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 はじめに 
 2011年3月11日に発生した東日本大震災
を受けて災害に対する備えを改めて  
見直していきたいと思います。 

 「さかえ」では毎年特集を組んでいます。 
      2009年9月号 
      2010年9月号 
      2011年9月号 
      2012年9月号 
 の記事からのまとめです。 
 

9/1は防災の日です 



震災前のアンケート結果から 

「糖尿病ネットワーク」2005年11月のアンケート結果より 
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備えはしていない 
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東日本大震災後のアンケート結果から① 

2012年7月日本糖尿病学会「東日本大震災から見た災害時の
糖尿病医療体制構築のための調査研究」から 
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緊急時の連絡先を確認しておくこと 準備したお薬の置き場所を 
家族に知らせておくこと 

すでにしている すぐにしようと思っている いつかはしようと思っている 

しようと思わない 使用していない 無回答 
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必要なものを避難袋に備えておくこと 

「お薬手帳」や説明書を 
常に携帯しておくこと 

糖尿病連携手帳や自己管理ノートを 
常に携帯しておくこと 

すでにしている すぐにしようと思っている いつかはしようと思っている 

しようと思わない 使用していない 無回答 

東日本大震災後のアンケート結果から② 

n=2503 

ほぼ５割以上はすでに
しているか、すぐ準備
しようとしている 



東日本大震災後のアンケート結果から③ 
災害に関する内容で指導されていたことと被災時の実施状況 



自治体の備えをチェックしましょう 

  

★「防災・危機管理 e-カレッジ 
http://www.e-college.fdma.go.jp/ 
総務省消防庁が作成・公開しているホームページ。「災害の基礎コース」
「災害の備えコース」をはじめ、「大震災を３日間生き延びる」など防災や
危機管理について学ぶことができるコンテンツが満載（無料）自治体職員の
防災研修にも活用されているそうです。 

★自治体の 
 防災対策を確認 

例）郡山市の 
防災ハンドブック→ 

宇都宮市は  
どうでしょうか？ 

http://www.e-college.fdma.go.jp/�


事前に準備を～非常用キット～ 
行政などの支援が届くまで自力で生活するだけの備えを、さらに避難所
で過ごす場合も考え、最低3日分の非常食を準備しておきましょう。 

例）一般的な持ち出し品 
□ 貴重品（現金、小銭、印鑑、預金通帳、健康保険証） 
□ 懐中電灯 □ 携帯ラジオ □ 携帯電話充電器 □ 電池 
□ ろうそく □ ライター □ 飲料水 □ 食品用ラップ（食器用など）  
□ 非常用保存食（ビスケット、缶詰、インスタント食品など） 
□ 食器 □ スプーン、フォーク □ ナイフ □ 缶切り □ 軍手  
□ 衣類（靴下、下着、防寒具） □ 耐熱シート □ 新聞紙  
□ 洗面用具（せっけん、歯ブラシ、歯磨き粉など）□ タオル（大・小）  
□ ウエットティッシュ □ ポケットティッシュ  □ ビニール袋  
□ ホイッスル □ 予備のメガネ □ 生理用品 □ スリッパ  
□ 救急医薬品（常備薬、体温計、ばんそうこう、包帯、はさみ、マスク）   

例）糖尿病患者さんの持ち出し品 
□ インスリン製剤 □ インスリン注入器 □ 注射針 □ 経口薬 
□ 血糖自己測定器 □ 穿刺器具 □ 使用済みの注射針を入れる容器 
□ 低血糖時用のブドウ糖 □ 糖尿病連携手帳 □ お薬手帳   

いざというときに逃げることを考え10ｋｇを目安にしましょう。 
女性や高齢の方などは5ｋｇ前後が適当でしょう。 
防水・防火加工の袋がおススメ 



災害用伝言ダイヤル 

「171（忘れてイナイ？）」利用法 
自分の電話番号にかけると自動的に緊急用の自分専用の留守録に 
つながります。 
 
・利用できる電話：公衆電話、一般電話 
・伝言録音時間：１伝言あたり３０秒 
・伝言保存期間：録音してから２日（４８時間） 
 
・（メッセージを録音するとき）１７１→１→ご自分/ご自宅の電話番号→１→
＃録音開始 *ピッという音のあとに伝言を吹き込む。 
・（メッセージを再生するとき）１７１→２→ご自分/ご自宅の電話番号→２→
＃再生開始 
 
災害用伝言ダイヤル「１７１」は毎月１日、１５日、１/１～１/３、防災週間
（8/30～9/5）、防災とボランティア週間（1/15～1/21）に体験利用できます。 
 

災害用伝言ダイヤルは、地震、噴火などの災害の発生により、被災地への通信が
増加し、つながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言板です。 



災害用伝言板サービス 

①伝言を登録する（被災地にいる方のみ） 
 携帯電話のトップページに開設された「災害用伝言板」を選択 
 「災害用伝言板」の画面が現れたら「登録」を選択 
 項目を選択して（コメントを書くこともできます）「登録」 
 

②伝言を確認する（全国どこからでも） 
 ★携帯電話で確認する 
 トップページに開設された「災害用伝言板」を選択 
 「災害用伝言板」の画面が現れたら「確認」を選択 
 「安否を知りたい相手の携帯電話番号」を入力して「検索」 
 ★パソコンで確認する 
 各携帯電話の「災害用伝言板」ページにアクセス 
 「安否を知りたい相手の携帯電話番号」を入力して「検索」 
 

③災害用伝言板体験デー 
 毎月１日・１５日、１/１～１/３、国の「防災週間」（8/30～9/5） 
「防災とボランティア週間」（1/15～1/21）に体験サービスを実施しています。 
*防災週間をふまえて、各社とも現在１０/１まで体験延長しています。 

震度6弱以上の地震などの大規模災害が発生した場合に利用可能となり、 
携帯電話からインターネットに接続したときに最初に表示されるトップ画面に緊急
開設されます。被災地にいる方が自分の安否情報を登録したり、登録された家族、
親族、友人の安否情報を確認することができます 



震災における食生活 
 地震直後は身の安全確保が優先なので食材を十分 
取り出すことが難しくガス、水道、電気は止まるの
で調理もできない。 

 １～３日すると支援物資が届き始めるがすぐに食べ
られる菓子パン、おにぎり、インスタント食品が主。 

 温かい食べ物が食べられるのは３～７日たってから。 
 どれくらいの量を食べてもよいか自分なりの目安量
を覚えておくと便利。 

 市販品はパッケージの栄養成分表示を参考にする。 
 野菜が不足するので野菜ジュースを常備することも
よい。特に箱型紙容器はコンパクトで賞味期限も 
長い。 



震災における食生活と血糖 
 血糖値を急に上昇させる食品が多く配給 
されるので食後血糖が上昇しやすい。 

 しかし、避難所生活では食後の血糖上昇は
ある程度目をつぶらなければいけない。 

 タンパク質や脂質の割合が少ないので  
食べてから数時間たつと血糖が下がりすぎ
ることもある。 

 災害時の食生活はいつもより血糖の変動が
大きくなる。 

 



震災における薬① 

 震災後のアンケートでは半分以上が自分自身の 
 糖尿病の「型」を知らなかった。 
 1型糖尿病患者はインスリンがなければ命に直結 
 する。東日本大震災でも十数例インスリン注射  
 を中断したために高血糖昏睡に陥った例がある。 
 自分がインスリンを中断したらすぐにでも命に 
 関わる病態かどうかを普段から十分に理解する 
 こと。 
 2型糖尿病ではインスリンがなくても昏睡状態に 
 まで発展することは少ない。 
 災害時にインスリンがない場合、自分が糖尿病 
 であり、必要な薬があることを周囲に積極的に 
 説明すること。 



震災における薬② 
 アンケートでは内服薬やインスリンの種類が 
 分かる人も少なかった。 
 「お薬手帳」「糖尿病連携手帳」は重要。薬の情報、 
 検査値、かかりつけ医の情報などスムーズに治療が 
 継続できる。 
 しかし「お薬手帳」を持って逃げだせないこともある。 
 震災後のアンケートで8割以上の方が「携帯電話は   
 持ち出せた」と答えている。携帯電話やスマートフォン 
 で薬を撮影しておくことが役に立つ。 
 避難生活では低血糖の予防も必要。食事がとれないのに 
 いつも通りにインスリン注射や低血糖を起こしやすい薬 
 を飲んでしばしば低血糖を起こす患者さんがいた。 

 



薬の特性をよく知る 
① αグルコシダーゼ阻害薬 商品名ベイスン、ボグリボース、グルコバイ、セイブル 

  これらの薬は休んでも急に病態が悪化する危険は少ないでしょう。 

② ビグアナイド薬 商品名メトグルコ、ジベトス 

  これらの薬は休んでも急に病態が悪化する危険は少ないでしょう。 

③ チアゾリジン薬 商品名アクトス、ピオグリタゾン 

  この薬は休んでも急に病態が悪化する危険は少ないでしょう。 

④ スルホニル尿素（ＳＵ）薬 商品名オイグルコン、ダオニール、アマリール、グリミクロン 

  これらの薬は１日中（２４時間）効きますので食事がとれないときは低血糖に注意してください。 

  その日にとれそうな食事量を予想して食事が半分以下なら内服を中止した方が無難です。 

⑤ 速効型インスリン分泌促進薬 商品名ファスティック、スターシス、グルファスト、シュアポスト 

  必ず食事の直前に飲んでください。これらの薬は早く効いて早く効果が消えます。 

  食べた量に応じて、その都度薬の量を加減してください。 

  食事が半分なら半量に。若干少なめに服用したほうが安全でしょう。 

⑥ ＤＰＰ４阻害薬 商品名ジャヌビア、グラクティブ、エクア、ネシーナ、トラゼンタ 

  食事ができる状況ならばいつも通りに服用してください。 

⑦ インスリン 

  普段は食事の直前（あるいは３０分前）の注射が勧められますが、 

  食事量や時間が不安定なときは量を調節して食後に注射してください。 

  食事が半分ならインスリンは半分以下に減らしてください。 

  １日２回の食事ならインスリン注射も合わせて２回にしてください。 

  ランタス、レベミル、Ｎ（中間型）といった長く効くインスリンも食事量に応じて減らしてください。

服薬回数が少なく食後の
血糖上昇に対して薬効を
発揮するDPP4阻害薬は
重宝する 
 



低血糖とは 
低血糖とは、血液中のブドウ糖が少なくなりすぎる状態です。 
一般的には血糖値が70ｍｇ/ｄｌ未満になった状態を言います。 

血糖値（ｍｇ/ｄｌ） 主な低血糖の症状（症状には個人差があり症状が出にくい人もいます） 

70ｍｇ/ｄｌ未満 
異常な空腹感、軽い脱力感、倦怠感、頭痛、冷や汗、手指のふるえ 

動悸、吐き気、不機嫌、不安感、いらいら感 

55ｍｇ/ｄｌ以下 眠気、めまい、集中力低下、思考力低下 

45ｍｇ/ｄｌ以下 痙攣、意識消失、昏睡、異常行動 

【低血糖になりやすいとき】 
・いつもより食事量が少なかったり、食事時間が遅れたとき 
・運動量や労働量が多すぎるときや空腹時に運動したとき 
・内服薬やインスリンを増やしたとき、また服薬時間やインスリンを注射する時間を変更したとき 
・アルコール類を飲んだとき、またアルコール類を飲んで数時間後 
・食事が十分とれないのに、いつも通り薬を飲んだとき 

【低血糖の対処法】 
・血糖値を上げるためにブドウ糖10ｇ（ときに20ｇ以上）をとる 
・消化吸収に時間がかかるあめやチョコレートは、緊急用には適していない。 
・ブドウ糖は吸収が早く、30分ほどで全てが燃焼し、再び低血糖を繰り返すことがあるので、
このような経験がある方は、ブドウ糖と一緒に牛乳やクッキーなどをとる必要がある。 



震災における薬の管理 
非常時に備えて非常用持ち出しセット
を準備する。 

可能な範囲で自宅・職場・親戚の家 
などに分散しておく。使用期限や保存
方法も考えて上手に回転させる。 

インスリン注射の場合、非常時は  
空打ちを省いたり注射針の交換頻度を
減らす、消毒薬が手元にない場合  
水拭きで対応などして急場をしのいだ
ケースもあった。 
 



災害時のインスリン供給体制 
インスリンは万が一不足した場合には厚労省の依頼により、拠点病院などに
発送されます。通常は災害翌日または翌々日に発送される体制になっていま
すが自分でしっかり備えておけばより安心です。 
 
*薬を持ち出せなかったときも、災害時には厚生労働省医薬品食品局長通知により処方

箋なしでインスリンの販売が認められています。日頃から「お薬手帳」などで処方 
されている薬の情報を相談しておくと、こうしたときに役立ちます。 
 
サノフィアベンティス 
オプチコール24 
0120-49-7010（24時間365日受付） 
 
日本イーライリリー 
リリーアンサーズ 
0120-245-970（月～金 8：45～17：30） 
078-242-3499 フリーダイヤルでの接続ができない場合、この電話番号におかけください。 

通話料はお客様負担になります。 
 
ノボ ノルディスクファーマ 
ノボケア相談室 
0120-180-363（月～金 9：00～18：00） 
0120-359-516（夜間・休日 24時間受付） 



震災における運動療法の重要性 
 避難生活が続くと深部静脈血栓症も多くみられる。
そのため予防するための運動が必要である。次の
ような運動がお勧めです。 

 
①屈伸運動 
②つま先の上げ下ろし 
③早朝のウォーキング 
④下腿のマッサージ 
⑤弾性ストッキングの着用 
⑥下肢を心臓よりも約15ｃｍ上げる。 

*深部静脈血栓症：長時間同じ体勢で座ったままの状態になっていることで足の

血液の流れが悪くなり、静脈血栓と呼ばれる血の塊ができることが原因で起こる。
この血栓が血流に乗って肺に流れ、肺動脈を閉塞させると肺塞栓症となる。 



震災時の生活全般の注意 
 清潔を保つ。シャワーや入浴ができないときはタオルや 
ウエットティッシュをぬらし軽く温め体を拭きましょう。 

 ビニールゴミ袋（30L ）を使った足浴では少量のお湯で 
足浴ができます。 

 運動：１時間に１度は足の屈伸や歩いたりして足を    
動かしましょう。 

 感染症への備え：高齢者を中心に誤嚥性肺炎を起こす人が
増える。歯磨きやうがいなどで口内の衛生を保ちましょう。 

 心のケアへの備え：心的外傷後ストレス障害（PTSD）の 

可能性がある場合は医師や看護師、保健師に相談が必要 
です。 

 人との関わりを避けると体の不調を招いたり、糖尿病の 
悪化につながる可能性がある。家族や周りの信頼できる人
やボランティアの人などと話しをすることもよい 



心的外傷後ストレス障害（PTSD） 
  記入年月日       

1 寝つけない、途中で目が覚める       

2 災害に関する嫌な夢を繰り返しみる       

3 気分が沈みがちである       

4 ささいな音や揺れに敏感に反応しやすい       

5 人と話しをする気にならない       

6 イライラしやすい       

7 気分が動揺しやすい       

8 災害を思い出す場所や人を避けている       

9 からだが緊張しやすい       

10 自分を責めてばかりいる       

災害１か月後および３か月後、その後変化があると気づいたときに
チェックする。チェックリスト１０項目中６項目以上にチェックが
入ると、PTSDの可能性があると言われている。 



口腔ケアの重要性 
 阪神・淡路大震災では震災関連死として９３０人程度の死亡、

関連死の90％が高齢者で最も多い原因疾患は肺炎（２４％）
だった。 

 東日本大震災においても高齢者の肺炎が多く関連死は１６００
人を超えている。それらの多くが誤嚥性肺炎と考えられる。 

 災害時は極端な水不足から歯や入れ歯の清掃ができずに口内 
細菌が増加し、さらに食糧事情から低栄養に陥り誤嚥性肺炎が
発症しやすい状態になる。 

 誤嚥性肺炎の予防には口腔ケアが重要。徹底した口腔ケア  
（歯や入れ歯の清掃）で高齢者施設の肺炎が４０％も減少した
という研究もある。 

 コップ１/３程度の水があれば歯磨きや入れ歯の手入れは可能。
飲み水が確保されたら、直ちにお口のケアを。 

 災害時の口腔ケアは虫歯や歯周病の予防が目的ではなく誤嚥性
肺炎という関連死を防ぐための手立てであり、高齢者の「命を
守るためのケア」の一つである。 



非常時のセルフケア７箇条 

①水分はしっかりとる。 
②食事の目安量を覚えておく。 
③体重、体温、血圧、血糖値の測定 
（避難所の責任者や医療スタッフに相談する） 
④治療を中断しない。 
⑤感染症から身を守る。 
⑥軽い運動や体操 
⑦ストレスをためない。 



糖尿病患者にとって最も重要なこと 

平常時に血糖コントロールをよくして
おくことが災害時の一番の備えになる。 

災害が発生し食事も運動も薬も平常時
のようにいかなくなり、血糖が悪化し
やすいが、普段の血糖値が良好なら、
合併症の発症や進展に余裕をもつこと
ができる。 



次回のお知らせ 

次回は10/17（水）17：30～19：00 
テーマ「糖尿病腎症の予防と治療」 
などです。 

「さかえ」の中から聞きたいテーマが
あればリクエストお待ちしています。 

来月も多くの方の参加をお待ちして 
います。 
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