推薦のことば
『カニでもわかる水・電解質』
（中外医学社）など腎臓病治療に関する多くの著書を上梓されてい
る長澤将先生が、金芳堂で薬物療法をテーマに本書を執筆されました。多くの薬剤の上手な使い方
と注意点をとてもわかりやすく説明した珠玉の一冊です。
初学者や腎臓病診療を専門としない実地医家に、堅苦しい成書を読む前にぜひ手に取っていた
だきたい一冊として推薦いたします。
さて、本書の“この局面にこの一手！ ”や“カニでもわかる”というインパクトあるタイトルから、
皆さんは長澤先生をどのような人物と想像されますか？

本書に登場する通りの “ ユーモアに富ん

だ人当たりのやわらかい指導医 ” を想像される方が多いかと推察いたしますが、実際の長澤先生は
臨床および学問に決して妥協を許さない情熱的な男です。学生時代から腎臓病学に興味を持ち、当
時（約 20 年前です）指導教官であった私を連日質問攻めにしてくれました。「学生さんはそこまで
知らなくてもいいよ」と言って逃げようとする私を許してくれず、理解できるまで “ とことん ” 説
明を求められました。そんな長澤先生ですから、彼の著書はわかりやすさに “ とことん ” こだわっ
ており、
「難しい理論はさておき、絶対に知っておかなければならない必須の知識がとにかくわか
りやすく」解説されています。本書も研修医や専攻医の疑問に指導医の Dr.長澤がわかりやすく答
えるという会話形式になっており、とても読みやすく書かれています。研修医、専攻医とのやりと
りを楽しんでいるうちに、腎臓病薬物療法の重要な知識が自然と身につくことが期待されます。ま
た、図やコラムが多用されていることも本書の特長です。ただし、あまりに読みやすすぎて途中で
考えることなくあっという間に読み切ってしまいますので（「はじめに」と「むすびに」の最後に
もさらっと書いてありますが）、頑張って 7 回ぐらい読んでください。長澤先生を信じて繰り返し
読んでいただければ腎臓病薬物治療の重要な知識が確実に身につきますこと、20 年来の知り合い
である私が保証いたします。

2021 年 7 月
近畿大学医学部腎臓内科主任教授

有馬秀二
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はじめに
東北大学病院の腎臓内科の長澤

将です。

今回、腎臓内科が守備範囲としている薬物療法についての本を出すことができました。医療を提
供するうえでは栄養や運動などの基本要素を土台にして薬物療法を載せることが原則ですが、本
書ではこの上物の「薬物療法」について解説しました。
「薬物療法」というとどうしても「どの薬を使うか？」ということに目が行きがちですが、実際
には「どの病態にどのような薬を使うか」が大事で、薬の効果と同じくらい副作用を把握しておく
必要があります。インターネットや鈍器と称される本をみれば、どこかに全部が書かれています
が、その中の情報のどれがよく起こり、どれが重要かということがわかりにくいと感じており、そ
の点を整理した本にしました。ここを、初期研修医の古賀先生、専攻医の里見先生と一緒に学んで
いっていただければと思います。
古賀先生も里見先生も架空の人物ですが、それぞれこれまで出会った複数の人のイメージを組
み合わせて作りました。初期研修医ならば古賀先生ができるようになるレベルを目指す、内科の専
攻医は里見先生のレベルを目指すことが目安になるのではないでしょうか？（ちなみに里見先生は
優秀に分類されます。）
とはいえ、この本は若手医師だけのものだけではなく、ぜひ、保健師や看護師、薬剤師、そして
製薬企業間連の MR や MA、MS などの方も読むとよろしいかと思います。薬に関わる仕事では、
どうしても近視眼的になりがちですが、医療を通して患者さんをよくするという流れの中での薬
物療法の立ち位置を感じていただければと思います。
もちろん、薬物療法とはあまり関係ない方には、オーベンとネーベンってこんなことを話してい
るんだと娯楽的に読んでいただければ嬉しいです。
最後に本書の制作にあたり、お声がけしていただき編集を担当していただいた金芳堂の藤森祐
介様、
「恥ずかしがり屋の熊さん」（本人が名前出すのを固辞したので、村上春樹風にペンネームを
つけてみました）
、私をはじめ古賀先生、里見先生の絵を生み出して、本書の素敵なデザインを描
いてくださった naji design さんにこの場を借りて感謝を申し上げます。
いつも申し上げますが、本書を 7 回読んでいただき、いつでも本書に書いてあることを引き出し
て使えるようにするとお役に立てると思います。

2021 年 7 月

長澤
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将
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血圧

壱

その 5
第2局

血糖降下薬

りも、
よ
RAA
系阻害薬はキードラッグだけ
？
薬
どの
げるか
ど使い方に注意
下
て
っ
や
う
どこまでど
治療というとすぐに何を使うかに飛びつきますが、
「この人の血糖値をどこまで下げるか」とい
うことから組み立てることが大事です。

「先生！

先日はごちそうさまでした！

焼き肉、とっても美味しかったです。ぼくも友

だちを連れてまた行ってみたいと思います」
「どういたしまして。良い店だからぜひ通ってね。常連になりたいなら 1 週間以内に 3 回
行くといいよ、裏を返して、馴染みになって……」
「何ですか、それ？」
「ははは、落語に “ 裏を返さぬは客の恥、馴染みができぬは花魁の恥 ” っていうのがあっ
てね※。良い店は短い間隔で何回か行って顔を覚えてもらうといいよってことだと思っ
ているんだ。特に良い店ってなくなると、ぼくたちにとって大打撃だから、大事にしな
いとね。あと、金曜や土曜は一見さんが多いから、大事にしてもらいたいなら他のお客
さんが少ない週の初めなんかがいいと思う」
「そんなもんですか〜」
「まあ、こちとら、古いタイプだからね。お金を払えば、何をしてもいいというのはおか
しいよね。“ お客様は神さまです ” ていう話は……」
「ちょっと、そろそろ仕事の話をしましょうよ……」
「そうだった、ごめんごめん。血糖降下薬の話だね。どんな薬を知ってるかな？」
「SGLT2 阻害薬、DPP-4 阻害薬、メトホルミン、α-GI ですかね」

※「居残り左平次」でよく出てくる言葉です。個人的には 3 代目古今亭志ん朝のが好きです。6 代目三遊亭圓生、5 代目古今亭
志ん生も名演ですが、志ん朝の声が好きなんです。
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壱

どの薬？

よりも、どこまでどうやって下げるか

「注射剤は？」
「インスリン！」

2

「まあ、最近だと GLP-1 受容体作動薬もある。あとは、クラシカルな薬だけど SU 薬、そ

血糖降下薬

の派生のグリニド。一時期一世を風靡したチアゾリジン系のアクトスなんかがあるね。
この辺はまたいつか説明するとして、血圧のように目標値を確認しよう。どうだい、古
賀くん？」
「HbA1c＝7.0％です！」
「まあ、そうなるよね。誰にでもその目標値でよいのかな？」
「うーん、あまり深く考えたことがありませんでした」
「ま、そうだよね。細小血管合併症のことを考えると HbA1c＝7.0％を目標としてよいけ
れど、2021 年時点の糖尿病の治療目標って何か知ってる？」
「……」
「日本糖尿病学会からは “ 高血糖に起因する代謝異常を改善することに加え，糖尿病に特
徴的な合併症、および糖尿病に起こりやすい併発症の発症、増悪を防ぎ、健康な人と変
わらない生活の質（quality of life：QOL）を保ち、健康な人と変わらない寿命を全うす
ることにある ” と言われているんだ」
「何だかずいぶんとざっくりした印象ですが……」
「これは戦略と戦術でいうと戦略の部分で、数値目標や薬の選択は戦術になるから。戦略
と戦術については自分で勉強しておいてね。それじゃあ、里見先生の具体的な目標値
は？」
「日本糖尿病学会からはおおまかに、HbA1c が 6.0％、7.0％、8.0％のコントール目標が
出されています。この中に合併症予防の観点から HbA1c の目標値は 7.0％未満とする、
対応する血糖値としては空腹時血糖値で 130mg/dL、食後 2 時間血糖値で 180mg/dL を
概ねの目安とする、となっていますね（

図1

）1）」

「じゃあ、どのような人が 8.0％まで OK とされているのでしょうか？」
「高齢者の糖尿病コントロールなどで、中等度以上の認知症、基本的ADL低下、多くの併存
疾患などでカテゴリーⅢに分類される場合に8.0％が治療目標になっているわ（

図2

）1）」
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コントロール目標値
目標

血糖正常化を
目指す際の目標

合併症予防の
ための目標

治療強化が
困難な際の目標

HbA1c（％）

6.0 未満

7.0 未満

8.0 未満

治療目標は、年齢、罹患期間、臓器障害、添加物の危険性、サポート体制などを考慮して個別に決定する。
図1
血糖コントロール目標値
（日本糖尿病学会 , 編 . 糖尿病治療ガイド 2020-2021. 文光堂 , 2020. p33 より作成）

カテゴリーⅠ
患者の特徴・
健康状態

重症低血糖
が危惧される なし
薬剤
（インスリン
製剤、SU 薬、
グリニド薬
など）の
あり
使用

①認知機能障害
かつ
②ADL 自立

7.0％未満

65 歳以上
75 歳未満

75 歳以上

7.5％未満 8.0％未満

カテゴリーⅡ

カテゴリーⅢ

①軽度認知障害〜
軽度認知症または
②手段的 ADL 低下、
基本的 ADL 自立

①中等度以上の認知症
または
②基本的 ADL 低下
または
③多くの併存疾患や
機能障害

7.0％未満

8.0％未満

8.0％未満
（下限 7.0％）

8.5％未満
（下限 7.5％）

（下限 6.5％） （下限 7.0％）

治療目標は、年齢、罹患期間、低血糖の危険性、サポート体制などに加え、高齢者では認知機能や基本的 ADL、
併存疾患なども考慮して個別に設定する。ただし加齢に伴って重症低血糖の危険性が高くなることに十分注意する。
図2
高齢者糖尿病の血糖コントロール目標
（日本糖尿病学会 , 編 . 糖尿病治療ガイド 2020-2021. 文光堂 , 2020. p104 より作成）

「ということは、個別に考える必要がありますか？」
「そうなるね。昔は血圧でも血糖でもthe lower, the betterみたいな考え方があったんだ」
「どうしてですか？」
「どうしてだろうねぇ。医者という人種には完璧主義者が多いからじゃないかな？

あ

とは、スタチンで LDL コレステロールを下げれば下げるほど冠動脈疾患の二次予防に
効果的だったという話のインパクトが強かったのかもね。実際に冠動脈リスクが高い
人や二次予防では LDL コレステロールを下げたほうがよいけれど、健康でリスクが少
ない人でもリスクを下げるには下げるけれど、NNT が高くて恩恵を受ける人が少ない
なんてことあるね」
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壱

どの薬？

よりも、どこまでどうやって下げるか

「NNT って何ですか？」
「number need to treat だよ。これはコラムで解説しておこう。あともう一つ、糖尿病治

2

療で大事な点は何だっけ？」

血糖降下薬

「低血糖を避けることです」
「その通り！」
「どうしてでですか？」
「身体に悪いから」
「先生ざっくりしすぎですよ……。低血糖発作は1回であっても脳血管障害、冠動脈疾患、
不整脈なんかを起こすの。また、ACCORD 研究 2）では、目標 HbA1c 値＜6.0％の強化血
糖コントロールでは死亡率が上昇したなんてこともあったし。さらに ADVANCE 試験
のサブ解析では、重症低血糖を起こした群では心血管イベントが多かったのよ 3）。日本
の研究のJ-DOIT3ではこれらの研究に比べて低血糖はかなり少なかったんだけど、強化
治療群では低血糖の頻度は増えていたので 4）、やはり治療に伴う低血糖は十分に注意す
る必要があるのよ」
「里見先生、とっても詳しいですね！」
「わたしは糖尿病内科も考えていたからねえ〜」
「えっ、そうなの？

腎臓内科の専攻医じゃないの？

糖尿病学会に入っていたっけ ??

来年はどうするの !?」
「考えていただけで、腎臓やろうと決めてますよ、現時点では」
「ふぅ〜そっか。じゃあそろそろまとめだね。糖尿病の治療では HbA1c の目標値に目が
行きがちだけど、それと同じくらい、いや、それ以上に低血糖にさせないことが大事だ
よ。特に教育入院で、入院初日にインスリン増量や血糖降下薬を追加するなんて言語道
断だよ」
「どうしてですか？」
「入院すると病院食になるから糖毒性が解除されていくでしょう？

そこで血糖が下が

る薬を入れると低血糖になるリスクが高まるからね。高血糖は月や年単位で合併症を
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起こすけれど、低血糖は 1 回でもイベントが起こる可能性がある。だから、入院してい
る患者さんを低血糖にさせてしまうなんてことは内科の恥だね。この研修中は薬によ
る低血糖を起こさせないように、里見先生、しっかりフォローしてあげてね」
「はい！」
「心得ています！」

参考文献
1）日本糖尿病学会, 編. 糖尿病治療ガイド 2020-2021. 文光堂, 2020.
2）Miller ME, et al. Effects of randomization to intensive glucose control on adverse events, cardiovascular disease, and
mortality in older versus younger adults in the ACCORD trial. Diabetes Care. 2014; 37: 634-643.
3）Zoungas S, et al. ADVANCE Collaborative Group. Severe hypoglycemia and risks of vascular events and death. N Engl
J Med. 2010; 363: 1410-1418.
4）Ueki K, et al. Effect of an intensified multifactorial intervention on cardiovascular outcomes and mortality in type 2
diabetes (J-DOIT3): an open-label, randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017; 5: 951-964.

血糖降下薬の定跡

その壱

血糖の大まかな目標は HbA1c 7.0％ですが、年齢や併存疾患に合わせて緩める
ことがあります。
低血糖は心血管イベントや不整脈のリスクを上げるので避けましょう。
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壱

どの薬？

よりも、どこまでどうやって下げるか

実臨床では NNT を大事にしたい
2

最近 MR の方からのプレゼンが諸事情で減っていますが、以前はそれはひどいものがたくさ

血糖降下薬

んありました。フィクションで話しますが、
「この薬は脳卒中を 25％減らせるんです！」とい
うもの。データを見ると、投薬群が 3/1,000、プラセボ群が 4/1,000 で、確かに 25％減少し
ていましたが、実臨床ではいかがでしょうか？
上記の薬の効果は、イベント数を割り算して、0.003/0.004＝0.75、この数値が、相対危
険（relative risk：RR）となります。1 ‐ RR＝RRR（relative risk reduction）ですので 0.25。
つまり25％減少となります。ただあくまでも相対値なのでしっかりとデータを見る必要があ
ります。
NNT（number need to treat）は ARR（absolute risk reduction、絶対危険減少）の逆数で、
「この治療を何人にすると 1 人がイベントを回避できるか」という値です。前出の例では絶対危
険度は投薬群 0.3％でプラセボ群は 0.4％ですので、0.004−0.003＝0.001 となります。この
逆数で、NNT＝1,000 となります。つまり 1,000 人に投与して 1 人が脳卒中イベントを回避で
きる、ということになります。
これをどう捉えるかが臨床家の判断になります〔根拠となった研究の期間、好みや薬剤費な
ども絡んでくるところです、さらに副作用の指標として NNH（numbers needed to harm) とい
うのも考慮する必要があります〕。
実際に外来で 1 日 50 人程度診ることを考えると、NNT が 50 を切っていると効果が実感でき
るかな、というイメージを持っています。実際にリスクが低い群ではイベント数も低いため実
感することも少なくなってきます。
その前に論文にエントリーされているポピュレーションに、自分がこれから処方しようと
している患者さんが含まれているか、などを考える必要があるでしょう。
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むすびに
この本では専攻医の里見先生と初期研修医の古賀先生に病棟で雑談をするかのように進めてみ
ました。
日本腎臓学会の認定教育施設では 707 施設とありました（2021 年 5 月 27 日時点）。最も多い東京
都では 82 施設あるのに対し、最も少ない青森県では 2 施設しかありません。そのうえ、腎臓内科研
修は初期研修のプログラムでは必修ではないことが多いために、初期研修医時代に腎臓内科を研
修しないと一生腎臓内科を学ぶチャンスがない可能性があります。
本文中で述べたように世の中には莫大な数の CKD 患者がおり、どの専門家になっても、CKD を
合併している人を診療することになるでしょう。そのために、本書をはじめこれまでに出した本で
勉強すると普段の診療がグッと上がります（自分の専門分野は時間と労力をかけるからできて当た
り前ですが、こういうよくみる疾患を上手に対処できると実力が上がると思います）。
以前、私が書いた本のあとがきで「どうして腎臓内科になったんですか？」という質問に「字数
が足りないので余裕があれば」と逃げましたが、ここで話しましょう。
「同じ局面を見ても考えることが個々で異なり、実力の差が出やすいところが興味深いから」
です。
腎臓病学は確かにあまり進歩していないかと思います（特に臨床の面では）。しかし、誰でも
出せる当たり前の検査の組み合わせで、どれだけのことを考えられるか？

という点に強く惹か

れております。
将棋は（おそらく）長い間ルールは変わっていませんが強さに差が出ますし、羽生善治さんが
極めたかと思ったら、コンピューターの台頭、藤井聡太さんの台頭もあり、興味深いと感じます。
将棋では定跡と呼ばれるものがあり、定義は「昔から研究された最善手」とのことです。腎臓内
科でも「プロだったらこうするよね」という大まかな道筋があります。これが定跡に通ずるのでは
ないかと思います。現在は情報が氾濫しており、本書に書いてあるようなことはいくらでも手に入
りますが、この中から重要なポイントを見つけることがむしろ困難になってきている印象があり
ます。本書では重要だと思う点を私見を含めてライトに書きましたが、腎臓内科を学ぶうえで必要
なことを 6 割くらい網羅してあるのではないでしょうか。
「はじめに」にも書きましたが、本書を 7 回読んでいただくと、不思議と腎臓内科の基本知識が
自分のものになります。このように、自分の中に基準を作ってから次の詳しい本を読んでいただけ
れば学習に役立つと思います。

2021 年 7 月

長澤
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