
　大西　深川先生、慢性腎臓病におけ
る骨ミネラル代謝異常というテーマで
最近の知見などをうかがいたいと思い
ます。
　まず最初に、腎臓という臓器はいろ
いろな生体の内部環境の維持とか、物
質のいろいろな出納、出入りとか、そ
ういうものを保つために非常に重要な
臓器だと思うのですけれども、そのあ
たりから教えていただけますか。
　深川　いくら飲み食いしても、あま
り食べなくても、内部環境が変わらな
いのは、バックグラウンドで腎臓が調
節しているということなのです。正味
身体に入った分を腎臓が尿中に出して
いると考えればいいのです。
　では腎臓の機能が落ちたときにどう
なるかというと、直ちにおかしくなる
わけではありません。例えば腎臓の機
能が半分になると、残ったネフロンが
倍働いて出してしまうので、実際は腎
機能がかなり落ちてこないと、通常の
検査ではなかなか異常が発見できませ
ん。

　CKD患者さんでカリウムが高くなっ
たりするのは比較的よく遭遇されると
思うのですけれども、カルシウムとか
リン濃度はCKDの第４期以降になって
から初めて異常になってきます。それ
までは体の中でいろいろなホルモンが
腎臓に働いてそれを調節しているから
なのです。
　大西　そういうことなのですね。
　深川　主なホルモンとしては、副甲
状腺ホルモン（PTH）とそして腎臓そ
のものでつくられる活性型ビタミンD
です。陸上の動物では何もしないと、
細胞外液中のカルシウムイオンが下が
ってしまうので、それに対して副甲状
腺ホルモンが出て、骨からカルシウム
を動員する。同時に、腎臓での活性型
ビタミンDの産生を増やして、腸管か
らの吸収を増やします。骨からカルシ
ウムと同時にリン（P）も出てきます。
リンは体にたまると危険なことから、
副甲状腺ホルモンは腎臓に働いて強力
にリンを外に出すわけです。
　大西　今いろいろホルモンの話が出

ましたけれども、ミネラルバランスの
調節ホルモンと腎臓に関して詳しく教
えていただけますか。
　深川　今お話しした副甲状腺ホルモ
ンと活性型ビタミンDは非常に重要な
ホルモンですが、それに加えて、21世
紀になって、骨から出るFGF-23とい
うホルモンが、リンのバランスに非常
に重要だということがわかってきまし
た。普通FGFといいますと、パラクラ
インとかオートクラインで働くという
理解ですけれども、FGFファミリーの
中に３つだけ、ホルモンとして働くも
のがあり、その一つになります。
　実際どんなことをしているかという
と、腎臓に働いてリンを強力に出すの
です。これは実は副甲状腺ホルモンと
同じ作用です。一方、活性型ビタミン
Dに対しては産生を抑える方向にいく
ということで、逆に働きます。
　FGF-23とPTH、活性型ビタミンD
の相互関係も非常によくわかってきて
います（図１）。腎機能が悪くなった
ときに、どのホルモンがどの順番で代
償していくのかがずっと長い間の課題
だったのですが、最近、日本も含めて
幾つかの保存期のスタディが出て、腎
機能が落ち始めた人にリンが付加され
ると、残ったネフロン当たりのリンの
負荷が増えます。そのときに、実は最
初に上がってくるのがFGF-23だとい
うことがわかっています（図２）。まず
FGF-23がリンを一生懸命出そうとす

るのです。
　そうすると、活性型ビタミンDの産
生が落ちるので、少し副甲状腺ホルモ
ンの分泌が刺激されてきて、今度は副
甲状腺ホルモンも一緒になってリンを
体の外に出そうと頑張るのです。この
２つのホルモンが頑張っている間は、
リンはなかなか上がってこないし、カ
ルシウムは下がらない。ところが、GFR
が30を切ってくると、どうしてもその
代償が十分にいかなくなって、カルシ
ウムが下がり、リンが上がってくるこ
とになっています。
　ですので、CKD患者さんではGFR
が45を切った人、つまり３b期以降は
ルーチンの検査にカルシウム、リンを
入れたほうがよいといわれるようにな
りました。昔の教科書的にいうと、カ
ルシウムが足りないのではないかと思
うのですけれども、むしろいかにして
早期からリンの負荷を軽減してあげる
かが重視されるようになっています。
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　大西　それが最新の知見ということ
ですね。
　深川　具体的にどうするかというと、
腎機能が落ちた人には大抵、蛋白制限
をするので、蛋白制限をすること自体
がリンの付加の制限にもちろんなって

います。
　ただ、そう簡単ではないところがあ
って、実は蛋白当たりのリンの含量が
非常に高いものと低いものがあります。
また、食事中のリンは無機リンと有機
リンとに分けられますが、無機リンは

非常に吸収がいいのです。特に食品添
加物が無機リンなので、これがたくさ
ん吸収されると非常に問題になってき
ます。一方で、蛋白由来のリンは有機
リンになるわけですが、これが吸収さ
れるためには分解されなければいけな
い。動物性蛋白は加水分解されて吸収
されるのですけれども、植物性の蛋白
はフィチン酸の塩になっており、哺乳
類では腸管にそれを溶かす酵素があり
ません。なので同じ量の蛋白と同じ量
のリンが入った食事を食べても、植物
性由来のものを食べたほうがリンの吸
収が少ないといわれています。
　大西　今、リン付加軽減の重要性が
だいぶ強調されて、非常によくわかっ
たのですけれども、副甲状腺機能、二
次性副甲状腺機能亢進症の発症に関し
て少し教えていただけますか。
　深川　腎機能低下といっても、例え
ば透析患者さんですと、長期にわたり
ますので、非常に副甲状腺も腫大して
くるわけですが、保存期においても先
ほどの理由によって、GFR60を切った
ぐらいからPTHも上がってくることが
わかっています。しかし、通常の診療
でなかなか副甲状腺ホルモンまで測ら
ないので、上がっていても認識されて
いないのかもしれません。ただ、その
時点では先ほど言ったリンとカルシウ
ムのコントロールをうまくすれば、副
甲状腺ホルモンもある程度はコントロ
ールできるはずです。

　大西　それでは次に、CKD-MBDと
いう概念、それと生命予後に関して教
えていただけますか。
　深川　腎機能が悪くなった人に骨と
かミネラル代謝の異常が起こることは、
すでに半世紀以上前からわかっており、
ずっと骨の病気と思われていたのです
けれども、最近になって、特に血管の
石灰化を介して生命予後に影響を及ぼ
すことがわかってきました。もちろん、
CKDという概念自体が生命予後と心血
管イベントを改善するために提唱され
た概念だったのですけれども、それに
加えて、ミネラル代謝に関してもCKD
の人では生命予後に影響を及ぼすとい
うことです。
　これは主に血管の石灰化という話な
のですが、それ以外に上がっているホ
ルモン自体が直接心血管系に悪影響を
与えることが最近の治験でわかってき
ました。例えば、副甲状腺ホルモンは、
最近の研究によると、いわゆるがんの
ときの悪液質と同じように、CKDでも
脂肪細胞の褐色化と筋萎縮を促進させ
ることがわかっています。ちなみに、
悪性腫瘍で上がるPTH-rPというのは
PTHと受容体が共通ですので、ほとん
ど同じような病態になります。
　また、先ほど話しましたFGF-23と
いうのは、ミネラル代謝のホルモンだ
と皆さんずっと思っていたのですけれ
ども、疫学的な解析をすると、必ず生
命予後とか心血管イベントに対して残

図２　CKDの進行とミネラル代謝異常

（Nakano C, Hamano T et al. Clin J Am Soc Nephrol 7 : 810-819, 2012.）
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ってくる因子であることが最近わかっ
ており、その機序が幾つか提唱されて
います。例えば、心筋に直接作用する
のではないかという説があります。あ
とは、腎臓の遠位尿細管に作用してナ
トリウムの排泄を抑制するとか、貧血
を促進するとか、そのような機序で左
室肥大を起こして、結果的に心血管イ
ベントにつながることが推測されてい
ます。
　このような知見が蓄積してきたので、
最近、FGF-23を下げるような治療法
を選択したほうがいいのではないかと
いう動きがあります。しかし、本当に
それが効果的かどうかに関してはまだ

わかっていません。
　大西　お話をうかがいますと、CKD
の比較的軽い初期からいろいろ対応し
ていく重要性があるということですね。
　深川　はい。CKDの患者さんでは早
期から食事のことを考えてあげること
を始めたらどうかと思います。
　大西　やはり早期介入が重要だとい
うことですね。
　深川　それによって腎機能の悪化も
スピードがゆっくりになることもわか
っていますので、両方の意味でとても
重要と思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　大西　長田先生、腎臓病の血圧管理
ということでうかがいます。まず初め
に腎臓と高血圧の関係、いわば悪循環
みたいなところがあるかと思うのです
が、そのあたりから教えていただけま
すか。
　長田　腎臓と高血圧につながりがあ
るというのはよく知られていることで、
腎機能が悪化すると高血圧が発症しま
す。これは腎性高血圧といわれていま
す。高血圧がずっと続くと、腎臓が障
害されてくるのですが、これは高血圧
性腎症です。それは時間が経つと腎硬
化症と呼ばれるようになりますけれど
も、いずれにしろ腎機能が低下してく
ると体液量が非常に増加してきますの
で、それがまた高血圧の原因になって
きて、いわゆる悪循環になることがよ
く知られています。
　大西　今、体循環のお話が出ました
けれども、ナトリウムや水の調節能に
関してはいかがですか。
　長田　腎臓が正常な機能を持ってい
るときは、水などをいっぱい飲んでも、

また食塩をたくさん摂取しても、その
分だけきちんと排出するようになって
いますが、残念ながら腎臓の機能が落
ちてくると、水も塩も排出しにくくな
ってくる、それがいわゆる体液貯留に
つながって、循環血漿量が増えて血圧
が上がってくる。そういう機序になる
と考えられています。
　大西　それでは次に、腎不全患者さ
んの高血圧の病態について教えていた
だけますか。
　長田　一般的には、腎臓が悪くなる
と、それにつれて体液量が上昇してき
て、循環血漿量が増えて、心拍出量が
増えますので、それで血圧が上がって
くる機序になります。最近は交感神経
の過剰な興奮とか、血管内皮機能の低
下によるいわゆる血管拡張能の低下、
そういう機序も腎臓の不具合による高
血圧に重要なのではないかといわれて
います。
　大西　次に、高血圧の腎性機序につ
いて教えていただけますか。
　長田　腎臓が悪くなってくると、い
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自治医科大学腎臓内科教授
長　田　太　助

（聞き手　大西　真）

腎臓病患者の血圧管理
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