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主催：糖尿病療養指導士連絡会

糖尿病療養指導士勉強会

私たちの体をながれる「糖」と糖尿病

2016年度 第1回

患者さんの「分からない」を 
認めるところから始めます

　糖尿病ってどのような病気だと思いますか？　 

　糖尿病は「尿」という字が入るので、おしっこに糖が出る病気だと

思っている人も多いようですが、正しくは「血糖が高くなる病気」です。

　では血糖とは何でしょう？

　患者さんに「分からない」と言われたら「そうですよね。分からな
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　「日本糖尿病療養指導士認定機構（JDEJ認定機構）」が検定と資格認定を行う日本糖尿病療養指導

士が誕生したのは2001年。糖尿病治療における自己管理（療養）を患者さんに指導・支援する医

療スタッフです。勤医協中央病院には2016年6月28日現在で16人。職種は看護師や管理栄養士、

臨床検査技師、理学療法士です。勤医協伏古10条クリニックでは4人の看護師が資格認定を受けて

います。
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いですよね」とオウム返しするようにしています。糖尿病はイメージ

しづらい病気です。まず、分からないことを認めてあげることから始

めます。

　血糖は「血液の糖」という文字の通り、血液中の糖の濃度です。具

体的にはブドウ糖の濃度です。私たちは血液中のブドウ糖の濃度を

測って、血糖が「高い」「低い」を判断しています。

血糖やインスリンの働きを 
分かりやすく説明します

　糖尿病の患者さんにとって血糖は「悪者のイメージ」があるかもし

れませんが、人間が動いたり話したりするために必要なエネルギーの

ほとんどは血糖から得ています。血糖は私たちが生きていくために欠

かせない栄養素であり、エネルギー源です。体には「体内の血糖が常

に同じ量に戻る機能」が備わっていますが、その機能に不具合が生じ

ると血糖が上がる糖尿病という病気になります。

　糖の材料は食べ物です。食べ物は口の中で咀嚼され、噛み砕いたも

のが食道を通り胃袋の中へ入っていきます。胃で消化・分解され、さ

らに小腸で消化され、小腸の壁にある絨毛で栄養素を吸収します。大

腸で水分を吸収された後に便が形成され出てきます。

　さて、小腸で吸収された栄養素はある臓器に集まるようにできてい

ます。それはどこでしょう？　肝臓です。

　肝臓は右の脇腹にあります。人間の内臓の中で一番大きい臓器です。

栄養の面でいうと倉庫です。肝臓に栄養素を常にストックし、足りな

くなった時は出し、余った時は入れておきます。小腸で吸収された栄

養素は門脈という血管に集まり肝臓に流入されます。栄養素の約3割

は肝臓の倉庫に、残りの約7割が心臓を通り全身へ行き、血糖が上が

ります。

　血糖が上がったことを感知する臓器がありますが、何でしょうか？

そうです、膵臓です。そこからあるホルモンが出ていますが知ってい

ますか？　注射している人もいます。　

　そうです、インスリンです。

　インスリンというホルモンは、胃の裏側にある膵臓のランゲルハン

ス島のβ細胞から出ています。人間の組織の単位は細胞で、ブドウ糖

を細胞の中に入れエネルギーをつくり生きています。ブドウ糖が細胞

の壁に入るためにどうしても必要なホルモンがインスリンです。イン

スリンが働くと血液中のブドウ糖を細胞の中に入れるので、血糖値が

下がります。逆に血糖を上げるホルモンは、膵臓のα細胞から出るグ

ルカゴンや副腎からはステロイド、神経から出るアドレナリンといく

つかあります。血糖が下がり過ぎると命の危険につながるため、血糖

を上げるホルモンは体の複数の場所からたくさん出せるようになって
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いるのです。

　「膵臓に腫瘍ができました」「膵炎があります」など膵臓が病気にな

るとインスリンが出なくなり、血液中のブドウ糖を細胞の中に入れる

ことができなくなります。血液中にブドウ糖がたまった状態が続く病

気が「糖尿病」です。

糖尿病の種類や原因についても 
丁寧に説明します

　糖尿病には、1型と2型があります。

　1型糖尿病は膵臓のβ細胞が壊れ、インスリンを作ることができな

い病気です。赤ちゃんでもお子さんでも発症します。

　ほとんどの患者さんは2型糖尿病です。2型糖尿病は膵臓からイン

スリンがそこそこ出ています。インスリンの一生分の量をバケツで表

現すると、一人一人持って生まれたバケツの大きさが違います。欧米

人はバケツが大きくインスリンをたくさん使える民族です。日本人は

アジア人の中でもバケツが小さい民族です。バケツの大きい民族と小

さい民族が同じような物を食べた場合、同じだけインスリンを使って

しまいます。小さいバケツを持って生まれた人は、先にインスリンが

足りなくなってしまうのです。また、親・兄弟に糖尿病の人がいる方

はバケツが小さめのようです。

　しかし、生きるためには、インスリンをどんどん使って食べ物をエ

ネルギーにしなければなりません。バケツに入っているインスリンが

半分くらいになると糖尿病を発症するといわれています。

　インスリンが足りない場合は、インスリンを注射で補います。「イ

ンスリンのバケツの大きさ」「あとどのくらい残っているのか」など

を判断するため、私たちはおしっこをためる検査やグルカゴン負荷試

験などを行っています。

　2型糖尿病の原因には、インスリンの出る量が少ない「インスリン

分泌不全」と、内蔵脂肪によってインス

リンが効きにくくなる「インスリン抵抗

性」があります。内臓脂肪は筋肉に比べ

るとインスリンの効き方が4倍悪いとい

われています。膵臓が一生懸命にインス

リンを出しても、相手が脂肪ばかりだと

細胞の中にブドウ糖が入っていきませ

ん。バケツが大きくてもインスリンが足

りなくなり、糖尿病を発症します。

　糖尿病の治療は原因を明確にしてか

ら、個々人の状態に合わせて行われます。

●バケツに残っているインスリンが少しの人
→インスリンを注射して補います

●まだまだ膵臓が頑張ってくれそう
→膵臓からインスリンが出るよう指令を送る薬
　グリメピリドなどを処方します

●インスリンは十分に出ているけれど効き方が悪い
→効き方を良くする薬メトホルミンや
　ピオグリタゾンなどを処方します

糖尿病の治療例
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糖尿病との適切な付き合い方を 
知っていただきます

　さて、皆さんは、どんな症状がありますか？

　私が講義をするのは入院して2日目です。症状があった方も少し

血糖値が下がることから、「症状はない」と答える人が多いんです。

　高血糖の症状は、かなり血糖値が高くならないと出てきません。

　ある日突然、血糖値100㎎ /㎗だった人が600㎎ /㎗になると症

状が出ますが、200㎎ /㎗、300㎎ /㎗と徐々に上がった人は症状

が自覚できません。

　しっかり伝えたいのは「糖尿病は基本的に症状がない」というこ

とです。ここが糖尿病の一番怖いところであり、ほかの病気と大き

く違うことです。なぜ怖いのか。熱が出た、痛みがある場合は受診

しますが、自覚症状がないと病院へ行きません。発症しても気が付

かずに受診が遅れます。症状がないので治療を受けないまま悪化さ

せてしまうこともあります。

　糖尿病が見つかるのは、圧倒的に健康診断です。ほかの病気の受

診で見つかることもありますが、入院し治療を始めても「何ともな
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いわ」と言って、退院後は受診をやめてしまう人も実は多いんです。

教育入院で一生懸命に説明するのは「症状がなくても治療が必要なこ

と」「何のために治療をするのか」を正しく理解いただきたいからです。

　「症状がない」まま、放置しておくと次に「命を脅かす合併症」がやっ

て来ます。例えば、見えづらくなったと眼科に行ったら「内科だよ」と。

傷が治らないので整形に行ったら「糖尿病だよ」と言われて、発症に

気が付きます。命取りになる脳梗塞や心筋梗塞も起こしやすくなりま

す。合併症を起こさない、起こしてもなるべく進めないために、糖尿

病の治療を継続していただきたいと思っています。

　最後の質問です。糖尿病は治りますか？　

　患者さんは「治らない」と答える方が多いです。「治るといいな。

でもダメなんだろうな」とか。初発で来た人は治らないという会話を

聞いてけっこうショックを受けています。「基本的には治らない」。で

も、「うまく付き合っていただきたい」とお話しします。1型糖尿病

の方には、iPSの話や再生医療の可能性を少しお話ししています。

よくわかる！　糖尿病の合併症！

まずは 
「セブン・イレブン」から

　糖尿病の教育入院で入って来られる患者さんは、悲喜交交（ひきこ

もごも）です。落ち込んでいる方もいれば、合併症を発症しているの

に「糖尿病の達人だ」と豪語される方もいます。

　皆さん、血糖ってどのくらいが正常値か分かりますか？

　血糖の正常値は、何も食べていない時で70 ～ 110㎎ /㎗です。

70と110で思い当たることはありませんか？　7と11、「セブン・

イレブン」ですね。

　そこで「今日は2つ覚えていただきたいことがあります。1つ目は「血

糖の正常値は、70 ～ 110㎎ /㎗（セブン・イレブン）です」と言います。

　「最初に糖尿病と言われた時の血糖値を覚えていますか？」と聞く

内科医長・センター長 伊古田 明美
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●日本内分泌学会内分泌代謝科（内科）
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－ 6 －

と300㎎ /㎗とか400㎎ /㎗と具体的な数字の答えが返ってきます。

「糖尿病が発症した時のことを思い出してください。症状はありまし

たか？」と聞くと、だいたい皆さん「症状はなかった」「気付かなかっ

た」と答えます。「健康診断で見つかった」「風邪で病院へ行って見つ

かった」という方がほとんどです。

　糖尿病は発症しても症状がないんです。症状がないから大丈夫と

思っているとどうなるか、それがこれから話す合併症です。糖尿病の

合併症は、「たまたま発症するのではなく、何カ月も何年も続いた結果」

ということがちょっと分かっていただけると思います。

次は「し・め・じ」を 
分かりやすく説明します

　もう1つの覚えてもらいたいことは、糖尿病の三大合併症です。

　神経の「し」、網膜症の「め」、腎臓の「じ」この3つで連想するこ

とはありませんか？　「し・め・じ」です。これは糖尿病の特徴的な

合併症です。

し 神経障害 … 手袋や靴下を履いた範囲にしびれが出ます

　神経とは何なのでしょうか。

　神経と血管とは別です。神経細胞から神経繊維が伸び、その命令に

よって筋肉が動いています。「右手を上げてください」と言うと「右

手の筋肉が縮む指令」が頭から筋肉へ伝わり、右手が上がるという仕

組みです。

　神経の伝達は電線と同じ電気現象です。身体の中に埋もれっぱなし

だと電気がロスしてしまうため、神経には電線のようにカバーがされ

ています。糖尿病になると、このカバーが壊れてロスが多くなり、命

令が伝わりにくくなります。神経細胞そのものが壊れるわけではなく、

神経を絶縁している細胞が壊れただけなので、血糖を改善するとまた

再生するのが神経障害の特徴です。

　神経障害でよく出る症状の一つにしびれがあります。手袋を履いた

糖尿病の三大合併症

神経障害

し じ
腎症

（神経）

め
網膜症

（目） （腎臓）
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範囲、それから靴下を履いた範囲にしびれが来るのが典型的で「手袋

靴下型神経障害」と言ったりします。例えば、靴下の部分がしびれて

いる場合の神経細胞の長さを約30㎝とすると、1日1㎜くらいの割

合で再生していくので、300日でようやく良くなるということです。

「神経障害があったとしても、諦めないで血糖をコントロールしましょ

う」と励まします。

め 網膜症 … 失明することがあります

　皆さん物が見えるというのはどういうことか分かりますか？

　ピンポン球くらいのサイズの目玉が皆さんの右目、左目にはまって

います。日の光がレンズの役割をする水晶体で屈折して目の底に像を

結びます。動脈には新しい血が流れいて、網膜に栄養を与えます。静

脈の血液が網膜の細胞から出る老廃物を受け取り運びます。目の奥底

には脳からカタツムリの角のようにピーンと目玉に向かって伸びてき

た神経が分布しています。だから目の奥は脳の一部です。網膜は酸素

や栄養分が大量に必要な臓器です。網膜に酸素や栄養を運んでくる細

かい血管に400㎎ /㎗、500㎎ /㎗の血糖が何年も流れ続けるとどう

なると思いますか？　血管が傷み、目の中に出血が起こってきます。

そうすると光が通らなくなり、視力を失います。

　糖尿病の網膜症は、「血管が切れて出血する」のと「血管が詰まっ

て血が行かなくなる」という2つの病態が同時に起こります。詰まっ

てしまうと網膜の神経細胞が死に、新しい血管（新生血管）が伸びて

きます。しかしこの血管は大変もろく、切れやすいことから、大出血

する前に焼いて塞ぐ必要があります。目の血管が傷むのは、糖尿病に

なってから10年前後くらいが多いようです。

　ところが、目の見える場所というのは、像を結ぶ一部分なので、周

りが出血していても気が付かないということになります。ですから、

何も症状が無くても1年に1回は眼科に行って眼底をよく診てもらい

ましょう。

　正常な眼底の写真はちゃんと血管の筋が見えます。糖尿病性網膜症

の眼底写真は出血や白い点があって血管の筋がぼやけています。

し 腎症 … 機能低下が徐々に進み透析になる恐れがあります

　腎臓は何をする臓器ですか？

　腎臓はおしっこを作ります。あらゆる生物は物質が出たり入ったり

しないと生きてはいけません。食べたり飲んだり、要らないものを外

に出す役割が必ずあるんです。

　では、要らないものとは何でしょうか。まずは便です。皆さん捨て
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ますよね。食べ物のカスは体の中にためていても具合が悪いのでやっ

ぱり外に出さなきゃいけないですよね。おしっこは体の中の老廃物を

水に溶かすかたちで1日に1ℓから2ℓくらい出ます。汗や吐く息も

そうです。

　では腎臓はどこにあるか分かりますか？　

　皆さんの手の平サイズの腎臓がウエスト部分の背中あたりに2つ。

右と左に1つずつあります。ソラマメみたいな形をした臓器です。そ

こから尿管というものが出て、膀胱に尿がたまり、おしっことして出

ます。腎臓は体の老廃物を血液から濾し出す臓器になっています。

　では血液はどこから来るのでしょうか？　

　心臓から大動脈が出て左右の腎動脈に入ります。腎臓の中で枝分か

れして毛細血管という細い血管になります。毛細血管は、細い糸を丸

めて球にしたような格好をしています。糸の球だから「糸球体」と名

付けています。この糸球からおしっこのもとになる液体が出ます。こ

の液体は原尿と言って、血の中の成分が染み出したものと考えてくだ

さい。そして、原尿を受ける受け皿があるんです。顕微鏡画像で見る

と糸球体の周りに受け皿の隙間があります。この受け皿の中に原尿が

入っていきます。この原尿が1日100ℓ以上出ます。100ℓが全部

体の外に出たらみなさん大変なことになりますよね。この受け皿には、

体にとって要らないもの（老廃物）と、必要だから引き入れなきゃい

けないものの仕分けをしている細胞があります。

　ここで、例え話をします。

　　　砂漠で遭難したら…
　皆さんが砂漠で遭難した。食料も水ももう尽きた。皆さん、どうし

ますか？　そういう時、水は1滴でも惜しいですよね。水は体にとっ

て大事だから、受け皿の細胞が体が乾いているということを感知して、

水をとにかく引き入れよう引き入れようとします。おしっこを濃くし

て、水は体に戻そうと仕分けをしているんです。

　　　ラーメンを2杯食べたら…
　ラーメン2杯を食べました。塩分が多いですよね。水分もたっぷり

入りました。さて、どうなるでしょう？　今、体にとって塩分はそん

なに必要ない、たくさんあったらかえって困るという時には、塩分が

出ていきます。水分も多い時には出すように出すようにと働きます。

　水のない時、塩分の多い時、そういった環境の変化を感じ取り、そ

れに応じて出し入れを決めている細胞が皆さんの腎臓の中にあるんで

す。

例
1

例
2
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　糖尿病になると、全身の血糖が高いわけですから、網膜症と同様に

腎臓の毛細血管も切れたり詰まったりします。糸球体の大きさはだ

いたい10分の1㎜くらいで、皆さんの片方の腎臓の中に約100万個

あります。糸球体の毛細血管の面積を全部広げるとテニスコート1面

分くらいの広さになるといわれています。この毛細血管が切れたり詰

まったりすると、糸球体が1つ潰れ、2つ潰れ…と、まるで街の灯火

が1つ消え、2つ消えるように、左右同時に脱落していき、腎臓の機

能が低下します。末期腎不全になると腎臓の組織は荒廃し、元に戻る

ことはありません。

　糖尿病性腎症は段階を経て進行します。腎臓の状態は顕微鏡を見な

ければ分からないのですが、病期を5段階に見分ける方法があります。

　では腎臓を守るためにはどうすればいいのか。

　血糖の病気だから血糖だけを良くすればいいのかと思うかもしれま

せんが、腎臓には5つの敵がいます。

腎 症 病 期 5 段 階

腎 臓 の 5 つ の 敵

1期 正常です。

2期
尿にごく微量のタンパク（アルブミン）が漏れ出て
きます。

5期 透析になり、腎臓の働きは10分の1以下です。

4期
老廃物が濾し出されなくなる腎不全という状態で、
腎臓の働きは3分の1以下です。

3期 尿にタンパクが出続けます。

塩分
腎臓の働きを低下さ
せる増悪因子です。

タバコ
腎臓機能障害が進行
します。

血糖

血糖が高いと腎臓
の毛細血管がもろ
くなります。

血圧

血圧が高いと腎臓
の働きが悪くなり
ます。

コレステロール

中性脂肪、脂質と呼ばれるもの
です。コレステロールが高いと
腎臓の血管が傷みます。
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合併症になることを知らない人が 
合併症になりやすい

　糖尿病になると、動脈硬化や認知症になる確率が高まることも伝え

ます。

　頻度が高い合併症に動脈硬化があります。直径1㎜から3㎜程度の

太い血管が硬くなって弾力が失われ、血管の壁が厚くなって血の流れ

が悪くなります。頭の血管が詰まったら脳梗塞になり、心臓の血管が

詰まったら心筋梗塞、足の血管が詰まることもあります。「足の血管

が詰る」「神経障害がある」「血糖が高いため白血球の働きも悪くなり、

ばい菌がつきやすくなる」この3つが重なると糖尿病性足病変が出や

すくなります。

　このような合併症があることを知らない人の方が、合併症になりや

すいんです。腎臓が悪くなってから、初めて受診された方は「何で教

えてくれなかったんだ」「知らないよ、そんな話聞いたことがない」

と嘆いています。

　皆さんは、合併症の話を聞いたので、合併症にならないか、なって

いる人もこれ以上進行しないはずです。糖尿病と向き合い、地道に治

療を継続しましょう。

　これで本日の話は終わりになります。
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質疑応答

　　　内蔵脂肪が減るとインスリンの効き方がとても良くなります。運動習慣をお勧めするのは、糖

を消費するためだけではなく、筋肉を増やして、糖を消費する場所を増やすためでもあります。運動

して痩せることは、とても良い結果を生み出します。

　糖尿病教育入院では、伊古田先生と湯野先生に糖尿病の原因や合併症について説明していただいた

後、栄養指導や検査の担当者も話をします。同センターのグループ長・小泉茂樹先生からは治療の概

論を。その後、理学療法士から運動療法について、薬剤師からは薬やインスリンの話をしてもらい、

最初の 1 週目が終わります。患者さんはあまりにたくさんのことを一度に学んでいるので、土日は

休みます。外泊から戻ってくると、「今まではこうだった」「次からはこういうふうにしてみようと思

う」と振り返ったり、前向きな言葉が出たりします。

　2 週目は看護師が日常生活での工夫やフットケア、シックデイ（病気の日）の注意などについてお

話をし、最後は先生から病状説明や検査の結果を説明してもらい、外来での治療はこういうふうに継

続していきましょうと今後の方向性を確認し、看護サマリーを作成して教育入院が終わりとなります。

　　　ご家族が来られている場合はだいたい一緒に参加していただい

ています。教育のスケジュールを説明した時にご家族から参加の希望

があれば、時間をお伝えして来ていただいています。

インスリンの抵抗性は、痩せたら改善するのでしょうか？

教育入院は患者さんが対象だと思いますが
ご家族が一緒に話を聞いてもいいのでしょうか？

糖尿病教育入院の概要

Q
湯野

Q
笹川

司会
勤医協中央病院

糖尿病看護認定看護師
笹川 恭子 

さいごに…


