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重症化させない
低血糖対策と
血糖管理のコツ
　低血糖は，認知機能低下などの老年症候群や転倒・骨折を

引き起こし，フレイルや要介護状態の進行，ADL低下のリスク

因子となります。特に高齢者の低血糖は症状の判定が難しく，

気づかずに重症化してしまうと昏睡や死亡の危険性も高まるた

め，患者の状態を踏まえた適切な血糖管理が求められます。

　本特集では，低血糖の基本的な知識や安全な血糖管理の方

法などを解説。低血糖の重症化を防ぎ，症状を見逃さないた

めの情報を網羅しました。
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重症化させない　低血糖対策と血糖管理のコツ特集

（1886）

国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科　辻本 哲郎

低血糖のメカニズム

　糖尿病患者に対する血糖管理は，糖尿病関連合併症を
防ぎ，健康な人と変わらない日常生活の質（QOL）を維持
するうえで非常に重要なことである。血糖管理の際の低
血糖は可能な限り避けるべき副作用であり，最大の障壁
である。本稿では，低血糖の対策と血糖管理を考えるた
めに，低血糖のメカニズムについて概説する。

　低血糖とは，血液中のグルコース濃度が低いことであ
る。健康な人においては，内因性のグルコースの恒常性
維持により，血糖値を下げるインスリンとその拮抗ホル
モンがバランスをとることで重篤な低血糖が生じること
はほとんどない。しかし，糖尿病やその治療で恒常性が
乱れると，臨床的に問題となる低血糖が生じる。
　低血糖が痙攣，意識障害，死につながり得る危険な状
態であることは以前より認識されていた1）。しかし，心
血管リスクの高い2型糖尿病患者に対し厳格に血糖管理
を行ったことで死亡が増加したACCORD試験2）の結果
は，糖尿病患者における低血糖と死亡リスク上昇との関
連を考えるきっかけになった。以来，低血糖に関するさ
まざまな検討が行われているが，特に問題として指摘さ
れているのは，自力での改善が不可能でブドウ糖静注な
どの医学的な介入を要する重症低血糖である。

1 重症低血糖患者の背景
　筆者らは2006年1月～2012年3月までに，当院の救急
に搬送された重症低血糖患者の全身状態や合併症，その
後の短期的な臨床経過を評価し報告した3）。救急外来に
救急車で搬送された5万9,602症例がスクリーニングされ，

はじめに

低血糖とは，重症低血糖とは

重症低血糖と診断された1型糖尿病もしくは2型糖尿病
の414症例の特徴を表1に示す。
　1型糖尿病，2型糖尿病患者の来院時血糖値の中央値は
それぞれ32mg/dL，31mg/dLで有意差は認めなかった
が，HbA1cはそれぞれ8.3％，6.6％で1型糖尿病患者と
比較し2型糖尿病患者のHbA1cは有意に低値であった。
また，1型糖尿病患者と比較すると2型糖尿病患者では年
齢が有意に高く，既存の高血圧や心房細動，心血管疾患
の既往を多く認めていた。
　腎機能に関しても2型糖尿病患者の方が有意に低下し
ていた。また，1型糖尿病患者, 2型糖尿病患者ともに糖
尿病罹病期間は20年と16年という長い罹病期間を認め
た。1型糖尿病，2型糖尿病患者のどちらも原因のほとん
どはインスリンかスルホニル尿素薬が関与していた。

2 重症低血糖時の全身状態
（1）血圧上昇
　低血糖は交感神経を刺激することでエピネフリンやノ
ルエピネフリンといったカテコラミンなどの拮抗ホルモ
ンの分泌を促し，結果として循環動態を変動させる4, 5）。
2型糖尿病患者において重症低血糖時には著明に血圧が
上昇し（表2），重症高血圧（≧180/120mmHg）を高率に
認め，治療とともに速やかに低下していた（図1）。
　しかし，1型糖尿病患者の重症低血糖時における重症高
血圧の頻度は2型糖尿病患者と比べるとそれほど多くはな
く，血圧の著明な上昇ももたらしていなかった。1型糖尿
病患者においては2型糖尿病患者より低血糖頻度も多いた
め，繰り返す低血糖による自律神経不全「hypoglycemia-

associated autonomic failure」が一因と考えられる6）。
（2）意識障害，低体温
　低血糖により意識障害を来すことは以前より知られてお
り7），重症低血糖でも血糖レベルが低いほどGlasgow 
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重症化させない　低血糖対策と血糖管理のコツ特集

（1894）

東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科　鈴木 亮

低血糖を起こさせない 
血糖管理のコツ

　かつて今よりも血糖降下薬の種類が限られていた時代，
血糖管理には確かにコツが存在したように思う。コツと
いうのは昔も今も，制約がある状況での現場の知恵で，
状況依存的ではあるが“コツがある”というコンセンサス
は昔の方が今よりも明確だったと感じる。
　治療の選択肢が飛躍的に広がった現在，「血糖管理の
コツ」は，どのような形で生きているだろうか。おそらく
今もコツは存在するはずだが，新薬の登場や処方頻度の
変化で，以前より意識されにくくなっているかもしれな
い。本稿では，低血糖をいかにして避けるか，現在の外
来指導の観点で再考したい。

　「コツ」という個別的なTIPSを考える前に，低血糖と
血糖管理の関係を巨視的に眺めておくことは有意義かも
しれない。1990年代に発表された臨床研究のDCCTや熊
本スタディ，UKPDSは，早期の積極的な血糖コントロー
ルによって細小血管合併症や大血管症を予防できること
を証明し，血糖値をできるだけ正常に近づけることが合
併症抑制につながるとの認識を普及させた。
　英国では政策誘導もあり，糖尿病患者の平均HbA1c
低下が急速に進んだが，2008年にACCORD試験で強化
療法群の死亡率上昇と試験中断の事態を受け，2009年を
境に，イングランドの2型糖尿病患者の平均HbA1cは上
昇に転じた（図1，上）1）。同年には，米国糖尿病学会で
糖尿病の治療目標に関するポジションステートメントが
発表され，「重症低血糖の既往や短い期待生存期間，進
行した細小血管症，大血管症，重篤な他疾患を有する場
合は，HbA1c 7%未満よりやや緩めの血糖コントロール

はじめに

低血糖を起こさせない血糖管理のコツ

を推奨する」との方向性が打ち出されている。
　この時期の低血糖による入院数をみると，18歳から
64歳の比較的若い患者では，平均HbA1cの上昇は低血
糖入院の減少に寄与していないが，65歳以上の場合，
人・年あたりの入院数が多く，2009年以降低血糖の入院
数が減少している（図1，下）。SU薬の処方が減少したこ
とが，高齢2型糖尿病患者の低血糖入院数減少につな
がった可能性が示唆される。
　このデータはいくつかの興味深い内容を含んでいる。
まず，65歳未満の若い層では，平均HbA1cの上昇と低
血糖による入院数減少がリンクしなかった。すなわち若
い層では，緩い管理が低血糖を減らすとは限らない。低
血糖による入院が多いのは高齢者で，これはわが国も同
様である。日本糖尿病学会「糖尿病治療に関連した重症
低血糖の調査委員会」が実施した調査において，2014年
4月から1年間に重症低血糖を来した患者の75%が60歳
以上であった2）。また，薬剤の種類も重要で，インスリ
ンとSU薬の低血糖に与える影響は，イングランドのデー
タでも後述する日本のデータでも共通して非常に大きい。
　したがって，「低血糖を起こさせない血糖管理のコツ」
を考えるうえで，ハイリスクである高齢者でのコツと，そ
れ以外の若年者でのコツはおそらく分けて考えた方がよ
く，また当然ではあるが，薬剤別の留意点を考える場合，
最も重要となるのはインスリンとSU薬ということになる。

　まず件数の多い高齢者の低血糖予防について，重点的
に考える。高齢者糖尿病の特徴として，食後に血糖値が
上昇しやすく，必ずしも空腹時血糖が高くない点が挙げ
られる。経口糖尿病薬で治療中の糖尿病患者における低

高齢者の低血糖予防： 
血糖コントロール目標と診療ガイドライン
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神戸市立医療センター中央市民病院糖尿病内分泌内科　伯田 琢郎，岩倉 敏夫

低血糖への対応と対策

　糖尿病は糖代謝の異常により血糖値が高くなる疾患であ
り，治療により血糖値を下げることが求められるが，その
際の副作用として低血糖症が生じることがある。症状がひ
どい場合は意識障害を伴い重症低血糖を来すこともある。
重症低血糖を予防するには，患者の状況を把握し，目標血
糖値を個別に設定し，薬剤調整をすることが重要である。
　そのため昨今の糖尿病治療では医師だけでなく薬剤
師・看護師などさまざまな職種で情報を共有し，指導を
行い，治療を進めていく必要がある。本稿では，低血糖
の症状や低血糖時の対応，重症低血糖の予防について概
説し，職種間で共有すべき情報や指導内容を中心に記す。 

はじめに

1 低血糖の症状
　糖（グルコース）は生体の機能維持に欠かすことのでき
ない重要なエネルギー源である。健常人の血糖値は70～
140mg/dL程度に保たれている。血糖値が生理的範囲以
下になり，さまざまな症状が現れる状態を低血糖症と呼
んでいる。グルコースの補給による血糖値の回復に伴い
低血糖の症状は消失を認める。
　低血糖の症状は大きく2つに分類される。一つは低血糖
時に分泌されるカテコラミンなどによる交感神経刺激症
状。もう一つはグルコースの欠乏による中枢神経のエネ
ルギー不足を反映した中枢神経症状である（図1）。血糖

気をつけたい低血糖のサイン

図1    低血糖の自覚症状と他覚所見

自覚症状
インスリン分泌抑制

拮抗ホルモン分泌
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（日本糖尿病学会 編：糖尿病療養指導の手びき 改訂第4版，p180，南江堂，2012）

特集 重症化させない　低血糖対策と血糖管理のコツ
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手全体で握れる大きさの丸めたタ
オルを準備します。準備したタオ
ルを手のひらに載せ，小指側から
順番に握っていきましょう。

握る力を鍛える
日常生活で手をよく使うとはいって
も，力いっぱい握ることはあまり多
くありません。筋力は使わなければ
落ちてしまいます。そのため，全力
で握る習慣をつけて握力低下を予防
していきましょう。

フレイルを
ぶっとばせ！
バズーカ岡

田の

第3回

握る力が弱くなったな…。何かものを持つときや，瓶のふたを開けるとき，ふと感じる方もいらっ
しゃるのではないでしょうか？手は細かな動作でも頻繁に使用する部分です。日常生活に支障を来さ
ないためにも，トレーニングで改善していきましょう。
11月で肌寒い時期になりました。指先まで動かして血流を促すことが，冷え性対策にもなりますよ！

握る力が弱くなってきました

握る
トレーニング

Level.1

タオルを少し濡らす
と，握りやすくなる
のでオススメです！

監修：バズ
ーカ岡田

著者：寺田健太郎

日本体育大学准教授。体
育科学修士，理学療法士。
柔道全日本男子チームでは
体力強化部門長としてリオ
五輪の全階級メダル制覇に
貢献。2016年日本社会人
ボディビル選手権大会優
勝。骨格筋評論家バズー
カ岡田としてフジテレビ系
「ホンマでっか⁉　TV」な
どに出演中

日本体育大学助教。体育科学修士，柔
道整復師。学内のトレーニングセン
ターにて，さまざまな競技のアスリート
にトレ̶ニングを指導。自身もボディ
ビル競技に出場している。
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度で実施可能で非常に効率的に検討できます。
―添付文書の改訂やブルーレターの発行の効果が出て
いることが，MID-NETⓇにより実証できるわけですね。
そのほかには，どのような活用の仕方が考えられますか。
宇山　例えば新薬が発売され，その薬に肝機能異常や腎
機能異常のリスクがあるといったときに，検査値を指標
として，発売直後から迅速かつ効率的に監視することが
可能と考えています。類薬とのリスク比をモニタリングし
ながら，自発報告だけに頼るのではなく，もっと早い段階
でシグナルをキャッチできるのではと期待しています。
―リスク管理計画（RMP）とのリンクも考えられますね。
宇山　そうですね。RMPの潜在的リスクなどについて，
薬との因果関係の有無を客観的に調べるのに活用できる
のではないかと思います。

Yo
sh

iak
i U

ya
mamaPROFILE

―コデイン類含有製剤が，呼吸抑制などの問題で2019
年度から12歳未満に禁忌になることになりましたが，そ
のためにMID-NETⓇの調査結果が公表されていました。
今日は，このMID-NETⓇについて教えていただきたいと
思います。まずMID-NETⓇとは何なのでしょうか。
宇山　MID-NETⓇは，全国10機関23病院と協力しなが
ら厚生労働省とともに進めている事業です（図1）。簡単
にいうと，電子カルテやレセプトなど病院が電子的に集
積している情報を，ネットワークを結んで統合できるよ
うにしたシステムデータベースです。国がその情報をタ
イムリーに活用しながら，薬剤疫学的な調査を行います。
　MID-NETⓇは2011年に事業を開始していますが，実
はまだ構築中で，来年から本格運用を予定しています。
その時点ではおそらく400万人程度のデータにはなるだ
ろうと想定しています。
―コデイン以外には，どのような調査を行っているの
でしょうか。
宇山　ランマークによる低カルシウム血症についてブ
ルーレターが発出されて以降，低カルシウム血症が現場
できちんとマネージされているのかを調査しました。調
査の結果は，ランマークは，発売直後は低カルシウム血
症の発現割合が高かったのですが，その後は徐々に低下
し，近年の発現割合は類薬であるゾレドロン酸と同程度
で，現状では問題なく使われていることが確認できまし
た。ブルーレターを出したことによってリスクが減少し
たとは言えなかったのですが，リスクの周知やその管理
に一定の役割を果たしていたと考えています。
　この例のようにMID-NETⓇでは，対照薬とリスクを
比較することができ，その推移を年単位で経時的に検討
することが可能です。しかも，これらの解析は1周間程

MID-NETⓇの活用方法

MID-NET

宇山 佳明
医薬品医療機器総合機構医療
情報活用推進室 室長，千葉
大学大学院医学薬学府客員教
授，名古屋大学大学院医学系
研究科客員教授，薬学博士

1998年　厚生省（現：厚生労働省）入省
2004年　医薬品医療機器総合機構新薬審査第三部
2015年　医薬品医療機器総合機構医療情報活用推進室

聞
いて
納得！

27回第
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　連載第２回では，検体測定室を開設するために，押さ
えておきたいこと，最初に何をすべきか，について解説
します。
　まずは「検体測定室に関するガイドラインについて」
（以下，GL）1）では何が述べられているかを確認しましょ
う。その内容は，以下の第1と第2の2つの項に大別され
ます。
第1　検体測定室の届出等
　検体測定室の定義と届出に関しての記載がされていま
す。開設届書は，GLの様式1（図1）に必要事項を記載

GLの内容は大きく2つ
し，メールもしくはFAXで，厚生労働省医政局指導課
医療関連サービス室長に送付することとなっています。
なお，その際に運営責任者に係る免許証の写し（全員分），
精度管理責任者に係る免許証の写し，そして検体測定室
の配置図（建物の平面図に検体測定室の場所を明記する）
を添付することとなっています。
第2　検体測定室の指針について
　検体測定室を運用するための取り決めごとが記載され
ています（表1）。検体測定事業の提供に関わる人員種
別・資格要件が明記されており，整理すると表2のよう
になります。
　運営責任者は，実際の受検者対応，衛生管理などを実
施します。そのため測定に際して，説明・申込書兼承諾書

GLにおいて，検体測定室でのサービス提供に
関わる人員種別とその業務範囲と資格要件の
組み合わせが正しいのはどれか？

QUIZ

明日から
はじめる

スマートヘルスケア協会 代表理事　岡﨑 光洋

検体測定室のはじめ方

第2回

人員種別 業務範囲 資格要件

開設者 開設を届け出る者 薬剤師のみ

運営責任者 承諾書の説明・徴収 医師・薬剤師・看護師・
臨床検査技師

運営責任者の業務を
補助する者

運営責任者の管理の下で
すべてを実施できる者 無資格者を含む

1

2

3
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薬・食品によるカリウムへの影響に注意！

（1949）

　この患者のカリウムが高いのは，腎機能の影響や服用薬
剤の副作用はもちろん，日常的に摂取している食品・サプ
リメントなどが影響しあっている可能性も考えられる。
　薬の副作用は服用開始時に起こる可能性があるため，
予防のためには，お薬手帳などを活用して注意が必要な
副作用をあらかじめ伝えておいたり，服用開始と同時に，
それまでの食生活や，服薬への影響が考えられる生活習
慣などを見直す必要もある。
　そこで今回は，高カリウム血症が発現する可能性のあ
る薬剤と，高カリウム血症を引き起こす可能性のあるサ
プリメントについて調査する。

あと一歩ステップアップ！

調査1
　ミカルディスなどのアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬
（ARB）は，高カリウム血症を引き起こす可能性のある薬剤
として知られている。患者のカリウム値の上昇が薬剤の副
作用である可能性を考え，添付文書の記載を確認しておく。
　また，高カリウム血症を引き起こす可能性に注意が必
要な薬剤にはどのようなものがあるのか調査してみた。

調査結果①
　ミカルディスの添付文書には，高カリウム血症に関連
する注意が，以下のように記載されている。

禁忌
4．アリスキレンフマル酸塩を投与中の糖尿病患者
（ただし，他の降圧治療を行ってもなお血圧のコ
ントロールが著しく不良の患者を除く）
［非致死性脳卒中，腎機能障害，高カリウム血症
及び低血圧のリスク増加が報告されている。（「重

こんな患者さんに会ったこと，
ありませんか？

　56歳。2年前にコレステロールが高いと指摘され，
リバロ（2）錠を継続服用している。
　この薬の服用を開始するとき，血圧が少し高めで
あることも指摘され，食事指導が行われた。このと
きから食事には気をつけ，コレステロールが高くな
るといわれるアルコールや揚げ物などを減らすよう
にしている。
　血圧にも注意しており，家庭で血圧を測定し，食
事には減塩しょうゆを使用。生野菜は嫌いだが，野
菜ジュースや果物，大豆製品，海藻類などは血圧や
コレステロールを下げると食事指導で言われたので，
積極的に取り入れている。
　しかし，血圧が少し高めの状態が続いているとの
ことで，数カ月前からミカルディス（20）錠の服用が
追加されている。

患　者  血圧を下げる薬を飲み始めたでしょう。今の
ところは血圧もコレステロールも安定してい
るみたいだけど，検査を受けたらカリウムが
少し高いといわれて…。カリウムが高くても
大丈夫よね？

薬剤師  減塩しょうゆを使ったり，食事にも気を配っ
ていらっしゃいましたよね。そのほかに気を
つけていることは何かありますか？

患　者  薬を飲む前から時々，血圧にいいっていうトク
ホの飲み物を一緒に飲んでいます。家族が買っ
てくれたサプリメントもとったりしているわ。

添付文書プラスアルファの情報使いこなし術

薬・食品によるカリウムへの
影響に注意！

薬樹在宅グループ　山形 和子　医薬情報研究所／エス・アイ・シー　堀 美智子

第6回
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熱性けいれんでのジアゼパムの使用方法は？

（1969）

確認ずみ・聴取ずみ

•副作用，アレルギー歴はなし。

• 夜に急に熱が出てけいれんしたため，小児救急を受診。処置室で午前3時

　にダイアップ坐剤を1個使用した。

•動揺する母親に対し，医師は熱性けいれんなので心配ないと説明。しかし，

　母親はけいれんを繰り返さないか不安を感じているようだ。

熱性けいれんにダイアップはどのように使用するのですか？

熱性けいれんの病態や発熱時の注意点，再度けいれんを

起こしたときの対処法を教えてください。

薬剤師から医師への問い合わせ

Rp. ダイアップ坐剤6mg 2個（全量）
 1回1個 けいれん発作予防として
 （午前11時に1個，残りは予備）

Rp. アンヒバ坐剤小児用100mg 5個（全量）
 1回1個 発熱時

済生会横浜市南部病院小児科　坂本 正宗
同　　　　 薬剤部　親松 隆浩

熱性けいれんでの 
ジアゼパムの使用方法は？

Case

9 

小児科医の処方意図知って納得!

ある日の朝，薬局の若手薬剤師が以下の処方せんを受けました。患児は2歳の男児（12kg）

です。

確認ずみ・聴取ずみ

•副作用，アレルギー歴はなし。

• 夜に急に熱が出てけいれんしたため，小児救急を受診。処置室で午前3時

　にダイアップ坐剤を1個使用した。

•動揺する母親に対し，医師は熱性けいれんなので心配ないと説明。しかし，

　母親はけいれんを繰り返さないか不安を感じているようだ。

熱性けいれんにダイアップはどのように使用するのですか？

熱性けいれんの病態や発熱時の注意点，再度けいれんを

起こしたときの対処法を教えてください。

薬剤師から医師への問い合わせ

熱性け れん熱性けいれんでの
ジアゼパムの使用方法は？

Case

9

小児科医の処方意図知って納得!

ある日の朝，薬局の若手薬剤師が以下の処方せんを受けました。患児は2歳の男児（12kg）

です。
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産婦人科からニフェジピン徐放錠が処方…
妊娠高血圧？

処方せん（産婦人科）

【わかっていること】
・ 新患，初回アンケートに妊婦と記載あり。出産予定日はちょうど1カ月後のため妊娠35週と推
測できる。

・高血圧ではないことを本人より聴取。
・すぐに入院するように勧められたが，上の子がいるため準備してから入院することになった。

39歳女性
Rp.1 ニフェジピン徐放錠（アダラートL）10mg 1回1錠（1日2錠）
 　1日2回　朝夕食後 3日分 

ニフェジピン徐放錠は
何を目的に処方されたのでしょうか？

宇高 伸宜株式会社サンクール あしたば薬局北大前店 岸田 直樹総合診療医・感染症コンサルタント/北海道薬科大学客員教授

「この病気になぜこの薬？」，「こんな処方初め
て…」など，処方せんにまつわる疑問は尽きま
せんよね。そんな気になる処方の裏側を医師と
ともに考えるこの連載。処方の解析だけでなく，
それを踏まえて患者や処方医にどうアクションす
るか，それが「処方推論」です。なりたい薬剤
師になるためのスキルを身につけましょう！

 

かか
りつけ薬剤師のための

処 論方推

処方から
何を読み

解き

どう活かす？
？
？

？


