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大血管疾患予防を目指した
糖尿病治療を考える
ここ10年間で患者総数が倍以上と猛烈なスピードで増え続けている 2 型糖尿病。国際
的に見られるこの増加傾向はわが国でも著しく，2007年の国民健康・栄養調査によると，
「糖尿病が強く疑われる人」
は約890万人，可能性を否定できない人の約1,320万人を合わ
せると全国で2,200万人を超える人が糖尿病あるいはその予備群と考えられる。最近では，
糖尿病患者では健康人に比べて死亡リスクが高く，心血管疾患の頻度も 3 〜 4 倍に上ると
する報告もあり，心血管疾患の重大な危険因子と位置付けられるようになってきた。また，
ここ数年でわが国でもインクレチン関連薬が臨床に登場するなど，その治療現場にも変
化が生じている。ここでは，佐賀大学循環器内科学の野出孝一教授と琉球大学大学院内
分泌代謝・血液・膠原病内科学講座
（第二内科）
の益崎裕章教授に，それぞれ循環器・糖
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尿病専門医の立場から，大血管疾患予防のための糖尿病治療戦略など最新知見を聞いた。
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PROLOGUE研究の概要

目標血糖コントロール値：HbA1c値
（JDS値）
が5.8％未満または空腹時血糖値が110mg/dL未満
目標未達成：
併用薬の増量など
目標未達成：
シタグリプチン100mgに増量

A群：シタグリプチン群
骨格筋

遺伝的・解剖学的要因
代謝反応性の違い

心血管系

➡

グルコース
取り込み
皮下脂肪型肥満

遊離脂肪酸

➡

心血管機能

皮下脂肪に栄養を十分に蓄えられなければ，余剰エネルギー
（脂肪）
は内臓脂肪や非脂肪組織に
たまらざるをえない。この内臓脂肪型肥満では異所性脂質蓄積を伴っている
（益崎裕章氏提供）

MT0721̲p063̲064̲H.indd 64

シタグリプチン50mg※

〈対象患者〉
①食事・運動療法のみ
②食事・運動療法＋経口糖尿病治療薬
（DPP-4阻害薬以外の糖尿病薬で治療中）
①または②を3カ月以上実施にもかかわらず，
血糖コントロール不十分
〔HbA1c（JDS値）
が
5.8%以上9.0%未満〕
な2 型糖尿病患者

※

グリニド薬処方中の患者でA 群に割り
付けられた場合はグリニド薬を中止し，
シ
タグリプチンに切り替える。また既投与
糖尿病治療薬の研究開始時の減量も
可とする

DPP-4阻害薬以外の
経口糖尿病治療薬

B群：通常治療群
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