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症

例

Duloxetine と Mirogabalin の併用が有効と思われた
糖尿病治療誘発性神経障害の 1 例
五日市

敬＊

三上美和子

成田まゆみ

佐々木

桂

塩越知亜季

西澤

愛子

山崎由希子
五日市内科医院

要約：症例は 63 歳，女性．糖尿病罹病歴 6 年，前医で HbA1c 14.1% と高値であった．当院でインスリン
療法開始 4 か月後 HbA1c 6.9% まで改善し，翌月に鋭い痛みが腹部から両大腿部，両手指に出現し，糖尿病
治療誘発性神経障害（treatment-induced neuropathy of diabetes：TIND）と診断した．血糖降下薬を減量
し pregabalin の単独投与は無効であったが，duloxetine に mirogabalin を併用したところ症状が改善した．
長期間にわたって高血糖状態であった糖尿病患者を治療する際には，TIND の発症を予防するために緩徐
な血糖コントロールを行う必要がある．
東邦医会誌 68
（2）
：53―58，2021
索引用語：治療誘発性神経障害，糖尿病，デュロキセチン，ミロガバリン

はじめに
糖尿病治療誘発性神経障害（treatment-induced neuropa-

た際に糖尿病を指摘され，経口血糖降下薬が開始された．
vildagliptin 100 mg，glimepiride 1 mg で治療されていた
が，HbA1c

14.1% と血糖コントロールが不良のため，平

thy of diabetes：TIND）は，急激な血糖コントロールの

成 30 年 12 月 25 日当院を紹介受診となった．過去最大体

後に有痛性の神経症状を呈する糖尿病合併症である．

重は 30 歳時 83 kg，20 歳時は 50 kg，最近の 1〜2 年間に

TIND は激痛のため不眠，食欲低下，うつ状態をしばし

10 kg 体重が減少した．

ば伴い，患者の QOL を著しく損ない，しかも難治性であ

既往歴：34 歳

るため，臨床的に重要な問題である１）．

62 歳

今回われわれは，Ca2＋チャネル α2δ リガンドである pre-

腰椎椎間板ヘルニア

家族歴：父が膵癌で他界

gabalin の単独投与が無効であったが，SNRI である dulox-

飲酒：なし

etine に 2019 年に上市された Ca チャネル α2δ リガンドで

喫煙：10 本/日

ある mirogabalin を併用したところ症状が改善した TIND

職業：なし

の一例を経験したので，文献的考察を加えて報告する．

初診時身体所見：身長
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血圧

164/91 mmHg 脈拍

眼瞼結膜

主訴：血糖コントロール不良

胸部

心音

現病歴：平成 26 年頃，上気道炎に罹患し前医を受診し

腹部

平坦かつ軟
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表 1 初診時検査所見
血算
WBC
RBC
Hb
Ht
Plt

下肢

/μL
/μL
g/dL
%
/μL

生化学
Alb
T-Bil
AST
ALT
ALP
γ-GT
ChE
T-Cho
HDL-c
TG
BUN
UA
Cr
Na
K
Cl
FPG
HbA1c

4.2
0.3
17
30
460
276
434
204
65
146
15
2.8
0.43
141
5.0
100
337
13.8

g/dL
mg/dL
U/L
U/L
U/L
U/L
U/L
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mEq/L
mEq/L
mEq/L
mg/dL
%

振動覚

右

尿一般
pH
糖
蛋白
潜血
ケトン体
尿沈渣
赤血球
白血球
扁平上皮細胞
尿細管上皮細胞
細菌

6
（3＋）
（＋）
（−）
（−）
3−5 /1 視野
10−20 /1 視野
6−10 /1 視野
1−5 /5 視野
（＋）

尿中アルブミン
抗 GAD 抗体
C-ペプチド
胸部 X 線
心電図
CVR-R

697 mg/g・Cr
5.0 未満 U/mL
1.9 ng/mL
異常なし
正常範囲
1.98 %

め，運動療法は行わないように指導した．

浮腫なし

アキレス腱反射
左

6800
565×104
16.1
49.1
22.1×104

減弱

左足趾に違和感あり

7秒

平成 31 年 1 月 7 日血糖自己測定を指導し，1 月 15 日空
腹時血糖 274〜295 mg/dL と高値のため，insulin degludec
を朝 8 単位に増量した．1 月 21 日 HbA1c 12.2% となり，

8秒

初診時検査所見（表 1）
：初診時，空腹時血糖 337 mg/dL，
HbA1c 13.8% と著しい高血糖状態であったが，尿中ケト
ン体は陰性であり，抗 GAD 抗体は陰性であった．
内因性インスリン分泌能の指標である CPI（C-peptide
index＝空腹時 C-ペプチド/空腹時血糖×100）は 0.564 と

肥満もあるため SGLT2 阻害薬 tofogliflozin

20 mg を開始

した（体重 68.9 kg）
．
2 月 13 日に HbA1c

10.4% 体重 66.1 kg と血糖コント

ロールが改善傾向となった．
2 月 25 日「たまに節々が痛い．」との訴えがあった．3
月 11 日 HbA1c 8.3%，4 月 23 日 HbA1c 6.9% と血糖コン

低値であった．
合併症としては，末梢神経障害があり，CVR-R は 1.98%

トロールが改善した．血糖コントロールの改善が急速で

と低値で，自律神経障害の所見であった．糖尿病腎症は第

あったため，TIND の発症に留意し，さらなる治療の強化

3 期の所見であった．胸部 X 線や心電図に異常所見は認め

は行わず，患者にその旨を伝えた．
令和 1 年 5 月 28 日 HbA1c 6.1%，体重 60.5 kg となった

られなかった．
また，γ-GT

276 U/L と高値であったが，患者に飲酒歴

時点で，
「お腹から大腿部の皮膚が，剣山を刺したみたいに

はなく，アルコール性肝障害以外の肝疾患の可能性があり，

痛い．」との訴えがあり，TIND を発症したと判断し pre-

経過観察を必要とした．その後体重減少に伴って γ-GT は

gabalin 75 mg/日を開始し，また歩行中に低血糖症状が出

53 U/L と正常化した．画像診断は行っていないが，体重

現したため，glimepiride を中止し insulin degludec を朝 6

減少に伴って改善していることから，脂肪肝であった可能

単位に減量した．

性が高いと思われる．
初診後経過（図 1）
：平成 30 年 12 月 26 日，前医の内服

6 月 26 日，疼痛が改善しないため，pregabalin は無効
と考え duloxetine

40 mg 朝食後に変更した．眼底検査を

薬は継続し 1500 kcal 塩分 7 g/日の食事指導を行い，空

再検し，白斑が疑われたため，tofogliflozin を中止のうえ

腹時血糖 337 mg/dL と高値のため，持効型インスリン（in-

眼科を紹介し，単純糖尿病網膜症と診断された（HbA1c

sulin degludec）朝 4 単位でインスリン療法を開始した．

6.2%）
．

当院で施行した無散瞳カメラによる眼底検査では，糖尿病

7 月 26 日，duloxetine の効果は午前中みられるが，夕

網膜症の所見は認められなかった．また，高血糖状態のた

方手指や臀部の疼痛が強いため，夕食後に 20 mg を追加
東邦医学会雑誌・2021 年 6 月
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Insulin degludec

̬̔

4U
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9.0
6.0
3.0

図 1 初診後経過
インスリン治療開始 5 か月後に有痛性神経障害が出現し，pregabalin の単独投与は無効であったが，duloxetine と
mirogabalin を併用したところ，症状が改善した．

し，8 月 27 日には朝 20 mg，夕 40 mg とし た．ま た，不

duloxetine 80 mg/日に mirogabalin 10 mg/日を併用開始 2

眠もあり，睡眠導入剤を開始したが，下半身の疼痛が強く

週後に疼痛は NRS

睡眠を妨げた（HbA1c 6.5〜6.6%）．

に 1 点，8 週後には 0〜1 点となった（HbA1c 6.1%）
．

10 点から 1〜2 点に軽減した．4 週後

9 月 27 日には，症状が改善しないため，やむを得ず用

5 月 1 日に duloxetine を用法用量内の 60 mg/日に減量

法用量外であるが，患者の同意を得た上で duloxetine を

したところ，疼痛が NRS 8 点に戻り，両手指，腹部，両

朝 40 mg，夕 40 mg に増量した．疼痛のコントロールの

下肢の疼痛を訴えたため，6 月 2 日 mirogabalin を 15 mg/

目的で麻酔科への紹介を提案したが，患者は希望しなかっ

日に増量した．しかし疼痛は NRS 5〜8 点程度あるため，

た．

mirogabalin を さ ら に 25 mg/日 ま で 増 量 し た（HbA1c

11 月 26 日，下半身の疼痛は伸側のみとなった．尿中ア
ルブミン 80.2 mg/g・Cr と糖尿病腎症第 2 期に改善した．

5.9%）
．眼科では，単純糖尿病網膜症の所見は不変であっ
た．

12 月 27 日嘔気を伴う頭痛の訴えがあり，ergotamine 配

6 月 16 日，疼痛は NRS 0〜1 点まで改善したが，7 月 4

合錠を処方し，頭痛は軽減した．下肢痛に対して loxoprofen

日めまい，ふらつきの訴えがあるため，mirogabalin を 20

60 mg 錠を投与したが無効であった．HbA1c 5.8〜6.0% と

mg/日に減量した．NRS は一時 4 点まで悪化したが，そ

血糖コントロールが良好のため，insulin

の後改善し，8 月 1 日には NRS

degludec を朝 4

単位に減量した．
令和 2 年 2 月 4 日，mirogabalin 10 mg/日の併用を開始
したところ症状は改善した．治療前後の痛みの変化を数字
２）
評価スケール（numerical rating scale：NRS）
で表すと，

68 巻 2 号

0 点となり，その後良好

に経過している．

考

察

TIND は，急速な血糖コントロール後に両下肢〜全身に

５６（30）
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激しい疼痛を生じる急性有痛性糖尿病神経障害の一病型で
３）

ン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬（SNRI）の dulox-

ある ．疼痛の程度と分布は期間当たりの血糖コントロー

etine，三環系抗うつ薬が神経障害性疼痛薬物療法ガイド

ル改善度に相関するため，HbA1c 著明高値症例にみられ

ライン改訂第 2 版で第一選択薬とされており２，９），同ガイド

ることが多い４）．

ライン改訂第 2 版追補版では，mirogabalin は pregabalin

Gibbons らは，過去 5 年間での後ろ向き研究で，954 人

と同様に使用できると記載されている．

の糖尿病性神経障害患者を調査し，3 か月間で HbA1c が

pregabalin は，有痛性糖尿病性神経障害を伴った日本人

2% 以上低下し血糖コントロールが著しく改善し 8 週間以

患者の疼痛の軽減や疼痛に起因する睡眠障害の改善に有効

内に神経障害性疼痛 and/or 自律神経機能不全が急激に発

であったと報告されている１０）．また，duloxetine は糖尿病

症した場合を治療誘発性神経障害と定義した．その結果，

性末梢神経障害性疼痛に対するランダム化比較試験で有効

954 人のうち 104 人（10.9%）が基準を満たし，糖尿病に

性が示されている１１）．

おいて治療誘発性の神経障害の危険性は，HbA1c が 3 か

さらに，2019 年に上市された Ca2＋チャネル α2δ リガン

月に 2〜3% 低下した場合は 20% 増加し，3 か月に 4% 以

ドである mirogabalin は，アジア人を対象とした糖尿病性

４）

上低下した場合は 80% 増加すると報告している ．
本症例は，前医にて SU 薬と DPP-4 阻害薬で治療され

末梢神経障害性疼痛に対する 52 週のオープンラベル試験
で安全性と有効性が示されている１２）．

ていたが，HbA1c 12〜14% と血糖コントロールが不良の

pregabalin と mirogabalin は，Ca2＋チャネル α2δ のサブ

期間が長かった．持効型インスリンの併用を開始し，4 単

ユニットに結合することで，Ca2＋の流入を抑制し，神経伝

位〜8 単 位 に SGLT2 阻 害 薬 を 併 用 し 初 診 時 の HbA1c

達物質の放出が抑制されて疼痛が緩和されると考えられて

13.8% から 4 か月後に HbA1c 6.9% まで改善した．初診時

いる．mirogabalin の α2δ-1 サブユニットからの解離半減

にアキレス腱反射は減弱しており振動覚の低下も認めら

期は 11.1 時間（pregabalin 1.4 時間），α2δ-2 サブユニット

れ，左足趾に違和感の訴えがあり，また CVR-R 1.98% と

からの解離半減期は 2.4 時間（pregabalin

1.4 時間）と，

低値で糖尿病性末梢神経障害および自律神経障害は合併し

結 合 力 は mirogabalin の 方 が 強 い こ と が 報 告 さ れ て い

ていたと思われるが，初診から 5 か月後に腹部から大腿部

る１３）．

の皮膚に針で刺すような痛みを訴え，体幹の神経症状が出
現し，TIND と診断した．

Tetsunaga らは，末梢性神経障害性疼痛に対して pregabalin で治療されていたが，無効または副作用のために

糖尿病網膜症に関しては，初診時は当院で無散瞳カメラ

mirogabalin に変更した 187 例の患者を NRS で評価し，mi-

により眼底検査を施行し眼科を紹介していないため，すで

rogabalin 投与 1 週目から有意に NRS スコアの低下が認め

に単純糖尿病網膜症を発症していた可能性は否定できな

られ，その後 8 週目まで低下が持続し，69.3% の患者では

い．

ベースラインから 30% 以上疼痛が軽減したと報告してい

TIND の発生機序については，Tesfaye らは神経鞘の
５）

AV シャントによる神経血管内の虚血を ，Honma らはグ
６）

ルコース欠乏によるアポトーシスを ，Ohshima と Nukada

る１４）．
本症例では，pregabalin は 75 mg/日の投与で効果が認
められなかったため，めまい等の副作用を考慮し増量せず，

は繰り返す低血糖による細小血管ニューロンの障害を提唱

duloxetine に切り替えた．しかし duloxetine も単独投与

している７）が，未だに明らかではない．

では症状が改善しないため，やむを得ず患者の同意を得た

TIND の臨床像の特徴として，体重変動を挙げている報

上で用法用量外の 80 mg/日まで増量した．しかし効果は

告がある１）．TIND は，肥満外科手術後にごくまれに認め

限定的であったため，mirogabalin を 10 mg/日併用したと

られる場合がある急性有痛性神経障害や自律神経障害の特

ころ症状が改善した．その後 duloxetine を用法用量内の 60

徴を有しており，この神経障害の最も重要な危険因子は栄

mg/日に減量したところ，一時症状が再燃した．そのため

養障害であると推察されている８）．

mirogabalin を 15 mg/日を経て 25 mg/日まで増量したと

本症例では，当院初診前の 1〜2 年間に 10 kg の体重減
少があり，TIND 発症までにさらに 8.6 kg の体重減少を認

ころ，めまいやふらつきの副作用が出現したため，20 mg/
日に減量し，NRS 0 点に改善した．

86 例を検討した高橋らは，TIND の

mirogabalin は，アジア人の糖尿病性末梢神経障害性疼

神経症状は下肢に多くみられるが全身に及び，原則的には

痛に対して 30 mg/日で有意な効果を示すことが報告され

左右対称であったと報告している１）．本症例でも神経症状

ている１５）が，本症例では下行性抑制系を賦活する dulox-

は左右対称であった．

etine を併用することにより，痛みの上行性伝導を遮断す

めた．また，TIND

TIND は，神経障害性疼痛に分類され，治療には痛みの

る Ca2＋チャネル α2δ リガン ド の mirogabalin が 20 mg/日

上行性伝導を遮断する Ca チャネル α2δ リガンドの pre-

で効果を示したと考えられる．また，上述のように pre-

gabalin，gabapentin，下行性抑制系を賦活するセロトニ

gabalin に比して mirogabalin の α2δ サブユニットからの

2＋
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解離半減期が長いことが効果的であった一因であるかもし
れない．
TIND は自然軽快する可能性もあり，必ずしも duloxetine と mirogabalin の併用が有効であったとは言えない
が，duloxetine と mirogabalin の併用を開始し症状が改善
した後，duloxetine を用法用量内に戻した際に症状が再燃
していることから，自然軽快した可能性は低いと考えられ
る．また症状が再燃したため mirogabalin を 25 mg/日ま
で増量したところ，めまいやふらつきの副作用が出現し減
量せざるを得なかったため，本症例においては効果の維持
と副作用の軽減の点から，両者の併用が有効であったと思
われる．
また，本症例で は，duloxetine と pregabalin の 併 用 は
試みていないので，duloxetine と mirogabalin の併用との
効果の比較はできない．今後 TIND の症例に第一選択薬
の単独投与が無効であった場合に，併用療法の効果の比較
検討が必要であると思われる．
TIND の発症機序は未だに明らかではないが，急速な血
糖コントロールの改善によって発症すると言われている４）．
本症例のように長期間にわたって高血糖状態であった糖尿
病患者を治療する際には，TIND の発症を予防するために
緩徐な血糖コントロールを行う必要がある．
なお，本症例を出版するにあたって患者から同意を得ている．

Conflicts of interest：本稿作成に当たり，開示すべき conflict of
interest（COI）は存在しない．
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A Case of Treatment-induced Neuropathy of Diabetes for
Which Combination of Duloxetine and Mirogabalin Was
Considered to Be Effective
Takashi Itsukaichi Miwako Mikami Mayumi Narita
Katsura Sasaki Chiaki Shiokoshi Aiko Nishizawa
and Yukiko Yamazaki
Itsukaichi internal medicine clinic

ABSTRACT: The patient was a 63-year-old woman who had been diabetic for 6 years, with her HbA1c as
high as 14.1% at her previous hospital. Four months after starting insulin therapy at our clinic, the HbA1c
level improved to 6.9%. In the following month, when a sharp pain appeared in the abdomen, which spread
to both her thighs and fingers, she was diagnosed with treatment-induced neuropathy of diabetes (TIND).
Since hypoglycemic medication was reduced, pregabalin alone was not effective. However, her symptoms
improved when mirogabalin was administered in combination with duloxetine. When treating diabetic patients who have been hyperglycemic for a long period of time, mild glycemic control is necessary to prevent
the occurrence of TIND.
J Med Soc Toho 68 (2): 53―58, 2021
KEYWORDS: treatment-induced neuropathy, diabetes, duloxetine, mirogabalin
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