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糖尿病のインスリン絶対的適応は１型糖尿病ですが，実際

には糖尿病を専門として開業している医者以外で，このよう

な患者に出会うことは少ないと思います．事実，私たちの医

療機関でも，糖尿病を意識しないで来院した患者で１型糖尿

病だったのは，この７年間で２人だけでした．ですから，と

くに日本の場合にいえることですが，インスリン治療の主体

は２型糖尿病になるでしょう．しかしはじめには，なんとい

っても１型糖尿病について若干述べておく必要があります．

1 ◆消化器症状を見逃さない

糖尿病性昏睡（ケトアシドーシス）の症状は，意識もうろ

う･消失の前に，数日間は消化器症状であることを知ってお

く必要があります．

小児の周期性嘔吐症（自家中毒症）の場合に，尿検査でケト

ン体を発見することは知られていると思いますが，糖尿病性

前昏睡の時期には，やはりケトン体が出てきます（もちろん，

ケトン体の出ない昏睡として高浸透圧性非ケトン性糖尿病性

昏睡と乳酸アシドーシスがありますが，まれです）．これが

自家中毒と違うのは，ブドウ糖の注射で改善しないことです．

しかし，症状は全く同じで，食思不振，悪心･嘔吐，腹痛で

すので見逃さないようにしてください．

私たちの発見した２例の場合も，感冒様症状に消化器症状

（食思不振，悪心など）を伴って来院しています．尿検査で

ケトン体と同時に尿糖が検出されたため，血糖を測定したら

600mg/dl近かったので，糖尿病性前昏睡と診断してインス

リン治療になりました．

さて欧米では，１型糖尿病が発見されてからインスリンを

導入して３日間を急性期とよんでいて，日本のように｢落ち

着いたら教育入院をする｣ということはありません．３日で

退院がふつうで，その後は外来で指導します．

ですから私たちの医療機関でも，ケトアシドーシスで脱水

が強く，意識がもうろうとしているとか，重症の感染症など

が合併していないかぎり，インスリン導入からその後のフォ

ローまで，すべて外来で行います．

血糖自己測定ならびにインスリン自己注射ができる年齢

（14～15歳以上）ならば，急性期症状が消失したら，３時間程

度をかけ，血糖自己測定まで半日で導入します．ただ患者が

若いので，｢一生インスリンを打たなければならない｣とか，

｢コントロールが悪いと失明する｣｢脚を切断することになる｣

などという脅かしは禁忌であると私は考えています．

それよりは，将来糖尿病が治る時代がくる研究（小型人工

膵，B細胞の移植，膵移植など）が進んでいること，問題は

インスリンが出ないということだけで，生活にあわせてイン

スリンを工夫し，ふつうの健康的な生活をしていれば糖尿病

だからといって生活制限や食事制限をなんら受けることはな

いこと，グルコウォッチという採血しないで血糖を測る装置

ができてきていること，そして恋愛の話，結婚の話，趣味の

話，友人関係の話，将来の夢の話などを語りながら，どのよ

うにコントロールするかについて相談すべきです．

あくまでも，｢糖尿病コントロールのために人生を送る｣の

ではなく，｢豊かな人生のために糖尿病をコントロールする｣

という姿勢が大切です．

2 ◆抗GAD抗体を調べてみること

血糖降下薬をいくら増やしてもちっとも血糖が下がらない

場合は，ほとんどが２型糖尿病の悪化例（後述）です．しかし，
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なかには少例ですが，「ゆっくり進むインスリン依存型糖尿

病（SPIDDM）｣があります．

そのときには，膵B細胞の自己抗体である抗GAD抗体（保

険適応）を測定してみる必要があります．これが陽性であれ

ばインスリン依存型糖尿病なので，一生インスリンを打ち続

けなければなりません．

糖尿病性昏睡で発症したのに，治療していくうちにきわめ

て軽症になって，経口血糖降下薬でコントロールができたり，

場合によっては食事･運動療法のみでよくなる患者がいます．

20歳前後の男性に多く，一般的には肥満していて，夜中に

ビデオを見ながらペットボトル入りのジュースやコーラなど

を毎日飲んでいたりすると発症する特殊な糖尿病につけられ

た病名で，最近増加しつつあるので知っておいてほしいと思

います．

２型糖尿病の場合には，次の点を考慮にいれるべきです．

1 ◆第１に｢糖毒性｣

糖毒性とは，血糖値が高いままでいると糖が毒になるとい

うことです．どのような毒性かといえば，高血糖が膵B細胞

を破壊してしまうことがあげられます．そのため，あまり長

い間，高血糖が続いてインスリンの分泌能が消失してしまう

と，一生インスリンを打たなければならないことになります．

早くインスリンを打って血糖を下げると，膵B細胞が回復

します．ですから，｢一生インスリンにならないためにも，

１日でも早くインスリンを打ちましょう｣と患者を説得して

います．実際に，インスリンを２～３週間打つだけで経口血

糖降下薬へと移行できる患者もまれではありません．

2 ◆第２はインスリンの打ち方

インスリンの分泌能がどのくらい残っているかを調べて，

インスリンの打ち方を大まかに決めます．

もともとインスリンは，24時間少量ずつ分泌されるもの

（基礎分泌）と，食事をしたときに分泌されるもの（追加分泌）

で構成されています．これを正確に調べる方法はありません

が，私は食後２時間のC-ペプチド（CPR）でとりあえず判断し，

次の要領で行います．

1CPRが0.2ng/ml以下

CPRが0.2ng/ml以下の場合は，基礎分泌も追加分泌も欠

如しているので，即効型インスリン（R）を３回と，寝る前に

（夕食前がよいこともある）中間型インスリン（N）を打つのが

原則です．このときのインスリンの量は，朝８･昼６･夕４･

夜２単位ぐらいから始めます．

2CPRが１ng/ml以下

CPRが１ng/ml以下のときは，できれば４回法，それが困

難であれば混合注射（いまは出来合いのものがある）を使いま

す．混合注射はペンフィル30R（Rが30％，Nが70％）の２回

法が多いようです．インスリンの量は，朝８･夕２単位ぐら

いから始めます．

3CPRが１～２ng/ml

CPRが１～２ng/mlのときは，１日１回法で始めてくださ

い．中間型（N）６～８単位から始めます．

★

インスリン療法を成功させるには，できるだけ｢血糖自己

測定｣を併用すべきです．それがどうしても無理なときは，

少なくとも｢尿糖自己測定｣はやってもらいましょう．その結

果に基づいて，３日に２単位ぐらいずつ増減します．

そのときにぜひ注意したいことは，就寝前より朝のほうが

高いときの考え方を間違えると，ますますコントロールを乱

してしまうということです．このような現象をみたら，次の

３つのことを考えなくてはいけません．

①当然のことながら，夕食と夜食の食べ過ぎです．しかし，

それだけではありません．

illustration：増田 康夫
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②正常人でもある現象ですが，血糖は夜中の３時ごろに最低

になり，それからは上昇していくということです（暁現象）．

ですから，早朝空腹時血糖は午前７時ぐらいのときの数値

が適当なのです．９時では少し上がっています．インスリ

ン分泌能の著しく低い患者では，７時に100mg/dlの血糖

が９時では250mg/dlのことさえあります．

③前日の夜の血糖が低いために，夜中に無自覚の低血糖を起

こして，その反動で朝の血糖が急上昇する（ソモギー現象）

場合があります．このようなときには，寝る前に間食を食

べるべきです．

また，はげしい運動や力む運動は血糖を上げること，とく

に早朝空腹時血糖が170mg/dl以上のときには，中等度の運

動でも（最大酸素消費量の55％以上）血糖を上げることも知っ

ておいてほしいと思います．

3 ◆第３はインスリンの注射の手技の問題

インスリン注射は，ペン型になってからたいへん手技が簡

単になりました．しかし，２単位の試し打ちをするとか，注

射部位を消毒するとか，そのために肌を出さなければならな

いなどの理由のため，トイレで打ったり，昼は打たなかった

りする人が結構います．トイレで打とうとしてもアルコール

の匂いがするので，トイレに誰か他人が入ってくると打てな

かったりで，結局コントロールを乱してしまうケースが多い

ものです．

しかし正常な清潔感さえあれば，インスリン注射部位の消

毒は必要がないのです（１回の注射で皮下に入る細菌数は10

以内で，感染が成立するには10３以上が必要です）．衣服（下

着）の上から打ってもいいし，それで感染を起こした例は全

くありません．

とくにアルコールによる消毒は，皮膚に備わっている自然

の感染防御機構を破壊するので危険です．私たちの例でも，

また外国の例でも，感染を起こした例は，皮肉なことに消毒

をしていた群に多いという報告がされています．

３年ほど前に，衣服の上からインスリン注射をしてよいと

いう論文が『Diabetes Care』という雑誌に掲載されてから，

消毒をしなくなった有名な大学病院や研究所が出てきていま

す．しかし，すでに1978年に『Lancet』に消毒不要の論文が

出ているのです．古い論文をたどると，1968年のころに消毒

不要，シリンジは針の先が曲がるか，目盛りがすり減って読

めなくなるまで使ってよいと述べている論文が出ています．

私は1978年から消毒をさせていませんが，問題は全く起こ

っていません．試し打ちもカートリッジの入れ替えのときだ

けでよいし，注射針も痛くなるまで変えなくても大丈夫なの

です．私の患者で，最高120回注射器を使った人がいます．

私のところの外来インスリン導入患者36例の１年半後の患

者の90％は，HbA1cが８％以下でした．これはたいへんよい

成績ですが，インスリンの打ち方を前述のように簡便化した

ことも原因の１つになっていると思います．

またα-グルコシダーゼ阻害薬を積極的に併用しているの

も成績のよい理由でしょう（α-ＧIの併用でHbA1cが平均

0.8％下がります）．

患者であるということで，糖尿病のコントロールのみを重

要視して，少しでも悪い結果が出るとすぐに叱ったり，合併

症が出ると脅かしたりしてはいませんか．

患者も人の子です．生涯にわたって，食事と運動のコント

ロールを100％完璧にはできません．それを許してあげ（もち

ろん，毎日いいかげんな生活をしている人は別ですが），む

しろそのときの対応の仕方を考えさせるようにしたほうが，

患者は安心して本音を言えるようになります．

患者が本音を言わず，隠れて民間療法をしたり，旅行をし

たり，宴会に出たりすると，指導のしようがなくなります．

また，なかにはきびしく言われて強迫的に食事･運動療法を

強いられている患者に出会うこともあります．

私は前にも述べたように，｢糖尿病のコントロールのため

に人生があるのではなく，豊かな人生を送るために糖尿病を

コントロールするのです｣と話しています．そうすることで

本音が出てきて，かえってコントロールがよくなる場合が多

いように思います．そして，｢自由の日｣にどのように対応す

糖尿病看護
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るかを患者自身に考えさせることが大切です．

また，間食のあるときには，即効型インスリンを２単位打

つとか，α-グルコシダーゼ阻害薬を併用するなどの応用を

教えてあげるとたいへん喜ばれます．優等生の患者であれば，

｢自由の日｣にも食べたあと50分ぐらい歩くとか，天ぷらはコ

ロモをとって食べるとか，デザートは食べない，食べるとし

ても前に出た食品のなかで１品抜くなどの工夫を自分でして

くれますが，そのようなことをすべての患者に要求してはい

けません．

患者一人ひとりのいろいろな生き方を認めたうえで，より

よい方向を提案していくようにして，はじめて｢本音で話し

合える｣人間関係をつくることができるようになります．そ

うすることが，糖尿病のインスリン療法だけでなく，糖尿病

の治療全体の成功の鍵になるのではないでしょうか．

｢インスリンになったらもうおしまいだ｣とか，｢インスリ

ンは一生やめられない｣と思っている患者はかなり多いもの

です．

ですから，インスリンを打つことによって，膵臓が安静状

態になり，血糖値が下がることによって糖毒性もなくなり

（インスリン抵抗性の解除，インスリン受容体数の増加，糖

化インスリンの減少など），再び血糖降下薬が効くようにな

ることを話し，むしろインスリンを遅く導入することによっ

て逆に，｢一生インスリン｣になってしまうことを知ってもら

います．つまり，｢一生インスリンにならないように，１日

も早くインスリンを打つ｣ことを理解してもらうことが重要

です．

しかし，その必要性は理解されても，インスリンはいやだ

という人は多いものです．つまり，｢前熟考期（絶対にいや，

必要性を認めない）｣や｢熟考期（必要性はわかるが，インスリ

ンだけは打ちたくない）｣にとどまる患者が多いのです．その

ようなときの指導として，インスリンを打たないでこのまま

続くと失明してしまうとか，脚の切断になるとか，透析にな

ってしまうなどと脅かしてインスリン導入をしようとしてい

る看護婦さんをよくみますが，これは逆効果で，むしろ禁忌

です．脅かしてインスリン導入とするのはいけません．

そんなことをするよりも，私の場合はインスリンの針を直

接私に刺してみせます．そして針を代えて，患者のお腹に針

を刺してみせます．そうすることで，ほとんどの患者は注射

に同意します．｢前熟考期｣から，いきなり｢熟考期｣｢準備期｣

を乗り越えて，｢実行期｣に入ります．ぜひ試してみてくださ

い．

３つの具体例をあげておきます．

患　者：Aさん，46歳，女性，身長164cm，体重42kg．

既往歴，家族歴：とくになし．

現病歴：43歳のとき糖尿病を指摘される．前年１年間で体

重10kg減少．Ｎ病院に教育入院．1600kcal，ダオニー

ル 7.5mgでFPG（空腹時血糖）200mg/dl以上．眼底正常，

神経伝導速度正常．生化学検査，抗GAD抗体，HbA1c，

CPRの検査指示後，ただちにインスリンPF30R10‐０‐

６，血糖自己測定１日２回．

■患者への説明

二次性無効であって，CPRが保たれていれば一時的イン

スリン，抗GAD抗体陽性であれば１日４回法のインスリ

ンと血糖測定になることを話す．

■経過

検査の結果，驚くことにHbA1c 17.1%， 抗GAD抗体

32.8U/ml，CPR 0.2ng/dl以下で，１型糖尿病であった．

前医はかなりの大病院なのに，しかも入院しているのにこ

の結果である．怒りまで感じる．検査をしなければ私も２

型糖尿病のインスリンが必要な時期と思って治療していた

と思う．

インスリンを私自身に打ってみせて，次に患者に打つこ

とで痛くないことを実感させる．現在，R８‐８‐８N４で

HbA1c 7.5%，血糖測定は１日４回．

１型糖尿病でも，長く不適切な治療をしているとコント

ロールが困難になる例である．現在の体重は53kg．

事例１
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患　者：Bさん，48歳，男性，身長167.5cm，体重65.7kg．

既往歴，家族歴：とくになし．

現病歴：その年の会社の健康診断でFPG 262mg/dlを指摘

され，ただちに当院を受診．眼底正常，神経伝達速度正

常．生化学検査，抗GAD抗体，HbA1c，CPR検査を指

示する．

■患者への説明

ときどき抗GAD抗体が陽性に出る以外は，食事と運動

で十分にコントロール可能と話す．このように前もって話

すことがコツだと考える．

■経過

検査の結果，HbA1c 11.7%，抗GAD抗体3.4U/mlと陽性

（1.5未満が正常），CPR 2.4ng/dl．つまり，インスリン分

泌能が正常に保たれている｢ゆっくり進むインスリン依存

型糖尿病（SPIDDM）｣である．

悪くなるまで食事療法，またはSU薬をはじめとした経

口薬で治療するという考え方もあるが，インスリンそのも

のがSPIDDMの重症化を防ぐという考えが有力なのでイ

ンスリンを勧めた．PRN４単位で良好なコントロールが得

られている（HbA1cで５%，5.4%）．

患　者：Cさん，66歳，女性，身長157cm，体重60.4kg，

最大体重67kg（参考：A病院看護部長の経歴あり）．

既往歴：44歳のとき子宮筋腫手術，45歳で腎炎．

家族歴：とくになし．

現病歴：64歳で糖尿病を指摘され，経口薬で治療していた

がコントロール不良．66歳の年の３月15日よりインスリ

ン治療開始，1440kcalでヒューマリンＮ30単位の結果，

HbA1c 10%以上，しかし合併症はない．４月22日，当

院へ来院．生化学検査，抗GAD抗体，HbA1c，CPR検

査を指示．ヒューマカート3/7  14‐０‐６に変更．

■患者への説明

前医のインスリン投与が不適切であったので，インスリ

ンが減ること，CPRが高値であれば将来は経口薬も可であ

ることを話す．

■経過

検査の結果，抗GAD抗体陰性，HbA1c 10.2%，CPR 9.4

（正常0.5～2.9ng/dl）．この患者は，インスリン分泌不足よ

りも，インスリン抵抗性が病気の主体である．正しい食事

と運動療法をすれば将来インスリンがやめられるかもしれ

ない．

インスリンは20単位を超えたら２回に分けるのが通常

で，しかも適切に分けると投与量が減少するので前記のよ

うな指示になる．

消費カロリーが1730kcalなので，もう少し運動量を増す

ことにして，1600kcalの指示．運動はしっかりしているが，

食事はオーバー．しかし野菜が増え，単純糖質減少．体重

は徐々に増えているが，３か月後HbA1c 6.1%，６か月目

には夕方のインスリンをグリミクロン40mgにするが悪化

しないので，次回よりダオニール 1.25mg（２‐０‐１）でコ

ントロール良好（HbA1c ６～6.3%）．

事例２ 事例３
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人間の体成分（Body Composition）は

水，蛋白質，脂肪，骨などから構成され

ています．ところが，正常に保たれてい

るこれらの体成分が一旦崩れると，肥満

などの問題からさまざまな慢性疾患（生

活習慣病，骨粗鬆症，ホルモン･免疫機

構の障害）へ移行することがわかってき

ました．すでにアメリカでは10数年前か

ら体成分の研究が進められていて，体成

分を的確に把握することが糖尿病，腎透

析，ネフローゼ，肥満などの予防･診断

につながるとされています．わが国でも

ようやく，肥満を正確に判定するのは体

重だけではなく体脂肪率も重要であるこ

とが一般にも普及してきましたが，体成

分測定はさらに一歩進んだ考え方といえ

ます．

こうした概念をもとに，ハーバード大

学医学部との共同研究から開発･製品化

されたのが，人間の身体の基本構成バラ

ンスに着目した高精度体成分分析装置

〈InBody 3.0〉．

使用法はいたって簡単で，両手で電極

を持ち，両足で足用電極の上に立ち，90

秒で測定完了，結果が印刷されます（図）．

本器の特長は，①四肢と体幹それぞれ

の部位別体液分布を考慮し，全身を測定

することで，日内変動を解消した，再現

性の高いデータが得られる，②細胞内外

液量を分けて測定することで，腎臓疾患

と関係のある浮腫の状態を見ることがで

きる，③生活習慣病と深い関係のある内

臓脂肪を腹部脂肪率（ウエスト･ヒップ比）

として得られる，④患者個人の体成分に

あった適正体重を算出し，脂肪と筋肉の

調整量が得られる，⑤従来の測定法に利

用されていた性別や年齢といった経験的

変数を排除している，つまり肉体そのも

のを測定することなどがあげられます．

｢InBody 3.0では，治療中，体重の変

化がみられなくても脂肪量や筋肉量など

が変化しているなど，体重だけではわか

らない身体の変化を体成分の変化とし，

相対的な棒グラフと数値で示しますの

で，患者さんからも見やすく，理解しや

すいと好評です｣と，マーケティング部

管理栄養士の藤田朝子氏．

今年度，本器は日本で初めての体成分

が測定できる医療機器としての販売許可

を得て，保険点数適用になりました．｢全

国の大学病院を中心に多くの診療科に納

品し，学会研究発表もされて，大きな反

響をいただいています｣と，課長の崔 元
チェーウォン

哲
チョル

氏．

いよいよ食欲の秋がやってきたいまこ

そ，改めて適正体重･肥満について考え

てみることが必要ではないでしょうか．

話題の新製品から、臨床の現場で役立つ便利でお得な情報などを，実際に開発にかかわった
スタッフにインタビュー．開発意図や内容を聞き出すページです．さて，今回の訪問先は……．

藤田　朝子氏
（管理栄養士)

崔　元哲氏
（課長）

●問い合わせ先：株式会社バイオスペース
Tel 03-5298-7667（代）E-mail  biospace@biospace.co.jp

●InBody 3.0は，第21回日本肥満学会（2000年10月19～20日，
名古屋市中小企業振興会館）にてデモ展示されます．

図　糖尿病患者（65歳･男性）の体成分分析表．
グラフ化されるので理解しやすい


