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健常者でも風邪や胃腸障害などで具合が悪くなることはま

れでないが，糖尿病患者ではこのようなちょっとした病気が

もとで，体調が非常に悪くなったり，血糖コントロールが不

良になることがある．

糖尿病患者にこうした病気による体調不良が起きたときを

シックデイとよぶ．

シックデイの病態はさまざまであり，病態によって高血糖

になったり低血糖になったりする（図１）．糖尿病患者が合併

しやすい症状には発熱，下痢，嘔吐，食欲不振などがある．

これらの誘因は感染，ストレス，疼痛などである．

感染，ストレス，疼痛は，交感神経の緊張やインスリンに

拮抗するホルモンの増加を介して，インスリン抵抗性を増悪

させる．また，発熱，下痢，嘔吐，食欲不振は水分やナトリ

ウム，カリウムなどのミネラルや水素イオン，重炭酸などの

喪失の原因となる．

これらの結果，血漿浸透圧の上昇，低ナトリウム血症，低

カリウム血症，代謝性アルカローシスやアシドーシスが引き
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図１　シックデイの病態
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起こされる．インスリン抵抗性の増悪や血漿浸透圧の上昇は

高血糖をもたらす．

一方，こうした誘因があると食欲不振が起こり，糖質の摂

取が不足する．インスリン注射や経口血糖降下薬の内服をし

ている患者ではその結果，低血糖がもたらされることがある．

また，糖質摂取の低下は体脂肪の分解を亢進させ，ケトン体

の増加を介して代謝性アシドーシスを増悪させる．

これらの症状，病態のいずれが主体をなすかによって，あ

る場合には高血糖が，別の場合には低血糖が起きる．



月刊ナーシング　Vol.21 No.8 2001.7 83

シックデイは，糖尿病合併症を出現させたり悪化させるこ

とがある．またシックデイは，糖尿病合併症の出現のきっか

けとなったり，急激に悪化させたりすることがある．

図２はシックデイと合併症の関係を示したものである２）．

高血糖はケトアシドーシスや糖尿病昏睡をもたらすほかに，

心筋梗塞，脳卒中の引き金になったり，糖尿病合併症を増悪

させることがある．

一方，血糖の低下は低血糖昏睡を起こすだけでなく，高血

糖と同様，糖尿病合併症の出現，悪化の引き金になったり，

心筋梗塞の原因になったりする．

このような合併症を予防するために，シックデイの対応

法を患者に適切に指導することが求められる．

図２　シックデイと合併症
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シックデイ対応の原則は以下の６点である３）．

①シックデイには主治医に連絡し，指示を受けること

②インスリン治療中の患者では決してインスリンを中止しな

いこと

③十分な水分摂取により脱水を防ぐようにすること

④できるだけ，口あたりのよい消化のよい食物を選んでとる

ように（絶食しないように）すること

⑤血糖自己測定により血糖値を３～４時間ごとに測定し，血

糖値が200mg/dlを超えてさらに上昇傾向がみられるとき

は，そのつど速効型インスリンを追加するよう指示すること

⑥尿中ケトン体の測定を行うこと

嘔吐，下痢が止まらずに食物摂取が不能の場合や，発熱が

２日以上続き，尿ケトン体強陽性，血糖値が350mg/dlより

低下しないときは早急に入院治療させる必要がある．

ただし，シックデイへの対応は，糖尿病の病型と病態，シ

文献２）より
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ックデイの原因によって大きく異なる．患者の病期，病態

（食事療法単独，経口血糖降下薬使用，インスリンを血糖コ

ントロールのために必要とする，インスリン依存）によって

異なる対応が必要となる．患者には，それぞれの病態に応じ

た指導をしておく必要がある．

シックデイの病態と対応法を教育，指導する．まず，すべ

ての患者について，シックデイの定義と病態，主治医に連絡

すべき症状，水分と食事のとり方，尿中ケトン体の測定法を

指導し，ついで，病態に応じて，経口血糖降下薬の服用法，

インスリンの注射法を指導する．

1 ◆シックデイとは何か？

シックデイの定義，シックデイの危険性（前述）を理解させ

る．

2 ◆主治医に連絡すべき症状

主治医に連絡すべき症状を表１に示す．連絡方法の指導も

忘れないように．

3 ◆水分と食事のとり方

血糖降下薬やインスリンを使用していない患者では低血糖

の心配はない．しかし，ふだんは，食事療法で良好なコント

ロールが得られている患者であっても，高熱や脱水によって

ケトアシドーシスや著しい高血糖となることもある．

経口血糖降下薬やインスリン療法中の患者ではなおさらで

ある．脱水予防の重要性を十分理解させ，できるだけ水分を

摂取するように指導する．

このときに注意すべき点は，清涼飲料水である．清涼飲料

水の摂取は高血糖を増悪させる．原則として水分の補充には，

糖質を含んだ清涼飲料水は，スポーツドリンクも含めて避け

るように指導したほうがよい．

しかし，全く食欲がないときには，ジュース類やスポーツ

ドリンクでも摂取したほうがよい．おかゆやおもゆ，スープ，

みそ汁などをとるなかで，ジュース類やスポーツドリンクに

偏らないように摂取するのがよい（表２）．
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表２　シックデイの食事と飲み物

①十分な水分摂取（脱水予防）

・30分から１時間ごとにコップ１杯の水を

・スープや味噌汁ならばなおよい

・食事がとれればお茶や水でよい

・食事がとれなければジュースやスポーツドリンク．ただし，

糖質を含まない水分もあわせてとる

②エネルギーの補充

・炭水化物 100～150g/24時間

・１～２時間おきに炭水化物を15g，もしくは３～４時間おき

に50gとることを目標とする

表１　主治医に連絡すべき症状

①嘔吐，または下痢がはげしく半日以上続くとき

②食事摂取が不可能なとき

③高血糖と尿中ケトン体陽性が１日以上持続するとき

④高熱が２日以上持続するとき

⑤短期間で著しい体重減少がみられるとき

⑥口渇，多飲，多尿などの症状，あるいは尿量の減少

表３　経口血糖降下薬治療患者のシックデイ対策

患者の状態 指示内容

・食事摂取量不変
ふだんどおり服用

・高血糖による症状なし

・食事摂取量不変もしくは減少
主治医，医療機関に連絡

・高血糖による症状がある

・食事摂取量１/２程度
服用量を１/２に減量

・尿糖陽性，尿中ケトン体陰性

・食事摂取不能 投与中止．長時間続けば主治医，

・尿糖陰性 医療機関に連絡

・食事摂取不能
主治医，医療機関に連絡

・尿糖陽性，尿中ケトン体陽性

患者の状態 指示内容

・食事摂取量不変
ふだんどおり注射

・高血糖による症状なし

・食事摂取量不変もしくは減少
主治医，医療機関に連絡

・高血糖による症状がある

・食事摂取量１/２程度

・尿糖陽性，尿中ケトン体陰性

・食事摂取不能 主治医，医療機関に連絡

表４ コントロールにインスリンを必要とするが，インスリン依存で
はない患者のインスリン調節法の１例

注射量を平素の１/２ぐらいにする．１

日２回注射の場合，朝の注射を１/２量

とし，その日の食事摂取量をみて夜の

インスリン量を決定する
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4 ◆尿中ケトン体の測定法

尿糖の測定法とともにケトン体の測定法，ケトン体の意義

について教育する．

5 ◆経口血糖降下薬の調節法

経口血糖降下薬の調節が必要になる．調節の方法は平素の

コントロール状態，血糖降下薬の種類や投与量によって異な

るが，標準的な対応を表３に示す．

食事がふだんどおり摂取できるときには薬物量の変更は必

要としない．しかし，食事が十分摂取できても，高血糖の症

状を示すときには受診するよう指示しておく必要がある．

6 ◆インスリン調節法

インスリン依存状態ではないが，血糖コントロールにイン

スリンを必要とする患者のインスリン調節法を表４に示し

た．

この病期の患者は１日１～２回の中間型インスリンで治療

されていることが多い．また，血糖自己測定を行っていない

患者も多いため，血糖に応じてスライディングスケールによ

ってインスリン量を調整することが必ずしも可能ではない．

中間型インスリンで治療され，血糖自己測定が行われてい

ない患者では，食欲がなく，食事摂取が十分でないときには

インスリン投与量を平素の１/２ぐらいに減量するように指

示をしておく．

１日２回（朝，夕もしくは朝，就寝前）の注射をしている患

者では，とりあえず朝のインスリンを１/２量注射し，その

日の食事摂取の具合によって，夜（夕もしくは就寝前）のイン

スリンを注射する．

すなわち，比較的食事が摂取できたならば，夜（夕もしく

は就寝前）のインスリンは平常どおり，あまりとれなかった

ときは１/２量もしくは中止するように患者の平素の病態に

応じて指示しておくとよい．食欲があるときは，平常どおり

のインスリンを投与する．

なお，この病期でもスライディングスケールが可能な患者

では，インスリン依存状態の患者に準じてスライディングス

ケールで血糖コントロールを行う．

7 ◆インスリン依存状態の患者のインスリン調節法

シックデイの対応が最も重要なのがこの病期の患者であ

る．この病期の患者ではどんなことがあってもインスリンを

中止してはならない．全く食事がとれない状態であっても，

illustration：増田 康夫

表５　インスリン依存状態の患者のインスリン調節法の１例

①食事摂取が平常どおり可能な場合
・中間型インスリンは平常どおり
・速効型を必要に応じて増量する
血糖 240mg/dl以上 10～20％増量

400mg/dl以上 20～30％増量
尿ケトン体 中等度（＋＋）以上陽性　　さらに10％増量

②悪心･嘔吐，食欲不振を伴い食事摂取量が減少している場合
・中間型インスリン 血糖が80mg/dl以下の場合　20～50％減量

血糖値の低下が認められないときは平常どおり
・速効型を必要に応じて増減
血糖 50mg/dl未満 注射しない

80mg/dl未満 50％減量　
240mg/dl以上 10～20％増量
400mg/dl以上 20～30％増量
尿ケトン体 中等度（＋＋）以上陽性　　さらに10％増量

＊インスリン量は患者，病態によって大きく異なる．インスリンを増量しても血糖
が下がらないときにはさらに追加量を増量する必要がある．ここに示した調節法は
あくまで１例であり，頻回の測定によって量をこまめに調節することが必要である．
私たちは，表６のような指示書を用いている．

文献４）をもとに作成
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表６　インスリン調節法およびチェック項目

①体調不良時には次の手順で速効型インスリンを追加してください

・食前血糖が120～150mg/dlの場合，＿＿＿単位追加

・食前または眠前血糖値が150～200mg/dlの場合，＿＿＿単位追加

・食前または眠前血糖値が200～250mg/dlの場合，＿＿＿単位追加

・血糖値が250～300mg/dlの場合，＿＿＿単位を３～４時間ごとに追加

・血糖値が300～350mg/dlの場合，＿＿＿単位を３～４時間ごとに追加

・血糖値が350～400mg/dlの場合，＿＿＿単位を３～４時間ごとに追加

②血糖測定時に尿ケトン体を調べてください．尿ケトン体が多く，かつ血

糖が300mg/dl以上の場合は，インスリン量を倍に増やしてください

③インスリン追加を２～３回行った時点で主治医もしくは担当看護婦に連

絡してください．食事がとれなかったり，食べ物を繰り返し吐くような

ら，即刻，医師，看護婦に連絡する必要があります

④体調不良時には十分な水分の補給が大切です．水分摂取は自分では十

分と思っていても，不足になりがちです

文献５）より改変

インスリン依存状態でのインスリン中止は死に直結するこ

とを，インスリン導入時に教育するだけではなく，外来受診

時にも機会をみて頻繁に教育する必要がある．

この病期の患者は強化インスリン療法が原則であり，シッ

クデイにはスライディングスケールで血糖をコントロールす

る．インスリンの調節法は食事がとれるかどうかで分けて考

える（表５）．

●悪心などがなく，食事が摂取できる場合（軽症の感染症な

ど）

活動性の低下がなく，食事摂取も可能な場合は中間型イン

スリンは平常どおり注射し，血糖値に応じて速効型インスリ

ンを増量する．

血糖値の増加がなければ平常どおりで差し支えないが，高

血糖やケトーシスが認められるときは速効型インスリンを増

量する．

●悪心･嘔吐，食欲不振などを認め，食事摂取量が減少する

とき

血糖値に応じて中間型インスリンを減量する．そのうえで，

速効型インスリンを調節する．

どの程度増減すべきかは，患者の病態によって異なる．前

もって，調節法の指示書（表６）を患者に渡しておくとよい．

いままで述べてきた内容を患者一人ひとりに間違いなく理

解させるためには，患者教育用の資料が欠かせない．必要な

資料をオーダーメイドで作成し，それらを利用することによ

って間違いのない教育ができるものと考えている．

インスリンの中断はケトアシドーシス，糖尿病性昏睡を引き

起こし，生命の危険を生じさせる．

しかし，低血糖の経験のある患者では，シックデイの教育

を受けていても低血糖を恐れて食事が摂取できないとインス

リンを中止してしまうことがある．また，緩徐に発症する

slowly progressive IDDMではインスリン導入時にはインス

リン依存状態ではないため，このことが正しく認識されてい

ないことがある．


