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31．「健康相談」

はじめに

健康相談にとって必要なことは、少子高齢
社会にふさわしい生き方を見据え、あらため
て、従来の健康でいたいという願望が、「死ぬ
まで健康でいたい」から、「様々な疾病を抱え
ながらも生活を豊かに生きること」に変化し
たことの理解である。
多疾患を持つ人口の増大は、1970年代以
後、人口構造に明らかに変動をもたらした。
しかしながら、医療システムはキュア中心の
仕組みが稼働し、地域医療システムは需要と
供給のバランスが崩れようとしている。キュ
アからケアへの継続性のある医療システムの
構築が求められる中で、その基本概念である
健康について、新しい健康概念が必要となる。

例えば、がん患者の健康について、医療シ
ステムを中心として考えると、がんの治療病
院の必要論が出てくるが、それは従来のヘル
スケアシステムの延長線上にしかすぎない。
患者から見ると、がんという病気と共存し、
働きながら過ごしている方がほとんどで、病
院に入院している方は、ほんの一部である。
がんの宣告を受けた時からがんの病気になっ
た人になり、健康な人と区別されることにな
る。認知症も同様で、健康と病気の二分法が
生活の継続性を妨げている。
医師は、長年にわたり、生命と健康のため
に病気と闘ってきた。身体の力が優位である
時には隠されていた精神的な力が、身体的な
健康を害した時に発揮できてこそ、またその
ように考える力こそが、生活を主体とし、生
活を支援する健康相談と言える。精神的要因
は、身体的・認知能力が低下する高齢者にお
いて、継続する自己の実現は、終わりとして
ではなく、自己の存在の完成として、死の受
容までも含まれる。生活の場所との継続性
が、多疾患を持った人の生活を守ることであ
り、この問題を解決することが新しい健康概
念に問われている。

（図表1）人口問題は、少子高齢化の中で語
られてきた。しかしながら、この人口遷移論
は、従来の人口図表と違い、現在がすでに、
人口遷移の中にあることを示している。私た
ちの意識が少子高齢化の一言で片付けられ、
深刻さを失わせている。
50歳以上が50％を占める世界は21世紀型
の安定社会と言えるが、今までの価値観が根

人口遷移論 50歳で分割 240年間推移 

生産生殖人口 

生産生殖人口 
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底から変化する。医療の対象者の多くは高齢
者であり、また高齢者が現状の分析からの延
長線上として統計に表れる要介護、要医療状
態では成り立たない世界が到来することは確
実である。その意味でも、予防および慢性疾
患の重度化防止は必要不可欠な課題であり、
医療者のみではなく、国民全体の総意になら
なければならない。また、そのように国民の
価値観を変えなければ成立しない社会でもあ
り、健康概念も同様である。
（図表2）健康の状態は、疾病と異なり日常
状態であるために意識されにくい。また、そ
の意義は、その土地の文化、性別、年齢、そ
れぞれの人の価値観が反映し、個別性がある
ので普遍的な定義は難しい。従来、日本で専
門家が語ってきた公衆衛生的健康と、一般人
の語る健康もまた捉えにくい。私たちが健康
定義としているものは、 世界保健機関
（WHO）の健康定義である。しかし、未来の
超高齢社会においては、今までのWHOの定
義では捉えられなくなった。なぜなら、若い
人を前提とした概念は使えなくなったからで
ある。高齢者は、多くの疾病や障害を持ち、
最後は死にいたる。健康とは、死にいたると
ころすべての過程に当てはめねばならない。
（図表3）日本における「健康」の語源を調
べてみると、1830年代から緒方洪庵らの貢
献により、江戸末期に医療界で生理学概念と
して使用が増え、福沢諭吉らにより宣伝さ
れ、『西洋事情』の中でも広められることに
なった。その概念は、小学校教育や体操、軍
事教練を通して国民の間に普及し、近代以降
に持ち込まれたけれども、それ以前は、達者、
元気、養生、健やか、丈夫などが使われてい
た。
（図表4）各国の健康の語源は、それぞれ違
いを見せているが、語源は共通の概念に行き
着くようである。ラテン系やゲルマン系は、
安全、完全を意味する言葉を使用し、アング
ロサクソン系もまた、全体、完全、無傷を意
味する言葉を使用している。

印欧語源 
Salute ラテン系 
印欧語源：swen-to-健康的な、強いという意を表す。
（soundなど） 
Gesundheit ゲルマン系 
印欧語源：sol-「すべての」「全体の」意を表す。
Sol@-とも表記。solidの由来として、固体。safe,save
などの由来として、すべての、安全な、健康な 
Health アングロサクソン系 
印欧語源：Kailo-「全体の」「完全な」「傷のない」を
表す。または、良い兆しの意。 
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図表4

日本における健康の語源 
 
日本において18世紀の終わりオランダ語の訳語とし
て中国の古典『健体康心』からの造語。 
 
1830年代 生理学概念としての健康の使用例が増え 
       る。緒方洪庵が貢献 
1850年代 医学書のなかで健康が支配的になる。 
1870年代 啓蒙書で類語と一緒に使用されはじめる。 
1890年代 一般的に広く知られる語となる。 
       福沢諭吉が貢献 
 
それ以前は達者、元気、養生、健やか、丈夫 
 
 『健康相談』 新田國夫資料 
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図表3

「健康」定義の課題 
1.健康の状態は疾病と異なり日常状態なので意識されにくい。 
 （失ってはじめてわかる） 
2.健康の意義は人の価値観が反映するので普遍的な定 
 義は難しい。 
 （文化、性別、年齢、人によって違う） 
3.健康の言葉はHealth西洋からの輸入語で、従来の日本の 
 一般人の健康はとらえにくい。 
 （近代の専門家と固有の日本人の一般の考えは異なる） 
4.現在私たちが健康定義としているものはWHO（国際定義） 
5.人口の高齢化により若人を前提とした概念は使えない。 
6.高齢者は多くの疾病、傷害を持ち、最後は死にいたる。 
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51．「健康相談」

（図表5）そして、欧米人を対象とした研究
を分析すると、健康のモデルは2つの類型に
行き着く。第1は悪い要因がないこと、第2に
良い要因がより多く、バランスが取れている
とされている。このような背景の中で、環境
に適応する能力が保持されている状態をさ
す。第1を判断するのは、その社会的役割か
ら医療者である。
一般の方の健康観について、高齢者を対象
としたアンケートでは、「生活ができる」
76％、「バランスが取れている」、「悪いとこ
ろがない」とされた。
（図表6）WHOは、戦後の1946年に「健
康とは、病気でないとか、弱っていないとい
うことではなく、肉体的にも、精神的にも、
そして社会的にも、すべてが満たされた状態
にあること。」と定義し、この健康概念は戦後
の健康感を支配してきた。この定義の背景に
は、人権概念の問題が存在しているとされて
いる。健康権は、人種、性別、言語、または
宗教による差別なく、すべての人に与えられ
た基本的人権の概念が存在している。そし
て、この文章は1947年の日本国憲法の生存
権につながっている。その後、1978年のアル
マ・アタ宣言、1986年のオタワ憲章、1999
年にspiritualの概念の追加が考えられたが、
イスラムの問題もあり定義への追加は認めら
れなかった。
（図表7）1946年の概念は「現実的にあり
えない状態」、「測ること不可能」、「改善への
手掛かりがない」との意見があり、1978年の
アルマ・アタ宣言において「2000年までにす
べての人に健康を」の提言がなされ、1986年
のオタワ憲章で新しい健康概念としてヘルス
プロモーションが提示された。

WHO 
1946年概念の批判は「目標か標準か不明」 
 
「現実的にありえない状態」「測ること不可能」「改善へ
の手掛かりがない」というものであった。その意味で
1970年代から提案され始め1986年にWHOの主要政
策と位置付けられた健康増進の提案が1946年の定義
への強力な批判となっている。1978年アルマ・アタ宣
言において「2000年までにすべての人に健康を」
（health of all by 2000）の提案がなされ、1986年のオタ
ワ憲章で新しい健康概念としてヘルスプロモーション
が提示された。 
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図表7

ＷＨＯの歴史 
Health is a state of complete physical, mental and social well –being and not merely the absence of 
disease or infirmity 
健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、
すべてが満たされた状態にあることをいいます。（WHO1946年） 
この定義の背景には人権概念の問題が存在している。 
The right to health is one of the fundamental rights to which every human being,  
Without distinction of race, sex, language or religion, is entitled. 
健康権は、人種、性別、言語または宗教による差別なく、すべての人々に与えられた基本的人権のひとつ 
である。 
この文章は1941年の大西洋憲章、1942年のビバレッジ報告の内容を受けたものであり、1948年の世界 
人権宣言、1947年の日本国憲法の生存権につながるものである。 
 
1978 アルマ・アタ宣言（2000年までにすべての人に健康を） 
    （プライマリ・ケア重視、すべての人に健康を）  
1986 オタワ憲章（ヘルスプロモーション） 
    （健康増進、健康都市） 
1999 定義見直しならず 
    （動的、霊的追加認められず） 
2000 医療保険システム活動評価 
    （各国医療保険システムを評価しベンチマークする） 

『健康相談』 新田國夫資料 
6 

図表6

一般人健康観の分析 
【語源分析】 
・ラテン系、ゲルマン系、
アングロサクソン系、共
に共通した印欧語根。 
・安全や完全を意味す
るsolo,kailoに由来。 

【フィールド調査】 
過去の4つの研究から共
通の３点を抽出。 
「負の状態がない」 
「状態のバランスが良い」 
「環境に適応している」 

①悪い要因がない 
 
②バランスがとれている 
 
③環境に適応できる 

健康のモデル 
（アーキタイプ） 

高齢者名古屋アンケート 
生活ができる76％ 
バランスが取れている17％ 
悪いところがない7％ 
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（図表8）アルマ・アタ宣言の内容である。
「2000年までにすべての人に健康を」と明
確に位置づけられた。
（図表9）オタワ憲章によるヘルスプロモー
ションとは、人々が自らの健康をさらにうま
くコントロールし、改善していけるようにな
るプロセスである。身体的、精神的、社会的
に健全な状態に到達するには、個々人や、集
団が、望みを明確にし、それを実現し、ニー
ズを満たし、環境を変え、それにうまく対処
していくことができなければならない。した
がって、健康とは、毎日の生活のための資源
と見なされるものであって、人生の目的とは
思えない。健康とは、身体的能力だけでなく、
社会的・個人的な面での資源という点を重視
した前向きな考え方である。それゆえに、ヘ
ルスプロモーションとは、ただ保健医療部門
にゆだねられる責務というよりは、健康なラ
イフスタイルをさらに超えて、幸福にまで及
ぶものである。
（図表10）ヘルスプロモーションの中で健
康のための前提条件と資源とは、平和、住居、
教育、食物、収入、安定した生態系、持続可
能な生存のための資源、社会的公正と公平性
であり、健康の改善には、これらの基礎的な
前提条件の基盤の確立を必要としている。

健康のための前提条件 
健康のための基本的な条件と資源とは： 
・平和 
・住居 
・教育 
・食物 
・収入 
・安定した生態系 
・持続可能な生存のための資源 
・社会的公正と公平性 
 

健康の改善には、これらの基礎的な前提条件の基盤
の確立が必要である。 
 
 

ヘルスプロモーションのためのオタワ憲章より 10 

図表10

ヘルスプロモーションのためのオタワ憲章 
第１回ヘルスプロモーション国際会議（1986年11月） 

ヘルスプロモーション 
ヘルスプロモーションとは、人々が自らの健康をさらにうまくコントロー 
ルし、改善していけるようになるプロセスである。身体的、精神的、社会 
的に健全な状態に到達するには、個々人や集団が、望みを明確にし、 
それを実現し、ニーズを満たし、環境を変え、それにうまく対処してい 
くことができなければならない。 
したがって、健康とは、毎日の生活のための資源と見なされるもので 
あって、人生の目的とは思えない。健康とは、身体的能力だけでなく、 
社会的・個人的な面での資源という点を重視した前向きな考え方であ 
る。それゆえに、ヘルスプロモーションとは、ただ保健医療部門にゆだ 
ねられる責務というよりは、健康なライフスタイルをさらに超えて、幸福 
（ウェルビーイング）にまで及ぶものでる。 

（健康と目的と状態の2つの概念に分けた） 

ヘルスプロモーションのためのオタワ憲章より 

図表9

アルマ・アタ宣言 
（Alma-Ata,1978年9月12日） 

プライマリーヘルスケアとは、科学的有効で社会的に受容
され得る、実用的な手段と技術に立脚する、必要不可欠な
健康システムである。これは自助と自決の精神に則り、地
域社会または国家が、開発の程度に応じ、負担可能な費
用の範囲内で、地域社会の個人や家族の単位による円満
な参加を得て実施されるものである。国家の保健システム
の枠内で、プライマリーヘルスケアは中心的機能を果たし、
最大の課題であって、地域社会の総合的社会開発との間
に必要不可欠な部分となっている。プライマリーヘルスケ
アは人々が生活し労働する場所に、なるべく近接してヘル
スケアを提供し、国家保健システムと個人、家族、地域住
民とが最初に交わる段階であって、継続的なヘルスケア
の過程の第一段階と位置付けられる。 

（2000年までにすべての人に健康を） 
『健康相談』 新田國夫資料 
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71．「健康相談」

（図表11）そこでの3つの提言は、健康とは
社会的、経済的、個人的な主要な資源であり、
生活の質の重要な側面である。
（図表15）学生の話であるが、以前までは、
いかに長く生きるか、平均寿命を延ばすこと
を目標にしてきたが、これからは生活の質を
重視し、長くなった寿命を「心身に、特に
“心”に障害のない期間」として、健康で自立
していくことを目指す。さらには、高齢者が
健康である為に、家族が健康でなければなら
ない。支える家族の健康も大事であると表現
しているのは、人が健康について時代を意識
することなく考えていることであろう。
（図表11）さらに、より重要なことはヘル
スプロモーションは政府、保健部門、他の社
会・経済部門、NGO、ボランティア団体、
地方自治体などのすべての関係機関によって
調整された活動が要求された。すべての階層
の人々が個人、家族、コミュニティとして皆
関係している。
現在、地域包括ケアが問われているが、健
康を高齢社会のなかで捉えるならば、人の考
えは時代が変化してもそれほど変わることが
ないことを教えてくれる。現代が、このよう
にして考えられた要件のすべてを満たしてい
ないのは残念なことである。
3つの提言の中で、「健康とは、社会的、経
済的、個人的な発展のための主要な資源であ
り、生活の質の重要な側面である。」「健康格
差を減らし、すべての人々が健康の面での潜
在能力を発揮するように、支援的な環境の確
保や、情報へのアクセスを確保する。」「すべ
ての階層の人々が個人、家族、コミュニティ
として皆関係している。」と、提言している。
（図表13）未来に向けた動きでは、「健康は
人々が学び、働き、遊び、愛し合う毎日の生
活の場の中で、人々によって創造され、実現
される。健康は、自分自身や他人をケアする
ことで創造され、自らの生活環境について意
志決定できたりコントロールできたりするこ
とで創造され、また、社会がその構成員すべ
ての健康を達成できるような状況を自ら作り
出すことを保証することによって創造され

未来に向けた動き 

 健康は、人々が学び、働き、遊び、愛し合う毎日の生
活の場の中で、人々によって創造され、実現される。
健康は、自分自身や他人をケアすることで創造され、
自らの生活環境について意志決定できたりコントロー
ルできたりすることで創造され、また、社会がその構成
員すべての健康を達成できるような状況を自ら作り出
すことを保証することによって創造される。 
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図表13

3つの提言 
 
唱道・支援する（advocate） 
 健康とは、社会的・経済的・個人的な発展のための主要な資源であり、生活の質の重 
要な側面である。政治的・社会的・文化的・環境的・行動的・生物的要因は、健康を確実 
に促進するものになりうるし、有害なものにもなりうる。ヘルスプロモーションは、健康の 
ためのアドボカシーによって、これらの条件を好適なものにしていくことを目指している。 
力を与え、可能にする（enable） 
 ヘルスプロモーションは、 健康上の公正さの実現に焦点を当てている。ヘルスプロ 
モーションの活動は、現状の健康格差を減らし、すべての人々が健康の面での潜在能 
力を十分発揮できるようになるための機会や資源を等しく確保することを目指している。 
これには、支援的な環境の確保や、情報へのアクセス、健康的選択を行うためのライフ 
スキルや機会の確保が含まれる。人々は、自らの健康を規定するそれらの要因をコント 
ロールできなければ、自らの健康面での潜在能力を十分に発揮することはできない。 
このことは、女性にも男性にも等しく当てはまるに違いない。 
調整・調停する（mediate） 
 健康の前提条件や展望は、保健医療機関のみでは確保され得ない。より重要なことは、 
ヘルスプロモーションには、政府、保健部門、他の社会・経済部門、NGO、ボランティア団体、 
地方自治体、産業、メディアなどのすべての関係機関によって調整された活動が要求される 
ということである。すべての階層の人々が、個人、家族、コミュニティとして皆関係している。 
専門家や社会団体や保健医療従事者には、健康の追究のために、社会の中での異なった 
利害関係を調整・調停する重要な責務がある。 
ヘルスプロモーションの戦略と活動計画は、地域のニーズに合わせ、異なった社会・文化・経 
済システムを考慮に入れ、各国や各地域の可能性にうまく適合されたものであるべきである。 
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図表11

5つの活動領域 
• 保健政策の制定 - 健康づくり政策は、法律制定、財政措置、課税、組織の

改変からなる多様で相補的なアプローチを一本化します。健康づくり政策
のために、非保健部門が保健政策を採択する際の障害を確認し、またそ
の障害を取り除く方法を開発しましょう。 

• 支援環境の整備 - 健康づくり戦略の視点から、自然で魅力的な環境の保
護と天然資源の保全に取り組みましょう。勤労、余暇、生活環境は、人々
の健康の源です。 

• 地域活動の強化 - 地域の発展は、人的物質的資源を通じて自立と社会的
支援を充実させ、住民参加を推進し、保健課題にとりくむ柔軟な制度の整
備につなげましょう。これには、資金的支援と保健情報への、徹底的かつ
連続的なアクセスが必要です。 

• 情報スキルと教育スキルを介した個人スキルの開発 - 人々が（生涯を通じ
て）そのすべてのステージの準備をできるようにし、また、慢性疾患や外傷
への心配を緩和することが、重要です。これを学校、家庭、勤労、地域の現
場において促進しましょう。 

• 疾病の予防と健康づくりのための医療の再設定 - 保健部門は、臨床的治
療的業務を果たす責任から離れ、健康づくりへ向かいましょう。医療の再
設定には、医師の教育と訓練を転換し、ヘルスリサーチに注目することが
必要です。 
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る。」とした。
（図表14）オタワ憲章後、健康増進概念は
明確化した。健康状態と目的に分けること
で、健康への介入が可能となった。この提案
の背景には、疾病構造の変化があり、1970年
代に感染症から慢性疾患へ変化した結果、完
治を前提とした健康観の有効性が疑われるこ
とになった。それを受けてカナダでラロンド
報告が出され、オタワ憲章後もこの報告書を
理論的前提としている。
（図表16）長谷川敏彦氏は、総括の中で健
康の原類型を3つに分類し、アンケートで確
認した結果、「生活ができる」が多いとし、疾
病構造の変化の中で、健康増進の概念が画期
的であるとした。

分析総括 

1. 健康概念は、語源的には「完全」や「全体」を示す。 
2. 日本には江戸時代に輸入され明治時代に広まる。 
3. 健康の原類型を3つに分類し、アンケートで確認 
  した結果、「生活ができる」が最も多かった。 
4. 戦後の健康概念は1946年のWHOの憲章が大き 
  な影響力を持ってきたが、WHO内外で批判され 
  疾病構造の変化や医療技術の進歩とともに健康 
  の定義は刷新されてきた。特に「健康増進」の概 
  念が画期的である。 
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オタワ憲章後 
• 健康増進概念の明確化 
• 健康概念を再考し、目標と状態を分離、介入に力を入れた。 
• 介入は本人のエンパワーメント、「環境」の重層的多様な取り組

みを提唱 
• 具体的提言（3つの基本戦略、5つの活動領域）保健医療をこえ

た分野、ヘルシーシティ、ヘルシースクールetc 
• ICF（2001）に影響を与え疾病分野においても障害分類において

も環境/ 
  場の関係を重視 
• マーモット2003「健康の決定要因」に影響 
  マーモットによる長い社会格差研究にも影響し、WHOのソリッド 
  ファクツ（根拠ある事実）の考えの基となる。 
• つづく健康づくり国際会議 
2回アデレード勧告（1988）、3回スンジバル声明（1991）、4回ジャカルタ宣言（1997）5
回メキシコ声明（2000）、6回バンコク憲章（2005）、7回ナイロビ宣言（2009）、8回ヘ
ルシンキ（2013） 
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高齢者の健康を考える ～学生の発表例～

日本大学歯学部摂食機能療法学講座演習

高齢者の健康を考える ～学生の発表例～ 
 
以前までは，いかに長く生きるか，平均寿命を延ばすことを目
標にしてきましたが，これからは生活の質を重視し，長くなっ
た寿命を「心身に，特に“心”に障害のない期間」として，健康
で自立していくことを目指していくべきだと思います． 
 
高齢者が健康であるために，家族が健康でなければならない． 
支える家族の健康も大事 
 
本人の好き嫌いを考慮した上での，機能的裏付けであるべき
だと思います．精神機能の活性化，家族への援助を柱に展開
していこう． 
 
           日本大学歯学部摂食機能療法学講座演習   
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91．「健康相談」

（図表17）長谷川敏彦氏は、生存転換によ
る近代の終焉像を図式化している。その中心
は人口転換であり、その結果として人生転換
も行われる。この構図が基礎になり、家族の
形態のあり方が変化し家族転換がある。大家
族、核家族から単独独居への転換であり、現
在の高齢世帯や単独独居である。日本の国
も、拡大から縮小に変わらざるを得ない。経
済も、第2次産業から第3次産業へ形を変えて
いる。列島は拡大から縮小へ歩まざるを得な
くなり、そして医療は高齢時代を迎え、治す
医療から生活を支える医療へ変化する。
（図表18）年齢と疾病と人間観を50歳で分
けて、医療の目的を理想に戻すことから、老
人の生き方を支援する世界に分けている。50
歳論が正しいかどうかは異論があるところで
あるが、基本的視点は同じである。50歳まで
の人生において、医療の目的は理想に戻すこ
とであったが、その後は、医療の目的が高齢
者の生き方、生活を支援することに変わる。
（図表19）19世紀以前と19～20世紀、そし
て21世紀以後に分けると、19～20世紀の健
康観は「疾病がない」ことを目標にするとこ
ろから、21世紀になると「よりよき人生・
死」を健康観に組み入れることが重要にな
る。そのために死亡率、罹患率の定量的な要
素から、個別性の健康観が求められる。目的
は、国民国家から自己実現となり、そのため
には地域ネットワークが求められる。

生存転換による近代の終焉 
６つの転換 列島転換 

人生転換 

人口転換 

医療転換 

経済転換 家族転換 １９世紀型から２１世紀型へ 

拡大から縮小へ 

核家族から単独独居へ 第2次産業から第3次産業へ 

治すから支える医療へ 

第2から第3の人生へ 
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19世紀以前 

 
19世紀－20世紀 21世紀－ 

Goal 
（目的） 

神との合一 
（自然との調和） 

国民国家 
（第二人生活用） 

自己実現 
（第二トラック） 

Health 
（健康） 

バランスが 
とれている 疾病がない QOL、QOD 

（よりよき人生・死） 

Standard 
（指標） 訂正的 定量的 

（死亡率、罹患率） 
定量、定性 
個別性 

Model 
（モデル） 体液説 機械論 

還元主義 ネットワーク 

Intervention 
（介入） 

ﾎﾒｵﾊﾟｼｲ 
（瀉血） 

アロパシイ 
（薬・手術） 

ケイパビリティ 
ソシアルキャピタル 
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（図表20）人生を「生き生き元気期」、「ケ
アサイクル期」、そして「周死期」に分けてい
る。いきいき元気期に、多くは退職年齢に達
し、ADL機能は社会的役割の終了と同時に
低下傾向を示す。この時期の生き方が、次の
ケアサイクル期をいかに防ぐかになるため、
目的を自己完結型のために孤立するのではな
く、地域活動など、虚弱への防御が必要にな
る。
（図表21）このような背景の中で、健康に
ついて考える。疾病の転換により、健康概念
は、先ほど述べたように1970年、1980年か
ら現代の健康観に変化する。
新たな21世紀型社会は社会の構造が遷移
し、生き方、死に方、働き方、自己実現の方
法が変わる。19世紀型を担った人生の第1ト
ラックに次なる第2トラックを想定し、そこ
での健康、そして医療、福祉の目的の転換が
求められ、目的実現のためには生活の場が重
要となる。
（図表22）生き生き元気期は、マズローの
三角図に示し、第1トラックは年代により差
を見せる。1970年ごろまでは50歳代、そし
て現在は65歳ぐらい、さらに未来は75歳を
超えるであろう。自己実現のためには、生理
的欲求、安全の欲求、社会的欲求、尊敬、評
価の欲求がなされることにより自己実現が完
成するが、第2トラックに入ると、自己実現
は死と向き合うことが始まりになり、豊かに
老いること、豊かに死ぬことが自己実現に変
化する。

自己実現 
新しい自己実現まず 
死と向き合うことから 

第1トラック 第2トラック 

マズローの三角 逆三角 

社会貢献 

志の実現 

社会を支える 

死と向き合う 
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2つのトラック 
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65 
 
 
50 
 
 
 
 
 
22 
 
15 

1970 
頃まで 

現在 

未来？ 
豊かに老いる

の応援 

85 
 
75 
 
 

65 
 
 
50 

第1トラック 

第2トラック 

団塊 

1960生 
前後 

団塊Ｊｒ 

関連世代 
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新しい 
社会保障は 
第2トラック 

図表21

人生の後半、3つの期 

ADL

年齢

9050 55 60 65 70 75 80 85

生き生き生き生き元気期元気期
ｹｱｻｲｸﾙ期ｹｱｻｲｸﾙ期

周死期周死期

退職 病気

障害
末期

死亡

社会的遷移

明確

退職前からの

準備必要

目的指向型

グループ活動

環境準備必要

役割なき役割を

見つけ活動

男性、退職者の場合 
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（図表23）したがって、健康概念システム
では、その対象と介入が時代と社会により転
換することを示した。日本でも成人病が認知
症、寝たきりに転換するといった、新しい課
題が提示されている。
このように高齢者の問題は、本人と環境、
生活の場の中で展開する必要がある。
（図表24）従来の医療の考え方は、今まで
述べてきたように、完成された個体を対象と
して数値化、画像化したものであり、正常と
は部分の機能や構造をもって決定したもので
ある。病気は部分の傷害で発症する。そして
部分への治療の結果は全身の生命予後、
QOLに直結する。
（図表25）高齢者医療の原点は、完成され
た成人とは異なり、老化という過程に疾病が
加わる。正常とは、部分と全身との至適な平
衡・調和状態であり、個により大きく異な
る。部分の機能や構造の検査は補助的な価値
をもつ。至適な平衡・調和状態は生命予後や
QOLを改善する。部分の治療の結果は全身
の改善に直結しない。

健康概念システムではその対象と介入が 
時代と社会によって転換する。 

社会が高齢化し、感染症の時代が成人病（生活習慣
病）の時代に転換し、疾病観や身体観が変化するなか
でここ20-30年欧米を皮切りに世界で健康の再定義が
なされてきた。 
 
日本ではさらに成人病が老人病（認知症、寝たきり）に
転換し社会も21世紀型に転換しており、さらに新たに
明確な概念が求められている。 
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高齢者医療の原点 

1. 高齢者は完成された成人とは異なる 
2. 老化という過程に疾病が加わる 
3. 多臓器の傷害が一般的である 
4. 正常とは、部分(臓器・細胞・遺伝子等)と全身との至適な平

衡・調和状態である 
5. 部分と全身との平衡・調和状態は個によって大きく異なる 
6. 部分の機能や構造の検査は補助的な価値をもつ 
7. 治療は部分と全身との至適な平衡・調和状態を目指す 
8. 至適な平衡・調和状態は生命予後やQOLを改善する 
9. 部分の治療の結果は全身の改善に直結しない 
10.復元力の強さは個体によって差が著しい 
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従来の医療の考え方 

1. 正常とは完成された個体を対象として数値化、画像化したもの
である 

2. 正常とは部分(臓器・細胞・遺伝子等)の機能や構造をもって決
定したものである 

3. 全体は部分の集積で説明が可能な体系である 
4. 病気は部分の傷害(一臓器、一傷害)という形で発症する 
5. 傷害の原因と部位の特定は可能である 
6. 部位への技術の介入によって、治癒・回復を目指す 
7. 部分への治療の結果は全身の生命予後、QOLに直結する 
8. 特定病因論、古典力学、要素分解主義の因果律で説明が可能

である 
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（図表26）平衡・調和状態のために生活の
場における医療的対応を考えると、摂食・嚥
下、身体能力の低下・リハビリ、サルコペニ
ア、ロコモティブ、排泄、認知症、血管病変、
がん等が入る。それは、医療モデルから生活
モデルへの転換でもある。それは老いの究極
的な意味を吟味し、基本には倫理、生命感、
哲学、宗教がある。
（図表27）現状システムでは長期ケアが中
心となっているにもかかわらず、急性期医療
中心モデルが存在するために、サービスが断
片化し、医療的ケアと社会的ケアの連続性が
欠如していることが大きな問題である。健康
概念は、「病気と認められないこと」から変化
が起こっており、支援観も、「治す」から「支
える」ことに転換する。医療モデルから生活
モデルにという新健康概念である。
（図表28）このような、健康観、疾病観が
受け入れられるためには、専門家で共有され
たモデルと、一般人の考え方が一致し、社会
の中で受け入れられ用いられなければならな
い。

健康観/疾病観が受け入れられるためには専

門家で共有されたモデルと一般人の考え方が
一致し、社会の中で用いられなければならない。 

医療人類学の解釈モデル（EM）は疾病治療に際した

その一致プロセスの解釈である。さらに社会の受容が
必要となる。 

『新たな健康概念の提案』 長谷川敏彦氏資料より 
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図表28

医療モデルから生活モデルへの 
パラダイムシフト（新健康概念） 

「住み慣れた地域での尊厳ある暮らしの継続（Aging in Place」 
「生活の質の向上（明確に在宅医療が位置づけられる」をサービス
のアクセス・質・利用者満足度・効率性を改善しながら実現するかもし

れないシステムへの「期待」 
「地域包括ケアとまちづくり」堀田聰子氏資料改編 

27 

図表27

→今後あるかないかわからない疾患、症状、状態像について
病態像の変化を予測しその対策を考えることである。 
 
         
       
 
 
 

         

 摂食・嚥下            
 身体能力の低下・リハビリ 
  サルコペニア 
 ロコモティブ 
 排泄 
 認知症 
 血管病変 
 がん     等 

医療モデルから生活モデルへの質のある看取り 

倫理 
生命感 
老いの究極的な意味 

生活の場における診断の過程から平衡・ 
 調和状態を目指す医療的対応を考える 

『健康相談』 新田國夫資料 
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（図表29）健康相談は、第1トラックにおけ
る相談と、第2トラックにおける相談がある。
第1トラックにおける相談も、2つのトラック
の表に示したように年代においてかなりの開
きを見せる。また、年代のみではなく、個別
的な開きは、高齢者医療の原点で示したよう
に、老化という過程に疾病が加わり、復元力
の強さ、生き方など個体によって差が著しい。
いきいき元気期の基本である第1トラック
からの資源を活かして、社会的に活動するこ
とで健康を維持し社会貢献する。食べる、動
くことが基本であり、そのためには社会的、
経済的要素、それぞれの人生観の中で私たち
は日常の社会的生活活動を送る。すなわち交
わる事である。私たちの身体的、精神的要因
のすべては食べる、動くことに起因し、この
3要因が適切に管理され、回転できていれば
自己実現が可能となる。例えば、この時期に
がんが発症したとする。ステージ4のがんの
時にどのような選択をするのか、専門治療医
は治療の選択法について話すであろうが、か
かりつけ医としては生活の場にて人生のすべ
てについて話す。必要に応じて専門治療医の
紹介も行いながら、治療する医師と連絡を取
り、その人にとって分断がないように、在宅
での選択肢を提示し、常に付き添う。現在の
医療は、在宅、病院の世界が分断されている
ために、不安と混乱が存在し、不安の中で治
療が行われ、また死を迎える。在宅と施設の
関係も同じであり、生活の継続性がなく、分
断されているから不安が生じている。
（図表30、31）ケアサイクル期の重要な視
点は、疾病や障害があっても、よりよき人生、
そして死を考えることにある。さらには、そ
の人を主体として生きることを支援すること
を絶えず念頭に入れなければならない。この
時期は客体化されることにより、すなわち高

いきいき元気期 

食べる 動く 

交わる 

『健康相談』 新田國夫資料 
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図表29

老いにおける主体と客体 

老いても主体として生きる為の方法 
健康寿命、虚弱、死 

自己 

表現 

老いの 

尊重 

移 動 

食べること 

排 泄 

『健康相談』 新田國夫資料 

図表31

いきいき元気期 

ケアサイクル期 

周死期 

『健康相談』 新田國夫資料 
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図表30
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齢者がケアされる立場になることにより、精
神機能と、人間の尊厳が犯されるため、医療
者に陥りがちな疾病をもった障害者としての
目線、さらにはケアをするといったケア論に
陥ってはならない。主体として生きる人を、
いかに支えるかが基本であり、その基本には
排泄がある。排泄行為は個々人の基本的行為
であるため、仮に、それが機能不全になった
時には、その人にとっての基本的人権を守り
ケアをする。このことを主体として、生きる
ことが基本的に満たされたとき、口から食べ
ることが基本であり、最後まで口から食べる
ことを支援する。移動に困難を伴うことが出
現するが、支援することにより社会性が維持
され、老いの尊厳が守られる。自己実現は、
いきいき元気期には自らの意思と活動で可能
であるが、ケアサイクル期はその人に付き添
うことが必要になる。
（図表32）いきいき元気期からケアサイク
ル期はいきなり始まるが、健康相談において
は虚弱のサイクルの中で始まるため、栄養の
問題が解決されていないことがある。加齢と
安静時エネルギーも、20歳以後ではそれほど
変化がないことも示されているが、高齢にな
るにしたがい、基礎代謝は減少するため、
徐々にカロリー量は制限して良いのが常識に
なっている。高脂血症、肥満の問題は健康相
談において日常であるが、それぞれの解釈で
行われているのが実情である。
（図表33）虚弱の基本的な原因は栄養であ
り、日常の低栄養の結果でサルコぺニアの状
態になる骨粗しょう症を併発し、筋力低下か
らバランス障害、移動能力の低下を生じ、転
倒、骨折、要介護のケア期に入る。
（図表34）東京大学大学院医学系研究科加
齢医学の秋下雅弘氏からの症例を提示する。
83歳の男性で、2年前に転倒骨折し、意欲・
記憶力低下がみられ、HDSR20点で認知症と
診断された。若いころから服用のベンゾジア
ゼピン系抗不安薬を中止し、HDSR29点まで
回復し血清テストステロン低値でホルモン療
法開始したところ、体重が51㎏から55㎏へ
増加し、意欲向上もみられた。所望され、長

フレイルから健康長寿へ！ 
83歳の男性 

2年前に転倒骨折、意欲・記憶力低下 

HDSR20点で認知症と診断．体重51kg 

若い頃から服用のﾍﾞﾝｿﾞｼﾞｱｾﾞﾋﾟﾝ系 

抗不安薬を中止⇒HDSR29点まで回復 

血清ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ低値でホルモン療法開始 
⇒体重55kgへ増加、意欲向上 
所望され、長時間型ED治療薬を処方 
⇒夜服用し、朝夫婦関係で大満足 

東京大学大学院医学系研究科加齢医学 秋下雅弘氏資料より 
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図表33

加齢と安静時エネルギー消費量 
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時間型ED治療薬を処方し、夜服用した結
果、朝夫婦関係で大満足である。
（図表35）周死期は、生活の継続性であり、
突然に閉ざされた世界ではなく、広い意味で
の緩和ケアが求められる。死には、単なる肉
体的な生命の死と、生命の死前から死の状態
にある死、あるいは生命の死の後にもある社
会的な死があり、満足ある死を誰もが望む。
満足ある死が実現することにより、健康が完
成する。
（図表36）新たな21世紀型社会は社会の構
造が19世紀型から遷移し、生き方、死に方、
働き方、自己実現、が変わる。「健康」への介
入は、19世紀の「医療」「福祉」のようにター
ゲットがピンポイントにそれぞれ独立して存
在し、「生活」の場から切り離されたものでな
く、生活の場を前提に組み立てる。

あとがき

健康相談については、新健康概念が必要で
あり、新しい健康概念と在宅医療を基本と捉
える方法が長谷川敏彦氏の考えと一致し、細
部にわたりご教授いただき、様々な参考文献
を使用させていただいた。この場を借りて感
謝申し上げる。

動くし 生命の
死 

周 死 期 

社会的な死 

『健康相談』 新田國夫資料 
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新たな21世紀型社会は社会の構造が19世紀型 
から遷移し、生き方/死に方/働き方/自己表現の 
方法が変わる必要がある。 

2060年に完成する21世紀型社会では、50歳以上が60％、75歳
以上が28％を占める。19世紀型を担った人生の第１トラックの

他に第２トラックを想定し、そこでの「健康」、そして「医療」「福
祉」の目的を転換する必要がある。 
 
そこでの「健康」への介入は19世紀の「医療」「福祉」のように

ターゲットがピンポイントにそれぞれ独立して存在し、「生活」の
場から切り離されたものでなく、生活の場を前提に組み立てる
必要がある。 

『新たな健康概念の提案』 長谷川敏彦氏資料より 
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参考文献
・	 「超高齢社会における新健康概念」H26.7 .8　
長谷川　敏彦
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1．はじめに

（図表1）自宅に出向いて病人を診療する往
診は、我が国においても古から行われてい
た。戦後も開業医による往診が患者、家族の
求めに応じて日常的に行われている。この事
実は、伝統ある地域の診療所の案内看板に今
でも残されている「往診応需」という文言に
象徴される。さらに、高齢者が家族の看病に
よって、自宅で看取られていたのは、往診に
よる自宅での死亡診断あってのことであり、
1970年代までは、往診が地域医療における
重要な機能だったといえる。
ところが、国民皆保険制度が施行され、高
度成長期に入ると医療施設も整備され、モー
タリゼーションの流れも相まって、どこで
も、いつでも、だれでも、どこの医療機関に

でも自由に受診できる社会的環境となる。さ
らに、一県一医大構想により1980年代にな
ると医師の養成数がほぼ倍増し、彼らの多く
が臓器別、疾病別の専門医を目指した。そし
て、より高度化した診断装置によって、専門
医の手による大病院での先進医療への信頼が
高まって行く。その上、1970年に高齢化社会
を迎えると、これから高齢者が増加するとい
う時期に、政治判断で老人医療費の無料化が
はかられるなど、福祉施策の貧困さを病院医
療が肩代わりする、いわゆる「社会的入院」
を容認、歓迎する風潮が生まれる。こういっ
た背景のなかで、人生の終末期を入院による
濃厚な医療下で迎えることが当たり前に受け
入れられるようになっていったのである。
ところが、高度で先進的な医療が必ずしも
高齢者を幸せにしないのではないかと、
1976年には日本尊厳死協会の原型ともいえ
る安楽死協会が組織され、1980年代にはホ
スピス運動が始まった。1990年になるとお
びただしい数の「ねたきり老人」の存在が、
我が国特有の現象であることが紹介され、国
民の高齢者に対する終末期医療についての意
識も大きく変化していった。
世界に類をみないスピードと規模で高齢社
会は進展し、2000年には社会的な介護力で
在宅療養を目指す介護保険制度が施行され、
法制度から在宅医療が推し進められている。
やがて3人に1人が高齢者となる将来を見
据えた地域包括ケアシステムの構築が喫緊の
課題となり、在宅医療への期待は急速に高ま
りつつある。
そこで、本稿（講）では、在宅医療を取り

はじめに 
■ 戦後～昭和40年代  国民皆保険制度 往診応需 
 
■ 昭和50年代～60年代 在宅死率と病院死率 逆転（’76年） 
 
 高齢化社会（’70年） 老人医療費無料化 福祉施策貧困（医療が肩代わり） 
 一県一医大構想 医師養成数倍増 学会認定専門医（臓器別・疾病別） 
 診断機器高度化 CTスキャナー登場（‘76年） 
   病院信仰 社会的入院 ねたきり老人 ‘老人病院’ の存在 
 
 安楽死協会設立 現日本尊厳死協会  
 ホスピス運動開始  
 
■ 平成時代 居宅が医療提供の場（’92年） 高齢社会（’95年） 
 介護保険制度 緩和医療 終末期医療 平穏死 満足死 
 
■ 現在 超高齢社会（’07年） 地域包括ケアシステム 地域居住の継続 終活 
 

 
 
 

図表1
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との誤認があるのは、介護保険制度に牽引さ
れて普及したためであろう。
筆者は在宅医療を「通院困難者に対して、
生活の場に、医療専門職が訪問し、患者・家
族の希望を汲んで提供される包括的、全人的
医療」と考えている。そして「望まれれば、
居心地の良い生活の場で看取りまで支える医
療」である。医師だけではなく、歯科医師、
看護師、薬剤師、リハビリ専門職、管理栄養
士など国家資格をもった専門職が多職種で協
働して行われ、 行政や地域包括支援セン
ター、居宅介護支援事業所等、職能団体など
地域の組織や団体との連携を基本としている。
24時間・365日、必要に応じて切れ目ない
サービスの提供が原則で、主役は訪問看護師
であるといってもよい。入院患者が病棟看護
師によって管理されているように、在宅療養
は訪問看護師が支えている。医師の役割は、
病態の判断（診断）と看護師への指示（包括
指示あるいは具体的指示）と責任である。
担当するかかりつけ医の医療理念や専門
性、臨床経験によって在宅での対処法は異な
るが、肺炎の治療や骨折など外傷の保存的療
法を、在宅で継続して行うことは可能で「治
し、支える医療」といわれることが多い。

3．在宅医療の対象者・対象 
　  疾患　提供の場所
（図表3）あくまでも通院困難者がその対象
となるが、単に歩行できるか、できないかと
いった身体運動能力によって判断するべきで
はない。介護者なしに公共交通機関の利用が
困難な認知症や、病院での治療に期待がなく
なったがんの終末期患者、そして、精神疾患
などの心情的、思想的な理由も考慮すべきで
ある。診療報酬上の対象とは切り離して、必
要があれば在宅医療の対象とすべきである。
対象疾患で分類すると、
ⅰ）	虚弱要介護高齢者（脳血管障害後遺
症・運動器疾患・認知症・老衰）
ⅱ）	がん終末期　
ⅲ）	神経・筋難病等（筋委縮性側索硬化
症・パーキンソン症候群・関節リウマ

巻く社会状況も言及しながら、在宅医療の姿
を概説する。

2．現代の在宅医療の概念

（図表2）在宅医療は往診なくして成立しな
いが、基本は訪問診療にある。訪問診療は入
院患者への病棟回診の役割を担うもので、患
者の病態に変化がなくとも、定期的に患家に
往診することから訪問診療と呼ばれている。
患者の病態が変化したときに、患者や介護者
から依頼されて行われる緊急往診と異なり、
定期的に往診する訪問診療と（緊急）往診か
ら構成されている。
在宅医療と表現されているが、自宅だけで
提供される医療ではない。また、高齢者医療

現代の在宅医療 

訪問診療（病棟回診と同様）と（緊急）往診で構成される  

通院困難者に対して、生活の場で、医療専門職が訪問して、患
者（利用者）・家族の意向を汲んで提供される包括的（介護・福
祉・地域・家族・暮らし・環境を視野に）、全人的（疾病・障害・性
別・年齢にかかわらない）医療 
            望まれれば看取りまで支える 

24時間×365日 切れ目なく 
地域連携（組織・団体 社会資源の活用） 
多職種協働   訪問看護師が主役 

図表2

在宅医療の対象者・対象疾患 

ⅰ） 虚弱な要介護高齢者 
    脳卒中後遺症・運動器疾患・認知症・老衰 
ⅱ） がん終末期 
ⅲ） 神経・筋難病等 
   ALS・パーキンソン病・ＲＡ・ＣＯＰＤ 
ⅳ） 重症小児 
    先天性疾患・胃ろう・人工呼吸器 
ⅴ） 障害者 
    脊髄損傷・頭部外傷・脳性まひ 
ⅵ） 精神疾患 その他 (home birth )  

図表3
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スの質そのものに違いがあってはいけない。

4．多職種協働について

（図表4）在宅医療では、医師は医療を提供
することになるが、生活の場での暮らしを支
えることを上位概念とすべきで、療養生活を
支える介護力は非常に重要である。たとえ
ば、脱水をくりかえす療養者に必要なこと
は、日々の飲水の管理であり、仮に排尿の失
敗をおそれて飲水量を制限する生活習慣があ
れば、それを是正しないかぎり、根本的な解
決とならない。すなわち、食事・入浴・排せ
つといった基本的な生活をしっかりと構築で
きないと在宅医療は容易に破たんする。家族
の介護力には限界があり、訪問介護などの生
活支援サービスとの協働は在宅医療継続の肝
といってもよい。
病態が軽度で安定期の症例だけを在宅医療
の対象とみなすのは誤りで、在宅医療の継続
は介護力に依存する。家族介護力を社会的介
護力で補完することが重要で、仮に要介護5
で寝たきりの状態であっても、家族に介護す
る意欲と情熱があれば、在宅医療は継続でき
る。一方で家族に介護する意欲が乏しいと、
日常生活がある程度自立している要介護1レ
ベルの症例であっても在宅医療は容易に破た
んする。サービス付き高齢者向け住宅やグ
ループホームでも同様で、重介護者を積極的
に支えたいといったマインドに欠く施設で
は、安易な救急搬送によって望まれない形で
在宅医療が中断されている。
介護保険サービスのなかで在宅医療が提供
される虚弱な要介護高齢者やがん末期、神
経・筋難病の一部はケアマネジャーとの連携
が基本となる。写真は、訪問リハビリテー
ション、薬剤師による訪問服薬指導、訪問歯
科診療の様子である。

5．地域連携（組織・団体）と 
　  在宅療養支援診療所
（図表5）良質の在宅医療を長く継続させる
には、さまざまな社会資源の活用が必要であ

チ・慢性呼吸不全）
ⅳ）	重症小児（先天性疾患・胃瘻管理・人
工呼吸器管理）
ⅴ）	障害者（脊髄損傷・頭蓋内疾患・頭部
外傷・脳性まひ）
ⅵ）	その他　精神疾患
在宅医療が提供される場所は、自宅だけで
ないことは前述したが、病院や有床診療所と
いった医療施設以外の生活の場とみなすとよ
い。いわゆる介護老人福祉施設（特別養護老
人ホーム）や養護老人ホーム、認知症グルー
プホーム、サービス付き高齢者向け住宅、有
料老人ホーム等の居宅系施設で行う医療も、
在宅医療のカテゴリーとなる。このような施
設で行う在宅医療に対して、施設系在宅医療
と表現されることもあるが、在宅医療サービ

機能強化型在宅療養支援診療所 
3か所の在宅療養支援診療所が連携 
訪問看護ステーションを併設 

図表5

関節拘縮予防 訪問看護 
歩行訓練 

    多職種協働の実際 

訪問リハ 

 訪問歯科 

図表4
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や基礎自治体（市町村）の連携なくして、高
齢者の地域居住の継続を支えることが困難に
なったと認識すべきである。
図表5は、筆者が実践している24時間365
日支援するシステムである。隣接する3つの
市に運営している在宅療養支援診療所が連携
し、機能強化型在宅療養支援診療所として合
わせて約300症例の在宅療養を支えている。

6．対象疾患による特徴

（図表6）ⅰ）虚弱な要介護高齢者
脳梗塞後遺症などでは、生命にかかわる疾
病を合併しないかぎり、丁寧に日々のケアを
行うと在宅療養期間は長期化することが多
い。大部分は要介護認定を受けているので、
介護家族への配慮を怠らないよう力量あるケ
アマネジャーがかかわることで在宅看取りま
で支えることも可能である。認知症が重度化
した場合に合併した外傷や急性疾患などの治
療については、介護家族の意向を重視するこ
ととなるが、かかりつけ医の医療理念や臨床
経験が反映された判断となる。患者自身に入
院による治療の意義が理解できなかったり、
積極的な治療に協力できなかったりする場合
は、在宅医療を継続し、緩和ケアを中心に自
然の経過を診ることも人道的配慮と考えてい
る。
（図表7）ⅱ）がん終末期
いわゆるホスピスケアの対象であっても、
重介護期間は2～3週間程度で、多くの症例で
は、その時期まで、食事、排せつ、入浴など
が自立している。したがって、要介護認定を
申請しても、予防給付の対象となることも少
なくなく、そのうえ介護依存が高まった時期
に区分変更申請を行ったとしても、再審査を
受ける時期には、すでに他界しているという
矛盾も抱えている。
緩和医療が中心となり、介護依存よりも医
療の必要性が高いといえる虚弱な高齢者の場
合は、麻薬などで強力な除痛を必要とするこ
とは比較的少ないが、若年者の場合はペイン
コントロールのスキルや経験が問われる。

る。デイサービスやレスパイトケアを導入す
ることで、介護家族の疲弊を防止できる。ま
た療養者も社会交流の場が提供されると、よ
り活動的になり、廃用症候群の進行予防につ
ながる。さらに誤嚥性肺炎など急性疾患を合
併した場合、入院による積極的な加療によっ
て治癒の期待があれば、高齢者医療に理解あ
る病院に後方ベッドの確保が必要となる。
また、24時間管理するためには、在宅療養
支援診療所や在宅療養支援病院と連携するこ
とで、医師の負担感は相当軽減される。特に
在宅療養支援診療所が連携し、機能強化型在
宅療養支援診療所として届け出ることで診療
報酬がより有利に評価される。
現在、地域包括ケアシステム構築が市町村
の重要課題となっており、保健所（都道府県）

虚弱な要介護高齢者 
医療 
 老年症候群の理解 
 認知症ケア 緩和ケアの知識・技術 
 終末期医療 老衰 死期の予後予測困難 
介護 
 療養期間長期化 老々介護 認認介護 独居 
制度 
 介護保険制度の理解 ケアマネとの連携 
課題 
 居宅系高齢者施設管理者の意識 
 死亡診断目的の救急搬送 

図表6

がん終末期 
医療 
 ハイテク在宅：酸素療法 気管切開 ポート管理 各種カテーテル管理 
 緩和ケアの知識・技術・経験 
 予後予想可能 
介護 
 重介護期間が短い 家族介護力乏しい  
制度 
 介護保険制度  
 がん対策基本法 在宅緩和ケア  
課題 
 予防給付→区分変更申請時死亡 
 高額な医療費  
 未だ未告知の症例 
 在宅移行後数日で死亡 
  病院医師の在宅医療への認識 

図表7
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現在でもがん告知を拒む家族と出会うこと
もあって、そのような場合は対応に苦慮する
こともある。なお、ある程度死期を予想する
ことができることは、老衰の終末期医療との
大きな相違といえる。
（図表8）ⅲ）神経・筋難病など
介護保険の活用の道が閉ざされている場合
もあるが、医療の必要性が高く、人工呼吸器、
酸 素 療 法（HOT：Home　Oxygen　
Therapy）、胃ろうなどで管理されているこ
とが多い。
進行期では、終末期医療を視野にいれたか
かわりが必要であるが、人工呼吸器の装着を
拒む場合など、医師として倫理的課題に直面
することもある。一方で若い患者の症例で
は、肺炎を合併した場合でも、治癒が期待で
きる病態では、積極的に入院による確実な治
療を選択している。
（図表9）ⅳ）重症小児
多くの症例が先天性疾患のため、さまざま
な疾病を合併しており、人工呼吸器、経管栄
養管理となっている。母親が中心となって介
護していることもあって、介護力は強力であ
る。下気道感染症や急性腹症（経管栄養によ
る胆のう炎）などで、入退院を繰り返す症例
が多い。NICUを備える総合病院が後方ベッ
ドとなっており、悪性腫瘍などでない場合は
看取りを視野にいれてかかわることはない。
長期にかかわると就学などの課題も生じる
こととなる。また、医療保険制度でのレスパ
イトケアが認められていないことや人工呼吸
器管理の小児を預かる施設も少なく、介護家
族の負担感は大きい。
（図表10）ⅴ）障害者
脳性まひや事故による脊髄損傷、頭部外傷
などでは車いすでの生活が多い。若い症例で
は、10年、20年と長期にわたるかかわりとな
るが、小さな健康課題、発熱や腹痛などで往
診による対応が多い。生命にかかわる疾病を
合併しない限り、入院医療の適応は、一般外
来と同様と考えてよい。
リハビリテーション、訪問歯科診療、尿道
カテーテルなどの留置があれば訪問看護等の

重症小児 
医療 
 医療依存度高い 胃ろう 人工呼吸器 酸素療法 
 合併症入院加療 （病院/地域 2人主治医制） 
介護  
 家族介護 介護負担重い（母親による強力な介護力） 
 介護期間長期化（生涯） 
課題 
 社会資源 地域間格差 
 就学（訪問学級 特別支援学校） 
 レスパイト施設少ない 
 ケアマネジャー不在  

図表9

神経・筋難病 

医療 
 医療依存度高い 徐々に重症化  
  人工呼吸器 気管切開 胃ろう バルン留置 
 合併症 入院医療適応判断苦慮 
介護 
 家族的介護 社会的介護 
制度 
 介護保険制度利用可？ ケアマネジャー不在？ 
課題 
 地域間格差 基礎自治体情報なし  
 医療費高額 償還 
 終末期医療 倫理的課題 人工呼吸器装着の判断 

図表8

障害者 
医療 
 医療依存度低い 若年者の病態は安定 
 風邪・便秘・尿路感染など小さな健康問題 
 口腔ケア リハビリテーション 重要 
介護 
 介護保険対象外 家族介護 
 長期化 環境整備 テクノエイド 自立支援  
制度 
 障害者総合支援法（自立支援法） 
課題 
 在宅サービス地域間格差   
 家族の介護負担重い 

図表10
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素濃縮器を業者に依頼すると24時間対応で
搬入してくれる。たとえば、誤嚥性肺炎の加
療に際し、抗生物質の投与と酸素療法は在宅
でも可能で、血液検査は業者に依頼すれば、
CRPやWBCなどは数時間で結果を知るこ
とができる。筆者は在宅で加療したほうが患
者にとって有益であると判断されれば、積極
的に在宅医療の継続をすすめている。
写真にあるように、在宅での胃ろう交換も
可能である。初回の交換は造設医への依頼を
原則としているが、ろう孔形成されたあと
は、特別に開発された内視鏡を用いて自宅で
行っている。
（図表12）写真は、在宅での粉瘤の処置で
ある。症例は脊髄小脳変性症で寝たきりであ
り、大学病院の神経内科主治医は専門外であ
ること、腫瘍が良性であることを理由に経過
観察を指示した。しかし、徐々に増大するた
め母親の希望で切除した。発汗が多く、感染
を合併する可能性が高いため摘出の適応があ
ると判断した。在宅での小外科や侵襲的処置
を行う場合に重要なことは、患者・家族との
信頼関係である。
かかりつけ医として長期にかかわった症例
では、在宅での対応を患者・家族から提案さ
れて行うことも多い。

8．在宅医療を取り巻く法制度

介護保険法により、2000年4月から介護保
険制度が施行され、高齢者の在宅療養を可能
とするためのさまざまな介護サービスが整備
され、2006年には障害者自立支援法（現障害
者総合支援法）により、在宅福祉サービスの
充実が掲げられ、脱施設化、集団的処遇から
個別処遇へと介護保険制度同様、住み慣れた
地域での療養生活の方向性が示された。
2007年に施行された、がん対策基本法で
は、「第三章　第二節　がん医療の均てん化　
第十六条」に、国および地方公共団体の義務
として、がん患者の生活の質を担保した在宅
緩和ケアの提供体制の整備が盛り込まれてい
る。

介入が重要となる。
「ⅵ）その他　精神疾患」などにおいては、
さまざまな理由で医療機関での管理を拒否す
る患者も少なくない。在宅での医療管理が妥
当であると判断されれば、在宅医療の対象と
考えてよい。

7．在宅医療のスキル

（図表11）一般外来で行える検査や処置は
在宅でも可能である。レントゲンはポータブ
ルの機器が比較的安価で購入でき、CRを用
いると診断精度は非常に高い。エコーはス
マートフォンサイズである。酸素の治療も酸

在宅での小外科 皮膚腫瘍摘出 

図表12

エコー検査 
レントゲン撮影 
胃ろう交換 

在宅医療のスキル 

図表11
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で、在宅での看取りはわずか約18％にとどま
る。基礎自治体別に在宅医療の普及に関して
在宅看取り率を指標として判断した結果を図
表に示す。30％以上が在宅で看取られる色の
濃い地域がある反面、在宅で終末期医療を行
うことが絶対的に困難な真っ白な地域が隣接
していることがわかる。社会保障として医療
と介護が提供されている以上、歴然とした格
差是正の責任の一端は行政府にあると考える
が、在宅医療を普及させるためには、まず地
域のかかりつけ医が、求められれば気軽に往
診に対応することが大切といえる。
患者・家族との人間関係が希薄となり、医
療訴訟などへの懸念から萎縮した、あるいは
過剰な医療が提供される傾向にあるが、開業
医の矜持として、人生の最期まで責任をもっ
て診療にあたるのが、かかりつけ医の重要な
社会的使命ではないだろうか。
（図表14）日本医師会でも昨年度は、「かか
りつけ医の在宅医療　超高齢社会―私たちの
ミッション」と題して、在宅医療の推進のた
めのテキストおよびDVDを作成した。日本
医師会HPから視聴が可能である。さらに、
国立長寿医療研究センターでは、「はじめよ
う！在宅医療～今、医療の場は地域へ～」と
題した全3巻のDVDを作成し、在宅医療の
入門編として活用していただいている。
http://monowasure .org/ninchiw/
information/00000002/から視聴できる。

10．超高齢社会のあるべき 
　　医療の姿として
我が国は、世界一の長寿国となったが、健
康寿命と平均寿命の明らかな乖離は、誰かの
支援や社会の援助なしには命をつなげない一
定の期間があることの証左といえる。さらに
言えば、要介護期間を経て、大部分の高齢者
が命を閉じるということでもある。長年通院
できた外来患者も徐々に足腰が弱り、通院が
途絶えがちとなっている現実は一般のかかり
つけ医の偽らざる実感と思う。受療率の低下
が示されているように、多くの患者が虚弱化
し、いわゆる「老年症候群」と加齢に基づく

都道府県には5疾病・5事業と在宅医療を
第六期保健医療計画に盛り込むよう通達がな
され、市町村には地域居住の継続をめざした
地域包括ケアシステム構築が責務となってい
る。在宅医療への期待は一層大きなものと
なった。さらに今年、医療・介護総合確保推
進法として19本の関連法案が一括で審議さ
れ可決された。もはや在宅医療の普及推進は
国家的プロジェクトなのである。

9．在宅医療推進の課題

（図表13）人生の最期は「畳の上で」と国
民の60～80％が願っていることは、内閣府
をはじめ、大手新聞社などさまざまな調査で
はっきりしている。ところが病院死が約80％

市町村別在宅看取り率 
2011年人口動態調査死亡票をもとに算出 

独立行政法人科学技術振興機構(JST) 
協力のもと、厚生労働省にデータ提供申請 

(*) 不慮の死亡例を除き、「自宅・老人ホーム・老人保健施設・
その他」での死亡数を総死亡数で割ったもの 

平均 18.12 % 
標準偏差 8.03 % 
レンジ 68.75 % 

(**) 6等分+上位5 % 

図表13

はじめよう！在宅医療 ～今、医療の場は地域へ～ 
http://monowasure.org/ninchiw/information/00000002/ 

Ⅰ. 在宅医療の心と技 
Ⅱ. 在宅医療の実際 
Ⅲ. 病状変化への対応 

図表14
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りと構築されている患者・家族からの依頼で
ある。しっかりとしたケアマネジャーがかか
わり、24時間対応の力量ある訪問看護ステー
ションとの連携を条件とすれば、24時間の在
宅医学管理はさほど負担にならないはずであ
る。
脱水時の補液や、採尿、採血などは看護師
に任せることができ、病棟での入院患者管理
と手続きは同様である。薬剤師に居宅での服
薬指導を指示すると、必要な薬を自宅まで運
び服薬管理も任せることができる。訪問看護
師が日頃の養生法を適切に指導してくれれ
ば、安定した全身状態での療養が長期に可能
となり、その間に信頼をさらに厚くすること
で看取りまで支えられることが多い。日常の
外来診療とは少し違った成功体験から在宅医
療の素晴らしさを実感していただきたい。

生活障害と共に暮らしている。すでに要介護
状態で、虚弱な高齢者に対しての健康課題の
解決は、疾病治療を最優先とする従来の病院
中心の医療システムでは困難である。猪飼周
平氏の著書「病院の世紀の理論」では、20世
紀を病院の世紀と位置づけ、医療がより地域
的でより包括的になるのは今世紀の必然と結
論付けている。医療が介入した妥当性の尺度
にQOLという新たな物差しが登場し、実際
の終末期医療へのニーズの高まりは彼の論理
を裏付けるものである。
1分1秒命をつなぎ、より長寿のために医療
が存在するのではなく、苦しむことなく天寿
を全うするために緩和を中心とした医療が必
要とされている。終末期医療がどのようにあ
るべきかという医学の課題と同時に、過度に
病院に依存した終末期医療から、自らが望む
終末期医療の姿を明確に言語化するのは国民
側の課題ともいえる。

11．おわりに

（図表15）在宅医療にまつわるさまざまな
誤解や偏見があるが、在宅医療の質は、もは
や病院医療にひけをとらない水準となってい
る。外来診療の合間に1症例でもよいので在
宅医療に挑戦してみてはどうか。入門症例
は、かかりつけ医として信頼関係が、がっち

  地域包括ケア時代の在宅医療 

現代の在宅医療の質は病院医療にひけをとるものではない 
 
 ● 医療機器 介護機器の発展 
 ● 創薬 （ＤＤＳの活用） 
 ● 各種介護系サービスの充実 
 ● 地域ネットワークの整備：地域ケア力の向上 
  （緊急通報システム・認知症見守りネット・虐待防止ネット等） 
 ● 情報ネットワークの整備：クラウドコンピューティングの活用 

  （電子カルテ スマートフォン テレ・メディスン）   

 超高齢社会 かかりつけ医のミッション 
  生活の場で看取りも支える 
  主役は訪問看護師（連携） 
  医師の役割：病態判断（診断）・指示・責任 

図表15
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はじめに

世界的規模で増加している認知症性疾患。
高齢者人口が急激に増加をしている我が国で
は、その傾向は極めて著明である。認知症症
状を呈する疾患にはさまざまなものがあり、
その診断や治療・対応についても多くの研
究・議論もなされている。
本編では、日常臨床の第一線の先生方の
日々の診療の中での認知症対応について、代
表的な疾患を中心に解説し、早期発見・早期
対応の意義や家族・介護者に対する援助・指
導について説明する。

図表1

認知症とは？ 

（図表1）認知機能の障害を呈する原因疾患
は多数あるが、その代表的なものとしては急
増している認知症疾患がある。
認知症は、一部を除くと治療は困難な疾患
であるが、進行を遅らせたり、本人自身の不
安を軽減したり、家族の負担を軽くしたりす
ることは可能である。そのためには早期発
見・早期介入そして進行度に応じた適切な対
応が重要である。
（図表2）認知症には、いくつもの診断基準
が存在しているが、ほぼ共通したキーワード
として、私たちのあらゆる活動をコントロー
ルしている脳細胞がさまざまな原因で死滅す
るなどの、器質的な障害によって広汎に継続
的に機能不全を起こして、日常生活に支障を
きたしてしまったものをいう。

認知症の診断基準 

図表3

（図表3）認知症の定義に相当するものを診
断するために、いくつかの診断定義・基準が
報告されており、その代表的なものの要約に
ついて説明する。診断基準は、あくまで診断
の手がかりというものであり、他の病態から
区別するための項目である。

認知症とは？ 

 一度、正常に発達した知的機能が、脳の後天的な器質的障害によ
り生ずる持続的な認知機能（知的機能）の低下、そして日常生活に支
障をきたす「器質性疾患」 

 

 

 

    全国キャラバンメイト連絡協議会作成「認知症サポーター養成講座教材」より引用 

2 

図表2

3．「認知症」
医療法人　ゆう心と体のクリニック　院長　瀬戸裕司
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（図表4）国際疾病分類第10版（ICD-10）
による認知症の定義は、「通常、慢性あるいは
進行性の脳疾患によって生じ、記憶、思考、
見当識、理解、計算、学習、言語、判断など
多数の高次脳機能の障害からなる症候群」と
なっており、原因等については特に規定はさ
れていない。
診断基準は図表のように要約され、記憶障
害と認知能力低下が必須となっており、それ
らにより「日常生活活動や遂行能力に支障を
きたす」ことが必須条件となっている。
（図表5）米国精神医学会によるDSM-Ⅲ
-Rにおける認知症の診断基準の要約である
が、国際的に最も一般的な操作的定義として
の考え方である。
意識障害がないことが前提で、記憶障害に
加えて、それ以外の認知機能の障害（判断力
障害、実行機能障害など）があり、そのため
に社会生活や対人関係に問題をきたし、脳の
器質的疾患の存在が確認、あるいは推察でき
るときに認知症と判断するというものである。
（図表6）米国精神医学会が2000年に作成
した操作的定義である。認知症の診断的特徴
をあげており、DSM-Ⅲ-Rのような認知症
そのものの診断基準は設定されておらず、こ
れは、認知症であるか否かでなく、その原因
となった疾患を診断するという考え方に基づ
くもののようだ。
診断に必要な症状としては、記憶障害が必
須で、それに加えて失語、失行、失認、実行
機能障害のうち少なくとも一つ以上の存在が
必要とされている。

ＩＣＤ-10による認知症診断基準の要約 

Ｇ１．以下の各項目を示す証拠が存在する。 
 （１）記憶力の低下 
   新しい事業に関する著しい記憶力の減退。重症の例では過去に学習した情報の想起 
   も障害され、記憶力の低下は客観的に確認されるべきである。 
 （２）認知能力の低下 
   判断と思考に関する低下や情報処理全般の悪化であり、従来の遂行能力水準からの 
   低下を確認する。 
 （１）（２）により、日常生活活動や遂行能力に支障をきたす。 
 
Ｇ２．周囲に対する認識（すなわち、意識混濁がないこと）が、基準Ｇ１．の 
   症状をはっきりと証明するのに十分な期間、保たれていること。 
   せん妄のエピソードが重なっている場合には認知症の診断は保留。 
 
Ｇ３．次の１項目以上を認める。 
 （１）情緒易変性 （２）易刺激性 （３）無感情 （４）社会的行動の粗雑化 
 
Ｇ４．基準Ｇ１．の症状が明らかに６ヵ月以上存在していて確定診断される。 

認知症疾患治療ガイドライン作成合同委員会：「認知症疾患治療ガイドライン2010」コンパクト版2012 

図表4

ＤＳＭ-Ⅲ-Ｒの認知症診断基準の要約 

Ａ．記憶（短期・長期）の障害 
 
Ｂ．次のうち少なくとも１項目以上 
 （１）抽象的思考の障害 
 （２）判断の障害 
 （３）高次皮質機能の障害 
 （４）性格変化 
 
Ｃ．Ａ・Ｂの障害により仕事・社会生活・人間関係が損なわれる 
 
Ｄ．意識障害のときには診断しない（せん妄の除外） 
 
Ｅ．病歴や検査から脳の器質的疾患の存在が推測できる 

認知症疾患治療ガイドライン作成合同委員会：「認知症疾患治療ガイドライン2010」コンパクト版2012 

図表5

ＤＳＭ-Ⅳ-ＴＲの認知症診断基準の要約 

Ａ．多彩な認知障害の発現。以下の２項目がある 
 
 １．記憶障害（新しい情報を学習したり、以前に学習していた情報を想起する能力 
   の障害） 
 
 ２．次の認知機能の障害が１つ以上ある 
    ａ．失語（言語の障害） 
    ｂ．失行（運動機能は障害されていないのに、運動行為が障害される） 
    ｃ．失認（感覚機能が障害されていないのに、対象を認識または同定できない） 
    ｄ．実行機能（計画を立てる、組織化する、順序立てる、抽象化すること）の障害 
 

B. 上記の認知障害は、その各々が、社会的または職業的機能 
  の著しい障害を引き起こし、また、病前の機能水準からの著し 
  い低下を示す 
 

C. その欠損はせん妄の経過中にのみ現れるものではない 

認知症疾患治療ガイドライン作成合同委員会：「認知症疾患治療ガイドライン2010」コンパクト版2012 

図表6
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（図表7）2011年になり提唱された新しい
診断基準である。全ての認知症疾患における
診断基準が示されている。他の診断基準と異
なり、記憶障害が必須条件という形でなく、
実行機能障害、言語障害、空間失認や人格・
行動障害などを含めた診断基準となってお
り、非アルツハイマー型認知症にも対応する。
（図表8）米国精神医学会によるDSM-Ⅲ
-Rの考え方を示したものである。国際的に
は一番ポピュラーな考え方であり、症候から
認知症を診断する基準である。
（図表9）同じくDSM-Ⅲ-Rの考え方に基
づいた「臨床現場での認知症診断」の定義を
列記している。うつ病の鑑別は重要であり、
除外診断を要するが、現実的には鑑別困難な
ケースも少なくない。高齢者のうつ病は認知
症のリスクファクターの一つと考えられてお
り、また、認知症はうつ状態を伴いやすく、
注意深い経過観察を要する。

ＮＩＡ-ＡＡによる認知症診断基準の要約 

１．仕事や日常生活に支障 
 
２．以前の水準に比べ遂行機能が低下 
 
３．せん妄や精神疾患によらない 
 
４．認知機能障害は次の組み合わせによって検出・診断される 
     １）患者あるいは情報提供者からの病歴 
     ２）“ベッドサイド”精神機能評価あるいは神経心理検査 
 
５．認知機能あるいは行動異常は次のうち少なくとも２領域を含む 
     １）新しい情報を獲得し、記憶にとどめておく能力 
     ２）推論、複雑な仕事の取り扱いの障害や乏しい判断力 
     ３）視空間認知障害 
     ４）言語障害 
     ５）人格、行動あるいは振る舞いの変化 

認知症疾患治療ガイドライン作成合同委員会：「認知症疾患治療ガイドライン2010」コンパクト版2012 

図表7

認知症の考え方  

判断の障害   実
行機能障害など 判断力の障害 

計画や段取りを立てられない 
意識障害 

なし 
記憶 
障害 ＋ ＋ 

社会生活・対人関係に支障 

器質病変の存在・うつ病の否定 

認 
知 
症 

Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｐｓｙｃｈｉａｔｒｉｃ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ． Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ ａｎｄ ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ ｍａｎｕａｌ  
ｏｆ ｍｅｎｔａｌ ｄｉｓｏｒｄｅｒ， 3ｔｈ ｅｄ（ＤＳＭ－ＩＩＩＲ） 8 

図表8

臨床現場での認知症診断 

• 器質的な脳疾患によって起こる症候群である 
• 症状として記憶障害が必ず存在している 
• 記憶障害に加え、その他の認知障害も伴う 
• 症状は強く、日常生活にさまざまな支障をきたす 
• 経過として慢性の進行性経過をとる 
• 意識障害は除外される 
• 機能的障害としてのうつ病は否定できる 

9 

図表9
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（図表10）記憶障害についてであるが、認
知症は記銘力から損なわれていくものであ
り、保持機能は比較的保たれる。よって発症
する前のことは、しっかりと保持できている
にも関わらず、直前のことは憶えていないと
いう事態が起こってくる。そのことを家族や
介護者等にきちんと説明し、理解を得ること
は、家族等の疾病受容のプロセスにおいて極
めて重要である。

  認知症と区別の 
      必要な症候 

図表11

（図表11）認知症とよく似た症状を認める
ことの多い代表的な病態・症候についてのい
くつかを示す。
（図表12）生理的な老化における現象とし
ての記憶力の低下「良性の老年性もの忘れ」
と認知症による記憶障害の違いについての表
である。認知症による記憶障害と良性健忘の
大きな違いとしてよくいわれるものに、部分
的記憶障害と全体的記憶障害がある。すなわ
ち老化などの生理的もの忘れは、その体験し
たことの内容の一部が抜け落ちてしまい憶え
ていない部分が出る。
それに比べ、認知症による記憶障害は体験
したことの全てを憶えていないという特徴が
ある。また、認知症の場合は、記憶障害以外
に見当識などその他の認知機能の障害が出現
する。
（図表13）うつ病とアルツハイマー型認知
症の違いについて示す。
認知症は、発症が潜伏性で緩徐なものが多
く、周囲も気づかないのも特徴のひとつであ
る。それに比してうつ病は、生活史上の何ら
かの契機が認められることが多く、例えば、
半年以上前より潜伏的に発症することはな
く、月単位、週単位など発症時期が推察でき
る。
問われることに対しての取り繕い返答は認
知症のかなり特徴的な部分ともいえる。その
ため作話状態の出現も認めやすい。

記憶とは？ 

１．記銘 （憶える） 
２．保持 （忘れないよう記録） 
３．再生 （必要時に取り出す） 
４．再認 （間違いないか？） 
  
これらの全てがスムーズに流れることを言う。 
 
認知症の記憶障害は記銘障害から認められ、 
次第に全記憶障害となっていく 

10 

図表10

健康な高齢者の加齢に伴うもの忘れと認知症のもの忘れ 

東京都高齢者施策推進室「痴呆が疑われたときにーかかりつけ医のための痴呆の手引き」1999より引用・改変 

加齢に伴うもの忘れ 認知症のもの忘れ 

体験の一部分を忘れる・語健忘 全体を忘れる 

記憶障害のみがみられる 
記憶障害に加えて判断の障害 

や実行機能障害がある 

もの忘れを自覚している もの忘れの自覚に乏しい 

探し物も努力して見つけようとする 探し物も誰かが盗ったということがある 

見当識障害はみられない 見当識障害がみられる 

作話はみられない しばしば作話がみられる 

日常生活に支障はない 日常生活に支障をきたす 

きわめて徐々にしか進行しない 進行性である 

12 

図表12

うつ病（仮性認知症）と認知症の識別 

う つ 病 認 知 症 

発症  発症が急性・週か月単位で発症   発症が緩徐で潜伏性 

症状の持続  症状の持続が短期・急に進む 症状の持続が長期・ゆっくり 

症状の経過 
固定的な抑うつ感情や意欲欠如 
状況によってもあまり変化せず 

感情と行動が変動する 
動揺・暗示によって変化 

質問の答え 質問に対しても「分からない」という
答えや面倒がる 

質問に対して誤った答えや 
はぐらかしたり怒ったりする 

自分の能力評価  自分の能力の低下を慨嘆する  自分の能力の低下を隠す 

認知機能障害 
（記憶障害） 

認知機能の障害が大きく変動する 
最近に記憶と昔の記憶に差がない 

認知機能の障害が一定して
いる。最近の記憶が主体 

症状の日内変動 朝から午前中にかけて不調。午後
から夕方にかけて改善する傾向  とくに著しいものはなし 

自殺傾向   しばしば   少ない 

思考内容 自責的、自罰的、自己卑下傾向   他罰的傾向 13 

図表13
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思考内容的には、うつ病は自責的・自罰的
思考がみられやすく、認知症は他罰的となり
やすい。うつ病の場合、認知機能の変動や情
動の日内変動も目立つ。
（図表14）せん妄と認知症の違いを示す。
せん妄は意識障害であり、当然、認知機能
は低下するが、障害の本態は意識障害であ
り、鑑別を要する。一番大きな違いは、発症
様式である。認知症は前述したように、緩徐
で潜伏性であり、せん妄は、急性発症である。
発症時期を推定できるのが特徴といえよう。
症状の動揺性はせん妄の場合しばしば認めら
れ、夕方から夜間にかけて悪化することも多
い。
せん妄には、精神症状や活動性が亢進する
タイプが目立つが、注意障害や認知障害が主
体で、精神活動性の低下をきたすタイプもあ
ることには注意が必要である。
また、せん妄は、発症において何らかの誘
因があることが多く、原因検索と対応は大切
である。

  認知症症状を 
  きたす主な疾患 

図表15

（図表15、16）認知症症状をきたす疾患に
はさまざまなものがあり、図表に示す。
アルツハイマー型認知症、脳血管性認知
症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症
などが代表的なものであり、これらで認知症
の80～90％をカバーしており、4大疾患とよ
ばれたりもする。
また、最近では可逆性の疾患とよばれる
が、認知症症状を呈することのある疾患のい
くつかを示す。これらは、早期発見・早期対
応にて改善する可能性のあるものであるが、
対応が遅れれば不可逆の状態となりかねず、
早期の対応が重要である。
（図表17）アルツハイマー型認知症は、現
在日本で一番多い。潜伏性で極めて緩徐に進
行し、症状の長時間停滞はなく、記銘記憶障
害（エピソード記憶障害が特徴）とその他の

せん妄と認知症の臨床的特徴  

せ ん 妄 認 知 症 

発 症 急激に、突然おこる 発症が緩徐で潜伏性 

症状の日内変動 あり、夜間や夕刻に悪化 変化に乏しい 

初発症状 幻覚、妄想、興奮、不穏 記銘力低下 

症状の持続 数時間 ～ 一週間 永続的 

知的能力 動揺性・変動性 変化あり 

身体疾患の有無 あることが多い 時にあり 

環境状況の関与 関与することが多い 関与ない 
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図表14

 
• アルツハイマー型認知症 
• 脳血管性認知症 
• レビー小体型認知症 
• 前頭側頭型認知症（ピック病など） 
• その他の認知症（クロイトフェルツ・ヤコブ病など） 

 

• 甲状腺機能低下症 

• 慢性硬膜下血腫 
• 正常圧水頭症 
• 高次脳機能障害 
• ビタミン欠乏症 
• 慢性閉塞性肺疾患 
• うつ病・抑うつ状態 

 
 

 

代表的な認知症 

可逆性の疾患 

主要な認知症 
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図表16

アルツハイマー型認知症 

 脳動脈硬化によっておこる脳梗塞、脳出血、特に小さい
梗塞が多発した場合に多くみられる認知症。急激な発症
と階段的増悪、動揺性経過をたどりやすい 
 脳の血管障害が原因でおこる脳血管障害の30％～
40％が認知症をおこすといわれている 

脳血管性認知症 

 初老期もしくは高齢期に発症し、進行性の認知症症状
を主症状とする原因不明の脳萎縮性疾患。中核的な症
候は近時記憶障害であり、日々のエピソード記憶障害が
特徴的である 

図表17
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認知障害がある。原因はいまだはっきりせず
不明であるが、脳に老人斑（アミロイドβ）
が蓄積し、大脳皮質の全般的萎縮を認めるも
のである。
脳血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などの
脳血管障害による脳損傷のために認知機能障
害が出現する。障害の起きた場所で症状は異
なり、巣症状とよばれたりする。脳血管障害
の全てが認知症を呈するわけではないが、脳
血管障害の30～40％が認知症を合併すると
いう報告もある。
（図表18）脳血管認知症の診断基準も色々
とあるが、最近の血管性認知症に対する認識
は、図表の如しである。従来は脳血管障害の
既往があったり、画像診断で梗塞巣などを認
めたり、巣症状などの身体症状を認めれば、
血管性認知症とされる傾向が多かった。その
ため、アルツハイマー型認知症と血管性認知
症の併存したケースを混合型認知症としてい
たが、実際には長い経過を呈するアルツハイ
マー型認知症のなかには、それ自体は認知機
能への影響のない血管障害合併例がかなり多
いと考えられている。
（図表19）アルツハイマー型認知症と脳血
管障害型認知症の比較である。
発症年齢をみるとアルツハイマー型は高齢
期に多く、年齢が5歳加齢する毎に倍増する
といわれる。脳血管障害型は、その原因であ
る脳卒中発作を起こす60歳前後からが多い。
また、アルツハイマー型は女性に多く、進
行性で症状の長期停滞は認められない。病識
については、比較的早い段階で損なわれてい
く。
知的機能の障害は、アルツハイマー型は全
般性の知的障害であり、脳血管障害型の場合
は、まだら認知症とよばれるように損傷を受
けた部分の障害である。脳血管障害型は、感
情失禁もよく認められる。
（図表20）レビー小体型認知症は、大脳に
パーキンソン病に特有のレビー小体がみられ
る老年期の変性性認知症疾患である。潜行性
の発症で、ゆっくりと進行し、中核症状とし
て、①認知機能の浮動性変化、②繰り返され

アルツハイマー型 
認知症 血管性認知症 

脳 血 管 障 害 

脳 血 管 障 害(CVD) 

AD+CVD アルツハイマー型 
    認知症 

血管性 
認知症 

  AD+VaD 
（混合型認知症） 

脳卒中の既往、画像で脳梗塞、運動麻痺や構音障害が存在 今までの考え方 

最近の考え方 

脳血管性認知症の考え方について 
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図表18

アルツハイマー型 脳血管障害型 

発症年齢 70歳以上に多い 50～60歳以上に多い 

男女比 女性に多い 男性に多い 

進行・経過 少しずつ確実に進行していく 
階段状、良くなったり悪くなっ

たりする 

身体的症状 あまりない マヒなどを伴いやすい 

人格変化 しばしば明らかに 比較的少ない 

病識 早い段階でなくなる 
比較的進行しても自覚してい

る人が多い 

知的機能 全般的に低下していく 一部の能力だけ低下する 

ＣＴスキャン 
脳萎縮 

（脳室拡大・脳溝拡大） 
病巣に低吸収域 

アルツハイマー型認知症と脳血管障害型認知症の比較 
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図表19

レビー小体型認知症「DLB」とは 

• 中枢神経系に多数のレビー小体の出現 
• 欧米では変性性認知症疾患でADの次に多い 
• 主症状・特徴は、  
      １．進行性の皮質性認知症 
      ２．早期よりのパーキンソン症状 
      ３．生々しい幻視 
      ４．認知機能の動揺・変動 
      ５．非現実的妄想 
      ６．重篤な抗精神病薬への過敏性 

20 

図表20
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る幻視体験、③比較的早期よりのパーキンソ
ニズムなどが認められ、また、抗精神病薬に
より症状悪化を招きやすいなどの臨床的特徴
がある。
（図表21）診断基準については、国際ワー
クショップで診断基準が作成されており、図
表21、22に示す。必須症状である進行性の認
知機能障害は、DLBの特徴として、初期には
記憶障害が目立たないこともしばしば遭遇す
る。
（図表22）REM睡眠時行動異常は、重要な
示唆的症状である。夜間睡眠時に悪夢を伴う
大声や激しい体動の有無などの家人からの情
報収集もポイントとなる。また、DLBの過半
数の症例で、うつ状態が認められるといわれ
ている。アルツハイマー型認知症では3割程
度といわれており差がある。
通常型とよばれるものは、アルツハイマー
型病変を伴っているが、定型的な場合はアル
ツハイマー病変は軽く、アミロイド沈着が主
である。海馬領域の病変は、アルツハイマー
と比べると軽度である。
薬物療法は、現在根本的な治療法は確立し
ていないが、大脳のアセチルコリン濃度がア
ルツハイマー以上に低下していることが判っ
ており、コリンエステラーゼ阻害剤が有効と
の報告はある。
（図表23）前頭側頭葉変性症（FTLD）の
うち、古くより知られているのがピック病で
ある。
前頭・側頭葉に限局した進行性の変性を示
し、言語障害や行動障害を主症状とする非ア
ルツハイマー型認知症の包括的疾患概念であ
る。最近までは、臨床的特徴に基づいた3つ
の臨床類型（①前頭側頭型認知症、②進行性
非流暢性失語症、③意味性認知症）が使われ
てきたが、2011年に新しい国際診断基準が
示されており、 図表23の如しであるが、
DSM-5においては、病型を、①行動障害型
と②言語障害型の二つに分類している。
このFTLDの概念については、まだまだ不
安定な部分が多く、今後も議論が続くと考え
られている。

レビー小体型認知症の診断基準① 

１．社会生活に支障がある程度の進行性認知症の存在 

 初期は記憶障害は目立たないこともあり、進行とともに明らかになる。 

 注意力、前頭葉皮質機能、視空間認知障害が目立つこともある。 

 

２．以下の３項目の中核症状のうちprobable DLBでは２項目、 

  possible DLBでは１項目が認められること。 

  １） 注意や覚醒レベルの明らかな変動を伴う認知機能の動揺 

  ２） 現実的で詳細な内容の幻視が繰り返し現れる 

  ３） パーキンソニズムの出現 

McKeith IG,Dickson DW, Lowe J et al :Diagnosis and management of dementia with Lewy 
bodies(DLB). Neurology 65: 1863-1872,2005 
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図表21

３．ＤＬＢの診断を示唆する症状 

  １） レム睡眠時行動異常 

  ２） 重篤な抗精神病薬過敏 

  ３） PET、SPECTでの基底核でのドパミントランスポータの減少 
 

４．ＤＬＢの診断を支持する症状 

  １） 繰り返す転倒と失神   ２） 一過性の意識障害 

  ３） 重篤な自律神経障害  ４） 幻視以外のタイプの幻覚 

  ５） 系統的な妄想       ６） うつ 

  ７） CT、MRIで側頭葉内側が保たれている 

  ８） SPECT・PETでの後頭葉の取り込み低下 

  ９） MIBG心筋シンチの異常 

  10） 脳波での徐波と側頭葉での一過性の鋭波 
McKeith IG,Dickson DW, Lowe J et al :Diagnosis and management of dementia with Lewy 

bodies(DLB). Neurology 65: 1863-1872,2005 

レビー小体型認知症の診断基準② 
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図表22

前頭側頭葉変性症 

 

   前頭側頭葉変性症（FTLD） 

             前頭側頭型認知症（FTD） 

             進行性非流暢性失語症（PNFA） 

             意味性認知症（SD） 

           
前頭側頭葉型認知症（FTD） 

          行動障害型前頭側頭型認知症（ｂｖFTD） 

          言語障害型前頭側頭型認知症 

                進行性非流暢性失語症（PNFA） 

                意味性認知症（SD） 

新分類（２０１１） 

従前よりの分類 
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図表23
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（図表24）前頭側頭型認知症の代表である
ピック病では、発症に気づかれる前に色々な
精神症状エピソードがみられることが多い。
集中力低下や注意力低下、易疲労感等を認め
たり、易刺激性や不穏気分等が前駆症状の如
く出現することがある。
性格変化、行動変化はこの疾患に特有のも
のである。社会的態度の変化、発動性亢進あ
るいは減退などが目立つ。周囲からは「人が
変わった」とみられたりする。
治療としては、この疾患は、初期には認知
機能低下はほとんど目立たず、行動障害・精
神症状が主体となることがほとんどであり、
治療もこれらの症状対処が主体となる。
（図表25）認知症以外の認知機能の低下や、
認知症前駆症状を表す概念にはいくつかのも
のがあるが、最近よく使われるMCIについ
て説明する。
軽度認知機能障害（MCI）という概念は、
本人、もしくは家族や周りの人からももの忘
れがあると認識され、年齢や教育程度を考慮
すると記憶力は低下しているが、一般的認知
能力の低下はなく、日常生活能力における低
下はないため、「認知症とはいえないもの」と
定義されている。しかしながら、その一部は
アルツハイマー型認知症などへ進展すること
が知られており、さまざまな研究では、平均
で年間10％が認知症に移行したとのデータ
があり、しっかりとした経過フォローが重要
である。
（図表26）MCIについては、まだまだ検討
を要する概念であり、きちんとした説明・指
導が重要である。無用な不安や心配を与える
ことはもちろん避けるべきであるが、経過
フォローの重要性の理解は必要である。
MCIから認知症へのコンバート予防にお
いてコリンエステラーゼ阻害剤やメマンチン
投与の有効性について科学的根拠はない。ま
た、エストロゲンやNSAIDsについては無効
や害を示す科学的根拠が示されている。

前頭側頭型認知症の特徴 

臨床的特徴 
 初老期におこり、一部は家族性をしめす 

 ADとの比は１０分の１以下 

 臨床症候群であり、進行性の前頭･側頭葉変性を示す 
 

臨床症状 
 高度の性格変化、社会性の喪失、注意、抽象性、計画、判断等

の能力低下が特徴。言語面では会話が少なくなり末期には緘黙

となる 

 記憶、計算、空間的見当識は比較的保たれる 

 画像では病理の萎縮部位に対応する選択的な前頭葉・ 側頭

葉の異常が描出される 
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図表24

１．記憶障害の訴えが本人，または家族から認められている 

２．日常生活動作は正常 

３．全般的認知機能は正常 

４．年齢や教育レベルの影響のみでは説明できない記憶障害 

  が存在する 

５．認知症ではない 

軽度認知機能障害 
MCI (mild cognitive impairment) 

（Petersen RC et al Arch Neurol 2001） 

MCIに関する19の縦断研究を検討した結果、平均で年間約１０％が認知症に
進展していた。  
            （Bruscoli M et al. Int Psychogeriatr  2004） 
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図表25

• 病態へ対してのしっかりとした教育、知識獲得を行う 
• 経過フォローの重要性の理解を得る 
• 必要以上に不安をかきたてないようにきちんと説明
する 

• コリンエステラーゼ阻害剤やメマンチン投与により認
知症コンバートを防ぐというエビデンスはない 

• しっかりと通院して慎重な経過観察が必要な状態で
ある 
 
 

MCIの方やその家族への対応 
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図表26
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  我が国の現状 

図表27

（図表27、28）我が国の認知症高齢者の現
状を示す。
認知症患者は、世界的規模で増加している
が、高齢者人口が急激に増加している我が国
では、その傾向は著明である。高齢化率が
2012年には24.1％に達し、2014年9月には
25.9%と発表された。
厚生労働省の全国調査の成績による推計で
は、認知症患者は2012年の時点で約439万
人に達しているとされた。
MCIの人が約380万人と推計されており、
合わせると800万人を超えている。
（図表29）高齢化率、認知症の発生率など
についての現状である。過去には認知症の発
症率は高齢者人口の5％といっていた時代も
あり、急速に増加している。
認知症のBPSD出現率はさまざまな調査
でバラツキはあり、程度の差はあるものの多
くの認知症にはBPSDは伴っているものと
考えられる。
また、認知症の初期症状には、多くの場合
本人自身が気づくと言われており、その段階
でのしっかりとしたサポートが求められる。
医療が関わっている認知症患者は罹患してい
るうちの10％にすぎないという報告もあり、
啓発活動はまだまだ不十分といえる。

健 常 者 

約380万人（注） 

介護保険制度を利用 
している認知症高齢者 

（日常生活自立度Ⅱ以上） 

日常生活自立度Ⅰ 
又は 要介護認定を 
受けていない人 

  MCIの人 
（正常と認知症 
  の中間の人） （注）MCIの全ての者が認知症になるわけではないことに留意 

出典：「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」（H25.5報告）及び 
         『「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数について』（H24.8公表）を引用 

65歳以上高齢者人口 2,874万人 

アルツハイマー病につ
いては、約20年前か
ら原因蛋白が蓄積され

始める 

認知症高齢者の現状 

○満65歳以上の高齢者について、認知症有病率推定値15％、認知症有病者数約439万人と推計。 
○MCIの有病率推定値13％、MCI有病者数約380万人と推計。 
   ※MCI＝正常でもない、認知症でもない(正常と認知症の中間) 状態の者 

約280万人 

持続可能な介護保険制度を確立し、安心して生活できる地域づくり 

約160万人 

約280万人 
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医学的なエビデンス 

● 日本の高齢化率は２５％を超えている 

● 平成２７年には２６％を超え、平成３７年には３０％を超える 

● 高齢者人口の約１５％が認知症 

● 認知症の有病率は年齢が５歳高まるとほぼ倍増する 

● 認知症の５０～９２％に問題行動(BPSD)が起こる 

● 高齢者人口の１３％は軽度認知障害(MCI)             

  《軽度認知障害：認知症の前駆状態、予防の対象》 

● 毎年、軽度認知障害の１０％は認知症になる 

● 認知症の疑いは本人自身が最初にわかる 

● しかし、身内も含め誰かに相談するケースは５０％程度 

● 医療機関に受診する人は10％にすぎない              

  《受診につながらないケースが１０倍存在する》 

● 高齢者単独世帯・夫婦世帯の増加                   

  《２０２５年には合わせて、全世帯の６６．６％と推計される》 29 
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  認知症の症状 

図表30

（図表30、31、32）認知症の症状を理解す
る際には、脳細胞の損傷によって生じる「中
核症状」とよばれる持続性の認知障害、さま
ざまな要因がからみ合って起こってくる「行
動・心理症状」を整理して理解する必要があ
る。中核症状には、記憶障害、見当識障害、
理解・判断力の障害、実行機能障害、失行・
失認などがあり、それらについては、図表33
で説明する。
中核症状は、脳の器質的障害に起因する認
知機能障害全般そのものであり、回復を期待
するものでなく、進行防止が治療の中心であ
る。
このことは、介護職等への指導・理解の大
きなポイントでもある。
行動・心理症状は、本人がもともと持って
いる性格傾向、素因、人間関係、環境因子な
どさまざまな要因がからみ合って出現する精
神症状や、日常生活に適応困難を呈する行動
上の問題である。これらは適切な治療や対応
で改善をすることがある。
（図表33）認知症の中核症状のうち、記憶
障害はきわめて重要な症状である。学習によ
り獲得した事実や知識は、言葉で説明できる
ので陳述記憶とよばれ、エピソード記憶と意
味記憶に分類され、無意識のうちに獲得され
る技能的な操作などの記憶を手続き記憶とい
う。
認知症の記憶障害は、記銘障害がまず起こ
り、次第に全記憶障害に進展する。アルツハ
イマー型認知症では、早期より近時記憶が障
害され、進行につれて即時記憶や遠隔記憶と
いうものが障害されていく。
見当識も比較的早期から障害され、時間や
季節感の感覚が薄れていく。次第に空間見当
識も損なわれ、道に迷ったりトイレの場所が
わからなくなったりする。
理解・判断力も障害され、思路障害などや

• 抑うつ 

• アパシー 

• 興奮 

• 不穏 

• 暴言 

• 妄想 

• 幻視 

• 幻覚   

思考・推理・判断・適応・問題解決 

中核症状 

周辺症状（行動・心理症状） 

 

ほ
か 

• 
実
行
機
能
障
害 

• 

失
認 

• 

失
行 

• 

言
語
障
害
（失
語
） 

• 

見
当
識
障
害 

• 

理
解
・判
断
力
低
下 

• 

記
銘
記
憶
障
害 

認知機能障害 

認知症の中核症状と周辺症状（行動・心理症状） 

• 徘徊  

• 心気妄想 

• 脱抑制 

• 不潔行為 

• 異食行為 

• 焦燥 

• 激越 

   など   
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• 記憶障害 

      最初は記銘障害から起こる 

• 見当識障害 

      まず、時間や季節感の感覚がおかしくなる 

       進行すると道を間違えたりわからなくなる 

       人間関係の認識も混乱していく 

• 理解・判断力の障害 

      思考の流れが遅くなったり、迂遠傾向が目立ちだす 

       同時に複数のことが処理・理解できなくなる 

       些細な変化、いつもと違う出来事に混乱しやすくなる 

       観念的な事柄と、現実的、具体的事項が結びつかない 

• 実行機能障害 
        計画を立てたり段取りをすることができなくなる    

• その他（感情表現etc…） 
         状況を読めず、判断や理解ができないため、奇異な反応を示す 

認知症の中核症状 
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中核症状とＢＰＳＤ（行動・心理症状） 

脳細胞の器質的障害 

中 核 症 状 
 
 
 
 

記憶障害 

その他 実行機能障害 

理解・判断力の障害 見当識障害 

BPSD（行動・心理症状） 
 
 
 
 

不安・焦燥 

興奮・暴力 徘徊 

幻覚・妄想 抑うつ・アパシー 

不潔行為 

気質・性格・素因 
心理的因子・環境因子 
・身体因子 

脱抑制 睡眠障害 

失行・失認 

 

    全国キャラバンメイト連絡協議会作成「認知症サポーター養成講座教材」より引用改変 
31 
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353．「認知症」

情報処理能力が低下する。
実行機能障害は、認知症の特徴的な症状の
一つで、物事を計画立てたり、実際の行動に
移すことができなくなる。
（図表34）BPSDとは、以前は「問題行動」
とよばれたもので、我が国では「周辺症状」
とよばれることがある。
（図表35）FASTは、1986年にReisberg
らが作成したアルツハイマー型認知症の評価
尺度である。
認知症の有無や重症度を、現在の状態像お
よび、発症から現在までの経過をもとに評価
するのが特徴。その人の現在の状況や、過去
の行動をもとに評価するため、進行状況を客
観的にみることができるので、日頃の状態を
よく知る介護者等の情報が役立つ。
（図表36）CDRは、1982年にHughesら
によって作成された認知症の評価尺度であ
る。この評価尺度は、認知症の有無や重症度
を行動観察や介護者からの情報をもとに評価
するもので、記憶、見当職、判断と問題解決、
社会適応、家での生活趣味、身の回り（介護
状況）の6項目について評価する。CDR：0
からCDR：3までの5段階に分類される。評
定項目ごとに認知症の程度を評定する仕組み
で、認知症の症状を多面的に評価できること
が特徴である。

Reisberg B et al: Functional staging of dementia of the Alzheimer type. Ann NY Acad Sci 1984; 435 481-483 

ＦＡＳＴによるアルツハイマー型認知症の 
重症度のアセスメント 

１．正常   

２．年相応 物の置き忘れなど 

３．境界状態 
熟練を要する仕事の場面では、機能低下が同僚によって認めら

れる。新しい場所に旅行することは困難。 

４．軽度のアルツハイ 
  マー型認知症 

夕食に客を招く段取りをつけたり、家計を管理したり、買物をした

りする程度の仕事でも支障をきたす。 

５．中等度のアルツハ 
  イマー型認知症 

介助なしでは適切な洋服を選んで着ることができない。入浴させ

るときにもなんとか、なだめすかして説得することが必要なことも

ある。 

６．やや高度のアルツ 
  ハイ マー型認知症  

不適切な着衣。入浴に介助を要する。入浴を嫌がる。トイレの水

を流せなくなる。失禁。 

７．高度のアルツハイ 
  マー型認知症 

最大約６語に限定された言語機能の低下。理解しうる 

語彙はただ１つの単語となる。歩行能力の喪失。着座能力の喪

失。笑う能力の喪失。昏迷および昏睡。 
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異常なし 

（ＣＤＲ 0） 

疑いあり 

（ＣＤＲ 0.5） 

軽度認知症 

（ＣＤＲ 1） 

中等度認知症 

（ＣＤＲ 2） 

重度認知症 

（ＣＤＲ 3） 

記憶 障害なし 
ときに軽いもの忘れ 

良性のもの忘れ 
もの忘れは物事の 
一部についてのみ 

中等度の障害 
最近の事柄を忘れる 
日常生活に支障 

重度の障害 
古い記憶のみ残る 

重度の障害 
断片的記憶のみ 

見当識 障害なし 障害なし 
時間の見当識の不確
実さ 
地誌的見当識障害 

時間についての失見
当識 
時には場所的失見
当識 

人物に対する見当
識が残るのみ 

判断と 
問題解決 問題なし 軽い障害が疑われる 

複雑な問題の解決が
困難 
社会的態度変わらず 

簡単な問題の解決
ができない 
社会的態度も変わる 

判断力障害が著し
く問題解決できない 

社会での 
活動 問題なし 買い物、職業、経済

的な事柄軽い障害 
独立した社会的行為
ができない 

家の外での独立した
行為は不可能 

家での 
生活趣味 問題なし ほとんど問題なし 

軽度であるが明らか
な障害 
日常の家庭の仕事、
趣味に無関心 

日常の簡単な行為
ができる程度 

家の内でもまとまっ
た行為はできない 

身の回り ときに助けが必要 
着衣、便所などで介
助を要する 

すべてに介助必要 
しばしば失禁 

臨床認知症評価尺度（Clinical Dementia Rating） 

（ Hughesら 1982 ） 

図表36

ＢＰＳＤとは 

• 国際老年精神医学会が提唱した概念であり、最近
ではこの用語が定着してきており、さまざまな現場
で用いられている 

 
• 「behavioral and psychological symptons of 

dementia（ＢＰＳＤ）」として定義されている 
 
• 認知症（原因疾患を問わない）をもつ人々に起こる
心理的な反応、精神医学的症状、そして行動のさま
ざまな範囲を記述する用語と定義されている 
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（図表37、38）Observation　List　for　
early　signs　of　Dementiaを 略 し て
OLDといい、オランダでかかりつけ医のた
めに作成された。HDS-Rが質問式の診断方
法であるのに比し、OLDは観察式の診断方
法なので、患者さんが協力的でなくても患者
さんの日常生活をよく知っている人からの情
報で実施可能。OLDでは、12項目のうち4項
目以上が明らかにあれば認知症を疑うが、
チェックされた数の多い少ないにはこだわら
ず、OLDを意識して診療することで、認知
症の早期発見につなげていくことを目的にし
たチェックリストである。
（図表39）認知症は、潜伏性で緩徐な発症
をするため、周囲がなかなか気づきにくいの
が特徴である。
認知症患者の家族は、記憶障害よりも雰囲
気の変化や意欲低下、怠惰的等の変化にまず
気づくことが多いようである。

  認知症の治療 

図表40

（図表40）認知症の治療について、中核症
状と行動・心理症状にわけて説明する。

会
話
の
組
み
立
て
能
力
と
文
脈
理
解 

６ 特定の単語や言葉がでてこないことがしばしばある 
  
－仕事上の使い慣れた言葉などがでてこないなど 

  

７ 話の脈略をすぐに失う 
  
－話があちこち飛ぶ 

  

８ 質問を理解していないことが答えからわかる 
  
－医師の質問に対する答えが的はずれで、かみあわないなど 

  

９ 会話を理解することがかなり困難 
  
－患者さんの話がわからないなど 

  

作
話
・
依
存
な
ど
見
当
識
障
害 

10 時間の観念がない 
  
－時間（午前か午後さえも）がわからないなど 

  

11 話のつじつまを合わせようとする 
  
－答えの間違いを指摘され、言いつくろおうとする 

  

12 家族に依存する様子がある 
  
－本人に質問すると、家族の方を向くなど 

  

Observation List for early signs of Dementiaを略してOLDといい、オランダでかかりつけ医のために作成された。 
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図表38

• 話に「あれ」「それ」などの抽象語が多くなる 
• 元々の人柄がなんとなく変わったようにみえる 
• 物事に対しての関心がなくなり、投げやりになる 
• どことなく、だらしなく怠惰的な感じにみえる 
• 以前より失敗が多くなり、言い訳をすることが多くなる 
• 人付き合いを避け、閉じこもるようになる 
• 同じことを言ったり、したりする 
• くどくなったり、些細なことで怒りっぽくなる 

家族が気づく、初期の症状 
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氏名   カルテ番号   
歳 

診断年月日 
    

年   月   日 

記
憶
・
忘
れ
っ
ぽ
さ 

１ いつも日にちを忘れている 
  
－今日が何日かわからないなど 

  

２ 少し前のことをしばしば忘れる 
  
－朝食を食べたことをわすれているなど 

  

３ 最近聞いた話を繰り返すことができない 
  
－前回の検査結果など 

  

繰
り
返
し 

語
彙
・
会
話
内
容
の 

４ 同じことを言うことがしばしばある 
  
－診察中に、同じ話を繰り返しする 

  

５ いつも同じ話を繰り返す 
  
－前回や前々回の診察時にした同じ話（昔話など）を繰り返しする 

  

【初期認知症徴候観察リスト（ＯＬＤ）】 
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（図表41）大脳の器質性障害を基盤として
出現する中核症状は、神経組織の器質的変化
の修復が、一部の例外を除き困難であること
から、多くは不可逆性であり、根本的治療薬
はいまだないが、アルツハイマー型認知症で
は、アセチルコリンニューロン系障害や、グ
ルタミン酸作動性神経系の障害が深く関与し
ていることがわかっており、我が国でも図表
のような薬物が使用可能となっている。それ
ぞれの特徴、投与法などは記載のとおりであ
る。薬剤使用の選択肢は広がったが、適応が
ありながら治療機会が得られていない認知症
患者がいまだに多いとも考えられている。
また、表には記載していないが、房室伝導
障害は要注意で、心電図や脈拍数などの管理
は重要である。
（図表42、43）行動・周辺症状（BPSD）
は、頻度も高く、医療・看護・介護の上で大
きな問題である。しかしながら、適切な対応
治療により改善することが可能なケースも多
い。
身体的要因、薬剤の副作用・中断、周囲の
不適切なケアなどが原因であることも少なく
ない。
BPSDへは、非薬物的対応が原則であり、
さまざまな介入を検討するが、その上で薬物
的対応を併用することとなる。薬物治療の一
般的原則としては、低用量で症状にあわせて
漸増、薬効の短期間での評価、多剤併用は避
ける等である。保険適応外使用となることも
充分に考慮して、家族への丁寧な説明も必要
である。

以上で改善や軽減がみられない場合は 

薬物治療の併用へ 

周辺症状（BPSD)に対する対応の基本 

● 身体状況のチェックと身体疾患の有無および治療 

     感染症、骨折、脱水、便秘、栄養状態など 

● 服用中薬物の副作用や急激な中断薬の有無についてチェック
し検討する 

● 不適切な環境の有無や行われているケアのチェックと改善 

      環境ストレス、心的ストレス、騒音、不適切なケアなど 

● 適切なアセスメントによる介護サービスの利用を行う            
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周辺症状（BPSD）に対する薬物療法 

認知症に伴う精神症状や行動症候に対して 保険適
応を得ている薬剤は限られているが、実地臨床では
いくつかの薬剤が用いられる 
 

 ・ 抗うつ薬： 非三環系抗うつ剤 

・ 抗精神病薬： 非定型抗精神病薬 

・ 抗てんかん薬 

・ 睡眠導入薬・抗不安薬： 短時間作動型を用いる 

・ 漢方薬： 電解質バランス、肝障害に注意 
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一般名 

（製品名） 

ドネベジル塩酸塩 

（アリセプト） 

ガランタミン臭化水素塩

（レミニール） 

リバスチグミン 

（イクセロンパッチ、リバ

スタッチパッチ） 

メマンチン塩酸塩 

（メマリー） 

作用機序 アセチルコリンエステラー
ゼ阻害 

アセチルコリンエステラー
ゼ阻害 および 
ニコチン受容体増強作用
（ＡＰＬ作用） 

アセチルコリンエステラー
ゼ阻害 および 
ブチリルコリンエステラー
ゼ阻害 

   ＮＭＤＡ受容体阻害 

適応   軽度から高度   軽度および中等度   軽度および中等度   中等度から高度 

剤型 
 
錠剤・口腔内崩壊錠・細
粒剤・ゼリー剤 

 
錠剤・口腔内崩壊錠・経口
液剤 

    パッチ剤  錠剤・口腔内崩壊錠 

用法用量 
１日１回３㎎から開始１～
２週間後に５㎎（維持量） 
     高度：10㎎まで 

１日２回 
４週毎に８㎎ずつ漸増 
   維持量：16～24㎎ 

 
１日１回経皮 
４週毎に4.5㎎ずつ漸増 
維持量：1.8㎎ 
 

１日１回５㎎より開始し
１週毎に５㎎ずつ漸増 
維持量：20㎎ 
ＣｈＥＩｓと併用可 

代謝 ＣＹＰ450（３Ａ４、２Ｄ６） 
肝代謝 

ＣＹＰ450（３Ａ４、２Ｄ６） 
肝・腎代謝 

ＣＹＰによる影響はわずか 
腎排泄が主 

ＣＹＰによる影響はわず
か 
腎排泄 

血中半減期    70～90時間     8～10時間    除去後３時間    50～70時間 

主な副作用 悪心、嘔吐、下痢、徐脈   悪心、嘔吐、徐脈 
 適応部位皮膚症状 
 接触性皮膚炎 

 浮動性めまい 
    （転倒に注意） 
 傾眠、頭痛、便秘 

抗認知症薬の作用機序・適応・用法・副作用 

図表41



38

（図表44）BPSDに対する、代表的な非薬
物的対応を列記した。いずれも認知症患者自
身に対しての共感と受容の気持ちが根底に必
要である。

  認知症高齢者への 
対応 

図表45

（図表45）認知症高齢者への基本的対応に
ついて説明する。
（図表46）介護者は、身内が認知症になっ
た際には、誰しも驚き、戸惑い、混乱を呈す
る。その心理的ステップを示す。
否定から混乱、そして受容しようとして期
待となり、再び混乱とあきらめ、というプロ
セスを何度も繰り返して、真の受容となる。
その期間をできるだけ短くするために、周
囲の援助が重要である。
（図表47）高齢者は、老年期心性として、
喪失体験という不安や抑うつ思考が根底に存
在している。そのために漠然とした不安感情
に陥りやすい。
認知症高齢者は、そういった感情の上にあ
り、常に不安と戸惑いがある。よって、安
心・安全を常に求めているといわれる。
（図表48）認知症性高齢者に対する基本的
な介護原則である。あくまでもペースは患者
本人のリズムを守り、環境の大きな変化を避
けるのはいうまでもない。なじみの品を持た
せたりすることが有用なこともある。
受容という気持ちが不可欠である。

認知症の人の介護者・家族の受け入れ段階 

① とまどい・否定的なケアとなる段階 
 

② 身内が認知症であることを認め、
否定から脱し、受容しようとする段階 
 

④ あきらめ・放棄す
る段階 
 

③ 認知症の人に改善など
の期待をつなぐ段階 
 

⑤ 新たなケアに対しての試みの段階 
 

心の 
葛藤 

ケア・サポート 

本間 昭ほか：認知症介護 介護困難症状別ベストケア50、小学館 2007 46 

図表46

認知症高齢者の心理的特徴 

• 自分の気持ちを受け入れられ、安心を求めている 
• 本能的に「苦」を回避しようとする 
• 思い通りにならないことに対する我慢力の低下がある 
• 環境変化には敏感に反応する 
• 周囲の愛情に対して敏感にキャッチ、微妙に反応する 
• プライドがとても傷つきやすい。喪失体験に敏感である 
• 自分のペースに固守する 
• 何でも良いから「やりとげたい」という本能的要求がある 
• 生きたいという願望を持つ 
• 根底は不自由さに苦しんでいる状態にある 
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図表47

周辺症状（BPSD）に対する非薬物療法 

• 行動に焦点をあてた療法 
  ・個別対応 
  ・環境調整 
 
• 感情に焦点をあてた療法 
  ・回想法 
  ・バリデーション療法（確認療法） 
 
• 行動・感情に焦点をあてた療法 
  ・現実見当識訓練（ＲＯ法） 
 
• 刺激に焦点をあてた療法 
  ・音楽療法 
  ・芸術療法 
  ・ペット療法 
  ・園芸療法など 

44 

図表44
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（図表49）認知症高齢者との接し方のいく
つかを列記している。
認知症患者は、記憶障害がかなり進行して
も、感情自体は比較的長期間保たれるケース
が多い。
事実関係などは憶えていなくとも、叱責等
を受けたことなどがいつまでも残像の如く
残っているのは、このためである。
また、理屈での説得は全く意味を成さな
い。いかに納得させるかがポイントである。
一般的には、正面からきちんと視線を合わせ
て、穏やかに話すよう心がける必要がある。

おわりに

認知症の対応について、最近のいくつかの
診断基準や考え方を示した。
日常臨床での鑑別すべき疾患についても提
示、我が国の現状も少し解説し、認知症の症
状とその評価についてのスケールも若干紹介
している。
治療については、薬物的対応は現在用いら
れている薬物を中心に説明をおこない、非薬
物的対応についても紹介した。
人口の高齢化にともない、我が国の認知症
高齢者は急速に増加している。適切な医療・
看護・介護による早急な対策が重要であり、
そのためには、全人的な患者把握が欠かせな
いと考える。

１．自尊心（プライド）を傷つけない （怒らない）  

２.  納得いく様に話す（説得とは違う） 

３．ペースはとにかく相手に合わせる     

４.  話は単純・簡潔にする。くどくならないよう 

５．流行語は使わないでわかりやすく   

６．近くで、きちんと正面から話す 

７．言葉だけでなく、文字などを使う工夫も有用 

８．言葉以外のコミニュケーション（雰囲気）が大切 

９．話の中で、時には現実も提示する 

１０．過去を回想することも大切（相手に共感する） 

 

認知症高齢者との接し方 
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図表49

認知症性高齢者の介護原則 

１．高齢者のペースに合わせる 
２．なじみの環境で介護する 
３．生活リズムを崩さない 
４．問題行動を受け入れる 
５．感情の交流を大切にする 
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図表48
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414．「服薬管理」

はじめに

平成26年度の診療報酬改定で、外来の機能
分化の推進の観点から「主治医機能の評価」
として設定されたのが、「地域包括診療料」と
「地域包括診療加算」である。
「投薬」では病院、診療所とも「院内処方」
が原則とされている。院外処方を行う場合、
病院では「24時間開局」している薬局との連
携が、診療所では「24時間対応薬局」との連
携が必要である。
本章では、地域包括診療料と地域包括診療
加算の算定要件となっている「服薬管理」を
解説し、その後、実際の臨床で必要な服薬管
理の要点を明らかにする。

地域包括診療料、地域包括 
診療加算での服薬管理
（図表1）地域包括診療料、地域包括診療加
算は、外来の機能分化の推進の観点から、主
治医機能をもった診療所の医師が、複数の慢
性疾患を有する患者に対し、患者の同意を得
た上で、継続的かつ全人的な医療を行うこと
について評価したものである（地域包括診療
料においては、主治医機能を持った中小病院
の医師も含む）。
対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常
症および認知症の4疾病のうち2つ以上を有
するもので、療養上の指導、服薬管理、健康
管理、介護保険に係る対応、在宅医療の提供
および当該患者に対し24時間の対応等を
行っていることが必要である。
服薬管理については、（イ）患者の同意を得
て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指
導及び診療を行う、（ロ）他の保険医療機関と
連携の上、患者が受診している医療機関をす
べて把握するとともに、当該患者に処方され
ている医薬品をすべて管理し、診療録に記載
することが必要である。さらに、（ハ）原則と
して院内処方を行うこととされている。（ニ）
院外処方の場合の薬局は、地域包括診療料の
病院では24時間開局薬局であること、地域包
括診療料、地域包括診療加算の診療所では24
時間対応薬局と連携することが必要とされて
いる。

地域包括診療料、地域包括診療加算での服薬管理
（イ）患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指導

及び診療を行う

（ロ）患者が受診している医療機関をすべて把握し、

処方されている医薬品をすべて管理し、診療録に記載

（ハ）原則として院内処方

（ニ）院外処方の場合の薬局

①「診療料」の病院では24時間開局薬局

②「診療料」「加算」の診療所では24時間対応薬局

1

図表1

4．「服薬管理」
医療法人白髭内科医院　院長　白髭　豊
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（図表2）ただし、診療所の場合、連携薬局
でなくとも、患者の同意があれば、その他の
薬局での処方も可能である。その場合、時間
外対応薬局のリストを文書で提供し説明する
ことが必要である。また、当該薬局に通院医
療機関リストを渡し、患者は受診時にお薬手
帳を持参し、医師はお薬手帳のコピーをカル
テに貼付する。当該点数を算定している場合
は、7剤投与の減額規定対象外となる。

在宅での薬剤管理上の問題点

（図表3）平成19年度老人保健事業推進費
等補助金「後期高齢者の服薬における問題と
薬剤師の在宅患者訪問薬剤管理指導ならびに
居宅療養管理指導の効果に関する調査研究」
で、在宅患者訪問薬剤管理指導等の開始した
際に発見された薬剤管理上の問題点では、
「薬剤の保管状況」57.3％、「服用薬剤の理解
不足」46.4％、といったものがもっとも多
く、「薬剤の飲み忘れ」35.7％、「副作用の発
症」23.3％など種々の問題を抱えていること
がわかる。こうした問題の解決には、薬剤師
の介入が大きな力をもつ。
（図表4）は、実際の残薬の写真である。筆
者が担当していた78才の在宅療養中の女性
で、ケアマネジャーが自宅の奥の部屋を掃除
しようと入ってゴミ袋いっぱいに入っていた
残薬を見つけたもので、並べて写真を撮り薬
価にて計算してみたところ、63,469円で
あった（平成22年薬価ベース）。

服薬におけるアセスメント項目

（図表5）服薬におけるアセスメント項目
は、服薬状況、剤形、服薬手技、粉砕・脱カ
プセルの有無、薬剤の管理・保管者、薬剤保
管場所、薬剤保管方法が挙げられる。
服薬状況では、患者宅の残薬を調べ、飲み
残しや、服薬過剰・重複が疑われる場合は、
認知機能低下や嚥下障害、手指運動障害で薬
が飲めないなど、背景要因を追求する。服薬

院外処⽅での服薬管理
地域包括診療料 地域包括診療加算

200床未満の病院 診療所 診療所

24時間開局薬局 24時間対応薬局*
（患者の同意があれば、その他の薬局での処方可能。その場合、
時間外対応薬局のリストを文書で提供し説明する。）

・他の医療機関と連携し、通院医療機関や処方薬をすべて管理し、カルテ記載

・院外処方を行う場合、当該薬局に通院医療機関リストを渡し、患者は受診時に

お薬手帳を持参することとし、医師はお薬手帳のコピーをカルテに貼付する

・7剤投与の減額規定対象外

（全国で16薬局（H26年5～6月時点））

*基準調剤加算（1または2）の届出を行っている調剤薬局

2

図表2

在宅患者訪問薬剤管理指導等の開始時に発⾒された
薬剤管理上の問題点

57.3

9.1

1.7

35.7

7.9

10.5

5.7

23.3

46.4

13.2

薬剤の保管状況

薬剤の重複

併用禁忌の薬剤

薬剤の飲み忘れ

薬剤が飲みにくいため残されていた

薬剤の飲みすぎ

処方内容と食習慣が合っていなかった

副作用の発症

服用薬剤の理解不⾜

その他

平成１９年度老人保健事業推進費等補助金「後期高齢者の服薬における問題と薬剤師の在宅患者訪問薬剤管理指導ならびに居宅療養管理指導の効果に関する調査研究」

（N=812) （％）

3

図表3

７８歳認知症女性 自宅に残された
残薬（H１９～２１年分）

６３,４６９円（H22年薬価ベース）

ケアマネジャーが部屋を掃除しようとしたところゴミ袋いっぱいに
入っていたのを見つけた。 （中野正治先生提供）

4

図表4
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影響はないかについて、予め評価しておく。
薬剤の保管・管理を誰が行っているかは、ケ
ア方針に大きく影響するため把握しておく。
薬剤の保管場所や保管方法は、薬物の物理化
学的安定性に影響するばかりでなく、服薬コ
ンプライアンスにも関わる。必要に応じ、お
薬カレンダーやお薬ボックスの導入をした
り、一包化薬の薬包に色線を引くなど種々の
工夫をこらして、服薬ミスを減らし、コンプ
ライアンスを高めるようにする。

服薬状況を悪化させる要因と
対策
（図表6）服薬状況を悪化させる要因として
は、聴覚障害、視覚障害、手指運動障害、認
知症、精神障害（うつ、せん妄）、嚥下障害な
どが挙げられる。
聴覚、視覚障害は、用法や薬効に対する理
解不足の原因となる。視覚障害、および、脳
梗塞後遺症や整形外科疾患による手指運動障
害では、シートからの薬剤取りこぼし・紛失
の危険性がある。このような場合、PTPシー
トから薬を取り出す「お薬取り出し器」、薬包
を開封する「レターオープナー」を使用した
り、取り出した薬をカップに落とすなどの工
夫が必要である。認知症、精神障害（うつ、
せん妄）では、服用方法・時間、量の理解が
できなくなり、薬剤の飲み忘れ、飲み過ぎの
原因となる。嚥下障害のため、患者が錠剤や
カプセルを服用出来ない場合もある。この場
合、散剤、液剤への変更を検討する。錠剤の
粉砕や脱カプセルが必要な場合、保管中に吸
湿や分解などで変質する恐れがないか評価し
ておく。

服薬状況の悪化を間接的に誘
発する薬剤
（図表7）服薬状況の悪化を間接的に誘発す
るものは、認知機能低下、うつ症状、せん
妄・特異行動、不眠、視覚障害、嚥下障害、
眠気、パーキンソニズム・錐体外路症状、脳
梗塞・脳出血、関節障害を引き起こす薬剤で
ある。

を自己調節していないか、定時服用が出来な
い理由に対する考察と対策も必要となる。
また、患者が服薬しにくい剤形や、実施が
難しい服薬手技がないか確認する。例えば、
坐薬の包装（ブリスターパック）が硬すぎて
開けられない、カプセル剤が喉につかえる、
手の震えや視力低下のため液剤が計量できな
い、自己注射薬の単位設定ができない、点眼
ができないことは珍しくない。患者の状態を
注意深く観察し、定期的に剤形などを適切に
変更していくことが大切である。
嚥下障害などのため、錠剤やカプセルを服
用できない場合は、錠剤の粉砕や脱カプセル
を検討する。この場合、保管中に吸湿や分解
で変質する恐れがないか、薬効や薬物動態に

服薬におけるアセスメント項目

アセスメント項目 詳細

服薬状況 ・飲み残し ・過剰 ・重複 ・自己調節

・定時服用不可

（理解できない、能力的に出来ない）

剤形、服薬手技 ・開封の可否（PTP、一包化薬、坐薬の包装）

・錠剤、カプセル、散剤、液剤の可否

・液剤計量の可否 ・自己注射薬の単位設定の可否

・坐剤の挿入 ・皮膚外用剤の貼付、外用薬塗布

粉砕・脱カプセル ・する場合の安定性

薬剤の管理・保管者 ・本人 ・家族 ・介護者

薬剤保管場所 ・室温 ・冷所

薬剤保管方法 ・一包化薬袋、ピルケース、お薬カレンダー、お薬ボックス

（早川達「在宅アセスメント」虎の巻より）
5

図表5

服薬状況を悪化させる要因と対策

【服薬状況を悪化させる要因】

・聴覚、視覚障害：用法や薬効に対する理解不足の原因となる

・視覚障害、手指運動障害：シートからの薬剤取りこぼし・紛失

・認知症、精神障害（うつ、せん妄）；飲み忘れ、飲み過ぎの原因

・嚥下障害：散剤、液剤への変更、体位の工夫

医学的な評価に基づいた医師主導の服薬管理が必要
薬剤師と連携し、生活状況に沿った支援を多職種で行う。

これら要因を把握して、生活環境（住環境、独居・高齢夫婦世帯）、
介護状況を加味して支援

6

図表6
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食品が薬剤へ及ぼす影響

（図表8）食品で薬剤に影響を与えるもの
は、以下のように要約される。
カルシウム拮抗剤の血中濃度を上昇させる
ものとしてグレープ・フルーツはよく知られ
ているが、それに加え、スウィーティー、
はっさく、ぼんたんも同様である。オレンジ、
温州みかんは影響しない。
アルコールを含有しているものとして、ニ
トログリセリン製剤、エリキシル剤、市販の
ドリンク剤（ソルマック、エスカップ、リポ
ビタンD、ユンケル）があるので、注意が必
要である。
VB6は、レボドパの血中濃度を低下させ
る。VKがワーファリン作用を減弱させるこ
とはよく知られている。納豆1パックの摂取
でワーファリンの効果が完全に消失する。葉
酸はフェニトイン濃度の低下を引き起こす。
コーヒーやお茶（カフェイン）は、テオフィ
リン、シメチジンとともに摂取すると頭痛を
起こす。食物繊維は、ジゴキシンの吸収を遅
延する。INH服用中にチーズを摂取すると、
含有する成分であるチアミンが、頭痛、紅潮、
悪寒、発熱等の症状をきたす。INH服用中に
青魚を摂取すると、青魚由来のヒスタミンが
蓄積し、頭痛、紅潮、発汗等のヒスタミン中
毒症状をきたす。

粉砕・脱カプセルの問題点

（図表9）嚥下障害などのため、錠剤やカプ
セルを服用できない場合は、錠剤の粉砕や脱
カプセルを検討する。腸溶錠は、胃では溶け
ず、腸で溶けるようにした錠剤である。胃で
分解する薬物や、胃で溶けると胃障害を起こ
す薬物を錠剤にする場合や、作用時間を遅く
したい場合に腸溶錠とする。低pHでは溶け
ず、中性付近で溶解する物質を用いてコー
ティングする。従って、粉砕には向かない。
粉砕や脱カプセルを選択する場合、保管中
に吸湿や分解で変質する恐れがないか、薬効

服薬状況の悪化を間接的に誘発する薬剤

• 認知機能低下、うつ症状、せん妄・特異行動、不眠

• 視覚障害、嚥下障害、眠気

• パーキンソニズム・錐体外路症状

• 脳梗塞・脳出血

• 関節障害

上記の症状を引き起こす薬剤

（早川達「在宅アセスメント」虎の巻より）

7

図表7

粉砕・脱カプセルの問題点
• フィルムコーテイング錠：薬の表面を水溶性の高分子の膜で被ったもの。

• 腸溶錠

• 徐放錠： 形態から、1)シングルユニット型、２）マルチプルユニット型

放出制御機構から、１）リザーバー型、２）マトリックス型

上記製剤の粉砕・脱カプセルは、効果の減弱/効果の増強、副作用リスクの増加など問題点が多
く不向き！

セルロースの膜等

裸錠 胃では溶けず，腸で溶けるようにした錠剤。胃で分解する
薬物や，胃で溶けると胃障害を起こす薬物を錠剤にする場
合，作用時間を遅くしたい場合に腸溶錠とする。
低pHでは溶けず，中性付近で溶解する物質を用いてコー
ティングする。（日本薬学会HPより）
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図表9

食品が薬剤へ及ぼす影響
・グレープ・フルーツ、スウィーティー、はっさく、ぼんたん

カルシウム拮抗剤の血中濃度上昇（オレンジ、温州みかんは大丈夫）

・アルコールを含有しているもの：

ニトログリセリン製剤、エリキシル剤

市販のドリンク剤（ソルマック、エスカップ、リポビタンD、ユンケル）

・VB6：レボドパの血中濃度低下

・VK：ワーファリン作用減弱（納豆１パックでワーファリンの効果が完全に消失）

・葉酸：フェニトイン濃度低下

・カフェイン：テオフィリン、シメチジンとともに服用すると頭痛

・食物繊維：ジゴキシンの吸収遅延

・チーズ：INH服用中では、チーズのチアミンが頭痛、紅潮、悪寒、発熱をきたす

・青魚： INH服用中で、青魚由来のヒスタミン蓄積し、頭痛、紅潮、発汗へ
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図表8
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や薬物動態に影響はないかについて、予め評
価しておく。

服薬管理の改善策

（図表10）服薬管理を改善するべき方法と
して以下のようにまとめられる。
高齢者の処方薬剤数は、年齢との有意な相
関はなく、保有疾患数に依存することが知ら
れている。認知症等で服薬管理能力が低下す
る際、まず薬剤数を少なくすることが肝要で
ある。または、配合剤を用い実質的に1剤に
収める戦略も有効であろう。また、1日3回を
2または1回にし、食前・食直後・食後30分の
混在を回避して服用法の簡素化、単純化を検
討すべきである。さらには、一包化調剤によ
り、多剤併用による服薬過誤を予防する。こ
の際、複数医療機関の処方も合わせて一包化
する方が望ましい（処方日数の違いによる煩
雑化を回避するような調整を心がける）。服
薬カレンダーや、お薬ボックスも有効であ
る。服薬カレンダーは、1週間分を曜日・用
法で管理するものだが、認知症があるとカレ
ンダーの数日分をまとめて服用する危険性も
ある。お薬ボックスは、1日分が服薬時点ご
とに区切られたボックスである。
以上のように、医学的な評価に基づいた医
師主導の服薬管理が必要である。実際の現場
では、薬剤師と連携し、生活状況に沿った支
援を多職種で行うことが求められる。

簡易懸濁法

（図表11）簡易懸濁法とは、錠剤を粉砕し
たりカプセルを開封せず、そのまま55℃の温
湯に入れ10分で崩壊懸濁させ経管投与する
方法である。
（図表12）簡易懸濁法のメリットは、調剤
時問題点の解決（粉砕による薬品量ロス、接
触・吸入、煩雑化）、経管栄養チューブ閉塞の
回避（細いチューブの使用可能）、配合変化の
危険性の減少がある。すなわち、粉砕法では、
粉砕して配合したあと投与日数期間、配合変

服薬管理の改善策
・薬剤数を少なくする

・服用法の簡素化：1日3回→２または１回、食前・食直後・食後３０分の混在を回避

・一包化調剤
多剤併用による服薬過誤を予防。複数医療機関の処方も合わせて一包化する方が望ましい

（処方日数の違いによって却って複雑化することもある）

・服薬カレンダー
１週間分を曜日・用法で管理する

認知症があるとカレンダーの数日分を

まとめて服用する危険性あり。

・お薬ボックス
１日分が服薬時点ごとに区切られたボックス。

服薬管理の改善策

服薬カレンダー

お薬ボックス（七嶋和孝先生提供）

一包化調剤
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簡易懸濁法

簡易懸濁法とは、錠剤を粉砕したりカプセルを開封せず、そのまま
55℃の温湯に入れ10分で崩壊懸濁させ経管投与する方法

1回分の薬を水剤
瓶に全部入れる

55℃温湯を
20m l入れ
10分間放置

注入器に薬液を吸
い取る

懸濁した薬剤を注入

（昭和大学薬学部 薬剤学教室倉田なおみ氏 HPより）
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簡易懸濁法のメリット
・調剤時問題点の解決（粉砕による薬品量ロス、接触・吸入、煩雑化）

・経管栄養チューブ閉塞の回避（細いチューブの使用可能）

・配合変化の危険性の減少

粉砕法：粉砕して配合したあと投与日数期間、配合変化の危険性あり

簡易懸濁法：投与前水に入れる10分間のみ

・投与可能薬品の増加 錠剤・カプセル剤全1,003薬品中

→粉砕法：694薬品（69%）、簡易懸濁法：850薬品（85%）

・投与時に再確認ができる→リスクの回避

・中止・変更が容易（粉砕はすべて破棄、簡易懸濁法では変更錠剤を抜くか足す）

（簡易懸濁療法研究会HPより）

（七嶋和孝先生提供）

※注意点：マクロゴール6000含有薬剤は、融点が56～61℃のため、55℃より高温の湯
を使うと温度が下がった時、凝固する！（アリセプト、グラマリール、タケプロンOD等)12

図表12
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訪問薬剤管理指導のプロセス

（図表13）訪問薬剤管理指導・居宅療養管
理指導を始めるきっかけのうち、医師の指示
型、薬局提案型、介護支援専門員提案型、多
職種提案型の4パターンについて説明する。
基本は、Aの医師の指示型である。医師・歯
科医師が薬剤師に訪問の指示を行い、薬剤師
が患者または介護に当たる家族の同意を得て
訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導を開始
するというものである。訪問の指示は、処方
箋の処方欄または備考欄に「訪問指示」と記
載する。緊急時等、口頭での指示の場合は、
指示があった旨を薬歴に記載してもらうので
もいい。一般的には、医師から提供された情
報をもとに、薬剤師が患者宅を訪問し、在宅
での薬剤管理の目的などを説明し、患者や家
族の同意を取る。在宅訪問への同意が取れれ
ば、薬剤師は、医師・歯科医師からの指示に
基づき、薬学的管理指導計画書を作成する。
介護保険の場合には、重要事項説明書や契約
書が必要になる。
いつも処方せんを持って薬局へ薬を取りに
来るのが患者の代理で、本当に薬が服用出来
ているか疑わしい場合など、薬剤師自身が必
要性を感じ、患者宅を訪問する場合もある。
薬剤師が、薬剤師の訪問が必要であると判断
した時は、患者に薬剤師の訪問の意義や目的
を説明し、医師や歯科医師に情報提供して訪
問指示を出してもらうことも想定される。同
様に、介護支援専門員や訪問看護ステーショ
ンの看護師、訪問介護士から薬剤師が薬の相
談を受け、訪問指導の必要性があると判断で
きれば、医師や歯科医師に情報提供して訪問
指示を出す方法もある。これらは、多職種と
の連携から生まれてくるもので、日常業務で
多職種と生きた連携をしていくことより育ま
れていく。
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、在宅での
療養を行っている患者であって通院が困難な
ものに対して、あらかじめ名称、所在地、開
設者の氏名及び在宅患者訪問薬剤管理指導を

化の危険性があるが、簡易懸濁法では投与前
に水に入れる10分間のみである。また、錠
剤・カプセル剤全1,003薬品中で、粉砕法で
は694薬品（69%）が投与可能だが、簡易懸
濁法では850薬品（85%）の投与ができる。
さらに、懸濁直前の投与時に薬剤の再確認が
できる点で、リスクの回避ができ、また、中
止・変更が必要になった際、粉砕ではすべて
破棄しなければならないが簡易懸濁法では変
更錠剤を抜くか足すことで対応でき、すべて
処方し直す粉砕法より、はるかに容易で無駄
がない。
注意点として、マクロゴール6000含有薬
剤は、融点が56～61℃のため、55℃より高
温の湯を使うと温度が下がった時、凝固する
（アリセプト、グラマリール、タケプロンOD
等）。また、酸化マグネシウムを経管チューブ
から投与すると目詰まりを起こしやすいが、
マグミット®錠を粉砕して投与すると詰まり
にくい。マグミット®錠は、崩壊剤としてク
ロスカルメロースナトリウムを添加し、粉末
状酸化マグネシウムを乾式造粒法により顆粒
としたものを錠剤化した製剤で、崩壊が極め
て早い。酸化マグネシウム（粒状）との経管
栄養用チューブ通過の比較試験で、少量の水
分で崩壊・懸濁し、粒子径が小さいことから
通過性が良好であることが示されている。

訪問薬剤管理指導のプロセス

日本薬剤師会服薬支援マニュアル改訂版
（H21.9,29 )より
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図表13
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に適切な処方がなされる。それをもとに、薬
剤師が調剤をし、服薬に関する管理・支援を
行っていく。その際、看護師、ヘルパーなど
の多職種による連携・支援により、適切な服
薬の支援を行いつつ、副作用のモニタリング
も行っていく。医師は、これらの報告を薬剤
師から受け取り、効果・副作用の評価を行
い、それ以後の診断・処方に活かしていくこ
とになる。

おわりに

内服遵守に対する用語はcompliance（コ
ンプライアンス）からadherence（アドヒア
ランス）に変わりつつある。コンプライアン
スは医師の指示による服薬管理の意味合いで
用いられるが、アドヒアランスは患者の理
解、意思決定、治療協力に基づく内服遵守で
ある。治療は医師の指示に従うという考えか
ら、患者との相互理解のもとに行っていくも
のであるという考えに変化してきたことが、
内服遵守におけるコンプライアンスからアド
ヒアランスという概念の変化につながってい
ると考えられる。さまざまな要因によってア
ドヒアランスは低下し、それによって病状の
悪化をもたらすだけでなく、治療計画にも影
響し、医師－患者間の信頼関係を損なう。医
師－患者間の治療による関係性を、薬剤師の
協力のもとにつくること、十分なインフォー
ムドコンセントにより多職種で情報を共有す
ること、患者が方向性を選択できるような治
療を行うことがアドヒアランス向上にとって
不可欠である。そして、アドヒアランス向上
は、より良い服薬管理、治療やQOLの向上
へと繋がっていく。

行う旨を地方厚生（支）局長に届け出た保険
薬局の薬剤師が、医師の指示に基づき、薬学
的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、
薬歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤服用状
況及び薬剤保管状況及び残薬の有無の確認等
の薬学的管理指導を行い、当該指示を行った
医師に対して訪問結果について必要な情報提
供を文書で行った場合に算定する。同様の点
数は医療機関の薬剤師でも算定できるが、こ
の場合、地方厚生（支）局長への届け出は不
要で、当該医療機関の医師及び患者の同意が
あれば訪問できる。
介護保険の場合、薬局は特段申し出を行わ
ない限り、みなし規定で居宅療養管理指導・
介護予防居宅療養管理指導のサービス提供事
業者になる。介護報酬算定の要件は、医療保
険とほぼ同じで、薬局薬剤師は医師の指示に
基づき、薬学的管理指導計画の策定が必要
で、訪問する際は、薬歴管理、服薬指導など
服薬支援を行い、指示を行った医師に訪問結
果を報告する。このように、医療保険の在宅
患者訪問薬剤管理指導、介護保険の居宅療養
管理指導の両方とも、患者が通院困難である
ことに加え、医師からの指示を受けることが
必要である。

服薬管理における医師・薬剤
師の役割
（図表14）まず、医師の的確な診断をもと

服薬管理における医師・薬剤師の役割

的確な診断

処⽅

調剤

服薬管理・支援

副作用モニタリング

効果と副作用の評価

訪問看護師、ヘルパーなど多職種からの支援

医師

薬剤師
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参考文献
1）	 平成19年度老人保健事業推進費等補助金「後
期高齢者の服薬における問題と薬剤師の在宅
患者訪問薬剤管理指導ならびに居宅療養管理
指導の効果に関する調査研究」報告書　日本
薬剤師会　平成20年

2）	 早川達【監】「在宅アセスメント」虎の巻　日
経BP社　平成25年

3）	 日本薬剤師会　服薬支援マニュアル改訂版
（H21.9 .29）

4）	 秋下雅弘「高齢者の服薬管理」　日老医誌47：
134-136、2010





495．「禁煙指導」

はじめに

2007年4月に施行された「がん対策基本
法」（以下、基本法という）に基づき、同年6
月「がん対策推進基本計画」（以下、第一次基
本計画という）が策定された。
第一次基本計画においては、がんの予防の

「取り組むべき施策」として、「発がんリスク
の低減を目指して、喫煙の及ぼす健康影響に
ついての普及啓発を進め、禁煙支援プログラ
ムの更なる普及を図り、喫煙をやめたい人に
対する禁煙支援を行うための体制を整備して
いく。」と記載された。
基本法第9条第7項においては、「政府は、
がん医療に関する状況の変化を勘案し、及び
がん対策の効果に関する評価を踏まえ、少な
くとも5年ごとに、第一次基本計画に検討を
加え、必要があると認めるときには、これを
変更しなければならない」とされており、基
本法施行5年後の2012年6月、第一次基本計
画の見直しが実施された（以下、見直し後の
基本計画を第二次基本計画という）。
第二次基本計画においては、国の施策とし
て初めて成人喫煙率の具体的数値目標が定め
られた。すなわち、「喫煙率については、平成
34（2022）年度までに、禁煙希望者が禁煙
することにより成人喫煙率を12％とする」と
されたのである。
これは、2010年の成人喫煙率が19.5%で
あり、その喫煙者のうち37.6%がタバコを

やめたいと答えていることから、これらがす
べて禁煙を達成するとして算出されたもので
ある。
この数値は、2012年7月に厚生労働大臣告
示された「健康日本21（第2次）」においても
踏襲され、同様の数値目標が記載された。
しかし、喫煙習慣の本質はニコチン依存症
であり、本人の意志の力だけで長期間の禁煙
ができる喫煙者はごくわずかであることが明
らかになっている。すなわち、喫煙率目標値
を達成するためには、禁煙を希望する喫煙者
に対して禁煙治療を提供できる、医療担当者
のサポートが極めて重要であると言える。そ
こで本稿では、医療担当者として知っていて
欲しい喫煙・禁煙に関する基本的な対応を解
説する。

5．「禁煙指導」 
      ～かかりつけ医に不可欠な禁煙に関する知識～

公益社団法人 日本医師会　常任理事　羽鳥　裕
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（図表1、2）一般的に、タバコが引き起こ
す病気として最も知られているのは、肺がん
ではないか。タバコの煙に含まれる約4,000
種類の化学物質のうち64種類には発がん性
物質が含まれており、肺がんだけでなく口腔
がんや胃がん、膀胱がんなど、多くのがんを
引き起こすことが明らかにされている。
2010年、日本産業衛生学会も、タバコの煙
をカドミウムやコールタール、アスベスト
（石綿）などと共に「発がん物質第1群」に追
加収載した。また、がん以外にも、タバコの
煙はDNAの損傷・炎症・酸化ストレスなど
のメカニズムを介して、循環器疾患・呼吸器
疾患などの健康リスクを高める。
日本では能動喫煙によって年間129,000
人が死亡していると推定されており、主なも
のはがん死亡77,000人、 循環器疾患死亡
33,000人、呼吸器疾患死亡18,000人となっ
ている。
（図表3、4、5、6）しかも、がん・循環器
疾患・呼吸器疾患の3大領域以外に、タバコ
の健康影響は各診療科の疾患領域にも及んで
いる。例えば代表的なものとして、産科・婦
人科においては不妊・低出生体重、外科にお
いては術後合併症、整形外科においては骨粗
しょう症・股関節部骨折、眼科においては白
内障、内科においては胃潰瘍・糖尿病・高血
圧・認知症・肺気腫・メタボリックシンド
ロームなど、日常診療でよく目にする疾患に
もタバコが影響している。
（図表7）また、受動喫煙の健康影響も明ら
かになってきており、がんや脳卒中、子供の
中耳炎や喘息への影響が示されており、受動
喫煙によって日本で年間6,800人が亡くなっ
ていると言われている。
（図表8）当然、これらの疾患に大きく影響
があることから医療費増大にも影響してお
り、タバコによる超過医療費は1.7兆円、入
院・死亡による労働力の損失は2.4兆円と試
算されている。
すなわち、喫煙はわが国のような先進国に
おいて、疾病や死亡の原因の中で防ぐことの
できる最大のものであり、禁煙は今日最も確

図表2

全身に及ぶ、たばこの害 
【がん】

出典 愛知県がんセンター研究所疫学・予防部：日本のがん死亡統計：2005 

・わが国では１９５０年当時、年間わずか１，０００人であった肺がん死亡数が、 
現在では５０，０００人を超え、約５０年間に５０倍も増加。 

・この増加傾向は、喫煙率が高い男性で顕著。喫煙者は非喫煙者に比べて 
肺がんで死亡するリスクが男性で４．５倍、女性で２．３倍。 

・男性の場合、喉頭がんで死亡するリスクは喫煙しない人に比べて３２．５倍。 
・呼吸器系（肺がん、喉頭がん）だけでなく、消化器系（口腔・咽頭がん、食道がん、 
胃がん、肝臓がん、膵臓がん）、泌尿器系（腎盂がん、尿管がん、膀胱がん）、 
子宮頸がん等、喫煙により全身にわたる様々ながんの罹患リスクが上昇。 

3 

図表3

0 20 40 60 80 100 120 140

トランス脂肪酸の高摂取 
ヒトT細胞白血球ウイルス１型感染 

ヒト・パピローマウイルス感染 
野菜果物の低摂取 

B型肝炎ウイルス感染 
過体重・肥満（高BMI） 

多価不飽和脂肪酸の低摂取 
C型肝炎ウイルス感染 
高LDLコレステロール 

ヘリコバクターピロリ感染 
飲酒 

食塩摂取 
高血糖 

運動不足 
高血圧 

喫煙 

循環器疾患 

悪性新生物 

糖尿病 

呼吸器系疾患 

その他の非感染性疾病 

外因 

非感染性疾患と傷害による成人死亡の主要な２つの決定因子は喫煙と高血圧 

2007年の我が国における危険因子に関連する非感染症疾病と外因による死亡数 

出典）THE LANCET 日本特集号（2011年9月）日本：国民皆保険達成から50年 
    なぜ日本国民は健康なのか（厚生科学研究：我が国の保健医療制度に関する包括的実証研究、渋谷健司より作成） 

喫煙12万9千人 

死亡数, 千人 
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実にかつ短期的に、大量の重篤な疾病や死亡
を劇的に減らすことのできる方法と言える。
禁煙推進は、喫煙者・非喫煙者の健康の維持
と莫大な医療保険財政の節約につながるとと
もに、社会全体の健康増進に寄与する最大の
ものと言える。
世界保健機関（WHO）は、タバコによる
健康被害を食い止めるべく、加盟国に対して
総合的なタバコ政策を求める決議を採択して
きたが、タバコ製品の広告、密輸、健康被害
に対する対策のためには、各国が共通した政
策をとることが必要であるとして、「たばこ
の規制に関する世界保健機関枠組条約
（FCTC）」を制定した。現在では170を超え
る国が批准しており、日本も批准国の1つと
なっている。FCTCにおいては「締約国は、
たばこの使用の中止及びたばこへの依存の適
切な治療を促進するため、自国の事情及び優
先事項を考慮に入れて科学的証拠及び最良の
実例に基づく適当な、包括的及び総合的な指
針を作成し及び普及させ、並びに効果的な措
置をとる（同条約第14条）」ことが求められ
ている。
欧米では早くから喫煙を「再発しやすい
が、繰り返し治療することにより完治しうる
慢性疾患」すなわちニコチン依存症と捉え、
禁煙治療に対する保険給付などの制度を導入
して、多くの喫煙者が禁煙治療を受けること
ができるよう、社会環境の整備を進めてき
た。わが国においては、2006年以前は禁煙治
療が自費で行われてきた。しかし、2005年6
月に、日本循環器学会が第3次対がん総合戦
略研究班の協力を得て、厚生労働省保険局医
療課に対して禁煙治療への医療保険の適用を
求めるための医療技術評価希望書を提出した
ほか、日本気管食道科学会が日本医師会長宛
に禁煙治療に対する保険給付の要望書を提出
した。さらに、日本循環器学会や日本肺癌学
会などの禁煙に取り組む9学会（前記2学会の
ほか、日本呼吸器学会、日本産科婦人科学会、
日本小児科学会、日本心臓病学会、日本口腔
衛生学会、日本口腔外科学会、日本公衆衛生
学会）が厚生労働省保険局医療課長に対して

・喫煙はＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患＝肺気腫、慢性気管支炎など）、喘息などの呼吸器
系の疾患を発症する一因。 

・ＣＯＰＤは発症原因の９０％以上が喫煙。「たばこ病」として注目。 
・ＣＯＰＤの有病率は８．６％と推定、健康日本21（第二次）でも着目。 
・４０歳以上では約５３０万人、７０歳以上では約２１０万人がＣＯＰＤに罹患。 
・日本の年間ＣＯＰＤ治療経費は直接経費６，４５１億円、間接経費１，６０４億円、 
総経費８，０５５億円に上ると推定。 

・どんな人でも加齢とともに肺の働きは低下。喫煙者ではそれがより急速。 
・長期間たばこを吸っている人の約２０％が、定年の頃になると咳や痰の量が増加。 
階段を上ることも息苦しくなる。 

・進行すると、ひどい息切れによって生活が不自由になり、酸素療法が必要。 
・禁煙によってＣＯＰＤの進行を遅らせることが可能。 

【呼吸器疾患】

     出典 Ｎｉｐｐｏｎ ＣＯＰＤ Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｙ Ｓｔｕｄｙ：2001 日本呼吸器学会：ＣＯＰＤ診断と治療のためのガイドライン 他 
5 

図表5

・女性にとって、たばこは健康を害するだけでなく、美容の大敵。 
①スモーカーズ・フェイス 
・喫煙により皮膚の弾力が低下。 
深いシワが増え、肌のきめが粗くなる。 

・頭髪の変化（白髪、脱毛）、唇の乾燥や歯、 
歯肉の着色、口臭、声の変化などが起こり、実際の年齢よりも老けた、いわ
ゆる「スモカーズ・フェイス（喫煙者の顔つき）」になる。 

【女性と喫煙】 

２２歳の双子の女性のうち、一方が喫煙した場合、
一方が喫煙しなかった場合の、４０歳になったときの
容貌の差。 
            （イギリスＢＢＣ制作） 

6 

図表6

・喫煙により、虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞）・脳卒中・血管病（閉塞性動脈硬化症、バー
ジャー病、大動脈瘤）の罹患率が上昇するだけでなく、悪化する確率が上昇。 

・喫煙を起因として、血液を粘稠にする血中成分の増加や善玉（ＨＤＬ）コレステロールの減少
により動脈硬化が促進。 

・男性では喫煙により虚血性心疾患のリスクは約３倍に上昇。喫煙本数が増えるほどリスクが
増加。 

・ただし、禁煙すれば２年以内にリスクは減少。禁煙は虚血性心疾患の予防に即効的な効果。 
・脳卒中の発症率も喫煙により男性では１．３倍、女性では約２倍に上昇。 
・たばこを吸わなければ、男性では１７％、女性では５％、合わせて１６万人もの人において 
脳卒中の発症を予防可能。 

 

【循環器疾患】 

出典 Ｄｏｂｓｏｎ，Ａ．Ｊ．ｅｔ ａｌ．：Ｊ Ｃｌｉｎ Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌ：1991     Ｍａｎａｍｉ，Ｔ．ｅｔ ａｌ．：Ｓｔｒｏｋｅ：2004 
4 
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禁煙治療の保険適用の要望書を提出した。
これらの動きを受けて厚生労働省は、
2006年度の診療報酬の改定に向けて、2005
年11月9日の中央社会保険医療協議会・診療
報酬基本問題小委員会にニコチン依存症に対
する禁煙治療の保険適用を提案した。その結
果、2006年2月15日の中央社会保険医療協
議会総会において、「ニコチン依存症管理料」
の新設が承認され、禁煙治療に対する保険適
用が2006年度より開始されることになった。
禁煙治療の有効性ならびに経済効率性につ
いては十分な科学的証拠があり、数ある保健
医療サービスの中でも費用対効果に特に優れ
ていることがわかっている。しかし、わが国
における禁煙治療の取り組みは、いまだ一部
の医療関係者にとどまっているのが現状であ
る。
（図表9）前述の禁煙治療に対する保険適用
の動きを踏まえて、2005年6月に厚生労働省
保険局医療課に提出された医療技術評価希望
書の内容に準拠して、禁煙治療の手順と方法
を具体的に解説するものとして、「禁煙治療
のための標準手順書」1）が作成された。「ニコ
チン依存症管理料算定」即ち禁煙治療の保険
適用においては、この標準手順書に則った治
療を行うことと定められているため、禁煙治
療担当医師には必須のものとなっている。
（標準手順書は日本循環器学会などのホーム
ページからダウンロードが可能http：//
www.j-circ.or.jp/kinen/anti_smoke_std/
pdf/anti_smoke_std_rev6.pdf）
次に、標準手順書の具体的な記載を紹介す
る。
標準手順書には対象患者の条件・施設基
準・算定要件・禁煙治療の流れ・具体的な治
療の方法が記載されている。
対象となる患者は、「ニコチン依存症に係
る ス ク リ ー ニ ン グ テ ス ト（Tobacco	
Dependence	Screener	TDS）」で5点以上の
ニコチン依存症と診断された者、ブリンクマ
ン指数（1日の喫煙本数×喫煙年数）が200以
上である、直ちに禁煙を希望している、文書
で同意を得ている、が挙げられる（これら4

8 

図表8

9 

TDSスコア 

図表9

受動喫煙による被害 
・たばこの煙には、本人が吸う「主流煙」と、 
たばこの先から立ちのぼる「副流煙」がある。 

・たばこの煙には多くの有害物質が含まれる。 
その量は主流煙よりも副流煙のほうが、数倍から

数十倍も多量。 
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図表7
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（図表10）施設基準としては、禁煙治療を
行っている旨を医療機関内に掲示すること、
禁煙治療の経験を有する医師がいること（診
療科は問わない）、禁煙治療に係る専任の看
護師または准看護師を配置していること、禁
煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定
器（薬事法で医療機器の認証を受けたものの
み）を備えていること、保険医療機関の敷地
内が禁煙であること（ビルの一部であるとき
は、当該保険医療機関の保有または借用する
部分が禁煙であること）、ニコチン依存症管
理料算定患者のうち喫煙をやめたものの割合
を定期的に地方厚生局長に報告しているこ
と、が挙げられる。
多くの医療機関が敷地内禁煙になってきて
いる現在では、この基準はそれほど高いハー
ドルではないと思われる。
（図表11）ニコチン依存症管理料は、12週
間の治療期間中に5回算定可能で、初回230
点、2、3、4回目（2週目、4週目、8週目）
が184点、5回目（12週目）が180点となる。
なお、患者の都合により途中で中止した場
合でも、そのときまではニコチン依存症管理
料が算定できる。
各診療の内容としては、初回治療として喫
煙状況の問診、ニコチン依存度の確認、禁煙
への意欲の確認、ニコチン摂取量の客観的評
価として呼気一酸化炭素濃度測定器による測
定と結果説明、禁煙に当たっての問題点（離
脱症状など）の把握とアドバイス、保険制度
の説明、 禁煙開始日の確認、 禁煙補助薬
（チャンピックス、ニコチネルTTS）の選択
と説明が必要である。一般診療の中でこれら
に対応するには、看護師などスタッフの協力
を得ることが必須であり、効率的に行うため
のコツでもある。
再診（2、4、8、12週後）では、禁煙状況、
離脱症状などの問診、禁煙治療問答集などを
用いて禁煙中の不安をサポートし、呼気一酸
化炭素濃度のモニタリングによる客観的評価
で、非喫煙者と同等の一酸化炭素濃度になっ
ていることを確認する。
再診4回目（初回診療から12週後）の最終

点を満たせないが禁煙を希望する場合には自
由診療下で禁煙治療を行う）。
TDSは10項目の質問にYes/Noで答える
だけの簡単なものであるが、WHOのICD-
10、DSM-Ⅳに準拠し精神医学的見地から
開発されたもので、厚生労働省の喫煙実態調
査（1998年度）でも使用されている。ファー
ガストロームニコチン依存度指数（FTND）
をご存知の方も多いと思われるが、FTNDは
生理学的側面からみており、ニコチン依存の
判定のためには、TDSの方がICD-10との相
関は強いとされている。

10 

・禁煙治療を行っている旨を医療機関内の見やすい場所に

掲示していること 
・禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること

（診療科は問わない） 
・禁煙治療に係わる専任の看護師又は准看護師を配置して

いること 
・禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備え

ていること 
・保険医療機関の敷地内が禁煙であること（ビルの一部で

あるときは、当該保険医療機関の保有または借用する部

分が禁煙であること） 
・ニコチン依存症管理料算定患者のうち喫煙をやめたもの

の割合を定期的に地方厚生局長に報告していること 

【施設基準】

図表10

出典 禁煙治療のための標準手順書（第６版）：2014 
11 

図表11
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集中力低下とともに食欲亢進があり、その症
状に応じて対応策を患者と相談する。ニコチ
ンパッチ（ニコチネルTTSなど）やニコチン
ガムはその成分であるニコチンが食欲亢進を
抑制するので、禁煙中の体重増加の抑制効果
が期待できる。また、禁煙日記に、体重記録、
禁煙状況、補助薬使用状況を記入してもらう
ことで、患者の状況把握が容易になり、効果
的なアドバイスを効率的に行いやすくなる。
（図表13）わが国で入手可能な禁煙補助薬
は、保険収載されたニコチン製剤（ニコチネ
ルTTS）、保険収載されていないが薬局、薬
店で購入できるニコチンパッチやニコチンガ
ム、経口薬として保険収載されたα₄β₂ニコ
チン受容体部分作動薬のバレニクリン（チャ
ンピックス）がある。禁煙補助薬は、禁煙時
の離脱症状の軽減を主目的に処方するが、
チャンピックスは喫煙による満足感も抑制す
る。保険収載されている禁煙補助薬は、ニコ
チン依存症管理料算定に伴い処方された場合
には保険薬としての処方が可能となるが、院
外処方のときは処方箋備考欄に“ニコチン依
存症管理料に伴い処方”と記載する必要があ
る。記載がない場合には、調剤薬局で、受診
者が自費請求されることもあるため注意が必
要である。
ニコチネルTTSは禁煙開始日から使用し、
8週間の使用期限を目安に貼り薬のサイズを
①30㎠（ニコチン含有52.5mg）を4週間、
②20㎠（ニコチン含有35㎎）を2週間、③10
㎠（ニコチン含有17.5㎎）を2週間に切り替
えて使用する。
チャンピックスは、禁煙を開始する1週間
前から服用を始め、12週間服用する。まず
0.5㎎1錠1日1回を3日間、0.5mg1錠1日2
回を4日間処方後、8日目から1mg1錠を1日2
回、全部で12週間服用する。添付文書には禁
煙継続率を上げるためには、さらに12週間の
継続投与について記載されているが、これは
保険適用とはならない。チャンピックスによ
る頭痛、吐き気、眩暈や、ニコチネルTTSに
よるかぶれなどの副作用があるときは、12週
間以内であれば、保険適用内で変更は可能で

回においては、禁煙状況の確認、1年以内は
再喫煙になる可能性があること、禁煙治療を
再度始めるには1年後でなければ保険診療と
して取り扱えないことなどを説明する。
（図表12）呼気一酸化炭素濃度は、半減期
が3－5時間と短く、禁煙後速やかに正常値に
なるので、その数値の低下が患者にとって禁
煙維持の励みになる。ニコチン依存症管理料
算定には、薬事法で医療機器としての承認を
受けた機器での検査が必須であるが、この検
査のみを保険請求することはできない。
初診から2、4週目の再診1回目、2回目で
は、離脱症状について良く確認する必要があ
る。喫煙願望、不安、怒り、イライラ、不眠、
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・呼気一酸化炭素濃度は、半減期が3－5時間と短く、禁煙

後速やかに正常値になる。 
その数値の低下が患者にとって禁煙維持の励みになる。 

・ニコチン依存症管理料算定には薬事法で医療機器として

の承認を受けた機器での検査が必須。 
この検査のみを保険請求することはできない。 

【喫煙状況とニコチン摂取量評価】 

図表12
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・わが国で入手可能な禁煙補助薬 
 ●ニコチン製剤（ニコチネルTTS）：保険収載 
 ●ニコチンパッチ、ニコチンガム：保険収載されていないが薬局、薬店 

  で購入可能 
 ●α₄β₂ニコチン受容体部分作動薬のバレニクリン 

 （チャンピックス：経口薬）：保険収載 
・禁煙補助薬は禁煙時の離脱症状の軽減を主目的に処方。 
・チャンピックスは喫煙による満足感も抑制。 
・保険収載されている禁煙補助薬は、ニコチン依存症管理料算定に伴

い処方された場合には保険薬としての処方が可能。 
・院外処方の時は処方箋備考欄に“ニコチン依存症管理料に伴い処方”

と記載。記載がない場合には、調剤薬局で、自費請求されることもあ

るため注意が必要。 

【禁煙補助薬の選択と説明】 

図表13
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妊娠の可能性も高く、胎児への影響などを考
慮すると、女性喫煙率は9.7％という数字は、
男性喫煙率32.4％に比べ低いと楽観視する
ことはできない。
また、日本と海外のタバコの環境で最も違
いを感じるのは、その価格である。
海外に旅行すると実感することであるが、
日本でのタバコ価格は非常に安く設定されて
いる。みかけの価格のみではなく、国民の収
入との比較でみると、おそらく1～2を争う低
価格の国と言えよう。
前述のFCTCでは、タバコ税増税とタバコ
価格の値上げが、若年者のタバコ消費を減ら
す最も有効な手段として広く認められている
ことから、保健対策としてタバコ税増税を取
り上げることを各締約国に義務付けている。
日本においても2010年にタバコ税増税が実
施された際、多くの喫煙者が禁煙外来を訪れ
たことからも、その有効性は証明されている。
実際に喫煙者へのあるアンケート結果をみ
ると、禁煙を考える第1のきっかけは「タバ
コ価格の上昇」という結果が出ている。そし
て、2番目は「自らの健康を害したとき」と
なっている。医療に携わる者としては、健康
を害する前に禁煙して欲しいと願うばかりで
あるが、このアンケートにはさらに興味深い
結果が示されている。
すなわち、禁煙を考えるきっかけの3番目
に「健診を受診したとき」、4番目に「医師に
禁煙を勧められたとき」とあり、喫煙者は医
療担当者の声がけを禁煙の契機として重要と
考えていることが現れているのである。
なかなか禁煙に関して患者に話しにくいと
いうようなケースもあろうが、患者は医療担
当者の言葉を待っているとも言える結果が出
ているのであり、「禁煙を考えてみません
か？」と必ず問いかけることが重要である。
もう1つ、海外と日本の環境の違いに触れ
るとすると、やはり受動喫煙対策であろう。
海外において、レストランの室内で喫煙で
きる環境は少なくなり、日本のようなケース
は例外と言える。喫煙対策において後進国で
あったロシアにおいても、受動喫煙防止法が

ある。
両者の併用については、嘔気と頭痛の副作
用が増えるとの報告があり認められていな
い。副作用などの理由で変更する場合につい
ては、それぞれの処方最長期間を超えず、か
つ、全体の治療期間が12週間以内であれば可
能であるが、副作用で変更などの場合、処方
が重なるように思われるときにはレセプトに
詳記する。また、副作用などのために、処方
を行わずに禁煙治療を行った場合なども、ニ
コチン依存症管理料の算定は可能であるが、
この場合もレセプトに詳記をする。また、予
備面接、あるいは副作用、患者不安からの受
診で、診療予定日前であっても、ニコチン依
存症管理料を算定せずに、再診料、あるいは
電話再診のみの診療も可能である。
冒頭で記したように、喫煙習慣の本質はニ
コチン依存症であり、本人の意志の力だけで
長期間の禁煙ができる喫煙者はごくわずかで
あることから、禁煙治療が喫煙率低減目標達
成に果たす役割は大きいと言える。
禁煙治療の先進国と言える英国・米国・豪
州においては、禁煙治療の受診は禁煙の方法
として広く認知されているが、日本において
は禁煙行動をとる人のうち禁煙治療を受診す
る人はごく一部にとどまっており、まだまだ
周知が足りていないのが現状である。
禁煙治療を普及するためには、特にプライ
マリ・ケアを担う医師として、全てのかかり
つけ患者に喫煙の有無を確認すること、喫煙
者に対しては禁煙の意志の有無を確認し、必
ず情報提供をすることが重要である。
ここで禁煙治療から離れて、日本と海外の
喫煙・タバコを取り巻く環境の違いを概観す
る。
まず、日本の喫煙率であるが、ここしばら
く順調に低下している。元々日本の喫煙率は
非常に高いと言われているが、それは男性の
喫煙率の高さによるもので、女性の喫煙率は
欧米に比べると決して高くはない。
ただ、女性の喫煙率はここ10年あまりほぼ
横ばいのまま、20代・30代に限ってはやや
上昇傾向にすらある。特にこの年代の女性は
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制定され、公共の室内における喫煙は不可と
なった。これらはマナーの側面のみでなく、
公共の場所（室内）での喫煙を制限し、受動
喫煙の暴露を減らすことが、急性冠症候群な
どを減らすことを証明するデータが確立され
たことによるものでもあり、将来の国民医療
費の増加抑制を目指した政策でもある。
（図表14）最近、「電子タバコ」という言葉
をよく耳にする。日本で正式に販売されてい
るものにニコチンは入っていないが、欧米で
はニコチンを含んだ液を加熱し吸入するもの
が主流である。これに関してアメリカ心臓協
会（AHA）やWHOからPolicy	statement
が出された。WHOは、電子タバコを「健康
への深刻な脅威」として未成年者への販売禁
止やすべての自動販売機の撤去を勧告、「電
子タバコの蒸気が健康を害さないことが証明
されない限り」、公共の施設で屋内使用を禁
じるよう促した。また、メーカーが「禁煙
グッズ」と称し、健康に役立つような印象を
与える広告を出していると問題視し、「説得
力のある科学的根拠と当局の認可」が得られ
るまで、こうした謳い文句の使用を禁じるよ
う指摘している。日本においては薬事法の規
制があり、欧米のような電子タバコは販売さ
れていないが、個人輸入などで手に入るた
め、特に未成年においては注意が必要である。
（図表15、16）最後に、オリンピックの話
題に触れる。喫煙とオリンピックとは無関係
と思われるかもしれないが、オリンピックを
主催する国際オリンピック委員会（IOC）は
1988年のカルガリー大会以降、オリンピッ
クの禁煙方針を採択し、会場の禁煙化ととも
にタバコ産業のスポンサーシップを拒否して
きた。そして、2010年7月に、IOCとWHO
は健康的なライフスタイルとタバコのないオ
リンピックを目指す合意文書にも調印してい
る。その内容は、オリンピックはスポーツの
祭典であることから、健康的な環境の下で実
施されなければならない。そのためには心臓
病、ガン、糖尿病などの生活習慣病のリスク
を減らすべきであり、「タバコフリー・オリン
ピック」を目指そうということである。事実、

最近のトピック

【電子タバコ】

・日本で正式に販売されているものにニコチンは入っていないが、欧米では
ニコチンを含んだ液を加熱し吸入するものが主流。 

・これに関してアメリカ心臓協会（AHA）やWHOからPolicy statementが出さ

れた。 

・WHOは電子タバコを「健康への深刻な脅威」として未成年者への販売禁

止やすべての自動販売機の撤去を勧告、「電子タバコの蒸気が健康を害
さないことが証明されない限り」、公共の施設で屋内使用を禁じるよう促し
た。 

・また、メーカーが「禁煙グッズ」と称し、健康に役立つような印象を与える広
告を出していると問題視し、「説得力のある科学的根拠と当局の認可」が
得られるまで、こうした謳い文句の使用を禁じるよう指摘。 

・日本においては薬事法の規制があり、欧米のような電子タバコは販売され
ていないが、個人輸入などで手に入るため、特に未成年においては注意
が必要。 
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図表14

喫煙とオリンピック

・国際オリンピック委員会（IOC）は1988年のカルガリー大会以降、オリンピックの禁煙
方針を採択し、会場の禁煙化とともにタバコ産業のスポンサーシップを拒否。 

・2010年7月、IOCとWHOは健康的なライフスタイルとタバコのないオリンピックを目指

す合意文書にも調印。オリンピックはスポーツの祭典であることから、健康的な環境
の下で実施されなければならない。そのためには心臓病、ガン、糖尿病などの生活
習慣病のリスクを減らすべきであり、「タバコフリー・オリンピック」を目指す。 

・1988年以降のオリンピック開催都市は全て受動喫煙防止条法・条例が制定され、喫

煙大国と言える中国においても、北京オリンピック開催に際して北京市にて条例を
制定。 

・2020年には東京オリンピックが開催される。日本では神奈川県・兵庫県にしか受動

喫煙防止条例がないが、東京はオリンピック開催都市として条例制定を検討するこ
とが予想される。 

・日本循環器学会など21学会からなる「禁煙推進学術ネットワーク」から、舛添知事あ
てに、受動喫煙防止条例制定の要望書を提出。 

・日本医師会も、健康日本21推進全国連絡協議会の加入団体として、要望書と共に
条例案を提出。 

・受動喫煙防止条例の制定が喫煙者の禁煙の契機にもなるため、禁煙を希望する喫
煙者の受け皿となる医療機関への期待はさらに高まる。 
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図表15

禁煙、喫煙者に関する様々な取り組み

・たばこを吸わない社員に「健康手当」毎月2000円支給 

（山形県 天童温泉・滝の湯ホテル 2014） 

・「禁煙誓約書」を書かせ、喫煙者は昇進や海外駐在員の選抜で「減点」 

（韓国 サムスン電子 2012） 

・来年より、たばこ価格の値上げ、コンビニ等での広告禁止（韓国 2014） 

・ニコチン吸入器が医薬品として認可（イギリス 2014） 

・値上げ前のたばこ買い占めに最高500万円の罰金（韓国 2014） 

・電子たばこの広告や公共の屋内での使用禁止を求める報告書の公表 

（WHO 2014） 

・危険な場所に置かれた喫煙所を描いた禁煙啓発広告（ブラジル 2014） 

・健康保険公団がたばこ製造会社に損害賠償請求（韓国 2014） 

・中国の電子たばこ数種類を商品棚から撤去（EU 2014） 
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1988年以降のオリンピック開催都市は全て
受動喫煙防止条法・条例が制定され、喫煙大
国と言える中国においても、北京オリンピッ
ク開催に際して北京市にて条例を制定した。
2020年には、東京オリンピックが開催さ
れる。日本では神奈川県・兵庫県にしか受動
喫煙防止条例がないが、東京はオリンピック
開催都市として条例制定を検討することであ
ろう。既に、日本循環器学会など21学会から
なる「禁煙推進学術ネットワーク」から、舛
添知事あてに、受動喫煙防止条例制定の要望
書が出された。また、日本医師会も、健康日
本21推進全国連絡協議会の加入団体として、
要望書と共に条例案を提出している。
受動喫煙防止条例の制定が喫煙者の禁煙の
契機にもなるので、禁煙を希望する喫煙者の
受け皿となる医療機関への期待はさらに高ま
るものと思われる。

おわりに

かかりつけ医は、患者に対し受診のたびに
禁煙について声かけができる。そのメリット
を生かし、禁煙継続を支援するよう心がける
ことが望まれる。
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596．「介護保険」

はじめに

我が国の介護保険制度は、今後の超高齢化
を見据えて、高齢者の介護を社会全体で支え
る、いわゆる「介護の社会化」を合い言葉に、
それまで行政主導による『措置制度』として
提供されてきた老人介護を、新たに『社会保
険方式』による利用者本位の仕組みとして、
平成12年4月に創設された。既に10年以上が
経過しており、制度については充分理解が広
まっていると思われるが、最初に、改めてそ
の概要を一通り説明した上で、今回はかかり
つけ医として最も重要な役割の1つである、
主治医意見書等の書き方を中心に介護保険と
の関わり方を述べる。

介護保険制度の 
概要とポイント
まず、「保険方式」について簡単に説明する
と、「保険」には「保険者」と「被保険者」が
あり、保険者は被保険者に何らかの「保険事
故」が発生した場合に、これを保障（給付）
し、その代わりに被保険者は保険者に「保険
料」を支払うという制度である。
これに介護保険制度を当てはめると、保険
者は市町村となり、被保険者は65歳以上の第
1号被保険者と40～65歳未満の第2号被保険
者となる。保険事故に当たるものが「要介護
状態」であり、その際に原則として1割負担
で介護保険が給付される。そしてこの「介護
保険」と一般の民間企業の生命保険等との大
きな違いは、創設された介護保険における介
護給付費には、保険料の他に国・県・市町村
合わせて約50％の公費（税金）が投入されて
いることにあり、それが「公的介護保険制度」
とされる所以である。
（図表1）この介護保険制度は日本に先駆け
てドイツで創設されたが、日本の介護保険制
度には、いくつかの大きな特徴がある。
まず本来、保険制度には「予防」の概念は
無いが、「要支援」という、いわゆる「予防給
付」を認めたこと。また、要介護認定に少し
でも客観性を持たせるために、一次判定にお
いて、1分間タイムスタディから得られた
データをもとに、要介護認定等基準時間を推
計する樹形モデルによるコンピューターシス
テムを導入したこと。そして、施設・在宅の
両方の介護サービスがあるが、あくまでも

日本の介護保険制度の特徴 
１．「要支援」＝予防給付 

２．介護認定にコンピューター導入 

３．在宅療養が主流 

４．ケアマネジメント導入 

５．市町村を中心にしたシステム 

図表1

6．「介護保険」
医療法人池慶会 池端病院　理事長／院長　池端幸彦
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マネジメント、③介護予防があげられてい
る。つまり介護保険といえども、その財源の
半分に公費が投入されている以上、無制限の
給付はあり得ず、本当に介護を必要としてい
る「要介護者」に給付する仕組みとしての公
平かつ適正な認定が行われること。更に、認
定後にはケアマネジャーが、その支給限度額
内で本人・家族の意向に添いながら、適切な
マネジメントのもとケアプランを立案して、
有効かつ効率的な介護サービスを提供するこ
と。更には、「要支援者」への予防給付や地域
支援事業を適時かつ有効に提供することで、
できるだけ要介護状態になるのを防ぐ、また
は遅らせることができるかが成功の秘訣であ
るとされていたのである。現時点でも介護保
険制度の問題点は、全てこの3点に尽きると
いっても過言ではない。

介護保険制度の現状と課題

このようにして、新たな社会保障制度の1
つとしてスタートした介護保険制度ではある
が、現在の日本においては、今後の高齢者を
めぐる問題を考える時に、この介護保険制度
を抜きで考えることは、100％不可能と言い
きれる程に浸透した制度になっている。
例えば、要介護認定者数の推移では、平成
12年（初年度）218万人であったものが、平
成25年度末には564万人にまで増加し、介護
給付費も3.6兆円から9.4兆円といずれも実
に2.6倍以上に膨れ上がっており、このまま
推移すると団塊の世代が全て後期高齢者にな
る2025年には、21兆円にまで達すると推計
されている。それに伴い第1号被保険者が支
払う保険料も、当初の2,911円から4,972円
まで跳ね上がり、このままでは制度そのもの
の破綻に繫がりかねないというところまでき
ており、これが医療保険も含めた医療・介護
サービスの提供体制の改革が叫ばれるように
なった理由の1つである。

「在宅」が主流であると位置づけたこと。更
に、介護給付を受ける際に、新たに「介護支
援専門員」（ケアマネジャー）という職種を設
け、「居宅介護支援（ケアマネジメント）」に
よる管理を導入したこと。制度そのものは全
国一律の制度として立ち上げられたが、保険
者を含めてその制度を市町村中心のシステム
としたこと等があげられる。
そして、この介護保険と医療保険との決定
的相違は、介護保険では要介護認定による給
付制限があるのに対して、医療保険では医師
の必要性の判断のもとで、原則として無制限
の支給であることにある。また、介護の場合
は、給付内容の決定権は本人・家族であるこ
とが法律上できちんと謳われているのに対し
て、医療についてはIC（インフォームド・コ
ンセント）が進んでいるとはいえ、その情報
に大きな非対称性があること等から、現実的
には、まだまだ医師側の裁量に委ねられるこ
とが多いことなどがあげられ、この点は医療
を提供する側も十分に理解する必要がある。
（図表2）そして、介護保険制度成功の鍵と
して、創設当初から①介護認定審査、②ケア

介護保険制度成功の３つの鍵 

１．介護認定審査 
２．ケアマネジメント 
３．介護予防 

図表2
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して、①全国一律の予防給付（訪問介護・通
所介護）を市町村が取り組む地域支援事業に
移行し、多様化する、②特別養護老人ホーム
の新規入所者を、原則、要介護3以上に限定
することがあげられている。
また、費用負担の公平化としては、低所得
者の保険料の軽減割合を拡大し、その重点
化・効率化として①一定以上の所得のある利
用者の自己負担を引き上げたり、②低所得の
施設利用者の食費・居住費を補填する「補足
給付」の要件に資産などを追加することがあ
げられている。
その他にも、①2025年を見据えた介護保
険事業計画の策定や、②サービス付き高齢者
向け住宅への住所地特例の適用、③居宅介護
支援事業所の指定権限の市町村への移譲や、
小規模通所介護の地域密着型サービスへの移
行等があげられており、今後の動向に留意し
たい。

介護保険におけるかかりつけ
医の役割
（図表4）介護保険の利用者に対するかかり
つけ医の役割としては、①本人の心身の総合
的健康管理、②介護者を含めた家族全体の健
康管理、③本人・家族の意思決定に対する援
助、④チームアプローチのコーディネーター
等が考えられる。平成26年度診療報酬改定の
中で「地域包括診療料」「地域包括診療加算」
が新設されたが、その条件の中に、「介護保険
に係る相談を行っている旨を院内掲示し、要
介護認定に係る主治医意見書を作成している
とともに、下記のいずれか1つを満たしてい
ること。」として、「地域包括診療料の条件⑥」
（図表4）のア）～ケ）までの介護保険関係の
項目が列挙された。
今回は消費税増税分の補填財源の関係もあ
り、診療報酬本体への財源が非常に厳しい改
定であったためか、診療所における地域包括
診療料の算定は時間外対応加算1の届出や常
勤医師3名以上の在籍、在宅療養支援診療所
の登録などを必須としていることから算定の
ハードルはかなり高いが、かかりつけ医機能

医療と介護の一体的な見直し
と介護保険制度
（図表3）今後の介護保険制度は、どのよう
に変革をとげていくのであろうか。その中心
的な概念が『地域包括ケアシステム』の構築
であり、そのために医療と介護のシームレス
な連携が必要となり、平成26年6月に医療と
介護の関係法案が一体的に改正された。介護
保険における主な改正内容が、地域包括ケア
システムの構築と、費用負担の公平化である。
まず、地域包括ケアシステムの構築のため
の具体策では、サービスの充実として①在宅
医療・介護連携の推進、②認知症施策の推
進、③地域ケア会議の推進、④生活支援サー
ビスの充実・強化があり、重点化・効率化と

4 

地域包括診療料の条件⑥ 

ア）居宅療養管理指導又は短期入所療養介護等を提供していること 
イ）地域ケア会議に年１回以上出席していること 
ウ）ケアマネジャーを常勤配置し、居宅介護支援事業所の指定を 
  受けていること 
エ）介護保険の生活期リハを提供していること 
オ）当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所を 
  併設していること 
カ）介護認定審査会に参加した経験があること 
キ）所定の研修を受講していること 
ク）医師がケアマネジャーの資格を有していること 
ケ）病院の場合は、総合評価加算の届け出を行っていること、又は 
  介護支援連携指導料を算定していること 
 

介護保険に係る相談を行っている旨を院内掲示し、要介護認定に
係る主治医意見書を作成しているとともに、下記のいずれか１つ
を満たしていること。 
 

図表4

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするた
め、介護、医療、生活支援、介護予防を充実。 

低所得者の保険料軽減を拡充。また、保険料上昇をできる限
り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を見直す。 

介護保険制度の改正案の主な内容について 

②費用負担の公平化 ①地域包括ケアシステムの構築 

 

 

○地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの構築に向けた地域支援事業の充実  
 
 
 
 
 
 
     * 介護サービスの充実は、前回改正による24時間対応の定期

巡回サービスを含めた介護サービスの普及を推進 
    * 介護職員の処遇改善は、27年度介護報酬改定で検討 

 
   

サービスの充実  

○低所得者の保険料の軽減割合を拡大 

  ・給付費の5割の公費に加えて別枠で公費を投入し、低所得者の保険
料の軽減割合を拡大 

 

  

低所得者の保険料軽減を拡充 

 

①全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が
取り組む地域支援事業に移行し、多様化  

 
 
 

 
 

重点化・効率化 

 

 

①一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ 
 ・ ２割負担とする所得水準を、６５歳以上高齢者の所得上位20％と    

   した場合、合計所得金額160万円（年金収入で、単身280万円以 

   上、夫婦359万円以上）。ただし、月額上限があるため、見直し対 

   象の全員の負担が2倍になるわけではない。 

・ 医療保険の現役並み所得相当の人は、月額上限を37,200円か

ら 44,400円に引上げ        
②低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足
給付」の要件に資産などを追加 

  ・預貯金等が単身1000万円超、夫婦2000万円超の場合は対象外 
  ・世帯分離した場合でも、配偶者が課税されている場合は対象外 

  ・給付額の決定に当たり、非課税年金（遺族年金、障害年金）を収 

入として勘案    *不動産を勘案することは、引き続きの検討課題 

重点化・効率化 

○ このほか、「2025年を見据えた介護保険事業計画の策定」、「サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用」、 
  「居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲・小規模通所介護の地域密着型サービスへの移行」等を実施 

* 段階的に移行（～２９年度） 

* 介護保険制度内でサービスの提供であり、財源構成も変わらない。 

* 見直しにより、既存の介護事業所による既存サービスに加え、NPO、 
民間企業、住民ボランティア、協同組合等による多様なサービスの
提供が可能。これにより、効果的・効率的な事業も実施可能。 

②特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護３ 
 以上に限定（既入所者は除く） 
  * 要介護１・２でも一定の場合には入所可能 
 

* 保険料見通し： 現在5,000円程度→2025年度8,200円程度 

* 軽減例： 年金収入80万円以下 5割軽減 → 7割軽減に拡大 

* 軽減対象： 市町村民税非課税世帯（65歳以上の約３割）  

①在宅医療・介護連携の推進 
②認知症施策の推進 
③地域ケア会議の推進 
④生活支援サービスの充実・強化 

図表3
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として初めて介護保険との関わりが診療報酬
の中で具体的に示されたもので、その意味は
大きい。
（図表5）介護保険から見たかかりつけ医の
具体的な役割としては、①居宅療養管理指導
（継続的な医学的管理と医療情報提供）、②主
治医意見書作成（認定調査の医学的補完）、③
サービス担当者会議への参加、④訪問看護指
示書・リハビリテーション計画指示書等の作
成等があげられる。今回は、その中でも特に
必須ともいえる「主治医意見書」の書き方を
中心に具体的な説明をしたい。

主治医意見書の位置付け

（図表6）まず、主治医意見書の位置付けで
あるが、介護保険法では、被保険者から要介
護認定の申請を受けた市町村は、当該被保険
者の「身体上又は精神上の障害の原因である
疾病又は負傷の状況等」について、申請者に
主治医がいる場合には、主治医から意見を求
めることとされており、大変重要な位置付け
といえる。
（図表7）更に、主治医意見書の具体的な利
用方法として、
1）	 生活機能低下の直接の原因になってい
る疾病が、特定疾病に該当するかどうか
の確認（第2号被保険者の場合）
2）	 介護の手間がどの程度になるかの確認
3）	 介護度に関する状態の維持・改善性の
評価（「症状の安定性」の項目）
4）	 認定調査による調査結果の確認・修正
5）	 介護サービス計画作成時の医療・介護
サービス利用の必要性の判断	等があげ
られる。
そのためにも、これらの点が明確になるよ
うな主治医意見書の記載が求められており、
医師が一般的に書き慣れている「診断書」や
医療機関向けの「診療情報提供書」とは、記
入の際の視点や書き方のポイントが、かなり
異なることに留意したい。言い換えれば医療
の必要性の大きさではなく、あくまでも「介
護の手間」の視点で介護量の大きさが想定で

主治医意見書の 
    具体的な利用方法 

１）生活機能低下の直接の原因になっている疾病が、
特定疾病に該当するかどうかの確認 

          （第２号被保険者の場合） 
 ☆特定疾病（１６疾病）→ 必ず傷病名（１）へ 
２）介護の手間がどの程度になるかの確認 
３）状態の維持・改善性の評価→「症状の安定性」 
  「要介護１相当」→ 「要支援２」「要介護１」 
４）認定調査による調査結果の確認・修正 
５）介護サービス計画作成時の利用 

図表7

主治医意見書の位置付け 

  介護保険法では、被保険者から要介
護認定の申請を受けた市町村は、当該
被保険者の「身体上又は精神上の障害
の原因である疾病又は負傷の状況等」
について、申請者に主治医がいる場合
には、主治医から意見を求めることと
されている。 

図表6

介護保険からみた 
かかりつけ医としての役割 

 居宅療養管理指導 
  （継続的な医学的管理と医療情報提供） 
 主治医意見書作成（認定調査の医学的補完） 
 サービス担当者会議参加
 訪問看護指示書・リハビリ計画指示書等の作成 
 その他          

図表5



636．「介護保険」

援ソフトなどの利用による場合でも、医師名
だけは最後に自筆で記入することが望ましい
（保険者によって､ 多少異なる）。
また、介護サービス計画の利用の同意を求
める項目は、主治医の守秘義務には該当しな
いとされており、本人等からの特別な要望等
がない限りチェックを入れて、主治医意見書
が有効に活用されるようにしたい。最終診察
日は記入直前の診察日を入れることになる
が、直近3ヶ月以内（できれば1ヶ月）の診察
が好ましい。また他科受診の有無や診療科も
重要な情報として､ もれなく記入したい。
（図表9）次に、「1.傷病に関する意見」の
項であるが、まず、「（1）診断名」について
は、介護の手間という視点から、できれば機
能障害名も合わせて記入することが望ましい
（例.脳血管障害による右片麻痺）。また、第2
号被保険者は、生活機能低下の直接原因に
なっている「特定疾病」を、必ず診断名1の
欄に記入する。この「特定疾病」の診断は、
要介護認定等に関する厚生労働省老健局老人
保健課長通知（老老発0930第2号　平成21年
9月30日）「要介護認定における「認定調査票
記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引
き」及び「特定疾病にかかる診断基準」につ
いて」1）の別添3「特定疾病にかかる診断基
準」を参考に記入し、その診断上の主な所見
は、その概略を（3）の欄へ記入することに
なる。なお、診断名が4種類以上ある場合は、
主な診断名以外は、その他の「5.特記すべき
事項」の項目に記入することが望ましい。な
お、脳血管障害等のように、疾患の再発作の
場合は、直近の発作名を記入する。
次に、「（2）症状の安定性」の項は､チェッ
クが抜けやすい項なので注意したい。この項
で問われる「不安定」とは、脳卒中や心疾患、
外傷等の急性期や慢性疾患の急性増悪期等で
積極的な医学的管理を必要とすることが予想
される場合のことで（具体的な状況を下段に
記入する）、現在の全身状態から急激な変化
が見込まれない時は「安定」にチェックを入
れる。
更に、「（3）生活機能低下の直接の原因と

きるような記載が求められることになるので
ある。

主治医意見書の書き方の実際

主治医意見書の書式に従って、その書き方
の注意点やポイントを､ 実践に役立つよう具
体的に述べてみたい。
まず、主治医意見書は、「基本事項」、「1.傷
病に関する意見」、「2.特別な医療」、「3.心身
の状態に関する意見」、「4.生活機能とサービ
スに関する意見」と、その他「5.特記すべき
事項」の6部構成になっている。
（図表8）「基本事項」については、医師の
氏名は原則として自筆が求められており､ 支

・診断名は、出来れば機能障害名も合わせて記入（例.脳血管障害による右片麻痺） 
・第２号被保険者は、生活機能低下の直接原因になっている特定疾病を記入する（テキスト P56〜参照） 
・特定疾病はの診断は、「特定疾病の症候・所見のポイント」を参考に「特定疾病にかかる診断基準」（テキ
ストＰ70〜参照）に従って記入（診断上の主な所見は、（３）へ記入のこと） 
・傷病名が４種類以上ある場合は、主な傷病名以外は「その他特記すべき事項」の項目に記入のこと 
・再発作の場合は、一番最近の発作名を記入 

「不安定」：脳卒中や心疾患、外傷等の急性期や慢性疾患 
       の急性増悪期等で、積極的な医学的管理を必要 
       とすることが、予想される場合（具体的な状況を 
       下段に記入 
「安定」：現在の全身状態から急激な変化が見込まれない時 

・投薬内容は、出来るだけ介護に直接関係の深いものを中心に 
・主傷病名以外についての投薬でも、介護上留意すべき薬剤や相互作用の可
能性がある薬剤の投薬を受けている場合、ここに記入 
・あくまでも介護に関する疾病の経過という点で記載 
・特に変化がなくとも、審査会で主傷病の経過や医療の必要性についての 
イメージを作っていただくためにもある程度の経過記載は必須 
・出来るだけ、専門用語等は避けて平易な言葉で記入 
 

 

図表9

・医療機関所在地はゴム印でも可 
・医師名は、医師本人の自署が原則 
・自署があれば、押印は必要なし 
 

・介護サービス計画の利用の同意
を求める項目は、必ずチェック 
・主治医の守秘義務に関する問題
はない 

・最終診察日は、記入直前の診
察日を入れる（１ヶ月以内の診
察が好ましい） 

図表8



64

薬剤の投薬を受けている場合は、ここに記入
することが望ましく、利尿剤や下剤等もそれ
に当てはまるであろう。
あくまでも介護に関する疾病の経過という
点での記載を求めているものであるが、特に
変化がなくとも、審査会で主傷病の経過や医
療の必要性についてのイメージを作っていた
だくためにもある程度の症状経過等は記載
し、少なくとも「変化無し」の一言で終わる
ことは避けたい。また、できるだけ専門用語
等は避けて、多職種が理解できるような平易
な言葉で記入することにも留意したい。
（図表10）「2.特別な医療」の項について
は、原則として過去2週間以内（概ね月2回以
上の解釈でよい）において、医師の指示によ
り看護師等（医師を含む）による行為として、
継続的に実施されているものを前提に、各12
項目の診療補助行為をチェックする。ただ
し、「医師でなければ行いえない行為」や逆に
「家族・本人が行える類似の行為」は含まれな
いので留意したい。
（図表11）「3.心身の状態に関する意見」の
項では、予防給付判定のためにも大変重要な
項目である。
「（1）日常生活の自立度等について」を記
入するが、遷延性の意識障害等で、障害高齢
者の日常生活自立度及び認知症高齢者の日常
生活自立度が判定不能である場合は、□Mに
✓印をつけて、「1．傷病に関する意見」の
（3）欄に具体的内容を記入することが望まし
い。
また、「（2）認知症の中核症状」の欄には、
短期記憶や日常の意思決定を行うための認知
能力、自分の意思の伝達能力等に関して該当
項目にチェックする。
そして「（3）認知症の周辺症状」に関して
は、ここで□にチェックする場合、できれば
「5.特記すべき事項」でも具体的に記載する
ことを望みたい。この内容に関しては､ 普段
の外来診療の中ではなかなか判断ができない
ことも多いが、現在は訪問調査時のチェック
項目から削除された項目であり、本人や家族
､ 主介護者等からの情報の他に、ケアマネ

なっている傷病または特定疾病の経過及び投
薬内容を含む治療内容」の項については、あ
くまでも「生活機能低下の直接の原因になっ
ている傷病（または特定疾病）」について記入
するものである。例えば、利用者の生活機能
低下の直接の原因が､ 変形性膝関節症による
歩行障害であれば、その利用者が同時に血糖
コントロールの不安定な糖尿病を罹患してい
たとしても、それが現在の「生活機能低下」
に直接結びつくものでなければ､ 糖尿病の病
状経過について必ずしも詳細な記載を求める
ものではない。また、投薬内容についても、
できるだけ介護に直接関係の深いものを中心
に、主診断名以外についての投薬でも、介護
上留意すべき薬剤や相互作用の可能性がある

 ・ここでチェックしても、出来れば特記事項で具体的に記載のこと 
 ・過食、拒食、多弁、興奮、飲酒、不眠、ひねくれ、短気等を「その他」に記載 
 ・認定調査では、今回チェック項目から削除された項目 
 

３．心身の状態に対する意見 
（１）日常生活の自立度について（予防給付判定のため、大変重要） 
遷延性の意識障害等で、障害高齢者の日常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度が
判定不能である場合は、▢Ｍに✓印をつけて、１．（３）に具体的内容を記入 

（２）認知症の中核症状 
   ・短期記憶 
   ・日常の意思決定を行うための認知能力 
   ・自分の意思の伝達能力 

（３）認知症の周辺症状 
（４）その他の精神・神経症状 

 但し、「レビー小体型
認知症」については、必
ずしもこの分類が適切と
は限らないかも！！ 

図表11

以下の条件の下に行われた各12項目の診療補助行為をチェックする 
 ①過去２週間以内（概ね月２回以上の解釈でよい） 
 ②医師の指示 
 ③看護師等（医師を含む）による行為 
 ④継続的に実施されているもの 
但し、「医師でなければ行いえない行為」、「家族・本人が行える類似の 
行為」は含まれない 

図表10
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を目安としたい。また、麻痺の項目は、訪問
調査員は日常生活に影響があるかどうかで判
断するが、主治医意見書では、医学的観点か
らの麻痺の有無を記入すればよい。平成21年
度より、 調査員による調査項目から拘縮
（肘・足関節）、褥瘡、皮膚疾患等が除外され、
主治医の意見が重要となるため、正確に記入
したい。
（図表13）「4.生活機能とサービスに関する
意見」の項では、「（1）移動」、「（2）栄養・
食生活」について、本人・家族等からの聞き
取りも含めて正確に記入したい。また、栄養
評価に関しては、①過去6ヶ月の体重の維持
（概ね3％未満）、②BMI　18.5以上、③血清
アルブミン値　3.5g/dl以上、の全てに該当
する状態をもって「良好」とし、上記の項目
に1つでも該当しない場合は、「不良」とす
る。ただし、上記の指標が容易に入手できな
い場合は、総合的に判断してもよい。
「（3）現在あるかまたは今後発生の可能性
の高い状態とその対処方針」の中で示された
項目は、どの選択肢も高齢者には発生率の高
い病態であるが、根拠無く安易にチェックす
ることは避けたい。発生時の対応だけでな
く、予防的な対処に対する指導等もあればな
お親切であろう。また、失禁の有無は介護に
直接大きな影響を及ぼす項目のため、できる
限り慎重に判断したい。ただし、原則として
この対処方針によって要介護度が変わること
は少なく、主として介護サービス計画の参考
になる項目として重視されている。
（図表14）「（4）サービス利用による生活機
能の維持・改善の見通し」については、概ね
3～6ヶ月以内の見通しについて記載するも
のであるが、このチェックによってサービス
を利用した際の不都合に対する責任を求める
ことは想定しておらず、少しでも維持・改善
の見通しがあると判断されたらチェックして
おきたい。
また、「（5）医学的管理の必要性」につい
ては、特に必要性の高いと思われる項目に下
線を入れることを忘れないようにしたいが、
ここに記入されているサービスの指示書に代

ジャーや介護サービス事業所の担当者からの
情報等も大いに参考にしたい。
なお、過食、拒食、多弁、興奮、飲酒、不
眠、ひねくれ、短気等に関しては、「（4）そ
の他の精神・神経症状」に記載することにな
る。
（図表12）「（5）身体の症状」の項では、利
き腕が把握できていないことも多いが、介護
の手間に影響度の高い項目でもあり、できる
だけ記入することが望ましく、特に片麻痺等
の場合は必須となる。身長・体重も同様の理
由で必ず記載が必要であるが、具体的測定が
困難であれば、肥満・痩せ等の記載でもよ
く、その判断基準はおおよそ3％程度の増減

良好：①過去６ヶ月の体重の維持（概ね３％未満） 
    ②ＢＭＩ 18.5以上 
    ③血清アルブミン値 ３．５g/dl以上 
不良：上記の項目に、一つでも該当しない場合 
    上記の指標が入手出来ない場合、総合判断 

すべて
該当す
る状態 

およそ６ヶ月以内に発生する可能性 

・どの選択肢も高齢者には発生率の高い病態であるが、安易にチェックすることだけは注意 
・発生時の対応だけでなく、予防的な対処に対するアドバイスもあれば親切 
・失禁の有無は、介護に直接大きな影響を及ぼす項目のため、出来る限り慎重に判断 
・原則として、この対処方針によって介護度が変わることはなく、介護サービス計画の参考に
なる項目である 

図表13

主治医意見書では、医学的観点からの麻痺の有無を記入 
（訪問調査員は、日常生活に影響があるかどうかで判断） 

・身長・体重は必ず記載、 
・具体的測定が困難であれば、肥満・ 
 痩せ等の記載でも可 
・主に３％程度の増減を目途 利き腕については、出来るだけ記入 

（特に片麻痺等の場合は必須） 

平成21年度より、調査員による調査項目から拘縮（肘・足関節）、褥瘡、皮膚疾患等
が除外されたため、主治医の意見が重要 

図表12
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わるものではない。しかし、介護サービス計
画の作成時に特に重要な情報となる項目とな
るので、しっかり記入したい。
（図表15）最後の「5.特記すべき事項」に
ついては、他の項目で記載しきれなかったこ
とや、チェック式では表現できないことを簡
潔にまとめる欄であり、項目毎に記入した
い。また、介護認定審査会で検討する際、こ
この記載内容が重要なポイントになることが
しばしばあるので、できるだけ「介護の手間」
に反映できるように具体的に記入することが
重要である。
他科の専門医の診察（精神科、皮膚科、歯
科等）等を受けるべきとの判断があれば、そ
れも記載したい。現在受けているサービス
と、その理由・利用状況等もわかる範囲で記
入する。認知症やうつの状態についても、介
護の必要性の点からできるだけ具体的に記入
し、問題行動も介護に時間がかかると思われ
る事実を具体的に記入したい。なお、情報提
供書や身体障害者申請診断書の写しの添付も
可とされているので、利用したい。前回改定
時の一次判定ソフトの変更で統計的な推定に
よる判定が重視されるようになったため、こ
の欄の記載は、より重要になってきている。
最後に、介護認定審査会から主治医意見書
の書き方でよく指摘される事項として、作成
期限の大幅な遅れや、判読不能な文字での記
入、枠外への記載があり読み取り不能、医療
専門用語やアルファベットでの略語記載が多
い等があるので､ 留意したいところである。

リハビリテーション指示書の
ポイント
（図表16）今回は時間の関係で詳細は別の
機会に譲りたいが、主治医意見書と並び非常
に重要な位置付けにありながら、必ずしも充
分な内容の記載がないと指摘されることも多
い指示書や情報提供書として、「訪問看護指
示書」、「居宅療養管理指導書」、「リハビリ
テーション指示書」等がある。その中でも、
特に「リハビリテーション指示書」の場合、
リハビリテーション専門医ではない一般的な

リハビリテーション指示書の
ポイント 

１．リスクマネジメント 
２．障害の評価と予後予測（生命予後と機能予後） 
３．治療目標（短期・長期）の設定 
４．医学的管理 
５．チームアプローチの統括（チームリーダー） 

図表16

 ・他の項目で記載しきれなかったことや、チェック式では表現出来ない事を簡潔にまとめる欄  
                                                   → 項目毎に記入 
 ・介護認定審査会で検討する際、ここの記載内容が重要なポイントになることがしばしばあるので、 
  出来るだけ『介護の手間』に反映出来るように具体的記入することがポイント 
 ・他科の専門医の診察（精神科、皮膚科、歯科等）等を受けるべきとの判断も記載したい 
 ・現在受けているサービスとその理由・利用状況等も、わかる範囲で記入 
 ・認知症でもうつ状態でも、介護の必要性の点から出来るだけ具体的に記入 
 ・問題行動も、介護に時間がかかると思われる事実を、出来るだけ具体的に記入 
 ・情報提供書や身体障害者申請診断書の写しの添付の可 
 ・一次判定ソフトの変更で、統計的な推定による判定がより重視されるようになったため、この欄 
  の記載はより重要 
 

図表15

・特に必要性の高いと思われる項目に、下線を入れることを忘れずに 
・ここに記入されているサービスの指示書に代わるものではない 
・介護サービス計画の作成時に特に重要な情報となる項目 
・「看護職員の訪問による相談・支援」（居宅療養管理指導）が、追加 
 された 
 
 

概ね３〜６ヶ月以内の見通し 

図表14



676．「介護保険」

なお、居宅療養管理指導書については、東
京都医師会から提供されている様式を基に、
1頁に簡略化して当院で使用しているものを
参考までに紹介しておく（次ページ参照）。

おわりに

（図表17）いずれにしても、医師（医療）
としてこの地域包括ケアに必要な視点は、
1．	尊厳を大切に
2．	生活・人生を視点に置く
3．	地域との連携がとれる
4．	多職種との連携がとれる
5．	デマンドとニーズの違いを理解
6．	食と栄養の理解
7．	リハビリテーション・認知症の理解
8．	ターミナルケアを理解
であり、特にその中でも「食べること」「動
くこと」は重要な要素であることや、金太郎
飴のような十把一絡げの医療・介護等は考え
られず、テイラーメイドの医療、テイラーメ
イドの介護が必要であり、そのためにはやは
りテイラーメイドのケアマネジメントが必要
となる。
そして、これからの地域包括ケアシステム
の構築という点では、医療なき介護はない
し、介護なき医療もなく、介護を中心とした
生活支援の中にこそ医療的マインドが必要に
なる。一方で、私達医療側としても、医療の
中にも更に生活的な視点が要求されてくるこ
とを肝に銘じなければならない。そして、正
にこれからの医療と介護は、連携から融合・
統合へと進化していかねばならない時期にき
ているのである。

かかりつけ医にとって、リハビリテーション
の具体的な処方を記載することには大きな負
担感があると思われる。
しかし、殆どの場合、セラピストから特に
求められる指示書の重要なポイントは、リハ
ビリテーション提供の際の「リスクマネジメ
ント」に関する情報提供と明確な予後予測
（目標設定）であることは知っておきたい。つ
まり、その指示書の中で特に医師に求められ
るものは、そのリハビリテーションを提供す
ることによって発生しうる様々なリスクに関
して、その病状の程度や今後の推移から想像
できる範囲で指摘し、注意を喚起することは
大変重要なのである。
更に、その疾患の「障害の評価と生命予後
と機能予後に関する将来予測」を立て、そこ
から考え得る「治療目標の設定」を行うこと
は、単にリハビリのためのリハビリにならな
いように努め、効率の良いリハビリテーショ
ンを提供するためにも重要な視点である。
その上で、セラピストから具体的に相談を
受ける体制を揃えることは大変重要で、単に
「医学的管理」だけでなく「チームアプローチ
を統括するチームリーダー」としての役割も
また重要になってくるであろう。
また、これは居宅療養管理指導書や訪問看
護指示書等においても、共通した重要な視点
であることは強調しておきたい。

17 

 めざすべきこれからの 
  地域包括ケアのために 

１．尊厳を大切に 
２．生活・人生を視点に置く 
３．地域との連携がとれる 
４．多職種との連携がとれる 
５．デマンドとニーズの違いを理解 
６．食と栄養の理解 
７．リハビリテーション・認知症の理解 
８．ターミナルケアを理解 

図表17
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医療法人池慶会 平成２６年度改訂版 

居 宅 療 養 管 理 指 導 書  

作 成 日 平成   年   月   日 

 

居宅介護支援事業者名                      介護支援専門員                 殿 

  

                  医療法人池慶会 池端病院     医師氏名                   印 

利用者氏名 
 

 

生年月日 明 ・ 大 ・ 昭   年   月   日 

  （ 男 ・ 女 ）    （     ）歳 

 

○ 主 病 名                                                  

○ 発症年月日        年   月   日           ○ 診療開始日        年   月   日 

○ 介 護 認 定 要支援（ １・２ ）要介護（ １ ・２ ・３ ・４ ・５ ） ○ 認 定 期 間   平成   年   月まで 

○ 障害老人日常生活自立度    正常 ・ Ｊ１ ・ Ｊ２ ・ Ａ１ ・ Ａ２ ・ B１ ・ Ｂ２ ・ C１ ・ C２ 

○ 認知症老人日常生活自立度   正常 ・ Ⅰ ・ Ⅱａ ・ Ⅱｂ ・ Ⅲａ ・ Ⅲｂ ・ Ⅳ ・ Ｍ 

 

（病状変化）                   （精神状態） 

ａ．病状は落ち着いています                  ａ．病状は落ち着いています 

ｂ．病状は改善しています（内容：           ）   ｂ．見守りや、まめな連絡等の配慮が必要です 

ｃ．病状が時により変化するので注意して下さい         ｃ．コミュニケーションの工夫が必要です 

ｄ．徐々に悪化傾向にあるので、変化に注意して下さい      ｄ．夜間、急に悪化することがあるので注意して下さい 

ｅ．急速に悪化しているので、連絡を密にして下さい       ｅ．現状では常に介護が必要です 

ｆ．その他指導事項（                 ）   ｆ．その他指導事項（                 ）  

 

（移 動）                    （摂食・栄養） 

ａ．介助がなくても屋内歩行ができます             ａ．自力で摂食できます 

ｂ．屋内歩行には介助が必要です                ｂ．介助が必要ですが、できるだけ自力摂取を促して下さい 

ｃ．介助があればポータブルトイレに移乗できます        ｃ．誤嚥を起こすことがあるので注意して下さい 

ｄ．日中、できるだけ座位を取らせて下さい           ｄ．ペースト食・嚥下食等を、介助して摂らせて下さい 

ｅ．定期的に体位変換が必要です                  e.（ 補助栄養食・点滴 ）が必要です（         ） 

ｆ．その他指導事項（                ）        f．（ 経管栄養 ・ 中心静脈栄養 ）が必要です（ 新規 ・ 継続 ） 

                               g．その他指導事項（                  ）  

 

（排 泄）                          

ａ．自力でトイレの使用ができます              （入  浴） 

ｂ．介助にてトイレの使用ができます              ａ．自力で入浴が可能です 

ｃ．介助にてポータブルトイレの使用ができます         ｂ．介助にて定期的に入浴して下さい（家人・訪問看護介護等） 

ｄ．夜間はオムツを使用してください              ｃ．通所での介助入浴を利用して下さい 

ｅ．オムツの適切な交換が必要です               ｄ．訪問入浴等を利用して下さい 

ｆ．尿道カテーテルの状態を確認して下さい           ｅ．清拭等により清潔を保持して下さい 

ｇ．その他指導事項（                 ）   ｆ．その他指導事項（                 ） 

 

（その他注意点）                     （定時処方内容） １. 変更無し   

ａ．血圧の変動に注意して下さい（   以上/   以下は要連絡） 

ｂ．発熱に注意して下さい（    ℃ 以上は要連絡） 

ｃ．定期的な排便を確認して下さい 

ｈ．十分な水分摂取に心がけて下さい 

ｉ．その他指導事項（                 ） 

  

 

（その他の対応指示内容）１．指示有り  ２．指示無し 

①．発熱時              ②．疼痛時              ③．（     ）              

 

（総 括） 

１．著変無し 

２．変化有り 

３．指示有り 

２. 変更有り   ３．臨時処方有り 

 



697．「高血圧症」

はじめに

高血圧は、日常臨床の場で最も高頻度にみ
られる疾患である。 現在わが国では、 約
4,300万人の高血圧患者が存在する。高血圧
は、現在疾患をもっていない人たちの将来の
心血管系の疾病発症の最大のリスク因子であ
る。降圧薬療法は、脳血管障害を約40％、心
筋梗塞を約20％減少することが証明されて
いる1）。高血圧の診断・治療にあたっては、
2003年の米国の高血圧に関する合同委員会
の第7次勧告2）やESH/ESCガイドライン3）、
日本高血圧学会の高血圧治療ガイドライン4）

など、実地上の指針はよく示されている。し
かし、高血圧患者の1例1例を注意深くみてい

くうえでは、さらに高血圧の発生機序や病態
を考えた治療が必要である。また、高血圧の
治療において、非薬物治療としてのライフス
タイル改善は基礎的な治療方法として広く認
められている。
ここでは、高血圧の定義・診断、合併症、
非薬物療法、特に減塩の降圧効果、運動療法
などについて述べる。高血圧治療ガイドライ
ン20144）では、家庭血圧が重視されるように
なっており、特に家庭血圧や血圧の変動性に
ついて概説する。また、降圧薬治療について
も、EBMの見方や選択の基本・併用療法な
どについて述べる。

疫　学

（図表1）まず、日本高血圧学会専門医の役
割について述べる。
⑴一般医、総合医、および特定分野の専門
医では難渋する治療抵抗性高血圧患者に
ついて、循環器・腎臓・内分泌代謝・脳
卒中等の多領域方面の知識と経験から、
その成因・病態を明らかにし、その治療
にあたる。
⑵高血圧の約1割を占める二次性高血圧を
適切に診断・治療する。
⑶本人が気付いていない高血圧の認知、高
血圧の発症や予防に向けた教育・啓発活
動、さらに、国民全体の血圧値を下げる
ため政策提言や情報発信などを通じて、
心血管疾患の抑制、健康状態の向上を図
り、国民の福祉に貢献する。
⑷上記の遂行に当たって、関連する診療領

• 一般実地医家に対して、最新の高血圧に
関する情報を提供 

• 実地医家が難渋する治療抵抗性高血圧
患者を適切に診断・治療 

• 二次性高血圧の診断・治療 
• 一般国民に対して高血圧の発症や予防に
向けた教育・啓発活動を行う 

日本高血圧学会専門医の役割 

図表1

7．「高血圧症」
和歌山県立医科大学附属病院　紀北分院　分院長　有田幹雄
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域についての総合的・横断的、かつ深い
知識や技能を保持するために、高血圧専
門医制度の研修カリキュラムを修了し、
専門医取得後も自己研鑽を続ける。
総合専門医の必要性が叫ばれているが、米
国で家庭医が診る疾患の第1は整形外科疾患
であるが、第2は高血圧である。日本でも同
様で、先生方も毎日多くの高血圧患者を診察
されている。是非、先生方の中から、高血圧
学会専門医に多く応募して頂き、また高血圧
学会専門医と連携をして頂きたい。
（図表2）これは、厚生労働省「特定健康診
査・特定保健指導の実施結果に関するデー
タ」の各階級受診者数と平成22年国勢調査　
都道府県別 性・年齢階級別人口を用いて、
年齢調整受診率を算出したものである。あい
ち健康の森健康科学総合センターの津下 一
代先生より提供を受けたデータである。全国
で40～74歳5,873万人うち、2,245万人が
受診し、その補足率は約38％であった。一方
和歌山県では、40～74歳48万人中15万人が
受診し、その補足率は約32％と、どの年齢で
も全国平均以下であり、特に女性の受診率は
全国でワースト5であった。
（図表3）平成22年国勢調査 都道府県別 　
性・年齢階級別人口を用いて、年齢調整受診
率を算出したものである。
血圧高値（収縮期血圧140mmHg以上）の
割合（男女別年齢調整済み）をみると、男女
ともに和歌山県はワースト5である。細かく
みると男性はワースト1、女性はワースト2、
男女合わせると25％であり、全国で1番高血
圧患者数が多くみられた。
（図表4）平成22年の人口10万人対での都
道府県別年齢調整死亡率をみた図である。和
歌山県では、男性は576.9人でワースト4で、
女性は294.5人でワースト3であった。男性
は、高血圧の頻度の多い、秋田、和歌山、高
知、長崎、愛媛、鳥取県はいずれも年齢調整
死亡率が下位に位置することから、高血圧と
年齢調整死亡率との間に強い相関がみられ
た。高血圧の診断と治療の重要性を示唆する
データと考えられる。女性は多少のばらつき

血圧高値（収縮期血圧140mmHg以上）の割合 
（男女別年齢調整済み） 2010年 

男性 女性 

1位～5位
6位～10位
11位～37位
38位～42位
43位以下

1位～5位
6位～10位
11位～37位
38位～42位
43位以下

厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の実施結果に関するデータ」の各階級受診者数と 
平成22年国勢調査 都道府県別 性・年齢階級別人口を用いて、年齢調整受診率を算出。 

図表3

2010年度

和歌山県     40～74歳 （捕捉率31.7％）

全国     40～74歳 （捕捉率38.2％）

特定健診データを活用した地域の見える化

和歌山県、全国の捕捉率（健診受診率）男性の健診受診者数（和歌山県）　　82,093 人

女性の健診受診者数（和歌山県）　　68,546 人

5,873 万人中

48 万人中

2,245 万人のデータ

15 万人のデータ

和歌山県男性 36.3％  和歌山県女性 27.4％  全国男性 42.8％  全国女性 33.8％
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717．「高血圧症」

である。わが国では、高血圧は予防医学上、
最も重要な疾病である。また、血圧値が高い
ほど心血管病の発生頻度が高く、血圧を適正
に下げる必要がある。高血圧と正常血圧をど
の血圧値で区別するかは、あくまでも便宜的
なものであるが、放置すれば心血管病の危険
性が明らかに増す血圧値を高血圧とする。わ
が国の高血圧治療ガイドライン（JSH2014）
4）では、収縮期血圧≧140mmHgまたは拡張
期血圧≧90mmHgを高血圧と定義してい
る。この基準は、2003年の米国の高血圧に関
する合同委員会の第7次勧告2）や、ESH-ESC	
2013ガイドライン3）と同じである。至適血圧
（SBP120mmHg未満かつDBP80mmHg未
満）を超えて血圧が高くなるほど、全心血管
病、脳卒中、心筋梗塞、慢性腎臓病などの罹
患リスクおよび死亡リスクは高くなる。
今年の4月、人間ドック学会が147/94	
mmHgを正常上限と発表して話題になった
が、あくまで1回の検診での、きわめて健康
な人の値であって、その方が将来の心血管病
をきたすかどうか、治療介入の必要性がある
かどうかは検討されていない。すなわち、こ
の値の範囲であれば大丈夫ということを示す
「正常」ではなく、正常と思われる人の検査の
基準値というのが正確な表現である。
（図表6）血圧レベル別に、心血管病死亡危
険比と集団寄与危険割合についてみた図であ
る。我が国の主なコホート研究を統合した
EPOCH-JAPAN5）では、7万人のメタ解析を
行い、血圧水準と心血管病死亡リスクとの関
連は、40～74歳の中壮年者・前期高齢者で
は対数直線的であり、傾きは年齢が低いほど
強く、また至適血圧は、リスクが最も低いこ
とが示された。後期高齢者でも、血圧水準と
ともに心血管病死亡リスクは高くなる傾向が
みられた。心血管病死亡・罹患者のうちの
何％が、至適血圧を超える血圧高値による過
剰死亡・罹患かを示す集団寄与危険割合をみ
ると、中壮年者では約60％、前期高齢者では
約49％であった。CIRCS研究では、重症高
血圧者の減少により、脳卒中の過剰罹患数の
中心が重症から軽症高血圧者に移りつつある

はみられるが、高血圧の頻度の多い県は、下
位1/2に位置していたことから、年齢調整死
亡率に高血圧以外の要因が影響している可能
性もあるが、高血圧の関与が重要と考えられ
る。

高血圧の診断

（図表5）高血圧とは、「血圧が高い」とい
う一つの症候を表すものである。これが問題
となるのは、血圧が高いことによって起こる
血管障害のために、脳、心、腎などの重要な
臓器に病変を起こし、それがひいては高血圧
者の健康寿命を短くすることにつながるから

 ［JSH2014］ 血圧測定と臨床評価 

成人における血圧値の分類（mmHg） 

分類 
成人における診察室血圧値の分類 

収縮期血圧 拡張期血圧 

正
常
域
血
圧 

至適血圧 ＜120 かつ ＜80 

正常血圧 120-129 かつ/または 80-84 

正常高値血圧 130-139 かつ/または 85-89 

高
血
圧 

Ⅰ度高血圧 140-159 かつ/または 90-99 

Ⅱ度高血圧 160-179 かつ/または 100-109 

Ⅲ度高血圧 ≧180 かつ/または ≧110 

（孤立性）収縮期高血圧 ≧140 かつ ＜90 

5 
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 ― 5.7％ 4.1％ 20.1％ 12.5％ 6.8％ 

総PAF 49.3％ 

EPOCH-JAPAN。国内10コホート（男女計7万人）のメタアナリシス。年齢階級別 
注1 ハザード比は年齢，性，コホート，BMI，総コレステロール値，喫煙，飲酒にて調整。 
注2 PAF（集団寄与危険割合）は集団すべてが至適血圧だった場合に予防できたと推定される死亡者の割合を示す。 

血圧レベル別の心血管病死亡ハザード比と 
集団寄与危険割合（PAF） 

 ［JSH2014］ 高血圧の疫学 
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ことが明らかになっており、正常高値やI度
高血圧における生活習慣修正や高血圧の発症
予防対策がさらに重要になってきた。
（図表7） 家庭血圧計は、 我が国では約
4,000万台が稼働していると考えられてい
る。今回のガイドラインの特徴は血圧測定に
関して、家庭血圧値を重視したことである。
診察室血圧と家庭血圧の間に診断の差がある
場合、家庭血圧による診断を優先する。家庭
血圧の予後予測能は、診察室血圧よりも高い
ことが明らかであり、白衣高血圧、仮面高血
圧の診断と治療への応用には診察外測定値に
よる判定が優先されている。家庭血圧の測定
は、1機会原則2回測定し、その平均をとる。
測定条件は、朝は起床後1時間以内に行う。
排尿後、朝の服薬前、朝食前、座位1～2分安
静後に行う。晩は就寝前に、座位1～2分の安
静後に行うことを原則とする。
（図表8）11年間の心血管系および全死亡
の予測因子としての、診察室血圧、家庭血圧、
24時間血圧、昼間血圧、夜間血圧をみた図で
ある。血圧と死亡との関連をみると、拡張期
血圧よりは収縮期血圧の方が強い相関を示し
た。診察室血圧よりは、24時間ABPMまた
は家庭血圧の方が優れた相関を示した。心血
管病発症リスクと全死亡のリスクは、診察室
血圧から家庭血圧、24時間血圧、夜間血圧と
移行するにつれて、より急峻になった6）。
（図表9）3,400名の高血圧患者を対象とし
て、外来血圧と家庭血圧のコントロール状況
をみたものである。家庭血圧は、外来血圧よ
り5mmHg低い135mmHgで規定される。外
来血圧、家庭血圧ともに正常である正常血圧
群は797名（23％）であった。家庭血圧は正
常だが、外来血圧が高い白衣性高血圧群は
556名（16％）にみられ、逆に外来血圧は正
常だが、家庭血圧が高い群は702名（21％）
にみられた。この群は仮面高血圧と呼ばれ、
持続性高血圧群と同程度に心血管系合併症を
きたすとされている。家庭血圧の測定を行わ
ないと見逃す病態であり、早朝高血圧、昼間
高血圧、夜間高血圧などが含まれる。家庭血
圧、 外来血圧ともに高い持続性高血圧は

11年間の心血管系および全死亡の予測因子としての診察室、 
家庭、24時間、昼間、夜間血圧 

Sega R et al. Circulation 2005;111:1777-1783 
Copyright © American Heart Association 

図表8

家庭血圧の測定条件 
測定条件 
 
  朝：起床後1時間以内 
    排尿後 
    座位1-2分安静後 
    服薬前 
    朝食前 
   
  晩：就床前 
    座位1-2分安静後 

1機会、2回の測定を推奨 
平均値を用いる 
5日間 
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診察室血圧と家庭血圧の間に診断の差がある場合，
家庭血圧による診断を優先する。 
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家庭血圧と外来血圧のコントロール状況 
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1,345名（40％）にみられた。
（図表10）我が国を含めた世界のガイドラ
インの多くは、欧米の断面調査や大迫研究を
根拠として、家庭血圧値135/85mmHgが高
血圧の基準値であるとしている。また、JNC　
72）では、ABPMによる昼間血圧が135/85　
mmHg以上、夜間血圧が120/75mmHg以
上を高血圧と提唱している。ESH-ESC	
2013ガイドライン3）と同様、JSH20144）で
は24時間血圧平均値で130/80mmHg以上
の場合、昼間血圧平均値で135/85mmHg以
上、夜間血圧平均値で120/70mmHg以上を
高血圧とする。
（図表11）家庭血圧とABPMを用いた高血
圧診断を図に示す。 診察室血圧130/85	
mmHg以上で高血圧を疑う場合、まず家庭
血圧を測定する。135/85mmHg以上なら高
血圧または仮面高血圧として、降圧療法を開
始する。125/75mmHg未満なら正常血圧と
して扱う。125-134/70-84mmHgの場合
は、24時間ABPMの測定を行う。130/80	
mmHg以上なら高血圧と診断する。130/80	
mmHg未満なら正常血圧として、生活習慣
の改善を行いながら経過観察とする。一般の
実地医家の先生の多くは、24時間ABPMの
測定は難しいと考えられるので、その場合は
正常血圧として扱う。
（図表12）仮面高血圧に含まれる病態と、
その因子についての図である。仮面高血圧
は、診察室血圧が正常域血圧であっても、診
察室外での血圧では高血圧を示す状態であ
る。仮面高血圧は血圧が上昇している時間帯
により、早朝高血圧、昼間高血圧・職場高血
圧、夜間高血圧が含まれ、その病態は多様で
ある。早朝高血圧にはアルコール・喫煙、寒
冷や持続時間の不十分な降圧薬などが関与す
る。昼間高血圧には、職場での精神的ストレ
ス、家庭での精神的ストレス、身体的ストレ
スなどが関与する。夜間高血圧には、心不全、
自律神経障害、睡眠時無呼吸症候群、抑うつ
状態などが関与する。
仮面高血圧の頻度は、10～15％と報告さ
れている。メタアナリシスによると、未治療

家庭血圧とABPMを用いた高血圧診断 
高血圧の疑い 

（診断室血圧≧130/85mmHgを含む） 

≧130/80mmHg 

24時間 ABPM 

125-134/70-84mmHg 

家庭血圧測定 ＜125/75mmHg 

＜130/80mmHg 

高血圧 
（＋仮面高血圧） 

正常血圧 
（＋仮面高血圧） 

ABPMができない 
場合     

経過観察（生活習慣の是正） 薬物降圧療法開始 

≧135/85mmHg 

図表11

 ［JSH2014］ 血圧測定と臨床評価 

異なる測定法における高血圧基準（mmHg） 

収縮期血圧 拡張期血圧 

診察室血圧 ≧140 かつ/または ≧90 

家庭血圧 ≧135 かつ/または ≧85 

自由行動下血圧  24時間 ≧130 かつ/または ≧80 

昼間 ≧135 かつ/または ≧85 

夜間 ≧120 かつ/または ≧70 

10 
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仮面高血圧に含まれる病態とその因子 

仮面高血圧 高血圧 

正常域血圧 白衣高血圧 

診療室外血圧 
家庭血圧  135/85mmHg 
24時間血圧 130/80mmHg 
昼間血圧  135/85mmHg 
夜間血圧  120/70mmHg 

診療室血圧 140/90mmHg 

早期高血圧 

アルコール・喫煙 
寒冷 

起立性高血圧 
血管スティフネスの増大 

持続時間の不十分な降圧薬 

昼間高血圧 

職場での精神的ストレス 
家庭での精神的ストレス 

身体的ストレス 

夜間高血圧 

循環血液量の増加 
（心不全、腎不全） 
自律神経障害 

（起立性低血圧、糖尿病） 
睡眠時無呼吸症候群 

抗うつ状態 
認知機能低下 
脳血管障害 
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および治療中の仮面高血圧は、正常血圧に比
べて心血管疾患の予後が約2倍とされている
7）。高血圧治療の有無にかかわらず、仮面高
血圧では、積極的に家庭血圧やABPMを測
定し、24時間にわたり正常血圧レベルに降圧
することが重要である。
（図表13）4,733人のII型糖尿病を対象と
したACCORD研究8） では、 血圧を120	
mmHg未満に厳重降圧にした群と、140	
mmHg未満に降圧した群の2群にランダムに
割り付けて、平均4.7年間経過を観察した。
厳重降圧群と標準的な降圧群で比較した場
合、一時エンドポイントである非致死性脳卒
中、心筋梗塞、心血管死亡、いずれも有意な
差はみられなかった。厳重降圧しなくても、
標準的な降圧で心血管病を予防できることを
示唆する成績である。

RCT

（図表14）EBMを取り巻く現況についての
図である。まず、臨床医がEBMを実践する
ためには、自ら検証することが重要である。
しかし、実際には、製薬会社のもたらす情報
やシンポジウムなどにその多くを依存してい
ることが多い。近年の大規模臨床試験におい
ても、都合のよい解釈がなされているケース
が多くみられる。重要なことは、客観的な視
点によるEvidence評価が必要であると考え
られる。実際には高度な統計学的手法が必要
であり、簡潔に評価することは難しいと、東
京大学の山崎 力教授が報告されている。
EBMは、患者に始まり患者に帰着するもの
でなければならない。「人間」を対象とする医
療は、不確実であり、理論や経験則には限界
がある。最新の検査・治療が予後改善の点で
最善であるかどうかについて、深く洞察する
必要がある。患者中心の医療で最も関心があ
るのは、検査値でなく臨床アウトカムである。
（図表15）高血圧におけるEBMについて
考えてみる。高血圧は、症状を伴わない慢性
疾患であり、遠位の診療ゴールは心血管イベ
ント抑制である。一方、現実的な目標である

ＥＢＭを取り巻く現状 

臨床医がＥＢＭを実践するためには、自ら検証すること
が重要である。 

   実際には、製薬会社のもたらす情報やシンポジウム 
       にその多くを依存。 

      近年の大規模臨床試験においても、都合のよい解釈 
   がなされているケースが多く見られる。 

客観的な視点によるＥｖｉｄｅｎｃｅ評価が必要である。 

      実際には高度な統計学的手法が必要であり、簡潔 
     に評価することは難しい。 

監修：東京大学大学院医学研究科 教授 山崎 力 山崎 力. 日本医事新報 2005 ; 4213 :43-47. 
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厳重降圧群と 標準的な降圧群で比較した場合、一時エンド 
ポイント、非致死性脳卒中、心筋梗塞、心血管死亡、いずれも 
有意な差はみられなかった。 

図表13

これまでの高血圧RCTで問われた 
臨床的疑問 

１．問題点の認識と予後の推定、リスク評価 
• 高血圧は放置すると予後は悪いのか？ 
• 高血圧はどのような合併症を起こすのか？ 
• 他の危険因子はどのような影響があるのか？ 

２．介入の是非 
• 重症高血圧は治療すべきか？ 
• 軽症～中等症高血圧は治療すべきか？ 
• 高齢者収縮期高血圧は治療すべきか？ 
• 高血圧は介入により予防できるか？ 
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　・重症高血圧は治療すべきか？
　・軽症～中等症高血圧は治療すべきか？
　・高齢者収縮期高血圧は治療すべきか？
　・高血圧は介入により予防できるか？
近位ゴールの設定としては、血圧はどこま
で下げればよいか？外来血圧、家庭血圧、24
時間血圧のうち最も良い指標は？介入方法の
選択－降圧の選択は予後に影響するか？など
の疑問に応えうる試験が求められる。降圧薬
の選択に関しては、利尿薬、β遮断薬よりも
Ca拮抗薬、ACE阻害薬、ARBはより良い予
後を提供できるか？あるいは、レニン・アン
ジオテンシン（RA）系抑制薬は「降圧を介さ
ない臓器保護効果」によって他剤よりも良い
予後を提供できるか？などの疑問に応える内
容が求められる。
（図表16）降圧薬のRCTを読むポイント
は、
1）どのような心血管リスクを持つ患者が
対象か？をいつも考えることが必要であ
る。
2）降圧薬同士の比較試験は、どちらが優
れているかよりも、その薬剤の使用、非
使用によるメリット、デメリットを考察
する。
3）エンドポイントの定義に注意する。「冠
動脈疾患」という言葉をみても、試験に
よってその定義が異なることがある。
4）二次エンドポイントをどう読むか？二
次エンドポイントの意義は低いと考えら
れる。
5）二次薬、併用薬は様々に影響するため、
詳細を読み込む必要がある。
6）達成された血圧は？血圧の値によって、
エンドポイントの読み方が異なる。

治療の基本方針

（図表17）高血圧の持続による、心血管病
の発症・進展による死亡や、QOLの低下を
抑制するために高血圧治療が勧められる。高
血圧は、心血管病の主要な危険因子であり、
特に脳卒中の最も重要な危険因子である。高

近位のゴールは血圧である。この近位のゴー
ルをどのように設定し（血圧をゴールに設定
することの妥当性を含む）、どのように（介入
方法）達成すれば、より効果的に遠位のゴー
ルを達成するかについての研究である。
これまでの高血圧RCTで問われた臨床的
疑問についての検討は、以下の通りである。
1.	問題点の認識と予後の推定、リスク評価
として、
　・高血圧は放置すると予後は悪いのか？
　・高血圧はどのような合併症を起こすの　
か？

　・他の危険因子はどのような影響がある
のか？

2.	介入の是非としては、

降圧薬のRCTを読むポイント 

１）どのような心血管リスクを持つ患者が対象か 
２）降圧薬同士の比較試験は、どちらが優れているか
よりも、その薬剤の使用、非使用によるメリット、デメ
リットを考察する 

３）エンドポイントの定義に注意！「冠動脈疾患」：試験
によって異なることがある 

４）二次エンドポイントをどう読むか 
５）二次薬、併用薬は様々に影響する 
６）達成された血圧は？ 
 

図表16

臓器障害 
1. 脳，眼底 : 認知機能テスト，抑うつ状態評価，頭部MRI，MRアンジオグ   
                            ラフィー 
2.  血管 : 眼底検査（Scheie分類，Keith-Wagener分類），頸動脈エコー 
                 （血管壁肥厚：内膜中膜複合体厚（IMT），プラーク：プラーク 
                   スコア），足関節上腕血圧比（ankle brachial index：ABI） 
3.  心臓 : 胸部X線撮影（心胸郭比），心電図（Sokolow-Lyon voltage基準， 
                 Cornell voltage基準，Cornell product，負荷心電図，ST-T変化）， 
                 心エコー（左室心筋重量係数，左室相対的壁肥厚，左室流入血 
                 流波形，僧帽弁輪運動速度波形），冠動脈CTおよびmultidetector  
                 raw（MD）CT（冠動脈石灰化，狭窄，プラーク） 
4.  腎臓 : eGFR，尿たんぱく定量，尿微量アルブミン定量（糖尿病合併例） 
5.  糖代謝評価 : HbA1c，75g経口ブドウ糖負荷試験 
6.  自律神経 : 起立試験 
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血圧患者の予後は、高血圧以外の危険因子と
高血圧に基づく脳心腎疾患など、臓器障害の
程度が関与する。高血圧の臓器障害を図に示
す。脳、眼底、血管、心臓、腎臓、糖代謝評
価、自律神経などの評価が必要である。我々
が行っている、検診時の早期動脈硬化の指標
である、頸動脈エコーでの内膜中膜複合体厚
（IMT）、起立負荷時の血圧変動と自律神経機
能を赤字（テキストでは下線）で示す。
（図表18）高血圧患者の予後を左右する臓
器障害を、図で示す。高血圧は、脳、心臓、
腎臓の血管病変を進行させる。脳では、脳血
管障害や認知症の発症を引き起こす。頸動脈
のIMTは、無症候での危険因子の予知とな
る。心臓では心筋梗塞、心不全、心臓突然死
をきたしやすいが、心電図や心エコーでの心
肥大を把握することは、これらの心イベント
の予知因子となり得る。腎臓では、慢性腎臓
病、慢性腎不全をきたしやすいが、微量アル
ブミン尿や血清クレアチニン値は無症候性の
予知因子である。これらの早期動脈硬化予知
因子を無症状の時期から、検査して将来の心
血管病発症リスクを予防することが重要であ
る。
（図表19）起立時血圧変動と、無症候性脳
梗塞および心負荷の関連についてみた図であ
る。心室機能不全の程度に比例して上昇する
ナトリウム利尿ペプチド（BNP）の上昇が、
正常群に比べて起立時血圧調節障害の群では
有意に高く、さらに無症候性脳梗塞の有病率
も高かった。起立性血圧調節障害が、心不全
と無症候性脳梗塞の発症予知を予測する指標
として有用であることを示唆するデータであ
る。
（図表20）我々は地域住民を対象として、
簡便な起立負荷検査による血圧変動と、早期
動脈硬化危険因子との関連を検討した。対象
は、和歌山県内における特定健診受診者のう
ち、簡便な起立負荷検査を実施した866名で
ある。座位2分後、起立し、立位2分保持、座
位1分30秒とし、血圧と心拍数を1分おきに
測定し、心拍のR-R間隔を連続測定した。座
位、起立時、立位時、座位時の血圧を示す。

起立時血圧変動と無症候性脳梗塞および心負荷の関連 

心室機能不全の程度に比例して上昇するナトリウム利尿ペプチド
(BNP)の上昇が、正常群に比べて起立時血圧調節障害の群では有意
に高く、さらに無症候性脳梗塞の有病率も高かった。 

Eguchi K et al. Greater change of orthostatic blood pressure is related to silent cerebral infarct and cardiac overload in 
hypertensive subjects. Hypertension Research 2004; 27: 235-241 
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起立時のSBPから座位のSBPを引いたもの
を血圧の変化量とし、⊿SBPとした。右側の
棒グラフは、⊿SBPの分布を表している。⊿
SBPが20mmHgよりも低下するものを起立
性低血圧、OH群とすると129名が該当した。
また、それ以外の者を正常群、ONT群とす
ると、737名みられた。
（図表21）血管スティフネスの指標である
baPWVに影響する因子を重回帰分析する
と、正常血圧群、高血圧群ともに、起立時の
SBPから座位のSBPを引いた⊿SBPが有意
な変数として採択された。起立負荷時の血圧
変化と血管スティフネスの関連が示唆された
ことから、簡便な起立負荷検査による血圧変
動の指標が、心血管疾患リスクの評価として
有用である可能性が考えられる。
（図表22）リスク層別化について考えてみ
たい。医療は、個人を対象とした行為である。
医療の究極の目標は、最適の個別化医療であ
り、集団を対象としたEBMの実施ではない。
患者一人ひとりの病態に合わせた、最適の医
療を行うことが求められる。現在最も予後予
測に有効と考えられているのは、患者個人の
リスク層別化である。リスク層別化は、生活
習慣病などの環境因子の影響が大きい疾患に
有効であると考えられている。フラミンガム
研究では、コホート研究から心血管死のリス
クとして高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙
などが抽出され、リスク層別化の概念が生ま
れた。1960年代に登録されたフラミンガム
研究の、未治療集団における平均10年間の心
血管病リスクのデータを根拠としている。
（図表23）2013ESH/ESCガイドライン3）

を示す。生活習慣修正と降圧薬治療の開始に
関して、リスク因子を縦軸に、血圧値を横軸
にして、降圧薬治療について色分けしてお
り、わかりやすい図である。危険因子に応じ
て低・中・高・超高の4群に層別化している。

リスク層別化 
 
• 医療は個人を対象とした行為である。 
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して高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙などが抽出され、リス
ク層別化の概念が生まれた。1960年代に登録されたフラミン
ガム研究の未治療集団における平均10年間の心血管病リス
クのデータを根拠としている。 
 

 

図表22

baPWVに影響する因子の重回帰分析 
Normotensive (n=515) B SE β p-value 
SBP, mmHg 8.084 0.724 0.410 <0.001 
Age, year 7.188 0.878 0.290 <0.001 
⊿SBP, mmHg -3.534 0.966 -0.132 <0.001 
TG, mg/dl 141.433 41.443 0.123 0.001 
BMI, kg/m2 -10.498 3.135 -0.125 0.001 
Fasting glucose, mg/dl 3.421 1.054 0.122 0.001 
Adjusted R2=0.368  F ratio=50.828   p<0.001 
Hypertensive (n=351) B SE β p-value 
SBP, mmHg 9.951 1.688 0.283 <0.001 
Age, year 4.519 0.912 0.239 <0.001 
⊿SBP, mmHg -4.865 1.330 -0.177 <0.001 
Fasting glucose, mg/dl 5.928 1.498 0.193 <0.001 
BMI, kg/m2 -11.446 4.553 -0.124 0.012 
Adjusted R2=0.210  F ratio=19.652   p<0.001 

Variables entered in the models were age, sex, BMI, SBP, TG, TC, HDL-C, LDL-C, Fasting 
glucose, HbA1c, ⊿SBP. 
 

図表21

生活習慣修正と降圧薬治療の開始 

2013 ESH/ESC ガイドライン 

図表23
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（図表24）我が国の高血圧学会のガイドラ
インの、診察室血圧に基づいた心血管病リス
ク層別化を示している。血圧以外の予後影響
因子を縦軸に、血圧値を横軸に3層に分類し
ている。メタボリックシンドローム（Mets）
は、診断基準を満たす項目数が増すほどリス
クが増加することから、3項目を満たすMets
をリスクの第2層に分類し、4項目すべてを満
たすMetsをリスクの第3層に分類した。危険
因子の中でも、糖尿病やCKDを伴う場合は
特に、リスクが高くなっている。
（図表25）初診時の高血圧管理計画を示す。
まず、診察室血圧に基づいた心血管病リスク
層別化を行う。次に、二次性高血圧を除外す
る。その後、危険因子、臓器障害、心血管病、
合併症の評価を行う。生活習慣の修正を行っ
た後、低リスク、中等リスク、高リスクとい
うリスクの層別化を行い、降圧療法を考慮す
る。
（図表26）降圧目標を示す。一般的な降圧
目標は、140/90mmHg未満とする。脳血管
障害・冠動脈疾患患者も同様に、140/90	
mmHg未満とする。心血管病のリスクが高
い糖尿病、 蛋白尿陽性のCKDでは、
130/80mmHg未満を降圧目標とする。臓器
障害を伴うことの多い後期高齢者では、
150/90mmHgを降圧目標とし、重要臓器の
血流障害をもたらす可能性があるので、症状
や検査所見の変化に注意しながら慎重に降圧
を始める。最終的な降圧目標は、140/90	
mmHg未満とする。
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初診時の高血圧管理計画 

 ［JSH2014］ 治療の基本方針 

診察室血圧に基づいた心血管病リスク層別化 

直ちに降圧薬治療 
1か月以内の指導で
140/90mmHg以上な

ら降圧薬治療 

3か月以内の指導で
140/90mmHg以上な

ら降圧薬治療 

二次性高血圧を除外 

危険因子，臓器障害，心血管病，合併症を評価 

高リスク群 中等リスク群 低リスク群 

生活習慣の修正を指導 

図表25

 ［JSH2014］ 治療の基本方針 

診察室血圧に基づいた心血管病リスク層別化 

血圧分類 

Ⅰ度高血圧 
140–159/90–99mmHg 

Ⅱ度高血圧 
160–179/100–109mmHg 

Ⅲ度高血圧 
≧180/≧110mmHg 

リスク層 
（血圧以外の予後影響因子） 

リスク第一層 
（予後影響因子がない） 

低リスク 中等リスク 高リスク 

リスク第二層 
（糖尿病以外の1-2個の危険因子，
3項目を満たすMetsのいずれかが
ある） 

中等リスク 高リスク 高リスク 

リスク第三層 
（糖尿病，CKD，臓器障害/心血管
病，4項目を満たすMets，3個以上
の危険因子のいずれかがある） 

高リスク 高リスク 高リスク 
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図表24

 ［JSH2014］ 治療の基本方針 

降圧目標 

注 目安で示す診察室血圧と家庭血圧の目標値の差は，診察室血圧140/90mmHg，家庭血圧が135/85mmHgが高血圧
の診断基準であることから，この二者の差をあてはめたものである。 

診察室血圧 家庭血圧 

若年，中年， 
前期高齢者患者 

140/90mmHg未満 135/85mmHg未満 

後期高齢者患者 150/90mmHg未満 
（忍容性があれば140/90mmHg未満） 

145/85mmHg未満（目安） 
（忍容性があれば135/85mmHg未満） 

糖尿病患者 130/80mmHg未満 125/75mmHg未満 

CKD患者（蛋白尿陽
性） 

130/80mmHg未満 125/75mmHg未満（目安） 

脳血管障害患者 
冠動脈疾患患者 

140/90mmHg未満 135/85mmHg未満（目安） 
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図表26
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生活習慣の修正

（図表27）生活習慣の修正は、それ自体で
軽度の降圧が期待されるので、降圧薬開始後
も生活習慣の改善を行う。まずは、6g/日未
満の減塩である。野菜・果物を積極的摂取
し、コレステロールや飽和脂肪酸の摂取を控
える。また、魚（魚油）を積極的に摂取する。
BMI（体重（kg）÷［身長（m）］2）が、25
未満を目標とした減量を行う。心血管病のな
い高血圧患者を対象として、有酸素運動を中
心に定期的に（毎日30分以上を目標に）運動
を行う。節酒も重要である。エタノールで男
性20-30mL/日以下、女性10-20mL/日以下
を目標とする。日本人では喫煙が最も多い死
亡原因であることから、禁煙をこころがける
（受動喫煙の防止も含む）。
（図表28）生活習慣の修正による降圧程度
をみた図である。食塩過剰摂取が血圧上昇と
関係があることは、INTERSALTなどの観察
研究によって指摘されてきた。減塩はその程
度に応じて降圧が期待できるので、少しずつ
食塩摂取量を減らすべく、長期的な指導を行
う。 減塩1g/日ごとに、 収縮期血圧が約
1mmHg減少するとされる。メタ分析では、
4kgの減量では収縮期血圧は4.5mmHgの低
下がみられる。有酸素運動の降圧効果は確立
されている。高齢者が増加しており、有酸素
運動にレジスタンス運動やストレッチ運動を
補助的に組み合わせるとよい。飲酒を80％ほ
ど減らすと、1～2週間のうちに降圧を認める。
（図表29）これは、日本高血圧協会の前理
事長の荒川 規矩男先生から頂いたスライド
である。アマゾンの奥地に住むヤノマミ族の
食塩摂取量は0.3g/日であるが、年齢を重ね
ても収縮期血圧は110mmHgを超えず、拡張
期血圧も70mmHg未満である。食塩のない
ところには高血圧もないとされる。なお、介
入試験で減塩の安全性が確認されているの
は、平均3.8g/日である。
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＊1 メタアナリシス  ＊2 無作為化試験 

生活習慣修正による降圧の程度 

 ［JSH2014］ 生活習慣の修正 
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（平均飲酒減少量＝76％） 
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図表28

 ［JSH2014］ 生活習慣の修正 

生活習慣の修正項目 

生活習慣の複合的な修正はより効果的である 
 
＊1 重篤な腎障害を伴う患者では高K血症をきたすリスクがあるので，野菜・果物の積極的な摂取は推奨しない。糖分の多い果物の過剰な摂取は，

肥満者や糖尿病などのカロリー制限が必要な患者では勧められない。 

1. 減塩  6g/日未満 

2a. 野菜・果物 野菜・果物の積極的摂取＊1 

2b. 脂質  コレステロールや飽和脂肪酸の摂取を控える 

   魚（魚油）の積極的摂取 

3. 減量  BMI（体重（kg）÷［身長（m）］2）が25未満 

4. 運動  心血管病のない高血圧患者が対象で，有酸素運動を中心に 

   定期的に（毎日30分以上を目標に）運動を行う 

5. 節酒  エタノールで男性20-30mL/日以下，女性10-20mL/日以下 

6. 禁煙  （受動喫煙の防止も含む） 
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図表27
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（図表30）TOHP　II研究9）では、生活習
慣の改善は継続が困難であることが示され
た。減量目標4.5㎏として介入した場合、6か
月間は達成可能であるが、18か月と時間の経
過とともに効果は減弱し、36か月時点では体
重変化はほぼ0に復した。体重はリバウンド
することが示された。一方、減塩は4.7g/日
を目標として減塩を行ったが、36か月後には
2.9gとややもとに戻る傾向を示したが、あ
る程度は維持できていた。減量と異なり、減
塩は効果が持続することが示された。
（図表31）『脳を鍛えるには運動しかない』
という本からの抜粋である。著者は、ハー
バード大学精神科医である。精神科の医師と
して多くの患者の治療にあたってきた著者
は、体を動かさなくなっている現状と、そう
した生活ぶりが脳にもたらす深刻な悪影響に
危機感を抱き、「運動が脳の働きをどれほど
向上させるかを多くの人が知り、それをモチ
ベーションとして積極的に運動を生活にとり
いれるようになること」を望んで、この本を
執筆した。世間一般には、運動するのは体の
健康のためと考えられているが、著者は「運
動の第1の目的は、脳を育ててよい状態に保
つことにある」と断言している。人間の脳が
発達したのは、厳しい環境で獲物を追い、巧
みに捕え、生きていくためだった。我々の遺
伝子には、狩猟採集の行動様式がしっかり組
み込まれている。従って、その活動をやめて
しまうと、10万年以上にわたって調整されて
きたデリケートな生物学的バランスを壊すこ
とになる。この事実を確かな根拠に基づい
て、わかりやすく説明した著書である。
1）運動をさせた子供は成績が上がる
2）運動すると35％も脳の神経成長因子が
増える
3）運動することでストレスやうつを抑え
られる
4）運動で5歳児のIQと言語能力には大き
な差がでる
5）運動する人は癌にかかりにくい
6）運動を週2回以上続ければ認知症になる
確率が半分になる

脳を鍛えるには運動しかない 
                     ジョン・レイティ 

• 運動をさせた子供は成績が上がる 
• 運動すると35％も脳の神経成長因

子が増える 
• 運動することでストレスやうつを抑

えられる 
• 運動で5歳児のIQと言語能力には

大きな差がでる 
• 運動する人は癌にかかりにくい 
• 運動を週2回以上続ければ認知症

になる確率が半分になる 
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生活習慣の継続は困難(TOHP II) 
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などが、科学的な根拠を踏まえて記述され
ている。
（図表32）『イチローの脳を科学する』とい
う本では、神経細胞は使えば使うほど（刺激
を与えれば与えるほど）突起をよく伸ばす。
逆に使わないと退化する。イチローは、3歳
から10歳まで毎日バッティングセンターに
通った結果、眼ではなく手のひらで球をみる
ことができるようになった。徹底的に悔しが
る性格が、心と身体をつくる。イチローの神
経細胞はどこが違うのか？記憶とは「身体で
覚える」ことである。イチローの脳はいつ完
成したのか？能力をつくるのは、遺伝子か、
環境か？イチローの前頭葉は、先の先の先を
予測する。大変示唆に富む本でないかと考え
ている。
（図表33）I度高血圧を対象として、万歩計
をつけて3か月間の歩行運動を行った私ども
の成績である。収縮期血圧、拡張期血圧とも
に、2か月目より有意な降圧がみられた。降
圧度は、収縮期血圧で8mmHg、拡張期血圧
で4mmHg程度であった。また、1日の歩数
としては、8,000歩を目安とするとよい。

降圧薬治療

（図表34）血圧のレベルが高くなるほど、
生活習慣の改善のみでは目標降圧レベルに達
することは困難であり、降圧薬による治療が
必要となる。降圧薬で血圧を下降させること
により、心血管病の発症を予防できる。この
効果は降圧薬の種類によらず、降圧度の大き
さに比例することが大規模臨床試験のメタア
ナリシスから示されている。Ca拮抗薬、
ARB/ACE阻害薬、利尿薬、β遮断薬の5種
類の主要降圧薬は、いずれも心血管病抑制効
果が証明されている。それぞれ積極的適応と
なる病態がある。積極的適応がない場合の高
血圧に対しては、最初に投与する降圧薬とし
て、Ca拮抗薬、ARB/ACE阻害薬、利尿薬
の中から選択する。β遮断薬は、単剤あるい
は併用療法において糖尿病惹起作用、臓器障
害・心血管病抑制効果で他薬に劣るエビデン

歩行運動と血圧の関係 

 

図表33

西野仁雄：イチローの脳を科学する 

イチローの脳を科学する 

図表32

 ［JSH2014］ 降圧薬治療 

主要降圧薬の積極的適応となる病態 

＊1 少量から開始し，注意深く漸増する  ＊2 冠攣縮性狭心症には注意  ＊3 メタボリックシンドローム 

Ca拮抗薬 
ARB/ACE 

阻害薬 
利尿薬 β遮断薬 

左室肥大 ● ● 

心不全    ●＊1 ●    ●＊1 

頻脈 ● 
（非ジヒドロピリジン系） 

● 

狭心症 ●    ●＊2 

心筋梗塞後 ● ● 

CKD 
（蛋白尿－） ● ● ● 

（蛋白尿＋） ● 

脳血管障害慢性期 ● ● ● 

糖尿病/MetS＊3 ● 

骨粗鬆症 ● 
（サイアザイド系） 

誤嚥性肺炎 ● 
（ACE阻害薬） 

34 

図表34
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スがある。
（図表35）積極的適応がない場合の降圧薬
の使い方を示す。降圧薬は長期にわたる使用
が必要であり、1日1回服用が望ましい。現在
市販の降圧薬は、24時間持続しないこともあ
るため、夜に服用したり、朝晩の2回に分服、
就寝前に服用したりの工夫がいることもある。
（図表36）降圧目標を達成するためには、
2～3種類の薬剤を併用することが多いが、異
なる種類の降圧薬の併用は、同一薬の増量よ
りも降圧効果が大きいことが示されている。
利尿薬とRA系の阻害薬のように、併用によ
り薬の副作用が打ち消されることも示されて
いる。
1.	ACE阻害薬あるいはARBとCa拮抗薬
2.	ACE阻害薬あるいはARBと利尿薬
3.	Ca拮抗薬と利尿薬
の併用が勧められる。
（図表37） 収縮期高血圧は、DBPが90　
mmHg未満で、収縮期血圧が持続的に高値
で推移しているときに生じる。1,000万人以
上の米国人で、十分にコントロールされてい
ない収縮期高血圧が認められる。疫学データ
により、心血管系へのリスクを決定する因子
としては、DBPよりもSBPの方が重要であ
ることが実証されている。医師の中には、収
縮期高血圧を高血圧症と診断しなかったり、
積極的治療を実施しないケースもみられる。
高血圧、特に収縮期高血圧の発現率は加齢と
ともに上昇する。65歳以上の患者でみられる
高血圧のうち65％は収縮期高血圧である。た
だし、収縮期高血圧は中年でも発症する。
NHANES　IIIに基づく分類によると、高
血圧患者の平均血圧値は145/82mmHgであ
る。患者の73％が標的DBP目標値である90　
mmHg未満を達成しているのに対し、SBP
の目標値である140mmHg未満を達成して
いるのは、高血圧患者の34％にすぎない。治
療を受けていない高血圧患者の60％が、収縮
期高血圧である。他の高血圧患者で、高血圧
を自覚している者は42％であるが、収縮期高
血圧患者群では高血圧を自覚しているのは
29％と極めて低い。

36 

＊ ARBとACE阻害薬の併用は一般には用いられないが，腎保護のため，併用する時は腎機能， 
   高K血症に留意して慎重に行う 

2剤の併用 
 ［JSH2014］ 降圧薬治療 

ACE阻害薬 ARB 

Ca拮抗薬 

利尿薬 

36 

図表36

35 

＊1 高齢者では常用量の1/2から開始，1–3か月の間隔で増量 
＊2 「治療抵抗性高血圧およびコントロール不良高血圧の対策」を参照 

積極的適応がない場合の高血圧治療の進め方 

 ［JSH2014］ 降圧薬治療 

積極的適応がない高血圧 

A，C，Dのいずれか＊1 

A＋C，A＋D，C＋Dのいずれか 

A＋C＋D 

治療抵抗性高血圧＊2 

A＋C＋D＋βもしくはα遮断薬，アルドステロン拮抗薬， 
さらに他の種類の降圧薬 

A：ARB，ACE阻害薬 C：Ca拮抗薬 
D：サイアザイド系利尿薬，サイアザイド類似薬 

STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 

第一選択薬 
 

図表35

高血圧患者の大半が、SBPの目標である 
＜140 mmHgを達成していない 

（Lapuerta P, L’Italien GJ. Am J Hypertens. 1999 ） 

SBPの範囲 （mmHg） 
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（図表38）高血圧は、血管性認知症の危険
因子であるが、アルツハイマー病も脳血管障
害や脳微小血管病の合併が多くみられ、高血
圧との関連性が報告されている。
1.	中年期の高血圧は、高齢期認知症の危険
因子であり、認知症抑制の観点からも積
極的に治療すべきである。
2.	高齢期高血圧の降圧治療による認知症予
防効果に関する結論は得られていない
が、認知機能を悪化させるとする成績は
なく、降圧薬治療は行う。
3.	認知機能障害や認知症合併高血圧に対す
る降圧治療の効果に関するエビデンスは
少ないが、降圧治療は考慮する。

（図表39）我々は、標準化された神経心理
学検査バッテリーを使用することで、対象者
の認知機能を詳細に検討した。
＜全般的認知機能＞認知症のスクリーニン
グとして、MMSE（Mini-Mental	 State　
Examination）を行い、23点以下の対象者を
分析から除外した。
＜神経心理学検査＞認知機能の評価は、記
憶の評価として論理的記憶（25文節からなる
物語の記憶）を、言語評価として言語流暢性
（特定の文字から始まる単語の産出と指定し
たカテゴリに属する単語の産出）を、注意評
価としてD-CAT（指定された数字を末梢）
を測定した。60歳代の対象者で、10年前の基
本健康診査時の血圧と、これらの認知機能と
の関連をみると、論理的記憶力は10年前の拡
張期血圧と有意な関連がみられた。言語流暢
性は、10年前の収縮期血圧と有意な関連がみ
られた。壮年期の血圧の管理が、高齢期の認
知機能と関連することが示唆された。
（図表40）症例を提示する。38歳男性で、
5年前（33歳）生命保険加入時に初めて高血
圧を指摘された。2年前検診で、尿蛋白を指
摘されたが放置。受診時の検診でも同様の指
摘を受け、近医受診し、血圧254/120～130	
mmHgと高値のため、当科を紹介され入院
した。身長172cm、体重76kg、血圧174/	
108mmHg、左右差なし。脈拍72/分、整。
24時間ABPMにて、夜間も血圧が高いnon-

変数 Ｂ S.E. β t P-value

論理的記憶 (R
2
 = .178, p < 0.001)

10年前のDBP -0.050 0.019 -0.133 2.596 0.010

言語流暢性 (R
2
 = .177, p < 0.001)

10年前のSBP -0.250 0.011 -0.114 2.144 0.033

注）年齢、性別、教育暦で補正した。

Table 2　60歳代の重回帰分析の結果

壮年期の血圧の管理が 
高齢期の認知機能と関連する 

図表39
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認知症 

POINT 9 

1. 中年期の高血圧は，高齢期認知症の危険因子であり， 

   認知症抑制の観点からも積極的に治療すべきである。 
 

2. 高齢期高血圧の降圧治療による認知症予防効果に関する 

   結論は得られていないが，認知機能を悪化させるとする成績はなく， 

   降圧薬治療は行う。 
 

3. 認知機能障害や認知症合併高血圧に対する降圧治療の効果に関す
るエビデンスは少ないが，降圧治療は考慮する。 
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dipper型であった。心電図を示すと、初診時
に異常はみられなかったが、20年間の経過で
左室肥大が進行し、完全左脚ブロックになっ
た。
（図表41）血圧の経過を示す。当初より血
清クレアチニンが上昇し、腎機能の低下がみ
られた。血圧は、初めの10年間は140/90未
満であったが、その後の10年間はCa拮抗
薬、ARB、利尿薬、β遮断薬の併用にも関わ
らず、目標降圧には達せず治療抵抗性高血圧
である。腎機能は、血清クレアチニンが3.1
にまで上昇したが、その後減少して2.8でと
どまっている。現在も通院中であるが、クレ
アチニン3.3mg/dl程度で推移している。
（図表42）治療抵抗性高血圧およびコント
ロール不良高血圧においては、食塩過剰摂
取・肥満・飲酒などの生活習慣、服薬アドヒ
アランス不良、白衣高血圧・白衣現象、降圧
薬の不適切な選択や用量、睡眠時無呼吸症候
群、原発性アルドステロン症などの二次性高
血圧、腎機能低下や体液量増加、ストレス、
他薬剤による降圧効果の減弱、などの要因を
考慮する。十分な問診を行い、患者とのコ
ミュニケーションをとり、生活習慣の修正お
よび服薬指導を行う。降圧治療では、利尿薬
を含む作用機序の異なる薬剤を多剤併用す
る。降圧薬は十分な用量を使用し、服薬の回
数や時間を考慮する。これらの病態では、臓
器障害が存在する可能性が高いこと、高リス
ク群を多く含むこと、二次性高血圧の可能性
があることから、適切な時期に高血圧専門医
の意見を求める。

運動と血圧

（図表43）運動負荷時の血行動態は、高血
圧の予知因子ともなり、また将来の心血管病
発症との関連も考えられる。
われわれの研究を紹介する。 平均年齢
42.3歳の239名の正常高値血圧者を対象と
して、多段階負荷の自転車エルゴメータ検査
を行い、その後平均5.1年間血圧の変化を観
察した。運動負荷時の⊿SBPを過剰昇圧群

 ［JSH2014］ 降圧薬治療 

治療抵抗性高血圧および 
コントロール不良高血圧の対策 

POINT 5b 

1. .治療抵抗性高血圧およびコントロール不良高血圧においては，食塩過剰摂
取・肥満・飲酒などの生活習慣，服薬アドヒアランス不良，白衣高血圧・白衣
現象，降圧薬の不適切な選択や用量，睡眠時無呼吸症候群，原発性アルド
ステロン症などの二次性高血圧，腎機能低下や体液量増加，ストレス，他薬
剤による降圧効果の減弱，などの要因を考慮する。    

2.  十分な問診を行い，患者とのコミュニケーションをとり，生活習慣の修正およ
び服薬指導を行う。降圧治療では，利尿薬を含む作用機序の異なる薬剤を
多剤併用する。降圧薬は十分な用量を使用し，服薬の回数や時間を考慮す
る。 

3.  臓器障害が存在する可能性が高いこと，高リスク群を多く含むこと，二次性
高血圧の可能性があることから，適切な時期に高血圧専門医の意見を求め
る。 
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（n=60）、正常昇圧群（n=120）、軽度昇圧群
（n=59）に分類し、5年後の高血圧の発症を
比較した。過剰昇圧群では他の2群に比べ、
高血圧の発症頻度が有意に大であった10）。こ
のことから、正常高値血圧において運動負荷
時の昇圧は、高血圧の危険因子であることが
示唆された。
（図表44）これとは別に、1,033人の対象
者に運動負荷試験を行い、7年間追跡した。
Coxの比例ハザードモデルにより、運動負荷
に対する過剰な昇圧反応は、交絡因子の多変
量解析後、将来の高血圧進展の独立した危険
因子であることが証明された。相対危険因子
は、SBPで3.7、DBPで2.9であった11）。
（図表45）運動負荷時の過剰昇圧する正常
高値高血圧者は、将来の高血圧発症をきたし
やすいと考えられている。35人の運動負荷時
過剰昇圧する正常高血圧者を対象として、12
週間の有酸素運動を行った。安静時血圧に
は、 有意な差はみられなかった。24時間
ABPMでは、24時間平均、昼間平均のSBP、
DBPは有意に降圧がみられた。一方、夜間血
圧は、運動療法による有意な降圧はみられな
かった。有酸素運動は、運動や昼間の交感神
経系の過緊張による血圧上昇を減弱する可能
性が考えられ、運動負荷による過剰昇圧群の
高血圧発症の危険を減らす可能性が示唆され
た。
（図表46）軽症および中等症の本態性高血
圧症患者（WHOステージⅠ、Ⅱ）［平均48.8
±10.3歳］19例を対象として、自転車エル
ゴメータ検査を実施した。被験者をテモカプ
リル群（2mg：9例）、 ニフェジピン群
（30mg：10例）の2群に無作為割り付けし、
4週間治療を行った。治療前後に安静時（30
分間横臥位）および多段階運動耐久性テスト
の運動前、運動中、運動後、回復期（運動後
10分間仰臥位）の血圧および心拍数を測定し
た。さらに、治療前後に、安静時および最大
運動負荷時の血漿中ノルエピネフリン濃度を
測定した。治療前、運動により血圧は有意に
増加し、運動終了後、前値に戻った。治療後
は、テモカプリル群では安静時、運動負荷時、

Variables  Control  Training  P value 

24-hour  
  Systolic BP 
  Diastolic BP 
  Heart rate 
Daytime  
  Systolic BP 
  Diastolic BP 
  Heart rate  
Nighttime  
  Systolic BP 
  Diastolic BP 
  Heart rate  

131.3 ± 1.9 
  78.8 ± 1.8 
  73.1 ± 1.6 
 
135.8 ± 1.8 
  82.8 ± 1.8 
  79.4 ± 1.6 
 
114.2 ± 1.9 
  70.3 ± 2.0 
  66.3 ± 1.5 

129.1 ± 2.0 
  76.9 ± 1.9 
  70.4 ± 1.6 
 
132.9 ± 1.9 
  79.7 ± 1.8 
  74.2 ± 1.5 
 
112.7 ± 1.9 
  69.9 ± 1.8 
  64.1 ± 1.4 

.032 

.018 

.004 
 
.014 
.007 
.001 
 
.114 
.291 
.034 

Daytime= from 8 a.m. to 8 p.m.; Nighttime=from 12 p.m. to 
6 a.m. Values are shown as mean±SEM.  

Miyai N, Arita M et al ;Hypertens Res  25,507,2002 

トレーニング前後のＡＢＰＭの変化 

図表45

運動時の昇圧増大は高血圧の予知因子 

・1033人の対象者 
 運動負荷試験を行い、７年間追跡 

・Coxの比例ハザードモデルにより、運動負荷に対する 
    過剰な昇圧反応は、交絡因子の多変量解析後、将来の 
    高血圧進展の独立した危険因子。 
 
・相対危険因子はSBPで3.7、DBPで2.9であった。 

Hypertension 2002;39:755-760 
N. Miyai, M. Arita, et al: 
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血圧および心拍数の推移 

Arita M. et al. : Hypertension Research 24(6), 671-678（2001） 
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mmHg未満を目標とする。心血管病発症の
危険が高い糖尿病や、蛋白尿陽性の慢性腎臓
病では130/80mmHg未満を目標とする。日
本人間ドック学会の基準値では、147/94　
mmHg未満となっているが、日本人間ドッ
ク学会判定基準で異常なしは129/84　
mmHg未満である。一方、特定健康診査（メ
タボ健診）での基準値は、130/85mmHg未
満となっている。それぞれの報告で基準値が
異なっており、混乱をきたしている。
日本人間ドック学会の今回の「正常」の基
準値は、報道内容などの情報によれば、5万
人規模の持病がなくて検査項目で異常がな
い、いわゆる健康と思われる人の検査値をも
とに計算されたものである。検査値が正規分
布するように、統計的に変換したうえで95％
信頼区間を計算し、その区間の下限値と上限
値を変換前の元の検査値に戻して基準範囲と
している。検査値の基準値の算出法として、
極めて妥当な方法で、対象者数も極めて多く
信頼性も高いものである。しかし、心血管病
発症の危険性が高まるかどうか、治療介入の
必要性があるかどうかは検討されていない。
すなわち、この値の範囲であれば大丈夫とい
うことを示す「正常」ではなく、正常と思わ
れる人の検査の基準値というのが正確な表現
である。
（図表48）日本高血圧学会の血圧分類では、
高血圧を140/90mmHg以上としており、収
縮期、拡張期ともにその基準を下回っている
ときに正常域血圧としている。その中に至
適、正常、正常高値の3つの分類を設けてい
る。実際、至適血圧を超えて血圧が高くなる
ほど、全心血管病、脳卒中、心筋梗塞、慢性
腎臓病などの罹患リスクおよび死亡リスクが
順に高くなる。その確率は、I度高血圧で約3
倍、II度高血圧で約6倍、III度高血圧で約9倍
とされている。また、高血圧を治療すること
によって、心血管病の発症は減ることが確認
されている。この分類は世界共通で、原則と
して140/90mmHg以上の人は高血圧として
治療の対象とされている。

回復期ともに有意な降圧を示したが、ニフェ
ジピン群では安静時と回復期には有意な降圧
がみられたが、運動負荷時には血圧は下がら
なかった。また、心拍数もテモカプリル群で
は治療前と差はなかったが、ニフェジピン群
では運動負荷時に心拍数の有意な増加を示し
た。運動後/前の血漿中ノルエピネフリン濃
度比はテモカプリルでは－40％に比べ、ニ
フェジピンでは200％と増加し、交感神経機
能の亢進が示唆された12）。
（図表47）血圧に関する指標をまとめてみ
ると、表のようになる。JSH2014では、一般
的には、140/90mmHg未満を目標とする。
75歳 以上の後期高齢者では、150/90　
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の持続による心血管病の発症・進展による死
亡や、QOLの低下を抑制するために、高血
圧治療が勧められる。高血圧は、心血管病の
主要な危険因子であり、特に脳卒中の最も重
要な危険因子である。高血圧患者の予後は、
高血圧以外の危険因子と高血圧に基づく脳心
腎疾患など、臓器障害の程度が関与する。脳、
血管、心臓、腎臓、糖代謝評価、自律神経な
どの評価が必要である。簡便な起立負荷検査
による血圧変動の指標が、心血管疾患リスク
の評価として有用である可能性が考えられる。
医療は、個人を対象とした行為である。医
療の究極の目標は最適の個別化医療であり、
集団を対象としたEBMの実施ではない。患
者一人ひとりの病態に合わせた、最適の医療
を行うことが求められる。現在、最も予後予
測に有効と考えられているのは、患者個人の
リスク層別化である。我が国の高血圧学会の
ガイドラインの診察室血圧に基づいた心血管
病リスク層別化では、メタボリックシンド
ローム（Mets）や糖尿病やCKDを伴う場合
は特に、リスクが高くなっている。
降圧目標としては、一般的な降圧目標は
140/90mmHg未満とする。心血管病のリス
クが高い糖尿病、 蛋白尿陽性のCKDでは
130/80mmHg未満を降圧目標とする。臓器
障害を伴うことの多い後期高齢者では、
150/90mmHgを降圧目標とし、最終的な降
圧目標は140/90mmHg未満とする。
生活習慣の修正は、それ自体で軽度の降圧
が期待されるので、降圧薬開始後も生活習慣
の改善を行う。減塩、体重の減量、飽和脂肪
酸を控え、野菜の積極的な摂取、節酒、有酸
素運動、禁煙が基本である。血圧のレベルが
高くなるほど、生活習慣の改善のみでは目標
降圧レベルに達することは困難であり、降圧
薬による治療が必要となる。
降圧薬で血圧を下降させることにより、心
血管病の発症を予防できる。この効果は降圧
薬の種類によらず、降圧度の大きさに比例す
ることが、大規模臨床試験のメタアナリシス
から示されている。Ca拮抗薬、ARB／ACE
阻害薬、利尿薬、β遮断薬の5種類の主要降

おわりに

高血圧の学問は、20世紀末までに長足の進
歩を遂げてきて、その成果を実地応用すれ
ば、高血圧は今やほぼ完全にコントロール可
能で、高血圧患者といえどもほぼ天命を全う
できるようになった。しかし、現状では高血
圧はいまだに世界中で一番多い病気で、日本
人でも約4,300万人が罹患しており、しかも
その大部分の人たちが高血圧の真の怖さを知
らないでいる。高血圧は、ほとんど無症状で
あるために軽視されがちで、たとえ治療を受
けていても降圧不十分で、140/90mmHg未
満までの降圧達成率は僅かに42％に留まっ
ている。その結果、脳卒中や心筋梗塞・腎不
全などの発症が増え、結局は国民の福祉や医
療経済上も重大問題になっている。
ガイドラインや教科書に書かれている治療
法を中心に、高血圧の治療について述べてき
た。しかし、日常診療では患者の病態は一人
ひとり異なるために、ガイドラインの知識を
いくらあてはめても解決しないことが多い。
EBMは個別化医療のアクションであり、「エ
ビデンスに基づくガイドライン」をマニュア
ルのように扱うのだと誤解している人もみら
れる。エビデンスは玉石混合であり、その質
と誤差を批評し、妥当性と信頼性を評価する
能力を養うことが肝要である。
臨床の現場で高血圧患者を目の前にしたと
き、まずは血圧の測定を行うが、時を変えて
複数回行う。この際診察室での血圧だけでな
く、家庭血圧の測定も併用する。診察室血圧
と家庭血圧の間に診断の差がある場合、家庭
血圧による診断を優先する。診察室血圧が正
常域血圧であっても、診察室外での血圧では
高血圧を示す状態を仮面高血圧という。仮面
高血圧の頻度は10～15％と報告されている。
メタアナリシスのよると、未治療および治療
中の仮面高血圧は、正常血圧に比べて心血管
疾患の予後が約2倍とされている。
次に行うことは、高血圧による臓器障害の
把握と、二次性高血圧の除外である。高血圧
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圧薬はいずれも心血管病抑制効果が証明され
ている。それぞれ積極的適応となる病態があ
る。積極的適応がない場合の高血圧に対して
は、最初に投与する降圧薬として、Ca拮抗
薬、ARB／ACE阻害薬、利尿薬の中から選
択する。β遮断薬は、単剤あるいは併用療法
において糖尿病惹起作用、臓器障害・心血管
病抑制効果で他薬に劣るエビデンスがある。
治療抵抗性高血圧およびコントロール不良
高血圧においては、食塩過剰摂取・肥満・飲
酒などの生活習慣、服薬アドヒアランス不
良、白衣高血圧・白衣現象、降圧薬の不適切
な選択や用量、睡眠時無呼吸症候群、原発性
アルドステロン症などの二次性高血圧、腎機
能低下や体液量増加、ストレス、他薬剤によ
る降圧効果の減弱、などの要因を考慮する。
生活習慣の修正および服薬指導を行う。降圧
治療では、利尿薬を含む作用機序の異なる薬
剤を多剤併用する。降圧薬は十分な用量を使
用し、服薬の回数や時間を考慮する。
運動負荷時の血圧や血行動態は、正常者の
将来の高血圧発症の予知因子ともなり、また
将来の心血管病発症との関連も考えられる。
有酸素運動により、昼間と24時間血圧を有意
に抑制することができた。また、ACE阻害薬
は、短時間作用型Ca拮抗薬に比べ運動負荷
時の血圧を有意に抑制したことから、交感神
経系の過緊張を抑えその有用性が示唆された。
高血圧の治療は、血圧のレベル、合併症、
病態や保護するべき臓器が幅広く異なること
が多く、1例1例の患者の病態をよく考えての
治療が重要である。診察時血圧にのみ頼るの
ではなく、ABPMや家庭血圧、運動負荷時血
圧などの指標も参考にして、重篤な心血管病
の発症を予防し、患者に健康で幸せな生活を
していただくことの一助になれば幸いである。

参考文献
1）	 Collins	R,	Petro	R,MacMahon	S,	et	al:	
Blood	pressure,	stroke,	and	coronary	
heart	disease.	Part	2:	Short	term	reduc-
tions	in	blood	pressure:	overview	of	
randomized	drug	trials	in	their	epidemio-
logical	context.	Lancet	1990:	335:	
827-838.

2）	 Chobanian	AV,	Barkis	GL,	Black	HR	et	al:	　
The	national	High	Blood	Pressure	
Education	Program	Coordination	Com-
mittee.	The	Seventh	Report	of	the	Joint	
National	Committee	on	Prevention,	
Detection,	Evaluation	and	treatment	of	
High	Blood	Pressure.

	 JAMA	2003;	289:	2560-2572.
3）	 2013	ESH/ESC	Guidelines	for	the	
management	of	arterial	hypertension.	:	　
The	Task	Force	for	the	management	of	
arterial	hypertension	of	the	European	
Society	of	Hypertension	（ESH）	and	of	the	
European	Society	of	Cardiology	（ESC）.	
Journal	of	Hypertension	2013,	31:	1281–
1357

4）	 日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成
委員会（編）：高血圧治療ガイドライン2014.
日本高血圧学会、2014

5）	 Fujiyoshi	A,	Ohkubo	T,	Miura	K	et	al.	
Blood	pressure	categories	and	long-term	
risk	of	cardiovascular	disease	according	
to	age	group	in	Japanese	men	and	wom-
en.	Hypertens	Res.	2012;	35:	947-953.

6）	 Sega	R,	Facchetti	R,	Bombelli	M,et	al.:	
Prognostic	value	of	ambulatory	and	
home	blood	pressures	compared	with	
office	blood	pressure	in	the	general	
population:	follow-up	results	from	the	
Pressioni	Arteriose	Monitorate	e	Loro	
Associazioni	（PAMELA）	study.	Circula-
tion.	2005;	111:	1777-83.

7）	 Bobrie	G,	Clerson	P,	Menard	J	et	al.:	
Masked	hypertension:	a	systemic	review.	
J	Hypertens.	2008;	26:	1715-1725.

8）	 ACCORD	Study	Group,	Cushman	WC,	
Evans	GW,	Byington	RP,	et	al.:	Effects	of	
intensive	blood-pressure	control	in	type	
2	diabetes	mellitus.	N	Engl	J	Med.	2010	
Apr	29;	362（17）:	1575-85.　

9）	 Appel	LJ,	Hebert	PR,	Cohen	JD,	et	al.:	
Baseline	characteristics	of	participants	in	
phase	II	of	the	Trials	of	Hypertension	Pre-
vention（TOHP	II）.	Trials	of	Hypertension　
Prevention	（TOHP）	Collaborative	
Research	Group.	Ann	Epidemiol.	1995;	
5:	149-55

10）	Miyai	N,	Arita	M,	Morioka	I	,et	al.:	
Exercise	BP	response	in	subjects	with	
high-normal	BP:	exaggerated	blood	pres-
sure	response	to	exercise	and	risk	of	
future	hypertension	in	subjects	with	
high-normal	blood	pressure.	J	Am	Coll	
Cardiol.	2000;	36:	1626-31

11）	Miyai	N,	Arita	M,	Miyashita	K,	et	al.	Blood	
pressure	response	to	heart	rate	during	
exercise	test	and	risk	of	future	hyperten-
sion.	Hypertension.	2002;	39（3）:	761-6

12）	Arita	M,	Hashizume	T,	Wanaka	Y,	et	al.:	
Effects	of	antihypertensive	agents	on	
blood	pressure	during	exercise.	Hyper-
tens	Res.	2001;	24（6）:	671-8.



898．「脂質異常症」

はじめに

（図表1）脂質異常症は高LDL-コレステ
ロール（C）血症、高トリグリセライド（TG）
血症、低HDL-C血症など血中脂質の異常を
きたす生活習慣病であり、動脈硬化の重要な
危険因子である。脂質異常症の頻度は増加傾
向にあり、その管理は日常臨床で重要性を増
している。本講義では、日本動脈硬化学会の
動脈硬化性疾患予防ガイドライン20121）に
準じた、脂質異常症診療の進め方について概
説する。

動脈硬化性疾患の発症機序、
危険因子管理の考え方
（図表2）これは動脈硬化症の発症進展過程
を示したものである。動脈壁にLDL-Cが沈
着し、内膜肥厚性病変すなわちプラークを形
成する。増大したプラークは炎症、酸化スト
レスなどの影響で不安定化すると、プラーク
破綻とそれに続く血栓形成が起こる。血栓が
大きいと動脈内腔を閉塞し血流途絶が惹起さ
れ、心筋梗塞、脳梗塞などのイベントを発症
する。

動脈硬化の発症・進展経過
脂肪線条 粥状プラーク 不安定プラーク プラーク破綻→血栓

心筋梗塞 脳梗塞

２

図表2

はじめに
脂質異常症は高LDL-コレステロール

(C)血症、高トリグリセライド血症、低
HDL-C血症など血中脂質の異常をきた

す生活習慣病であり、動脈硬化の重要
な危険因子である。

本講義では、日本動脈硬化学会の動
脈硬化性疾患予防ガイドライン2012に準

じた脂質異常症診療の進め方について
概説する。
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（図表3）心筋梗塞や脳梗塞などの動脈硬化
イベントは、すでに述べた如く、①動脈壁内
膜へのLDL-C沈着によるプラーク形成、増
大、②プラークの破綻、そして③血栓形成と
いう三つのステップを踏まえて発症する。そ
れぞれのステップには図表に示す如くさまざ
まな因子が関与する。プラーク形成、増大に
はLDL-C高値、喫煙、高血圧、糖尿病など
が、プラーク破綻にはプラークの線維性被膜
に直接ストレスを与える高血圧、炎症が、そ
して血栓形成には喫煙、糖尿病などが影響す
る。したがって動脈硬化性イベント予防のた
めには脂質異常症のみならず、高血圧、糖尿
病、喫煙などの危険因子を総合的に管理する
ことが重要と考えられる。
（図表4）この図表は高コレステロール血
症、高血圧、喫煙、糖尿病、左室肥大の重な
りが冠動脈疾患発症に与える影響を見た、フ
ラミンガム研究の成績である。高コレステ
ロール血症単独に比べると、高血圧、喫煙、
糖尿病の3因子が重なった場合、男女ともそ
のリスクが約2倍高くなることが示されてい
る。日本の研究でも危険因子の重なりが冠動
脈疾患のリスクを相加的に高めることが報告
されている。したがって高LDL-C血症のみ
に目を奪われることなく、高血圧、糖尿病、
喫煙などの危険因子を包括的に管理すること
が動脈硬化予防には極めて重要である。

脂質異常症の診断基準、管理
目標の考え方
（図表5）次に脂質異常症診断基準について
考えてみる。図表5の我が国の疫学調査にお
いて、総C値の上昇、HDL-C値の低下、随
時血清測定TG値の増加が冠動脈疾患のリス
ク増大と関連することが欧米同様明確に示さ
れた。左側の総Cと冠動脈疾患死亡リスクと
の関連では200mg/dl以下に比べて200-
219で1.4倍、220-239で1.6倍、240-259
で約2倍高くなっている。米国のガイドライ
ンでは冠動脈疾患リスクが200mg/dlの2倍
になる240mg/dl以上を高C血症の基準とし
ている。我が国では欧米より冠動脈疾患の発

動脈硬化イベントに関与する多数の危険因子

加齢
高LDL-C血症
喫煙
高血圧
糖尿病
（炎症）

高血圧、炎症

喫煙
糖尿病
肥満
高TG血症

プラーク形成

プラーク破綻

血栓形成

危険因子

3

図表3

危険因子が多いほど冠動脈疾患の発症率は増加する

（Framingham Study）
：男性（55歳）

：女性（55歳）

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

冠
動

脈
疾

患
発

症
の

危
険

率
（
10

年
間

）

（％）

コレステロール 0 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

血 圧 0 0 ＋ ＋ ＋ ＋

喫 煙 0 0 0 ＋ ＋ ＋

糖尿病 0 0 0 0 ＋ ＋

左室肥大（ECG） 0 0 0 0 0 ＋

コレステロール《0：血清総コレステロール 180mg/dl, HDL-C 男性；45mg/dl, 女性；55mg/dl, ＋：血清総コレステロール 250mg/dl, HDL-C 35mg/dl》
血圧《0：収縮期血圧 120mmHg, ＋：収縮期血圧 150mmHg》, 喫煙《0：非喫煙者, ＋：喫煙者または過去1年以内の喫煙者》

糖尿病《0：耐糖能正常, ＋：インスリンまたは経口糖尿病薬で治療を受けている患者、または空腹時血糖 140mg/dl以上》

左室肥大（ECG）《0：心電図所見で左室肥大なし, ＋：心電図所見で左室肥大あり》

Anderson KM et al., Am Heart J,12. 1990より改変

臨床上制圧すべきは：
・高LDL-C血症
・高血圧症
・糖尿病
・喫煙

4

図表4

血清脂質と冠動脈疾患の発症リスク

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012

a）総コレステロール値と冠動脈疾患死亡の
相対危険度（男女）NIPPON DATA80

相
対
危
険
度

4
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1

0

159
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179
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199
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（mg/dL）
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動
脈
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患
合
併
率

4

3

2

1
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34
35

39
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44
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60
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80

（mg/dL）

相
対
危
険
度

4

3

2

1

0

84
85

115

116

164

165

（mg/dL）

b）HDLコレステロール値と冠動脈疾患合併率

(%) 5

50

54

70

74

55

59

75

79

c）TG（随時）と

冠動脈疾患発症の相対危険度（男女）

(Okamura T et al: Atherosclerosis,190:216-223,2007) (Kitamura A et al :Circulation,89:
2533-2539,1994のデータをもとに再解析)

(Iso H et al:Am J Epidemiol,153:490-499,2001)

～～～～～ ～～～～～～～～～～
～

～～
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症率は低い。今後もこの状態を維持する意味
から米国より低い総C	220mg/dl、LDL-C
値では140mg/dlを高LDL-C血症の診断基
準値とした。中央のHDL-Cでは40mg/dl未
満でリスクが高まるため、 この値を低
HDL-C血症の基準とした。我が国の調査で
は空腹時TGが150mg/dl以上で冠動脈疾患
のリスクが高まることが示されているが、右
側のごとく非空腹時では165mg/dl以上で相
対リスクが高まる。これらを勘案してTG　
150mg/dlを高TG血症の診断基準としてい
る。
（図表6）これらの診断基準をまとめて図表
に示した。これらは空腹時採血による基準で
あること、LDL-Cはフリーデワルド式、す
なわちTC－HDL-C－TG/5で求めること
に留意する。 高LDL-C血症はLDL-C	
140mg/dl以上、 低HDL-C血症はHDL-C	
40mg/dl未満、高TG血症はTG	150mg/dl
以上が診断基準である。また今回のガイドラ
インではLDL-C	120-139mg/dlを境界域
として新たに設定した。
（図表7）LDL-C	120-139mg/dlの境界域
は、糖尿病、脳梗塞など冠動脈疾患発症リス
クの高い、また管理基準のより厳しい病態を
合併した患者の脂質異常症へ早期に介入する
ため設定された。スクリーニングでLDL-C
がこの域を示すときは、脳梗塞、糖尿病、慢
性腎臓病（CKD）、末梢動脈疾患（PAD）な
どの高リスク病態がないか十分検討し、治療
の必要性を考慮する。
（図表8）次にLDL-C管理目標値を個々の
患者別にどのように設定するかについて考え
てみる。ガイドライン2012年版ではこれま
での相対リスクによる評価から、循環器疾患
基礎調査に基づくNIPPON	DATAを用い
た絶対リスク、すなわち冠動脈疾患死亡率で
の評価へと大きな変更が行われた。すなわち
10年間での冠動脈疾患死亡率が2％以上の者
を高リスク群、0.5％以上2％未満の者を中
リスク群、0.5％未満の者を低リスク群とし、
それぞれカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰとした。また
冠動脈疾患の家族歴、低HDL-C血症、耐糖

脂質異常症:スクリーニングの
ための診断基準（空腹時採血）

LDLコレステロール

140mg/dL
以上

高LDLコレステロール血症

120-
139mg/dL 境界域高LDLコレステロール血症

HDLコレステロール
40mg/dL

未満
低HDLコレステロール血症

トリグリセライド
150mg/dL

以上
高トリグリセライド血症

LDLコレステロールはFriedewald(TC－HDL-C－TG/5)の式で計算する
(TGが400mg/dL未満の場合)。
TGが400mg/dL以上や食後採血の場合にはnon HDL-C(TC－HDL-C)を使用し、
その基準はLDL-C+30mg/dLとする。 （動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012）

6

図表6

境界域設定の意義

○糖尿病、脳梗塞など冠動脈疾患発症リスクの高い

病態を合併した患者では、脂質異常症への早期介入が
必要であり、リスクの高さに応じて判断できる

境界域を設定。

○スクリーニングで境界域高LDL-C血症を示したとき

は、高リスク病態がないか検討し、治療の必要性を考
慮する。

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012

7

図表7

LDLコレステロール管理目標の考え方
1） 冠動脈疾患死亡リスクで評価

2）10年間で:2%以上の死亡率をカテゴリーⅢ

（高リスク）、0.5%以上2%未満の死亡率を

カテゴリーⅡ（中リスク）、0.5%未満の

死亡率をカテゴリーⅠ（低リスク）

3）NIPPON DATAにない家族歴、低HDL-C
血症や耐糖能異常を追加リスク

4）糖尿病、脳血管障害、PAD、CKDはそれ

だけで高リスク（カテゴリーⅢ）
(動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012)
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図表8
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能障害を追加リスクとした。追加リスクを一
個以上有していればカテゴリーを1段階あげ
ることになる。糖尿病、脳梗塞、CKD、末梢
動脈疾患（PAD）合併者は冠動脈疾患を発症
する危険性が高く、単独でも高リスクのカテ
ゴリーⅢとする。
（図表9）これはカテゴリー別の脂質管理目
標を示したものである。低リスクのカテゴ
リーⅠはLDL-C	160mg/dl未満、中リスク
のカテゴリーⅡはLDL-C	140mg/dl未満、
高リスクのカテゴリーⅢはLDL-C	120mg/
dl未満が目標である。二次予防患者は厳重な
管理が必要であり、LDL-C	100mg/dl未満
が管理目標である。HDL-Cは40mg/dl以
上、TGは150mg/dl未満が目標である。
また新たな脂質コントロール指標として
nonHDL-Cが取り入れられた。
（図表10）nonHDL-Cは総CからHDL-C
を差し引いたものである。LDL-C以外の動
脈硬化惹起性のあるリポ蛋白をすべて含めた
ものであり、欧米のみならず我が国の調査で
も、LDL以上に冠動脈疾患発症リスクと関連
することが報告されている。
（図表11）nonHDL-Cの有用な点は、①総
CおよびHDL-Cから簡便に計算でき、空腹
のみならず食後採血でも適用可能である、②
メタボリックシンドロームのように低
HDL-C血症や高TG血症が前面に出てくる
脂質異常症の管理に使用できる、③TG	400
以上でフリーデワルド式が適用できない高
TG血症患者にも使用できる、 ④およそ
nonHDL-C=LDL-C＋30mg/dlの関係が
ある、などである。
（図表12）次にLDL-C管理目標設定の流
れを考えてみる。問診で冠動脈疾患既往があ
る患者は、脂質レベルにかかわらず二次予防
のカテゴリーに入る。既往のない一次予防患
者で、糖尿病、慢性腎臓病（CKD）、非心原
性脳梗塞、末梢動脈疾患（PAD）などの合併
がある場合は冠動脈疾患発症リスクが高いの
で、カテゴリーⅢで厳しく管理する。それ以
外の患者は次の図表に示すチャートを使用
し、10年間の冠動脈疾患死亡確率を考え、

リスク区分別脂質管理目標値

治療方針の原則 管理区分
脂質管理目標値（mg/dL）

LDL-C HDL-C TG non HDL-C

一次予防
まず生活習慣の改善を
行った後、薬物療法の
適用を考慮する

カテゴリーⅠ <160

≧40 <150

<190

カテゴリーⅡ <140 <170

カテゴリーⅢ <120 <150

二次予防
生活習慣の是正ととも
に薬物治療を考慮する

冠動脈疾患
の既往

<100 <130

動脈硬化性疾患予防ガイドライン20129

図表9

non HDLコレステロールの考え方

non HDL-コレステロール(TC-HDL‐C)

Friedwald推定式（TC-HDL-C-TG/5）

TGリッチリポ蛋白

Lp（a）, sdLDL, LDL

動脈硬化惹起性リポ蛋白を包括

(VLDL) 1.006 (IDL) 1.009 (LDL) 1.063 (HDL)
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図表10

non HDL-Cの利点

• TCおよびHDL-Cから簡便に計算でき、
食後採血でも使用できる。

• メタボリックシンドローム等低HDL-C血症、
高TG血症が前面へ出てくる脂質異常症の
管理には、non HDL-Cが指標として有用。

• Friedewald式が適用できない高TG血症に
も使用できる。

• およそnon HDL-C=LDL-C+30mg/dlの関係
がある。

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012

11

図表11
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LDL-Cがどのカテゴリーに相当するか検討
する。低HDL-C血症、第1度近親者で男性
55歳未満、女性65歳未満の者に早発性冠動
脈疾患の家族歴がある、耐糖能障害がある、
という3因子の1つ以上を有する場合は、カテ
ゴリーを1段階高めて厳しくする。このよう
な対応で、個々の患者の病態に即した管理を
行うことが可能となる。
（図表13）この図表が冠動脈疾患一次予防
患者の管理目標を決める、リスク評価チャー
トである。男女別に喫煙者と非喫煙者に分け
られ、下から40歳代、50歳代、60歳代の年
齢区分に分かれている。70歳以上75歳未満
の前期高齢者は、60歳代の表を準用する。こ
れらの基準で分けられた12ブロックは血圧
に応じて縦に5分割、総C値に応じて横に6
分割されている。すなわち一次予防患者の
性、年齢、喫煙歴、血圧値、コレステロール
値の5つの因子をもとに10年間の冠動脈疾患
死亡確率を評価するというものである。今後
は死亡率ではなく発症率を評価するチャート
の策定が必要である。

脂質異常症の管理・治療

（図表14）続いて脂質異常症の管理、治療
について考える。冒頭で示したように動脈硬
化性疾患の危険因子は多岐にわたり、脂質異
常症のみならず、高血圧、糖尿病、喫煙など
の危険因子管理を、早期から包括的に行うこ
とが極めて重要である。また治療の基本とな
るのは食事、運動、禁煙など生活習慣改善で
あり、おろそかにしてはならない。薬物治療
導入後も生活習慣改善の指導は繰り返し継続
していくことが大切である。
（図表15）生活習慣改善策のポイントを示
す。喫煙は冠動脈疾患のみならず脳血管障
害、末梢動脈疾患の重要な危険因子であり、
禁煙を強く指導する。受動喫煙の有害性も明
らかにされており、回避するよう指導する。
メタボリックシンドロームや糖尿病管理予防
の観点からカロリーの適正化、標準体重維持
に努めさせる。また飽和脂肪酸を多く含む脂

LDLコレステロール管理目標設定の
ためのフローチャート

脂質異常症のスクリーニング

1 ）糖尿病
2 ）慢性腎臓病（CKD）
3 ）非心原性脳梗塞
4 ）末梢動脈疾患（PAD)

冠動脈疾患の既往があるか？
なし

あり

あり
カテゴリーⅢ

なし

NIPPON DATA80に
よる10年間の冠動脈

疾患による死亡確率
（絶対リスク）

追加リスクの有無

追加リスクなし

以下のうち1つ以上あり
1)低HDL-C血症（HDL-C<40mg/dL）
2)早発性冠動脈疾患家族歴(第1度近親者
かつ男性55歳未満、女性65歳未満）

3)耐糖能異常

0.5%未満 カテゴリーⅠ カテゴリーⅡ
0.5以上2.0%未満 カテゴリーⅡ カテゴリーⅢ

2.0%以上 カテゴリーⅢ カテゴリーⅢ

冠動脈疾患の一次予防のための絶対リスクに基づく管理区分

以下のいずれかがあるか？

二次予防

家族性高コレステロール血症（FH）については本フローチャートを適用しない。

動脈硬化性疾患予防ガイドライン201212

図表12

<0.5%未満

0.5以上1 %未満

1以上2%未満

2以上5%未満

5以上10%未満

冠動脈疾患絶対リスク評価チャート
（一次予防）

10年間の冠動脈
疾患死亡率

男性

1
180～199収

縮
期
血
圧

(mmHg)

非喫煙 喫煙
血清コレステロール区分

年齢
60～69

(74歳まで
準用)

＊血清コレステロール
区分:TCの場合
1=160～179
2=180～199
3=200～219
4=220～239
5=240～259
6=260～279
（mg/dL）

収
縮
期
血
圧

(mmHg)

収
縮
期
血
圧

(mmHg)

2 3 4 5 6

160～179

140～159

120～139

100～119

1 2 3 4 5 6

女性
非喫煙 喫煙

血清コレステロール区分

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
180～199

160～179

140～159

120～139

100～119

180～199

160～179

140～159

120～139

100～119

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

年齢
50～59

(74歳まで準用)

年齢
40～49

(74歳まで準用)

NIPPON DATA80のリスク評価チャートより高血糖者の部分は割愛した。また糖尿病やCKD
患者などの高リスク状態では、このチャートは用いることはできない。

動脈硬化性疾患予防ガイドライン201213

図表13

動脈硬化性疾患予防のための
包括的リスク管理

1. 動脈硬化性疾患の予防には、脂質
異常症・高血圧・糖尿病・喫煙な
どの主要危険因子の管理を、早期
から包括的に行うべきである。

2. 食事、運動や禁煙など生活習慣の
改善は、動脈硬化性疾患予防の

基本であり、薬物療法の導入後も
指導を継続することが重要である。

動脈硬化性疾患予防ガイドライン201214

図表14
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身、乳製品の過剰摂取を是正し、魚、大豆製
品を推奨する。野菜、海藻類、玄米などの未
精製穀類の摂取増加を指導する。最近の果物
は糖含有量が多いので摂りすぎないよう指導
する。日本食が推奨されるが塩分過多になら
ないよう注意する。適量のアルコールは冠動
脈疾患予防効果があるが、過剰摂取は高血
圧、高TG血症、高尿酸血症の原因となり制
限が必要である。1日30分以上の有酸素運動
が推奨されるが、患者の病態に合わせて強
度、時間を勘案し指導する。
（図表16）次に薬物療法について述べる。
この図表は我が国で使用されている高脂血症
治療薬の一覧である。LDL-Cをはじめとす
る各脂質分画に対する効力の強さを矢印で示
している。LDL-C低下作用の最も強力な薬
剤はスタチンである。LDL-Cの合成を阻害
しLDL受容体活性を高める作用がある。有
効性に関するエビデンスが確立された薬剤で
ある。陰イオン交換樹脂は胆汁酸の再吸収を
阻害しLDL-Cを低下させる。スタチンとの
併用に適している。プロブコールはLDL-C
と共にHDL-Cも低下させる。ニコチン酸誘
導体はTG低下作用を示すが、かゆみ、顔面
紅潮、耐糖能悪化に注意がいる。フィブラー
ト系薬剤は高TG血症に対する有効性が高
く、HDL-Cも増加させる。稀に重篤な横紋
筋融解症をおこすことがあり、腎機能障害
者、スタチンと併用時は特に注意が必要であ
る。イコサペント酸エチル（EPA）もTG低
下作用があるが、抗血小板作用も示す。エゼ
チミブは小腸でコレステロール吸収を抑制す
るが、肝臓でのコレステロール合成も高まる
ためスタチンとの併用が有用である。
（図表17）薬物療法の進め方をまとめた。
すでに冠動脈疾患を発症した二次予防患者で
は、生活習慣指導と共に薬物治療開始を検討
する。図表のごとく一次予防では、まず生活
習慣改善を指導し、脂質レベルや合併危険因
子の改善状態をみて薬物治療の必要性を慎重
に検討する。ただしカテゴリーⅠでもLDL-
C180mg/dl以上が続くときは家族性高C血
症の可能性があり、薬物療法を早期に考慮す

動脈硬化性疾患予防の
ための生活習慣の改善

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012

1. 禁煙し、受動喫煙を回避する

2. 過食を抑え、標準体重を維持する

3. 肉の脂身、乳脂肪、卵黄の摂取を抑え、
魚類、大豆製品の摂取を増やす

4. 野菜、果物、未精製穀類、海藻の摂取を
増やす

5. 食塩を多く含む食品の摂取を控える

6. アルコールの過剰摂取を控える

7. 有酸素運動を1日30分以上行う

15

図表15

高脂血症治療薬の薬効による分類

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012

分類 LDL-C TG HDL-C non HDL-C 主な一般名

スタチン
プラバスタチン、シンバスタチン、
フルバスタチン、アトルバスタチン、
ピタバスタチン、ロスバスタチン

陰イオン
交換樹脂

－ コレスチラミン、コレスチミド

プロブコール － プロブコール

ニコチン酸
誘導体

ニコチン酸トコフェノール、
ニコモール、ニセリトロール

フィブラート
系

クロフィブラート、クリノフィブ
ラート、ベザフィブラート、フェノ
フィブラート

EPA － － － イコサペント酸エチル

エゼチミブ エゼチミブ

16

図表16

脂質異常症の薬物療法の進め方
（一次予防）

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012

• 一次予防において、生活習慣の改善を十分に行ったにもかか
わらず、LDL-C管理目標値が達成できない場合には、リスク
の重みに応じて薬物治療を考慮する。

• カテゴリーⅠにおいても、LDL-Cが180mg/dL以上を持続
する場合は、薬物療法を考慮する。

• 高LDL-C血症に対する治療薬としてスタチンが推奨される。

• 高リスクの高LDL-C血症においては、スタチンに加えて、
エゼチミブの投与を考慮する。

• 高リスクの高LDL-C血症においては、スタチン投与に加えて
イコサペント酸エチル（EPA）の投与を考慮する。

• 低HDL-C血症を伴う高TG血症に対しては、リスクの重みに
応じてフィブラート系薬剤やニコチン酸誘導体などの薬物
療法を考慮する。

17

図表17
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る。高LDL-C血症に対する第一選択薬はエ
ビデンスの確立したスタチンである。患者の
病態に応じてスタチンに加えて、エゼチミ
ブ、EPAの併用を考慮する。また低HDL-C
血症を伴う高TG血症に対してはフィブラー
ト系薬剤やニコチン酸誘導体などの投与を考
慮する。
（図表18）これはスタチンによるLDL-C
低下療法の有効性を検討した多数の大規模臨
床試験24研究、対象数13万人のメタ解析結
果である2）。日本の研究結果も含まれている。
LDL-Cがプラセボ群に比べ平均41mg/dl低
下し、主要な心血管イベントの相対リスクは
0.78、すなわち22%のリスク低下が認めら
れている。この結果、LDL-Cが39mg/dl低
下するごとに心血管疾患発症リスクが21%
低下することが明らかにされている。
（図表19）また心血管疾患イベントの内容
を見ると、冠動脈疾患の相対リスクは0.74、
すなわち26％低下、脳梗塞は0.69、すなわ
ち31％低下となっており、冠動脈疾患のみな
らず動脈硬化に起因する脳血管障害への有効
性も明らかとなった。一方有意ではないが脳
出血のリスクが増加している。これまでの研
究の結果、脳出血既往者やコントロール不良
の高血圧患者へのスタチン投与は脳出血の危
険性があるので慎重を期すべきことが報告さ
れている。
（図表20）薬物療法を進めるうえで副作用
の発現には細心の注意が必要である。図表は
脂質異常症治療薬の主な副作用を示してい
る。汎用されるスタチンは横紋筋融解症に注
意が必要であり、特に腎機能障害者でフィブ
ラート系薬剤との併用時には細心の注意を払
う必要がある。陰イオン交換樹脂では胃腸障
害、コレステロール吸収阻害剤エゼチミブで
は胃腸障害、肝機能障害、フィブラート系薬
剤では単独またはスタチン併用時の横紋筋融
解症、プロブコールでは心電図でQT延長、
EPAなどの多価不飽和脂肪酸では胃腸障害、
出血傾向などに注意する。

スタチンによるLDLコレステロール低下療法
の主要心血管イベントに及ぼす影響：

（24研究、13万人のメタ解析. LDL-C平均41mg/dl低下）

スタチン群

イベント発症数/対象数

コントロール群

イベント発症数/対象数
相対リスク低下率

7,136/64,744

（2.8％）

8,934/64,782

（3.6％）

0.78（0.76-0.81）
（p<0.0001）

CTT Collaboration, Lancit 13, 2010より改変

(LDL-C 39mg/dl低下ごとに心血管イベントリスク21％低下)
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図表18

LDL-C低下によるイベント抑制効果

(CTT  Collaboration.Lancet 376,2010.より改変)

LDL-C 39mg/dlあたりのリスク低下

冠動脈イベント 0.74（0.65-0.85）

脳出血 1.39（0.57-3.39）

脳梗塞 0.69（0.50-0.95）

19

図表19

脂質異常症治療薬の主な副作用

スタチン 横紋筋融解症、ミオパチー症状

耐糖能低下

陰イオン交換 胃腸障害

樹脂

エゼチミブ 胃腸障害、肝障害、CPK上昇

フィブラート系 横紋筋融解症、肝障害、

腎機能障害

プロブコール QT延長、胃腸障害

多価不飽和脂肪酸 胃腸障害、出血傾向

20

図表20
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（図表21）薬物療法中の注意点として、薬
物治療開始後3か月間は毎月肝機能、腎機能、
クレアチニンホスホキナーゼ（CPK）などを
検査し、また十分な問診を行って副作用の早
期発見に努める。異常がなければその後は数
か月間隔で検査を行っていく。脂質値を検査
し有効性を確認することも必要である。スタ
チンと他の薬剤併用時も注意がいる。フルバ
スタチンはアンジオテンシン受容体拮抗薬
（ARB）、ワルファリンと同じ肝代謝経路で代
謝され、シンバスタチン、アトロバスタチン
はカルシュウム拮抗薬、ワルファリン、抗真
菌薬、サイクロスポリン、オメプラゾールな
どと同じ経路で代謝される。併用時には併用
薬やスタチンの血中濃度が上昇する可能性が
ある。特にフルバスタチン、ロスバスタチン、
シンバスタチン、フィブラート系薬剤との併
用でワルファリンの作用が増強し、陰イオン
交換樹脂との併用ではワルファリンの作用が
減弱することがあるので注意する。
（図表22）この図表は最近経験した横紋筋
融解症の症例である。2型糖尿病に狭心症を
合併した54歳の男性である。スタチンとフィ
ブラート系薬剤を併用中であった。急性扁桃
腺炎で数日食事摂取が困難であったにもかか
わらず、炎天下で作業を行っていた。数日後
強い倦怠感、褐色尿、腰痛を認め近医受診、
CPK	7000、　尿素窒素	38、　クレアチニ
ン2.4、ミオグロビン1100と異常高値であ
り、横紋筋融解症とそれによる腎障害と診断
された。ただちに薬剤を中止し、十分な補液
を行うことで5日後には検査成績が正常化し
た。早期発見で改善したが、死亡例もあり、
稀な副作用であるが注意が必要である。
（図表23）スタチンの副作用として懸念さ
れている重要なものに癌がある。
この図表はスタチンを用いた大規模臨床試
験27研究、17万5000人の癌に関するメタ解
析の結果である。癌の発症率はスタチン群と
プラセボ群で差がなく、相対危険度も1.0と
スタチンにより癌発症が高まる危険性はない
ものと考えられた。また癌の死亡率もスタチ
ン投与群とプラセボ群で差は見られなかっ

脂質異常症薬物療法中、および
併用療法中の注意点

 治療開始後3か月は毎月肝、腎機能、CPKなどの検査、十分

な問診を行い副作用早期発見に努める。その後は数か月間隔
で検査を行う。

 肝臓での代謝経路を共有するため、フルバスタチンとARB、

ワルファリンの併用時、シンバスタチン、アトロバスタチン
とCa拮抗薬、ワルファリン、抗真菌薬、サイクロスポリンな
どの併用時には両者の血中濃度が高くなる可能性がある。

 ワルファリンとフルバスタチン、ロスバスタチン、シンバス
タチン、フィブラート系薬剤併用時にワルファリン効力の増
強、陰イオン交換樹脂との併用時作用減弱がみられることが
ある。
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図表21

4/15 4/30 5/2 5/3 5/4 5/5 5/7 5/20

入院・内服薬中止・補 液
レボフロキサシン ｍｇ500

ピタバスタチン2ｍｇ

ベザフィブラート400ｍｇ

レボフロキサシン 500ｍｇ

ピタバスタチン2ｍｇ

ベザフィブラート400ｍｇ 入院・内服薬中止・補 液
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図表22

スタチンによるLDL-C低下療法：
癌との関連

癌発症率

スタチン群 コントロール群 相対危険度

5221(87087)    5210(87062) 1.00(0.96-1.04)
癌死亡率

スタチン群 コントロール群 相対危険度

1812(86411)    1839(86387)        0.98(0.92-1.05)
27研究、17万5000人のメタ解析

(CTT Collaboration. PLoS ONE 7,2012より改変）
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図表23
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た。図表には示していないが、癌の種類別検
討でも、スタチンの危険性は認められなかっ
た。

脂質異常症治療薬の効果が
出にくいとき考慮すること
（図表24）日本人は欧米人より少ないスタ
チン投与量で、LDL-C低下効果やイベント
抑制効果が得られやすい民族と考えられてい
る。常用量のスタチンで脂質改善効果が不十
分である時は2点考慮する必要がある。第1点
は図表に示したごとく患者が別の疾患に起因
する続発性高脂血症を有している可能性であ
る。特に甲状腺機能低下症とネフローゼ症候
群は頻度の高い、難治性高LDL-C血症を来
す病態である。甲状腺機能低下症ではLDL
受容体活性が低下するため、ネフローゼ症候
群では低たんぱく血症のため肝でのコレステ
ロール合成が亢進することが主な原因であ
る。治療に抵抗する高LDL-C血症患者では、
その他図表に示す疾患、病態合併の可能性を
含め、続発性高脂血症の可能性を再検討する
必要がある。
（図表25）スタチンの効果が表れにくい第
2の病態は、家族性ヘテロ接合性高コレステ
ロール血症患者の可能性である。診断基準は
最近簡便化され、 未治療時のLDL-C　
180mg/dl以上、アキレス腱肥厚などの腱黄
色腫、家族性高コレステロール血症または早
発性冠動脈疾患の家族歴の3つの特徴のう
ち、2項目が当てはまれば家族性高コレステ
ロール血症と診断できる。ヘテロ接合性は
500人に1人の割合で存在し、極めて冠動脈
疾患を発症しやすい病態であるため見落とさ
ないようにする必要がある。
（図表26）家族性高コレステロール血症に
みられるアキレス腱肥厚を示している。外観
上肥厚しているのがわかるが、触診するとし
ばしば数珠状の凹凸不整がある。またアキレ
ス腱ゼログラフィーでは9mm以上の肥厚が
診断基準である。

主な続発性（二次性）高脂血症

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012

• 甲状腺機能低下症

• ネフローゼ症候群

• 腎不全・尿毒症

• 原発性胆汁性肝硬変

• 閉塞性黄疸

• 糖尿病

• クッシング症候群

• 肥満

• アルコール

• 自己免疫疾患（SLEなど）

• 薬剤性（利尿薬、β遮断薬、
ステロイド、エストロゲン、

レチノイン酸、サイクロス
ポリンなど）

• 妊娠
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図表24

成人（15歳以上）FHヘテロ接合体
診断基準

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012

1. 高LDL-C血症（未治療時のLDL-C 180mg/dL以上）

2. 腱黄色腫（手背、肘、膝などの腱黄色腫あるいは

アキレス腱肥厚）あるいは皮膚結節性黄色腫

3. FHあるいは早発性冠動脈疾患の家族歴

（2親等以内の血族）

• 続発性高脂血症を除外した上で診断する。
• 2項目が当てはまる場合、FHと診断する。
• 皮膚結節性黄色腫に眼瞼黄色腫は含まない。
• アキレス腱肥厚は軟線撮影により9mm以上にて診断する。
• LDL-Cが250mg/dL以上の場合、FHを強く疑う。
• すでに薬物治療中の場合、治療のきっかけとなった脂質値を参考とする。
• 早発性冠動脈疾患は男性55歳未満、女性65歳未満と定義する。
• FHと診断した場合、家族についても調べることが望ましい。

500人に一人の割合
患者数は多いので注意！
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図表25

FHにおけるアキレス腱肥厚

FH 健常者

国立循環器病研究センター 斯波真理子先生より

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012
26
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女性の脂質異常症への対応

（図表27）次に臨床上遭遇することの多い
女性の脂質異常症への対応について考えてみ
る。
（図表28）これは総Cの年齢による変化を
見た、我が国の成績である。30歳代から40歳
代にかけて、男性の総C値は女性より明らか
に高い。しかし女性が50歳代になり閉経する
と、急速に総Cが上昇し、以後80歳代まで男
性より20mg/dl以上高値を保っている。閉
経後はエストロゲンによるLDL-C低下作用
が消失するため、女性のコレステロール値は
男性より高くなる。したがって閉経前の女性
の冠動脈疾患発症の危険性は極めて低く、閉
経前女性の脂質異常症は非薬物治療が中心と
なる。また臨床上問題となるのは閉経後女性
の脂質異常症であることも明らかである。
（図表29）日本人の急性心筋梗塞および脳
梗塞の発症率を、男女別、年齢別に検討した、
滋賀県の高島研究の成績を示す3,4）。心筋梗
塞、脳梗塞とも加齢とともに発症率が高くな
り、動脈硬化イベントのリスクとして加齢が
重要であることがわかる。心筋梗塞の発症率
は女性においても加齢とともに増加するが、
どの年齢層でも女性は男性の2分の1以下で
ある。脳梗塞の発症率も同じ傾向を示してい
るが、心筋梗塞に比べ閉経後の女性の発症率
が高く、男女差も心筋梗塞より小さい。

女性の脂質異常症への
対応

27

図表27

西暦2000年日本人の血清脂質調査におけ
る年齢別、男女別総コレステロール値
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(Arai H et al. J Atheroscler Thromb,12.2005.より改変引用)
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図表28

急性心筋梗塞および脳梗塞の発症率
（年間人口10万人当り,性・年齢別）

（Takashima Registry/1991～2001調査）

(Rumana N et al. Am J Epidemiol 167, 2008 及びKita Y et al. Int J Stroke 4, 2009より改変引用)
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（図表30）心血管疾患イベントリスクが男
性より低い女性にスタチンを投与しても、有
意なイベント抑制効果がみられない可能性が
ある。しかし26研究、17万人のメタ解析結果
では、男性の相対リスク0.77よりやや高い
ものの、女性においても心血管イベントの相
対リスクは0.83と27％の有意な低下が認め
られている2）。したがって閉経後女性の脂質
異常症に対しては、生活習慣改善が必須であ
るが、危険因子の状態によっては薬物療法を
行う意義はあると考えられる。
（図表31）これは我が国で行われたスタチ
ンによる心血管疾患一次予防効果を検討した
MEGAの女性を対象とした解析結果である
5）。上段の冠動脈疾患発症に対しては食事療
法単独群に比べ、スタチン併用群のリスク抑
制効果は有意ではない。しかし下段の冠動脈
疾患と脳梗塞を合わせた、心血管疾患イベン
ト発症リスクは、スタチン併用群で55歳以上
からハザード比0.63と37%の有意なリスク
低下を示している。
（図表32）さらにこの図表のごとく、脳卒
中も55歳以上からスタチン併用群でハザー
ド比0.47とリスクが半減し、さらに総死亡
のリスク低下もスタチン併用群で50歳以上
からハザード比0.59と有意に低下していた。
以上より欧米人に比べて動脈硬化性疾患の頻
度が低い日本人閉経後女性においても、危険
因子の状況から冠動脈疾患の危険性が高いと
判断された女性に対してスタチンを投与する
ことの有効性が示されたといえる。

LDL-C低下による心血管イベント抑制効果
：男女別

（LDL-C 39mg/dl低下あたりのリスク低下）

男性 0.77(0.74-0.80)

女性 0.83(0.76-0.90)

26研究、17万人のメタ解析
（CTT Collaboration. Lancet 13,2010より改変）
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valueHR (95%CI)食事＋スタチン有効 食事有効食事TX 食事＋スタチン

No (1000 person-years)
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35/2126 (3.63)    22/2039 (2.40)

36/2602 (3.05)    25/2493 (2.24)

36/2718 (2.91)    26/2638 (2.20)

(Mizuno K et al. Circulation,117. 2008より改変）

31

図表31

女性に対するスタチンの動脈硬化予防効果 (2)
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（図表33）以上述べた女性への対応をまと
めた。閉経前の女性は冠動脈疾患の頻度が低
いので、生活習慣改善が治療の主体である。
しかし家族性高コレステロール血症、あるい
は二次予防患者では薬物療法が必要な場合も
ある。閉経後の女性の脂質異常症患者は多い
が、治療は生活習慣改善を十分指導すること
が重要である。危険因子を勘案してリスクが
高いと主治医が判断した時は薬物療法を考慮
する必要がある。

高齢者への対応

（図表34）次に高齢者の取り扱いについて
考えてみる。
（図表35）この図表はLDL-C	140mg/dl
以上、TG150mg/dl以上の高脂血症患者の
割合を年齢別に見た、我が国の調査結果であ
る。加齢とともに高LDL-C血症の頻度は増
加し、50歳代以降は男性より女性の頻度が高
くなる。高齢者では男性の20－25％、女性の
35％が高LDL-C血症を呈する。高TG血症
の頻度は女性では加齢とともに上昇し、一方
男性では50歳代以降減少に転じるが、高齢者
のおよそ20－25％が高TG血症である。脂
質異常症は高齢者においても重要な危険因子
である。

女性への対応

1. 閉経前の女性における脂質異常症に対しては、
生活習慣改善による非薬物療法が中心となる。

2. 閉経前であっても家族性高コレステロ－ル
血症や、冠動脈疾患二次予防、ならびに一次
予防のリスクの高い患者には、薬物療法も
考慮する。

3. 閉経後の女性の脂質異常症においては、

生活習慣の改善が優先されるが、危険因子を
十分勘案して、薬物療法も考慮する。

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012
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図表33

高齢者への対応
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図表34

「西暦2000年日本人の血清脂質調査」における各年
代別、男女別の高LDL-C血症、高TG血症の頻度
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（Arai H et al. J Atheroscler Thromb,12. 2005より改変)

35

図表35



1018．「脂質異常症」

（図表36）急性心筋梗塞、脳梗塞の発症頻
度をみた高島研究の結果でも、高齢者におけ
る脂質異常症の頻度増加を反映して、性差は
あるものの、高齢者でのイベント発症が高率
であることが報告されている3,4）。高齢者人
口は増加し続けており、高齢者の脂質異常症
管理は重要性を増している。
（図表37）高LDL-C血症患者にスタチン
を投与すると、心血管疾患イベントリスクが
低下することはすでに述べたが、この効果は
高齢者でも同様であろうか？この図表はスタ
チンのLDL-C低下作用とイベントリスクを
検討した大規模臨床試験（26研究、17万人を
対象）のメタ解析の結果である。65歳以上75
歳未満の前期高齢者においても相対リスク
0.78と、65歳未満の成人と同等のリスク低
下が認められた。また75歳以上の後期高齢者
でも0.84と有意なリスク低下が認められる
ことが報告された2）。
（図表38）これはスタチンによる心血管疾
患一次予防及び二次予防効果を検討した研究
において、スタチンの脳卒中予防効果を性
別、年齢別に見たものである。62歳未満に比
べて62歳以上の高齢群で、また女性より男性
において有意に脳卒中のリスク低下が認めら
れるという結果であった。少なくとも前期高
齢者ではスタチンによる脳卒中、特に脳梗塞
の予防効果が期待できると考えられる。

急性心筋梗塞および脳梗塞の発症率
（年間人口10万人当り,性・年齢別）

（Takashima Registry/1991～2001調査）

(Rumana N et al. Am J Epidemiol 167, 2008 及びKita Y et al. Int J Stroke 4, 2009より改変引用)
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図表37

スタチンによる脳卒中予防効果
（PPP Project）

(Byington RP et al., Circulation 103, 2001より改変)

スタチン；n=9895, プラセボ；n=9873, 5年間追跡
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（図表39）後期高齢者を含む研究も報告さ
れている。これは血管疾患合併あるいはその
危険因子を合併した70－82歳の後期高齢者
を含む患者に対する、スタチンの心血管疾患
予防効果を検討したPROSPERという大規
模試験の結果である6）。心血管疾患一次予防、
二次予防別に検討すると一次予防効果は明ら
かでなく、二次予防で有効性が高いという結
果であった。図表には示さないが、80歳以上
の心筋梗塞患者をスタチン投与で2群に分け
た欧米の調査成績では、スタチン投与群にお
いて心血管イベント死亡のリスクが40％有
意に低下したことが報告されている。以上よ
り後期高齢者でも二次予防患者ではスタチン
の有効性が期待できると考えられた。
（図表40）この図表は85歳以上の超高齢者
において、血清総C値3分割と各種疾患死亡
率の関係をみた成績である。右上の感染症、
左下の癌、右下の総死亡では総C　250mg/
dl以 上群の死亡率が最も低く、 総C　
189mg/dl未満群の死亡率が最も高くなって
いる。栄養の指標でもある総Cは、低いほう
がこれらの疾患の予後悪化と関連することを
示唆している。一方左上の心血管疾患の死亡
率とコレステロール値には関連がなく、超高
齢者では心血管疾患予防のためにLDL-C低
下療法を行う意義は明らかでない。しかしす
でに冠動脈疾患を発症し、スタチンを継続し
ている社会性の高い超高齢者では、治療を続
けることも妥当と考えられる。
（図表41）脂質異常症を合併した高齢者に
対する生活習慣改善は、患者の栄養状態、整
形外科的問題の有無など勘案し、食事療法、
運動療法が厳しすぎないよう配慮が必要であ
る。薬物療法を行うときには図表のごとく、
①少量から開始し、副作用に細心の注意を払
いながらゆっくり増量していく、②定期的血
液検査、特に開始直後の3か月は毎月血液検
査を行い、副作用、効果をチェックする、③
飲み忘れがないよう、服薬状況の確認を行
う。また一包化など服薬コンプライアンスを
高める工夫をする、などの配慮が求められる。
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図表40

高齢者脂質異常症薬物治療の
留意点

1 副作用に注意しながら、少量より開始、ゆっくり増量
する。

2 定期的血液検査で副作用、効果をチェックする。

3 服薬状況の確認を行う。
一包化など服薬コンプライアンスを高める工夫をする。
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図表41
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（図表42）高齢者の脂質異常症に対する対
応をまとめる。①前期高齢者では成人と同じ
く高LDL-C血症は冠動脈疾患の危険因子で
ある。②前期高齢者の高LDL-C血症に対す
るスタチン治療で、冠動脈疾患二次予防効果
が期待できる。
③前期高齢者の高LDL-C血症に対するス
タチン治療で、冠動脈疾患、脳梗塞の一次予
防効果が期待できる。 ④後期高齢者の高
LDL-C血症に対するスタチン治療で冠動脈
疾患の二次予防効果が期待できる。⑤後期高
齢者の高LDL-C血症に対する脂質低下治療
による冠動脈疾患一次予防の意義は明らかで
なく、主治医の判断で個々の患者に対応す
る、などである。

症例提示

（図表43）最後に症例を提示し、これまで
の内容を踏まえて検討してみる。
症例は71歳の女性である。セカンドオピニ
オン目的で来院した。病歴は50歳代から脂質
異常症を指摘されていたが、食事に気を付け
るだけで経過を見ていた。2か月前の検査で
もLDL-C高値を指摘され、薬物療法を勧め
られた。セカンドオピニオン希望で受診し
た。生活歴では喫煙、飲酒歴はなく、家族歴
でも特記すべきものはない。
（図表44） 理学・ 検査所見ではBMI	
20.5kg/m2であり肥満は見られない。血圧
も105/64mmHgと正常であり不整脈もな
い。アキレス腱肥厚はなく、そのほか診察所
見に異常はない。 空腹時検査でLDL-C　
162mg/dl、総C	233mg/dlと高いがTG、
HDL-Cは正常範囲にある。nonHDL-C値
はTC―HDL-C=178mg/dlである。 血糖
値、HbA1cは正常であり、腎機能も問題な
い。胸部レントゲンで大動脈弓部の石灰化を
認めるがECGには異常がみられない。以上
より、この患者はLDL-C高値以外異常所見
の見られない高齢女性と考えられた。

高齢者

1. 前期高齢者（65歳以上75歳未満）では成人と同じく
高LDL-C血症が冠動脈疾患の重要な危険因子である。

2. 前期高齢者の高LDL-C 血症に対するスタチン治療で、
冠動脈疾患の二次予防効果が期待できる。

3. 前期高齢者の高LDL-C 血症に対するスタチン治療で、
冠動脈疾患、脳梗塞の一次予防効果が期待できる。

4. 後期高齢者の高LDL-C 血症に対するスタチン治療で、
冠動脈疾患の二次予防効果が期待できる。

5. 後期高齢者の高LDL-C血症に対する脂質低下治療による
冠動脈疾患の一次予防効果の意義は現時点では明らかで
なく、主治医の判断で個々の患者に対応する。

42 （動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012)

図表42

［主訴］ セカンドオピニオン目的で来院
［現病歴］ 50歳代から健診で脂質異常症を指摘
され、薬物治療を勧められていたが，食事の注
意だけで経過を見ていた。

2か月ほど前の検査でもLDL-C高値を指摘さ

れ、薬物治療の必要性についてセカンドオピニオ
ン希望で受診となった。
［生活歴］ 喫煙なし，飲酒なし。

［家族歴］ 虚血性心疾患・脳血管障害・糖尿病・
高血圧・脂質異常症なし。

［既往歴］ 脂質異常症

症例 71歳 女性

43

図表43

身長 154.5cm，体重 48.6kg, BMI 20.5kg/m2

血圧 105/64 mmHg, 脈拍 74整
黄色腫, アキレス腱肥厚なし。甲状腺腫なし。両側頸動脈
雑音聴取せず。心雑音なし。神経学的所見に異常なし。
［空腹時］
T-Cho 233 mg/dL, TG 76 mg/dL, HDL-C 55 mg/dL
LDL-C162 mg/dL (Friedewald式),
nonHDL-C 178mg/dl
BS 80 mg/dL, HbA1c(NGSP) 5.3％
Cre 0.48 mg/dL, eGFR 94mL/min/1.73m2

尿蛋白(－), 尿潜血(－)
心電図: 正常洞調律 明らかなST-T変化なし。
胸部レントゲン: 大動脈弓部の石灰化を認める。

理学・検査所見
44

図表44
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（図表45）次にこの患者の「冠動脈疾患に
よる10年間の死亡確率」を評価してみる。71
歳女性、 非喫煙、 総C	233mg/dl、 血圧
105/64mmHgの条件を当てはめると、図表
のごとく、右上の死亡確率分類から0.5%以
上1%未満となることがわかる。
（図表46）この患者の「10年間の冠動脈疾
患死亡確率0.1～0.5%」は、管理目標フロー
チャートに当てはめると、低HDL-C血症、
冠動脈疾患家族歴、耐糖能障害などの追加リ
スクはないのでカテゴリーⅡに分類される。
（図表47）この図表に示したリスク区分別
脂質管理目標値では、カテゴリーⅡはLDL-
C　140mg/dl未 満、HDL-C	40mg/dl以
上、TG150mg/dl 未 満、nonHDL-C	
170mg/dl未満である。この患者のLDL-C
は162mg/dl、nonHDL-Cは178mg/dlで
あり、LDL-Cが管理目標より約20mg/dl高
い。この女性は脂質異常症の病歴が20年近く
あり、また我が国のMEGAスタディーの結
果からみてもスタチンの有効性が期待され
る。したがってスタチンを投与する判断も妥
当性がある。一方別の考え方をすれば、前期
高齢女性で男性より冠動脈疾患発症リスクは
低いし、ほかの危険因子を合併していない。
したがってこのまま生活習慣改善指導で経過
を見ていくことも選択肢である。このように
判断しにくい患者が多いのが診療現場の現実
である。判断は主治医にゆだねられるが、生
活習慣指導のみの患者は脱落しやすいので、
継続的にフォローしていく工夫が重要である。

<0.5%未満

0.5以上1 %未満

1以上2%未満

2以上5%未満

5以上10%未満

冠動脈疾患絶対リスク評価チャート
（71歳女性、非喫煙、TC 233, BP 105/64）

10年間の冠動脈
疾患死亡率

男性

1
180～199収

縮
期
血
圧

(mmHg)

非喫煙 喫煙
血清コレステロール区分

年齢
60～69

(74歳まで

準用)

＊血清コレステロール
区分:TCの場合
1=160～179
2=180～199
3=200～219
4=220～239
5=240～259
6=260～279
（mg/dL）

収
縮
期
血
圧

(mmHg)

収
縮
期
血
圧

(mmHg)

2 3 4 5 6

160～179

140～159

120～139

100～119

1 2 3 4 5 6

女性
非喫煙 喫煙

血清コレステロール区分

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
180～199

160～179

140～159

120～139

100～119

180～199

160～179

140～159

120～139

100～119

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

年齢
50~59

年齢
40~49

NIPPON DATA80のリスク評価チャートより高血糖者の部分は割愛した。また糖尿病やCKD
患者などの高リスク状態では、このチャートは用いることはできない。

71歳女性 非喫煙
TC 233 mg/dL
血圧105/64 mmHg
追加リスク無し

45 （動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012)

図表45

46 （動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012)

あり

あり

図表46

図表47
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おわりに

（図表48）以上、脂質異常症診療の進め方
について概説したが、まとめとして、①動脈
硬化予防のためには、脂質異常症以外の危険
因子にも十分留意して、包括的に管理してい
くことが非常に重要である。そのステップと
して、問診、診察所見、検査所見を総合した
患者のスクリーニング、脂質異常症以外の危
険因子の評価、冠動脈疾患絶対リスクチャー
トによる10年間の死亡確率の評価、それに応
じた脂質管理目標並びに合併危険因子の管理
目標設定、そして治療では生活習慣改善の十
分な指導、各病態に対する適切な薬物治療の
選択、などを踏まえていく。
（図表49）②また脂質異常症の治療の基本
は生活習慣改善であり、薬物療法中もその指
導を継続することが重要である。③概説した
動脈硬化性疾患予防ガイドラインは臨床現場
において診療の参考になるが、治療方針の最
終判断は主治医が行うべきである。

参考文献
1)	 日本動脈硬化学会：動脈硬化性疾患予防ガイ
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おわりに（１）

１．動脈硬化予防のためには、脂質異常症以外の

危険因子も含め、包括的管理が重要である。

１）患者スクリーニング

２）脂質異常症以外の危険因子の評価

３）絶対リスクチャートに基づく死亡確率評価

４）リスクに応じた管理目標決定

５）合併危険因子疾患の管理目標

６）生活習慣改善指導

７）薬物療法
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図表48

おわりに（２）

２．脂質異常症の治療の基本は生活習慣改

善であり、薬物治療中もその指導を

継続する。

３．ガイドラインは脂質異常症診療の参考

となるが、治療方針の最終判断は主治医

が行うべきである。
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はじめに

糖尿病は血糖値が高い状態が持続すること
により、様々な合併症を引き起こす病気で、
寿命を平均、男性で9年、女性で13年短縮さ
せる。合併症には、従来、細小血管病変とし
て網膜症、腎症、神経障害が、大血管障害と
して心筋梗塞、脳梗塞、ASO（閉塞性動脈硬
化症）が知られているが、近年、歯周病、が
ん、認知症、うつ病、骨粗鬆症、NASH（非
アルコール性脂肪肝炎）、過活動膀胱なども
合併症として注目されている。生活習慣の欧
米化により、近年、急増している（50年間で
35倍）。予備群と呼ばれる境界型の段階から
心血管疾患、認知症、がん等のリスクが高ま
る。要介護の主要な原因である脳卒中、認知
症、骨折のすべてに密接に関与していること

から、健康寿命延伸の観点からも、発症予防、
早期からの対応が重要である。2型糖尿病の
自然経過では、主に内臓脂肪の蓄積に伴って
糖尿病発症前からインスリン抵抗性が生じ、
代償性にインスリン分泌が亢進し、その後、
膵臓の疲弊により、膵β細胞の量・機能の低
下によってインスリンのレベルが急激に低下
する。発症10年以上前から血糖値は正常範囲
内であっても高いことが多いが、インスリン
分泌の低下に伴い、まず食後血糖値が上昇し
（追加分泌障害）、その後空腹時血糖値が上昇
し（基礎分泌障害）、糖尿病と診断されるに至
る。2型糖尿病発症における環境因子は身体
活動量の低下と食事の内容の関与が大きく、
食事療法、運動療法が発症抑制に効果があ
る。糖尿病発症リスクの高い境界型への生活
介入研究でも、50～60％の発症抑制が示さ
れている。
糖尿病治療の目標は血糖、体重、血圧、血
清脂質の良好なコントロール状態を維持し、
これらの合併症の発症・進展を予防し、健康
な人と変わらない日常生活の質（QOL）の維
持、健康な人と変わらない寿命を確保するこ
とにある。

（図表1）糖尿病は血糖値が高い状態が持続
することにより、様々な合併症を引き起こす
病気で、寿命を平均、男性で9年、女性で13
年短縮させる。生活習慣の欧米化により近
年、急増している（50年間で35倍）。
予備群と呼ばれる境界型の段階から心血管
疾患、認知症、がん等のリスクが高まる。要
介護の主要な原因である脳卒中、認知症、骨

糖尿病とはどのような病気？ 

血糖値が高い状態が持続することにより、様々な 
合併症を引き起こす。 
要介護の主要な原因である脳卒中、認知症、骨折の
すべてに密接に関与。 
近年、生活習慣の欧米化により急増している。 
（50年間で35倍） 
予備群と呼ばれる境界型の段階から心血管疾患、 
認知症、がん等のリスクが高まる。 
日本人の平均寿命より、男性9年、女性13年短縮。 
発症予防、早期からの対応が重要。 

図表1

9．「糖尿病」
医療法人社団 弘健会　菅原医院　院長　菅原正弘
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折のすべてに密接に関与していることから、
健康寿命延伸の観点からも、発症予防、早期
からの対応が重要である。
（図表2）5年ごとに実施されている国民健
康・栄養調査では、糖尿病が強く疑われる者
は2007年に比し2012年には60万人増えた
が、糖尿病の可能性を否定できない、いわゆ
る予備群とされる者は220万人減少したた
め、合計数は160万人減少し、先進国ではじ
めて減少に転じた。平成17年に日本医師会が
日本糖尿病学会、日本糖尿病協会と共に設立
した日本糖尿病対策推進会議、平成20年に開
始された特定健診など一連の糖尿病対策の影
響もあるかと思われる。
（図表3）糖尿病の合併症には、従来、細小
血管病変として網膜症、腎症、神経障害が、
大血管障害として心筋梗塞、脳梗塞、ASO
（閉塞性動脈硬化症）が知られているが、近
年、歯周病、がん、認知症、うつ病、骨粗鬆
症、NASH（非アルコール性脂肪肝炎）、過
活動膀胱なども合併症として注目されている。
（図表4）糖尿病治療の目標は、血糖、体
重、血圧、血清脂質の良好なコントロール状
態を維持し、これらの合併症の発症・進展を
予防し、健康な人と変わらない日常生活の質
（QOL）の維持、健康な人と変わらない寿命
を確保することにある。
（図表5）糖尿病は1型、2型、その他の特定
の機序、疾患によるもの、妊娠糖尿病の4つ
に分類される。1型糖尿病は、ウイルス感染
や免疫異常により、インスリンを合成・分泌
する膵ランゲルハンス島β細胞の破壊・消失
により急激にインスリンの分泌が低下ないし
消失する病気で、主として思春期に発症する
が、 中年以降に発症するケースもあり、
SPIDDM（Slowly　Progressive　IDDM）
と呼ばれている。
抗GAD（グルタミン酸脱炭酸酵素）抗体

（基準値1.5U／mL以下）が通常10U/mL以
上で陽性になる。10U/mL-以下陽性の場合
は、抗IA-2抗体の測定を行い、陽性の場合1
型と診断する。家族歴がない、肥満がない、
体重減少がある、インスリン分泌の低下があ

0 

2,000 

500 

1,000 
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（万人） 
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糖尿病が強く 
疑われる人 

糖尿病の可能性を 
否定できない人 

糖尿病が強く疑われる人 
＋ 

糖尿病の可能性を 
否定できない人 
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890 950 

680 
880 

1,320 
1,100 

1,370 

1,620 

2,210 
2,050 

平成24年国民健康・栄養調査報告（厚生労働省） 

「糖尿病」と「糖尿病予備群」の合計は 
2,050万人（2012年） 

図表2

糖尿病の合併症 

網膜症 
腎症 
神経障害 
心筋梗塞 
脳梗塞 
閉塞性動脈硬化症
（ＡＳＯ） 

歯周病 
がん 
認知症 
うつ病 
骨粗鬆症 
非アルコール性脂肪肝炎
（ＮＡＳＨ） 
過活動膀胱 
 
 

以前から知られている合併症 最近関連が明らかとなった合併症 

図表3

血糖、体重、血圧、血清脂質の 
良好なコントロール状態の維持 

健康な人と変わらない日常生活の質（QOL）の維持、 
健康な人と変わらない寿命の確保 

糖尿病細小血管合併症（網膜症、腎症、神経障害）及び 
動脈硬化性疾患（冠動脈疾患、脳血管障害、末梢動脈疾患）の 

発症、進展の阻止 

日本糖尿病学会編・著: 糖尿病治療ガイド2014-2015, p24, 文光堂, 2014 

糖尿病治療の目標 

図表4
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る、尿中ケトン体陽性などがある場合は1型
を疑い、抗体のチェックを行う。抗GAD抗
体は罹病期間が長くなると陽性率が低下し、
発症後5年以上経過すると30％程度に低下す
るので、早期に測定しておく必要がある。
生活習慣の変化で、近年増加してきたのが
2型糖尿病で、インスリン抵抗性とインスリ
ン分泌の低下の両者が発症に関与している。
その他の特定の機序、疾患によるものは、
遺伝子異常が同定されたものと他の疾患、条
件に伴うものに分けられる。ミトコンドリア
遺伝子異常による糖尿病は日本人糖尿病の
1％にみられ、母系遺伝、感音性難聴が特徴。
他の疾患としては、膵炎、膵腫瘍、膵外傷な
どの膵外分泌疾患、クッシング症候群、先端
巨大症、褐色細胞腫、甲状腺機能亢進症など
の内分泌疾患、グルココルチコイド、イン
ターフェロンなど薬剤や化学物質によるも
の、先天性風疹症候群などの感染症、インス
リン受容体抗体など免疫機序によるもの、ダ
ウン症候群などの遺伝的症候群で糖尿病を伴
うことの多いものに分類される。
（図表6）妊娠糖尿病は、妊娠中に初めて発
見または発症した糖尿病に至っていない糖代
謝異常で、75gOGTTにより、①空腹時血糖
値92mg/dl以上、 ②1時間値180mg/dl以
上、③2時間値153mg/dl以上のいずれかを
満たした場合に診断する。頻度は十数％と言
われている。妊娠における母児合併症の減
少、母体、出生児のその後の糖尿病、メタボ
リックシンドロームの発症予防のため早朝空
腹時血糖値95mg/dl以下、食前100mg/dl以
下、食後2時間120mg/dl以下に厳重に血糖
値を管理する。
（図表7）糖尿病の自覚症状（口渇、多飲、
多尿）発現後1週間前後以内にケトアシドー
シスに陥る劇症1型糖尿病では、発症時の
HbA1cと血糖値の乖離がみられる（初診時
の随時血糖値288mg/dl以上、HbA1c8.7％
未満）。抗GAD抗体は通常陰性。約98％の症
例で発症時にアミラーゼ、リパーゼ、エラス
ターゼ1など、何らかの血中膵外酵素が上昇
している。妊娠に関連して発症することが多

日本糖尿病学会編・著: 糖尿病治療ガイド2014-2015, p13, 文光堂, 2014 

糖尿病と糖代謝異常注1）の成因分類注2） 
Ⅰ.1型  膵β細胞の破壊、通常は絶対的インスリン欠乏に至る 
       A.自己免疫性 
       B.特発性 

Ⅱ.2型  インスリン分泌低下を主体とするものと、インスリン抵抗性が主体で、それにインスリンの相対的不足を
伴うものなどがある   

Ⅲ.その他の特定の機序、疾患によるもの 
       A.遺伝因子として遺伝子異常が同定されたもの 
        ①膵β細胞機能にかかわる遺伝子異常 
        ②インスリン作用の伝達機構にかかわる遺伝子異常 
       B.他の疾患、条件に伴うもの 
        ①膵外分泌疾患 
        ②内分泌疾患 
        ③肝疾患 
        ④薬剤や化学物質によるもの 
        ⑤感染症 
        ⑥免疫機序によるまれな病態 
        ⑦その他の遺伝的症候群で糖尿病を伴うことの多いもの       

Ⅳ.妊娠糖尿病 

注1）一部には、糖尿病特有の合併症をきたすかどうかが確認されていないものも含まれる。  
注2）現時点ではいずれにも分類できないものは、分類不能とする。  
日本糖尿病学会糖尿病診断基準に関する調査検討委員会：糖尿病の分類と診断基準に関する委員会報告.糖尿病53：455, 2010より引用 

図表5

妊娠糖尿病の定義と診断基準 

日本糖尿病学会編・著: 糖尿病治療ガイド2014-2015, p90, 文光堂, 2014 

妊娠糖尿病の定義 妊娠中に初めて発見または発症した糖尿病に至っていない
糖代謝異常。 

診断基準  

75gOGTTにおいて次の基準の1点以上を満たした場合に診
断する。 
      空腹時血糖値≧92mg/dL 
                  1時間値≧180mg/dL 
                  2時間値≧153mg/dL 
ただし臨床診断において糖尿病と診断されるものは除外す
る。 
 

日本糖尿病学会糖尿病診断基準に関する調査検討委員会：糖尿病の分類と診断基準に関する委員会報告. 糖尿病53: 
461, 2010より引用 

 

図表6

劇症1型糖尿病のスクリーニング基準と診断基準 

日本糖尿病学会編・著: 糖尿病治療ガイド2014-2015, p15, 文光堂, 2014 

劇症1型糖尿病のスクリーニング基準 
（下記の基準を満たす症例は入院の上、精査が必要） 
  1.糖尿病症状発現後1週間前後以内でケトーシスあるいはケトアシドーシス

に陥る。 
  2.初診時の（随時）血糖値が288mg/dL以上である。 

劇症1型糖尿病診断基準 
（下記1～3のすべてを満たすものを劇症1型糖尿病と診断する） 

1.糖尿病症状発現後1週間前後以内でケトーシスあるいはケトアシドーシスに
陥る。（初診時尿ケトン体陽性、血中ケトン体上昇のいずれかを認める） 

2.初診時の（随時）血糖値≧288mg/dL、かつHbA1c＜8.7％※。 
※劇症1型糖尿病発症前に耐糖能異常が存在した場合は、必ずしもこの数字は該当しない。 

3.発症時の尿中Cペプチド＜10μg/日、または空腹時血中Cペプチド＜
0.3ng/mL、かつグルカゴン負荷後(または食後2時間)血中Cペプチド＜
0.5ng/mL。 

図表7
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時） 血糖値≧288mg/dl、 かつHbA1c＜
8.7％（劇症1型糖尿病発症前に耐糖能異常が
存在した場合は、必ずしもこの数字は該当し
ない）。3.発症時の尿中Cペプチド＜10μg/
日、または空腹時血中Cペプチド＜0.3ng/
mL、かつグルカゴン負荷後（または食後2時
間）血中Cペプチド＜0.5ng/mL。
（図表8）2型糖尿病でインスリン抵抗性を
生じる原因として肥満、過食（特に高脂肪
食）、運動不足、過度の飲酒、喫煙、ストレ
ス、睡眠障害、ステロイド薬などの薬物など
が挙げられる。インスリン抵抗性とは、血中
のインスリン濃度に見合ったインスリン作用
が得られない状態をいい、インスリン拮抗物
質の存在、インスリン受容体の減少、または
インスリン受容体を介する細胞内への情報伝
達能力が低下した状態で、早朝空腹時の血中
インスリン値15μU.ml以上を示す場合、
HOMA-IR＝空腹時インスリン値×空腹時
血糖値/405（1.6以下正常）が2.5以上の場
合はインスリン抵抗性があると考えられる。
インスリンの分泌を低下させる要因として
遺伝的な初期分泌の低下、高血糖持続による
膵臓の疲弊、膵臓の病気（膵炎、膵がん）な
どが挙げられる。
（図表9）健常人においては、肝臓に流れ込
む糖の2/3は肝臓に取り込まれ、その後血中
に流れた糖は骨格筋、脂肪組織に取り込まれ
ることによりコントロールされるため、食後
血糖値が140mg/dlを超えることがない。イ
ンスリンの分泌遅延、インスリン抵抗性によ
りインスリン作用が低下すると、まず食後血
糖値が上昇してくる。
2型糖尿病の自然経過では、主に内臓脂肪
の蓄積に伴って糖尿病発症前からインスリン
抵抗性が生じ、代償性にインスリン分泌が亢
進し、発症4年位前にピークになり、その後3
年位前に膵臓の疲弊により、膵β細胞の量・
機能の低下によってインスリンのレベルが急
激に低下する。発症10年以上前から血糖値は
正常範囲内であっても高いことが多いが、イ
ンスリン分泌の低下に伴い、まず食後血糖値
が上昇し（追加分泌障害）、その後空腹時血糖

い。感冒用症状、腹部症状がそれぞれ70％以
上の患者でみられる。急性発症2型糖尿病の
20％程度と推定されている。
来院時のHbA1cが高くない症例も少なく
ないので注意を要する。
劇症1型糖尿病診断基準を示す。（下記1～
3のすべてを満たすものを劇症1型糖尿病と
診断する）1.糖尿病症状発現後1週間前後以
内でケトーシスあるいはケトアシドーシスに
陥る。（初診時尿ケトン体陽性、血中ケトン体
上昇のいずれかを認める）。2.初診時の（随

2型糖尿病の原因 
（インスリン作用不足） 

 インスリン抵抗性 
肥満 
過食(特に高脂肪食） 
運動不足 
過度の飲酒 
喫煙 
ストレス 
睡眠障害 
ステロイド薬などの薬物 
その他 

インスリン分泌の低下 
初期分泌の低下(遺伝） 

高血糖持続による膵臓の 
疲弊 

膵臓の病気(膵炎、膵がん） 

その他 

図表8
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2型糖尿病は慢性疾患であるとともに 
進行性の疾患である 

Kendall DM, et al.: Am J Med, 2009, 122(6 Suppl), S37 
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血糖値の基準を満たしていることが必要で、
HbA1cのみの反復検査による診断は不可。
血糖値とHbA1cを同時測定し、ともに糖
尿病型であることが確認されれば、初回検査
のみで糖尿病と診断できる。
血糖値が糖尿病型を示し、かつ次のいずれ
かが認められる場合は、初回検査だけでも糖
尿病と診断できる。
1）	 口渇、多飲、多尿、体重減少などの糖
尿病の典型的な症状
2）	 確実な糖尿病網膜症
過去において条件が満たされていたことが
確認できる場合には、現在の検査値が条件に
合致しなくても糖尿病と診断するか、糖尿病
の疑いをもって対応する必要がある。糖尿病
の判定が困難な場合には、糖尿病の疑いを
もって、3～6ヵ月以内に血糖値とHbA1cを
同時に測定し再判定する。
（図表11）空腹時血糖値を用いるときは、
絶食条件の確認が特に重要。1回目の判定が
随時血糖値を用いた場合は、2回目は他の検
査方法を用いることが望ましい。検査におい
ては、原則として血糖値とHbA1cの双方を
測定するものとする。HbA1cが見かけ上で
低値となりうる疾患・状況がある場合には、
必ず血糖値による診断を行う（HbA1c値が
低めにでる場合―急激に発症・増悪した糖尿
病、鉄欠乏性貧血の回復期、溶血（赤血球寿
命の短縮）、失血後（赤血球生成の亢進）、肝
硬変、エリスロポエチンで治療中の腎性貧
血）。
次の場合は、75gOGTTが強く推奨される

（現在糖尿病が否定できないグループ）。空腹
時血糖値110～125mg/dlのもの、随時血糖
値が140～199mg/dlのもの、HbA1cが6.0
～6.4％のもの。
次の場合は、行うことが望ましい（将来糖
尿病を発症するリスクが高いグループ）。空
腹時血糖値が100 ～ 109mg/dl、 ないし
HbA1cが5.6～5.9％のもの（高血圧、脂質
異常症、肥満など動脈硬化のリスクを持つも
のは、特に施行が望ましい）。
75gブドウ糖負荷試験で空腹時血糖値

値が上昇し（基礎分泌障害）、糖尿病と診断さ
れるに至る。2型糖尿病発症における環境因
子は身体活動量の低下と食事の内容の関与が
大きく、食事療法、運動療法が発症抑制に効
果がある。糖尿病発症リスクの高い境界型へ
の生活介入研究でも、50～60％の発症抑制
が示されている。
（図表10）糖尿病の診断は、高血糖が慢性
に持続していることを証明することによって
行う。別の日に行った検査で、糖尿病型が再
確認できれば糖尿病と診断できる。ただし、
初回検査と再検査の少なくとも一方で、必ず

注）糖尿病が疑われる場合は、血糖値と同時にHbA1cを測定する。同日に血糖値とHbA1cが糖尿病型を示した場合
には、初回検査だけで糖尿病と診断する。 

血糖値とHbA1c 
ともに糖尿病型 

なるべく1ヵ月以内に 糖 尿 病 

血糖値と 
HbA1c 

ともに糖尿病型 

有り 

糖尿病の臨床診断フローチャート 

日本糖尿病学会編・著: 糖尿病治療ガイド2014-2015, p20, 文光堂, 2014 

糖尿病型 
● 血糖値（空腹時≧126mg/dL、OGTT 2時間≧200mg/dL、随時≧200mg/dLのいずれか） 
● HbA1c≧6.5％ 

血糖値のみ 
糖尿病型 
血糖値のみ 
糖尿病型 

HbA1cのみ 
糖尿病型 

初回検査 

再検査 
（血糖検査 
は必須） 

• 糖尿病の典型的症状 
• 確実な糖尿病網膜症の 
いずれか 

再検査 
無し 

血糖値 
のみ 

糖尿病型 

HbA1c 
のみ 

糖尿病型 

いずれも糖 
尿病型で 
ない 

糖 尿 病 
糖尿病の疑い 糖 尿 病 

糖尿病の疑い 

3～6ヵ月以内に血糖値・HbA1cを再検査 

血糖値と 
HbA1c 

ともに糖尿病型 

血糖値 
のみ 

糖尿病型 

HbA1c 
のみ 

糖尿病型 

いずれも糖 
尿病型で 
ない 

注） 

日本糖尿病学会糖尿病診断基準に関する調査検討委員会：糖尿病の分類と診断基準に関する委員会報告．糖尿病53：458, 2010より一部改変 
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DECODA Study Group: Diabetic Med, 2002, 19(7), 549 
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●主訴：糖尿病は通常無症状。高血糖などの
代謝異常による症状（口渇、多飲、多尿、
体重減少、易疲労感）は空腹時血糖値が
200mg/dl以上にならないと出現しない。
合併症が疑われる症状（視力低下、足のし
びれ感、歩行時下肢痛、勃起障害（ED）、
無月経、発汗異常、排尿障害、便秘、下痢・
足潰瘍、壊疽）の有無を聞く。ケトアシ
ドーシスの場合、腹痛、嘔吐といった消化
器症状で受診する場合があるので注意する。
●既往歴：喫煙歴、飲酒習慣
　　膵疾患、内分泌疾患、肝疾患、胃切除な
ど高血糖になりやすい病態の有無を確認す
る。肥満、高血圧、脂質異常症、脳血管障
害、虚血性心疾患の有無と経過を聞く。体
重歴：20歳時の体重、過去の最大体重と年
齢、体重の経過を把握する。最大体重後数
年以内に発症するケースが多い。
　　女性の場合は、妊娠・出産歴：妊娠糖尿
病の有無、自然流産や奇形児出産の既往、
巨大児や低体重児出産でなかったか確認す
る。
●家族歴：血縁者の糖尿病の有無、発症年齢、
治療内容、合併症の有無、死亡年齢と死因、
肥満の有無を聞いておく。親・兄弟に糖尿
病がある場合、インスリン初期分泌が低下
しているケースが多い。
●治療歴：糖尿病と診断されてから受けた指
導や治療内容、コントロール状況、継続状
況、症状経過、合併症の内容と治療経過、
医療機関名と主治医名、眼科など他科の受
診歴も聞いておく。
●病気に関する知識と生活歴：糖尿病に関す
る教育を受けたことがあるか。日常の身体
活動度と運動の種類、職業など、現在の家
族構成、生活状態（独居老人、高齢世帯、
単身赴任など）も、食事、運動など患者の
生活環境を知る上で重要。
（図表13）身体所見のポイント
●皮膚
　　乾燥、緊張低下、変色、水疱症、白癬・
カンジダなどの感染症、爪病変、湿疹、陰
部掻痒症など確認する。後頭部から肩にか

110mg/dl未満、かつ2時間血糖値140mg/
dl未満を正常型といい、正常型でも糖尿病型
でもないものを境界型という。境界型でも
75gOGTTでインスリン指数（ΔIRI/ΔBS）
が0.4以下、負荷後2時間後血糖値が高い群
（170～199mg/dl）は糖尿病に進展しやすい。
アジア糖尿病研究（DECODA）によると、
IGTの平均HbA1cは5.4％で、HbA1cで境
界型を診断することは困難である。
（図表12）病歴聴取の注意点につき述べる。
●受診の動機は健診などで糖尿病が疑われた
ケースが多いと思うが、転居に伴う紹介な
ど様々。患者の病識や糖尿病という病気の
捉え方がわかる。

病歴聴取の注意点 

受診の動機 
主訴：高血糖などの代謝異常による症状 (口渇、多飲、多尿、体重減少、易疲労感)、
 合併症が疑われる症状 (視力低下、足のしびれ感、歩行時下肢痛、勃起障害
 (ED)、無月経、発汗異常、排尿障害、便秘、下痢・足潰瘍、壊疽)、腹痛・嘔吐
 (ケトアシドーシス)など 
既往歴：喫煙歴、飲酒習慣 
• 膵疾患、内分泌疾患、肝疾患、胃切除などの有無 
• 肥満、高血圧、脂質異常症、脳血管障害、虚血性心疾患の有無と経過 
• 体重歴：20歳時の体重、過去の最大体重と年齢、体重の経過 
• 妊娠・出産歴：妊娠糖尿病の有無、自然流産や奇形児出産の既往、巨大児や低体重児出産の有無 
家族歴：血縁者の糖尿病の有無、発症年齢、治療内容、合併症の有無、死亡年齢と 
 死因、肥満の有無 
治療歴：糖尿病と診断されてから受けた指導や治療内容、コントロール状況、継続状況、
 症状経過、合併症の内容と治療経過、医療機関名と主治医名 
病気に関する知識と生活歴： 
 糖尿病に関する教育を受けたことがあるか。日常の身体活動度と運動の種類、 
 職業など、現在の家族構成、生活状態（独居老人、高齢世帯、単身赴任など） 

日本糖尿病学会編・著: 糖尿病治療ガイド2014-2015, p16, 文光堂, 2014より改変 
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身体所見のポイント 

皮 膚 
 乾燥、緊張低下、変色、水疱症、白癬・カンジダなどの感染症、爪病変、湿疹、 
 陰部掻痒症、浮腫性硬化、黒色表皮腫、Dupuytren拘縮など 
眼 
 必ず眼科医を受診させる。視力、眼底変化、白内障・緑内障、眼球運動異常、
・・眼圧など 
甲状腺 
口腔 
 口腔内乾燥、齲歯、歯周病、歯牙欠損、口腔内感染症など 
下肢 
 足背動脈や後脛骨動脈の拍動減弱・消失、浮腫、壊疽、潰瘍、胼胝形成など 
神経系 
 感覚障害、振動覚低下、腱反射低下・消失(アキレス腱反射など)、起立性低    
…血圧、発汗異常、排尿障害、勃起障害、腓腹筋の把握痛、臀部筋萎縮など 

日本糖尿病学会編・著: 糖尿病治療ガイド2014-2015, p17, 文光堂, 2014より改変 
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●甲状腺
　　甲状腺機能亢進症の合併が多い。
●口腔
　　口腔内乾燥、齲歯、歯周病、歯牙欠損、
口腔内感染症など。
●下肢
　　足背動脈（健常人でも走行異常のため1
割は触知しない）や後脛骨動脈（壊疽に関
与する足裏の血流を支配-内踝の踵側直下
で触知）の拍動減弱・消失はASO（閉塞性
動脈硬化症）を疑う。浮腫、壊疽、潰瘍、
胼胝形成などの有無も観察する。
●神経系
　　感覚障害、振動覚低下、腱反射低下・消
失（アキレス腱反射など）、起立性低血圧、
発汗異常、排尿障害、勃起障害、腓腹筋の
把握痛、臀部筋萎縮など。アキレス腱反射
は背筋、腕を伸ばし壁に手をついた姿勢
（バビンスキーポジション）で検査する。振
動覚検査はC128音叉を用いる。振動させ
た音叉を内踝に当て、振動を感じなくなる
までの時間をカウントする。当ててからで
はなく、振動させた時点からの時間をカウ
ントし、10秒以内を減弱と判断する。
（図表14） 浮腫性硬化、 黒色表皮腫、
Dupuytren拘縮を示す。
（図表15）糖尿病の慢性合併症
慢性合併症とは、細小血管症に分類される
網膜症、腎症、神経障害と、大血管症に分類
される脳卒中、心筋梗塞・狭心症、糖尿病性
足病変がある。予防策は、糖尿病の早期発見
と継続的な危険因子の管理につきる。
細小血管症の発症率は、発症25年で凡そ神
経障害50％、網膜症40％、腎症30％と覚え
ておくと役立つ。

けて皮膚が硬くなる浮腫性硬化症、項、頸
部、腋窩などにみられる黒褐色の色素沈着
（黒色表皮腫）は著しい高インスリン血症
を示唆し、インスリン受容体異常症Aを疑
う。Dupuytren拘縮は皮膚の下にある手
掌腱膜が肥厚、収縮し、ひきつれ、屈曲拘
縮を起こしたもので、第4、5指から始まる
ことが多い。

     黒色表皮腫  

浮腫性硬化(当院症例） 

図表14

糖尿病罹病年数（年） 
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発症25年で凡そ神経障害50％、網膜症40％、腎症30％と覚えておくと役立つ。 
日臨内研究2000-糖尿病性神経障害に関する調査研究. 日本臨床内科医会誌, 16:2, 4別冊, 2001 

糖尿病罹病年数からみた合併症の頻度 
（ １型：834例、２型：11,879例、その他：108例 ） 
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（図表16）糖尿病の罹病期間が増えるに従
い合併率は増える。高齢発症でも神経障害は
多いが、発症までに時間のかかる網膜症、腎
症の頻度は減る。
（図表17）日本糖尿病対策推進会議では平
成18～19年にかけて通院患者の5％にあた
る20万人の足チェックシートを用いた患者
調査を実施した。糖尿病神経障害は47.1％
にみられ、このうち40.3％は足の症状はな
いが、アキレス腱反射と振動覚に異常を認め
る無自覚性神経障害であった。
足によくみられる症状として、足のつり、
こむら返りが35％、足先のしびれが20.1％、
足の先のジンジン、 ピリピリが18.9％で
あった。足に多くみられる外観変化として、
みずむしなど足の感染症は29.9％、皮膚の
乾燥、ひび割れは27.1％、皮膚がカチカチ
（角質） になっている部分が増えてきたは
19.2％であった。
（図表18）糖尿病性多発神経障害の診断基
準としては、糖尿病性神経障害を考える会の
基準がよく用いられている。糖尿病が存在
し、糖尿病性多発神経障害以外の末梢神経障
害を否定しうる条件下で、以下の3項目のう
ち2項目以上を満たす場合を「神経障害あり」
とする。
1.	糖尿病性多発神経障害に基づくと思われ
る自覚症状（下肢）
2.	両側アキレス腱反射の低下あるいは消失
3.	両側内踝振動覚低下

糖尿病性神経障害を考える会 1998年9月11日作成、2002年1月18日改訂 

必須項目 
以下の２項目を満たす。 
１. 糖尿病が存在する。 
２. 糖尿病性多発神経障害以外の末梢神経障害を否定しうる。 

条件項目 

以下の３項目のうち２項目以上を満たす場合を「神経障害あり」とする。 
１．糖尿病性多発神経障害に基づくと思われる自覚症状（下肢） 
２．両側アキレス腱反射の低下あるいは消失 
３．両側内踝振動覚低下 

糖尿病性多発神経障害の簡易診断基準 

図表18

糖尿病神経障害 

図表17

日臨内研究2000-糖尿病性神経障害に関する調査研究. 日本臨床内科医会誌,  2001 

糖尿病と合併症 

糖尿病の期間が長いと 
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（図表19）糖尿病性多発神経障害の特徴は、
左右対称、末梢から出現し中枢側へ進行し、
早期から出現し合併頻度が高い。罹病期間が
長いほど、血糖コントロールが悪いほど罹患
率が高くなり、重症化しやすい。
陰性症状（感覚鈍麻）は、機能の欠落によ
る症状で、破壊病変の程度を直接反映する。
末梢神経の変性度、重症度と相関する。
陽性症状（しびれ、異常な疼痛）は、異常
機能亢進による症状で、残存神経組織の活動
亢進、再生神経・残存神経の異常伝導、閾値
低下により生じる。感覚が無くなる方が、し
びれや痛みより重篤な症状といえる。
（図表20）糖尿病性神経障害は全身に起こ
る。しびれ、感覚鈍麻などの末梢神経障害以
外に、自律神経障害も生じる。
（図表21）脳神経障害は、脳神経の栄養血
管の閉塞による虚血性神経障害で、動眼神経
と外転神経麻痺による眼筋麻痺が最も多い。
片側性に突然発症し、多くは数ヵ月以内に回
復する。60歳以上の発症が多い。糖尿病の罹
病期間やコントロール状態は関連しない。瞳
孔散大なく対光反射も正常。動眼神経麻痺は
複視、眼瞼下垂を起こす。顔面神経麻痺（ベ
ル麻痺）は、目と口が閉じられなくなる。視
神経障害はコントロール不良の若年者に多
い。声帯麻痺も数パーセントにみられる。嗅
覚障害もみられる。

糖尿病性多発神経障害の特徴 

左右対称、末梢から出現し中枢側へ進行 
早期から出現し合併頻度が高い 
罹病期間が長いほど、血糖コントロールが悪いほど罹患率が高くなり、 
重症化しやすい。 
 
陰性症状ー感覚鈍麻 
 機能の欠落による症状 
 破壊病変の程度を直接反映する 
 末梢神経の変性度、重症度と相関 
陽性症状ーしびれ、異常な疼痛 
 異常機能亢進（残存神経組織の活動亢進、再生神経・ 
 残存神経の異常伝導、閾値低下） 

図表19

日本臨床内科医会 患者向け小冊子 

糖尿病性神経障害は全身に起こる 

無痛性心筋梗塞 
心臓に異常があるのに胸の痛みなどの症状を 
感じなくなる。 

胃無力症 
胃の働きが悪くなり、食べた物が胃に残ってしまう。 

立ちくらみ 
立ち上がった時に頭がフラフラする。 

外眼筋麻痺 
眼球を動かす筋肉が麻痺する。 

顔面神経麻痺 
顔の筋肉が麻痺し、顔がゆがんでしまう。 

立ちくらみ 
がい がん きん  ま  ひ 
外眼筋麻痺 

（物が二重に見える） 

図表20

脳神経障害 

脳神経の栄養血管の閉塞による虚血性神経障害 
動眼神経と外転神経麻痺による眼筋麻痺が最も多い 
突然の発症、片側性、多くは数ヵ月以内に回復 
60歳以上の発症が多い 
糖尿病の罹病期間、コントロール状態は関連しない 
瞳孔散大なく対光反射も正常 
動眼神経麻痺：複視、眼瞼下垂 
顔面神経麻痺（ベル麻痺）：目、口が閉じられない 
視神経障害：コントロール不良の若年者に多い 
声帯麻痺：数パーセントにみられる 
嗅覚障害もみられる 

図表21
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を呈する。
泌尿器系では、神経因性膀胱が起こる。無
緊張性膀胱の場合、排尿後でも100ml以上の
残尿があり、尿意減少、排尿時間が延長し、
尿線が細く、残尿量が増加する。残尿量は重
症度と相関する。尿閉、下腹部膨満感、尿失
禁、膀胱尿管逆流現象を呈することもある。
反復する膀胱炎、水腎症、腎盂腎炎、腎膿瘍、
腎不全の誘因になる。
ED（勃起障害）は糖尿病男性患者では30
～60％と最も多くみられる自律神経障害（健
常人の2～3倍）で、約1割は心因性、薬剤性
で喫煙者、インスリン治療者、合併症を持つ
患者に多い。
発汗異常は、下肢の発汗低下・消失（足背
部に強い）のため、顔面、上半身の発汗が逆
に過多になる（代償性発汗）、味覚性発汗（食
事中に顔面、頭頸部に発汗）も生じる。
自律神経機能を判定する検査として、心拍
変動検査（CVR-R）がある。心電図でR-R
感覚は健常人では呼気で長く、吸気で短い
が、副交感神経の異常で呼吸による変動が減
少する。安静時にR-R間隔が何％変化してい
るかを測定し、2％以下であったら自律神経
異常と診断する。自動解析装置のついた心電
図では自動計測できるようになっている。保
険点数はついていない。心電図検査を行うと
きに同時に実施するとよい。
（図表23）糖尿病神経障害の治療
進行の抑制には、エパレルスタット（キネ
ダック）を用いる。1回50mg、1日3回食後
服用する。キネダックは、しびれに対しての
効果は弱いが、進行を抑制する。
しびれ、痛みにはデュロキセチン塩酸塩

（サインバルタ）が有効。40mgを1日1回、
20mg2錠投与。20mgより開始し1週間以上
空けて20mgずつ増量し、60mgまで増量可。
プレガバリン（リリカ）もよく用いられる。
1回75mgないし150mg、1日2回朝夕食後服
用する。めまい、ふらつきの副作用軽減のた
め、75mg、1日2回から開始する。メキシレ
チン（メキシチール）1回100mg、1日3回食
後も痛みに有効。

（図表22）自律神経障害も生じる。
心血管系では、起立性低血圧は、めまいや
失神を起こすことがあり、高齢者に多く、脳
梗塞を起こしやすくなり、食後低血圧もあ
る。自律神経が障害されると心筋梗塞を起こ
しても痛みがないことも少なくなく（無痛性
心筋梗塞）、気がつきにくく、対処が遅れるた
め、予後が悪い。不整脈、全身倦怠感、食欲
低下、急な足のむくみ、血糖値の乱れは診断
の助けになる。
消化器系では胃麻痺、便秘（腸管運動低
下）、下痢（腸内細菌叢の過剰増殖）、胆石（胆
嚢収縮運動低下、胆嚢拡張）など多彩な症状

糖尿病神経障害の治療 
①進行の抑制 
・ エパレルスタット（キネダック）1回50mg、1日3回食後 

②しびれ、痛み 
  ・ デュロキセチン塩酸塩（サインバルタ）40mg、1日1回20mg 2錠投与 

  ・ プレガバリン（リリカ）1回75ないし150mg、1日2回朝夕食後、めまい、ふらつきの副作用軽減 
     のため、75mg、1日2回から開始 
 

     ・ メキシレチン（メキシチール）1回100mg、1日3回食後 

③ 足のつり 
  ・ タウリン散1回2g、1日3回食後 
  ・ 芍薬甘草湯 
 
使い分けとさじ加減； 
キネダックはしびれに対しての効果は弱いが、進行を抑制する。 
うつを伴う時はサインバルタを用いる。20mgより開始し1週間以上空けて20mgずつ増量。 
60mgまで増量可。 
足のつりには、入浴時のふくらはぎのストレッチが有効。タウリンが効く。 
無効例には芍薬甘草湯を用いる。セルシン2mg眠前も効果的。 

図表23

糖尿病性自律神経障害 
心血管系 
起立性低血圧－めまい、失神、高齢者に多い、脳梗塞、食後低血圧 
無痛性心筋梗塞－全身倦怠感、食欲低下 

消化器系 
胃麻痺 
便秘（腸管運動低下）、下痢（腸内細菌叢の過剰増殖） 
胆石（胆嚢収縮運動低下、胆嚢拡張） 

泌尿器系 
神経因性膀胱－無緊張性膀胱（排尿後に100ｍL以上の残尿） 
（尿意減少、排尿時間延長、尿線が細い、残尿量増加－重症度相関） 
尿閉、下腹部膨満感、尿失禁、膀胱尿管逆流現象（反復する膀胱炎、水腎症、 
腎盂腎炎、腎膿瘍、腎不全） 
ED 

発汗異常 
下肢の発汗低下・消失（足背部に強い）、顔面、上半身の発汗過多（代償性発汗）、
味覚性発汗（食事中に顔面、頭頸部に発汗） 

図表22
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足のつりには、タウリン散1回2g、1日3回
食後服用や、芍薬甘草湯が有効。入浴時のふ
くらはぎのストレッチやセルシン2mg眠前
も効果的。
（図表24）EDの治療薬として、バイアグ
ラ、レビトラ、シアリスが用いられている。
硝酸剤・NO供与剤、網膜色素変性症、半年
以内の脳卒中と、3ヵ月以内の心筋梗塞の既
往では禁忌となる。副作用として、ほてり、
頭痛、顔面紅潮、めまい、目のかすみ、鼻閉
がある。効果持続時間はシアリスで長いが効
果は弱め。レビトラは即効性で効果も強い
が、禁忌が多い。バイアグラは、効果は強い
が副作用がでやすく、食事への影響がある。
（図表25）糖尿病網膜症は、細小血管症の
一つであり、腎症、神経障害とともに3大合
併症と呼ばれている。長期間の糖代謝異常に
より、網膜の血管透過性亢進、血管閉塞、血
管新生をきたし、網膜や硝子体（しょうした
い）に多彩な病変を呈する疾患である。
（図表26）2001～2004年に実施された視
覚障害に関する全国規模の疫学調査による
と、わが国における視覚障害の原因疾患の第
1位は緑内障（20.9%）で、第2位が糖尿病網
膜症（19.0%）となっている。また、この調
査では糖尿病網膜症に1年間で約3,000人が
認定されたと推定されている。

糖尿病網膜症 

図表25

 緑内障  
 20.9%  

 糖尿病  
 網膜症  
 19.0%  

 網膜色素変性  
 13.5%  

 黄斑変性  
 9.3%  

 その他  
 37.3%  

2001～2004年に全国で新規に視覚障害と認定された症例16,360例から2,034名を抽出し、 
原因疾患を眼科専門医が診断書の記載内容を詳細に検討し個別に判定した。 

増田寛次郎 ほか: 医学のあゆみ, 2008, 225,691  

 1年間の新規推定認定数  

 原因疾患の割合  

原因疾患 新規推定認定数 
緑内障 3,418人 
糖尿病網膜症 3,113人 
網膜色素変性 2,204人 
黄斑変性 1,528人 

視覚障害の原因疾患 

図表26

PDE5阻害剤の種類と特徴 

シルデナフィルクエン酸塩      
（バイアグラ） 

バルデナフィル塩酸塩 
（レビトラ） 

タダラフィル 
（シアリス） 

本邦発売年 1999年 2004年 2007年 

剤 形 25、50mg 5、10、20mg 5、10、20mg 

効果発現時間 30～60分 30分 30分 

効果持続時間 4～5時間 4～5時間 36時間 

食事の影響 吸収/効果発現の遅延 なし（高脂肪食では効果減弱） なし 

禁 忌 
（抜粋） 

硝酸剤・NO供与剤、網膜色素変性症 

6ヵ月以内の脳卒中・心筋梗塞の既往 
6ヵ月以内の脳卒中・3ヵ月以

内の心筋梗塞の既往 

塩酸アミオダロン 

血液透析 
CYP3A4阻害剤 
抗真菌薬 
QT延長症候群 
抗不整脈薬 

 副作用 ほてり、頭痛、顔面紅潮、めまい、目のかすみ、鼻閉など 

永井敦: 日本臨床内科医会会誌, 2011, 25(5), 567 

図表24
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（図表27）単純性網膜症は、高血糖により
毛細血管が障害され、血液が漏れて出血した
り（点状、斑状出血）、血液中の蛋白質や脂質
が網膜に沈着（硬性白斑）したりする。
（図表28）増殖前網膜症では、毛細血管が
つまって、神経細胞に酸素や栄養が行かなく
なり、神経のむくみ（軟性白斑）や静脈の拡
張などが生じる。酸素を補うために異常な血
管（新生血管）を作る準備が始まる。この時
期に新生血管が生じないようにレーザー治療
を行う必要がある。新生血管が硝子体内で出
血をすると硝子体出血。増殖膜が網膜を剥が
すと網膜剥離が起こり失明の原因になる。血
管新生緑内障も起こる。単純性網膜症まで平
均9.8年かかるが、その後、増殖前網膜症ま
では平均3.2年、さらに増殖性網膜症までは
平均1.7年と短期間で進行する。眼科に定期
的に受診していないと、レーザーを照射しな
ければならない重要な時期を逃してしまう。
毎年受診している患者でも、いつも異常なし
と言われ続けると行かなくなってしまうこと
が少なくない。その頃が危ない。定期的な確
認が必要である。
（図表29）糖尿病黄斑症
網膜症は、進行するまで通常症状はない
が、黄色部の浮腫は視力低下が著しい。黄斑
部の毛細血管が障害され、血管から血液中の
水分が漏れ出して黄斑部にたまり、浮腫が起
こっている状態。神経の感度が低下して視力
が落ちる。単純性網膜症でも数％に起こり、
増殖前網膜症の40％、増殖網膜症では70％
以上になる。早期に症状が出る場合は大半が
黄斑症であり、局所性とびまん性に分けられ
る。

毛細血管がつまって、神経細胞に酸素や栄養が行かなくなり、神経のむくみ(軟性
白斑)や静脈の拡張などが生じる。酸素を補うために異常な血管(新生血管)を作
る準備が始まる。 
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増殖前網膜症 

軟性白斑 

図表28

黄色部の浮腫は視力低下が著しい。黄班部の毛細血管が障害され、血管から血
液中の水分が漏れ出して黄斑部にたまり、浮腫が起こっている状態。 
神経の感度が低下して視力が落ちる。 
(黄班浮腫の頻度：単純性網膜症の数%、増殖前網膜症の40%、増殖網膜症の70%以上) 
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糖尿病黄斑症 
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単純網膜症 

高血糖により毛細血管が障害され、血液が漏れて出血したり(点状、斑状出血)、 
血液中の蛋白質や脂質が網膜に沈着(硬性白斑)したりする。 

点状出血 
硬性白斑 

図表27
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（図表30）早期網膜症の管理として、単純
性網膜症までは血糖コントロール、高血圧の
治療など内科的治療を行うことにより、増殖
前網膜症以降への移行を阻止または遅らせる
ことができる。
進行した網膜症の管理では、増殖前網膜症
以降は眼科医の治療が必須。増殖前網膜症な
いし増殖性網膜症の早期の時点で、光凝固療
法を行う。硝子体出血と網膜剥離は硝子体手
術で対応する。原則的に眼科医に定期的診察
を依頼。
受診間隔は、正常から単純性網膜症の初期
まで1回/年、単純性網膜症の中期以降は3～
6ヵ月に1回、増殖前網膜症以降は状態により
1～2ヵ月に1回。2型糖尿病は発症時期が不
明であることから、治療開始前、および3ヵ
月、6ヵ月後に検眼する。
日本糖尿病協会発行の糖尿病連携手帳、日
本糖尿病眼学会作成の糖尿病眼手帳は無料で
配布されており、内科医と眼科医の連携に役
立つツールである。
（図表31）日本糖尿病対策推進会議は、腎
症を早期に発見し、進展を予防するため、尿
中のアルブミン測定を促すポスターを作成
し、医師会員などに配布した。
（図表32）慢性透析患者数は、1980年には
約3.6万人であったが、90年には約10万人、
2000年には約20万人、2012年には約30万
人と増加してきた。透析にかかる医療費は1
人500万円/年と高額なため、医療経済の観
点からも注目されている。新規透析導入患者
の40％以上が糖尿病腎症で、現在1万6千人/
年を超えている。

糖尿病腎症 

図表31
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在も20％程度にみられる。持続的な蛋白尿出
現後平均10年、クレアチニン2mg/dlになっ
てから平均2年で透析に移行する。透析導入
後もトラブルが多い。
（図表34）糖尿病腎症の病期と治療方針に
つき述べる。
腎症の発症、進展予防には血糖コントロー
ル、血圧コントロール、脂質管理、禁煙（喫
煙歴リスク3倍、喫煙リスク5倍）、減塩が重
要である。尿細管に蓄積した蛋白が血管を刺
激し炎症を惹起するので、減尿蛋白療法も行
う。具体的な腎症の生活指導と治療方針を示
す。
10年間くらい尿中にアルブミンが陽性に
なる時期があり、持続性蛋白尿に移行してい
く。非腎症患者の場合、1年に1回尿中アルブ
ミン尿を測定し、30mg/gCr～300mg/gCr
のアルブミン（微量アルブミン）が認められ
たら3～6ヵ月の間に2回再測定し、3回のう
ち2回以上陽性であれば糖尿病腎症2期と診
断する。尿中アルブミンの測定は3ヵ月に1
回、保険診療で認められている（病名は早期
腎症の疑い）。尿中アルブミンは高血圧、メタ
ボリックシンドローム、尿路感染症、うっ血
性心不全でもみられる。過度の運動後、感冒、
月経・妊娠、濃縮尿でも出現することがある。
微量アルブミン尿を呈する時期が第2期

（早期腎症期）で、それ以上のアルブミン尿が
みられるか、0.5g/gCr以上の蛋白尿のみら
れる場合を第3期（顕性腎症期）、尿アルブミ
ン値、尿蛋白値にかかわらず、eGFRが30未
満であれば第4期（腎不全期）とする。第3期
から塩分制限（6g/日未満）、蛋白制限（0.8
～1.0g/kg/日）を開始する。第3期までは降
圧目標は130/80mmHg未満であるが、第4
期以降125/75mmHg未満と厳しくなる。蛋
白制限も0.6～0.8g/kg/日になる。運動、勤
務、家事が制限される（疲労を感じない程度、
QOL維持のため散歩やラジオ体操は可）。
妊娠・出産は、第2期は慎重な管理が必要
であり、第3期以後は推奨されない。

（図表33）糖尿病腎症は、糖尿病を発症後
5～10年して起きる。網膜症、神経障害合併
例が多い。血尿や顆粒円柱は出現しない。糖
尿病発症後数年で蛋白尿が出現したり、10年
以内にネフローゼ症候群を呈するような症例
は糖尿病以外の腎症を疑う。IgA腎症や膜性
腎症の場合が多い。慢性糸球体腎炎などの混

糖尿病腎症の特徴 
1.発症後5～10年して起きる(網膜症、神経障害合併例が多い) 
2.慢性糸球体腎炎などの混在がある(20%程度) 
3.持続的な蛋白尿出現後、平均10年、クレアチニン2mg/dLに 
なってから平均2年で透析 

4.透析後の予後が悪い(5年生存率50%) 
5.透析導入後もトラブルが多い 

 
糖尿病以外の腎症を疑う所見 
1.血尿、顆粒円柱が出現 
2.発症後数年で蛋白尿が出現 
3.発症後10年以内にネフローゼ症候群が出現 

図表33
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め少量投与が原則。血清Na-Cl<32ないし血
清Cl110mEq/l以上で代謝性アシドーシス
を疑う。腎性貧血にはエリスロポエチンを皮
下注射する。Hb11g/dL未満で開始し、13g/
dLを超えたら減量・休薬する（心血管合併症
を有する場合は12g/dL）。 フェリチン100	
ng/mL以下で鉄剤併用する。とても痛い注
射なので、肘をつまんで痛くない個所にうつ
とよい。Hbが急に上昇することがあるので
漸増が基本。2次性副甲状腺機能亢進症には
ワンアルファ。1回0.25mg、1日1回食後投
与。ビタミンDによる急性腎不全を防ぐた
め、少量投与が原則。
（図表36）冠動脈疾患
糖尿病患者が心筋梗塞を起こす危険度は健
常人の3倍以上。糖尿病患者の心筋梗塞は無
症候性のことが多く、心不全、不整脈を伴い
やすい。空腹時血糖値より、OGTT2時間後
血糖値の方が死亡リスクとの相関が高い。原
因不明の血糖コントロールの悪化、下腿浮
腫、肺水腫、不整脈の出現などでは心筋梗塞
の可能性がある。境界型から食事・運動療法
を実施する。境界型でメタボリックシンド
ローム、喫煙例では糖尿病治療に準じる。
日本人における久山町研究では高インスリ
ン血症を認める群では、虚血性心疾患の発症
率が高く、特に女性では有意に高いことが認
められている。肥満糖尿病患者に対するメト
ホルミン硝酸塩投与が冠動脈疾患防止に有効
であること、チアゾリジン薬が大血管症の二
次予防に有効であることが報告されている。

（図表35）糖尿病腎症の薬物治療（腎専門
医と連携して管理することが望ましい）の治
療例を示す。
第一選択薬の降圧薬はARB、ACE。顕性
蛋白尿では、尿蛋白減少のためペルサンチン
L150mgを1回150mg、1日2回食後投与。
腎不全や高窒素血症では、クレメジン1回
2g、1日3回食間（他の薬剤服用から1時間空
ける）投与。クレメジン（球形吸着炭）の後
発品は効果が同等でないという論文が複数あ
る。保険診療では「慢性腎不全における尿毒
症改善」に適応。代謝性アシドーシスには、
重曹。1回500mg、1日2回食後投与。重曹は
代謝性アシドーシスの是正に対して1 ～
1.5g/日用いる。アルカローシスを避けるた

糖尿病腎症の薬物療法 

降圧薬ーARB、ACE 

尿蛋白減少ージピリダモール(ペルサンチンＬ)、 
 ジラゼプ(コメリアン) 

高窒素血症ー球形吸着炭(クレメジン)、必須アミノ酸 

貧血ーエリスロポエチン皮下注(ミルセラ、ネスプ) 

高K血症ーポリスチレン(カリメート) 

低Ca血症ー活性型ビタミンＤ（ワンアルファ等） 

図表35

第3集団、1,097名、60歳以上、追跡5年、年齢調整 

Kiyohara Y, et al.: Jpn J Geriat, 1997, 34, 360 

高インスリン血症：空腹時インスリン値≧11μU/mL 
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福岡県久山町の60歳以上の高齢住民1,097名を1988年から5年間追跡し、追跡期開始時の血清
インスリン値が、その後追跡期間中の虚血性心疾患発症に及ぼす影響を検討した。 

高インスリン血症と虚血性心疾患の発症率 

図表36
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（図表37）糖尿病合併症研究（JDCS）で、
2型糖尿病の冠動脈疾患発症リスク因子とし
てLDLコレステロール値と中性脂肪値が、
脳卒中発症のリスク因子として収縮期血圧と
有意の相関を認めている。冠動脈疾患、脳卒
中発症抑制のためには血糖値のコントロール
だけでなく、脂質、血圧の管理も重要である
ことが示された。
（図表38） 実際、 英国で実施された
UKPDS研究では、HbA1cの低下によりリ
スク低下効果は細小血管症では有意差がつい
たが、大血管症では有意な差はみられなかっ
た。心筋梗塞や脳卒中の発症を抑えるには、
血糖コントロールだけでなく血圧や脂質管理
も同時に実施することが重要と考えられた。
その後の調査で糖尿病発症直後血糖値を良好
に保つと、その後10年間の血糖コントロール
に差はなくても、心筋梗塞や全死亡が有意に
抑制されることが示され遺産効果と呼ばれて
いる
（図表39）欧州糖尿病研究（DECODEス
タディ）では、空腹時血糖値が高くなるにつ
れて、総死亡の相対危険度が上昇するという
傾向は明確ではなかったが、糖負荷後2時間
値が高くなればなるほど、総死亡率の相対危
険度が上昇する傾向がみられた。空腹時血糖
値よりも糖負荷後2時間血糖値のほうが、総
死亡率に対してより強く相関していることが
示された。
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図表38

空腹時血糖値およびOGTT 2時間値と死亡リスク 

The DECODE Study Group: Lancet, 1999, 354(9179), 617より改変 

対象：ヨーロッパで実施された13の前向きコホート研究に参加した被験者(糖尿病既往歴なし) 25,364名 
方法：空腹時血糖値とOGTT2時間値に関連した死亡率を検討(年齢、性別、施設、BMI、収縮期血圧および 
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（JDCS 9年次報告） 

2型糖尿病患者の 
冠動脈疾患・脳卒中発症リスク因子 

全体                            男性 女性 

冠動脈疾患    
LDL-C(p<0.0001) 

TG(p<0.0001) 
HbA1c(p=0.04) 

LDL-C(p<0.0001) 
TG(p<0.01) 
喫煙(p=0.02) 

HbA1c (p=0.04) 

TG(p<0.01) 
罹病期間(p=0.01) 
LDL-C(p=0.02） 

脳卒中 収縮期血圧(p=0.02)    収縮期血圧(p=0.04) 

上記を 
合わせたもの 

 

 LDL-C(p<0.01)      
TG(p<0.01)         

収縮期血圧(p=0.02) 
HbA1c (p=0.02) 
喫煙(p=0.05)  

LDL-C(p<0.01) 
TG（p=0.03) 
喫煙(p=0.04) 

収縮期血圧(p=0.01) 
TG(p=0.01)  

図表37
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（図表40）BMI24以上の耐糖能異常例、約
3,000例を対象として、プラセボ群、メトホ
ルミン介入群、生活習慣介入群の3群に無作
為に分け、糖尿病発症予防効果について検討
したDPPの結果を示す。メトホルミン介入
群、生活習慣介入群ともに、プラセボ群に比
べて糖尿病発症を有意に抑制した。生活習慣
強化改善群はメトホルミン介入群と比較して
も、さらに高い抑制効果が示された。
●脳血管障害
糖尿病患者が脳梗塞を起こす危険度は健常
人の2～4倍。糖尿病患者の半数に高血圧が合
併しているため、アテローム梗塞だけでなく
ラクナ梗塞も多い。多発性脳梗塞が多く、繰
り返し、徐々に脳血管性認知症に至る。
急性期脳梗塞では低血糖に注意し、150～
200mg/dlを維持し、徐々に厳格な管理に移
行する。予防には早期から血糖コントロー
ル、血圧管理（130/80mmHg未満）が必要。
●下肢閉塞性動脈硬化症
糖尿病患者の10～15％と高頻度に合併。
膝下病変が多い。重症度はFontaine分類が
用いられている。Ⅰ度は冷感、しびれ感、Ⅱ
度は間欠性跛行、Ⅲ度は安静時疼痛、Ⅳ度は
皮膚潰瘍。
（図表41）歯周病と糖尿病は密接な関係が
ある。日本糖尿病対策推進会議では、ポス
ターを作成し啓発を行った。
（図表42）糖尿病患者では歯周病が悪化す
る。特に高齢者、喫煙者、肥満者、免疫不全
者では罹患率が高い。歯周病が重症であるほ
ど血糖コントロールは不良となる。歯周病は
心筋梗塞などの動脈硬化性疾患、感染性心内
膜炎、呼吸器疾患、低体重児出産のなどの誘
因となる可能性がある。
糖尿病で歯周病が増える理由を示す。血糖
値が高いと唾液の分泌量が減り、口の中の浄
化作用、組織修復力が落ちる。唾液などの糖
分濃度が高くなるため白血球の作用が減弱
し、細菌に対する抵抗力が低下する。歯周組
織内のコラーゲンの減少や歯肉組織にAGE
の蓄積が起こり、組織の修復力が低下する。
肥満の場合は、内臓脂肪組織からのサイト

図表41

歯周病 
糖尿病患者では歯周病が悪化する。特に高齢者、喫煙者、肥満者、免疫不全者では罹患率が高い。歯周病が重症で
あるほど血糖コントロールは不良となる。 
歯周病は心筋梗塞などの動脈硬化性疾患、感染性心内膜炎、呼吸器疾患、低体重児出産などの誘因となる可能性
がある。 
糖尿病で歯周病が増える理由 
 高血糖 

唾液の分泌量が減り、口の中の浄化作用、組織修復力が落ちる。 
唾液などの糖分濃度が高くなる。 
細菌に対する抵抗力が低下するー白血球の作用の減弱 
組織の修復力が低下ー歯周組織内のコラーゲンの減少、歯肉組織に AGE が蓄積。  

 内臓脂肪の影響 
内臓脂肪組織からのサイトカイン (TNF-αなど) が組織を損傷 

 合併症の影響 
下歯槽動脈の動脈硬化により血流量低下による感染の悪化、修復の遅延 
骨粗鬆症が歯槽骨に影響 
高脂血症も歯周病の危険因子 

 原因となる生活習慣が共通 
糖分の多い食事、間食、精神的ストレス、喫煙、飲酒は歯周病を起こしやすくする生活習慣でもある。 

 
歯周病で糖尿病が増える理由 

病巣からのサイトカイン (TNF-αなど) の分泌 
  ⇒インスリン抵抗性 
噛めない、軟らかいものを好む ⇒ 早食い 
  ⇒食後血糖値上昇 

図表42

糖尿病の累積発症率 ーDPPー 

Diabetes Prevention Program Research Group: N Engl J Med, 2002, 346(6), 393 

対象：2型糖尿病発症高リスクで糖尿病未発症の人 3,234名(平均年齢51歳) 
方法：生活習慣介入群(1,079名)、メトホルミン介入群(1,073例)、プラセボ群(1,082例)に割付け、糖尿病

の発症率を検討 
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カインが組織を損傷する。　
合併症も影響する。下歯槽動脈の動脈硬化
により血流量低下による感染の悪化、修復の
遅延が起こる。骨粗鬆症が歯槽骨に影響した
り、高脂血症も歯周病の危険因子である。原
因となる生活習慣も共通している。糖分の多
い食事、間食、精神的ストレス、喫煙、飲酒
は歯周病を起こしやすくする生活習慣でもあ
る。
歯周病で糖尿病が多い理由を示す。前述し
たとおり、原因となる生活習慣が共通してい
る。病巣である歯周ポケットらのサイトカイ
ン（TNF-αなど）の分泌によりインスリン
抵抗性を惹起する。歯周病のため噛めなくな
り、軟らかいものを好むようになると、食後
血糖値が上昇する。
（図表43）骨粗鬆症も糖尿病の合併症であ
る。糖尿病では骨質が糖化を受け劣化するた
め、骨密度と関連なく骨折しやすくなる。1
型糖尿病で7倍、2型糖尿病で1.7倍リスクが
高まる。網膜症による視力低下、神経障害や
低血糖によるふらつきも、転倒骨折の誘因に
なる。糖尿病による骨粗鬆症の治療として、
バゼドキシフェン（ビビアント） などの
SERM（選択的エストロゲン調整薬）もよく
用いられるようになってきている。副作用の
静脈血栓症の頻度は日本人では0.5％と少な
い（プラセボと有意差なし）。
（図表44）久山町研究では、境界型でも健
常人に比し1.5倍、糖尿病で約2倍悪性腫瘍
死のリスクが高まることが示されている。糖
尿病とがんとの関係は、①高血糖による酸化
ストレス、②高インスリン血症による活性型
IGFの増加などが関与している。
（図表45）認知症は、糖尿病のコントロー
ルを悪化させる。高齢糖尿病患者の認知症リ
スクはアルツハイマー型認知症、脳血管性認
知症ともに、非糖尿病患者の2～4倍。
久山町研究では、健常人に比し負荷後2時
間 血 糖 値140 ～ 199mg/dlで1 .8倍、
200mg/dl以上で3.4倍アルツハイマー病の
リスクが高まることが示されている。65歳以
上のアルツハイマー型認知症の有病率は

耐糖能（ＷＨＯ分類）と悪性腫瘍死 
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負荷後２時間血糖値とアルツハイマー病のリスク 
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糖尿病と骨 

糖尿病ー骨密度と関係なく骨折する 

1型糖尿病:7倍 

2型糖尿病:約1.7倍 

インスリン作用不足ー骨量減らす、 
 血糖高いー骨質 

転倒ー交感神経、ふらつき、低血糖 

糖尿病において 
骨折リスク上昇をもたらす機序 

糖尿病 

高血糖 

AGEs産生 

骨芽細胞機能抑制 
ペントシジン架橋増加 
骨皮質面積の低下 

網膜症、 
神経障害 

転倒 骨材料・構造特性の 
劣化 

骨折 

図表43



1259．「糖尿病」

癌への移行は年2％位）。ALT、AST高値（80
以上）、血小板数の低下、肝線維化マーカー高
値（ヒアルロン酸、Ⅳ型コラーゲン7S精密測
定）、高感度CRP高値、HOMA-IR高値など
が参考になる。NASHではALT、ASTが高
値を呈さない例もある。
（図表47）急性合併症
糖尿病昏睡
①糖尿病ケトアシドーシス（血糖値が
300mg/dl以上。意識障害、嘔吐、腹痛があ
り、尿糖・ケトン体強陽性）の場合は、直ち
に生食1,000ml/時で点滴開始（高齢者、小
児では500ml）し、速効型インスリン0.1単
位/kg体重を静注、ついで点滴内に0.1単位
/kg	 体重/時を加えるか、0.1単位/kg体重
を筋注し、専門医のいる医療機関に搬送する。
②ケトーシスのみでアシドーシスのない場
合は、専門医に紹介する。当日中に受診でき
ない場合は、インスリンを開始。速効型ない
し超速効型毎食前4単位皮下注射。すでにイ
ンスリン注射を行っている場合は4～6単位
増量して皮下注射し、当面、食前、眠前血糖
値200mg/dl以下を目指す。
③高血糖高浸透圧症候群（発熱、下痢など
著しい脱水が先行する。高齢者に多い）の場
合は、バイタルサインを確認し、血管確保し
て直ちに糖尿病専門医のいる病院に搬送。
④糖尿病患者は感染症にかかりやすい。肺
結核、尿路感染症、皮膚感染症もみられ、と
くに足の皮膚感染症は壊疽の原因になり得
る。手術（抜歯も含む）を受ける際には十分
な感染症対策が望まれる。

1985年時に1.4％であったのが、2012年に
は12.3％と著増しているという。老人斑と
の関連（オッズ比）では、HOMA-IR2.11、
空腹時インスリン値2.03、とインスリン抵
抗性と強い相関がみられている。
（図表46）NASH（非アルコール性脂肪肝
炎）
糖尿病で非アルコール性脂肪肝（NAFLD）
を合併する頻度は約50％と報告されており、
非アルコール性脂肪肝の10％がNASH（非
アルコール性脂肪肝炎）なので、糖尿病患者
の約5％がNASHと考えられている。血小板
数15万/ml未満でNASH肝硬変を疑う（肝

ＮＡＦＬＤ（非アルコール性脂肪肝） 
のスクリーニング診断 

脂肪肝・軽度肝障害 

ＨＢｓ抗原・ＨＣＶ抗体 
各種自己抗体など 

なし 

飲酒歴 

なし 

ＮＡＦＬＤ 

ＮＡＳＨ 単純性脂肪肝 

あり 

アルコール性脂肪肝、肝障害 

あり 

ウイルス性肝疾患 

ＮＡＳＨ・ＮＡＦＬＤの診療ガイド2006： 

日本肝臓学会 編 
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①糖尿病ケトアシドーシス 
• 血糖値が300mg/dL以上、高ケトン血症 (β-ヒドロキシ酪酸の増加)、アシドーシス(pH7.3未満) 
をきたした状態。 

• 直ちに生食を500～1,000mL/時で点滴開始 (高齢者、小児では500mL) 
• 速効型インスリン0.1単位/kg体重を静注後、0.1単位/kg体重/時の速度でポンプを用いて静脈内 
持続注入する。  

• できるだけ速やかに専門医のいる病院に搬送。 

②高血糖高浸透圧症候群 
• 著しい高血糖600mg/dL以上と高度な脱水に基づく高浸透圧血症により、循環不全をきたした状
態。著しいアシドーシスは認めない(pH7.3～7.4)。 

• 高齢者に発症しやすい。 
• 治療の基本は脱水の補正と電解質の補正およびインスリンの適切な投与である。血管を確保して直
ちに専門医のいる病院に搬送。 

③感染症 
• 糖尿病患者は感染症にかかりやすい。 
• 肺結核、尿路感染症、皮膚感染症もみられ、とくに足の皮膚感染症は壊疽の原因になり得る。 
• 手術(抜歯も含む)を受ける際には十分な感染症対策が望まれる。 

日本糖尿病学会編・著: 糖尿病治療ガイド2014-2015, p73-74, 文光堂, 2014より改変 

急性合併症 

図表47
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シックデイのときには、主治医に連絡し指
示を受けるように平素より患者に指導する。
インスリン治療中の患者は、食事がとれなく
ても自己判断でインスリン注射を中断しては
ならない。発熱、消化器症状が強いときは必
ず医療機関を受診するように指導する。十分
な水分の摂取により脱水を防ぐように指示す
る（来院した患者には点滴注射にて生理食塩
水1～1.5L/日を補給する）。食欲のないとき
は、日頃食べ慣れていて口当たりがよく消化
のよい食物（たとえば、おかゆ、ジュース、
アイスクリームなど）を選び、できるだけ摂
取するように指示する（絶食しないようにす
る）。とくに炭水化物と水の摂取を優先する。
自己測定により血糖値の動きを3～4時間
に1回ずつ測定し、血糖値200mg/dlを超え
てさらに上昇の傾向がみられたら、その都
度、速効型または超速効型インスリンを2～4
単位追加するように指示する。
来院時には必ず尿中ケトン体の測定を行う。
（図表49）低血糖の症状
交感神経刺激症状は、血糖値が正常の範囲
を超えて急速に降下した結果生じる症状。発
汗、不安、動悸、頻脈、手指振戦、顔面蒼白
など。
中枢神経症状は、血糖値が50mg/dl程度
に低下したことにより生じる症状。中枢神経
のエネルギー不足を反映する。頭痛、眼のか
すみ、空腹感、眠気（生あくび）などがあり、
50mg/dl以下ではさらに意識レベルの低下、
異常行動、けいれんなどが出現し昏睡に陥
る。高齢者の低血糖による異常行動は、認知
症と間違われやすいので注意する。
自律神経障害のために交感神経刺激症状が
欠如する場合や、繰り返して低血糖を経験す
る場合には、低血糖の前兆がないまま昏睡に
至ることがあるので注意を要する。

（図表48）シックデイとは
糖尿病患者が治療中に発熱、下痢、嘔吐を
きたし、または食欲不振のため食事ができな
いときをシックデイと呼ぶ。
このような状態では、インスリン非依存状
態の患者で血糖コントロールが良好な場合で
も、著しい高血糖が起こったり、ケトアシ
ドーシスに陥ることがある。インスリン依存
状態の患者ではさらに起こりやすく、特別の
注意が必要である。

シックデイ 

日本糖尿病学会編・著: 糖尿病治療ガイド2014-2015, p71, 文光堂, 2014 
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シックデイ対応の原則 
1.シックデイのときには主治医に連絡し指示を受けるように平素より患者に指導する。
インスリン治療中の患者は、食事がとれなくても自己判断でインスリン注射を中断し
てはならない。発熱、消化器症状が強いときは必ず医療機関を受診するように指導す
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4単位追加するように指示する。 

5.来院時には必ず尿中ケトン体の測定を行う。 

図表48

低血糖の症状 

日本糖尿病学会編・著: 糖尿病治療ガイド2014-2015, p69, 文光堂, 2014 

交感神経刺激症状：血糖値が正常の範囲を超えて急速に降下し
た結果生じる症状。発汗、不安、動悸、頻脈、手指振戦、顔面
蒼白など。 

中枢神経症状：血糖値が50mg/dL程度に低下したことにより
生じる症状。中枢神経のエネルギー不足を反映する。頭痛、眼
のかすみ、空腹感、眠気(生あくび)などがあり、50mg/dL以
下ではさらに意識レベルの低下、異常行動注)けいれんなどが出
現し昏睡に陥る。 

  注）高齢者の低血糖による異常行動は、認知症と間違われやすい。 

自律神経障害のために交感神経刺激症状が欠如する場合や、繰
り返して低血糖を経験する場合には、低血糖の前兆がないまま
昏睡に至ることがあるので注意を要する。 

図表49
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経口摂取が不可能な場合、ブドウ糖や砂糖
を口唇と歯肉の間に塗りつけ、また、グルカ
ゴンがあれば1バイアル（1mg）を家族が注
射するとともに、直ちに主治医と連絡をとり
医療機関へ運ぶ。1型糖尿病患者では、あら
かじめグルカゴン注射液を患者に渡し、その
注射方法について家族を教育しておくことが
望ましい。ブドウ糖は処方ができるので、あ
らかじめ1包10gのブドウ糖を渡しておく。
意識レベルが低下するほどの低血糖をきた
したときは、応急処置で意識レベルが一時回
復しても、低血糖の再発や遷延で意識障害が
再び出現する可能性が高い。低血糖が遷延す
る場合には、必ず医療機関で治療を受けるよ
うに、家族を含めて教育する。
医師が対応する場合は、まず直ちに血糖値
を測定（簡易法）し、低血糖症であることを
確かめ、経口摂取が困難な場合には50％グル
コース注射液20mL（20％グルコースならば
40mL）を静脈内に投与する。改めて血糖値
を測定し意識の回復と血糖値の上昇を確認す
る。意識が回復したら炭水化物の経口摂取を
勧め、回復しない場合はグルコースの静脈内
投与を繰り返す。
（図表51）境界型の薬物療法につき述べる。
耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制の
場合、ボグリボース（ベイスン）0.2mgのみ
使用可。IGTで食事、運動療法を3カ月以上
施行しても改善せず、高血圧、脂質異常症
（高中性脂肪、低HDLコレステロール）、肥
満、2親等以内の糖尿病家族歴のいずれかを
有する場合のみ適応となる。Victory試験で
発症抑制効果が示されている。

（図表50）低血糖の対応
経口摂取が可能な場合は、ブドウ糖（10g）
またはブドウ糖を含む飲料水（150 ～
200mL）を摂取させる。蔗糖では少なくとも
ブドウ糖の倍量（砂糖で20g）を飲ませるが、
ブドウ糖以外の糖類では効果発現は遅延す
る。α-グルコシターゼ阻害薬服用中の患者
では必ずブドウ糖を選択する。約15分後、低
血糖がなお持続するようならば再度同一量を
飲ませる。

低血糖時の対応 

日本糖尿病学会編・著: 糖尿病治療ガイド2014-2015, p70, 文光堂, 2014 

1.経口摂取が可能な場合は、ブドウ糖(10g)またはブドウ糖を含む飲料水(150〜
200mL)を摂取させる。蔗糖では少なくともブドウ糖の倍量(砂糖で20g)を飲ま
せるが、ブドウ糖以外の糖類では効果発現は遅延する。α-グルコシターゼ阻害薬
服用中の患者では必ずブドウ糖を選択する。約15分後、低血糖がなお持続するよ
うならば再度同一量を飲ませる。 

2.経口摂取が不可能な場合、ブドウ糖や砂糖を口唇と歯肉の間に塗りつけ、また、
グルカゴンがあれば1バイアル(1mg)を家族が注射するとともに、直ちに主治医
と連絡をとり医療機関へ運ぶ。1型糖尿病患者では、あらかじめグルカゴン注射
液を患者に渡し、その注射方法について家族を教育しておくことが望ましい。ブ
ドウ糖は処方ができるので、あらかじめ1包１０gのブドウ糖を渡しておく。 

3.意識レベルが低下するほどの低血糖をきたしたときは、応急処置で意識レベルが
一時回復しても、低血糖の再発や遷延で意識障害が再び出現する可能性が高い。
低血糖が遷延する場合には、必ず医療機関で治療を受けるように、家族を含めて
教育する。 

4.医師が対応する場合は、まず直ちに血糖値を測定(簡易法)し、低血糖症であるこ
とを確かめ、経口摂取が困難な場合には50％グルコース注射液20mL(20％グル
コースならば40mL)を静脈内に投与する。改めて血糖値を測定し意識の回復と血
糖値の上昇を確認する。意識が回復したら炭水化物の経口摂取を勧め、回復しな
い場合はグルコースの静脈内投与を繰り返す。 

図表50

2
型
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尿
病
累
計
移
行
率 

ハザ－ド比：0.595  95％信頼区間：0.4334-0.8177  p値：0.0014（層別ログランク検定） 

Kawamori R, et al.: Lancet, 2009, 373(9675), 1607 

ボグリボースを用いた耐糖能異常における 
2型糖尿病の発症抑制 

対象：耐糖能異常を有し、かつ高血圧症、高脂血症、肥満あるいは2親等以内の糖尿病家族歴のいずれかを有する者1,778名  
方法：食事療法・運動療法に加えてボグリボース1回0.2㎎を1日3回投与した 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
0 24 48 72 96 120 144 

897 
881 

736 
765 

326 
385 

146 
180 

80 
120 

49 
73 

29 
33 

ボグリボース群 
プラセボ群 

（例数） 観察期間 

ボグリボース群 
プラセボ群 

（％） 

（週） 

Victory Study 
図表51



128

（図表52）糖尿病の治療の目標は、合併症
を予防しQOLを保ち、充実した人生を全う
することにある。血糖値の管理は重要である
が、脳梗塞や心筋梗塞などの動脈硬化性疾患
予防のためには、血圧や脂質の管理も並行し
て行う必要がある。糖尿病に合併した高血圧
および脂質異常症の管理目標値を示す。
（図表53）1型糖尿病、2型でもインスリン
依存状能ではインスリン療法を開始する。通
常の2型糖尿病の治療の基本は生活習慣の改
善で、食事療法と運動療法を2本柱に、肥満
があれば減量、禁煙、節酒、適度の睡眠、ス
卜レス解消を患者が実践できるように支援す
る。これでコン卜ロ一ルがうまくつかない場
合に薬物療法を行う。
インスリンの絶対的適応は、①1型糖尿病、
②高血糖昏睡、③重症の肝障害、腎障害の合
併、④重症感染症、外傷、中等度以上の外科
手術（全身麻酔施行例など）、⑤糖尿病合併妊
娠、妊娠糖尿病で薬物療法が必要な場合、⑥
静脈栄養時である。
インスリンの相対的適応を示す。①著明な
高血糖（空腹時血糖値250mg/dl以上、随時
血糖値350mg/dl以上）、②SU薬の1次無効、
2次無効など、③やせ形で栄養状態が低下し
ている時、④ステロイド使用時の高血糖、⑤
糖毒性を積極的に解除する場合。
GLP1受容体作動薬の注射は、血糖降下作
用が強く、単剤では低血糖が起こりにくく、
体重減少効果もある。週1回の注射のタイプ
もあり、在宅医療の現場でも用いられてい
る。インスリンではないので、インスリン分
泌の枯渇したインスリン依存状態の患者に用
いてはならない。
（図表54）治療目標は年齢、罹病期間、臓
器障害、低血糖の危険性、サポート体制など
を考慮して個別に設定する。合併症予防の観
点からHbA1cの目標値を7％未満とする。
対応する血糖値としては、 空腹時血糖値
130mg/dl未満、食後2時間血糖値180mg/
dl未満をおおよその目安とする。適切な食事
療法や運動だけで達成可能な場合、または薬
物療法中でも低血糖などの副作用なく達成可

インスリン非依存状態の治療 

日本糖尿病学会編・著: 糖尿病治療ガイド2014-2015, p28, 文光堂, 2014 

●食事療法、運動療法、生活習慣改善に向けて患者教育 
●強化インスリン療法 

治療 

治療の開始 (初診) 

血糖コントロール目標 
の不達成 

血糖コントロール目標 
の達成  

 

 

●食事療法、運動療法、生活習慣改善に向けて患者教育 
●経口血糖降下薬療法 
●インスリン療法 
●GLP-1受容体作動薬療法 

治療 

●食事療法、運動療法、生活習慣改善に向けて患者教育 
●経口血糖降下薬の増量または併用療法 
●インスリンへの変更または経口血糖降下薬とインスリンとの併用療法 
●GLP-1受容体作動薬への変更または経口血糖降下薬やインスリンとGLP-1受容体 
  作動薬との併用療法 

治療 

血糖コントロール目標 
の不達成 

血糖コントロール目標 
の達成 

●食事療法、運動療法、生活習慣改善に向けて患者教育 
治療 

血糖コントロール目標 
の不達成 

血糖コントロール目標 
の達成 

図表53

血糖コントロール目標 

日本糖尿病学会編・著: 糖尿病治療ガイド2014-2015, p25, 文光堂, 2014 

注1）適切な食事療法や運動だけで達成可能な場合、または薬物療法中でも低血糖などの副作用なく達成 
可能な場合の目標とする。 

注2）合併症予防の観点からHbA1cの目標値を7％未満とする。対応する血糖値としては、空腹時血糖値
130mg/dL未満、食後2時間血糖値180mg/dL未満をおおよその目安とする。 

注3）低血糖などの副作用、その他の理由で治療の強化が難しい場合の目標とする。 
注4）いずれも成人に対しての目標値であり、また妊娠例は除くものとする。 

治療目標は年齢、罹病期間、臓器障害、低血糖の危険性、サポート体制などを考慮し
て個別に設定する。 

血糖正常化を 
 目指す際の目標 目 標 治療強化が  

 困難な際の目標 
合併症予防 
のための目標 

6.0未満 HbA1c (%) 7.0未満 8.0未満 

コントロール目標値注4） 
注1） 注2） 注3） 

図表54

脂質管理目標値 (mg/dL) 
冠動脈疾患

糖尿病に合併した高血圧および脂質異常症の治療 

日本糖尿病学会編・著: 糖尿病治療ガイド2014-2015, p67-68, 文光堂, 2014 

3剤併用：ARBあるいはACE阻害薬、Ca拮抗薬、利尿薬 

降圧目標：130/80mmHg未満* 

効果不十分 

効果不十分 

第一選択薬：ARB、ACE阻害薬 

生活習慣の修正・血糖管理と同時に降圧治療を開始する 
1) 血圧140/90mmHg以上:降圧薬を開始する 
2) 血圧130～139/80～89mmHg:生活習慣の修正で降圧が見込

める場合は、生活習慣の修正による降圧を3ヵ月を超えない範囲で試
み、血圧130/80mmHg以上なら、臨床的には高血圧と判断し降
圧薬を開始する 

治療開始血圧 130/80mmHg以上 

用量を増加 Ca拮抗薬、利尿薬を併用 

*ただし、動脈硬化性冠動脈疾患、末梢動脈疾患合併症例、高齢者においては、
降圧に伴う臓器灌流低下に対する十分な配慮が必要である。 

冠動脈疾患
脂質管理目標値 (mg/dL) 

 
 

LDL-C HDL-C TG non- 
HDL-C 

なし <120 
≧40 ＜150 

<150 

あり <100 <130 

糖尿病患者の脂質管理目標値 

LDL-C：LDLコレステロール 
HDL-C：HDLコレステロール 
TG：中性脂肪 (早朝空腹時の採血による) 
non-HDL-C：non-HDLコレステロール 

LDL-C値はTG値が400mg/dL未満の場合、下記のFriedewaldの式で 
計算するのが望ましい。 
  LDL-C=TC－HDL-C－TG/5(TC：総コレステロール) 
TG値が400mg/dL以上、および食後採血の場合は、non-HDL-C 
(TC－HDL-C)を参考とする。 

日本動脈硬化学会編：動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012年版, 42頁, 2012より引用 

糖尿病に合併する高血圧の治療 

日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編：高血圧治療ガイドライン
2014, 78頁：図7-1, 2014より引用 

図表52
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能な場合は6％未満を目標とする。低血糖な
どの副作用、その他の理由で治療の強化が難
しい場合は8％未満を目標とする。いずれも
成人に対しての目標値であり、また妊娠例は
除くものとする。
（図表55）インスリン治療を受けている2
型糖尿病患者を対象とした熊本スタディーで
もHbA1cを7％未満に保てば、網膜症、腎
症、神経障害の発症、進展が抑制されること
が示されている。
（図表56）海外で行われた研究では、血糖
強化療法による心血管イベントの有意な抑制
はみられなかった。強化群で低血糖が頻回に
起きており、低血糖による血管攣縮、血圧上
昇、血小板凝集能の亢進などの関与が考えら
れている。HbA1c高値群で低血糖がより多
くみられていた。HbA1c低値群ではイベン
ト抑制効果がみられていた。血糖強化療法で
も低血糖を起こさない方法で、血圧や脂質の
包括的管理を行うことにより、心血管イベン
トを抑制できると考えられており、現在日本
でも大規模臨床研究が実施されている
（J-Doit3）。
（図表57）日本糖尿病学会による內服薬の
分類を示す。本邦ではどの薬から始めても可
とされている。どの薬から開始するかは、患
者の病態と生活環境、生活習慣を考慮して決
定する。欧米では薬価が安価なメトホルミン
が第一選択薬となっている。以下に主要薬物
の特徴を示す。
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病態に合わせた経口血糖降下薬の選択 

日本糖尿病学会編・著: 糖尿病治療ガイド2014-2015, p29, 文光堂, 2014 
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インスリン 
分泌能低下 

図表57

血糖コントロールによる糖尿病性合併症の 
発症・進展阻止効果 (2型糖尿病患者) 
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七里元亮 ほか: Diabetes Journal, 1996, 24 (1), 9 
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SU薬
血糖降下作用が強いが、膵臓のSU受容体に持続
的に結合し、強制的にインスリンを分泌させるの
で、膵の疲弊を招きやすく、低血糖も起こしやすい。
使うとしても最少量に留めたい。オイグルコン、ア
マリール、グリミクロンHAが主として用いられて
いる。オイグルコンは血糖降下作用が特に強いが、
心筋細胞にも作用し、心筋梗塞を起こした際の心筋
を守る働きを阻害したり、顕著な低血糖を起こしや
すい。SU薬の中では、心筋細胞に作用しないグリ
ミクロンHAを第一選択薬と考えていい。アマリー
ル1mgがグリミクロンHA30mgに相当。アマリー
ル1mgからの切り替えは、グリミクロンHA20mg
で開始し漸増する、効果不十分であればアマリール
を選択する。
グリニド薬
SU受容体に短時間しか結合しないため、食直前
に服用すると、食後の血糖値の上昇を抑制する。血
糖降下作用は弱く、低血糖を起こしにくい。インス
リン分泌促進薬であるが、食後初期の追加インスリ
ン分泌が低下している症例に投与すると血糖の上昇
が抑えられるため総インスリン量はむしろ減る。空
腹時血糖値が高くない、食後高血糖、特に初期イン
スリン追加分泌の低下している患者に有効。スター
シス（ファスティック）、グルファスト、シュアポス
トがある。前二者は腎機能障害のある場合は慎重投
与であるが、シュアポストは使用できる。速やかに
血糖値を下げるので食直前に投与する。SU薬と同
じ部位に作用するので、併用はしない。
チアゾリジン誘導体
ピオグリタゾン（アクトス）のみが発売されてい
る。白色脂肪細胞の核内受容体（PPARγ）に結合
し、肥大した脂肪細胞を減らし分化した小型脂肪細
胞を増加させ、TNF-α、FFAなどのインスリン抵
抗性惹起物質を減らし、アディポネクチンを増やす
ことでインスリン抵抗性を改善する。肝臓や骨格筋
の細胞内脂肪蓄積を減らす。肥満例に有効である
が、非肥満でも効果があるケースも少なくない。食
事療法が守れないと顕著に体重が増えるので、節制
できる患者のみに使用したい。対象を選べば現在で
も有用かつ必要な薬物である。1日1回の服用でいい
のは長所。少量でも効果がある。女性ではむくみが
出やすい。むくみやすい人、心不全、骨折既往のあ
る女性、喫煙者には投与しない方がいい。膀胱がん
の患者は禁忌。女性では15mg半錠でも効果がある
ケースが少なくない。効果判定は数カ月後以降に行
う。効果があって浮腫む時は、1/4錠に減量ないし
ラシックス（10mg）を追加する。45mgまで使用
可能であるが、副作用回避のため、少量投与を基本
としたい。浮腫は女性、インスリン併用時、糖尿病
合併症発症例、45mgに増量時に多くみられる。膀
胱がんのリスク（フランスの調査で、男性において
1万人に1人程度発症が増えた）について事前に患者
に話しておくことが義務づけられているが、米国
FAD調査の最終報告では有意差がなかったと報道
されており、今後変更される可能性もある。
DPP4阻害薬
食物が消化管を通過する時に分泌され、インスリ
ン分泌を増幅させる効果を有するホルモンをインク
レチンといい、GLP-1とGIPの2種がある。生体内

α-GI
炭水化物（糖質）は唾液、膵液中のアミラーゼに
より、オリゴ糖を経て二糖類へ分解され、小腸上部
でα-グルコシダ-ゼの作用でさらに単糖類に分解
され吸収される。α-GIはα-グルコシダ-ゼを阻
害することにより、食後血糖の上昇を穏やかにす
る。糖質は単糖類まで分解されて、はじめて小腸か
ら吸収される。通常、小腸上部で吸収される糖質の
吸収が遅れ小腸全域に拡がる。未吸収の糖質が大腸
に流入すると腸内細菌により発酵し、ガスになる。
α-GIは鼓腸、腹満、放屁、便秘、下痢などの消化
器症状を生じやすい。グルコバイ、ベイスン、セイ
ブルの3剤が発売されている。投与されたセイブル
の半分は小腸上部で吸収を受ける。セイブルは1時
間値の上昇を特に抑える。乳糖を分解するラクター
ゼも阻害するため、高濃度の乳糖による浸透圧上昇
による下痢の頻度が高いが、通常3週間位で軽減す
る。グルコバイはα-アミラーゼ阻害作用があり、
大腸に流入する未消化糖が多くなるので放屁が多
い。ベイスンは副作用が出にくい容量設定がされて
いるため、他の2剤に比し、腹満、鼓腸などの消化
器症状が少ない。ベイスン、セイブルの副作用は通
常1週間以内、グルコバイは数週以内に軽減ないし
消失する。グルコバイは、投与開始後半年間は毎月、
その後も定期的に肝機能検査を行う。ベイスンも肝
機能障害の報告があり、投与開始半年間は特に注意
して用いる。セイブルは腎排泄のため、クレアチニ
ン値2.0mg以上の症例には投与しない。薬効は、セ
イブル（75）>グルコバイ（100）>ベイスン（0.3）
である。同じ食後高血糖改善薬でもα―GIはグリ
ニドに比し心血管抑制のエビデンスがある。単剤使
用にて低血糖は起こりにくい。投与初期は夕食直前
のみ投与でも可。
メトホルミン
肝臓における糖新生抑制、腸管からのブドウ糖吸
収抑制、末梢組織のブドウ糖取り込みの増加により
血糖値を下げる。インスリン抵抗性のある症例（特
に高インスリン血症）に適応。肥満例でも非肥満例
でも効果がある。安価で、低血糖を起こしにくく、
体重が増えにくい、がん予防効果の報告もある、
GLP-1分泌を増やすなどメリットが多く、欧米では
第一選択薬となっている。グルカゴンは増加させ
る。重篤な副作用として乳酸アシドーシスがある
が、頻度は3万人に1人程度で適応を守れば通常起き
ない。高齢者、腎機能低下例では乳酸アシドーシス
が起こりやすく慎重投与。原則75歳までとし、クレ
アチニン値男性1.3mg/dl以上、女性1.2mg/dl以
上を限度とする。痩せた女性などクレアチニン値で
は腎機能を正しく評価できないのでシスタチンC
を測定し1.5mg/l（Ccr40ml/分に相当）以上は慎
重投与とし、新規の投薬はせず、500mg/日以下に
減量する。2mg/l（Ccr30ml/分に相当）以上では
投与を避ける。下痢し易いので、漸増する。2錠か
ら開始し、効果が不十分であれば6錠まで増量する。
高齢者でなければ最大9錠まで増量できるが、量に
比例し下痢の頻度が増えるので、最大量まで使える
人は少ない。メトグルコは9錠まで、それ以外は6錠
までの投与となっている。メトグルコ以外は高齢者
には禁忌となっている（メトグルコでは慎重投与）。



1319．「糖尿病」

全身性皮疹などの重篤な副作用が増加していること
から8月29日に改訂版のRecommendation　が出
されている。
1.インスリンやSU薬等インスリン分泌促進薬と
併用する場合には、低血糖に十分留意して、それら
の用量を減じる（グリメピリド2mg/日を超えて使
用している患者は2mg/日以下に減じる。グリベン
クラミド1.25mg/日を超えて使用している患者は
1.25mg/日以下に減じる。グリクラジド40mg/日
を超えて使用している患者は40mg/日以下に減じ
る。）。インスリンとの併用は、治験で安全性が検討
されていないことから特に注意が必要である。患者
にも低血糖に関する教育を十分行うこと。インスリ
ン、SU薬又は速効型インスリン分泌促進薬を投与
中の患者へのSGLT2阻害薬の追加は重症低血糖を
起こすおそれがあり、予めインスリン、SU薬又は
速効型インスリン分泌促進剤の減量を検討すること
が必要である。
2.高齢者への投与は、慎重に適応を考えたうえで
開始する。発売から3ヵ月間に65歳以上の患者に投
与する場合には、全例登録すること。
3.脱水防止について患者への説明も含めて十分
に対策を講じること。利尿薬との併用は推奨されな
い。
4.発熱・下痢・嘔吐などがあるときないしは食思
不振で食事が十分摂れないような場合（シックデ
イ）には必ず休薬する。
5.本剤投与後、薬疹を疑わせる紅斑などの皮膚症
状が認められた場合には速やかに投与を中止し、皮
膚科にコンサルテーションすること。また、必ず副
作用報告を行うこと。　
6.尿路感染・性器感染については、適宜問診・検
査を行って、発見に努めること。問診では質問紙の
活用も推奨される。発見時には、泌尿器科、婦人科
にコンサルテーションすること。
7.原則として、本剤は当面、他に2剤程度までの
併用が推奨される。

（図表58）超速効型インスリンまたは超速
効型を含む混合型インスリンでは、注射は食
直前に行う。
混合型製剤には、速効型と中間型の混合製
剤と、超速効型と中間型の混合製剤とがあ
る。インスリン注射は低血糖を避けるため、
体重×0.2単位/日から開始し漸増する。通
常、基礎分泌：追加分泌は4～5：5～6にな
る。追加分泌は朝の必要量が多く、昼が少な
い。朝：昼：夜が8：4：6位になるケースが
多い。昼、夕食前に低血糖が起こりやすい。

ではDPP4により分解され、数分で効果を失うが、
DPP4阻害薬により効果が持続する。インクレチン
は膵β細胞膜上のG蛋白受容体に作用し、細胞内の
cAMP濃度を上昇させインスリン分泌を増幅する。
また、膵α細胞に作用しグルカゴンの分泌を抑制す
る。血糖値が低い時はインスリン分泌が起こらない
ため、この増幅経路の効果（ターボ効果と考えると
理解しやすい。エンジンが回っていないと効果がで
ない）はでないので、低血糖は起こりにくい。
GLP-1には食欲抑制、消化管運動抑制効果があり
体重減少効果があるが、GIPは脂肪増加作用があ
り、肥満傾向があると考えられている。GLP-1受容
体作動薬の注射は体重が減るが、DPP4阻害薬の場
合は両者が相殺されるため体重減少効果は少ない。
GLP-1には心、腎、血管内皮などの保護作用などの
膵外作用が知られている。
SU薬との併用では初期に低血糖を起こすことが
ある。SU薬の十分な減量を行い併用する。併用効
果は強い。α-GIとの併用は高濃度の糖質が小腸の
L型レセプターに到達するためGLP-1の分泌を促
し効果的。 メトホルミンもGLP-1分泌を促し、
DPP4阻害薬併用により、グルカゴンを増やすデメ
リットが相殺され効果的。肥満ではDPP4が増加す
るためDPP4阻害薬の効果が減弱するが、アクトス
併用でDPP4が減り効果的。高血糖状態では効果が
出にくく、HbA1cが10％以上では、SU薬との併用
が必要になるケースが多い。ジャヌビア、グラク
ティブは腎機能低下例には、減量が必要。トラゼン
タは肝、腎機能障害があっても使用可で、透析中の
患者にも使用できる。
SGLT2阻害剤
通常、腎臓の糸球体で濾過された原尿中のグル
コースはそのほとんどがSGLT2によって血液中に
再吸収される。SGLT2の働きを阻害する事でグル
コースの血液中への再吸収を抑え、尿中にグルコー
スを排泄し、血糖値を下げる。1日70gくらい糖を
排泄するので体重減少効果がある。尿路・性器感染
症に加え、重症低血糖、ケトアシドーシス、脳梗塞、

インスリン注射の例注1,2） 

日本糖尿病学会編・著: 糖尿病治療ガイド2014-2015, p62, 文光堂, 2014 

注1）超速効型インスリンまたは超速効型を含む混合型インスリンでは、注射は食直前に行う。 
注2）混合型製剤には、速効型と中間型の混合製剤と、超速効型と中間型の混合製剤とがある。 
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1. 速効型または超速効型インスリンを毎食前3回、就寝前に中間型または持効型溶解インスリンを注射(強化インスリン療法の1例) 

2. 速効型または超速効型インスリンを毎食前３回注射 

3. 混合型インスリンを1日2回注射 

4. 混合型インスリンを1日2回注射、昼食前に速効型または超速効型インスリンを追加 

速効型 

超速効型 
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図表58
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患者が食品交換表を用いているケースが少
なくないので、医師も基本的概念は知ってお
く必要がある。糖尿病の食事療法は一言で言
えば、ビタミン、ミネラル、鉄、蛋白質、カ
ルシウム等を不足させずに、摂取カロリーを
減らすということになる。最も優れた減量メ
ニューが糖尿病食ということになる。食事療
法の基本は、①牛乳は1日180ml飲む。②野
菜は毎食100g以上、1日300g以上。緑黄色
野菜：淡色野菜は1：2。③果物を摂りすぎな
い。適量は1日にリンゴ半分程度。④炭水化
物（主食）は、体重が標準体重に落ちるまで、
減らしていくが、最低毎食ご飯軽く1膳ない
しパン1枚は取る必要がある。脂肪を燃やす
には、炭水化物が必要。また、脳細胞は、炭
水化物しか利用できない。食品交換表では、
80kcalが1単位になっている。 卵1個が80　
kcal、80は、蛋白質、炭水化物のエネルギー
である4で割り切れる。81（約80）は脂質の
エネルギーである9で割り切れる。ご飯1膳が
2単位、パン1切れ2単位と主食の計算がしや
すい。以上のような理由で1単位を80kcalに
すると都合がよい。
それでは、「食品交換表」（左下）の使い方
につき述べる。交換表は、表1から表6まで分
かれている。表1は主食（ご飯、パン、うど
ん等）であるが、炭水化物の含有量が多いイ
モはこの中に含まれる。50gのご飯と、30g
のパンが、おのおの1単位。表2は果物で、こ
れは体重によらず1単位摂取する。リンゴな
ら半個、ミカンなら2個、バナナ、モモ、ブ
ドウなら中1個程度になる。表3は、おかず
（蛋白質の多い食品）魚、牛肉、豚肉はもちろ
ん、蛋白質の多い大豆（納豆、豆腐）もここ
に含まれ、乳製品でもチーズはここに入る。
表4は牛乳、ヨーグルトで、牛乳180mlが
1.5単位。表5は脂肪の多い食品で、油脂と多
脂性食品が含まれる。多脂性食品とは、脂質
が35％以上の食品で、ベーコン、ピーナッ
ツ、ポテトチップ、アボカド、ばら肉、揚げ
煎餅、種実、バターなどが含まれる。表6は
ビタミン、ミネラルを多く含む野菜、海草、
きのこ類のグループ。300gが1単位。毎食

（図表59）
「糖尿病の食事療法」
●初診時の食事指導のポイント
①腹八分目とする
②食品の種類はできるだけ多くする
③脂肪は控えめに
④食物繊維を多く含む食品（野菜、海
藻、きのこなど）を取る

⑤朝食、昼食、夕食を規則正しく
⑥ゆっくりよくかんで食べる
⑦バランスのとれた食品構成

指示エネルギーの50～60％を炭水化物、
蛋白質を1.0～1.2g/標準体重（1日約50～
80g）として残りを脂質とするが、25%以下
とすることが望ましい。
●食品交換表を用いた食事療法の実際
糖尿病食事療法のための食品交換表を用い
ると、一定のエネルギー量を守りながら栄養
素を過不足なく取れる。

食品交換表（単位配分）

食事療法 

日本糖尿病学会編・著: 糖尿病治療ガイド2014-2015, p４５ 文光堂, 2014 

初診時の食事指導のポイント 
これまでの食習慣を聞きだし、明らかな問題点がある場合はまずそ
の是正から進める。 
1.腹八分目とする。 
2.食品の種類はできるだけ多くする。 
3.脂肪は控えめに。 
4.食物繊維を多く含む食品(野菜、海藻、きのこなど)をとる。 
5.朝食、昼食、夕食を規則正しく。 
6.ゆっくりよくかんで食べる。 

身体活動量の目安 
軽労作(デスクワークが多い職業など)：25～30kcal/kg標準体重 
普通の労作(立ち仕事が多い職業など) ：30～35kcal/kg標準体重 
重い労作(力仕事が多い職業など)：35kcal/kg標準体重〜 
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（図表60）糖尿病の運動療法
糖尿病の場合、ウォーキング等の有酸素運
動を施行することにより、心肺機能の向上、
血圧降下、ストレス発散、睡眠の質を高める
等の効果以外に、①エネルギー消費の増大、
②インスリンの働きを高める効果、③インス
リンによらない急性血糖降下作用の3つの大
きな効果により、血糖値の改善が期待でき
る。②は運動により収縮した運動筋のインス
リン受容体の感受性が高まることによるも
の、③は運動筋に血液中のブドウ糖が急速に
取り込まれることによるが、インスリンを必
要としないことから、運動のインスリン様作
用と呼ばれている。筋肉の収縮やインスリン
の刺激により、筋肉の細胞の表面に糖輸送担
体（GLUT4）が移動することにより、筋肉
内への糖の取り込みが高まる。インスリン感
受性亢進による糖の取り込みの促進効果は、
30～60分の歩行により数日間持続する。消
費されたグリコーゲンの量が多いほど持続時
間が長くなる。また、継続的にウォーキング
を続けるとGLUT4そのものが増加し、血糖
降下作用が高まることが分かっている。これ
は運動の積み重ね効果と呼ばれている。中性
脂肪の代謝に重要な役割を演じているリポ蛋
白リパーゼも、インスリンの作用を必要とし
ている。運動によりインスリン感受性がよく
なると中性脂肪が減り、HDLコレステロー
ルが増える。糖尿病患者では脂質の異常を伴
うことが多いが、LDLコレステロールそのも
のよりも、粒子の小さいLDL（small	dense	
LDL）が増えることが特徴で、心筋梗塞の大
きなリスク要因となっている。運動により、
血糖降下のみでなく、この脂質異常を改善で
きる意義は大きい。以上より、糖尿病におけ
るウォーキング効果を高めるためには、1回
30～60分程度、最低でも週2～3回を継続す
ることが重要である。
筋肉が1kg増えると、30～60kcal程度基
礎代謝が増えると考えられている。ウォーキ
ングだけでもエネルギー消費、筋力増強も期
待できるが、筋肉運動は4日に1回でも効果が
あるので、スクワットなどの運動も取り入れ

100g以上、1日300g以上摂取する。 アル
コールは、食事療法のみで、良好なコント
ロールが得られていない限り原則として禁止
となる。
1,200キロカロリーの基本食を示す。表1
の主食は7単位である。これは1日のうち2食
はご飯1膳、1食は1膳半に相当する。表2は1
単位でリンゴ半個に相当する。3時の間食と
して、食べても良い。表3はおかずで、2.5単
位摂取する。朝食1単位ということになる。
朝卵を1個取ると、1単位になる。魚などは、
一切れ1単位のものが多い。脂の多い肉や魚
の分量は少なくなる。表4は牛乳で1日1本飲
んで1.5単位になる。3時の間食としてとる
こともできる。表5は脂肪で、1日1単位まで。
表6は1日300g以上摂取する。調味料は1日
0.8単位までとなる。
個々の場合について、考えてみる。まず患
者が何カロリーを摂取したらよいかを計算す
る。80で割り切れる数が良い。
1,840kcalまでは、表1と表3が変わる。
1,600kcalなら、表1が10単位なので、朝、
昼食が1膳半、夜が約2膳ということになる。
1,840kcal以上では表5の脂質が1.5単位に
増える。ご飯各2膳、おかず5単位となる。
2,000kcal以上では表4が2.5単位になる。

①糖尿病のコントロール状態が極めて悪い 
（空腹時血糖値250mg/dl以上または、尿中ケトン   
 体中等度以上陽性） 
②増殖性網膜症、増殖前網膜症による新鮮な眼底出血 
 がある。 
③腎不全の状態（血清クレアチニン値  
         男性2.5mg/dl  以上、女性2.0mg/dl以上） 
④急性感染症  
⑤糖尿病性壊疽  
⑥高度の糖尿病自律神経障害  
⑦１型糖尿病でケトーシスがある場合  
⑧高度の心肺機能障害 

 

 

運動療法を禁止するケース 
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（図表61）専門的治療を要する場合は専門
医との、網膜症など慢性合併症の治療は他科
との連携が必要になる。ケアマネジャーなど
の介護支援者の協力が必要になる時もあり、
日頃から連携のネットワークを構築しておく
ことが重要である。

おわりに

2012年に実施された国民健康・栄養調査
では、糖尿病が強く疑われる者と糖尿病が否
定できない者の合計数が2007年に比し160
万人減少し、先進国ではじめて減少に転じ
た。糖尿病患者の平均HbA1cも2005年以降
低下し、2012年には7.06％まで改善した
が、いまだ平均で7.0%未満を達成できてい
ない現実がある。境界型でさえ心血管疾患、
認知症、がんなどのリスクが高まることか
ら、 糖尿病患者においては、 さらなる
HbA1cの管理が必要と考えられる。
一方、血糖値を下げることだけを目標とし
た治療は重症低血糖を招きやすく、必ずしも
寿命の延伸に寄与しない。高齢社会を迎え、
かかりつけ医は患者の状況を考慮した、より
包括的なテーラーメード治療を実践すること
が求められている。糖尿病の治療を成功に導
くためには、コメディカルを含めたチーム医
療を実践する必要がある。また合併症を進展
させないためには、専門医や他科との連携を
密にすることが重要である。

るとより一層効果的である。
糖尿病の治療で、以下の場合は運動療法を
禁止あるいは制限する。
①糖尿病のコントロール状態が極めて悪い
（空腹時血糖値250mg/dl以上または、
尿中ケトン体中等度以上陽性）
②増殖性網膜症、増殖前網膜症による新鮮
な眼底出血がある
③腎不全の状態（血清クレアチニン値が男
性2.5mg/dl以上女性2.0mg/dl以上）
④急性感染症
⑤糖尿病性壊疽
⑥高度の糖尿病自律神経障害
⑦1型糖尿病でケトーシスがある場合
⑧高度の心肺機能障害
補足すると、①の場合は運動により交感神
経が活性化され、血糖値が上昇しやすくな
る。②は糖尿病網膜症では血圧変動や低血糖
が悪化因子になるため、病気に応じた制限が
加わる。重いものを持つなど血圧を上げる運
動は避ける。⑥は、自律神経障害により、起
立性低血圧、運動による血圧上昇、脈拍の異
常、発汗異常など起こりやすくなるためであ
る。
又、以下の場合は運動を制限する。①高血
圧のコントロールができていない場合、②骨
関節疾患がある、③高齢者、肥満者では強度
の運動は避ける。
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糖尿病の医療連携 

・眼科（糖尿病網膜症）
・腎臓内科（糖尿病腎症）
・泌尿器科（ED、過活動性膀胱）
・神経内科、皮膚科、外科（フットケア）
・循環器科（心不全、虚血性心疾患）
・整形外科（手根管症候群）
・精神科（うつ、睡眠障害）
・歯科（歯周病）
・脳神経内科（脳卒中、神経障害など）
・感染症（肺炎など）

（日本糖尿病学会専門医、日本糖尿病協会療
養指導医、糖尿病看護認定看護士、日本糖尿
病療養指導士）

・血糖コントロール
・栄養指導
・インスリン導入
・合併症検査・治療
・治療指針のアドバイス
・教育入院
・１型糖尿病の疑い
・妊娠糖尿病

糖尿病ケトアシドーシス、高浸透圧高血糖症候群、重症低血糖など

かかりつけ医

急性増悪時治療

専門治療 慢性合併症治療

□□病院 など

◇◇病院
□□眼科 など○○病院

専門クリニック など

東京都福祉保健局ＨＰ 東京都糖尿病医療連携ツール
日本糖尿病学会編 糖尿病治療ガイド2012-2013 より作図
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