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開放病床症例検討会に関しての報告
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今回の症例は、大腸疾患術後状態で、外来通院中に血糖コントロールが悪化したため、中間型イ
ンスリンから持効型インスリンに変更し、血糖コントロールの改善と低血糖発作の減少を認めた症
例です。
症例は、86 歳、男性で、30 歳代より糖尿病を指摘され、40 歳代からインスリンを使用していた。
2006 年 8 月ごろより、食思不振、貧血、るい痩を認めるようになり、2006 年 9 月 14 日当院初診と
なった。入院後、大腸疾患で同年 9 月 21 日当院外科で開腹手術を施行した。また、慢性閉塞性肺疾
患の所見も認められた。糖尿病に関しては、血糖コントロールは来院時 HbA1c11.7%で、周術期を経
て中間型のノボリン N を朝 6 単位、夕 4 単位の投与量にて退院した。内科外来再診後は、時に夕方
のインスリン投与を忘れたりしたこともあり、2007 年 3 月には HbA1c8.9%となり経口糖尿病薬に加
え、2007 年 6 月より持効型インスリンのランタスカート（300）10 単位に変更し、現在 HbA1c7.3~7.5%
程度で血糖コントロールし、細小血管障害の進行も認められず、家人に認識される低血糖の頻度も
減少し順調に経過している。
フロアーからは、血糖コントロールと大腸疾患の関係、ランタスの有用性、慢性閉塞性肺疾患に
ついての質問やコメントがあった。
勉強会では、アメリカ糖尿病学会とヨーロッパ糖尿病学会の合同声明として報告された糖尿病管
理についての新しいアルゴリズムについての概説を中心に ACCORD 試験、ADVANCE 試験、４T 試験、
UKPDS10 年後についての報告の紹介を行った。
内科
島倉淳泰

Algorithm for the metabolic
management of type 2 diabetes
第1層

基本治療＋メトホルミン＋強化インスリン

基本治療＋メトホルミン

基本治療＋メトホルミン＋SU薬
Step1
第２層

Step2

十分には認証されていない治療
基本治療＋メトホルミン＋ピオグリタゾン

基本治療＋メトホルミン＋GLP-１アナログ

内科（循環器・糖尿病）
当院では、高血圧症、糖尿病、脂質異常症といわれる古典的な心血管系
危険因子に加え、慢性腎臓病、メタボリックシンドローム、睡眠時無呼吸
症候群といった近年再認識された虚血性心疾患の危険因子を有する患者
（部長
さまについて総合的に診療を行っています。

島倉淳泰、医師

長澤秀彦）

高血圧の評価には、自由行動下 25 時間血圧や家庭血圧の測定により血圧を評価し、治療方針の決
定や降圧治療の効果判定を行っています。また、新しい“動脈硬化指標”である CAVI や心臓や血管
の超音波検査などにより、高血圧に関連した動脈硬化や臓器障害を調べています。高田院長は、新
しい“動脈硬化指標”である CAVI の開発、発展を牽引し、毎年多数の著書も出しています。
また、国際高血圧学会のメンバーで 2008 年にも第 31 回国際高血圧学会にて報告を行っています。
http://toyama-pth-japanpost.jp/naika/naika.html#jisseki
糖尿病は、外来でのインスリン導入も行っており、薬剤師、栄養士、看護師とともにチーム医療
を行っています。糖尿病短期検査入院は、3 泊 4 日間の入院で血糖コントロールだけでなく、心血
管系の合併症を評価するとともに、実際の糖尿病の食事を体験していただくもので、随時受け付け
ています。さらに、頚動脈の内膜中膜複合体厚、スティッフネスパラメターベータ、内臓脂肪型肥
満などの検査を行い、早期の動脈硬化症の発見に努めています。
http://toyama-pth-japanpost.jp/naika/naika/dmpc.pdf

よく検証された治療
基本治療＋メトホルミン＋基礎インスリン

診療科紹介

Step3
基本治療＋メトホルミン＋ピオグリタゾン＋ SU薬

睡眠時無呼吸症候群を循環器疾患の重要なリスクファクターと捉え、外来で簡単に睡眠時無呼吸
のスクリーニングを行い睡眠時無呼吸症候群が強く疑われる方には心臓の虚血や不整脈と併せて 2
泊 3 日間の入院で内科的治療を導入しています。
http://toyama-pth-japanpost.jp/naika/naika.html

基本治療＋メトホルミン＋基礎インスリン
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開放病床症例検討会は、毎月第３火曜日午後７時から開催しています。
次回は２月１７日（火）の予定です。

富山逓信病院地域医療連携室
電話番号：076-421-7819
Ｆ Ａ Ｘ：076-421-7829

メタボリックシンドロームも心血管疾患の重要な危険因子であり、当院では内臓脂肪の詳細な評
価を行うとともに運動負荷心電図や 24 時間心電図による心筋虚血や不整脈の評価に基づき、安全で
簡単な運動処方を行っています。また、個人に対する栄養指導や特別食の指導も行っています。
（島倉淳泰）

記事紹介

第５回
高田院長の記事が、日経ＣＭＥ(2009 年 1 月号)に掲載されました。
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