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糖尿病の２つの臨床病型

糖尿病は，膵臓から分泌されるインスリンの絶対的あるいは

相対的不足が原因で起こる糖代謝異常です．糖尿病の臨床病

型は，インスリン依存型糖尿病（insulin dependent diabetes

mellitus : IDDM，あるいは１型糖尿病）とインスリン非依存型

糖尿病（non insulin dependent diabetes mellitus : NIDDM，

あるいは２型糖尿病）の２つがあります．

１型は若年に多く，原因が明らかでなく（自己免疫疾患の

可能性もある），肥満と関連せず，急激に絶対的インスリン

不足状態に陥る発症形式をとり，全例でインスリンが必要に

なります．２型は中年に多く，遺伝的素因に肥満が誘因にな

り，より緩徐に発症し，インスリンの相対的不足状態をきた

します．欧米の糖尿病の多くは１型ですが，日本人の糖尿病

の多く（90％）は２型です．

糖尿病性腎症の病期分類

糖尿病性腎症の臨床経過は，長期にわたります．ここでは，

日本人に多い２型糖尿病性腎症の典型的な臨床経過を示しま

す（図１）．２型糖尿病性腎症の病期分類は，厚生省糖尿病調

査研究報告書では５段階に分かれます．１型糖尿病において
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糖尿病看護

は，Mogensenらの分類がありますが，２型とほぼ同様の経

過と考えられてよいと思われます．

1 ◆第１期（腎症前期）

第１段階は，発症初期の腎症前期です．この時期は，微量

アルブミン尿は正常で蛋白尿も陰性です．腎組織学的には糸

球体肥大がみられ，機能的には糸球体過剰濾過による糸球体

濾過量（GFR）の増加と，糸球体内圧上昇（糸球体高血圧）がみ

られます．糸球体肥大と糸球体高血圧は，高血糖が原因とさ

れます．

2 ◆第２期（早期腎症）

腎症前期を経ると，微量アルブミン尿がみられるようにな

ります．また，運動時に蛋白尿が出現するようになります．

この時期には，他の細小血管合併症や神経症がすでに出現し

ていることが多く，治療上重要な時期で，厳格な血糖コント

ロールが必要です．

3 ◆第３期（顕性腎症）

早期腎症期を経て顕性腎症期に移行すると，蛋白尿が増悪

します．顕性腎症期は，蛋白尿が持続的になるのみではなく

腎機能（GFR）の低下が生じます．顕性腎症期は，１日蛋白排

泄量0.5g以上（アルブミンで0.3g/日）を示す時期ですが，便

宜上，蛋白尿１g/日未満の時期を顕性腎症前期，１g/日以

上では顕性腎症後期と区別します．

顕性腎症後期には，ときに３g/日にも及ぶ大量の蛋白尿が

みられ，ネフローゼ症候群を呈することも多く，治療抵抗性

となり，腎機能は急激に低下します．従来，この時期は進行
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性で予後不良とされてきました．しかし，最近では症例によ

って腎機能低下速度を抑制できるようになりました．これは，

降圧薬の進歩による結果と思われます．

4 ◆第４期（腎不全期）

顕性腎症期のあとは，腎不全期です．この時期は水･電解

質異常が原因で，浮腫，うっ血性心不全，腹水，胸水，重症

高血圧などが出現し，生命の危機がおとずれることもありま

す．糖尿病性腎症の経過中で，最も死亡率が高いのがこの腎

不全期です．この時期は，透析療法の導入を前提にした治療

が必要です．

5 ◆第５期（透析療法期）

透析の導入基準に関しては，日本腎臓学会のガイドライン

があり，これに従って透析が開始されます（後述）．注意しな

ければならないのは，糖尿病性腎症患者は，低クレアチニン

血症があるため血清クレアチニン濃度が低値であっても溢水

状態が強いことがあり，このような場合は，クレアチニン値

にとらわれることなくすみやかに透析導入とします．

糖尿病性腎症は，
なぜ進行性で腎不全に陥る？

糖尿病性腎症は，非常に緩徐な経過をたどり，発症後20～

30年かけて末期腎不全に至ることが特徴です．さて，糖尿病

発症から末期腎不全までに至る確率はどの程度でしょうか．

統計によると，糖尿病全体を30年追跡すると，約20～30％

が腎不全に至ると推定されます．これは，長期的にみると患

者の４～５人に１人が透析患者になるということです．では，

なぜこのように高い確率で糖尿病性腎症は悪化していくので

しょう？

糖尿病性腎症が進行性である理由は，多岐にわたります．

このなかで，とくに糸球体血行動態の異常の関与は，多くの

動物実験や臨床成績からも確かめられています．糖尿病性腎

症の腎では，糸球体の入口の血管である輸入細動脈が拡張し，

一方で出口の血管，輸出細動脈は収縮している特徴がありま

す．この収縮にはアンジオテンシンⅡが関与しています．

さて，糸球体毛細血管の入口が広く出口は狭い状態ですと，

糸球体に流入する血流圧は当然上昇します（糸球体高血圧）．

illustration：増田 康夫
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図１　２型糖尿病における糖尿病性腎症の臨床経過
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この糸球体高血圧が起こると，糸球体濾過圧が増加し，その

結果過剰濾過が起こり，これがメサンギウム細胞肥大や細胞

外基質増加などの変化を起こします．

これらの異常は，さらに糸球体硬化に結びつき，ネフロン

数を減少させる悪循環を生み出します（図２）．この過剰濾過

と糸球体高血圧の原因に関しては，アンジオテンシンⅡと高

血糖下のポリオール代謝系の関与が考えられています．糖尿

病性腎症で進行性に腎機能が低下する機序には，成長因子，

マクロファージと細胞接着分子，血小板･線溶系･凝固系，活

性酸素とNO（酸化窒素），尿細管･間質病変の関与など，ほか

にも多くの可能性が示唆されています．

では，他の腎疾患と糖尿病性腎症との相違点はどこにある

のでしょう？　糖尿病性腎症における糸球体血行動態を，慢

性糸球体腎炎と腎硬化症（本態性高血圧症による腎障害）の糸

球体血行動態と比較しました（表１）．糖尿病性腎症では，輸

入細動脈拡張と輸出細動脈収縮の結果，慢性糸球体腎炎や腎

硬化症と比べ著しい糸球体高血圧が存在するのです．糖尿病

性腎症は，このように特異的に高度な糸球体高血圧が存在す

るため，進行性で難治性なのです．

糸球体高血圧に対しては，輸出細動脈を拡張し糸球体内圧

を低下させるアンジオテンシン変換酵素阻害薬（ACE阻害薬）

やアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）などの治療戦略

が有効です．

糖尿病性腎症の進行は
予防できないか？

糖尿病性腎症や糖尿病の他の合併症は，ある時点を過ぎる

と厳格な血糖コントロールだけでは進行を阻止することが困

難になります．この時点をpoint of no return（もう元には戻

れない点）とよんでいます．糖尿病性腎症においてpoint of

no returnがどの時期であるかは，興味あるところです．

第３期（顕性腎症期）以降では，病状が進行性でありますか

ら，おそらくpoint of no returnは腎症前期かあるいは早期

腎症に存在するものと考えられます．つまり，この時期に血

糖コントロール，血圧コントロール，低蛋白食，あるいは

ACE阻害薬やARBを適切に使うことで，腎機能低下の進行

を抑制し，腎不全へ至る悪循環を緩和することが可能と考え

られます．図２を参考にすると，悪循環を絶つためには，ま

ず血糖コントロールで糸球体内圧上昇を予防し，さらにアン

ジオテンシンⅡに拮抗するACE阻害薬やARBを使う必要が

理解できます．

では，腎障害進行抑制の具体案を考えてみましょう．糖尿

病性腎症の予防上最も重要なものは，いうまでもなく血糖コ

ントロールです．血糖コントロールの三大原則は，食事療法，

運動療法，薬物療法を適切に行うことです．

1 ◆血糖コントロールの原則

２型糖尿病は，血糖コントロールの面で比較的軽症例が多

く，適切な食事と運動療法のみで60％にコントロールがつき，

残りの30％が経口糖尿病薬を，10％がインスリンを必要とす

るといわれています．一方，１型は，絶対的インスリン不足

状態があるため重症例が多く，治療開始時から全例にインス

リン療法を必要とします．

さて，実際の血糖コントロールにあたっては，血糖自己測

定（self monitoring of blood glucose : SMBG）を行うことが

基本です．私たちの生理的な血糖変動は，食事，運動，経口

糖尿病薬やインスリンの量などにより大きく変動します．血
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月刊ナーシング　Vol.21 No.12 2001.11 103

糖自己測定は，自宅での血糖値を24時間いつでも知ることが

でき，揺れ動く血糖をリアルタイムにとらえることができる

画期的方法です．

血糖自己測定は，１型，２型糖尿病を問わずすべての患者

にとって有効な方法であるのみならず，合併症予防の面でさ

らに厳密な血糖コントロールのための情報としてもきわめて

有効です．ただ，現在のところ，血糖自己測定は健康保険適

用の対象外であり，インスリン療法を行っている患者にのみ

認可されています．

2 ◆食事療法

腎機能障害のない糖尿病患者の食事療法の原則は，カロリ

ー制限です．しかし，腎機能が障害された糖尿病性腎症患者

の食事療法の基本は，大きく異なります．表２に，厚生省研

究班の病期別の食事療法基準を示します．ポイントになると

ころは，以下の３つです．

①糖尿病のカロリー制限は顕性腎症後期にはなくなること

②顕性腎症前期からは蛋白制限食と減塩食が開始されること

③腎不全期以後はカリウム制限食が必要となること

顕性腎症以後の糖尿病性腎症患者は，摂取カロリーが増加

しますから，当然血糖コントロールは悪化すると予想されま

す．しかし，腎不全期に至るころには，血糖コントロールは

むしろ改善することをしばしば経験します．

実際，腎機能障害の進行とともに，経口血糖降下薬やイン

スリン使用量を減らすことができます．ときに，透析開始時

にインスリンを中止あるいは大幅に減量できる患者もいま

す．この理由は，インスリンなどのペプチド（アミノ酸の結

合したもの）は腎臓で分解されるため，腎機能低下とともに

腎組織が荒廃しインスリンの分解能力が低下し，相対的にイ

ンスリン過剰状態になるためです．

3 ◆運動療法

第１期（腎症前期）と第２期（早期腎症）には原則として糖尿

病の運動療法を行います．第３期の顕性腎症前期は，運動は

可能であるけれど，血圧や蛋白尿の悪化がみられるときには

控えたほうが無難と考えられます．

第３期の顕性腎症後期や第４期（腎不全期）は運動が制限さ

れます．ここでの運動制限の強度は，かなりあいまいですが，

腎症が進行した場合にはストレッチや軽い筋トレーニング，

歩行程度と考え，体力低下を防ぐ程度の運動と考えておくほ

うが無難でしょう．

4 ◆薬物療法

インスリン療法と経口血糖降下薬があります．

①経口血糖降下薬

２型糖尿病で食事療法と運動療法で血糖コントロールが十

分につかないときには，補助的に薬物療法を行います．現在

はスルフォニルウレア（SU剤）やα-グルコシダーゼ阻害薬，

インスリン抵抗性改善薬など新しい薬物が多く登場し，治療

にもきめ細かい配慮ができるようになってきました．

表１　各腎疾患の糸球体血行動態

表２　糖尿病性腎症食事療法指導基準

腎硬化症
（本態性高血圧症）

慢性糸球体腎炎

糖尿病性腎症

輸入細動脈

収縮

拡張

拡張

輸出細動脈

不変

不変

収縮

不変～低下

上昇

著しく上昇

糸球体内圧

病期

第１期
（腎症前期）

第２期
（早期腎症）

第３期-A
（顕性腎症前期）

第３期-B
（顕性腎症後期）

第４期
（腎不全期）

第５期
（透析療法期）

総エネルギー
（kcal/kg*1/日）

25～30

25～30

25～30

30～35

30～35

HD：25～30
CAPD：30～35

蛋白質
（g/kg*1/日）

1.0～1.2

0.8～1.0

0.8～1.0

0.6～0.8

1.0～1.2
1.1～1.3

食塩
（g/日）

制限せず*２

制限せず*２

7～8

7～8

5～7

7～8
8～10

カリウム
（g/日）

制限せず

制限せず

制限せず

軽度制限

1.5

1.5
軽度制限

＊１：標準体重
＊２：高血圧合併例では７～８g以下に制限する
第１期，第２期では糖尿病食を基本とし血糖コントロールに努める．蛋白質の過剰摂取は好ま
しくない
第３期-B，第４期では，浮腫の程度，心不全の有無から水分を適宜制御する
第５期では，水分制御（透析間体重増加率は標準体重の５％以内）
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と速効型インスリンの組み合わせで基礎分泌と追加分泌を補

います．一方，２型ではたとえば毎食前３回の速効型インス

リンで追加分泌を補うことで血糖コントロールが改善し，経

口血糖降下薬に変更しうる場合も少なからずあります．ふだ

んは食事療法で安定している２型でも，手術，外傷，感染症，

妊娠･出産時などでは，一時的にインスリン療法が必要にな

ることもあります．

5 ◆降圧療法

降圧療法は，進行性腎障害の予防にはきわめて重要です．

最近では，ACE阻害薬やARBが広く使われるようになりま

した．これらの薬剤は，全身血圧を低下させるのみでなく，

アンジオテンシンⅡにより収縮した糸球体輸出細動脈を拡張

し，糸球体高血圧を改善し，一連の悪循環を絶ち，腎機能を

保持する作用を有しています．

ACE阻害薬やARBは，糸球体高血圧が重症な糖尿病性腎

症でとくに有効です．これらは，今後も糖尿病性腎症では第

一選択薬として積極的に使われていくものと考えられます．

糖尿病性腎症による
透析導入患者の特徴は？

糖尿病性腎症により透析療法へ導入される患者数は，年々

増加の一途をたどっています．糖尿病性腎不全の特徴として，

以下のことがあげられます．

①心不全，浮腫，肺水腫など溢水状態が顕著である．

②低クレアチニン血症を特徴とする．

③自律神経障害による起立性低血圧があり，臥位高血圧，立

位低血圧の奇異な血圧調節系である．

④腎症以外の糖尿病合併症により血管病変が重篤で，心筋梗

塞，脳血管疾患，閉塞性動脈硬化症（ASO）などの合併が

多い．

⑤網膜症による視力障害患者が著しく，失明状態で透析開始

になる患者もいる．

⑥糖尿病透析患者の生存率は５年で40％程度と不良であると

いわれている．

糖尿病患者では，腎機能障害の進行とともにインスリン感

受性が改善して，血糖コントロールがよくなり，経口血糖降

下薬が減らせる例が多くみられます．なお，透析開始後も血

糖コントロールに難渋する２型糖尿病ではインスリン治療に

移行するのが通常です．

②インスリン療法

現在，わが国でインスリン療法を受けている患者は，約40

万人います．そのうち37万人が２型で，３万人が１型と推定

されています．インスリン療法は，適切な食事療法を行って

も経口血糖降下薬が効かない２型糖尿病や，インスリン分泌

が全くない１型糖尿病の患者が対象になります．

ひと口にインスリン療法といっても，１型と２型とでは内

容が全く異なります．インスリン分泌は，24時間ほぼ一定量

が持続分泌される基礎分泌と，食事に対応して分泌される追

加分泌に分けられます．１型では基礎分泌と追加分泌がほぼ

完全になくなります．一方，２型では基礎分泌が比較的保た

れ追加分泌が低下していることが多いのです．

したがって，１型のインスリン治療は，中間型インスリン


