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Once Weekly 製剤の功罪
～その意義と療養指導上の問題～
インクレチン関連薬だからこその
Once Weekly 製剤
ここ数年で、DPP-4阻害薬とGLP-1受容
体作動薬がそれぞれ2種類、計4種類の週1
回
（Once Weekly）
製剤が登場しました。い
ずれもインクレチン関連薬であり、単剤では
低血糖を来しにくいこと、シックデイ時の休
薬が他の血糖降下薬ほど厳格には必要とさ
れずに安全性を保ちやすいことから、作用
時間の長期化に向いているという特徴があ
り、新たな治療選択肢として徐々に存在感
が増してきています。
ただし作用時間の長期化という点では骨
粗鬆症領域のビスホスホネート製剤が先行
しています。ビスホスホネートは骨粗鬆症
治療のキードラッグ的存在であるものの、
空腹時に服用し、かつ服用後しばらく横に
なってはいけないなどの制約があり、患者
さんにとって
“飲みづらい”薬です。その
“飲
みづらさ”を少しでも解消して治療継続率を
高めるために、連日投与から週1回製剤、月
1回製剤、年1回製剤へと進化してきたとい
う歴史があります。
薬物療法を「新規に1剤で」開始するなら、
高いアドヒアランスを期待
それでは、血糖降下薬の場合に作用時間
を長期化することに、どのような意義があ
るのでしょうか。まず言えることは、血糖降
下薬にはビスホスホネート製剤のような“飲
みづらさ”はないものの、服薬する薬の数が
減ることはそれ自体、患者さんにとってメ
リットだという点です。毎日服用する薬の数
・・・主な内容・・・
●ネットワークアンケート

高齢患者さんの血糖自己測定

●今号のトピックス

透析患者さんの過半数は糖尿病
脳卒中、循環器病を減らす施策

●サイト紹介 ㊿

スローカロリー3分間ラーニング
くすり教育研究所

●糖尿病治療薬の特徴と
服薬指導のポイント ㉖

経口血糖降下薬配合剤の
現状と注意点

を1剤でも減らすことによって服薬アドヒア
ランスが向上し、飲み忘れの減少につなが
る可能性があります。
特に、初めて薬物治療を始める患者さん
への
「最初の1剤」として週1回製剤を選択す
ると、患者さんの心理的なハードルを下げ
ることができます。例えば、これまで薬物
療法を行っていない患者さんなどで、人前
で薬を飲む
（または注射する）ことを忌避し
ている患者さんに、
「週に1回、休みの日に
家で飲んで（注射して）
ください」と伝える
と、抵抗なく比較的スムーズに薬物療法を
開始できることがあります。
介護負担軽減、ポリファーマシー対策と
しても積極的適応
またシフトワークなど不規則な生活スタイ
ルのために服薬アドヒアランスを保つこと
が難しいと考えられる人も週1回製剤の良い
適応ですし、ご自身での服薬/注射が困難
な患者さんに週1回、訪問看護スタッフが
投薬するという方法もあります。ポリファー
マシー対策として週1回製剤を導入するのも
有効ですし、連日投与に比べて若干薬価が
安くなる点も医療コスト上のメリットです。
肝心の血糖改善効果については従来の連
日投与型製剤とほぼ同等のHbA1c低下作
用が報告されています。
長所が短所にもなり得る！
～療養指導上の注意点～
では反対に、作用時間が長期化すること
に何か問題はないのでしょうか？
かえって飲み忘れが増える可能性
よく指摘されることは、
「毎日複数の薬を
服用していて1剤だけが週1回だと、かえっ
て飲み忘れしやすくなるのでは？」との懸念
です。この懸念が当たっているのか否かま
だエビデンス的には明確でありませんが、
一般的な印象として「その可能性はありそ
う」と言うことに異論はないでしょう。糖尿
病患者さんは血糖降下薬に加え併発症・合
併症の治療のため数剤処方されていること
が大半であり、仮に週1回製剤を飲み忘れ
たら血糖管理により大きな影響が及んでし
まうことから、むしろ従来以上に服薬指導
が大切になると言えるでしょう。

兵庫医科大学病院
病院長

難波

光義

シックデイ時の対応
週1回の投与で効果が得られるというこ
とは、いったん服用/注射したら少なくとも1
週間は薬剤の影響を除去できないというこ
とです。服用/注射後にシックデイとなった
場合、安全性の高いインクレチン関連薬と
は言え、消化器症状による脱水や、他剤併
用の場合には低血糖等の危険が全くない
わけではないので、シックデイルールを事前
にきちんと伝えておく必要があります。
未知の副作用の懸念
週1回の服用/注射で済むということは、
連日投与の薬剤よりも高いDPP-4阻害活性
/GLP-1高値状態が維持されるということで
す。インクレチン関連薬は未だ新薬であり、
未知の副作用が存在する可能性を完全に
は否定できていません。週1回製剤を使用
する際には常にリスク/ベネフィットを考慮す
る姿勢を持ちたいものです。
患者さんの病識が欠如しやすい
そして週1回製剤の使用に際して最も注
意していただきたいことは、患者さんの病識
が低下しやすいことです。週1回薬を服用す
るだけでHbA1cが低下すると、糖尿病とは
たやす
そういう“容易い病気”だと認識されてしま
い、治療の基本である食事・運動療法がお
ろそかにされる危険が生じます。
特に、前述のような週1回製剤の良い適応
である薬剤ナイーブの患者さんでは、この点
が極めて重要です。薬でHbA1cが改善すれ
ばそれでよしとの判断は、医療者/患者とも
に、厳に慎まなければいけません。週1回製
剤という
“便利な薬”
の力を上手く生かしてい
くために、もう一度いま、糖尿病治療の原点
に立ち返る姿勢を大切にしたいものです。

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. 高齢患者さんへのSMBG指導は、
非高齢の患者さんに比べて難しいと感じますか？
糖尿病患者さんの半数以上は高齢者で、その割合はさ
らに増加中。加齢に伴う身体機能の低下や合併症の影
響で、血糖自己測定を行いにくいとお感じになる患者さん
もいらっしゃるようです。そこで今回は、患者さんが、ふ
だんのSMBG操作にどんな困難がおありなのか、または
ないのかをお尋ねしました。

わからない・その他

4％

［回答数：医療スタッフ123（医師18、薬剤師10、看護師69、栄養士11、その他
15。うち糖尿病療養指導士38、糖尿病認定看護師18）
、患者さん345（ 1型
143、2型193、その他9。経口薬療法45%、インスリン療法74%、GLP-1受容
体作動薬療法4%）
。重複あり］

「たいへん難しいと感じる」と「少し難し
いと感じる」がほぼ同数で、合わせると9割
以上に上り、高齢患者さんへのSMBG指導
に関わるハードルの存在を垣間見ることが
できます。
‘難しい’と感じる理由を具体的に挙げて
いただくと
（複数選択可）、
「穿刺針やセン
サーの装着など、細かい作業に支障がある
患者さんが多い」
（ 82%）、
「測定操作をな
かなか覚えられなかったり、忘れてしまう患
者さんが多い」
（74%）、
「エラーが表示され
た時の対処方法がわからない患者さんが多
い」
（ 58%）、
「液晶画面の情報量が多過ぎ
て、理解しきれていない患者さんが多い」
（32％）などが挙げられました。

少し難しいと
感じる

Q. 操作が煩雑
でも機能が充実
している測定器
と、機能は少な
くても操作が簡
単な測定器があ
るとしたら、高
齢患者さんにはどちらを用いま
すか？

46％

n ＝ 123
く見積もりすぎ。クラウド連携でデータ
を送ってくれる70歳の人もいる。65歳な
ど全然問題ない」
（ 60歳代、医師）
や、
「個

さを優先する声が大多数を占めました

人差が大きく年齢で分けることは適切で

（右ページ右下の帯グラフの上段）
。
今回のアンケートでは総じて高齢者の

ない」
（ 50代、臨床検査技師）との声もあ
りました。その他の自由回答をピック

SMBGの難しさが浮き彫りになりました

アップし紹介します。

が、
「医療者側が患者さんのスキルを低

自由記述から

そのようなケースは「ほとんどない」との

回答は10％未満にとどまり、患者さんの

わからない・
その他

加齢に伴いSM B G継続に何かしらの困難

ほとんどない

うです。

12%

8%

しばしばある

30%

こういった場合も含めて、高齢のために
SMBGが困難なケースへの対応としては、
「ご家族に測定してもらう」が55%で過半を
占め、2位以下は「血糖管理にやや目をつむ

たまにある

50%

りSMBGを処方しない」
（ 22%）、
「訪問診
療の際に医療スタッフが測定する」
（ 11%）
と続きました。
糖尿病ネットワーク

47％

たいへん難しいと
感じる

この質問に関しては、測定操作の簡便

Q. 患者さんの加齢に伴い、SMBG継続が次第に難しくなるケースは
ありますか？

が生じたという経験をおもちの方が多いよ

3％

特に難しいとは
感じない

n = 123

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

老老介護でSMBGが困難であるケースが増えてき
ていると実感。できていたことができなくなったと
きご本人を落胆させないよう、継続できる関わりが
大切。そのためには在宅でのサポートが必要と感
じる
（40代、看護師）
／70～80歳代の患者にインス
リン導入およびSMBG指導をすることがあるが、イ
ンスリンと混同してしまいうまくいかないケースが
多々ある
（ 50代、糖尿病認定看護師）
／ SMBGへ
の対応の柔軟さで、かえって患者の認知機能が明
らかとなることもある
（ 50代、医師）／若い方に比
べて数値にとらわれ過ぎ、結果を気にし過ぎて不
安を訴える方が多い
（ 50代、管理栄養士）
／できる
ならSMBGを継続したいが、手の震え、採血困難、
視力低下、理解力の低下、家族の協力の有無で困
難になる方も多く、HbA1cでのコントロール把握に
なることも多くなる現状
（50代、薬剤師）
／患者さん
の認知能力
（操作が覚えられるか）、手技力
（手指の
巧緻性）、視力
（糖尿病網膜症の進行状況、血糖値
が見えるか）などをアセスメントして、測定機種や指
導方法を検討し、指導を開始している
（ 40代、糖尿
病認定看護師・CDE）

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. 年齢を重ねたことで、以前に比べ
SMBGの操作が難しくなったと感じますか？
その他

3％

Q. 血糖値を確認する以外に使
用する機能はありますか？
（複数選択可）

感じる

現在の血糖測定器はただ単に血糖値を

9％

測るだけでなく、さまざまな解析機能や
通信機能などを備えています。患者さん
がそれらをどのくらい使いこなしている
のかを質問してみたところ、
「メモリーの
読み出し」は61%と比較的よく使われてい
ることがわかりました。しかし二番目に
多かったのは「血糖値の確認以外に使用

感じない

89％

する機能はない」
（36％）
で、やや意外（？）
な結果でした。
‘その他’の記述には、
「血
糖測定以外にどのような機能があるか知
らない」という回答が複数みられました。
0

n ＝ 345
左ページで紹介したように、スタッフは
高齢の患者さんへのSMBG指導に困難を
感じている方が多いという結果でしたが、
患者さんへの質問の結果はそれと対照的
齢による影響はそれほど大きくないという

んに用いる場合は」という前提で答えてい

ことなのかもしれません。

ただきました。結果は下の帯グラフに示す
とおりです。

行っている患者さんに回答いただいたもの

患者さんからの回答はスタッフよりもやや

であり、既にご自身での施行が困難な患者

‘機能優先派’が多いものの、両者ともに
‘簡

さんは含まれていませんから、少し解釈に

単操作優先派’が多数を占め、特に高齢の

注意が必要かもしれません。また、このよ

患者さんではその傾向がより強くみられま

うな条件下のアンケートでも1割程度の方

した。

なお、この質問に「難しくなったと感じる」
と答えた方
（n=30）
に、具体的な理由を複数
選択可で選んでいただいたところ、
「目が
見えにくくなってきた」を61%、
「手が震えた
りこわばったりして、細かい操作やスムーズ
な操作が難しくなった」を32%、
「耳が聞こ
えにくくなって操作音がわかりにくくなった」
を14%の方が選択されました。

14％
9％

測定データの解析機能
(平均値、食前値、食後値など）

スマホアプリとの連携機能

36％
その他

医療スタッフ

（n＝123）

患者さん

（n＝345）
現在65歳未満
の患者さん

（n＝195）

現在65歳以上
の患者さん

（n＝138）

血糖値の確認以外に
使用する機能はない

3％

n＝345

自由記述から
特に低血糖の時、頭がよく回らなくなる感じで細か
い作業がやりにくくなるので、この先もっと歳をとっ
たときのことが心配
（ 40代、1型女性）
／視力が低下
していて針にキャップをかぶせるのが一苦労
（ 40代、
2型男性）
／採血針交換時の針深度調整が難しい
（60代、2型男性）
／高齢になると指先での採血時穿
刺吸引が難しくなる。穿刺器具のいいのがないかと
思う
（ 70代、2型男性）
／視力が低下したら血糖自己
測定は不可能だと思い不安になる
（ 40代、1型女性）

0

よって困難になってきているという点は、意
えるでしょう。

低血糖、高血糖のデータ確認や
その解析機能

左ページに記したように、これと同じ内

容の質問をスタッフに対しては
「高齢患者さ

外に気付きにくい療養指導上の注意点と言

11％

Q. あなたが血糖測定器を選ぶ
としたらどちらの測定器を選
びますか？

は、以前から続けているSMBGが加齢に

61%

メモリーの読み出し

です。測定手技を一度覚えてしまえば、加

ただし、このアンケートは現在SMBGを

70％

50

0%

100％

87%

8% 5%

23%

60%

11% 6%

26%

55%

14% 5%

70%

8%4%

18%
操作が煩雑でも機能が
充実している測定器

機能は少なくても
操作が簡単な測定器

医療スタッフのための

どちらとも
言えない

その他
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糖尿病以外で透析導入した方の糖尿病をどうする？

透析人口の半数以上（53.4％）
は
糖尿病の患者さん
前号の本コーナーでは、合併症の中で

年の44.5％が最大でした。また糖尿病性

透析患者さんの既往症を糖尿病の有無

も特に網膜症に焦点を当て、国内の視覚

腎症による新規透析導入の実数も2011年

別に比較した数値も公表されています。そ

障害の原疾患としての糖尿病性網膜症の

に記録した16,803人が最大で、それ以降は

れによると、心筋梗塞の既往ありの頻度は

推移などをまとめました。そこで今号は腎

わずかな減少傾向を示しながら、一進一退

糖尿病のある透析患者さんで14.1％、糖尿

症を取り上げます。

といったところです。

病のない透析患者さんでは6.1％で、同様に

透析人口は32.5万人。原疾患が糖尿病

糖尿病のある透析患者さんは、心筋梗塞

脳梗塞の既往は23.0％と13.0％、四肢切断

性腎症はその38.4％、新規導入に限れ

や脳梗塞、四肢切断の既往が多い

の既往は6.9％と1.0％で、糖尿病透析患者

ば43.7％

ところで、原疾患が糖尿病性腎症以外の

さんで明らかに高いという結果です。

透析医療の実態に関しては毎年、日本透

透析患者さんの中にも糖尿病の方はいらっ

糖 尿 病 透 析 患 者 さ ん の 平 均HbA1cは

析医学会が詳細な調査を行い「透析会誌」

しゃいます。例えば、透析導入後に糖尿病

6.19％、グリコアルブミンは21.20％

に公表しています。まずは主にそのデータ

と診断された方や、透析導入前から糖尿病

では、このような糖尿病透析患者さん

をみながら現状を確認してみましょう。

ではあったものの透析に至る原因として糖

の血糖はどの程度にコントロールされてい

尿病性腎症が主ではなかった方などです。

るのでしょうか？

によると、2015年の透析人口は32万4,986人

そういったケースと原疾患が糖尿病性腎症

2015年に調査されていて、HbA1cの平均は

でした。原疾患別にみた場合に最も多いの

の場合をあわせた‘糖尿病の既往あり’
を、

6.19％で、8割近く
（79.8％）の方が7％未満に

最新の報告（透析会誌50（1）
：1-62, 2017）

がご存知、糖尿病性腎症で38.4％を占めま

「透析会誌」では「糖尿病透析患者」と定義

この点については既に

管理されていました。
ただし、透析患者さんの場合、HbA1cが

す。さらに新規透析導入例に限るとその割

しています。その割合は53.4％。つまり、

合は43.7％に上ります。なお、新規透析導

透析患者さんの半数以上は糖尿病というこ

低く出るため血糖管理指標としてグリコア

入例に占める糖尿病性腎症の割合は2009

とになります。

ルブミンを用いることが推奨されています。
実際に糖尿病透析患者さんのグリコアルブ

原疾患別透析者数の推移

ミンの平均値は21.20％と報告されていて、
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〔日本透析医学会：わが国の慢性透析療法の現況. 透析会誌, 各年の報告よりまとめたもの〕

糖尿病ネットワーク

http://www.dm-net.co.jp/
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心筋梗塞
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四肢切断
あり

〔日本透析医学会：わが国の慢性透析療法の現況. 透析会誌，
50（1）
：1-62, 2017〕

透析スタッフが鍵を握る、
糖尿病透析患者さんの療養指導

食事エネルギー量、合併症管理まで幅広く、
ステートメントとその解説で構成されていま
す。例えば前述のように血糖管理指標とし
てHbA1cではなくグリコアルブミンを推奨
しています。その理由は、透析患者さんの

左ページに記したように、糖尿病性腎症

で透析医療従事者も積極的に担っていくべ

貧血の治療に用いるESA
（赤血球造血刺激

により透析に至った患者さん、または糖尿

きであろう」として透析スタッフの糖尿病管

因子）製剤により赤血球の“平均寿命”が短

病ではあるものの糖尿病以外の理由で透

理スキルアップの必要性を述べています。

縮されHbA1cが実際の血糖状態よりも低く

析に至った患者さん、あるいは透析導入

この治療ガイドの内容は、血糖管理から

なるためです。

後に糖尿病を発症した患者さんが少なくな
く、透析人口の半数以上を占めています。
このことから今、透析患者さんの血糖コント
ロールをどうするかが大きな課題となってい
ます。
この状況に対応して日本透析医学会は
『血液透析患者糖尿病治療ガイド2012』を
公表しました。その序文では「維持血液透
析を週3回行うとすれば、1人の患者が1か
月に12～14回は透析施設に受診して数時
間、透析医療従事者により管理される。
（中
略）このような状況下において、透析患者の

『血液透析患者糖尿病治療ガイド2012』に掲げられている
血糖指標関連ステートメントの抜粋
血液透析患者さんの血糖管理目標値

非糖尿病患者さんのスクリーニング

随時血糖
（透析前血糖値；食後約2時間

非糖尿病患者においても、最低12か月

血糖値）180～200mg/dL未満、グリコアル （1年）
に1回透析前血糖値およびグリコアル
ブミン値20.0％未満、また、心血管イベント

ブミンを測定することを推奨する。

の既往歴を有し、低血糖傾向のある対象

糖尿病が疑われる場合、日本糖尿病学会の
診断基準に従い診断を行う。ただし HbA1c
は過小評価するので、血糖値は基準を満たす
が HbA1c は満たさない場合があり得る。こ
のため、主に血糖検査を反復することで糖尿
病診断を行う必要があると考えられる。

者にはグリコアルブミン値24.0％未満を血
糖コントロールの暫定的目標値として提案
する。

糖尿病治療は糖尿病専門医とも連携の上

糖尿病性腎症からの透析を防ぐ
「重症化予防プログラム」が全国各地で進行中！
糖尿病性腎症からの透析導入を減らす

データを活用し、介入すべ対象者を抽出しま

ための取り組みも各地で本格化してきまし

す。対象となるのは2型糖尿病で腎症2期～

現在、約90の自治体でこのプログラムが

た。昨年度、日本医師会、日本糖尿病対策

4期に該当する人です。健診やレセプトデー

進行しており、先行して始まった埼玉県の自

推進会議、厚生労働省の三者が共同で策定

タを活用し、この基準に該当するのに医療

治体では新たに医療機関を受診する糖尿病

した「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」

機関を全く受診していない人や通院を中断し

患者数が倍増するという効果も出ていると

にそって、全国の自治体がその取り組みをス

ている人に受診を勧奨するだけでなく、既に

のことです。この仕組みが全国に広がれば、

タートさせつつあります。

医療機関を受診している人でもこの基準に

一時的に保険者のコストや医療費が上昇し

レセプトや健診データからハイリスク者

該当する場合にはかかりつけ医の同意を得

ますが、いずれは1人500万円/年と言われる

を割り出し強力に介入

た上で保健指導を行うというもので、患者さ

透析医療費の減少につながると予測されて

んの掘り起こしをかなり強力に進めることに

います。

このプログラムではまず健診とレセプトの
プログラム対象者の抽出方法の例

なります。

プログラム対象者への対応例
健診受診あり
腎症第1～2期
糖尿病等生活
習慣病関連
レセプトあり

腎症第3期

医療機関での管理
治療中断しがちな場合の保健指導
保健資源を活用した予防事業
第2期等に対す 医療と連携した腎
る腎症予防事業 症悪化防止のため
の保健指導

他疾患レセプト 糖尿病管理の必
はあるが、糖尿 要性を本人に通
病等のレセプト、 知、HbA1c等検
内科受診なし 査値に応じて受
診勧奨・保健指
医科レセプト 導
なし

①健康診査・レセプト等で選定されたハイリスク者
②医療機関からの紹介
③治療中断、健診未受診者

健診受診なし
糖尿病履歴なし 糖尿病履歴あり

腎症第4期
主治医に健診結
果連絡、腎症対
策強化について
連携

医療機関での管
理主体
年に1度の健診
受診は促す

※

糖尿病・腎症対策 本人
（主治医）
に 健診受診勧奨
の必要性を本人に 健診結果を通知、3年以上健診未
通知し、適切な医 糖尿病性腎症の 受診の場合の対
療につながるよう、 適切な医療につ 策等
受診勧奨、
保健指 なげる
腎症対策外の
導
強力な受診勧奨 一般的な取り組み

健診または医療
機関受診
（生活
習慣病管理）
の
積極的な促し
強力な受診勧奨

＊医療機関との連携を取りながらスキルの高い専門職が保健指導を実施することも考えられる

〔厚生労働省Ｗｅｂサイトより〕
医療スタッフのための
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脳卒中学会と循環器学会が
関連19学会と協力し5カ年計画を策定

脳卒中と循環器病による死亡率を5年で5％減らす
日本脳卒中学会と日本循環器学会はさ

的には、脳卒中、心不全、血管病を“重大3

予防指導管理料の創設、ガイドライン遵守

きごろ「脳卒中と循 環 器 病 克 服5カ年計

疾病”と位置づけ介入の方向性を明確化し、

率の調査の実施なども目指すとしています。

画」を発表しました。脳卒中と循環器病に

その戦略として、人材育成、医療体制の充

よる死亡率を今後5年間で5％減らすとい

実、登録事業
（データバンク）
の促進、予防・

う意欲的な目標を掲げています。

国民への啓発、臨床・基礎研究の強化とい

増加している糖尿病患者数も、5年で減

う5つの取り組みを推進するとしています。

＊関連19学会：日本胸部外科学会、日本血管外
科学会、日本高血圧学会、日本小児循環器学会、
日本心エコー図学会、日本心血管インターベン
ション治療学会、日本心臓血管外科学会、日本
心臓病学会、日本心臓リハビリテーション学会、
日本心不全学会、日本成人先天性心疾患学会、
日本動脈硬化学会、日本糖尿病学会、日本脳神
経血管内治療学会、日本脳神経外科学会、日本
脳卒中の外科学会、日本不整脈心電学会、日本
脈管学会、日本リハビリテーション医学会

より具体的にみると、両疾患の一次予防

少に転じさせる
脳卒中と循環器病は加齢とともに増加

として、増加している糖尿病患者数を5年

し、両者をあわせるとその死亡者数は悪性

間で減少に転じさせる、BMI30以上の人の

腫瘍に匹敵しますし、再発や増悪による身

割 合の10％減、収 縮期血 圧の2mmHg低

体の障害により患者さん本人のQOLが低下

下、血圧管理目標達成率

するのはもちろん、ご家族の介護負担も少

10％上昇などの目標が設

なくありません。さらに社会的には、団塊の

定されています。

世代が後期高齢者に達する2025年問題が

ABI測定の普及や、予防

あり、両疾患の影響はより増大すると予測

指導の診療報酬への反

されます。公表された計画は、このような状

映も目指す

況の改善を目指しており、日本糖尿病学会
＊

など関連領域19の学会 の協力を得て策定

脳卒中と循環器病克服 5カ年計画が目指すもの

Do

第 4 次５ヵ年計画

Act

第 3 次５ヵ年計画

Plan

医療の質向上
QOL・QOD 向上

第２次５ヵ年計画

第１次５ヵ年計画

二次予防としては、ABI

医療費の伸び抑制

（ankle-brachial pressure
index. 足関節/上腕血圧

されました。

Check

「脳卒中と循環器病による死亡率を今後5

比）測定による末 梢閉塞

年で5％、10年で10％低下させる」こと、
「健

性 動脈疾患の早期発見

康寿命を延伸させる」ことを大目標として掲

および全身血管病健診の

げ、そのための施策を示しています。具体

普及、診療報酬における

2016

（2015 年基準）

脳卒中と循環器病
の年齢調整死亡率

男性：９年
女性：12 年

2021

2026
▲５％

2031

2036

▲10％

平均寿命の延伸
健康寿命の延伸

平均寿命と健康寿命の乖離縮小

〔日本循環器学会の Web サイトより〕

人工知能で網膜症の有無や病期を判定

健診領域での利用や遠隔医療にも期待が広がる
自動車の自動運転など、近未来には多
方面での活用が期待されている人工知能。

への応用も検討されています。

さんが眼底検査を受けるためにわざわざ都

診断する医師の負担が軽減

市部の病院に通院しなければいけないとい

医療の分野にも急速に広がっているようで

眼底は人間の体の中で血管を唯一直視

う状況の改善に、遠隔医療の手段の一つと

す。網膜症などの眼底疾患の診断への応

できる部位。この特徴を生かし、古くから

して人工知能を応用するといった方策も期

用も現実のものになってきました。

糖尿病網膜症や高血圧、動脈硬化の診断

待されます。

98％の精度で糖尿病網膜症を判定

に眼底検査が利用されてきました。しかし

グーグルは、人工知能に糖尿病患者の眼

正確に診断するには、眼科医が一人ひとり

底画像を学習させるというディープラーニン

の患者さんや健診受診者の眼底検査を施

グ
（深層学習）を進めることで、糖尿病網膜

行しなければならず、血液検査のように短

症を高いレベルで正確に判定できる技術を

時間で大量の検体を処理するようにはいき

開発したことを発表。その正答率は98％に

ません。眼底検査を網膜疾患や生活習慣

及ぶといいます。さらに網膜症の有無だけ

病の早期発見・管理に役立てるには、眼科

でなく病期分類の判定にも威力を発揮する

医のマンパワーの問題解決が必要とされて

ことが確認されています。また、緑内障や

おり、そこに人工知能が大きく貢献する可

加齢黄斑変性など、糖尿病網膜症以外の

能性を秘めています。

視覚障害につながる網膜疾患の早期診断
糖尿病ネットワーク

また、眼科の専門医がいない地域の患者

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

人工知能による糖尿病網膜症のスクリーニン
グに用いられた眼底写真の一例。左の写真は
正常と判定され、右の写真には血液の漏出が
みられ、網膜症ありと判定される。
〔グーグル社の Web サイトより〕

スローカロリーを楽しく学ぼう

食事指導に使える
アニメーション動画資材を無料公開！
スローカロリーな食生活で健康づくりを啓発する一般社団法人スローカロリー研究会
（理事
長：宮崎 滋／公益財団法人結核予防会理事・総合健診推進センター長）
は、スローカロリーの
基礎から実践までわかりやすく学べるアニメーション動画3本をリリースし、無料公開しました。
食後高血糖になりにくい
食事の摂り方、食品選びとは

アニメーション動画で理解しやすく
同研究会は、食生活のコツをわかりやす

「スローカロリー」は、糖質の量だけでな

く説明するためにアニメーション動画を制作

く
“質”や
“摂り方”に着目した健康的な食生

し無料公開をスタートしました。個人視聴

活の考え方です。狭義ではゆっくりと消化

はもちろん、病院等での食事指導、講演会

吸収できる糖質を摂り、急激な血糖上昇、

での上映や病院待合室での院内ビジョン放

過剰な脂肪蓄積を抑えること。食物繊維の

映など、さまざまなシーンでの活用が見込ま

多いものをメニューに取り入れ、たくさん噛

れるとしています。糖尿病ネットワークでも

み、時間をかけて食事を摂る。そして規則

お馴染みの人気キャラクターとともにニュー

正しい食習慣を身につけることで消化しや

フェイスも登場。"3分間"と銘打ってはいま

すい身体をつくる、という広義の考え方にま

すが、本作は7分近くの豪華お得バージョン

で及びます。すでに医療・保健指導分野や

に仕上がっています。PCやスマホから無料

プロスポーツの世界でも採用されています。

で閲覧できますので、ぜひご活用ください！

■スローカロリー3分間ラーニング
http://slowcalorie.jp/3min/
第1話：
「糖質なんか必要ない」ってホント？
第2話：糖質をゆっくり消化吸収する
「スロー
カロリー」とは
第3話：実践！今日から始めるスローカロリー
提 供：一般社団法人スローカロリー研究会
企 画：株式会社創新社
制 作：ライフムービー株式会社

「くすり教育」と
「薬物乱用防止教育」の充実を

一般社団法人 日本くすり教育研究所が発足
小・中・高等学校における「くすり教育」や「薬物乱用の防止教育」などを行う日本くすり

教育研究所は、同研究所の活動をより充実したものとするため、このたび「一般社団法人
日本くすり教育研究所（代表理事：加藤哲太）」として新たに活動をスタートしました。
これまでの経緯とこれからの取組み
平成24年にスタートした「日本くすり教育

一般社団法人日本くすり教育研究所
活動目標

研究所」は、これまで、くすり教育の教材提

・これまで行ってきた「くすり教育」
「薬物乱

供活動・薬物乱用防止教育のサポート活動

用」等に関する教育用資材の制作と提供

などを行い、教材の利用などでメールマガ

をさらに充実

ジン登録者は、2017年2月現在で740人を超
えています。
（属性の内訳：薬剤師、養護教
諭、教科担任など）
同研究所は、青少年のくすり教育の充実
を目的に活動をする一方、厚生労働省の「薬
物乱用防止啓発訪問事業」への参画など、
活動の場を広げてきました。さらに健康教

・これに基づく会員
（指導者）間での情報交
換の場をホームページ上に作成

■日本くすり教育研究所
http://jide.jp/

ダウンロード教材の充実と

・専門知識を有する指導者の養成を目指し、

全国各地の活動をPR

指導者向けのセミナー・研究会などを開催
・教育現場へ専門知識を有する指導者の
派遣

同研究所のホームページは、最新情報
（ニュース・活動報告）、活動予定
（イベント・
講演会）、ダウンロード教材、薬物乱用防止

・将来に向けて、社会に向けた情報発信と

事業、お役立ち情報などからなり、特に、
「最

育に携わる多くの専門職との出会いや議論

啓発活動、報道関係者に向けた情報提供、

新情報」、
「活動予定」の項目は、新たに設

の中で、同研究所の活動拡大の必要性が

関連団体・企業等との連携

けた、正会員、賛助会員からの情報を積極

多方面より求められてきました。

的に掲載していく方針です。
医療スタッフのための

糖尿病情報BOX&Net.─No.52. 4. 2017

最近の出来事

腹囲の基準については変更も検討さていた

糖尿病ネットワーク

が、従来どおりと決まった。2018年度から

資料室より

実施される。また、今後の重要な課題とし
て、腹囲が基準値未満でリスクが重複する

《2016年12月～2017年2月》
2016年 12月

者への対応を取り上げ、検討を継続する。
確な根拠はない。日本老年学会と日本老

異種動物内で作った膵臓で、糖尿病マウス

睡眠不足だとショ糖や脂質などの太りやす

年医学会は、2013年から合同ワーキンググ

の血糖が1年以上正常化（1月27日）

い物を食べたくなる（12月21日）

ループを立ち上げ高齢者の定義に関する

東京大学医科学研究所の研究チームは、

睡眠不足だと肥満になりやすいことが

検討を続けてきたが、このほど「 75歳以上

異種キメラ動物体内に作った膵臓を糖尿病

知られている。その原因の一つとして、レ

を高齢 者とする」との提言をまとめた。65

マウスに移植したところ、移植直後の5日間

ム睡眠
（身体が休息し脳は覚醒状 態に近

歳以上でも若々しく活動していることが増

を除き免疫抑制剤を用いずに正常血糖を1

い睡眠）が減ると、ショ糖や脂質などの摂

え、実態との差異に違和感を抱く人が多い

年以上維持できたと発表した。胚盤胞補

取量が増加することを、筑波大の研究チー

ことを反映したもの。65～74歳は「准高齢

完法という手法を用い、マウスの多能性幹

ムが報告した。レム睡眠だけが特異的に

者」、75～89歳を
「高齢者」、90歳以上を
「超

細胞
（iPS細胞、ES細胞）由来の膵臓を、マ

減少するマウスの摂食行動を観察した結

高齢 者」と区分することを提案している。

ウスより体が10倍程度大きいラットの体内

果、明らかになった。

なお、内閣府が行った一般市民への調査で

で、十分な大きさの膵臓にすることに成功。

マイクロRNAの静脈投与で膵β細胞再生

は、
「高齢者」に相当する年齢として最も多

そのマウス膵臓から膵島を分離し、糖尿病

に成功（12月22日）

い答は
「 75歳以上」
（29.1％）だった。

マウスに移植した結果、上記の成績を得た

糖尿病は寿命を9年短縮。75歳以前の死

という。また、移植を受けたマウスには腫

亡リスクが2倍に上昇（1月23日）

瘍形成などの異常は観察されず、安全性も

東北大の研究チームはマイクロRNA
（発
生、分化、細胞増殖、アポトーシス、組織
再生等に関わる機能性核酸）を糖尿病マウ

2型糖尿病があると75歳以前の死亡リス

スに静脈投与することで、膵β細胞が再生

クが2倍に高くなり、50歳以前に発症した人

し高血糖が改善したと発表した。従来、骨

は寿命が9年短くなるという調査結果が報

人工知能で糖尿病治療中断を防止。注意

髄移植により膵β細胞の再生が促進される

告された。英国オックスフォード大学など

すべき患者を抽出し支援法を判断（2月3日）

ことが報告されており、再生促進因子を同

の研究チームが中国全土の50万人以上を

NTTは東京大学の研究グループと共同

定する研究が進められてきた。今回の研究

対象に行ったもので、JAMA に掲載された。

で、人工知能を用いて患者の行動を予測す

でmiRNA-106bとmiRNA-222という2種類

50歳以下で糖尿病と診断された人が25年

るモデルを開発した。糖尿病患者約900人

のマイクロRNAがβ細胞再生を促進するこ

間生きる確率は38％で、対照の69％より低

の電子カルテ情報を解析して構築したもの

とが示された。

く、この傾向は都市部に比し地方でより強

で、受診を中断してしまう患者を7割の精度

く、糖尿病による寿命の短縮は10年近くに

で的中させるという。受診を予約した曜日

及ぶ。糖尿病では腎疾患、肝疾患、感染

や予約日の間隔など、これまで医療スタッ

「座業では30分おきに軽い運動を」。ADA
が新たな推奨（12月27日）
アメリカ糖尿病学会は、身体活動と運動

確認された。
2017年 2月

症、悪性腫瘍の罹患率が高く、それが死亡

フにあまり認知されていなかった情報が患

に関する新たなリコメンデーションを発表

率の上昇に寄与しているという。

者の受療行動に影 響していることも判明

した。デスクワークやテレビの視聴などで

来年度から特定健診にeGFRやnonHDL-C

し、受診中断を避けるために患者を支援す

座ったままの状 態が続く時は30分ごとに

追加。腹囲基準は変更なし

るタイミングや支援の程度などを助言する

3分間の軽い運動をすることを推奨してい

（1月26日／保健指導リソースガイド）

ことも期待できるという。
特定健診受診者の6割に、血圧、脂質、血

る。軽い運動の種類としては、足の上げ下

厚労省は特定健診・保健指導制度の見直

げ、手を頭の上にあげてのストレッチ、座っ

しに関する検討結果をまとめた。新たな健

たまま上半身をひねる、立ち上がって胴体

診項目として腎疾患の重症化予防のために

をひねる、片足に重心をかけてしゃがむ―

eGFR
（保健指導判定値60mL/分/1.73m 、

などを挙げ、これに週150分以上の運動を

受診勧奨判定値45mL/分/1.73m2）が採用

た最新の調査によると、特定健診受診者の

追加すべきとアドバイスしている。

され、また脂質については非空腹時採血の

うちリスク因子がないのは39％にとどまり、

場合、nonHDL-C（150mg/dL、170mg/dL）

6割強がなにかしらのリスク因子を抱えてい

を用いる。血糖に関しては従来どおり原則

た。リスク該当者の割合は、血圧
（ 14.1％）、

空腹時採血とするが、食直後
（食後3.5時間

血糖
（ 12.6％）、血 圧・血糖
（ 9.5％）、脂質

まで）以外の随時血糖も可とし、その判定

（ 7.9％）、血圧・血糖・脂質
（ 6.0％）、血圧・

値は同順に100mg/dL、126mg/dL。なお、

脂質
（5.5％）、血糖・脂質
（5.4％）。また就業

2017年 1月
「高齢者」は75歳以上。老年学会・老年医
学会が提言（1月12日）
現在、日本を含め多数の国で「高齢者」
は65歳以上を指すとされているが、その明

2

糖などのリスク
（2月23日／保健指導リソースガイド）

健康保険組合連合会
（健保連）が発表し

先の業態別にメタボリックシンドローム該
●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/

当者の頻度をみると、建設業
（ 20.2％）、運
輸業
（同）、印刷関連業
（17.6％）で高かった。

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・学会名の次に表示しています。
［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。

2017年
4月～7月
第114回日本内科学会総会・講演会
第1群 薬剤師1単位

［日

時］4月14日
（金）～ 16日
（日）

［場

所］東京国際フォーラム

日内会館
Tel.03-3813-5991
http://www.naika.or.jp/meeting/nenji/

第34回日本臨床内科医会総会
時］4月15日
（土）～ 16日
（日）

［場

所］第一ホテル東京

［連絡先］日本臨床内科医会事務局
〒101-0062
2-5

東京都千代田区神田駿河台

東京都医師会館4階

http://www.japha.jp/doc/japha34th.pdf

第90回日本内分泌学会学術総会
第1群 薬剤師1単位

［日

時］4月20日
（木）～ 22日
（土）

［場

所］ロームシアター京都、京都市勧

業館みやこめっせ
［連絡先］
（株）コンベンションリンケージ
京都市中京区烏丸通六角下

ル七観音町634

時］5月19日
（金）～20日
（土）

［場

所］名古屋国際会議

［日

時］6月9日
（金）～13日
（火）

第1群 管理栄養士・栄養士2単位

［場

所］米国カリフォルニア州サンディエゴ

時］5月12日
（金）～ 14日
（日）

［場

所］幕張メッセ、東京ベイ幕張ホール

［連絡先］（株）コンベンションリンケージ
東京都千代田区三番町2

時］5月19日
（金）～21日
（日）

［場

所］沖縄コンベンションセンター

http://www.jsnfs71.okinawa/gaiyou.html

第4回肝臓と糖尿病・代謝研究会
［日

時］5月20日
（土）

［場

所］名古屋国際会議場

〒541-0042

所］名古屋国際会議場、他

〒541-0042

大阪市中央区今橋4-4-7

阪神淀屋橋ビル2階

大阪市中央区今橋4-4-7

［場

所］パシフィコ横浜

［連絡先］
（株）コングレ
〒102-8481

弘

http://www.congre.co.jp/62jsdt/

第49回日本動脈硬化学会
総会・学術集会
［日

時］7月6日
（木）～7日
（金）

［場

所］グランドプリンスホテル広島

［連絡先］
（株）コンベンションリンケージ

［日

時］5月26日
（金）～27日
（土）

［場

所］福岡国際会議場

［連絡先］
（株）日本ジーニス
〒810-0073

東京都千代田区麹町5-1

済会館6階

京

Tel.06-6221-5933

福岡市中央区舞鶴3丁目1-27

〒531-0072

大阪市北区豊崎3-19-3

PIAS TOWER11F
Tel.06-6377-2188
http://www.c-linkage.co.jp/jas2017/

第5回日本糖尿病療養指導学術集会
［日

時］7月29日
（土）～30日
（日）

［場

所］国立京都国際会館

［連絡先］日本糖尿病協会
〒102-0083

第60回日本腎臓学会学術総会
第1群 管理栄養士・栄養士、薬剤師1単位

京

時］6月16日
（金）～18日
（日）

阪神淀屋橋ビル2階

http://jlspm9.com/

［連絡先］日本コンベンションサービス
（株）

［日

Tel.03-5216-5318

［連絡先］日本コンベンションサービス
（株）

第2群 4単位

［場

沖縄県那覇市銘苅1-19-29

Tel.098-862-8280

第60回日本糖尿病学会年次学術集会
時］5月18日
（木）～ 20日
（土）

第62回日本透析医学会
学術集会・総会

推進部

Tel.092-406-2646

http://www2.c-linkage.co.jp/jspt52/

scientific-sessions/77th-scientific-sessions

［連絡先］
（株）アカネクリエーション MICE

第2理研ビル2F

Tel.03-3263-8688

［日

http://professional.diabetes.org/meeting/

［日

第9回日本下肢救済・
足病学会学術集会

［日

http://jsn60.umin.jp/

第71回日本栄養・食糧学会大会

第52回日本理学療法学術大会
第1群 理学療法士1単位

Tel.03-5842-4131

The American Diabetes
Association's 77th Scientific
Sessions

index.html

http://www.c-linkage.co.jp/endo90/

東京都文京区本郷3-28-8

日内会館

http://www.jds60.jp/aasd09/

http://www.jds60.jp/liverdiabetes04/

Tel.075-231-6357

〒102-0075

臓学会学術総会 運営事務局

［日

〒900-0004

Tel.03-3259-6111

〒604-8162

http://www.jds60.jp/

The 9th Scientific Meeting of
the Asian Association for the
Study of Diabetes

東京都文京区本郷3-28-8

［日

［連絡先］日本腎臓学会内 第60回日本腎
〒113-0033

［連絡先］日本内科学会事務局
〒113-8433

Tel.06-6221-5933

［日

時］5月26日
（金）～28日
（日）

［場

所］仙台国際センター、他

東京都千代田区麹町2-2-4

麹町セントラルビル8階
Tel.03-3514-1721
https://www.nittokyo.or.jp/meeting/

●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26回 経口血糖降下薬配合剤の現状と注意点
加藤光敏（加藤内科クリニック院長 東京・葛飾区）
■はじめに

これに対し糖尿病領域では初めての合

作用をアログリプチンが軽減することが期

糖尿病は初期ならば、単一の薬剤で良好

剤の発売が2010年7月で、現在でも6種10

待されます。

なコントロールが得られますが罹病期間が

製品に過ぎません。配合剤の特徴は必ず

⑤【エクメットⓇ配合錠LDとHD】ビルダグ

長いと単一では難しくなります。さらに糖

機序の異なる薬剤が用いられ、さらに純正

リプチン
（エクアⓇ）50mgと、メトホルミンLD

尿病の病態にはインスリン分泌不全と、イ

品使用よりも1〜2割薬価が低くなっている

は250mg、HDは500mgの合剤で1日2回朝

ンスリン抵抗性が関与し、薬物は各々改善

ことで、患者負担が減少し医療経済的にも

夕服用の薬です。なおメトホルミンは中枢

する機序のものを組み合わせることが増え

有利です３）。

性の食欲抑制作用が明らかになりました。

ます。結果としてどうしても薬剤数が増え

■現在発売されている

当院ではメトホルミンやその合剤を無理が

高齢者のポリファーマシーの問題にもつな

糖尿病関連配合剤の特徴

なければ食前服用としています。

がります。

配合剤の内容を発売順に紹介しますが、

⑥【イニシンクⓇ配合錠】アログリプチン（ネ

■日本は糖尿病治療薬配合剤の

アンダーラインは薬剤名の由来です。

シーナⓇ）25mgとメトホルミン500mgの合剤

歴史は浅い

①【メタクトⓇ 配合錠LDとHD】メトホルミ

で、1日1回の服用です。

合剤があれば服薬数は減ります。海外で

ン500mgと、LDはピオグリタゾン
（アクト

■配合剤処方時の注意点

は 以前よりFDC
（Fixed-Dose Combina-

ス ）5mg、HDはピオグリタゾン30mgで

処方においては、各々の薬剤の性質を考

tion：用量固定配合剤）が広く使用されてい

1日1回服用です。インスリン抵抗性改善に

えることは当然です。特に配合剤では「低

ます。日本は配合剤後 進国とも言えます

主眼が置かれた合剤ですが、メトホルミン

血糖」の起こりうることを忘れやすく、注意

が、なぜ遅れたのでしょうか？

の用量は少なめです。

が必要です。

各薬剤は

Ⓡ

臨床試験が終了し販売されていても、日本

②【ソニアス 配合錠LDとHD】本配合剤

次に保険の適応については、その前の処

では配合剤の新たな治験を求められるのが

LDはグリメピリド1mgとピオグリタゾン

方箋には合剤の薬剤のうち両方または、ど

一因と考えます。その上、再度治験をして

15mg、HDはグリメピリド3mgとピオグリタ

ちらかが処方されている必要があります。

も、配合剤の特許は10年の通常と異なり、

ゾン30mgで朝1回服用です。SU薬のため

紹介患者で最初から合剤を出す場合には

短めに定められているのも一因と考えられ

低 血糖の注意が必要です。特にLDから

「前医処方に準じて使用」とレセプトに記載

ます。

HDにアップする時には、グリメピリドが一

Ⓡ

する必要があると考えます。

配合剤は2005年の改定で「①患者の利

気に3mgの高用量となることを忘れてはい

配合剤のネーミングは処方の誤りを防ぐ

便性の向上に明らかに資するもの②その他

けません。また両薬剤は体重増加を来しや

ために重要です。
「メタクト」ならばメトホル

配合意義に科学的合理性が認められるも

すい薬に分類されるので注意が必要です。

ミンとアクトスと、一度で覚えられます。し

の」という二項目が追加されやっと配合剤

③【グルベスⓇ 配合錠】ミチグリニド（グ

かしリオベルのようなLion, Novel（画期的

開発着手が始まりました 。

ルファスト ）10mgとボグリボース0.2ｍgの

な）がイメージでのネーミングは処方する薬

■日本の先駆的降圧薬配合剤と

合剤で、1日3回食直前服用です。低血糖に

剤が何の配合剤だったか、確認する作業が

糖尿病治療配合剤

注意とされていますが、その頻度は少ない

必要になります。各メーカーには今後とも

日本における配合剤は降圧薬が先駆で

でしょう。インスリン分泌の遅延をミチグリ

ヒューマンエラーを最小限にする薬剤名を

す。日本 初のARBロサルタンカリウムと、

ニドで改善し、ボグリボースで糖吸収を遅

お願いしたいと考えます。

利尿降圧薬ヒドロクロロチアジドの合剤が

くし、両者マッチングを図っています。

１）

発売されたのが、2006年12月です。2017年

Ⓡ

以下は、合剤単独では低血糖をほぼ心

3月に調べたところでは、降圧薬と脂質異常

配しなくて良い合剤です。

症治療薬との合剤を含め、3種の合剤ミカト

④【リオベル Ⓡ 配合錠LDとHD】DPP-4阻

リオⓇ 配合錠まで、15種、28製品と多数発

害薬アログリプチン
（ネシーナⓇ）25mgと、

売されています。合剤は費用対効果に優れ

ピオグリタゾンLDは15mg、HDは30mgで

ることが検証されています２）。

す。ピオグリタゾンでの体重増加などの副

医療スタッフのための
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