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1.  緒言 

近年、生活水準が高まり、飲食習慣の変化、運

動時間の減少、などの様々な要因により、糖尿病

の発病率は世界的に上がっている。しかし、糖尿

病になる前の前糖尿病という状態の存在は、あま

り知られていない。 

前糖尿病は、脳卒中と心臓病の発症にもつなが

る。たとえ、低脂肪と高炭水化物の飲食習慣をも

ち、積極的に運動をする人たちでも、それは完全

に避けることができない。前糖尿病の症状の特徴

は、インスリンレベルが高い、トリグリセリド（中

性脂肪）が高い、高密度リポタンパク（HDL）コレ

ステロールが低い、インスリン抵抗が高い、ウェ

スト増加、血糖値が正常のレベルより高いが糖尿

病として診断されるほどではない、等である。つ

まり、「一般人」と「糖尿病患者」の中間になる。

前糖尿病は糖尿病の初期段階である。日本では、

「糖尿病予備軍」という呼び方もある。 

過去、前糖尿病は様々な別称がある。例えば、

代謝症候群（X 症候群、インスリン抵抗症候群）、

耐糖能異常、空腹時血糖異常など。2009 年、アメ

リカ糖尿病協会（ADA）は正式に「前糖尿病

（Prediabetes）」という名称を採用した。その目

的は人々に意識させることである。「前糖尿病」の

術語は、1 型糖尿病には適用されない。 

前糖尿病は、糖尿病ほど重くはないが、決して

軽視できない。科学研究により、血糖レベルが高

いと、10 年以内に 2 型糖尿病になるリスクが増加

する。それ以外にも、心臓病の発作や脳卒中の発

作のリスクが 50％増加する。前糖尿病の症状の進

展は非常に緩やかなので、この病気になった人は

おおむね自覚がない。この段階では、体の細胞は

インスリンへの敏感性を失い、血糖レベルが高ま

る。よって、体の小血管と大血管、心臓、腎臓、

目など重要な器官には障害が起こりうる 1)。 

早期段階の前糖尿病を治療するのは、糖尿病の

治療より遥かに容易であるが、大半の人は 2 型糖

尿病と診断される前に、前糖尿病になったことを

認識できない。そこで本研究では、あまり知られ

ていない「前糖尿病」の概念と知識を伝え、飲食・

生活習慣・運動などの方面から着目し、予防と改

善方法を調べることを目的とする。 

 

2. 研究方法 

2-1 文献研究 

文献を通して、前糖尿病と糖尿病の違いを比較

し、前糖尿病の症状、測定方法を把握する。また、

前糖尿病になる要因、ほかの病気になるリスクを

調べ、予防と改善方法を調べる。 

2-2 予防と改善案の作成 

調べた結果にもとづき、予防方法と改善案を検

討する。 

 

 

3.結果と考察 

3-1 前糖尿病の概念 

(１) 定義 

『前糖尿病とは、血糖値が正常のレベルより高

いが、糖尿病として診断されるほど高いレベルで

はない。ほとんどの糖尿病患者は、前糖尿病から

糖尿病に進展することになる。今、前糖尿病は若

者の間でも流行っている。』 

『前糖尿病の状態は、「①HbA1c（NGSP）： 5.6[%]

～6.4[%]、②空腹時血糖値：100[mg/dl] ～

125[mg/dl]、③OGTT2 時間値：140[mg/dl]～

199[mg/dl]」である。空腹時の血糖値は 110mg/dl

以上で高値（100～109 は正常高値）となる。』1) 

(２) 病因 

前糖尿病は、食物の豊富さと、体力を使う仕事

の減少による現代人の生活方式と、人類の進化遺

伝の間に衝突があった結果と考えられる。人々の

食物に対する好みは、高脂肪、糖と化学加工され

た炭水化物になり、さらに運動の時間が減ってい

る。その状況に、体が適応できないため、血糖コ

ントロールの機能を発揮できない。よって、細胞

がインスリン抵抗を生み、血糖値も上がる。疲労

感がひどくなり、体重が増加し、体重を減らすの

も難しくなる 1)。 

3-2 前糖尿病の診断 1)4)5) 

 空腹時血糖値測定 

 経口ブドウ糖負荷試験（OGTT） 

 その他注意すべき数値： 

－高血圧 

－コレステロール 

－総コレステロール 

－低密度リポタンパク質コレステロール 

（LDL） 

－高密度リポタンパク質コレステロール 

（HDL） 

－総コレステロール/高密度リポタンパク質 

コレステロールの比率 

－トリグリセリド （中性脂肪） 

3-3 予防と改善 

(1) 体重減少によるインスリン抵抗の改善 

研究により、インスリン抵抗を下げるには、総

体重を下げることよりも、腰と腹部の内臓脂肪お

よび太ももと尻の部分の皮下脂肪を減らすことが

必要である。細胞がインスリンに対する敏感性を

失うと、余った脂肪を腹部に貯蔵させることにな

る。 

前糖尿病への唯一の対策は、内臓脂肪を徐々に

落とし、リバウンドしない状態を保ち、細胞のイ

ンスリンへの敏感性を上げることである。また、

食事は、自分の食欲を満足させるまでとはしない。

そして、適切な運動方法を設定し、腹部の内臓脂

肪を燃やし、栄養バランスの良い食事と合わせる。

未加工の天然食品と、高繊維・低カロリー・低飽

和脂肪酸・低塩・低糖質の食物を取る。 
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体重が前肥満や肥満の場合、まず注意すべきこ

とは全体の体重を減らすことより、腰と腹部の脂

肪を優先的に落とし、インスリン抵抗を改善する

ことである。血中のインスリンレベルが高い人は

ダイエットしにくいし、インスリンレベルが高け

れば高いほど、前糖尿病になるリスクも高い。 
(2) 飲食改善による血糖レベルのコントロール 

前糖尿病を予防するために、飲食と運動は大切

である。さらに研究結果より、前糖尿病患者には、

飲食と運動を合わせたほうがより効果的である。

このような方法は血糖値をコントロールできるし、

細胞のインスリンへの感性を上げることができる。 
自分で料理を作る時や外食するとき、炭水化物

の GI 値と GL 値（グリセミック負荷）を参考にし

て、血糖をコントロールすればよい。そうすれば、

自分の食欲をコントロールできるし、体重の減少

も促進できる。それにより、心臓病と前糖尿病に

なるリスクも下がり、糖尿病になるリスクを抑え

ることができる。 
水溶性と不溶性の食物繊維をもつ天然の炭水化

物は加工された人工的な炭水化物より良い。穀物、

例えばトウモロコシ、と地下茎、例えばジャガイ

モから作った食品は、GI 値と GL 値が少し高い。繊

維が多く、酸性が高い食物による血糖値は低くな

り、逆に繊維が含まれていない加工食品による血

糖値は高くなる。調理された食品による血糖値は、

生の食品による血糖値より高くなる。 
血糖値を考えて、どのような炭水化物を摂取す

べきかを判断する。また、血糖値以外に、炭水化

物の量と質、および脂肪、塩分、繊維、ビタミン

などにも注意すべきである 6)。 

(3) 健康的生活習慣によるインスリンレベル低下 

健康な体型を保つために、以下の対応が必要で

ある。 
①飲酒量を適切にすること 
②喫煙しないこと 
③ストレスを管理すること 
また、運動も必要である。研究により、運動は

体の細胞のインスリンへの敏感性を上げられる。

インスリンレベルが高いと、脂肪はエネルギーと

して使用されない。そのため、糖尿病患者の体重

が落としにくくなる。 
運動は「見えないインスリン」と呼ばれる。運

動をすると、インスリンが作用しなくても筋肉細

胞が血液中のブドウ糖を吸収できる。また、運動

は筋肉がブドウ糖を使う速度を速くし、血糖レベ

ルも下げられる。これは、前糖尿病患者が運動す

べき理由になる。 
適切な有酸素運動、例えばウォーキング、ラン

ニング、水泳等をする以外に、日常生活で良い習

慣を形成することも大切である。例えば、車を使

わず、できる限り歩くこと。エレベーターやエス

カレーターに乗らず、自分で階段を登ること。よ

く部屋を掃除し、身体を動かすことなどである 1)2)3)。 

 
4. まとめ 

本研究では、前糖尿病の病因を調べ、初期の改

善方法を検討した。前糖尿病は、人が気づいてい

ない状況で密かに進行し、また、症状も明らかに

現れない。前糖尿病になれば、10 年以内に 2 型糖

尿病になるリスクが高くなる。たとえ 2 型糖尿病

にならなくても、脳卒中や心臓病の発作リスクは

50％増加する。 

初期の段階で飲食を改善し、運動の習慣をつけ

れば、前糖尿病患者は 2 型糖尿病になることを予

防できる。血糖レベルも正常値に戻る可能性があ

る。薬物治療は、糖尿病になる速度をある程度抑

えられるが、研究によれば、一番効果的な方法は

飲食と運動を合わせることである。 

また、ここで例として挙げた運動の種類と飲食

方法以外に、サプリメントと薬草（ハーブ）も予

防に効果があるという研究結果がある。ただし、

研究者の意見には相違がある。一番確実な対策は、

飲食と運動を合わせたものであろう。 
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