
1） Diabetic kidney disease（DKD）とは
　糖尿病患者に合併する腎障害のすべてが
糖尿病性腎症（以下腎症）ではないことは明
らかです。しかし、腎症の確実な診断は腎
生検しかなく、それが糖尿病における腎障
害の考え方を複雑にしています。近年、腎
症を含めた糖尿病の病態が関与する腎合併
症をDiabetic kidney disease（DKD）と総
称することが提唱されました。欧米では
Chronic kidney disease（CKD） due to 
diabetes or diabetic nephropathyとされ、
日本名は、「糖尿病性腎臓病」と称します。 
糖尿病患者に伴うCKDのうち病理診断で
は確定していないが、糖尿病がその発症に
関与していると考えられる症例をさします。
古典的（典型的）な腎症を含めたもっと広い
概念で、糖尿病でありつつ腎障害をもつ人
たちを包括的に捉えようという用語です。
2） 糖尿病における腎障害の分類
　糖尿病における腎障害の分類には、①典
型的腎症、そして②典型的腎症ではない
DKDがあり、①②を総称してDKDと呼びま
す。さらに糖尿病患者には、③DKDではな
い腎障害も少なからず存在し、これをCKD 
with diabetesと呼びます。
3） 典型的腎症とは？
　長期にわたる高血糖により腎糸球体の細
小血管に病変が生じます。臨床的には微量
アルブミン尿の出現から顕性アルブミン尿と
なり、アルブミン尿の増加とともに腎機能低
下が生じます。放置すると最終的には末期
腎不全に陥ります。腎症病期分類でもその
概念が踏襲されています。組織学的には糸
球体基底膜の肥厚、メサンギウム領域の拡
大、尿細管間質変化等を呈しますが、2型糖
尿病では腎症の組織所見は多様性を示し、
その組織障害パターンによって腎予後が異
なることも指摘されています。
4） 腎症診断の問題点
　腎症の診断は、一定以上の糖尿病病悩期
間、尿アルブミン排泄量の増加とそれに伴
うGFRの低下、糖尿病網膜症の存在、他の
腎疾患の兆候が無いこと、高度の血尿が存
在しないこと、緩徐な進行など、臨床的に
除外診断で行います。上記に示した診断項
目にそぐわない場合に臨床的には腎生検を

考慮します。しかし、多数存在する糖尿病
患者のすべてに腎生検を行うのは、全く現
実的ではありません。すなわち、腎症の確定
診断は臨床的には極めて困難で、そのため
に良い意味では包括的な、悪い言い方をす
れば「何でもかんでも放りこめる箱」のよう
な概念としてDKDが生まれてきたと考え
ます。
5） なぜDKDという概念が生まれたか
　−腎合併症の多様化
　最近では糖尿病治療の向上により、尿蛋
白が減少したり腎機能が保持される例も多
くあります。さらに、患者の高齢化も相まっ
て、以前のように初期の糸球体過剰濾過か
ら微量アルブミン尿、顕性アルブミン尿を経
てネフローゼ状態となり、腎機能が低下し
て末期腎不全に至るという、典型的な腎症
の患者が少なくなってきたとされます。しか
し、尿蛋白を伴わずに腎機能が低下してい
く症例を「典型的な腎症ではない」と即断す
るのは果たして正しいことなのかについては、
もう少しデータを蓄積する必要があります。
　一方、今に始まったことではありません
が、近年は糖尿病、特に2型糖尿病患者に
おける腎合併症が多様化しています。腎硬
化症の新規人工透析導入の頻度は腎症に
比べて低いですが、20年前に比べて2倍に
なっており、糖尿病患者においても注意す
べき状況にあります。
6） DKDの捉え方
　新規透析導入患者の原因疾患の第1位は
腎症といわれていますが、そのすべてが典
型的腎症とは限りません（上記の②が一定
数含まれているはずです）。さらに、腎症を
含む慢性合併症に対する様 な々大規模スタ
ディー（欧米でも本邦でも。例：EMPA-
REG Renal Outcome）に腎障害として扱わ
れている対象例もすべてが腎症とは限らな
いと考えられます。
7） DKDの問題点は余りにもたくさんある
　まず、正常〜微量アルブミン尿期で腎機
能低下が認められる症例（典型的腎症では
ないと考えられている症例）をどう考える
か、というのが重要です。
　腎症なのか？ それとも他の腎疾患か？ 
そして上記のような例の腎機能は悪化する

のか？ この点に関しては、次の点を考えて
下さい。すなわち、その時点で低下してい
るだけなのか、それとも継続して低下してい
くのか、です。実はこの2つは大きな違いが
あります。欧米においても本邦においても、
正常〜微量アルブミン尿でeGFR低下例の
予後に関しては充分に検討されていません。
日本人2型糖尿病の7年間の観察では、正常
アルブミン尿の腎機能低下例は、低下して
いない例に比し、腎複合イベントや心血管イ
ベントなどの予後の差を認めなかったと報
告されています。
8） DKDの原疾患は不明である
　DKDはCKDと同じく病名ではありませ
ん。このことに注意してください。それで
は、DKDの原疾患は何でしょうか。典型的
腎症はDKDの大部分を占めるでしょう。で
は、動脈硬化性腎疾患は？ 慢性糸球体腎
炎は？ 脂質関連腎症は？ 肥満関連腎症
は？ これらははたしてDKDでしょうか。こ
の点に関しては今のところ誰も答えることが
できないのではないでしょうか。
9） おわりに
　−DKDという用語は本当に必要なのか？
　DKDには、その概念・定義・診断・治療
などがあまりにも不明瞭な点が多くありま
す。DKDの概念はまだ混沌としており、今
後変わっていく可能性が大きいです。DKD
の原疾患も十分には同定されていません。
非典型的な腎症と言われているものは実は
典型的な腎症に治療的修飾が加わったもの
がほとんどかもしれません。 
　以上のことから、糖尿病患者の腎機能（尿
中アルブミン、GFR）の経過を綿密に観察
し、きちんと鑑別診断を行うことこそ重要と
考えます。安易に「この患者はDKDである」
と短絡的に結論づけてはなりません。

Diabetic kidney disease（DKD）は
本当に必要な用語なのか？
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　7割以上の医療スタッフが、患者さんは
糖尿病性腎症（以下腎症）に対して不安を抱
いていると回答。しかし患者さんのアン
ケート結果（右ページ）を見てみると、実際
はもう少し多い8割の患者さんが不安だと
回答しています。特に「とても不安に思って
いる」と答えた患者さんが3割以上と、医療
スタッフの想定（2割弱）よりも多くいらっ
しゃいました。
　腎症の多くは自覚症状に乏しいですが、
尿検査・血液検査で診断ができます。今
回の調査では、腎臓病でない患者さんに対
して、半数以上の医療スタッフが、1年以内
の間隔で尿アルブミン検査を実施している
と回答しており、3カ月以内という人も1/4い
ました。
　また尿検査の実施を検討する際に考慮
する点として、血糖や血圧コントロール、血
液検査の結果のほか、糖尿病の罹患期間
を考慮すると回答した人が6割、循環器系
疾患の既往歴や検査結果を考慮すると答
えた人も3割以上と、腎症の早期発見のた

   糖尿病ネットワークを通して

医療スタッフに聞きました

Q. 腎症に対して、
　 患者さんは不安を感じておられますか？

　透析患者数が33万人を超え、中でも糖
尿病性腎症（Diabetic Nephropathy：DN）
は1998年以降、透析導入の原因疾患の1位
です。患者さんのQOLはもちろん医療費
の点からも、対策がますます急務となって
います。そこで今回は「腎症の早期発見」
をテーマに、検査体制についてや、糖尿病
患者さんの病気への意識についてお話を
伺いました。

［回答数：医療スタッフ98名（医師10名、看護師25名、管
理栄養士33名、薬剤師18名、保健師7名、その他5名。う
ち糖尿病療養指導士27名、糖尿病認定看護師4名）、患者
さんやその家族392名（病態：1型糖尿病136名、2型糖尿
病230名、その他26名　罹病期間：5年以下 75名、6〜９
年49名、10〜19年125名、20〜29年70名、30年 以 上
64名、その他9名）］

めに様々な角度から検証されていることが
うかがえました。
　なお昨今、顕性アルブミン尿を伴わない
まま腎機能が低下するケースがあることが

n ＝ 98

話題になっていますが、そのことについて
75％の人が「よく知っている」「聞いたことが
ある」と回答した一方で、「知らない」という
人が17％いました。

Ｑ. 腎臓病ではない患者さんの場合、
　  尿アルブミン検査を実施する頻
　  度は平均でどれくらいですか？

Ｑ. アルブミン尿を伴わずに腎機能
　  が低下するケースがあることを
　  ご存知ですか？

n ＝ 98 n ＝ 98

不安は
感じていない

17％

わからない・
その他
7％ とても不安に

思っている
17％

少し不安に思っている
58％

約1カ月ごと
5%

約3カ月ごと
21%

約1年ごと
12％

不定期
9％

わからない・
その他
35％

約半年ごと
17%

1年以上
1％

よく
知っている
27%

聞いたことがある
48%

知らない
17%

わからない・
その他
8%
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   糖尿病ネットワークを通して

糖尿病患者さんに聞きました

Q. 腎症に対して、不安を感じますか？

患者さんの自由記述より

■ 腎症のリスクについては、発症時の教育入院で聞いただけ
■ 患者が多くて説明など無い
■ 指導・説明については、規定の血液検査の結果からの指導・説明なので、その範囲内という意
　味では十分なのかと
■ 兆候がないのでとくに指導はない
■ 尿アルブミンについては、糖尿病と腎臓病に深く関連があるのは知っているが、詳しくはわからない
■ 検査はeGFRと蛋白判定は毎回、尿アルブミンはたまにやってくれる。これで十分？
■ 尿検査は2月に一回受けてます。それで十分だと思います
■ 外来で他の患者さんが定期的な尿検査で、毎回説明を受けてついに透析導入になっていたが、適
　切なタイミングで導入できたと見るべきか…
■ 尿検査は毎月行っているがどこまで意味があるのか不明
■ どれくらいの頻度が適切なのかわからない
■ 今のコントロールなら腎症にはならないと言われるので先生に従っているだけ

　今回のアンケートで、患者さんの96％が
糖尿病の合併症として腎症のリスクがある
ことをご存じでした。また、患者さんの8割
以上が、腎症に対して不安を抱いているこ
とがわかりました。これまで腎症のリスク
を指摘されたことのない患者さんでも、8割
が不安を感じており、腎症は糖尿患者さん
の大きな心配事の一つであることが明らか
になりました。
　そこで、腎症の早期発見のために注意し
ている検査項目を尋ねたところ、「尿蛋白」

n ＝ 392

Ｑ. 腎症の早期発見のために
　  注意している検査項目は？

Ｑ. 腎症について、医師や医療スタッ
　  フからの指導・説明は十分だと思
　  いますか？

と答えた人が最も多く6割でしたが、より早
期に腎障害を検出できる「尿アルブミン」を
選んだ人は51％と、「血糖値」の53％よりも
若干少ない結果でした。「推算糸球体濾過
率（eGFR）」については2割にとどまりまし
た。特に尿アルブミンについては、3割の患
者さんが何なのか「知らない」「わからない」
と回答しています。
　また尿検査の頻度について質問したとこ
ろ、腎症と診断されたことのない患者さん
の67％が、腎症の早期発見のために定期的
に尿検査を受けたいと回答。尿検査への
期待がうかがえる結果となりました。
　さらに別の質問で、医師やスタッフから

の腎症に関する指導や説明が「不十分」「わ
かりにくい」と感じている人が46％と、「十
分だ」と答えた33％に比べて多かったこと
からも、今、腎症やその検査に関して患者
さんへのわかりやすい情報提供が求めら
れているのかもしれません。患者さんの意
識向上は、患者さんの不安を低減するとと
もに腎症の早期発見にもつながるのではな
いでしょうか。

n ＝ 392

n＝392／複数回答可

Ｑ. 「尿アルブミン」とは何かご存知ですか？

n ＝ 392

よく知っている
22%

聞いたことがある
45％

知らない
19％

わからない・
その他
14％

十分だと思う
33%

不十分だと思う
39％

指導や説明が
わかりにくい

7％

少し不安
49％

不安は
感じていない

13％
とても不安
34％

尿蛋白
血糖値
尿アルブミン   
血清クレアチニン
血圧  
血中尿素窒素 
推算糸球体濾過率（eGFR）

わからない・その他
4％

わからない・
その他
21％

                                 60％
                          53％
                        51％
                    48％
   31％
20％
               20％
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日本腎臓学会が5年ぶりに改訂
「CKD診療ガイドライン2018」

　これまで慢性腎臓病（CKD）に関して、
かかりつけ医向けには「CKD診療ガイド」

（2012年改訂）が、専門医向けには「CKD診
療ガイドライン」（2013年改訂）が作成され
ていましたが、今回両者が統合され、57項
目のクリニカルクエスチョン（CQ）から成る
新しいガイドラインとして改訂されました。
その主な内容と、変更点をご紹介します。
日本人の成人8人に1人がCKD。
血液・尿検査の早期診断で重症化を防ぐ
　ガイドラインによると、日本のCKD患者
数は推定1,330万人に上り、これは成人の
約8人に1人がCKDという換算になります。
特に高齢者ではCKD有病率が高くなって
いるといいます。また透析患者数も約33万
人と増加し続けており、医療経済的にも大
きな課題になっていることが改めて指摘さ
れました。
　CKDは初期の頃には自覚症状に乏しい
ですが、血液・尿検査で診断ができるた
め、健康診断や医療機関での検査を通して
CKDを早期に診断し、適切な治療を行うこ
とが、CKDの重症化、心血管病（CVD）発
症の抑制につながると述べられています。
またCKDステージに応じた食事療法、血
圧、血糖、脂質などの集約的治療の必要性
も語られました。
変更点①　
専門医への紹介基準をシンプルに

（第1章「CKDの診断」）
　CKDの発症には加齢に伴う腎機能低下
や、生活習慣病が深く関わっているため、
CKDの治療の中心はかかりつけ医です。
一方で、腎臓専門医・専門医療機関による
治療が必要なケースも少なくなく、高度の
尿検査異常や、急速な腎機能低下といった
異常、IgA腎症や多発性嚢胞腎といった場
合にも専門医との連携が欠かせません。ガ
イドラインには、かかりつけ医から専門医
への紹介基準※が、従来のステージ分類よ
りも簡潔にわかりやすく示されました。

※紹介基準の詳細は、前号『糖尿病BOX & Net.No.57
（7月発行）』をご覧ください。
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変更点②
新概念「糖尿病性腎臓病（DKD）」を提示

（第16章「糖尿病性腎臓病（DKD）」
　米国では、顕性アルブミン尿を伴わずに
腎機能が低下する非典型的症例を含めた、
糖尿病の病態が関与するCKDすべてを包
括する概念として、「DKD」が用いられてい
ます。この国際的な潮流を受け、日本でも
DKD、日本語で「糖尿病性腎臓病」を採用
することが、今回のガイドラインに示されま
した。〈図1〉
　またCQを通して、糖尿病のある患者さん
が腎臓病を悪化させないために下記４つの
治療内容が推奨されました。
①糖尿病患者における尿アルブミン測定は
糖尿病性腎症の早期診断に有用であり推
奨する。
②浮腫を伴うDKD患者において、体液過
剰が示唆される場合にループ利尿薬投与
は推奨される。ただし、RA系阻害薬や
NSAIDsなどの併用薬や
過剰投与により腎機能が
悪化するリスクがあり、投
与中は慎重に経過観察す
る必要がある。
③糖尿病性腎症患者に
お けるHbA1c7.0％ 未 満
の血糖管理は、早期腎症
から顕性腎症への進行
を抑制するために推奨さ
れるが、顕性腎症期以降
の進行抑制に関するエビ
デンスは不十分である。
HbA1c7.0%未 満 の血 糖
管理では低血糖に注意す
る。
④糖尿病性腎症を含めた
血管合併症の発症・進行
抑制ならびに生命予後改
善のために、複数の危険
因子の集約的治療は推
奨される。

　集約的治療の管理目標値
　・適切な体重管理：BMI 22
　・血糖、血圧、脂質の適切な管理
　　血糖：HbA1c7.0％未満
　　血圧：収縮期血圧130mmHg未満かつ
　　拡張期血圧80mmHg未満
　　血清脂質：LDLコレステロール120mg/dL、
　　HDLコレステロール40mg/dL、
　　中性脂肪150mg/dL未満（早朝空腹時）

■日本腎臓学会公式サイト内
　「日本腎臓学会発作成の診療ガイドライン」
　からダウンロードができます。
　https://cdn.jsn.or.jp/data/CKD2018.pdf

図１「糖尿病性腎臓病（DKD）」の概要

CKD with diabetes（糖尿病合併CKD）

Diabetic kidney disease：DKD
（糖尿病性腎臓病）

Diabetic nephropathy
（糖尿病性腎症）

DKDは典型的な糖尿病性腎症に加え、顕性アルブミン尿を伴わないまま
GFRが低下する非典型的な糖尿病関連腎疾患を含む概念である。さらに糖
尿病合併CKDは、糖尿病と直接関連しない腎疾患（IgA腎症、PKDなど）患
者が糖尿病を合併した場合を含む、より広い概念である（糖尿病性腎症、
DKD、糖尿病合併CKDは現時点で厳密に鑑別することは必ずしも容易では
なく、境界は破線で示した）。

75歳未満 75歳以上
糖尿病（－）蛋白尿（－）140/90mmHg未満 150/90mmHg未満

蛋白尿（＋）130/80mmHg未満 150/90mmHg未満
糖尿病（＋） 130/80mmHg未満 150/90mmHg未満
・75歳未満では、CKDステージを問わず、糖尿病および蛋白尿の有無により
　降圧基準を定めた。
・蛋白尿については、軽度尿蛋白（0.15g/gCr）以上を「蛋白尿あり」と判定する。
・75歳以上では、起立性低血圧やAKIなどの有害事象がなければ、140/90
　mmHg未満への降圧を目指す。

表１ CKD患者への降圧療法
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変更点③
75歳以上の降圧目標が緩やかに

（第4章「高血圧・CVD」）
　CKDが進展すると脳・心血管疾患の
発症リスクが高まることから、日米の高
血圧学会のガイドラインでは降圧目標を
130/80mmHg未満とやや強めにしていま
す。これに対し新ガイドラインでは、75歳
以上の高齢者の安全性に考慮し、独自に
140/90mmHg未満と緩めに設定されました。

〈表１〉。
メディカルスタッフ向けに発行予定

「CKD療養ガイド2018」（仮称）
　今回のガイドラインは専門医〜かかりつ
け医向けに作成されましたが、現在、ガイド
ラインと同じ作成委員会で、患者さんやメ
ディカルスタッフ向けに、よりわかりやすい

「CKD療養ガイド2018」（仮称）を作成して
います。

まとめて紹介
「慢性腎臓病（CKD）関連ニュース」

　「CKD診療ガイドライン2018」の発行に
前後して、CKDに関する新しい活動や調査
結果が、立て続けに発表されました。CKD
対策がいかに注目されているかがお分かり
いただけるでしょう。
厚生労働省が目標値を設定
新規透析導入を年間3.5万人以下に
　厚生労働省は「腎疾患対策検討会報告
書」の中で「2028年までに年間新規透析導
入患者数を3万5,000人以下に減少させる」
という数値目標を打ち出しました。現在、
年間新規透析導入患者数は3万９,344人

（2016年12月31日現在）。この10年で大きく
増加はしていませんが、減少までは至って
いませんでした。
　透析導入の原因となる疾患として最も多
いのが糖尿病性腎症です。次いで慢性糸
球体腎炎が多く、この2つの疾患が6割近く
を占めています。糖尿病性腎症への対策
が、透析導入患者数の減少に貢献すること

は間違いありません。
【透析導入患者の主要原疾患】
　1位　糖尿病性腎症　   43.2％
　2位　慢性糸球体腎炎　16.6%
　3位　腎硬化症　         14.2％
　＊わが国の慢性透析療法の現況
　　（2016年12月31日現在）より

腎臓病の克服を目指して
NPO法人「日本腎臓病協会（JKA）」設立
　日本腎臓学会は7月、CKD対策の事業
を拡充・強化するため「日本腎臓病協会

（Japan Kidney Association）」を立ち上げ
ました。理事長は、日本腎臓学会理事長の
柏原直樹先生。CKDの予防、早期発見、
各地の診療連携体制の構築を行うほか、

「腎臓病療養指導士制度」の運営など、大き
く４つの事業を行うといいます。
　腎臓病療養指導士制度とは、看護師、管
理栄養士、薬剤師の3分野の医療スタッフ
を対象にした資格制度です。2017年に日本

腎臓学会、日本腎不全看護学会ほか全４
団体が、複数の職種による包括的な治療体
制を目指して立ち上げました。
糖尿病の2倍、がんの20倍
腎臓病患者、世界で8.5億人に
　腎臓病が問題になっているのは、日本だ
けではありません。国際腎臓学会（ISN）は、
世界の腎臓病有病者数が8億5,000万人に
上るという推計値を発表しました。この数
は、糖尿病の有病者数4億2,200万人の2倍
以上、がん4,200万人や、HIV/AIDS 3,670
万人の20倍以上に相当します。
　これまで、あまり大きく取り上げられるこ
とのなかった腎臓病ですが、今回の発表に
より、腎臓病が世界で「隠れた流行病」とも
いえる状態になっていることが浮き彫りに
なりました。
　国際腎臓学会では、腎臓病に対する認
知を広げ、腎臓病の予防・早期発見を呼び
かける必要があると強調しています。

原疾患 蛋白尿区分 A1 A2 A3

微量アルブミン尿 顕性アルブミン尿正常尿アルブミン定量
糖尿病

高血圧
腎炎
多発性囊胞腎
腎移植
不明
その他

G3b

G1
G2
G3a

G4
G5

GFR区分
（mL/分
/1.73m2）

（mg/日）

≧90
60～89
45～59

（mg/gCr） 30未満 30～299 300以上

高度蛋白尿軽度蛋白尿正常尿蛋白定量
（g/日）

尿蛋白/Cr比
（g/gCr） 0.15未満 0.15～0.49 0.50以上

正常または高値
正常または軽度低下
軽度～中等度低下
中等度～高度低下
高度低下
末期腎不全（ESKD）

30～44
15～29
＜15

重症度は原疾患・GFR区分・蛋白尿区分を合わせたステージにより評価する。CKDの重症度は死亡、末期腎不全、
心血管死発症のリスクを緑　  のステージを基準に、黄　  、オレンジ　  、赤　  の順にステージが上昇するほどリス
クは上昇する。 （KDIGO CKD guideline 2012を日本人用に改変）

注：わが国の保険診療では、アルブミン尿の定量測定は、糖尿病または糖尿病性早期腎症であって微量アルブミン尿
を疑う患者に対し、3カ月に1回に限り認められている。糖尿病において、尿定性で1＋以上の明らかな尿蛋白を認める
場合は尿アルブミン測定は保険で認められていないため、治療効果を評価するために定量検査を行う場合は尿蛋白定
量を検討する。

CQ1-1   CKDはどのように診断されるか？

 推奨　 CKDの定義は以下の通りであり，①、②のいずれか，または両方が3カ月以上持続することで診断する
 エビデンスグレードなし 1 。
①尿異常，画像診断，血液，病理で腎障害の存在が明らか、特に0.15g/gCr以上の蛋白尿（30mg/gCr以上のアル
　ブミン尿）の存在が重要。
②GFR＜60mL/分/1.73m2

なおGFRは日常診療では血清Cr値、性別、年齢から日本人のGFR推算式1を用いて算出する。
eGFRcreat（mL/分/1.73m2）＝194×血清Cr（mg/dL）－1.094×年齢（歳）－0.287　　女性の場合には×0.739
注：酵素法で測定されたCr値（少数点以下2桁表記）を用いる。18歳以上に適用する。

尿アルブミン/Cr比

〈参考〉CKDの重症度分類（CKD診断ガイド2012）a

〈参考〉CKDの診断と意義
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「下肢末梢動脈疾患指導管理加算（100点）」
全国76％以上の施設に普及
　透析治療を受ける患者さんで、重症下肢
虚血（CLI）を起こす患者さんが増えていま
す。その背景には、糖尿病性腎症が原因で
透析治療を受ける患者さんの増加や、患者
さんの高齢化などが考えられます。
　「下肢末梢動脈疾患指導管理加算」は、
透析クリニックがすべての人工透析患者の
足を日頃からチェックし、重症度の高い虚
血がみられる患者さんを、下肢救済を行う
専門病院へ紹介すると算定が可能になりま

す。2016年度の診療報酬改定で新設された
ばかりですが、一般社団法人「Act Against 
Amputation（AAA）」の調査によると、この
加算を活用している透析施設数は、全国で
昨年の2倍以上の76.6％に及んでいることが
明らかになりました（2018年4月時点）。調査
は、日本透析医学会施設会員名簿（2017年
度）に登録された4,026施設を対象に行われ
ました。
　「この制度が浸透し、連携施設で治療す

る患者さんが増えれば、より多くの患者さん
を助けることができる」と代表理事の大浦紀
彦先生。糖尿病性腎症と同様、足病変対策
においても医療間の連携が重要な鍵になり
そうです。また透析治療中の糖尿病患者さ
んはもちろんですが、透析導入に至っていな
い糖尿病患者さんにも、普段から足の健康
に意識を向ける習慣をつけてもらうことが大
切なのは言うまでもありません。

第78回米国糖尿病学会
ADA2018 開催
　米、フロリダ州で、第78回米国糖尿病学
会年次総会が開催され、今年も糖尿病治
療の最新動向を示す多くの研究が発表され
ました。その一部をご紹介します。

「プラムリンチド」追加投与で
血糖コントロールを改善
　カナダのマギル大学などの研究グループ
は、インスリンポンプから供給されるインス
リンに「プラムリンチド（遺伝子組換えアミ
リン製剤）」を追加投与することで、血糖コ
ントロールが飛躍的に改善することを確認
しました。プラムリンチドは、インスリンと
ともに膵臓のβ細胞で産出されるペプチド
ホルモンで、食べ物が胃から小腸に流入す

る速度を下げ、グルカゴンの放出を抑制し、
血糖値の上昇を抑えるといわれています。
HbA1c・生活習慣の改善、医療費削減に
2型糖尿病患者のSMBGが貢献
　米国家庭医学界（AAFP）は、17人のプ
ライマリケア医にインタビューを実施。イ
ンスリン療法を行っていない2型糖尿病患
者さんにおいて血糖自己測定（SMBG）は、
HbA1cや生活習慣の改善、ひいては医療
費の抑制につながると発表しました。
積極的な糖尿病治療は
医療経済的にもメリットが
　デンマーク、コペンハーゲン大学の研究
グループは、2型糖尿病患者さんで、従来の

薬物療法に加え、食事療法、運動療法、禁煙
のためのカウンセリングなど、チーム医療に
よる積極的な治療を受ける「強化療法群」と、
従来通りの治療を受ける「従来療法群」を比
較。8年間に及ぶフォローアップの結果、強化
療法群では従来療法群に比べ、心疾患、脳
卒中、足病変などの合併症がおよそ50％減
少、さらに13年間のフォローアップでは強化
療法群で従来群に比べ死亡が50％減少。21
年間のフォローアップでは累計の直接医療費
に差が生じませんでした。「積極的な糖尿病
治療は、初期の段階では医療費が増える恐
れがあるが、長期的には医療費を減らすこ
とができる」と研究チームは述べています。

国際糖尿病支援基金　活動報告
資金難乗り越え、
フィリピン糖尿病キャンプ開催
　国際糖尿病支援基金（2001年設立）は、
オーストラリアの団体「インスリン・フォー・
ライフ（IFL）」を通じて、途上国の糖尿病患
者さんを支援しています。その一つが、毎年
行われる糖尿病キャンプです。先日もフィリ
ピンでキャンプが開催されました。
　フィリピンでは今、国民の１/5が糖尿病に
罹患しているといわれ、特に小児の糖尿病
の増加が問題になっています。もともと糖質
の多い食生活に加え、ファーストフードなど
高カロリーで油分や塩分の高い食事を摂る

機会が増えたことなどが原因と考えられてい
ます。一方で、療養に必要な物資が不足し
たり、経済的な理由で十分な治療が受けら
れない患者さんが多くいます。
　今年のフィリピン糖尿病キャンプには、5
〜60歳の糖尿病患者さん23名と、医師3名、
糖尿病療養指導の研修を受けた栄養士・糖
尿病エデュケーターら10名が参加。一時は
資金が集まらず、開催が危ぶまれた今年の
キャンプでしたが、無事に支援が集まり、実
施に至りました。

■国際糖尿病支援基金
　http://www.dm-net.co.jp/idaf/

寄付金　累計　76万4,150円！
本誌のネットワークアンケート回答1件

（1人）につき50円が、糖尿病ネットワーク
を通して寄付されます。
※2018年7月現在。
第27回ネットワークアンケートより開始。
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　一般社団法人 日本生活習慣病予防協
会の人気ページの一つ「糖とカロリーのお
役立ちTips」に、新コーナーが登場しま
した。おいしいものに目がない森の妖精

「もーりー」が、普段よく目にするメニューの
糖質量の目安をクイズ形式で紹介。より低
糖質と思う方をクリックしたあと「答え」ボ

タンを押すと、正解とともにそのメニューの
糖質量のポイントも確認できます。
　ラーメンやスパゲティ、丼ぶりなど全10
問に答え終わったら正解数も表示されるの
で、普段の食生活を見直すきっかけを与え
てくれるこのクイズ。療養指導の際にぜひ
ご活用ください。

「糖とカロリーのお役立ちTips」新コーナー
もーりーのどっちが低糖質！？クイズ

「一般社団法人 日本糖尿病・生活
 習慣病ヒューマンデータ学会」 
 ホームページ開設
　埼玉医科大学教授の野田光彦先生が代
表理事を務める同学会は、以前は研究会組
織で行われてきましたが、2017年12月に一般
社団法人として発足。そして今年8月にホー
ムページをオープンしました。
　同学会は、糖尿病や関連する生活習慣病
の臨床、ケアと予防学を推進し、『人間での
データ』に基づく医療と予防医学を創出する
ことを目的に設立されました。
　野田先生は挨拶の中で「糖尿病や、これ
に代表される肥満、高血圧、脂質異常症、脂
肪肝、動脈硬化疾患、高尿酸血症や、認知
症などの生活習慣病の診療・ケアや予防は、

広くエビデンスに依拠して行われるべきです
が、わが国の現状は必ずしもそれらが十二分
とはいえず、また、そのための体制整備にも、
ともすれば基礎的研究面が重視されがちな
現況に鑑み、不十分な点があります」と課題
を指摘。さらに「臨床研究や観察研究から
得られた『生身の人間のデータ』は、直接、実
際の糖尿病・生活習慣病の予防や治療に適
用可能であり、今後は『人間でのデータ』がよ
り重要となってくるでしょう」と述べています。
　来る12月には、第３回目となる日本糖尿病・
生活習慣病ヒューマンデータ学会を大阪で
開催。医師や歯科医師、疫学研究者だけで

■日本糖尿病・生活習慣病ヒューマンデータ学会
　http://human-data.or.jp/

なく、レギュラトリーサイエンス関係者をはじ
め、コメディカルや学生も参加が可能です。
過去2回の学会のプログラムは、ホームペー
ジで閲覧できます。

　毎年2月に行われる「全国生活習慣病予
防月間」。2019年は、健康標語「一無、二
少、三多」の一つである「少酒（お酒は適
量、飲みすぎ注意）」をテーマに啓発活動
を行います。活動の一つとして、「少酒」を
訴求する川柳を募集。最優秀作品は、生
活習慣病予防月間のスローガンとして採用
されるほか、5万円の賞金が贈られます。
　国の活動である「健康日本21」では、1日

全国生活習慣病予防月間2019
「少

しょうしゅ

酒」川柳を募集中
賞金5万円！

■一般社団法人 日本生活習慣病予防協会
　http://www.seikatsusyukanbyo.com/
※「少酒」川柳の応募は、専用応募フォームから、またはメールか郵送
　でも可。詳しくはサイトをご覧ください。

　応募締切：2018年10月21日（日）まで。

■糖とカロリーのお役立ちTips
　http://mhlab.jp/to-cal-tips/

のアルコール摂取量は
20g、日本酒に換算し
て一合程度、ビールで
すと中瓶１本分程度が
望ましいとされていま
す。アルコールをたく
さん飲める人でも、1日
にその程度の飲酒量
が望ましいようです。
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　　　　　　 2018年  6月
2万8,000人を調査。長時間残業と睡眠不
足で糖尿病リスクが上昇
　国立国際医療研究センターなどが、12の
企業を対象に、産業医・疫学専門家と共同
で実施している「職域多施設研究（J-ECOH
スタディ）」。2008年または2010年に検診を
受けた30〜64歳の男女2万8,489人を2014
年まで追跡調査したところ、1,975人が2型糖
尿病を発症した。さらに対象者のうち2万
7,590人において残業時間の最も短い群と最
も長い群では、2型糖尿病の発症に差は見ら
れなかったが、残業時間と睡眠不足を組み
合わせて検証したところ、「残業が月当た
り45時間以上かつ睡眠時間が5時間未満」
だった人では、「残業時間が45時間未満で
睡眠時間が5時間以上」だった人に比べて、
2型糖尿病リスクが1.42倍に上昇することが
わかった。一方で45時間以上の残業をして
いても睡眠時間が5時間以上だった人では
リスクの上昇は見られなかったという。
厚生労働省　
高齢者の薬物療法の適正化を呼びかけ
　高齢者では生活習慣病と老年症候群が
重なり、薬物の処方が増える傾向がある。
全国の保険薬局を対象とした調査では、75
歳以上の1/4が7種類以上、4割が５種類以
上の薬剤を処方されているという。そこで
厚生労働省は「高齢者の医薬品適正使用の
指針」（総論編）を都道府県などに通知。
高齢者への処方の見直しの基本的な考え
方や、薬物療法適正化のためのフロー
チャートなどが提示された。
尿１滴で腎機能の悪化を予測
糖尿病性腎症の新しいバイオマーカーに
　岡山大学の研究グループは、糖尿病患者
の尿に含まれる「糖鎖」の量で、腎臓の機能
が将来悪化しやすいかどうかを予測できる
ことを、世界で初めて突き止めた。45種類
のレクチンを固定したチップに尿をかける
ことで、多彩な糖鎖を検出。将来腎機能が
悪くなる人では、特定の尿中糖鎖量が大き

く異なることを発見したという。レクチンは
これまで、がん細胞やがん細胞の影響で他
の細胞が産生した糖鎖を検出する「腫瘍
マーカー」として知られてきたが、結合する
糖が多彩で構造が複雑なことから、腎臓病
や糖尿病での研究は進んでいなかった。
実用化されれば、これまでのアルブミン尿
などのバイオマーカーに、尿中糖鎖というバ
イオマーカーを加えることで、より正確に腎
機能の悪化を予測できるようになる。
　　　　　　 2018年  7月
高血圧・糖尿病・女性の腎臓病が、
軽度認知障害の進行を加速
　認知機能の低下が進行していく過程を、
継 時的に追 跡 する日本 の大 規 模 研 究

「J-ADNI」が、234人の軽度認知障害（物忘
れが主症状で日常生活への影響が少ない
状態）の認知機能を調査した。軽度認知障
害は、高血圧や糖尿病を併発していると、
認知症に進行しやすいことが過去の研究で
も明らかになっているが、今回さらに慢性
腎臓病をもつ女性において、軽度認知障害
の進行が速いことが判明したという。脳に
慢性虚血性変化が生じやすいことが影響し
ていると考えられる。
1回の注射で糖尿病と肥満を治療

「FGF21」の動物実験に成功
　「FGF21」は、 線 維 芽 細 胞 増 殖 因 子

（fibroblast growth factor：FGF）の一つ
で、肥満症や糖尿病性代謝異常を改善する
作用がある。高血糖時にだけ摂食を抑制
するため、低血糖のリスクがない糖尿病治
療薬への応用に注目が集まっている。今回
このFGF21注射を用いた動物実験がスペ
インのバルセロナ大学で行われ、たった1回
のFGF21注射で、体重の減少とインスリン
感受性の改善が見られたという。骨量や骨
密度低下といった副作用はなかった。ヒト
での臨床試験に期待が寄せられる。
糖尿病治療に「IoT」を活用
2,000人を対象に大規模研究が進行中
　すべてのモノがインターネットでつながる

「IoT（Internet of Things）」を用いたセルフ
モニタリングによって、患者さんの行動変容
を促し、血糖コントロールの改善を目指す
研究「PRISM-J」が、国立国際医療研究セ
ンター糖尿病研究センターを中心に行われ
ている。これまでも同様の研究は行われて
きたが、今回ほど大規模なものは初めて。
2型糖尿病患者さんにポータブルタイプの
血圧計、体重体組成計、活動量計を付与し、
毎日測定したデータをスマートフォンアプリ

「七福神」に自動転送で記録。測定データ
をもとに、七福神のキャラクターから個性
豊かな応援メッセージが送られたり、目標
値との差分などをまとめたサマリーが届くこ
とで、患者さんが毎日楽しく積極的に療養
に取り組めるようなしくみになっている。現
在、研究への参加を募集中だ。
　　　　　　 2018年  8月
肥満や糖尿病になると骨格筋が減少
そのメカニズムを世界で初めて解明
　京都医療センターや健康科学大学など
の研究チームは、日本人の肥満患者におい
て、血中のインスリン量が多いほど、骨格筋
を減少させる作用を持つ分子「マイオスタ
チン」の血中量が多くなることを、世界で初
めて見出した。骨格筋は加齢や運動不足、
不健康な食事、肥満や2型糖尿病によって
減少するが、これまでそのメカニズムは詳し
くわかっていなかった。今回の研究によ
り、肥満が進行しインスリン抵抗性が高く
なるほど、マイオスタチン量が増え骨格筋が
減少することが明らかに。その結果、運動
や代謝能が低下して肥満がさらに進むとい
う悪循環を生む可能性が示唆された。今
後、動脈硬化症や心血管病、認知症といっ
た生活習慣病・合併症に対しても、マイオ
スタチンに着目した研究が活かされるかも
しれない。
180日間連続で血糖測定が可能な
新型CGMが米国で登場
　「Eversense XL CGMシステム」は、超小
型のセンサーを腕に埋め込むインプラント
式の持続血糖測定器。専用のアプリを使っ
てiOSやAndroidのスマートフォン、Apple 
Watchなどで血糖値が確認できる。6カ月の
長期に渡り血糖測定を行うことができ、低
血糖や高血糖が起きている場合は患者に
振動で知らせてくれるという。2018年6月に
FDAに承認された。●各記事の詳細およびその他のニュースについては、

糖尿病ネットワーク（dm-net）の糖尿病の最新情報／資料室のコーナーをご覧ください。

《2018年6月〜2018年8月》
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10月～’191月

2018年2018年

10月～’191月

日本糖尿病療養指導士認定更新に取得できる単位
数をイベント・学会名の次に表示しています。

［第1群］は自己の医療職研修単位。
［第2群］は糖尿病療養指導研修単位。
現在申請中または予定も含みます。
詳細は各会のHPをご覧ください。

54th EASD Annual Meeting

［日　時］ 2018年10月1日（月）〜5日（金）
［場　所］ベルリン（ドイツ）
http://www.easd-industry.com/

第40回日本臨床栄養学会総会
第39回日本臨床栄養協会総会

第16回大連合大会
第1群 管理栄養士・栄養士 2単位

［日　時］ 2018年10月5日（金）〜7日（日）
［場　所］虎ノ門ヒルズフォーラム
［連絡先］（株）MAコンベンションコンサル
ティング
Tel. 03-5275-1191
http://rinsyo-eiyo2018.umin.jp/

第5回日本糖尿病医療学学会

［日　時］ 2018年10月6日（土）〜7日（日）
［場　所］京都大学　百周年時計台記念館
［連絡先］（株）総合医科学研究所
http://jasdic.org/

第39回日本肥満学会
第1群 管理栄養士・栄養士 2単位

［日　時］ 2018年10月7日（日）〜8日（月）
［場　所］神戸国際会議場、神戸ポートピ
アホテル

［連絡先］（株）JTB 西日本MICE事業部
Tel. 06-6252-5049
http://www.jtbw-mice.com/jasso39/

第56回日本糖尿病学会 九州地方会
第2群 4単位

［日　時］ 2018年10月12日（金）〜13日（土）
［場　所］福岡国際会議場
［連絡先］アンプロデュース（株）
Tel. 092-401-5755
http://jdsk2018.com/

第7回日本くすりと糖尿病学会
第1群 薬剤師 2単位

［日　時］ 2018年10月13日（土）〜14日（日）
［場　所］ウィンクあいち
［連絡先］ちたクリエイティブ（株）
Tel. 052-265-9997
http://jpds2018.jp/

第33回日本糖尿病合併症学会
第24回日本糖尿病眼学会総会

第2群 2単位

［日　時］ 2018年10月19日（金）〜20日（土）
［場　所］都市センターホテル、東京ガーデ
ンテラス紀尾井カンファレンス、JA共済ビ
ルカンファレンスホール

［連絡先］（株）コンベンション・ラボ
Tel. 042-707-7275
http://jsdc33jsod24.org/

第56回日本糖尿病学会
中国四国地方会

第2群 4単位

［日　時］ 2018年10月26日（金）〜27日（土）
［場　所］海峡メッセ下関
［連絡先］（株）キョードープラス
Tel. 086-250-7681
http://www.convention-w.jp/jdscs56/

第55回日本糖尿病学会 近畿地方会
第2群 4単位

［日　時］ 2018年10月27日（土）
［場　所］神戸国際会議場
［連絡先］（株）JTB 西日本MICE事業部
Tel. 06-6252-5085
http://www.jtbw-mice.com/jdskinki55/

第28回臨床内分泌代謝Update

［日　時］ 2018年11月2日（金）〜3日（土・祝）
［場　所］福岡国際会議場
［連絡先］アンプロデュース（株）
Tel. 092-401-5755
http://jes-update28.com/

第52回日本糖尿病学会 北海道地方会
第2群 4単位

［日　時］ 2018年11月11日（日）
［場　所］OMO7 旭川（旧旭川グランド
ホテル）

［連絡先］学会事務局　旭川医科大学
Tel. 0166-68-2454
http://www.jds.or.jp/modules/hokkaido_t/

第65回日本臨床検査医学会
第1群 臨床検査技師 4単位

［日　時］ 2018年11月15日（木）〜18日（日）
［場　所］京王プラザホテル
［連絡先］（株）コンベンションアカデミア
Tel. 03-5805-5261
http://jslm65.umin.jp/

第56回日本糖尿病学会 東北地方会
第2群 4単位

［日　時］ 2018年11月17日（土）
［場　所］仙台国際センター
［連絡先］学会事務局　東北大学病院
Tel. 022-717-7611
http://www.jds.or.jp/modules/touhoku_t/

第34回日本糖尿病・妊娠学会
第2群 2単位

［日　時］ 2018年11月23日（金）〜24日（土）
［場　所］パシフィコ横浜
［連絡先］（株）コンベンション・ラボ
Tel. 042-707-7275
http://www.dm-net.co.jp/jsdp/annual-
meeting/34.php

第3回日本糖尿病・生活習慣病
ヒューマンデータ学会

［日　時］ 2018年12月1日（土） 
［場　所］大阪市立大学医学部医学情報
センター・ホール（あべのメディックス6階）
http://human-data.or.jp

第22回日本病態栄養学会
第1群 管理栄養士・栄養士 4単位、

第2群 4単位

［日　時］ 2019年1月11日（金）〜13日（日）
［場　所］パシフィコ横浜
［連絡先］学会事務局
Tel. 03-5363-2361
http://www.eiyou.or.jp/gakujutsu/
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■はじめに
　近年、高齢者にも副作用をあまり心配す
ること無く使用できる薬剤が増えてきまし
た。高齢者としてイメージしているのは70歳
以上です。確かに、高齢者が長年服用して
いる治療薬でコントロールが良好なら、治療
法を変更しない方が良いことを経験します。
　まずは服薬および生活状況を確認しなけ
ればなりませんが、服用薬剤が次第に増え
ていくにも関わらず、血糖コントロールが良
くならない高齢者が問題です。高齢者は罹
病期間が長く、インスリン分泌が遅延型で、
インスリン分泌量は減少している症例が多
い特徴があります。しかし医療サイドでも、

「当然インスリンを使用すべきだが高齢だか
ら」とインスリン導入を敬遠しがちです。今
回は高齢者のインスリン療法について考え
ます。
■高齢者糖尿病の特徴
　高齢糖尿病患者の服薬に関しては ①薬
物代謝・薬物排泄能の低下 ②自律神経機
能の低下 ③食事摂取量が不安定 ④服薬ア
ドヒアランスの問題があり、低血糖を起こし
やすいとされています１）。
　また高齢糖尿病のインスリン分泌に関し
ては ①インスリン分泌が遅く ②骨格筋量
の減少と関連してインスリン抵抗性が高く 
③食後高血糖を起こしやすく ④インスリン
分泌能自体低いのが特徴です。健常者で
も膵β細胞の総量は１gにも満たないといわ
れます。高齢者は個人差がありますが、β
細胞が少なくインスリン注射が好ましい高
齢者は多いのです。
■インスリン枯渇前に
　高齢者にインスリン導入を
　このように高齢者の糖尿病薬物療法で
は、インスリン療法は今でも重要な治療法
です。インスリン分泌が著しく低下している
にも関わらず、高齢者だからインスリン療法

は難しいだろうと、即断するのは考えもので
す。当院でも84歳でインスリン導入をした
方がいます。高齢者ではインスリンが必要
と判断したら早めにインスリンを導入するの
が重要です。
　まだβ細胞が残存している、またインスリ
ン注射手技の理解できる時に導入するの
が、大切です。ぎりぎりまで待ってから導入
するのは、患者さんや医療者両方に負担が
かかります。ハードルが高くなって導入する
のでなく、「早めに導入」して糖尿病合併症
や大血管障害のリスクを少なくしておき、将
来手技がおぼつかなくなったら経口血糖降
下薬のみに戻せば良いのです。
■高齢者に対するインスリンの効用
　当院に高齢者の方が紹介来院されまし
た。従来の薬物を多種併用しても血糖コン
トロールが悪く、明らかにインスリンの必要
な病態でした。学歴は高いのですが、同じ
事を何度も話しています。頼りないがインス
リン自己注射可能と判断してインスリンを少
量から外来で開始しました。すると1週間で
頭が軽くなったと話し、間もなく頭脳明晰な
方に戻りました。インスリンの高齢者に対
する効果に目を見張った症例でした。
　インスリンには種々の作用があり、一般
的な効果は若年者も高齢者も同様かもしれ
ません。しかし、認知症に対する効果が注
目されています。
　まず高齢者糖尿病では、血管性認知症
Vascular dementia（VD）とアルツハイマー
病Alzheimer disease（AD）の両方とも多い
ことが知られています2）。ここで文献３によ
ると、「インスリンは脳の糖エネルギー代謝
を調整する他、神経伝達やシナプス可塑性
にも作用する」「適正量のインスリンとブドウ
糖により、記憶が促進される」「インスリン受
容体は脳内では、臭球、視床下部、また記
憶に重要な海馬に高濃度に局在する」こと

●本誌のバックナンバーは糖尿病ネットワーク（http://www.dm-net.co.jp/）で公開しています。

が紹介されています。またインスリンを点鼻
投与すると、インスリンは篩

し ば ん

板を通して脳に
移行して、脳でのインスリン作用を高めて、
認知機能に好影響を与えることが期待され
ています４）。
　近年の論文ではインスリンが脳内のイン
スリン感受性を高めることが、認知機能保
持に極めて重要であることがレビューされ
ています５）。
　またMCI（軽度認知症）を含む認知症60
名にインスリンデテミルを21日間点鼻した研
究ではアルツハイマー病の発症リスクを上
げることで知られるApoEε4遺伝子を持つ
患者のみではありますが、認知機能の改善
を認めたと報告されています６）。
　インスリン注射で認知症の進行を有意に
抑制しているかの結論はまだとして、高齢者
におけるインスリンの意義を考えさせる興味
深い事柄です。
■おわりに
　高齢者の治療ガイドラインでは低血糖に
配慮した目標値を定めています。高齢者だ
からこそ低血糖に至らない範囲で血糖コン
トロールの改善をみることが必要です。し
かし相手は確かに若年・壮年者の方とは異
なります。インスリン枯渇症例をどのように
判断するか、また高齢者にはどのようなイン
スリンを選べばよいのか、導入とその継続
が難しいと予想される場合はどうするかを
次回のテーマとしたく思います。
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加藤光敏（加藤内科クリニック院長  東京・葛飾区）

第32回 高齢者糖尿病診療の特徴と注意点（6）〈インスリン療法-1〉
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