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糖尿病検査と診療上のピットホール

さぬき市民病院 臨床検査科
小原 和隆

2020.01.26 愛臨技四県合同臨床化学研修会

C O I 開示

発表者名： 小原 和隆

この講演に関連し、開示すべきCOI関係にある企業などはありません。

本日の内容

1. 糖尿病とは？

2. 糖尿病の検査

3. 検査室以外での血糖検査

4. まとめ

糖尿病とは？

インスリンの作用不足に基づく慢性の高血糖状態を主徴とし、
種々の特徴的な代謝異常を伴う代謝疾患群をいう。

成因により、以下の4つに分類される。

1型糖尿病

2型糖尿病

その他の糖尿病

妊娠糖尿病

⇒自己免疫疾患などにより膵臓のβ細胞が破壊
され、インスリンの産生能が枯渇したもの

⇒糖尿病の90％以上を占める
遺伝因子と環境因子が関与する

⇒その他特定の機序、疾患によるもの

⇒妊娠中に初めて発見、または発症したもの

糖尿病の特徴

発症当初は高血糖に伴う症状（口渇・多飲・多
尿・体重減少など）が ないことも多く、発症してい
ることすら気づかないこともある。
しかし、重篤な場合には昏睡に陥ることもある。

高血糖状態の持続により、糖尿病特有の細小血
管障害や大血管障害（動脈硬化）が進行する。

初期は症状に乏しい

⇒ 発見が遅れ、重症化することもある

糖尿病は合併症が怖い病気

糖尿病の合併症
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糖尿病は治る病気？

糖尿病の治療の目的

①種々の合併症の発症を遅らせる

②合併症の進行を遅らせる

⇒血糖管理を行い、QOLを維持する

糖尿病は今のところ治る病気ではありません！

本日の内容

1. 糖尿病とは？

2. 糖尿病の検査

3. 検査室以外での血糖検査

4. まとめ

糖尿病の検査

血糖

HbA1c

GA

1,5-AG

尿糖

尿ケトン体

インスリン

CPR

抗GAD抗体

膵島細胞抗体(ICA)

尿アルブミン

尿蛋白

BUN

CRE

眼底カメラ

神経誘発電位

心電図CVRR

心電図

PWV(CAVI)/ABI

超音波検査(心臓・腹部・血管)

糖尿病の検査（目的別）

糖尿病の早期発見や診断のための検査
血糖、HbA1c、尿糖

治療効果(血糖コントロール)を評価するための検査

血糖、HbA1c、GA、1,5-AG、尿糖、尿ケトン体、インスリン、CPR etc・・・

糖尿病合併症の評価、早期発見のための検査
尿アルブミン、尿蛋白、BUN、CRE、眼底カメラ、神経誘発電位、心電図CVRR、
心電図、PWV(CAVI)/ABI、血管エコー、心エコー etc・・・

その他
抗GAD抗体、膵島細胞抗体(ICA) etc・・・

血糖値の変動

採血したタイミングによって、空腹時血糖、随時血糖に分けられる

採血のタイミングによる血糖値

空腹時血糖

前回の食事から10時間以上あけた時の血糖値
※お腹が減っているからといって空腹時ではありません！

随時血糖

空腹時以外の時の血糖値

食後血糖（施設によって違う）

食事を始めてから1～2時間後の血糖値
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糖尿病の診断基準 糖尿病の進行と合併症

HbA1cとは？

血糖にさらされる時間の短い若い赤
血球ほどHbA1cが低く、

逆に古い赤血球ほどHbA1cが高い

α鎖

α鎖

β鎖

β鎖

（遠心分離時のサンプリング位置の影響）

① 若い赤血球ほど軽く、老いた赤血球ほど重い

② 若い赤血球ほどA1cは低く、老いた赤血球ほどA1cが高い

遠心分離をすると、軽い赤血球ほど上層に、
重い赤血球ほど下層に移動する

遠心分離後検体では、上層ほどHbA1cが低く、下層ほどHbA1cが高い

軽い赤血球ほどHbA1cは低く、重い赤血球ほどHbA1cが高い

①+②

遠心によるHbA1c測定時の誤差要因

（遠心分離後の強溶血による影響）

遠心によるHbA1c測定時の誤差要因

FH管に採血され保存中に強溶血した検体を遠心して
用いるとHbA1cの測定値が低値化する

（遠心分離後の強溶血による影響）

遠心によるHbA1c測定時の誤差要因

検体保存により溶血した検体

24～48時間保存(4℃)された
患者血(溶血したもの)

採血直後に比べて・・・
血球部分(〇) ⇒低値
血漿部分(▲) ⇒高値
全血(●) ⇒変化なし

強溶血(血漿Hb濃度0.5g/dl以上)
の場合、HbA1c値が0.2%以上

低値化する傾向にある
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精度管理調査からみる測定法間差

平成30年度（第52回）日本医師会臨床検査精度管理調査結果より抜粋

※試料は凍結乾燥血液

精度管理調査からみる測定法間差

平成30年度 岐阜県臨床検査技師会精度管理調査結果より抜粋※試料は人全血

ちょこっと寄り道 糖尿病の検査

血糖

HbA1c

GA

1,5-AG

尿糖

ケトン体

インスリン

CPR

抗GAD抗体

膵島細胞抗体(ICA)

尿アルブミン

尿蛋白

BUN

CRE

眼底カメラ

神経誘発電位

心電図CVRR

心電図

PWV(CAVI)/ABI

超音波検査(心臓・腹部・血管)

尿糖の出現

高い予備能

SGLT2 阻害薬
1．基礎的な立場からの有用性
金井好克；糖尿病59（9）：628～631，2016

尿糖排泄閾値
160～180mg／dL

（血糖値）

※ 尿糖排泄閾値が低いこ
とによる尿糖を腎性尿糖とい

い、異常ではない。

症例紹介 SGLT2阻害薬投与患者

46歳男性、糖尿病歴8年

身長165cm 体重62.5kg BMI22.9

血糖コントロールは6.2-6.8で良好、営業職

神経障害（＋）、網膜症なし、腎症Ⅰ期

足の裏にティッシュがくっついているような感覚が常にある

HbA1ｃ 6.8％

尿糖定性 4+

尿糖半定量 2000mg/dl以上
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SGLT-2阻害薬の効果

※田辺三菱製薬「カナグル｣HPより抜粋

血清1,5-AG
血中濃度
一 定

血中濃度
極端に低下

グルコース濃度が
高くなると...

1,5-AG

β2-MG

1,5-AGは尿細管で99%再吸収される
が、グルコースと競合し再吸収量が低下

グルコース

ケトン体とは？

検査室（外注）

・総ケトンまたは
３-ヒドロキシ酪酸を測定

・定量

尿中ケトン体測定

・アセト酢酸を測定

・比色チャートで半定量

総ケトン＝アセト酢酸 ＋ 3-ヒドロキシ酪酸 ＋ アセトン

・３-ヒドロキシ酪酸を測定

・定量

簡易測定器

POCT機器

尿試験紙法では3-ヒドロキシ酪酸を検出できません

ケトン体測定

3-ヒドロキシ酪酸が最も正確に代謝状態を反映

総ケトン体は治療開始後緩徐に減少

3-ヒドロキシ酪酸は緩徐に減少

しかし、アセト酢酸は治療開始後緩徐に上昇

* Schade DS, Eaton RP Special Topics in Endo and 
Metab 1982;4:1-27

3-ヒドロキシ酪酸とアセト酢酸の割合が、治療開始前は約４：１であったのに対して、
ケトン体値が正常になるにつれ約１：１の割合に変化する。

→治療を開始しても、アセト酢酸の値はむしろ上がっている為、治療の確認が難しい
ケースが報告されている。

インスリンとCペプチド

Cペプチド(CPR)はインスリンの産生量を間接的に反映

糖尿病腎症とは？

糖尿病腎症とは、高血糖が持続することで腎糸球

体を障害し、その結果、蛋白尿を主徴とする疾患

であり、徐々に糸球体濾過量（GFR）が低下し、

慢性腎不全に至る。

糖尿病腎症の早期診断や治療

効果判定、予後判定のために、

尿アルブミンや尿蛋白、eGFRなど

が用いられる。
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尿中アルブミン

糖尿病腎症が進行していく過程で、糸球体血管

壁に存在する陰性荷電物質が減少するために、ア

ルブミンの透過性が亢進し、アルブミン尿が出現す

る。

糖尿病腎症の経過を見ていく上で、早期に漏出す

る腎障害マーカーである。

一般的には随時尿にてアルブミンを定量し、尿中ア

ルブミン排泄量を測定する。

ちょこっと寄り道

糖尿病腎症病期分類

出典：学会リリース（2014年１月10日）

CKD重症度分類

1期
2期

3期

4期
5期

透析導入患者の主要原疾患の割合推移
（日本透析医学会HPより転載）

糖尿病患者には血糖コントロールだけでなく
血圧のコントロールも必要

糖尿病と高血圧の合併

糖尿病患者の高血圧の発症頻度は非糖尿病患者の約2倍

Iimura O, et al. Hypertens Res. 1996; 19（suppl.1）: S1-S8.

端野・壮瞥町研究

100

（%）

0
正常耐糖能（NGT）
(n=973)

糖尿病（DM）
(n=121)

80

60

40

20

耐糖能異常（IGT）
(n=878)

耐糖能別の血圧分類

NT
67.6%

BHT 14.0%

HT 18.4%

NT
53.0%

BHT 21.6%

HT 25.4%

NT
38.0%

BHT 22.3%

HT 39.7%

対 象： 北海道端野町および壮瞥町在住の40～64歳の男性（475例および469例）、女性（521例および531例）。
方 法： 1977年から長期疫学調査を実施した。

HT：高血圧
BHT：境界域高血圧
NT:正常血圧
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糖尿病合併症と心腎連関

腎障害と心血管疾患の発症・増悪は互いに影響

を及ぼす。

腎機能の悪化因子は、高血糖だけでなく、高血

圧、脂質異常、肥満、高尿酸、喫煙など。

腎症に対する治療は、心血管疾患の発症を抑制する。

→ 動脈硬化症の危険因子と共通している

推定食塩摂取量の計測

本日の内容

1. 糖尿病とは？

2. 糖尿病の検査

3. 検査室以外での血糖検査

4. まとめ

血糖測定器の位置づけ

Self Monitoring of Blood Glucose

血糖自己測定と訳される。

“M”は“測る”MeasurementではなくMonitoring。

厳密な測定値を得ることではなく、在宅で患者自身によって

血糖変動をモニターし、日々の治療にフィードバックすることを目的とする。
山形大学臨床医学講座教授 富永真琴

SMBGの意義 –SMBGとは？-

42

①自分の血糖値の変動を把握すること

②低血糖状態を把握すること

SMBG機器の使用目的
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Monnier.L, et al.:Diabetes Care 2007;30(2):263-269.

血糖コントロールの状態はHbA1cだけでは分からない

※

2型糖尿病患者の血糖日内変動

Point Of Care Testing

臨床現場即時検査と訳される。

ポータブル分析器や迅速診断キットを用いて医療現場で行うリアルタイム
検査であり、病院の検査室あるいは外注検査センター以外の場所で実施
される全ての検査をいうが、操作が簡単なぶん、使用方法やメンテナンスを
十分に理解したうえで使用しないとデータに影響を及ぼす可能性がある。

国際医療福祉大学熱海病院臨床検査部 〆谷直人

POCTの意義 –POCTとは？-

Diabetes Frontier Vol27 No2 2016-4 「SMBGとPOCT-総論-」桑克彦

血糖測定検査機器よる測定値のズレ比較

【だからISO】ISOポケットガイド

SMBGに関する国際規格

POCTに関する国際ガイドライン

CLSI POCT12-A3

POCT機器とSMBG機器との違い

当院採用機の違い
ワンタッチウルトラビュー
【SMBG/旧ISO適合】

ワンタッチベリオビュー
【SMBG/新ISO適合】

スタットストリップグルコースケトン
【POCT/CLSI適合】

検体の種類 末梢血 末梢血・静脈血 末梢血・静脈血・動脈血・新生児血

必要な血液量 1.0μl 0.4μl 1.2μl

測定時間 ５秒 ５秒 ６秒

測定範囲 20~600mg/dL 20~600mg/dL 10~900mg/dL

ヘマトクリット 30~55% 20~60% 20~65%

使用温度範囲 6~44℃ 6~44℃ 5~40℃

測定方法 電極法 電極法 電極法

廃棄レバー 有 有 有

その他
26種類の干渉物質の

影響を補正
84種類の干渉物質の影響を補正

ケトン測定可能

電子カルテへの接続可能

米国FDAから許認可
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SMBG機器の測定性能（同時再現性：当院）

（H22年データ）

・連続で測ったら全然違う結果が
でてきたんだけど！！

・病院（検査室）で測った値と
大きく違うんだけど！！

・この機械壊れてるんじゃないの？

患者からのクレーム（SMBG）

SMBG機器の誤差要因

・測定している血液による誤差

・機器の測定原理による影響（溶存酸素、その他の糖、光）

・干渉物質による影響

・ヘマトクリットによる影響

・測定手技

・採血量

・患者さんの身体状態（末梢循環障害、果汁）

・機器や試験紙の環境による影響

血液循環

●検体により血糖値が変わる理由：
血液が循環する過程で、全身の細胞でグルコースが消費されるため。

動脈血＞毛細血管血＞静脈血の順にグルコース濃度は低くなる。

検体による血糖値の違い

【血糖値の変化】

動脈血は、静脈血に対して
10-20mg/dL高値となる。

指先などの毛細血管血では、
静脈血と動脈血の中間の値
(静脈血に対して5-10mg/dL

ほど高値）となる。

血糖値とは？

血糖値=静脈採血された血漿中のグルコース濃度

SMBGはそもそも測定する血液が違う！！

SMBGは毛細血管血を測定
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今の血糖値は〇〇mg/dlですよ！

SMBG指導風景 SMBG機器と検査室の分析機との相関

SMBGで測定した値は、実際の血糖値よりも高い値が出る

測定条件：

同じ血液を測定した場合

（基本的には）

患者さんのための補正だけど・・・

-150

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

150

0 100 200 300 400 500 600

バ
イ

ア
ス

(m
g
/d

L
)

基準機値(mg/dL)

n =50 

GDH電極法（A社）

--- ISO15197:2013
--- ISO15197:2003

静脈血換算補正能力を持っていたため、測定値が全体的に低値傾向

↓

2013年のISO改定により、基準範囲を遵守できなくなり補正なしに

干渉物質の影響（PAMに関連して：ポピドンヨード）

PAM（プラリドキシムヨウ化メチル）とは？ 測定手技による影響
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正しい採血方法

なるべく穿刺した部位より遠いところから押さえて、血液
を集めるようにして絞り出す。
必要な血液量はわずかゴマ粒程度！
必要以上に絞り出すと組織液が混入してしまう。 注：Atkins SH, Dasmahapatra A, Jaker MA, Chorost MI, Reddy S. Fingerstick 

glucose determination in shock. Ann Int Med 114: 1020-1024.1991

重症低血圧患者 N=25人
最大血圧、収縮期血圧 ≦ 80mmHg

末
梢

血
の

血
糖

値
(m

g
/d

l)

コントロール群(正常血圧群)N=39人

中央検査室(mg/dl) 中央検査室(mg/dl)

指先：
30ｍｇ/dl
中央検査室：
100ｍｇ/dl

という症例も存在。

患者さんの状態（ショック・脱水状態・末梢循環障害）

注：Atkins SH, Dasmahapatra A, Jaker MA, Chorost MI, Reddy S. Fingerstick glucose 
determination in shock. Ann Int Med 114: 1020-1024.1991

田んぼ：末梢臓器組織
ポンプ：心臓
水路：血管

末梢血での血流障害が生じ、末梢臓器組織においてグルコースが継続して
消費されるためにグルコース濃度が下がり、静脈血より低値になる。

●ショックや末梢循環障害の際に指先(末梢血)から採血した血糖値が偽低値になる理由

※ショックとは、血圧が下がって全身の機能を維持するために必要十分な血液を送ることができない状態のことをいいます。

患者さんの状態（ショック・脱水状態・末梢循環障害）

(注)添付文書より抜粋

患者さんの状態（ショック・脱水状態・末梢循環障害）

果汁による影響

 アルコールだけではなく、穿刺前には必ず手洗いを行ってください
 フルーツのみならず、ハンドクリームが血糖値に影響を与えたというデータもある

0
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(注)糖尿病56（9）：666～669, 2013,多種還元物質含有輸入ハンドクリームの血糖自己測定値への影響
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果汁による影響
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当院の入院患者への血糖測定トラブル

入院患者の血糖測定を行ったところ、検査科血糖測
定器の測定値との乖離が認められ、糖尿病専門医か
ら調査を依頼された。
⇒念のため検査科で検査した検体を再検査するも

同様の結果となる。

当院の入院患者への血糖測定トラブル

病棟ではSMBG機器のセットをベッドサイドに持って行き、血糖測定
後、結果を電子カルテに登録する。指先から血液を絞り出す行為に
より、他に問題が無くても真値と±10％程度の誤差はあるが、今回
はそれを大きく超えており、機器か試験紙（または両方）に問題が
あった可能性があった。

SMBG機器のセットは病棟に2セットあり、それぞれに試験紙容器の
中に試験紙が2枚ずつ残っていた。試験紙を使い切った場合は、新
しい試験紙を容器ごと入れ替えている。
また、検査値乖離例3例は全て同じSMBG機器での測定であっ
た。

《 状況確認 》

当院の入院患者への血糖測定トラブル

下記①②③の方法により、コントロール液を測定した。
①SMBG機器セット１に入っていた試験紙を使用して、機器１と

機器２で測定（青）
②SMBG機器セット２に入っていた試験紙を使用して、機器１と

機器２で測定（緑）
③新品試験紙を使用して、機器１と２、検査科SMBG機器Aと

Bで測定（オレンジ）

《 機器性能確認検査 》

※コントロール液は、おおむね110～140程度の値が出る

当院の入院患者への血糖測定トラブル

《 機器性能確認の結果からの考察 》

1.機器性能確認検査①③により、SMBG機器セット１に入っていた
試験紙による測定値がかなり低めに出ており、試験紙の劣化が疑
われる

2.機器性能確認検査②③により、SMBG機器セット２に入っていた
試験紙の劣化は無いと考えられる

3.機器性能確認検査①②③により、病棟SMBG機器2台の性能に
差はなく、機器の不調は無いと考えられる

※コントロール液は、おおむね110～140程度の値が出る

当院の入院患者への血糖測定トラブル

《 今回の調査のまとめと、それを踏まえての対処 》

今回の調査により、病棟SMBG機器で使用していた試験紙の劣化が
強く疑われた。しかし、劣化の理由は不明。
メーカーに問い合わせたところ、容器の蓋がきちんと閉められていなかっ
たのではないかとの返答を得ている。また、過去に東讃・徳島県では同
様の乖離例の報告はないとのことではあるが、どの施設でもSMBGと日
間変動を同時にしているはずもなく、試験紙の劣化が潜在的にあった
としてもおかしくはない。

今回は、院内全体に試験紙容器の蓋をきちんと閉めるよう注意喚起
を行った。

⇒値がおかしいと思ったら、再検査・機器チェックが必要！

POCT機器との電子カルテ接続

看護師の血糖測定値の記載間違いを防止できる。



2020/1/15

13

SMBGトラブル対応

《 機器状況確認 》

貸出していた機器に新品の
試験紙を入れるも、特に異
常はなし。

機器の不具合ではなく、測
定手技に問題があると疑っ
て、患者に測定するところを
見せてもらった。

《 トラブル内容》

『最近血糖測定しようとし
たら機械の調子が悪い時
がある。』とのことで、内科
より対応依頼される。

SMBGトラブル対応

《 機器状況確認 》

貸出していた機器に新品の
試験紙を入れるも、特に異
常はなし。

機器の不具合ではなく、測
定手技に問題があると疑っ
て、患者に測定するところを
見せてもらった。

SMBGトラブル対応 単回包装の試験紙／チップ

テルモアークレイ

ちょこっと寄り道 本日の内容

1. 糖尿病とは？

2. 糖尿病の検査

3. 検査室以外での血糖検査

4. まとめ
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まとめ -1-

臨床検査技師として測定機器の精度管理に

努めることは重要であるが、時には診療側の目

線で患者さんを見ることも必要である。

目の前のことにとらわれず、広い視野を持とう！

平成30年度糖尿病診療を考える会

まとめ -2-

指先で測定するSMBGやPOCT機器の測定

値は、測定条件等によって実際の血糖値と

大きく異なる測定値が出ることがある。

臨床症状等も加味し、おかしいと思ったら再

検査や静脈採血で確認を！

平成30年度糖尿病診療を考える会

まとめ -3-

平成30年度糖尿病診療を考える会

SMBGやPOCT機器は患者にとって血糖を

意識できる有効なツールであるが、測定デー

ターの解釈が違い、価格差もあることから、患

者や目的によって測定ツールを変更する必要

がある。

お疲れ様でした (2018年10月上旬 涸沢にて)




