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●	HbA1c7.0%未満を達成するためには、空腹時血糖値、食後血糖値の
両方を改善することが大切です。

HbA1c

空腹時
血糖値

食後
血糖値

HbA1c 7.0％未満
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あなたの血糖コントロールは大丈夫ですか？

●	覚えておきましょう!	

HbA1c7.0%未満が血糖コントロールの目標です。

血糖コントロール目標

治療目標は年齢、罹病期間、臓器障害、低血糖の危険性、サポート体制などを考慮して個別に設定する。

適切な食事療法や運動療法だけで達成可能な場合、または薬物療法中でも低血糖などの副作用なく達成可能な
場合の目標とする。
合併症予防の観点からHbA1cの目標値を7％未満とする。対応する血糖値としては、空腹時血糖値
130mg/dL未満、食後2時間血糖値180mg/dL未満をおおよその目安とする。
低血糖などの副作用、その他の理由で治療の強化が難しい場合の目標とする。
いずれも成人に対しての目標値であり、また妊娠例は除くものとする。

注1）

注2）

注3）
注４）

目　標
血糖正常化を
目指す際の目標

合併症予防
のための目標

治療強化が
困難な際の目標

6.０未満 7.０未満 8.０未満HbA1c（%）
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コントロール目標値 注4）

日本糖尿病学会編：糖尿病治療ガイド 2012-2013 血糖コントロール目標 改訂版 , P25, 文光堂 , 2013
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細小血管障害（糖尿病の3大合併症）

脳
のう　こう　そく

梗塞

糖
とう　にょう　びょう　じん　しょう

尿病腎症

糖
とう　にょう　びょう　しん　けい　しょう　がい

尿病神経障害

大血管障害

糖
とう　にょう　びょう　もう　まく　しょう

尿病網膜症

糖尿病の合併症は、細い血管にみられる細小血管障害と、太い
血管にみられる大血管障害の2つに分かれます。
糖尿病は自覚症状がほとんどないため、合併症がかなり進んでから
初めて気づくことが少なくありません。

狭
きょうしんしょう

心症

・心
しんきんこうそく

筋梗塞など

末
まっしょうどうみゃくしっかん

梢動脈疾患

（間
かんけつせいはこう

欠性跛行など）

糖尿病の合併症を知っていますか？



4

より好ましい血糖コントロールを達成して、生命にかかわる合併症を
予防するためにリキスミアによる治療をはじめましょう

リキスミアはどんなお薬ですか？

●	糖尿病によって働きが悪くなったすい臓に作用し、インスリンの
分泌を促すことで血糖値を下げるお薬です。

●	胃の中にある食べ物の排出を遅らせることで、血糖の上昇を抑える
作用があり、体重の増加を起こしにくいお薬です。

●	これまで続けてきたのみ薬や、中間型や持効型のインスリン注射と
一緒に使えますが、その場合は低血糖が起こることがあります
ので注意が必要です（p10）。

●	悪心やおう吐、胃の不快感、便秘などの消化器症状が起こることが
あります。

●	1日1回、朝食の前に注射するお薬です。

リキスミアはGLP-1（ジーエルピーワン）受容体作動薬と呼ばれる2型糖尿病の新しい

治療薬です。このお薬は、食後の血糖値を下げる作用が強いので、HbA1cをより正常

な数値に近づけ、維持することが期待できます。
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リキスミアはほかのお薬と一緒に使えますか？

つぎのお薬と一緒に使うことができます。

リキスミアは、すでにのみ薬を服用している患者さんだけでなく、
インスリンを注射している患者さんにも使うことのできるお薬です

スルホニル尿素（SU）薬との組み合わせ

インスリン注射との組み合わせ

食事療法・運動療法とともに、SU薬（ビグアナイド薬を一緒に使って
いる場合も含む）をのみ続けていても血糖値が十分に下がらない場合。

食事療法・運動療法とともに、持効型溶解インスリン製剤または中間型
インスリン製剤といった基礎インスリン療法を続けていても血糖値が
十分に下がらない場合（SU薬を一緒に使っている場合も含む）。
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リキスミアによる治療はどのようにはじめま すか？

●	1日1回、朝食の前に専用の注射器でおなか、うで、おしり、太もも
の外側などに注射します（皮下注射）。

●	主治医の指示にしたがって、段階的に投与量を増やしていきます。

リキスミアを使いはじめると、吐き気やおう吐、胃の不快感、便秘などの
消化器症状が現れることがあります（p11）。この消化器症状を防い
だり軽くしたりするために、リキスミアは少ない投与量から段階的に
増やしていく必要があります。

①1日1回10μgの投与を1週間以上続けます。

②1日1回15μgの投与を1週間以上続けます。

③1日1回20μgの投与を主治医の指示のもと続けていきます。

リキスミア
10μｇ

リキスミア
15μｇ

リキスミア
20μｇ

１週間以上 １週間以上 それ以降

増量
増量



打ち間違えてしまったときはどうするの？

間違って量を多く注射してしまった場合や、ちゃんと注射できなかった
からと2回続けて注射してしまった場合は、おう吐や便秘などの消化器
症状が強く起きることがあります。
すぐに主治医や薬剤師に相談してください。

打ち忘れてしまったときはどうするの？

食前に注射し忘れたときは、主治医に相談してください。
絶対に翌日に2日分を一度に注射しないでください。
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リキスミアによる治療はどのようにはじめま すか？

主治医の指示なしに、注射の量を勝手に変えたり、注射を止めたり
しないでください



リキスミアはどこに注射するのですか？

リキスミアは、おなか、うで、おしり、太ももの外側などに注射
します（皮下注射）。
どこに注射するか、あらかじめ主治医と相談しておきましょう。

毎日同じ場所に注射すると皮膚が
固くなったり、赤みやかゆみを感
じることがあります。最低2cmずつ
ずらして注射しましょう。

2cm
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注射は痛いのですか？

リキスミアで使う専用の注射針は細くて短いので、
あまり痛みを感じません。

リキスミアで使う注射針の例
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治療中に注意することはありますか？

●	糖尿病の薬物治療中は、薬が効きすぎると低血糖になることが
あります。リキスミアは、ほかののみ薬やインスリンと一緒に
使った場合に、低血糖になりやすくなることがありますので、
対処方法を知っておきましょう。

低血糖と症状

血糖値 症　状 低血糖時の対処

60
mg/dL

空腹感、眠気、
脱力感・冷汗、
手足のふるえ、
動悸・頻脈

補食
●ブドウ糖5〜10g程度をとることが
効果的。ない場合はブドウ糖や砂糖を
含む甘い物（食品例参照）をとる。
	 ただし、α-グルコシダーゼ阻害薬
服用中の場合は必ずブドウ糖を選択
する。

食品例
●砂糖10〜20g（コーヒーのスティック
シュガーやガムシロップも可。
　ノンカロリーやカロリーオフのもの
は不可）

●清涼飲料水
●ジュース
●クッキー
●まんじゅう　等

50
mg/dL

集中力低下、
落ち着かない、
目のかすみ・頭痛、
生あくび

40
mg/dL

顔面蒼白、
何をしているか
わからない、
意識を失う

30
mg/dL

以下

けいれん、
低血糖昏睡

グルカゴン筋肉注射
または
ブドウ糖静脈注射

低血糖
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高血糖
●	インスリン治療からリキスミアに治療を変更した場合、高血糖になる
可能性があります。

	 高血糖になった場合は、ただちに主治医に相談してください。
　リキスミアはインスリン製剤の代わりになりません。

消化器症状
●	リキスミアを使いはじめると、吐き気やおう吐、胃の不快感、便秘
などの消化器症状が起こることがあります。

●	どうして起こるの？

	 リキスミアはすい臓に働きかけてインスリンの分泌を促すことで
血糖値を下げるだけでなく、胃に働きかけて食べ物の排出を遅く
することで血糖値の上昇を抑える作用をもっています。

	 そのため、このお薬を使いはじめると
　食べ物が長いあいだ胃の中に残るように
　なります。

●	対処法は？

	 通常、お薬の使いはじめにしばしば起こるとされていますが、症状は
数日〜数週間のうちに自然となくなっていきます。

	 それでも症状がひどかったり長引いたりする場合や、おう吐や激しい
腹痛が続いたりする場合はただちに注射を止めて、すみやかに主治医
に相談してください。	
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普段の生活や外出など、ライフスタイルが大きく変わることはありません。

リキスミアによる治療をはじめたある患者さんの１日（例）

普段の
生活

朝食前 基礎インスリンと
リキスミア注射 仕事、昼食 買い物

リキスミアによる治療は、あなたの糖尿病の状態やライフ
スタイルについて主治医とよく相談したうえで進めていき
ます。これまで続けてきたお薬やインスリン注射の回数・
タイミングについて、あなたの普段の生活にできるだけ支障
をきたさない方法を主治医に考えてもらうことで、ライフ
スタイルを変えることなく、無理なく治療を続けていくことが
できます。

リキスミアによる治療をはじめると 毎日の生活はど うなるのですか？



外食飛行機に乗る
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普段の生活や外出など、ライフスタイルが大きく変わることはありません。

リキスミアによる治療をはじめると 毎日の生活はど うなるのですか？

旅行や
外食

夕食 家族でくつろぐ 寝る

リキスミアの注入器は小さいので、簡単に持ち運べます。また、
外出先でも短時間で注射できますので、リキスミア注射のため
に出張、旅行などの長時間の外出をあきらめる必要はあり
ません。
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風邪や発熱、下痢、吐き気、ケガなどで「調子が悪い」と思う
ような体調不良のときを“シックデイ”といいます。
シックデイのときは、食事がとれなくても血糖値が上がり
やすくなり、より重い症状につながるため注意が必要です。

対処に困ったときは
医師に相談を！

シックデイで食事がとれないときや、下痢、吐き気などの
消化器症状が強い場合は、主治医に相談してください。

	次のときには、すぐに受診してください。

● 下痢や嘔吐が続くとき

● 食事や水分がほとんどとれなくなったとき

● だんだん状況が悪化すると思ったとき

● 血糖値が300mg/dL以上で下がらないとき

体調が悪いときはどのように対処するのですか？

シックデイ
とは？

シックデイ
の対処
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リキスミアの保管はどうすればいいですか？

使用中のリキスミア
使用中のリキスミアは、光を避けて
涼しいところで保管してください。
●窓際など、直射日光のあたる場所には
保管しないでください。

●自動車内のような温度の変化が
激しい場所には保管しないでくだ
さい。

保管の工夫

飛行機に乗るときは、持ち込み

手荷物としてお持ちください。

荷物室は、凍結による

変性の危険性があります。

海外旅行のときは・・・
炎天下で長時間持ち歩くときは、保冷バッグ
を活用してください。
保冷剤に直接触れないように保管してくだ
さい。
※保冷剤に直接触れてしまう
と、注入器に結露した水滴が
ついたり、薬剤が凍ってしまう
ことがあります。保冷剤に
直接触れないよう注意してく
ださい。

夏の持ち歩き

未使用のリキスミア
未使用のリキスミアは、冷蔵庫で
保管してください。冷凍庫など凍結
する危険性のあるところには保管
しないでください。
●凍結した場合は使用しないでくだ
さい。

●冷蔵庫内の温度管理に気をつけて
ください。

●保管場所は冷蔵庫のドアポケット
など、冷気に直接触れないところに
置いてください。



★DM TOWN
http://www.dm-town.com/

インターネットなどで
多くの情報を得ることができます。

デバイスの操作方法に関するご質問
に、専任のスタッフが24時間365日、
いつでもサポートします。わからない
ことや困ったことがある場合は、
ご連絡ください。

★ よくわかるインスリン
http://www.dm-town.com/insulin/

インスリン治療について
わかりやすく紹介しています。

糖尿病の「自己チェック」、糖尿病と
上手に暮らす方法など、多くの情報を
わかりやすく紹介しています。

よくわかるインスリン

糖尿病についての情報収集の方法はありますか？

JP.LIX.13.09.27 （LYX012B）














