
　中村　先生に企画いただいた29本の
シリーズの掉尾を飾りますが、腎・尿
路疾患診療の将来展望ということで、
先生の夢も含めてお話をいただければ
ありがたいと思います。
　診療の面、特に治療の面で進歩する
可能性のある領域から、教えていただ
けますか。
　南学　泌尿器科の観点からいうと、
外科的にはダ・ヴィンチの導入などロ
ボット手術が盛んに行われるようにな
って、目覚ましく進歩しています。一
方、内科的な慢性腎臓病に対する治療
としては、依然としてレニン・アンジ
オテンシン系の阻害薬、あるいはスタ
チンといった、他領域でできた薬の力
を借りて患者さんの治療をしなければ
いけないというのが現状です。
　ただ、現時点で幾つか新しい機序の
薬で、直接腎臓病に効くような、期待
の持てる薬の臨床試験が行われていま
す。例えば腎臓の低酸素に対して、低
酸素の防御機構をつかさどる転写調節
因子を直接活性化する薬、あるいは腎

臓病の進行の非常に重要な原因である
酸化ストレスに対する防御因子をつか
さどる転写調節因子の活性化を行って
腎臓病を治療しようという化合物、こ
ういった新しい薬の臨床試験が行われ
ており、今後、こういった開発が進む
ことによって、腎臓病に対して開発さ
れた直接の治療薬が、臨床の現場で使
えるようになることを非常に強く期待
しています。
　中村　transcriptionalなステージの
前に、一般的に抗酸化という話となる
と、ビタミンEとかアスタキサンチン、
リコピンなど、幾つか出てくるのです
が、そういったものではあまり効果が
ないのでしょうか。
　南学　これまでも幾つかそういった
臨床試験が行われていて、結果がポジ
ティブに出たものとネガティブに出た
ものがあり、なかなか結論がつきませ
んでした。数年前にアメリカ腎臓学会
で抗酸化療法がなぜコンスタントに有
効性が示されないのかという企画のセ
ッションがあり、結論としては、酸化

ストレスというのは、これを測るマー
カーとしてのゴールド・スタンダード
がない。例えばeGFRや蛋白尿のよう
に、万人が「これだったら」と納得す
るようなマーカーがなく、１点目は治
療している対象が、本当に酸化ストレ
スがある患者なのかがわからない。２
点目は、治療がうまくいかなかったと
きに、患者の選択が不適切であったの
か、あるいは薬自体が有効でなかった
のかがわからない。そういったことで、
なかなか有効性があるという結果とな
いという結果が、ないまぜになるので
はないか、そういったセッションの結
論でした。
　今回の薬に関しては、直接転写調節
因子を刺激することによって抗酸化能
を活性化する薬ですので、かなり強力
に抗酸化作用を示すのではないかとい
うことが期待されています。
　中村　それは今、実際にinvestiga-
tional stageにあるというものですね。
　南学　欧米ではすでに臨床試験が行
われています。糖尿病の患者さんに対
して、PhaseⅡの治験ではeGFRを上げ
ることが示され、「ニューイングラン
ド・ジャーナル」に論文が載って、す
ごく話題になりました。しかし残念な
がら、欧米のPhaseⅢの臨床試験で有
害事象で心不全が出たために、開発が
いったん中断されました。その後、い
ろいろこの結果について検討がなされ
て、日本人は心血管系の合併症の起こ

る率が欧米より少ないので、日本人を
対象として臨床開発を続けるのが妥当
であろうという結論に達し、今、日本
でPhaseⅡが再開されている段階です。
　中村　抗酸化ですと心不全にはいい
ように思いますけれども。
　南学　おっしゃるとおりなのですけ
れども、なぜ心不全が増えたかという
原因についてもまだはっきりわかって
いません。この薬が同時にエンドセリ
ンの経路に作用するのではないかとい
うspeculationもなされていますが、は
っきりと証明はされていない段階です。
　中村　エンドセリンですと、１にし
ろ、２にしろ、お小水で調べられます
ね。
　南学　おっしゃるとおりです。
　中村　ある程度のマーカーに影響を
与えうる十分な量なのか。
　南学　この薬に関しては、残念なが
ら、当初のclinical studyが尿中のエン
ドセリンを調べるようなデザインには
なっていなかったのです。後の動物実
験でそういった機序が関与していたの
かもしれないといわれています。ただ、
日本で臨床試験を再開するにあたって
は、心血管系のハイリスクの方は除外
して慎重に行うということで、現時点
まで明らかな有害事象はないと聞いて
います。
　中村　なるべくeGFRが落ちないう
ちに行ったほうがいいのでしょうか。
　南学　おそらくそうだと思われます。
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　中村　先生に企画いただいた29本の
シリーズの掉尾を飾りますが、腎・尿
路疾患診療の将来展望ということで、
先生の夢も含めてお話をいただければ
ありがたいと思います。
　診療の面、特に治療の面で進歩する
可能性のある領域から、教えていただ
けますか。
　南学　泌尿器科の観点からいうと、
外科的にはダ・ヴィンチの導入などロ
ボット手術が盛んに行われるようにな
って、目覚ましく進歩しています。一
方、内科的な慢性腎臓病に対する治療
としては、依然としてレニン・アンジ
オテンシン系の阻害薬、あるいはスタ
チンといった、他領域でできた薬の力
を借りて患者さんの治療をしなければ
いけないというのが現状です。
　ただ、現時点で幾つか新しい機序の
薬で、直接腎臓病に効くような、期待
の持てる薬の臨床試験が行われていま
す。例えば腎臓の低酸素に対して、低
酸素の防御機構をつかさどる転写調節
因子を直接活性化する薬、あるいは腎

臓病の進行の非常に重要な原因である
酸化ストレスに対する防御因子をつか
さどる転写調節因子の活性化を行って
腎臓病を治療しようという化合物、こ
ういった新しい薬の臨床試験が行われ
ており、今後、こういった開発が進む
ことによって、腎臓病に対して開発さ
れた直接の治療薬が、臨床の現場で使
えるようになることを非常に強く期待
しています。
　中村　transcriptionalなステージの
前に、一般的に抗酸化という話となる
と、ビタミンEとかアスタキサンチン、
リコピンなど、幾つか出てくるのです
が、そういったものではあまり効果が
ないのでしょうか。
　南学　これまでも幾つかそういった
臨床試験が行われていて、結果がポジ
ティブに出たものとネガティブに出た
ものがあり、なかなか結論がつきませ
んでした。数年前にアメリカ腎臓学会
で抗酸化療法がなぜコンスタントに有
効性が示されないのかという企画のセ
ッションがあり、結論としては、酸化

ストレスというのは、これを測るマー
カーとしてのゴールド・スタンダード
がない。例えばeGFRや蛋白尿のよう
に、万人が「これだったら」と納得す
るようなマーカーがなく、１点目は治
療している対象が、本当に酸化ストレ
スがある患者なのかがわからない。２
点目は、治療がうまくいかなかったと
きに、患者の選択が不適切であったの
か、あるいは薬自体が有効でなかった
のかがわからない。そういったことで、
なかなか有効性があるという結果とな
いという結果が、ないまぜになるので
はないか、そういったセッションの結
論でした。
　今回の薬に関しては、直接転写調節
因子を刺激することによって抗酸化能
を活性化する薬ですので、かなり強力
に抗酸化作用を示すのではないかとい
うことが期待されています。
　中村　それは今、実際にinvestiga-
tional stageにあるというものですね。
　南学　欧米ではすでに臨床試験が行
われています。糖尿病の患者さんに対
して、PhaseⅡの治験ではeGFRを上げ
ることが示され、「ニューイングラン
ド・ジャーナル」に論文が載って、す
ごく話題になりました。しかし残念な
がら、欧米のPhaseⅢの臨床試験で有
害事象で心不全が出たために、開発が
いったん中断されました。その後、い
ろいろこの結果について検討がなされ
て、日本人は心血管系の合併症の起こ

る率が欧米より少ないので、日本人を
対象として臨床開発を続けるのが妥当
であろうという結論に達し、今、日本
でPhaseⅡが再開されている段階です。
　中村　抗酸化ですと心不全にはいい
ように思いますけれども。
　南学　おっしゃるとおりなのですけ
れども、なぜ心不全が増えたかという
原因についてもまだはっきりわかって
いません。この薬が同時にエンドセリ
ンの経路に作用するのではないかとい
うspeculationもなされていますが、は
っきりと証明はされていない段階です。
　中村　エンドセリンですと、１にし
ろ、２にしろ、お小水で調べられます
ね。
　南学　おっしゃるとおりです。
　中村　ある程度のマーカーに影響を
与えうる十分な量なのか。
　南学　この薬に関しては、残念なが
ら、当初のclinical studyが尿中のエン
ドセリンを調べるようなデザインには
なっていなかったのです。後の動物実
験でそういった機序が関与していたの
かもしれないといわれています。ただ、
日本で臨床試験を再開するにあたって
は、心血管系のハイリスクの方は除外
して慎重に行うということで、現時点
まで明らかな有害事象はないと聞いて
います。
　中村　なるべくeGFRが落ちないう
ちに行ったほうがいいのでしょうか。
　南学　おそらくそうだと思われます。
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ただ、従来の薬はレニン・アンジオテ
ンシン系の阻害薬も含めて、すべて
eGFRが低下するスピードを緩める薬
だったのに対し、この薬は低下を逆転
させて、eGFRを上げることができる
ことを臨床試験で示し、とても話題に
なりました。
　中村　どのくらいからどのくらいま
で上げられるのですか。
　南学　いわゆるCKDのステージで、
G3bとかG4、eGFRが例えば30とか、そ
れぐらいの方のGFRを、５ぐらい上げ
てしまう薬です。
　中村　移植などにいくまでの期間を
延ばせるのですね。
　南学　そういったことを期待して臨
床試験を行っている段階です。
　中村　楽しみですね。肝障害とか、
ほかの問題は起こらないのですか。
　南学　現在まであまり大きな問題は
ないようです。
　中村　あと、デバイスみたいなもの
での進歩はいかがでしょうか。
　南学　デバイスに関しては、透析で
は非常に機械工学が発達していて、進
んでいる分野です。欧米ではポータブ
ルの透析器などの開発も行われていま
す。
　再生医療に関しては、これは逆にな
かなか進んでいません。腎臓というの
は高次構造が非常に複雑な臓器です。
糸球体だけを見ても、真ん中にメサン
ギウムがあって、その周りに毛細血管

が網の目のように走っていて、その外
側に糸球体上皮細胞、podocyteが置か
れる。その先に近位尿細管、遠位尿細
管、集合管等が正しく置かれないと機
能しないのです。
　中村　それぞれの働きが違いますか
らね。
　南学　おっしゃるとおりです。です
ので、再生医療はとても難しいといわ
れています。一部の再生専門の先生方
は、透析に関しては機械医療がすごく
発達しているので、ひょっとしたら再
生医療で腎臓が再生できるより前に、
体内埋め込み式の透析器ができてしま
って、再生医療自体の出番がないかも
しれないとおっしゃるぐらいです。
　中村　先生が今指摘されたポータブ
ルな透析機器であると、普通の人の生
活にも十分メリットがあるのではない
かなと思います。透析をしながら仕事
もできるということになりますか。
　南学　そのとおりです。最大の問題
点は、通常の血液透析ですと１回に
120Lの水を使用します。そういったタ
ンクをガラガラとつけて歩くわけには
いきませんので、ポータブルの透析器
を開発している人たちは、何か特殊な
フィルターみたいなもので血液を通す
ことによって尿毒素を吸着させ、それ
で補正をするといったようなメカニズ
ムを考えて開発をされているようです。
　中村　ある程度埋め込むこともでき
るのですか。

　南学　現時点ではベルトのようなも
のをおなかの周りに巻いて、そこに機
械をくっつけるというタイプのものが
試作品として使われています。例えば
それで数日間、あるいは１週間程度、
透析をやってみたというような報告が
されています。今後、さらにこれが進
んでいくと、体内埋め込み式になって
万々歳というところかと思っています。
　中村　それはどのくらい先に期待で
きるのでしょうか。
　南学　難しいですけれども、例えば
腎臓の再生ができるまでに10～20年と
いわれていますので、逆に10年以内ぐ
らいでそういった体内埋め込み式がで
きれば、機械工学が勝つのかなと思っ
ています。
　中村　20年、患者さんに頑張って生

きましょうというのも難しい場合もあ
りますしね。
　南学　再生医療、そして機械工学の
研究の方々が、一生懸命新しい治療法
の開発に現在いそしんでいるところで
す。
　中村　そうしますと、私ども一般の
医師として期待するのは、先ほど先生
が指摘された薬物でしょうか。
　南学　抗酸化に対する薬物、それか
ら低酸素に対して臓器を抵抗性にする
薬物、こういったものに非常に期待が
でき、かつおそらく数年以内に実地臨
床で使えるようになるのではないかと
いうことで、とても期待しています。
　中村　ありがとうございました。将
来をぜひ期待したいと思います。
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ただ、従来の薬はレニン・アンジオテ
ンシン系の阻害薬も含めて、すべて
eGFRが低下するスピードを緩める薬
だったのに対し、この薬は低下を逆転
させて、eGFRを上げることができる
ことを臨床試験で示し、とても話題に
なりました。
　中村　どのくらいからどのくらいま
で上げられるのですか。
　南学　いわゆるCKDのステージで、
G3bとかG4、eGFRが例えば30とか、そ
れぐらいの方のGFRを、５ぐらい上げ
てしまう薬です。
　中村　移植などにいくまでの期間を
延ばせるのですね。
　南学　そういったことを期待して臨
床試験を行っている段階です。
　中村　楽しみですね。肝障害とか、
ほかの問題は起こらないのですか。
　南学　現在まであまり大きな問題は
ないようです。
　中村　あと、デバイスみたいなもの
での進歩はいかがでしょうか。
　南学　デバイスに関しては、透析で
は非常に機械工学が発達していて、進
んでいる分野です。欧米ではポータブ
ルの透析器などの開発も行われていま
す。
　再生医療に関しては、これは逆にな
かなか進んでいません。腎臓というの
は高次構造が非常に複雑な臓器です。
糸球体だけを見ても、真ん中にメサン
ギウムがあって、その周りに毛細血管

が網の目のように走っていて、その外
側に糸球体上皮細胞、podocyteが置か
れる。その先に近位尿細管、遠位尿細
管、集合管等が正しく置かれないと機
能しないのです。
　中村　それぞれの働きが違いますか
らね。
　南学　おっしゃるとおりです。です
ので、再生医療はとても難しいといわ
れています。一部の再生専門の先生方
は、透析に関しては機械医療がすごく
発達しているので、ひょっとしたら再
生医療で腎臓が再生できるより前に、
体内埋め込み式の透析器ができてしま
って、再生医療自体の出番がないかも
しれないとおっしゃるぐらいです。
　中村　先生が今指摘されたポータブ
ルな透析機器であると、普通の人の生
活にも十分メリットがあるのではない
かなと思います。透析をしながら仕事
もできるということになりますか。
　南学　そのとおりです。最大の問題
点は、通常の血液透析ですと１回に
120Lの水を使用します。そういったタ
ンクをガラガラとつけて歩くわけには
いきませんので、ポータブルの透析器
を開発している人たちは、何か特殊な
フィルターみたいなもので血液を通す
ことによって尿毒素を吸着させ、それ
で補正をするといったようなメカニズ
ムを考えて開発をされているようです。
　中村　ある程度埋め込むこともでき
るのですか。

　南学　現時点ではベルトのようなも
のをおなかの周りに巻いて、そこに機
械をくっつけるというタイプのものが
試作品として使われています。例えば
それで数日間、あるいは１週間程度、
透析をやってみたというような報告が
されています。今後、さらにこれが進
んでいくと、体内埋め込み式になって
万々歳というところかと思っています。
　中村　それはどのくらい先に期待で
きるのでしょうか。
　南学　難しいですけれども、例えば
腎臓の再生ができるまでに10～20年と
いわれていますので、逆に10年以内ぐ
らいでそういった体内埋め込み式がで
きれば、機械工学が勝つのかなと思っ
ています。
　中村　20年、患者さんに頑張って生

きましょうというのも難しい場合もあ
りますしね。
　南学　再生医療、そして機械工学の
研究の方々が、一生懸命新しい治療法
の開発に現在いそしんでいるところで
す。
　中村　そうしますと、私ども一般の
医師として期待するのは、先ほど先生
が指摘された薬物でしょうか。
　南学　抗酸化に対する薬物、それか
ら低酸素に対して臓器を抵抗性にする
薬物、こういったものに非常に期待が
でき、かつおそらく数年以内に実地臨
床で使えるようになるのではないかと
いうことで、とても期待しています。
　中村　ありがとうございました。将
来をぜひ期待したいと思います。
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