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糖尿病が入院の理由でなくても
高血糖を放置してはいけない理由



インスリンを使えるようになるために
ーSTEP 1ー

代謝におけるインスリン作用と
インスリン製剤を理解する



健常人における血糖と
インスリン濃度の日内変動
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追加分泌は食事でできる血糖の山を
元のレベルの血糖にまで落とす働き

基礎分泌は食事と無関係の時間の血糖を
横ばいに保つ働き



インスリンの作用：正常人の食後状態
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インスリンの作用：正常人の空腹状態
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＜代謝におけるインスリン作用＞

１）脂肪分解の抑制

２）肝臓における糖産生の抑制

３）骨格筋におけるブドウ糖取り込みの促進



基礎分泌の低下

追加分泌の低下 食後の高血糖

空腹時の高血糖

補充

速効型
超速効型

中間型
持効型

二相性/
premixed

インスリンの分類
ヒトインスリン

アナログインスリン

速効型インスリン（R）
NPH （N）

超速効型インスリン
持効型インスリン

インスリンの注射器
使い捨ての注射器と カートリッジを入れ替えて使う
製剤がある
（静脈注射の場合はバイアル製剤）

インスリン製剤の濃度
すべてのインスリン製剤で100単位/ 1mLに統一

静脈内投与してよいインスリンはRのみ

RはRegularの略称であり、Rapidの頭文字ではない

処方はためしうち（1回2単位）分も計算にいれて

会社によって商品名の名づけ方に差がある
ノボラピッド30ミックス
ヒューマログミックス25

左記は皮下注射した場合の作用時間
静脈内投与されたRの半減期は約５分

Pitfall

Pitfall



日本で使用できる主要インスリン製剤の一覧
分類 商品名 作用発現時間 大作用時間 持続時間

超速効型
(アナログ)

ノボラピッド
ヒューマログ
アピドラ

10～20分 １～3時間 ３～5時間

速効型 ノボリンR （バイアル）

ペンフィルR （カートリッジ）

ヒューマリンR （バイアル）

ヒューマカートR（カートリッジ）

30～60分 1～3時間 6～8時間

中間型 ノボリンN（バイアル）

ペンフィルN（カートリッジ）

ヒューマリンN（バイアル）

ヒューマカートN（カートリッジ）

1～3時間 5～10時間 10～16時間

持効型
（アナログ）

ランタス
レベミル

1～2時間 ピークなし 約24時間

混合型 ノボリン10～50R
ペンフィル10～50R
ヒューマカート3/7

30～60分 2～4時間 10～16時間

2相性
（アナログ）

ノボラピッド30ミックス
ヒューマログミックス25
ヒューマログミックス50

10～20分 1～2時間 10～16時間

Pitfall ランタス・レベミルは作用が安定するまでに数日かかる
うつのを止めてから消えるまでにも数日かかる

Pitfall インスリンの単位はbiological actionで決めている。（1単位とは2kgの
24時間絶食のウサギの血糖を3時間以内に痙攣レベルまで下げうる量）
レベミルは他のインスリンと比べてモル濃度は4倍になる。
ランタスは院内の測定系では3割ぐらいしか測定できない。



インスリン注射器
会社名 サノフィー・アベン

ティス株式会社
ノボ・ノルディスク
株式会社

イーライ・リリー
株式会社

ディスポーザブル
タイプ

ソロスター フレックスペン

イノレット

ミリオペン

カートリッジ
タイプ

イタンゴ ノボペン４ ヒューマペンラグ
ジュラ

インスリンの保管方法

使いかけたインスリンは室温（高温や非常な低温は避ける）
未使用のインスリンは冷暗所（冷蔵庫の卵を置くあたり）で保管



インスリンを使えるようになるために
ーSTEP 2ー

なんのためにインスリンをうつのか？
IDDM・NIDDMの概念を理解する



次の場面は正しいか？

｢絶食になるので、インスリン製剤を
一切うたないように指示を出しました。｣

｢膵臓全摘出後、14日目。手術侵襲による
インスリン抵抗性もとれて、1日10単位程度

のインスリンでコントロール良好です。退院
に向けてそろそろ内服薬に切り替えてあげ
たい。｣

→場合によっては間違いかも

→無理！



糖尿病の病型分類（病因（成因）分類と病期（病態）分類）

すべての糖尿病は病因と病期で分類される

ただし病因は１つとは限らない。

2型糖尿病には適切なマーカーがないので、
除外診断になる

インスリン依存状態とは生命維持に
インスリンが必要。

従って、いかなる場合（経口摂取量=0）でも
基礎分泌の補充は不可欠

病因分類

病期分類

Pitfall

高血糖の是正のためか？
生きるために必要なのか？



血中インスリン濃度とその効果

血中インスリン濃度

効
果
発
現
率50

100
(％)

（μU/ ml）
10 20 40

0
30 50 100 200 300

生理的範囲

脂肪分解

肝臓での糖産生
骨格筋でのブドウ糖取り込み

50%の効果発現を引き起こす血中インスリン濃度

骨格筋でのブドウ糖取
り込み

約58～60μU/ml

肝臓でのブドウ糖産生
抑制

約26μU/ml

脂肪細胞での脂肪分
解抑制 作用

約7～17μU/ ml

ケトアシドーシス



インスリン依存状態・1型糖尿病を見落とさないコツ

糖尿病患者から病歴をとる３つの目的：病型分類に役立つ情報を得る、罹病期間に役立つ情報を得る、増悪した理由に役立つ情報を得る

糖尿病患者から身体所見をとる２つの目的：病型分類に役立つ情報を得る、合併症の進行状況を知る

Pitfall

①インスリンを長年使用している患者、

②引き継いだ患者でインスリンを使用している理由
血糖コントロールのために使用しているのか、生存のために使用しているのかが

わからない患者

③インスリンを使用しているのに血糖が改善しないあるいは不安定な患者

空腹時採血で血糖とCPRをみる
目安の一つ：空腹時のCPR＜0.5 ng/mLならIDDM, CPR>1.0 ng/mLならNIDDM

・糖尿病初診時の3点セットで見落としを防ぐ：CPR、抗GAD抗体、尿中ケトン体、

気づかれていないインスリン依存状態の患者



インスリンを使えるようになるために
ーSTEP 3ー

いかにうち、いかに調節するか？
Stop The Sliding Scale



インスリン注射の実際minimum requirement

①濁っている製剤（NPH, 2相性インスリン）を使用する前にはよく混和する

②先端の消毒と針の装着

③2単位の空うち ④針は10秒間してから抜く

Pitfall

Pitfall

注射する部位は毎回変える（3cm以上離す）
Lipohypertrophyやinsulin ballを防ぐ



インスリン非依存状態の患者への
インスリン導入

ー何単位から始めればいいのか？ー



インスリン導入（開始量）

初回インスリン1日総投与量

糖尿病治療ガイド
2010(日本糖尿病学会)

糖尿病治療のエッセンス
2010-2011年度版
（日本糖尿病対策推進会議）

0.1～0.2単位 /kg

血糖値にもよるが、毎食前で超速効型3-3-3（～6-6-6）で開始することが多い
SMBGは 低限、毎食前とできれば眠前で開始



スライディングスケールの例
血糖値 皮下注するR

～59 mg/dl Dr コール
100～149 mg/dl        0
150～199 mg/dl 0
200～249 mg/dl           2
250～299 mg/dl           4
300～349 mg/dl           6
350～ Dr   コール

スライディングスケールの利点

通常とは異なった特殊な環境における高血糖に即座に対応できる
今、高い血糖をまず下げる（とはいえ、速効型でインスリン作用はせいぜい6
時間、超速効型では4時間ほどしか効果はない）

スライディングスケールの使用を考慮する場合

① シックデイ
② 救急外来や食事が摂取できないとき
③ ステロイド使用時など

しかし、絶食期間中は後述のようにインスリンは静脈内に投与するべきだし
食事が始まればすみやかに責任インスリン法による調整にするべきである



スライディングスケールの問題点
① 食事のことやその後の活動を考慮せず，あがっていく途中か下がっていく途中かも

考慮することなく，ある時点の血糖値のみで，インスリンの量が決まる．

② 血糖が上昇してから対応するので，血糖の安定化が得られにくい．

③ 投与されたインスリンの効果は，インスリンの感受性（体格や，炎症の改善・糖毒
性の解除など）で異なるが，そのことが考慮されていることは少ない．

④ ｢1時間後，再検し，再度スライディングスケールに従う｣という指示では，インスリン
のstacking（蓄積現象）を起こす可能性がある

Sliding Scale Insulin- Time to Stop Sliding
JAMA 2009;301: 213-4.

安易なスライディングスケールはやめよう



それでは、どのようにしてインスリン量を
調整するのか？



基礎インスリンの考え方
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前提となる考え方：復習

①基礎分泌のインスリンは
肝からの糖放出を制御して、
食事と無関係の時間の血糖を
一定にする働き



超速効型インスリンの効果の持続時間と残存効果

インスリン効果

注射後の効果0 1 2 3 4

1時間後30%減少，70%残存

2時間後60%減少，40%残存

3時間後90%減少，10%残存

超速効型インスリンのBolusは
3時間から4時間で作用が切れる

②追加分泌のインスリンの働きは
食事でできる血糖の山をもとの
レベルまでもどすこと



責任インスリン法（アルゴリズム法）とは？
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糖尿病

毎食前の血糖が横並びになるように



責任インスリン療法とは
あらかじめ設定した目標血糖値に到達するために，
｢現在の血糖値｣に影響を与えているインスリン（責任インスリン）の量や打ち方を変えていく

早朝空腹時の血糖の低下は，ブドウ糖毒性の解除を意味する

→下がりが悪ければ，①basal インスリン（Nまたは持効型）を追加

②夕方の食前のインスリンをmixed typeのインスリン
に変更する

などを考えていく



摂食量がわからないときは、食事量（主に主食摂取量）に応じたスケールを作成

食事が変更になっていく場合（3分がゆ→5分がゆ→全がゆなど）でも、炭水化物
量に基づいてインスリン量を決める

例）
食事量 朝 昼 夕

0 ～ 3割 0 0 0単位

3 ～7割 3 2 3

7割以上 6               4            6

食事量がわからない時はどうするか？

超速効型インスリンは食直後うちでも、食直前うちとあまり効果に差はない



血糖上昇のイメージ

炭水化物
（１００％）

時間

血
糖
値

蛋白質
（50%）

脂質
（10%未満）

（ ）内は，栄養素が血糖に変わる割合

糖尿病教室パーフェクトガイドより

炭水化物が血糖にもっともおおきな影響を与える



CGMSでみる血糖

夕食

朝食

ケ○タッキー
フライドチキン
270kcal ×4piece

夕食

朝食
昼食

Kazuhiko Sakaguchi

ポップコーン

夕食



血糖変化のイメージと
適切な基礎インスリン量・低血糖の関係
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200 基礎インスリンは血糖を変えない！

もし，1日食事摂取をしなければ，
一日中血糖は同じになる
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血糖値

12時 18時15時

6単位

基礎インスリンが適切に補充
されているとして

血糖変化のイメージについて

＋Q の効果は3時間
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血糖値

12時 18時

Q3単位

15時 19時

基礎分泌の補充が適切か

低血糖！

着地地点が同じでも，実は
BasalもBolusも不適切

食事が遅れると低血糖！

基礎分泌が少ない患者の
インスリン調整法



血糖値が70㎎/dl以下
・空腹感
・脱力感
・冷や汗
・手や足の震え
・動悸
・イライラする

血糖値が50㎎/dl以下
・頭痛
・吐き気
・目のかすみ
・脱力感
・集中力の低下
・取り乱す

血糖値が30㎎/dl以下
・意識障害
・けいれん
・昏睡
・（死亡）

低血糖症状



インスリンを使えるようになるために
ーSTEP 4ー

経静脈的なインスリン使用法



糖尿病患者における点滴における血糖管理

輸液本体の糖質は何にするか？

糖質の種類 細胞内への取り込み 特徴 大量投与による問題点

グルコース インスリン要 すべての組織で利用される。特に脳や赤血球
ではブドウ糖が唯一の栄養源である

ビタミンB1の需要が増

大（欠乏により乳酸アシ
ドーシスに注意）

フルクトース インスリン不要 肝に取り込まれ、約30％がブドウ糖に変換され
る。

乳酸アシドーシス、高尿
酸血症

ソルビトール インスリン不要 肝臓でフルクトースに変換される 浸透圧利尿（乳酸アシ
ドーシス）

キシリトール インスリン不要 肝のペントースリン酸回路経由で解糖系へ入る。
エネルギー効率はグルコースの約半分

乳酸アシドーシス、高尿
酸血症、肝障害、腎障
害

マルトース インスリン不要 マルターゼにより2分子のブドウ糖に分解される 血中浸透圧が上昇しや
すい

（図表は治療2009:12; 2782-83より）

ブドウ糖以外の糖は
①あらゆる組織で効率よく利用されない
②耐糖能低下時の利用効率はブドウ糖に

比べて落ちる
③血中モニタリングができない



経静脈的インスリン投与法

・輸液本体と、インスリン注入は分けること（本体内にインスリンを｢点注｣しない。）
・静脈内に投与して良いインスリンはRのみ
・静脈内に投与されたインスリンの半減期は5分

①Rの 1U/ mlの溶液を作り、シリンジポンプで使用すると便利

Regular insulin 0.5ml + 生食49.5 mlを50mlの注射器で作成する

②1日に投与される点滴内の総ブドウ糖濃度を計算し、
ブドウ糖8gに対してRを1単位の割合でインスリンを開始
（肥満者/手術後/ステロイド使用中などではブドウ糖5gに1単位になるようにmodify）

例： ブドウ糖10%入りの500mlの点滴をを1日4本ペースとする
1日あたり 500×0.1×4=200gのブドウ糖
1時間あたりのRの注入開始量は

200÷8÷24≒1 U /hr
上記①で作成したインスリンならば、1.0ml/hrで開始すればよい



絶食期間中のインスリンの調節方法
当面，血糖測定は1時間おき
血糖目標値が151～200 mg/dlの場合

血糖値 (mg/dl) インスリン量 （ml/ hr）

151～200 ±0 ml/hr

201～250 ＋0.1 ml/hr

81～150 －0.1 ml/hr

251 ～ ＋0.2 ml/hr

～80 －0.2 ml/hr

70 未満
ブドウ糖10g or 50% ブドウ糖20 ml ivして30分後再検
その際，血糖値が200 mg/dl以上でもインスリンは± 0 ml/hr

持続経管栄養中でも考え方は同じ

目盛りは小さく



ランチタイムレクチャーでは
関連する別の話題を話します

他の疾患を持った糖尿病患者の血糖管理
コツとピットフォール

外来で一人で糖尿病患者を診る場面
コツとピットフォール

本レクチャーならびにランチタイムレクチャースライドは
http://insightkobe.web.fc2.com/

の【学習資料】から閲覧可能です。（パスワード不要）

肝硬変、腎不全患者の血糖管理のポイント

ICUや心筋梗塞後の血糖管理のポイント

胃切除後、膵臓切除後患者の血糖管理のポイント

何を基準に、どう治療するか

専門医にコンサルトすべき場面とは？

ステロイド使用者における血糖管理のポイント

見落としてはいけないあんなこと、こんなこと

など

など

11月4日（金） 12:00～ 11月18日（金） 12:00～

ご清聴ありがとうございました

また大学病院糖尿病・内分泌内科病棟マニュアル（糖尿病）も
上記サイトに、10月17日までパスワードをはずしてあげています。



以下は資料集です



経験則も含めた
記憶しておくと便利かもしれない数値集

①2.2 mg/kg BW/min    ：早朝空腹時（基礎代謝状態）の肝臓からのブドウ糖放出速度
そして①は基礎代謝状態におけるブドウ糖の代謝速度と一致

②200g                              : 2.2×65×60×24
体重65kgの場合の1日の肝からの糖放出総量
そして②は基礎代謝状態において代謝を受けるブドウ糖総量と

一致

③120 g/ day                    : 脳が1日に消費するブドウ糖量

④5:1                                 : ブドウ糖5gの代謝にKは1mEq必要

定常状態においては、コントロール指標間の下記の経験則をアタマの片隅に入れておくと便利
・空腹時血糖値（mg/dl）= HbA1c (%) × 20
・グリコアルブミン = HbA1c × 3

この関係がくずれている時は、 近血糖の状態が急に変化した、食後高血糖が隠れているなどの理由があることが多いです。



超速効型でインスリン療法を始めるにあたって

患者への初回の説明で忘れてはいけないこと

・インスリン投与後すぐに食事を摂取すること（超速効型）

・低血糖を疑う症状があれば，ブドウ糖や糖分を多く含む食品を
摂取すること

・食事・運動療法はインスリンを始めても必須であること

・食事時間がずれたら，それにあわせてうつこと

・超速効型は食後うちもあり


