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更に上級のコントロールを目指して

HbA1c の変化だけではわからない毎日の血糖変動。安

定した、もう一段上のコントロールを目指しましょう。

 

１．血糖コントロールの目標

理想の血糖コントロ

うか？高すぎないのはもちろんですが、

けではありません。血糖の振れ幅を小さくし、低血

糖を起こさず

が、合併症を防ぐためにとても重要なのです。

２．HbA1c

HbA1c は皆さんよく御存じの基本となる検査で、血

糖コントロールの目標として使われます。過去

か月の血糖値の平均を反映していると考えます。
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一般的には７％未満をめざし

すから、血糖の変動が大きいかどうかはわかりませ

ん。とても高い時があっても、ひどい低血糖があれ

ば、平均すると理想的になり

を見逃すことになります
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 食後に血糖が上がるより、全体が平均して高めの

場合が多い

薬、インスリン抵抗性を改善する薬、体重のコン

トロールなどに取り組みましょう。
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 空腹時の血糖はそれほどではなくても、食後高血
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