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糖尿病合併症の第１回目として，まず意識障害と網膜症を

取り上げる．

意識障害の程度は，患者への質問とその返答でおおよその

鑑別ができる．また返答が不十分な場合は，｢目をあけて｣と

か｢右足を曲げて｣などの行動を指示したり，肩を揺すったり，

皮膚をつねったりする．

反応が高度に低下している可能性があれば，耳の下の茎状

突起を圧迫したり，指を曲げて角で胸骨部をぐりぐりと圧迫

すると，たいていは反応が出る．

意識障害の程度は清明（意識障害なし），傾眠（眠たそうな

状態で声や身体への刺激に反応する），昏迷（痛み刺激にしか

反応しない），昏睡（痛み刺激に無反応で完全に意識消失）に

分類される．

意識障害の評価には，日本で利用されているJapan Coma

Scale（３‐３‐９度方式，表１）が参考となる．この方式は，

意識状態を客観的に把握し，その標準化をはかるために大変

有用である．

■意識障害の鑑別

糖尿病患者にみられる意識障害では，糖尿病に特徴的な状

態と，非糖尿病患者でもみられる意識障害を鑑別することが

重要である．

1非糖尿病患者にもみられる意識障害

脳血管障害，重症感染症，高度肝障害による肝不全，不整

脈，薬物中毒，てんかんなどの精神疾患でみられる．
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表１　Japan Coma Scale（3‐3‐9度方式）

I．刺激なしで覚醒
1．清明とはいえない
2．見当識障害あり
3．名前，生年月日が言えない

II．刺激すると覚醒
10．呼びかけて容易に開眼
20．疼痛刺激で開眼
30．呼びかけを繰り返すとかろうじて開眼

III．刺激しても覚醒しない
100．痛みに対し，払いのけるような動作
200．痛み刺激で少し手足を動かしたり，顔をしかめる
300．痛み刺激に反応しない

2糖尿病患者にみられる意識障害

代謝･電解質異常での状態が多いが，心筋梗塞や腎不全が

背景にあることもあり，全身の評価が重要である．

臨床経過，麻痺の有無，バイタルサインを測定し，血液一

般，生化学検査（血糖，電解質，尿素窒素，CPK，ケトン体

など），尿検査，血液ガス，心電図，胸部X線写真，脳CT，

脳波で見落としがないように対処する．

高齢者では転倒による硬膜外血腫も少なくない．

3鑑別のポイント

意識障害の鑑別は表２に示した．臨床的には低血糖が高頻

度で，次にケトアシドーシス性昏睡ないし非ケトン性高浸透

圧性昏睡があり，乳酸アシドーシス性は少ない．

意識障害発症前の摂食状況，飲酒，下痢･嘔吐などでの水

電解質喪失，ソフトドリンク症候群を引き起こす糖分を含む

飲料水の摂取過多，薬物（経口血糖降下薬，インスリン，利

尿薬，向精神薬など）につき，家族や関係者より情報を入手

する．
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■治療

1低血糖

低血糖に対しては，経静脈的にブドウ糖を注射する．

2昏睡

ケトアシドーシス性昏睡時や非ケトン性高浸透圧性昏睡例

は，血管を確保し，脱水と電解質を補正して，インスリン注

射を開始する．

急激なインスリン投与での血糖低下は脳浮腫をきたすため

注意が必要である．図１はインスリンの持続注入でのインス

リン使用量での比較で，５～10単位/時間が無難である．

3乳酸アシドーシス

乳酸アシドーシス例は，インスリンおよびブドウ糖の補給

以外に，アシドーシス補正薬や人工透析を施行する．

4胃拡張

胃拡張例は，経鼻胃管を挿入する．

低血糖性昏睡

薬物治療をしている1型および2
型糖尿病

経口血糖降下薬，食事量の不足，
食事時間の遅れ，運動量の増大，
インスリン注射の過剰

急激

発汗，顔面蒼白，動悸，振戦，不穏

通常30mg/dl＞
（－）
（－）

20mEq/l＜
→
→
→
→
→
→
→
→
↓↓↓

表２　糖尿病性昏睡の鑑別診断

病型

発症前の誘因

発症形式

前駆症状

身体所見
血糖値
ケトン血症
尿ケトン体
HCO3
乳酸
pH
Na
K
Cl
FFA
BUN
浸透圧
尿量

ケトアシドーシス性昏睡

インスリン依存型糖尿病，
不安定型若年糖尿病

1型糖尿病の発症時，インスリン
注射の減量ないし中止，感染症，
ストレス，摂取不良

比較的急速

はげしい口渇，多飲，多尿，全身
倦怠，体重減少，胃腸障害（悪
心・嘔吐，腹痛）

通常300mg/dl＜
（+）～（+++）
（+++）
15mEq/l＞

－
↓

通常140mEq/l＞
初期上昇，末期低下
低下することが多い
著明に増加
↑↑
↑↑
↓↓

非ケトン性高浸透圧性昏睡

インスリン非依存型糖尿病，肝・
腎障害合併例，高齢者糖尿病

急性感染症，火傷，手術，脱水，薬
剤（降圧利尿薬，ステロイド薬，免
疫強制抑制薬），腎障害，肝障害，経
管栄養，高カロリー輸液，高齢者

緩徐

不明瞭なことが多い，全身倦怠感，
頭痛，胃腸症状

通常800mg/dl＜
（－）～（+）
（－）～（+）
20mEq/l＜

－
→～↓

通常150mEq/l＜
やや増加傾向
正常時に上昇
ほぼ正常
↑↑↑
↑↑
↓↓↓

乳酸アシドーシス

インスリン非依存型糖尿病

経口血糖降下薬（フェンフォルミ
ン），心・肝不全，ショック，重症感
染症，腎盂炎などの腎障害，血管
造影，経静脈的腎盂造影

比較的急速

胃腸症状（悪心・嘔吐，腹痛），筋
肉痛，過呼吸，全身倦怠感，頭痛

通常200mg/dl＜
（－）～（+）
（－）～（+）
15mEq/l＞
↑↑↑
↓
↓

増加傾向
低下することが多い

増加
↑↑
↑↑
↓↓

文献５）より引用

図１　インスリン少量静脈内持続注入法による糖尿病性昏睡の治療
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5意識状態の回復

体温，血圧，利尿と意識状態の回復をみる．血糖値，血中

pH，電解質を継続的に測定し補正する．

6その他の注意

治療上のその他の注意として，肺浮腫，血栓性塞栓症や褥

創形成がある．

7客観的評価

必要な治療ができているか，過不足はないかなどの客観的

なチャート利用（表３の筆者使用例参照）による評価が重要で

ある．

■予防･指導

患者および家族に対して，緊急時対策の教育が重要である．

1口渇時の対応

口渇時の対応は，飲水としてお茶，ミネラルウォーターを

主とする．電解質と糖質を含む健康飲料水や各種ドリンク剤

は避けたほうが好ましい．果物でのスイカ，メロンなどは瞬

時高血糖をきたし，口渇により再度摂取の悪循環を呈するた

め，栄養指導も季節に応じた指導をする．

2インスリン依存型への対応

インスリン依存型に対しては，感冒時，下痢･嘔吐症状が

糖尿病看護

病室　　　　号　　氏名　　　　　　　　　　殿　　年齢　　　　歳　　男・女　　　　　入院　　　　年　　　　月　　　　日　　AM・PM　　　　時　　　　分　　No.　　　　

診断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主治医　　　　　　　　　　　

①血液検査：

血糖（夜間はフッ化ソーダ入りチューブで保存），血液ガス，

血清生化学，血液一般，血沈，HbA1c，フルクトサミン，乳

酸，ピルビン酸，血中ケトン体，アミラーゼ分画，リパーゼ，

エラスターゼ

②尿検査：検尿一般（尿中ケトン体定性，沈渣）

③胸･腹部X線（胸部は補液合再検）および心電図

④細菌検査：血液培養･痰･咽頭培養

⑤抗生物質投与

⑥場合により頭部CTスキャン

Na（mEq/l） K（mEq/l） Ca（mEq/l） Cl（mEq/l） Lact（mEq/l） Glu（g/dl）

生理食塩水 154 0 0 154 0 0

ソリタT3号 35 20 0 35 20 4.3

ソリタT3号G 35 20 0 35 20 7.5

フィジオゾール3号 35 20 0 38 20 10.0

EL3号 40 35 0 40 20 5.0

ラクテック注 130 4 3 109 28 0

表３　糖尿病性昏睡の flow sheet

意識 BP PR ケトン 血糖 HCO3/pH Na Ｋ Hb, Pi, ケトン U/h U 製剤名　 容量 水 Na K 糖　他
日時

経過
時間

バイタルサイン 尿　　　　　　　　　血　　　　液　　　　　　　　　インスリン 輸液　　　　　 １回量/総量
経口
摂取

1日合計

排液
その
他

尿量
IN
総量

OUT
総量

総
バラ
ンス

CVP

入院時

（東京女子医科大学糖尿病センター）
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ある場合のシックデイ対策の指導が必要である．インスリン

依存型例は感冒罹患でインスリン感受性が低下するため，血

糖を測定し増減量を指導する．

3ブドウ糖の携帯

経口血糖降下薬やインスリンの使用例は，ブドウ糖の携帯

を義務づける．

4糖尿病患者であることを明らかにする

自分が糖尿病患者であることのペンダントないし証明証を

財布に入れさせる．

5家族への教育

また，インスリン依存型例に対しては，家族によるグルカ

ゴン筋注をふだんより教育しておく必要がある．

6身体不調時の対応

患者が身体不調時は，早急に病院を受診し，医師の指導と

治療を受けることが重要である．

糖尿病眼合併症の発生頻度は，船津らによると表４のよう

に多彩である．とくに白内障は，高齢者はもちろん若年糖尿

病患者にもみられるため注意が必要である．ここでは主とし

て糖尿病性網膜症と黄斑症に関して述べる．

■網膜症の治療（表５）

1血糖コントロール

種々の大規模調査で，血糖正常化に近づけることが糖尿病

性網膜症の改善をもたらした．

・血糖目標値は，おおよそ空腹時血糖値で120mg/dl以下，

食後２時間で180mg/dl以下，HbA1c７%以下とする．

・糖尿病罹病期間が10年以上例は，インスリン治療が必要．

・血糖コントロール不良期間が３年以上例は，血糖コントロ

ールを急激に行うと，網膜症の悪化をみることがあるので

注意が必要である．

・眼科での定期的な眼底検査が必要である．

2眼科的治療

薬物療法，網膜光凝固と硝子体手術がある．

3患者教育

・視力障害のない糖尿病患者と診療医師の，網膜症に対する

無関心が問題となっている．

・眼科受診までの経過が長い点と，初期治療の遅れが問題と

なる（表６）．

・糖尿病発見時は必ず眼底検査を含めた合併症の有無に関す

る検査が重要である．また，定期的な眼底検査の重要性を

繰り返し患者に教育する必要がある．

■黄斑症の治療

黄斑症は，非増殖網膜症に生じた黄斑部病変と定義されて

いる．

1治療法

黄斑症に対する治療には，光凝固療法と薬物療法がある．

2薬物療法

薬物としては抗プロスタンジン薬，アセタゾラミド，抗血

栓療法や漢方薬が使用されている．

表４　糖尿病眼合併症の発生頻度

文献７）より引用

illustration：増田 康夫

合併症 頻度（％）

白内障 20～60

網膜症 30～60

黄斑症 10～20

屈折調節異常 2～8

角膜症 10～70

視神経症 0.2～0.5

眼筋麻痺 0.2～1.0

緑内障 3～5

虹彩毛様体炎 1～5
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糖尿病看護

■妊娠と網膜症

妊娠前は必ず眼科検査を施行し，血糖正常化後の計画妊娠

が重要である．

糖尿病患者の妊娠は，胎盤ホルモンの増加によるインスリ

ン抵抗性をもたらし，血糖コントロール悪化以外に網膜症を

増悪させることが多い．治療の主体はレーザー光凝固である．

■予防・指導

1血糖コントロール

血糖コントロールを正常に近づけることにより，糖尿病性

網膜症が改善したり，進行悪化を遅延できることが判明した．

自己血糖測定を勧め，強化療法による血糖正常化をはかる．

2高血圧管理

血圧上昇は網膜動脈の潅流圧の増加をきたし，黄斑浮腫を

悪化させるため血圧管理が重要である．

3薬物療法

抗血小板製剤の使用は血液凝固線溶系の改善がみられ，網

膜症はもとより脳血管･心臓･下肢循環障害に有用である．

4定期的な眼科受診

自覚症状に乏しいので，早期網膜症は定期的な診察で検出

する．

5緊密なチーム医療

表７に示すように，アンケート調査では患者教育の点で足な

表５　糖尿病性網膜症治療方針のまとめ

〔記号の意味〕： ◎：絶対適応
◯：必要に応じて適応を考える　
△：注意深く適応を考える
×：制限を加える
－：通常は行わないが，禁忌ではない

網膜症の病期1） 診察間隔

全身への治療 眼局所への治療

光凝固
運動 薬物2） 硝子体手術

準PRP3） PRP 黄斑凝固局所

血糖
コントロール

文献８）より引用
〔注〕1）病期分類は福田分類による

2）網膜症治療を目的とした薬物全身投与
3）PRP：panretinal photocoagulation
4）AII期で，網膜毛細血管床閉塞領域が2象限を越えて存在する
ような状態

血糖コントロール

網膜症なし～AI期 ◎ ◯ ◯ － － － － － 開始時：1～2か月

血糖安定日：3～6か月

AII期（軽症） ◎ ◯ ◯ ◯ － － ◯ － 同上

AII期4）（重症）～BI期 ◎ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ －
光凝固前：毎月

光凝固後：2か月以内

BII期～BV期，VI期 ◎ × ◯ ◯ ◎ ◎ ◯ ◯ 1か月に1回以上

AIII期～AV期 ◎ △ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 1～3か月
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みの違いがみられるが，眼科･内科･看護婦･コメディカル･家

族，その他関係する人々の協調と継続的な治療が重要である．

■中途視力障害者に対して

1糖尿病の治療上の問題点

・食事：調理，食事の状態，摂取カロリーやバランスなどに

関して聞き取り，必要に応じて栄養士の訪問指導を検討す

る．

・ストレスコーピング：精神的なストレスに対するカウンセ

リングが必要である．

・インスリン自己注射：注射器の目盛りが見づらい人は拡大

装置をつける．高度視力障害例は，別の人にインスリンを

あらかじめ吸引してもらい，自己注射が可能かどうかテス

トしてみる．

・血糖測定：結果が音声でわかる装置があるので，利用が可

能かどうかを検討する．

・糖尿病性弛緩膀胱例の自己導尿：家族の教育，訪問指導お

よび介助が必要である．

・清潔保持：身体の清潔に関し，聞き取る．ことに陰部や足

に関しての病変の有無について観察し，早期発見に努める．

眼底検査の間隔

12か月以内 48.5 56.9 54.6 43.6

13～24か月未満 17.4 22.5 16.9 17.4

24か月以上 34.1 20.6 28.5 39.0

糖尿病と診断後，初めての眼底検査までの期間

12か月以内 61.4 68.9 66.6 57.3

13～24か月未満 17.9 20.9 15.6 19.2

24か月以上 20.3 9.4 17.6 22.9

眼底写真の既往 27.5 40.1 35.3 21.1

網膜症の指摘 26.2 45.0 37.1 17.1

網膜光凝固の施行 25.7 42.7 27.7 16.6

2405名，18歳以上の糖尿病患者を対象としたアンケート調査

患者教育の重要性
非常に重要である 151（78.2） 81（66.9） 232（73.9）
重要である 42（21.8） 37（30.6） 79（25.1）
あまり重要でない 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0）
重要でない 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0）
その他 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0）
回答なし 0 1 1

患者教育の頻度（複数回答）
受診ごとに行う 64（33.2） 67（55.4） 131（41.7）
主に初診時に行う 90（46.6） 34（28.1） 124（39.5）
何か問題時に行う 36（18.7） 19（15.7） 55（17.5）
とくに行っていない 0（0.0） 1（0.8） 1（0.8）
その他 3（1.5） 0（0.0） 3（1.0）
回答なし 0 1 1

患者教育の方法
チーム医療で行う 22（11.5） 5（4.1） 27（8.6）
医師が主に行う 166（86.4） 112（91.8） 278（88.6）
医師以外のスタッフが行う 4（2.1） 3（2.5） 7（2.2）
視覚障害者メディアを使用 0（0.0） 1（0.8） 1（0.3）
その他 0（0.0） 1（0.8） 1（0.3）
回答なし 1 0 1

全国の315名の眼科医を対象としたアンケート調査
文献14）より引用

表６　眼底検査を受けるまでの期間と頻度（％）

全体 1型糖尿病 2型糖尿病 2型糖尿病
（インスリン使用）（インスリン非使用）

文献10）より引用，一部改変

表７　眼科医の患者教育に関するアンケート調査結果

病院 診療所 全体
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2社会的救済

厚生省の視力障害者の統計では，失明の原因の第１位に糖

尿病網膜症があり，今後増加傾向がみられる．矯正視力が

0.1以下は視覚障害者であり，視力0.02未満を失明としている．

身体障害例は今後の生活に役立つように身体障害者福祉法

に定められた手続きを居住区の福祉事務所で行い，種々の補

助を受ける．視力障害例に対しては早期からのリハビリテー

ションが必要である．また，視力障害者は心理的・社会的問

題点に関してソーシャルワーカーの介入が必要である．

点字に関して，糖尿病患者は神経障害があるため指での文

字認識が困難な例が多い．

コミュニケーションに関しては電話がよく利用されるが，

今後はインターネットを介した連携が必要である．自宅と病

院でのバリアフリーの整備が重要で，そのほか盲導犬の利用，

訪問看護や糖尿病療養指導士の介助が必要である．


