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糖尿病患者の透析導入基準

慢性腎不全患者の透析導入基準のガイドラインは，日本腎

臓学会から提唱されています（表１）．このなかでは腎不全に

よる障害を，腎機能，臨床症状，日常生活障害度の３つの面

から評価し，合計点数が60点以上なら長期維持透析への導入
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適応としています．糖尿病性腎不全の透析導入基準もこれに

準じます．

しかし，糖尿病性腎不全の透析導入にあたって注意すべき

点が２点あります．１つは，糖尿病患者では栄養障害から低

クレアチニン血症をきたすことが多いこと．もう１つは，糖

尿病性腎症患者は尿蛋白排泄量が多いため（ネフローゼ症候

群）低蛋白血症をきたすことがしばしばあり，このため浮腫，

うっ血性心不全，肺水腫などの溢水状態を呈する患者が多い

表１　透析導入基準

高度 30

中等度 20

軽度 10

程度 点数

8以上（10未満） 30

5～8未満（10～20未満） 20

3～5未満（20～30未満） 10

血清クレアチニン（mg/dl）
クレアチニンクリアランス（ml/分）

点数

Ⅰ 腎機能

Ⅱ 臨床症状

保存的治療では改善できない慢性腎機能障害，臨床症状，日常生活能の
障害を呈し，以下のⅠ～Ⅲ項目の合計点数が原則として60点以上になっ
たときに長期透析療法への導入適応とする
Ⅰ 腎機能（左表参照）
Ⅱ 臨床症状
①体液貯留（全身性浮腫，高度の低蛋白血症，肺水腫）
②体液異常（管理不能の電解質･酸-塩基平衡異常）
③消化器症状（悪心･嘔吐，食思不振，下痢など）
④循環器症状（重篤な高血圧，心不全，心包炎）
⑤神経症状（中枢･末梢神経障害，精神障害）
⑥血液異常（高度の貧血症状，出血傾向）
⑦視力障害（尿毒症性網膜症，糖尿病性網膜症）

これら①～⑦の小項目のうち３項目以上のものを高度（30点），２項目
を中等度（20点），１項目を軽度（10点）とする．
Ⅲ 日常生活障害度
尿毒症症状のために起床できないものを高度（30点），日常生活が著し
く制限されるものを中等度（20点），通勤，通学あるいは家庭内労働が
困難となった場合を軽度（10点）とする．ただし，年少者（10歳以下），
高年者（65歳以上）あるいは高度な全身性血管障害を合併する場合，全
身状態が著しく障害された場合などは，それぞれ10点加算する

高度 30

中等度 20

軽度 10

程度 点数

Ⅲ 日常生活障害度
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ことです．

糖尿病性腎不全の透析導入にあたっては，たとえクレアチ

ニン濃度が８mg/dlに達していなくても，うっ血性心不全，

肺水腫など重症合併症がある場合は，透析開始を決定するこ

ともありえます．

透析療法の選択
（血液透析と腹膜透析）

腎機能を代替する腎代替療法には，透析療法として血液透

析（HD：hemodialysis）と腹膜透析（PD：peritoneal dialysis）

があり，これに腎移植を含め３つの選択肢があります．しか

し，現在わが国では年間の腎移植数は700例足らずであり，

実際に腎移植を受けられる慢性腎不全患者はきわめて少ない

のが現状です．したがって，実際に腎代替療法といえば，患

者の選択肢はHDかPDの二者択一になります．

さて，HDとPDにはそれぞれ長所と短所があります．表２

に，透析方法，症状･活動性，食事療法の面で両者の違いを

まとめてみました．

HDの特徴は，内シャントを介して体外循環を，週３回で

１回４～５時間，間欠的血液浄化療法で，病院で行います．

一方，PDは腹腔カテーテルを留置し，24時間持続的血液浄

化療法で，在宅で行います．特殊な例として，腹腔の外科的

手術頻回例ではHDを，心機能の低下例ではPDを，選ぶこと

もあります．

実際の選択にあたっては，患者の医学的特性に加えて，精

表２　HDとPDの比較

日本での頻度 95％ 5％
透析場所 病院，医院 自宅や会社
透析時間 4～5時間，週3回 毎日24時間
操作する人 医療スタッフ 患者自身
通院回数 月13～14回 月1～2回
透析導入前の手術 内シャント造設術 PDカテーテルの腹腔内挿入
教育時間 2週間 2～6週間
介助者 不要 弱視者や，手指が不自由な患者は要
抗凝固薬の使用 毎回使用 フィブリン析出時のみ
感染に対する注意 シャント部に注意 出口部感染，腹膜炎に注意

水分･老廃物の体内動態 大きい 小さい
透析時の痛み 穿刺痛あり 通常はない
透析による自覚症状 頭痛，悪心，疲労感など 腹部膨満感
心血管系への影響 大きい 小さい
自尿の維持 急速に減少する ある程度保たれる
貧血やかゆみの改善 小さい 大きい
透析中の活動性 拘束 可能
旅行，レジャー 制限多い 制限少ない
スポーツ 可能 可能
入浴 自由 不自由
日常生活 非透析日は自由 日常管理が必要
社会復帰 透析日は拘束される 生活リズムにあわせた透析が可能

食事制限 制限あり 比較的ゆるやか
水分 制限あり ある程度制限あり
塩分 制限あり ある程度制限あり
カリウム 制限あり 制限なし
蛋白 制限あり 制限あり（血液透析よりゆるやか）
リン 制限あり 制限あり
カロリー（エネルギー） 軽い制限あり 中等度制限あり

比較項目 HD（血液透析） PD（CAPD）（腹膜透析）

［透析方法］

［症状･活動性］

［食事療法］
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神的受容度，自己管理能力，家族背景，地理的条件などさま

ざまな要因を考慮し，最終的には患者自身が決定します．

一般に，PDはHDに比較し，残腎機能が長期にわたり保持

される特徴があります．残腎機能は，食事制限や飲水制限の

緩和や患者のQOLに有利です．一方，PDは長期にわたると

腹膜が劣化し，除水不全が出現することがあります．そのよ

うな症例ではPD継続が困難です．

したがって，残腎機能が保持される数年間はPDを選択し，

残腎機能が廃絶したあとにはHDに移行していく選択肢が合

理的と考えられます（PD first）．

透析中の血糖コントロール

糖尿病患者の血糖を安定させる三大原則が食事療法，運動

療法，薬物療法であることは前号で述べました．ここでは，

透析療法が糖尿病透析患者の血糖コントロールに及ぼす影響

を考えてみます．透析中の血糖レベルを規定する因子で最も

重要なものは，透析液のブドウ糖濃度です．

1 ◆HDの場合

HDの透析液のブドウ糖濃度は，通常100mg/dlに設定され

ています．したがって，高血糖の患者は透析中には血糖が自

然に低下し100mg/dlに近くなります．

筆者の透析室では，糖尿病患者が多いため，血糖コントロ

ールの安定化と低血糖予防の目的でブドウ糖濃度を150mg/

dlに設定しています．糖尿病透析患者では，高めのブドウ糖

のほうが比較的安定した血糖コントロールが得られます．

HDは，透析液ブドウ糖濃度が生理的濃度に近いため，PD

に比べると血糖コントロールは容易です．HD中の低血糖に

対しても，50％ブドウ糖液20mlを透析回路から注入するこ

とにより，比較的容易に低血糖を回避できます．

2 ◆PDの場合

腹膜透析液には，1.5％，2.5％，4.25％のブドウ糖が入っ

ており，この一部は腹膜から吸収され体内に入ります．

1.5％濃度のブドウ糖は血糖に換算すると1500mg/dlに相当

します．もちろん，この高濃度のブドウ糖がすべて体内に吸

収されることはありませんが，一部はどうしても腹膜で吸収

され体内に入ってきます．

目安として，1.5％ブドウ糖透析液２lでは60kcal，2.5％ブ

ドウ糖透析液２lでは120kcal，4.25％ブドウ糖透析液２lでは

240kcalのエネルギーが体内に入るといわれます．したがっ

て，たとえば１日に1.5％ブドウ糖透析液２lを４回交換して

いる腹膜透析患者では，経腹膜的に240kcalが食事外から摂

取されることになります．

このため，腹膜透析患者では，血液透析に比べ血糖値は高

めになりがちです．これらの患者では，摂取カロリーを若干

減らすか，あるいは，インスリンの増量などを考えなければ

なりません．

糖尿病透析患者の合併症

慢性腎不全の合併症はきわめて多彩ですが，ここでは糖尿

病透析患者に特徴的な変化を主に述べます．

1 ◆高血圧

腎不全透析患者は，糖尿病の有無を問わず高血圧合併頻度

がきわめて高く，およそ80～90％に達します．そのなかで糖

尿病透析患者の高血圧の臨床的特徴は，以下のようなものが

あります．

①血圧日内変動が消失し，いわゆるnon-dipper型高血圧が増

加する（臥位高血圧）．

②体位変換で起立性低血圧が多い（立位低血圧）．

③朝方にかけて，反跳性あるいは持続性血圧上昇がみられる

（morning surge）．

④低蛋白血症や自律神経障害により，透析中の血圧管理が不

安定である．

⑤動脈硬化，冠動脈疾患，閉塞性動脈硬化症（ASO），脳出

血などが合併し，高血圧性合併症をさらに重篤化させる．

糖尿病看護
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糖尿病透析患者における高血圧の原因は複雑ですが，主に

５つ程度に分かれます．

①容量依存型高血圧

まず，第１の原因は，体液量増加による容量依存型高血圧

です．糖尿病性腎不全患者は，浮腫，肺水腫，うっ血性心不

全，高血圧などの溢水あるいは体液貯留増加が多くみられま

す．

体液量過剰の理由として，①蛋白尿排泄量が多量（ネフロ

ーゼ症候群）で低蛋白血症が存在し，血漿が血管外へ漏れや

すい，②動脈硬化，冠動脈疾患，自律神経障害などによる心

機能低下例が多い，③糖尿病患者は塩分制限に対するコンプ

ライアンス不良例が多い，など複合的と考えられます．

②レニン･アンギオテンシン系の関与

第２の原因は，レニン･アンギオテンシン系（RAS）の関与

です．糖尿病透析患者では，一般的にはRAS，とくに血漿

レニン活性は低下していますが，体液量と血漿レニン活性の

関連性が不適切であるため，両者の積は大になり，高血圧の

原因となっていると推察されています．

③高インスリン血症の関与

第３の原因は，糖尿病にみられる高インスリン血症の関与

です．高インスリン血症下では，高血圧や動脈硬化が容易に

惹起されます．

④動脈硬化の影響

第４の原因は，動脈硬化の影響です．糖尿病では高頻度に

粥状硬化があり，進行すると大動脈やその分枝の伸展性が低

下し，これが収縮期高血圧を引き起こします．

⑤自律神経障害の関与

第５の原因は，自律神経障害の関与です．糖尿病性腎不全

では，末梢神経や自律神経系が障害されます．これが高血圧

発症･維持あるいは起立性低血圧の両方に関与していると考

えられます．

透析中（HD）の血圧変動パターンは，図１に示したように，

容量依存型血圧変動とレニン依存型血圧変動があります．多

くのHD患者は，透析前は容量依存型高血圧がみられます．
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図１　透析中（HD）の血圧変動パターン

通常，除水により血圧は低下する（容量依存型高血圧）．しかし，ときに右図のようにHD
により血圧上昇をきたす患者がみられる．この原因としては，レニン依存型高血圧が考
えられるが，ほかにも不均衡症候群，降圧薬の透析による除去などにより起こりうる

高血圧の原因

血圧変動パターン
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するとよいでしょう．

具体的には，①起立性低血圧予防のためドライウェイトを

少し甘くした目標体重，いわゆる｢生活体重｣を考慮する，②

HD間の体重増加は，中１日で３％，中２日で５％にとどめ

る指導をする，③塩分摂取は厳格に１日７g以内に指導する，

などのことがあげられます．また，PD患者の降圧目標もHD

患者に準じ，平均血圧で120mmHgまでは許容します．

2 ◆低血圧

糖尿病透析患者の低血圧は，透析とは直接関係ない起立性

低血圧と，透析中に起こる透析低血圧の二者が問題になりま

す．

起立性低血圧は，糖尿病患者の自律神経障害が原因で起こ

る低血圧で，臥位から坐位あるいは臥位から立位になったと

この高血圧は，透析による除水で血圧が下降します．容量依

存型高血圧は，ドライウェイトを低下させることにより改善

します．

これに対して，レニン依存型血圧変動では，透析の除水に

より血圧上昇がみられます．これらの患者では，透析の除水

による体液量減少によって起こるレニン分泌反応が過大であ

るため，昇圧ホルモンに対する血管の収縮反応が亢進し，血

圧上昇が起こると考えられています．一般に，透析による除

水で血圧が低下しますが，この際，代償機転としてレニン分

泌が起こり血圧低下を防いでいます．

レニン依存型高血圧患者は，体液量減少に伴うレニン分泌

反応がきわめて過大になるグループと考えられています．レ

ニン依存型高血圧は，全体の５％以下の頻度であろうと推定

され，対策としてはRAS抑制薬であるβ遮断薬，アンギオ

テンシン変換酵素阻害薬，アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬

が有効です．

通常，透析中の生理的血圧調節系は，容量依存型機転とレ

ニン依存型機転の両者が混在して作働していると考えられま

す．糖尿病透析患者では，尿毒症に加え糖尿病固有の合併症

である虚血性心疾患，脳血管疾患，末梢血管疾患，神経障害

などが併存し，高血圧の病態を複雑かつ難治性にしています．

さて，糖尿病透析患者の降圧目標をどこにおくかは，重要

な問題です．日本高血圧学会ガイドラインでは，糖尿病性腎

症の進行予防には，130/85mmHg以下を目標にすべきとさ

れています．しかし，透析患者においてはこのガイドライン

をそのままあてはめるわけにはいきません．とくに，糖尿病

透析患者においては，起立性低血圧を考慮に入れ，過度の降

圧に注意すべきです．

実際，わが国の透析医学会の統計によると，透析患者の降

圧目標を平均血圧で100～120mmHg（140/85～160/95

mmHgに相当）に管理すると，最も患者生命予後を改善する

とされています．一般に，糖尿病HD患者は目標血圧を若干

高めに設定し，患者のQOLを損なうことのないように注意

illustration：増田 康夫

降圧目標
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き，突然血圧低下が起こるものです．

対策としては，降圧薬の投与量を過剰にせず，日常生活で

の急激な体位変換を避けることです．また，ドライウェイト

が低いことも原因になることもあるため，このような場合に

は，ドライウェイトを少し高めに設定すると改善することも

あります．

透析低血圧は，透析中の除水に伴い，突然血圧が低下する

ものです．非糖尿病透析患者でも透析低血圧は起こりますが，

糖尿病透析患者では，ネフローゼ症候群に伴い，低蛋白血症

がしばしばみられるため，除水によって間質から血管内への

水分移行速度が低下しているため，除水に見合ったplasma

refilling（除水による血管内水分欠乏に対して，間質から血管

内への血漿の再流入が起こり血圧を維持する現象）が期待で

きません．したがって，除水に伴う透析低血圧が起きやすい

のです．

この対策としては，①透析間の体重増加を少なくすること，

②plasma refillingを補助するため透析中にアルブミン投与

を行うこと，③透析開始前に血圧低下抑制作用をもつリズミ

ック，ドプスなどの低血圧改善薬をHDの開始前に投与する

こと，などが有効です．

実際には，透析低血圧に対してはまず生理食塩水200ml投

与を２回まで（患者によっては10％NaCl，20ml回路内注入），

その後25％アルブミン50ml，エホチール１/２筒回路内注入，

エホチール持続注入，などを適宜行います．

3 ◆虚血性心疾患

透析患者には，虚血性心疾患が多くみられます．とくに，

糖尿病透析患者は慢性腎不全と糖尿病が両者ともに関与する

ため虚血性心疾患の頻度が高く，患者予後を決める重要な合

併症の１つです．糖尿病透析患者では，透析開始時にすでに

虚血性心疾患を合併する症例が多くみられます．

薬物治療が効果のない場合には，冠動脈血行再建術

（PTCA，CABG）が必要になる場合も多くみられます．

予防は，HDの除水による血圧低下は冠血流を低下させ心

筋虚血の誘因になるため，透析間の体重増加を少なくするこ

とが重要です．また腎性貧血，Ca･P代謝，高脂血症などを

是正して，冠危険因子を軽減することも重要です．

4 ◆脳血管障害

透析患者では，心不全に次いで主要な合併症です．とくに

糖尿病透析患者では動脈硬化の合併が多くみられます．高齢

者では多発性脳梗塞の頻度も高く，明らかな麻痺がなく，全

体的な中枢機能低下による意欲低下や身体活動低下がみられ

ることもあります．

また，透析患者では，エリスロポエチンの使用による高血

圧やヘパリン使用による脳出血誘発などのリスクもあり，一

般患者より重篤になりやすい特徴があります．

5 ◆骨代謝異常

透析患者の骨代謝は，骨代謝が亢進する高回転型（二次性

副甲状腺亢進症）と，低下する低回転型（骨軟化症や無形成骨）

の２種類があります．いずれの場合にも骨は脆弱になり，骨

折や骨痛などが高頻度にみられます．

糖尿病透析患者では，比較的無形成骨が多いことが特徴で

す．骨病変に対しては，ビタミンDやリン吸着薬として沈降

炭酸カルシウムの投与を適宜行います．

6 ◆網膜症

糖尿病性網膜症は成人の失明原因の第１位として知られて

います．初期の糖尿病性網膜症は，血糖コントロールにより

ある程度は進行抑制が可能です．しかし，進行した網膜症は

難治性であり，血糖コントロールよりむしろ高血圧，高脂血

症，溢水のコントロールが中心となります．

糖尿病透析患者では，透析導入後も眼科医による定期的診

察を必要とします．

7 ◆神経障害

糖尿病透析患者では，尿毒症に伴う神経障害に加え，糖尿

病による神経障害がみられます．現在では，透析技術の向上

から尿毒症性神経障害は少なくなっていますので，糖尿病透

析患者の神経障害は糖尿病に由来するものと考えてよいと考

えられます．

起立性低血圧，胃無力症，無自覚性低血糖はしばしばみら
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れ，また高度の自律神経障害により突然死する患者もいます．

進行例では，湯たんぽなどによる足先の低温熱傷から感染を

きたす患者も多くみられます．

現在のところ，神経障害に著効ある治療はありません．抗

不整脈薬のメキシチールやパーキンソン病治療薬のネオドパ

ストンが効果のある患者もいます．

8 ◆閉塞性動脈硬化症（ASO）

糖尿病透析患者では，高頻度にASOがみられます．その

成因として高度の動脈硬化，除水に伴う血管内脱水などが関

与します．これらの患者では，歩行時に下肢の痛みやだるさ

がみられ，ときに上下肢の手指に壊疽や潰瘍形成，あるいは

爪部からの感染をきたしやすく，重症例では下肢切断に至る

場合も少なからずみられます．

壊疽の発生は，皮膚の乾燥･亀裂，熱傷，陥入爪，爪の切

りすぎ，などが誘因になります．したがって，糖尿病透析患

者では足の観察を十分に行い，十分にフットケアを行うこと

が重要です．糖尿病透析患者には，定期的な足の観察を怠ら

ないように努めてください．

ASOの治療は，プロスタグランジン製剤投与や経皮的血

管拡張術（PTA），あるいは外科的な血行再建術などがあり

ます．

9 ◆不整脈

糖尿病透析患者で突然死は珍しくありません．その原因と

して重症不整脈があります．糖尿病透析患者では虚血性心疾

患や左室肥大の合併が多く，さらには心外膜炎，高カリウム

血症の存在，透析による血清カリウム値の変動，内シャント

の影響での心負荷など，さまざまな理由が不整脈の誘因とな

ります．

まとめ

透析療法は，HDとPDがありますが，糖尿病透析患者では

個々の患者で社会復帰，病態，病期，重症度など，さまざま

な面を考慮して適宜選択していく必要があります．透析療法

は，患者の自己管理を大前提としていますので，透析看護に

おいては継続した患者の教育･啓蒙が必要となります．

また，糖尿病は全身疾患であるため，糖尿病透析患者はさ

まざまな合併症を抱えて長期透析生活に入ります．そのなか

でとくに，高血圧，透析低血圧，左室肥大，虚血性心疾患，

糖尿病性網膜症，不整脈，ASOなどの管理は患者QOLや生

命予後決定にきわめて重要ですので，看護する側は十分な知

識とケアが必要です．

糖尿病看護

｢糖尿病看護｣の連載は本号で終了します．
ご愛読ありがとうございました．（編集部）


