
　大西　ある程度の基準みたいなもの
はできてきているのでしょうか。
　土井　なかなか難しいところで、現
状ある報告はすべて観察研究における
結果であり、どういったところに注目
すればいいか。一つ類似型としては、
急性心筋梗塞になった患者さんが外来
に戻られたときに、入院中に一番ひど
かったときの心不全の程度によって、
その後の外来の利尿剤、β遮断薬の使
い方が変わってくると思われます。そ
れと同じようなことを腎臓の領域でも
示せるようになるといいというのが現
在考えているところです。
　大西　先ほど患者さんへの生活指導
の話が少し出ましたが、具体的にはど

のような指導を外来でされていますか。
　土井　これもなかなかいい手だてが
少ない中で、減塩、肥満を避ける、禁
煙というのが３つ大きなところかと思
います。
　大西　そのあたりが重要になってく
るのですね。
　土井　そうです。そこは慢性腎臓病
とほとんど同じといっていいと思いま
す。
　大西　減塩はかなり厳しくされます
か。
　土井　理想的には１日５g。日本人
ではなかなか難しいので、１日７gぐ
らいになると思います。
　大西　ありがとうございました。

　齊藤　慢性腎臓病のエビデンスに基
づいた治療ということで、岡田先生に
うかがいます。
　３月10日は「世界腎臓の日」といわ
れているそうですね。
　岡田　３月の第２木曜日をWorld 
Kidney Dayとして、全世界で慢性腎臓
病（CKD）を広く知ってもらおうとい
う運動を行っています。
　齊藤　CKDとはどういったものなの
でしょうか。
　岡田　検尿異常や血清クレアチニン
が上昇してGFRが60以下になった腎機
能障害が３カ月以上持続する方をCKD
と診断します。
　齊藤　クレアチニンから求めた推算
GFR、あるいは検尿ということですね。
　岡田　はい。
　齊藤　その組み合わせですが、これ
は両方ありますから、何か工夫をして
いるわけですね。
　岡田　同じCKDという範疇に入って
も、腎機能予後や心血管系合併症のリ
スクには、患者さんの間で大きな違い

があります。その重症度分類がGFRの
レベルと蛋白尿の程度で18区分されて
います。当然、蛋白尿が多く、GFRが
低い方がハイリスクですし、逆に蛋白
尿がなく、GFRも正常という方に関し
ては、リスクが低いことになります。
　齊藤　検尿はテープでもいいのです
か。
　岡田　正確には、蛋白尿の定量、も
しくはアルブミン尿の定量で区分され
ていますけれども、すべてのクリニッ
クで定量をすることはなかなか難しい
ですし、また健診の結果が使えないこ
とになりますので、試験紙法で（－）
と（±）と（＋）以上の３群に区分し
ています。
　齊藤　実地臨床の先生方によると、
通院中の患者さんは、一度は検討した
ほうがいいということですけれども、
実際、日本ではCKDはどのぐらいとい
われているのですか。
　岡田　なかなか実態をつかむのは難
しいのですけれども、いわゆるCKDで
末期腎不全や心血管系合併症のリスク

腎・尿路疾患診療の最新情報（Ⅰ）

埼玉医科大学腎臓内科教授
岡　田　浩　一

（聞き手　齊藤郁夫）

慢性腎臓病のエビデンスに基づいた治療

ドクターサロン60巻８月号（7 . 2016） （619）  5958 （618） ドクターサロン60巻８月号（7 . 2016）

1608本文.indd   58-59 16/07/13   11:39



が高いと考えられる患者さんは、日本
人全体で1,300万人以上いると推定され
ています。
　齊藤　相当な頻度でいるわけですか
ら、外来通院中の患者さんの中にもい
らっしゃるということですね。
　岡田　はい。
　齊藤　CKDが進行しないように管理
していくということでしょうけれども、
具体的にはどういった方策があります
か。
　岡田　まず原疾患に対するアプロー
チと、原疾患を問わない、CKDの患者
さん全般に行う一般的治療に分けられ
ます。原疾患に関しては、腎臓専門医
にコンサルテーションして、その指示
を仰ぐことが必要になりますが、一般
的な治療に関しては、いわゆるかかり
つけ医に管理していただきたいと思い
ます。その代表的な項目としては、血
圧、食事療法、もし糖尿病を合併され
ている方ならば血糖管理などが中心に
なります。
　齊藤　食事はどういった点が勧めら
れるのでしょうか。
　岡田　腎臓病患者さんの食事療法と
いいますと、蛋白質制限食が有名です
けれども、近年の臨床研究からは、腎
機能低下を改善させる強いエビデンス
は認められていません。ですが、透析
導入を遅らせることが示されています
ので、過度な蛋白質制限は不要ですけ
れども、だいたい体重１㎏当たり0.8g

程度の蛋白質制限は考慮してもよいと
思います。
　また、血圧の管理や体液量の適正化
という意味では、塩分制限１日６g未
満が適切です。ただ、あまり過度の塩
分制限をすると体液量の減少から生命
予後を逆に悪くする危険性もあります
ので、３g以上とするべきです。です
から６g未満３g以上の塩分制限が重要
になります。
　齊藤　そのほかの生活習慣ですと、
喫煙もありますか。
　岡田　喫煙はそれ自身がCKDの原因
にもなりますし、またCKDの増悪因子
になります。ですから、すべてのCKD
患者さんに関して、禁煙が推奨されま
す。
　齊藤　食事、禁煙、それから体重の
コントロールもありますか。
　岡田　肥満も実は単独で蛋白尿の原
因になりますし、CKDの増悪因子と
考えられます。ですから、糖尿病のあ
るなしにかかわらず、体重の適正化が
CKD患者さんに対して重要な生活習慣
管理の項目になります。
　齊藤　食事とたばこと体重ですね。
そのほか生活習慣で何かありますか。
　岡田　あとは、CKDの患者さんは免
疫力の低下がありますし、またインフ
ルエンザや肺炎球菌肺炎によってCKD
が増悪する可能性もありますので、イ
ンフルエンザや肺炎球菌に対するワク
チンの接種を強くお勧めします。

　齊藤　まず生活全般の注意点ですが、
例えば高血圧で通院中の患者さんでは
何かありますか。
　岡田　CKDの患者さんの管理の代表
的なものが、先ほど申し上げました血
圧管理ですけれども、蛋白尿を伴うよ
うなリスクの高いCKDの患者さんに関
しては、血圧をより厳しく下げる。例
えば、130/80㎜Hg未満に診察室血圧
を下げることが重要になります。また、
糖尿病を合併したCKDの患者さんに関
しては、蛋白尿を伴わない場合でも、
130/80㎜Hg未満の血圧管理が重要に
なります。
　齊藤　具体的に使う降圧薬では何か
ありますか。
　岡田　糖尿病を伴う方、もしくは糖
尿病がなくても、蛋白尿を伴うような
リスクの高いCKD患者さんに関しては、
レニン・アンジオテンシン系阻害薬を
第１選択にして、それに必要に応じて
第２、第３の併用薬を用いて、130/80
㎜Hg未満を目指すことが実臨床上、重
要になります。蛋白尿を伴わないよう
な、また糖尿病も伴わないような低リ
スクのCKD患者さんに関しては、特に
第１選択薬として推奨される単一の薬
剤はありませんので、いずれかの薬剤
を用いて140/90㎜Hg未満を目指すこ
とになります。
　齊藤　レニン・アンジオテンシン系
阻害薬が有効ということですけれども、

ACE阻害薬とARBで、ARBのほうが
より使われていますが、両者に差はあ
りそうですか。
　岡田　現状ではCKDの進行抑制を目
標としたレニン・アンジオテンシン系
阻害薬の降圧治療としては、ACE阻害
薬もARBも、その有効性に関して有意
差はないとされています。ですから、
咳の副作用等でACE阻害薬が使えない
方は、ぜひARBを用いていただければ
よいと思います。
　齊藤　脂質異常症とは何か関係して
いますか。
　岡田　透析導入になる前の保存期
CKDの患者さんに関しては、スタチン、
もしくはスタチンとエゼチミブという
小腸におけるコレステロールの吸収阻
害薬を併用した治療によって、LDLコ
レステロールを120㎎/dL未満に管理
することで心血管系合併症の予防や、
蛋白尿の減少が期待できることから、
日本のガイドラインでは推奨されてい
ます。ただ、欧米のガイドラインでは
LDLコレステロールの目標値が設定さ
れていません。とりあえずCKDの患者
さんにはスタチンを投入しておき、検
査は不要となっていることが、日本と
欧米との違いになっています。
　齊藤　血圧管理、脂質管理、血糖の
管理が大事になるのですね。
　岡田　はい。
　齊藤　ありがとうございました。
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