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本⽇の内容

•CKD対策と地域連携

•CKD普及啓発運動

•これからの腎性貧⾎治療
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（2019年現在⇨4億6300万⼈ ）



糖尿病の総患者数は
316万6,000⼈
（２０１４年 平成26年 厚労省）

「糖尿病の可能性を否定できない者」も約
1,000 万⼈と推計（平成28年厚労省国⺠健康・栄養調査）

328万9,000⼈
（２０１７年 平成29年 厚労省）

＋１２万３０００⼈／３年間
約４万⼈／年間



2017年以降
毎年4万⼈！



2019年末で
34万4640⼈



⽇本透析医学会HP 2015年末の慢性透析患者に関する基礎集計より





国の⽅針

10年以内に10％以上透析導⼊患者
数を減少させる

40000⼈/年 → 35000⼈/年

もっと早期から介⼊して
腎不全への進⾏を防がなければ！

東京慈恵会医科⼤学附属病院 松本 啓 作成
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(is study investigated di)erences between the clinical trajectories of diabetic nephropathy and nephrosclerosis using the Kidney
Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) heat map and the clinical characteristics between the two diseases at RRT
initiation. (is single-center, retrospective study enrolled $## patients whose estimated glomerular *ltration rate (eGFR) was!+%mL/min/$.,&m2 at their *rst visit and who were initiated on RRT. Fi-y consecutive patients were assigned to each of
the diabetic nephropathy and nephrosclerosis groups. All data for simultaneously measured eGFR and urinary albumin to
creatinine ratio (UACR) were collected from *rst visit to RRT initiation and were plotted on the KDIGO heat map. Diabetic
nephropathy was characterized by higher blood pressure and UACR and lower age, eGFR, and serum albumin levels compared
with nephrosclerosis at RRT initiation. (e vast majority of patients with diabetic nephropathy and eGFR < '#mL/min/$.,&m2
had concomitant macroalbuminuria, whereas for patients with nephrosclerosis, even when eGFR was <+%mL/min/$.,&m2, many
still had normoalbuminuria or microalbuminuria.(e rate of decline of eGFR was signi*cantly faster in the diabetic nephropathy
group than that in the nephrosclerosis group.(e clinical trajectories of diabetic nephropathy andnephrosclerosis di)eredmarkedly
on the KDIGO heat map.

1. Background

Chronic kidney disease (CKD) progressively increases the
risk of end-stage kidney disease (ESKD) and cardiovascular
disease in line with its severity [$].(e prevalence of ESKD is
expected to rise steeply over the next few decades, driven by
population ageing and the increasing prevalence of diabetes
and hypertension [!–+]. Although renal replacement therapy
(RRT), via dialysis or renal transplantation, is a potentially
lifesaving treatment for patients with ESKD, it is costly.

Type ! diabetes mellitus is among the leading causes of
CKD, including ESKD, in both developed and developing
countries; in various countries including the USA and Japan,
type ! diabetes mellitus accounts for nearly %#% of patients
on incident dialysis [!, &]. In theUSA in !#$!, nephrosclerosis

was the second most common primary disease a-er diabetic
nephropathy [!], and in Japan in !#$$, nephrosclerosis was
the thirdmost commonprimary disease ($!.&%) a-er diabetic
nephropathy and chronic glomerulonephritis [%]. In relation
to the aging of new dialysis patients, the percentage of
patients who had nephrosclerosis and were newly started on
dialysis continuously increased. Since about !###, the rate of
increase in the annual number of new dialysis patients with
chronic glomerulonephritis has been negative [%].(erefore,
in the future, nephrosclerosis will likely be the second most
common primary disease in Japan as well as the USA. (e
management of diabetic nephropathy and nephrosclerosis is
thus very important for helping prevent these patients from
newly requiring RRT.

Hindawi Publishing Corporation
Journal of Diabetes Research
Volume 2016, Article ID 5374746, 9 pages
http://dx.doi.org/10.1155/2016/5374746



『微量アルブミン尿検査』の結果の見方

検査結果と
対応

毎年健康診査を
受け、血糖値を下
げるなど、健康な
状態を維持する
ための生活習慣
を心がけましょう。
基礎疾患がある
方は治療を継続
しましょう

必要に応じた治療
と保健指導を受け
ましょう！

今なら腎障害の悪
化を止めることが
できます。

早急に治療が必要
です！

適切な治療を受け
れば腎障害の悪化
のスピードを緩め
ることができます

腎機能は
正常です

軽～中等度
腎機能障害

高度
腎機能障害

尿中アルブミン
（mg/gCr)

30未満 30～299 300以上
正常アルブミン尿 微量アルブミン尿 顕性アルブミン尿

あなたの尿中アルブミン値 ｍｇ/ｇCr

必ず腎臓の専門医療機関の
受診が必要です

9糖尿病性腎症などを早期に発見するために、腎臓の専門医療機関受診
を強くお勧めします

9今回の検査結果によるその後の精密検査・治療は、保険診療扱いとな
ります（自己負担あり）

腎機能悪化を防止するため、港区は『糖尿病性腎症重症化予防事業』を
始めました。
専属のパートナーがあなたの腎機能悪化を防止するためサポートします。
必要な治療に合わせて、保健指導を受けてください。

（保健指導は港区が委託する事業者が医療機関と連携して実施します）

『糖尿病性腎症』以外の診断の方は、医師の指示に従い、治療等を行ってください

糖尿病性腎症の診断をされた方へ

専門医療機関で精密検査を実施します

『専門医療機関の受診が必要です』 の方へ

採尿・採血の再検査／腎臓エコー検査又はCT／畜尿検査 など

STEP2

STEP3

STEP4

STEP1

□山王病院

□虎の門病院

□東京慈恵会医科大学附属病院

□国際医療福祉大学三田病院

□東京都済生会中央病院

□北里大学北里研究所病院

□JCHO 東京高輪病院

腎臓の専門医療機関

医療機関から患者様用





令和2年度の港区国⺠健康保険特定健康診査を受診した⽅で、
⾎糖検査のHｂA1c値が6.5％以上
かつ
尿蛋⽩マイナス（－）またはプラスマイナス（±）の⽅

令和3年４⽉1⽇現在、港区国⺠健康保険に加⼊しており、受
診⽇まで引き続き加⼊している⽅

対象







東京慈恵会医科⼤学附属病院 松本 啓 作成

港区では、保健所と医師会（開業医）と基幹病院
がチームを組んで微量アルブミン尿健診を⾏い、
糖尿病性腎臓病の早期発⾒、早期介⼊を⽬指して
いる

地域連携の重要性

CKD対策と地域連携 ポイント①



糖尿病腎不全患者の
治療はどうするか？

ガイドラインを参考に

東京慈恵会医科⼤学附属病院 松本 啓 作成



腎不全患者の糖尿病治療

スルホニル尿素薬

ビグアナイド

チアゾリジン薬

DPP-4阻害薬
速効型インスリン分泌促進薬

α-グルコシダーゼ阻害薬

インスリン

GLP-1作動薬

SGLT-2阻害薬
東京慈恵会医科⼤学附属病院 松本 啓 作成

GLP-1作動薬



ADA2022

アルブミン尿がなくとも、CKDであれば心血管リスクを低減させるために
SGLT2阻害薬またはGLP-1アナログを投与することを推奨

American Diabetes Association :Diabetes Care. 2022;45(Suppl 1):S125-43.



eGFR45未満の糖尿病腎不全患者には
何を使うべき？

東京慈恵会医科⼤学附属病院 松本 啓 作成



KDIGO 2020 Clinical Practice Guideline for Diabetes 
Management in Chronic Kidney Disease 
Kidney International (2020) 98, S1‒S115 



⽣活習慣対策
⾝体活動

栄養
体重減少

第⼀
選択薬

減量 中⽌ 中⽌ 中⽌開始しない

患者さんの希望、合併症、eGFR、
コストを考慮して決定。

eGFRが30未満の患者、または透
析を受けている患者を含む。

⾎糖コントロールに必要な追加薬剤

GLP-1 RA（推奨）

KDIGO 2020 Clinical Prac1ce Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease Kidney International (2020) 98, S1‒S115 より引⽤改変

糖尿病腎不全患者の⾎糖降下薬の治療アルゴリズム



CKDの重症度
微⼩⾎管障害

併存疾患
平均余命

低⾎糖の⾃覚症状
低⾎糖症管理のためのリソース

低⾎糖を引き起こす治療法の傾向

KDIGO 2020 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management 
in Chronic Kidney Disease 
Kidney International (2020) 98, S1‒S115 より引⽤改変

HbA1cの個別⽬標値の決定を導く要因



KDIGO 2020 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease 
Kidney International (2020) 98, S1‒S115 

腎臓・⼼臓のリスクファクターの管理



⼗分な情報を得られず、最適な
コントロールができない患者

最適なコントロールで患者
さんをサポート登録

リスク
アセスメント

リスクの
階層化

コーディネートされたケアコーディネートされていないケア

⾒直し

リスク因⼦
の調整

伝達
強化
再現

①⾎糖、⾎圧、脂質の管理
②臓器保護効果のある薬の使⽤

（RASi,SGLT2i,GLP1RA,statins）
③セルフケアのための継続的

なサポート

KDIGO 2020 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease Kidney International (2020) 98, S1‒S115 より引⽤改変

「SGLT2阻害剤は糖尿病治療におけ
る⼼不全予防や腎イベントに対する
効能・効果は有しておりません。」

②臓器保護効果のある薬の使⽤
（RASi,SGLT2i,GLP1RA,statins）

医師や⾮医師を含むチームを形成して、
リスクの層別化、ニーズの特定、⽬標と治療戦略の個別化のための

構造的なケアを提供する



東京慈恵会医科⼤学附属病院 松本 啓 作成

腎臓の国際ガイドライン機構でも

医師や非医師（看護師、薬剤師、管理栄養士、、、）を含むチームを形成し

て、リスクの層別化、ニーズの特定、目標と治療戦略の個別化のための構

造的なケアを提供することが推奨されている

多職種連携の重要性

CKD対策と地域連携：連携ポイント②



本⽇の内容

•糖尿病腎不全患者の治療とチームケア

•CKD普及啓発運動

•これからの腎性貧⾎治療

Kei Matsumoto M.D.











新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 感染者数

東京慈恵会医科⼤学 松本啓 作成



・当科主催、港区共催、みなとCKD連携の会後援

・CKDを⾎管疾患の１種ととらえ、⾼⾎圧症、減塩教室、からだ
チェック（⾝体計測、⾎圧、尿検査、AGE、ロコモチェック、⾎管年
齢、⾻密度）等、広く⽣活習慣病や健康⻑寿に貢献できる体験型のイ
ベント。厚労省⾕⼝先⽣にもご講演頂きました。

・⾏政、MR、療養指導⼠を含むメディカルスタッフ、みなとCKD連携
の会への啓発効果

・医局員への啓発効果（当科医師を中⼼に、4年⽬医師が実務を担当）

・厚労省研究伊藤班（分担 南学先⽣）の研究として、QRコードを印
刷したポケットティッシュ、ポスター、特設HP、港区広報等の普及資
材の効果検証を予定。

・全講演スライドHPで公開済み。

世界腎臓デー啓発イベント開催（2022年3月9日～10日）

東京慈恵会医科⼤学 福井・松本 作成



東京慈恵会医科⼤学 松本啓・向⽥凪沙作成



会場レイアウト 全体

東京慈恵会医科⼤学 松本啓・向⽥凪沙作成



会場レイアウト

講演会

総合受付
東京慈恵会医科⼤学 松本啓・向⽥凪沙作成

そらまめくん
も来たよ！



会場レイアウト

からだチェックコーナー
減塩料理教室

東京慈恵会医科⼤学 松本啓・向⽥凪沙作成



⽥町駅前での屋外広報活動

東京慈恵会医科⼤学 松本啓・向⽥凪沙作成



コンテンツ詳細 事前広報
ホームページ作成

ポスター掲⽰

チラシ・ティッシュ配布

SNS

https://wkd.jikei-kidneyht.jp/2022/

港区街の掲⽰板70箇所、院内掲⽰

広報みなと掲載 2022年2⽉1⽇付 広報みなと

事前の路上配布、ポスティング、
みなとスポーツセンターなど

Instagram

2100access突破！

東京慈恵会医科⼤学 松本啓・向⽥凪沙作成



コンテンツ詳細 講演会

東京慈恵会医科⼤学 松本啓・向⽥凪沙作成



コンテンツ詳細 減塩教室

15:40-、16:45-で減塩ボロネーゼの実演

その他の時間は
栄養相談、減塩レシピ配布、味噌汁塩分チェック



コンテンツ詳細 からだチェックコーナー

J I K E I  

ストレス度

尿検査

骨密度

血管年齢

ロコモーティブシンドローム

W K D 2 0 2 2
からだチェックシート

塩分・血圧

AGE

家で血圧測定
してますか？

はい

いいえ

塩分チェクシート点数

血圧

点

mmHg

YAM %1 片/両脚 cm

 ロコモ度

2

3

2歩幅 2ステップ値

点

年齢 性別

身長 体重
筋肉量

潜血

尿蛋白

尿糖

cm kg

歳

歳

点

AGEsスコア

a.u.

評価  

歳骨年齢

BMI

基礎代謝
体脂肪率 %

kcal

kg

%

体水分率

東京慈恵会医科⼤学 松本啓・向⽥凪沙作成



東京慈恵会医科⼤学附属病院 松本 啓 作成

今回、当科にて開催したJIKEI World Kidney Dayはある程度の成功を収めた

今後、みなとCKD連携の強い力にバックアップいただいて、

さらに有意義な普及啓発運動につなげていきたい。

CKD普及啓発運動：連携ポイント



本⽇の内容

•糖尿病腎不全患者の治療とチームケア

•CKD普及啓発運動

•これからの腎性貧⾎治療

Kei Matsumoto M.D.



腎性貧⾎はどのタイミングで起こる？

GFR 60未満となると優位にHbの低下を来す
→腎性貧⾎はGFR 60未満でおこしやすい！
→GFR 60未満であるCKDG3a〜G5では定期的に貧⾎の有無と程度をチェックすることが推奨されている。

Arch Intern Med 2002;162:1401-1408



みなとCKD連携
ESA・HIF 継続フローチャート

ESA投与の問題

・細かい調整が⾯倒

・冷所保存でスペース確保が必要

・コストやデッドストックの問題



ESA製剤の副作⽤
⾼いエビデンスレベルの⽂献で証明されている副作⽤

① ⾼⾎圧症
• 3〜7％で⾎圧上昇するといわれている。→適切に降圧薬を使⽤したり、DW調整を⾏うことで対応

② ⾎栓塞栓症
• Hb値の上昇がバスキュラーアクセス閉塞のリスクとなること、死亡やMI発症リスクにつながると
の報告あり

③ ⾚芽球癆（PRCA）
• ESA製剤投与による抗EPO抗体形成に伴う続発性PRCAが1990年代に発症しており、厳重な監視が
必要

• その他ESA治療が関連すると考えられる副作⽤
④体外循環回路内残⾎量の増加や抗凝固薬必要性の増加
⑤固形癌の発症・進展 東京慈恵会医科⼤学 松本 啓 作成



HIF-PH阻害薬



HIF-PH 阻害薬

HAASE VH. Hemodial Int. 2017 Jun; 21(Suppl 1): S110–S124.





HIF-PH阻害薬 ESA製剤との違い

• 従来のESA製剤 → 外因性にEPOを補充

• HIF ‒ PH阻害薬 → HIF経路活性化を介して
①内因性EPO産⽣の増加
②鉄利⽤の亢進

a  造⾎促進に伴うペプシジン産⽣抑制による鉄の放出促進
b  HIF経路活性化に特徴的な鉄の吸収促進

東京慈恵会医科⼤学 松本 啓 作成





EPO製剤とHIF‒PH阻害薬の⽐較（私⾒）
コンセプト・薬価 投与経路 ⻑所 短所

ESA製剤 EPOの補充 ⽪下注射・
静脈内注射

種々の製品

HDだと回路から静注でき
る

悪性腫瘍に
注意

EPO抗体・
ESA抵抗性

HIF‒PH
阻害薬

内因性EPO産⽣を活
性化

経⼝内服 鉄利⽤効率化・炎症があっ
ても利⽤できる可能性

内服薬（⻑期投与できれば
来院頻度減らせる）

⾎栓症・
悪性腫瘍・
網膜症に注
意

PKD？

東京慈恵会医科⼤学 松本 啓 作成



東京慈恵会医科⼤学附属病院 松本 啓 作成

腎性貧血治療に内服投与可能なHIF-PH阻害薬が使用可能となった。

内服で管理が可能であるため、臨床での大きな活用が期待される。

基幹病院で精査・HIF–PH阻害薬を導入し、

かかりつけ医で管理する、という腎性貧血治療も可能となる。

これからの腎性貧⾎治療：連携ポイント


