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2012年9月30日，第17回日本糖尿病教育・看護学会学術集会（国立京都国際会館）
において，インスリン注射デバイスをテーマにしたランチョンセミナーが行われた．「インス
リン自己注射を適正に指導するためには，注入器や注射針の正しい理解が必要」と，さ
まざまな製品の特徴とともに，取り扱い方や選択のポイントなどが提示された．

第17回日本糖尿病教育・看護学会学術集会
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表1　食事療法と薬物療法のスタンスの違い
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血糖コントロールの基本 食事療法

有用性（効果） 薬物 ≧ 食事

危険性（有害事象の可能性） 薬物 ≫ 食事

種類の多さ 薬物 ≪ 食事

習慣（生活リズム） 薬物 ≪≪ 食事

吸収（経口） 薬物 ＝ 食事

薬物療法には 
有害事象の可能性がある

インスリン自己注射の手技を考える
とき，医師の処方内容のみならず病態
を理解することが大切である．なぜな
ら，注入器や注射針といった，インス
リン自己注射のために必要なデバイス
を病態に合わせて選択する必要がある
からだ．

朝倉俊成氏はインスリン投与デバイ
スを説明するにあたり，まず前提とし
て糖尿病治療における薬物療法のスタ
ンスについて述べた（表1）．
「薬物療法は食事療法や運動療法に

比べ，間違えれば死に直結するという
危険性があります．守られなければ次
回がんばるではなく，必ず守ってもら
わなければならないという意味で，薬
物療法のスウィートスポットは狭いと
いえます」

それゆえに，患者自身が器具を安全
に使えるか，どのような環境のもとで
も使用できるかを想定し，指導を行う

ことが大切だと話す．

患者の状態に合わせた 
注入器の選択

インスリン注入器は現在，カートリ
ッジ使用型，プレフィルド型（キット
型）など，各社からさまざまなタイプ
が販売されているが，操作手技はどの
注入器もほとんど同じである．しかし，
構造や部品が異なるため，それぞれ特
徴を考慮して使用する必要があるとい
う（図1）．
「たとえば皆さんは，滑りやすいか，

押しやすいか，といった握り方につい
てよく話していますが，患者さんの状
態により何が重要となるか，それぞれ
優先度は変わってくると思います」

たとえば注入器の説明書には，どれ
も真上から押すようにと表示されてい
る．では，真上から注入ボタンを押せ
ない人は使用できないのだろうか．朝
倉氏は，斜めから注入ボタンを押した
ときの各注入器の注入抵抗を調査した
ところ，絶対に使用不可能なものと，
可能なものがあることがわかったとい
う．
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「真上から押せない人の場合，単位
設定でストロークが伸びるタイプより，
ストロークが短いものを使用したほう
がよいと思います．ものによっては，
ストロークが伸びないものもあります」

さらに，適正な注入でも注入抵抗が
高いものは押している感覚がわかりや
すいが，逆に滑りがよいものは注入す
る感覚が少ないため，音や単位数字の
表示で確認するように注意を促した．

注入器と薬剤の特徴に 
合わせた扱い方

注入器の構造が異なるということ
は，扱い方も同じではないということ
である．続いて，注意が必要な取り扱

い方を示し，背景となる理由を解説し
た．

たとえば，消毒法にも違いがある．
ゴム栓までの溝が深い場合は，消毒綿
の先端を細くして押しつけるようにし
っかりと拭くことが必要になる．

しかし，なぜゴム栓までの深さが異
なるのだろうか．朝倉氏は，汚れ防止
や後針折れの防止（斜めに刺したとき
中央に刺入できる確率を高める）のた
めには，深いものがよいと話す（図2）．
ただし，注射をくり返すことでゴム栓
がけずれてしまうコアリング現象が起
きたとき，隙間からインスリンが滲み
出てくるおそれもあるという（図3）．
ところが，ゴム栓の溝が浅い場合は針

の付け根がゴム栓を押さえつけて，薬
剤の漏れを防ぐことができる．

また，通常使用前に行う空打ちにつ
いても，行えない器種があることを説
明した．そもそも，空打ちの最大の理
由（表2）は，針から薬液が出ることを
確認することである．そのため，毎回
2単位が目安となっている．
「実は，空打ちの量はばらついても

いいわけですが，複雑になるため2単
位としている程度のことです．空打ち
は儀式でなく意味があるということを
理解していただきたいと思います．空
打ちせずに，手技の流れのなかで補正
するものもあるため，指導書で手順を
確認して行ってください」

図1　注入器の特徴を見るときのポイント
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製剤や注入器の機構の違いで，注入
が完了するまでの時間も変わってくる
ことにも注意が必要だ．
「 5 秒以上であったり，6 秒以上と

いう製品がありますが，私たちはひっ
くるめて 10 秒としています．これら
の差は，カートリッジに注目すれば，
その太さや，ガラスの厚さ，潤滑薬の
量などもろもろの理由はありますが，
大きく分けると，ゴム栓とゴムピスト
ンの力とその復元力に影響されます」

朝倉氏は，持効型溶解のインスリン 
グラルギンのように，ものによっては
10 秒カウントでも足りない場合があ
ると紹介した．そして，注入器や薬剤
などのデバイスに一長一短があること
を認識して扱うためには，改めて説明
書をよく読んで確認することが大切だ
と強調した．

強度が高く， 
注入抵抗を高めない細い針

注射針は注入器と同様に開発の歴史
は長く，毎日使用する患者にとっては

“痛くない針”が望まれ続けてきた．
それは，開発の難易度が上がる “細く
て短い針”である．
「痛くない針をつくるということは，

細いけれども注入抵抗を高めず，しか
も強度が保たれているもの，と言い換
えることができます」

当初の細さを追求する動きは，27G
（ゲージ）から始まってどんどん細くな
っていったという．また，針が長くな

ると筋肉内注射になる割合が増え，皮
膚をつまんで穿刺する必要があり，現
状は長さ 4mmが認められつつあると
いう．そして，現在，34G，4mmの
テーパー針「ナノパスニードルⅡ」が発
売された（図4）．

テーパー構造とよばれる針先は，ス
トレート針と違い，先端にいくほど細
くなる．内腔も同様である．ユニーク
なのは刃先の構造だ．
「これまで“針＝刺す”というイメ

ージだったのが，これは非対称刃面な
ので“小さく切る”といったところで
すね．いままであまり思いつかなかっ
た非常に面白い発想です」

図2　ゴム栓までの深さが深いことによる利点（推定）
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表2　空打ちの意義

図4　針の構造
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◦針から薬液が出ることを確認するため

◦針が貫通していることを確認するため

◦空気（気泡）を抜くため

◦ゴム栓に破損がないことを確認するため

◦ガラスに破損がないことを確認するため

◦注入器に異常がないことを確認するため
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刃先が34Gと細いだけでなく，根元
部分は32G相当と太さをもたせている
ため強度はある．この太さの違いと
4mmという短さが注入抵抗も低く抑
えると朝倉氏は話す．

患者を対象とした比較調査でも，そ
れまでの 33Gより 34Gのほうが「痛み
がない」「スムーズに刺せた」「出血がま
ったくない」「見た目も痛くなさそう，
スムーズに刺せそう」と感じる人が多
いという結果が出たという．また，
33Gと34Gでの薬液の流れ方を比較し
たところ，同等の抵抗値であることが
実証でき，血糖コントロールにも影響

がないと考えられるという．
注射針の進化は今後も進んでいく

が，注射針に求められる条件を改めて
整理すると，さまざまな課題があると
いう（表3）．
「“視線痛”というのは私の造語なの

ですが，“痛くない”というのは，刺し
たときの本当の痛みだけでなく，人か
ら見られたときに痛そうでないこと，
自分が見たときに痛くないイメージと
いった複雑な心情も含むと考えます．
また，折れない，曲がらないというと
いう危険性を回避できること，扱いや
すくて面倒がなく，針刺し事故が回避

表4　適正なインスリン自己注射を指導するためのチェックポイント

表3　注射針に求められる条件と克服（軽減）したい課題

痛くないこと

怖くないこと

危なくないこと

取り扱いやすいこと

精度を低下させないこと

穿刺痛

視線痛

曲がり，破断

針刺し事故

面倒

針づまり

コアリング

できること，精度を低下させないこと，
といったさまざまな要素を配慮し，開
発を進めていく必要があります．今後，
患者さんに恐怖心を起こさせないよう
に，どの情報をどうフィードバックす
るべきか，また，その説明の方法など
も検討する必要があると思います」

◆
朝倉氏は，「デバイスを使いこなせる

か否かが血糖コントロールに表れる」
と強調する．インスリン製剤，デバイ
ス，手技における指導時のチェックポ
イント（表4）を示しながら，療養指導
で異常を発見したときに，いかに原因
を見つけるか，その選択肢としてデバ
イスに目を向けることの必要性を改め
て訴えた．
「患者さんが一生懸命やっていても，

うまくいかない場合があります．そん
なとき，頭ごなしに注意するのではな
く，器材の使い方に問題はないかを見
つけることが重要なポイントだと思い
ます．“モノの声を聞く”ということ
をぜひ皆さんにお願いしたいと思いま
す」とまとめた．
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