
糖尿病性腎症の病気分類です。第1期は、アルブミ
ン尿が30mg/g・Cr 未満、eGFR 正常の時期です。
第2期は、微量アルブミン尿30～299mg/g・Cr を
認める時期で検尿では蛋白尿は陰性または弱陽性で
す。第3期 A は、蛋白尿が持続陽性、尿中アルブ
ミンが300mg/g・Cr 以上です。3B 期はさらに尿
蛋白1g/ 日以上、GFR60ml/ 分以下です。第4期

は腎機能が低下し、sCr ＞2.0です。第5期は透析
導入される時期です。従って、採血で sCr が上昇
するのは3B 期以降であり、検尿しなければ腎症の
早期発見はできません。

腎症の経過です。X-5年に教育入院された際は、
CCr58.3ml/ 分、尿アルブミン2642.9mg/ 日、蓄
尿蛋白2.4g/ 日と糖尿病性腎症 stage3B を認めま
した。蛋白制限食による食事療法、血圧管理、イン
スリン治療により、X 年には eGFR74.1（ml/ 分
/1.73㎡）、 尿 蛋 白（-）、 尿 Alb130.7mg/g・Cr、
U-TP/U-Cr0.3g/g・Cr、と腎症 stage2と寛解に
至っています。

  Ｓ２３臨床：演題番号：２０４ 
   血圧、血糖、食事療法管理により 
  糖尿病性腎症が寛解した1例、 
 
  糖尿病性腎症から透析導入を防ぐために 
 病診連携の必要性 

今村病院分院 糖尿病内科 

 石橋和久 原田敏郎 倉野美穂子  

田ノ上絵美 久留千鶴 鎌田哲郎  

2012.10.5-6 第５２回全国国保地域医療学会 

１）糖尿病性腎症の寛解例の症例報告 
 
２）本邦での糖尿病からの透析導入の実態 
 
３）糖尿病性腎症の文献報告 
 
４）患者教育と糖尿病性腎症に関する病診連携 
 

演題内容  

  I 期           ２期     ３A期    ３B期    ４期   ５期 
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蛋白尿 

糖尿病性腎症の進行 

尿微量アルブミン 
30～299mg/g・Cr 

糖尿病性腎症に関する 
合同委員会２００２年 

尿蛋白≧1g/day 
GFR60ml/分以下 

ｓＣｒ＞２．０ 

腎 

全 
不 

透析 

尿アルブミン≧300mg/g・Cr 

【症例】42歳、女性 

【主訴】四肢浮腫 

【現病歴】 

 大学生の時 1型糖尿病を発症しインスリン治療(4回注）が開始された。  

しかし、糖尿病を受容できず、インスリンを中断してはＤＫＡで年1回程度入院

していた。また社会人になってからも仕事(教職）が最優先のため、治療中断

もあり血糖コントロール不良が続いていた。X-5年には四肢浮腫出現し受診。

HbA1c(JDS)12.8% sCr0.80mg/dl、CCr58.3ml/分、尿蛋白(4+)、蓄尿蛋白

2.4g/日と糖尿病性腎症stage３Bを認めた。このままでは、将来透析になるこ

とを主治医から厳しく言われようやく入院。 

 

入院時に同じ1型患者と出会い、その影響で治療に積極的に取り組めるよう

になった。以後、蛋白制限食による食事療法、ARB、ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝによる血圧管

理、ＣＳＩＩによる血糖管理を行い、X年にはHbA1c(JDS)8.1%、 sCr0.69mg/dl、

eGFR74.1(ml/分/1.73㎡)、尿蛋白(-)、U-TP/U-Cr0.3g/g・Cr、尿Alb130.7mg/

ｇ・Crと腎症stage２と寛解に至った。 

症例 
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検尿蛋白   2+~3+         ー ~ ± 

下肢浮腫で入院 
stage IIIb 

腎症の経過  

尿蛋白
2.4g/day 

演  題

204

血圧、血糖、食事療法管理により糖尿病性腎症が寛解した1例、
糖尿病性腎症からの透析導入を防ぐために病診連携の必要性

発　表　者 石橋　和久 鹿児島県　今村病院分院

共同研究者 原田　敏郎、倉野　美穂子、田ノ上　絵美、久留　千鶴、鎌田　哲郎
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他の腎症の寛解例です。同様の治療により H15年
に尿蛋白3.3g/g・Cr でしたが、H23年には尿蛋白
0.2g/g・Cr 及び GFR の改善を認めております。

2007年度の国民・栄養調査の結果です。糖尿病患
者数は増加傾向にあり、糖尿病が強く疑われる人は
890万人、可能性を否定できない人は1320万人、
両者の合計は2210万人になります。

2010年度の糖尿病からの透析導入者数は16271名
で、透析導入者全体の43.5% で、原因疾患の第1位
でした。

毎年、新規透析導入患者数は3万人で、透析中の患
者さんのうち年間2万人が死亡するため、毎年1万
人が増加しています。糖尿病の医療費は内服治療で
年間32万円、インスリン治療で44万円ですが、透
析をすると年間540万円と高額になります。糖尿病
の末期は、失明、透析、認知症、ねたきりと悲惨な
状態となります。また、失明、透析となると仕事は
困難であるため、生活保護となり、さらに財政的に
も負担が増加することとなります。

これはイギリスでの糖尿病性腎症5097例の大規模
調査結果です。尿蛋白持続陽性となる3期から4期
へは10年で進行し、4期から5期へは2.5年で進行
しています。また、4期では年間19.2% が心筋梗塞
や脳卒中などの心血管事故で死亡し、5期からは3
年で死亡しています。
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uprot/cr 

uprot   2+～3+ 

T1DM   57歳男性    病歴 11年 

眼底 SDR  腎症 IIIb   神経障害(＋) 

インスリン強化療法 (HbA1c  9%から→7%前後を

キープ出来るように） 

ＢＰ管理：ARB＋CCB＋DU      Statin（＋） 

食事を変えられない。多忙な生活（仕事） 
食事や血糖記録を良く取るが生かせない  
 
栄養士：評価低い 
妻が栄養士だが、外食も多く従わない 
 
→教室を受けて、真剣に食事に取り組み 

3.3g/gCr 

0.2g/gCr 

eGFR 

腎症コース 
2泊3日入院 

症例２ 

HbA1c＞6.1%か 
治療中 

HbA1c 5.6~6.0%  
未治療 

糖尿病が強く 
  疑われる人 
 
可能性を否定 
できない人 
 
 
両者の合計 
 

890万人 

 

1,320万人 

 

2,210万人 

増え続ける糖尿病患者（2007年度国民・栄養調査） 

糖尿病が強く 
疑われる人 

糖尿病の可能性
を否定できい人  両合計 

４０歳以上では３人に１人 

糖尿病専門医：約4,000名 
    一人当たり：2,300名 

+50万 

+150万 

+250万 

+590万 

糖尿病からの透析導入 
16,271名/年間 –１％減少 

慢性糸球体腎炎 

糖尿病からの透析導入 
全体の44.5→43.5％ (2010年）  

糖尿病性腎症 

年別透析導入患者 
主要原疾患の推移 

腎硬化症 

年別透析（導入）患者数の推移 

HD患者数：297,126名(2010年） 
費用：１兆4千億円  +6,465名    
 （国の医療費：約34兆円+1兆円前年） 

日本透析医学会統計 

4.5 9.5 13.2 12 
15 32 44万 

540万 

0 
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内服薬なし 内服薬 
１種類 

インスリン 
＋内服薬 

インスリン 
＋内服薬＋人工透析 

新規透析導入数 ３万人－年間死亡数 ２万人＝毎年１万人が増加  

540万円ｘ１万人＝540億円の医療費が毎年増加 

糖尿病の末期は（失明、透析、認知症、寝たきり・・） 

高額医療費制度特例 

医療費 

自己負担 
（３割） 

糖尿病になると医療費は？ 

心筋梗塞 
足の壊疽 

腎障害なし 

微量アルブミン尿 

顕性腎症 

腎不全(sCr>2.0) 

2.0％ 

2.8％ 

2.3％ 

1.4％/年 

3.0％/年 

4.6％/年 

19.2％/年 

【年間移行率】 

死  

亡 

尿中アルブミンが測定
可能な5,097例 

UKPDS 64 

10.4年の追跡期間 

Adler AI, et al: Kidney Int, 63: 
 225-232, 2003 

2型糖尿病性腎症の自然経過 

心血管系 
 イベント 
(心筋梗塞や 
脳卒中など) ３年で死亡 

2.5年 

＊腎症があると、動脈硬化が進行する 

10年 

Stage１ 

Stage２ 

Stage3 

Stage４ 

１１年 

1９年 

末期腎不全 Stage５ 

｜918｜



糖尿病性腎症を予防し、進行を抑えるための治療は、
血圧を130/80未満に保ち、血糖コントロール、低蛋白
の食事療法、肥満の是正などの統合的な治療が必要です。

それらの治療により、糖尿病性腎症2期では6年間
で約50% が1期へ改善、3期では7年間で約30% が
2期へ改善した文献があります。時間はかかります
が、治療継続することにより糖尿病性腎症の改善が
見込めます。

糖尿病治療では、患者数が圧倒的に多いためすべて
を専門医が診療することは不可能です。しかし、イ
ンスリン治療や、合併症が進行している患者さんな
ど専門医の治療が必要な患者さんも混在しており、
病診連携が必要です。

鹿児島市での病診連携の具体案です。糖尿病の病診
連携の動きがすすんできています。

私は自治医大出身であるため、へき地診療所にも、
鹿児島市の糖尿病専門病院にも勤務しました。へき
地に多数存在するコントロールの悪い糖尿病患者さ
んへの地域での治療連携の構築が必要と考えていま
す。

糖尿病腎症を予防し、進行を抑えるための治療 

１）肥満の是正・血糖コントロールを良好に保つ（<6.5%） 

２）血圧を<130/80mmHgに保つ（ACEIやARB、減塩） 

３）早期に介入（微量アルブミン・患者教育） 

４）蛋白の取り過ぎを防ぐ 

５）脂質の管理（スタチンの使用） 
セルフケアを充分に 
機能させることが必要 
（認識、具体的方法） 

６）これらの統合的な治療が必要 

糖尿病腎症：通常療法で可能となるremissionの報告 

早期腎症(2期)：６年間で約５０％がremission 

  Perkins BA, et al. New Engl J Med 348, 2003 
Araki S, et al: Diabetes, 54, 2005 

顕性腎症(3期)：７年間で約３０％がremission 
Hovid P et al, Kidney Int 60, 2001 

ネフローゼ症候群：７～８年で約２５％がremission 

Hovind P et al, Diabetes care 24, 2001 
Rossing K et al. Diabetologia 48, 2005 

糖尿病治療の病診連携が必要 

１）増え続ける糖尿病患者、合併症を持った患者 
専門医では対処できない患者数、 
インスリン治療を必要とする患者の増加 

２）EBMに基づいた治療が必要 
治療の良し悪しの結果はすぐに出ない→EBMに基づく治療 
選択肢の増えた薬物療法、 

３）合併症の精査・治療など専門チーム医療が必要な部
分とプライマリーケアの部分が混在する 

糖尿病は基本的に外来で診る疾患、専門医・非専門医が診れる 
共通の診断基準や治療の方針で連携治療の継続が可能 

  

かかりつけ医（連携医） ＤＭ専門施設Ａ 
（代謝管理の連携：ＤＭ専門医・ＣＤＥ） 

①治療方針の変更など コンサルト 

②食事指導や生活運動指導など専門指導 

③糖尿病教育入院 

④インスリン導入（外来・入院） 

専門施設Ｂ 
（合併症治療の連携：関連各科） 

専門施設Ｃ 
（急性増悪時の対応施設） 

 眼科 

 腎臓内科 

 泌尿器科 

 循環器内科 

 神経内科 

 歯科 

 ＤＭ専門施設 

 

 糖尿病に関するプライマリーケア 
   診断、定期検査、処方 
   治療継続の指導 
   
 重篤でないシックデイや低血糖  
  や高血糖の対処。                

 
 連携パスに従って必要時に専門  
  施設にコンサルテーションや療養 
  指導･食事指導を依頼 

 糖尿病の急性合併症（糖尿病昏睡や 
  重篤なシックデイ、低血糖、高血糖）に  
  対する（□２４時間対応 □昼間のみ）   
        
 入院治療を要する重篤な合併症治療   
  （有痛性神経障害、足壊疽、腎症透析 
  導入、心筋梗塞、脳卒中など）が可能       
              
 透析導入が可能                 
 網膜症の手術が可能               

 ①眼科医による検査治療  

 ②腎症（透析を除く）に関する専門診療 

 ③神経障害の専門診療 

 ④フットケア 

 ⑤排尿障害の専門診療 

 動脈硬化の検査 
 ⑥頸動脈エコー 

 ⑦負荷心電図 

 ⑧ＭＲＩ，ＣＴ検査 

 ⑨がん検診（ＧＦＳ，ＵＳ，ＣＴ） 

 ⑩妊娠糖尿病の血糖管理 

逆紹介 

紹介 コンサルテーション 
 定期指導（食事指導） 

安定期の治療連携 

緊急増悪期の治療連携 

＊かかりつけ医からの紹介は 
 パスに基づき、一定の基準で行う 
 （例 ＨｂＡ１＞８％が３ヶ月以上など） 

糖尿病・病診連携施設の関係(鹿児島市における連携） 

 糖尿病治療の病診連携は循環型連携 

 心筋梗塞や脳梗塞の双六あがり型と異なる。 

 ・・・・・技術移転無くして実現は不可能！ 

治療方針の一致、 
指導・検査の一致が必要 

127施設 

32施設 
8施設(全） 
14施設(昼） 

22施設 

鹿児島市医師会・地域医療連絡検討委員会糖尿病部会 

私がへき地診療所に勤務して困ったこと  

 HbA1c＞8.0%、尿蛋白陽性が何年も続いていて、合併
症の精査、栄養指導などが必要な患者さんはへき地に
多数存在。鹿児島市へは距離が遠く、日帰りの外来診
療は困難。教育入院し、合併症の精査、栄養指導、専門
的治療が必要であるが、 
 どこの病院を紹介すればいいのかわからない？ 

 地域医療での病診連携の構築が必要 

患者さんへの説明法  

・糖尿病は高血糖でも症状が少ないため、患者さんに漠然と将
来透析になると説明しても、患者さんの中には尿蛋白持続陽性
と腎症とが結びつかず、治療に真剣に取り組まない方が多くみ
られます。また、悪くなっても透析をすれば良いと投げ出している
方もおられます。しかし、統計結果では、尿蛋白持続陽性となる
3期からそのまま経過すると、15年で死亡していること、また、透
析をしても全身の血管がぼろぼろとなった結果、腎不全となり透
析導入となるため、透析導入後3年で死亡していること、日本で
も年間2万人の透析中の患者さんが死亡していることを具体的
に説明すると、やっと自分のこととして受け止め、仕事を休んで
でも入院し真剣に治療をしようと意欲をもってくれます。 
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最後に、私が勤務した鹿児島県下甑島と十島村の写
真です。ありがとうございました。

　鏡野町内の特別養護老人ホームにおいて口腔ケア
および口腔機能維持向上の普及活動を行ってきまし
た。その活動内容およびこの活動による効果につい
て報告します。

　鏡野町は岡山県北の中央に位置し、人口約14500
人であり、高齢化率は32% と高く高齢者・要介護
者に対する地域包括医療・ケアが必要です。

　特別養護老人ホームの入所者は50人で内訳は男
性8人、女性42人、平均年齢は86.8歳である。要
介護度の内訳は要介護3が10人、要介護4と5がと
もに20人です。

   特別養護老人ホームにおける 
口腔ケア・口腔機能維持向上の効果 

 鏡野町国民健康保険富歯科診療所 
 鏡野町国民健康保険上齋原歯科診療所 
 新庄村国民健康保険歯科診療所 
 
＊鷲尾 憲文、澤田 弘一、金盛 久展 
 
 海老沼考至、奥 典久、難波久美子  

１ 

２ 

３ 

１ 

１ １ 

２ 

１ 

３ 

人口：約 14500 人  

高齢化率：約 32％  

平成17年3月1日合併 

岡山県鏡野町 

特別養護老人ホーム入所者の状況 

要介護１ 

入所者：５０人（男性：８人、女性：４２人） 
 

平均年齢：８６．８歳 

要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

６５〜７５ 

７５〜８５ 

８５  以上 

年齢 
要介護度 

０人 

０人 

０人 ０人 

０人 

０人 ０人 

２人 

８人 １３人 

２人 

５人 

９人 

１１人 

０人 
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特別養護老人ホームにおける口腔ケア・口腔機能維持向上の効果

発　表　者 鷲尾　憲文 岡山県　鏡野町国民健康保険富歯科診療所

共同研究者 澤田　弘一、金盛　久展、海老沼　考至、奥　典永、難波　久美子

最後に  

・糖尿病性腎症は、腎機能が悪化する4期からの
治療介入では遅く、2期、3期の時点での治療介入
が必要です。そのため各診療所での定期的な尿
アルブミン、尿蛋白の検査を実施し、該当者は専
門的な治療を受ける病診連携により透析導入を
防ぐ協力体制の構築が必要と考えられます。 

ご清聴ありがとうございました 

甑島 ナポレオン岩  

甑島 鹿島断崖(鶴の穴)  

甑島 鹿島ウミネコ  

十島村 悪石島 

｜920｜




