
池脇 佐藤先生、質問は、CKD合併
の、しかもカリウムが高い方の血圧管
理ということです。以前、CKDに関し
ての話題を提供しているのですけれど
も、改めてこのCKD、最近大きな問題
になっていますが、どうなのでしょう
か。
佐藤 CKDは定義があって、一つは
尿異常、あるいは画像診断、血液、病
理で腎障害の存在が明らかな場合か、
糸球体ろ過量が60㎖/分を切った状態
のどちらか、または両方が３カ月以上
続く状態をいいます。
そして、このCKDの定義を日本人に
当てはめてみると、予想以上にCKDの
患者さんが多く、成人人口の約13％、
1,330万人もいるということがわかって
きました。すなわち、CKDは現代の国

民病と考えられ、決してまれではなく、
逆に頻度の高い疾患といえます。
池脇 CKDは、透析というリスクも

ありますけれども、それぞれのステー
ジで心血管系疾患に対するリスクが高
いということが問題だということなの
でしょうか。
佐藤 CKDの患者さんの問題は、一
つは腎臓障害で、末期腎不全に進行し
ていく。それを予防しなければいけな
いという、いわゆる純粋に腎保護を考
える治療と、もう一つ、CKDの患者さ
んは心血管系疾患のハイリスク群だと
いうことがわかってきており、心筋梗
塞や脳血管障害を起こさない、いわゆ
る生命予後を改善するという、２方向
の治療が必要だというところが重要な
点です。

高カリウム血症合併高血圧

国際医療福祉大学三田病院内科部長
佐 藤 敦 久

（聞き手 池脇克則）

高血圧症にCKD（慢性腎臓病）を合併した方が血清カリウム値が5.5mEG/ℓ
を超えてきた場合の降圧剤、利尿剤の選択方法をご教示ください（特にARB、
ACEからの変更手順を）。

＜熊本県開業医＞
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池脇 最近の血圧に関してのガイド
ラインを見ますと、糖尿病があるとか、
CKDがあるということで、通常よりも
積極的な降圧が示されていますが、血
圧の管理は重要なのでしょうか。
佐藤 CKDの患者さんの治療は、早
期から包括的に様々な治療をしていく
ことが有効です。そして、特にその中
でも血圧管理が重要です。現在、日本
高血圧学会あるいは日本腎臓学会では、
診察室血圧で130/80㎜Hgを切るように
コントロールすることを勧めています。
そして最初に使う薬としてACE阻害薬
あるいはARBといった、RA系抑制薬
を使っていくということを推奨してい
ます。
日本腎臓学会では、特に糖尿病を合

併したCKDの患者さん、あるいは蛋白
尿が多い患者さんでは、RA系抑制薬
は必ず使うという勧め方をしています。
大切なところは、腎臓の悪い患者さん
にRA系抑制薬を使っていきますから、
用量調整は慎重にまずは少量から始め
て、その後できるだけ増量するという
ことです。増量するというのは重要で、
腎保護を考えたときにはRA系抑制薬
は高用量とします。すなわち、慎重に
少量から始めて、経過中できるだけ最
大用量まで増やせないか、という治療
方針を取ります。
池脇 CKDの患者さんで、カリウム
が高い場合の降圧に関しては、いかが
でしょうか。

佐藤 日本腎臓学会が認定している
腎臓専門医がCKDの患者さんに比べて
相対的に少ないのです。ですから、腎
臓を専門としていないドクターもCKD
の患者さんをかなり診ることになると
思います。したがって、ガイドライン
に基づいてRA系抑制薬を使い高カリ
ウム血症を認める、ということはよく
遭遇する問題だと思います。こういう
場合、考え方としては２つあって、ど
ちらのケースかによって対処の方法が
違います。
１つは、しっかりと治療していたの

だけれども、残念ながら腎臓の機能が
悪くなってきた。すなわち、血清のク
レアチニン値が上がってきて、血清カ
リウム値が上がってきた場合です。こ
の場合は、残った糸球体、いわゆる残
存糸球体に対する、使っているRA系
抑制薬の量が相対的に多くなってきて
います。ですから、減量します。ただ
し、完全に断ってはだめで、最低限度
の用量をそのまま継続しながら、血清
カリウム値が下がるのを期待します。
しかし、RA系抑制薬を減量しますか
ら、血圧は上がってくることが多く、
別の降圧薬を加える必要があります。
我々がよく使うのはカルシウム拮抗薬
あるいは利尿薬などです。
もう一つのケースは、血清クレアチ

ニン値はキープされている。すなわち、
腎保護としてはたいへん上手に治療さ
れているのだけれども、血清カリウム
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値だけが上がってきたという場合です。
この場合はRA系抑制薬は有効に働い
ており、血清カリウム値が上がっても
減量しないのです。そのまま、現用量
を継続して、別個に独立してカリウム
対策を取っていくことになります。
カリウム対策としては、大きく３つ

あって、１つは入ってくるカリウムを
制限する。野菜、果物、干した食品、
インスタントコーヒーとか抹茶にもけ
っこうカリウムが多いのです。こうい
う食品を制限してもらうこと。もう１
つは、先ほどお話しした利尿薬を上手
に上乗せしていくことです。利尿薬を
使うというのは、血圧を下げるという
ことも重要ですけれども、カリウム対
策としても重要です。
ただし、血清クレアチニン値によっ

てこの利尿薬を使い分ける必要があっ
て、血清クレアチニン値が２㎎/㎗未
満の場合は原則的にはサイアザイド系
利尿薬を使います。ただ、２㎎/㎗を
超えた場合には、遠位尿細管に働くサ
イアザイド系利尿薬は効きが悪くなっ
てくるので、長時間作用型のループ利
尿薬を使っていくことになります。３
つめは経口のカリウム吸着薬を早々に
用いることです。このような対策をと
って少しでもカリウム対策ができない
かという工夫をすることは大切になっ
てくると思います。
池脇 ２番目のケース、腎臓は悪く
ないけれども、薬を投与して血清カリ

ウム値が上がった。これは一時的な変
化では終わらない、ずっと続く変化な
のですか。
佐藤 そういう場合もありますし、

一時的な変化の場合もあります。ただ、
血清クレアチニン値が変わっていない、
横ばいで経過しているというのは、
CKDの治療としては成功なのです。で
すから、こういうときはRA系抑制薬
は動かさないということが重要で、何
とか別対策を取ってカリウムを制限し
ていくというほうに力を入れるのがい
いと思います。
池脇 むしろ深刻なのは、腎機能が

増悪した結果として血清カリウム値が
高い場合、今回の質問がそういうケー
スなのかどうかわかりませんけれども、
その場合には、先生がおっしゃるよう
に、ARBやACEIを部分撤退しよう。
完全撤退ではなくて、部分撤退。その
分の血圧が上がるところを今度どうす
るかということになりますが、CCBに
関して、例えばN型ですとか、腎臓の
作用が若干違うとかいう話があります
が、そのあたりは留意されますか。
佐藤 日本のデータでN型チャネル

を併せ持ったカルシウム拮抗薬のほう
がL型チャネルのみに働くカルシウム
拮抗薬に比べて、アルブミン尿を抑制
したというデータがあります。ただ、
我々がカルシウム拮抗薬を使うときに
最も期待するのは確実な降圧効果です。
確実な降圧効果を考えたときに、カル
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シウム拮抗薬をあえて選択するという
よりは、血圧をとにかく下げるという
ことを主体に考えたほうがいいかなと
いう気がします。
池脇 ただ、その場合に降圧に関し
て、何とかそれで降圧したけれども、
先ほど先生が言われたカリウム対策と
いうのもやはり必要な場合があるとい
うことになりますね。そうすると、場
合によっては利尿薬も加えるかという
ことなのでしょうか。
佐藤 そうです。特に、RA系抑制

薬を使っていて血清カリウム値が上が
りやすい人というのは、例えば糖尿病
の方、高齢者の方、CKDでも進んだス
テージの方、こういう方ではRA系抑
制薬を使ったときにどうしても血清カ
リウム値が上がりやすいのです。です
から、そういった患者さんにRA系抑
制薬を使うときには、かなり早い段階
でカリウム対策を取っていく。かなり
早い段階で利尿薬を上乗せしていくと
いうことも必要になってくると思いま
す。
池脇 明確な基準があるかどうかわ

かりませんけれども、CKDが増えて、
相対的に腎臓内科の専門医が少ないの
で、専門医ではない先生も診ていかな
ければいけない。でも、ここぐらいま
できた場合には、やはり専門医に託し
たほうがいい、その条件はどういうも
のでしょうか。
佐藤 まず、CKDの定義というの

が、eGFRで60㎖/分を切った状態とい
うことですけれども、60㎖/分で切る
と、10.64％ぐらいCKDの患者さんが
いるということがわかっていて、現在
の腎臓専門医の数から考えると、少し
負担が多いような気がします。私自身
はeGFRで50㎖/分を切った状態、ある
いは蛋白尿がかなり出ている場合、こ
ういう状態では腎臓内科医に早めに相
談することが必要だと思います。
池脇 ARB、ACEIを中心として、

CCB、利尿薬が出てきましたけれども、
それ以外の降圧剤は使われますか。
佐藤 腎臓専門医は、RA系抑制薬

を幾つか併用することもしています。
ただし、ACE阻害薬とARBの併用療
法では、抗蛋白尿が幾つかの小規模の
臨床研究では報告されていますが、心
血管系イベントなどの抑制に関する確
実なエビデンスはありません。私自身
は併用薬として、アルドステロンブロ
ッカーをよく使用します。
アルドステロンブロッカーを、ACE

阻害薬あるいはARBに併用すると、血
清カリウム値は上昇する傾向にありま
すが、蛋白の減少、腎保護などは、
ACE阻害薬とARBを併用するよりも
効果が高い印象を持っています。です
から、カリウム対策をさらに厳格にす
るという前提条件で、我々はアルドス
テロンブロッカーを少量上乗せすると
いう方法を取っています。
池脇 この症例に関しては、アルド
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ステロンブロッカーを使うのは難しい
かもしれませんけれども、特に心不全
の患者さんですと、そういった薬も必

要になってきますね。
佐藤 そうですね。
池脇 ありがとうございました。
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池脇 堀江先生、この対談ではアル
コール依存症を取り上げることがある
のですけれども、今回は適量飲酒の循
環動態への影響ということで、飲酒は
血流をよくするのか、悪くするのか、
血圧に対してはどうなのか、そういう
質問だと思うのですが、どうでしょう
か。
堀江 この質問にお答えする前に、

まずはアルコールの体への影響、特に
血圧や循環動態への影響については、
性差や年齢、さらには遺伝的なアルコ
ールの代謝酵素の違いや体格など、個
体差が非常に大きいということを申し
上げておきます。今回は、中肉中背で、
一般的なお酒の代謝酵素を持っている
方のお話と思って聞いていただけたら
と思います。
さらに、同じ個体であっても、アル

コールを飲む量が重要です。先ほど先
生がおっしゃられたように、大量では
なくて、適当な量ということですけれ
ども、同じ量であっても、お酒を飲ん
でからどれぐらいの時間かによって、
血圧は下がったり上がったりしますの
で、この辺のことが重要で、お酒は血
管を収縮させて血圧を上げることもあ
れば、逆に血管を拡張させて血圧を下
げることもあります。
我々が普通に家庭で飲む量ですと、

少量のアルコールは血管を弛緩させて
血流をよくするというのが一般的です。
これは、アルコールが代謝されてでき
たアセトアルデヒドという物質が血液
中に増えて血管を拡張するために、血
管抵抗が減って血圧が少し下がるから
です。また、脈拍は少し増加して、気
持ちよいほろ酔いという状態になりま

飲酒

山王病院内科部長
堀 江 義 則

（聞き手 池脇克則）

飲酒の循環動態に与える短期的および長期的な影響についてご教示ください。
特に、大量飲酒ではなく、いわゆる適量飲酒についてご教示ください。

＜広島県開業医＞
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す。これは副交感神経が優位になって
起こっています。
ただし、注意しなくてはいけないの

は、よく顔が赤くなる方がいらっしゃ
ると思います。こういう方では、この
反応が強く出てしまって、血圧が大き
く下がり過ぎてしまうということがあ
りますので、顔が赤くなる人は十分注
意が必要だと思います。
池脇 大量ではない、通常の飲酒と

いう前提でお話をされましたけれども、
大量飲酒の場合はどうなのでしょう。
堀江 大量に飲酒しますと、先ほど

言ったように、アセトアルデヒドが上
がり過ぎて、ショックになり、血圧が
下がることがあります。ショックにな
らずに血圧が保たれているような場合
には、今度は末梢の血管が収縮しまし
て、交感神経が優位になり、血圧が上
がってくるという現象が見られます。
特に、二日酔いの朝のような場合に、
皆さん、頭が痛くなったりすると思う
のですけれども、これは血圧が上がっ
て、脳の血管などが収縮している状態
です。このように血圧を上げる作用が
大量飲酒の場合、出てくると思います。
池脇 反応性に交感神経が亢進する

という点で、話は違いますけれども、
私が診ていた発作性心房細動の方は、
飲酒翌日に起こるというパターンが多
いのです。反応性の交感神経亢進が働
いているということなのかもしれませ
んね。

堀江 心房細動、特に若年者の心房
細動のほとんどは飲酒が絡んでいると
いわれています。なかなかその辺のメ
カニズムはわかっていないところもあ
るのですけれども、交感神経と副交感
神経のバランスの乱れが引き起こすと
いわれています。
池脇 短期的な血圧を含めたお話を

していただきましたけれども、長期的
なところはどうでしょう。
堀江 長期に飲酒しますと、特にア

ルコール量１日30g、１日30gといいま
すと、ビールの350㎖の缶ですと２缶、
700㎖以上飲まれる方は、血圧が上が
るということが統計的にわかっており
ます。ある研究によっては、１日20g
程度でも血圧は上がるとおっしゃられ
ている先生もいらっしゃいます。
習慣飲酒に起因する高血圧というの

は、高血圧症の全体のだいたい35％ぐ
らい、３人に１人は飲酒が関係した高
血圧といわれています。肥満に伴うも
のが15％程度といわれていますから、
どれだけ多いかということがおわかり
いただけるかと思います。
ただし、長期的にお酒を飲んでいる

と血圧が上がるということは、いろい
ろな説があるのですけれども、いまだ
にはっきりしたメカニズムはわかって
おりません。先ほど申し上げたように、
交感神経が亢進するからだとか、レニ
ン・アンジオテンシンといったような
物質が活性化されるからだとか、電解
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質が狂う、また離脱症状という、動悸
ですとか、そういう症状が出てくるの
ですけれども、こういうものを繰り返
しているので血圧が上がると、いろい
ろな先生がおっしゃられているのです
けれども、どれもそれ一つで十分説明
しきれるものではないのです。
ただし、そういう方がお酒をやめる

と血圧が下がってくるという事実はあ
るので、長期の飲酒は血圧を上げると
いうことは確かではないかといわれて
おります。
池脇 そういった直接的な影響はは

っきりしないということですね。私、
勝手に解釈して、お酒を飲む人は、つ
まみで塩分を取るからだと思っていた
のですけれども、その辺り、何が一番
強いかというのはわからないですね。
堀江 もちろん、塩分が血圧に与え

る影響は非常に大きいのですけれども、
お酒はそれとは独立した高血圧の因子
といわれています。
池脇 長期的な影響といいますと、

例えば心疾患、脳血管疾患等々がどう
なのかというのは興味があるところで
すけれども、どうでしょう。
堀江 適度な飲酒は、虚血性の心疾

患や脳梗塞、血管が詰まる病気に対し
ては、その罹患率を下げたり、死亡率
を下げるということがわかっています。
さっき申し上げたように、少量ですと
血圧を少し下げるという効果や、抗酸
化物質、赤ワインなどで少し有名にな

りましたけれども、そういったお酒以
外の物質の関与、さらには血小板凝集
抑制物質、そういったものを増やした
りとか、１日20g程度の飲酒ですと、善
玉のコレステロール、HDLコレステロ
ールが上がってくるなどがその要因と
考えています。
しかし、逆に血を固まりにくくする

ので、脳出血は確実に増えてしまいま
す。さらに、大量ですと、脳出血では
なくて、脳梗塞なども増えてくる。先
ほど先生がおっしゃられたような不整
脈も増えてくるということで、大量飲
酒は血管障害の危険因子になってきま
す。
池脇 次に肥満、糖尿病、高脂血症

といった代謝障害への影響はどうなの
でしょう。
堀江 最近はメタボリック症候群と

いうことで注目を浴びていますけれど
も、まずはウエスト回り、肥満のお話
からさせていただきたいと思いますけ
れども、お酒を飲むと太るとおっしゃ
られている方、やせるという方、変わ
らないとおっしゃられている方、全部
の研究があるのですけれども、一般的
には直接アルコールは肥満を起こさな
いといわれています。
もちろん、アルコールはエネルギー

を持っていて、アルコールランプで燃
えるように、物理的なエネルギーは持
っているのですけれども、栄養素では
ありませんので、飲んだら熱には変わ
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るだけで、栄養として蓄えることはで
きないので、そのためにエンプティカ
ロリーといわれております。ですから、
お酒を飲んだら太るということはない
ようで、むしろお酒を飲むことによっ
て食欲が増進したりして、そういう間
接的な効果として肥満を起こしてくる。
いってみれば、後方支援部隊のような
感じかと思われます。
また、代謝性の疾患ということで一

番有名なのは糖尿病です。皆さん、お
酒を飲むと糖尿病が起こりやすいと考
えている方が多いと思うのですけれど
も、適量な飲酒の場合はむしろ糖尿病
の発症を予防するという研究も最近出
てきております。ただし、３合以上飲
むような方は糖尿病の発症率が上がり
ます。先ほどの虚血性の心疾患と同じ
ように、適量ですと予防して、大量で
すと発症を促進するということがいわ
れています。
また、糖尿病にすでにかかっている

人も、１合程度の適量ですと、血糖値
を直接悪くする作用はないといわれて
います。ただし、１合、お酒を飲むと
気が大きくなって、食事療法が守れな
くなってしまう。こういう方はお酒を
飲んではいけないし、また血糖値を下
げる経口糖尿病薬を飲まれているよう
な方はかえって血糖値が下がり過ぎて
しまう。
先ほどの血圧と同じですけれども、

血糖値もお酒によって上がる場合と下

がる場合があるので、ケース・バイ・
ケース、何が起こってくるかわかりま
せんので、十分その辺を理解したうえ
で糖尿病の方は飲酒をしなくてはいけ
ないということで、必ずお医者さんと
相談しながら、飲酒を禁止する理由は
ないのですけれども、気をつけて飲酒
していただきたいと思います。
池脇 外来で患者さんを拝見してい

て、特に男性の方で、ちょっと適量と
はいえない量を飲まれていて、あるい
は糖尿病と高血圧を合併している方で、
節酒しなさいと口では言うのですけれ
ども、具体的に、こういうふうにしな
さいとか指示はされていますか。
堀江 お酒を飲む理由とか、どうし

てお酒をついつい飲んでしまうかとい
うのは個人差が多いので、まずはどう
して飲んでしまうかということを、認
知行動療法といっておりますけれども、
まず最初に、患者さん自身に、どうい
う飲酒の仕方をしているのかというこ
とをきちんと書き出してもらって、把
握してもらって、それを見ながら一緒
にどうしたらお酒を減らせるかという
ことを考えていかないといけない。
例えば、会社の帰りに飲んでしまう。

そういう行きつけの店があるとしたら、
そこを通らないようにするとか、ケー
ス・バイ・ケースで考えていかないと、
これをすれば必ず節酒できるという方
法はありませんので、患者さん自身に、
どうしたらいいかというのも自分で考
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えていただいて、医師と患者が共同で
考えていかなくてはいけないと思って
います。
池脇 飲酒は背景、一人ひとり状況

を見たうえで治療しなければいけない
ということですね。
堀江 そういうことですね。
池脇 ありがとうございました。
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池脇 以前は、慢性胃炎ですとか神
経性胃炎ということで診断されていた
ものが、機能性ディスペプシア（FD）
という比較的新しい疾患概念となって
きたのでしょうか。
草野 以前から日本では、器質的疾
患がなくて、おなかの症状を訴える患
者さんは、症候学的には腹部不定愁訴
症候群といってみたり、あるいはレン
トゲン診断では慢性胃炎とか胃カタル
とか胃下垂などと呼ばれていました。

内視鏡が普及してからは、びらん性胃
炎とか表層性胃炎とか言われていたの
です。病理学的には慢性な炎症、細胞
浸潤があるものを炎症というのですが、
欧米ではそのような炎症所見がなくて
も、ディスペプシア症状、つまり腹部
の症状を訴える一群があるということ
がわかっていましたので、彼らはgas-
tritisとか胃下垂などという病名を使わ
ないで、dyspepsia、最近ではfunc tion 
dyspepsia、FDと呼んでいたのです。

機能性ディスペプシア

群馬大学光学医療診療部准教授
草 野 元 康

（聞き手 池脇克則）

機能性ディスペプシア（FD）について以下の点をご教示ください。
１．睡眠障害、抑うつ症状の合併率
２．消化管感染症とFD発症との関連
３．何らかの遺伝子異常の有無
４．ピロリ菌感染との関連
５．胃排出遅延等の運動障害の発現率
６．上部消化管内視鏡検査、下部消化管内視鏡検査施行時、送気しただけで
疼痛や違和感を訴える症例に、FDやIBS（irritable bowel syndrome）患
者が比較的多い印象を個人的にもっていますが、それを裏付けるデータ
の有無。

＜岡山県開業医＞
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彼らの概念を日本でも取り入れたわけ
でありまして、日本では機能性ディス
ペプシアと呼ばれたり、あるいは機能
性胃腸症と呼ばれたりしています。
池脇 確認ですが、こういった疾患
概念は、1980年代ぐらいからなのでし
ょうか。また最近になって、いろいろ
な診断基準が世界的に定められつつあ
るという理解でよろしいのでしょうか。
草野 おっしゃるとおりです。古く

は1980年代にローマで集まって、ロー
マⅠ基準ができまして、その後1999年
に世界の学者がローマⅡ基準というも
のをつくったのです。そのときはnon-
ulcer dyspepsia（NUD）と呼ばれて
いました。それはどういうものかとい
うと、胸やけ症状を示す一群がreflux 
like dyspepsia、胃のもたれ感のよう
なものをもたらす疾患群をdismotility、
つまりあたかも胃の運動が悪いような
一群、それから痛みが主訴の患者さん
たちをulcer like dyspep siaと、３つの
群に分けていたのですが、それが2006
年のローマⅢ委員会では、胸やけ症状
のほうはすべてGERD、gastroesopha-
geal reflux diseaseのほうに分けられ
て、FDは大別すると心窩部を中心と
した胃もたれ群と、痛みなどを訴える
群と２群に分けられました。
池脇 胃の内視鏡検査では、これと

いった器質的な変化はないにもかかわ
らず、症状がある。これはどうして起
こるのでしょうか。

草野 そこはまだまだ、十分に説明
できない部分でありますが、現在のと
ころでは、一つは胃十二指腸の運動障
害、もう一つは胃十二指腸の知覚過敏、
最近ではストレスなどを中心とした脳
腸相関、その３つが病態の柱と考えら
れています。
池脇 機能性あるいは運動性という

ことは、本来、胃が持っている機能と
いうのでしょうか、食べ物が入ってく
ると、胃の上部がまず膨らみ、その後、
蠕動で胃液と絡まって、最後、排出す
る。それらの過程のどこかに障害があ
るという理解でよろしいですか。
草野 胃の運動というのは、収縮運

動だけではなくて、先生が今おっしゃ
られたように、胃の上部が、アコモデ
ーション（accommodation）と最近呼
ばれていますが、弛緩する、緩むのも
運動なのです。
欧米では運動を測る検査として、消

化管、胃排出の測定法も確立しました
し、最近ではバロースタット法といい
まして、胃がどのくらい弛緩するのか、
胃の中に風船を入れて膨らませる検査
ですけれども、その２つを用いて、胃
の運動を逐一、症状とどのくらい関係
しているか、調べました。
ただ、残念なことにといいましょう

か、胃のアコモデーション障害が唯一 
一致していたのは、ごはんを食べてい
る途中で満腹になってしまうという早
期飽満感、early satietionというのです
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けれども、それだけが唯一相関してい
たのです。ですから、胃排出障害とい
うのはあまり病態に関係していないの
ではないかといわれているのが最近の
説であります。むしろ十二指腸の知覚
過敏などのほうが重要ではないかと考
えられています。
池脇 先ほど先生が胃のそういった

運動障害ですとか知覚過敏、心理的な
因子等々、背景に幾つかの要因がある
ということをおっしゃいましたけれど
も、睡眠障害、抑うつの合併はどうで
しょうか。
草野 これらは欧米のデータが中心

なので、私も日本の詳しいものは今持
ち合わせがないのですけれども、欧米
ではFDの21％に睡眠障害があるとの
報告があります。
また、FGID（functional gastroin-

testinal disorders）、胃腸全体のもう
一つ大事な病気としてIBS（irritable 
bowel syndrome）、過敏性腸症候群が
ありますけれども、非常にFDと似て
いるといえば似ているのですけれども、
IBSの患者さんの33.3％に睡眠障害が
あるというデータもあります。逆に、
抑うつでいえば、IBSの患者さんの30
％に抑うつがあるというデータもあり
ますから、おそらくはFDの患者さん
の20％前後に睡眠障害があると思われ
ます。
池脇 消化管感染症とFDについて

はどうでしょうか。

草野 古くは、細菌性の赤痢とかア
メーバ赤痢がIBSの病態と密接に関係
しているというのが発表されました。
最近注目されているのが、感染後のFD
の発症です。好酸球性胃腸炎というも
のがあります。これはまだ原因ははっ
きりしていませんが、何らかの食物ア
レルギーではないかと疑われているの
ですけれども、FDの患者さんの十二
指腸粘膜を内視鏡で生検してみますと、
好酸球浸潤が著明であったという報告
があります。これは現在、世界の研究
者が注目しているところです。
FDの病因で有名なのはサルモネラ
感染です。サルモネラ感染患者さんの
あとをフォローしていきますと、FD
になったという報告があります。何年
か前に群馬県前橋で卵サンドイッチの
サルモネラ食中毒が起きたのです。そ
のとき私の患者さんの親子、お母さん
と娘さんが両方とも食中毒になってし
まって、その患者さんは如実に覚えて
いらして、「あのときの食中毒のあと
から私はおなかが変だ」ということを
おっしゃるのです。
最近では十二指腸のリンパ球、CD68
陽性細胞が非感染性のFDよりも感染
性のFDのほうが有意に多かったとい
う日本医科大学の二上先生のデータも
あります。FDの病態に十二指腸のリ
ンパ球の役割が大きいのではないかな
と思っています。
池脇 感染症に関連してピロリ菌は
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どうでしょうか。
草野 ピロリ菌は、例えば日本人の
ピロリ菌感染率は今、40～50％ぐらい
でしょうか。日本人全体でFDの有病
率が10％ぐらいですから、非常に乖離
がある。欧米ではその逆。ですから、
ピロリ菌感染とFDとは１対１には関
係していないと思います。
メタアナリシスも、FDの患者さん、

HP陽性の患者さんを除菌すると、だ
いたい10～14人に１人しか症状が改善
しない。統計学的に有意に改善するの
ですが、改善する人は少ないといわれ
ています。
ただ、そのデータは欧米のデータで

す。この前出た東洋人でのデータです
と、HP陽性のFD患者さんは除菌した
ほうがもうちょっとメリットが大きい
というデータも出ています。
池脇 遺伝子の背景というのはあま

り濃厚ではないような気がするのです
けれども、遺伝子異常との関係につい
て何かありますか。
草野 一番最初、SNP（single nu-

cleotide polymorphism）の異常が最
初の報告だったと思うのです。ところ
が、SNPは人種による差や地域の差が
大きくて、オッズ比も２～３倍だった
でしょうか。ですから、あまり決定的
な差ではないのではないかといわれて
いました。
ところが、日本人で非常にたくさん

検討したデータがありまして、唯一出

たのがTRPV１遺伝子のミューテーシ
ョンが抑制的に働いているというデー
タがあります。TRPV１はカプサイシ
ン・センシティブなニューロンに発現
しているという遺伝子で、内臓の知覚
過敏などに遺伝子異常が関与している
可能性があります。
もう一つおもしろいのは、最近、心

臓のQT延長など、不整脈で有名なブ
ルガダ症候群がありますが、この遺伝
子異常、SCN5Aという遺伝子異常を
持っている人は、持っていない人より
も有意にディスペプシア症状が多かっ
た。ソディウムチャンネルの異常が心
臓と消化器に共通して存在するのでは
ないかという報告です。
池脇 非常に示唆に富む研究ですね。
さて、胃の運動障害ということですが、
排出遅延はどのくらいの頻度で出てく
るものでしょうか。
草野 最初の報告ではFD患者さん

の60％ぐらいに排出遅延があるといわ
れたのですが、その後の報告ではだん
だん少なくなってきまして、最近では
30～40％のFD患者さんに排出遅延が
あるといわれています。排出遅延とい
うのは、原因か結果かわからないので
す。排出遅延があるからFDになって
いるのか、ほかの何らかの要素で胃排
出も遅延しているのかもしれないとい
う考えもありまして、そこら辺はまだ
まだ難しいところです。私たちは逆に
速すぎる胃排出でも症状が出るのでは
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ないかと思って研究しているところで
す。
池脇 もう１点、内視鏡検査で送気

したときに違和感、痛みを訴える場合
にこういった病気が多い印象があると
いうのですけれども、これはいかがで
しょう。
草野 先ほど申し上げたバロースタ

ット法といって、消化管内で風船を膨
らませて、コンピュータで中の空気を
出し入れ、調節して、圧を一定に保つ
ような装置があるのですけれども、そ
れをIBSの患者さんの直腸に入れても、
IBSの患者さんではちょっとしか膨ら
まないのに、すぐ痛いという。もう一
つ、同じことで、胃の中に入れまして、

ちょっと膨らませるのです。そうする
と、FDの患者さんは、ちょっと膨ら
ませても、すぐ胃の症状を訴える。そ
れが知覚過敏ではないかといわれてい
ます。
池脇 そうすると、質問の先生の印

象というのは正しいといってよろしい
でしょうか。
草野 正しいですね。内視鏡を使用

して、胃の中に一定時間に一定量の空
気を入れ、胃内圧も同時に測定した報
告があります。FD患者さんは健常者
よりも早い時間で、すなわち少ない空
気量で閥値に到達するという日本のデ
ータがあります。
池脇 ありがとうございました。
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池田 香山先生、まず、新型うつ病
とはいかなるものか、名前の由来も含
めてお話しいただければ幸いです。
香山 うつ病という病気については、

多くの方たちがご存じだと思うのです
けれども、これは、私たちの理解です
と、脳の中の神経伝達物質のセロトニ
ンというものの機能異常が原因の、い
わゆる脳の病気の一つだろうと理解さ
れています。ところが、ここ10年ぐら
いですか、うつ病の患者さんたちの中
で、これまでのいろいろな症状を呈し
ているのだけれども、少し長いタイム
スパンで見たりすると、随分と従来の
うつ病と違うタイプの人たちが目につ

き出しているのです。
その違いというのが、一つはうつの

症状が変動するということです。しか
も、ただ変動するだけではなくて、状
況依存的といいますか、場面によって
変わる。非常にわかりやすく言うと、
仕事中は、あるいは仕事に関係した場
面では非常にうつ症状が強くなり、仕
事から解放されると、仕事に関係ない
場面だとそれが軽度になるという、場
面によって違うという特徴が非常に目
立ちます。
そうなると、これは先ほど私が申し

上げたような脳の機能異常による一つ
の生物学的な疾患なのか、それとも仕

新型うつ病

立教大学現代心理学部教授
香 山 リ カ

（聞き手 池田志斈）

新型うつ病についてご教示ください。
近年、特に若い人たちに、従来のうつ病とは症状の違うタイプのうつ病が現
れているようです。主流のSSRI、SNRIを投与するとかえって悪化させると聞い
たことがあります。
新型うつ病診断のポイント、投与薬剤、専門医への紹介時期等についてご教
示ください。

＜茨城県開業医＞
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事中は気が重くて、土・日になると気
楽だというのは、それは誰でもあるこ
とですので、これはうつ病ではなくて、
単純に仕事嫌いとか、この辺が実はま
だ精神医学の中でも、これといった見
解が出ていない。しかし、そういった
患者さんが非常に多い。
彼らが診察室の中でいろいろ訴える

症状や、そのときの苦しみぶりを見る
と、その時点では明らかに今のうつ病
の診断基準、気持ちが落ち込むとか、
やる気がない、意欲が出ないとか、あ
るいは睡眠障害、食欲障害、身体症状
といったような、多くの先生たちがご
存じの、いわゆるうつ病のクライテリ
アを満たしていて、非常に悩ましい。
医師が休養と服薬ということで診断書
を、２カ月休職とか自宅療養といった
診断書を出すと、その後、仕事が休み
となると旅行に行ってしまったり、非
常にアクティブに社会活動に参加した
りして、「あれっ」というようなこと
になる。そんなものです。
池田 新型という名前はどの辺の由

来なのでしょうか。
香山 これは完全にジャーナリステ

ィックな用語です。医学用語ではあり
ません。私たちが考えるうつ病、先ほ
ど言った脳の機能異常によるものは、
従来、内因性うつ病といわれていまし
たけれども、10年ぐらい前からいろい
ろなタイプ、そういった人たちが出て
きています。

今私たちが使っているアメリカの診
断基準、よくDSMといわれますが、そ
れによると、うつ病、major depres sion
だけではなくて、例えば双極性障害、
昔の躁うつ病、それから気分変動症、
dysthymia、気分が細かく揺れ動くタ
イプのうつ病とか、幾つか種類はある
のです。しかし、場面によってあまり
にも症状が違うという、会社や仕事、
学校に関係したときにはうつで、そう
でないときにはわりと元気という、今
回のお話に出ている新型というタイプ
は、このDSMの分類にはどこにも当て
はまらないという意味で、「これって
新型じゃないの」というのがマスコミ
とかで使っているというか、独り歩き
していますけれども、実は別にきちん
とした診断概念として確立しているわ
けではないので、病名としてカルテに
新型うつとか記載することはありませ
ん。
池田 新型ということもありまして、

専門医への紹介時期も含めて、診断の
ポイントについてはいかがでしょうか。
香山 非常に難しいのです。特に今

のDSMなどを使った診断では、診療に
いらしたときの状態から診断をつける
ようになります。経時的な変化をずっ
と観察してから診断をつけるのではな
くて、その日のうちに診断をつけると
いうふうに変わってきていますので、
そうなるとDSMのようなマニュアルを
ご覧になって、先生たちが診察室の中
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でいろいろ問診をすると、「ああ、こ
れは診断基準を満たしているので、う
つ病だろう」ということになってしま
うと思うのです。
ただ、そのときに、ちょっと前後の

様子といいますか、今私が申し上げた
ように、例えば「土・日はどうですか」
とか、「夏休みやゴールデンウイーク
のようなときはどうお過ごしでした
か」とか、場面によって症状がかなり
大きく変動していないか。私たちが常
識的に考えられるような、仕事ではプ
レッシャーがあるということ以上に、
ウイークデーにうつの症状が非常に強
くて、土・日はわりとアクティブにレ
ジャーに行ったりとか、趣味をこなし
ているといったようなギャップ、それ
がないかどうかということを一つ加え
てお聞きいただければと思うのです。
もし新型かなということになります

と、従来のうつ病の延長として治療す
ればよいのか、それともそうではない
ほうがいいのかというのは、実はまだ
はっきりわかっているわけではないの
です。ただ、従来のうつのような休養
と服薬というのではうまくいかない。
そこに精神療法、心理療法的な、その
人の仕事に対するいろいろな価値観と
か、そういう問題にも踏み込んでいか
なければならないし、若干仕事に適応
できないという適応障害の側面も持っ
ています。いろいろな心理療法的なか
かわりが必要になってきますので、こ

れは内科の先生、他科の先生ではちょ
っと難しいということになってきます。
専門の心療内科、精神科を標榜してい
る医師にご紹介いただいたほうがいい
のではないかと思います。
池田 その意味で、旧来使われてい

るSSRIとかを投与すると、かえって悪
化させるのではないかと聞いたことが
あるという質問ですけれども、まさに
そういった旧来の方法では無理だとい
うことですね。
香山 無理というか、一時的に、彼

らもうつ症状はあることはあるので、
SSRIやSNRIを投与することで、本人
は「少し楽になりました」とおっしゃ
ることが多いのです。ただ、SSRIなど
で、よくactivation syndromeといわれ
るような、少し刺激してしまったり、
少し気持ちが焦燥感が出てきたりとい
ったような副作用がありますけれども、
それがいわゆる新型と分類されている
人たちには強く出ることがあります。
あと、ちょっと複雑なのですが、新

型うつ病と、双極性障害という躁うつ
病の躁が非常に軽いタイプ、これも最
近、双極性障害２型といって、これは
きちんとした診断概念としてあるので
すけれども、この人たちがいわゆる新
型と思われる中に相当数隠れていると
思われます。双極性障害であれば、多
くの方がご存じのように、SSRIではむ
しろ躁状態を持ち上げ過ぎてしまうの
で、そこは感情調整薬といわれるよう
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な炭酸リチウムですとかカルバマゼピ
ンといったような薬物を使わなければ
いけなくなって、かなり薬物療法が変
わってきてしまいます。
ですので、従来のずっとうつの気分

が続いているとか、やる気のない状態
が、平日だろうが、休日だろうが、夜
間だろうが、早朝だろうが、ある意味
同じように続いている。誰が見てもう
つ病というようなタイプ以外は、これ
は少し専門的知識がないと、特にこう
いった処方に関しては難しい面がある
と思います。
池田 薬もさることながら、環境整
備のようなことが大切ということです
けれども、専門家の目で見られて、そ
の方の職業的なこととか、生活のパタ
ーンとか、そういうことで、ある意味
では会社のほうにまでアドバイスする
といいますか、個人だけでは環境を整
えようがない場合には進言されたりと
いうことはあるのでしょうか。
香山 私ども、本人抜きで会社に連

絡をするとか、そういうことはできな
いことになっておりますけれども、ご
本人にも、そういった環境調整が必要
ということを、例えば会社の産業医の
方にお伝えくださいということで、産
業医の方に情報提供書をお渡しすると
か、時によってはご本人の承諾も得て、
ご家族や会社の人事の方とか、一緒に
来ていただいて、ご本人をめぐる環境
を調整するということもせざるを得な

いこともあります。
ただ、そのときに、ある意味、ご本

人のわがままが通ってしまうようなか
たちになってしまう。例えば、私は本
当は海外部で働きたいのに、今総務に
いるから、うつ病になってしまった。
だから、海外と交渉する部署に移して
ほしいということで、いくらそれがご
本人にとって望ましい環境ということ
であっても、結果的にはご本人のわが
ままが通るというかたちになってしま
うと、今度ご本人の周りの人たちがそ
のことで非常にモチベーションが下が
ったりとか、職場のモラルハザードの
ようなことになって、職場全体がめち
ゃくちゃになるというようなケースを
私も経験したことがあります。
ここがまた難しくて、私たち医療関

係者は、基本的には100％、患者さん
の利益のためにというふうにこれまで
動いてきたと思うのですけれども、こ
の新型うつに関しては、それを貫いて
しまうと周りがたいへんな混乱に陥っ
てしまうことがあるので、その辺は少
し考えを変えながら、融通をきかせな
がら、もちろんご本人がいい環境に行
くのが一番なのだけれども、それプラ
ス周りの幸せというか、そういうこと
も考えながら、バランスよく調節して
いくという、ある種のマネジメント能
力のようなものが医師にも必要です。
とにかく本人が治ればいいというわけ
ではなくて、全体のバランスを考えな
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がらうまくコーディネートしていくと
いう、これまで必要ないというか、あ
まり求められていなかった能力が求め

られる場面が増えてきて、非常に私ど
もとしても悩ましいところがあります。
池田 ありがとうございました。
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齊藤 糖尿病の診断基準ということ
で、田嶼先生におうかがいいたします。
診断基準は時代とともに変わってき

ているのでしょうか。
田嶼 はい。日本で糖尿病学会が初

めて糖尿病の診断基準について言及し
たのは1970年のことです。そのとき初
めて、経口糖負荷試験、OGTTによっ
て糖尿病を診断する、ということを提
唱したのです。そして、OGTTにおけ
る血糖値の区分を正常型、境界型、糖
尿病型と呼んでいます。ここでわかる
のは耐糖能の程度であって、糖尿病の
診断は、血糖値も含めて、総合的にな
されるべきだという、この基本的なス
タンスを示したのです。この考え方は、
今日に至るまで変わっていないのです。
齊藤 型ということですね。
田嶼 そうです。
齊藤 このときは負荷するブドウ糖

は50gであったということでしょうか。
田嶼 そうですね。100gを使ってい

らした先生もおいででした。
齊藤 混在していたわけですね。

田嶼 はい。
齊藤 それが75gに今度は統一され

てきた。これはいつごろでしょうか。
田嶼 1982年のことです。
齊藤 OGTTをずっとやってきたわ

けですけれども、今は、あまりアメリ
カでは行われていないのでしょうか。
田嶼 はい。OGTTは経費も手間も

かかるため、できるだけ簡単に糖尿病
を診断することができないものかとい
うことで、臨床的には糖尿病の診断の
ためにOGTTをするということは推奨
しない。その代わりに、空腹時血糖値
を用いたらどうかということがアメリ
カで言われ始めたのです。そのときの
糖尿病の診断基準は、空腹時血糖値が
140㎎/㎗、負荷後の２時間値は200㎎/
㎗だった。その２つの数値を合わせて
見ると、空腹時血糖値がやや高すぎる
のではないかということで見直しを行
い、1997年に126㎎/㎗に下げたのです。
空腹時血糖値の糖尿病診断におけるこ
の値は、今でも継承されているわけで
す。

糖尿病治療の最新情報（Ⅱ）

東京慈恵会医科大学名誉教授
田 嶼 尚 子

（聞き手 齊藤郁夫）

糖尿病の診断基準

26 （906） ドクターサロン56巻12月号（11 . 2012）



齊藤 血糖の時代ののちに、HbA1c
が入ってきましたね。これはどういう
経緯でしょうか。
田嶼 日本ではいち早くHbA1c値

が6.5％以上であればたしかな糖尿病と
考え、補助的診断として採用したわけ
です。これは日本が世界に先駆けて行
ったものなのです。なぜかといいます
と、日本ではHbA1c値の標準化、精度
の高さが担保されていましたが、世界
ではそれがまだ不十分であったため、
HbA1cを使いたくても、使えなかった
のです。
といいますのも、HbA1cを糖尿病の
診断に応用するときには、幾つかの利
点がありまして、１つは糖尿病の特徴
である慢性高血糖を示す指標として適
しているということ、食事による影響
を考慮せずに採血できること、日々の
変動が血糖値よりも少ないこと、網膜
症の発症のリスクとの関係は血糖値と
同等であるなどの利点があるからなの
です。
齊藤 それは1999年ですか。
田嶼 そうです。
齊藤 その段階では、まずは血糖か

ら入って、確認で使うということでし
ょうか。
田嶼 そのとおりです。それを補助

的な診断として使うということです。
最初に血糖値を測って、糖尿病型なの
か、境界型なのか、正常型なのかとい
うことを判定します。

齊藤 型ですね。
田嶼 型です。その次に、糖尿病の

典型的な症状があるかどうか、同時に
測定したHbA1c値が高値ではないか、
糖尿病で長い間高血糖にさらされてい
た結果として糖尿病に特有の合併症で
ある網膜症があるかどうかをチェック
します。そのいずれかが〝あり〞であ
れば糖尿病と診断する。このような２
段階になっていたのです。
齊藤 そこでは、先ほどおっしゃっ

たように、6.5％以上という数字があっ
たわけですね。
田嶼 そうです。なぜ6.5％だったか

といいますと、OGTTの型が正常型、
境界型、糖尿病型、それぞれの方たち
のHbA1c値の分布状態を見てみます
と、HbA1c値が6.5％以上の領域には
OGTTが正常型、境界型というのはほ
とんど含まれていないということがわ
かったのです。したがって、HbA1c値
が6.5％以上ということは限りなく糖尿
病であろうと、そういうところから決
まったのです。つまり、この時点で糖
尿病の可能性が強い人を落とさない。
そういうところから6.5％という値が設
定されました。
齊藤 その後、糖尿病の診断基準が

少しずつ変わってきて、一番最近のも
のが2010年ということですが、これは
どうなっていますか。
田嶼 最近になりますと、諸外国で

どんどんHbA1cが標準化されてきまし
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た。それでやっと、HbA1cを糖尿病の
診断に使えるのではないかということ
になりました。そこで、2009年にアメ
リカは、先に申し上げましたように、
OGTTは臨床的に糖尿病の診断には使
わない。その代わり、OGTT２時間値、
随時血糖値と同等に空腹時血糖値をお
き、これらのいずれかによって糖尿病
と診断することに決めました。このよ
うにHbA1cを使いましょうということ
になって、HbA1cの糖尿病の診断にお
ける存在感がどんどん増してきたので
す。
そういう流れの中で、日本はHbA1c

をいち早く、補助的な診断ではあるけ
れども、使ってきました。一方、1997
年から、国の糖尿病実態調査では、
HbA1c 6.1％、あるいは糖尿病の薬物療
法をしているということをもって糖尿
病と判定して、疫学調査をしています。
また、特定健診においても糖尿病関連
の指標としてHbA1cが使われている。
そういうことで、糖尿病のコントロー
ル指標としてたいへん重要なHbA1cが
診断でも使われるという流れになって
きていたわけです。
そういう国内外の事情を合わせて、

HbA1cを今度は糖尿病の診断において
もフロントラインに置くことにしたの
です。これが2010年の糖尿病の診断基
準の策定において大きな変更といえる
と思います。
齊藤 HbA1cが前面に出てきたとい

うことで、数値が今度は6.1％になった
ということでいいのでしょうか。
田嶼 はい。
齊藤 そこが先ほどの1999年の6.5％
と比べて、少し厳しくなったというこ
とになるのでしょうか。
田嶼 そうではないのです。1999年

には糖尿病らしい人を必ずこの時点で
拾うというところで、診断の第２段目
のところにおきましたから、6.5％とし
たわけです。でも、今度は診断の１段
目、入り口に並べました。つまり、糖
尿病型かどうかという判定をする血糖
値がありましたね。それと同じライン
においたので、空腹時血糖などと同じ
レベルの値でなくてはいけないわけで
す。そこで、すでに健診などで得られ
たたくさんのデータをお持ちの先生に
データを拝借して、空腹時血糖値126
㎎/㎗に対応するHbA1c値は幾つなの
か。OGTT２時間値200㎎/㎗に対応す
るHbA1c値は幾つなのか。さらに、逆
に、HbA1c値が6.1％の方の空腹時血糖
値は幾つなのか。その方のOGTT２時
間値は幾つなのかということを双方向
から検討したのです。そうしたところ、
空腹時血糖値126㎎/㎗、OGTT２時間
値200㎎/㎗に対応するHbA1c値のどち
らからみても6.1％という値が出てきた
のです。
こうして見ますと、1997年に国が糖

尿病の判定に使った6.1％と合致してい
たということにもなります。ご承知の
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とおり、その後、HbA1c値が国際標準
値、今ではNGSP値と呼ぶことが可能
になっておりますけれども、それは日
本のJDS値との間に0.4％の差があって、
日本のほうが低いということがわかり
ました。ですから、日本の6.1％に0.4
％を足すと、6.5％ですね。実はアメリ
カがこの値で糖尿病を診断しようよと
言っている値と合致したのです。これ
は最初から合わせようとしたわけでは
なくて、データをたくさん集めた中か
ら生まれてきた数値なのです。このよ
うな背景から、2010年からはこのよう
なかたちで糖尿病を診断することにし
たのです。
齊藤 2010年の基準としては、血糖

値とHbA1c、6.1％から入って、最終的
には諸検査を行って糖尿病かどうか決

めるということなのでしょうか。
田嶼 はい。ただ、糖尿病学会とし

て強調したいのは、糖尿病と診断する
入り口は３つあるわけですけれども、
特にHbA1cと血糖値の両方を同時に測
定することを推奨しています。この両
方が糖尿病型であれば、１回の検査で
糖尿病の診断が可能で、より早期に治
療を開始できます。また、HbA1c値は
あくまでも糖尿病の平均値であり、ほ
かの要因によっても影響を受けるので、
必ずどこかの時点で血糖値を測ってい
ただきたいのです。HbA1cの反復検査
では糖尿病と診断できません。
齊藤 血糖とHbA1cの両方をやると

いうことですね。
田嶼 そうです。
齊藤 ありがとうございました。
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齊藤 糖尿病性腎症ということで、
宇都宮先生におうかがいいたします。
糖尿病患者さんが増えて、その中で

合併症の腎症も増えているということ
でしょうか。
宇都宮 糖尿病性腎症は今非常に増

えています。ちなみに、新規透析導入
の40％以上が現在、糖尿病性腎症で占
められています。
齊藤 透析となるとたいへんなこと

で、とにかくそれを早い時期から予防
するということが重要ですけれども、
糖尿病性腎症は今、CKDという概念が
一緒になって出てきていますね。
宇都宮 CKDと申しますのは、GFR

が60㎖/分を切りますと心血管疾患の
リスクが高まるということから、原因
疾患を問わず、GFRが60㎖/分を切っ
た段階で慢性腎臓病、CKDと呼んで、
心血管疾患のリスクの高い人だと認識
しましょうという概念です。
実は、糖尿病性腎症では、尿のアル

ブミンが出た時期、すなわち微量アル
ブミン尿の早期から、すでに心血管疾

患のリスクが高まるということがわか
っています。
齊藤 糖尿病では、尿中の微量アル

ブミンを定期的に測定することが重要
だということでしょうか。
宇都宮 そういうことですね。尿の

アルブミンは、保険の問題もあって、
実はあまり測られていない現状があり
ます。しかし、尿のアルブミンが出始
める早期の腎症では、すでに心血管疾
患としてのリスクが高まっていること
がわかっています。微量アルブミン尿
は早期腎症のマーカーというよりも、
腎症が持つ心血管リスクを評価するう
えで大きな予知因子となりますので、
もう少し積極的に測っていただくこと
をお願いしたいと考えています。
齊藤 心臓と腎臓と、両者に密接な

関係があるということですけれども、
そこのメカニズムはどのように考えら
れているのでしょうか。
宇都宮 腎障害がなぜ心血管疾患の

リスクになるのか、CKDではこれを心
腎連関と呼んで、そのメカニズムが注

糖尿病治療の最新情報（Ⅱ）

東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科主任教授
宇都宮 一 典

（聞き手 齊藤郁夫）

糖尿病性腎症
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目されています。特に糖尿病性腎症で
は、微量アルブミン尿の早期から始ま
ります。私はインスリン抵抗性状態が
その共通の基盤ではないかと考えてお
ります。インスリン抵抗性状態という
のは、全身のインスリン作用が低下す
る病態で、メタボリックシンドローム
の中核をなし、糖尿病における動脈硬
化、心血管疾患の大きな基盤を形成し
ます。最近、尿のアルブミンが増える
とインスリン抵抗性状態が増悪するこ
とがわかってきました。すなわち、イ
ンスリン抵抗性状態が心血管疾患のよ
うな大きな血管のみならず、腎症のよ
うな細い血管を壊す共通の病因論的な
母体になるのではないかと考えていま
す。
齊藤 インスリン抵抗性といいます

と、メタボリックシンドロームとのか
かわりもありますね。
宇都宮 極めて大きいですね。糖尿

病性腎症はCKDの主たる原因となりま
す。そういった意味でCKDを見ていき
ますと、実はメタボリックシンドロー
ムの段階で、CKDの発症リスクが増加
することがわかっています。このうえ
に２型糖尿病が発症しますので、２型
糖尿病の腎症というのはインスリン抵
抗性状態によって起こる血管障害、そ
れにプラスして高血糖によって起こる
血管障害が複合的に合わさった、極め
て複雑な病態を形成していると考えて
います。

齊藤 CKDについて、最近、日本で
新しいガイドラインが発表されたので
すね。
宇都宮 ６月に日本の新たなCKD病

期分類が発表されました。今までCKD
はGFRのみで診断していました。しか
し、尿のアルブミンが心血管疾患のリ
スクの予知因子となることがわかって
きまして、GFRのみではバランスを欠
くということから、縦軸にはGFRを、
横軸には尿のアルブミンを取りまして、
２つの基軸において心血管疾患、ある
いはその後の末期腎不全に至るリスク
を細かく層別化していこうというかた
ちで、新しいCKDのガイドラインが出
てきました。
齊藤 eGFRと尿中アルブミンの両

方から見ていく。
宇都宮 そういうことですね。
齊藤 これらが並行して悪くなる方

もいますけれども、それが乖離する方
もあるということですか。
宇都宮 おっしゃるとおりで、eGFR

が汎用されるようになりましてから、
尿アルブミンとの乖離例が新たな問題
として浮上してきました。従来の糖尿
病性腎症病期分類では、尿のアルブミ
ンが出て、尿蛋白が増えて、それから
GFRが低下するとされています。しか
し、実際には、GFRが低下しているの
に尿蛋白陰性といったケースがあるこ
とがわかってきました。このようなケ
ースは従来、腎硬化症といわれていた
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ものに糖尿病が合併したと考えられま
すが、このような乖離例が、定型的な
腎症と心血管疾患のリスクの面でどの
ように違うのか、日本人のデータがま
だ乏しい状態です。今後、日本人を対
象とした追跡研究が必要です。
齊藤 CKDの新しいガイドラインも

出て、糖尿病性腎症を予防しようとい
うことが、国を挙げての施策となって
きているということでしょうか。
宇都宮 そういうことになります。

早期の腎症であれば、血糖、血圧、脂
質を包括的に管理することで寛解に至
ることも判明しています。
齊藤 そういったことに加えて、食

事などの点ではどうでしょうか。
宇都宮 糖尿病性腎症の食事療法と

して、まず血圧をコントロールするた
めの減塩、それと蛋白制限、この２つ
が主たる要素となっています。この４
月に、糖尿病性腎症を予防するための
チームケアの管理料が保険収載されま
した。今後、糖尿病性腎症の治療に新
たな視野をもたらすというふうに期待
しております。
齊藤 チームケアはどういったプレ

ーヤーが参加するのでしょうか。
宇都宮 糖尿病診療の経験を持つ医

師、看護師、そして栄養士がチームを
つくり、食事療法を中心とした計画的
な治療計画を立てて、糖尿病性腎症を
予防しよう、そういったコンセプトで
できたものです。

齊藤 これは外来でやっていくので
しょうか。
宇都宮 そういうことです。外来で

治療計画を立てて、定期的にこれを管
理していく。達成状況を見ながら、そ
の後、フォローしていくということが
義務づけられています。
齊藤 それが保険でも認められてき

ていると。
宇都宮 そういうことになります。
齊藤 低蛋白食はどういった機序で

よい作用が起こるのでしょうか。
宇都宮 まず腎血流への影響が考え

られます。糖尿病になりますと、一般
的に糸球体過剰ろ過が起きまして、糸
球体の血流が増えます。蛋白質を食べ
ますと、糸球体には血液の負荷が加わ
るということが以前からわかっていま
すので、低蛋白食にすることによって
腎血流の負荷を取ってあげようという
のが一つの目標です。もう一つは、い
ろいろな実験データから、蛋白を制限
することによって腎の線維化が抑制さ
れるということもわかっていて、こう
いった多面的な効果が期待できます。
齊藤 食事のコントロールが必要だ

ということですけれども、エビデンス
としては何かあるのでしょうか。
宇都宮 これが一番問題でして、食

事の介入試験というのはなかなかいい
エビデンスが出てきません。そこで、
今後、本当に糖尿病性腎症の低蛋白食
の効果については、日本人のエビデン
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スづくりが大切であろうと考えていま
す。
齊藤 どういったタイミングで開始

していくことが今進められているので
しょうか。
宇都宮 早期からといいますけれど

も、早期腎症では塩分制限をして血圧
をしっかりコントロールする。尿蛋白
が出始めたころから低蛋白食、0.8g/㎏
ぐらいの低蛋白食を開始し、漸次それ
を進めていくということが実際的では
ないかと考えています。
齊藤 実施上の問題点は何かあるの

でしょうか。
宇都宮 実際に蛋白をどのぐらい摂

取しているのか、塩分をどのぐらい食
べているのかということの評価が難し
い。蓄尿でそれを計算しなさいという
ことになっていますが、全例、蓄尿す
るというのは無理ですから、どうして
も主観的な食事記録に頼らざるを得ま
せん。客観的で簡易な指標がないのが
現状です。
齊藤 蛋白摂取量と心血管系疾患と

の関係はわかってきているのでしょう
か。
宇都宮 最近、低蛋白食の新たな視

点として、心血管疾患を抑制するので
はなかろうかといった話題が出てきま
した。蛋白の中には、AGEといいまし
て、糖化蛋白といったものがあります。
これは糖尿病の血中で非常に増えるの
ですけれども、実はかなりの部分が食

事由来であるということがわかりまし
た。逆に、蛋白を制限すれば、そうい
う変性蛋白の摂取を制限することにな
ります。このことが血中のAGEの低下
につながって、それが心血管疾患のリ
スクの低減につながる可能性があり、
今後の展開が期待されています。
齊藤 腎糸球体血流に加えて、こう

いったAGEへの効果もあるということ
でしょうか。
宇都宮 そういうことです。これは

まだ実験的な成績しかないのですが、
短期的には蛋白を制限すると血中の
AGEが減るということは、私どもも確
認しています。しかし、本当にこのこ
とが心血管疾患の予防につながるかど
うかといったことについては、まだ十
分なエビデンスはありません。したが
って、腎臓の保護のみならず、心血管
疾患に対する効果を含めまして、今後、
低蛋白食の意義につきましては多角的
に検討していく必要があろうと考えて
います。
齊藤 最後に、薬による治療ですが、

これはどうでしょうか。
宇都宮 まず、しっかり血圧を下げ

るということが必要で、そういった意
味ではアンジオテンシンⅡ抑制薬、こ
れは従来から多くのエビデンスがあり
ます。また、腎症では多くの脂質性異
常を合併しますので、スタチンを中心
とする脂質異常症に対する厳格な管理
が必要であることはいうまでもありま
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せん。
齊藤 レニン・アンジオテンシン系
抑制、非常に重要ということですけれ
ども、カルシウム拮抗薬も一部のもの
はよいという話もありますね。
宇都宮 腎症の進行を抑制するには、

血圧をしっかりコントロールするとい
うことが大切です。そのためにARB、
あるいはカルシウム拮抗剤、それに加
えて利尿剤といったかたちで、薬物療
法を進めていくことが一般的です。
齊藤 ありがとうございました。
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大西 渥美先生、糖尿病神経障害に
ついておうかがいしたいと思います。
神経障害の症状は様々だと思うので

すけれども、そのあたりから教えてい
ただけますでしょうか。
渥美 糖尿病の神経障害は、末梢神

経から自律神経まで及びますが、最も
有名なのは末梢神経障害です。約20万
例を対象にした調査によると、最も多
い自覚症状は、足がつる、あるいはこ
むら返りを起こすという症状で約３分
の１ぐらいが自覚していました。それ
以外には、足の異常な感覚とか、足の
先がジンジン、あるいはピリピリしび
れる。あるいは、足の先の痛みなどで
す。これらの症状が末梢神経障害とし
て最も特徴的です。
末梢神経障害以外の神経障害は自律

神経障害で、症状としては起立性低血
圧による立ちくらみであるとか、ED
（勃起障害）の症状であるとか、胃が
麻痺して動かない状態（胃麻痺）とか、
下痢まで、かなり幅広い。そういう自
覚するものをいわゆる陽性症状といっ

て、患者さんに対して何らかの苦痛を
与えるような症状。それと逆に、さら
に進行して症状がマスクされてしまう、
いわゆる陰性症状。これは痛みがない
ために足のけがに気がつかないことな
どが問題となります。これらがだいた
い全体像というふうにお考えいただい
てよろしいのではないかと思います。
大西 症状が進んでいくと、だんだ

ん痛みが感じられなくなる。
渥美 逆に、よくなったかと思いき

や、実は進んでいるということもあり
うるということです。
大西 よく糖尿病の先生は「足を診
なさい」ということを強調されますけ
れども、そのあたりはいかがでしょう
か。
渥美 陰性症状として知覚障害があ

ると、たことか、足の爪の変形とか、
巻き爪とか、あるいは小さな外傷をし
ても気がつかない。そのために、そこ
から菌が入ったりして、潰瘍であると
か、足の壊疽につながることがあるか
らです。もちろん、足の潰瘍や壊疽は

糖尿病治療の最新情報（Ⅱ）

東京都済生会中央病院糖尿病臨床研究センター長
渥 美 義 仁

（聞き手 大西 真）

糖尿病神経障害
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血流障害、あるいは感染に弱いという
こととか、糖尿病や網膜症による視力
障害とか、高齢による白内障での視力
障害とか、いろいろなものと重なって
重症化すると考えられています。です
から、患者さんの苦痛というのと、苦
痛はあまり訴えないけれども、医療者
側として注意しなければいけないとい
う２つの面が、神経障害、とりわけ足
についてはあるのではないかと思いま
す。
大西 かなりひどい状態の足になっ
てしまっている人もいますね。先生は
どれぐらいの頻度で足をご覧になりま
すか。
渥美 もちろん患者さんによります

が、リスクが高い人は頻繁に足につい
て尋ねます。足病変を予防する診断と
しては、もちろん足の診察が大事です
が、全く何も問題がない人であれば、
１～２年に１回でもよいと思います。
しかし、特に透析をしているとか、神
経障害がそれこそ高度であるとか、一
度足の潰瘍、壊疽の既往があるという
ような足病変のリスクの高い人に対し
ては、できるだけ直接足を診るように
しています。
大西 患者さんの自覚症状としては、

日本人の場合、我慢強い方が多いかと
思うのですけれども、痛みの閾値のよ
うなものはどうなのでしょうか。
渥美 いわゆる疼痛は、うずく痛み

というふうに日本では認識されていま

す。足の表面の疼痛、焼けつくような、
あるいはヒリヒリするという痛みや、
深いところで刺すような電撃痛のよう
なものであるとか、これは有痛線維の
脱髄性の発火ではないかといわれてい
るのですが。あるいは筋肉性の、これ
も筋肉圧痛、こむら返りもこれになる
と思いますが、突っ張りとか、肉離れ
的な痛みとか、そういういわゆる筋性
疼痛、深部疼痛、表在性ということで、
我々はできるだけ分けて診るようにし
ています。
大西 神経障害の分類もいろいろな

パターンがあると考えてよろしいわけ
ですね。
渥美 一応神経障害の分類は、今申

し上げたようないろいろな症状を切り
分けるとどうなるかというと、一過性
の高血糖による神経障害、耐糖能異常
の段階の神経障害であるIGTニューロ
パチー。最も多いのは感覚運動神経の
左右対称性、びまん性の末梢神経障害、
それと自律神経障害です。これは心血
管系であれば、起立性低血圧であると
か、胃の麻痺、下痢・便秘、あるいは
EDとか残尿とか、注意しなければい
けないのは低血糖の無自覚というもの
につながります。それ以外には、限局
性の単一神経麻痺で、垂れ足であると
か、動眼神経、顔面神経、外転神経の
それぞれ麻痺のようなものがあるとい
われています。
大西 ベッドサイドでの簡単な診断
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基準としては、反射や振動覚などに注
目するのでしょうか。
渥美 そうですね。神経障害を診断

する簡易基準というものがありまして、
糖尿病があるということと、糖尿病の
神経障害に基づくと思われる自覚症状、
あるいは両側のアキレス腱反射の低下
あるいは消失、振動覚（C128の音叉に
よる）の低下、あとはしびれですね。
それが一番簡単で、神経伝導速度検査
等をしなくともよいということです。
つまり、糖尿病の方で罹病年数が長く、
血糖コントロールがよくなくて、アキ
レス腱反射が低下している、針を使っ
た、楊枝でもいいのですが、痛み感覚
の検査、こういうものが低下していれ
ば、足のけがとかに要注意ということ
になると思います。
大西 糖尿病のコントロールそのも
のも、かなり早期から厳格にやるので
しょうか。
渥美 神経障害の原因として、高血

糖から、ソルビトールが蓄積するとい
われていますので、まず予防的には血
糖を改善することが大事です。薬物で
この経路に作用するのはポリオール系
でのソルビトールの蓄積を予防するエ
パルレスタット、商品名キネダックで
す。
ほかにはビタミンＢ12であるとか、

数多くの三環系抗うつ剤とかを使いま
すけれども、実際のところ、これらは
糖尿病の神経障害の薬として認められ

ていません。
そういう意味で、2011年から2012年

にかけての話題は、いわゆる血糖コン
トロール以外の薬物療法、とりわけ進
行予防という意味ではなくて、疼痛に
対する薬が認められたということです。
これまで、結局NSAIDsなども使った
りしてきたのですが、2011年、プレガ
バリン、リリカが承認されました。リ
リカはいわゆるヘルペスの疼痛につい
て使われていたのですけれども、それ
が糖尿病の神経障害、疼痛を伴うもの
に対して保険が適用されたということ
です。ヘルペスで使うぐらいですから、
疼痛を抑える力が強いと期待していま
す。ただ、立ちくらみとか、そういう
副作用があるので、少しずつ増やして
いかなければならず、けっこう時間が
かかったり、副作用によって使いきれ
ないという場合も出ています。
もう一つは、2012年、診療報酬で認

められたデュロキセチン（サインバル
タ）です。これは今までうつ病の治療
薬として長く使われてきたものです。
それが糖尿病の神経障害に対しても使
われるようになって、実は国内外のペ
インであるとか神経内科、あるいは糖
尿病のほうでのガイドラインでは、こ
のデュロキセチン、あるいはサインバ
ルタ等が最も有意性が高いとされてい
ます。
ただ、この２つについては、臨床試

験等では通っていますけれども、日常
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臨床でどうかというのは、市販後の、
今後、我々がいろいろ使って見ていか
なければいけないのではないかと思っ
ています。
大西 かなり作用が違う薬のように
思いますけれども、先生の感触は実際
どうですか。
渥美 実は最近、糖尿病本体の治療

薬が増えて血糖コントロールがよくな
り、昔あったような激烈な疼痛という

方は、私の経験では少なくなっていま
す。しかし、こういう薬を使って、よ
かったという経験もしていますので、
今後、さらに経験を積み重ねて、また
皆さんにもお知らせしていきたいと思
っています。
大西 新しい薬もどんどん出てきて

いるというところですね。
渥美 そうですね。
大西 ありがとうございました。
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齊藤 糖尿病の大血管症ということ
で、小田原先生におうかがいいたしま
す。
大血管症にはどんなものがあるので

しょうか。
小田原 糖尿病の合併症というのは、

細小血管症と大血管障害の２つに分か
れています。細小血管症は、網膜症、
腎症、神経障害なのですが、最近は大
血管障害といわれている動脈硬化症に
非常に注目が集まっています。大血管
障害には、心筋梗塞とか狭心症といっ
た冠動脈疾患、それから脳出血、脳梗
塞といった脳血管障害、それと足の動
脈硬化症である閉塞性動脈硬化症の３
種類があります。
齊藤 ３つということですけれども、

疫学的にはどういう状況になっていま
すか。
小田原 歴史的に見ますと、日本で

は脳血管障害の方が多いのです。欧米
人と比べますと、例えばアメリカ人と
日本人を比べますと、脳血管障害は日
本人が３～５倍。心筋梗塞はアメリカ

人が３～５倍といわれていました。と
ころが、日本人でも、２型糖尿病の方
の心筋梗塞が非常に増えてきまして、
少し前に終了しましたJDCSという生
活習慣の介入試験では、日本人の２型
糖尿病の方の冠動脈疾患の発症率は脳
血管障害の発症率を超えていました。
ですから、糖尿病の方では心筋梗塞が
非常に重要になってきたといえると思
います。
齊藤 糖尿病の方の心筋梗塞は、あ

まり症状が特異的でないというような
ことがありますか。
小田原 無痛性心筋梗塞といわれて

いる、胸痛があまりはっきりしない方
が非常に多いのです。ですから、知ら
ないうちに心筋梗塞を起こしていたと
か、突然死を来される方がけっこう多
いのです。
齊藤 死亡につながる、あるいは非

常に重篤だということで、予防が重要
だということでしょうか。
小田原 糖尿病の方では血糖値が高

くなることが一般的に認められること
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ですが、そのほかに血圧が高くなる、
高血圧を合併される方が非常に多い。
それと、脂質異常症といわれている脂
質の異常、LDLコレステロールといっ
た悪玉コレステロールが上がったり、
トリグリセリド、中性脂肪が上がった
り、善玉のHDLコレステロールが下が
ったりというようなことを合併します
と、非常に大血管障害のリスクが上が
るということがわかっています。
齊藤 今挙げていただいたリスクを

コントロールするということになりま
すか。
小田原 心血管危険因子といわれて

いる代表的なものは今の３つですけれ
ども、これをすべて同時にコントロー
ルしていくというのが、心筋梗塞や脳
卒中を防ぐうえで非常に重要であると
いうことがわかってきています。
齊藤 その基礎としても、まずは生

活習慣の修正でしょうか。
小田原 そうですね。生活習慣の修

正というのは、危険因子の管理上、非
常に重要です。ですから、どのガイド
ラインでも危険因子のコントロールを
するうえで生活習慣の修正をすること
を推奨しています。
齊藤 具体的にはどの程度になりま

すか。
小田原 食事療法が非常に重要なの

で、肥満を来さないような食事のカロ
リー制限をする。それと、いろいろな
間違ったダイエット法とか偏ったダイ

エット法というものが巷間で流行して
いるわけですけれども、実際はバラン
スの取れた食事をしていただいて、適
切なカロリーに絞っていただく。肥満
がある方は、カロリーをより絞って、
肥満をできるだけ解消するというのが、
すべての危険因子に対していい働きを
するということがわかっています。
齊藤 食塩も重要ですか。
小田原 食塩は、特に高血圧に対し

ては非常に重要なファクターですし、
食塩をたくさん取られる方というのは、
摂取カロリーが増えてしまいがちなの
です。味が濃いために、ごはんを食べ
過ぎてしまったりとか。そういう波及
的な問題もありますので、食塩のコン
トロールというのは非常に重要な課題
だと思います。
齊藤 そういったことに加えて、喫

煙とお酒になりますか。
小田原 喫煙は心筋梗塞や脳卒中に

非常に悪い影響を与えますし、足の動
脈硬化症にも非常に悪いのです。です
から、禁煙されることがすべての方で
推奨されますけれども、お酒に関して
いいますと、量によっての差がありま
す。心筋梗塞の予防上は、少量飲酒と
いうのは必ずしも悪いわけではありま
せん。善玉でありますHDLコレステロ
ールを上げる作用があります。ただ、
少量飲酒というのは、ビールでいいま
すと500㎖程度ですから、長期にわた
ってだんだん増えてくる傾向がありま
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すので、少量飲酒がよいといっても一
般的に飲酒をお勧めするわけにはいか
ないと思います。
齊藤 その後、薬による治療になる

と思いますが、どのように使いますか。
小田原 まず血糖のお薬ですけれど

も、これまで５種類の薬が使われてい
ました。それに加えまして、2009年12
月に新しい作用機序のDPP-４阻害薬
というお薬が出ました。これが非常に
たくさんの方に使われるようになりま
して、2011年にはDPP-４阻害薬だけで
1,000億円近く売り上げたと推定される
ぐらい、非常に注目されています。
齊藤 DPP-４阻害薬は使いやすい

ということなのでしょうか。
小田原 そうですね。これは専門医

もたくさん使っているのですけれども、
専門医以外の非専門の先生方、プライ
マリーケアの先生方もたくさん使われ
ています。なぜかといいますと、血糖
値を下げる作用が比較的強くて、よく
血糖値が下がるということが一つの理
由として挙げられます。血糖値がよく
下がるSU薬という薬がありますが、こ
の薬は低血糖を来すのですが、DPP-４
阻害薬は単独で使うかぎりは低血糖を
来さないということと、非常に副作用
が少ないのです。ですから、非専門の
先生方も非常に使いやすいため、広く
普及してきました。
齊藤 そのほかに、メトホルミンも
また再度使われ出したということでし

ょうか。
小田原 メトホルミンというのは非

常に古くから使われている薬ですけれ
ども、一時は副作用の乳酸アシドーシ
スが非常に懸念されて、ほとんど使わ
れなかったことがあるのです。ところ
が、UKPDSという大規模臨床試験が
発表されまして、メトホルミンが心血
管イベントの抑制上、非常にいいとい
うことがわかってきました。それと、
肥満を来さないということもありまし
て、世界的には第一選択薬になってい
ます。
齊藤 その流れに乗って、日本でも

再度使われ出しているということでし
ょうか。
小田原 日本では、少し前まで投与

量が750㎎という低用量に限られてい
たのですが、新しい高用量投与可能な
メトホルミン薬が出まして、現在では
使用量が非常に増えています。
齊藤 血糖コントロールは厳しくと

いうことでしょうか。
小田原 合併症の進行を抑制する。

特に、細小血管症の抑制上は低ければ
低いほどいいのです。ただし、心筋梗
塞をはじめとする大血管障害の場合は、
低くすることを目標にしますと、一部
の方では重い低血糖を来す方が出てく
るのです。そうなりますと、動脈硬化
症が進行してしまった方の場合はかえ
って悪い影響が出る可能性がありまし
て、最近ではテーラーメイド医療とい
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うかたちで、動脈硬化症が進んでいる
方は、重い低血糖を来さない範囲でで
きるだけ下げるという方向になってき
ています。
齊藤 血圧はどうでしょうか。
小田原 血圧は、非常に重要で、イ

ギリスで行われましたUKPDS試験で
は、血圧を下げることによって合併症
が大きく抑制されるということがわか
りました。その後のいろいろな試験で
も、糖尿病の方の血圧コントロールは
非常に重要であるということがわかっ
てきまして、血糖だけでなくて、血圧
も同時にコントロールすることの重要
性が世界的には十分認識されてきてい
ると思います。
齊藤 高血圧症に使う薬はどうです

か。
小田原 糖尿病の方の場合は、糖尿

病性腎症の発症・進展抑制というのが
非常に重要ですので、レニン・アンジ
オテンシン系の薬、具体的にはACE阻
害薬とARBが第一選択薬として最初に
投与するということになっています。
齊藤 血圧はどこら辺まで下げると

よいとお考えですか。
小田原 なかなか難しい問題ですけ
れども、現在のガイドラインでは130/80
㎜Hg未満というのが推奨されていま
す。海外でより厳格にコントロールす
ることのメリットを検討した大規模臨
床試験では、必ずしもより厳格なコン
トロールがいい結果をもたらすともい

えなかったのです。
ただ、脳卒中の抑制効果はあったの

で、130/80㎜Hg未満よりもさらに低く
コントロールするメリットもあると思
いますが、その代わり、副作用が出て
しまったりということもありますので、
現時点では130/80㎜Hg未満を目標に
するというのがコンセンサスではない
かと思います。
齊藤 脂質はどうでしょうか。
小田原 脂質は、特にLDLの管理が

非常に重要でして、スタチンとエゼチ
ミブという２つの作用機序の薬を組み
合わせて使うようになっています。そ
れと、トリグリセリドやHDLも重要で
あるということがわかってきていまし
て、いわゆる「残余リスク」を低下さ
せるためにLDLだけでなくて、HDL、
トリグリセリドの管理も同時に行うほ
うがいいだろうということが最近注目
されています。
齊藤 これは日本のエビデンスもあ

るわけですね。
小田原 日本のエビデンスでは、EPA

製剤という、エパデールという魚油を
精製した薬を使ったエビデンスがあり
まして、非常にいい結果でした。
齊藤 脂質の目標値は今どうなので

しょうか。
小田原 現在、トリグリセリドで150

未満、HDLで40以上というのが推奨さ
れています。
齊藤 LDLはどの辺になりますか。
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小田原 LDLは、糖尿病の方は120
未満なのですが、2012年に改訂された
ガイドラインで、よりリスクの高い方

ではより低いレベルを目標にしてもい
いということになりました。
齊藤 ありがとうございました。
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小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第56巻12月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、５篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「糖尿病治療の最新情報」シリーズの第２
回目として、５篇を収録いたしました。
※〔海外文献紹介〕欄には、喘息・糖尿病・動脈硬化の３篇を収録いたしま
した。
※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。
※尚、巻末には2012年〈56巻〉総目次を付しました。
【新年の展望：14篇、DOCTOR-SALON欄：101篇、KYORIN-Symposia欄：
３テーマ55篇、海外文献紹介欄：３領域、特別寄稿２篇】の収録となりま
した。
※2012年も滞りなく56巻を完了することができました。
ご指導（ご支援）・ご鞭撻（ご教示）賜りました読者・執筆者の先生方には、
謹んで御礼申し上げる次第です。

後記にかえて



齊藤 今回は食事療法ということで、
本田先生におうかがいいたします。
まず、糖尿病の食事療法の基礎です

けれども、最初は何なのでしょうか。
本田 代謝性疾患ということから、

摂取エネルギー量を適正にするという
ことが重要なことになってくるかと思
います。これは、適正にと申し上げま
したが、体格の違いとか、もちろん年
齢が違うとか、男性・女性とか、それ
から肥満や血糖コントロールの状況な
ど、お一人お一人違いますので、その
患者さんに合わせて、しかも血糖コン
トロールをつけるために、摂取エネル
ギー量をまず決めます。
摂取エネルギー量が決まりますと、

次に栄養バランスです。これはエネル
ギー基質である糖質とか蛋白質、脂質、
それぞれの量の適正化を図るというこ
とになります。
齊藤 適正ということで、あまり制
限という言葉は使わないのでしょうか。
本田 制限という言葉そのものが、

患者さん側にしますと、何だか量が少

ない食事だろうとか、そんな不満の要
因にもなります。むしろ糖尿病の食事
療法は、その方の血糖のコントロール
状態に合わせた摂取エネルギー量であ
るのがよいのです。このような意味か
ら、適正という言葉を使うわけです。
齊藤 まずは総エネルギーと、その

中のバランスということですね。この
バランスは具体的にはどういうことに
なりますか。
本田 まず、エネルギー源となる糖

質、これが全体のエネルギーのおよそ
55～60％ほど。そして蛋白質は筋肉や
血液中の成分として必要ですので、こ
れは標準体重当たり1.0～1.2g/㎏にな
ります。そして、脂質としては20～25
％。このようなエネルギーの比率とい
うことになってきます。一般的には、
蛋白質量を決めて、脂質量を決めて、
その引き算で糖質量を決めていくとい
う方法が取られます。
齊藤 それが基礎ですね。それに加

えて、ビタミンなども出てきますか。
本田 全体のエネルギー量に連動す

糖尿病治療の最新情報（Ⅱ）

女子栄養大学栄養学部教授
本 田 佳 子

（聞き手 齊藤郁夫）

食事療法
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るように、いろいろな食品の組み合わ
せができます。しかし、ボリューム的
には少なめになります。一方で、ビタ
ミン、ミネラル、食物繊維はむしろ多
めぐらいのほうがよろしいので、不足
のないように補充をするということに
なってきます。
ただし、食塩は、血圧管理や、今後

起こりうる合併症などを考えますと、
多くしないこととなります。
齊藤 お酒を飲む方もいますね。
本田 アルコールに関しては、合併

症を発症しているとか、あるいはほか
の基礎疾患、肝疾患をお持ちであると
か、そして治療法にインスリンを使っ
ておられるとか、あるいはスルホニル
尿素薬を使っておられるとか、そうい
う方たちは禁酒とします。しかし、血
糖のコントロールが良好な方はアルコ
ールは１日、エタノール換算で25g以
下であれば、飲んではいけないわけで
はありません。
齊藤 これも適正な飲酒ということ
ですね。
本田 はい。
齊藤 そういったことで、総エネル

ギーバランスがあって、それを何とか
続けるということでしょうか。
本田 そうですね。糖尿病は残念な
ことに治る病気ではないので、発症し
たら、生涯にわたって治療を続けてい
く。うまく病気とお付き合いいただく
ということになります。ですので、た

だ今のようなエネルギー量と栄養バラ
ンスと、十分なビタミン、ミネラル、
食物繊維という栄養素成分の、そして、
食べ方として、規則正しく、少なくと
も１日３回以上の食事回数で、よく噛
んで召し上がる。そういう食べ方も重
要になります。
齊藤 朝・昼・夕を規則的に摂ると

いうことでしょうか。夜がうんと遅い
とか、そういうのは困ると。
本田 夕食が遅い時間にならないよ

うにして、できるならば８時ぐらいに
は夕食を終えられるとか、そして朝・
昼・夕のエネルギー量は、理想をいえ
ば、３回は均等であることです。
齊藤 よく噛むのも重要ですか。
本田 重要なことです。最近のデー

タでよく噛むことによって、食事をし
たあとの血糖値の上昇を是正し、様々
な合併症を抑制するというエビデンス
が示されています。よく噛むことで食
後の血糖値の急激な上昇を避けること
ができます。それだけではなくて、噛
むことによって満腹感というものも得
られます。過剰なエネルギー摂取を是
正し、肥満を回避する意味からも、よ
く噛むということが重要になってきま
す（図１）。
齊藤 よく噛んで、ゆっくり食べる

ということでしょうか。
本田 はい、ゆっくり召し上がると

いうことです。また、野菜料理から先
に食べるなど、食べる料理の順序も大
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切です（図２）。
齊藤 それをしっかり続けるという
ことなのでしょうが、難しいのが現実
ですね。
本田 今申し上げましたように、食

事療法はそれほど複雑なことではない
のです。ほかのご病気に比べますと、
糖尿病の食事療法は極めてシンプルな
のですけれども、毎日ずっと続けると
いうことが難しくなってまいります。
長い間には、家内ではいろいろなお祝
い事があったり、逆の悲しい出来事が
あったり、すると、規則正しい食事時
間に食べられないとか、あるいは周り
の方に誘われ、ついつい食べ過ぎてし
まうとか、人生にはいろいろなことが
あるので、毎日続けることが一番難し
いことと思います。

齊藤 何とかそこに持っていくよう
な道筋はありますでしょうか。
本田 実践するための手法は、なる

べく簡単な方法を取るのがよろしいの
です。そこで、簡単な方法をまず探さ
なければいけない。探すために、栄養
士がいれば、日常の患者さんの食事、
生活のあり方をよく聞き取って、一番
簡単な方法で、しかも食事療法になる
ような方法が探せるということになる
かと思います。あるいは、看護師さん
や主治医が日常生活を問診して、一番
よい方法を探せれば、それは患者さん
にとってお幸せなことになると思いま
す。
一方で、一番いい方法であっても、

治療しようという患者さんの意思がな
ければ、なかなか続けられないところ

図１ 体型別 食べる速さの状況（20歳以上）
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もありますので、治療に対してどうい
う姿勢を持つかということの、糖尿病
の病気そのものへの知識を主治医がき
ちっと説明をすることも必要になるか
と思います。
齊藤 患者さんはけっこう孤独だと

いうことでしょうか。
本田 糖尿病の患者数は、2,210万人

と推定され、多くの患者さんがおられ、
珍しい病気ではありませんが、発症し
たら一生涯付き合うのは、心理的に随
分ご負担になっていると思います。
様々の患者さんの質問やちょっとした
会話から「孤独感」がうかがえます。
このことを医療従事者は認識して、患
者さんとともに歩む、患者さんの人生
をともに歩むように食事療法に当たる、
そんな姿勢も必要なのではないかと考
えます。なかなか難しいことで私も反
省することばかりですが。

齊藤 さて、合併症が生じてくると、
それに対応した食事の適正化というこ
とが必要になりますか。
本田 ご本人が一生懸命食事療法を

している、あるいはそれ以外の治療も
一生懸命おやりになっていても、糖尿
病は進行性の病気ですので、合併症の
発症はなかなか避けられないところが
あります。例えば糖尿病に随伴した脂
質異常の場合で血清のLDLコレステロ
ールや中性脂肪が上昇し始めてきたら、
もう一度、食事療法をきちっとおやり
になっているかどうかということを確
認しておく必要があります。３分の２
ぐらいの患者さんは、食事療法をきち
っと守って、血糖のコントロールをつ
けることによって、それに並行するよ
うにLDLコレステロールや中性脂肪が
下がって、治療目標値に達することも
まれではありません。

図２ 食べる順序の違いによる血漿グルコース・インスリン反応
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糖尿病の食事療法を再度勧める、そ
れでコントロールできれば、患者さん
も負担がなくて済むのですが、なおか
つ、LDLコレステロールが高い場合に
は食事性のコレステロールの摂取量を
１日300㎎以下までにする、あるいは

脂肪エネルギー比を一定の量までコン
トロールするとか、あるいは飽和脂肪
酸を制限して、１価とか、多価不飽和
脂肪酸を多めに取るとか、そんな工夫
が必要になります。
齊藤 ありがとうございました。

48 （928） ドクターサロン56巻12月号（11 . 2012）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰




