
　山内　結局、除外、除外でいくと、
最後は心療内科的なものもかなり多い
とみてよいのでしょうね。
　齋藤　私の経験でも、のどの違和感
を訴える患者さんの１割程度の方が、
心療内科を受診した結果、疾患ありと
診断されました。これまで述べてきま
したように、これもまた、診断された

精神神経科疾患が唯一の原因と言い切
ってよいかは別として、そういったも
のも関与しているといえるでしょう。
胃食道逆流も関与しているし、心理的
なものも関与しているというのが正し
いのではないかと考えています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　中村　南学先生、先生に企画いただ
いた腎・尿路疾患診療の最新情報のシ
リーズが始まります。その１回目とし
て、まず総論的な話をうかがいたいと
思います。テーマとして「国民病とし
ての腎・尿路疾患」を挙げられたので
すが、国民病とは、その病気が多いか
らという意味なのでしょうか。
　南学　ご指摘のとおりで、腎臓病は
なかなか症状が出にくく、症状が出た
時点ではもう透析が必要というような
病気なので、あまり気づかれません。
しかし、現時点で全国で透析を必要と
する腎不全の方は31万人以上、さらに
その母体となる、いわゆる慢性腎臓病
といわれる方は1,300万人いると推定さ
れています。こういった方々は末期腎
不全に至るのみならず、心血管系の合
併症を起こしやすいということがいわ
れており、患者さんの予後、QOLなど
様々な観点から非常に大きな問題で、
早期発見、早期に治療介入することが
重要だといわれています。
　さらに、こういった内科的な腎臓病

に加えて、腎・尿路疾患となると、い
わゆる外科系の泌尿器科的な病気が含
まれてきます。がんであったり、結石
であったり、男性だと前立腺肥大であ
ったり、排尿障害、こういった様々な
重要な問題が含まれてきます。これら
を併発している患者さんになると、さ
らに数が多くなるので、まさに国民病
といってもいいのではないかと考えて
います。
　中村　わかりました。私たちは、こ
ういった病気を見るときは、一般に、
先生が指摘された慢性腎臓病、いわゆ
るCKDと略されているような、GFR
から見た分類をした場合、病態から例
えばネフローゼや腎炎などが一部では
混乱しているような印象を持つのです
けれども、治療する場合には、どちら
にせよ、病態から見ていくのですね。
　南学　ご指摘のとおりで、CKDとは
腎機能低下という観点から見た、もの
すごく大ざっぱな分類になります。ま
ず、尿の異常だとか、糸球体ろ過の低
下、こういった異常がある状態から、

腎・尿路疾患診療の最新情報（Ⅰ）

東京大学腎臓・内分泌内科教授
南　学　正　臣

（聞き手　中村治雄）

国民病としての腎・尿路疾患
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小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第60巻８月号をお届けいたします。
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した。
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腎臓病があることを把握しようという
のが慢性腎臓病です。その原因として
は、腎炎、糖尿病、高血圧、あるいは
多発性囊胞腎のような遺伝的なもので
あったり、様々なものがあります。そ
ういった原因によって治療法が変わっ
てくるので、まず慢性腎臓病、CKDと
いう病気があることを把握していただ
いて、より細かく調べ、病態生理特異
的な治療があれば、それを行うのが正
しい対応になるかと思います。
　中村　このシリーズは、これから多
くの先生方が期待して読まれると思う
のですが、その中で腎臓病の患者さん
で、私の領域にもなるのですが、脂質
が異常になる。特に、HDLコレステロ
ール、善玉コレステロールが減って、
心血管系のイベントもやや多くなるよ
うな人をよく見ます。専門の立場から
脂質の異常とは、どの程度、重要視と
いうか、慎重に考えられるのでしょう
か。
　南学　これもたいへん大事な点で、
ネフローゼになると、コレステロール
が上がって、脂質異常症をきたします。
診断基準の項目の一つにも入っていま
す。一方、もっと数の多い慢性腎臓病
はかなり高率に脂質異常症を合併する
といわれていまして、これに対応する
ことは非常に重要です。脂質異常症に
対する治療介入は、患者さんの総死亡
を慢性腎臓病の方々でも必ず下げます
し、心血管系の合併症も有意に減らす

ことがわかっています。
　一方、腎臓病の進展という観点から
いくと、改善する傾向にはあるのです
が、明らかに有意にこれを減らすとい
うまでのエビデンスは得られていませ
ん。ですので、我々が必ず治療介入し
ますが、それはエビデンスとして心血
管死を減らし、総死亡を減らすことが
出ているからで、それが腎臓病の治療
に同時になっているかというと、その
エビデンスに関してはまだはっきりし
たものがないと理解しています。
　中村　私どもも、プラバスタチンを
使って軽度の高コレステロール血症に、
人によってはトリグリセライドが増え
てHDLが低いという例に使って、５年
ちょっと経過を見た約8,000例のデータ
をAHAで発表したことがあるのです。
あとで解析を層別してみたのですが、
確かにプラバスタチンを使っていると、
CKDの人のイベントはプラバスタチン
を使っていたほうが減っているのです。
おっしゃるように、心血管系のイベン
トはある程度抑えられているのだなと
思います。
　南学　たいへん有名な研究で、私も
存じ上げています。心血管系のイベン
トに関しては、むしろCKDのない方よ
りもさらによく減らすという印象を持
っており、必ず使うべき薬だと思いま
す。また、腎臓は血管の塊ですので、
腎機能低下に関してもおそらく効くだ
ろうと推論はするのですけれども、ま

だそちらに関してはエビデンスとして
は十分ではない。ただ、学会としては
そういったことも踏まえて、使用につ
いてはガイドラインで推奨しています。
　中村　あと一般的なことで、食事に
ついてなのですが、患者さんはこれを
守ることが難しいという方も多いかと
思います。基本は低蛋白で低ナトリウ
ムというか、低食塩、カリウムやリン
を減らすといったことになるのでしょ
うか。
　南学　おっしゃるとおりです。低蛋
白食は尿毒素の再生を防ぎますし、ナ
トリウムを下げることによって血圧を
下げ、浮腫の改善にもつながります。
また、カリウムに関しては、高カリウ
ムになると不整脈、突然死の危険があ
るので、これも非常に重要な食事指導
の要素の一つになります。
　ただ、患者さんのそのときの病気の
状態とか電解質の状態によって、我々
の指導も変わります。あらかじめその
話をしていないと、医師のスタンスが
フラフラしていると患者さんに思われ
ることがあるので、必ず「あなたに合
った食事指導をして、その都度、いう
ことが変わるかもしれませんが、それ
はそういうことなんですよ」というこ
とを話してから食事指導をしています。
　中村　前もっていっておく。実際に
食品そのもので、もうすでに低蛋白に
したパンとか、いろいろありますが、
先生方はかなり使われていますか。

　南学　栄養指導が非常に重要ですの
で、患者さん、あるいは家族とともに
栄養指導をし、具体的なことは栄養士
の方によく相談していただくようにし
ています。
　中村　もう一つ、一般的なことでう
かがいます。日本では、最終的なエン
ドステージに入ったような人は透析を
されてしまう人が多くて、腎臓移植へ
なかなかいかない。私の知り合いのア
メリカ人などは簡単に「娘の片方の腎
臓もらったよ」ということを言ってい
るのですが、なぜ日本で移植が増えて
いかないのでしょうか。
　南学　これはたいへん難しい問題で、
私も回答をはっきり持っているわけで
はありません。ただ移植は、腎臓の持
っているすべての機能を回復できる治
療なので、透析より優れた医療である
ことはおそらく医師全員が思っている
だろうと思います。しかしご指摘のよ
うに、なかなか普及しないのが現状で
す。海外の方にも「何か宗教的な背景
があるのか」などと聞かれることもあ
るのですが、私自身もよくわかってい
ません。今後、なるべく増やしていく
ことは非常に大事だと思っています。
　中村　先生のお考えでは、最終的に
は移植のほうがベターなのですか。
　南学　透析に関しては、尿毒素を抜
く水や電解質の異常を是正することは
できますけれども、腎臓の持っている
再吸収能や内分泌の力を回復させる治
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腎臓病があることを把握しようという
のが慢性腎臓病です。その原因として
は、腎炎、糖尿病、高血圧、あるいは
多発性囊胞腎のような遺伝的なもので
あったり、様々なものがあります。そ
ういった原因によって治療法が変わっ
てくるので、まず慢性腎臓病、CKDと
いう病気があることを把握していただ
いて、より細かく調べ、病態生理特異
的な治療があれば、それを行うのが正
しい対応になるかと思います。
　中村　このシリーズは、これから多
くの先生方が期待して読まれると思う
のですが、その中で腎臓病の患者さん
で、私の領域にもなるのですが、脂質
が異常になる。特に、HDLコレステロ
ール、善玉コレステロールが減って、
心血管系のイベントもやや多くなるよ
うな人をよく見ます。専門の立場から
脂質の異常とは、どの程度、重要視と
いうか、慎重に考えられるのでしょう
か。
　南学　これもたいへん大事な点で、
ネフローゼになると、コレステロール
が上がって、脂質異常症をきたします。
診断基準の項目の一つにも入っていま
す。一方、もっと数の多い慢性腎臓病
はかなり高率に脂質異常症を合併する
といわれていまして、これに対応する
ことは非常に重要です。脂質異常症に
対する治療介入は、患者さんの総死亡
を慢性腎臓病の方々でも必ず下げます
し、心血管系の合併症も有意に減らす

ことがわかっています。
　一方、腎臓病の進展という観点から
いくと、改善する傾向にはあるのです
が、明らかに有意にこれを減らすとい
うまでのエビデンスは得られていませ
ん。ですので、我々が必ず治療介入し
ますが、それはエビデンスとして心血
管死を減らし、総死亡を減らすことが
出ているからで、それが腎臓病の治療
に同時になっているかというと、その
エビデンスに関してはまだはっきりし
たものがないと理解しています。
　中村　私どもも、プラバスタチンを
使って軽度の高コレステロール血症に、
人によってはトリグリセライドが増え
てHDLが低いという例に使って、５年
ちょっと経過を見た約8,000例のデータ
をAHAで発表したことがあるのです。
あとで解析を層別してみたのですが、
確かにプラバスタチンを使っていると、
CKDの人のイベントはプラバスタチン
を使っていたほうが減っているのです。
おっしゃるように、心血管系のイベン
トはある程度抑えられているのだなと
思います。
　南学　たいへん有名な研究で、私も
存じ上げています。心血管系のイベン
トに関しては、むしろCKDのない方よ
りもさらによく減らすという印象を持
っており、必ず使うべき薬だと思いま
す。また、腎臓は血管の塊ですので、
腎機能低下に関してもおそらく効くだ
ろうと推論はするのですけれども、ま

だそちらに関してはエビデンスとして
は十分ではない。ただ、学会としては
そういったことも踏まえて、使用につ
いてはガイドラインで推奨しています。
　中村　あと一般的なことで、食事に
ついてなのですが、患者さんはこれを
守ることが難しいという方も多いかと
思います。基本は低蛋白で低ナトリウ
ムというか、低食塩、カリウムやリン
を減らすといったことになるのでしょ
うか。
　南学　おっしゃるとおりです。低蛋
白食は尿毒素の再生を防ぎますし、ナ
トリウムを下げることによって血圧を
下げ、浮腫の改善にもつながります。
また、カリウムに関しては、高カリウ
ムになると不整脈、突然死の危険があ
るので、これも非常に重要な食事指導
の要素の一つになります。
　ただ、患者さんのそのときの病気の
状態とか電解質の状態によって、我々
の指導も変わります。あらかじめその
話をしていないと、医師のスタンスが
フラフラしていると患者さんに思われ
ることがあるので、必ず「あなたに合
った食事指導をして、その都度、いう
ことが変わるかもしれませんが、それ
はそういうことなんですよ」というこ
とを話してから食事指導をしています。
　中村　前もっていっておく。実際に
食品そのもので、もうすでに低蛋白に
したパンとか、いろいろありますが、
先生方はかなり使われていますか。

　南学　栄養指導が非常に重要ですの
で、患者さん、あるいは家族とともに
栄養指導をし、具体的なことは栄養士
の方によく相談していただくようにし
ています。
　中村　もう一つ、一般的なことでう
かがいます。日本では、最終的なエン
ドステージに入ったような人は透析を
されてしまう人が多くて、腎臓移植へ
なかなかいかない。私の知り合いのア
メリカ人などは簡単に「娘の片方の腎
臓もらったよ」ということを言ってい
るのですが、なぜ日本で移植が増えて
いかないのでしょうか。
　南学　これはたいへん難しい問題で、
私も回答をはっきり持っているわけで
はありません。ただ移植は、腎臓の持
っているすべての機能を回復できる治
療なので、透析より優れた医療である
ことはおそらく医師全員が思っている
だろうと思います。しかしご指摘のよ
うに、なかなか普及しないのが現状で
す。海外の方にも「何か宗教的な背景
があるのか」などと聞かれることもあ
るのですが、私自身もよくわかってい
ません。今後、なるべく増やしていく
ことは非常に大事だと思っています。
　中村　先生のお考えでは、最終的に
は移植のほうがベターなのですか。
　南学　透析に関しては、尿毒素を抜
く水や電解質の異常を是正することは
できますけれども、腎臓の持っている
再吸収能や内分泌の力を回復させる治

ドクターサロン60巻８月号（7 . 2016） （605）  4544 （604） ドクターサロン60巻８月号（7 . 2016）

1608本文.indd   44-45 16/07/13   11:39



療ではありません。やはり腎臓の回復
という意味で、移植というのは非常に
優れた治療だと考えています。
　中村　ドナーになり手が少ないのも
問題なのでしょうか。
　南学　おっしゃるとおりです。その
背景に何があるのかがちょっとよくわ
からないので困っています。
　中村　あと、どうしても触れておき

たい点などありますか。
　南学　最初にお話ししたように、腎
臓病は沈黙の臓器で、なかなか症状が
出ませんので、血液検査、尿検査をや
っていただいて、医師の指示のもとに、
適切に、早期に対応していただければ
と思っています。
　中村　どうもありがとうございまし
た。

　大西　小松先生、尿検査に異常があ
った場合の対処法等について教えてい
ただきたいと思います。
　まず、よく健康診断で血尿や蛋白尿
などが指摘され、「精査してください」
といった紹介がありますが、そういう
場合の血尿や蛋白尿の頻度、その病的
な意義について教えていただけますか。
　小松　健診や学校検尿で血尿や蛋白
尿を指摘され、外来を訪れる患者さん
は多いと思います。通常は腎臓内科だ
ったり、泌尿器科、あるいは一般内科
を受診されることが多いと思います。
　初めに血尿について確認します。よ
く間違われるのは血尿と尿潜血反応陽
性です。血尿の定義は、尿中に一定数
以上の赤血球を認めることをいいます。
具体的には、尿中の赤血球数が１㎥当
たり20個以上、あるいは尿沈渣の400
倍視野で赤血球５個以上を認める場合
を血尿と定義します。
　しかし、健診などで全員に尿沈渣を
実施することは現実的ではありません
ので、通常は尿潜血試験紙を用いて血

尿の有無を推定します。１＋、２＋、
３＋という表現をしますけれども、こ
れは厳密にいうと血尿ではなくて、血
尿の有無を推定するための尿潜血反応
を指します。
　尿潜血反応があったからといって、
全例血尿があるわけではなく、一過性
のこともあります。経過観察をします
と、尿潜血反応陽性の半数はその後の
検査で異常が消失します。ですから、
健診で尿潜血あるいは蛋白が認められ
た場合は、複数回調べることが大事だ
と思います。
　大西　それでは次に、血尿や蛋白尿
を見たとき、どのような疾患を念頭に
置いたらよいでしょうか。
　小松　血尿と蛋白尿で原因が異なり
ます。血尿単独の場合は主に泌尿器科
の病気、具体的には腎がんだったり、
尿路上皮がん、尿路結石、膀胱炎など
があります。
　一方、蛋白尿の原因の多くは糸球体、
主に腎臓の病気になります。血尿と蛋
白尿の両方が出る、あるいは蛋白尿だ

腎・尿路疾患診療の最新情報（Ⅰ）

聖路加国際病院腎臓内科部長
小　松　康　宏

（聞き手　大西　真）

尿検査に異常があったら、蛋白尿／血尿
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