，注射の

度にインスリンをバイアルから吸い注射しなければ

ならなかった。１９８８年に開発されたペン型注射器は

インスリンを充填したガラス製カートリッジを内蔵

し，１単位刻みの注射量設定が可能であった（図１

ｂ）。常温保存可能で，注射時に針を付けるだけで

インスリンを正確かつ簡単に注射できるようにな

り，外出先での注射が容易になった。

５）簡易血糖測定器の開発と自己血糖モニター

１型糖尿病治療の血糖コントロールを良好に保つ

ためには self-monitoring of blood glucose（SMBG）

は不可欠である。簡易自己血糖測定器の開発は

SMBGを可能とし，その結果，患者自身が自分の

生活，食事，さらにインスリン投与量を管理するこ

とができるようになった。簡易血糖測定器は１µl

の血液注入後，５秒で結果が表示するような優れた

機種が発売されている。図２は１型糖尿病患児が自

表１ 糖尿病の分類

１型 ２型

発症機構 自己免疫性
特発性

遺伝的背景

インスリン分泌 低下→枯渇 亢進～低下

家族歴 家族内発症少ない 多い

発症年齢 小児～思春期
中高年でも発症

若年発症増加
４０歳以上に多い

肥満度 肥満と無関係 肥満・肥満の既住

自己抗体 陽性率高い 陰性

治療 インスリン治療
食事・運動

食事・運動療法
経口薬・インスリン
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ら記入した自己血糖記録用紙であるが，自己血糖予

測が適切にできるようになれば測定回数を減らすこ

とができる。

小児１型糖尿病治療の実際

１）小児糖尿病治療の特徴

小児１型糖尿病は糖尿病家族歴も肥満もない小児

に突然発症するため，患児および家族の疾患受容は

しばしば困難である。そして患者および家族の疾患

受容の良否が予後の良否を決定する。従って，医学

的，社会的，そして心理的な面に充分配慮された初

期教育が重要である。著者は，１型糖尿病の初発症

例に対して，順調な治療により発症前に近い自由な

生活が可能となることを最初に伝えることにしてい

る。そして受け入れがたい事実に向き合った患者，

家族の心の動きに対する感度を高めるように努めて

いる。また患児の年齢に関わりなく，たとえ幼児に

対しても糖尿病とは何か，自分がやらなければなら

ないことは何かを，絵本などを使い説明する。退院

後は，幼稚園・学校との連携も重要である。

図１ インスリン注射器の変遷
ａ．使い捨てプラスチック注射器：目盛はUNIT
ｂ．ペン型注射器（ノボ・ノルデイスクファーマ社製）：インスリン充�ガラス製カートリッジ
を注射器にセットし３１ゲージの使い捨て針を使用する

図２ SMBG記録
左：１２歳男児，右：１０歳女児
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２）１型糖尿病治療のゴールと強化インスリン療法

ヒトの生理的インスリン分泌には，１日中ほぼ一

定レベルで分泌される基礎分泌と，食事に伴う血糖

上昇と連動して分泌される追加分泌がある。インス

リン分泌不全を病態とする１型糖尿病治療のゴール

は，インスリン注射によって生理的インスリン分泌

動態に限りなく近い体内インスリン動態を作ること

である。

現在使用されている４種のインスリン製剤の作用

時間を図３に示す。インスリン療法には種々の方式

がある。速効型インスリン（Ｒ）と中間型インスリン

（Ｎ）との混合製剤を１日２回注射する方法（図４）

は，母親の管理下で生活する乳幼児，幼稚園や学校

での自己注射が難しい小学校低学年までの治療にお

いてメリットがある。しかし，２回の固定された時

刻の注射で良好な血糖を得るためには，食事，運動

療法をある程度厳格にする必要が出てくるというデ

メリットもある。

強化インスリン療法（中間型インスリン１日１回

注射＋食前の速効型インスリン注射１日３回）は，

より自由な生活とより良好な血糖コントロールをめ

ざして１９８０年頃から試みられるようになった。米国

Diabetes Control Complication Trial（DCCT）が行っ

た（１９８２～１９９３年）１型糖尿病成人患者１４４１人におけ

る治療成績では，１日１～２回注射群（Ａ群）と強化

インスリン療法群（Ｂ群）において平均血糖値・

HbA１c を比較した結果，Ａ群は２３１mg/dl・８．９％，

Ｂ群は１５５mg/dl・７．１％であった。強化インスリン

療法は明らかに良好な治療成績を示した５）。その

後，本療法の普及とともに，その限界が指摘される

ようになった。それは中間型インスリンの作用に

ピークがあり，かつ中間型インスリンの皮下からの

吸収にばらつきがあることによるものであった６）。

３）２種類の新しいインスリンアナログ製剤の発売

２００１年に超速効型インスリン（インスリンアスパ

ルト），２００３年に持効型インスリン（インスリングラ

ルギン）が発売された。超速効型インスリン（Ｑ）は

皮下注射後１０～２０分で作用発現し約３時間で作用が

切れる。Ｑ（インスリンＢ鎖２８位のプロリンをアス

パラギン酸に置換・図５）は注射後６量体から２量

体が形成されるのを阻害される構造となっているた

め，直ちに単量体となり速やかに吸収され超速効型

となる（図６）７）。一方，持効型インスリン（Ｇ）は注

射後１時間程度で作用発現し約２４時間近くピークの

ないインスリン作用を示す。Ｇ（インスリンＡ鎖２１

位のアスパラギンをグリシンに置換，Ｂ鎖末端にア

ルギニンを２個付加・図７）は皮下組織（pH７．４）で

直ちに等電点沈殿を起こして不溶化するため，血中

への吸収が緩徐となるため持効性となる（図８）８）。

この２種のインスリンアナログ製剤ＱとＧは，まさ

図４ 混合製剤による１日２回注射法

図３ 各種インスリン製剤皮下注射後のインスリン効果と
作用時間

図５ インスリンアスパルトの構造
Ｂ鎖２８位をAspに置換したヒトインスリンアナログ製剤

田中：１型糖尿病治療の進歩１７０
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に追加分泌と基礎分泌を模倣するために作られた製

剤と言える。

４）１型糖尿病患児におけるＱ＋Ｇの強化インスリ

ン療法

市川総合病院小児科で治療中の１型糖尿病患児は

１４名で，発症年齢は３～１４歳，罹病期間は１～１２年

である。このうち強化インスリン療法をRRRN（各

食前Ｒ＋就寝前N）からQQQG（各食前Ｑ＋夕食前

Ｇ）に変更した３症例の治療結果をまとめた９）。

症例１：１０歳女児

家族歴・既往歴：特記することなし

現病歴：９歳時（２００２年１０月），口渇・多飲・多尿を

主訴に当科受診，HbA１c１１．９％，１型糖尿病と診断

し治療を開始した。

治療経過：インスリン混合製剤の２回皮下注法で

HbA１c は７．０％前後であった。数ヶ月後から食後高

血糖と頻回の低血糖，HbA１c の上昇８％を認めた

ため，２００３年６月，RRRNの強化インスリン療法

に変更。HbA１c は６．９％に改善したが血糖変動幅は

依然大きく低血糖は減らなかった。そこで食事２０００

Cal，生活スタイルを変えず，２００４年３月QQQ/G の

強化インスリン療法に変更した。治療経過を表２，

治療法変更前後の血糖プロフィルを図９に示した。

治療変更後の経過：血糖変動幅は著明に縮小し低血

糖頻度が減少HbA１c は６．１％に低下した。患児自身

によるインスリン体内動態の予測が容易になり自己

血糖予測が正確になった。それに伴い血糖測定回数

が減り，また学校での低血糖の減少は学校生活の不

安を解消した。

症例２：１４歳男児

家族歴・既往歴：特記することなし

図６ 速効型インスリンと超速効型インスリンの吸収
Brange J et al : Advanced drug delivery３５：３０７，１９９９より引用

図７ インスリングラルギンの構造
Ａ鎖２１位のAsn を Gly に置換，Ｂ鎖末端にArg を

２個付加したヒトインスリンアナログ製剤

歯科学報 Vol．１０５，No．３（２００５） １７１
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現病歴：１０歳時（２００１年３月），口渇・多飲・多尿の

ために当科受診，HbA１c１０．８％。１型糖尿病と診断

し治療を開始した。

治療経過：インスリン混合製剤の２回皮下注法で

HbA１c７．０％前後を維持していた。内因性インスリ

ン分泌能低下と思春期のためにコントロール不良と

なりHbA１c８％台と高値となったため，２００３年１２

月（１２歳時），強化インスリン療法に変更した。HbA１c

は８．４から７．４％に改善したが，朝の高血糖（平均３００

mg/dl）が持続した。食事２１００Cal，間食時にＱ追加

投与，運動は卓球部活動２時間を週３日，体育の授

業，生活の中では可能な範囲では歩くという生活ス

タイルを変えず，２００４年２月QQQ/G の強化インス

リン療法に変更した。治療経過を表３に，治療変更

前後の血糖プロフィルを図１０に示した。

治療変更後の経過：朝の高血糖と頭痛は消失し，血

糖変動幅の縮小とともにHbA１c は５．６％と正常範囲

となり，低血糖は減少した。インスリン体内動態の

表２ 症例１（１０歳 女児）

治療変更日 １２／１２／２００３ ５／２／２００４

投与スケジュール
投与量 （単位）

R-R-R-N
１１‐１０‐１１‐１１

Q-Q-Q/G
８‐１０‐１２／１０

血糖値 朝食前
（mg/dl） 昼食前

昼食後
夕食前
就寝前

１９１±６７
１２２±６７
１６１±８８
１６０±８５
１６８±８０

１６８±５７
１３５±６３

１２９±６７
１０５±３４

HbA１c （％）
体重 （kg）
身長 （cm）

６．４～７．２
２８
１３２

６．１（５／１８／２００４）
３２（－０．８SD）
１３５（－１．１SD）

表３ 症例２ （１４歳 男児）

治療変更日 １２／２４／２００３ ３／１０／２００４

投与スケジュール
投与量 （単位）

R-R-R-N
２０‐１９‐１９‐２３

Q-Q-Q/G
２０‐２０‐２０／２２

血糖値 朝食前
（mg/dl） 昼食前

夕食前
就寝前

３００±１０３
１６７±８４
１５２±６３
１９６±８２

１６６±６３
１５１±８９
１７８±９２
２０５±７０

HbA１c （％）

身長 （cm）
体重 （kg）

８．４（１／６／２００４）
７．４（２／１３／２００４）

１５７．５
４７．０

６．１（４／２０／２００４）
５．８（６／３／２００４）
１５９．８（－０．１SD）
４９．８（－０．１SD）

図８ グラルギンの持続化機序
Kramer W. Exp Clin Endocrinol Diabetes１０７（suppl２）：s５２－s

６１，１９９１ 一部改変
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予測が容易なため自己血糖予測が正確になり，その

結果，補食の要否やＱの注射量が適切に判断できる

ようになった。現在，完全フリーダイエットで運動

量を気遣う必要もない。患児は糖尿病発症前と同等

の自由な生活で良好な血糖を維持できると自信を示

している。

症例３：２１歳女性

家族歴・既往歴：特記することなし

現病歴：９歳時，学校検尿で尿糖陽性。３ヶ月後，

体重減少を認め当科初診となった。HbA１c１３．４％，

１型糖尿病と診断しインスリン２回皮下注法で治療

を開始し約２年間は良好なコントロールであった。

治療経過：疾患受容および運動・食事療法の実行が

困難で思春期以降は軽度の肥満が持続した。１２歳頃

からHbA１c９％以上が持続したため，１４歳時に強

化インスリン療法に変更した。しかし運動・食事療

法が不十分なため血糖は改善しなかった。心理カウ

ンセリングを試みたが疾患受容に至らなかった。短

大入学後，通学路で往復４０分の徒歩を継続していた

が，過体重（身長＋１．２SD，体重＋２．０SD）が続い

た。血糖記録はHbA１c 値から考えて真の値ではな

いと思われた。食事２０００Cal，運動は通学路の徒歩

のみという生活スタイルを変えず，２００４年３月QQQ

/G の強化インスリン療法に変更した。

インスリン変更後の経過：治療変更前後において血

糖記録には変化がないが，HbA１c 値は９．２％（２００４

年３月）から６．５％（同年８月）に改善した。HbA１c

の改善とともに倦怠感，食後の口渇が消失した。運

図９ 症例１・治療変更前後の血糖プロフィル
左：RRRN＝１１‐１０‐１１‐１１，HbA１c ６．４～７．２％
右：QQQ/G＝８‐１０‐１２／１０，HbA１c ６．１％

図１０ 症例２・治療変更前後の血糖プロフィル
左：RRRN＝１９‐１９‐１９‐２１，HbA１c ７．４％
右：QQQ/G＝２０‐２０‐２０／２３，HbA１c ５．８％
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動嫌いは変わらず今後も努力して運動する意志はな

いようである。本人の好む生活スタイルを変更せず

に血糖改善が得られたことが患者に希望をもたせ

た。このことが今後の疾患受容に繋がると期待して

いる。

以上の経験から肥満，高脂血症などを合併してい

ない１型糖尿病患児においては，Ｑ＋Ｇの強化イン

スリン療法により完全フリーダイエットの下，自由

な生活で良好な血糖が得られることが確認された。

今回呈示した３人が本治療法に変更後，血糖プロ

フィルの著明な改善と自由な生活を得て見せてくれ

た，自信に満ちた明るい笑顔は感動的であった

不自由なインスリン注射器での治療，SMBGも

できず，生活習慣の改善ができないまま思春期に糖

尿病性昏睡で短い生涯を終えた子供達を経験した時

代を振り返ると，治療環境の整った状況下でのＱ＋

Ｇの強化インスリン療法は“究極のインスリン療法”

と言える。現在，１型糖尿病を新たに発症した患児

と家族に，この治療により発症前とほぼ同様な自由

な生活ができることを伝えられることは喜ばしいこ

とである。

今後の１型糖尿病治療

今後，生活の多様性に対応しうるさらに新たなイ

ンスリン注射製剤の開発や，経肺投与，経口投与可

能なインスリンの開発・臨床応用が待たれている。

また再生医療技術の進歩とともに人工膵島の開発，

臓器移植技術の進歩による膵移植なども期待され

る。
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