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糖尿病とは

1型糖尿病：すい臓がうまく働かず、インスリンが作られなくなります。
全体の数％で原因は不明です。

2型糖尿病：遺伝的に糖尿病になりやすい体質と、食べ過ぎや運動不足、
肥満、喫煙、飲酒、ストレス、加齢など様々なことが関わっています。

糖尿病とは

糖尿病の種類

参考文献：https://www.astellas.com/jp/ja/diseases/diabetes/basicinformation-04

インスリンには血糖値を正常に保つ働きがあります。
糖尿病とは、このインスリンが不足することによって
血糖値が日常的に高くなり、様々な体の不調をもたら
す病気です。

https://www.astellas.com/jp/ja/diseases/diabetes/basicinformation-04


①細小血管症

：糖尿病神経障害
手足のしびれなどが生じ、
壊疽につながる。

：糖尿病網膜症
網膜が傷つき視力が低下する。
最悪の場合、失明することも。

：糖尿病腎症
腎臓の機能の低下が進行すると
透析が必要に。

血糖値が高い状態を放置していると…

②大血管症

：壊疽
体の組織が死んでしまい、最悪の場合
足の切断などの手術が必要となる。

：脳梗塞
脳の血管がつまってしまう。
麻痺や歩行障害などが生じる。

：虚血性心疾患
心臓の血管がつまることで起こる
心筋梗塞や狭心症などのこと。
心不全を引き起こすことも。

様々な合併症が引き起こされる可能性があります。

参考文献：http://dmic.ncgm.go.jp/general/about-dm/060/020/02.html

これらの病気を予防するためにも、
生活習慣の改善が重要です。

http://dmic.ncgm.go.jp/general/about-dm/060/020/02.html


有酸素運動

筋力トレーニング
筋肉量を増やすことでインスリンの
効果を高められる。

筋トレの目標
日を空けて週２～３回
1セット10回程度

糖尿病予防・改善策 ～運動習慣～

参考文献 http://dmic.ncgm.go.jp/general/about-dm/040/040/03.html

有酸素運動の例

筋力トレーニングの例：ふくらはぎの筋トレ

大きい筋肉を動かす全身の運動。
糖分をエネルギーとして消費できる。

有酸素運動の目標
週に3～5回、1日30～60分
1週間で合計150分 ウォーキング 水泳

出典「国立研究開発法人 国立国際医療研究センター糖尿病情報センター」

①壁などに手をついて、
両足で立った状態になる

②かかとを上げる
③ゆっくりかかとを下ろす

一日の目安
10～20回（出来る範囲で）
×2～3セット

家事・買い物など、日常生活での動作も運動になります。できる範囲で運動しましょう。

http://dmic.ncgm.go.jp/general/about-dm/040/040/03.html


食事習慣について

・1日3食、時間を変えずに
・夜遅くや寝る前には食べない
・ゆっくり、よく噛んで食べる
・食事は腹八分目でストップ
・色々な食材をバランスよく摂る

糖尿病予防・改善策 ～食生活～

参考文献 http://dmic.ncgm.go.jp/general/about-dm/040/020/02-1.html

カロリー計算
1日に必要なエネルギー量を計算して、
食事量を調節してみましょう。

1日の適正なエネルギー量（kcal）＝標準体重（kg）×身体活動量

標準体重（kg）
＝ 身長（m）×身長（m）×22

身体活動量
軽労作（デスクワークが多い職業など）：25～30 
普通の労作（立ち仕事が多い職業など）：30～35
重い労作（力仕事が多い職業など）：35～

野菜・果物・
きのこ・海藻
を積極的に

早食い・食べ過ぎはダメ

http://dmic.ncgm.go.jp/general/about-dm/040/020/02-1.html


糖尿病のお薬 ①

DPP-4阻害薬
血糖値の高いときのみ
インスリンの分泌を促す

オングリザ錠・エクア錠・グラクティブ錠・
ザファテック錠・ジャヌビア錠・テネリア錠・

ネシーナ錠・トラゼンタ錠

GLP-1受容体作動薬
血糖値の高いときのみ

インスリンの分泌を促す注射薬
ビクトーザ皮下注・トルリシティ皮下注

スルホニル尿素薬（SU薬）
インスリンの分泌を促す
グリメピリド錠・グリミクロン錠

グリニド薬 食事の10分前以内に服用

食後の高血糖を改善する
シュアポスト錠・グルファスト錠

チアゾリジン薬
脂肪細胞や筋肉に
糖分を取り込ませる

アクトス錠・ピオグリダゾン錠

SGLT2阻害薬
こまめに水分補給を行う

尿中に糖を排出する
ジャディアンス錠・カナグル錠・

スーグラ錠・フォシーガ錠・デベルザ錠

ビグアナイド薬
肝臓に糖を作らせず、

筋肉に糖分を取り込ませる
メトグルコ錠・メトホルミン塩酸塩錠

α-グルコシダーゼ阻害薬
（α-GI） 食事の10分前以内に服用

小腸での糖の吸収を遅らせる
アカルボースOD錠・ミグリトールOD錠・

ベイスンOD錠・ボグリボースOD錠

すい臓

小腸

腎臓

脂肪細胞

筋肉

肝臓

その他（配合剤）
複数の成分が入ったお薬です。お薬の数が多くて困っている方は、薬剤師にご相談ください。

エクメット配合錠・スージャヌ配合錠・カナリア配合錠・イニシンク配合錠



ｃ

糖尿病のお薬 ②インスリン製剤

出典) サノフィ株式会社 患者向け糖尿病情報サイト
https://www.dmtown.com/injection
/insulin1/insulin1_001

健康な人のインスリン分泌パターン ｃ

常に少量分泌されている基礎分泌を補う

超速効型 ヒューマログ注 / ヒューマログ注ミリオペン
アピドラ注ソロスター
ノボラピッド注 / ノボラピット注ペンフィル
ノボラピット注フレックスタッチ

速効型

持効型 ランタスXR注ソロスター
トレシーバ注フレックスタッチ
トレシーバ注ペンフィル
インスリングラルギンBS注ミリオペン

混合型 ヒューマログミックス注ミリオペン
ライゾデグ配合注フレックスタッチ

中間型

食事後に分泌される追加分泌を補う

ｃ
インスリン製剤によりインスリンを体の外から
補うことで、健康な人の分泌パターンに近づけます。

注) 上記に記載のお薬は、当薬局で取り扱いのあるお薬です

基
礎
分
泌

追
加
分
泌

https://www.dmtown.com/injection/insulin1/insulin1_001
https://www.dmtown.com/injection/insulin1/insulin1_001


インスリンの注射手順

1．注射針を注入器に対して
まっすぐ取り付ける

参考文献：https://www.nittokyo.or.jp/uploads/files/GUIDE_140515_B5.pdf

4．針を刺して
ボタンを押し
切り、そのま
ま5～10秒数
える

5．ボタンを押した
まま針を抜く

3．投与したい
量にダイアルを
合わせる

2．空うちをする

中の空気を出したり
正常に液が出るか

確認する

インスリンは正しく
使いましょう

https://www.nittokyo.or.jp/uploads/files/GUIDE_140515_B5.pdf


インスリン使用時の注意点

１．保管について
使用中のインスリン

→室温又は涼しい所で保管
未使用のインスリン

→冷蔵庫の凍結しない場所で保管

２．濁ったインスリンを
使用前に均一に混ぜる

３．定期的に注射部位を変えて図の
ように注射部位を分割して注射する。
（1週間おきに注射部位を変え、ロー
テーションさせるとよい） 注射の痛みを軽減させるコツ✓

・使用するインスリンは室温保存する
・短く細い針を使う
・アルコール消毒した部分を

完全に乾かしてから打つ
・毛根部への注射は避ける
・皮膚へ直角に打つ
・皮膚に迷わず素早く打つ
・薬剤の注入はゆっくり行う

！

同じ場所に注射し続けると注射部分に硬いしこりの
ようなものができることがあります。しこりのよう
なものを発見したら、必ず医師や薬剤師に相談して
ください。しこりの部分には注射しないように！

！



こんな症状に注意 ①低血糖

低血糖とは？
糖尿病のお薬を使用すると、血糖値が低くなりすぎることがあります。
原因：食事の不足、お薬を使ったあとの食事時間の遅れ、空腹での運動、飲酒

低血糖になった時はすみやかに対応しなければ
命に危険が及ぶことがあります！！

・ブドウ糖10gまたは砂糖20gをとる
・ブドウ糖を含む飲料水(200mL)をとる

血糖値

空腹感、冷や汗、
だるさ、ふるえ、

動悸、不安感

眠気、めまい、不安、
言葉がでない、

物が見えにくい、

意識もうろう
深い昏睡

命の危険
α-グルコシダーゼ阻害薬を使用中の方は必ず
砂糖ではなくブドウ糖をとるようにしてください。

注意：

低血糖の諸症状
低血糖を経験した時、
なぜ低血糖になったのか確認し、
繰り返さないようにすることが重要です。
主治医や薬剤師と一緒に考えましょう。

低血糖時の対処

１．糖尿病情報センター「低血糖」 http://dmic.ncgm.go.jp/
２．日本イーライリリー株式会社「低血糖とは」 https://www.diabetes.co.jp/dac/coexistence/insulintherapy-lowglucose

参考文献：
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こんな症状に注意 ②シックデイ

シックデイ（病気の日）とは？
糖尿病の方が熱が出る・吐く・食欲不振により食事が出来ない時のこと

①安静と保温に努めましょう
②こまめに水分補給を行い、おかゆやうどんで栄養をとりましょう
③自己判断でインスリンを中断しないようにしましょう
④飲み薬の量の調整が必要な場合があります（※主治医と相談しましょう）
⑤血糖値を測りましょう

シックデイルール

※いつから、どんな症状か、食事はとれているか、血糖値を主治医にお伝えください

血糖値が乱れやすくなります！！

・血糖値があがりやすい
・食事がとれず低血糖になりやすい

参考文献：糖尿病情報センター「シックデイ」http://dmic.ncgm.go.jp/



糖尿病による重症化

新型コロナウイルス感染症が重症化するリスクが高い

糖尿病患者さんのコロナ対策

糖尿病と新型コロナウイルス

参考文献：http://www.jds.or.jp/modules/education/index.php?content_id=116

血糖値を正常に保つことが重症化の防止に重要

糖尿病
血糖値が高いと重症化しやすいことが示されている

・「3密」を避ける
・手洗いとマスクの着用を心がける
・運動量を維持する
・定期的に病院を受診

きちんとお薬を飲み続けて血糖値を正常に保ちましょう！
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