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ステロイド糖尿病の疫学
　ステロイド治療薬は，内科，外科を問わずさまざまな疾患に使用される重要な薬であ
る。関節リウマチなどの膠原病を代表とする自己免疫性疾患，気管支喘息，アトピー性皮
膚炎などのアレルギー疾患，悪性リンパ腫などの血液疾患や，さまざまながんにおける化
学療法時の副作用抑制のため使用される。
　最もよく汎用されているステロイドがグルココルチコイド系のステロイドホルモン（副
腎皮質ホルモン）およびその合成アナログである。それらの治療によるステロイド糖尿病
発症の頻度は，投与量や投与期間に左右されるが約8％との報告もあり，近年では治療前
に高血糖の既往のない患者でも34.3〜56％に糖尿病を発症，その相対危険度は1.36〜2.31
に及ぶというデータもある1)。またレトロスペクティブに検討した大規模研究において，
関節リウマチ患者への経口ステロイド投与は用量依存的に糖尿病発症リスクを高めたとい
う報告もあり，長期間，多量のステロイド使用患者では糖尿病発症に十分に留意する2)。
　ステロイド治療による耐糖能悪化は，点滴や内服治療などの全身投与される場合に多い
とされるが，関節リウマチ患者における関節腔内ステロイド注入や，皮膚科や眼科疾患な
どにおけるステロイド外用によって発症することもある。近年では，吸入ステロイドでも
高用量になると糖尿病の新規発症，増悪のリスクと関連するという報告もあり，注意を要
する3)。60歳以上の高齢者，糖尿病家族歴，肥満などの糖尿病素因を有する患者では特に
注意を要する。
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4 糖尿病

・�ステロイド治療を行う際には，すべての患者で糖尿病の発症リスクがあることを考慮して，
定期的な血液検査（血糖，HbA1cなど），尿糖のモニタリングを行い，早期発見に努める。

・�ステロイド糖尿病と診断したり，もともとの糖尿病の血糖コントロール悪化を発見した際
には早期の治療介入を行う。

・�血糖値の動向や患者背景によって使用する薬剤を選択するが，原疾患の病態やステロイド
使用量によっては血糖降下薬のきめ細かな調整を行う必要がある。

Key Points
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メカニズム（図1）

1．糖新生・糖放出亢進
　ステロイドによる耐糖能障害の原因としては，まず「糖新生」の亢進がある。もともと
コルチゾール（ヒドロコルチゾン）は，ストレス下に分泌が刺激されるホルモンで，諸々
の器官での糖利用を抑制することで血糖を上昇させ，ストレス時の脳の機能低下を予防す
る役割がある。その機序として，筋肉では蛋白質をアミノ酸に分解し，そのアミノ酸から
ブドウ糖が産生される。脂肪細胞ではインスリン作用に拮抗し，ブドウ糖の取り込みが抑
制される。その結果，脂肪分解が促進され，大量の遊離脂肪酸とグリセロールが放出され
る。そのグリセロールは肝臓での糖新生に回り，ブドウ糖の放出を増やす。

2．筋肉，脂肪組織におけるインスリン抵抗性の増大
　コルチゾールなどのステロイドホルモンはインスリン作用を低下させ，ブドウ糖の末梢
組織への取り込み・利用を阻害し脂肪分解を亢進させる。それによって四肢ではやせ細る
ことがあるが，躯幹，頸部，顔を中心とした一部の組織では脂肪合成が進み蓄積される

（中心性肥満）。これは，組織によってコルチゾールとインスリン感受性が異なるからであ
る。肥満はさらにインスリン作用の低下を生み，インスリン抵抗性を強める。

第3章　見逃してはいけないステロイドの副作用と対処法
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図1　ステロイドによる血糖上昇のメカニズム
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3．標的臓器のインスリン結合能低下，末梢組織（骨格筋，脂肪組織）
での感受性低下

　血中のグルコースは，筋肉組織の細胞表面におけるグルコース移送を担うGLUT4を介
して細胞内に取り込まれる。ステロイドは，このGLUT4の相対的発現量は減少させない
ものの，細胞表面への発現を抑制させるとの知見もある4)。また，インスリン受容体結合
能の変化や受容体結合以後の情報伝達系の障害などが関与している。

4．膵臓におけるインスリン分泌低下
　血中のグルコース濃度が上昇すると，膵臓のβ細胞が発現しているGLUT2は濃度依存
的にグルコースを細胞内に取り込む。取り込まれたグルコースは，グルコキナーゼにより
グルコース-6-リン酸となり，それらは細胞内やミトコンドリア内で代謝され，さまざま
な過程を経てインスリン分泌する。ステロイドはGLUT2やグルコキナーゼの発現を抑制
し，インスリン分泌を抑制する。一方でインスリン感受性低下に対して，正常のβ細胞は
血中のグルコースレベルを正常化させるべく，インスリン分泌を増加させようとするが，
インスリン抵抗性を改善させるに及ばずに血糖上昇につながる1)。

特徴・症状
　ステロイド投与量や患者背景因子にもよるが，投与2〜3カ月以内に血糖上昇傾向があ
らわれることが多い。ただ，院内で大量投与される場合には投与後48時間以内に高血糖
を認めることもある。血糖日内変動では，ステロイド投与後2〜3時間後に血糖が上昇し，
約5 〜8時間後に最高となるが，翌朝の空腹時血糖は正常値であることが多い（図2）。こ
れは，一般的なステロイド糖尿病においては内因性インスリン分泌能が保持されているこ
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図2　ステロイド糖尿病発症群と非発症群の1日血糖推移
〔岩本卓也，他：月刊薬事，47：1889-1895, 2005より〕
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とが多いためである。内因性インスリン分泌の評価法としてinsulinogenic index〔⊿IRI（30
分値−0分値） /⊿PG（30分値−0分値）〕があるが（IRI：血中インスリン，PG：血漿血糖
値），ステロイド糖尿病患者では2型糖尿病患者に比してinsulinogenic  indexが高いとい
うデータがある（図3）。
　軽度〜中程度のステロイド糖尿病では，通常空腹時（朝食前）血糖値は正常で昼食後お
よび夕食前・夕食後の血糖値が高値となる。午前中の血糖測定のみでは血糖値の上昇傾向
を見失うことがあり，早期の診断には午後からの血糖測定が有用である5)。
　しかしながら高血糖状態に至るまでの時間は非常に個人差があり，半年以上かけてゆっ
くりと自覚症状がないまま糖尿病に至る患者もいれば，数週間後には急性合併症（高血糖
高浸透圧症候群 hyperosmolar hyperglycemic syndrome；HHS）による意識障害を生じ
て初めて診断されるケースもある。HHSは，インスリン分泌が保持されている2型糖尿病
患者において，急性感染症，脳・心血管障害，手術，高カロリー輸液，利尿薬やステロイ
ド投与による高血糖に誘発され発症することが多いとされ，ステロイド投与は重要な因子
である6)。口渇中枢の機能が低下し，飲水行動が減少しやすい高齢者で病態が悪化するこ
とが多いとされている。極度の脱水が病態の中心であるが，致死的にもなりうる急性の代
謝失調障害であり，その発症には十分留意する必要がある（対処法については後述）。
　ステロイド投与前には耐糖能異常の既往がない患者では，原疾患に対する定期的血液検
査が行われていても血糖値，HbA1c，尿糖検査などは施行されていないケースも散見さ
れ，気がついたときにはHbA1c＞10％の重症糖尿病として発見されることもある。ステ
ロイド投与後には口渇，多飲，多尿などの問診，また体重減少や脱水症状などの理学的所
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図3　ステロイド治療中患者のinsulinogenic�index
〔羽倉稜子，他・編：糖尿病治療事典 第1版．医学書院，pp30-31，1996より〕
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見に十分に留意し，顕著な症状がなくても定期的な血液，尿検査を施行する。

予　防
　一般的にステロイド投与前に耐糖能異常や糖尿病の既往のない患者では，内因性インス
リン分泌能は保持されている状態にあるので，薬剤の予防投与ではなく，まずは適切な食
事コントロールと適度の運動が重要である。特に前述のような糖尿病素因を有する患者で
は血糖上昇を来しやすく，インスリン抵抗性が増悪しないようにしていくことが重要であ
る。
　食事に関しては，ステロイド治療による食欲増進作用によって過食傾向となることがあ
り，体重増加には十分に注意する必要がある。それに肥満は耐糖能悪化の一つの重要な要
因である。一般的には標準体重×25〜30kcal / 日程度のカロリー制限を行い，通常は1,200〜
1,800kcal / 日程度の摂取量となるが，肥満や高齢者では特に少なめでコントロールする。
　運動に関しては，一般的な糖尿病患者ではできれば毎日，少なくとも週に3〜5回，中等
度の有酸素運動20〜60分が推奨されているが7)，糖尿病素因を有するステロイド使用患
者では，それに準じた運動が勧められる。ただし，原疾患の状態やステロイドによるその
他の合併症のリスク（易感染症や骨粗鬆症など）がある場合は，運動療法が禁忌になる場
合もあり注意を要する。

発現時の対応・治療（図4）

　血糖上昇の程度や内因性インスリン分泌能，患者の状態，今後のステロイド治療計画に
よって異なる。内因性インスリン分泌能の評価は前述のようにinsulinogenic indexもあるが，
より簡便な方法としては，空腹時血糖値（FPG），空腹時インスリン（FPI），血中C-ペプ
チド（CPR）の測定がある。インスリン抵抗性指標としてはHOMA-IR（FPI×FPG / 405），
インスリン分泌能指標としてはHOMA-β〔FPI×360 / （FPG−63）〕，空腹時CPR値など
が参考所見として用いられるが8)，血糖値の推移のみでもある程度の病態把握，治療法選
択が考えられる。

1．空腹時血糖は正常，随時血糖（特に昼食後以降）高値
　一般的なステロイド糖尿病の初期のパターンであり，基本的には内因性の基礎インスリ
ン分泌能はある程度保持されていることが多い。随時血糖の上昇が軽度であれば，食事・
運動療法にα-グルコシダーゼ阻害薬やグリニド薬などの食後血糖改善薬，またインスリ
ン抵抗性の病態に対応するためにチアゾリジン薬やメトホルミンの追加によって血糖改善
が図れる場合もある。また，近年はDPP-4阻害薬も有効であるとの報告もある9)。ただ，
随時血糖＞350mg / dL，ステロイド治療が長期予定されている患者では，インスリン療法
の相対的適応となる10)。速効型または超速効型インスリンの1日3回食前投与で，一般的
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には朝，昼，夕の投与量の比率を1：2：1程度にする。

2．空腹時，随時血糖ともに高値
　空腹時血糖の上昇は，内因性基礎インスリン分泌の低下を示唆する病態の一つであり，
インスリン分泌をサポートする薬剤が必要となるケースが多い。SU薬がその代表的なも
のであるが，インスリン抵抗性の病態の合併が示唆される場合には抵抗性改善薬（メトホ
ルミンなど）を併用する。しかし，上記内服薬でのコントロールが困難，空腹時血糖＞
250mg / dLではインスリン療法の相対的適応であり10)，積極的に導入を検討する。使用
するインスリンは基礎インスリン分泌を補うべく持効型インスリンや混合型インスリン製
剤を考慮する。

3．HHSなど
　HHSは糖尿病急性合併症の一つで，予後不良（死亡率5〜20％）で緊急治療を要する
代表的病態である。脱水や電解質補正とともにインスリンを速やかに使用する（絶対的適
応）。極度の高血糖状態ではインスリン持続点滴を行い，血糖がある程度落ち着いた段階
で皮下注射への切り替えを行う。その後は病態に応じてインスリン治療継続や内服治療を
考慮する。
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図4　ステロイド糖尿病の治療アルゴリズム
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　糖尿病治療の基本は，食事，運動，薬物治療が3本柱と言われているが，ステロイド糖
尿病は，ステロイド投与量，投与期間，その後の治療計画などによって，各個人にあわせ
てオーダーメイドに調整する必要がある。原疾患の状態によってはステロイドの増量が必
要となり，ステロイドパルス療法や抗がん薬との併用で使用される時には，突発的に血糖
値が上昇することがある。その際にはインスリンのスライディングスケールなどで対応を
図る。
　逆にステロイドが減量となった際には，いままでと同じような糖尿病の薬物療法を継続
していると低血糖のリスクを生じるため，血糖降下薬やインスリン量の減量・中止を検討
しなければならない。
　原疾患の病態，ステロイド治療の動向をみながら，機を逃さずに対応することが重要で
ある。
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