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適正なインスリン注射製剤使用の継続的薬学管理のてびき 

一般社団法人 日本くすりと糖尿病学会 
 
１．はじめに 
近年、多数の糖尿病治療薬が上市され、治療の選択肢が広がってきた。その反面、各々の薬剤の作用、

副作用、使用上の注意事項などについて非常に幅広い知識が求められ、特にスルホニル尿素薬（SU 薬）
やグリニド薬、そしてインスリンをはじめとするインスリン分泌作用がある医薬品では、低血糖やシック

デイ対策、服薬アドヒアランスの向上など、適正な薬物療法を継続して実践してもらうための患者フォロ

ーアップが必要である。また、糖尿病患者はさまざまな合併症を有し重症化しやすいため、治療薬の服用

（使用）期間を通して適正な薬学的管理を継続して行わなければならない。 
現在、数多く開発されているインスリン製剤は、強化インスリン療法や経口薬を継続したまま基礎イン

スリンを補充する併用療法、そしてポンプ療法というように、さまざまな治療法にて用いられている。イ

ンスリン製剤はハイリスク薬にも位置付けられている劇薬指定の注射製剤であり、その取り扱いには細

心の適正さが求められる。そのインスリン製剤を患者が日々実施するということを踏まえれば、処方に応

じてインスリン製剤や注射針を患者に交付し、インスリンの用法・用量を説明または確認するだけでは十

分な薬学管理とは言い難い。患者は生活者であり、日常生活において安全・安心してインスリン療法を継

続し、目標とする治療効果が得られるよう支援し続ける必要がある。 
適正なインスリン自己注射に関する薬学的管理の患者フォローアップは、インスリン導入時期だけで

はなく処方変更（投与単位変更、種類・注入機器手変更）時期、継続使用時期であっても血糖値から推測

するインスリンの不適切な使用と感じた時なども含め、インスリン注射手技に関する患者フォローアッ

プをこまめに確認し指導を行うことが適正使用継続の鍵となる。このような糖尿病自己管理と療養支援

（diabetes self-management education and support : DSMES）を組織的に実施することは糖尿病治療
に有効であるということは既に提唱されている。中でも自己管理教育は低血糖リスク抑制に有用で、総死

亡リスクの抑制や医療コストにも良い効果を示しているという報告があり、服薬や自己注射などは自己

管理に基づくため、有効性が発揮されない場合は患者のアドヒアランスや心理社会的問題にも注意が必

要となる（糖尿病診療ガイドライン 2019,南江堂,pp107-127,2019）。また、２型糖尿病患者の治療中断の

実態を調査した J-DOIT2（the Japan Diabetes Outcome Intervention Trial 2）によると、医療スタッフ

による診療支援群より通常診療群では３ヶ月後より受診中断が認められ治療継続率が減少する。また、診

療支援群による受診中断率は 62％減少し、血糖コントロールの改善も見られたという結果が示されてい

る（厚生労働科学研究「患者データベースに基づく糖尿病の新規合併症マーカーの探索と均てん化に関す

る研究―合併症予防と受診中断抑止の視点から」研究班(研究代表者 野田光彦),「糖尿病受診中断対策包

括ガイド」作成ワーキンググループ：「糖尿病受診中断対策包括ガイド」2014 より）。この診療支援群の

介入は、電話や手紙での受診勧奨、治療目標達成度のフィードバック、食事と運動などのアドバイスとと

もに患者を励ますなどの指導である。これは、薬局の薬剤師が専門性を発揮して、ICTも活用し、患者の
服薬情報の一元的・継続的な把握と薬学的管理・指導を実施することで、患者の薬物療法の安全性・有効

性を向上させ医療費の適正化にまで目標とする“かかりつけ薬剤師”の活動に含まれる重要な取り組みで

もある（厚生労働省：かかりつけ薬剤師・薬局の推進について）。また、インスリン製剤を使用する上で
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最も重視しなければならないのは低血糖対策である。患者が安全に療養生活を継続するには、低血糖に対

する社会生活の安全性を担保する介入が重要となる。したがって、薬剤師の薬学管理はインスリン療法導

入時期（初回）や処方変更時のみではなく、継続して積極的に介入する必要がある。 
そこで、糖尿病患者が受診中断なく継続して安全かつ有効にインスリン療法を実施できるよう、主な介

入ポイントを整理したてびきを作成した。詳細は既に多くの教科書やガイドブックなどで確認されたい。

なお、このてびきの準拠が全ての患者に当てはまるものではなく、強制されるものではない。患者にとっ

て適切な治療がすべて網羅されている、また記載されていないことは排除したというものでもない。これ

を起点にして、より深く、幅広い取り組みを実施し、継続した薬学管理の質を高めていただきたい。 
 
２．適正な継続的薬学管理に必要な視点と行動例 
 糖尿病治療薬、とりわけ注射製剤で低血糖を起こしやすいインスリン製剤を適正（安全かつ有効）に使

用し続けてもらうには、さまざまな視点で確認や支援が必要になる。そこで本てびきでは、４つの大項目

と 15の中項目に分類し整理した（図１）。 
なお、GLP-1 受容体作動薬は、インスリンほど投与量を微量調整しながら管理する医薬品ではないが、

注射の操作・手技に関する療養指導はインスリン自己注射に準じているので参考にする。なお、文頭の＊

印は「ハイリスク薬管理の基本」に関係するものである。また、具体例は別に「適正な継続的薬学管理に

必要な視点と行動例」具体例＃）をまとめたので、併せて参照してもらいたい。 
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（１）病態とインスリン療法 
①治療方針・目標の確認と実践度：主治医の治療方針の確認と患者の治療経緯を把握し、今後の治

療目標達成に向けた薬学管理の方針を検討する。 
②インスリン療法の適応：インスリン療法の適応と意義について確認する。 
③処方インスリンの作用・動態：処方されたインスリンの種類と特徴と患者の生活状況の関連に着

目する。 
 

（２）合併症・併存症の有無とその状態 
①神経障害：糖尿病神経障害による影響を把握し、配慮すべき留意点や対応策を整理し、主治医や

関係する医療スタッフ間で共有する。 
②網膜症：糖尿病網膜症による影響を把握し、配慮すべき留意点や対応策を整理し、主治医や関係

する医療スタッフ間で共有する。 
③腎症：腎症による影響を把握し、配慮すべき留意点や対応策を整理し、主治医や関係する医療ス

タッフ間で共有する。 
④その他、併存症（高血圧症・肥満症・脂質異常症など）：高血圧、肥満症や脂質異常症などによ

る影響を把握し、各ガイドラインを参考に、糖尿病に併存している疾病について配慮すべき留意点

や対応策を整理し、主治医や関係する医療者間で共有する。 
 

（３）心理 
①＊患者心理を理解する：生涯継続しなければならない糖尿病の療養行動を、医療スタッフの価値

観や理論にもとづいて説明しても、必ずしも患者が今必要とする情報と合致しているわけではない。

治療を継続して来院（来局）する患者に対しては、労いと敬意を持って接し、患者と良好な関係を

構築できるよう努める。 
②心理的アプローチ：インスリン治療開始前後は、特に患者の心理に配慮し、他の医療スタッフと

も患者情報を共有し、患者の気持ちを受け止めながら患者の治療の継続を支援する。療法導入時や

継続中の実践に関する障壁や社会のスティグマ（stigma：負の烙印）による悩みなどについて他の

医療スタッフと情報共有し、アドボカシー（advocacy：擁護・代弁・支持）活動などの支援を行う。 
③行動科学への理解：変化ステージ、変化のプロセス、意思決定バランス、自己効力感など、患者

の性格や準備段階に合わせた支援が行える知識とスキルを学び、日々実践する。 
 

（４）認知機能・身体機能 
①状態の確認：記憶力・理解力・認知機能の低下や視力・巧緻性の低下・麻痺および手指の痛みな

ど、身体機能の低下による注射製剤の使用上の困難性は、インスリン注射の操作・手技に影響を及

ぼし、血糖コントロールにも悪影響を及ぼすことがある。本人や協力してもらえる家族・介護者（以

下、key person）および他の医療スタッフと情報を共有する。 
②対策の提案：インスリン注射の見守りや協力が必要な患者には、主たる key personを確認し、
注射手技チェック表などを用いて指導内容の統一を図る。また、患者や key person から協力が得
られやすいように、インスリン注射製剤使用の用法・用量などの調整が必要と思われる場合は、主

治医に情報提供し、調整について提案する。 
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③実践評価：インスリン製剤の使用状況を確認し、適切な実施について本人・key personおよび関
係する医療スタッフとともに実践評価を行う。 
 

（５）食事・運動療法 
①食事療法の基本：糖尿病の管理には、食事療法を中心とする生活習慣の見直しが有効である。し

たがって、糖尿病治療における食事療法の基本とインスリンをはじめとする薬物療法との関連につ

いて説明し、問題点は他職種と療養指導上の情報共有を行う。 
②運動療法の基本：糖尿病治療における運動療法の基本とインスリンをはじめとする薬物療法との

関連について説明し、問題点は他職種と療養指導上の情報共有を行う。 
 

（６）生活・環境面への配慮 
①療養生活状況の把握：患者の「療養生活」に対する取り組み度を把握し、他の医療スタッフと情

報共有して支援する。 
②主たる key personの確認：患者の適正な「療養生活」を実践・継続する上で支援が必要であれ

ば、協力可能な key person を把握し、サポートの状況や負担などに着目して情報を共有した上で

対応する。 
 

（７）インスリン製剤 
①製剤の種類：処方されたインスリン製剤の種類と主な特徴、そして使用上の留意点に着目する。 
②識別法（確認）：多種多様なインスリン製剤を正しく使用するには、医療スタッフも、患者も確

実に識別できなければならない。医療安全の観点から識別法について着目する。 
③＊用法（タイミング）：インスリン注射の回数は、患者の病態にあわせて多様である。したがっ

て、主治医の指示・目的（ねらい）について十分理解し、患者にわかりやすく説明する。 
④＊用量：患者の病態や生活様式などで用量はこまめに調整される。また、主治医の許可のもと患

者の判断で微調整するケースがあることを踏まえ、実際の用量と血糖コントロール状況、副作用の

有無などに着目する。 
⑤＊保管（品質維持）：インスリン製剤の品質を維持するためには、いくつかの保管管理上の注意

点がある。患者の実践状況に着目し必要によって適切な方法をアドバイスする。詳細は、高温環境

下での保管法についての詳細は、「 高温環境下でのインスリン製剤の保管に関する提案 」（2020：
日本くすりと糖尿病学会）を参照のこと。 

 
（８）効果、副作用・トラブル 
詳細は、「適正な糖尿病薬物療法のための低血糖対策支援のてびき」「糖尿病薬適正使⽤のためのシック

デイルール指導のてびき」（日本くすりと糖尿病学会）を参照のこと。 
①効果と副作用の確認と注意：副作用の有無等について確認する。また、自動車運転、高所作業、

危険を伴う機械の操作などに対して注意する。 
②＊低血糖の有無と対処：副作用として最も重大なのは低血糖であり、継続した薬学管理の中で低

血糖は重要な管理項目のひとつである。インスリン療法を実施している患者では、常に低血糖の有

無を確認し、その対処（予防）法等についても適切に認識（実践）できていることを確認する。 
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③＊その他の副作用：低血糖ばかりではなく、他の副作用・相互作用、トラブルにも着目する。 
④シックデイ(Sick Day)時の対応：シックデイにおける血糖状態、シックデイのときの基本的な対

応（シックデイルール）について患者に説明する。 
 
（９）血糖モニタリング機器関連 
詳細は、「臨床検査値に基づく糖尿病治療薬の適正使用に関する手引き」「インスリンポンプ療法、各種

検体検査機器使用における薬剤師の関わり方」（日本くすりと糖尿病学会）を参照のこと。 
①＊検査値（血糖値、HbA1c）モニタリング：主な検査の目的と基準値などを把握する。	

②SMBG機器等の適正使用と有効活用：インスリンポンプ療法(CSII,SAP)、各種検体検査機器（血

糖自己測定：SMBG、連続グルコースモニタリング：CGM/FGM、POCT機器、HbA1c測定、尿検

査など）使用における薬剤師の関わり方について認識し、継続的薬学管理に活かす。 
③機器の保守点検：自己検査用グルコース測定器は薬機法で特定保守管理医療機器に指定されてお

り、医療機関での機器管理について、保守点検に関する計画の策定及び保守点検の実施が義務づけ

られていることを認識し、実施するよう働きかける。 
 

（10）注入器 
①インスリンカートリッジ製剤との組み合わせ（プレフィルド製剤は除く）：誤ったデュラブル型

注入器とカートリッジの組み合わせでは精度が低下することがあるため注意する。 
②認知機能（機構・手順の理解）：導入時に限らず、長期に継続している患者でも途中で認知機能

が低下してくることもある。特に高齢者では常に注意する必要がある。 
③視覚の状況：導入時に限らず、長期に継続している患者でも徐々に視覚機能が低下してくること

がある。特に高齢者では常に注意する。 
④手指機能：導入時に限らず、長期に継続している患者でも徐々に手指機能が低下してくることが

ある。特に高齢者では常に注意する。 
⑤＊操作・手技（細目評価）：自己注射の操作・手技には、「劇薬」である薬剤を適正（安全・有効）

に注射するための理由（意味）が存在する。したがって、導入時だけではなく継続時においても適

正な操作・手技が実践できていることを確認する。できていないところは再度理由を説明して練習

する。できない場合は、重要度と優先度を判断して対応策を検討する。 
⑥トラブル時の対処：自己注射において注入器や注射針に関わるトラブルの多くは、製品の正しい

取り扱いができていない場合に生じやすい。トラブルが生じたら、「状態（現象）の確認」「原因と

して考えられることの推測」「（推測に基づいた）患者への具体的な確認」、「どのような影響が生じ

ると思われるか（なにが起きるか）」、最後に「トラブルを回避するための注意はどうすることか」

の流れで対応する。 
⑦継続性の確認：適正な操作・手技は、導入時だけではなく継続して実践してもらう必要がある。

したがって、継続性に着目して患者の障壁を少なくできるようアプローチする。なお、操作に慣れ

た患者では、手技を自己流にアレンジする場合もあるので、そのためにも定期的に確認する機会を

つくる。 
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（11）注射針 
①注入器との嵌合性：注入器との嵌合に適合する注射針を用い、注射針を正しく注入器に装着でき

ていることを確認する。 
②手指機能：注射針は、指先で細かい作業しなければならない。したがって、手指機能が著しく低

下している場合は、補助具の導入、介助者によって実施することになる。この場合にも、針刺し事

故が生じないよう安全な方法の確立にむけて検討し、必要に応じて他の医療スタッフと連携をはか

る。 
③視覚：針の状態を目視で確認できないと、針刺し事故や注入精度の低下につながる可能性が高く

なる。安全に取り扱うことができるよう繰り返して練習するとともに、医療スタッフと情報を共有

し、患者の実施状況を確認し合うよう連携をとる。 
④＊穿刺（角度・深度・安定感）：使用する注射針の特徴を理解し、確実に皮下注射ができるよう、

患者の穿刺方法について確認する。 
⑤廃棄法：使用済みの注射針は蓋の閉まる固い容器に入れて医療機関にて廃棄する。具体的な入れ

物や回収方法などを説明する。 
 

（12）補助具 
詳細は、「糖尿病治療用注射製剤に関わる補助具の適正使用のための留意点」（日本くすりと糖尿病学会）

を参照のこと。 
①適応：患者（使用者）への導入（使用）理由や必要性・有用性について具体的に整理し、補助具

の適応、導入や実施状況について、主治医や施設の医療従事者とも必ず情報共有を行う。 
②トラブル時の対処：補助具使用に関わるトラブル対にして、患者（使用者）自らも適切に対処で

きる能力を有していることを確認する。 
③継続性の確認：長期に継続して使用している場合、補助具が適正な状態であり、患者（使用者）

の使用も問題がないことを定期的に確認する。 
 

（13）注射部位 
①適切な注射部位：自己注射におけるインスリンは皮下注射にて用いるので、適切な注射部位を選

択して実施していることに着目する。 
②＊皮膚のケア・ローテーションの実施（硬結の有無と防止）：注射する場所の皮膚の状況に着目

する。 
③インスリンボールの有無の確認：注射部位のローテーションをしていない、注射部位にしこりが

あるという申告、徐々に使用するインスリン量（単位）が増加しているなどが認められた場合、脂

肪組織萎縮あるいは硬結、インスリンボールなどが生じている可能性に留意し、主治医に進言する。 
 

(14)情報共有 
詳細は、「糖尿病患者の継続した薬学管理に用いる様式とその活用法」（日本くすりと糖尿病学会）を参

照のこと。 
①主治医との情報共有：お薬手帳、糖尿病連携手帳（日本糖尿病協会）、自己管理ノート（日本糖

尿病協会）、糖尿病眼手帳（日本糖尿病眼学会）をはじめとする連携ツールを活用して主治医との情
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報共有をはかる。なお、薬剤師から主治医へは服薬指導情報提供書（日本くすりと糖尿病学会）な

どを用いてフィードバックする。 
②薬-薬連携：お薬手帳、薬剤管理サマリー（日本病院薬剤師会）、糖尿病連携手帳（日本糖尿病協

会）、服薬指導情報提供書（日本くすりと糖尿病学会）などの連携ツールを有効に活用する。 
③医療スタッフ間：薬剤管理サマリー（日本病院薬剤師会）、糖尿病連携手帳（日本糖尿病協会）

などの連携ツールを有効に活用する。 
 

 (15)災害時の対応 
①平常時：平常時から災害に備えることは重要である。患者と共に「備え」について確認する。 
②災害時：災害時は、平常時と同じ食事や運動を行うことは困難で、医薬品も入手できない可能性

が考えられる。インスリン自己注射ができる場合もシックデイを参考に対応する。操作手技に関し

ては、状況を判断し臨機応変に対応する。参考：「糖尿病治療用注射製剤の自己注射や血糖自己測定

用アルコール消毒綿不足時の対処について（例示）」（日本くすりと糖尿病学会） 
③薬局で備えておく事項：災害時は、ストレスの増加、活動量の低下、糖質過多の食事のために糖

尿病患者の血糖は上昇しやすくなる。特にインスリン療法を実施している患者は、不安を掻き立て

られることになる。薬局は平常時から生活習慣病患者へのサポート体制を整えておく。 
 
３．継続管理に必要なフォローアップポイント（図２） 
 適正なインスリン自己注射を継続して管理する上で必要なポイントは、処方された製剤の適正使用に

ついての知識が備わっていること、それを患者が実践できること、そして適正さを確保しつつ継続できる

よう介入することである。「注射製剤、注入デバイス、針」は処方などで交付される“モノ”を適正に使用す
るための情報提供と練習をしっかりと行う。次に「患者の態度と実践」では、患者が正しい知識と実践力

を習得していること、合わせてリスクマネージメント（セーフティマネージメント）に必要な事項を確認

する。その上で、患者のさまざまな（生活）環境に応じたニーズや患者の使用感に着目し、QOL の向上
に配慮しながら「患者の治療の継続」のために定期的な確認を行う。このように継続管理にはさまざまな

フォローアップするポイントが存在する。 
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４．薬学管理に必要な継時的な関わり（図３） 
 また、調剤後に（電話等により）、その使用状況、副作用の有無等について患者に確認するなど、必要

な薬学的管理指導を行い、その結果等を医療機関に文書により情報提供する。主に病院ではインスリン自

己注射療法の導入指導が行われていることから、注入デバイスの選択についてチェックする必要もある。

その上で実践を評価し、治療への効果を確認する。 
 
 

 
 

図３ インスリン自己注射説明の流れと確認事項

糖尿病の薬学管理必携 糖尿病薬物療法認定薬剤師ガイドブック（じほう）日本くすりと糖尿病学会編,pp192,2017
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＃）学会では、この「適正なインスリン注射製剤使用の継続的薬学管理のてびき」を、より具体的な事例で

把握し、行動を起こすための例示をまとめた「適正な継続的薬学管理に必要な視点と行動例」具体例をまと

めています。この具体例は、今後学会主催のセミナー等にて公表いたしますので、セミナー等の参加をお待

ちしております。 


