
　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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し、生活の質は大きく違うものと思い
ます。
　齊藤　生命予後もだいぶ違いますか。
　佐藤　透析患者さんの生命予後は、
通常の透析でない方の約半分ぐらいし
かないといわれていますが、移植の場
合には生活の質がよくなり、その結果
として生命が延長されると考えられま
す。
　齊藤　腎移植は非常によい治療法と
いうことですけれども、ドナーが必要
ですね。今はどういうドナーが多いの
でしょうか。
　佐藤　今は、ご家族等の間で移植を
受ける生体腎移植と、亡くなられてか
ら提供を受ける、これは心臓が止まっ
てからの心停止後と脳死下での提供で
の献腎移植がありますが、日本の移植
の90％近くは生体腎移植になっていま
す。今、最も多いのは夫婦の間の移植
です。それから親子、きょうだいです。
　齊藤　血液型の型合わせは、今は必
要ないのですか。
　佐藤　血液型が全く違っていても問
題ありません。例えば、A型からO型、
輸血はできないですけれども、移植は
できる時代になってきたので、そのこ
とは心配しなくていいと思います。
　齊藤　幅が広がったということです
ね。
　佐藤　はい。
　齊藤　ドナーになっていただくとい
うのは、その人から腎臓をもらわない

といけないのですけれども、その影響
はどうなのでしょうか。
　佐藤　そこは提供される方が一番心
配されるところだと思います。１つの
腎臓を提供していただいても、提供さ
れた方が将来的に腎不全になる、まし
てや命が短くなることはまず考えられ
ないような方が提供者として適応とな
ります。そのためにいろいろな検査を
して、この方は１個の腎臓を提供して
も大丈夫だということを判断いたしま
す。
　齊藤　どんな点がポイントになりま
すか。
　佐藤　最も大事なのは、活動型の感
染症がないとか、いろいろ腎臓に負担
がかかるような病気を持っていないこ
とです。１個の腎臓になるわけですの
で、腎機能というものがとても大事に
なってくるだろうと思います。
　齊藤　腎機能の指標とすると、eGFR
ということですか。
　佐藤　そうですね。まずは80以上で
すが、少し年齢的なこともあって下が
っている人もいますけれども、場合に
よっては70以上でもオーケーとして提
供していただくこともあります。
　齊藤　年齢について今はあまりいわ
れないのでしょうか。
　佐藤　よく昔は70歳以下といってい
ましたけれども、今は70代、あるいは
80代に差しかかった方でも、極めて腎
機能が良い、全身状態が良い方もいる

ので、こういう方に関しては提供して
いただくこともあります。
　齊藤　実際に腎臓を取る手技はどう
なのでしょう。
　佐藤　かつては腰部斜切開といって、
30㎝以上の大きな傷でした。21世紀に
入ってから内視鏡下での腎採取術が随
分と発展してきまして、現在では、施
設によって違いますが、４～５㎝の傷
１個で腎臓を採取して移植する。提供
者の方は翌日には歩けるというような
状況の手術になってきました。提供者
にとってのリスク、あるいは負荷が非
常に軽減されていると思います。
　齊藤　今度は腎臓をもらうレシピエ
ントの人は何か条件はありますか。
　佐藤　レシピエントさんに関しては、
基本的に腎不全という病気ですので、
いろいろな病気を持っていますけれど
も、移植術が乗り越えられる方として、
心機能、全身麻酔をかけて移植後の状
態に耐えられるような心臓の機能を持
っている方が、一つの大きなポイント
になるだろうと思います。
　齊藤　腎移植は必ずしも透析を開始
してからではないのですね。
　佐藤　かつては、まず移植をする前
に透析をしてという時代がありました
けれども、10年近く前から、保存期腎
不全という透析導入前の方々が透析を
経ないで移植することを希望される傾
向が増えてきました。これは先行的腎
移植といいますけれども、透析を経な

い移植が随分増えていて、私どもの施
設でも年間の生体腎移植の６割近くが
先行的腎移植になってきています。
　齊藤　それはいい条件で腎臓を移植
するということですか。
　佐藤　そうですね。透析期間が長け
れば長いほど、透析による合併症が増
えてきまして、移植術において、ある
いは移植後のリスクが増えてきます。
先行的腎移植では、そういうリスクが
極めて低くなってくる。移植後の状態
もいいと考えられているので、先行的
腎移植が増加していると思います。
　齊藤　移植後の拒絶反応の対応はど
う行うのでしょう。
　佐藤　拒絶に対しては、免疫抑制剤
を使わなければなりません。移植した
腎臓の機能があるかぎり、免疫抑制剤
から離脱することはできないのですが、
その量は次第に減ってきて、移植して
半年後ぐらいには維持量になります。
少量の免疫抑制剤で通常の生活が送ら
れるという状況になります。しかし、
拒絶は起こりうるので、注意深く経過
を見ていかなければならないと思いま
す。
　齊藤　最初はしっかり抑制するとい
うことですか。
　佐藤　そうですね。
　齊藤　それは急性期の反応を抑える
ということですか。
　佐藤　そのとおりです。
　齊藤　それがうまく乗り越えられた
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し、生活の質は大きく違うものと思い
ます。
　齊藤　生命予後もだいぶ違いますか。
　佐藤　透析患者さんの生命予後は、
通常の透析でない方の約半分ぐらいし
かないといわれていますが、移植の場
合には生活の質がよくなり、その結果
として生命が延長されると考えられま
す。
　齊藤　腎移植は非常によい治療法と
いうことですけれども、ドナーが必要
ですね。今はどういうドナーが多いの
でしょうか。
　佐藤　今は、ご家族等の間で移植を
受ける生体腎移植と、亡くなられてか
ら提供を受ける、これは心臓が止まっ
てからの心停止後と脳死下での提供で
の献腎移植がありますが、日本の移植
の90％近くは生体腎移植になっていま
す。今、最も多いのは夫婦の間の移植
です。それから親子、きょうだいです。
　齊藤　血液型の型合わせは、今は必
要ないのですか。
　佐藤　血液型が全く違っていても問
題ありません。例えば、A型からO型、
輸血はできないですけれども、移植は
できる時代になってきたので、そのこ
とは心配しなくていいと思います。
　齊藤　幅が広がったということです
ね。
　佐藤　はい。
　齊藤　ドナーになっていただくとい
うのは、その人から腎臓をもらわない

といけないのですけれども、その影響
はどうなのでしょうか。
　佐藤　そこは提供される方が一番心
配されるところだと思います。１つの
腎臓を提供していただいても、提供さ
れた方が将来的に腎不全になる、まし
てや命が短くなることはまず考えられ
ないような方が提供者として適応とな
ります。そのためにいろいろな検査を
して、この方は１個の腎臓を提供して
も大丈夫だということを判断いたしま
す。
　齊藤　どんな点がポイントになりま
すか。
　佐藤　最も大事なのは、活動型の感
染症がないとか、いろいろ腎臓に負担
がかかるような病気を持っていないこ
とです。１個の腎臓になるわけですの
で、腎機能というものがとても大事に
なってくるだろうと思います。
　齊藤　腎機能の指標とすると、eGFR
ということですか。
　佐藤　そうですね。まずは80以上で
すが、少し年齢的なこともあって下が
っている人もいますけれども、場合に
よっては70以上でもオーケーとして提
供していただくこともあります。
　齊藤　年齢について今はあまりいわ
れないのでしょうか。
　佐藤　よく昔は70歳以下といってい
ましたけれども、今は70代、あるいは
80代に差しかかった方でも、極めて腎
機能が良い、全身状態が良い方もいる

ので、こういう方に関しては提供して
いただくこともあります。
　齊藤　実際に腎臓を取る手技はどう
なのでしょう。
　佐藤　かつては腰部斜切開といって、
30㎝以上の大きな傷でした。21世紀に
入ってから内視鏡下での腎採取術が随
分と発展してきまして、現在では、施
設によって違いますが、４～５㎝の傷
１個で腎臓を採取して移植する。提供
者の方は翌日には歩けるというような
状況の手術になってきました。提供者
にとってのリスク、あるいは負荷が非
常に軽減されていると思います。
　齊藤　今度は腎臓をもらうレシピエ
ントの人は何か条件はありますか。
　佐藤　レシピエントさんに関しては、
基本的に腎不全という病気ですので、
いろいろな病気を持っていますけれど
も、移植術が乗り越えられる方として、
心機能、全身麻酔をかけて移植後の状
態に耐えられるような心臓の機能を持
っている方が、一つの大きなポイント
になるだろうと思います。
　齊藤　腎移植は必ずしも透析を開始
してからではないのですね。
　佐藤　かつては、まず移植をする前
に透析をしてという時代がありました
けれども、10年近く前から、保存期腎
不全という透析導入前の方々が透析を
経ないで移植することを希望される傾
向が増えてきました。これは先行的腎
移植といいますけれども、透析を経な

い移植が随分増えていて、私どもの施
設でも年間の生体腎移植の６割近くが
先行的腎移植になってきています。
　齊藤　それはいい条件で腎臓を移植
するということですか。
　佐藤　そうですね。透析期間が長け
れば長いほど、透析による合併症が増
えてきまして、移植術において、ある
いは移植後のリスクが増えてきます。
先行的腎移植では、そういうリスクが
極めて低くなってくる。移植後の状態
もいいと考えられているので、先行的
腎移植が増加していると思います。
　齊藤　移植後の拒絶反応の対応はど
う行うのでしょう。
　佐藤　拒絶に対しては、免疫抑制剤
を使わなければなりません。移植した
腎臓の機能があるかぎり、免疫抑制剤
から離脱することはできないのですが、
その量は次第に減ってきて、移植して
半年後ぐらいには維持量になります。
少量の免疫抑制剤で通常の生活が送ら
れるという状況になります。しかし、
拒絶は起こりうるので、注意深く経過
を見ていかなければならないと思いま
す。
　齊藤　最初はしっかり抑制するとい
うことですか。
　佐藤　そうですね。
　齊藤　それは急性期の反応を抑える
ということですか。
　佐藤　そのとおりです。
　齊藤　それがうまく乗り越えられた
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ら薬を減らしていく。
　佐藤　移植直後から次第に減ってい
くのですけれども、維持期になるのが
３カ月あるいは半年になると思います。
　齊藤　患者さんの通院としては、最
初は頻回に行く。
　佐藤　退院直後は２週に１度、ある
いは３週に１度となっていますが、次
第に通院の間隔が延びて、１年後ぐら
いになると、６週間か８週間に１度ぐ
らい。非常に安定した長期の方になる
と、３カ月に１度だけの受診の方もい
ます。
　齊藤　そういうことで経過を見てい
くわけですけれども、死亡原因として
はどういうことが多いのでしょう。
　佐藤　死亡原因の３大疾患は、感染
症、悪性腫瘍、心血管系疾患となりま
す。

　齊藤　そういったものに注意しなが
ら観察していくのですね。
　佐藤　はい。
　齊藤　その中で、簡単な風邪を引い
たとか、おなかをこわしたとか、そう
いう場合にはどうされるのでしょう。
　佐藤　そういう場合は、歯が痛いと
か、そういうものも含めて、近隣の家
庭医のところに受診するように勧めて
います。もちろん、移植して安定した
方々ですけれども、こういう方々はど
うしても特殊に見られてしまいます。
しかし、一般の患者さんと同じように
してけっこうだと思います。
　齊藤　そうして患者さんたちにクオ
リティのよい生活を維持していただく
ということですね。どうもありがとう
ございました。

　齊藤　北米での腎臓病の診療の現況
ということで、カナダにいらっしゃい
ます高野先生にうかがいたいと思いま
す。
　先生はカナダで今、臨床と研究をな
さっているということですけれども、
どういう経緯でそうなったのでしょう
か。
　高野　これは全く個人的な事情で、
日本で学位を取って、その後、ボスト
ンのハーバード大学に留学していたの
です。そこで今の主人と知り合い、結
婚するということで、モントリオール
に移りました。そこでマギル大学に研
究職で雇っていただいて、その後、現
地での医師免許を取り、21年、北米に
居ついたままになっています。
　齊藤　そちらでは臨床と研究をどの
ような割合でされているのでしょうか。
　高野　雇われたとき仕事の配分比率
が契約内容に入っていまして、私の場
合は75％が研究で、残りの25％が臨床、
その他全部です。受け持っている授業
も含めて25％となっています。臨床は、

臨床の当番がだいたい年間10週ぐらい、
あと週末当直、そして隔週の外来です。
　齊藤　そういったかたちで、はっき
り時間配分しているのですね。
　高野　そうですね。そこは私の知っ
ている日本と、21年前ですが、だいぶ
違うかと感じています。
　齊藤　臨床について、外来と入院を
みているということですけれども、外
来についてはどういった患者さんが多
いのでしょうか。
　高野　外来も、腎臓内科といっても、
全部の患者さんを診るわけではなくて、
サブスペシャリティという感じで、私
の場合は透析に向かう慢性腎不全の患
者さんをよく診ています。最近では、
自分の研究との兼ね合いで、ネフロー
ゼ系の腎炎関係の患者さんをけっこう
たくさん診ています。
　齊藤　実際の臨床では、何か日本と
違うところはありますか。
　高野　高血圧にしても、腎不全の管
理にしても、結局はKDIGOのガイド
ラインか、あとは大きなclinical study
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