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糖尿病は年輩の人々だけの病気ではない．誰でもなりうる

病気だと思って読んでいただきたい．

いろいろな病気のなかでも，糖尿病は，他の病気より世間

体を気にしてしまう病気ではないだろうか．糖尿病を「ぜい

たく病」と思っているからだろう．若い人だったら男性も女

性も，糖尿病を発症してしまうと，恋愛や結婚に消極的にな

ってしまうのは当然とも思える．

はからずも糖尿病を発症してしまった若者には，必要以上

にやさしく接することはないが，彼らが「他人とは違う自分」

を意識して肩身をせまくしていることを，ぜひ知っておいて

もらいたい．

東京女子医科大学糖尿病センターは，小児期から老年期ま

での糖尿病患者が通院している．東京エリアの医療機関に通

院する糖尿病患者の約10％の患者が通院している．

このような背景のもとに，小児期や思春期発症の１型糖尿

病や２型糖尿病患者が多く紹介され，通院している．毎年，

30歳未満発症発見の１型糖尿病患者は約120名，２型糖尿病

患者は約100名が初診される．
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図１ ３０歳未満発見発症１型および２型糖尿病患者の
発症発見年齢ごとの人数

（東京女子医科大学糖尿病センター，1960～1999）
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１型糖尿病の男女の割合は１：２，２型糖尿病のそれは

３：２くらいであるから，約80名の１型糖尿病女性，約40名

くらいの２型糖尿病女性が初診されることになる．

図１は，1960～1999年までに当センターを初診した30歳

未満発症発見の１型糖尿病，ならびに２型糖尿病患者の発症

発見年齢別患者数を表したものである．

９歳までは１型糖尿病患者が多く発症するが，13ないし14

歳を境に２型糖尿病患者数が増加していく．したがって，若

い糖尿病患者といえども，１型糖尿病患者も２型糖尿病患者

も，それなりの割合で存在することになる．決して１型糖尿

病ばかりではないし，２型糖尿病の若者もいるわけである．

以上の30歳未満発症発見糖尿病患者数は，当センターを初

診した患者総数の約10％を占める．１病院のデータなので，

これを全国規模で考えることはできないが，1998年３月に発

表された糖尿病実態調査でも，20～29歳の年齢群の患者数は

総数の11％である．これを加味しても，30歳未満発症糖尿病

患者数は糖尿病人口総数の少なくとも10％は占めるといえ

る．

「ヤング糖尿病」という言葉もよく使われる．これは，中

学生，高校生から20歳代の糖尿病患者を指していると考えて

いただきたい．

ここでは結婚に関することを述べるのであるが，その前に

月経のことについて述べたい１）．

女性性周期（図２）を知ったうえで初診される糖尿病女性は，

ほんとうに少ない．何も知らないといっても，間違いではな

いように思う．18歳過ぎて，どうして知らないのか不思議な

くらいであるが，現状は知識が乏しい．

この年齢で初診される女性には，初診時にてきぱきと性周

期とともに避妊のことまで話しておくことが必要である．な

ぜなら，知識なくして希望しない妊娠をすることを極力避け

るためである．

血糖コントロールが良好でなくても，糖尿病女性の場合は，

男性と異なりリビドーが低下しないといわれている．したが

って，血糖コントロールが良好でなければ妊娠しにくいので

は？　との質問には“No”である．

長期の血糖コントロール不良のヤング糖尿病男性に勃起障

害（ED）が起こるか，との質問に対する答は“Yes”である１）．

糖尿病によって起こったかどうかまでは原因究明は困難であ

るが，20歳前後で，元気がない，朝立ちがたまにしかない，

という若者がいる．糖尿病性慢性合併症の１つである自律神

経障害があると，逆行性射精も起こってくる．結婚を前にし

て悩む問題の１つになっている．

糖尿病患者は他人と変わったことがあると，なんでも｢糖

尿病と関連して起こった｣と考えがちである．必ず，一度は

勃起障害に関することも聞いておこう．

患者が恥ずかしがらないように，さらっと聞くことがコツ

である．聞かないと，話してくれない．結婚に消極的になっ

てくるようになってはじめて，判明するということになって

しまう．

illustration：増田 康夫
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女性性周期は女性の血糖コントロールに深く関連してい

る．HbA1cを６％前後に維持するには，自分の性周期と血糖

の変動についての知識がなければ，うまくいかないことが多

い．

もちろん，血糖コントロールがうまくいっておらず，

HbA1cが８％以上なら，この動きは血糖自己測定（SMBG）を

していてもわからない．１日中，血糖が高いからである．ま

た，無排卵性月経なら，高温期がないので，SMBGをしてい

ても月経による変動がみられない．

図３は，正常な規則的月経がある１型糖尿病女性の基礎体

温と１日インスリン使用量をプロットしたものである２）．排

卵日のあとから高温期になると，インスリン使用量が増加し

ているのがわかる．基礎体温が下がり月経が始まると，イン

スリン使用量が減少することがわかる．

臨床上，インスリンを４回注射している場合，速効型イン

スリンを毎回２単位増やしてみるといい．中間型インスリン

１回注射で血糖コントロールができている２型糖尿病女性で

も，排卵後は朝食前血糖が20～30mg/dl上昇することが多い．

内因性インスリン分泌が十分あれば，自前のインスリンで

カバーできるのであるが，内因性基礎インスリン分泌が減少

してきていると，インスリン注射量で調節することが必要に

なる．

女性患者に聞いてみると，｢なんとなく，そうではないか

と思っていた｣と答えることが多い．しかし，誰もこのこと

について指導してくれなかったので，｢しょうがないと思っ

て，血糖を高いままにしておいた｣という言葉が当センター

初診時によく聞かれる．

このようなことがないようにしたい．こういう意味では，

女性は男性より血糖コントロールが難しいといえよう．

糖尿病看護

月経：×，下肢痛：△，
不正出血：▲，性交：○，
おりもの：＋，＋＋，＋＋＋

図３　１型糖尿病女性患者（２５歳）の基礎体温表と１日のインスリン使用量
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実のところ，結婚･出産以前に，生理がきちんときている

かどうかが，女性にとって最も大事な問題である．ここでは，

無排卵性月経も加えて考えてみよう．

通常，女性の月経発来（初潮）は12歳前後である．糖尿病の

存在自体は初潮年齢の遅延をきたしはしない．以前，１型糖

尿病女性の初潮は１年遅延するといわれたことがあったが，

証拠はない．また，そのころと異なり，血糖コントロールが

良好な現在においては，外来でみるかぎり初潮の遅延はない．

しかし，糖尿病が発症したとき，これまであった月経がな

くなったり，また糖尿病の発症時期が初潮発来時期と重なる

と，初潮やその後２，３回きていた月経がこなかったりする

（体重減少性無月経が多い）３）．

また，発症時より血糖コントロールができるようになって，

正常化しつつある（たとえばHbA1cが７％以下）のに，月経が

再来しないこともよくある．

糖尿病の発症は，身体にとっては大変な変化が起こったわ

けであるので，身体としては生命に直結する機能だけはしっ

かり確保しておこうと働く．月経など，本人の生命維持に直

結していないことは二の次にしてしまうと考えられる．

糖尿病発症１年以内に月経が３か月以上こなかったという

月経不順の頻度を調査したところ，20％の女性が経験してい

た．このなかで，自然に月経が再来した患者は約80％いた．

子宮粘膜は脱落（つまり月経）して再生するというサイクル

を繰り返す（性周期）．このサイクルが滞り，滞る期間が長期

になればなるほど，性周期のサイクルが元に戻りにくくなる．

つまり，月経が自然に再来する頻度が低下する．

したがって，できるだけ早期にサイクルを戻しておくべき

である．たとえ，血糖コントロールがまだ良好になっていな

くても，月経が再来するように治療する必要がある．放置は

しない．

筆者は，月経が６か月経過してもこない場合は，婦人科に

紹介する．もちろん，発症年齢が12，13歳で初潮自体がこな

い場合でも婦人科に紹介する．

多少の気おくれはあっても，｢すてきな彼だな｣とか，｢す

てきな彼女だな｣という思いは，ヤング糖尿病患者には十分

にもってもらいたい．

なぜもってもらいたいと書いたかというと，糖尿病を若く

して発症したために，血糖コントロールはできるが，全く社

会的に精神の成長が止まってしまっている患者がいるからで

ある．このことは，あとで述べる．

｢すてきな彼だな｣とか，｢すてきな彼女だな｣という人がい

たら，第１に，このような思いは何も恥ずかしくないのだ，

ということを伝えておこう．自分が糖尿病だから恋愛しては

いけないのだとか，他人に声をかけることはいけないことな

のだ，という思いは間違っていると，きちっと伝えたい．

第２に，交際が始まったが，糖尿病のことをどうやって伝

えればいいの，ということに突き当たる．最近のヤングはこ

のような質問をあまりしなくなったが，以前は多かった．

筆者が勧めているのは，以下のようである４）．まだ深いつ

きあいにならないうちに，目をあわせることなく，なにげな

く，｢糖尿病があって，通院している｣ことを告げてみよう．

いまは７人に１人に糖尿病がある時代だから，たいていは，

｢あの糖尿病？｣という反応であろう．また，｢うちの父もそ

うなんだ｣と答えるかもしれない．そうすれば，しめたもの

illustration：増田 康夫
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である．

また，｢それって，どんな病気？｣と聞いてくれば，自分の

ことをまんざらでなく考えていることの裏返しでもある．こ

のときは，しっかりと正しい糖尿病の知識を相手に教えなけ

ればならない．そのためには，以前より糖尿病なんてきらい，

血糖コントロールなんて，と思っていたら，これはできない

ことである．

ステディな彼，彼女ができそうなとき，そんな人がほしい

と思うとき，実は最も自分のこと，自分の糖尿病のことにつ

いて深く考えるときでもある．他人を大切に思う気持ちは，

自分を大切にしてほしいという思いと表裏一体でもある．自

分を大切にできない人は，他人も大切にできないよと，ヤン

グの患者には伝えている．

結婚にまでお互いの気持ちが固まっていっても，１つ大き

な問題がある．両方の家族のことである．

すんなり問題なく結婚式までいくのなら，問題ない．しか

し，たいていどちらかの親の反対にあうことが多い．このよ

うなとき，著者はこう言っている．｢糖尿病があろうがなか

ろうが，結婚したいと言えば，相手の親がケチをつけるのは

昔からよくある話で，当たり前のことである．当然と思うこ

とである．このことで相手に結婚の赤信号がつくのなら，や

めたほうがいいよ｣と．

お互いを伴侶として選んだのは，糖尿病があるかないかで

選んだのではないはずだ．そこをしっかりと考えて，この障

害物を２人で乗り越えてほしい．これを乗り越えられないよ

うなら，結婚生活はむりだと思ったほうがいい．このような

ことを２人に話すことが多い．

もちろん，夫婦だけで生活していくので，｢そのことは両

親には話さない｣というカップルもある．

遺伝について質問されることは，実はあまりない．２型糖

尿病があり，親が糖尿病であることがわかっていても，本人

同士が結婚したい，この人と一緒にいたいという気持ちがあ

れば，それでいいと思っている．

子どもをつくらないという夫婦も何組もいる．それはそれ

でいいと思う．東京女子医科大学糖尿病センター前所長の大

森安恵名誉教授がよく言われていたことだが，｢いない子の

苦労はしない｣のである．

日本人の場合，１型糖尿病の発症率は10万人に１人か２人

と，まれな疾患である．生まれるお子さんが，また１型糖尿

病を発症するかどうかは，また天文学的な数字になる．

この10年間の糖尿病の治療の進歩を考えるなら，お子さん

が大きくなったとき，たまたま糖尿病を発症したとしても，

さらなる医学の進歩があるはずだ．

２型糖尿病と診断されていたなかに，単一遺伝子異常によ

って発症してくると考えられる糖尿病がいくつかわかってき

た５）．今後，治療がきちんとできて遺伝子診断が日常的なこ

とになるなら話は別であるが，いまのところ遺伝子治療にま

で結びついていない．
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