
糖尿病 

糖尿病～疾患編～ 

糖尿病は、血糖値が高い状態のまま放置すると病状はゆっくりと確実に進行していきます。 

初期の段階では自覚症状に乏しいものの、やがて神経や目、腎臓などに重篤な合併症を引き

起こし、動脈硬化による心筋梗塞や脳梗塞などのリスクも高まります。 

しかし、病気について理解しきちんと治療を続ければこれらの合併症を防ぐことができ、健

康な人と同じように生活し、天寿を全うすることも可能です。 

このコンテンツでは糖尿病の病態や診断方法を中心に 

【糖代謝と血糖調節の仕組み】 

【疫学】 

【糖尿病の原因】 

【分類と成因】 

【合併症】 

【診断と検査】 

の順に詳しく見てまいります。 

 

糖代謝と血糖調整の仕組み 

糖尿病を理解するために必要な糖代謝と血糖調節の仕組みから見ていきます。 

糖代謝 

糖代謝とは 

糖代謝とは、食事として摂取した糖質を各臓器がエネルギー

として消費し、余分のエネルギーは飢えに備えて蓄え、必要

な時に利用する仕組みです。 

食事で摂取した糖質は、胃や小腸などで最小単位である単糖類に

まで消化され、小腸で吸収されます。 

消化された単糖類は血液中に溶け込み、肝臓で全てブドウ糖に代

謝され全身に運ばれます。 

体の細胞は血液中からブドウ糖を取り込みエネルギー源としま

す。 

このとき余ったブドウ糖は、肝臓や筋肉ではグリコーゲンとし

て、脂肪組織では中性脂肪として蓄えられます。 

ブドウ糖が不足した時にはグリコーゲンが再びブドウ糖に分解されて使用され、また中性

脂肪から分解された脂肪酸もブドウ糖の代替エネルギー源として利用されます。 

ブドウ糖＝グルコース 

日本では、果物のぶどうから発

見されたため、『ブドウ糖』とい

う名前が付きました。 

グリコーゲン 

グリコーゲンは、ブドウ糖が何

個も連なり枝分かれし、貯蓄に

適した形になったものです。 

 



血糖と血糖値 

血液中に含まれるブドウ糖のことを血糖といい、血液中のブドウ糖濃度のことを血糖値と

言います。 

血糖は、全身に張り巡らされた血管を介して全身の各臓器にエネルギー源としてブドウ糖

を供給する役割を担っています。 

ブドウ糖はエネルギー源として不可欠であり、脳や筋肉などを中心に就寝中も利用されて

います。 

もし、血糖値が低下して全身の各臓器に必要量のブドウ糖が供給されなくなると、生命を

維持することはできません。 

そのため、どんな時でも全身の臓器がブドウ糖の不足をきたさないように、血糖をほぼ一

定に保つための血糖調節の仕組みが発達しています。 

血糖調整  

 この血糖調節の仕組みには、体内で分泌される2種類のホルモンが関わっています。 

血糖値に関係するホルモン 

血糖値を直接的に下げるホルモンとしては、膵臓内のランゲルハンス島β細胞から分

泌されるインスリンが唯一のホルモンです。 

インスリンは、主に血糖の細胞内取り込みを促進することで血糖値を低下させます。 

β細胞からのインスリン分泌を増強することで、間接的に血糖値を下げるインク

レチンというホルモンがあります。 

インクレチンは、食事の摂取が刺激となり小腸から分泌されます。 

血糖値を上げるホルモンとしては膵臓内のランゲルハンス島α細胞から分泌される

グルカゴンの他、カテコールアミンなどがあります。 

これらは、主に肝臓からブドウ糖を血液中に放出させ血糖値を上昇させます。 

食事が取れない安静時や睡眠中も含めて、絶えず一定量のエネルギーは消費されて

おり、それを賄うため膵臓のα細胞からグルカゴンが分泌され、その働きで肝臓か

らブドウ糖が放出され続けています。 

 

基礎分泌 

膵臓のβ細胞からは肝臓からのブドウ糖の放出と全身におけるブドウ糖の取り込みを適合

させるため、常に一定量のインスリンが分泌され続け、血糖値が上昇しないよ

うに調節しています。 

この状態でのインスリン分泌は基礎分泌と言います。 

通常はこのように、グルカゴンとインスリンの分泌のバランスにより血糖値は一定に保た

れていますが、空腹状態や食後においては状況が変わってきます。  

 



追加分泌 

空腹状態が続いて血糖値が低下してくると、インスリンの分泌は抑制されグルカゴンの分

泌が亢進します。 

グルカゴンは、肝臓でのグリコーゲンの分解や新たなブドウ糖の合成糖新生を促し、血液

中へのブドウ糖の放出を促進して血糖値は上昇します。 

このような状態で放出されたブドウ糖は、脳などの重要臓器で優先的にエネルギー源とし

て使用されます。 

脳や赤血球などでは、インスリンに依存することなくいつでもブドウ糖を取り込み活用で

きるようになっています。 

一方、食事などにより血糖値が上昇した場合には、膵β細胞が血糖上昇を感知し膵α細胞か

らのグルカゴン分泌を抑制して瞬時にインスリン分泌が亢進します。 

この時のインスリン分泌を追加分泌と言います。 

このインスリン追加分泌により、肝臓・筋肉・脂肪組織などへの糖の取り込みが促進さ

れ、血糖値は低下します。 

また、インスリンには肝臓のグリコーゲンがブドウ糖に分解されるのを抑えたり、ブドウ

糖の放出を抑えたりし、血糖値が上昇しすぎないように調節しています。 

 
これは、現行の人の1日のインスリン分泌動態と血糖値推移の模式図です。 

常に少しずつ一定量分泌されるインスリン基礎分泌と、食事で血糖値が上昇するために上

昇分に見合う量が瞬時に分泌されるインスリン追加分泌の共同作業により、1日の血糖値

はほぼ一定の範囲に保たれています。  

 



疫学 

糖尿病について疫学も含めてみて行きます。 

糖尿病 

概要 

糖尿病は、『インスリン作用不足による慢性的な高血糖状態を主徴とする代謝疾患群』と

定義されています。 

つまり、インスリンの分泌量不足や引きが悪いことにより、細胞内に血糖が十分取り込ま

れないため、取り込まれなかった血糖が残ってしまうため血糖値が高くなり、慢性的な高

血糖状態が続くのが糖尿病です。 

症状 

糖尿病は、血糖値がそれほど高くない初期の段階ではほとんど自覚症状はありません。 

しかし、中等度以上の高血糖状態が持続するようになると、【口渇・多飲・多尿・体重減

少・疲労感など】の特徴的な症状が現れるようになります。 

また、慢性的な高血糖状態は【網膜症・腎症・神経障害・動脈硬化性疾患など】の合併症

を発症・進展させます。 

糖尿病合併症は、透析や下肢切断・失明など悲惨な終末像につながるだけでなく、国民医

療費を増加させる一因にもなり、社会問題となっています。 

有症率 

厚生労働省の『国民健康栄養調査』によると、糖尿病が強く疑われる者の割合は平成30年

ですと男性が18.7％、女性が9.3%となっています。 
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人口から当てはめると、男性が約1100万人、女性が600万人で合計約1700万人にも上り

ます。 

また、これに糖尿病予備群が加わると、その数は膨大になります。 

平成20～30年のデータを見てみると、男女ともに特に目立った増減はしていません。 

年代別でみてみると、男女共に高齢になるほどその割合は増えています。 

2017年の日本透析医学科の調査では、糖尿病腎症による透析導入患者は年間16,492人で

全体の42.5％に上り、新規透析導入原因疾患の第1位となっています。 

また、壊疽により下肢切断に至る患者は毎年3000人以上に達し『糖尿病のため30秒に1人

の割合で、世界のどこかで足が失われている』と言われるほどです。 

糖尿病網膜症による失明は、毎年約3000人にも上り成人後の失明原因の第2位で、50～6

0代では第1位となっています。 

 

 

 

糖尿病の原因 

慢性高血糖をきたす病態について見ていきます。 

インスリン作用不足  

糖尿病の慢性高血糖状態はインスリン作用不足によって生じますが、インスリン作用不足は

インスリン分泌障害とインスリン抵抗性に起因しています。 

それぞれ、図を交えながらどのような仕組みになっているか見てみましょう。 

 



インスリン分泌障害 

インスリン分泌障害は、膵β細胞から血糖上昇に見合う量のイン

スリンが分泌されないことや、血糖上昇とインスリン分泌のタ

イミングにズレが生じている状態です。 

インスリンの分泌反応は、血糖上昇を感知して膵β細胞の表面に

発現した糖を輸送するGLUT2が細胞内にブドウ糖を取り込むこ

とから始まります。 

取り込まれたブドウ糖は代謝を受け、 ATP エネルギーが産生さ

れます。 

この ATP の濃度が増すと膵β細胞表面のカリウムチャネルが閉

じます。 

すると、カリウムが細胞外に出なくなり細胞膜の脱分極が起こ

り、細胞内外電位差が生じます。 

その結果、カルシウムチャネルが活性化し、カルシウムが細胞内に流入して細胞内カルシ

ウム濃度が上昇します。 

これが引き金となりインスリンの分泌が起こります。 

また、小腸への栄養素流入が刺激となって分泌されるインクレチン(GLP-1)は、膵β細胞

のインクレチン受容体(GLP-1受容体)に結合しサイクリックAMP(cAMP)の再生を介し

て、ブドウ糖によるインスリン分泌(惹起経路)に働きインスリンの分泌を増幅します。  

 
 

GLUTとは 

グルコース・トランスポーター 

(Glucose Transporter) 

小腸粘膜細胞に存在する 

糖の吸収に特化した運送装置

のことです。 

発現している場所によって構成

アミノ酸が違うので、その特徴も

少しずつ違いがあります。 

ブドウ糖 

ブドウ糖 



慢性高血糖状態の成因となるインスリン分泌障害は、インスリンを分泌するβ細胞が何ら

かの理由で破壊されて細胞数が減少したり、インスリン遺伝子の異常などによってインス

リン抵抗性障害が起きたり、血糖上昇を感知してインスリン分泌を促すシグナル伝達過程

に異常が生じたりして起こると考えられています。 

◎β細胞の減少やインスリン生合成障害 ⇒ インスリン分泌量の低下 

◎シグナル伝達過程の異常 ⇒ インスリン追加分泌のタイミングの遅れ 

この様な要因が主に関わっていると考えられています。 

また、血糖上昇を感知してインスリン分泌を惹起する経路が正常に機能している場合で

も、インクレチン作用が減弱するとインスリン分泌障害を起こします。 

食後のインスリン分泌の約50%以上はインクレチンの作用によって生じると言われてお

り、インクレチン作用不足は特に食後のインスリン分泌量低下に関わっていると考えられ

ています。 

インスリン抵抗性 

それではインスリン抵抗性はどのようにして起こるのでしょう。 

インスリン抵抗性は、インスリンが分泌されているにも関わらずインスリンの効きが悪い

ため、組織の細胞内に血糖が十分取り込まれない状態をいいます。 

ブドウ糖の細胞内への取り込みは、インスリンが肝臓や筋肉・脂肪細胞の細胞膜上にある

インスリン受容体に結合すると細胞内にその情報が伝わり、糖を輸送するタンパクGLUT

4が細胞膜に移動することで行われます。 

 

 

運動 

ブドウ糖 



しかし、生活習慣の乱れなどによる肥満、とりわけ内臓脂

肪型肥満では、肥大した脂肪細胞から遊離脂肪酸や TNF-

αなどのアディポサイトカインの分泌が亢進しています。 

このアディポサイトカインの作用によって、インスリン受容体

による細胞内への情報伝達が障害されインスリン抵抗性が起こ

ると考えられています。 

その他に、インスリン抵抗性にはインスリン受容体数の減少や

インスリン拮抗物質の存在などの関与も考えられています。 

また、高血糖の状態が長期間続くとインスリン分泌がさらに低

下するとともに、肝臓・筋肉・脂肪組織のインスリン抵抗性が

増大し、その結果さらにひどい高血糖状態を招くという悪循環

を引き起こします。 

これを糖毒性といい、糖尿病を悪化・進展させる要因として重要です。 

 

分類と成因 

糖尿病の分類と成因について見ていきます。 

糖尿病の分類  

糖尿病は、その成因により 

【1型糖尿病・2型糖尿病・その他の特定の機序疾患による糖尿病・妊娠糖尿病】 

の4つに分類されています。 

この中で最も多いのは2型糖尿病です。 

日本人では、2型糖尿病が糖尿病全体の約95%を占め、残り約5%のほとんどは1型糖尿病

です。 

つまり1型と2型の糖尿病で日本人の糖尿病の大部分を占めています。 

糖尿病の成因  

1型糖尿病 

1型糖尿病の半数以上は、遺伝的素因のあるところにウイルス感染などの環境因子が引き

金となって自己免疫異常などを起こし、膵β細胞の80～90%が破壊されることにより発症

すると考えられています。 

多くの場合、インスリンは最終的には完全に分泌されなくなり完全なインスリン依存状態

となります。 

その他、1型糖尿病には自己免疫が関与しない特発性のものもあります。 

アディポサイトカインとは 

脂肪細胞から分泌される生理

活性物質(生体の特定の生理

的調節機能に対して作用する

物質)の総称です。 

善玉と悪玉があり、TNF-αと

遊離脂肪酸は悪玉に分類され

ます。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E7%90%86%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E7%90%86%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%9C%E7%94%A8


1型糖尿病の多くは数週間から数ヶ月の経過で急性に発症

します。 

発見のきっかけとなるのは、絶対的なインスリン不足に

よる口渇・多飲・多尿などの高血糖症状や代謝異常の悪

化による体重減少もしくは糖尿病ケトアシドーシスによ

る意識障害などの出現です。 

1型糖尿病は、以下のように分類されます。 

劇症1型糖尿病 

他に比べて急激に発症し、1週間前後でインスリン依存状態に陥るタイプです。 

すぐに治療をしなければ糖尿病ケトアシドーシスになり、危険な状態になることもある

ので、早期発見が重要です。 

急性発症1型糖尿病 

他に比べて最も頻度の高い典型的なタイプです。 

発症から数か月でインスリン依存状態に陥りますが、一時的に残っている自分のインス

リンの効果が改善する時期(ハネムーン期)がある人もいます。 

インスリン治療をする必要があります。 

緩徐進行1型糖尿病(SPIDDM) 

半年～数年かけて、ゆっくりとインスリン分泌が低下していくタイプです。 

はじめは2型糖尿病のようにインスリン治療をしなくても血糖値を抑えることが可能です

が、検査や治療を進めるうちに緩徐進行1型糖尿病だと分かる場合もあります。 

2型糖尿病 

2型糖尿病は、糖尿病になりやすい遺伝的素因に環境因子が加わることにより、インスリ

ン分泌障害やインスリン抵抗性によるインスリン作用不足をきたし、その結果慢性的な高

血糖状態を呈して発症すると言われています。 

病態におけるインスリン分泌障害とインスリン抵抗性の関与の程度は、患者それぞれで異

なります。 

最近では、糖毒性などの代謝障害が二次性にブドウ糖の処理能力を悪化させることも分か

っており、糖尿病の病態形成に関わる因子として注目されています。 

2型糖尿病を誘発する環境的要因としては、肥満・過食・運動不足・ストレス・加齢など

が挙げられます。 

2型糖尿病は、1型糖尿病と異なり進行が緩やかであるため、発症しても長期間自覚症状に

気づかなかったり、早期に診断されても自覚症状が乏しいために受診や治療を中断してし

まったりすることが多くあります。 

しかし、この間にも病態は進行し、何らかの自覚症状が現れた時にはすでに合併症が存在

していたり、重症化していたりすることが多くあります。 

糖尿病ケトアシドーシス(DKA)とは 

インスリン絶対的欠乏によって起きる 

酸性血症(アシドーシス)のことです。 

多尿・嘔吐・腹痛などの症状が現れ、進

行すると昏睡と意識障害を起こし、死亡

する場合もあります。 



1型と2型の比較 

1型糖尿病と2型糖尿病の特徴を簡単にまとめると、下の図の通りです。

1型糖尿病 2型糖尿病

割合 約5％ 約95％

年齢

小児～青年期 中高年※1

家族歴 少ない 高頻度

インスリン依存性 最終的に依存となる 依存しないことが多い

インスリン分泌 絶対的欠乏 軽度～中度

インスリン抵抗性 なし あり

自己免疫

遺伝因子　など

環境因子

遺伝因子

発症形式 急激～緩やか 緩やか

体系 平均～痩せ 平均～肥満が多い

昏睡 糖尿病ケトアシドーシス 高浸透圧高血糖症候群

インスリン適応 絶対的適応 インスリン分泌障害の場合は適応

傾向血糖降下薬 無効 有効

食事・運動療法 補助的 最重要

疫学

病態

発症因子

臨床像

治療

 
 

 

 

 

合併症 

糖尿病の合併症について見ていきます。 

糖尿病の合併症は、高血糖によって血管や神経が障害されるため全身のいたるところに現れ

ます。 

合併症には急激かつ高度のインスリン作用不足によって起こる急性合併症と、高血糖状態の

長期間にわたる持続によって起こる慢性合併症があります。 

日常生活に著しい障害をもたらして QOL を低下させ時には、命を落とすことさえありま

す。 

急性合併症  

急性合併症の代表的なものとして糖尿病性昏睡が挙げられます。 



糖尿病性昏睡 

高血糖性による昏睡には、糖尿病ケトアシドーシス・高浸透圧高血糖症候群によるものが

あります。 

糖尿病ケトアシドーシスは、1型糖尿病の特に高齢者に多く著しい高血糖と脱水状態によ

って昏睡が起こります。 

この他、糖尿病治療薬のインスリン・スルホニル尿素(SU)薬などによる過剰な血糖降下作

用による低血糖昏睡や、乳酸アシドーシスによるものがあります。 

慢性合併症  

慢性合併症としては、主に小動脈や毛細血管に障害が起こる細小血管症や、大血管の動脈硬

化の進展によって障害を生ずる大血管症が重要です。 

細小血管症は、細い血管ほど高血糖による障害を受けやすいために起こる糖尿病に特徴的な

合併症です。 

体内でも特に細い血管を持つ眼・腎臓・神経にそれぞれ起こる網膜症、腎症、神経障害が代

表的な細小血管症で、この３つを糖尿病の三大合併症と呼びます。 

三大合併症 

 

網膜症は、初期には自覚症状がほとんどなく、視界がぼやける黒い霧のようなものが目の

前をちらつくなどの症状が現れる頃にはかなり進行していることが多くあります。 

 

腎症は初期には微量アルブミン尿、進行すると顕性アルブミン尿が認められ、最終的には

末期腎不全に至り人工透析が必要となってしまいます。 

 

神経障害は、合併症の中では比較的早期から出現し頻度の最も高い合併症です。 

手足のしびれ・痛み、排尿・便通異常などの多彩な症状で患者に苦痛を与えます。 

一方、動脈硬化による大血管症は糖尿病に特異的とは言えず、糖尿病自体が危険因子とな

り高血圧や脂質異常症肥満、喫煙などの他の原因と絡み合って発症します。 

代表的なものとして、脳梗塞などの脳血管障害や心筋梗塞などの冠動脈疾患、末梢動脈疾

患などがあります。 

糖尿病の慢性合併症は、発症後数年経ってから現れます。 

細小血管症の中では、神経障害が3～5年と比較的早く現れ、網膜症は5～10年で、腎症は

10年以上経ってから症状が現れると言われています。 

一方、大血管症は糖尿病の初期から症状がないまま静かに進展していきます。 

糖尿病の罹病期間とは無関係に発症し、気づいた時には重症化していることが多くありま

す。 

 



アルブミン尿 

アルブミン尿とは、血漿の中にあるタンパク質の一種アルブミンが尿に流れ出ている状

態です。 

アルブミンは水分を保持するなど、血液を正常に循環させる機能があります。 

腎臓のろ過機能に障害が出ることで必要な物質であるはずのアルブミンが尿中に排出さ

れてしまうのです。 

 

その他の合併症 

糖尿病のその他の慢性合併症として、 

【糖尿病足病変・手の病変・ばね指・認知症・歯周病など】 

があります。 

特に糖尿病足病変は、神経障害や末梢血管病変を伴う感染症から潰瘍・壊疽へ進行し、最

終的には足を切断することにもなりかねないため、細心の注意と足のケアが必要です。 

歯周病は、歯周ポケットの細菌感染によって引き起こされる慢性の炎症性疾患ですが、糖

尿病患者では歯周病の有病率が高く重症化しやすいと言われています。 

その原因として、高血糖により細菌感染しやすくなっている他、糖尿病と歯周病の間には

相互を悪化させる悪循環が形成されていると考えられています。 

最近では、歯周病が炎症性疾患であることから TNF-αの分泌を亢進させて動脈硬化を増悪

させる可能性も指摘されており注目されています。  

 

診断と検査 

糖尿病の診断と検査について見ていきます。 

 

診断方法  

1型糖尿病・2型糖尿病は、発症の原因は異なりますが糖尿病としての診断方法は基本的に

同じです。 

問診 

糖尿病の診断においては、まず問診により既往歴や家族歴などを確認するとともに身体所

見を確認します。 

身体所見では、特に糖尿病に特徴的な網膜症・腎症・神経障害などの合併症に関連した項

目にも注目します。 

血液検査 

次に、血液検査で血糖値やHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)を調べ、慢性的な高血糖状

態であるかを確認します。 



血液検査において、 

・空腹時血糖値126mg/㎗以上 

・糖負荷後2時間血糖値200mg/㎗以上 

・随時血糖値200mg/㎗以上 

・HbA1c6.5%以上 

のうちいずれかを認めた場合は糖尿病型と判定します。 

糖尿病型とは、検査時の血糖値が高い状態にあることを示し、この場合は糖尿病が強く疑

われます。 

境界型 

正常型と糖尿病型の間には境界型というものがあり

ます。 

境界型はその後、正常型にも糖尿病型にも変動する

可能性があるので、乱れた生活習慣を改善しなけれ

ばそれだけ糖尿病型に進むリスクが高くなります。 

したがって、境界型であるといえども油断せず生活

習慣の改善に努めることが大切です。 

初回検査

血糖値のみ

糖尿病型

1か月以内に

再検査

血糖値と

HbA1cともに

糖尿病型

血糖値のみ

糖尿病型

HbA1cのみ
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糖尿病型
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糖尿病型

HｂA1cのみ

糖尿病型
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糖尿病型では
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糖尿病の疑い 糖尿病の疑い

3～6ヶ月以内に血糖値・HbA1cを再検査

・糖尿病の典型的症状

・確実な糖尿病網膜症

のいずれかに該当

血糖値とHbA1cともに糖尿病型 HbA1cのみ糖尿病型

糖尿病
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診断 

日本糖尿病学会の診断基準では、同一採血で測定された血糖値とHbA1cを元に確定診断を

行います。 

血糖値とHbA1cがともに糖尿病型であった場合はすぐ糖尿病と診断でき、何も糖尿病型で

なかった場合は糖尿病の疑いは低いと診断します。 

HbA1cは基準値内で、血糖値のみが糖尿病型であった場合には、口渇・多飲・多尿・体重

減少など糖尿病の典型的症状や糖尿病網膜症があれば糖尿病と診断します。 

一方、このような症状や所見が認められない場合は再検査となります。 

検査は一ヶ月以内に行い、再検査により血糖値およびHbA1cの両方あるいはいずれかが糖

尿病型を示せば糖尿病と診断します。 

血糖値は基準値内で、HbA1cのみ糖尿病型の場合は、一か月以内に再検査し血糖値・HbA

1cともに糖尿病型の場合あるいは血糖値が糖尿病型の場合に糖尿病と診断します。 

 

なお、この診断基準ではHbA1cのみの反復検査では糖尿病と診断できないようになってい

ます。 

糖尿病と診断されると、更に病態や合併症などの詳細について調べるために様々な検査が

行われます。 

HbA1cとは 

赤血球内のタンパク質であるヘモグロビンが血中のブドウ糖と結合すると『糖化ヘモグ

ロビン』になります。 

血糖値が高いほどヘモグロビンに結合するブドウ糖の量が多くなります。 

一度結合して糖化ヘモグロビンになると、赤血球の寿命(120日)が尽きるまで元には戻り

ません。 

HbA1cは、この糖化ヘモグロビンが血中に存在している割合を％で表したものです。 

また、HbA1cはだいたい採決した時点の1～2か月前(赤血球の寿命である120日のおおよ

そ半分の期間)の平均血糖値を反映しています。 



つまり、HbA1cを見れば2か月前の血糖の状態を知ることができるのです。 

病態を調べる検査 

糖尿病と診断されたら、そのような症状があるかを検査します。 

血中インスリン検査 

血中インスリン量の変動をみて、インスリン分泌障害やインスリン抵抗性の病態を把握

するのに役立ちます。 

空腹時や、ブドウ糖液を飲んでの検査(75gブドウ糖負荷試験)があります。 

尿検査(尿中C-ペプチド検査) 

 C ペプチドは、インスリンの前駆体であるプロインスリンから産生される物質であり、

膵臓のインスリン分泌能を調べることができます。 

また、インスリンの作用不足でブドウ糖をエネルギーとして利用できなくなると、代わ

りに脂肪が分解されるようになります。 

C-ペプチドが正常値よりも多いとインスリンの分泌が強く、少ないと分泌が弱いです。 

尿検査(尿中ケトン体検査) 

ケトン体は脂肪が分解されるときに生じる物質であり、ケトン体が検出された場合には

インスリンの作用不足が分かります。 

ケトン体が増えすぎて血液が酸性に傾いた状態が続くと、糖尿病ケトアシドーシスに陥

るため、1型糖尿病では特に大切な検査となります。 
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合併症を調べる検査 

糖尿病合併症を調べる検査には、各部位ごとに次の図のような多くの検査があります。 

 

あとがき 

糖尿病は、生きていく上で必要不可欠なエネルギー源であるブドウ糖が深くかかわってお

り、また普段の生活習慣に直結して発症・悪化を引き起こす病気です。 

発見が遅れた場合、重篤な合併症を患っている場合もあります。 

正しい知識を身につけて、糖尿病と根気強く上手に付き合っていきましょう。 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。 

疾患編を読んで、分からないことや、もっと知りたいことなどありましたらご

意見をお聞かせください。 

感想もお待ちしております。 

・MRI

・CT

・頻動脈エコー検査

・眼底検査

・心電図

心電図で疑いがあれば

・負荷心電図

・ホルター心電図

・心エコー検査

・冠動脈CT

・冠動脈造影

など

・尿検査

・血液検査

・ABI/TBI/PWV検査

(血管の詰まりや硬さを評価)

検査後、疑いがあれば

・下肢動脈エコー検査

・造影CT

など

・知覚検査

・振動覚検査

・腱反射検査

・CVR-R

・神経伝導検査


