
で低下することが示されている（図6）。ア
ルブミン尿は糸球体障害を、L-FABPは
尿細管障害を反映するマーカーであること
から、この二つを組み合わせることでより
早期に精度よく予後予測が可能になると
考えられる。
　まとめとして、現在保険収載されている
糖尿病性腎症のマーカーを示す（表1）。

この中ではアルブミンがゴールドスタンダード
でエビデンスも豊富だ。L-FABPはまだ
エビデンスの蓄積が必要な段階であるも
のの既に保険収載されており、3か月に1
回測定可能で、他の項目と同時算定も
可能とされている。検体としての安定性
が高く、鋭敏さも優れており、今後有望な
診断マーカーと言えるだろう。 

QOLと生命予後の改善に向け、
腎症治療に残された課題は大きい

　糖尿病に伴う合併症は大血管障害と
細小血管障害に大別される。大血管障
害は必ずしも高血糖がなくても起こり得る
疾患だが、細小血管障害は高血糖がな
ければほとんど起こらない。糖尿病特有
の合併症と言う場合は後者を指し、糖尿
病性腎症もこれに該当する。
　糖尿病の治療目的は血糖値を下げる
ことではなく、患者のQOLと寿命を確保
することだが、この達成の成否は、QOL
を規定する細小血管障害と生命予後を
規定する大血管障害の双方をいかに予
防するかにかかっている。現在、透析療
法導入の原因疾患の第1位が糖尿病性
腎症である。ここ数年は増加に歯止めが
かかっているものの、年間約1万6,000
人、割合にして43～44%を占めている。
QOLと生命予後の双方において、糖尿
病性腎症治療に課せられている課題は
なお大きい。

早期診断に必要なアルブミン尿測定
が、意外に実施されていない

　糖尿病性腎症とは、古典的には高血
糖により糸球体硬化症を来す疾患とさ
れ、病理所見では糸球体の肥大とメサン
ギウム基質の増加といったびまん性病変
が特徴である。これが進行することにより
結節性病変や滲出性病変による腎機能
が低下する疾患が、狭義での糖尿病性

腎症と言える。
　この変化が臨床的にどのように現れる
のかを表現したのが図1である。GFRは
しばらく正常なまま推移するが、比較的
早い時期から尿中にアルブミンが漏れ出
してきて、それをもって糖尿性腎症の発
症を診断する。つまり、アルブミン尿が先
行し、後から腎機能が低下してくるという
のが典型的な経過とされる。
　尿中に微量なアルブミンが認められる
時期を早期腎症といい、その診断には当
然ながらアルブミン尿の測定が欠かせな
い。ところが、定期的にアルブミン尿を測
定されている糖尿病患者は意外に少な
いと言われている。以前は測定に蓄尿が
必須であったことなどがその理由と考えら
れるが、現在は随時尿を用いクレアチニ
ンで補正した値で診断できるよう簡略化さ
れている。腎症の早期発見のため、より
積極的なアルブミン尿測定が望まれる。
当院糖尿病外来のデータやJDDM研究
から、日本人糖尿病患者の約3人に1人
がアルブミン尿陽性であり、そのうちの
6割ほどが早期腎症に該当すると推測
される。

正常アルブミン尿でありながら
腎機能が低下する例も少なくない

　前述のように糖尿病性腎症は、アル
ブミン尿が陽性になった後から腎機能
が低下するものと想定されていたが、実
際のところ腎機能評価に必要なクレア

チニンやイヌリンのクリアランスは測定の
繁雑さのためあまり行われておらず、実
態は詳らかでなかった。その後、血清クレ
アチニン値から腎機能を推算するeGFR
が普及したわけだが、それによって明ら
かになったことは、すべての糖尿病患者
でアルブミン尿が現れた後に腎機能が低
下するわけではないということだ。アルブ
ミン尿が陰性にもかかわらずeGFRが
60mL/分/1.73m2未満の患者が当科での
検討では12.9%、JDDM研究では11.4%
存在すると報告されている。
　このような症例をどのように扱うべきか
の検討が続けられ、一昨年に改訂された
日本糖尿病学会と日本腎臓学会の合同
委員会による糖尿病性腎症の病期分類
では、eGFRが30mL/分/1.73m2未満の
場合にはアルブミンの有無を問わず腎不
全期とするとされた。

腎不全と心血管疾患を防ぐため、
腎症の早期診断が欠かせない

　ここで糖尿病性腎症を早期診断するこ
との重要性を改めて指摘したい。早期診
断が重要な一つ目の理由はもちろん腎不
全のリスクが高い患者を知ることだが、二
つ目の理由は、アルブミン尿陽性の患者
は心血管死のリスクが高いということだ。
図2に示されるようにGFRが30mL/分
/1.73m2を切ると心血管イベントの頻度が
高くなるが、GFRが正常から中等度の低
下であっても尿アルブミンレベルが高けれ

ば心血管死ハイリスク状態にある。これを
「心腎連関」と呼んでいる。
　早期診断が重要な三つ目の理由は、
微量アルブミン尿期に適切に治療すれば
アルブミンが陰性化し寛解に至るからであ
る。報告により差があるが、微量アルブミ
ン尿の3～5割は陰性化が可能とみられ
る。さらに、アルブミン尿が寛解に至ると
腎不全への進展リスクが低下するばかり
でなく、心血管イベントのリスクも低下する
ことが明らかになっている（図3）。

低血糖や食後高血糖を極力減らしつ
つ、良好なHbA1cをめざす

　次に治療について話を進める。糖尿病
性腎症の治療は血糖管理、血圧管理、
そしてレニン-アンジオテンシン系の抑制が
3本柱であり、これに脂質管理や食事療
法、尿酸の管理など包括的な治療が必
要とされてくる。冒頭に述べたように糖尿
病性腎症は高血糖特有の細小血管合
併症であることから、血糖管理の強化に
よりその発症・進展が抑制される。実際
にそのことを示した大規模臨床研究は、
UKPDS、ACCORD、ADVANCEなど
枚挙に暇がない。
　一方で厳格な血糖管理により重症低
血糖の増加と、それによるものと考えられ
る心血管イベントや死亡のリスクが上昇す
ることが近年明らかになった。そこで現在
は、すべての患者に一律の血糖管理目

標を掲げるのではなく、年齢や罹病期間、
臓器障害、低血糖リスク等を考慮し個別
に設定することが推奨される。
　では、低血糖リスクの高い患者とはど
のような患者だろうか。ADVANCEから
は、高齢、罹病期間が長い、認知機能
低下などとともに、クレアチニンが高いこ
と、つまり腎機能が低下していることが低
血糖リスクとして報告されている。腎機能
低下によりインスリンの分解が遅延するこ
とや腎における糖新生が低下することが
その理由と考えられ、腎機能が低下して
きた場合、それまでどおりの治療を漫然と
継続していると低血糖を起こしやすくなっ
てくる。また、腎性貧血を来してESA製
剤を用いた場合、HbA1cが見かけ上低
値になることにも注意が必要だ。
　この他にCGMを用いた検討からは、
HbA1cが同等であっても血糖変動幅が
大きいほど心血管イベントが好発すること
が示されている。以上をまとめると、低血
糖回避とともに食後高血糖是正も念頭に
置きながら良好なHbA1cを目指すことが、
現在の糖尿病治療と言える。

L-FABPは、組織障害の結果ではな
く、障害が起きる過程を把握可能

　さて、尿中L-FABPに話を進める。
FABP（Fatty Acid Binding protain）は
脂肪酸結合蛋白の総称であり、その肝
臓タイプがL-FABPで、これは肝臓と腎

臓の尿細管に特異的に発現している。血
中においては肝障害でも高値を示すが尿
中では尿細管障害が存在するときのみ高
値を示す。
　ところで従来、尿検査で用いられてき
たアルブミンやⅣ型コラーゲン、NAGなど
の指標はすべて、糸球体または尿細管
が障害された結果として尿中に漏れ出て
てくる物質を定量するものだ。しかし尿中
L-FABPは、腎の虚血や酸化ストレスに
よって増加し、過酸化脂質と強く結合し
てそれを細胞外へ排出することで細胞を
保護するように働くと推測されている。つ
まり、尿細管障害が進行した結果ではな
く、障害が正に進行しつつある過程で検
出されると考えられる。
　前述のように糖尿病性腎症は、古典
的には糸球体硬化症とされているのだ
が、実際には尿細管間質の障害も非常
に強いことが知られている。事実、糖尿
病性腎症の病期別に尿中L-FABPの
値をみると、病期の進行と相関して高値
になり、しかもアルブミン尿が陰性の段階
から上昇していることがわかる（図4）。

L-FABPは糖尿病性腎症の
進展予測にも使用可能

　このようにL-FABPはアルブミン尿より
も早期に糖尿病性腎症を把握できる可能
性がある。では、L-FABPを腎症の予後
予測に用いられないだろうか。図5はアル

ブミン尿陰性の1型糖尿病患者を
L-FABPの値で四分位に郡分けし追跡
したものだが、L-FABPが最も高い群は
最も低い群に比較し有意にアルブミン尿
が陽性化しやすいことが示されている。
　またアルブミン尿とL-FABPの両方を
測定した検討結果からは、双方ともに異
常値の場合、eGFRが極めて速い速度
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で低下することが示されている（図6）。ア
ルブミン尿は糸球体障害を、L-FABPは
尿細管障害を反映するマーカーであること
から、この二つを組み合わせることでより
早期に精度よく予後予測が可能になると
考えられる。
　まとめとして、現在保険収載されている
糖尿病性腎症のマーカーを示す（表1）。

この中ではアルブミンがゴールドスタンダード
でエビデンスも豊富だ。L-FABPはまだ
エビデンスの蓄積が必要な段階であるも
のの既に保険収載されており、3か月に1
回測定可能で、他の項目と同時算定も
可能とされている。検体としての安定性
が高く、鋭敏さも優れており、今後有望な
診断マーカーと言えるだろう。 

QOLと生命予後の改善に向け、
腎症治療に残された課題は大きい

　糖尿病に伴う合併症は大血管障害と
細小血管障害に大別される。大血管障
害は必ずしも高血糖がなくても起こり得る
疾患だが、細小血管障害は高血糖がな
ければほとんど起こらない。糖尿病特有
の合併症と言う場合は後者を指し、糖尿
病性腎症もこれに該当する。
　糖尿病の治療目的は血糖値を下げる
ことではなく、患者のQOLと寿命を確保
することだが、この達成の成否は、QOL
を規定する細小血管障害と生命予後を
規定する大血管障害の双方をいかに予
防するかにかかっている。現在、透析療
法導入の原因疾患の第1位が糖尿病性
腎症である。ここ数年は増加に歯止めが
かかっているものの、年間約1万6,000
人、割合にして43～44%を占めている。
QOLと生命予後の双方において、糖尿
病性腎症治療に課せられている課題は
なお大きい。

早期診断に必要なアルブミン尿測定
が、意外に実施されていない

　糖尿病性腎症とは、古典的には高血
糖により糸球体硬化症を来す疾患とさ
れ、病理所見では糸球体の肥大とメサン
ギウム基質の増加といったびまん性病変
が特徴である。これが進行することにより
結節性病変や滲出性病変による腎機能
が低下する疾患が、狭義での糖尿病性

腎症と言える。
　この変化が臨床的にどのように現れる
のかを表現したのが図1である。GFRは
しばらく正常なまま推移するが、比較的
早い時期から尿中にアルブミンが漏れ出
してきて、それをもって糖尿性腎症の発
症を診断する。つまり、アルブミン尿が先
行し、後から腎機能が低下してくるという
のが典型的な経過とされる。
　尿中に微量なアルブミンが認められる
時期を早期腎症といい、その診断には当
然ながらアルブミン尿の測定が欠かせな
い。ところが、定期的にアルブミン尿を測
定されている糖尿病患者は意外に少な
いと言われている。以前は測定に蓄尿が
必須であったことなどがその理由と考えら
れるが、現在は随時尿を用いクレアチニ
ンで補正した値で診断できるよう簡略化さ
れている。腎症の早期発見のため、より
積極的なアルブミン尿測定が望まれる。
当院糖尿病外来のデータやJDDM研究
から、日本人糖尿病患者の約3人に1人
がアルブミン尿陽性であり、そのうちの
6割ほどが早期腎症に該当すると推測
される。

正常アルブミン尿でありながら
腎機能が低下する例も少なくない

　前述のように糖尿病性腎症は、アル
ブミン尿が陽性になった後から腎機能
が低下するものと想定されていたが、実
際のところ腎機能評価に必要なクレア

チニンやイヌリンのクリアランスは測定の
繁雑さのためあまり行われておらず、実
態は詳らかでなかった。その後、血清クレ
アチニン値から腎機能を推算するeGFR
が普及したわけだが、それによって明ら
かになったことは、すべての糖尿病患者
でアルブミン尿が現れた後に腎機能が低
下するわけではないということだ。アルブ
ミン尿が陰性にもかかわらずeGFRが
60mL/分/1.73m2未満の患者が当科での
検討では12.9%、JDDM研究では11.4%
存在すると報告されている。
　このような症例をどのように扱うべきか
の検討が続けられ、一昨年に改訂された
日本糖尿病学会と日本腎臓学会の合同
委員会による糖尿病性腎症の病期分類
では、eGFRが30mL/分/1.73m2未満の
場合にはアルブミンの有無を問わず腎不
全期とするとされた。

腎不全と心血管疾患を防ぐため、
腎症の早期診断が欠かせない

　ここで糖尿病性腎症を早期診断するこ
との重要性を改めて指摘したい。早期診
断が重要な一つ目の理由はもちろん腎不
全のリスクが高い患者を知ることだが、二
つ目の理由は、アルブミン尿陽性の患者
は心血管死のリスクが高いということだ。
図2に示されるようにGFRが30mL/分
/1.73m2を切ると心血管イベントの頻度が
高くなるが、GFRが正常から中等度の低
下であっても尿アルブミンレベルが高けれ

ば心血管死ハイリスク状態にある。これを
「心腎連関」と呼んでいる。
　早期診断が重要な三つ目の理由は、
微量アルブミン尿期に適切に治療すれば
アルブミンが陰性化し寛解に至るからであ
る。報告により差があるが、微量アルブミ
ン尿の3～5割は陰性化が可能とみられ
る。さらに、アルブミン尿が寛解に至ると
腎不全への進展リスクが低下するばかり
でなく、心血管イベントのリスクも低下する
ことが明らかになっている（図3）。

低血糖や食後高血糖を極力減らしつ
つ、良好なHbA1cをめざす

　次に治療について話を進める。糖尿病
性腎症の治療は血糖管理、血圧管理、
そしてレニン-アンジオテンシン系の抑制が
3本柱であり、これに脂質管理や食事療
法、尿酸の管理など包括的な治療が必
要とされてくる。冒頭に述べたように糖尿
病性腎症は高血糖特有の細小血管合
併症であることから、血糖管理の強化に
よりその発症・進展が抑制される。実際
にそのことを示した大規模臨床研究は、
UKPDS、ACCORD、ADVANCEなど
枚挙に暇がない。
　一方で厳格な血糖管理により重症低
血糖の増加と、それによるものと考えられ
る心血管イベントや死亡のリスクが上昇す
ることが近年明らかになった。そこで現在
は、すべての患者に一律の血糖管理目

標を掲げるのではなく、年齢や罹病期間、
臓器障害、低血糖リスク等を考慮し個別
に設定することが推奨される。
　では、低血糖リスクの高い患者とはど
のような患者だろうか。ADVANCEから
は、高齢、罹病期間が長い、認知機能
低下などとともに、クレアチニンが高いこ
と、つまり腎機能が低下していることが低
血糖リスクとして報告されている。腎機能
低下によりインスリンの分解が遅延するこ
とや腎における糖新生が低下することが
その理由と考えられ、腎機能が低下して
きた場合、それまでどおりの治療を漫然と
継続していると低血糖を起こしやすくなっ
てくる。また、腎性貧血を来してESA製
剤を用いた場合、HbA1cが見かけ上低
値になることにも注意が必要だ。
　この他にCGMを用いた検討からは、
HbA1cが同等であっても血糖変動幅が
大きいほど心血管イベントが好発すること
が示されている。以上をまとめると、低血
糖回避とともに食後高血糖是正も念頭に
置きながら良好なHbA1cを目指すことが、
現在の糖尿病治療と言える。

L-FABPは、組織障害の結果ではな
く、障害が起きる過程を把握可能

　さて、尿中L-FABPに話を進める。
FABP（Fatty Acid Binding protain）は
脂肪酸結合蛋白の総称であり、その肝
臓タイプがL-FABPで、これは肝臓と腎

臓の尿細管に特異的に発現している。血
中においては肝障害でも高値を示すが尿
中では尿細管障害が存在するときのみ高
値を示す。
　ところで従来、尿検査で用いられてき
たアルブミンやⅣ型コラーゲン、NAGなど
の指標はすべて、糸球体または尿細管
が障害された結果として尿中に漏れ出て
てくる物質を定量するものだ。しかし尿中
L-FABPは、腎の虚血や酸化ストレスに
よって増加し、過酸化脂質と強く結合し
てそれを細胞外へ排出することで細胞を
保護するように働くと推測されている。つ
まり、尿細管障害が進行した結果ではな
く、障害が正に進行しつつある過程で検
出されると考えられる。
　前述のように糖尿病性腎症は、古典
的には糸球体硬化症とされているのだ
が、実際には尿細管間質の障害も非常
に強いことが知られている。事実、糖尿
病性腎症の病期別に尿中L-FABPの
値をみると、病期の進行と相関して高値
になり、しかもアルブミン尿が陰性の段階
から上昇していることがわかる（図4）。

L-FABPは糖尿病性腎症の
進展予測にも使用可能

　このようにL-FABPはアルブミン尿より
も早期に糖尿病性腎症を把握できる可能
性がある。では、L-FABPを腎症の予後
予測に用いられないだろうか。図5はアル

ブミン尿陰性の1型糖尿病患者を
L-FABPの値で四分位に郡分けし追跡
したものだが、L-FABPが最も高い群は
最も低い群に比較し有意にアルブミン尿
が陽性化しやすいことが示されている。
　またアルブミン尿とL-FABPの両方を
測定した検討結果からは、双方ともに異
常値の場合、eGFRが極めて速い速度
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図1　糖尿病性腎症の臨床経過

〔槇野博史編著．わかる糖尿病性腎症̶診断から透析療法まで,p43.診断と治療社,2002〕
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で低下することが示されている（図6）。ア
ルブミン尿は糸球体障害を、L-FABPは
尿細管障害を反映するマーカーであること
から、この二つを組み合わせることでより
早期に精度よく予後予測が可能になると
考えられる。
　まとめとして、現在保険収載されている
糖尿病性腎症のマーカーを示す（表1）。

この中ではアルブミンがゴールドスタンダード
でエビデンスも豊富だ。L-FABPはまだ
エビデンスの蓄積が必要な段階であるも
のの既に保険収載されており、3か月に1
回測定可能で、他の項目と同時算定も
可能とされている。検体としての安定性
が高く、鋭敏さも優れており、今後有望な
診断マーカーと言えるだろう。 

QOLと生命予後の改善に向け、
腎症治療に残された課題は大きい

　糖尿病に伴う合併症は大血管障害と
細小血管障害に大別される。大血管障
害は必ずしも高血糖がなくても起こり得る
疾患だが、細小血管障害は高血糖がな
ければほとんど起こらない。糖尿病特有
の合併症と言う場合は後者を指し、糖尿
病性腎症もこれに該当する。
　糖尿病の治療目的は血糖値を下げる
ことではなく、患者のQOLと寿命を確保
することだが、この達成の成否は、QOL
を規定する細小血管障害と生命予後を
規定する大血管障害の双方をいかに予
防するかにかかっている。現在、透析療
法導入の原因疾患の第1位が糖尿病性
腎症である。ここ数年は増加に歯止めが
かかっているものの、年間約1万6,000
人、割合にして43～44%を占めている。
QOLと生命予後の双方において、糖尿
病性腎症治療に課せられている課題は
なお大きい。

早期診断に必要なアルブミン尿測定
が、意外に実施されていない

　糖尿病性腎症とは、古典的には高血
糖により糸球体硬化症を来す疾患とさ
れ、病理所見では糸球体の肥大とメサン
ギウム基質の増加といったびまん性病変
が特徴である。これが進行することにより
結節性病変や滲出性病変による腎機能
が低下する疾患が、狭義での糖尿病性

腎症と言える。
　この変化が臨床的にどのように現れる
のかを表現したのが図1である。GFRは
しばらく正常なまま推移するが、比較的
早い時期から尿中にアルブミンが漏れ出
してきて、それをもって糖尿性腎症の発
症を診断する。つまり、アルブミン尿が先
行し、後から腎機能が低下してくるという
のが典型的な経過とされる。
　尿中に微量なアルブミンが認められる
時期を早期腎症といい、その診断には当
然ながらアルブミン尿の測定が欠かせな
い。ところが、定期的にアルブミン尿を測
定されている糖尿病患者は意外に少な
いと言われている。以前は測定に蓄尿が
必須であったことなどがその理由と考えら
れるが、現在は随時尿を用いクレアチニ
ンで補正した値で診断できるよう簡略化さ
れている。腎症の早期発見のため、より
積極的なアルブミン尿測定が望まれる。
当院糖尿病外来のデータやJDDM研究
から、日本人糖尿病患者の約3人に1人
がアルブミン尿陽性であり、そのうちの
6割ほどが早期腎症に該当すると推測
される。

正常アルブミン尿でありながら
腎機能が低下する例も少なくない

　前述のように糖尿病性腎症は、アル
ブミン尿が陽性になった後から腎機能
が低下するものと想定されていたが、実
際のところ腎機能評価に必要なクレア

チニンやイヌリンのクリアランスは測定の
繁雑さのためあまり行われておらず、実
態は詳らかでなかった。その後、血清クレ
アチニン値から腎機能を推算するeGFR
が普及したわけだが、それによって明ら
かになったことは、すべての糖尿病患者
でアルブミン尿が現れた後に腎機能が低
下するわけではないということだ。アルブ
ミン尿が陰性にもかかわらずeGFRが
60mL/分/1.73m2未満の患者が当科での
検討では12.9%、JDDM研究では11.4%
存在すると報告されている。
　このような症例をどのように扱うべきか
の検討が続けられ、一昨年に改訂された
日本糖尿病学会と日本腎臓学会の合同
委員会による糖尿病性腎症の病期分類
では、eGFRが30mL/分/1.73m2未満の
場合にはアルブミンの有無を問わず腎不
全期とするとされた。

腎不全と心血管疾患を防ぐため、
腎症の早期診断が欠かせない

　ここで糖尿病性腎症を早期診断するこ
との重要性を改めて指摘したい。早期診
断が重要な一つ目の理由はもちろん腎不
全のリスクが高い患者を知ることだが、二
つ目の理由は、アルブミン尿陽性の患者
は心血管死のリスクが高いということだ。
図2に示されるようにGFRが30mL/分
/1.73m2を切ると心血管イベントの頻度が
高くなるが、GFRが正常から中等度の低
下であっても尿アルブミンレベルが高けれ

ば心血管死ハイリスク状態にある。これを
「心腎連関」と呼んでいる。
　早期診断が重要な三つ目の理由は、
微量アルブミン尿期に適切に治療すれば
アルブミンが陰性化し寛解に至るからであ
る。報告により差があるが、微量アルブミ
ン尿の3～5割は陰性化が可能とみられ
る。さらに、アルブミン尿が寛解に至ると
腎不全への進展リスクが低下するばかり
でなく、心血管イベントのリスクも低下する
ことが明らかになっている（図3）。

低血糖や食後高血糖を極力減らしつ
つ、良好なHbA1cをめざす

　次に治療について話を進める。糖尿病
性腎症の治療は血糖管理、血圧管理、
そしてレニン-アンジオテンシン系の抑制が
3本柱であり、これに脂質管理や食事療
法、尿酸の管理など包括的な治療が必
要とされてくる。冒頭に述べたように糖尿
病性腎症は高血糖特有の細小血管合
併症であることから、血糖管理の強化に
よりその発症・進展が抑制される。実際
にそのことを示した大規模臨床研究は、
UKPDS、ACCORD、ADVANCEなど
枚挙に暇がない。
　一方で厳格な血糖管理により重症低
血糖の増加と、それによるものと考えられ
る心血管イベントや死亡のリスクが上昇す
ることが近年明らかになった。そこで現在
は、すべての患者に一律の血糖管理目

標を掲げるのではなく、年齢や罹病期間、
臓器障害、低血糖リスク等を考慮し個別
に設定することが推奨される。
　では、低血糖リスクの高い患者とはど
のような患者だろうか。ADVANCEから
は、高齢、罹病期間が長い、認知機能
低下などとともに、クレアチニンが高いこ
と、つまり腎機能が低下していることが低
血糖リスクとして報告されている。腎機能
低下によりインスリンの分解が遅延するこ
とや腎における糖新生が低下することが
その理由と考えられ、腎機能が低下して
きた場合、それまでどおりの治療を漫然と
継続していると低血糖を起こしやすくなっ
てくる。また、腎性貧血を来してESA製
剤を用いた場合、HbA1cが見かけ上低
値になることにも注意が必要だ。
　この他にCGMを用いた検討からは、
HbA1cが同等であっても血糖変動幅が
大きいほど心血管イベントが好発すること
が示されている。以上をまとめると、低血
糖回避とともに食後高血糖是正も念頭に
置きながら良好なHbA1cを目指すことが、
現在の糖尿病治療と言える。

L-FABPは、組織障害の結果ではな
く、障害が起きる過程を把握可能

　さて、尿中L-FABPに話を進める。
FABP（Fatty Acid Binding protain）は
脂肪酸結合蛋白の総称であり、その肝
臓タイプがL-FABPで、これは肝臓と腎

臓の尿細管に特異的に発現している。血
中においては肝障害でも高値を示すが尿
中では尿細管障害が存在するときのみ高
値を示す。
　ところで従来、尿検査で用いられてき
たアルブミンやⅣ型コラーゲン、NAGなど
の指標はすべて、糸球体または尿細管
が障害された結果として尿中に漏れ出て
てくる物質を定量するものだ。しかし尿中
L-FABPは、腎の虚血や酸化ストレスに
よって増加し、過酸化脂質と強く結合し
てそれを細胞外へ排出することで細胞を
保護するように働くと推測されている。つ
まり、尿細管障害が進行した結果ではな
く、障害が正に進行しつつある過程で検
出されると考えられる。
　前述のように糖尿病性腎症は、古典
的には糸球体硬化症とされているのだ
が、実際には尿細管間質の障害も非常
に強いことが知られている。事実、糖尿
病性腎症の病期別に尿中L-FABPの
値をみると、病期の進行と相関して高値
になり、しかもアルブミン尿が陰性の段階
から上昇していることがわかる（図4）。

L-FABPは糖尿病性腎症の
進展予測にも使用可能

　このようにL-FABPはアルブミン尿より
も早期に糖尿病性腎症を把握できる可能
性がある。では、L-FABPを腎症の予後
予測に用いられないだろうか。図5はアル

ブミン尿陰性の1型糖尿病患者を
L-FABPの値で四分位に郡分けし追跡
したものだが、L-FABPが最も高い群は
最も低い群に比較し有意にアルブミン尿
が陽性化しやすいことが示されている。
　またアルブミン尿とL-FABPの両方を
測定した検討結果からは、双方ともに異
常値の場合、eGFRが極めて速い速度

図3　早期腎症の寛解と腎・心血管イベントの関係
早期腎症が寛解した群は、不変群、進行群に比べ腎・心血管イベントの
発症率が抑制されていた。

〔Araki S,et al.Diabetes 56:1727-1730,2007より作図〕

累
積
発
症
率（
％
）

追跡期間（年）

進行群

不変群

寛解群

p for trend＝0.033

0 　 　 2 　 　 4 　 　 6 　 　 8

45

40

30

20

10

0

＊
＊

＊

＊

〔Kamijo-Ikemori A,et al.Diabetes Care 34(3):691-696,2011〕

図4　尿中L-FABPと糖尿病性腎症の病期の関係
尿中L-FABPは糖尿病性腎症の病期進行とともに増加し、健常者に比べて腎症前期から
有意に高値を示す。
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で低下することが示されている（図6）。ア
ルブミン尿は糸球体障害を、L-FABPは
尿細管障害を反映するマーカーであること
から、この二つを組み合わせることでより
早期に精度よく予後予測が可能になると
考えられる。
　まとめとして、現在保険収載されている
糖尿病性腎症のマーカーを示す（表1）。

この中ではアルブミンがゴールドスタンダード
でエビデンスも豊富だ。L-FABPはまだ
エビデンスの蓄積が必要な段階であるも
のの既に保険収載されており、3か月に1
回測定可能で、他の項目と同時算定も
可能とされている。検体としての安定性
が高く、鋭敏さも優れており、今後有望な
診断マーカーと言えるだろう。 

QOLと生命予後の改善に向け、
腎症治療に残された課題は大きい

　糖尿病に伴う合併症は大血管障害と
細小血管障害に大別される。大血管障
害は必ずしも高血糖がなくても起こり得る
疾患だが、細小血管障害は高血糖がな
ければほとんど起こらない。糖尿病特有
の合併症と言う場合は後者を指し、糖尿
病性腎症もこれに該当する。
　糖尿病の治療目的は血糖値を下げる
ことではなく、患者のQOLと寿命を確保
することだが、この達成の成否は、QOL
を規定する細小血管障害と生命予後を
規定する大血管障害の双方をいかに予
防するかにかかっている。現在、透析療
法導入の原因疾患の第1位が糖尿病性
腎症である。ここ数年は増加に歯止めが
かかっているものの、年間約1万6,000
人、割合にして43～44%を占めている。
QOLと生命予後の双方において、糖尿
病性腎症治療に課せられている課題は
なお大きい。

早期診断に必要なアルブミン尿測定
が、意外に実施されていない

　糖尿病性腎症とは、古典的には高血
糖により糸球体硬化症を来す疾患とさ
れ、病理所見では糸球体の肥大とメサン
ギウム基質の増加といったびまん性病変
が特徴である。これが進行することにより
結節性病変や滲出性病変による腎機能
が低下する疾患が、狭義での糖尿病性

腎症と言える。
　この変化が臨床的にどのように現れる
のかを表現したのが図1である。GFRは
しばらく正常なまま推移するが、比較的
早い時期から尿中にアルブミンが漏れ出
してきて、それをもって糖尿性腎症の発
症を診断する。つまり、アルブミン尿が先
行し、後から腎機能が低下してくるという
のが典型的な経過とされる。
　尿中に微量なアルブミンが認められる
時期を早期腎症といい、その診断には当
然ながらアルブミン尿の測定が欠かせな
い。ところが、定期的にアルブミン尿を測
定されている糖尿病患者は意外に少な
いと言われている。以前は測定に蓄尿が
必須であったことなどがその理由と考えら
れるが、現在は随時尿を用いクレアチニ
ンで補正した値で診断できるよう簡略化さ
れている。腎症の早期発見のため、より
積極的なアルブミン尿測定が望まれる。
当院糖尿病外来のデータやJDDM研究
から、日本人糖尿病患者の約3人に1人
がアルブミン尿陽性であり、そのうちの
6割ほどが早期腎症に該当すると推測
される。

正常アルブミン尿でありながら
腎機能が低下する例も少なくない

　前述のように糖尿病性腎症は、アル
ブミン尿が陽性になった後から腎機能
が低下するものと想定されていたが、実
際のところ腎機能評価に必要なクレア

チニンやイヌリンのクリアランスは測定の
繁雑さのためあまり行われておらず、実
態は詳らかでなかった。その後、血清クレ
アチニン値から腎機能を推算するeGFR
が普及したわけだが、それによって明ら
かになったことは、すべての糖尿病患者
でアルブミン尿が現れた後に腎機能が低
下するわけではないということだ。アルブ
ミン尿が陰性にもかかわらずeGFRが
60mL/分/1.73m2未満の患者が当科での
検討では12.9%、JDDM研究では11.4%
存在すると報告されている。
　このような症例をどのように扱うべきか
の検討が続けられ、一昨年に改訂された
日本糖尿病学会と日本腎臓学会の合同
委員会による糖尿病性腎症の病期分類
では、eGFRが30mL/分/1.73m2未満の
場合にはアルブミンの有無を問わず腎不
全期とするとされた。

腎不全と心血管疾患を防ぐため、
腎症の早期診断が欠かせない

　ここで糖尿病性腎症を早期診断するこ
との重要性を改めて指摘したい。早期診
断が重要な一つ目の理由はもちろん腎不
全のリスクが高い患者を知ることだが、二
つ目の理由は、アルブミン尿陽性の患者
は心血管死のリスクが高いということだ。
図2に示されるようにGFRが30mL/分
/1.73m2を切ると心血管イベントの頻度が
高くなるが、GFRが正常から中等度の低
下であっても尿アルブミンレベルが高けれ

ば心血管死ハイリスク状態にある。これを
「心腎連関」と呼んでいる。
　早期診断が重要な三つ目の理由は、
微量アルブミン尿期に適切に治療すれば
アルブミンが陰性化し寛解に至るからであ
る。報告により差があるが、微量アルブミ
ン尿の3～5割は陰性化が可能とみられ
る。さらに、アルブミン尿が寛解に至ると
腎不全への進展リスクが低下するばかり
でなく、心血管イベントのリスクも低下する
ことが明らかになっている（図3）。

低血糖や食後高血糖を極力減らしつ
つ、良好なHbA1cをめざす

　次に治療について話を進める。糖尿病
性腎症の治療は血糖管理、血圧管理、
そしてレニン-アンジオテンシン系の抑制が
3本柱であり、これに脂質管理や食事療
法、尿酸の管理など包括的な治療が必
要とされてくる。冒頭に述べたように糖尿
病性腎症は高血糖特有の細小血管合
併症であることから、血糖管理の強化に
よりその発症・進展が抑制される。実際
にそのことを示した大規模臨床研究は、
UKPDS、ACCORD、ADVANCEなど
枚挙に暇がない。
　一方で厳格な血糖管理により重症低
血糖の増加と、それによるものと考えられ
る心血管イベントや死亡のリスクが上昇す
ることが近年明らかになった。そこで現在
は、すべての患者に一律の血糖管理目

標を掲げるのではなく、年齢や罹病期間、
臓器障害、低血糖リスク等を考慮し個別
に設定することが推奨される。
　では、低血糖リスクの高い患者とはど
のような患者だろうか。ADVANCEから
は、高齢、罹病期間が長い、認知機能
低下などとともに、クレアチニンが高いこ
と、つまり腎機能が低下していることが低
血糖リスクとして報告されている。腎機能
低下によりインスリンの分解が遅延するこ
とや腎における糖新生が低下することが
その理由と考えられ、腎機能が低下して
きた場合、それまでどおりの治療を漫然と
継続していると低血糖を起こしやすくなっ
てくる。また、腎性貧血を来してESA製
剤を用いた場合、HbA1cが見かけ上低
値になることにも注意が必要だ。
　この他にCGMを用いた検討からは、
HbA1cが同等であっても血糖変動幅が
大きいほど心血管イベントが好発すること
が示されている。以上をまとめると、低血
糖回避とともに食後高血糖是正も念頭に
置きながら良好なHbA1cを目指すことが、
現在の糖尿病治療と言える。

L-FABPは、組織障害の結果ではな
く、障害が起きる過程を把握可能

　さて、尿中L-FABPに話を進める。
FABP（Fatty Acid Binding protain）は
脂肪酸結合蛋白の総称であり、その肝
臓タイプがL-FABPで、これは肝臓と腎

臓の尿細管に特異的に発現している。血
中においては肝障害でも高値を示すが尿
中では尿細管障害が存在するときのみ高
値を示す。
　ところで従来、尿検査で用いられてき
たアルブミンやⅣ型コラーゲン、NAGなど
の指標はすべて、糸球体または尿細管
が障害された結果として尿中に漏れ出て
てくる物質を定量するものだ。しかし尿中
L-FABPは、腎の虚血や酸化ストレスに
よって増加し、過酸化脂質と強く結合し
てそれを細胞外へ排出することで細胞を
保護するように働くと推測されている。つ
まり、尿細管障害が進行した結果ではな
く、障害が正に進行しつつある過程で検
出されると考えられる。
　前述のように糖尿病性腎症は、古典
的には糸球体硬化症とされているのだ
が、実際には尿細管間質の障害も非常
に強いことが知られている。事実、糖尿
病性腎症の病期別に尿中L-FABPの
値をみると、病期の進行と相関して高値
になり、しかもアルブミン尿が陰性の段階
から上昇していることがわかる（図4）。

L-FABPは糖尿病性腎症の
進展予測にも使用可能

　このようにL-FABPはアルブミン尿より
も早期に糖尿病性腎症を把握できる可能
性がある。では、L-FABPを腎症の予後
予測に用いられないだろうか。図5はアル

ブミン尿陰性の1型糖尿病患者を
L-FABPの値で四分位に郡分けし追跡
したものだが、L-FABPが最も高い群は
最も低い群に比較し有意にアルブミン尿
が陽性化しやすいことが示されている。
　またアルブミン尿とL-FABPの両方を
測定した検討結果からは、双方ともに異
常値の場合、eGFRが極めて速い速度
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尿中アルブミン 尿中Ⅳ型コラーゲン 尿中トランスフェリン 尿中Ｌ－ＦＡＢＰ 尿中β２ミクログロブリン 尿中α１ミクログロブリン ＮＡＧ

検査目的
軽度腎障害の診断 軽度腎障害の診断 ・尿蛋白の選択性の判定

・糖尿病性腎症の早期診断
尿細管機能障害を伴う腎
疾患の診断の補助

尿細管障害の評価 尿細管障害の評価 尿細管障害のスク
リーニング

分類
糸球体障害を反映 糸球体障害を反映 糸球体障害を反映 尿細管障害を反映 尿細管再吸収機能障

害、糸球体障害を反映
尿細管再吸収機能障
害、糸球体障害を反映

尿細管障害を反映

検体
蓄尿が望ましい。冷蔵
冷凍保存

早朝第一尿。冷蔵保存 早朝尿、随時尿。凍結不可 早朝尿、蓄尿、随時尿と
もに可

蓄尿、随時。冷凍冷凍
保存

蓄尿 蓄尿、随時尿

特徴

・腎糸球体障害の進行
に伴い尿中に排泄
・尿中Ｌ－ＦＡＢＰと組み
合わせることで正確に
腎予後を予測できる

糖尿病性腎症を来した糸
球体は基底膜肥厚とメサ
ンギウム領域の拡大が特
徴的に認められ、これらに
起因して尿中分泌

微小変化型ネフローゼ症候
群における電荷バリアの消
失による尿蛋白選択性の指
標として測定

・腎疾患進行過程に出現
する虚血ストレスに応じ
て尿中に出現
・精査、加齢、日内変動、
食事の影響を受けない

尿細管機能検査として
利用されるが、悪性腫瘍
や膠原病、ウイルス感染
の場合にも増加するた
め、尿中と血中の同時
測定が必要

β２ミクログロブリンやクレ
アチニンより糸球体基底
膜透過性が低いため、
軽度の糸球体濾過率の
低下を反映

・腎尿細管や糸球
体障害で尿中に
出現

・腎移植後の経過
観察や上部尿路
感染の指標

注意点

・日内変動、日差変動
が大きく、運動により
排泄量が増加するの
で蓄尿が必要
・随時尿を用いて診断
を行う場合、繰り返し
の検査が必要

数時間の検体保存で生じ
る尿沈殿成分中に取り込
まれる性質があるため、沈
殿溶解剤を充填した専用
採尿容器を使用し、非凍
結で測定する必要がある

凍結保存により低下するこ
とがあるため凍結不可

血管造影剤投与後４８時
間以内は、一過性の尿細
管虚血により高値を示す
可能性がある

酸性尿では不安定で、
尿ｐＨを６.０以上に保つ
必要がある

ＩｇＡと複合体を形成して
おり、ＩｇＡ濃度の増加と
血中からのクリアランス
低下により、その血中濃
度は上昇する

・アルカリ尿で失活
・酸性尿では測定
不可

〔四方賢一氏提供資料〕

表６　糖尿病性腎症の診断マーカー

〔Nielsen SE,et al.Diabetes Care 33(6):1320-1324,2010〕

図5　尿中L-FABPによる腎症の進展予測
アルブミン尿陰性の1型糖尿病患者を尿中L-FABPで四分位に分け追跡すると、ベースラ
イン時の尿中L-FABPが高い群は観察期間中のアルブミン尿陽性化率が高い。
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図6　尿中L-FABPとアルブミン尿による腎機能の予後予測
尿中L-FABPとアルブミン尿野双方が異常値の場合、その後、eGFRが急速に低下していく。
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