
　大西　心筋梗塞や狭心症などは、起
こしやすいのでしょうか。
　成田　一般人口の５倍程度リスクが
高いといわれています。

　大西　そういうものに気をつけて診
断するのですね。
　成田　そうですね。
　大西　ありがとうございました。

　齊藤　糖尿病性腎症ということでう
かがいます。
　透析患者さんには糖尿病性腎症の方
が多いといわれていますね。
　田中　そうですね。今、透析患者さ
んは全国で30万人いるといわれていま
すけれども、その原因疾患の中で一番
多いのが糖尿病性腎症によるものです。
患者さんの増加を考えると、早期診断
と治療法の確立、そしてそれをきちん
と実践していくことが非常に大事だと
思われます。
　齊藤　糖尿病患者さんも多く、その
中で合併症の腎症もあるということで
すけれども、その診断はいかがでしょ
う。
　田中　糖尿病の三大合併症と申しま
すと、網膜症、神経障害、腎障害があ
ります。糖尿病性腎症は、古典的には
発症後10年以上して、少しずつ微量ア
ルブミン尿が出て、その後、顕性蛋白
尿、ネフローゼ症候群を呈しながら末
期腎不全に至るといわれてきました。
しかし最近、必ずしもそういう古典的

な、典型的な流れを介さずに、例えば
顕著な蛋白尿があまり出ない状態でも
腎機能が少しずつ低下していって、末
期腎不全に至る方も非常に多いという
ことが明らかになりつつあります。そ
ういう意味でも糖尿病性腎症の進展機
序の解明は今後重要な検討課題だと考
えています。
　齊藤　糖尿病患者さんの腎症を見つ
けるのはどうするのでしょうか。
　田中　実際の診療で行う検査項目と
しては、まずは血清クレアチニンが挙
げられます。この数値をもとにeGFR
と呼ばれる推定糸球体ろ過率を計算し
ます。これは、腎本来の老廃物を排出
する機能がどうかという評価になりま
す。そしてもう一つ重要なのが、微量
アルブミン、あるいは蛋白尿といわれ
るものが尿中に出ているかどうかです。
この微量アルブミンとか蛋白尿という
のは、腎機能の進展を規定する因子と
しても非常に重要ですし、また糖尿病
患者さんに多い心臓血管系の合併症リ
スクとも非常に強く相関するといわれ
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ています。ですので、腎症のみならず、
付随する合併症リスクを早期に発見す
るためにもとても重要な検査項目だと
考えています。
　齊藤　糖尿病患者さんでは腎臓関連
の検査も定期的に行っていくことが望
ましいということでしょうか。
　田中　そうですね。
　齊藤　検尿と血液のクレアチニンで
見ていくということですけれども、腎
症の進行で、どのように変化していき
ますか。
　田中　クレアチニンに関しては、腎
機能が低下すると上昇することが知ら
れています。ただ、クレアチニンが上
昇してくるころには糸球体ろ過率はか
なり低下しているといわれています。
つまり、腎機能がある程度低下してこ
ないとクレアチニンが上がってこない
ので、きちんと時系列で確認して、わ
ずかでも上がってきている傾向がない
かなどをきちんと評価することが日常
診療で非常に重要だと考えています。
　齊藤　検尿も、並行して行うことが
多いですか。
　田中　そうですね。微量アルブミン
尿とか蛋白尿に関しては、クレアチニ
ンより早くから異常所見を呈すること
が多いですので、尿検査もやはり定期
的に行っていくことが重要だと考えて
います。
　齊藤　腎症の早期の治療あるいは予
防はどうしますか。

　田中　まず糖尿病性腎症の予防、治
療に関しては、糖尿病と診断されたら
なるべく早い時期から集学的な糖尿病
の治療をしっかりしていただくことが
一番大事だと思います。内服療法に限
らず、いわゆる食事療法や、運動療法
を早い段階からきちんと確立していく
ことが将来の腎症の発症あるいは進行
の予防に非常に重要だと考えています。
　齊藤　まずはしっかりコントロール
していくということですけれども、あ
る程度時間がたった糖尿病患者さんで
こういう状況になりますと、今度は治
療ですが、何か特別なことはあります
か。
　田中　腎症固有の治療に関しては、
血糖コントロールを前提とし、それに
付け加えてレニン・アンジオテンシン
系阻害薬の使用が挙げられます。具体
的には、アンジオテンシン受容体拮抗
薬やACE阻害薬などになりますが、こ
れらの薬剤を使用しながら、一つは蛋
白尿の減少を目指すこと、そしてもう
一つは血圧そのものをしっかりコント
ロールしていくことが重要だと考えら
れています。
　齊藤　血圧もある程度高めの患者さ
んが多いでしょうから、ちょうどいい
ですね。血圧をしっかり下げるという
ことになると、通常のコントロールよ
りも強めという意味でよいでしょうか。
　田中　血圧の管理目標については、
欧米あるいは日本でガイドラインの基

準が異なっていますけれども、日本で
は130/80㎜Hg未満を目指していくの
がコンセンサスです。
　齊藤　レニン・アンジオテンシン系
阻害薬だけでは足りない場合には、Ca
拮抗薬あるいは利尿薬などを一緒に使
っていくのでしょうか。
　田中　そうですね。併用が実際に必
要になる方は多いと思われます。
　齊藤　そうしますと、糖尿病患者さ
んは糖尿病自体の薬もたくさんの種類
をのむことが多いから、けっこうたい
へんですね。
　田中　そうですね。なるべく優先順
位の高いところから必要かつ十分な薬
をきちんとお出しすることが大事にな
ってくると思います。
　齊藤　アドヒアランスをしっかり保
っていただくということですね。
　田中　あと、患者さんも高齢の方が
非常に多いという社会的な背景もあり
ますので、非常に重要な問題だと思っ
ています。
　齊藤　それに加えて、脂質について
は何かありますか。
　田中　脂質の管理も、糖尿病性腎症
だけでなく、糖尿病の治療全般、合併
症予防の観点からも非常に重要な問題
だと思われます。脂質をきっちり管理
していくことが、例えば脳卒中とか、
動脈硬化性のイベントを減少させると
いう研究結果も最近出てきていますの
で、血糖、血圧と並んで重要な治療項

目だと思います。
　齊藤　その三つをしっかりコントロ
ールするため、薬をしっかりのんでい
ただくことになりますね。
　田中　はい。
　齊藤　そうすると、薬が多過ぎて薬
ののみ忘れなどが話題になっています
けれども、配合剤も使っていくという
ことでしょうか。
　田中　そうですね。積極的に検討し
ていくのがアドヒアランスの向上のた
めには非常に大事だと思っています。
　齊藤　糖尿病性腎症、今後の方向性
としては何か研究はありますか。
　田中　糖尿病性腎症の進展を抑制す
る決定的な治療薬はないのが現状です
けれども、幾つかの薬剤が今、国内外
で臨床治験進行中です。第Ⅱ相試験ぐ
らいまで入っているようなものもいく
つかあり、そのような候補薬の一つと
して、バルドキソロン・メチルといわ
れる薬剤があります。これはアメリカ
の会社が２型糖尿病合併CKDに対す
る腎機能改善薬として開発しました。
第Ⅱ相試験として、CKDステージ３の
患者さんを対象とした大規模臨床試験
が行われましたけれども、このときに
eGFRの低下率を有意に抑えることが
できました。しかし、その後の第Ⅲ相
試験において、心不全などの体液貯留
を伴う合併症が出てしまったために一
時中断されたという背景があります。
ただ、eGFRの低下を阻止する作用に
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ています。ですので、腎症のみならず、
付随する合併症リスクを早期に発見す
るためにもとても重要な検査項目だと
考えています。
　齊藤　糖尿病患者さんでは腎臓関連
の検査も定期的に行っていくことが望
ましいということでしょうか。
　田中　そうですね。
　齊藤　検尿と血液のクレアチニンで
見ていくということですけれども、腎
症の進行で、どのように変化していき
ますか。
　田中　クレアチニンに関しては、腎
機能が低下すると上昇することが知ら
れています。ただ、クレアチニンが上
昇してくるころには糸球体ろ過率はか
なり低下しているといわれています。
つまり、腎機能がある程度低下してこ
ないとクレアチニンが上がってこない
ので、きちんと時系列で確認して、わ
ずかでも上がってきている傾向がない
かなどをきちんと評価することが日常
診療で非常に重要だと考えています。
　齊藤　検尿も、並行して行うことが
多いですか。
　田中　そうですね。微量アルブミン
尿とか蛋白尿に関しては、クレアチニ
ンより早くから異常所見を呈すること
が多いですので、尿検査もやはり定期
的に行っていくことが重要だと考えて
います。
　齊藤　腎症の早期の治療あるいは予
防はどうしますか。

　田中　まず糖尿病性腎症の予防、治
療に関しては、糖尿病と診断されたら
なるべく早い時期から集学的な糖尿病
の治療をしっかりしていただくことが
一番大事だと思います。内服療法に限
らず、いわゆる食事療法や、運動療法
を早い段階からきちんと確立していく
ことが将来の腎症の発症あるいは進行
の予防に非常に重要だと考えています。
　齊藤　まずはしっかりコントロール
していくということですけれども、あ
る程度時間がたった糖尿病患者さんで
こういう状況になりますと、今度は治
療ですが、何か特別なことはあります
か。
　田中　腎症固有の治療に関しては、
血糖コントロールを前提とし、それに
付け加えてレニン・アンジオテンシン
系阻害薬の使用が挙げられます。具体
的には、アンジオテンシン受容体拮抗
薬やACE阻害薬などになりますが、こ
れらの薬剤を使用しながら、一つは蛋
白尿の減少を目指すこと、そしてもう
一つは血圧そのものをしっかりコント
ロールしていくことが重要だと考えら
れています。
　齊藤　血圧もある程度高めの患者さ
んが多いでしょうから、ちょうどいい
ですね。血圧をしっかり下げるという
ことになると、通常のコントロールよ
りも強めという意味でよいでしょうか。
　田中　血圧の管理目標については、
欧米あるいは日本でガイドラインの基

準が異なっていますけれども、日本で
は130/80㎜Hg未満を目指していくの
がコンセンサスです。
　齊藤　レニン・アンジオテンシン系
阻害薬だけでは足りない場合には、Ca
拮抗薬あるいは利尿薬などを一緒に使
っていくのでしょうか。
　田中　そうですね。併用が実際に必
要になる方は多いと思われます。
　齊藤　そうしますと、糖尿病患者さ
んは糖尿病自体の薬もたくさんの種類
をのむことが多いから、けっこうたい
へんですね。
　田中　そうですね。なるべく優先順
位の高いところから必要かつ十分な薬
をきちんとお出しすることが大事にな
ってくると思います。
　齊藤　アドヒアランスをしっかり保
っていただくということですね。
　田中　あと、患者さんも高齢の方が
非常に多いという社会的な背景もあり
ますので、非常に重要な問題だと思っ
ています。
　齊藤　それに加えて、脂質について
は何かありますか。
　田中　脂質の管理も、糖尿病性腎症
だけでなく、糖尿病の治療全般、合併
症予防の観点からも非常に重要な問題
だと思われます。脂質をきっちり管理
していくことが、例えば脳卒中とか、
動脈硬化性のイベントを減少させると
いう研究結果も最近出てきていますの
で、血糖、血圧と並んで重要な治療項

目だと思います。
　齊藤　その三つをしっかりコントロ
ールするため、薬をしっかりのんでい
ただくことになりますね。
　田中　はい。
　齊藤　そうすると、薬が多過ぎて薬
ののみ忘れなどが話題になっています
けれども、配合剤も使っていくという
ことでしょうか。
　田中　そうですね。積極的に検討し
ていくのがアドヒアランスの向上のた
めには非常に大事だと思っています。
　齊藤　糖尿病性腎症、今後の方向性
としては何か研究はありますか。
　田中　糖尿病性腎症の進展を抑制す
る決定的な治療薬はないのが現状です
けれども、幾つかの薬剤が今、国内外
で臨床治験進行中です。第Ⅱ相試験ぐ
らいまで入っているようなものもいく
つかあり、そのような候補薬の一つと
して、バルドキソロン・メチルといわ
れる薬剤があります。これはアメリカ
の会社が２型糖尿病合併CKDに対す
る腎機能改善薬として開発しました。
第Ⅱ相試験として、CKDステージ３の
患者さんを対象とした大規模臨床試験
が行われましたけれども、このときに
eGFRの低下率を有意に抑えることが
できました。しかし、その後の第Ⅲ相
試験において、心不全などの体液貯留
を伴う合併症が出てしまったために一
時中断されたという背景があります。
ただ、eGFRの低下を阻止する作用に
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ついてはかなり期待が持てる状況です
ので、慎重な経過観察を前提としたう
えで、国内で今、第Ⅱ相試験が再開さ
れていると聞いています。このように、
幾つか将来的に期待できる薬剤はある
と考えています。
　齊藤　それは何か特別なターゲット
があったのでしょうか。
　田中　NRF２といわれる転写因子を
活性化させることで、抗酸化・抗炎症
作用を発揮すると考えられています。
　齊藤　ほかにもありますか。

　田中　ペントキシフィリンも候補薬
の一つです。これは国内ではまだない
と思うのですけれども、海外の単施設
臨床試験で有効性が報告されています
ので、今後期待したいところです。
　齊藤　糖尿病性腎症の治療に関して
も、今後、何年か先には新しい薬が出
てきて、さらによくなることが期待で
きそうですか。
　田中　期待したいですね。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　大西　堀江先生、多発性囊胞腎診療
の実際ということで、まず、多発性囊
胞腎というのはどんな病気なのでしょ
うか。
　堀江　多発性囊胞腎と呼ばれる病気
には２種類あります。常染色体優性遺
伝の多発性囊胞腎と、常染色体劣性遺
伝の多発性囊胞腎の２種類です。常染
色体優性遺伝の囊胞腎が明らかになっ
てくるのはだいたい30歳以降です。一
方、常染色体劣性遺伝は基本的には小
児の遺伝性疾患で、通常は生後間もな
く呼吸不全、腎不全、あるいは肝臓の
線維化といった重篤な症状を呈する方
も多いのですけれども、今回は主に常
染色体優性遺伝を中心にお話しさせて
いただきます。
　多発性囊胞腎は、基本的には、腎臓
に囊胞と呼ばれる異常な構造物ができ
る病気です。囊胞が１つだけのものを
単純性腎囊胞といいます。加齢に伴っ
て囊胞は腎臓にできてくるのですが、
多発性囊胞腎の場合は囊胞が数多くで
きる。そういった病気です。常染色体

優性遺伝ですので、両親のどちらかが
病気を持っていると浸透率がほぼ100
％で遺伝するという病気です。
　大西　実際、日本での患者さんの数
や頻度など疫学的なことを少し教えて
いただけますか。
　堀江　これは世界中、人種を問わず、
だいたい2,000～3,000人に１人いる病
気です。日本でも、厚生労働省の難治
性疾患事業研究の疫学部門で調査した
ところ、３万人ぐらいいるということ
が明らかになっています。
　ちなみに、腎臓病が進行すると透析
療法に移行するのですが、透析が導入
される疾患の割合でいいますと、多発
性囊胞腎は毎年約３％です。これは過
去20年以上、ずっと同じ比率をキープ
しています。一定の数の方が透析療法
になるというかたちになっています。
　大西　発症といいますか、見つかっ
てくるのは、先ほどのお話ですと、30
歳ぐらいということですか。
　堀江　多くは30歳以降に見つかるこ
とが多いのですが、この疾患に原因す

腎・尿路疾患診療の最新情報（Ⅱ）

順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科教授
堀　江　重　郎

（聞き手　大西　真）

多発性囊胞腎診療の実際

ドクターサロン60巻９月号（8 . 2016） （695）  5554 （694） ドクターサロン60巻９月号（8 . 2016）

1609本文.indd   54-55 16/08/10   14:45


	02-0025-2
	02-0026-1
	02-0026-2
	02-0027-1



