
ドステロンの臓器障害というのでしょ
うか、案外それが効いているのでしょ
うか。
　上田　これもあくまでも私見という
か、推定にすぎませんが、そういった
可能性はあるのではないかと思います。
　池脇　治療について繰り返しになり
ますが、いわゆる一般的なCa拮抗薬と
か、レニン系の阻害薬とか、あるいは
最近はMR拮抗薬とか、古くは利尿剤
等々ありますが、いわゆる低レニン性
の本態性の高血圧の場合には、どうい
う順番で使っていくのがいいのでしょ
うか。
　上田　まだ本当にエビデンスがある
わけではないので難しい問題かもしれ
ませんが、やはり、最初は減塩が重要
だと思いますし、塩の関連を考えるな
ら利尿剤もいいかもしれません。先生
がおっしゃったように、この病態に相
対的にアルドステロンが効いているこ
とを考えると、もしかするとアルドス
テロン拮抗薬などが、現在のガイドラ
インでは４番目の選択肢になりますが、
このような症例に使うと心血管病の予
防にも役立つのではないかと考えます。
そういったMR拮抗薬が心血管病の進

展を抑制するといわれているのも、も
しかするとこういった低レニン、相対
的に過剰なアルドステロンという病態
が関与している可能性もあるのではな
いかと思っています。
　池脇　確かにMR拮抗薬は比較的古
い薬ですが、最近また次世代というの
でしょうか、新しいMR拮抗薬も出て
きましたし、これからまだまだエビデ
ンスが出てくる可能性が高くて、今の
４番手からもう少し上がっていくでし
ょう。まさにこの低レニン性高血圧の
場合には、そういった薬がいい可能性
があるのですね。
　上田　そのように思っています。
　池脇　確かに塩分感受性、塩分過剰
摂取の方でこういう傾向があるとなる
と、実際の臨床で減塩指導をして、確
かに患者さんは減塩されているなと、
何か調べる方法はあるのでしょうか。
　上田　随時尿でも、尿中のナトリウ
ムと尿中のクレアチニンを測ることで
１日食塩摂取量を推算することができ
ます。実臨床でも使用することで、患
者さんの治療評価や方針に有用かと思
います。
　池脇　ありがとうございました。

筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科教授
島　野　　仁

（聞き手　山内俊一）

　糖尿病で腎症、網膜症、血管イベントを引き起こしやすい人とそうではない
人の予測因子はありますか。DMを診ていると、重度の人や罹患が長い人でも
腎症、網膜症、心イベント（血管含む）を全く起こさない、進展しない人がい
ます。どのような人がこのような病態を引き起こしやすい（もしくは引き起こ
しにくい）のかわかっているのでしょうか。
 ＜茨城県勤務医＞

糖尿病合併症のリスク因子

　山内　今回の質問のテーマは昔から
いろいろと言われてきたのですが、ま
だなかなか解明には至っていないと思
います。先生は非常に幅広く大規模な
スタディを含めて研究されていますの
で、まず先生方の研究を含めて最近の
研究結果をご紹介いただけますか。
　島野　糖尿病の合併症、まずは細小
血管合併症で網膜症や腎症、あるいは
神経症に関して、候補遺伝子は幾つか
あがっていますが、どの遺伝子がどう
だと答えが明確になっているわけでは
ありません。診療の上で合併症を防ぐ
のが目的ですから、個別の遺伝子を覚
えていただくよりは、少し全体の中で
傾向を考えていきたいと思います。こ

れは２～３年前にスウェーデンから出
てきて、最近では日本でも福島県立医
科大学の島袋充先生らが研究されてい
ます。糖尿病の患者さんを何万人とコ
ホートで集めて、10年間ぐらい追いか
けた上で、その合併症を起こすか、起
こさないかをみるにあたり、まずその
何万人の糖尿病の患者さんを、遺伝子
というより臨床情報からタイプ、クラ
スターで分けてみるのです。
　糖尿病の素因での分類を考えると、
まず自己免疫から起こるいわゆる１型
糖尿病の人、それからインスリンがす
ごく枯渇しているようなタイプの人、
インスリン抵抗性の人、これはインス
リン抵抗性と関係があるかもしれない
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場合、心筋梗塞を起こすか、起こさな
いかは、毎年の個別のコレステロール
の変動値、何年ぐらいその値が続いた
のかの積算コレステロール値で、ある
程度予測がつくので、そういった意味
ではわかりやすいです。
　ただ、血糖の場合は高い値が続いて
いて、それが積算という中ではなかな
か答えが出せないので、低血糖も起こ
すでしょうし、血糖の変動をどういう
パラメーターで見たらいいのか。最近
CGMやFGMなどではTime in Range
という便利な新しい指標も、ビッグデ
ータの時代になって出てきていますが、
さらにもっとソフィスティケートした
ものが、今指摘されたように出てくる
かもしれないですね。
　山内　糖に関しても、まだフルクト
ースやポリオールなど、全然開いてい
ないものがたくさんありますが、先生
のご専門の脂質もまたさらに進化して、
いろいろ細かく分かれてきているので
しょうね。
　島野　先ほどの合併症に関しては、
細小血管合併症なら血糖でしょうが、
大血管合併症の場合、脂質は非常に重
要かと思います。どうしても皆さん、
血中の脂質に注目されるかもしれませ
んが、その血中の脂質がどこから作ら
れるか、どこから吸収されるかについ
て、私どもは肝臓や腸管の脂質代謝を
長く研究しています。脂肪肝やNASH
のような臓器にたまっている脂質につ

いては、たまっている量も大事ですが、
その質も大事です。その質が脂質の場
合は何千、何万種類とあって、しかも
ここ最近はそれをこまやかに網羅的に
見るような、いわゆるリピドミクス、
あるいはメタボロミクスなどといわれ
ている技術で、脂質を細かく見られる
ようになったことが最近の進歩です。
それがどのように病気に関与し、どう
管理すべきかをすぱっと答えられない
ほど、あまりにデータが膨大すぎて、
これからまだまだ研究していかなけれ
ばいけないところです。学問する側と
すれば非常に楽しい時代になってきま
した。
　山内　例えば脂肪酸と一言でよくい
われますが、非常に多種多様なのです
ね。
　島野　はい、おっしゃるとおりです。
脂肪酸そのものはご存じのように炭素
鎖がずっと並んでいますが、その鎖が
どのぐらいの長さ（鎖長）か、そして
その中に二重結合という不飽和基がど
のぐらい入っているか（不飽和度）が
非常に大事です。たぶん先生方も脂肪
酸の質とお考えになると、飽和脂肪酸、
肉の脂は動脈硬化に悪いとか、魚の脂
は多価不飽和脂肪酸で動脈硬化や健康
にいいとか、よく言われると思います。
さらに、多価不飽和脂肪酸に関しては、
同じ多価不飽和脂肪酸でも炎症を抑え
るω３系、炎症を起こすω６系など脂
肪酸の誘導体として脂溶性メディエー

ですが、肥満が前面に出る患者さん、
それとエイジングで起こすというよう
に、今お話しした５つぐらいのクラス
ターに分けられます。その人たちを10
年間ぐらい追いかけると、例えば日本
の場合だと、網膜症を起こしやすい人
は自己免疫の人が多いとか、腎症を起
こしやすい人はインスリン抵抗性のク
ラスターのタイプが多いということが
わかってきました。１個１個の遺伝子
で勝負するより、そういった大事なサ
ブグループ、クラスターで分けて合併
症を起こさないように注意していくこ
とが大事かと思いました。
　山内　遺伝子だけでは説明がつかな
いと考えていいのですね。
　島野　たぶん１個１個の遺伝子はき
ちんとコントリビュートしているけれ
ども、その１個がどれだけかというと
少し弱いので、我々がカウントできる
２～３個の遺伝子では勝負がつかず、
結局全体で見なければいけません。
　山内　大抵の遺伝子はオッズ比が1.2
とか1.4ぐらいの発症頻度になりますか
ら、ほかにもたくさんの因子を考えな
ければならない。それからもう一つ、
先生がご説明になりましたスタディで
すが、経時的に10年間とか長期間フォ
ローしたのが特徴的です。これが非常
に重要で、過去のいろいろなスタディ
は少しそのあたりが欠けていたものが
多いような気がしますね。
　島野　以前にNIHでサルの食餌を少

し控えて30年くらい追いかけたのです
が、それもなかなかうまくいきません。
疫学スタディは長くても数年で、５年、
10年かけることは難しいと思います。
そういった意味では、日常臨床の中で
患者さんとは10年、20年の付き合いに
もなりますから、その方がどういうク
ラスター、グループになるかを考え、
この点を気をつけましょうという姿勢
がとても大事ではないかと思います。
　山内　例えば血糖値にしても、10年
間追うと、その間に高くなったり低く
なったり、けっこう変動しますよね。
これをどのように数理的に解析するの
か、どういったかたちで表したらいい
のか。最近、血糖では血糖平均値だけ
ではなく、変動という概念もようやく
出てきましたが、それ以外のパラメー
ターも実際にはたくさんあるので、一
つのものだけではなかなか説明がつか
ないとみてよいのですね。
　島野　おっしゃるとおりです。やは
り変動が大きくて、ホメオスターシス
ということを考えると、単に平均値だ
けではなく、上がったり下がったりが
臓器にとってストレスがかかるという
意味では血糖もそうです。
　ただ、比較で少し脂質のことを言わ
せていただくと、私の専門である血中
の悪玉のLDLコレステロールなどはわ
りとそういった意味では扱いやすい。
家族性高コレステロール血症のように
とてもLDLコレステロールが高い人の
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場合、心筋梗塞を起こすか、起こさな
いかは、毎年の個別のコレステロール
の変動値、何年ぐらいその値が続いた
のかの積算コレステロール値で、ある
程度予測がつくので、そういった意味
ではわかりやすいです。
　ただ、血糖の場合は高い値が続いて
いて、それが積算という中ではなかな
か答えが出せないので、低血糖も起こ
すでしょうし、血糖の変動をどういう
パラメーターで見たらいいのか。最近
CGMやFGMなどではTime in Range
という便利な新しい指標も、ビッグデ
ータの時代になって出てきていますが、
さらにもっとソフィスティケートした
ものが、今指摘されたように出てくる
かもしれないですね。
　山内　糖に関しても、まだフルクト
ースやポリオールなど、全然開いてい
ないものがたくさんありますが、先生
のご専門の脂質もまたさらに進化して、
いろいろ細かく分かれてきているので
しょうね。
　島野　先ほどの合併症に関しては、
細小血管合併症なら血糖でしょうが、
大血管合併症の場合、脂質は非常に重
要かと思います。どうしても皆さん、
血中の脂質に注目されるかもしれませ
んが、その血中の脂質がどこから作ら
れるか、どこから吸収されるかについ
て、私どもは肝臓や腸管の脂質代謝を
長く研究しています。脂肪肝やNASH
のような臓器にたまっている脂質につ

いては、たまっている量も大事ですが、
その質も大事です。その質が脂質の場
合は何千、何万種類とあって、しかも
ここ最近はそれをこまやかに網羅的に
見るような、いわゆるリピドミクス、
あるいはメタボロミクスなどといわれ
ている技術で、脂質を細かく見られる
ようになったことが最近の進歩です。
それがどのように病気に関与し、どう
管理すべきかをすぱっと答えられない
ほど、あまりにデータが膨大すぎて、
これからまだまだ研究していかなけれ
ばいけないところです。学問する側と
すれば非常に楽しい時代になってきま
した。
　山内　例えば脂肪酸と一言でよくい
われますが、非常に多種多様なのです
ね。
　島野　はい、おっしゃるとおりです。
脂肪酸そのものはご存じのように炭素
鎖がずっと並んでいますが、その鎖が
どのぐらいの長さ（鎖長）か、そして
その中に二重結合という不飽和基がど
のぐらい入っているか（不飽和度）が
非常に大事です。たぶん先生方も脂肪
酸の質とお考えになると、飽和脂肪酸、
肉の脂は動脈硬化に悪いとか、魚の脂
は多価不飽和脂肪酸で動脈硬化や健康
にいいとか、よく言われると思います。
さらに、多価不飽和脂肪酸に関しては、
同じ多価不飽和脂肪酸でも炎症を抑え
るω３系、炎症を起こすω６系など脂
肪酸の誘導体として脂溶性メディエー

ですが、肥満が前面に出る患者さん、
それとエイジングで起こすというよう
に、今お話しした５つぐらいのクラス
ターに分けられます。その人たちを10
年間ぐらい追いかけると、例えば日本
の場合だと、網膜症を起こしやすい人
は自己免疫の人が多いとか、腎症を起
こしやすい人はインスリン抵抗性のク
ラスターのタイプが多いということが
わかってきました。１個１個の遺伝子
で勝負するより、そういった大事なサ
ブグループ、クラスターで分けて合併
症を起こさないように注意していくこ
とが大事かと思いました。
　山内　遺伝子だけでは説明がつかな
いと考えていいのですね。
　島野　たぶん１個１個の遺伝子はき
ちんとコントリビュートしているけれ
ども、その１個がどれだけかというと
少し弱いので、我々がカウントできる
２～３個の遺伝子では勝負がつかず、
結局全体で見なければいけません。
　山内　大抵の遺伝子はオッズ比が1.2
とか1.4ぐらいの発症頻度になりますか
ら、ほかにもたくさんの因子を考えな
ければならない。それからもう一つ、
先生がご説明になりましたスタディで
すが、経時的に10年間とか長期間フォ
ローしたのが特徴的です。これが非常
に重要で、過去のいろいろなスタディ
は少しそのあたりが欠けていたものが
多いような気がしますね。
　島野　以前にNIHでサルの食餌を少

し控えて30年くらい追いかけたのです
が、それもなかなかうまくいきません。
疫学スタディは長くても数年で、５年、
10年かけることは難しいと思います。
そういった意味では、日常臨床の中で
患者さんとは10年、20年の付き合いに
もなりますから、その方がどういうク
ラスター、グループになるかを考え、
この点を気をつけましょうという姿勢
がとても大事ではないかと思います。
　山内　例えば血糖値にしても、10年
間追うと、その間に高くなったり低く
なったり、けっこう変動しますよね。
これをどのように数理的に解析するの
か、どういったかたちで表したらいい
のか。最近、血糖では血糖平均値だけ
ではなく、変動という概念もようやく
出てきましたが、それ以外のパラメー
ターも実際にはたくさんあるので、一
つのものだけではなかなか説明がつか
ないとみてよいのですね。
　島野　おっしゃるとおりです。やは
り変動が大きくて、ホメオスターシス
ということを考えると、単に平均値だ
けではなく、上がったり下がったりが
臓器にとってストレスがかかるという
意味では血糖もそうです。
　ただ、比較で少し脂質のことを言わ
せていただくと、私の専門である血中
の悪玉のLDLコレステロールなどはわ
りとそういった意味では扱いやすい。
家族性高コレステロール血症のように
とてもLDLコレステロールが高い人の
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ターの研究が話題だったと思います。
EPA/AA比が指標としてよくいわれて
います。
　一方、私どもの研究では不飽和度だ
けではなくて、鎖の長さも非常に大事
で、だいたい脂肪酸の鎖は短鎖、中鎖、
長鎖に分類されますが、長鎖脂肪酸の
C18前後が一番多いです。膜の構造と
いうのは、いわゆる二重膜リン脂質の
二重膜を作っている脂肪酸はだいたい
厚みがC18ぐらいで、これは生命にか
なり共通しています。私どもはそのC 
18、C16あたりの厚み（長さ）が非常
に大事ではないかと思います。この脂
肪酸鎖長C16とC18を、かなり特異的
に長さを調節している酵素に注目して、
その酵素のノックアウトマウスをここ
20年ぐらい研究しています。要は、C 
16とかC18という非常に限られた長さ
なのだけれども、そこを少し変えたり
すると、これが非常にいろいろな臓器
でいろいろな病気に関わっていること
がわかりました。
　糖尿病の先生方が興味をお持ちにな
るかもしれないのは、例えばインスリ
ン抵抗性。だいたい肝臓に脂がたまっ

て脂肪肝になるとインスリン抵抗性に
なり、肥満になるとインスリン抵抗性
になります。このC16とC18の比率を
少し変えて、Elovl６という酵素をノ
ックアウトしておくと、肥満や脂肪肝
にして量的には脂は同じように臓器に
たまっているのですが、組成を変えて
おくと、インスリン抵抗性にならない、
動脈硬化にならない、あるいは膵臓の
β細胞のインスリン分泌能が保たれて
糖尿病にならないことがわかりました。
いわゆるリポトキシシティにも単に量
がたまっての脂の毒というだけではな
く、たまっている脂の脂肪酸の種類に
よって病気が随分変わることがわかっ
て、今そのメカニズムをいろいろ検討
しています。
　山内　量からだんだん質の解析の時
代になってきたということで、そこは
複雑系も入り、また遺伝子のほうの複
雑さもあります。パラメーターもまた
たくさんあるので、こういったもので
今後さらに解明が進んでいくと、もう
少しわかってくるだろうということで
すね。ありがとうございました。

慶應義塾大学循環器内科教授
福　田　恵　一

（聞き手　池脇克則）

　iPS細胞を使った重症心不全患者への心筋細胞移植治療についてご教示くだ
さい。
 ＜埼玉県勤務医＞

iPS細胞を使った心筋細胞移植治療

　池脇　最近、心不全患者さんが日本
で大きな問題になって、中でも重症な
方は心移植が必要です。ただ、心移植
は日本では少なく、一方で、重症の心
不全の患者はけっこう多いということ
では、将来の治療というよりも、今必
要とされる治療ですね。その中で先生
がiPSを使った治療をスタートすると
いうところまで来られました。ここま
でもいろいろな苦労があったと思うの
ですが、まずこの治療はいつぐらいか
ら考えて始めたのでしょうか。
　福田　私は1995年にアメリカ留学か
ら帰ってきました。そのときに、誰も
実施したことがないけれども大きなニ
ーズがある研究をしたいと考えました。
当時は、ヒトのES細胞もiPS細胞もな
い時代で、ヒトの骨髄の中にある骨髄
間質細胞といわれる細胞を用いて心臓

の筋肉を作ろうと考えました。この細
胞は骨や軟骨や脂肪になることがすで
に知られていて、心筋とは似ても似つ
かないように思えるのですが、骨髄の
細胞というのは中胚葉系の細胞の幹細
胞だといわれていたので、心臓の筋肉
にもなるかもしれないと研究を行いま
した。その結果、骨髄の一部の細胞は
しっかり心筋細胞になることを1999年
に報告しました。この報告は、当時、
JCIという医学誌に論文として発表し
たのですが、その年で最も引用された
論文になって、世界中に再生医療のブ
ームが起こりました。
　欧米ではすぐに骨髄の細胞を心臓に
注射するような乱暴な研究もされまし
た。骨髄の細胞は確かにそういう能力
は持っていますが、大量に心筋を作る
ことが難しかったのです。そこで我々
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