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～糖尿病性腎臓病との
上手な付き合い方～

• 糖尿病は代表的な生活習慣病で、多くの先進

国で国民病とされています。

• 糖尿病は、同時に「合併症の病気」とも呼ば

れています。



本日覚えて頂きたいこと

• 腎臓は血管の塊である。

• 腎臓病に魔法の薬はない。

• 過度な食事療法は、時として有害である。



まず

• 今日の話題は腎臓病ですので、腎臓に関する

基本事項を確認しておきましょう。



腎臓

• 成人の腎臓は長さ約10cm・幅約5cm

（大体握りこぶし大）、重さ約100g

～150gのソラマメ形の臓器で、第12

胸椎～第3腰椎の高さに左右一対（2

個）存在します。

• 右腎は肝臓の直下にあるため左腎よ

り2～3cm低い位置にあります。



背部の体表解剖

左腎臓



腎臓の血管①



腎臓の血管②



腎内の血管網①



腎内の血管網②



腎内の血管網③



腎臓への血流

• 両方の腎臓で心拍出量の約1/4(1100ml/分前

後)の血流を受けています。重さは両方の腎臓

で約200～300g（体重の約0.5%）であることを

考えると、腎臓はその重さに比べて非常に多

くの血流を受けています。



血管の塊

• 腎臓は血管の塊であることを覚えておいてく

ださい。つまり「腎臓を守ること」は「血管

を守ること」なのです。専門的にも糖尿病性

腎臓病は、糖尿病特有の血管合併症と考えら

れています。



慢性腎臓病(CKD)

• 原因が何であれ、腎臓が障害を受けている状

態が長く続くと、将来的な透析療法などの危

険性が高くなります。そのため、最近では、

そのような状態をまとめて慢性腎臓病(CKD)と

呼ぶようになりました。



慢性腎臓病の診断

• ① 尿異常，画像診断，血

液，病理で腎障害の存在

が明らか，特に0.15 

g/gCr以上の蛋白尿

（30mg/gCr以上のアルブ

ミン尿）の存在が重要．

• ②GFR＜60 mL/分/1.73 m2



慢性腎臓病の重症度分類
原疾患 蛋白尿区分 A1 A2 A3

糖尿病

尿アルブミン定量
(mg/日)

尿アルブミン/Cr比
(mg/gCr)

正常 微量アルブミン尿 顕性アルブミン尿

30未満 30～299 300以上

高血圧
腎炎
多発性囊胞腎
腎移植
不明
その他

尿蛋白定量
(g/日)

尿蛋白/Cr 比
(g/gCr)

正常 軽度蛋白尿 高度蛋白尿

0.15未満 0.15～0.49 0.50以上

GFR区分
(mL/分

/1.73m2)

G1 正常または高値 ≧90

G2 正常または軽度低下 60～89

G3a 軽度～中等度低下 45～59

G3b 中等度～高度低下 30～44

G4 高度低下 15～29

G5
末期腎不全
（ESKD）

＜15



糖尿病性腎臓病(DKD)

• そして、もともと糖尿病を持っている患者さ

んが慢性腎臓病を発症した場合を糖尿病性腎

臓病と呼んでいます。



糖尿病性腎臓病の病理組織



糖尿病性腎臓病の自然経過



さて

• 現在、日本には糖尿病の患者さんがどれくら

いいらっしゃるのででしょうか？



「糖尿病が強く疑われる者」の割合

（平成29年国民健康・栄養調査）



糖尿病の割合

• 日本では、成人男性の18.1%（6人に1人）、成

人女性の10.5%（10人に1人）が、糖尿病かそ

の予備軍です。この割合は年齢とともに増加

して、男性では70歳以上になると25.7%（4人1

人）に達します。



糖尿病性腎臓病の発症

• 糖尿病の患者さんの中で、どれくらいの方が生涯の間に糖

尿病性腎臓病を発症するかは、正確には分かっていません。

しかし、ある調査によると、それまで腎臓が正常だった患

者さんでも1年経つと0.67%（150人に1人）の割合で腎臓病

になると報告されています。この数字は小さいように見え

ますが、日本は今、超長寿社会ですので、糖尿病患者さん

の約30%が、いずれは糖尿病性腎臓病を発症するとされて

います。



残念ながら

• 糖尿病性腎臓病の発症を予防したり、進行を

完全に抑制する薬は未だにありません。



でも

• 血糖や血圧の管理に加えて、減塩・禁煙・減量・睡眠不足の

解消・適度な運動などの生活習慣の改善を行うことで、ある

程度は合併症を抑えるられることが分かっています。

• SGLT2阻害薬など、かなり期待の持てる薬も出てきました。

• 一方で、過度な食事療法がサルコペニア（平たく言うと痩せ

過ぎ）を引き起こして有害であることも分かってきました。



「糖尿病診療ガイドライン
2016」

• これから、日本糖尿病学会が出している「今

日の糖尿病診療ガイドライン 2016」の腎合併

症の部分を見ていきます。専門用語も出てき

ますが、やはり現在の糖尿病性腎臓病診療の

基本になっていますので、知っておいて損は

ありません。



糖尿病腎症に血糖管理は有効
か？→YES.

• 早期腎症における血糖コントロールは腎症の

進行を抑制するために有効である ．

• 顕性腎症における血糖コントロールは腎症の

進行を抑制する可能性がある ．



糖尿病腎症に血圧管理は有効
か？→YES.

• 糖尿病腎症に血圧コントロールはすべての病

期で有効である．



糖尿病腎症に脂質管理は有効
か？→YES.

• 糖尿病腎症における脂質コントロールは，腎

機能の低下がない腎症の進行抑制に対して有

効である．



糖尿病腎症における血圧コントロールの第一選
択薬としてACEI・ARBは推奨されるか？→YES.

• 糖尿病腎症における血圧コントロールの第一

選択薬として，アンジオテンシン変換酵素阻

害薬(ACEI)とアンジオテンシンⅡ受容体拮抗

薬(ARB)が推奨される．



糖尿病腎症に食塩摂取制限は推
奨されるか？→YES.

• 糖尿病腎症に食塩摂取制限は推奨される ．



糖尿病腎症にたんぱく質摂取制
限は有効か？→可能性あり。

• 糖尿病腎症にたんぱく質摂取制限は有効であ

る可能性がある．



ちなみに

• 最近、エンパグリフロジン（ジャディアンス

®）やカナグリフロジン（カナグル® ）などの

SGLT2阻害薬と呼ばれる薬が使われ始めていま

すが、比較的腎保護作用が強いようです。た

だし、注意すべき副作用もあるため、濫用は

慎むべきです。



「エビデンスに基づくCKD診療
ガイドライン2018」

• 次に日本腎臓学会が題している「エビデンス

に基づくCKD診療ガイドライン2018」から一つ

だけ提示します。今までのまとめになってい

ます。



糖尿病患者に集約的治療は推奨
されるか？→YES.

• 糖尿病性腎症を含めた血管合併症の発症・進

行抑制ならびに生命予後改善のために，複数

の危険因子の集約的治療（適切な体重管理を

含む生活習慣の修正ならびに血糖・血圧・脂

質の適切な管理）は推奨される．



生活習慣の修正？

• そう言われてもねぇ。大体、具体的に何をす

ればいいの？



禁煙

まずは禁煙です。タバコは

万病のもとであり、動脈硬

化症の最大の危険因子です。

百害あって一利なしです。

一本でもダメです。喫煙し

ていると、それ以外をどう

頑張っても台無しになって

しまいます！！！



お酒は適量で

アルコールは適量な

ら腎臓に悪影響はな

いとされています。

適量の目安（1日量）

男性 30gまで

女性 20gまで



不眠症（睡眠障害）

• 不眠症は透析導入を

早めることが分かっ

ています。



～睡眠12箇条～

• １．良い睡眠で、からだもこころも健康に。

• ２．適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリを。

• ３．良い睡眠は、生活習慣病予防につながります。

• ４．睡眠による休養感は、こころの健康に重要です。

• ５．年齢や季節に応じて、ひるまの眠気で困らない程度の睡眠を。

• ６．良い睡眠のためには、環境づくりも重要です。



～睡眠12箇条～

• ７．若年世代は夜更かし避けて、体内時計のリズムを保つ。

• ８．勤労世代の疲労回復・能率アップに、毎日十分な睡眠を。

• ９．熟年世代は朝晩メリハリ、ひるまに適度な運動で良い睡眠。

• １０．眠くなってから寝床に入り、起きる時刻は遅らせない。

• １１．いつもと違う睡眠には、要注意。

• １２．眠れない、その苦しみをかかえずに、専門家に相談を。



食事療法：塩分制限（減塩）

1日塩分6g

次に、減塩です。こ

れは慢性腎臓病や生

活習慣病を発症して

いる・いないに関係

なく守ってください。



食事で摂取する塩分



主な調味料の塩分量



塩分量が多い食品

食品 単位 塩分量

カップ麺 1個(100g) 5.5g
きつねうどん 一人前 5.3g

握り寿司（醤油込み） 一人前 5.0g
天丼 一人前 4.1g
塩鮭 一切れ(40g) 3.5g

カレーライス 一人前 3.3g
梅干し １個(10g) 2.0g
ハム ３枚(60g) 2.0g
味噌汁 １杯 1.5g
たくあん ２切れ(20g) 1.5g

ポタージュ １杯 1.2g
アジの開き 小１枚(60g) 1.2g



食事療法：減塩のコツ



毎月17日は減塩の日



食事療法：適正エネルギー摂取

BMI = 体重/(身長x身長)

標準体重 = 身長 x 身長 x 22

まず自分のBMIと標準体

重を知りましょう。BMI

は左の式のように、体

重(kg)を身長(m)で２回

割ったものです。目標

は20～25です。標準体

重(kg)は身長(m)x身長

(m)x22です。



例

身長168cmで体重75kgならば、BMIは

75÷1.68÷1.68 = 26.6で、標準体重は1.68 x 

1.68 x 22 = 62.1kgとなります。



食事療法：適正エネルギー摂取

適正エネルギー量

≒ 標準体重 x 30

次に自分の適正エネ

ルギー量を知りま

しょう。多くの慢性

腎臓病患者さんで適

正エネルギー量は標

準体重に30をかけて

求められます。



例

先程の例だと、標準体重が62.1kgなので、適

正エネルギー量は

62.1 x 30 = 1863kcal

となります。



食事療法：適正エネルギー摂取

最後に、良く食べる

食品については、大

体どれくらいのエネ

ルギーが含まれるか

の感覚を身につけま

しょう。



食事療法：適正エネルギー摂取

夕食のまとめ食いをやめる。

毎食、野菜・海藻類を食べる。

間食・夜食・アルコール類の摂取を控える。

調理法を工夫する。

噛む回数を増やし、早食いをやめる。

運動習慣を身につける。



食事療法：蛋白質制限（低蛋白）

1日の摂取蛋白量は標準体

重1kgあたり0.8gが目安。



例

ですので、先程の例だと、標準体重が62.1kgな

ので、1日蛋白摂取量の目安は

62.1 x 0.8 = 49.68（約50）g

となります。



食事療法：主な食品の蛋白質量



食事療法：蛋白質制限のコツ



食事療法：治療用特殊食品



運動療法

一般に１８歳～６４歳

で１日６０分、６５歳

以上で１日４０分の運

動が推奨されています。

ですが、まずは、１日

１０分多く元気に体を

動かしてみましょう。



腎臓リハビリテーション

• 最近では、腎臓病になっても昔のように運動

を制限するのではなく、むしろなるべく定期

的に体を動かすことが推奨されています。も

ちろん無理は禁物です。このような治療法は

腎臓リハビリテーションと呼ばれています。







でも

• やっぱり難しいや。特に食事療法は面倒くさ

い。要は食べなければいいんでしょ！



いやいや

• それでは困るのです。一昔前は、腎臓病と言

えば食事制限と運動制限でした。しかし、お

年の方は、そう言われると、ともすれば食事

を摂らなくなるので、腎臓病患者の多くが栄

養不足でした。でも、それだとかえって寿命

を縮めてしまうことが分かってきました。



いきなりですが、

• 歳をとると体が弱って

くることは仕方のない

ことで、根本的には防

ぎようがありません。

このような現象は「老

衰」と呼ばれています。



健康？

• 勿論、お年を取っても元気な方はたくさんいらっしゃ

います。でも、そのような方たちでも、ちょっとした

ことがきっかけで、体が不自由になったり、寝たきり

になったり、時にはボケてしまうことがあります。こ

のようにお年の方が若い人と違うのは、病気やけがに

対する抵抗力が衰えてしまっていて、重症化したり、

治ってもなかなか元の状態に戻らないことです。



年齢別の自立度



フレイル

• 最近、このような「高齢期に生理的予備能が

低下することでストレスに対する脆弱性が亢

進し、生活機能障害・要介護状態・死亡など

の転帰に陥りやすい状態」をフレイルと呼ぶ

ようになりました。



フレイルの進行



要介護状態

• 健常な状態から要介護状態に突然移行するこ

とは、脳卒中などのケースでみられますが、

高齢者では、フレイルという中間的な段階を

経て、徐々に要介護状態に陥ると考えられて

います。



命名の理由

• なんだか、身もふたもない言い方ですが、で

も、わざわざ「フレイル」という新しい言葉

を作ったのには理由があって、たとえこのよ

うな状態になったとしても、実際にはまだま

だ健康増進や改善の見込みが十分に残されて

いるからです。



診断

• フレイルにはいくつかの診断基準があり、ま

だ統一されていません。人によって、使いや

すいものを選んでいる状況です。



日本版CHS基準（３つ以上でフレイル）

項目 評価基準

体重減少 6ヶ月で、2～3kg以上の体重減少

筋力低下 握力：男性<26kg、女性<18kg

疲労感 （ここ2週間）訳もなく疲れたような感じがする

歩行速度 歩行速度<1.0m/秒

身体活動
①軽い運動・体操をしていますか？

②定期的な運動・スポーツをしていますか？
上記の2つのいずれも「週に1回もしていない」と回答



フレイルの割合

年齢 割合

65歳～74歳 4.0%

75歳～84歳 16.2%

85歳以上 34.0%



フレイルの危険因子

• 生活習慣（偏った食事内容や運動不足）

• 身体的因子（全身の疼痛・難聴・多剤服薬・ビタ

ミンD不足など）

• 心理的因子（意欲低下・抑うつなど）

• 環境因子（配偶者のフレイルなど）

• 各種疾患（生活習慣病・心血管疾患）



フレイルの転帰（結果）

• 転倒・骨折

• 術後合併症、要介護状態

• 認知症

• 施設入所

• 死亡

• 生活習慣病（糖尿病）

• 心血管疾患などの発病、多剤服薬など



フレイルの予防・治療

• バランスの取れた良質な食事は重要です。微量栄

養素、特にビタミンDの不足には気を付けましょう。

• レジスタンス運動・バランストレーニング・機能

的トレーニングを組み合わせる多因子運動プログ

ラムが効果的です。



サルコペニア

• 腎臓病の患者さんは時と

して過剰に蛋白質を制限

してしまうために、筋肉

が大きく減ることがあり

ます。一般的に筋肉が

減った状態をサルコペニ

アと呼んでいます。



サルコペニアの診断基準



慢性腎臓病とサルコペニア

• サルコペニアの予防・改善のためには，十分

な蛋白質摂取量（1.0g/kg/日以上）が有効で

すが，しかし、これは慢性腎臓病の蛋白質制

限と矛盾します。このため，慢性腎臓病の経

過中にサルコペニアを合併した場合の食事療

法が再検討されました。



「サルコペニア・フレイルを合併し
た保存期CKDの食事療法の提言」

• そして日本腎臓学会から上記のガイドライン

が出ました。ただ、これは結論が出ていない

部分が多く、表現も分かりづらいです。



サルコペニアを合併した腎臓病の疫学と予後
は？

• 腎臓病にサルコペニアを合併する頻度は一般

人口よりも高く，腎臓病ステージの進行とと

もに増加する。

• 腎臓病にサルコペニアを合併した場合の生命

予後は，合併しない場合より不良である。



サルコペニアを合併した腎臓病の食事療法に関
する考え方，たんぱく質摂取量の上限は何か？

• サルコペニアを合併した腎臓病で，サルコペ

ニアを改善するためには，運動療法と食事療

法（十分なエネルギー摂取量と適切なたんぱ

く質摂取量）との併用が必要と考えられる。



つまり

• まだ、結論が出ているわけではありませんが、

極端な食事療法はかえって健康を害してしま

う可能性が高いようです。何事も中庸が一番

ということでしょうか。
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１. 糖尿病腎症の治療と、食事療法の目的

腎症は、末期になるまで自覚症状に現れない

治療目的は、できるだけ透析療法開始を遅らせること

末期になってからだと、治療法がより大変

初期のうちから、腎臓の負担を軽くしたほうが良い

食事のとり方を工夫して、腎臓の負担を減らしてあげる
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２. 腎症の食事療法のポイント

血糖コントロールを目的とした食事療法から
いくつかの変更点があります

たんぱく質の摂取量を守る・・・制限する

摂取エネルギー量を守る
・・・血糖コントロールに気をつけつつ、十分に確保する

塩分の摂取量を守る・・・制限する

カリウムの摂取量に気をつける

リンの摂取量に気をつける
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３. 腎症の食事療法の実際

１．たんぱく質の減らし方

たんぱく質の多いものを控える

たんぱく調整食品を使う

食品中のたんぱく質量を計算して料理する

たんぱく源の偏りをなくす

２．エネルギー量を確保する方法

炭水化物や脂質を増やす

エネルギー調整食品を使う

少糖類より多糖類を多めにする
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３. 腎症の食事療法の実際

３．塩分の減らし方

しょうゆや塩を減らす（使用量を確認して使う）

おかずにしょうゆや塩をかけない
（使いたいときは、小皿にとって量を確認する）

食塩調整食品を使う
（減塩しょうゆ、減塩みそなど）

だし、うまみで味を引き立てる

調味料の代わりに香辛料やお酢、
柑橘類の酸味を使う

焼き物は焦げめをつけて、塩は少なく

油を使って料理する
（エネルギー量確保にも良い）

料理の全体ではなく
表面に集中して味をつける

旬の新鮮なものを使って
食材本来の味を楽しむ

適温で食べる

漬物や汁物、梅干しは、なるべく少なく

麺類のスープは飲まない

インスタント食品、加工食品を減らす
（使うときには塩分量を確認する）

献立の味にめりはりをつける
（一品に集中して塩を使う）
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３. 腎症の食事療法の実際

４．カリウム、リンの減らし方

たんぱく摂取量を守ることが第一

野菜やイモは、ゆでたり水にさらす
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４. 「食品交換表」や「食品成分表」を使うと便利です

食べたもの、飲んだものの種類と量を記録する

食品交換表や食品成分表を参考にする

宅配サービスを使ってみる

通院の際に、それを医師に見せる

医師が、検査値と照らし合わせて、改善点を見つける

それにそって、栄養士や看護師からアドバイスを受ける

腎症の食事療法を実践する方法
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クイズで確認!! 今日のまとめ

第１問第１問

糖尿病の合併症の腎症が起き始めたとき
治療はどうする？

ア． 血糖コントロールに配慮しながら
腎臓をいたわる治療も行う

イ． 血糖コントロールを少し犠牲にして
腎臓をいたわる治療を優先して行う

ウ． それまでの治療から、とくに変更しない

正解
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クイズで確認!! 今日のまとめ

第２問第２問

腎症が進行してきたとき
たんぱく質の摂取量は、どうする？

ア．たんぱく質摂取量は、変えない

イ． たんぱく質摂取量は、増やす

ウ．たんぱく質摂取量は、減らす正解
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クイズで確認!! 今日のまとめ

第３問第３問

腎症がある程度進行したときの食事療法で
摂取エネルギー量は、どうする？

ア．摂取エネルギー量と腎症の進行は関係ない
ので、変更しない

イ．より厳格な血糖コントロールにするために、
摂取エネルギー量を減らす

ウ．腎臓の負担を減らすために、やせている人
では摂取エネルギー量を増やすこともある

正解
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クイズで確認!! 今日のまとめ

第４問第４問

塩分摂取量は、どうする？

ア． 塩分摂取量は、腎症が起きる前から
少ないほうが良い

イ． 塩分摂取量は、腎症が起きる前は
多いほうが良いが、腎症が起き始めたら
少ないほうが良い

ウ． 塩分摂取量は、腎症が起きる前も
起き始めたあとも、多いほうが良い

正解
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クイズで確認!! 今日のまとめ

第５問第５問

腎症がある程度進行して、必要なエネルギー量を

十分確保する必要があるために炭水化物を増やすと

食後に血糖値が高くなりやすい。それを抑えるために

食前だけでなく、食間にも、できるだけサラダや

野菜ジュースを多く食べたり飲んだりしたほうが良い。

これって正しい方法？

ア．正しい

イ． 正しくない正解



まとめ

• 最近では厚生労働省が音頭を取って「糖尿病性腎

症重症化予防プログラム」を推進しており、日本

全国で様々な取り組みが行われています。しかし、

何か魔法の薬があって、それで治るというわけで

はなく、自分の健康状態を正確に知って、できる

ことを着実に続けることが重要です。


