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インスリン製剤の
変遷をたどる
第2回
●粟田 卓也（埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科）
が特にすばらしかった症例として、エリ

た。インスリン注射に伴う低血糖やアレ

ザベス・ヒューズ（図 6）のことを細かく述

ルギー反応などの副作用のみならず、イ

インスリンの発見が新聞報道によって全

べている。エリザベスはニューヨーク州

ンスリンの注射量と注射回数、食事とイ

世界に知られてから、インスリンを懇願

知事から最高裁判所長官にまでなったア

ンスリン量のバランスなどが、まず解決

する手紙がバンティングやマクラウドに

熱狂を過ぎて

メリカ政府要人の娘であったが、1918

すべき点として浮き彫りになった。さら

殺到した。今や、インスリンを大量生産す

年に 1 型糖尿病を発症した。アレン医師

に、インスリン治療により昏睡をまぬがれ

る必要性は明らかであったが、トロント

の飢餓療法を忠実に守り、何度かの生命

ても、罹病期間が長くなると網膜症、腎

の研究室ではうまくいかなかった。トロ

の危機を脱してはいたが体重は減少する

症、動脈硬化症が高頻度に現れてくるこ

ント大学は 1922 年 5 月、アメリカ・イン

一方であった。ようやく、インスリンの大

とが明らかとなり、糖尿病治療の焦点は

初期のインスリン製剤
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［前回の訂正］
第 1 回（第 399 号 6 ページ）で示した写真 1 のキャプショ
ンは「医学部棟屋上のベスト（向かって左）、バンティン
グと膵摘犬マージョリー」に訂正します。

ディアナポリスのイーライ・リリー社にア

量生産が可能となってきた 8 月 15 日にト

昏睡との闘いから慢性合併症との闘いに

メリカ大陸におけるインスリンの独占的

ロントにやってきて治療を受けることが

移ることとなった。

製造許可を与えた。ほどなくして、家畜

できた。あと3 日で 15 歳になるところで

の膵臓から工業スケールの大量のインス

あったが、極度にやせ衰え身長 152 cm

リンが抽出可能となり（図 1）
、1923 年の

に対して体重は 20 kg しかなかった。た

終わりには「アイレチン」の商品名で 2 万

だちにインスリン治療を 1 日 2 回 1 mL ず

5,000 人の患者がインスリンの治療を受け

つ注射したところ、すぐに尿糖が消失し、

奇跡の治療薬であるインスリンの発見

リンのアミノ酸配列を決定し、蛋白質

るにいたった。インスリンの製造はまた

食事は 889kcal から翌週には 2,200 〜

は数々の栄誉をもたらしたが、1923年

がアミノ酸の連結した確固たる化学構

たくまにヨーロッパでも広まり、1923 年

2,400 kcal、さらには 2,500 〜 2,700 kcal と

10月25日には最高の栄誉であるノーベ

造をもつことを初めて示したことで、

に発売されたノルディスク社の「レオ」

なり、毎週 1 kg ずつ体重は増えた。秋に

ル賞（医学生理学賞）が授与された。バ

1958 年のノーベル化学賞を受賞した。

はすっかり元気で健康的な身体になり、

ンティングはカナダ人としては最初の

インスリンの立体構造は、1964 年に

映画やコンサート、さらにはドライブや

受賞者であった。受賞者はバンティン

ノーベル化学賞を受賞したオックスフォ

日本においては、1923 年に日本の数

旅行にも出かけられるようになった。エ

グとマクラウドの 2 人と発表されたが、

ード大学の女性 X 線結晶学者ホジキン

カ所で「アイレチン」が輸入されて、イン

リザベスの驚異的な回復ぶりに、トロン

バンティングはベストが受賞できなかっ

により解明され、インスリンは構造が

スリン治療が行われ始めたようである。

トを訪問した医師は驚嘆した。その後、

たことに憤慨し、賞金の半額をベスト

確定した最初の蛋白質になった。イン

1924 年 3 月に発行された「糖尿病のイン

エリザベスは 73 歳で亡くなるまでインス

に分けると声明し、一方マクラウドは

スリンのアミノ酸配列が明らかになる

スリン療法」という書籍のなかに輸入イン

リン注射を続け、法律家として活躍する

コリップと折半すると表明した。2 人

と、人工的にインスリンを作り出そう

スリンの広告があるが、100 単位 8 円（現

とともに結婚し、3 人の子どもの母親とも
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なった。エリザベスの治療経過は、イン

はノーベル賞授賞式にも出席せず、そ

とする研究が盛んに行われた。ロック

在の約 4,000 円に相当）ときわめて高価で

のあとに別々に行った受賞講演のなか

フェラー研究所のメリーフィールドが

あった（図 3）
。

スリンの劇的な効果を実証するネタとし

でも、互いの反目と不信をあらわにし

開発した固相法によるペプチド合成機

てアメリカ各地の新聞記事で報道された。

ている。しかし、受賞に漏れたベスト

は、インスリンを画期的に早く合成で

熱狂を過ぎて

は若くしてマクラウドの後任のトロン

きた。彼の固相法は核酸の合成にも利

（図 2）をはじめとして、多くの製薬会社
がインスリン製剤を発売した。

初期のインスリンは、精製が不十分で
汚い茶色の外観をしていた。また、イン
スリン注射には、ガラスの注射器および

インスリンとノーベル賞

ト大学生理学教授になり、また 1941

用され、1984 年のノーベル化学賞を

針を煮沸消毒して繰り返して使っていた

インスリン治療が広まるにつれて、糖

年に飛行機事故で亡くなったバンティ

受賞した。また、ホルモン、ビタミン、

（図 4）
。そのため、インスリン治療は煩雑

尿病性昏睡で死亡することはまれになり、

ングの後任としてバンティング・ベス

酵素などの血液中の微量物質を測定す

で、太い針と製剤への不純物の混入のた

アレンの飢餓療法は行われることはなく

ト研究所所長も務め、1978 年に亡く

る画期的手法として広く用いられてい

めかなりの痛みを伴っていた。それでも、

なった。糖尿病患者の寿命は延長し、エ

なるまでに研究者として卓越した業績

るラジオイムノアッセイ（RIA）は、ブ

インスリンによる治療は死の淵にあった多

リザベス・ヒューズのように、社会生活

を上げている。のちに、ノーベル賞史

ロンクス在郷軍人病院放射線医学部門

くの 1 型糖尿病患者の命を救い、劇的に

や結婚生活を享受することも可能になっ

編集委員会もベストにもノーベル賞が

のバーソンとヤーロウが、インスリン治

栄養状態を改善した（図 5）
。マイケル・

た。しかし、インスリンは糖尿病治療の

与えられるべきであったと発表した。

療中の患者にインスリン抗体を発見し

ブリスの「インスリンの発見」には、回復

問題点をすべて解決したわけではなかっ

インスリンの発見という医学史上の

たことをきっかけに開発された。ヤー

一大金字塔のあとも、その奇跡的な効

ロウは 1977 年のノーベル医学生理学

果を解明しようとする研究は科学に多

賞を受賞したが、残念なことにバーソ

大な貢献をもたらし、インスリンはノー

ンはその 5 年前に心臓発作のため急死

ベル賞の歴史にたびたび登場した。ケ

したため受賞できなかった。

ンブリッジ大学のサンガーは、インス

図1
1922年当時のアイレチン製造のた
めに必要であったブタ膵臓の山。こ
の膵臓の山から手前のボトル1本分
のインスリンしか抽出できなかった。

図4
アイレチン発売当時の注射器
（1923年）

図2
インスリンレオ
（デンマーク発の
インスリン製剤）

図3

大正当時のインスリンの広告

図5
インスリン投与前後の患者:右
（1922年）
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図6
エリザベス・ヒューズ
（1907-1981）

