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臨床検査値に基づく糖尿病治療薬の適正使用に関するてびき 

 

一般社団法人 日本くすりと糖尿病学会 

 
1. はじめに 

厚⽣労働省より「患者のための薬局ビジョン」において、かかりつけ薬剤師としての役割の発揮に
むけて、医療機関と薬局との間で検査値や疾患名等の患者情報を共有することにより、腎機能等に応
じた投与量の確認や、副作⽤発現を未然に防ぐなど、対物業務から対⼈業務へのシフトが強く推奨さ
れている。実際に、⾎糖値や HbA1c の検査が可能である検体測定室の設置が認可された健康サポート
薬局も着実に増加していること、院外処⽅箋に検査値の印字をおこなっている病院も徐々に増加し、
IT 化による検査値の共有や糖尿病連携⼿帳の活⽤などにより、保険薬局においても、糖尿病患者の検
査値把握が可能になりつつある。 

糖尿病医療にかかわる薬剤師は、臨床検査値の指標とそれに対応した薬物療法の概略について把握
し、効果的かつ低⾎糖を含めた副作⽤を最⼩限に抑え、社会⽣活の安全性を担保する積極的な介⼊が
今後必要となるであろう。 

そこで、糖尿病患者が継続して安全かつ有効に薬物療法を実施できるよう、糖尿病治療薬の適正使
⽤にむけた主な検査値に関するポイントを整理した。詳細について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。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. 糖尿病治療の一般的な目標 

糖尿病治療の⽬標は糖尿病による⾎管合併症の発症と進展を防⽌して、⽇常⽣活を活動的で質の⾼
い状態に維持し、健康寿命を確保していくことである。治療⽬標を達成するためのコントロール指標
としては⽇本糖尿病学会より、推奨される HbA1c が発表されているが、その⽬標設定は患者の病状や
病態、治療内容に応じて個別化することが推奨されている(図 1)。特に⾼齢者では、⽇本糖尿病学会、
⽇本⽼年医学会が合同で、認知機能、⽇常⽣活動作を評価し、併⽤薬剤の種類や投与量にも留意した
HbA1c の⽬標値を発表している。また、体重、⾎圧、⾎清脂質についても各々の指標(表１)に基づい
た適切なコントロールを⽬指す必要がある。 

⾎糖管理に影響する要因としては、糖尿病への取り組み姿勢など患者側の要因に加えて、インスリ
ン分泌能の経時的な低下や HbA1c の季節性変動などが影響することがあり、⾮常に多岐にわたる。そ
のような中、薬剤師が検査結果を把握し現状を知ることは、なぜ⾎糖コントロールが変化したのかの
理解につながり、患者の治療意欲を⾼めることに結びつく可能性があることから、療養指導に⽋かせ
ない重要なプロセスの 1 つと考えられる。 
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図 1, Inzucchi SE , et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2015: a patient-centered 
approach: update to a position statement of the American Diabetes Association and the European 
Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care 2015;38:140‒149より改変 

 
 

 
表 1, ⾎糖コントロール以外のコントロール指標 

 
⽬標体重の⽬安*1  
65 歳未満 ：［⾝⻑(m)］2×22 
65 歳〜74 歳 ：［⾝⻑(m)］2×22〜25 
75 歳以上 ：［⾝⻑(m)］2×22〜25 
降圧⽬標 ＜130/80mmHg 

糖尿病に合併した脂質異常症のコントロ-ル⽬標値 
 LDL-C HDL-C TG Non-HDL-C 

冠動脈疾患既
往なし 

＜120 
≧40 ＜150 

＜150 

冠動脈疾患既
往あり 

＜100 
(＜70)*2 

＜130 
(＜100)*2 

*急性冠症候群や冠動脈発症のリスクファクターを有する場合に考慮する。 

(⽇本動脈硬化学会編：動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2018 年版. ⽇本動脈硬化学会.2018より作成) 
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3. 薬物の体内動態 

 薬学の基礎として薬物の体内動態について把握しておくことが重要である。吸収、分布、代謝、排
泄に加えて、体内動態に影響する要因（遺伝⼦多型、⾷事・嗜好品、年齢、性差と妊娠、肝疾患や腎疾
患などの病態)など、その内容は多岐にわたる。詳細については既に多くの教科書やガイドブックなど
で論述されているため、各⾃必要に応じて確認されたい。糖尿病腎症における薬物の体内動態は、適
切な糖尿病薬物療法を実践する上で特に注意したい領域である。 

 
 
4. 腎機能の評価と糖尿病治療薬 

糖尿病腎症の進展抑制には、⾎糖のみならず⾎圧・脂質管理を含めた多⾓的強化療法が有⽤である
ことが報告されていること 1)2)から、早期腎症からの積極的な治療介⼊が求められる。また、多くの薬
物は腎排泄であることから、個々の患者の腎機能に応じた薬物療法の提案は、チーム医療の⼀員とし
て薬剤師に求められる重要な役割の１つと考えられる。 
２型糖尿病の糖尿病腎症では、微量アルブミン尿の出現後，年間 10〜20%ずつ尿アルブミン排泄量

が増加し，通常 10〜15 年後に顕性腎症期（CKD ステージ 3 に相当）に移⾏する．顕性腎症期以降 
（ステージ 3〜5に相当）では，GFRが年間 2〜20 mL／分／1.73 m2ずつ低下し，半数以上の症例で 
10 年以内に末期腎不全に⾄る(図 2)．厳格な⾎糖コントロールによる糖尿病腎症の進展抑制は、早期
腎症や⼀部の顕性腎症において有効性が報告されている 3)4)5)。 糖尿病腎症における病期分類、⾷事療
法と運動療法について表 2 に⽰す。病期により⾷事療法や運動療法の内容が異なるため、患者ごとに
きめ細やかな⽣活指導が重要となる。 

 

 

図 2, 糖尿病腎症の推移 
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表２, 糖尿病腎症の病気分類と⾷事療法・運動療法 

 

病期 

尿 Alb(mg/gCre) 

または 

尿蛋⽩(g/gCre) 

eGFR 

(mL/min 

/1.73m2) 

⾷事療法 運動療法 

総エネルギー 

(kcal/kg) 

蛋⽩質 

(g/kg) 
塩分制限 

カリウム 

制限 

 

第 1 期 

(腎症前期) 
尿 Alb＜30 ≧30 25~30 総 kcal の 20%以下 *1 なし 制限なし 

第 2 期 

(早期腎症期) 
尿 Alb30〜299 ≧30 25~30 総 kcal の 20%以下 *1 なし 制限なし 

第 3 期 

(顕性腎症期) 

尿 Alb≧300 

尿蛋⽩≧0.5 
≧30 25~30 0.8〜1.0 6ｇ/⽇未満 

なし 

*3 

原則として可 

ただし病態に応じて

過度な運動は避ける 

第 4 期 

(腎不全期) 
問わない ＜30 25~35 0.6〜0.8 6ｇ/⽇未満 ＜1.5g/⽇ 

体⼒を維持する程度

の運動は可 

第 5 期 

(透析療法期) 
透析療法中  30~35 0.9〜1.2 6ｇ/⽇未満 ＜2.0g/⽇ 

原則として軽運動 

過度な運動は不可 

*1：⾼⾎圧合併例では 6g/⽇未満の減塩指導を⾏う。*2：eGFR＜45 では第４期に準じた蛋⽩制限を考慮する。*3：⾼カリウム⾎症を認め

る場合には 2g/⽇未満に制限する。(⽇本くすりと糖尿病学会編, 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. 

2017. P237) 

 

腎機能が低下した患者は、薬物動態の変化や腎における糖新⽣の低下などにより、糖尿病治療薬の
副作⽤の中でも特に注意すべき低⾎糖のリスクが⾼まる。したがって、腎機能障害を有する患者では
インスリン分泌作⽤を有する SU 薬やグリニド薬の減量や、インスリン投与量の調整など、患者個々
の病態を考慮しリスクに応じた糖尿病治療薬の処⽅設計と⾎糖コントロール⽬標の設定が必要となる。 

糖尿病治療薬は、現在、注射薬 2 種類と経⼝薬 7 種類が使⽤可能である。腎機能低下時には⽤量調
節や投与禁忌に該当する薬剤があるため、薬剤師⾃ら腎機能検査値の把握に努め、場合によっては処
⽅医に対して疑義照会を⾏うようにする。同薬効群であっても腎排泄や肝代謝の特徴があるため、禁
忌の確認のみに終始せず、腎機能低下時に処⽅可能な糖尿病治療薬の情報提供を処⽅医に⾏うことが
好ましい。腎機能低下時における糖尿病治療薬の注意点について、詳細は「糖尿病薬物療法認定薬剤
師ガイドブック・糖尿病の薬学管理必携」を参照されたい。 

 
 

5. 糖尿病治療薬の副作用が疑われる検査値の変化 

糖尿病治療薬の副作⽤によって影響が⽣じる得る検査値のうち、特に注意すべきものとしては以下の
３点が挙げられる。糖尿病治療薬ごとの特有な副作⽤の詳細は「糖尿病薬物療法認定薬剤師ガイドブ
ック・糖尿病の薬学管理必携」を参照されたい。 
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① 低⾎糖 

糖尿病薬物療法で最も頻繁にみられる検査値異常は低⾎糖である。⼀般的に⾎糖値が 70mg/dL
以下になると、初期反応として冷感、不安感、⼿指振戦、顔⾯蒼⽩、動悸などの交感神経系の症状
が出現する。普段の⾎糖値がかなり⾼い患者においては、急激な⾎糖低下に伴い 70mg/dLより⾼
い値でも低⾎糖症状を⽰すことがある。⾎糖値が50㎎/dL以下の中等度の低⾎糖になると、頭痛、
⽬の霞み、動作緩慢、集中⼒の低下など、中枢神経系におけるブドウ糖不⾜の症状が出現する。低
⾎糖を頻繁に起こしている患者や、⾃律神経障害を合併していると、⾎糖値が 50㎎/dL 以下に低
下しても低⾎糖症状を⽋き、突然重篤な中枢神経症状が発現する無⾃覚性低⾎糖を引き起こすこ
とがある。⾎糖値が 30mg/dL 以下になると、けいれん発作、低⾎糖昏睡に⾄り、治療が遅れると
死に⾄ることがある(図 5)。 

 
図 5, 低⾎糖の症状と⾎糖値 

 
 

② 乳酸アシドーシス 
 特にビグアナイド薬が投与されている患者において注意が必要である。検査所⾒として、乳酸
値≧5.0mmol/L(45mg/dL)、pH＜7.35、尿ケトン体(-)がみられ、⾼齢者、腎機能低下、脱⽔を伴
う場合には特に注意が必要である。 
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③ ケトアシドーシス 
 SGLT2阻害薬で注意したい検査値異常はケトアシドーシスの出現である。近年、⼀部の SGLT2
阻害薬について１型糖尿病への適⽤が認可されたことに伴い、ケトアシドーシスの報告が増加し
ているため注意が必要である。インスリンの中⽌、極端な糖質制限、清涼飲料⽔多飲などが誘因
となっており、SGLT2阻害薬の臨床試験によるとアルコール多飲者、感染症や脱⽔、⼥性、⾮肥
満・やせ（BMI<25）などのケースにおいてケトアシドーシスの増加が報告されている。患者には
全⾝倦怠感や悪⼼嘔吐・腹痛といったケトアシドーシスの症状を⼗分に教育しておき、これらの
症状を⾃覚した場合はすみやかに専⾨医を受診するよう指導する。検査所⾒としては、⾼⾎糖、
尿中・⾎中ケトン体上昇、アシドーシス(⾎液 pH≦7.3)、HCO3-の低下、⾼カリウム⾎症、⾼窒素
⾎症、⽩⾎球増多などが認められるが、近年、⾎糖値の上昇がみられない正常⾎糖ケトアシドー
シスが問題になっている。SGLT2阻害薬を使⽤中の患者では、⾎糖値だけではケトアシドーシス
の有無を判断できないことにも注意する必要がある。 
 
 

④ 肝機能障害 
 ピオグリタゾンやα-グルコシダーゼ阻害薬では、AST、ALT の上昇を伴う肝機能能障害や、⻩
疸が現れることがある。 

 
 

以上、臨床検査値に基づく糖尿病治療薬の適正使⽤にあたっての重要な注意点について アップデー
トを⾏った。糖尿病治療薬の選択肢が増加したことに加え、糖尿病患者の⾼齢化に伴い患者背景は複
雑さを増したことで、今まで以上に安全性への留意が必要となっている。薬剤事の適応やエビデンス
を考慮しつつ添付⽂書に⽰されている安全性情報に⼗分な注意を払い、安全かつ有効に薬物療法が実
施されることを切に望む。 
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