
が大事ですが、かつ広すぎずに、的確
な広さの切除をすることが大事です。
　山内　いずれにしても、非常に普及
してきましたし、成績も非常にいいよ
うですね。これでかなり多くの患者さ
んが精神的にも楽な気持ちで胃がんに
向かい合えると考えてよいのですね。
　引地　それほど大きながんでなけれ
ば、治療後に症状がない方もおり、本
当にがんの治療をしたのか？といわれ

ることもあります。外科の手術は昔か
らある素晴らしい治療法ですし、もち
ろん外科手術をしなければいけない胃
がんもあるのですが、粘膜層の深さで
みつかった胃がんに対するESDは、お
なかを傷をつけず、食生活も変わらず
できる、負担が小さい良い治療法だと
思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

順天堂大学腎臓内科先任准教授
合　田　朋　仁

（聞き手　山内俊一）

　77歳男性、BMI 21.7、糖尿病50歳指摘、網膜症なし、神経症状なし。この５
年間は内服薬ビルダグリプチン50㎎/分１、ビタバスタチンカルシウム２㎎/分１、
テルミサルタン40㎎でBP 100/68㎜Hg、食後血糖154、空腹時血糖110、HbA1c 
6.8～7.3％、eGFR 27、BUN 30、Cr 1.89前後ですが、テステープで尿蛋白（＋）
です。今後の腎機能悪化予防に追加する薬などがあればご教示ください。
 ＜東京都開業医＞

糖尿病腎症の管理

　山内　合田先生、まず今よく話題に
なっていますが、糖尿病の腎臓障害、
これはDKD、一方で、腎糸球体硬化
症ですね、この系統のもの、さらに糖
尿病腎症、クラシックなもの、このあ
たりの厳密な区別からお話をうかがえ
ますか。
　合田　最近、糖尿病性腎臓病（DKD： 
diabetic kidney disease）という概念が
提唱されています。DKDは、腎臓病
の障害に糖尿病が部分的に関与してい
る場合と捉えられています。このため、
古典的な糖尿病性腎症（DN：diabetic 
nephropathy）を包括する概念です。
　具体的な症例をあげて説明しますと、
糖尿病を発症する以前から高血圧を発

症している患者さんは多くいると思い
ます。これらの患者さんが腎障害を併
発した場合、どちらが主原因となって
腎臓が悪くなったのかは区別が困難か
もしれません。このような場合でもDN
とDKDを可能なかぎり区別すること
が重要です。なぜなら、この２つの疾
患では、腎予後が随分異なるためです。
　私たち腎臓内科医が糖尿病患者さん
を診察する場合、どのように、この２
つの疾患を区別しているかについて、
質問の患者さんで説明します。患者さ
んは年齢77歳で糖尿病歴27年と長期で
あるにもかかわらず、網膜症や神経症
などの細小血管合併症の合併はなく、
腎機能（GFR）だけ低下しているのは、
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おり、患者さんによって腎機能低下速
度は随分異なります。このため腎機能
低下速度（年間GFR低下度）を検査し
て、腎予後を予測することが重要です。
　山内　昔から加齢性の腎臓障害、こ
れは比較的進行が遅いということだっ
たのですが、まさにこの症例、クレア
チニンが２前後になった場合、糖尿病
ですと、この先、すぐ透析だと患者さ

んや家族には言っておかないと、急に
進行することがけっこう多いのですが、
加齢性のものはもっとゆっくり進行す
ると考えてよいのでしょうか。
　合田　古典的なDNと比較すると、
DKDの進行速度は緩やかです。実際、
GFR20、30程度でも長期間透析治療に
至らない患者さんを経験します。
　山内　ただ、それはすべてがそうだ

図２　Figure 4. Diversified natural history of diabetic nephropathy.
　　　多様化してきている糖尿病性腎症の臨床経過

Adapted from Juntendo Medical Journal. 2018；64（3）：227-234.

①Albuminuria-based model（Classical diabetic nephropathy）
　アルブミン尿を中心としたモデル（古典的糖尿病性腎症）
②GFR-based model（Early progressive renal function decline）
　GFRを中心としたモデル（Early decliner：早期からGFR低下）
③Nephrosclerosis-based model（Non-albuminuric renal function decline）
　腎硬化症ベースのモデル（アルブミン尿増加を認めないGFR低下）
④Macroalbuminuric but maintained renal function
　腎機能が維持されて顕性アルブミン尿が持続しているモデル

非典型的かと思います。古典的なDN
では、糖尿病発症後10年程度で神経症
や網膜症の所見が出現してくる患者さ
んが多いので、もしかしたらこの方は
糖尿病が主原因の腎障害ではないかも
しれません。
　もう一つは、クレアチニン1.89、GFR 
27と慢性腎臓病重症度分類G４期とか
なり進行した状態であるにもかかわら
ず、たんぱく尿は定性試験でプラス
（＋）程度しか認めません。多くのDN
患者さんは、この病期まで進行すると、
もっと多くのたんぱく尿が漏れてくる
ことが予測されますので、たんぱく尿
が漏れにくい高血圧がこの患者さんの
腎機能低下に主にかかわっていること
が疑われます。

　山内　いわゆる腎糸球体硬化症的な、
そういった側面が前面に出ている可能
性もあるというところですね。
　合田　おっしゃるとおりです。
　山内　この２つの病型、クラシック
な意味での糖尿病性腎症と、腎糸球体
硬化症が少し混じってきた腎臓障害、
この鑑別は、一つは今おっしゃいまし
たアルブミン、蛋白尿、こういったも
のの進行がどうかということ。もう一
つ、昔から進行のスピードに違いがあ
るといわれていますが、これもまた事
実なのでしょうか。
　合田　一般的には、たんぱく尿が多
く漏れる古典的なDNの方がDKDより
進行は速いといわれています。しかし、
糖尿病患者さんの腎障害は多様化して

図１　Figure 5. Conceptual diagram of diabetic kidney disease.
　　　糖尿病性腎臓病の概念図

CKD with diabetes
糖尿病合併した慢性腎臓病

Diabetic Kidney Disease（DKD）
糖尿病性腎臓病（DKD）

mainly comprised of nephrosclerosis-based DKD 
attributable to hypertension, dyslipidemia, and aging.
主に高血圧、脂質異常症、加齢に起因する腎硬化症
ベースのDKDで構成されている。

Diabetic nephropathy
糖尿病性腎症
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おり、患者さんによって腎機能低下速
度は随分異なります。このため腎機能
低下速度（年間GFR低下度）を検査し
て、腎予後を予測することが重要です。
　山内　昔から加齢性の腎臓障害、こ
れは比較的進行が遅いということだっ
たのですが、まさにこの症例、クレア
チニンが２前後になった場合、糖尿病
ですと、この先、すぐ透析だと患者さ

んや家族には言っておかないと、急に
進行することがけっこう多いのですが、
加齢性のものはもっとゆっくり進行す
ると考えてよいのでしょうか。
　合田　古典的なDNと比較すると、
DKDの進行速度は緩やかです。実際、
GFR20、30程度でも長期間透析治療に
至らない患者さんを経験します。
　山内　ただ、それはすべてがそうだ

図２　Figure 4. Diversified natural history of diabetic nephropathy.
　　　多様化してきている糖尿病性腎症の臨床経過

Adapted from Juntendo Medical Journal. 2018；64（3）：227-234.

①Albuminuria-based model（Classical diabetic nephropathy）
　アルブミン尿を中心としたモデル（古典的糖尿病性腎症）
②GFR-based model（Early progressive renal function decline）
　GFRを中心としたモデル（Early decliner：早期からGFR低下）
③Nephrosclerosis-based model（Non-albuminuric renal function decline）
　腎硬化症ベースのモデル（アルブミン尿増加を認めないGFR低下）
④Macroalbuminuric but maintained renal function
　腎機能が維持されて顕性アルブミン尿が持続しているモデル

非典型的かと思います。古典的なDN
では、糖尿病発症後10年程度で神経症
や網膜症の所見が出現してくる患者さ
んが多いので、もしかしたらこの方は
糖尿病が主原因の腎障害ではないかも
しれません。
　もう一つは、クレアチニン1.89、GFR 
27と慢性腎臓病重症度分類G４期とか
なり進行した状態であるにもかかわら
ず、たんぱく尿は定性試験でプラス
（＋）程度しか認めません。多くのDN
患者さんは、この病期まで進行すると、
もっと多くのたんぱく尿が漏れてくる
ことが予測されますので、たんぱく尿
が漏れにくい高血圧がこの患者さんの
腎機能低下に主にかかわっていること
が疑われます。

　山内　いわゆる腎糸球体硬化症的な、
そういった側面が前面に出ている可能
性もあるというところですね。
　合田　おっしゃるとおりです。
　山内　この２つの病型、クラシック
な意味での糖尿病性腎症と、腎糸球体
硬化症が少し混じってきた腎臓障害、
この鑑別は、一つは今おっしゃいまし
たアルブミン、蛋白尿、こういったも
のの進行がどうかということ。もう一
つ、昔から進行のスピードに違いがあ
るといわれていますが、これもまた事
実なのでしょうか。
　合田　一般的には、たんぱく尿が多
く漏れる古典的なDNの方がDKDより
進行は速いといわれています。しかし、
糖尿病患者さんの腎障害は多様化して

図１　Figure 5. Conceptual diagram of diabetic kidney disease.
　　　糖尿病性腎臓病の概念図

CKD with diabetes
糖尿病合併した慢性腎臓病

Diabetic Kidney Disease（DKD）
糖尿病性腎臓病（DKD）

mainly comprised of nephrosclerosis-based DKD 
attributable to hypertension, dyslipidemia, and aging.
主に高血圧、脂質異常症、加齢に起因する腎硬化症
ベースのDKDで構成されている。

Diabetic nephropathy
糖尿病性腎症
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が、これに対して先生はどういった対
応をされていますか。
　合田　血圧管理が難しい患者さんが
いるのは事実です。その場合には、原
因として過剰な塩分摂取がないか再確
認します。その上で、アンジオテンシ
ン変換酵素（ACE）阻害薬、アンジオ
テンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）のよ
うなレニンアンジオテンシン系阻害薬
を開始します。降圧目標に到達しない
場合はCa拮抗薬を追加します。それで
もコントロールできない場合は、浮腫
が非常に強ければ少量のループ利尿薬
を追加することもあります。浮腫が特
に強くない場合にはα遮断薬、狭心症
や心筋梗塞を合併している場合には、
すでに循環器内科医から投与されてい
ることが多いと思いますが、β遮断薬
も検討します。
　山内　中にはネフローゼ状態になっ
てきて、かなりむくみがひどくなって
いるというケースがあります。これに
はフロセミドがよく使われていますが、
このあたりの使い方はいかがでしょう
か。
　合田　過剰投与で血管内脱水を惹起
して腎機能低下が進行する場合があり
ますので、少量投与して効果をみるよ

うにしています。
　山内　一度に大量に使わないように
ということですね。
　合田　そうですね。
　山内　最後に、最近貧血治療がかな
り進行してきました。これはなかなか
いい効果が得られているようですね。
　合田　糖尿病が原因で腎機能低下し
ている患者さんは糖尿病以外が原因で
腎機能低下した患者さんと比較して貧
血が出現してくる時期は早いといわれ
ています。慢性腎臓病重症度分類G４
（GFR30未満）期くらいまで腎機能が
低下すると、多くは貧血を呈してきま
す。その場合、鉄欠乏性貧血があれば、
その治療を行います。鉄欠乏性貧血が
なく正球性正色素性貧血であれば腎性
貧血を疑いエリスロポエチンの投与を
行い、少なくともヘモグロビン11以上
を保つように管理します。
　山内　これにより貧血症状も改善す
ることが多いのですが、全体としての
予後も改善すると見てよいのでしょう
か。
　合田　心不全予防のみならず、腎機
能低下予防にも役立ちます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

とも言えないと思うのですが、いかが
ですか。
　合田　おっしゃるとおりです。昨今、
高血圧が原疾患の腎硬化症患者さんが
増加しています。このため高齢化とと
もに、ますます増加が予測されますの
で、十分な注意が必要です。
　山内　個人差もあるということにな
りますね。
　合田　そうですね。
　山内　さて、この診断、もう少し客
観化できないかとも思われますが、例
えば腎臓の形態などでの差はあるので
しょうか。
　合田　古典的なDNと比較すると、
DKDでは、糖尿病以外の高血圧など
が腎障害に強く影響を与えると考えら
れるため、腎臓のサイズは小さくなっ
てきます。特に腎皮質菲薄化が特徴的
です。
　山内　これは超音波でもわかるもの
なのでしょうか。
　合田　はい。慣れた方では超音波で
簡単に分かります。
　山内　ただ、慣れていないとなかな
かわかりにくいというか、サイズだけ
でレポートが来ることが多いようなの
ですが、どうなのでしょうか。
　合田　腎臓の大きさも個体差は多少
ありますが、長径10㎝を切って７～８
㎝だと腎萎縮は進行していると捉えて
良いと思います。
　山内　CTなどのほうがよりわかり

やすいとも言えますか。
　合田　そうですね。CTで確認する
のも簡便かと思います。
　山内　さて、具体的な治療になりま
すが、いろいろな治療法がすでにシス
テム化されているところもありますけ
れども、一番の要は高血圧管理になる
と思います。この症例は高血圧があり、
テルミサルタン40㎎で血圧100/68㎜Hg
に降下となっていますが、いかがでし
ょうか。
　合田　もし、この患者さんが古典的
なDNではなく、高血圧（動脈硬化）
が主原因となったDKDだった場合に、
過度な血圧低下は腎虚血を惹起しやす
くなるため、控えたほうがよいかと思
います。
　山内　実際に血圧を常に一定のレベ
ルに管理するのはしばしば難しいので
すが、学会のガイドライン等々も参考
にしまして、臨床の現場ではおおむね
どのぐらいのところだったら適正と考
えていらっしゃいますか。
　合田　年齢にもよりますが、77歳と
いう高齢患者であることを考慮すると、
忍容性があれば朝の血圧で140/90㎜Hg
未満を目指します。
　山内　下げすぎもよくないというこ
とで、だいたい120～140㎜Hgぐらい
というのが一つの目安と見てよいです
ね。
　合田　そうですね。
　山内　難治性がけっこうあるのです
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が、これに対して先生はどういった対
応をされていますか。
　合田　血圧管理が難しい患者さんが
いるのは事実です。その場合には、原
因として過剰な塩分摂取がないか再確
認します。その上で、アンジオテンシ
ン変換酵素（ACE）阻害薬、アンジオ
テンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）のよ
うなレニンアンジオテンシン系阻害薬
を開始します。降圧目標に到達しない
場合はCa拮抗薬を追加します。それで
もコントロールできない場合は、浮腫
が非常に強ければ少量のループ利尿薬
を追加することもあります。浮腫が特
に強くない場合にはα遮断薬、狭心症
や心筋梗塞を合併している場合には、
すでに循環器内科医から投与されてい
ることが多いと思いますが、β遮断薬
も検討します。
　山内　中にはネフローゼ状態になっ
てきて、かなりむくみがひどくなって
いるというケースがあります。これに
はフロセミドがよく使われていますが、
このあたりの使い方はいかがでしょう
か。
　合田　過剰投与で血管内脱水を惹起
して腎機能低下が進行する場合があり
ますので、少量投与して効果をみるよ

うにしています。
　山内　一度に大量に使わないように
ということですね。
　合田　そうですね。
　山内　最後に、最近貧血治療がかな
り進行してきました。これはなかなか
いい効果が得られているようですね。
　合田　糖尿病が原因で腎機能低下し
ている患者さんは糖尿病以外が原因で
腎機能低下した患者さんと比較して貧
血が出現してくる時期は早いといわれ
ています。慢性腎臓病重症度分類G４
（GFR30未満）期くらいまで腎機能が
低下すると、多くは貧血を呈してきま
す。その場合、鉄欠乏性貧血があれば、
その治療を行います。鉄欠乏性貧血が
なく正球性正色素性貧血であれば腎性
貧血を疑いエリスロポエチンの投与を
行い、少なくともヘモグロビン11以上
を保つように管理します。
　山内　これにより貧血症状も改善す
ることが多いのですが、全体としての
予後も改善すると見てよいのでしょう
か。
　合田　心不全予防のみならず、腎機
能低下予防にも役立ちます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

とも言えないと思うのですが、いかが
ですか。
　合田　おっしゃるとおりです。昨今、
高血圧が原疾患の腎硬化症患者さんが
増加しています。このため高齢化とと
もに、ますます増加が予測されますの
で、十分な注意が必要です。
　山内　個人差もあるということにな
りますね。
　合田　そうですね。
　山内　さて、この診断、もう少し客
観化できないかとも思われますが、例
えば腎臓の形態などでの差はあるので
しょうか。
　合田　古典的なDNと比較すると、
DKDでは、糖尿病以外の高血圧など
が腎障害に強く影響を与えると考えら
れるため、腎臓のサイズは小さくなっ
てきます。特に腎皮質菲薄化が特徴的
です。
　山内　これは超音波でもわかるもの
なのでしょうか。
　合田　はい。慣れた方では超音波で
簡単に分かります。
　山内　ただ、慣れていないとなかな
かわかりにくいというか、サイズだけ
でレポートが来ることが多いようなの
ですが、どうなのでしょうか。
　合田　腎臓の大きさも個体差は多少
ありますが、長径10㎝を切って７～８
㎝だと腎萎縮は進行していると捉えて
良いと思います。
　山内　CTなどのほうがよりわかり

やすいとも言えますか。
　合田　そうですね。CTで確認する
のも簡便かと思います。
　山内　さて、具体的な治療になりま
すが、いろいろな治療法がすでにシス
テム化されているところもありますけ
れども、一番の要は高血圧管理になる
と思います。この症例は高血圧があり、
テルミサルタン40㎎で血圧100/68㎜Hg
に降下となっていますが、いかがでし
ょうか。
　合田　もし、この患者さんが古典的
なDNではなく、高血圧（動脈硬化）
が主原因となったDKDだった場合に、
過度な血圧低下は腎虚血を惹起しやす
くなるため、控えたほうがよいかと思
います。
　山内　実際に血圧を常に一定のレベ
ルに管理するのはしばしば難しいので
すが、学会のガイドライン等々も参考
にしまして、臨床の現場ではおおむね
どのぐらいのところだったら適正と考
えていらっしゃいますか。
　合田　年齢にもよりますが、77歳と
いう高齢患者であることを考慮すると、
忍容性があれば朝の血圧で140/90㎜Hg
未満を目指します。
　山内　下げすぎもよくないというこ
とで、だいたい120～140㎜Hgぐらい
というのが一つの目安と見てよいです
ね。
　合田　そうですね。
　山内　難治性がけっこうあるのです
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