
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

腎・尿路疾患診療の最新情報（Ⅳ）

マギル大学ヘルスセンター腎臓内科教授
高　野　朋　子

（聞き手　齊藤郁夫）

北米での腎臓病の診療の現況
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の結果によって、みんな臨床を変えて
いるので、これは日本でも、ほかの先
進国でも同じではないかと思います。
　齊藤　カナダ、アメリカ、日本と、
先生は全部ご存じなわけですけれども、
2012年の対GDPの医療費がカナダは
10.9％、日本では10.3％。もう一つ、平
均寿命が日本では83.7歳、カナダは82.2
歳ということで、かなり成績が近いで
すね。
　高野　その数字にはけっこうびっく
りしました。カナダとアメリカは全然
医療の体制が違うのですが、それでも
医療の中身は非常に似ているので、カ
ナダと日本を比べたら、カナダのほう
が医療費を使っているかと思っていた
ので、意外で、びっくりしました。
　齊藤　カナダとアメリカは同じ北米
でもかなり違って、アメリカではかな
りお金がかかることは現地にいらっし
ゃっても感じられますか。
　高野　それははっきり感じます。自
分の患者さんには、カナダは冬寒いの
で、フロリダに３～６カ月ぐらい行く、
渡り鳥といわれている人たちがたくさ
んいるのですが、その人たちにちょっ
と具合が悪くなったら、動けるのだっ
たら絶対カナダに帰ってくるようにア
ドバイスしています。アメリカのICU
などに入ってしまったら、１日100万
円以上かかりますから。アメリカでは、
医療訴訟に対しての予防的な医療がけ
っこう多く、余分なこともたくさんや

っているので、それが高額になる原因
だと思います。
　齊藤　そうしますと、国境で接して
いても、だいぶ違うのですね。
　高野　そうですね。医療の内容とい
うか、医療水準は全然変わらないので
す。研修医とかスタッフもけっこうア
メリカと行ったり来たりしています。
ただ、お金のかかり方、あと訴訟に対
する意識、これははっきり違うと思い
ます。
　齊藤　入院患者さんのみかたはどう
でしょうか。
　高野　日本ですと、けっこう同じ医
師が昼も夜もずっと面倒を見ているよ
うな感じになりますね。こちらは完全
シフト制で、ローテーションもだいた
い２週間から１カ月区切りなので、時
間が来たら、日にちが来たら、ぱっと
引き継ぎます。私はそれにすっかり慣
れてしまいました。日本も少しずつ変
わっていると聞いていますけれども、
日本のやり方ですと、患者さんはとて
も安心できると思うのですが、医師の
疲労がたいへん激しくて。
　齊藤　患者さんと医師が緊密な関係
にある日本とだいぶ違うということに
なるのでしょうね。
　高野　そうですね。ドライです。例
えば患者さんが入院していて、専門医
が入れ替わり立ち替わり来るわけです
が、それでわけのわからなくなった患
者さんから、自分の外来担当の医師に、

「何とかしてくれ」というような電話
がかかってくることがあります。わけ
がわからなくなってしまったから、取
りまとめて説明してほしいということ
はあります。
　齊藤　レジデントの動きはどうです
か。
　高野　まるで判で押したように、朝
のシフトが８時から４時まで、時間が
来れば、何があっても次のシフトの研
修医に引き継いでしまいます。終夜当
直した場合は翌日は休み、休日とか当
直の回数がきっちり決められているの
で、彼らはとてもプロテクトされてい
ると思います。
　齊藤　レジデント自身の健康管理と
いう面と、レジデントが疲労すると医
療安全がおかしくなるという両面があ
るのでしょうね。
　高野　両面があり、規則はとてもい
いと思うのですけれども、それを盾に
とって、ちょっと怠ける傾向があるの
です。特に専門のレジデント、腎臓内
科などは、非常に緊急性を要するよう
な患者さんは４時、５時過ぎて急患室
にやってきたりするので、そういうと
きに引き継ぎが終わっていると、結局
自分の研修の機会、いい症例を見る機
会を逃してしまっている。そういう面
もあります。その辺を柔軟にしてくれ
れば、とてもいいシステムだと思うの
ですが。
　齊藤　さて、研究面ですけれども、

研究が75％ということで、先生自身は
主任研究者ということになるのですね。
　高野　そうですね。
　齊藤　具体的には研究はどのように
されるのですか。
　高野　こちらではprincipal investi-
gatorというのですが、研究室を主宰
している場合はだいたい下に学生が数
人、あとはテクニシャン、リサーチア
シスタント、ポスドクなどがつきまし
て、特に臨床系の研究室はサイズが小
さいのです。うちの場合はいつも５～ 
６人で、実際は私がやるのは、指導し
て取りまとめる、論文の作成まで指導
することです。実際、自分では動かな
くなって久しいです。
　齊藤　グラントを取るのも必要にな
りますね。研究費を取るということも
ありますね。
　高野　そうですね。そこはたいへん
です。
　齊藤　それでは、研究でホットなト
ピックはどんなところでしょうか。
　高野　私は、基本的には蛋白尿の発
症機序を研究しているのです。ですか
ら、ポロサイトのバイオロジーになる
のですけれども、最近おもしろいと思
っているのは、微小変化型（minimal 
change disease）とか、巣状分節性糸
球体硬化症、FSGSなどのネフローゼ
症候群です。従来、これらはT cell系
の病気と思われていたのですが、B cell
に効くリトキシマブというのが最近、

ドクターサロン60巻11月号（10 . 2016） （865）  6564 （864） ドクターサロン60巻11月号（10 . 2016）

1611本文.indd   64-65 16/10/13   21:16



の結果によって、みんな臨床を変えて
いるので、これは日本でも、ほかの先
進国でも同じではないかと思います。
　齊藤　カナダ、アメリカ、日本と、
先生は全部ご存じなわけですけれども、
2012年の対GDPの医療費がカナダは
10.9％、日本では10.3％。もう一つ、平
均寿命が日本では83.7歳、カナダは82.2
歳ということで、かなり成績が近いで
すね。
　高野　その数字にはけっこうびっく
りしました。カナダとアメリカは全然
医療の体制が違うのですが、それでも
医療の中身は非常に似ているので、カ
ナダと日本を比べたら、カナダのほう
が医療費を使っているかと思っていた
ので、意外で、びっくりしました。
　齊藤　カナダとアメリカは同じ北米
でもかなり違って、アメリカではかな
りお金がかかることは現地にいらっし
ゃっても感じられますか。
　高野　それははっきり感じます。自
分の患者さんには、カナダは冬寒いの
で、フロリダに３～６カ月ぐらい行く、
渡り鳥といわれている人たちがたくさ
んいるのですが、その人たちにちょっ
と具合が悪くなったら、動けるのだっ
たら絶対カナダに帰ってくるようにア
ドバイスしています。アメリカのICU
などに入ってしまったら、１日100万
円以上かかりますから。アメリカでは、
医療訴訟に対しての予防的な医療がけ
っこう多く、余分なこともたくさんや

っているので、それが高額になる原因
だと思います。
　齊藤　そうしますと、国境で接して
いても、だいぶ違うのですね。
　高野　そうですね。医療の内容とい
うか、医療水準は全然変わらないので
す。研修医とかスタッフもけっこうア
メリカと行ったり来たりしています。
ただ、お金のかかり方、あと訴訟に対
する意識、これははっきり違うと思い
ます。
　齊藤　入院患者さんのみかたはどう
でしょうか。
　高野　日本ですと、けっこう同じ医
師が昼も夜もずっと面倒を見ているよ
うな感じになりますね。こちらは完全
シフト制で、ローテーションもだいた
い２週間から１カ月区切りなので、時
間が来たら、日にちが来たら、ぱっと
引き継ぎます。私はそれにすっかり慣
れてしまいました。日本も少しずつ変
わっていると聞いていますけれども、
日本のやり方ですと、患者さんはとて
も安心できると思うのですが、医師の
疲労がたいへん激しくて。
　齊藤　患者さんと医師が緊密な関係
にある日本とだいぶ違うということに
なるのでしょうね。
　高野　そうですね。ドライです。例
えば患者さんが入院していて、専門医
が入れ替わり立ち替わり来るわけです
が、それでわけのわからなくなった患
者さんから、自分の外来担当の医師に、

「何とかしてくれ」というような電話
がかかってくることがあります。わけ
がわからなくなってしまったから、取
りまとめて説明してほしいということ
はあります。
　齊藤　レジデントの動きはどうです
か。
　高野　まるで判で押したように、朝
のシフトが８時から４時まで、時間が
来れば、何があっても次のシフトの研
修医に引き継いでしまいます。終夜当
直した場合は翌日は休み、休日とか当
直の回数がきっちり決められているの
で、彼らはとてもプロテクトされてい
ると思います。
　齊藤　レジデント自身の健康管理と
いう面と、レジデントが疲労すると医
療安全がおかしくなるという両面があ
るのでしょうね。
　高野　両面があり、規則はとてもい
いと思うのですけれども、それを盾に
とって、ちょっと怠ける傾向があるの
です。特に専門のレジデント、腎臓内
科などは、非常に緊急性を要するよう
な患者さんは４時、５時過ぎて急患室
にやってきたりするので、そういうと
きに引き継ぎが終わっていると、結局
自分の研修の機会、いい症例を見る機
会を逃してしまっている。そういう面
もあります。その辺を柔軟にしてくれ
れば、とてもいいシステムだと思うの
ですが。
　齊藤　さて、研究面ですけれども、

研究が75％ということで、先生自身は
主任研究者ということになるのですね。
　高野　そうですね。
　齊藤　具体的には研究はどのように
されるのですか。
　高野　こちらではprincipal investi-
gatorというのですが、研究室を主宰
している場合はだいたい下に学生が数
人、あとはテクニシャン、リサーチア
シスタント、ポスドクなどがつきまし
て、特に臨床系の研究室はサイズが小
さいのです。うちの場合はいつも５～ 
６人で、実際は私がやるのは、指導し
て取りまとめる、論文の作成まで指導
することです。実際、自分では動かな
くなって久しいです。
　齊藤　グラントを取るのも必要にな
りますね。研究費を取るということも
ありますね。
　高野　そうですね。そこはたいへん
です。
　齊藤　それでは、研究でホットなト
ピックはどんなところでしょうか。
　高野　私は、基本的には蛋白尿の発
症機序を研究しているのです。ですか
ら、ポロサイトのバイオロジーになる
のですけれども、最近おもしろいと思
っているのは、微小変化型（minimal 
change disease）とか、巣状分節性糸
球体硬化症、FSGSなどのネフローゼ
症候群です。従来、これらはT cell系
の病気と思われていたのですが、B cell
に効くリトキシマブというのが最近、
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再発の予防に有効ということがわかっ
てきていまして、どうしてB cellをデ
ィプリートするとT cell系の病気がよ
くなるのか。そこに病態機序のカギが
潜んでいるのではないかと思い、今、
リトキシマブ投与前後でT cellがどう

いう動きをするか、そういう研究を始
めています。その辺がけっこうホット
なところではないかと、ポロサイトの
バイオロジーの中では思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　Changes in Mortality in People With IGT Before and After the Onset 
of Diabetes During the 23-Year Follow-up of the Da Qing Diabetes 
Prevention Study.
　Qiuhong Gong, Ping Zhang, Jinping Wang, Yali An, Edward W. Gregg, 
Hui Li, Bo Zhang, Ying Shuai, Wenying Yang, Yanyan Chen, Shuqian 
Liu, Michael M. Engelgau, Yinghua Hu, Peter H. Bennett, Guangwei Li.
　Diabetes Care. 39 (9) : 1550〜1555, 2016.

　目的：耐糖能障害（IGT）の人は死亡リスクが高く、糖尿病への進行リスクが
高い。しかし、過剰な死亡率がIGT自体に伴うのか、または糖尿病への進行の結
果なのか、その程度は不明である。
　研究デザインと方法：IGTの542人を対象に糖尿病発症前後の死亡率を比較し
た。対象者は最初の６年間にライフスタイル糖尿病予防試験に参加し、その後
1986～2009年までフォローアップされた。
　結果：23年間のフォローアップ中に174人（32.1％）が死亡し、全体の死亡率は
15.9/1,000人/年であった。死亡の大半（74.7％；130 of 174人）は２型糖尿病への 
進行後に生じ、年齢補正死亡率は２型糖尿病発症前で11.1/1,000人/年（95％ CI 
8.2～12.0）、発症後で19.4/1,000人/年（95％ CI 11.9～23.3）であった。累積死亡
率は、フォローアップの最初の10年間に２型糖尿病を発症した人では37.8％（95
％ CI 33.1～42.2％）、10～20年に２型糖尿病に進行した人では28.6％（95％ CI 
21.6～35.0％）、20年以内に２型糖尿病を発症しなかった人では13.9％（95％ CI 
7.0～20.3％）であった。ベースラインの年齢、性、介入、その他の交絡危険因子
で補正した、時間依存性の多変量コックス比例ハザード分析では、２型糖尿病発
症は73％の死亡リスク増加を伴った（ハザード比1.73［95％ CI 1.18～2.52］）。
　結論：他と同様に、中国においてもIGTは死亡リスクの増加を伴った。しかし、
この過剰リスクの大半は２型糖尿病への進行によるものである。

糖尿病シリーズ（504）

東北医科薬科大学若林病院院長

佐　藤　　譲
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