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糖代謝異常妊娠（糖尿病合併妊娠，妊娠糖尿病１））では各種

の胎児，新生児合併症や母体合併症の頻度が増すが，厳格な

血糖コントロールによってその多くを防止できる．妊娠全期

間にわたり，空腹時血糖100mg/dl以下，食後２時間血糖

120mg/dl以下に維持する．また妊娠中の体重増加について

は，理想体重（BMI22）＋８kgになるようにコントロールを

する２）．

糖代謝異常妊婦の管理を，妊娠初期から分娩，産褥に至る

まで，さらに新生児管理について説明する．

糖代謝異常妊婦は妊娠末期の原因不明の胎内死亡や巨大児

（4000g以上）が正常妊婦より多く，周産期管理にとって予定

日の確認が重要である．予定日は妊娠８～11週の頭殿長

（CRL）より決定するのが正確である．

また妊娠初期，妊娠前からの血糖コントロール不良群

（HbA1c8.6％以上）では大奇形発生率が高く３），超音波検査に

より大奇形をスクリーニングする必要がある．

流産は先天奇形の発症と同様に，妊娠初期の血糖管理の良

否により左右される．一般的に流産の大部分は胎児の異常に

よるものと考えられている４）．

妊娠初期のつわりの時期には食事摂取が不可能になること

が多く，低血糖に注意し，頻回の血糖自己測定を実行し，患

者家族に低血糖発症の危険性とグルカゴン注射などの対処法

を十分教育する．

この時期は，血糖コントロールの善し悪し，インスリンの

要不要，合併症の有無など個々の患者によりリスク因子が異

なり，個別の管理指導方針が必要となる．

1胎児発育のモニタリング

羊水過多は糖尿病合併妊婦に比較的多く認められ，児の尿

路奇形やHFD（heavy for date：在胎期間に比べて体重が重

い）児，血糖管理不良群に多く，母体呼吸循環に影響を与え

たり，早産につながる危険性もあるので，入院管理とする．

胎児推定体重の測定により，HFDの有無のチェックをする．

一方，糖尿病合併症で糖尿病性腎症が高度の例や妊娠中毒

症合併例では，胎内発育不全（IUGR）となる例もある．また
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胎児奇形も妊娠中期に，心奇形など大奇形のチェックをする．

2母体合併症

妊娠合併症（妊娠中毒症や切迫早産）の有無と糖尿病合併症

の変化を確認する．糖代謝異常妊婦では妊娠中毒症を高頻度

に合併し，重症化する症例も多く，十分な注意が必要である．

糖尿病合併妊娠では血管合併症（網膜症，腎症，高血圧症

など）が妊娠中毒症の危険因子であり５），中毒症が悪化する

と母体適応で分娩させることが必要となり，未熟児娩出とな

り，児の予後も悪くなる．

早産対策にはβ‐刺激薬の塩酸リトドリンを用いることが

多いが，糖代謝異常が悪化する危険性があり，糖尿病性ケト

アシドーシスを突然発症することもあるので注意が必要であ

る６）．

児の発育，胎児仮死，分娩前管理など，この時期は糖代謝

異常妊婦の周産期管理上最も重要な時期である．

1胎児発育のモニタリング

妊娠32週までに血糖コントロールが良好に管理されなかっ

た例ではHFDが高率に認められ，新生児合併症もHFDに多

い傾向がある７）．一方，胎児仮死はLFD（ light for date：在

胎期間に比べて体重が軽い新生児）で高率であり，児推定体

重は分娩方法の選択にとくに必要である．

奇形に関しても最終的な確認を行い，心奇形，小児外科疾

患（横隔膜ヘルニア，消化管閉鎖，神経管閉鎖障害など）で出

生後に早期の管理が必要な症例は，NICUのある周産期医療

センターでの分娩が望ましい．

2胎児モニタリング

糖尿病合併妊娠では，妊娠35週以降の原因不明の胎内死亡

が増加する８）．しかし，血糖管理が厳格になるに伴い，その

頻度は減少している．

インスリンが不要な妊婦で，母児の合併症もなく血糖管理

も良好であれば，妊娠36週前後から集中的胎児モニタリング

を開始する．モニタリングには，NST（non-stress test），子

宮収縮を起こして児心音の変動をみるCST（contraction

stress test），超音波検査による胎児の運動などをみるBPS

（biophysical profile score）が主に用いられる．

この時期には，週２回以上のNST，週１回のCSTを原則

とする．

3分娩時期の決定

２型糖尿病合併妊娠のように血糖変動のはげしいケースに

対しては，分娩の少し前からあらかじめ入院してもらい，入

院中の生活で血糖コントロールを良好にしておいて分娩に臨

むことが望ましい．母体の血糖コントロールと胎児の良好な

発育が十分評価できれば，原則として胎児の肺成熟が完成さ

れる妊娠38.5週以降の経腟自然分娩を考える．

コントロール良好群では40週までは自然待機し，41週まで

には分娩になるよう，必要あれば頸管の成熟をはかり，分娩

誘発や促進を行う．

コントロール不良群では胎児の肺成熟が遅延し，妊娠38.5

週までは呼吸窮迫症候群（RDS）を発症する可能性がある．

したがって，それ以前に羊水穿刺を行い，肺成熟が確認され

れば分娩を誘発するか，適応があれば帝王切開を施行する９）．

illustration：増田 康夫
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糖尿病に伴う重症妊娠中毒症や腎機能の著しい低下，眼底

所見の悪化などの母体適応の場合や胎児仮死のときは，それ

ぞれに分娩時期を決定する．

4分娩方法の選択

糖代謝異常妊娠では巨大児が出生することが正常妊娠より

多く，糖尿病母体から出生した児では皮下脂肪のつき方が異

なるため，同体重の児に比べて分娩時肩甲難産を起こしやす

い10）．巨大児では軟産道損傷とそれに伴う出血，弛緩出血な

ど，肩甲難産に伴う鎖骨，上腕骨骨折，上腕神経叢麻痺をき

たすこともある．巨大児の出生が予想される場合には，帝王

切開の選択も考える．

また，糖尿病合併症で増殖性網膜症がある場合には，経腟

分娩の努責により眼底出血を誘発する危険性があるので，帝

王切開もしくは努責をかけないで娩出させる方法（硬膜外麻

酔など使用）を考える．

分娩時にはインスリン需要量が大きく変化するので，イン

スリンの投与量に関して注意が必要であり，分娩の進行に伴

い食事摂取が困難となることから，注意深い血糖管理が必要

である．

また分娩時に胎児仮死を合併したり，巨大児による分娩遷

延や肩甲難産のため緊急帝王切開となる確率も高いので，分

娩時には原則として禁食として補液管理を行うことが多い．

補液はグルコース溶液を用いる．グルコース量が不足する

とケトン体が出現し，胎児ケトーシスとなる．逆に過剰とな

ると，高血糖から胎児アシドーシスを引き起こしやすい11）．

分娩の開始とともに，１時間あたり５～６ｇのグルコース

を輸液し，血糖を60～120mg/dlになるよう，必要に応じて

インスリンを投与する．血糖値は１～３時間間隔で必要に応

じて，より頻回に測定する．

分娩時間が長くなれば，血中ケトン体が上昇しケトーシス

に陥ることがある．分娩進行がなければ，分娩停止で帝王切
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開とするか，頸管熟化を待って，もう一度分娩促進をする．

分娩中は胎児心拍モニタリングで注意深く観察し，胎児仮

死に注意する．

分娩後はインスリン需要量が比較的すみやかに減少するの

で，投与量を約半分に減少させる．２型糖尿病などではイン

スリンが全く不要になることもある．

授乳を行っているときは，乳汁として失われるエネルギー

を付加し，授乳中の母体低血糖に注意する．分娩後には糖負

荷試験を行い，糖代謝異常の再検査をして，長期間のフォロ

ーアップが必要となる．

糖尿病母体から生まれた児は身体所見，血清生化学的な異

常，奇形などを高頻度に伴うことより，IDM（infants

diabetic mothers：糖尿病母体児）とし，ハイリスク児とし

て扱う．これは母体の妊娠中の高血糖が児の膵臓を刺激して

児が高インスリン血症となるために起こると考えられている

（図１）．

次にIDMの各特徴的症状と治療について述べる．

①巨大児

②低血糖症

分娩後早期に生じやすいため，出生後30分，１，２，４，

６時間とチェックして，血糖値30mg/dl以下ではグルコース

溶液を静注治療する．低血糖症状（無呼吸，嗜眠，痙攣など）

を伴う場合も同じ治療をする．

③低カルシウム血症

出生時，12，24時間で血清カルシウム値が７mg/dl以下の

場合は心拍モニタで徐脈，不整脈に注意してカルシウムグル

コネートで治療する．
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④多血症，高ビリルビン血症

ヘマトクリット値が65～70％以上で，過粘稠度症候群を起

こして末梢チアノーゼ，心不全，出血傾向，血栓症などの症

状を呈する．また，肝機能の未熟性とともに高ビリルビン血

症を起こす．ヘマトクリット値55％を目標に，部分交換輸血

を行う．

⑤肥厚性心筋症

非対称性心室中隔肥厚が起こり，心不全，呼吸不全をまねく

ことがある．酸素投与，水分制限で自然回復することが多い．

⑥先天奇形

心奇形がとくに多く，通常の５倍の頻度といわれていて，

表１　IDMに合併する奇形

母体高血糖�

臓器未熟�

胎児高血糖�
�

胎児膵β細胞過形成�

多血症�

造血細胞増加�

胎児高インスリン血症� 低血糖�巨大児�

サーファクタント�

肺� 肝�

グルコロノシルトランスフェラーゼ低下�

高ビリルビン血症�

低カルシウム血症�呼吸障害�

25-ヒドロキシラーゼD低下�

文献12）より引用

図１　ピーダーセン仮説

無脳体，脳瘤，脊髄髄膜瘤

尾部形成不全症候群，二分脊椎

大血管転位，心房中隔欠損，心室中隔欠損，

単心室，左心室低形成

無形成，嚢胞腎，重複尿管

左側大腸低形成，内臓逆位，肛門･直腸閉鎖

低形成

①中枢神経系

②骨格および脊髄

③心臓

④腎臓

⑤消化器系

⑥肺
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初期の母体高血糖とそれに伴う代謝異常に関与すると考えら

れている．主な奇形を表１に示した．

＊

以上，糖代謝異常妊婦の分娩時の管理についてまとめた

（表２）．児は将来糖尿病になりやすいため，産科医，小児科

医，内科医の連携により分娩後の長期予後経過観察が必要で

ある．
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表２　糖代謝異常妊婦；分娩時管理のまとめ

・超音波検査による正確な予定日の決定，胎児の大奇形のチェック

・つわりによる低血糖に注意

・超音波検査による胎児発育のチェック（羊水過多，HFD，IUGRなど）

・母体合併症（中毒症，切迫早産）に注意

・超音波検査による胎児推定体重をチェック（巨大児に注意）

・胎児モニタリング（胎内死亡，胎児仮死に注意）

・分娩時期，方法について決定

コントロール良好群は，40週まで自然待機して41週までに分娩

コントロール不良群は，38週ころ分娩誘発や場合により帝王切開

・緊急帝王切開に備えて禁食，補液管理し，血糖を頻回にチェック

・インスリン需要減少し，授乳によるカロリー喪失に注意

・分娩後の糖代謝異常の再検査

①妊娠初期

②妊娠中期

③妊娠末期

④分娩時

⑤産褥期


