
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
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けの利尿薬が使用されています。
　ダイアモックスは近位尿細管に働き、
その後の尿細管の下流で修飾され、作
用が弱いといわれていますので、使用
されていません。また、腎不全ではア
シドーシスを助長させるために禁忌に
指定されています。あとは、ループ利
尿薬、サイアザイド系の利尿薬が非常
に多く使われます。抗アルドステロン
薬は高カリウム血症の副作用がありま
すので、注意して使う必要があります。
　齊藤　ループ利尿薬とサイアザイド
系利尿薬の使い分け、あるいは併用は
どうでしょう。
　正木　浮腫で、体液貯留を減らした
いということでしたら、ループ利尿薬
が中心になってきます。ただし、サイ
アザイド系利尿薬は主に塩を抜くとい
う目的がありますので、ループ利尿薬
だけでは作用が不十分なケースでは併
用することがあります。塩だけ抜きた
いケースでは、もちろんサイアザイド
系利尿薬の単独使用もあり得ますが、
一般的には腎機能が低下するとサイア
ザイド系利尿薬の効果が弱まるともい
われているので、CKDガイドラインで
は、CKDのステージ４以降では、まず
ループ利尿薬のほうがファーストチョ
イスになっています。
　齊藤　CKD４とはどういったもので
しょうか。
　正木　腎機能のeGFR、推定のGFR
値で30を切ってくるので、かなり腎機

能が低下した状態です。
　齊藤　そういった場合にはループ利
尿薬が最初ですね。場合によっては併
用もありうるということですか。
　正木　もちろんあり得ます。
　齊藤　併用する、あるいは追加する
場合の目安は何かありますか。
　正木　まずループ利尿薬の反応が不
十分なケース、それから塩も同時に抜
きたいようなケースがあります。これ
は教科書にはあまり書かれていません
が、塩を抜きたいときの目安として、
我々はよくクロール値を簡易的に見て
いきます。クロール値が高いケースと
いうのは塩がたまっていると判断して、
サイアザイド系の利尿薬を積極的に使
うケースが多いです。
　齊藤　臨床所見あるいは検査値で浮
腫の程度あるいは状態をどのように見
ていきますか。
　正木　一番簡単なのは、足が腫れて
いるかどうかです。これは診察のとき
に足を見るだけです。特にすねのあた
りだけ腫れる人もありますし、指のあ
たりが腫れてくる人もいますので、診
察のときに必ず足をチェックするとい
うことです。あとは、CKDのほとんど
の方が高血圧を合併しています。家庭
血圧を測定していただくと、起床時の
血圧がかなり上がってくるケースです。
　あと、バイオマーカーとして、hANP
が推奨されていますが、完璧なバイオ
マーカーがないのが欠点といわれてい

ます。それ以外ですと、体液貯留をし
てくる場合には、いろいろなデータが
希釈されて薄まってきます。ヘモグロ
ビン、ヘマトクリットは古くから知ら
れていることですが、クレアチニン値、
TP、アルブミンなども下がってきま
すし、コレステロール値ですら下がっ
てくるケースが見られます。変化を見
ていれば、それは容易に判断がつくと
思います。
　齊藤　そういった検査所見および臨
床所見を見ながら薬の調整をしていく
ということですね。ネフローゼ症候群
ではどうなのでしょうか。
　正木　ネフローゼ症候群の場合は、
主に低アルブミン血症による血管内の
浸透圧低下が原因といわれていますが、
もちろんそれ以外の原因もあります。
やはり水を抜くことが中心になってい
ますので、ループ利尿薬がファースト
チョイスになってきます。もちろん、
入院の場合には静注薬を使用するケー
スもありますし、さらにループ利尿薬
で反応が悪いケースにはサイアザイド
系利尿薬などと併用することもあり得
ます。
　齊藤　ネフローゼ症候群の大きな部
分は糖尿病関連ということですが、こ
の場合にはどうですか。
　正木　糖尿病の場合は、先ほど申し
上げたように、インスリンがナトリウ
ムチャンネルに働いてくる。したがっ
て、非常に塩を排泄しにくい病態と考

えられます。こういった方はかなり塩
分が貯留して体液貯留をきたすケース
が多いので、積極的に利尿薬を使って
いるケースが多いです。ループ利尿薬
を使うケースもありますが、私が診て
いる多くの患者さんでは、ループ利尿
薬とサイアザイド系利尿薬の併用が多
いです。
　ただ、高齢者においてはARB等の降
圧薬も併用していますので、高齢者特
有の低ナトリウム血症が出てくるケー
スがあります。そのため高齢者はルー
プ利尿薬から使うほうが安全であると
いえると思います。
　齊藤　糖尿病があると、利尿薬を控
えるようなことはありますか。
　正木　これはCKDガイドラインで、
心血管病を合併している場合はCa拮抗
薬が推奨されているためです。ところ
が、浮腫があるケースは血圧のコント
ロールはほぼできません。特に、家庭
血圧で起床時の血圧を測定していただ
くと明らかですが、診察時の血圧は低
いのに、早朝の血圧はかなり高いケー
スが出てきますので。血圧を下げる意
味でも、そういった場合には利尿薬を
積極的に使う必要が出てくるだろうと
思います。
　齊藤　高齢者で注意点はありますか。
　正木　高齢者に関していいますと、
もちろん減塩が非常に重要です。かな
り塩分が濃いものを好む方が多いので、
まず食事の指導から入っていくことが
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　ダイアモックスは近位尿細管に働き、
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指定されています。あとは、ループ利
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値で30を切ってくるので、かなり腎機
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　齊藤　そういった場合にはループ利
尿薬が最初ですね。場合によっては併
用もありうるということですか。
　正木　もちろんあり得ます。
　齊藤　併用する、あるいは追加する
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腫の程度あるいは状態をどのように見
ていきますか。
　正木　一番簡単なのは、足が腫れて
いるかどうかです。これは診察のとき
に足を見るだけです。特にすねのあた
りだけ腫れる人もありますし、指のあ
たりが腫れてくる人もいますので、診
察のときに必ず足をチェックするとい
うことです。あとは、CKDのほとんど
の方が高血圧を合併しています。家庭
血圧を測定していただくと、起床時の
血圧がかなり上がってくるケースです。
　あと、バイオマーカーとして、hANP
が推奨されていますが、完璧なバイオ
マーカーがないのが欠点といわれてい
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てくる場合には、いろいろなデータが
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ビン、ヘマトクリットは古くから知ら
れていることですが、クレアチニン値、
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スもありますし、さらにループ利尿薬
で反応が悪いケースにはサイアザイド
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いるケースが多いです。ループ利尿薬
を使うケースもありますが、私が診て
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　ただ、高齢者においてはARB等の降
圧薬も併用していますので、高齢者特
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スがあります。そのため高齢者はルー
プ利尿薬から使うほうが安全であると
いえると思います。
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えるようなことはありますか。
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心血管病を合併している場合はCa拮抗
薬が推奨されているためです。ところ
が、浮腫があるケースは血圧のコント
ロールはほぼできません。特に、家庭
血圧で起床時の血圧を測定していただ
くと明らかですが、診察時の血圧は低
いのに、早朝の血圧はかなり高いケー
スが出てきますので。血圧を下げる意
味でも、そういった場合には利尿薬を
積極的に使う必要が出てくるだろうと
思います。
　齊藤　高齢者で注意点はありますか。
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多いです。それ以外に、先ほど申し上
げたように、ARB、ACE阻害薬、こ
ういったものでMRHE（鉱質コルチコ
イド反応性低Na血症）といわれる病
態、これで低ナトリウム血症になるこ
とがあります。そのために容易に脱水
状態になります。高齢者は低ナトリウ
ム血症を起こしやすいので、季節によ
っては利尿薬の加減が必要になってく
ると思います。
　齊藤　夏の暑い日が危ないのですね。
　正木　そうですね。ところが、暑い
ときというのは意外と涼しいところに
いますので、一番多いのは暑くなる直
前、６月ぐらいです。あともう一つ、
脱水が多いのは意外なことに冬です。
これは水分を摂取しなくなるケースが
あることと、部屋をすごく暖かくして
いる方が多いからです。初夏と冬の脱
水がかなり多いというのが実情だと思

います。
　齊藤　そういった場合に、特にRAS、
レニン・アンジオテンシン系抑制薬プ
ラス利尿薬が加わっているとぐあいが
悪いこともありうるのですね。
　正木　はい。
　齊藤　高齢者では血圧のコントロー
ルも非常に重要だということでしょう
か。
　正木　そうです。
　齊藤　それプラス、あとは食事に注
意していただくということでしょうか。
　正木　まずは減塩が大切になってく
ると思います。
　齊藤　利尿薬を安全に使いながら浮
腫をコントロールしていくということ
ですね。
　正木　はい。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　大西　土井先生、急性腎障害診療の
進歩ということでうかがいたいと思い
ます。
　初めに、急性腎不全の歴史的な変遷
からご紹介いただけますか。
　土井　まず、第一次、第二次世界大
戦のあたりで傷病者の方々の尿量が減
ると同時に、高い確率で死亡したとこ
ろから、急性腎不全の歴史が始まって
います。1950年ごろ、イギリスのロンド
ンで被災された方々のcrush syndrome、
いわゆる挫滅症候群から急性腎不全に
なることを、高名なBaywaters先生が
詳細に記述されたのが、急性腎不全の
始まりになります。
　大西　そういう歴史があるのですね。
それでは、急性腎不全（ARF）、あと
急性腎障害（AKI）、この違いはどの
あたりにあるのでしょうか。
　土井　50～60年前から、急に腎臓が
悪くなる病態をARFと呼んでいました
が、比較的若い方、怪我をした方、可
逆的に元に戻る方を対象にしていた概
念でした。ところが、2000年以降、超

高齢社会になり、80歳以上の方が集中
治療室に大きな手術を受けに来るよう
になりました。その結果、多臓器不全
として腎臓が悪くなる頻度が増えて、
それは昔いわれていた急性腎不全では
なく、AKI（acute kidney injury）と
いう違う名前で呼ぼうという気運が高
まり、2000年以降に新たな概念として
提唱されたという経緯があります。
　大西　それでは、AKIは具体的にど
ういうものなのでしょうか。
　土井　全く無尿になって、クレアチ
ニンが７～９㎎/dLと著しい上昇を示
すものをかつてはARFといっていまし
たが、集中治療室あるいは入院されて
いる循環器の患者さんであれば、わず
かなクレアチニンの上昇で示される程
度に腎臓が障害される段階で、早めに
認識しようという思いがあり、クレア
チニンが48時間以内に0.3㎎/dL上昇す
る、もしくは１週間で1.5倍上昇すれば、
もうすでにそれをAKIとして認知すべ
きであるというように最近のガイドラ
インでは提唱されています。

腎・尿路疾患診療の最新情報（Ⅰ）

東京大学救命救急センター講師
土　井　研　人

（聞き手　大西　真）
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