
　齊藤　腎機能低下時の薬物使用にお
ける注意点ということでうかがいます。
　これはガイドラインができているの
ですね。
　山縣　はい。厚生労働省、その後、
日本医療研究開発機構（AMED）の研
究費で、新潟大学の成田一衛教授が研
究班長をされている薬剤性腎障害の研
究班があり、その中の薬剤性腎障害の
診療ガイドラインの作成委員会の委員
長を、私が務めさせていただいており
ました。昨年度、発行させていただい
て、平成28年４月発刊の日本腎臓学会
誌にもこの内容が出ていますし、近々
出版社からこの解説本というかたちで
発行させていただく予定になっていま
す。
　齊藤　さて、内容に入りますけれど
も、腎機能の評価はどのようにするの
でしょうか。
　山縣　腎機能の評価はまずは血清ク
レアチニン検査が上がってくるのです
が、特に高齢者の場合ですと、いわゆ
る血清クレアチニン値正常値の範囲内

でも腎機能が悪くなっていることがあ
るので、eGFRといって、血清クレア
チニン値と年齢、性別をもとにGFRを
推算する式があって、これによって腎
機能を評価することが求められます。
血清クレアチニン値をもとにGFRを評
価していただいて、薬剤の投与量の設
定に使っていただきます。
　血清クレアチニン値というのは体の
筋肉量に影響を受けるものですから、
極端にやせたり、筋肉量の低下がある
とeGFRが当てにならない場合があり、
24時間の蓄尿によるクレアチニンクリ
アランスを確認するとか、イヌリンク
リアランスによって、正確な腎機能を
評価しなければいけない場合もありま
す。
　齊藤　高齢者が多いかもしれません
けれども、腎機能が低下しているよう
だと疑われる場合に、薬の投与の一般
的な考え方はどうでしょうか。
　山縣　まず、それぞれの薬には排泄
経路があるので、使用する薬剤の主な
排泄経路に注意していただきたいと思

います。腎排泄の薬はけっこう多いの
ですけれども、肝臓、胆汁から排泄さ
れるものもありますし、肝臓で代謝さ
れた後、代謝産物が腎臓から排泄され
る場合もある。腎機能障害がある場合
に問題となるのは、腎排泄の薬剤ある
いはその代謝産物の血中濃度が上がっ
てきてしまうわけですから、このよう
な場合には、腎機能に合わせて投与量
を調節するか、投与間隔を調整するか、
いずれかの方法によって危険域への血
中濃度上昇を防ぐことが必要だと思い
ます。
　齊藤　薬もたくさんあって、覚えて
いるのがたいへんなのですけれども、
腎排泄性のものはしっかり把握して、
注意することが必要なのでしょうか。
　山縣　はい。基本的にすべての患者
さんの腎機能、血清クレアチニン検査
とそれをもとに計算するeGFRを把握
しておいて、どの程度の腎機能である
のかを測っておく。腎機能が悪いとき
には注意するということになってくる
と思います。
　齊藤　病院ですと、薬剤部からリマ
インドが来るような体制はできつつあ
るのでしょうか。
　山縣　病院によっては、過去の検査
データの中で薬剤師の先生から、腎機
能の結果から、この方は薬の投与に気
をつけましょうという指摘をする体制
のあるところもあるように思っていま
す。

　齊藤　さて少し病気の各論ですが、
一番注意しなければいけない病気のグ
ループとはどうなりますか。
　山縣　処方される機会も多く、一般
に気になるのは鎮痛薬、鎮痛解熱薬
NSAIDsです。この薬が腎機能障害の
ある方に漫然と投与されて、腎血流の
低下から腎機能の急な低下をきたす場
合があります。そういうことから、服
用にあたっては十分注意していただか
なければいけない。特に関節痛、腰痛、
歳をとるとどうしてもそういう方が増
えてくると思うのですけれども、こう
いう方たちが常備薬というか、常用薬
としてずっと鎮痛薬をのみ続けること
は、なるべく避けていただきたい。痛
いときの頓服という使い方を基本にし
ていただいて、それ以外のときには外
用薬なり何なりで対応していただくの
がよいかと。
　こういう中で、比較的安全性の高い
のはアセトアミノフェンという薬があ
るのですけれども、ただ、この薬も完
全に安全かというと、これは昔は鎮痛
薬性腎症に、フェナセチンという薬が
有名だったのですが、アセトアミノフ
ェンはその系列なものですから、どう
も長期的には慢性の腎障害の危険性が
完全にはないといえません。いずれに
しろ薬をのんでいるときには、定期的
に、腎機能が正常であっても１年に１
回は血清クレアチニン検査で腎機能を
チェックすることが必要だと思います。
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　齊藤　このNSAIDsは、腎機能が悪
いと血中濃度が高くなることもあるう
えに、なおかつ腎機能を低下させてし
まう。その２面があるのですね。
　山縣　実際、腎血流を落とすという
作用があり、腎血流が低下している高
齢者などでは、腎血流の低下から、腎
機能が急に低下してしまうことがあり
ます。
　齊藤　漫然と投与することは絶対避
けたほうがよいということですね。
　山縣　はい。
　齊藤　糖尿病があって、腎機能が悪
い方がいますが、糖尿病の薬はどうで
しょうか。
　山縣　経口糖尿病薬は、以前は腎障
害があると、ほとんど経口薬は使いに
くく、特に経口糖尿病薬であるSU薬
（スルホニルウレア）は腎機能障害が
あるとその薬剤または代謝産物の血中
濃度が上がってしまう薬で、高度の腎
障害では禁忌といわれる薬でした。し
かし、最近ではDPP-４、あるいはαGI、
それぞれ腎障害があっても使える経口
の糖尿病の薬が出てきました。
　齊藤　DPP-４阻害薬は何種類かあ
りますけれども、代謝経路も薬によっ
て多少違うのですね。
　山縣　肝代謝の薬であれば、腎機能
をまったく気にしないでいいDPP-４
阻害薬がありますし、腎排泄のほうが
大きいものは、腎機能が悪化した場合
には量を減らして対応する必要があり

ます。
　齊藤　血圧の薬はどうでしょうか。
　山縣　Ca拮抗薬に関してはほとんど
気にしなくていいのですけれども、β
ブロッカー、あるいはRAS阻害薬には
胆汁排泄の薬と腎排泄の薬とあります
ので、使い分けが必要になってくると
思います。
　特に腎障害がある方に多く使われる
RAS阻害薬は潜在的に糸球体濾過量を
減らすこと、および血清カリウムを上
げてしまうところがあります。高カリ
ウム血症は致死的な不整脈をきたすこ
ともあり、すでに腎機能が低下した段
階においては常にカリウムの値を気に
して、状況によっては投与をやめる。
あるいは、その以前にカリウムの制限
をしていく必要があると思います。ま
た、RAS阻害薬の中でもACEI（ACE
阻害薬）の中には腎排泄で高度腎障害
の場合には注意の必要な薬剤がありま
す。またRAS阻害薬全般に、特に脱水
時には急激な腎不全をきたすことがあ
り、十分な注意が必要です。
　齊藤　特にアルドステロン阻害薬は
重要ですね。
　山縣　RAS阻害薬の中でもアルドス
テロン阻害薬は、蛋白尿を減らすとか、
間質の線維化を抑制して腎保護的に働
くことなどいい面は大いにあることも
知られているのですが、その半面、腎
機能障害的高カリウム血症はかなり怖
い副作用ですので、特に注意が必要な

薬だと思います。
　齊藤　それから、痛風はどうでしょ
うか。これも腎機能が悪くなりますね。
この場合はどうしますか。
　山縣　以前はアロプリノールという
薬が多く使われてきて、これが腎排泄
性の薬剤で腎機能障害のある人に、よ
りアレルギー反応を起こしやすかった
ので、ちょっと使いにくかったのです
が、最近では新たなキサンチンオキシ
ダーゼ阻害薬が高尿酸血症の治療薬と
して出てきて、臨床的に効果が期待で

きるかなと思います。ただ、現時点で
新しい薬のため、どの程度臓器障害に
対していいかどうかは、これからの検
討事項かなと思います。
　齊藤　尿酸排泄性の尿酸薬はいかが
でしょう。
　山縣　腎障害で尿酸排泄が低下して
いる場合、尿酸を低下させるには強力
な薬で、臓器保護という点で見直され
ている部分もあります。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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