
合併症を発症させないための夏場の

糖尿病患者様の心得について 



熱中症について 

 





気温と熱中症患者数 
• 一般的に，最高
気温の高い日ほ
ど熱中症患者が
発生しやすい。 



累積患者数 



性別・年代・発症場所・活動別 
患者数・比率（2007年） 

• 男性が女性の2倍多いが，高齢者では性差は小さい。 

• 未成年者ではスポーツ，若年成人では労働・作業，中
高年者は自宅での日常生活中の発症が多い。 

性別・年齢階級別患者数

0

100

200

300

400

500

0-6 7-18 19-39 40-64 65-

年齢階級（歳）

患
者
数
（人
）

計（879人）

男（592人）

女（287人）

発生場所・活動別患者数比率

0% 50% 100%

0-6

7-18

19-39

40-64

65-

年
齢
階
級
（歳
）

患者数比率

運動中

自宅（居室）

公衆出入場所

公園・広場

学校

屋外作業

屋内作業

屋外

道路・駐車場

その他



重症度別患者数比率（2007年） 
• 高齢者ほど重症になりやすい。 

• ただし，発見時すでに死亡していると救急搬送
されないので，死者数は過小評価される。 
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症例提示 
（監察医務院検案・解剖例） 



労作性熱中症の代表的症例 

月 
年齢 

性 

健康 

状態 

作業 

内容 

作業 

開始 
発症 症状・経過 

8月
上旬 

20代 

男 

高度の 

肥満 

ビル解体
工事 

10:00 14:00 
ふらつき，嘔吐，意

識喪失 

7月
下旬 

30代 

男 

精神 

疾患 

(加療中) 

ビル工事
現場外壁
ネット張り 

7:30 16:00 
気分不快，足場に
降りた直後に意識
喪失，痙攣 

7月
上旬 

40代 

男 

糖尿病
(未加療) 

駐車場舗
装工事 

8:00 15:30 
気分不快，帰寮中
に意識混濁 

• 症例数は少ない。 

• 若年者が主体だが死亡例では何らかの基礎疾患があることが多い。 



自宅発症の中年症例 

• 50歳代女性。息子と同居。 

• 精神疾患あり，夫と離婚後自室に引き籠り状態。 

• 数日前から体調不良（夏バテ？）。 

• 8月上旬某日午後7時頃，息子が仕事から帰宅す
ると，冷房・扇風機のない閉め切った室内でぐった
りしており，救急要請したが既に死亡。 

• 検視時，直腸温40℃。 

• 解剖で横紋筋融解および腎尿細管のミオグロビン
円柱を確認。 



横紋筋融解 
• 骨格筋（横紋筋）の細胞が融解・壊死すること
により、細胞内の成分（ミオグロビンなど）が血
中に流出する病態。 

• 原因 

 ①筋挫滅を伴う外傷（クラッシュ症候群） 

 ②医薬品の副作用： 高脂血症治療薬，   
ニューキノロン系抗菌薬など 

 ③高体温を呈する疾患： 熱中症，悪性症候群，
感染症，覚醒剤中毒など 



皮質 髄質 

ミオグロビン円柱 

熱中症例の腎臓 

顕微鏡像 

正常な大腰筋 熱中症例の大腰筋 

←熱中症による横紋
筋融解。ミオグロビン
の逸脱により脱色を
呈する。 

→ 

  ミオグロビン
は血流に乗り，腎
尿細管を閉塞・傷
害して急性腎不
全を起こし，死因
となる。 



自宅発症の高齢者症例（1） 

• 80歳代女性。夫と死別し独居。大病なし。 

• 8月中旬某日に娘と会った際，やや夏バテ気味
であったが重症にはみえず。 

• 翌日午後9時頃に次女が訪問したが応答なく，
屋内に入ると寝室のベッド上でうちわを片手に
握ったまま死亡発見。 

• 窓は閉め切り，エアコンは故障しており，窓を全
開した状態で室温37℃（！）。 

• 死亡推定時刻は当日午前2時頃。 



自宅発症の高齢者症例（2） 

• 90歳代女性。糖尿病，心疾患で加療中。 

• 息子夫婦と同居（二世帯住宅）。 

• 8月上旬某日朝より壁にもたれかかり歩けなくな
り，ソファ上に寝かせていた。 

• 翌朝午前6時頃様子を見にいくと，呼吸が荒く意
識がなかった。救急搬送中に心肺停止となり，
蘇生に反応せず死亡。 

• 検視時，直腸温42℃。 



高齢者熱中症の特徴（1） 
～若年者との比較～ 

若年者 高齢者 

性別 男＞女 男≒女 

病型 労作性 非労作性（古典型） 

持病 少ない 多い 

発症状況 屋外での労働・スポーツ 屋内での日常生活中 

発症時刻 ほとんど日中 夜間も稀ではない 

発症経過 急激に発症 数日かけて進行 

発見・治療 発症直後 遅れることが多い 

予後 比較的良好 不良 



高齢者熱中症の特徴（2） 
～危険因子～ 

加齢による生
理機能の低下 

のどの渇きを認識する感受性の低下 

気付かぬ間に脱水が進行しやすい 

持病 
心疾患，高血圧，糖尿病など 

中年では精神疾患，アルコール依存も 

社会生活環境 
独り暮らしで社会とのかかわりが少ない 

足が不自由で外出機会が少ない 

生活習慣 

冷房嫌い 

防犯のため窓を閉めて鍵をかける 

トイレに起きたくないので夜間は水分摂
取を控える 



熱中症の危険信号 
・・・どういう時に熱中症を疑うか・・・ 

環境因子・・・こんな日には注意！ 

• 気温が高い、湿度が高い 

• 風が弱い、日差しが強い 

 

熱中症の危険信号・・・こんな症状がでていませんか？ 

• 極端に高い体温 

• 赤い、熱い、乾いた皮膚（全く汗をかかない） 

• ズキンズキンとする頭痛 

• めまい、吐き気、意識障害 

 



高齢者の日常生活における 
熱中症予防のポイント 

①暑さに体を慣らすために，比較的涼しい早朝に
外出する（散歩など）。 

②帰宅後はすぐにシャワーや冷房で体を冷却する。 

③熱帯夜が続くときは，夜間就寝中にも冷房使用
をためらわない。 

④こまめな水分補給。のどの渇きを感じる前に。 
起床時，入浴前後，就寝前にはコップ1杯（約
200mL），日中は1時間ごとにコップ半分の飲水。
運動・作業時は0.2％程度の塩分を加える。 



スポーツ活動中の熱中症８ヵ条 
（日本体育協会） 

１．知って防ごう熱中症 

２．あわてるな，されど急ごう救急処置 

３．暑い時，無理な運動は事故のもと 

４．急な暑さは要注意 

５．失った水と塩分を取り戻そう 

６．体重で知ろう健康と汗の量 

７．薄着ルックでさわやかに 

８．体調不良は事故のもと 



熱中症の手当 
① 水分補給 

• 冷たい水やスポーツ飲料など
を飲ませるとともに塩分を摂ら
せる。 

 

＜水分補給すべきでない状態＞ 

• 意識がない 

• 吐き気や嘔吐などがある 



飲料の組成比較 
スポーツドリンク 経口補水液 果物ジュース 

100mL当り 製品A 製品B 製品C 製品D 製品E 

エネルギー（kcal） 27 26 19 10 34.2 

Na（mg） 49 48 46 115 44.7 

K（mg） 20 24 8 78 342 

Ca（mg） 2 

Mg（mg） 0.6 1.2 2.4 4.7 

P（mg） 6.2 

• スポーツドリンクはエネルギー（糖分）が多く，塩分（Na
，K）は少ない。 

• 経口補水液（オーエスワン）は糖分は控えめで，塩分の
補充に有利。 

• 果物ジュースはKが特に多い。 



熱中症の手当 

 ➁ 涼しい環境への避難と休息 

• 風通しが良く、熱くないところに
運ぶ。 

• 衣類を緩め、水平位または上
半身をやや高めに寝かせる。 

• 顔面が蒼白で脈が弱いときに
は、足を高くした体位にする。 

 



熱中症の手当 

 ③ 冷却 

• 衣類を緩める。 

• 体温が高いときには、水で全
身の皮膚を濡らし、あおいで
風を送る。 

• 皮膚が冷たかったり、震えが
あるときには、乾いたタオルで
皮膚をマッサージする。 

 



熱中症の手当 

 ④ 医療機関への搬送 

• 意識がないときには、回復体
位をとらせ、一刻も早く医療機
関へ搬送する。 

• 中等症以上では緊急で病院
に搬送することが最優先の対
処法。 



夏場の糖尿病患者様の   

心得について 

 



夏は糖尿病になる人や糖尿病が悪くなる人が多い季
節です。 

 

暴飲暴食の機会が増えたり，胃腸障害が多くなったり，
汗をかきやすくなって，脱水することなどが原因になる
と考えられます。 脱水すると脳梗塞や心筋梗塞が起き
ることがあります。  

 

山登りや水泳など普段やらない運動を行うために重大
な低血糖に陥ることもあります  

 

 



１．脱水をさけましょう 

 
暑い場所で過ごしたり，特に暑い戸外で運動（山登り，
ハイキング，ゴルフ，水泳など）を 始めるなど，汗をかく
ことが予想されるときは，汗をかく前に十分水分をとる必
要があります。  

 

糖尿病の人は動脈硬化が起きているために，脱水が起
きて血液が濃くなると血管が詰まりやすい ので， 脳梗塞

や心筋梗塞が起きます。そのため，脱水が起きてから水
分を補うよりも， 予め水分を補って脱水を防ぐほうがよ
いのです。 



脳梗塞や心筋梗塞の発症は夏から増加します。こ
れは、暑さで汗をかくことによって、血液中の水分
が減り、血液がネバネバになるため、血の塊がで
きやすくなることが主な原因と考えられます。 

 

脳梗塞や心筋梗塞の発症は朝方に多いので、暑
い夜は、寝る前、トイレに起きた時、朝起きた時な
ど、コップ１杯程度の水分をとるとよいでしょう。寝
る前は、トイレのことを考えると、ついつい控えがち
ですが、寝ている間も発汗のほか、皮膚や息から
も水分は蒸発しますので補給が大切です。 



 運動をしないで汗をかく場合は、カロリ－のない冷水，
麦茶などをとり， 糖が入っているジュースなどを飲んで
はいけません。  

 

 運動をして汗をかく場合は、インスリンや経口血糖降
下薬で治療している患者さんは， 運動の種類や量に応
じて，水分と同時に塩などのミネラルの補給も必要です。
また、低血糖を予防するために， あらかじめ炭水化物を
とっておく必要があります。  

 

 



１）ゴルフや長時間のハイキングなどゆっくりとした運動を
する時は，  

 

糖分を含まない水分とともに，消化吸収に時間のかかる，
せんべい，ビスケット， パン，おにぎりなどの炭水化物（１
～２単位）を食べます。  

 

  運動が長く続く場合は同じ様な食品を１～２時間ごとに
追加します。  

 

 



２）テニス，ランニング，水泳など，短時間に大量のエネ
ルギーを消費する運動をする場合は，  

 

吸収が速い砂糖やぶどう糖入りの飲料水，砂糖（角砂
糖数個，ペットシュガー数袋，氷砂糖数個）， ぶどう糖数

袋（とくにグルコバイ，ベイスンを服用している人）をとる
ようにします。  

 

この際，糖分が入っている飲料水を大量に飲まないよう
にし， 残りの水分はカロリーのない飲料水で補います。  

 

 



アルコール飲料の中でもビールにはカリウムが多く含ま
れているので、利尿作用を促進することはよく知られて
おり、尿の量が増え、たくさんの水分をからだから出して
しまいます。このため、のどの渇きや脱水症状の悪化の
原因になり、血栓ができやすく脳梗塞などの引き金にも
なりかねません。  

 ですから夏場に水分補給の代わりにビールを、がぶ飲
みしたり、飲んだ後も朝まで水分補給をしないのは大変
危険で、おすすめできません。炎天下のゴルフなどス
ポーツの後の1杯は何ともいえませんが、飲みすぎには
十分注意し、水やスお茶で水分補給を心がけましょう。  

 

夏場のビール、水分補給代わりは危険！ 



水分補給はカロリーの無いもので補給してください。市販
のジュース類の中には、沢山の糖分を含んだものがあり
ます。「カロリーゼロ」と表示してある飲料でも、本当のゼ
ロではありません。100cc中に5kcal未満まで「カロリーゼ
ロ」の表示が許可されていますので、注意しましょう。  

清涼飲料水を沢山飲む人は若年層に多く見られます。そ
の中に生まれつきインスリンの出が悪いとか、インスリン
の効きの悪い人は、そのうちに体内の 

血糖値がコントロールできず急上昇し、 

倒れてしまうこともあります。このような 

清涼飲料水による高度血糖上昇を、 

ペットボトル症候群と呼んでいます。 



食品のとりかた 
  

① 暑い時期なので、食欲も減り、口当たりの良い炭

酸飲料、スポーツドリンク、ゼリー、アイスクリーム、
氷菓子等をとりがちですが、カロリーが高いので、摂
りすぎに注意しましょう。  

 

② 麺類は炭水化物だけに偏りやすいので、麺だけを
食べ過ぎないように気をつけましょう。また、塩分も多
くなりがちですので、汁は少しだけにしましょう。冷奴
など、タンパク質のおかずやトマトなど、野菜を組み
合わせて食べると良いでしょう。 



「夏はお昼はいつも麺類が多いです」という方が結構い
ます。麺類はのどごしが良く、つるつるっと入ってしまい
ます。ご飯ならば、お茶わん軽く１膳(2～3単位)で満足
でも、麺類は1束(5単位)食べてしまうということがありま
せんか？また、麺類だけを食べて、「もうそれで食事は
終わり」では、炭水化物に偏り、たんぱく質やビタミン・ミ
ネラル・食物繊維などの栄養素が摂れません。  

麺類だけでなく、乾麺ですと60g(3単位)にしておいて、
それに冷奴(たんぱく質)・おひたし・酢の物を加えます。

さらに出来れば冷やしトマトなどの野菜を添えて、バラ
ンス良く栄養を摂ってください。  



※ うどんやそばの乾麺やスパゲティーは通常1束100ｇ
ですが、「損保の糸」という素麺があります。これは1束で
50g、2束食べる人が多いでしょう。 

 

「私のお昼は麺類なので粗食です」と、言った患者さん
がいました。しかし食後血糖を測ると、かなりの高血糖で
した。炭水化物は血糖を急上昇させますので、炭水化物
は控えめにして食用油を上手に使う方法もあります。 

 



アイスクリームについて  

アイスクリームは甘くて冷たくて美味しいので、夏は特に
食べたくなりますが、とても高エネルギー・高脂質です。一
つで200～300kcalになるものが多いのです。エネルギー
表示を確かめてください。アイスクリーム1個で300kcalと

いうと、お茶わんに山盛りか、小さなどんぶりに一杯分の
ご飯に相当します。  

ご飯とおかずをしっかり食べて、野菜でビタミンや食物繊
維を摂って、「アイスは適量」というようにして頂きたいと思
います。  

※ グリコで『80kcal・カロリーコントロールアイス』を販売し
ています。どうしても食べたいという場合に用意しましょう。  



暑い時間の外出について  
① できるだけ散歩は涼しい時間に行きましょう。  

② 熱中症予防のため、帽子・日傘を使用しましょう。  

③ 水筒等に水を入れて、のどが渇いたらすぐに水分を
とれるようにしておきましょう。運動時は20分おきに水を
飲む習慣をつけましょう。  

④ 陽射しで眼を傷めないように、サングラスを着用する

とよいでしょう。直射日光の紫外線は白内障を進ませま
すので、サングラスが有効です。  

⑤ 海水浴に行ったときは、熱い砂の上を歩くと火傷を
する場合があるので、素足で砂の上を歩かないように
しましょう。(末梢神経障害があると砂の熱さを感じにくく
なります)。 


