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なぜ糖尿病神経障害になるの？

倉敷中央病院糖尿病内科
主任部長

　糖尿病神経障害は、網膜症、腎症とともに「糖尿病の三大合併症」といわれています。その中で、もっと
も頻度の高いのが糖尿病神経障害です1）。
　血糖コントロール不良による高血糖が続くと、神経障害が起こります。高血糖によって血液の流れが悪
くなり、末梢神経に必要な酸素や栄養が届かなくなってしまいます。これには、動脈硬化を引き起こす
高血圧症や脂質異常症、喫煙なども関与しています1、2）。また、高血糖が続くことで末梢神経に余分なブ
ドウ糖がたまり、神経にダメージを与えてしまいます。

どんな症状があらわれる？

　糖尿病神経障害の症状は、まず足指（足趾）や足裏にしびれ、痛みがあらわれ、次第に手や手の
ひらへと広がっていきます。こうした症状は、左右対称にあらわれるのが特徴です。左右のどちらか
のみに症状があらわれる場合は、ほかの病気が疑われます。神経障害が進行して痛いとか熱いと
感じにくくなると、足の小さな傷ややけどに気づかず、潰瘍になったり、壊疽を起こして手術が必要に
なることがあるため、早期発見・治療が大切です。また、手足だけでなく全身にもさまざまな症状が
あらわれます1）。
　このほかにも、注意すべき症状があります。糖尿病患者さんが低血糖を起こすと、手足のふるえや
動悸などがあらわれますが、自律神経障害があると、これらの症状があらわれにくくなり、発見が遅
れる危険があります（無自覚性低血糖）1）。

糖尿病神経障害は、糖尿病の三大合併症の中で、もっとも起こ
りやすい病気です。手足の痛みやしびれなどの症状は、日常生
活に影響を及ぼし、足潰瘍・壊疽に至ると手術が必要になること
もあります。症状の特徴を知って、早期発見を心がけましょう。

糖尿病神経障害を防ぐ

糖尿病足病変の原因と進展

特集

高血圧症
脂質異常症
喫煙

傷の治りが遅い
細菌感染しやすい血流障害

細菌感染

網膜症 腎症神経障害

足の傷、やけど、たこ、ウオノメ、靴擦れ など 潰瘍・壊疽

知覚が麻痺して
発見が遅れる 視力低下

高 血 糖
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　糖尿病神経障害を調べるには、しびれや痛みなどの自覚症状の有無
と、アキレス腱反射検査、振動覚検査で診断します1）。ただし、神経障害が
あっても初期は自覚症状が乏しいことがあります。たとえ症状がなくても、
予防のために、年に1度はこれらの検査を受けましょう。また、足病変の
発見にはふだんから足をチェックする習慣をつけておくことも大切です。

早期発見するには？

　糖尿病神経障害を防ぐには、糖尿病の基本治療（食事
療法、運動療法、薬物療法）で血糖値を良好な状態に保つ
ことが重要です1）。さらに体重や血圧、脂質のコントロール、
禁煙、減酒も必要です1）。
　糖尿病神経障害があるとわかった場合も、進行を止める
ためには、血糖コントロールが不可欠です1）。しびれや痛み
などの神経障害に対しては、薬で症状をやわらげる治療を
行います1）。また、潰瘍や壊疽を防ぐために、足に傷や異変
がないかこまめにチェックします。気になる変化があれば、
遠慮せず主治医や看護師に足を見てもらいましょう。

血糖コントロールが大切

【参考文献】
1）日本糖尿病学会 編・著. 糖尿病診療ガイドライン2016, 南江堂, 2016
2）松岡  孝. 月刊糖尿病. 3, p105-113, 2011

糖尿病神経障害でみられる症状の例

長年、血糖コントロールが
悪かった患者さんが、急
に血糖値を下げると、1～
3ヵ月後に強い痛みがあら
われること（治療後有痛性
神経障害）があるので覚え
ておきましょう。

糖尿病神経障害は
全身にあらわれます

複視
（物が二重に見える）

体幹部の疼痛

尿漏れ

筋力低下

無自覚性低血糖

起立性低血圧

無痛性心筋梗塞

胃もたれ

便秘・下痢

ED（勃起障害）

手足のしびれ、
疼痛、異常知覚など



「食事療法」は糖尿病の治療の基本です。食事は毎日、そして一生つき合っていく
ものです。食事を楽しむためにも、今号では、糖尿病患者さんのお菓子や甘いも
のに対する注意点などを女子栄養大学の田中明先生に解説をいただきました。
「かんたん！ヘルシーレシピ」では、甘い食事やデザートメニューを紹介します。
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～もっと美味しく、もっと楽しく～の愉しみの愉しみ

&
お菓子と甘いもの 田中  明 先生

女子栄養大学教授
女子栄養大学栄養クリニック所長

医学博士

回 答今回のテーマ

??

糖尿病治療の基本の「食事療法」では、炭水化物（糖質）の影響が大きいため、甘いものを食べてはいけ
ないと思われるかもしれません。血糖コントロールが不良の場合は禁止するべきですが、コントロール
がうまくいっている場合は、限られた範囲内で食べることができます。食べられる量は一人ひとり異な
りますので、食べ方や食べる時間、味わい方などとともに、主治医や栄養士に相談しましょう。

A. まったく食べられないわけではありません。
Q1. 糖尿病の場合、お菓子や甘いものを食べてはいけないのでしょうか？

制限エネルギーの範囲内だからといって、好きなものばかりを食べていると栄養バランスが悪くなり
ます。また、お菓子や甘いものは糖質や脂質が主な栄養素で、比較的高エネルギーのため、それらを
食べるとほかの食事を減らさなければならなくなり、空腹をがまんできずに食べ過ぎてしまうなど、
食事療法が継続できなくなることもあります。くだものや牛乳などの乳製品を1日の適正なエネルギー
量の範囲で、デザートや間食でとることをお勧めします。

A. 栄養のバランスが偏るので避けましょう。
Q2. ご飯（炭水化物）を減らした分、お菓子や甘いものを食べてもいいですか？

同じドリンク類でも、フルーツ入りのジュースなら体に良さそうに思われます。しかし、甘いドリンク類は
高エネルギーのものが多いのでお勧めできません。甘いヨーグルトやスポーツドリンクなども同様
です。食品の中には「無糖」「カロリーオフ」などの表示のあるものがありますが、多くの場合は人工甘
味料が使われています。人工甘味料は、甘くないと物足りなく感じてとり過ぎてしまう恐れがあったり、
おなかを壊すこともあるため、注意が必要です。

A. 一見、体に良さそうな甘いものに注意を。
Q3. 特に注意すべきお菓子や甘いものはどんなものですか？

糖尿病
と
食事



か ん た ん ！

料理提供：『栄養と料理』（女子栄養大学出版部）より
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アスパラガスの塩パンナコッタ
グリーンアスパラガスがおいしい時期に
ぜひ作りたい、前菜風のおやつ。
アスパラの甘味と塩麹（こうじ）のうま味が
堪能できます。

ポイント

グリーンアスパラガス......8本（ 160g）
牛乳....................................1カップ
塩麹.................................大さじ1※
生クリーム..........................¼カップ
　粉ゼラチン...............................5g
　水...................................大さじ2

材料／85㎖容量の型4個分

〈作り方〉
❶
❷
❸

❹
❺
❻

アスパラは塩少量を加えた湯でやわらかくなるまでゆで、水にとって水けをきり、2㎝長さに切る。穂先4本分は飾り用にとり分ける。
水に粉ゼラチンをふり入れてしとらせる。
飾り用以外のアスパラと牛乳、塩麹をミキサーに入れてなめらかになるまで攪拌（かくはん）する。❷を電子レンジ（600W）で
20秒加熱してとかして加え、生クリームも加えてさっと攪拌する。
型にオリーブ油を塗り、❸を等分に注ぎ入れて冷蔵庫で冷やしかためる。
小なべにaを入れ、弱火にかけながら小さな泡立て器で泡立てる。あら熱がとれるまでおく。
❹を皿に盛り、とり分けたアスパラを縦に切って飾り、❺を添える。

オリーブ油（型に塗る用）......少量
　  牛乳.......................¼カップ
　  塩麹.................... 小さじ½※

※大さじ1で食塩相当量1.5gの塩麹を使用。
　メーカーによって塩分が異なるので、塩けが強い
　場合は量を減らして調整を。

パインとにんじんのサラダ
パインの甘味がにんじんに移ってさわやか！
朝食のサラダなどにもおすすめです。

材料／2人分×2回

ポイント

カットパイン...................150g
　にんじん.....................100g
　塩..............ミニスプーン1弱

〈1人分〉  28kcal　
食塩相当量 0.1g　たんぱく質 0.4g　
脂質 0.1g　炭水化物 7.3g　食物繊維 1.2g

〈作り方〉
❶

❷

にんじんは皮をむき、斜め薄切りにしてからせん切りにする。
塩をふって混ぜ、水けが出たら絞る。カットパインは薄切りにする。
ボールに❶を入れ、レモン果汁を加えて全体を混ぜ合わせる。
食べるときにミントの葉をちぎって加え混ぜる。

レモン果汁..........小さじ1
ミントの葉............... 少量

a

〈1個分〉  119kcal　
食塩相当量 0.5g  たんぱく質 4.6g  脂質 8.2g  炭水化物 7.0g  食物繊維 0.8g

冷蔵庫で2～3日
保存可能

1日の目安は
これくらい
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運動療法は自宅でも行えますが、糖尿病神経障害で足にしびれや
痛みがある場合は、足に負担をかけない運動の仕方を考える必要が
あります。安全に運動を続けるためのポイントを知っておきましょう。

～良好な血糖コントロールを目指して～動のすすめ動のすすめ

糖尿病神経障害患者と運動のはなし

運動は血糖を良好に保つために必要ですが、神経障害をはじめとする合併症を起こしている患者さんの場
合は、運動によるリスクを避けるために注意しなければならない点があります。以下の注意点を守って、適切
な運動を心がけましょう。

なお、運動中に体調が悪くなったり、足の自己チェックで異変をみつけた場合は、運動を中止して、主治医に
相談してください。

❶ 主治医のメディカルチェックを受ける
運動療法を始めるにあたっては、主治医による全身状態の確認が必要です。
とくに神経障害がある糖尿病患者さんは制限が必要な運動もあります
ので、運動の種類や回数については、必ず主治医の指示に従ってください。

❷ 足のチェックを入念に
糖尿病神経障害が進むと、足の知覚が低下していき、傷に対する痛みを
感じにくくなります1）。そのため、足の傷に気づかないまま運動を行って
しまい、傷を悪化させてしまうことがあります。運動を始める前はもちろ
ん、毎日の日課として、自分の足の状態をよくチェックする習慣をつけま
しょう。

❸ 運動によるリスクを知っておく
糖尿病神経障害は、足先や足裏だけでなく、全身の末梢神経にさまざまな
症状があらわれます1）。とくに自律神経が障害されていると、運動中に血圧
の低下あるいは上昇を起こしやすくなります。また、心筋梗塞が起こって
も胸の痛みなどの症状があらわれず（無症候性心筋虚血）、気づくのが遅
れて命の危険を招くこともあります2）。運動によってこうしたリスクが引き
起こされることを自覚し、運動中にきついと感じた場合は、運動を中止する
など、決して無理をしないことが大切です。

医療法人社団正名会
池田病院 院長

医療法人社団正名会
池田病院 院長

監 修
池田 弘毅  先生

 

安全な運動療法を続けるために

足をみる

足を触る

足を動かす
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臨床部 部長

宇佐美 勝  先生
臨床部運動科 主任

成澤 勇樹  先生

【参考文献】
1）日本糖尿病学会 編・著.糖尿病診療ガイドライン2016, 南江堂, 2016
2）日本循環器学会. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2011年度合同研究班報告） 虚血性心疾患の一次予防ガイドライン（2012年改訂版）, 2012, 
　 http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2012_shimamoto_h.pdf

運動療法として推奨されているウォーキングやジョギングなどの有酸素運
動は、糖尿病神経障害でしびれがある人が長時間行うと、足に負担がかかっ
てしまいます。主治医と相談しながら慎重に運動を進めていくことが大切です。
糖尿病神経障害が進行している場合は、足への負荷を避けるために、水泳
やサイクリング、上半身の運動などを行うとよいでしょう。
糖尿病神経障害は足の筋肉の萎縮も引き起こします1）。日頃から足のストレッ
チをしたり、足の裏や甲などを揉むなどして、足の筋肉をほぐしてあげることも
必要です。

●足に負担をかけない運動

足に合わない靴をはいて運動すると、靴擦れを起こしやすくなります。とくに
糖尿病神経障害がある場合は、靴擦れに気づかず感染症を起こしやすく
なります。大切な足を守るために、自分に合った靴を選びましょう。足の長さと
幅がピッタリするもので、靴ひもや面ファスナーなどで足の甲をしっかり固
定できる靴がよいでしょう。
靴は購入前に試着して、履き心地を確かめてください。

●自分に合った靴選びも大切

糖尿病神経障害がある場合も、無理のない範囲で運動を続けること
が大切です。1日の中でまとまった時間がとれない場合は、5分、10分
の運動を積み重ねていく方法でもよいでしょう。

姿勢を良くすることでも筋肉は鍛えられます。ふだんの生活から正しい姿勢を心
がけましょう。

ワンポイント！
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お便りください

【ハガキ】
〒105-8320
東京都港区虎ノ門1-10-5 3階
（株）協和企画内『T-Friends』編集部
【FAX】
03-6838-9222
お便りには、住所、氏名、電話番号、
可能であれば年齢を明記してください。

テルモ ネット通販
健康管理製品や栄養補助食品を
オンラインで手軽にショッピング

http://www.e-terumo.jp
テルモ ネット通販

テルモ株式会社  〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1
http://www.terumo.co.jp

はテルモ株式会社の商標です。

『T-Friends』では、読者の皆さまからのお便りを募集して
います。ご意見・ご感想、今後取り上げてほしいテーマを
ハガキまたはFAXで、右記編集部までお寄せください。
なお、治療等に関するご質問は、医師・医療従事者へお
願いします。
お便りをくださった方の中から抽選で5名の方に、運動効果
の高い中強度の歩きが分かる歩行強度計「メディウォーク」
を差し上げます（プレゼントの〆切は2018年7月末日。
当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます）。

   プレゼント！
中強度の歩きが
ひと目で分かる
歩行強度計

「メディウォーク®」

緑色のマス目に入る文字をA～F の
順番に並べてください。
それがパズルの答えです。

（答えは本誌のどこかにあります。）

タテのヒント ヨコのヒント

ストッキングより厚手の衣類。防寒用やスポーツ用
などもある。
ついついこぼしてしまいます。
大は○○○を兼ねる。
香川県の代名詞のひとつでもある食べ物。
抽出して濃縮したもの。
糖や脂肪を燃やしながら行う「○○○○○運動」。
相思相愛の間柄にある恋しく思う相手。
「時間×速さ」の公式で求めるものは？
75日間は消えないとか。
空腹時は正常でも食後に血糖値が上がる状態。「○○○
糖尿病」。
日常生活で使う道具。タンスやソファーなどの総称。

1

2
4
5
7
9

10
11
12
14

16

ラベル、札のこと。
糖尿病を患っている方は、歯の病気「○○○○病」にもなり
やすい。
茶道の心得。毎回、茶会は一生に一度の出会いと心得て、
この一瞬を大切に思い、誠意を尽くすという意味。転じて、
一生に一度きりという意味にも。「一期○○○」
チューリップの地下茎。プロポーズの別名。
２で割りきれない数字。
単調ではないこと。「○○曲折」。
教会などで歌われる、神様をたたえる歌。
いつもご馳走になっているので今回は○○○○にしま
しょう。
利益を得ること。「損して○○とれ」。
自分の息子を謙遜していう言葉。
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、TERUMO、テルモ、メディウォークはテルモ株式会社の登録商標です。


