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頁 場所 修正前 修正後 補足 掲載

全体 糖尿病腎症 糖尿病性腎症 用語統一のため、赤

字部分を追加
22/12/23

第4章

65 左段下から4行目 インスリノーマ関連抗原2（IA-2）抗体な

どの

インスリノーマ関連抗原2（IA-2）抗体，

ZnT8（Zinc transporter8）抗体などの
22/12/23

66 表4 ※1参照 22/12/23

68 表6 ※2参照 22/12/23

68 表7の説明文 「糖尿病治療ガイド2020-2021」（日本糖

尿病学会 / 編），文光堂，2020
2）

を参考

に作成

「糖尿病治療ガイド2022-2023」（日本糖

尿病学会 / 編），文光堂，2022
2）

を参考

に作成

情報更新

22/12/23

69 表8 ※3参照 22/12/23

70 左段上から11行目 第4期（腎不全期）：GFRの著明低下，血

清クレアチニン値の上昇を認める．たん

ぱく尿の有無は問わない．治療は日常

生活の制限とともに，血糖コントロール，

降圧治療と0.6〜0.8 g/目標体重（kg）/

日のたんぱく質制限，30〜35 kcal/目標

体重（kg）/日の摂取総エネルギー増加

を行う．また，血清カリウム値の上昇に

対してカリウム制限を行う．最終的に尿

毒 症状態となり，透析療法を導入する．

たんぱく質制限は栄養障害のリスクを有

する高齢者は適応としない．

第4期（腎不全期）：GFRの著明低下（30

mL/分/1.73 m
2
未満），血清クレアチニン

値の上昇を認める．たんぱく尿の有無

は問わない
※7

．最終的に尿毒症状態

（高カリウム血症などの電解質異常，心

不全，腎性貧血，代謝性アシドーシスな

ど：「第9章8．慢性腎臓病（CKD）」p.184

参照）となり，透析療法を導入する．たん

ぱく質制限は栄養障害のリスクを有する

高齢者は適応としない．

22/12/23

70 左段のページ下部 ※7　アルブミン尿が増加し，たんぱく尿

が出現した後に腎機能が低下する典型

的な糖尿病性腎症と，アルブミン尿の増

加がないにもかかわらず糖尿病が腎機

能の低下に関与する非典型的な糖尿病

関連腎疾患（腎硬化症など）を含めた

DKD（diabetes kidney disease：糖尿病

性腎臓病）という概念がある．

脚注を追加。以降、

脚注の番号を1つず

つ繰り下げ

22/12/23

71 表9の説明文

下から1行目

「糖尿病治療ガイド2020-2021」（日本糖

尿病学会 / 編），文光堂，2020
2）
より引

用

「糖尿病治療ガイド2022-2023」（日本糖

尿病学会 / 編），文光堂，2022
2）
より引

用

情報更新

22/12/23

72 表10の説明文

下から1行目および

表11の説明文

下から3行目

「糖尿病治療ガイド2020-2021」（日本糖

尿病学会 / 編），文光堂，2020
2）
より引

用

「糖尿病治療ガイド2022-2023」（日本糖

尿病学会 / 編），文光堂，2022
2）
より引

用

情報更新

22/12/23

■第3版　第1刷（2021年12月15日発行）の修正・更新箇所

正誤表・更新情報

本書中に訂正・更新箇所等がございました。お手数をお掛けしますが、下記ご参照頂けますようお願い申

しあげます （2022年12月23日）



74 左段下から1行目 も服用可能である．重症腎機能障害例

は注意を要する．

④α-グルコシダーゼ阻害薬

も服用可能である．重症腎機能障害例

は注意を要する．

④GLP-1受容体作動薬

GLP-1は消化管ホルモン（インクレチン）

の一種で，膵β細胞のインスリン分泌を

促進する．GLP-1受容体作動薬は，膵

β細胞のGLP-1受容体に結合し，インス

リン分泌を促進して血糖降下作用を示

す．血糖値が高い場合にのみインスリ

ン分泌作用を示すため，単独では低血

糖を起こしにくい．グルカゴン分泌抑制

作用も有する．副作用として下痢，便

秘，嘔気などの胃腸障害がある．GLP-1

はインスリン分泌促進作用に加え，グル

カゴン分泌抑制，胃内容物排泄抑制，

食欲抑制作用なども有する．GLP-1受容

体作動薬の注射薬もある．

⑤イメグリミン

ミトコンドリアへの作用を介して，インスリ

ン分泌促進作用およびインスリン抵抗

性改善作用により，血糖降下作用を発

揮する．血糖値が高い場合にのみイン

スリン分泌促進作用を示す血糖依存性

薬剤である．ビグアナイド薬と共通の作

用機序を有するため，併用時には下

痢，嘔吐などの胃腸症状が多く認められ

る可能性がある．

⑥α-グルコシダーゼ阻害薬

赤字部分を挿入。

見出しの「α-グルコ

シダーゼ阻害薬」〜

「チアゾリジン薬」の

番号を2つずつ繰り

下げ

22/12/23

74 表14 ※4を参照 22/12/23

75 表15の説明文

上から2行目

「糖尿病治療ガイド2020-2021」（日本糖

尿病学会 / 編），文光堂，2020
2）
および

「糖尿病治療ガイド2022-2023」（日本糖

尿病学会 / 編），文光堂，2022
2）
および

情報更新
22/12/23

75 左段上から5行目 7）インスリン以外の注射薬（GLP-1受容

体作動薬）

GLP-1は消化管ホルモン（インクレチン）

の一種で，膵β細胞のインスリン分泌を

促進する．GLP-1受容体作動薬は，膵

β細胞のGLP-1受容体に結合し，インス

リン分泌を促進して血糖低下作用を示

す．血糖値が高い場合にのみインスリ

ン分泌促進作用を示すため，単独では

低血糖を起こしにくい．1日1回の皮下注

射で，空腹時，食後血糖値の両方を低

下させる．副作用として下痢，便秘，嘔

気などの胃腸障害がある．GLP-1はイン

スリン分泌促進作用に加え，グルカゴン

分泌抑制，胃内容物排泄抑制，食欲抑

制作用なども有する．2020年，GLP-1受

容体作動薬の経口薬が使用可能になっ

た．

7）インスリン以外の注射薬（GLP-1受容

体作動薬）

経口薬GLP-1受容体作動薬と同様の注

射薬である．1日1回，2回注射薬と週1回

注射薬，インスリンとの合剤もある．

22/12/23

78 表16 ※5を参照 22/12/23

80 表19 ※6を参照 22/12/23

80 表20 ※7を参照 22/12/23

183 右段表5 1行目 1．血清Cr値≧3.0 mg/dL増加 1．血清Cr値≧0.3 mg/dL増加 22/04/28

第12章

229 右段上から6行目 鉄の量を反映する血清フェリチン値は増

加する．

鉄の量を反映する血清フェリチン値は低

下する．
22/04/15

234 右段下から8行目 男児は100％の確率で 男児は50％の確率で 22/12/23

234 図6 ※8参照 22/05/27



文献一覧

294 第4章の文献2 2） 「糖尿病治療ガイド2020-2021」（日本

糖尿病学会/編），文光堂，2020

2） 「糖尿病治療ガイド2022-2023」（日本

糖尿病学会/編），文光堂，2022

情報更新
22/12/23

294 第4章の文献5 5）「動脈硬化性疾患予防ガイドライン

2017年版」（日本動脈硬化学会/編），日

本動脈硬化学会，2017

5）「動脈硬化性疾患予防ガイドライン

2022年版」（日本動脈硬化学会/編），日

本動脈硬化学会，2022

情報更新

22/12/23

図表

※1 ガイドラインの更新に伴い表の内容を変更いたしました

※2 ガイドラインの更新に伴い表の内容を変更いたしました

※3 ガイドラインの更新に伴い表の内容を変更いたしました



※4 本文の情報追加に伴い表の内容を変更いたしました

※5 ガイドラインの更新に伴い表の内容を変更いたしました

※6 ガイドラインの更新に伴い表の内容を変更いたしました



※7 ガイドラインの更新に伴い表の内容を変更いたしました

※8 第Ⅸ因子の左に記載してあった「欠損：血友病A」を「欠損：血友病B」に修正しました

第Ⅶ因子の右に記載してあった「欠損：血友病A」を第Ⅷ因子の左に移動しました


