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糖尿病神経障害は，除外診断が重要である．次のような内

容に分類され，治療がなされてきた．

1 ◆神経障害の種類

従来，種々の分類があるが，1997年のDyckの分類（表１）１）

が参考となる．

1感覚神経障害

手足のしびれや痛みなどの異常感覚がみられる．血糖コン

トロールの長期不良例が短期間に血糖コントロールをつけた

あとに生じる足の痛みは，治療後神経障害とされている．

臨床的には，無自覚性低血糖や無痛性心筋梗塞がみられ，

注意が必要である．夜間の無自覚性低血糖対策として，就眠

前の血糖測定で注射量をスライディングスケールする．

痛みに対しては，各種鎮痛薬やメキシチールが使用されて

いる．

2運動神経障害

筋肉萎縮がみられ，筋力低下，疲労感，夜間のこむら返り

がみられる．また，脳神経障害（眼筋麻痺，顔面神経麻痺，

聴神経麻痺：写真１）や四肢･躯幹単神経麻痺（尺骨神経，腓

骨神経の麻痺など）がみられる．

前者は対症的治療となり，後者は関節固定装具使用により，

良肢位の保持を保つ．

3感覚器障害

味覚障害や突発性難聴がみられる．後者にはステロイド薬

療法や高圧酸素療法が行われている．

12

患者指導の実際

合併症の予防と治療② ―――神経障害，腎症

新城孝道●Takamichi Shinjo-
東京女子医科大学糖尿病センター講師

糖尿病看護

①糖尿病性末梢神経障害（DPN）：対称性感覚運動多発性で，各程
度の自律神経障害を伴う

②糖尿病性腰仙部神経叢神経障害（DLSPN）：糖尿病性筋萎縮症，
近位性糖尿病性神経障害，大腿ニューロパシー，その他

③糖尿病性胸腰部神経根ニューロパシー（DTLRN）

④糖尿病性上肢モノニューロパシー（DULM）：手根管症候群，肘
部管症候群

⑤虚血性神経損傷：末梢血管病を伴う．

⑥体重減少を伴う糖尿病性有痛性神経障害

⑦糖尿病性汎自律神経症

⑧低血糖性（インスリン）神経障害

⑨糖尿病性上膊根神経叢神経障害（DBRPN）

⑩糖尿病性多発性モノニューロパシー（DMM）

⑪眼球運動モノニューロパシー（DCRⅢ）

文献１）より引用

表１　Dyckの分類（1997年）

写真１　糖尿病性神経障害

48歳，男性．糖尿病歴８年．空腹
時血糖215mg/dl，HbA1c10.8％．
急に右眼瞼の下垂と顔面のゆがみ
が出現．糖尿病性神経障害で，顔
面神経麻痺，動眼神経麻痺を示す
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4自律神経障害

心臓血管系：心拍異常，起立性低血圧や血管運動異常がある．

起立性低血圧では腹帯，下肢弾性包帯，摂取食塩の増量，

ミネラルコルチコイド系や昇圧薬（メトリジン）が使用され

ている．

消化器系：食道運動異常，胃腸麻痺，下痢と便秘，胆嚢無力

症がみられ，消化不良をきたし，栄養障害の一因となる．

糖尿病胃腸障害に対するインスリン注射例では低血糖が起

こりやすい．胃アトニーに対してはエリスロマイシン，ガ

スモチンが，また下痢に対してはロペミン，アヘンチンキ

などが使用されている．

泌尿器系：弛緩性膀胱，インポテンツ，逆行性射精などがみ

られる．弛緩性膀胱（写真２）に対しては，定時間での排尿

の習慣化，用手排尿がある．また，導尿や膀胱留置カテー

テルを使用することがある．その他，薬物療法（ウブレチ

ッド）と電気刺激療法がある．インポテンツは器質性と機

能性の鑑別が重要で，治療として内服薬（バイアグラ），補

助器具，プロステーシス挿入術などがある．バイアグラを

使用する場合は，血圧低下より死亡する例もあるため注意

が必要である．

皮膚：発汗異常による上半身の発汗過多があり，また反面，

下半身の乾燥傾向がよくみられる．味覚発汗（味覚性多汗

症）では，強い香辛料を控える．

瞳孔反射異常：瞳孔の明暗反応障害がみられる．

2 ◆治療

1糖尿病

血糖コントロール

2薬物療法

・ビタミン剤：ビタミンB剤（メチルB12製剤）

・アルドーズリダクターゼ阻害薬

・血管拡張剤（プロスタグランジンE１，その他）

・γ‐リノレイン酸など

3 ◆予防

1血糖コントロール

DCCT（Diabetes Control and Complication Trial）での大

規模調査２）で，血糖の強化療法の有用性が証明されている．

2嗜好での注意

疼痛に対する寝酒は，一過性で酒量が増加し，逆に神経障

害を助長するため，禁酒が好ましい．

3胃腸障害例での低血糖に対して

この場合，ブドウ糖の摂取ですぐに回復しないため，量を

多く液状で摂取し，右側臥位をとる工夫が必要である．

あらかじめ，家族にグルカン注射の指導をすることが重要

である．

4民間療法や健康療法に注意

疼痛に対する鍼灸治療は，感染を併発する可能性があるの

で避ける．

5筋力アップ

転倒予防のため，壁や柱に寄り，片足立ちを交互に行う．

骨密度の増加にも役立つ．

末期腎症での透析導入患者の原疾患の第１位を糖尿病が占

め，今後増加が見込まれる．その準備と対策が必要である．

糖尿病性腎症は，ごく早期の例より透析や腎移植例まで幅

広いため，ガイドラインの活用が実用的である．写真２　排尿障害の造影所見

68歳，男性．糖尿病歴19年．
排尿障害で検査を施行．残
尿が多く，“松ノ木”状の造
影所見がみられる．糖尿病性
神経障害による“弛緩膀胱”
を示す

illustration：増田 康夫
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1 ◆病期分類と治療

1早期発見基準（表２）

２型糖尿病は発症時期が不明で，腎症への移行が推定しに

くい．表２のような研究調査での勧告が参考となる．

尿中の微量アルブミンの排泄の上限が約200μg/分として

いる．

2生活指導基準（表３）

厚生省研究班での生活指導基準が設置され，利用されてい

る．

3食事療法指導基準（表４）

食事療法での注意：従来の必要カロリーの制限，バランスの

よい食品の摂取に慣れた患者が，蛋白質制限，高糖質，高

脂質摂取に戸惑う例が多い．

従来慣れ親しんだ糖尿病の食品交換表を修正した糖尿病性

腎症の食品交換表（1998年日本糖尿病学会編）の活用が，よ

りコンプライアンスが高まるものと思われる．表５がその分

類表である．

必須アミノ酸製剤（アミユー顆粒）の内服で，貧血の改善や

必須アミノ酸欠乏に有用である．

4慢性腎不全透析導入基準（表６）

保存的治療では，腎障害の進行阻止に限界が生じる．糖尿

病患者は全身の動脈硬化症の進行や臓器機能低下を合併する

ため，適切な透析導入が必要である．

糖尿病看護

表３　糖尿病性腎症生活指導基準

生活一般 勤　務 運　動 家　事 妊娠･出産

普通生活 普通勤務
原則として糖尿病の
運動療法を行う

普通に可 許可

普通生活 普通勤務
原則として糖尿病の
運動療法を行う

普通に可 許可

普通生活 普通勤務

原則として運動可
（ただし病態*によりそ
の程度を調整する．過
激な運動は不可）

普通に可
病態*や経過により慎重

に考慮

軽度制限
（過労の残らない範囲の
生活）

軽度制限
（業務の種類により，普通
勤務～座業までにする）

運動制限
（体力を維持する程度の
運動は可）

軽度制限
（疲労のない程度に可）

不可

制限

軽勤務～制限勤務
（疲労を感じない範囲の
座業を主とする．残業，
夜勤は避ける）

運動制限
（散歩やラジオ体操は
可）

制限
（疲労を感じない程度の
軽い家事）

不可

軽度制限
（過労の残らない範囲の
生活）

原則として軽勤務
（超過勤務，残業はとき
に制限）

原則として軽運動
（過激な運動は不可）

普通に可
（疲労の残らない程度に
する）

本人の希望および
医療側の出産条件が
そろえば可

＊病態：尿蛋白量，高血圧の程度により区分ランクを低くする
注）増殖性網膜症を合併した症例では，腎症の病期にかかわらず制限を加える

厚生省糖尿病調査研究班，平成５年度より

来院時尿（随時尿）を用い，市販のスクリーニング用キットで測定
する．

上記スクリーニングで陽性の場合，あるいは初めから時間尿を採取
し，以下の基準に従う．

夜間尿 10μg/分以上
24時間尿 15μg/分以上
昼間（安静時）尿 20μg/分以上

１）Ⅰ，Ⅱの両者とも，日差変動が大きいため，複数回の採尿を行
い判定すること

２）試験紙法で尿蛋白軽度陽性の場合でも，尿中アルブミン測定が
望ましい．なお，微量アルブミン尿の上限は，約200μg/分
とされている

３）以下の場合は判定がまぎらわしい場合があるので検査を避ける
①高度の希釈尿
②妊娠中･生理中の女性
③過激な運動後，過労，感冒など

Ⅰ．スクリーニング

Ⅱ．診断

Ⅲ．注意事項

表２　糖尿病性腎症早期診断基準

厚生省糖尿病調査研究班，1990年より

第1期
（腎症前期）

第2期
（早期腎症期）

第3期
（顕性腎症期）

第4期
（腎不全期）

第5期
（透析療法期）

病　期

A

B



●主に糖質を含む食品（Ⅰ群）

●主に蛋白質を含む食品（Ⅱ群）

●主に脂肪を含む食品（Ⅲ群）

●主にビタミン，ミネラルを含む食品（Ⅳ群）

総エネルギー（kcal/kg/日） 蛋白質（g/kg/日） 食塩（g/日） K（g/日） 備　考
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表５　糖尿病性腎症の食品分類表 表６　慢性腎不全透析導入基準

表４　糖尿病性腎症食事療法指導基準

＊：高血圧合併例では7～8g/日以下に制限する．HD：血液透析（hemodialysis），
CAPD：連続携行式腹膜潅流（continuous ambulatory peritoneal dialysis）

厚生省糖尿病調査研究班，平成４年度より

第1期
（腎症前期）

第2期
（早期腎症）

第3期A
（顕性腎症前期）

第3期B
（顕性腎症後期）

第4期
（腎不全期）

第5期
（透析療法期）

糖質
（g）

蛋白質
（g）

脂肪
（g）

1単位（80kcal）あたりの
栄養素の平均含有量食品

の
分類

食品の種類
蛋白質量
による
区分

Ⅰ．臨床症状

①体液貯留（全身性浮腫，高度の低蛋白血症，肺水腫）
②体液異常（管理不能の電解質･酸‐塩基平衡異常）
③消化器症状（悪心･嘔吐，食欲不振，下痢など）
④循環器症状（重篤な高血圧，心不全，心膜炎）
⑤神経症状（中枢･末梢神経障害，精神障害）
⑥血液異常（高度の貧血症状，出血傾向）
⑦視力障害（尿毒症性網膜症，糖尿病性網膜症）

これら①～⑦の小項目のうち3個以上のものを高度（30点），
2個を中等度（20点），1個を軽度（10点）とする

Ⅱ．腎機能

点数

8以上（10未満） 30
5～8未満（10～20未満） 20
3～5未満（20～30未満） 10

Ⅲ．日常生活障害度

尿毒症状のため起床できないものを高度（30点），日常生活
が著しく制限されるものを中等度（20点），通勤･通学あるい
は家庭内労働が困難となった場合を軽度（10点）

注：年少者（10歳未満），高齢者（65歳以上），全身性
血管合併症のあるものについては10点を加算

＊栄養素の平均含有量は小数
点以下を四捨五入して整数
値で示してあります

・穀物　・治療用特殊食品　・いも，
糖質の多い野菜と種実　・豆（大豆
を除く）

・くだもの

・魚介　・肉　・卵，チーズ　
・大豆とその製品

・牛乳と乳製品（チーズを除く）

・油脂　・多脂性食品

・野菜（糖質の多い一部の野菜を除く）
・海草　・きのこ　・こんにゃく

表1

表2

表3

表4

表5

表6

調味料

エネルギー調整食品

・みそ，砂糖，みりん，など

A 18 2 0

B 17 3 0

C 14 6 0

20 0 0

A 1 5 6

B 2 9 4

C 1 14 2

D 0 19 1

6 4 5

0 0 9

13 5 1

25～30

25～30

25～30

30～35

30～35

HD ：35～40

CAPD：30～35

1.0～1.2

0.8～1.0

0.8～1.0

0.6～0.8

1.0～1.2

1.1～1.3

制限せず＊

制限せず＊

7～8

7～8

5～7

7～8

8～10

制限せず

制限せず

制限せず

軽度制限

1.5

1.5

軽度制限

糖尿病食を基本とし，血糖コ
ントロールに努める．蛋白質
の過剰摂取は好ましくない

浮腫の程度，心不全の有無か
ら水分を適宜制限する

水分制限（透析間体重増加率
は標準体重の5％以内）

日本糖尿病学会，1998より 厚生省科学研究･腎不全医療研究班，1991より

病　期

血清クレアチニン（mg/dl）
（クレアチニンクリアランスml/分）

Ⅰ．臨床症状
Ⅱ．腎機能　　　60点以上を透析導入とする
Ⅲ．日常生活｝
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糖尿病看護

2 ◆治療

1血糖コントロール

高カロリー，低蛋白質のため，高血糖や高脂血症に移行し

やすい．そのため，動脈硬化症の進展がみられる．

2血圧の管理

浮腫に対する降圧利尿薬，アンジオテンシンII受容体拮抗

薬，AGE阻害薬が使用されている．

糖尿病性神経障害の起立性低血圧を合併することが多く，

循環血液量の低下で血圧低下がよく起こる．その対策は，下

肢挙上，薬物（リズミック，メトリジンなど）の投与や補液が

ある．

透析導入以後は食事，飲水，塩分摂取を管理し，適切なド

ライウエイト（基準体重）を維持することが重要である．

3高脂血症の治療

動脈硬化予防のために種々の薬物療法がある．副作用で横

紋筋融解症がみられるため，注意が必要である．

4活性炭吸着療法（クレメジン）

経口的に活性炭を内服し，経腸的に尿素分解産物を吸着す

る．

5日常生活での注意

ストレスや感染，ことに上気道感染は腎機能障害を引き起

こすので注意が必要である．

皮膚の乾燥に対しては保湿性軟膏を塗布し，掻痒に対して

は，抗ヒスタミン製剤の内服や軟膏を使用する．後天性穿孔

性皮膚疾患が高頻度でみられ，皮膚科医の専門的治療が必要

である．

6腎不全期～透析療法期

骨障害をきたす副甲状腺障害に対して，活性型ビタミンD

製剤，腎性貧血にエリスロポエチン製剤が使用される．

3 ◆予防

1血糖コントロール

高血糖があると易感染状態となる．また，高血糖は口渇を

きたし，その結果，水分摂取が多くなり，心不全や肺浮腫を

起こしやすい．

適切なインスリン注射療法を行う．腎障害例はインスリン

分解遅延があり，夜間の低血糖管理が肝要である．

2血圧管理

3食事療法

4感染症

尿路感染症は，腎障害の悪化要因となる．背景に排尿障害

の合併が多いため，残尿の治療が必要である．

5遺伝に関して

糖尿病性腎症の候補遺伝子多型に関して種々の報告があ

る．腎障害進展リスクのマーカーとしてのACE遺伝子DD多

型がリスクとなる．このDD多型に対して，ACE阻害薬が有

用との報告がある３）．

早期のACE阻害薬使用が，腎症発症の予防に役立つもの

と思われる．

引用・参考文献
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