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保険調剤＆ヘルスケアで地域の皆様のＱＯＬ（生活の質）の向上に貢献します

（１）
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高齢者糖尿病の血糖コントロールの
目標値が変わったのを知っていますか？
高齢者糖尿病の血糖コントロールの

目標値が変わったのを知っていますか？

なぜ変わったの？

　糖尿病の高齢者は年々増

えていて、国内の糖尿病有

病者数約950万人のうち約

３分の２は65歳以上と言わ

れています。一般成人の目

標は、過去１～２ヵ月の血

糖の状態を示すHbA1c値が「7.0％未満」です

が、これに対し高齢者では、日常生活動作

（ADL）レベル、認知機能、薬物療法の内容な

どによって7.0％未満～8.5％未満のきめ細かな

HbA1c目標値が決められました。重症低血糖の

おそれのある薬剤を飲んでいる方には「下限

値」も設定されました。（下表）

 高齢者には心身機能の個人差が大きいなど特

有の問題があり、血糖コントロールが難しいこ

とがあります。さらに、高齢の

糖尿病患者では「重症低血糖」

が起こりやすく、低血糖は認知

機能を障害し心筋梗塞や脳卒中

などのリスクを高めることがわ

かりました。さらに、低血糖は

意識障害や昏睡、転倒や骨折の危険性も高め、

寝たきりの原因になるおそれもあります。糖尿

病治療の基本は血糖値の上昇を抑えることです

が、高齢者の目標がやや緩めになったのは、低

血糖のリスクを予防しながら糖尿病治療を行う

ためです。 

　高齢になると、加齢や生活習慣などにより、

筋肉の量が減ったり、筋力が低下することが多

くなります。筋肉が減ってしまうと、血糖値が

上がりやすくなる悪循環に陥ります。高齢者の

糖尿病対策では加齢とともに減ってしまう筋肉

を維持することも大切です。つまり高齢者の糖

尿病では血糖、血圧、脂質の管理に加えて、栄

養サポートや心理サポートを行い、身体活動量

を増やすような包括的治療を行うことが大切で

す。

　今回は、一人一

人に合わせ安全・

効果的に血糖コン

トロールをするこ

とを目標にしてい

ます。

高齢者糖尿病の血糖コントロール目標（HbA1c値）

患者の特徴・
健康状態

重症低血糖
が危惧され
る薬剤（イン
スリン製剤、
SU薬、グリニ
ド薬など）の
使用

カテゴリーⅠ

①認知機能正常
　かつ
②ADL自立

カテゴリーⅡ

①軽度認知障害～
軽度認知症

　または
②手段的ADL低下、
　基本的ADL自立

カテゴリーⅢ

①中等度以上の
　認知症
　または
②基本的ADL低下
　または
③多くの併存疾患
や機能障害

7.0％未満 7.0％未満

8.0％未満
（下限7.0％）

8.0％未満

8.5％未満
（下限7.5％）7.5％未満

（下限6.5％）
8.0％未満

（下限7.0％）

65歳以上
75歳未満 75歳以上

なし

あり
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トランス脂肪酸

トランス脂肪酸ってなに？
どのくらいまでなら大丈夫？
生活で気をつけることは？

トランス脂肪酸は体によくないの？

　ここ数年で耳にすることも多くなってきた

「トランス脂肪酸」。米国のFDA（アメリカ食

品医薬品局）は、2018年６月以降、トランス脂

肪酸の食品への添加を原則として禁止すること

を発表しました。実際どのようなものなので

しょうか。

　トランス脂肪酸は、不飽

和脂肪酸と呼ばれる脂質の

一種です。常温で液体の油

から、（半）固体の油脂を

製造する際に行う水素添加

や、植物油を高温にして脱

臭する工程でトランス脂肪

酸が発生します。また、天

然でも牛や羊などの胃の中で微生物によって作

られることがあるため、牛肉や牛乳、乳製品に

わずかに含まれています。マーガリン、ファッ

トスプレッド、ショートニングや、それらを原

料としたパン、ドーナツ、ケーキ、スナック菓

子、インスタント食品などにトランス脂肪酸が

含まれています。

 

（分子の構造の違いで、「シス」型と「トランス」

型に分けられます）

　脂質は三大栄養素の一つであり、身体の主要

なエネルギー源になる他、細胞膜やホルモンな

どの構成成分になったり、ビタミンなどの吸収

を助けたり重要な役割があります。余った脂質

は中性脂肪として主に脂肪細胞に貯蔵されま

す。一方で、脂質は炭水化物、タンパク質に比

べてエネルギーが大きいため、とりすぎた場合

は肥満などによる生活習慣病のリスクを高める

ことも知られています。トランス脂肪酸は長期

間の過剰摂取により血中のLDL（悪玉）コレス

テロールを増やすと指摘されていて、そのため

動脈硬化や心筋梗塞などの心臓疾患などのリス

クを高めるといわれています。また、肥満やア

レルギー性疾患についても関連が認められてい

ます。

　健康上のリスクを減らすため、世界保健機関

WHOは、トランス脂肪酸の摂取を一日の総エネ

ルギー摂取量の１％未満（１日あたり約２ｇ未

満に相当）に抑えるように勧告しています。こ

のため、トランス脂肪酸の含有量を制限した

り、含有量の表示を義務付けている国もありま

す。

 日本人の大多数は１％未満に収まると推定さ

れ、通常の食生活では健康への影響は小さいと

考えられています。しかし、食生活の欧米化も

進み、脂質に偏った食事をしている人はトラン

ス脂肪酸をとる量も多くなると考えられます。

揚げ物、菓子パン、スナッ

ク菓子等の摂取が多くなり

すぎないように気をつけま

しょう。また、トランス脂

肪酸という成分だけを気に

するのではなく、肉、魚、

野菜、果物などいろいろな

食べ物からエネルギーや栄養素をバランス良く

とることを心がけることをお勧めします。

 トランス脂肪酸の健康に

対する影響について、まだ

明確でない部分も多いた

め、今後の研究や情報に注

目して対応していくことも

大切です。

脂肪酸 飽和脂肪酸

シス脂肪酸

トランス脂肪酸

不飽和脂肪酸
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①すずきは塩・コショウしておく。

②さやいんげんは斜め切り、えのきたけは根を

落としてほぐし、生しいたけはそぎ切り、人

参は千切りにする。

③アルミホイルの上に魚をおき、②の材料をの

せ、しょうゆとみりんを合わせたタレをかけ

て包み、蒸し器で20分ほど蒸す。

④レモンをくし型に切り、添える。

★すずきのホイル蒸し
★材料（１人分）

すずき…………80ｇ

塩………………0.5ｇ

コショウ………少々

さやいんげん…10ｇ

えのきたけ……10ｇ

生しいたけ……10ｇ

人参……………5ｇ

しょうゆ………小さじ１

みりん…………小さじ1/2

レモン…………1/6個

★ごはん
★材料（１人分）米飯…………100ｇ

★果実
★材料（１人分）りんご………60ｇ

★材料（１人分）
豚モモ肉………30ｇ
玉ねぎ…………30ｇ
人参……………10ｇ
ピーマン………15ｇ

白菜……………30ｇ
キャベツ………40ｇ
油………………小さじ1/2
塩………………１ｇ
コショウ………少々

①豚モモ肉は千切りにする。

②野菜もすべて千切りにする。

③フライパンに油を熱し、豚モモ肉、玉ねぎ、

人参、ピーマン、白菜、キャベツの順に加え

て炒め、塩・コショウで味をつける。

★豚肉と野菜の炒め煮

世界禁煙デー2017

400kcalの食事400kcalの食事

　WHO（世界保健機関）は、毎年５月31日を世

界禁煙デーとし、健康のために禁煙を世界中の

人々に呼びかけています。

　今年のテーマは、“Tobacco — a threat to 

development”（タバコは世界の発展を脅かす存

在である）です。WHOは、持続可能な世界のた

めにこの危機を排除し、健康と発展を促進する

ためにみんなでできることを提案しています。

・毎年約600万人が、喫煙が原因の病気で死亡

しており、2030年までに800万人以上になる

と予測されています。喫煙は、性別、年齢、

人種、文化的、教育的背景に関わらず、全て

の人に脅威です。

・喫煙は、医療費の増加と生産性の低下により

国家経済に大きな負担をかけます。

・タバコの栽培には、有害で水質を汚染する恐

れのある大量の農薬や肥料が必要です。また

毎年430万ヘクタールの土地を利用してお

り、その結果世界的に２〜４％の森林伐採が

行われており、またタバコの製造により200

万トン以上の固形廃棄物が排出されます。

・タバコ規制に関するWHO枠組み条約（WHO 

FCTC）は180カ国（179カ国とEU）の国際条約

で、現在世界人口の約40％（28億人）を占め

る世界の半分以上の国々が、費用対効果の高

い対策を実施しています。世界中でタバコ税

を１米ドル増やすことで、190億米ドルの追

加調達が可能です。タバコ税が高いことは、

政府の収入創出に寄与し、タバコの需要を減

らし、開発活動の資金調達に重要な収入源と

なります。

５月27日㈯の糖尿病教室でつくります

タバコ、タバコ規制、　　　　
開発目標に関する事実
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パッドで簡易トイレ

日 本 脳 炎 予 防 接 種日 本 脳 炎 予 防 接 種

　高知県の介護福祉士の方が考案した簡易トイ

レを紹介します。パッド型の紙おむつとごみ袋

で作ることができる簡易トイレは、底と角をセ

ロハンテープで補強したごみ袋にパッド型の紙

おむつを固定して和式便器のような形にして使

用します。使用後は固定しているごみ袋で汚物

に触れずに捨てることができます。

　遠出した時や災害時のトイレ問題の手助けに

なります。使わない時は手のひらより少し大き

い位で携帯時もかさばらずコンパクトです。い

ざという時のために作ってトイレに保管してお

くと役に立つかもしれません。

簡易トイレの使い方
①保管状態

②外装の袋、本体ゴミ袋も破れ
ないように広げます。

③袋に手を入れ紙おむつを掴
んで、裏返しにします。

④袋の上部を両手で掴み外
側に巻いて、写真⑤の土手
を作ります。

⑤外側に漏れないように、
土手をつくり、形を整えて
出来上がり。

⑥尿や便を覆ったり、除菌、消
臭剤などスプレーなどを使って
衛生的に処理します。

　日本脳炎は、蚊を媒介して日

本脳炎ウイルスにより発生する

病気で、突然の高熱、頭痛、嘔

吐などで発病し、意識障害、麻

痺などの神経障害を引き起こすこともあり、後

遺症を残すことや死に至ることもあります。

　日本脳炎ウイルスに感染した場合1000人に１

人が発病すると言われていますが、ワクチン接

種により75〜95％予防することができます。

標準的なワクチン接種

 時期 間隔・回数

Ⅰ期：初回 ３～４歳 ６～ 28 日間隔で２回

Ⅰ期：追加
 ２回目から

 1 年後 
１回

Ⅱ期 ９～ 10 歳 １回

　ワクチン接種後に重い病気になった事例が

あったことをきっかけに平成17年～21年まで積

極的勧奨が控えられていました。その後新しい

ワクチンが開発され、現在は通常通り予防接種

を受けられるようになっています。

　このため平成7年～18年度生まれの方は、予

防接種を受ける機会を逃している可能性があり

ます。母子健康手帳を確認し、市町村から案内

があった場合には、案内に従って受けるように

しましょう。

　詳しくは市町村の予防接種

担当課までお問い合わせくだ

さい。
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大人用紙おむつを上手に使って快適生活大人用紙おむつを上手に使って快適生活
＊大人用紙おむつのタイプ

大人用紙おむつには、使う方

の身体状況や尿量、付け替え

の頻度に合わせてより良い排

泄ケアのできるものを選びま

しょう

　パンツタイプ　…一人で歩くことや座ることが

できる方、介助があれば立ったり座ったりする

ことができる方に適しています。薄型タイプは

尿の吸収量はやや少なめなので、主にトイレで

排泄される方や、尿取りパッドとの併用が適し

ています。

　テープ止めタイプ　…寝て過ごすことが多く、

ベッドからの移動が困難な方に適しています。

　パッドタイプ（尿取りパッド）　…パンツタイ

プやテープ止めタイプのおむつの内側に装着し

て使用します。１枚単価がパンツタイプやテー

プ止めタイプより安いので、パッドを併用する

ことで費用を抑えたり外出時の荷物を減らすこ

とができます。基本的な使い方は、尿量に合わ

せてパッドを適宜交換し、外側のおむつを１日

１回替えます。

　咳やくしゃみをした時の少量の漏れが気にな

る方には、軽失禁用パッドが適しています。

＊サイズ選択
　サイズ選択はウエストサイズを参考にしま

す。基本的にお尻部分の大きさもウエストと同

じ大きさで設定がされています。着脱の際や装

着時に楽なのでウエストを大きめのサイズを選

びがちですが、高齢になると筋肉が落ちて脚が

細くなっており、ウエストに余裕を持ったサイ

ズを選ぶと鼠径部（足の付け根のおなか側）か

ら漏れることがあります。サイズ選択の際には

鼠径部の太さも考慮しましょう。

＊尿吸収量
　１回量約150mlとして何回分吸収できるかが

各商品に記載されています。トイレに行ける頻

度や介護者の交換できるタイミングとQOLを考

慮して選びましょう。

＊上手な使い方
　着用の際には、必ずおむつやパッドのギャ

ザーを立てて鼠径部に沿わせてつけます。ギャ

ザー部分は吸収材がなかったり、撥水素材を使

用しているのでギャザーが倒れていたり排泄部

にかかっていたりすると漏れてしまいます。内

側に尿取りパッドを使用する場合は、おむつの

ギャザーの内側にしっかりとパッドを入れて着

けると、万一パッドから漏れた場合でも外側の

おむつで吸収されるので安心です。

　テープ止めタイプの場合は、両側のギャザー

を持って鼠径部にかぶせると上手にあてること

ができます。テープを固定する際は下側のテー

プから止め、上側のテープは骨盤に沿うように

して引っ張り、前側で下のテープにクロスする

ように止めましょう。

＊肌トラブル
　高齢者の皮膚は刺激に弱くなっている上にお

むつの中はジメジメしており、さらに長時間に

なると蒸れたり衛生状態が悪く皮膚トラブルを

起こしやすくなります。まずは通気性がよく、

素材が刺激になりにくい商品を選びましょう。

排泄後のおむつの中は尿中のアンモニアが空気

に触れてアルカリ化してかぶれの原因にもなり

ます。そのためpHを肌に近い弱酸性に調節する

素材のものもあります。また、パッドやおむつ

の交換頻度も見直しましょう。特に便が付着し

ているとそれが膜となって尿の吸収がされず、

おむつ内が湿ったままになります。男性の場合

は排泄器に巻き付けて尿を便と分けて吸収でき

る男性専用の尿取りパッドもあります。

＊制度を活用しましょう
　今治市では満65歳以上の寝たきり又は重度の

認知症の方（要介護４・５程度）を在宅で常時

介護されている方に対して、おむつや尿取り

パッド購入に利用できる受領書（おむつ券）の

支給制度があります。詳しくは市役所高齢介護

課へお問い合わせください。
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㈱平野各店では、みなさまからのご意見をお待ちしています。
お気軽に、お薬に関すること、「医薬だより」についてなど
お寄せください。

●発行責任者　㈱平野
　　　代表取締役　平野　啓三
●編集責任者
　　平野拝志薬局　林　　雅子

ヨガ教室
体と心の調和をめざして

●５月11日（木）・18日（木）・25日（木）
●午後１時30分～３時
●平野屋薬局３階 けんこう広場

（TEL32－0255）
●１回　1,000円
●用意するもの
　ヨガマットまたはバスタオル
　運動できる服装（素足でします）

健康体操教室
楽しくエクササイズ

●５月10日（水）・20日（土）
●午後７時30分～９時
●平野屋薬局３階 けんこう広場
　　　　　（TEL32－0255）
●１回　1,000円
●用意するもの
　運動のできる服装、靴（スニーカーなど）
　マット（バスタオルでもＯＫ）
　お茶など水分補給できるもの

この印刷物は、ＣＳＲに取り組む
印刷会社が製作した印刷物です。

栄養相談
毎週火曜日午後２時～４時

５月９日（火）平野屋薬局・16日（火）平野グリーン薬局・23日（火）平野拝志薬局
各薬局でお申し込みください。 （無料）

糖尿病の方はもちろん、健康診断で血糖値が高めと言われた方、

またダイエットに興味のある方はどなたでも参加できます。ぜひご参加ください。 

糖尿病教室開催のご案内

日時：５月27日㈯10：00～

場所：平野屋薬局（本店）

　　　３階けんこう広場

内容：お話「糖尿病について」

　　　「食品交換表の使い方」

 カロリー控えめ旬の野菜を使ったヘルシー料理の調理・試食

費用：500円

興味のある方は、ぜひご参加ください。

※参加には事前申し込みが必要です。

各薬局窓口または平野グリーン薬局（TEL３６−６０４３）まで。


