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体系的でいいアプローチなのかも知れませんが・・・



実際にはパターン認識で
診断していくことも多い

しかし、もっと重要なことは、
『知らない病気（見たことがないという意味ではない）は診断できない』
ということではないか？

『シマウマ探しになるな』というが、そもそも世の中にシマウマがいる
ことを知らなければ、ひずめの音から想起することは不可能



知っていますか？
上腸間膜動脈症候群

ーやせるとさらに食べられなくなるー

十二指腸水平脚が前方からは上腸間膜動脈、後方
からは大動脈や脊椎によりはさまれて、狭窄・閉塞を
きたす疾患のこと。

腹腔内の容積が少ない、若い痩せた女性が発症
しやすい。

食後に腹痛、腹部膨満感、嘔気・嘔吐などがみられる。



悪心・嘔吐について
一般的に重要と思えること

『聞く技術
答えは患者の中にある（上）』
Lawrence M, Tierneyら より

急性の悪心・嘔吐：病歴聴取と身体所見を慎重に
行うことで病因を解明できるこ
とが比較的多い

慢性の悪心・嘔吐：原因は比較的とらえにくく、管
理も難しい



悪心・嘔吐を主訴とする重篤な疾患
must be r/o

腹腔内の緊急症（閉塞、穿孔、腹膜炎）
急性心筋梗塞
中枢神経系障害（頭蓋骨折、感染、頭蓋内圧亢進、出血）
毒物摂取
上部消化管出血
妊娠悪阻
妊娠急性脂肪肝
HELLP症候群（溶血、肝酵素上昇、血小板減少）

『聞く技術
答えは患者の中にある（上）』
Lawrence M, Tierneyら より



腹痛の際の問診（PQRST）

誘発（Provocation）
質（Quality）
放散（Radiation）
重症度（Severity）
時期/ 治療（Timing/ Treatment）

『聞く技術
答えは患者の中にある（上）』
Lawrence M, Tierneyら より



この患者に循環血液量の減少はあるか？

マクギーの身体診断学 第2版より

所見 感度（％） 特異度（％） 陽性尤度比 陰性尤度比

腋窩の乾燥 50 82 2.8 NS

口腔と鼻の粘膜
の乾燥

85 58 NS 0.3

縦方向の亀裂 85 58 NS 0.3

眼球の陥没 62 82 NS 0.5

錯乱 57 73 NS NS

筋力の低下 43 82 NS NS

言語の不明瞭化 56 82 Ns 0.5

SppinとSnout:   
Specificityの高い所見は疾患のrule inに使い、Sensitivityの高い所見は疾患のrule outに使う

陽性尤度比＝ 陰性尤度比＝
1ー特異度

感度

1ー感度

特異度

1



妙な色の尿の鑑別



横紋筋融解症とAKI
横紋筋融解を起こす８つのカテゴリー



代謝失調を伴う糖尿病患者に
一般的に用いられる計算（１）

ジョスリン第2版を一部改変

○血清浸透圧 2×Na(mEq/L) +                         +                    
18 2.8

血糖（mg/dl） BUN (mg/dl)

○アニオンギャップ Na-(Cl+HCO3)

正常値 覚えにくい

291 (= 290±5) mOsm/kg H2O

正常値 12



代謝失調を伴う糖尿病患者に
一般的に用いられる計算（２）

ジョスリン第2版を一部改変

○補正Na: 血清Na濃度は血糖値が正常（100 mg/dl）から100 mg/dl高くなるごとに、
1.6mEq/ Lずつ低くなる

補正Na濃度 ＝測定値＋1.6×
100

血糖値（mg/dl）ー100

○アニオンギャップアシドーシスのみが唯一の酸塩基平行の異常の原因か？

本患者では嘔吐も伴っているので、代謝性アルカローシスの要因がないか？

単純な代謝性アシドーシスの場合
ΔAG= ΔHCO3

代謝性アシドーシスと代謝性アルカローシスの混合
ΔAG<ΔHCO3



HCO3の正常値 24
従って、正常においては

Na- Cl = AG+HCO3=36
【Na-Cl>36を診た時】

HCO3の上昇：代謝性アルカローシスか、呼吸性アシドーシス（を腎が代償）
【Na-Cl <36を診た時】

HCO3の低下：AGの上昇を伴わない代謝性アシドーシス（下痢、尿細管性アシドーシスなど）か、
呼吸性アルカローシス（を腎が代償）

AGの低下：その場合の原因は大部分は低アルブミン血症 専門医のための腎臓病学第2版



DKAと他のanion gap acidosisの鑑別

ジョスリン第2版を一部改変

DKA 飢餓性
ケトーシス

アルコール
性ケトアシ
ドーシス

乳酸
アシドーシス

尿毒症性
アシドーシス

pH 減少

血糖値 増加

Anion Gap 増加

血中ケトン 増加

血清浸透圧 正常

尿中ケトン(+++)
尿糖 (++)

(++)
（-）

正常

軽度増加

正常

正常

正常

減少

正常～増加

正常

増加

正常

減少

正常～軽度増加

正常

増加

正常

軽度減少

正常

正常

増加

増加

アルコール性ケトアシドーシス
大量飲酒者が炭水化物を摂れなくなった時に起きやすい
Keyは血糖が正常か低値のケトアシドーシス



アニオンギャップ高値の
代謝性アシドーシスの原因

Ketoacidosis
Uremia
Salicylates
Methanol
Alcohol
Lactic acidosis

糖尿病、飢餓
腎不全
Aspirin
メタノール
アルコール
乳酸アシドーシス

KUSAML（クスマール）と覚える



もう一度、病歴・身体所見を見てみよう



規則正しい頻呼吸

浅速呼吸（1回換気量が小さい） 呼吸不全

Kussmaul呼吸（1回換気量が大きい） 代謝性アシドーシス
（HCO3≦ 12mEq/Lで出現）

高熱 高体温、敗血症

呼吸回数は健常人では12～15回/ 分
20回以上を頻呼吸

Kussmaul呼吸
換気量を増大させるために呼吸1回あたりの時間がかかるため、
呼吸回数が増えないこともある。
会話の途中で息継ぎをすることで見つかることがある。

宮城征四郎：バイタルサインからの臨床診断



身体所見のちょっとしたTips
代謝疾患による腹痛は、痛みや悪心・嘔吐のわりに腹部の身体所見に乏しい

DKA
副腎不全
高Ca血症
尿毒症
急性間欠性ポルフィリア症
鉛中毒
など



身体所見修得で訓練しにくいこと

・触らないとわからないもの

・におわないとわからないもの

アセトン臭を言葉で表現すると
『腐ったリンゴのような甘いにおい』
と書物には記載されています。

しかし生まれて一度も腐ったリンゴの臭いをかいだこと
が無い人にはわからない・・・



初期症状・徴候から、下記の代謝・内分泌疾患を想起できますか？（１）

嘔気・嘔吐
腹痛
食欲不振
皮膚の乾燥
発汗
冷汗
高血圧
頻脈
鬱血性心不全
頻呼吸
低換気状態
不安・興奮
錯乱・意識混濁
痙攣
多尿
食欲維持下の体重減少

【山下亀次郎編：代謝・内分泌疾患 緊急時のアプローチ メジカルビュー社】を坂口改変・追加

副腎不全、糖尿病性ケトアシドーシス、甲状腺クリーゼ、ポルフィリア症

糖尿病性ケトアシドーシス、副腎不全、ポルフィリア症

高カルシウム血症、急性副腎不全

糖尿病性ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群、粘液水腫

低血糖、褐色細胞腫

甲状腺機能亢進症

原発性アルドステロン症、褐色細胞腫、Cushing症候群

甲状腺機能亢進症、低血糖、代謝性アシドーシス、

甲状腺クリーゼ、褐色細胞腫、先端巨大症、粘液水腫

甲状腺クリーゼ、高Na血症

代謝性アルカローシス、甲状腺機能低下症

高Ca血症、甲状腺クリーゼ

糖尿病性ケトアシドーシス、低血糖、甲状腺クリーゼ

尿崩症、糖尿病、高Ca血症、原発性アルドステロン症

糖尿病、甲状腺機能亢進症

低血糖、粘液水腫、甲状腺クリーゼ



初期症状・徴候から、下記の代謝・内分泌疾患を想起できますか？（2）
【山下亀次郎編：代謝・内分泌疾患 緊急時のアプローチ メジカルビュー社】を坂口改変・追加

頚部痛
指のしびれ
骨粗そう症
月経異常
肥満・メタボ
全身倦怠
不妊症
尿路結石
消化性潰瘍
認知症
心房細動

亜急性甲状腺炎

先端巨大症

Cushing症候群

プロラクチノーマ

成人成長ホルモン欠損症、Cushing症候群

甲状腺機能低下症、下垂体機能低下症、副腎不全

ＰＣＯ

副甲状腺機能亢進症

ガストリノーマ

甲状腺機能低下症、インスリンノーマ

甲状腺機能亢進症



一般臨床検査から、下記の代謝・内分泌疾患を想起できますか？

【山下亀次郎編：代謝・内分泌疾患 緊急時のアプローチ メジカルビュー社】を参考に坂口作成

好酸球の増加
好中球の減少
正球性正色素性貧血
小球性低色素性貧血と白血球減少
高コレステロール血症
AST/ ALTに不釣り合いなALP高値
CPK上昇
低Na血症
高K血症

低K血症

アニオン・ギャップ開大

副腎不全（急性・慢性）

抗甲状腺剤による無顆粒球症

甲状腺機能低下症、副腎不全

銅欠乏症

甲状腺機能低下症

甲状腺機能亢進症、副甲状腺機能亢進症

甲状腺機能低下症

SIADH、副腎不全、甲状腺機能低下症、高血糖

低レニン・低アルドステロン症、
副腎機能低下症、代謝性アシドーシス

過剰のインスリン投与、周期性四肢麻痺、
原発性アルドステロン症、Cushing症候群

乳酸アシドーシス、糖尿病性ケトアシドーシス



インスリンの作用とDKA



インスリン作用が極度に低下したときにおきること
ー代謝失調ー

インスリン欠乏

高血糖脂肪分解の増加

ケトン体産生増加

ケトアシドーシス

浸透圧利尿

高浸透圧

DKA HHS

枯渇レベルまで低下

ジョスリン第2版を一部改変

高血糖とDKAは同時に起きえるが、インスリンの違う作用に起因する。
高血糖のなれの果てがDKAではない。



正常人の食後状態

Liver

brain

muscle

Pancreas

Fat

glucose

insulin

glucose

G-6-P

glycogen
glucose

G-6-P

glycogen

ATP

TG

glucose

(+)



正常人の空腹状態

Liver

brain

muscle

Pancreas

Fat

G-6-P

glycogen
glucose

glucose

TGGlycerol

FFA

ATP
FFA

glycogen

G-6-P
乳酸

アラニン

グリコーゲン分解

糖新生

肝からの糖放出

insulin

(-)

(-)



ケトアシドーシスの時

Liver

brain

muscle

Pancreas

Fat

G-6-P

glycogen
glucose

glucose

TGGlycerol

FFA

ATP
FFA

glycogen

G-6-P
乳酸

アラニン

グリコーゲン分解

糖新生

肝からの糖放出

insulin

(-)

(-)



ケトン産生におけるグルカゴンの役割

核

TG
FFA

グリセロール

hormon sensitive lipase

グルカゴン（＋） インスリン（-）

FFA

アシル-CoA

アセチル-CoA

アシル-CoA

TCAサイクル アセト酢酸

3ヒドロキシ酪酸

carnitine palmitoyl transferase I

アセトン

アセチルCoA

マロニルCoA
(-)

グルカゴン（+）

インスリン（-）

肝脂肪

核

ケトン体

β酸化

ケトアシドーシスの基本的な知識



＜代謝におけるインスリン作用＞

１）脂肪分解の抑制

２）肝臓における糖産生の抑制

３）骨格筋におけるブドウ糖取り込みの促進



肝臓の脂肪酸・ブドウ糖の代謝 ・脂肪は糖質の種火（オキザロ酢酸）があって、燃えることができる
・β酸化はミトコンドリアのなかで起きる

http://hobab.fc2web.com/sub4-insulin.htm

ケトアシドーシスの基本的な知識



Β酸化とは：脂肪酸からアセチルCoAが切り出される反応

アシルCoAのミトコンドリアへの取り込みには、
カルニチンとの結合が必要

ケトアシドーシスの基本的な知識



血中インスリン濃度とその効果

血中インスリン濃度

効
果
発
現
率50

100
(％)

（μU/ ml）
10 20 40

0
30 50 100 200 300

生理的範囲

脂肪分解

肝臓での糖産生
骨格筋でのブドウ糖取り込み

50%の効果発現を引き起こす血中インスリン濃度

骨格筋でのブドウ糖取
り込み

約58～60μU/ml

肝臓でのブドウ糖産生
抑制

約26μU/ml

脂肪細胞での脂肪分
解抑制 作用

約7～17μU/ ml

ケトアシドーシス



DKAの主訴は何か？
ー愛知県における調査ー

DKA 42例中、24例は意識障害がまったくなかった。

昏睡を主訴としない、DKAが相当数存在する



DKAの3大徴候

① 腹痛
② 嘔気・嘔吐
③ Kussmaul呼吸



DKAの治療
ー適切な輸液ができるかどうかが全てー

①脱水の補正

強い脱水があるので、まずは生食で輸液を開始

輸液量は1,2,3の法則で

開始 1時間で1リットル
次いで2時間で1リットル
次いで3時間で1リットル



DKAの治療
ー適切な輸液ができるかどうかが全てー

②インスリンの使用

皮下注射以外の投与方法が許されているインスリンはRだけである。

脱水が強い時の皮下注射は吸収が悪い。

静脈内へ投与されたRの半減期は5分程度

少量持続静脈内投与が原則
覚えておくといいのは0.1～0.2という数字

(0.1U/kg/hr～0.2U/kg/hr)

血糖値が時間あたり75 mg/dl以上低下しないように調整する



DKAの治療
ー適切な輸液ができるかどうかが全てー

③ブドウ糖とKの補給

血糖値は250(～300 )mg/dlにならないように、それ以下に低下
しそうになれば、ブドウ糖入りの点滴に変える。

インスリンは血糖が下がっても中止をしない。

Kのモニターが絶対に必要であることをキモに命じる
（GI療法を思い出せ！）

来院時には高Ｋ血症で心臓が止まるのではないかと思っていた患者
が、数時間後には低カリウム血症で心臓が止まる可能性が出てくる

血清K < 5.0 mEq/L   で10 mEq/ hrで補給
血清K <3.5 mEq/L で20 mEq/Hrで補給



低K血症の原因

体外

体内

体外

摂取の不足（食欲不振）

喪失の増加
消化管からの排泄（嘔吐・下痢）
腎臓からの排泄（生食の点滴）

Distributionの問題

細胞内細胞外

Kを細胞内に押し込むのはアルカイダ

アルカローシス
カテコラミン（β2刺激）
インスリン

腎臓の集合管に到達するNaが多いほど
尿中へのKの排泄は増える



輸液のそのほかのTips

○重炭酸イオンの補給はpH≧7.0では行わない

○生食輸液を開始してもNa≧155 mEq/Lが続くときはhalf salineに

○Pが極端に低い時（2 mg/dl以下）はPの補給も考慮する



糖尿病性ケトアシドーシスの治療手順
初期（0～4時間） 4時間～8時間 8時間～24時間

検査項目 （1時間毎）血糖，K, pH
バイタルサイン

（2時間毎）血糖，K, 
バイタルサイン

Na, Cl, BUN, Cr, pH

（2時間毎～適宜）血
糖，K
(8時間～適宜）ケトン
体，Na, Cl, BUN, Cr, 
pH

輸液速度 500～1000 ml/hr 250 ml/ hr 100～200 ml/hr

補液の種類 生理食塩水
生理食塩水でNa濃度が155mEq/ 
L 以下にならないときは1/2生食

生理食塩水
血糖値<300 となれば5%
ブドウ糖を含んだ輸液

3～5%ブドウ糖を含
んだ輸液

インスリン 速効型インスリン0.2U/kg
をまず静注

ついで，5～10U/ hrをポン
プで静脈内持続注入

減量して継続

尿ケトン体が消失す
るまで

減量して継続

経口摂取可能となれ
ば，皮下注射に変更

カリウム補充 5 mEq/L 以下で10 
mEq/hr

3.5 mEq/ L以下で
20 mEq/ hr

適宜

リン補充 2 mg/dL以下で考慮

重炭酸補充 pH<7.0で50～100mEqを30分以上かけて行う



1型糖尿病のサブタイプとその比較

病型 典型的な急性発症
の1型糖尿病

劇症1型糖尿病 緩徐進行1型糖尿病

診断からインスリン
依存に至る期間

数日～数ヶ月 診断時にインスリン
依存性

(数ヶ月～)数年

診断時のHbA1c 著明上昇 正常～軽度上昇 上昇

発症時の

膵外分泌酵素上昇

なし あり なし

診断時の尿中Cペプ
チド

10μg/day以上 10μg/day以下 10μg/day以上

診断時の

ケトアシドーシス

(-)～(+) ほぼ必発 (-)

GAD抗体 +(時に-) -(稀に+) +

発症時の血糖コント
ロール

比較的容易 困難 容易

ADA, WHO分類に
おける位置づけ

1A 1B 1A



Diabetic ketoacidosisから身を守るために
４つのピットフォール

主訴を知る
昏睡が主訴でない場合が多い。
むしろ腹痛・嘔気など胃腸炎様の
症状からDKAを想起できるかどう
かがカギ。

尿中ケトン(+++)かつ尿中糖（+++）を
見落とさないこと

治療で血清K値は
ダイナミックに

変化する
来院時は

危険なレベルの
高カリウム血症

数時間後には
危険なレベルの
低カリウム血症

尿試験紙でみる
ケトン体検査の

限界を知る

大量の生食輸液と
静脈内インスリン投与

治療開始は

記憶すべき数値は
1-2-3と0.1～0.2

ケトアシドーシスの基本的な知識



Taking Home Message

診断が難しいのは、
common diseaseのuncommon manifestationか、
uncommon diseaseのcommon manifestation
のことがしばしばある。 代謝・内分泌疾患を想起できるかどうかが全て

①

それでは
症例の続きをPresentation してください。



Taking Home Message

診断が難しいのは、
common diseaseのuncommon manifestationか、
uncommon diseaseのcommon manifestation
のことがしばしばある。 代謝・内分泌疾患を想起できるかどうかが全て

①

②

Occam’s RazorとHickam’s dictum (Saint’s Triad)
N Engl J Med 250:599-603, 2004

● Among competing hypotheses, favor the simplest one.
● A patient can have as many diagnosis as he darn well pleases.

Let’s Try!



補遺



コントロール不良の1型糖尿病患者の
血糖改善時に生じる肝障害について

ーMauriac syndromeを知っていますか？ー
Ｇｌｙｃｏｇｅｎｉｃ Ｈｅｐａｔｏｐａｃｈｙ

・コントロール不良の1型糖尿病患者に生じる、後天的グリコーゲン蓄積病
・1930年に、Mauriacらがはじめて報告

特徴は、肝腫大、腹痛、肝逸脱酵素の上昇など
腹痛は右の上腹部で、嘔気・嘔吐を伴うことも。
高コレステロール血症と発育障害も特徴とされた。
初期は小児で報告されたが、大人でも生じる。
（1型糖尿病患者に生じる）頻度は不明



γ-GTPに不釣り合いなALP高値をみれば
どのような疾患（病態）を想起できますか？

・妊娠中
・成長期
・血液型B型・O型の人の食後
・骨疾患 骨折・骨軟化症・Paget病
・asymptomatic PBC
・肉芽形成を伴う疾患：Tbc, Sarcoidosis
・副甲状腺機能亢進症
・甲状腺機能亢進症



甲状腺クリーゼ（1）
日本甲状腺学会 ホームページ http://www.japanthyroid.jp/doctor/problem.htmlより

定義
甲状腺クリーゼ（Thyrotoxic storm  or  crisis）

とは、甲状腺中毒症の原因となる未治療ない
しコントロール不良の甲状腺基礎疾患が存在
し、これに何らかの強いストレスが加わった時
に、甲状腺ホルモン作用過剰に対する生体の
代償機構の破綻により複数臓器が機能不全
に陥った結果、生命の危機に直面した緊急治
療を要する病態をいう。



甲状腺クリーゼ（2）
必須項目

甲状腺中毒症の存在（遊離 T3 および遊離 T４の少なくともいずれか一方が高値）

症状（注１）
1.  中枢神経症状（注２）
2.  発熱（38 度以上）
3.  頻脈（130 回/分以上） （注３）
4.  心不全症状（注４）
5.  消化器症状（注５）

確実例
必須項目および以下を満たす（注６）。

a．中枢神経症状+他の症状項目１つ以上、または、
b．中枢神経症状以外の症状項目 3 つ以上

疑い例
a．必須項目＋中枢神経症状以外の症状項目２つ、または
b．必須項目を確認できないが、甲状腺疾患の既往・眼球突出・甲状腺腫の存在

があって、確実例条件の a または b を満たす場合（注６）。

（注２）不穏、せん妄、精神異常、傾眠、けいれん、昏睡。Japan  Coma  Scale  (JCS)1以上または Glasgow Coma Scale (GCS)14 以下。
（注３）心房細動などの不整脈では心拍数で評価する。
（注４）肺水腫、肺野の５０％以上の湿性ラ音、心原性ショックなど重度な症状。New York Heart Association (NYHA)分類 4 度または Killip 分類 III 度以上。
（注５）嘔気・嘔吐、下痢、黄疸を伴う肝障害
（注６）高齢者は、高熱、多動などの典型的クリーゼ症状を呈さない場合があり(apathetic thyroid storm)、診断の際注意する。

（注１）明らかに他の原因疾患があって発熱（肺炎、悪性高熱症など）、意識障害（精神疾患や脳血管
障害など）、心不全（急性心筋梗塞など）や肝障害（ウイルス性肝炎や急性肝不全など）を呈する場合
は除く。しかし、このような疾患の中にはクリーゼの誘因となるため、クリーゼによる症状か単なる併
発症か鑑別が困難な場合は誘因により発症したクリーゼの症状とする。 このようにクリーゼでは誘因

を伴うことが多い。甲状腺疾患に直接関連した誘因として、抗甲状腺剤の服用不規則や中断、甲状
腺手術、甲状腺アイソトープ治療、過度の甲状腺触診や細胞診、甲状腺ホルモン剤の大量服用など
がある。また、甲状腺に直接関連しない誘因として、感染症、甲状腺以外の臓器手術、外傷、妊娠・
分娩、副腎皮質機能不全、糖尿病ケトアシドーシス、ヨード造影剤投与、脳血管障害、肺血栓塞栓症、
虚血性心疾患、抜歯、強い情動ストレスや激しい運動などがある。



DKAとthyroid crisis
・DKAは、thyroid crisisを誘発する要因の一つであ
る。

・DKAはたとえ感染を合併しても、体温上昇をきた
さないこともある。

・血糖コントロールが極めて不良であると、T3,T4の
測定が低めに出ることがある

・DKAの治療がうまくいきだして、発熱が明らかにな
ることがある。



今回の症例は下記を参考にしました

甲状腺クリーゼ、糖尿病性昏睡により意識障害、呼吸停止を来たし救命し得た
多腺性自己免疫疾患症候群（Autoimmune polyendocrine syndrome: APS）3型の1例

日内会誌 100: 1051-1053, 2011

Thyrotoxicosis masked by diabetic ketoacidosis: a fatal complication
Diabetes Care. 24: 171, 2001

Simultaneous presentation of thyroid storm and diabetic ketoacidosis
Am J Emerg Med. 19:603-4, 2001

Thyroid storm concealing diabetic ketoacidosis leading to cardiac arrest 
Resuscitation. 63:345-7, 2004

甲状腺クリーゼを疑われ、1型糖尿病とバセドウ病と同時に診断したケトアシドーシスの1例

糖尿病 52: 717-722, 2009

甲状腺クリーゼと糖尿病性ケトアシドーシスを合併した1例
日本救命医療会誌 21: 95-98, 2007

A sweet source of Abdominal Pain (Clinical Problem Solving)
N Engl J Med 364: 1762-7, 2011



最後までご覧いただき
ありがとうございました。

感想や質問は下記まで。
また当ホームページの他の資料はパスワードが必要です。
希望される方はメールを下さい。

kzhkskgc@med.kobe-u.ac.jp
糖尿病・内分泌内科 坂口一彦


