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《原著論文 》

糖尿病に合併する認知症患者の在宅インスリン自己注射の指導

大熊哲江 1*,大熊啓子 2,小池清-3

Guidance on lnsulin SelihlectiOn at Home in Patients Diabetes

ⅣIellitus… associated]Dementia

Tetsuo Ohkumal*, Keiko Ohkuma2, seiichi Koike3

Home―visit guidance on drug inanagement was provided to patients who had difficulty in self―

lnJeCting lnsulin or taking oral medication as directed duc to dementia.The patients were visited

on a biweckly basis to check blood pressure,blood sugar level,and insulin usage.As a result,

the patients could be switched to oral rnedication,and their blood pressure was stabilized.They

also became able to seliittect insulin at doses over 50%of the indicated dosc.There was a

negative correlation betwcen insulin usagc and blood sugar level forIIung a regression line(r=

-0。78,pく 0.005).TheSe findings were useful when providing guidancc on insulin self― ittectiOn.
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1.緒 言

我が国において急速に進展する高齢化に伴

い,認知症患者も増加の一途をたどつている
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著者 らは,在宅で治療する認知症患者の服

薬支援につき検討 してきたつの。

今回家族の協力が得 られず,イ ンスリン自

1) 己注射が指示どおりできない糖尿病を合併す

る認知症患者に在宅訪問服薬指導を行つた。

その際,イ ンスリン使用率と血糖値の関係を

調べ,服薬指導を行 うための一指針を得たの

で報告する。



大熊 ら ;認知症患者の在宅訪問服薬指導

2.対象及び方法

糖尿病,高血圧に認知症を合併 し,血糖管理

が困難な症例を対象とした.高血圧 と認知症の

治療は ドネペジル錠 5mg2錠 ,ペ リン ドプリル

錠 4mgl錠 (朝食後内服)で行い,血圧は安定

していた。糖尿病の治療は混合型インスリン製

剤ペンタイプ (50Rミ ックス注)で行つた (1日

3回毎食前,朝-13,昼 -9,ター12単位皮下注射).

調査期間は平成 25年 7月 から26年 5月 まで

とし,在宅訪問は 2週間に 1回行つた.その際 ,

インスリン使用量,血糖値 (自 己血糖測定を補

助 :空腹時)を測定した.イ ンスリン使用率は

実使用量に対する医師指示使用量の%で表 した.

数値解析はt分布,少数例解析により行つた .

3.結 果

インス リン使用率(Y)と 血糖値(X)の 関係 を

Fig.1に示 した .

両者には負の相関 (r=― o.78,pく 0.005)

が認められ,回帰直線 (Y=-0.16X+107.7)

が得 られた。この回帰直線は,血糖値を 150

mg/dlに 維持するためにはインスリンを 84%注

射する必要があり,ま た 100 mg/dlに 維持する

ためには 92%の注射が必要であることを示 し

ている.

4.考 察

認知症を伴 う糖尿病患者では低血糖や高血
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Fig。 1 血糖値 とインス リン使用率の回帰直線

血糖値は原則として空腹時に測定した。インスリン使用率=訪問期間における実使用量/医師指示使用量×1∞o)と して計

算.血糖値が 1∞ および 150 mg/dと なるためには,イ ンスリンの使用率はそれぞれ 92お よび 84%必要となる

Y=-016X+1077 相関係数 :-078 P<0.∞ 5(t分布,少数例解析)
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糖は認知症の進行に影響を与えると言われ,適

切な血糖管理が必要である5).著者 らは自宅

でインスリン治療を行っている患者を訪問し,

その使用状況の確認 と血糖値等を把握 してき

た。その結果,予想されたことではあるが,イ

ンス リン使用量 と血糖値の間に負の相関を認

めた.ま た血糖値を 100～ 150 mg/dlに 保つには

インスリン注射は指示量の 92～84%行 う必要が

あり,これを注射の回数にすると3日 間で 9回

行 う注射の 7～8回にあたり,服薬指導の指針と

なった .

本症例は認知症の進行にともない通院やイ

ンスリン注射ができなくな り,血糖値が 500

mg/dlを越えることもあつた。.しかし訪問指導

を行つたところ,定期的な通院ができるように

なり,イ ンスリン使用率も50%以上になってき

た.また,農業に従事していることもあり,作

業内容により低血糖を起こす危険性 もあつた .

医師は認知症患者のインスリン投与量を決め

るにあたり,変動するこれらの要因と安全域を

考えておく必要がある.認知症のため,自 分で

はできない血糖測定を薬剤師が補助 し,日 常の

血糖値を医師に提供することは有用である。ま

た,訪問時に低血糖に係る情報を得た場合は,

ただちに医師に連絡し,イ ンスリン治療が適正

に行われるよう配慮すべきである.薬斉1師のチ

ーム医療への参画が期待される中の⊃,こ のよう

な連携は質の高い医療を行 う上で意義ある事

と考えられるわ
.
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