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はじめに

ひと昔前，小児期の糖尿病といえば，１型糖尿病がほとん

どであったが，食生活の欧米化，塾通いやテレビゲームの普

及による運動不足などにより，10歳以降の２型糖尿病が増加

している．

治癒することのない慢性の疾患に罹患した子どもと家族

が，どのような気持ちで日々過ごしているかを理解しようと

思っても，現実に理解するのは難しい．しかし，看護する立

場にある者は患者サイドに立とうとする姿勢を忘れてはなら

ないし，偏見や差別があってはならない．もし患児に対して

｢かわいそう｣という感情を抱いたとすれば，そのことがすで

に患児を差別的な視点でとらえているのだということを認識

すべきである．

小児期に発病した患者への糖尿病管理に関する指導や教育

は，大人とは異なる点も多い．とくに，成長期の子どもには，

たとえ肥満があっても，きびしい食事制限は行わない．極端

な食事制限は，身長増加を停止させる一方で，心理的にも大

きな負担になる．子どもには，成長と発達という大人にはな

い特徴があり，それを熟知したうえで糖尿病管理の指導を行

うことが必要である．

どんなに血糖管理が不良でも，小児期に重大な合併症を起
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こすことはまれである．しかし，20～30代で失明したり，腎

透析が必要になる患者がいることも事実である．治癒しない

疾患であるからこそ，毎日の病気とのつきあい方が重要であ

り，それを左右する立場にある医療者は，自分が患児に与え

る影響がどんなに大きいかを知っておく必要がある．

小児において２型の増加が問題視されている．ともすると

１型は重症，２型は軽症と受け取られがちである．しかし実

際には，とくに薬物治療を必要としない２型はドロップアウ

トが多く，長期間無治療で放置され，その結果，20代になる

と合併症で苦しむことになる．

患者自身の病識が低いことも解決すべき問題ではあるが，

指導する側も２型は１型に比べ重症感がないため指導への熱

心さに欠けるなど，反省すべき点がある．

ここでは，主に小児期に多い１型を中心に，今回は小児糖

尿病の総論を，次回は実際の看護のポイントについてお話し

したい．

頻度

小児期１型の発症頻度はわが国では10万人に約２人といわ

れているが，全国的な正確な頻度はわかっていない．また，

最近10年間では２型とは対照的に発症頻度の明らかな増加を

認めていない．有病率は１万人に約２人となっている．
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世界を見わたすと，フィンランドでは発症頻度10万人に約

35人，デンマークでは約15人と，国による差が大きいことが

わかる．

原因

原因は不明である．ある特定の遺伝子の型をもつ人がウイ

ルス感染やなんらかのストレスによって引き起こされると考

えられる．

また，発症年齢のピークは10歳前後であるが，乳児期に発

症した場合，後述する自己抗体が陽性にならないことが多く，

思春期に発症する抗体陽性のタイプと原因が異なる可能性も

ある．

症状

学校検尿により発見された患者では，無症状のこともある．

学校検尿開始後，高血糖昏睡に至らずに診断される患児が増

えている．

一般的に初期症状は多飲･多尿，全身倦怠感，体重減少な

ど２型と同じであるが，急激に悪化しやすく，重症化（糖尿

病性ケトアシドーシス＝DKAなど）は２型に比べると多い．

とくに乳幼児期は発熱，不機嫌など，感冒様症状から急に

昏睡状態に陥ることもある．自覚症状を訴えられない年齢で

は，脱水があるのに尿量が減らないことも１つの特徴である．

診断のための検査

高血糖による自覚症状があれば，血糖を測定し，すぐに診

断に至る．明らかな高血糖，HbA1c値の上昇を認めた場合は

病型決定（１型か２型かなど）のための精査を行う前に治療を

開始する．すでに高血糖があれば経口ブドウ糖負荷試験

（OGTT）は必要ない．

1 ◆内因性インスリン分泌能

本人のインスリンが分泌されているかどうかを調べる内因

性インスリン分泌能検査は，１型と２型の鑑別に必要である．

しかし，１型でも長期間（何年も）インスリン分泌が持続する

場合があり，これだけで１型か２型かの診断はできない．

すでにインスリン療法中であれば血中インスリンの測定は

意味がないため，血中Cペプチド，あるいは24時間蓄尿によ

る尿中Cペプチドの測定を実施する．

インスリン分泌が低下すればインスリン使用量が増えるの

は当然の結果であり，治療開始後も繰り返し検査する必要が

ある．

2 ◆自己抗体

ラ島に対する各種抗体の組み合わせで，かなり高率に１型

の診断ができる．最もよく利用される抗体は抗グルタミン酸

脱炭酸酵素（GAD）抗体であり，これにインスリン自己抗体

やIA-２抗体をあわせると，より１型の診断は確実になる．

illustration：増田 康夫
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治療

治療の目的の第一は，糖代謝異常の改善（症状の消失）によ

り健全な日常生活を送ることにある．しかし，治癒しない疾

患のため，成人後の合併症の予防，自立した社会人に成長す

るなど，常に子どもの将来を考えた治療を考慮する必要があ

る．表１に５歳男児の標準的な治療を示した．

血糖コントロールの目標はHbA1c値７％以下，悪くても

８％以下である．しかし，血糖値だけにこだわり，子どもに

生活面（食事，学校生活，運動など）で大きなストレスを与え

るようでは適切な治療とはいえない．

■インスリン療法

食事量や運動量だけでなく，内因性インスリン分泌能，生

活のストレス，体重･身長の増加によってインスリンの必要

量は変化していく．ときにインスリン量の増加を罪悪のよう

に考え，食事を必死に抑え，少ないインスリン量で治療して

いる患児がいるが，間違いである．成長期にインスリンを控

え，食事量をきびしく制限すると健全な発育は得られない．

とくに内因性インスリンが全くない１型患児では，どんな

にインスリン量を調節しても血糖値が簡易血糖測定器で（L

０からH１まで）乱高下することがあるが，HbA1c値が８％

未満であれば許容範囲である．

1 ◆インスリンおよび注射器の特徴（小児の場合）

①超速効型インスリン

食事量が一定しない乳幼児にとっては食後，食べた量にあ

わせて調節できるという利点がある．また，身体が小さいほ

ど少量の糖分の摂取で高血糖状態になるため，高血糖時に追

加打ちすることですみやかに血糖を下げることができる．

しかし反対に，注射後，ゆっくり食べていると食事中に低

血糖を起こす危険があり，注意が必要になる．

糖尿病看護

患児：5歳6か月　男児　保育園児　
【現在の生活】
5人家族（両親，妹2人）．週2回スイミングスクールに通う．保育園
の給食はふつうに食べ，様子がおかしいと自分で血糖を測る

【病歴，現症】
生後4か月，DKAで発症（HbA1c値12.3％）．以後，インスリン治
療が続いている．低血糖による痙攣は現在まで16回．最近1年間に3
回（自宅でグルカゴン注射により改善）．現在，身長･体重とも平均値．
血中，尿中Cペプチド測定感度以下．HbA1c値7.3％．GAD抗体陰性．
糖尿病性合併症なし．

【治療】
・インスリン注射（混注2回法）：朝食前20R 13～15U，夕食前
30R 9～11U

■最近１週間の血糖値，インスリン量と事件の記録

表１　標準的な治療（例）

朝食前 夕食前
日付 血糖 20R 血糖 30R 事件

mg/dl U mg/dl U

10/12 171 14 354 11 午後，おやつ後昼寝

10/13 135 13 56 9 午後，スイミングスクール

10/14 210 15 48 10 昼食がいつもより少ない

10/15 68 14 187 10 雨で運動量少ない

10/16 89 14 235 10 午後，おやつが多かった

10/17 323 15 62 11 明け方低血糖で，朝食前上昇

＊血糖値，その日の運動により母親がインスリン量を調節．スイミン
グスクールの日は朝の20Rを1単位減らしている

＊母親が仕事をしており，保育園で昼の注射はできないため2回法．園
では低血糖のときのみグルコースを摂取．午前中に補食はしていな
い

摂取カロリー：1600kcalを基本にしているが，厳密ではない
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②プレミックスタイプのインスリン（ペン型注射器使用）

速効型インスリン（R）の組成により，10％がRのものから

50％がRのものまである．摂取カロリーが多く食後高血糖に

なる場合は40Rや50R（Rの比率の高いもの）を使用し，低年

齢で摂取カロリーが少ないときには10Rや20Rを使用する．

③注射器

従来，１単位未満のインスリン微調整ができなかったため，

体重の少ない乳幼児ではシリンジタイプの注射器を使用して

いた．最近0.5単位刻みのペン型注射器が発売され，上手に

利用すればシリンジタイプの注射器から変更できる．

2 ◆注射方法

患者の生活，年齢，内因性インスリン分泌などを考慮のう

え，患児（年少児の場合は家族）とよく相談し決定する．自己

注射は小学生になれば可能である．

①強化インスリン療法（１日４回，毎食前R＋就寝前N）

小学生以上は４回法で治療を開始することが多いが，昼の

注射を学校で行えるよう，担任や友達の協力を得ることが必

要である．隠れて注射をすることは子どもにとって大きな心

の負担になる．

食事時間のずれに対応でき，食べる量にあわせてインスリ

ン量を調節できるため，塾通いをしている場合などに便利で

ある．注射回数が多いため，昼前や就寝前のインスリン注射

を忘れないように注意する．

②混注２回法（１日２回，朝食前N＋R，夕食前N＋R）

年少児，インスリン分泌がまだ残っている場合，２回法で

もHbA1c値７％前後のコントロールは可能である．

毎日，保育園や幼稚園へ注射のために親が出向くことは，

子どもにとっても親にとっても精神面を考慮するとマイナス

である．しかし，午後からどうしても血糖値が高めになるた

め，昼食やおやつのカロリーが高いとHbA1c値は上昇する．

③CSII（インスリン持続皮下注）

この治療以外では，血糖コントロールの困難な思春期以後

の患者に使うことはあるが，活動量の多い小児期にはあまり

使用しない．

3 ◆インスリン量

平均的なインスリン量は体重（kg）あたり1.0U/日．思春期

には2.0U/日前後の使用量になることもある．反対に本人の

インスリン分泌が残っている場合には，0.5U/日以下でもコ

ントロール可能である．

インスリン量の調節をどの程度患者の判断に任せるかは議

論の余地が残る．しかし，小児は体育，部活，運動系の習い

事の有無，あるいは天気により活動量が大きく異なるため，

インスリン量の細かい変更が必要となる．

高血糖の原因が，食べ過ぎや運動不足であるとき，原則は

食事と運動で調節するが，不可能な場合はRを少量増やす．

反対に，運動量が多いと予測される日（運動会，山登りなど）

はインスリン量を減らす．具体的に何単位増減するかは，個

人差が大きいため，血糖値をみながら決める．

4 ◆自己血糖測定

必要回数は決まっていないが，発病初期は血糖の状態を把

握するために頻回（１日７回以上）の血糖測定が必要である．

血糖測定なしでも，ある程度の血糖値の予測ができるように

なれば，回数を減らすことができる．

インスリン量を血糖値によってスライドさせる場合には，

注射前に血糖測定が必要になる．低血糖予防のために就寝前

に補食をする場合や，風邪などで体調不良のときにも血糖測

定を増やす必要がある．
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取量で開始し，体重の状態によって調節する．通常，成長期

は運動量が極端に少ない場合を除き，ローカロリーダイエッ

トにしなくても通常の栄養所要量で，運動不足がなければ体

重は減る．

2 ◆食事内容

大人に比べ食品交換表の表１の割合が少なく，表３，４の

割合が多い．おやつに菓子類を食べることを許可する．特別

な日（誕生日，クリスマスなど）には，インスリン量を少し多

めにしてケーキを食べることも可能である．

■運動療法

乳幼児および学童期に特別な運動療法は必要ない．晴れた

日はなるべく外遊びを指示し，室内ゲームを長時間させない．

思春期には，運動部で運動をしている場合を除き，運動量

が少ない場合には，どこででも可能な簡単な運動（ウォーキ

ングなど）を指示する．

おわりに

子どもは大人のミニチュアではない．子ども自身が病気を

自分のこととしてしっかり受けとめ，自己管理できるように

なるまで，家族とともに時間をかけ，じっくりかかわってい

く必要がある．

糖尿病の子どもは治療を通じ，我慢することを自然に学び，

人へのやさしさにふれるチャンスも多い．そのため，病気の

自分に自信をもてるようになれば将来は心配ない．

看護する人間にどのような支援ができるか，どうかかわっ

ていくべきかを，次回で具体的にお話ししたい．

5 ◆低血糖

内因性インスリン分泌のない患者ほどインスリン量は増加

し，低血糖の頻度が高くなる．とくに低年齢の場合，子ども

自身が低血糖に気づかず，痙攣や意識消失で低血糖とわかる

こともある．

しかし，良好な血糖コントロールを得るには低血糖は避け

て通れない．低血糖時の適切な対処法，ブトウ糖の摂取やグ

ルカゴン注射（家族による注射）など十分な教育を要する．

6 ◆シックデイ

何かほかの病気にかかったときは，通常より頻回に血糖を

測定し，必要に応じて尿中ケトン体のチェックも行う．

発熱時は食欲が低下しても血糖上昇傾向にあるため，もし

高血糖ならRを追加する．

発熱がなく，嘔吐･下痢の場合は，いつもどおりインスリ

ン注射をすると低血糖を助長するため，食事量にあわせてイ

ンスリン（R）は減量あるいは中止，血糖値によってはNも減

らす．

■食事療法

繰り返しになるが，成長期の極端な食事制限は成長障害を

もたらす．また，きびしい食事療法により，将来過食症など

の摂食障害をまねく危険性もある．

患児の食事に関する問題点（いつもお腹がすいていないか，

隠れ食いをしていないかなど）を聞きながら食事量を調節し

ていく．基本的には子どもの糖尿病食は制限食ではなく，小

児にとっての健康食である．

1 ◆食事摂取量の目安

小児の栄養所要量に準ずるが，運動量により調節をする．

成長が止まったら食事量は徐々に減らすことができる．

肥満がない場合は1000+年齢×100kcal（年齢とはその子ど

もの身長相当の年齢．７歳でも６歳相当の身長であれば1600

kcal，８歳相当の身長なら1800 kcal）とする．

肥満がある場合でも，基本的には肥満がない場合と同じ摂


