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【セミナー名】 日本くすりと糖尿病学会糖尿病薬物療法認定薬剤師制度  
2021 年度第 1 回技能研修会 アドバンスト編 ＜症例検討コース＞ 

糖尿病患者の治療戦略 ～有効な処方設計と低血糖を防ぐには～ 
参加者用 
【日時】2021 年 12 月 5 日（日）午前 10：00～12：00 
【場所】Zoom （ホスト；大和調剤センター アストロ薬局） 
 
【オーガナイザー】(敬称略) 

・多摩総合医療センター    辻野 元祥 
・名鉄病院薬剤部    武藤 達也 
・萬田記念病院薬剤部    中野 玲子 
・株式会社大和調剤センター   森  貴幸 

【ファシリテーター】（敬称略・順不同） 
☆技能研修小委員会委員   
・相澤 政明（5MF）    ・小林 庸子（8SF） 
・井上 享子（9MF）    ・坂倉 圭一（ホスト） 
・大木 一正（6MF）    ・佐竹 正子（３SF） 
・鎌田 敬志（8MF） 
☆ファシリテーター     
・秋吉 明子（２MF）    ・勝呂 美香 
・江藤 良典（３MF）    ・西村 博之（４MF）  
・菊池 千草（１MF）    ・廣田 有紀（７MF） 
・篠原久仁子（６SF）    ・本間 三絵（10MF） 
【参加人数】 60 名 ※事前予約制 
【研修の目的】 
1.本研修会は、くすりと糖尿病学会認定薬剤師に必要な薬物療法における以下の専門的技能を習

得する。 

 1)糖尿病薬の飲み忘れ時の対応やシックデイなどの対応を概説し、服薬指導を行うことができ

る。 

 2)運転中に低血糖を起こす危険のある薬剤を理解し、危険回避について適切な指導ができる。  
2. 病院・薬局に来られる患者さんの療養指導事例を通して、基本的な糖尿病治療の臨床

的な 状態、医師の治療内容、指導のポイントや関わり方を学習する。  
3. グループワークにより、他施設の薬剤師と参加者同士のコミュニケーションが構築で

きる。 
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【タイムスケジュール】（G：グループディスカッション、H：発表、K：解説）（敬称略） 
9：45～ 受付開始・開場（Zoom） 

10：00～ 開会の辞    中野 
10：05～ ファシリテーターの紹介 

セミナーの目的・進行等について説明 森 
10：10～ 症例の説明    辻野 
10：15～ 検討課題 Q1 
   （G20-H5-K10）（H；1 分） 
10：50～ 検討課題 Q2 

（G20-H5-K10）（H；1 分） 
11：25～ 検討課題 Q3 
   （G15-H5-K10）（H；1 分） 
11：55～ まとめ・閉会の辞   武藤 

12：00～  アンケート記入  
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＜症例について＞ 
【症 例】 

75歳男性      

 

【現病歴】 

56 歳時に職場の健康診断の結果から初めて糖尿病と診断された．A 医院からオイグルコ

ン(グリベンクラミド)を処方され，65 歳頃までは，まあまあ悪くないといわれていた．途

中，アマリール（グリメピリド）に変更，65歳時に妻が子宮癌で手術，67歳時に死去．こ

の間，通院が不定期となり，来院時の HbA1c 8%台となり，アマリール 4mgにジャヌビア（シ

タグリプチン）50mg を追加され，HbA1c は一時改善し，7%前半で推移していた．その後，

2015年 8月に HbA1c 8.4%に上昇，アクトス（ピオグリタゾン）30mgが追加され，一時,7.8%

に改善したが，2016 年 1月には 9.2%と再び悪化したため，当院の糖尿病専門外来を紹介さ

れた． 

 

【既往歴】 

20歳時，虫垂炎で虫垂切除術． 

 

【使用中の薬剤】 

 アマリール（グリメピリド）   1回 2mg 朝夕食後 

ジャヌビア（シタグリプチン）  1回 50mg 朝食後 

 アクトス（ピオグリタゾン）   1回 30mg 朝食後 

 （朝食を摂らない日にその日の内服薬をスキップすることがある） 

【生活社会歴】 

元公務員． 60 歳の定年以降，嘱託で 63 歳まで勤務．以後は仕事はしていない．買い物

には，自家用車で 15 分ほどのスーパーに行く． 

 

【嗜好品】 

飲酒歴：以前はビール 1000mL/日，現在は 500mL/日に減らしている． 

喫煙歴なし．  

【家族歴】 

父，弟：糖尿病 

 

【初診時身体所見】 

身長 165cm,体重 74kg，血圧 148/90 mmHg，脈拍 76/分，腹囲 88cm， 

アキレス腱反射低下，知覚異常なし，振動覚：低下 
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【家族構成】 

独居．長男が車で 10 分ほどの距離に居住． 

長男は会社勤務．長男の妻もパートタイム勤務．  

 

【初診時検査所見】 

（検尿）糖 3+，蛋白 1+，潜血+/-，ケトン(-)，アルブミン指数 112 mg/g・Cre 

（血算）WBC 4500 /μL,RBC 475 万/μL, Plt 21.2万/μL 

（血液生化学）Alb 4.8 g/dL, BUN 13.4 mg/dL, Cr 0.72 mg/dL, UA 5.7 mg/dL, 

Na 141 mEq/L，Cl 105 mEq/L, K 4.3 mEq/L, Ca 9.4 mg/dL, AST 48 U/L, 

ALT 78 U/L, LDH 173 U/L, ALP 168 U/L, 算出 LDL-コレステロール 144 mg/dL, 

HDL-コレステロール 48 mg/dL, TG 160 mg/dL, 空腹時 Glu 193 mg/dL, 

HbA1c 9.4%,空腹時インスリン(IRI) 6.3μU/mL， 

空腹時 C-ペプチド 1.3 ng/mL 

 

【医師より指示】 

食事療法：1600 kcalを指示． 運動療法：一日 4,000歩の歩行．  

      

【合併症精査】 

網膜症：単純網膜症(A1/A1) 

  腎症 ：腎症２期 

  神経障害：深部腱反射が低下．神経障害あり． 
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【検討課題】 
Q１．食事・運動療法の見直しで改善しない場合， 

薬物治療の変更にはどのような選択枝がありますか？  
 
 
 
 
Q２．薬物療法の変更で，低血糖を生じうる場合，どのように指導しますか？ 
  さらに自動車運転時に留意するべきポイントをあげて下さい． 
 
 
 
 
Q３．シックデイ時の対応を，どのように指導しますか？ 
  また，災害時への備えについて，どのように指導しますか？ 
  内服薬の場合，注射薬を使用している場合に分けて，考えて下さい． 
 
 
 


