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高齢者糖尿病における治療のさじ加減
高齢者糖尿病の増加が差し迫った問題に

状態を「フレイル」といい、要介護のハイリ

我が国は世界に例をみないスピードで高

スク状態と定義するようになりましたが、そ

齢化が進んでいます。2007年に人口に占め

のフレイルにも低血糖が関与することが示

る高齢者の割合が21%を超えて「超高齢社

唆されています。

会」となり、さらに2025年には団塊の世代

さらに問題を複雑にしているのは、高血

がすべて後期高齢者になり、少子化と相

糖もまた認知症等のリスクであることです。

まってさらに高齢化が進んでいきます。

つまり、これらの有害事象の発生頻度と血

このような変化は疾病構造に大きな影響

糖との相関はＪカーブを描くということです。

東京慈恵会医科大学客員教授

阪本

要一

を与えます。具体的には認知症や転倒・骨

このように、急速な高齢化と、近年明ら

折の高リスク者が増加しますし、それらに

かになった糖尿病領域の新たな知見を背景

よる介護需要が増え、反対に介護の担い手

として、高齢者糖尿病の治療において低血

の世代は減少します。加齢とともに耐糖能

糖を来さずに血糖を管理していくことが、

場合、または基本的ADLが低下している

が低下しますから高齢発症の糖尿病患者さ

大きな課題になってきました。しかも核家

要介護状態、または多くの並存疾患・機能

んが増加しますし、非高齢世代だった患者

族化により独居の高齢者や老々介護、認々

障害がある場合です。カテゴリー IIIで重

さんの高齢者への移行も増えます。現在既

介護が増え、糖尿病治療を‘安全に’続け

症低血糖が危惧される薬剤を使用してい

に糖尿病患者の７割前後が高齢者であろう

る環境を作る必要性が高まっています。

なければHbA1c8.0％未満、使用している

と推計されています。そしてこれらはそれ

高齢者糖尿病の新しい血糖管理目標

場合は8.5％未満かつ下限7.5％を目標とし

ぞれ 独立した問題ではなく相互に関連し

こうした中、日本糖尿病学会と日本老年

カテゴリー IIIは中等度以上の認知症の

ます。
患者さんごとの糖尿病の重みを推し量る

て、糖尿病の医療に関係してきます。

医学会の合同委員会から、高齢者糖尿病

低血糖と認知症、血管イベント、フレイル

の血糖管理目標が2016年5月20日、京都で

このような上限と下限のある血糖管理目

例えば患者さんの認知機能が低下してく

開催された第59回日本糖尿病学会年次学

標が示され、その範囲を逸脱しないために

ると、それまでご自身でできていた服薬や

術集会で発表されました。その特徴は、患

血糖変動を抑制する薬剤も近年充実し、安

インスリン等の注射を正しくできなくなって

者さんを健康状態から三つに分類し、低血

全に糖尿病を治療していく環境が整いつつ

くることがあります。すると血糖コントロー

糖リスクがある場合には目標の下限も掲げ

あります。ぜひこの新たな管理基準を多く

ルは悪化し、低血糖のリスクも高くなります。

ている点です。

の患者さんに活用していきたいところです。

そもそも高齢者は、腎機能低下による薬剤

まず、認知機能が正常でADL
（日常生活

しかし高齢の糖尿病患者さんに向き合う

蓄積傾向やインスリン拮抗ホルモン分泌低

動作）が自立している場合をカテゴリーＩと

ときに大切なことは血糖管理目標を達成す

下などのため、認知症でなくても低血糖に

します。カテゴリーＩで、かつ、重症低血糖

ることばかりではありません。目の前の患

なりやすい状態にあります。

が危惧される薬剤
（インスリン製剤、SU薬、

者さんは確かに糖尿病ではあるものの、糖

反対に、低血糖が認知症や心血管イベン

グリニド薬など）
を用いていない場合は、熊

尿病以外の疾患があり他の医療機関を受

トのリスクを高めることが近年わかってきま

本宣言における合併症予防のための目標、

診しているかもしれません。ポリファーマー

した。また近年、ストレス耐性が低下した

即ちHbA1c7.0％未満を目標とします。

シーには常に注意が必要でしょう。薬物治

・・・主な内容・・・
●ネットワークアンケート ㊾

保険適用外の血糖自己測定について

●今号のトピックス

高齢者糖尿病の血糖管理目標
熊本地震、各組織の対応

●サイト紹介 ㊼

医療動画データベース「medoga」
インスリン製剤早見表2016

●糖尿病治療薬の特徴と
服薬指導のポイント ㉓

GLP-1受容体作動薬（1）

カテゴリーＩでも重症低血糖が危惧され

療でだけでなく、食事療法においても非高

る薬剤を使用している場合は、前期高齢者

齢者に対するものとは一味違った栄養指導

ならHbA1c7.5％未満を目標とし、かつ6.5％

が大切ではないかと思います。例えば患者

を下限とします。後期高齢者の場合は8.0％

さんの好みをできる限り取り入れるといった

未満かつ下限7.0％が目標です。

工夫です。

次に、認知機能が軽度に低下している場

治療に伴う副作用リスクやQOLへの影響

合、または基本的ADLが自立している
（身

は治療介入とともに発生しますが、血糖管

の回りのことは自分でできる）
ものの手段的

理の効果発現には年単位の時間がかかりま

ADLが低下している場合をカテゴリー IIと

す。高齢糖尿病患者さんの治療にあたって

します。カテゴリー IIでは重症低血糖が危

は、この点を常に心に留めて、我々医療従

惧される薬剤使用の有無で目標を分け、使

事者が経験と専門知識のもとに、柔軟に
“さ

用していなければHbA1c7.0％未満、使用し

じ加減”をすることが重要なのではないか

ている場合は8.0％未満かつ下限7.0％です。

と思います。

医療スタッフのための
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糖尿病ネットワークを通して

医療スタッフに聞きました

Q. 血糖自己測定の保険適用の範囲について、
どのようにお考えですか？
わからない・
その他 今のままでよい

前号から、10年以上前に行ったアンケートと同じテーマ
を再度取り上げる企画がスタートしました。今回は保険
適用外での血糖自己測定
（SMBG）について。前回この
テーマで調査したのは2004年のことでした。それから12
年、どのような変化があったのでしょうか？

9％ 13％

［回答数：医療スタッフ115（医師23、薬剤師22、看護師・准看護師43、管理
栄養士・栄養士13、臨床検査技師10、その他4（糖尿病療養指導士30、糖尿
病認定看護師11）
、患者さん・一般323（ 1型82、2型223、境界型9、その他
10。 経口薬療法57%、インスリン療法45%、GLP-1受容体作動薬療法7%）
。
それぞれ重複あり］

拡大してほしい

78％

このアンケートでは、患者さんと医療ス

の三つ。スタッフのこ

タッフに同じ趣旨の質問をすると、回答に

の期待は患者さんに

ギャップがみられることが少なくありませ

も届いているようで、

ん。しかし血糖測定の保険適用範囲の拡

患者さんに対する
「自

大に関しては、
「現状でよい」が１割強、
「拡

費でSMBGを始めて

大を」が７～８割を占めるという似通った結

良かったこと」の上位三つの選択肢と一致

中でその加算を適用した患者さんがいるの

果になりました。 ちなみに12年前のアン

します
（右ページ参照）。反対に、スタッフが

は22％と少数でした。しかし、その患者さ

ケートでは、医療スタッフの83％、患者さん

「自費でのSMBGを勧めない理由」
はやはり

んの血糖管理改善や治療モチベーション向

の90％が「適用拡大を」と回答していまし

「費用が負担になるだろうから」が87％と大

上に対する効果は大きいようです。

た。低血糖を来しにくい経口薬療法が普及

n ＝ 113

多数を占めました。

し、自費でもSMBGを必要とする患者さん

ところで、前回このテーマでアンケートを

が割合としては少し減ったということかもし

した時から変わった保険上の新たな仕組

れません。

みとして、インスリン等の注射療法をしてい

医療スタッフの自由記述より
SU剤処方例は本来すべて適用すべき／肝硬変
や腎不全、ステロイド使用例などの日内変動が
大きい場合、SMBGがないと高血糖を把握でき

「実際に自費でSMBGをしている患者さ

なくても一定の条件に合えば、生活習慣病

んがいるか」とのスタッフへの質問では、

管理料の中で限定的ながらSMBGを算定

変動を知りたい／ SMBGは食事療法、運動療

74％が「いる」と回答。自費でのSMBGを勧

できるようになったことが挙げられます。こ

法、薬物療法に続く第４の治療法／測定手技の

める理由は「血糖コントロール改善のため

の仕組みについて認知度を聞いたところ、

（ 68％）」
「治療モチベーションを高めてもら

「知らない」
「聞いたことはあるが詳しくは知

うため（ 55％）」
「食事療法の方法を学んだ

らない」が多く、
「知っている」は31％にとど

り効果を実感してもらうため
（52％）
」が上位

まりました。さらに「知っている」と答えた

Q. インスリン等の注射療法以外でも血糖
自己測定に保険が適用されるケースが
あることをご存じですか？

Q. 適用した患者さんはいますか？

1%

わからない・
その他

14%

知っている
知らない

施設基準に該当するが、
適用した患者さんはいない

45%

適用した
患者さんがいる

22%

なる／指導できるスタッフとそうでないスタッフ
の差が大きい／血液の付着や針の処理など不
安が多い処置だと感じる／現状でも漫然と測定
しているケースがあり、SMBGの医療費が本当
に生かされているのか見直す姿勢が大切

聞いたことはあるが、
詳しくは知らない

23%

n=115

http://www.dm-net.co.jp/

改善することが多い
（87％）
、あまり変わら
ない（12％）
Q. その患者さんの治療モチベーションは？

17%

糖尿病ネットワーク

指導に時間をとられ他の患者を待たせることに

Q. その患者さんの血糖管理は？（ｎ＝８）

その他

31%

ない／空腹時正常でHbA1c高値の場合に日内

施設基準に該当し
ないのでいない

47%

n=36

（ｎ＝８）
向上することが多い
（87％）
、あまり変わら
ない
（12％）

糖尿病ネットワークを通して

糖尿病患者さんに聞きました

Q. 血糖自己測定の保険適用の範囲について、
どのようにお考えですか？
タッフが患者さんに期待することと一致し
ていました
（左ページ参照）。

わからない・その他

自費でSMBGを続ける場合、気になるの

今のままでよい

は費用です。自費でのSMBG経験者にそ

16％ 14％

のコストをたずねたところ、1カ月あたり
2,500～4,999円 が38％、2,500円 未 満 が
27％、5,000～7,499円が14％で、残り21％は
7,500円以上または不明という結果でした。
このコストの問題はSMBGを続ける上で最
も障害になるようで、
「血糖自己測定をして
いていやなことは？」という質問の答えは

拡大してほしい

「費用の負担が大きい」が69％で、2位以下の

71％

「穿 刺 時 の 痛 み
（ 38％）」や「測 定 が 面 倒
（ 36％）」を大きく引き離してトップに挙げら
れました。
医療スタッフにおいてもあまり認知度が

n ＝ 322

高くなかった生活習慣病管理料の中での
SMBG保険適用については、患者さんでは

この質問への患者さんの回答が医療ス
タッフの回答とほぼ同じであることは既に

派や、
「測定記録を医師に渡してもよく見な

さらに認知度が低く、80％が「知らない」と

い」といった不満も散見されました。

答え、
「聞いたことはあるが詳しくは知らな

記しました。自由記述では、
「医師から勧

では実際に自費でSMBGをした場合、そ

められてやっているので保険適用にしてほ

の効果はどうなのでしょうか。自費での

しい」
「 2型で自己管理が不十分のためイン

SMBGの経験があるのは回答者の41％（現

スリンを使っている人は保険がきき、自己

在しているが26％、過去にしていたが15％）

管理ができてインスリンが不用になると適

ですが、その人たちに「血糖コントロールに

用外になるのは納得できない」
「保険適用が

役立っているか」を聞いたところ、大多数の

広がれば血糖コントロールが良くなる人が

人が「役立っている」と回答され、効果は絶

増え、医療費の削減につながるのでは」と
いった適用拡大を要望する意見が多いもの

具体的に自費でSMBGを行い良かったこ

の、
「適用を拡大すると有効に活用しない

とを選んでいただく設問に対しては、約半

測定が増えて制度が後退し、真面目に活用

数の人が「糖尿病の治療に前向きになれた」

している人が割を食う」という慎重な意見

とし、そのほかにも「血糖コントロールが改

も。ほかには「 2カ月ごとに1週間、毎食前

善した」
「食事 療 法に自信がもてるように

に測定して変化を確認している」という本格

なった」という回答が多く、これらは医療ス

たいへん役立っている

現在している
（ｎ＝82）
過去にしていた
（ｎ＝50）

36%

どちらとも言えない
少し役立っている

68%

26%

34%

まりました。
Q. 自費で血糖自己測定を行ってよかった

ことは？（ｎ＝132。SMBGを現在して

いる人と過去にしていた人を合わせて集
計）
0

大のようです。

Q. 血糖自己測定は血糖コントロールに役立っていますか？

い」が14％、
「よく知っている」は6％にとど

16%

1% 0%
4%1%
8% 2% 4%

あまり役立っていない
全く役立っていない
わからない・その他

10

20

30

40

50

60（％）

血糖コントロールが改善した 52%
低血糖の不安が少なくなった 16%
低血糖が少なくなった 10%
高血糖が少なくなった 21%
食事療法に自信がもてるようになった 40%
運動療法を安心して行えるようになった 19%
シックデイに安心感を得られる 11%
糖尿病の治療に前向きになれた 49%
医師・医療スタッフと、治療について、
より詳しい話ができるようになった 25%

医療スタッフのための
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日本糖尿病学会と日本老年医学会

高齢者糖尿病の血糖管理目標を策定
重症低血糖リスクに応じてHbA1cの下限値も
日本糖尿病学会と日本老年医学会の合

カテゴリーⅠ

同委員会より、
「高齢者糖尿病の血糖コント
ロール目標」が公表されました。
高齢者糖尿病の血糖管理に関しては近

患者の特徴・
健康状態注１）

①認知機能正常
かつ
②ADL自立

年、我が国で行われたJ-EDIT研究などの
エビデンスが蓄積され、また海外では米国

カテゴリーⅡ

カテゴリーⅢ

①軽度認知障害～軽度
認知症
または
②手段的ADL低下、
基本的ADL自立

①中等度以上の認知症
または
②基本的ADL低下
または
③多くの並存疾患や
機能障害

7.0％未満

8.0％未満

8.0％未満
（下限7.0％）

8.5％未満
（下限7.5％）

糖尿病学会/米国老年医学会などが高齢
患者を対象としたガイドラインを出していま
す。それらのいずれも、高齢者においては
低血糖を回避することの重要性を示してい
ます。
新たに策定されたコントロール目標も重
症低血糖を避けることを主眼とし、コントロ
ールの下限値も設定するという安全性に配
慮していることが特徴です。
＊右図の見方は、巻頭ページの記事を参照
ください。

なし
7.0％未満
重症低血糖 注２）
が危 惧され
る薬剤
（イン
65歳以上
スリン製剤、
75歳以上
SU薬、グリ あり 75歳未満
ニド薬など） 注３）
7.5％未満 8.0％未満
の使用
（下限6.5％）
（下限7.0％）

治療目標は、年齢、罹病期間、低血糖の危険性、サポート体制などに加え、高齢者では認知機能や基
本的ADL、手段的ADL、併存疾患なども考慮して個別に設定する。ただし、加齢に伴って重症低血糖
の危険性が高くなることに十分注意する。
〔日本糖尿病学会年次学術集会での記者発表資料より〕
＊注１）～注３）等の詳細については日本糖尿病学会のサイトでご確認ください。
http://www.jds.or.jp/modules/important/index.php?page=article&storyid=66

「糖尿病腎症の食品交換表 第3版」が
発行されました
「糖尿病腎症の食品交換表」の改訂3版が発行されました。主に腎症３期の患者さんを利用
対象に想定した内容です。第2版からは、表5がたんぱく質含量によってＡとＢに細区分された
り、表3のＤ区分が廃止されるなどの変更が加えられています。
「糖尿病腎症の食品交換表」
（編・著者：

主な改訂点の第一は、2013年に新たにな

日本糖尿病学会、発行者：日本糖尿病協会、

った糖尿病腎症の病期分類に対応させたこ

発行所：文光堂）
は、1998年に、
「糖尿病食

とで、3期腎症の患者さん
（一部の4期を含

事療法のための食品交換表」の姉妹テキス

む）の食事療法を主要なターゲットとしてい

指示単位数が多いことからたんぱく質量の

トとして登場しました。腎症を発症すると、

ます。これにより、たんぱく制限の必要が

誤差が拡大することに配慮し、1g刻みから

その進行抑制のためにたんぱく質の摂取量

ない腎症2期までを対象とする
「糖尿病食事

0.5g刻みに変更されたほか、表3のＣ・Ｄ区

を抑える必要が出てきます。

療法のための食品交換表」との使い分けが

分が一つに統合され、また新たに表5にも

はっきりしました。

細区分が設けられました。

血糖管理と腎保護という二つの目的を病
期にあわせてバランスよく実践していくため

また本書は初版以来、表1と表3の食品

このほかにも、治療用特殊食品（低たん

の便利なツールとして「糖尿病腎症の食品

をたんぱく質含量によってアルファベットで

ぱくに調整されたごはんやパン、麺など）の

交換表」は活用されてきました。2003年に

細区分しています。同じ表の同じ細区分で

使用例を示したり、糖尿病腎症の解説をよ

は「食品成分表」の改訂を反映して1単位あ

あれば、エネルギー量とたんぱく質量がほ

り充実させるなどの変更がありました。

たりの重量を見直した第2版となり、そして

ぼ同じと考えられ、その中で別の食材に変

これらの変更点を抑えた上で、腎症のあ

本年5月に再改訂された第3版が発行されま

えて献立を作ることができます。そして第3

る患者さんの栄養指導に活用していきまし

した。

版ではこの細区分が一部見直され、表1は

ょう。

糖尿病ネットワーク
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熊本地震

糖尿病医療の対応、患者さんの対策

学会・協会などが素早く支援と情報提供を開始
4月14日に前震、その二日後に本震と連
続して大規模地震が起き、その後も長期に
わたって余震が続く熊本。未だ不自由の多
い生活を強いられている被災された皆さま
に、お見舞い申し上げます。ここでは糖尿
病医療のこれまでの対応をまとめてみました。

合の対策マニュアルや食事・運動療法の

本震 翌日には糖尿病学会が対 策本部を

インスリンを必要とする患者さんへの供給

設置

を欠かさないため、病院の倉庫やガレージ

本震発生の翌日にあたる17日、日本糖尿

注意点を確認できる状態にしています。
一方、現地の医療機関の被害状況に関す
る報道をみると、熊本県内の３割が被災し、

症学会も、Webにて被災地での感染症対
策を公開していますので、参考になさってく
ださい。

ひと月経過した時点でも診療を制限せざる

熊本地震に関する糖尿病関連の主な
情報サイト

を得ないなど、深刻な様子です。そんな中、

◇日本糖尿病学会／平成28年熊本・九
州地震への対応について
http://www.jds.or.jp/
modules/important/index.
php?page=article&storyid=62

に拠点を移して診療を続けている医療機

病学会は「熊本・九州地震対策本部」を設

関の姿も報道されました。

置し、素早く初動しました。21日には熊本

急性合併症の予防対策についても、各学

大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分

会が情報発信

泌内科に、
「熊本地震で被災された糖尿病

自宅が倒壊した、または倒壊の危険があ

患者様向けの相談窓口」が設けられ、メー

るなどのために、避難所や自動車内での生

ルとFAXによる相談に応じる体制が整い、

活を余儀なくされている方もいらっしゃいま

5月1日からは電話相談の受付けもスタート。

す。このような心身に負担となる避難生活

この間、糖尿病学会では26日に厚生労

では健康被害が起こりやすく、糖尿病患者

働省に対して、JMAT等の災害医療チーム

さんでは特にエコノミークラス症候群
（深部

が被災地においてインスリンや必要機材を

静脈血栓塞栓症）や感染症のリスクが高く

現物支給する際の原則の確認
（現物支給の

なります。

際、インスリン製剤の写真見本により本人

日本循環器学会は4月18日に、エコノミー

が使用製剤を確認するなど）や、前記の相

クラス症候群の予防を呼びかけるWebペー

談窓口の周知協力を要請するなど、被災地

ジを開設し、積極的に運動
（歩行）すること

支援の対策を次々に進めました。

を推奨。運動がままならない場合の対策と

また、日本糖尿病協会も災害時に糖尿病

また、日本感染症学会や日本環境感染

◇日本糖尿病協会／災害時に糖尿病患
者さんに気をつけていただきたいこと
http://www.nittokyo.or.jp/patient/
information/detail.php?t=2&p=16
◇糖尿病ネットワーク／災害に備えて
http://www.dm-net.co.jp/saigai/
◇日本循環器学会／熊本地震関連情報
サイト
http://www.j-circ.or.jp/
kumamoto2016/
◇日本感染症学会／災害と感染症対策
http://www.kansensho.or.jp/disaster/
index.html
◇日本老年医学会／
「平成28年熊本地
震」への高齢者支援
http://www.jpn-geriat-soc.or.jp/
saigaisien/index.html

して、水分を十分補給する、足首を動かす、

患者さんが気を付けるべきことをまとめた

ふくらはぎのマッサージなどを勧めていま

Webページを開設。インスリン療法中の場

す。

「起きてから」ではなく
「起きる前」に確認しておきたい、
災害対策 〜小冊子のご案内〜
熊本地震は、従来「地震が少ない」と言
われていた九州地方で発生しました。日本
は火山列島である以上、どこでも地震のリ
スクは考慮しておかなければいけないので

◆災害発生！その直後の対処方法
・災害が発生したら、まず、生命を守る行動を
・３日間はご自身で生き抜くつもりで
・避難所での生活では、急性合併症にならないこ
とが第一

◆避難生活における糖尿病療養の注意
・なるべく早く、被災前の治療状態に戻れるように
・感染症や熱中症などに気をつけましょう
・上手にストレスを解消しましょう
◆災害への備え、チェックリスト

しょう。
三和化学研究所では、
「糖尿病患者さん
のための 災害への備え」という小冊子を配
布しておりますので、ぜひ‘今のうちに’患
者さんへの情報提供にご活用ください。
【以下、小冊子の見出しの一部を抜粋】
◆糖尿病の方が災害に遭遇すると…
・災害時には、こんなことが起きやすくなります
・避難生活では、こんなことが起きやすくなります
・ふだんから災害の発生を想定して準備をしてお
きましょう
医療スタッフのための
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今年の世界保健デーのテーマは「糖尿病」
、
スローガンは
「Beat

diabetes／糖尿病に負けるな」

4月7日は世界保健デー。世界保健機関
（WHO）
が設立された1948年4月7日を記念して
設けられました。この日、毎年WHOが国際保健医療に関するテーマを選び、世界各国で
さまざまな啓発活動が行われます。今年のテーマは「糖尿病」です。
「Beat diabetes／
糖尿病に負けるな」をスローガンに掲げ、糖尿病対策の推進を目指しています。
世界の糖尿病人口が4億2,200万人

ます。そして糖尿病合併症が心臓

WHOが世界保健デーにあわせて発表し

病や脳卒中、失明、腎不全、下肢切

た「Global report on diabetes」では、2014

断のリスクであり、例えば下肢切断

年時点で世界には糖尿病の成人患者が4億

のリスクは糖尿病により10～20倍上

2,200万人いると報告しています。1980年は

昇するとしています。

１億800万人だったとのことなので、34年間

糖尿病による死亡の8割以上が途上国に

で約4倍に増えたことになります。将来の見

集中

〔WHOのサイトより〕

述べています。
また本レポートは、医療の地域格差にも

通しについては、今後20年間で患者数は2

さらに2012年において150万人が、糖尿

言及。例えば前記の糖尿病による死者数

倍以上に増えるだろうと予測。このような

病が直接の原因で亡くなり、それ以外に高

150万人のうち、その80％以上は低・中所

糖尿病の増加は、個人の健康や社会へ多

血糖による心血管疾患等によって亡くなっ

得の国において発生しているとのこと。そ

大な影響を与え、特に開発途上国において

た人が220万人に上ったそうです。しかも

して途上国では必要なインスリンを使える

その影響が大きいとしています。

これらの死亡の多数
（ 43％）は70歳未満に

患者は約３分の１にとどまるという実態も

また、成人の3人に1人が過体重で、10人

発生したと報告。これらの死亡の大半は健

紹介しています。

に1人は肥満であるとして、糖尿病増加の背

康的な生活を送られるような環境を整える

詳しくは＞＞http://www.dm-net.co.jp/

後にある肥満の増加にも警鐘を鳴らしてい

政策や疾病管理によって防ぎ得るものだと

calendar/2016/025325.php

インスリンポンプ利用者の飛行機搭乗時の新たな注意

東京五輪に向け導入が進むボディースキャナーで誤作動の可能性も
国内でも利用者が増えて、特殊な治療から一般的な治療法になってきたインスリンポン
プ療法。ポンプをつけているために日常生活が制限されるようなことはあまりありません。
空港のセキュリティも従来、ポンプを身につけたまま通過できました。しかしセキュリティ
チェックの強化が世界的に進み、ポンプをいったん取り外す必要があるケースが増えてき
ています。
ご存知のように、飛行機に乗る際には、

ンプが影響を受けることはないからです。

オリンピック/パラリンピックに向けて、国際
線が就航しているすべての空港に設置する
方針と報じられています。
このボディースキャナーは、Ｘ線または
微弱電波
（ミリ波）を当てて、金属以外の危
険物も検出する方法です。そのため金属探

手荷物はＸ線や目視で中身を確認され、搭

ところが最近、少し事情が変わってきてい

知機とは異なり、インスリンポンプの作動に

乗する本人は金属探知機によるチェック

ます。理由は、飛行機搭乗の際のチェック

影響を及ぼす可能性を否定できないとのこ

ゲートを通過します。インスリンポンプも手

が世界的に厳しくなってきていることです。

とです。

荷物としてチェックを受けるのではなく、身

セキュリティの強化で登場した

に着けたままゲートを通過することで、Ｘ

ボディースキャナーに注意

線により機器に影響が及ぶ心配をする必要

対策として、①事前にボディースキャナー
の有無を確認しておく、②ボディースキャ

セキュリティチェックの強化のため、従来

ナーを通過する場合はポンプとチューブを

はありませんでした。一般的

の金属探知機に替わってボ

カニューレから外し、ポンプは金属探知機

な金属探知機であれば、ポ

ディースキャナーを設置する

による検査を依頼して検査後に再装着す

空港が各地に増えつつあり

る、③仮にポンプを手荷物検査やボディー

ます。国内の空港は海外に

スキャナーに通してしまった場合は、説明

比べてあまり設置が進んで

書に従い異常の有無を確認する―などが

いませんでしたが、徐々に

ポンプメーカーからアナウンスされています。

導入が始まっていて、今年4

詳しくは＞＞http://www.dm-net.co.jp/

月には関西国際空港や中部

calendar/2016/025383.php

国際空港に設置されました。

http://www.dm-net.co.jp/calendar/2012/

国土交通省は2020年の東京

019391.php

ボディースキャナー
〔中部国際空港のサイトより〕

糖尿病ネットワーク
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サイト紹介 ㊼

インターネット上の動画を検索できる！

医療動画データベース
「medoga
（メドーガ）
」公開開始
近年、デバイスや通信環境が発達したこ
とで、短時間で多くを学べるインターネット
上での動画配信が急速に広まっています。

医療動画検索サービス「medoga
（メドーガ）」
（http://medoga.jp/）を開発しました。
任意のフリーワードで観たい動画を検索

医師・医療従事者向け、あるいは患者さん

できるほか、関連疾患や食事療法、運動療

の学習用動画が、年間、実に1,000本以上

法などの予め設定されているキーワードか

配信されていると言われます。

ら動画を探すことができます。

しかし、これだけたくさんの動画が配信

利用は無料。会員登録不要。PCに加え、

されていても、どこにどのような動画が存在

タブレット、スマートフォンからのアクセス

しているのかがあまり知られておらず、現場

にも最適化されています。

において十分に活用されていないという現

薬剤の情報収集や海外学会の動向、患

現在、検索できる動画数は、国内の学会

者さんへ紹介できる学習用動画探しにぜひ

状があります。そこで「糖尿病ネットワーク」

関連動画、企業動画に加え、ADA
（米国糖

ご活用ください。また、動画掲載も受け付

では、関連諸学会、企業、YouTube等に公

尿病学会）やEASD
（欧州糖尿病学会）の動

けておりますので、掲載したい動画があり

開されている糖尿病を中心とした医療動画

画を中心に約500本。年内には1,000本を

ましたら、ぜひ
「糖尿病ネットワーク」宛てに

をつなぎ、目的の動画を素早く検索できる

超えることを見込んでいます。

ご連絡ください！

『インスリン製剤・インクレチン関連薬・SGLT2阻害薬
早見表2016』を無料公開！
医師・医療スタッフ向けの糖尿病専門サイト「糖尿病リソースガイド」は、
『インスリン製剤・イン
クレチン関連薬・SGLT2阻害薬 早見表2016（以下、早見表）
』
（著作・発行：糖尿病リソース
ガイド編集部、監修：糖尿病治療研究会、公益財団法人 日本糖尿病財団）
を公開しました。
累計ダウンロード数は20万回以上
「早見表」は、インスリン製剤をはじめ、

オ後続品については、本稿をまとめている
現時点でも発売を控えている製品があるな

インクレチン関連薬
（DPP-4阻害薬、GLP-1

ど、今後もさらに増加することが予想され

受容 体 作 動薬）、そしてSGLT2阻害薬を

ます。

一覧でチェックできる便利なツールです。

また、DPP-4阻害薬、GLP-1受容体作動

2010年の公開以来、毎年、関連学会やイ

薬についても、週１回投与の製品3種類が

ベントなどでパンフレット版を無料で配布

発売され、早見表に加わりました。

しているほか、
「糖尿病リソースガイド」で

最新の情報を無料でダウンロード

はPDF版を公開してきました。累計ダウン

本年５月の日本糖尿病学会年次学術集

ロード数は20万回以上と糖尿病医療に携

会では、パンフレット版を無料で配布。ラ

わるたくさんの方々にご活用いただいてい

インナップが大きく変わったこともあり、用

ます。

意した1,000部がすべてなくなり、
「配布数

インスリン製剤のバイオ後続品が登場

が少なすぎる！」という嬉しいご指摘もいた

2015年から2016年にかけては、インスリ

だくほどご好評いただきました。

ン製剤のバイオ後続品が2製品、従来成分

ホームページ上では、早見表PDF版を無

の濃度を３倍にしたものが1製品、超速効

料で公開しています。PDF版は、製品情報

型製剤と持効型溶解製剤の配合薬が１製

のアップデートを随時行っています。ぜひ

http://dm-rg.net/news/2016/05/

品と、合計４製品が発売されました。バイ

ダウンロードしてご活用ください。

017620.html

◆ダウンロードはこちらから

医療スタッフのための
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最近の出来事

糖尿病ネットワーク

資料室より

これを根拠に、特定健診の腹囲の取り扱い
は、基準値以上であれば内臓脂肪減少を
主眼とした介入、基準値未満であればそれ
以外の介入法でリスクの低減を図るように

《2016年3月～2016年5月》

見直しが検討されている。なお、特定健診

2016年 3月

2016年 4月

を巡っては腹囲の取り扱い以外にも、随時

ハイリスク妊娠糖尿病に対する血糖自己測

糖尿病があると中年期の自殺・事故リスク

血糖や総コレステロールの採用、貧血の検

定保険適用拡大（3月14日）

が上昇

査廃止などが検討されている。

日本人10万人の調査（4月5日）

診療報酬改定に伴い、妊婦の糖代謝異

中年の糖尿病患者は自殺や事故のリスク

常に対する血糖自己測定の保険適用が拡

が高いという論文が Diabetes Metab に掲

大した。 従 来 の 適 用 範 囲 に 加 え、75g

載された。国立がん研究センターが行って

糖尿病足病変のハイリスク患者の抽出に

OGTTの基準3点
（空腹時92mg/dL以上、

いる多目的コホート研究「JPHC研究」の

適したリスクスコアが開発された。糖尿病

1時間値180mg/dL以上、2時間値153mg/

データを解析したもの。対象は国内の約10

罹病期間が15年以上、両眼での矯正視力、

dL以上）のうち2点以上を満たすか、基準

万5,000人。このうち約4,900人が追跡開始

eGFR、独身・独居、肉体労働という5項目

1点以上かつ非妊娠時のBM Iが25以上の

時点で糖尿病の診断を受けたことがあると

それぞれを点数化し合計が7点以上の場合

場合に保険が適用可能となった。ハイリ

回答していたが、その群の自殺・事故リス

はハイリスクであり、定期的なスクリーニン

スク妊娠糖尿病に対する適正使用が望ま

クは、対照に比し40～49歳で約2倍、50～

グが必要。このスコアは東京都済生会中

れる。

59歳で約1.4倍、有意に高かった。著者ら

央病院糖尿病代謝内科の富田益臣氏
（現：

糖尿病と予備群対象のスマホアプリによ

は、糖尿病があるために抑うつ傾向になり

下北沢病院糖尿病センター長）らが開発し

る臨床研究開始

東大とドコモ（3月17日）

やすいことが関係しているのではないかと

たもので、同氏も参画しているAAA
（Act

東京大学とNTTドコモは、スマホアプリ

推測している。なお、60歳以上では群間に

Against Amputation）活動にも用いられ

糖尿病足病変を予測できる簡易スコア
検査せずハイリスク者を抽出（4月15日）

を用いた糖尿病と糖尿病予備群を対象とす

有意差はない。

る臨床研究をスタートさせた。生活習慣に

世界の肥満者数は6億4,100万人。2025年

2016年 5月

関する食事や運動、睡眠などの情報や、家

までに人口の2割前後が肥満に（4月11日）

糖尿病患者のための新たな15のチェックリ

「AAAスコア」と呼ばれている。

スト

英国糖尿病学会が発表（5月14日）

庭で計測した血糖値、血圧、体重、活動量

米国ハーバード大学、WHOなどによる

などの情報を継続的に収集し、糖尿病の発

糖尿病医療費や患者数に関する論文が、

症や予後の改善を多角的に検討していく。

Lancet に掲載された。世界の糖尿病医療

病患者が受けるべき治療に関する新しい15

アプリの名称は「GlucoNote
（グルコノー

費は年間8,250億ドル
（約90兆円）に上ると

のチェックリストを公 開した。 血 糖 値と

ト）」。これを使用することで被験者が研究

いう。また、糖尿病の頻度は、年齢で調整

HbA1cを測る、
足を確認する、
心理的サポー

に参加しやすくなるほか、より詳細な層別

後でも過 去35年間で男性は4.3％から9％

トを受ける、インフルエンザ予防接種を受

解析が可能になり、個人レベルでの疾病リ

に、女性は5％から7.9％に上昇し、仮にこの

ける―などを掲げているほか、教育入院

スクを予測できるようになるという。

傾向が今後も続くとすると2025年までに世

の対象は重症患者に限るものではないこと

糖尿病性腎症の重症化予防に向け、厚労

界の糖尿病患者数は7億人に達すると述べ

や、性機能障害の治療で血糖状態改善の

省、医師会など三者が連携協定（3月28日）

ている。なお、日本は過去35年間で患者数

可能性もあることなどを取り上げている。

厚生労働省、日本医師会、日本糖尿病対

が470万人から1,080万人に増加したが、国

SGLT2阻害薬に関するRecommendation

策推進会議の三者は、糖尿病性腎症予防

別の順位では5位から7位になった。

改訂

に関わる連携協定を締結した。呉市や埼

腹囲が基準値未満でも心血管疾患ハイリ

玉県などで先行し行われているレセプト

スク。特定健診見直しへ（4月15日）

英国糖尿病学会
（Diabetes UK）は糖尿

高齢者等に慎重投与（5月17日）

SGLT2阻害薬発売後の臨床データを踏
まえ日本糖尿病学会は同薬の適正使用に

データ等を利用した腎症重症化予防の取り

特定健診の腹囲の基準値を満たさなくて

組みを国レベルに拡大するもの。今後、速

もリスクが重複していれば心血管疾患発症

上の高齢者または65～74歳で老年症候群

やかにプログラムを策定し、かかりつけ医

率が高くなることが、厚労省研究班
（研究代

（サルコペニア、認知機能低下、ADL低下

と専門医の連携構築、国民・患者への啓

表者：門脇孝氏/東京大学大学院医学系研

など）の場合は慎重投与を求めるという従

発、医療従事者の研修、プログラムに取り

究科糖尿病・代謝内科教授）の研究で明ら

来より詳細な内容が盛り込まれた。なお、

組む自治体へのインセンティブ導入などを

かになった。腹囲基準を満たさずBMIが

ビグ ア ナイド 薬 のRecommendationは

進める。

25未満であってもリスクの重複によりハザー

「メト ホ ル ミン の 適 正 使 用 に 関 す る

ド比が2～3倍に上がることが、日本人を対

Recommendation」と変更の上、腎機能を

象とする縦断研究の結果として示された。

eGFRで評価することを推奨するよう改訂

関するRecommendationを改訂。75歳以

した。
●各記事の詳細およびその他のニュースについては、
糖尿病ネットワーク（dm-net）の糖尿病の最新情報／資料室のコーナーをご覧ください。

糖尿病ネットワーク

http://www.dm-net.co.jp/

日本糖尿病療養指導士認定更新に取得できる単位
数をイベント・学会名の横に表示しています。
［第1群］は自己の医療職研修単位。
［第2群］は糖尿病療養指導研修単位。
表示のないものは、現在申請中あるいは未定です。
詳細は各会のHPをご覧ください。

2016年
7月～10月
第34回日本肥満症治療学会
学術集会
［日

時］ 7月1日（金）～ 2日（土）

［場

所］東京コンベンションホール

［連絡先］
（株）コンベンションリンケージ内
第34回日本肥満症治療学会学術集会運営
事務局
〒102-0075 東京都千代田区三番町2 三番
町KSビル
Tel.03-3263-8688
http://plaza.umin.ne.jp/~jsto/
information/index_2016.html

第22回日本小児・思春期
糖尿病研究会年次学術集会
［日

時］ 7月10日（日）

［場

所］梅田スカイビル タワーウェスト
（大

阪）
［連絡先］オフィスミモザ内 日本小児・思春
期糖尿病研究会事務局
〒604-0835 京都市中京区御池通高倉西入
ル高宮町219
Tel.075-253-2438
http://jspad.umin.jp/info_next.html

第48回日本動脈硬化学会
総会・学術集会
［日

時］ 7月14日（木）～ 15日（金）

［場

所］京王プラザホテル
（新宿）

［連絡先］アクセスブレイン
〒113-0034 東京都文京区湯島3-31-5
YUSHIMA3315ビル
Tel.03-3839-5037
http://accessbrain.co.jp/jas48/index.
html

第3回肝臓と糖尿病・代謝研究会
［日

時］ 7月16日（土）

［場

所］石川県立音楽堂

［連絡先］
（株）キュービクス
〒921-8836 石川県野々市市末松三丁目
570番 いしかわ大学連携インキュベータ203
Tel.076-201-8821
http://www.liverdiabetes3.org/index.

第4回日本糖尿病療養指導学術集会

第39回日本高血圧学会総会
［日

時］ 9月30日（金）～10月2日（日）

［日

時］ 7月23日（土）～24日（日）

［場

所］仙台国際センター

［場

所］国立京都国際会館

［連絡先］
（株）コングレ内 第39回日本高血

第2群

4単位

［連絡先］
（公社）日本糖尿病協会

圧学会総会運営事務局

〒102-0083 東 京都千代田区麹町2-2-4

〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済

麹町セントラルビル

会館ビル

Tel.03-3514-1721

Tel.03-5216-5318

http: //www.nittokyo.or.jp/meeting/

http://www.congre.co.jp/39jsh/index.

index.html

html

第33回糖尿病Up・Date賢島セミナー
［日

時］ 8月27日（土）～28日（日）

［場

所］志摩観光ホテルクラシック
（三重）

［連絡先］中部ろうさい病院
〒455-8530 名古屋市港区港明1-10-6
Tel.052-652-5511
http://www.jds.or.jp/modules/event/
index.php?content_id=165

第31回日本糖尿病合併症学会
第22回日本糖尿病眼学会総会
［日

時］ 10月7日（金）～8日（土）

［場

所］仙台国際センター

［連絡先］
（株）MAコンベンションコンサル
ティング
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-7 麹町
パークサイドビル402
Tel.03-5275-1191

52nd EASD Annual Meeting
［日

時］9月12日（月）～16日（金）

［場

所］ICM-Messe München
（ドイツ）

http://www.easd-industry.com/
information.htm

http://jsdc31jsod22.umin.jp/proof/

第37回日本肥満学会
［日

時］ 10月7日（金）～8日（土）

［場

所］東京ファッションタウンビル

［連絡先］
（株）株式会社コンベンションリン

第21回日本糖尿病教育・
看護学会学術集会
［日

時］ 9月18日（日）～19日（月・祝）

［場

所］山梨県立大学池田キャンパス

ケージ内 第37回日本肥満学会運営事務局
〒102-0075 東京都千代田区三番町2
Tel.03-3263-8688
http://www.c-linkage.co.jp/jasso37/

［連絡先］
（株）アドブレーン社

第30回日本臨床内科医学会

〒400-8535 山梨県甲府市北口2-6-10
Tel.055-231-3311
http://www.jaden2016.umin.jp/

第64回日本心臓病学会学術集会
［日

時］ 9月23日（金）～25日（日）

［場

所］東京国際フォーラム

［連絡先］日本コンベンションサービス（株）
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2

［日

時］ 10月9日（日）～10日（月・祝）

［場

所］京王プラザホテル
（新宿）

［連絡先］
（株）コンベンションアカデミア内
第30回日本臨床内科医学会運営事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷3-35-3
本郷UCビル
Tel.03-5805-5261
http://jpa30.umin.jp/index.html

大同生命霞が関ビル
Tel.03-3508-1214
http://www.jcc-conference.org/64jcc/

html
●各イベントの詳細や、このページに掲載されていないイベントについては、
糖尿病ネットワーク（dm-net）のイベント・学会情報のコーナーをご覧ください。
医療スタッフのための
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糖尿病治療薬の特徴と服薬指導のポイント

第23回 GLP-1受容体作動薬（1）

セナチド徐放化製剤
（ビデュリオンⓇ）
の効果

加藤光敏（加藤内科クリニック院長 東京・葛飾区）
■はじめに
今回はインクレチン関連薬の一つGLP-1

は1～2週間以上ですが、半減期のデータは

■Short acting製剤

ありません 3）。

エキセナチド
（バイエッタⓇ）

■併用薬と重要な注意点

バイオベンチャーのアミリン社とイーライ

一つの注意点は併用可能薬の保険適応

リリー社により世界最初に開発されたのが

です。GLP-1受容体作動薬の一番の面倒さ

ンです。GLP-1は食事による血糖上昇に応

合成exendin-4です。2005年に米国で発売、

は、併用薬の保険適応が極めて複雑であ

じて、膵β細胞のインスリン分泌を促進する

内外の糖尿病学会でも大きな話題になりま

ることにつきます。記載を始めてみました

一方、血糖上昇作用のあるグルカゴン分泌

した。日本は2010年です。
「ドクトカゲの

が、複雑なため限られた本冊子に書くべき

を抑制します。また胃内容 物排出を遅く

唾液から？」と心配した患者さんが当院に

ものではありません。当院では併用可/不

し、かつ中枢性に過食を防ぐ作用もあり

いましたが、合成ですから心配いりません！

可の一覧表を作り診察室に貼っていますが、

ます。ところが生体内ではGLP-1はDPP-4

バイエッタ は1日2回朝夕食前にペン型注

処方を受け付けた薬局薬剤師さんは保険適

（dipeptidyl peptidase-4）により半減期1～

射器で1回5μgを注射し、1カ月以上後に1回

応か否かを必ず確認してください。インスリ

2分ほどの早さで分解され、効果はすぐ失

10μgに増量します。腎臓で分解されるので

ンを含む併用薬の縛りが少ないのは、ビク

われます。これの対応策は大きく2つに分

透析患者を含む腎機能高度障害者は禁忌

トーザ ⓇとトルリシティⓇです。近く、リキスミ

けられます。まずこの悪玉DPP-4の活性を

です。悪心・嘔吐、食欲減退、便秘などの副

ア Ⓡも併用薬の縛りがなくなり、併用しやす

阻害して、生体内のGLP-1を長持ちさせよう

作用は他のGLP-1受容体作動薬と同様で

くなるようです。

というのが、ご存じDPP-4阻害薬です。も

す。本剤は胃からの排泄抑制作用が強く、

受容体作動薬です。
人体におけるGLP-1は重要な生体ホルモ

Ⓡ

重要な注意点は、インスリン依存症例な

う一方は、GLP-1の構造を分解されにくいよ

「嘔気・胃部不快感も副作用だ！」と言えば

のに、インスリンをやめて切り替えると、ケ

うに変えた、GLP-1受容体作動薬という注

そうなのですが、使用してみると食欲が抑

トアシドーシスになりかねないことです。ま

制され、
これが本剤の効果とも言えます。

た単独使用では低血糖が起こらなくとも、

リキシセナチド
（リキスミアⓇ）

SU薬などの血糖降下薬併用では低血糖の

射薬です

。まず発見の切っ掛けとなっ

1）
, 2）

た、ドクトカゲの話からいたしましょう。
■GLP-1受容体作動薬の発見

もう一つのShort acting製剤はサノフィ

起こる可能性があります。

アメリカドクトカゲ
（英語でヒーラ・モンス

社より発売されたリキスミア です。エキセ

ター）は体長50cmぐらいと、大型のメキシコ

ナチドのN端から38位のプロリンを抜きセリ

当院でも本製剤の適応例は多いのです

ドクトカゲより小型で、アリゾナ砂漠や草原

ンを付加、さらにリジンを6つ付けた製剤で

が、
「インスリン注射はご勘弁」という方にも

など乾燥地帯に住んでいます。人を襲いま

す。半減期は2.1～2.5時間程度で、1日1回

「インスリンではない注射薬」と話すと同意

せんが、知らずに踏めば話は変わります！

10μgから開始し、各1週間以上投与後に15

毒牙は無いが、強力な顎で噛んだらスッポ

μg、20μgと増量します。

Ⓡ

■おわりに

してくれ、著効例が生まれています。
本剤の抗炎症作用や4）、心保護作用も知

ンのように離さず、唾液の毒素は傷から入り

エキセナチドはインスリンと併用できませ

られていますが 5）、2016年6月の米国糖尿病

腫脹、吐気、目まい等を起こします。興味

んが、リキスミアⓇは持効型または中間型イ

学会では、昨年のリキシセナチドELIXA

深いのは小型哺乳類などの獲物を腹いっ

ンスリンと併用ができます。持効型インス

試験に続き、リラグルチドのLEADER試

ぱい飲み込んでも血糖値はまず上昇しない

リンで空腹時血糖をコントロールし、リキス

験も発表され、さらに注目されています。

そうです！

ミアⓇ で食 後 血糖をコントロールするBPT

詳細は次回記載いたします。

1992年に糖尿病専門医John Eng
（ジョン

（Basal supported post Prandial GLP-1

エン）教授は口腔内の毒液からヒトGLP-1

therapy）とも名付けられている考え方です。

とアミノ酸配列で53%の相同性を持つペプチ

Long acting製剤について詳しくは次号に

ドを発見しexendin-4と名付けました。これは

なりますが、ビクトーザ Ⓡはエキセナチドの

DPP-4の作用部位であるN末端から2番目

半減期1.3～1.4時間に比べたら13～15時間

のアラニンがグリシンとなっておりDPP-4で

と長いのですが、それでも1日1回の注射が

分解されにくい構造になっています。これ

必要となります。

がGLP-1受容体作動薬のオリジナルで現在
日本では5種の製剤が発売されています。

ルリシティ･アテオスⓇ）は108時間です。エキ
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●本誌のバックナンバーは糖尿病ネットワーク（http://www.dm-net.co.jp/）
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智、前川

聡：GLP-1受容体作動薬
（フジ

メディカル出版） p33-41,2013
２）Juris J Meier：Nat.Rev.Endocrinol 8, 728742,2012
３）糖尿病治療ガイドp69-70（日本糖尿病学会編
2016-17）
４）Y-S Lee, H-S Jun：Mediators of Inflammation
1-11,2016
(http://dx.doi.org/10.1155/2016/3094642)

他の製剤の半減期は、デュラグルチド
（ト

医療スタッフのための

1）卯木

５）Y-M Kang, C-H Jung: Endoclinol Metab 1-17,
2016 (Review on line)
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