
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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けの場合には、糸球体腎炎、ネフロー
ゼなどの腎臓の病気が疑われますので、
腎臓内科に紹介していただきたいと思
います。血尿だけの場合は、まず泌尿
器科的な悪性疾患を除外しなくてはな
らないので、泌尿器科に紹介していた
だくのがいいと思います。
　日本で透析患者さんが約30万人いま
すが、原因の病気としては１位が糖尿
病、２位がIgA腎症などの慢性糸球体
腎炎です。慢性糸球体腎炎は自覚症状
がほとんどないのが特徴で発見される
きっかけは検尿での尿異常です。です
から、偶然に発見された蛋白尿、血尿
で慢性糸球体腎炎の発見につながると
いうことがありますので、蛋白尿、血
尿を見たら、腎炎を疑って腎臓内科、
血尿だけなら泌尿器科と覚えていただ
けるといいと思います。
　大西　血尿ですけれども、偶然健診
で発見された場合は、その後、どのよ
うに対処されていますか。
　小松　健診で偶然発見された血尿を
チャンス血尿といいます。健診で検尿
を実施した場合には、一定数、尿潜血
陽性になるのですが、数年単位で血尿
が消えてしまうこともあります。です
から、全員に精密検査の必要はありま
せんが、数％の患者さん、特に中高年
の方の場合には泌尿器科系の悪性疾患
が隠れているので、そういうものを見
逃さないことが大事です。
　具体的な血尿の診断、検査の進め方

については、日本腎臓学会、日本泌尿
器科学会などが合同で作成した「血尿
診断ガイドライン」をホームページか
ら無料で見ることができます。
　簡単に検査の進め方をまとめますと、
まず早朝尿、随時尿で蛋白尿と尿沈渣
を含む尿検査を繰り返していただく。
蛋白尿が陽性であれば糸球体疾患を疑
って腎臓専門医に紹介する。また、再
検で血尿を認めない、あるいは尿沈渣
に赤血球が出ない場合は、年に１回以
上の経過観察でいいと思います。
　大西　血尿が一過性ではなく持続す
る場合は、どのように検査を進めたら
よいでしょうか。
　小松　具体的には尿沈渣の検査、尿
細胞診、腹部、腎臓と膀胱を超音波で
検査をする。異常があった場合には、
膀胱鏡、CTなどの画像診断を進める
ことになると思います。注意する点と
しては、尿細胞診の検査では、膀胱が
んの特異度は90％以上と高いのですが、
感度が低い。したがって尿細胞診が陰
性でもがんを否定できないので、複数
回の検査を行います。
　大西　そうしますと、肉眼的血尿の
検査をした結果、異常がなかった場合、
その後のフォローアップはどのように
していますか。
　小松　異常がなかった場合でも、反
復する場合があり肉眼的血尿では10％
以上の方がその後、泌尿器がんと診断
されています。ですから顕微鏡的血尿、

いわゆる顕微鏡で初めてわかる血尿と
異なり、反復する肉眼的血尿の場合に
は厳重な経過観察が必要と思われます。
　では具体的にどのぐらいの間隔で見
るのがいいのか。一定の見解はないの
ですが、３～６カ月間隔で３年間、厳
重に経過観察を行うと安心です。具体
的な検査の内容としては、尿沈渣、尿
細胞診、血液検査、超音波検査などに
なると思います。
　大西　それでは次に蛋白尿に移りた
いと思いますけれども、蛋白尿にはど
のような意味がありますか。
　小松　蛋白尿は糸球体腎炎などの腎
臓病を早期発見する手がかりになりま
す。さらに、蛋白尿があるということ
は、それ自体で末期腎不全、透析にな
るリスクが高く、心臓病のリスクも高
いといわれています。健常人でも、１
日150㎎までの微量な蛋白尿が認めら
れることがあるのですが、１日500㎎
以上、0.5g以上の蛋白が持続する場合
には病的な意義があると考えて検査を
進めることになります。
　大西　蛋白尿の機序にはいろいろあ
るのでしょうか。
　小松　大きく分けると４つあります。
１つ目は慢性腎炎、糖尿病性腎症など
の糸球体の病気で、糸球体の毛細血管
の透過性が亢進するために尿に蛋白が
漏れる場合。２つ目は尿細管間質性腎
炎などの尿細管障害によって尿細管で
の蛋白の再吸収が低下する場合。３つ

目は血液の病気で、骨髄腫などで血液
中に異常に蛋白が増える。そのために
尿細管の再吸収を超える量が尿に漏れ
出る場合です。さらに４つ目は、一時
的なものなのですが、膀胱炎とか腫瘍
などで尿に血液が混入した結果、蛋白
が陽性になる場合です。
　大西　蛋白尿の検査には具体的にど
のような方法があるのでしょうか。
　小松　蛋白尿の検査は、まず試験紙
法による尿定性、１＋、２＋、３＋と
いう検査です。もう一つは、外来の尿
を用いて蛋白の定量をする検査があり
ます。外来の蛋白尿の定量の場合には
同時にクレアチニンを測って、尿の蛋
白と尿のクレアチニンの比率を見る方
法が勧められます。もう一つは、24時
間蓄尿によって１日の蛋白を正確に測
定する方法です。
　24時間蓄尿の蛋白は正確なのですが、
外来で実施するにはちょっと煩雑です
ので、お勧めとしては外来の尿蛋白の
定量、尿のクレアチニンの定量を行い、
その比率を取る方法です。具体的にい
いますと、尿の蛋白が50㎎/dL、尿の
クレアチニンが100㎎/dLだとしたら、
50÷100＝0.5となり、１日蛋白は約0.5g
と推定できます。
　大西　それでは、蛋白尿が陽性だっ
た場合、その後はどのように検査を進
めたらよいでしょうか。
　小松　蛋白尿が陽性だった場合に、
一時的なものなのか、起立性蛋白尿の
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けの場合には、糸球体腎炎、ネフロー
ゼなどの腎臓の病気が疑われますので、
腎臓内科に紹介していただきたいと思
います。血尿だけの場合は、まず泌尿
器科的な悪性疾患を除外しなくてはな
らないので、泌尿器科に紹介していた
だくのがいいと思います。
　日本で透析患者さんが約30万人いま
すが、原因の病気としては１位が糖尿
病、２位がIgA腎症などの慢性糸球体
腎炎です。慢性糸球体腎炎は自覚症状
がほとんどないのが特徴で発見される
きっかけは検尿での尿異常です。です
から、偶然に発見された蛋白尿、血尿
で慢性糸球体腎炎の発見につながると
いうことがありますので、蛋白尿、血
尿を見たら、腎炎を疑って腎臓内科、
血尿だけなら泌尿器科と覚えていただ
けるといいと思います。
　大西　血尿ですけれども、偶然健診
で発見された場合は、その後、どのよ
うに対処されていますか。
　小松　健診で偶然発見された血尿を
チャンス血尿といいます。健診で検尿
を実施した場合には、一定数、尿潜血
陽性になるのですが、数年単位で血尿
が消えてしまうこともあります。です
から、全員に精密検査の必要はありま
せんが、数％の患者さん、特に中高年
の方の場合には泌尿器科系の悪性疾患
が隠れているので、そういうものを見
逃さないことが大事です。
　具体的な血尿の診断、検査の進め方

については、日本腎臓学会、日本泌尿
器科学会などが合同で作成した「血尿
診断ガイドライン」をホームページか
ら無料で見ることができます。
　簡単に検査の進め方をまとめますと、
まず早朝尿、随時尿で蛋白尿と尿沈渣
を含む尿検査を繰り返していただく。
蛋白尿が陽性であれば糸球体疾患を疑
って腎臓専門医に紹介する。また、再
検で血尿を認めない、あるいは尿沈渣
に赤血球が出ない場合は、年に１回以
上の経過観察でいいと思います。
　大西　血尿が一過性ではなく持続す
る場合は、どのように検査を進めたら
よいでしょうか。
　小松　具体的には尿沈渣の検査、尿
細胞診、腹部、腎臓と膀胱を超音波で
検査をする。異常があった場合には、
膀胱鏡、CTなどの画像診断を進める
ことになると思います。注意する点と
しては、尿細胞診の検査では、膀胱が
んの特異度は90％以上と高いのですが、
感度が低い。したがって尿細胞診が陰
性でもがんを否定できないので、複数
回の検査を行います。
　大西　そうしますと、肉眼的血尿の
検査をした結果、異常がなかった場合、
その後のフォローアップはどのように
していますか。
　小松　異常がなかった場合でも、反
復する場合があり肉眼的血尿では10％
以上の方がその後、泌尿器がんと診断
されています。ですから顕微鏡的血尿、

いわゆる顕微鏡で初めてわかる血尿と
異なり、反復する肉眼的血尿の場合に
は厳重な経過観察が必要と思われます。
　では具体的にどのぐらいの間隔で見
るのがいいのか。一定の見解はないの
ですが、３～６カ月間隔で３年間、厳
重に経過観察を行うと安心です。具体
的な検査の内容としては、尿沈渣、尿
細胞診、血液検査、超音波検査などに
なると思います。
　大西　それでは次に蛋白尿に移りた
いと思いますけれども、蛋白尿にはど
のような意味がありますか。
　小松　蛋白尿は糸球体腎炎などの腎
臓病を早期発見する手がかりになりま
す。さらに、蛋白尿があるということ
は、それ自体で末期腎不全、透析にな
るリスクが高く、心臓病のリスクも高
いといわれています。健常人でも、１
日150㎎までの微量な蛋白尿が認めら
れることがあるのですが、１日500㎎
以上、0.5g以上の蛋白が持続する場合
には病的な意義があると考えて検査を
進めることになります。
　大西　蛋白尿の機序にはいろいろあ
るのでしょうか。
　小松　大きく分けると４つあります。
１つ目は慢性腎炎、糖尿病性腎症など
の糸球体の病気で、糸球体の毛細血管
の透過性が亢進するために尿に蛋白が
漏れる場合。２つ目は尿細管間質性腎
炎などの尿細管障害によって尿細管で
の蛋白の再吸収が低下する場合。３つ

目は血液の病気で、骨髄腫などで血液
中に異常に蛋白が増える。そのために
尿細管の再吸収を超える量が尿に漏れ
出る場合です。さらに４つ目は、一時
的なものなのですが、膀胱炎とか腫瘍
などで尿に血液が混入した結果、蛋白
が陽性になる場合です。
　大西　蛋白尿の検査には具体的にど
のような方法があるのでしょうか。
　小松　蛋白尿の検査は、まず試験紙
法による尿定性、１＋、２＋、３＋と
いう検査です。もう一つは、外来の尿
を用いて蛋白の定量をする検査があり
ます。外来の蛋白尿の定量の場合には
同時にクレアチニンを測って、尿の蛋
白と尿のクレアチニンの比率を見る方
法が勧められます。もう一つは、24時
間蓄尿によって１日の蛋白を正確に測
定する方法です。
　24時間蓄尿の蛋白は正確なのですが、
外来で実施するにはちょっと煩雑です
ので、お勧めとしては外来の尿蛋白の
定量、尿のクレアチニンの定量を行い、
その比率を取る方法です。具体的にい
いますと、尿の蛋白が50㎎/dL、尿の
クレアチニンが100㎎/dLだとしたら、
50÷100＝0.5となり、１日蛋白は約0.5g
と推定できます。
　大西　それでは、蛋白尿が陽性だっ
た場合、その後はどのように検査を進
めたらよいでしょうか。
　小松　蛋白尿が陽性だった場合に、
一時的なものなのか、起立性蛋白尿の
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ような体質的なものなのか、あるいは
糖尿病性腎症、糸球体腎炎などの病的
なものなのかを区別する必要があると
思います。
　外来で蛋白尿が陽性だった場合には、
まず早朝尿の蛋白も調べることです。
血尿がなくて、蛋白尿が早朝尿では認
められないが外来尿で認められる場合
には、起立性蛋白尿と診断されます。
この場合は治療はいりませんので、心
配しなくていいと思います。
　早朝第一尿でも蛋白が持続する、あ
るいは血尿が伴う場合には糸球体疾患
の可能性があるので、24時間蓄尿を行
うか、先ほどお話しした尿蛋白の定量、
尿クレアチニンの定量の比率を取る検
査が勧められます。尿蛋白が２＋以上
だったり、尿蛋白／クレアチニン比が
0.5以上の場合には腎臓専門医に紹介し
て、それ以上の精密検査を進めること
になると思います。
　大西　そうしますと、慢性糸球体腎
炎や全身疾患に伴う糸球体病変などが
疑われて、精密検査に入るのでしょう

か。
　小松　そのとおりです。慢性糸球体
腎炎、糖尿病、あるいはSLEなどの膠
原病、こういった全身疾患に伴う糸球
体病変をとらえて、腎臓内科では各種
の血液検査、最終的には腎生検を行っ
て確定診断を進めることになります。
　大西　最後に、蛋白尿が少ない場合
とか、特に腎機能に異常がないといっ
た場合のフォローアップはどのように
しているのですか。
　小松　蛋白尿が軽度な場合、自覚症
状もないといった場合、患者さんの中
には、自覚症状もないし、腎臓の働き
も正常だということで、検査を中断す
る方がいます。ただ、特にIgA腎症な
どの慢性糸球体腎炎の場合には数年か
ら10年ぐらいの経過をたどって徐々に
進行していきますので、自覚症状がな
くても定期的な受診をするように患者
さんには十分説明していただきたいと
思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　浮腫の診断と利尿薬の使い方
をうかがいます。
　まず浮腫の診断はどういったものが
考えられますか。
　正木　まず腎臓に関していいますと、
低蛋白、低アルブミン血症で起こるネ
フローゼ症候群、それから腎機能低下
に伴って出てくる浮腫。この２種類が
主なものになってきます。それ以外で
すと、Ca拮抗薬などの薬剤によるもの、
次に静脈等に血栓ができて、もしくは
リンパ管がうっ滞し、閉塞の危険によ
る浮腫、それから血管炎等がある場合、
何らかの炎症性の物質が出て血管の透
過性が亢進している場合などがありま
すが、腎臓では主に低アルブミン血症、
腎機能低下に伴うものです。それ以外
の疾患ですと、よく紛れているのが心
不全に伴う浮腫になってきます。
　齊藤　腎臓が関係するものと、それ
以外になりますか。
　正木　はい。
　齊藤　特にはっきり原因がわからな
いようなものはありますか。

　正木　紹介を受ける中で多いのは、
メタボリック症候群、２型糖尿病の耐
糖能異常のある方は高インスリン血症
があります。高インスリン血症とは腎
臓の尿細管のナトリウムチャンネルす
べてに働くといわれています。このた
め、塩分をたくさん取ることで浮腫が
くることがありますので、減塩のみで
軽快するケースも多々あります。
　齊藤　浮腫の治療に利尿薬を使うと
いうことになりますが、利尿薬にはど
ういったものがありますか。
　正木　まず発売されている利尿薬と
して、近位尿細管に働くダイアモック
スといわれるもの、最も使われている
利尿薬として、ヘンレの上行脚に作用
するループ利尿薬、遠位尿細管中心に
作用するサイアザイド系の利尿薬、そ
して集合管のあたりに作用してくる抗
アルドステロン薬、あとは水利尿を促
す、主にこれは心不全や多発性囊胞腎
にだけ保険適用があるバゾプレシンV
２レセプターのアンタゴニストである
トルバプタンといわれるもの、これだ

腎・尿路疾患診療の最新情報（Ⅰ）

広島大学腎臓内科教授
正　木　崇　生

（聞き手　齊藤郁夫）
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