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肥満でインスリン抵抗性のある例は高血圧，耐糖能異常や

動脈硬化症をきたす．軽症糖尿病であっても，生命予後に関

係する脳血管障害や虚血性心疾患の合併が高頻度にみられる

ため，注意が必要である．対策としては，糖尿病の血糖値の

正常化をめざし，かつ肥満，高血圧，高脂血症や高尿酸血症

などの早期からの厳格な治療が必要となる．

糖尿病は神経障害，末梢循環障害と感染症を主要因とする

足病変が高頻度に合併する．最悪の合併症である足壊疽に至

る例は，足病変の初期治療の遅延と不適さが大きく関与する

ため，患者教育と定期的な足の診察が重要である．

わが国の三大死亡原因として，がん，虚血性心疾患と脳血

管障害があり，血管病変への対策が重要である．動脈硬化症

は耐糖能異常以外に加齢，ストレス，喫煙，高脂血症，高血

圧，などが大きく関与している．また，動脈硬化症は多因子

により血管の内膜肥厚をきたす．血管径が比較的大きいため，

狭窄の症状出現まで年月がかかり，無症状のことが多く，発

見が遅れる．

サイトメガロウイルス，クラミジア･ニューモニア，その

他の感染症がアテローム性動脈硬化症の一因となるとされ，

その対策が論議されている．

1 ◆病態

1脳血管障害

脳出血，脳梗塞，クモ膜下出血，動静脈奇形，そのほかに

もあるが頻度的に脳梗塞が多発する．

特徴的なことは，剖検所見やMRI所見で無症候性の多発性

小梗塞が，基底核や白質にみられることが多い．

脳梗塞の多発部位は穿通枝領域にみられ，臨床的には無症

状であることが多い．しかし，将来的には痴呆に関連するた

め，予防が重要である．

2頸動脈硬化症

頸動脈超音波検査で内膜･中膜の厚さを測定することが，

動脈硬化症の評価に有用である．

プラーク形成例は脳塞栓症や眼動脈閉塞をきたすことがあ

り，治療に関しては，保存的治療と外科的内膜切除術がある．

3虚血性心疾患

冠動脈硬化症の三大危険因子として高血圧，高脂血症，喫

煙がある．糖尿病患者は非糖尿病例に比べ，虚血性心疾患で

の死亡率が1.5から２倍以上との報告がある．糖尿病患者で

の心筋梗塞は性差がみられ，比較的女性が多いという特徴が

ある．わが国では糖尿病患者の心筋梗塞合併は約３％である．

糖尿病患者の心筋梗塞の特徴として，無痛性がみられる．

そのため，安静時心電図異常のみならず，負荷心電図や24時

間心電図モニタでの精密検査が必要である．また，冠動脈病

変は非糖尿病例に比べ，末梢までびまん性で，多枝病変が多

い．

長期予後は不良で，再発率が高い．心筋梗塞例ではPTCA

（経皮的血管形成術）や冠動脈バイパス術に関し，非糖尿病例

と比べ成績に差がない．

4動脈硬化性下肢閉塞症

次項の｢足病変｣参照．

5その他

動脈硬化性腎症：動脈硬化性糸球体硬化症で，腎障害が出現
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する．糖尿病細小血管障害での腎障害に動脈硬化症が合併

すると末期腎不全に移行しやすいので，全身的な動脈硬化

症の治療が重要である．また，腎動脈閉塞例をきたすこと

がある．

内臓動脈硬化症（腸間膜動脈循環障害）：腸間膜動脈硬化症で

腸の虚血状態が起こる．高齢の高度動脈硬化進行例にみら

れ，食後腹痛や下血をきたすことがある．急性腹症の一因

となりうるため，注意が必要である．

2 ◆治療

1薬物療法

アスピリン腸溶剤：欧米では，虚血性心疾患や脳梗塞の血栓

や塞栓予防として，アスピリン腸溶剤の使用が広く選択さ

れている．脳卒中後の自覚症状や精神神経症状に対して，

脳循環改善薬が有効な例もある．脳血管障害に対しては，

抗凝固療法は出血性梗塞をきたすおそれがあるため使用し

ない．

血管のプラーク形成阻止：高脂血症薬で血管のプラーク形成

を阻止する．カルシウム拮抗薬との併用で血管内皮障害の

改善効果が得られる．

血圧管理：日本高血圧学会では，糖尿病を合併した高血圧患

者の降圧目標は130/85mmHg未満としている．血圧が正

常高値であれば，ライフスタイルの改善と糖尿病の血糖管

理を３～６か月施行し，良好な効果が得られない場合，薬

物治療を開始する．糖尿病患者では，腎臓保護作用を有し

ているアンジオテンシン変換酵素阻害薬が正常血圧例に対

しても使用される．24時間血圧測定装置の臨床応用で１日

の血圧の変動が少ない状態がよいとされ，夜間の血圧管理

が重要である．脳出血で高血圧合併例は，急激な降圧は脳

還流圧低下での虚血をきたすため危険である．

感染症の治療：クラミジア･ニューモニアに対して，アジス

ロマイシン（ジスロマック）が臨床試験されている．

2運動

エネルギー消費での血糖降下作用と肥満の解消は，動脈硬

化に対し効果がみられる．

また，血流障害例での側副血行の促進作用が期待できる．

さらに，脂質代謝改善，血圧降下作用，血液凝固線溶系への

影響がみられる．

3 ◆予防

幼少時からの生活習慣病の予防につきる．なかでも肥満の

防止が重要である．肥満があるとインスリン抵抗性が起こり，

耐糖能異常，高血圧，高脂血症を進展させ，動脈硬化症を促

進する．また，嗜好としての喫煙が動脈硬化症を促進するた

め，禁煙の指導が必要である．

長時間の入浴での発汗過多より脱水症に陥ると，脳梗塞が

起こりやすい．炎天下での作業やゲートボールなどのスポー

ツでの脱水症も脳梗塞になりやすいので注意が必要です．

インポテンツ例でのバイアグラ使用では，血圧低下による

死亡例も報告されているので，医師の検査が重要である．

糖尿病性足病変の発生機序として，糖尿病性神経障害，大

血管より微小循環を含む血行障害と感染症が関与する（図１）．

糖尿病患者の足は年齢，糖尿病罹病期間，糖尿病の各種合

併症の関与，糖代謝障害などによる身体的内的要因と，日常

生活や職業での立位･歩行や，履物による足への物理的外的

要因が関与する．

illustration：増田 康夫
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1 ◆病態

1神経障害

知覚障害のため外傷や熱傷に罹患しやすく，気づかないこ

とが多い．運動神経障害で足の筋肉の萎縮により，ハンマー

トウや神経障害性足関節症（シャルコー関節）をきたすことが

ある．そのため，足底圧異常より鶏眼･胼胝（ウオノメ･タコ）

などの角質増殖をきたし，進行すると潰瘍を形成する．

振動覚，深部腱反射やSemmes-Weinstein Monofilament

法が簡便で，広く臨床で応用されている．Semmes-

Weinstein Monofilament法は定量的ナイロンの細い円柱を

足趾先端にあて，屈曲に要する力で評価し，5.07でのレベル

を感知しない例が神経障害ありとし，足病変を起こすリスク

例としている（図２）１）．

2末梢循環障害

加齢現象，糖尿病罹病期間長期例，高血圧･高脂血症合併

例，脳血管障害や虚血性心疾患合併例によくみられる．循環

障害は高度になると保存的治療が困難なため，足の脈を触診

し，微弱な例はAnkle pressure indexの検査で確認する．

末期腎障害の患者は動脈硬化症が高度な例が多く，メンケ

ベルグ型石灰化を合併し，より虚血に陥りやすい．治療につ

いては表１に示す．

3感染症

分類：白癬症，蜂窩織炎，膿瘍，骨髄炎などがある．

治療：白癬症は抗白癬菌外用薬を使用する．爪白癬症は経口

的抗白癬菌薬を使用する．蜂窩織炎は，局所消毒（イソジン

液か0.05％ヒビテン液）とリバノール液湿布を行う．二次

感染を予防するために，全身的に抗菌薬の投与を行う．膿

瘍は，穿刺ないし切開排膿を行う．骨髄炎は菌血症や敗血

症を起こしやすいため，化学療法を長期間行う必要がある．

2 ◆一般的なフットケア２）

1スキンケア

皮膚の乾燥･亀裂の治療：糖尿病で自律神経障害合併例や腎

不全での血液透析例では，下肢の発汗障害を伴うことが多

く，皮膚の乾燥傾向がみられる．足底の皮膚の乾燥は亀裂

と出血をきたし，感染症を起こす原因となる．皮膚を無理

に剥がしたり軽石でこすったりすると，小外傷より足壊疽

に至ることがある．毎日の入浴や足浴を励行し，かつ軟膏製

剤の使用で常に足の皮膚の湿潤を保つことが大切である．

糖尿病看護

図１　糖尿病性足病変の発生機序 Marvin, E. Levinによる．The Diabetic Foot, 1993.
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表１　末梢循環障害に対する治療

●Fontaine分類 治療

Ⅰ度　冷感，しびれ感 保温，薬物療法
Ⅱ度　間欠性跛行 薬物療法，物理療法，歩行
Ⅲ度　安静時疼痛 薬物療法，interventional angioplasty，

交感神経ブロック
Ⅳ度　自発性脱疽 薬物療法，血行再建術

●禁煙
●被服，靴下，足袋や靴での圧迫を避ける．寒冷曝露を避ける．
熱傷に注意！
●歩行，Burger体操
●厳格な血糖コントロール，脂質代謝異常の治療

●薬物療法

①血管拡張薬：PGE１製剤，シクランデール（カピラン），ジピリダモール（ペルサ
ンチン），トラペヂル（ロコルナール），ニコチン酸（ユベラN），カリクレイン（カ
リクレイン）

②赤血球変形能改善薬：ペントキシフィリン（トレンタール）

③抗血小板薬：チクロピジン（パナルジン），PGI2（プロサイリン），アスピリン，
塩酸ジラゼブ（コメリアン），エイコサペンタエン酸（エパデール），シロスタゾー
ル（プレタール），塩酸サルポグレラート（アンプラーグ）

④抗凝固薬：アルガトロバン（ノバスタン），クマリン誘導体（ワーファリン）

⑤抗線溶剤：バトロキソビン（デフィブラーゼ）

⑥腰部交感神経ブロック：糖尿病性交感神経障害例には不適

⑦経皮的血管形成術：バルン法（ステントの併用），小カッター法，内視鏡下レーザ
ー照射

⑧酸素治療法：局所的，全身的

⑨外科的血行再建術

⑩血液浄化法：高脂血症例での有効性がある

図２　糖尿病患者における神経障害性足潰瘍の治療と予防
文献５）より引用，一部改変

注）神経障害性足潰瘍の全例が潜在性骨髄炎とみなすべきである．
感染症例に対してはtotal contact castは使用すべきではない．

Monofilament法による年1回の知覚検査�

潰　瘍�

治　癒�

防御感覚の消失，�
潰瘍なし�

中等度の感染症�

厳重な免荷（total contact cast）と
厳重な創傷治療�

（表在性，２cm以下の蜂窩織炎，骨や
関節の障害がない，重症な虚血がない）�

・患者との信頼関係が十分である�
・家庭での治療が十分行える�

感染症がない�

（単純X線撮影で炎症所見や骨髄炎  �
 の存在やドレナージがみられない）�

重症感染症�

（大きくて深い潰瘍，リンパ管炎の合併
の有無にかかわらず２cm以上の蜂窩織
炎が存在，骨や関節の障害がある，全身
性の敗血症または重症虚血が存在）�

・信頼できない患者�
・家庭での治療が十分できない�

入　　院�

・厳重な免荷�
・代謝や血糖のコントロール�
・細菌検査，感染症治療�
・早期の外科的治療（デブリードメント�
　やドレナージ，必要なら切断）�
・創傷治療（長期に及べば血行再建）�
・切断，必要に応じ形成術�

厳重な免荷，細菌検査，感染症治療，
創傷治療，経過観察を密に行う�

適切な履物の使用，患者教育，定期的な胼胝や
爪の治療などの生涯的なプログラムの実施�



90 月刊ナーシング　Vol.21 No.1 2001.1

糖尿病看護

鶏眼･胼胝（ウオノメ･タコ）：鶏眼･胼胝は，足の皮膚に慢性

機械的刺激が加わり形成される．長時間の立位作業や歩行，

運搬業などの職業と関係する．また，足に不適な靴の使用

でも起こる．放置すると，内部に損傷が起こり，二次感染

より壊疽に至ることが多い．鶏眼･胼胝は切除する必要が

ある．

2ネイルケア

爪の白癬症は糖尿病患者に多くみられ，その結果，爪が変

形，肥厚し，陥入爪より爪周囲炎を起こす原因となっている．

爪白癬症の治療として抗真菌薬がある．変形が高度で履物の

使用に支障があれば，爪切りとグラインダーでのトリミング

が必要である．

陥入爪が慢性的に爪周囲炎を繰り返す場合には，手術によ

る切除が必要である．

3皮膚感染症

皮膚白癬症も糖尿病患者に多くみられる．毎日足を清潔に

保ち，抗真菌薬の局所塗布を行う．自覚症状が乏しいと，継

続治療が中断されることが多い．

かゆみを伴う足趾趾間型の糖尿病患者の場合，無意識に布

や手で掻きこわし，二次感染を併発して壊疽に至ることがよ

くある．

3 ◆足潰瘍，壊疽の治療対策

1糖尿病足病変の治療方針

Wagnerの重症度分類３）が参考となる．重症度分類Ⅲを図

３に示した．治療の基本方針は，①血糖コントロールの正常

化，②創部の無菌化，③循環障害の是正，④創傷治癒促進に

大別される．

血糖コントロールの正常化：これは糖尿病の基本的治療であ

る．糖尿病患者では，感染症や身体的に各種ストレスが及

ぶ状態では高血糖をきたし，全身的･局所的に免疫学的破

綻をきたすのみならず，微小循環障害をきたす．長期血糖

コントロール不良例では，皮膚･皮下組織および血管系に

糖化変性が起こり，創傷治癒遷延をもたらしている．血糖

値は，食後でも160mg/dl以下の正常化に向けコントロー

ルする．

創部の無菌化：創部の壊死組織の残存で細菌感染の温床にな

ったり，肉芽･上皮形成の妨げとなる．

循環障害の是正：炎症による浮腫の組織圧迫と，血液学的に
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・発熱の改善�
・白血球数10000以下�

図３　重症度分類Ⅲ：膿瘍，骨髄炎
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循環血液量の減少，血小板能凝集能亢進，血管内皮障害で

線溶能の低下･凝集能亢進，赤血球変形能低下および酸素

解離能障害などが関与し，虚血状態がみられる．

創傷治癒促進：肉芽形成促進薬を使用する．

2足潰瘍治療の流れ

糖尿病足病変の治療は漫然と機械的に行うことなく，病状

に適した対処が必要である．関係する各科の連携が重要であ

る（図４）．

3足病変部の免荷保護

各種パッドやセパレーター，中敷，足袋型装具，特殊治療

靴が必要である．

4各種被覆材の使用；密封療法

足潰瘍病変が肉芽形成･上皮形成期になると，潰瘍表面が

乾燥しないような密封療法が有用である．

嫌気性菌に対する注意が必要であるが，湿潤，嫌気と密封

状態が治癒促進に作用する．

5外科的治療

足切断：保存的療法で治癒困難な状況は，①足趾末梢部の虚

血壊疽，②高度循環障害（Fontaine分類Ⅲ，Ⅳ），③

Wagnerの重症度分類Ⅳ（壊疽が前足部），Ⅴ（壊疽が脚全

体に及ぶ），④ガス壊疽広範囲，⑤高度な全身状態不良例

や循環障害例，などがあげられる．足切断での問題点とし

て，切断レベル，術中･術後管理，術後装具使用不能例，

予後不良例，再切断例や対足の再切断例がある．

下肢切断後の義足使用例では，反対の健足に荷重がかか

り，足壊疽に陥り，両足切断に至ることが多い．

4 ◆足病変の予防

1患者･家族教育

患者教育と家族教育が足病変の早期発見･早期治療，およ

び足病変の予防上重要である．患者教育の内容は，血糖コン

トロールの正常化，禁煙，毎日の足の観察とケア，運動療法

時の注意，足病変の自己消毒の指導，民間治療の注意などを

行う．

2熱傷･靴ずれ予防

足の冷えを訴える人が多いため，各種家庭用暖房機具の使

用上の注意が，低温熱傷予防のうえからも大切である．足元

の温度を40度以下に保つ．素足にカイロを接触させない注意

も必要である．

糖尿病の足病変の主要因子として，靴ずれがある４）．靴の

選び方，履き方の注意が大切である注）．

炎症活動期� 炎症消退期肉芽形成� 潰瘍治癒�

血糖コントロール�

血流改善�

栄養，貧血の改善，低蛋白是正�

水･電解質是正，浮腫治療�

感染症治療�

局所療法�

潰瘍部の安静�

軽症�

中等度：小範囲�
　　　　広範囲�

重症� 入院治療�
リハビリテーション�

外来治療� 患者教育�各種パッド�
total contact cast�
車椅子�
松葉杖�

潰瘍部の免荷･保護� 特殊医療靴処方�

抗菌薬�

抗生物質�

消炎薬�

経静脈的投与� 経口投与�

消毒�

デブリードメント�

ドレナージ�

腐骨除去�

潰瘍部の滲出液･膿･血液の排出�

＊排膿滅菌薬� 閉塞性被覆材，その他�

潰瘍部の湿潤保持�

難治性潰瘍：血行再建，植皮の検討�

各種創傷治癒促進薬�

図４　糖尿病性足潰瘍治癒までの流れ
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注）糖尿病患者用の靴に関して，月刊ナーシング20（10）：85を参照．

3ハイリスク例の管理

活動性足病変への移行防止のため，定期的診察が必要であ

る（表２）．

糖尿病患者の足の管理は，内科的管理を強化し，関連する

各科との協力による連携プレー（図５）が必要である．

図５　糖尿病のフットケア

表２　足の注意が必要な人

・高齢者：60歳以上
・罹病期間：長期の人，ことに10年以上
・神経障害：足趾の温痛覚の障害例
・高度視力障害：爪切りに注意！
・腎障害：浮腫例
透析療法例：掻痒感が強い人
皮膚の擦過傷がある人
足の乾燥･亀裂が高度
足の冷えが強い人は熱傷に注意！

・脳血管障害で下肢の麻痺が強い人
踵の褥創（diabetic heel）を起こしやすい．

・足の熱傷，潰瘍を起こした人は再発しやすい．
・事故による足の変形，足の脚長差のある人

・足趾の変形：ハンマートウ，外反母趾，内反小
趾，強剛母趾

・内反扁平足
・凹足，前足部凸型変形
・シャルコー関節
・変形性足関節症，膝関節症，股関節症

・重量物運搬：酒，米穀，青果業の運搬
・長時間の歩行をする業種：配達業
・長時間の立位作業：飲食店，調理，サービス業
・危険業務：安全靴の使用
寒冷や暑い環境：鋳物，アスファルト作業

・素足での田植えや農作業
・長時間の正座やあぐらで胼胝形成例

・無頓着な人
・糖尿病の治療を行わない独身男性
・長期間の飲酒，喫煙歴のある人
・足の冷えが高度な例
・足趾切断，下肢切断例
・運動療法の過剰例

・高血圧
・高脂血症
・虚血性心疾患
・下肢循環障害
・高度の肝障害
・ステロイド薬使用例
・慢性関節リウマチ
・脊髄性麻痺
・Werner症候群

●糖尿病

●既往歴

●鶏眼や胼胝形成例

●足の変形

●立位の姿勢や歩行の異常例

●仕事や日常生活

●問題のある人

●糖尿病以外の疾患の合併

内　科� 血管外科� 皮膚科� 整形外科･形成外科� リハビリテーション� 義肢装具士�

循環器�
　虚血性心疾患，心不全�
腎臓内科�
　血液透析，移植�
神経内科�
　脳血管障害�

糖尿病� ●長期血糖の正常化をはかる�
●合併症の治療と管理�
・神経障害�
・末梢循環障害：動脈硬化症の治療，�
　血液学的異常の改善�
・腎障害�

●フットケア�
・生活習慣への介入：禁煙，禁酒，適切な運動�
・家庭での足の管理：応急処置指導，足の清潔�
・定期的な足の観察と患者指導�
・糖尿病足専門外来での治療�
　　潰瘍･壊疽治療，シャルコー関節，その他一般治療�
　　ハイリスク患者の定期的診察と指導�

血行再建�
angioplasty

皮膚疾患の治療� 足切断�
骨折治療�
植皮�

身体機能保持�
拘縮予防�
褥創予防�

義足作製�
靴型装具作製�

診療各科とのチーム医療�


