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皮下持続グルコース測定（CGM）導入に向けた検査科の取り組み

発 表 者 高木 正義 （千葉県：総合病院国保旭中央病院 診療技術部 中央検査科）

共同研究者 常世田 未来、佐久間 幸枝、佐藤 正次郎、浅井 秀樹、鈴木 義史、宮原 孝子、
高橋 静子、高橋 英則

ボリック症候群から遠いと考えられました。羊

肉に多く含まれる L－カルニチンがそれらの因

子が関与しているとも考えられました。
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【目的】

皮下持続グルコース測定（以下 CGM）は、

１日を通した血糖の変動パターンを見ることが

できることから、適切で安全な糖尿病治療を行

うための重要な指標になると言われている。今

回、当院における CGM導入に向けた検査科の

取り組みとその有用性について報告する。
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【方法】

〔SMBGと CGMの違い�〕
自己血糖測定（以下 SMBG）は、１日の測定

回数が限られるため、１日を通した変動が把握

出来ず、夜間就寝中の低血糖や早朝の暁現象な

どの大きな変動を見過ごすことがある。

一方、CGMは皮下組織に留置したセンサー

電極で間質液中のグルコース濃度を１０秒間隔で

測定し、５分間ごとの平均値を記録する。
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〔SMBGと CGMの違い�〕
そのため、昼夜を通した２４時間の血糖推移を
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連続的に解析することで就寝中の低血糖や無自

覚低血糖、早朝の暁現象、食後高血糖などの１

日を通しての変動パターンが把握でき、糖尿病

管理をより強化することが可能になる。
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〔CGM実施の現状〕

当院では、日本メドトロニクス社の iPRO－２

を平成２４年６月から導入し、糖尿病療養指導チー

ムの中で医師、看護師、栄養士、臨床検査技師

が中心となり、平成２５年４月までに血糖コント

ロールが困難な１型および２型糖尿病、妊娠糖

尿病患者７２名について CGMを実施した。
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〔CGMクリニカルパス〕

CGM導入患者にはクリニカルパスを使用し

ている。
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〔CGM実施の流れと役割分担〕

医師が患者へ CGMの説明を行い、患者の同

意が得られたのちに、検査科へ連絡が届き、日

程の調整を行う。

臨床検査技師は、CGM実施前にセンサー、

レコーダー、デジタルカメラなどの備品を準備

する。

看護師がスライドに示す部位にセンサーを穿

刺し、１５分経過後にレコーダーを装着する。
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臨床検査技師は、レコーダー装着の前後に患

者へ次の内容について説明を行う。

�CGMによる糖の測定値を血糖値に換算する

ために１日４回以上の SMBG測定が必要なこ

と

�日常生活の注意点
�食事内容のデシタルカメラによる撮影（これ
は、CGMの結果解析後に管理栄養士による

食事指導の際に使用する）

�食事、運動、服薬、SMBGの時間とその詳細

な記録の必要性などについて説明する。
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CGM装着４日後に、センサー・レコーダーの

取り外しを看護師が行った後、データの解析は

臨床検査技師が行う。

解析は日本メドトロニクス社の専用ソフトで

行うため、インターネットによりデータを転送

後、記録結果を入力してレポートを作成する。

なお、患者の個人情報は氏名を暗号化すること

で保護している。
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【結果】

〔CGM実施状況〕

○CGM導入患者数の月別推移

導入以降徐々に増加し、平成２５年１月以降は

月平均８名で推移。

○年代別実施数

５０歳代、４０歳代が多い状況にある。

○病態型

１型糖尿病が６３名、２型が８名、妊娠糖尿病

が１名であった。

〈CGMのレポート表示について〉

CGMでは、デイリーサマリ、食事によるオー

バーレイ、デイリーオーバーレイと３つの解析

パターンがある。
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〔症例１〕

デイリーサマリレポートでは１日ずつのデー

タを見ることができる。

症例は１型糖尿病、インスリン頻回注射の患

者。

血糖コントロールの良好な患者は、６症例（８．３

％）認められた。

�èkD ì �&��� ��Z
�[�lm

�`�;��

�`�;��

�`�;��¥��Sè´�& �»è�D& »è¸ DEü�Ì tÊ�e/#$

âªí�����ÎÏ

〔症例２〕

就寝中は血糖値が低いのに対し、朝食後だけ

血糖が急激に上昇。

このような朝食後高血糖の患者は、１８症例

（２５．０％）に認められた。

―９７２―



�èkD ì �&��� ��Z
�[�lm

ýúno

ýúçbe
%")Vp

〔症例２：食事によるオーバーレイ〕

患者の食事によるオーバーレイレポートでは食

事前後の血糖の変動をみることができる。目標

値は色で表示されている部分であるが、朝、昼、

晩と比べて、特に朝食後に血糖値が急激に上昇

し、目標値から大きく外れていることがわかる。
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〔症例３〕

デイリーオーバーレイレポートでは３日間の

結果が１つの表で比べることができる。

この症例は１型糖尿病でインスリンポンプを

使用している患者で、血糖値はほぼ目標値に収

まっているが、就寝中に低血糖になっている事

がわかる。

このような就寝中に低血糖が認められたの

は、１３症例（１８．１％）であった。
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【考察及びまとめ】

・当院での CGM導入における糖尿病療養指導

チームの中の臨床検査技師の役割について報

告した。

・CGM導入患者７２例を解析したところ、就寝

中に低血糖をおこしている患者は１３例（１８．１

％）

朝食後高血糖は１８例（２５．０％）暁現象は１２例

（１２．７％）認められた。

・SMBGでは見逃されていた就寝中の低血糖や

食後高血糖、変動の激しい血糖コントロール

状況を CGMにより正確に把握できることか

ら、治療方針を決定する上で有効な検査と考

えられた。

・CGM導入患者は今後さらに増加する可能性

があることから、検査の増加に対応できる担

当者の養成と業務体制の構築が必要である。

―９７３―




