
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
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わゆる腎臓のろ過能、ろ過係数といわ
れていますけれども、それが下がって
くると、水も塩もうまく漉し出せない
ということが起き、それがいわゆる食
塩感受性になって、血圧が上がってく
ると考えられています。
　大西　具体的な降圧目標については、
ガイドラインがいろいろ変更になった
と聞いているのですけれども、そのあ
たりを含めて教えていただけますか。
　長田　ガイドラインは、高血圧学会
や腎臓学会、それぞれ出ているのです
けれども、最近はお互い、齟齬がない
ように数字もそろえられています。高
血圧学会のガイドラインは2014年に改
訂されました。それをもとにお話しし
ますと、いわゆる慢性腎臓病の患者さ
んの血圧は130/80㎜Hg未満というラ
インでコントロールしようということ
になっています。ただ、蛋白尿がない
慢性腎臓病の患者さんについては、若
年の方、中年の方、いわゆる普通の方
と同じように、目標血圧は140/90㎜Hg
未満でいいのではないかということで
一応コンセンサスが得られているとこ
ろです。
　大西　これは2009年のガイドライン
と2014年のガイドラインで全然変わっ
ていないと考えてよいのでしょうか。
　長田　慢性腎臓病の患者さん、特に
蛋白尿が出ているような患者さんに関
しては変更はありませんけれども、い
わゆる普通の若年、中年の方に関して

は、以前は130/85㎜Hg未満というけ
っこう厳しめの数字だったのが、140/ 
90㎜Hg未満という、わりあい現実的
な数字になったと考えていいと思いま
す。
　大西　そのほかの点で何かガイドラ
インで特徴のようなものはありますか。
　長田　なぜ130/80㎜Hgというのが
出てきたかといいますと、実は1980年
ぐらいのかなり古い研究なのですけれ
ども、腎臓病のある高血圧の患者さん、
例えば160/100㎜Hgとか、そういう高
血圧の患者さんを放っておくと、いわ
ゆるGFRという糸球体ろ過率がどんど
ん下がってきてしまうという報告があ
ります。ではどのぐらいまで血圧を下
げればいいのかと、その後、検討され
たところ、どうも130/80㎜Hgぐらい
が一番いいのではないかということが
わかったので、この数字になったとい
われています。
　大西　あまり下げ過ぎてもよくない
のですね。
　長田　そうです。ガイドライン上は
収縮期血圧が110㎜Hg未満になるよう
な過降圧は避けるべきだろうと書かれ
ています。
　大西　それでは次に、CKDでのいわ
ゆるRAS阻害薬に関して教えていただ
けますか。
　長田　特に慢性腎臓病の方で蛋白尿
が出ているような患者さんに関しては、
レニン・アンジオテンシン系阻害薬が

繁用されているのですけれども、実際、
それは非常に効果があって、腎保護作
用があるといわれています。どうして
薬効があるかといいますと、ちょっと
難しいのですが、輸出細動脈というと
ころが開いて糸球体内圧を下げる作用
がある。それによって腎保護作用があ
るといわれています。
　先生が先ほどおっしゃられた、いわ
ゆる過降圧の件ですが、非常に大きな
問題で、特に高齢者の方はRAS阻害薬
を過剰に使ってしまうと、糸球体内圧
が異常に下がってしまい、それで腎機
能がものすごく落ちてしまう方がいる
のです。夏場に汗をかくようなときに
RAS阻害薬、特にARBというアンジオ
テンシン受容体拮抗薬を処方するとき
には注意が必要です。特に高齢者は腎
機能がすごく悪くなって、救急で担ぎ
込まれることがよく見られるので、そ
の辺は非常に注意深く観察して、もし
投与するとしても、少量から少しずつ
ドーズアップしていくなどの工夫が必
要かと思います。あと、モニタリング
も非常に重要と考えています。
　大西　気をつけないといけないです
ね。
　長田　そうですね。
　大西　高齢といいますと、具体的に
どのあたりの方々が特に気をつけたほ
うがいいですか。
　長田　後期高齢者の方はかなり危な
いといわれています。ただ、後期高齢

者の方でも、ほとんど動脈硬化がない
ような、非常に健やかに過ごされてい
る方に関してはおそらく大丈夫なので
すけれども、75歳になるとかなり動脈
硬化が進んでいる方が多いので、そう
いう方に関しては非常に注意しなけれ
ばいけません。
　大西　ほかに薬の使い方で、いわゆ
る古典的な利尿薬をうまく使っていけ
ばよいのでしょうか。
　長田　ご指摘のとおりで、腎機能が
低下した方には、いわゆるサイアザイ
ド利尿薬は適宜使っていったほうがい
いといわれています。なぜかというと、
慢性腎臓病の方は、水や塩がうまく抜
けない状態ですので、いくら血管を広
げるような薬を処方しても、体液量が
多い状況を改善しないと血圧が下がら
ないことがよくあります。そういう方
に関してはサイアザイド利尿薬は著効
を示すことがあります。
　大西　少し併用するかたちになるの
ですか。
　長田　そうです。
　大西　使い方としては、量は少なめ
でいいのでしょうか。
　長田　そうです。かなり少ない量で
いいといわれています。
　大西　あと一般的に、慢性腎臓病で
血圧が高い方の日常の指導ですが、先
ほど汗のことをおっしゃいましたけれ
ども、夏場はどのようなことに気をつ
けたらよいでしょうか。
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わゆる腎臓のろ過能、ろ過係数といわ
れていますけれども、それが下がって
くると、水も塩もうまく漉し出せない
ということが起き、それがいわゆる食
塩感受性になって、血圧が上がってく
ると考えられています。
　大西　具体的な降圧目標については、
ガイドラインがいろいろ変更になった
と聞いているのですけれども、そのあ
たりを含めて教えていただけますか。
　長田　ガイドラインは、高血圧学会
や腎臓学会、それぞれ出ているのです
けれども、最近はお互い、齟齬がない
ように数字もそろえられています。高
血圧学会のガイドラインは2014年に改
訂されました。それをもとにお話しし
ますと、いわゆる慢性腎臓病の患者さ
んの血圧は130/80㎜Hg未満というラ
インでコントロールしようということ
になっています。ただ、蛋白尿がない
慢性腎臓病の患者さんについては、若
年の方、中年の方、いわゆる普通の方
と同じように、目標血圧は140/90㎜Hg
未満でいいのではないかということで
一応コンセンサスが得られているとこ
ろです。
　大西　これは2009年のガイドライン
と2014年のガイドラインで全然変わっ
ていないと考えてよいのでしょうか。
　長田　慢性腎臓病の患者さん、特に
蛋白尿が出ているような患者さんに関
しては変更はありませんけれども、い
わゆる普通の若年、中年の方に関して

は、以前は130/85㎜Hg未満というけ
っこう厳しめの数字だったのが、140/ 
90㎜Hg未満という、わりあい現実的
な数字になったと考えていいと思いま
す。
　大西　そのほかの点で何かガイドラ
インで特徴のようなものはありますか。
　長田　なぜ130/80㎜Hgというのが
出てきたかといいますと、実は1980年
ぐらいのかなり古い研究なのですけれ
ども、腎臓病のある高血圧の患者さん、
例えば160/100㎜Hgとか、そういう高
血圧の患者さんを放っておくと、いわ
ゆるGFRという糸球体ろ過率がどんど
ん下がってきてしまうという報告があ
ります。ではどのぐらいまで血圧を下
げればいいのかと、その後、検討され
たところ、どうも130/80㎜Hgぐらい
が一番いいのではないかということが
わかったので、この数字になったとい
われています。
　大西　あまり下げ過ぎてもよくない
のですね。
　長田　そうです。ガイドライン上は
収縮期血圧が110㎜Hg未満になるよう
な過降圧は避けるべきだろうと書かれ
ています。
　大西　それでは次に、CKDでのいわ
ゆるRAS阻害薬に関して教えていただ
けますか。
　長田　特に慢性腎臓病の方で蛋白尿
が出ているような患者さんに関しては、
レニン・アンジオテンシン系阻害薬が

繁用されているのですけれども、実際、
それは非常に効果があって、腎保護作
用があるといわれています。どうして
薬効があるかといいますと、ちょっと
難しいのですが、輸出細動脈というと
ころが開いて糸球体内圧を下げる作用
がある。それによって腎保護作用があ
るといわれています。
　先生が先ほどおっしゃられた、いわ
ゆる過降圧の件ですが、非常に大きな
問題で、特に高齢者の方はRAS阻害薬
を過剰に使ってしまうと、糸球体内圧
が異常に下がってしまい、それで腎機
能がものすごく落ちてしまう方がいる
のです。夏場に汗をかくようなときに
RAS阻害薬、特にARBというアンジオ
テンシン受容体拮抗薬を処方するとき
には注意が必要です。特に高齢者は腎
機能がすごく悪くなって、救急で担ぎ
込まれることがよく見られるので、そ
の辺は非常に注意深く観察して、もし
投与するとしても、少量から少しずつ
ドーズアップしていくなどの工夫が必
要かと思います。あと、モニタリング
も非常に重要と考えています。
　大西　気をつけないといけないです
ね。
　長田　そうですね。
　大西　高齢といいますと、具体的に
どのあたりの方々が特に気をつけたほ
うがいいですか。
　長田　後期高齢者の方はかなり危な
いといわれています。ただ、後期高齢

者の方でも、ほとんど動脈硬化がない
ような、非常に健やかに過ごされてい
る方に関してはおそらく大丈夫なので
すけれども、75歳になるとかなり動脈
硬化が進んでいる方が多いので、そう
いう方に関しては非常に注意しなけれ
ばいけません。
　大西　ほかに薬の使い方で、いわゆ
る古典的な利尿薬をうまく使っていけ
ばよいのでしょうか。
　長田　ご指摘のとおりで、腎機能が
低下した方には、いわゆるサイアザイ
ド利尿薬は適宜使っていったほうがい
いといわれています。なぜかというと、
慢性腎臓病の方は、水や塩がうまく抜
けない状態ですので、いくら血管を広
げるような薬を処方しても、体液量が
多い状況を改善しないと血圧が下がら
ないことがよくあります。そういう方
に関してはサイアザイド利尿薬は著効
を示すことがあります。
　大西　少し併用するかたちになるの
ですか。
　長田　そうです。
　大西　使い方としては、量は少なめ
でいいのでしょうか。
　長田　そうです。かなり少ない量で
いいといわれています。
　大西　あと一般的に、慢性腎臓病で
血圧が高い方の日常の指導ですが、先
ほど汗のことをおっしゃいましたけれ
ども、夏場はどのようなことに気をつ
けたらよいでしょうか。
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　長田　夏場は、極端なことをいえば、
ARBとかACE阻害薬とか、そういう
ものは少し休薬してもいいのではとい
う感じがしています。あと、2015年に、
慢性腎臓病のけっこう後期の方、専門
用語でいうとG3b以降、G3b、G4、G5、
そういう腎臓が極めて悪くなってきて
いるような方、特に高齢者に関しては、
ARBやACE阻害薬などのRAS系阻害
薬ではなくて、Ca拮抗薬を先に使った
ほうがいいのではないかというコメン
トまで出ていますので、そこを注意さ

れて使っていただいたほうがいいかと
考えています。
　大西　ふだんの食事や水分などに関
してはどのように指導されていますか。
　長田　全般的に高血圧学会で減塩運
動などもやっていますけれども、高血
圧ではない方も食塩に関しては８g未
満、特に高血圧の方は６g未満を目指
して塩分を制限したほうがいいかと考
えています。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　腎臓移植ということでうかが
います。
　腎臓移植が必要となる患者さんは、
腎不全ということですが、腎不全の治
療についてはどう考えられているので
しょうか。
　佐藤　腎不全になりますと、腎の代
替療法が必要になってきますが、これ
には大きく２つありまして、透析か移
植ということになります。腎臓のすべ
ての機能をカバーできるという意味に
おいては、腎移植が透析よりはベター
な治療法だと考えています。
　齊藤　代替療法が必要になる患者さ
んは、日本では今どのぐらいでしょう
か。
　佐藤　年間、透析を導入される患者
さんが約３万人ほどいますので、その
中で５％ぐらいの方が腎移植を受けて
いるというのが現実だと思います。
　齊藤　腎移植は比較的少数というこ
とですね。
　佐藤　そうです。
　齊藤　国際的に見るとどういう状況

でしょうか。
　佐藤　先進国の中では極めて腎移植
の率が低い国です。ヨーロッパでは腎
不全のほとんどの患者さんが移植を受
けるという国もありますし、アメリカ
でも相当数の方が移植を受けるのです
が、日本は極めてまれな国と世界では
理解されています。
　齊藤　血液透析と腎移植を比較する
と、どうですか。
　佐藤　血液透析は基本、週に３回、
透析施設に行って透析をし、その透析
の時間帯に余った水や老廃物を排除し
て、また生活に戻りますが、次の透析
まで老廃物はたまる一方です。移植の
場合には常にそれを排除してくれる腎
臓があるので、免疫抑制剤をのみ続け
てもらえれば、通常の生活、健康な方
と変わらない生活ができると思います。
　齊藤　患者さんの生活の質もだいぶ
違うと。
　佐藤　これは、全くといってはなん
ですが、かなり違う状況だと思います。
薬さえ持っていけば海外旅行もできる
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秋田大学腎疾患先端医療センター教授
佐　藤　　滋

（聞き手　齊藤郁夫）

腎臓移植
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