
東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科助教
小　池　健太郎

（聞き手　池脇克則）

　腎機能の評価について、eGFRとクレアチニンクリアランス（Ccr）の使い分
けについてご教示ください。
　ある種の薬剤では、クレアチニンクリアランスで腎機能に問題ないことを確
かめる必要がありますが、実地の場ではeGFRで代用しても差し支えないでし
ょうか。

＜兵庫県開業医＞

腎機能の評価

　池脇　腎機能に関しては時々質問を
いただくのですが、eGFRは臨床でク
レアチニン濃度を測ると自動的に出て
くるものですが、クレアチニンクリア
ランス（Ccr）との使い分けというこ
とで、基本、糸球体濾過量を推察する
ようなものかと思います。一番正確な
ものというのはイヌリンクリアランス
との理解でよいでしょうか。
　小池　そうですね。腎機能、つまり
GFR（glomerular filtration rate：糸球
体濾過量）を測定するゴールデンスタ
ンダードはイヌリンクリアランスにな
ります。ただ、イヌリンは糸球体濾過
によって排泄されて、尿細管で再吸収、
分泌を受けない物質なので、イヌリン

クリアランスはGFRを測るには非常に
いいのですが、その測定方法が非常に
煩雑なことから、実臨床ではあまり行
われていないのが現状です。
　池脇　私も正直、測ったことがない
のですが、腎臓専門の先生でもあまり
測らない検査ですか。
　小池　最近はそんなに測ることはな
いですね。
　池脇　ただ、それが本来は一番正確
なGFRだけれども、違う方法で近似で
きないかということで、eGFRやクレ
アチニンクリアランスが登場したので
すね。
　小池　はい。
　池脇　まず、クレアチニンクリアラ

ンスはどのように求めていくのでしょ
う。
　小池　実測のクレアチニンクリアラ
ンスになりますが、蓄尿で、１日の尿
をためて測るような検査項目になりま
す。クレアチニンは筋肉で産生され、
主に糸球体濾過によって尿中に排泄さ
れます。比較的血中濃度も安定してい
るので、クレアチニンの単位時間当た
りの尿中排泄量と血中濃度からCcrを
求めます。具体的に言うと、１日の尿
をためて、その中のクレアチニン濃度
に１日の尿量を掛け、これを血清のク
レアチニン濃度と24時間を分に直した
1,440で割った値がCcrになります。
　池脇　蓄尿が必要となると、病院に
よっては、蓄尿の件数は減っています
ので、実際、なかなかできないような
状況になってきましたか。
　小池　私が勤務している病院では比
較的頻繁に蓄尿を行っています。排尿
ごとにカップで取って、1/50だけため
ていくような容器があるので、それを
購入して行っています。例えば朝７時
から始めると、まず７時に尿をして、
その後、翌日７時にも尿をしたくなく
ても排尿して、それをカップに入れま
す。いちいち尿をカップでとるため、
かなり煩雑であることと、また時間的
な制約を患者さんに強いてしまうとこ
ろ、それから容器の問題もあったりす
るので、実際には腎臓内科の中でもあ
まり蓄尿を行わない施設が多いようで

す。
　池脇　クレアチニンクリアランスに
関して、これは蓄尿でのものだと。違
う方法でのクレアチニンクリアランス
もあるのですね。
　小池　クレアチニンの値から推算す
る推算式（Cockcroft-Gault式）という
のがあり、年齢や体重と血清クレアチ
ニン値から求めます。ただ、これだと
体重が入ったりするので、肥満者で過
大評価してしまったり、若年で高く出
たり、高齢者で低く出たりする問題点
もあります。
　池脇　そうすると、クレアチニンク
リアランスも実は２種類あり、その２
種類というのは、いわゆるゴールデン
スタンダードであるイヌリンクリアラ
ンスとの近似性、ばらつき、そういう
ところで何か特徴はあるのでしょうか。
　小池　実測のCcrはかなり正確では
あると思うのですが、クレアチニン自
体が尿細管から排泄されるため、GFR
よりも30％ほど高く出ることがありま
す。このため、CcrからGFRを求める
際には、その値に0.715を掛けて少し補
正する。こうしてGFRを推算していく
かたちになっています。
　池脇　Cockcroft-Gault式は体重が分
子に入っているので、体重によって、
誤差が出やすいということですね。
eGFRが使われるようになってきた背
景は何なのでしょうか。
　小池　体重による誤差などの問題点
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があるということ、それから実測の
Ccrが非常に難しいということ、さら
にはCKDという概念を広めるために
eGFRが必要となったこと、という背
景があります。CKDは、腎機能が悪く
なると透析になるだけではなくて、そ
の過程で心血管イベントが起こりやす
いため、そこを広く皆さんに認知して
いただく流れが強くなって、eGFRが
広く使われるようになりました。この
ため2008年、日本腎臓学会から日本人
のGFRの計算式が発表されました。
　池脇　これは正確な推算式といって
いいのでしょうか。
　小池　年齢とクレアチニンからeGFR
を推算するものですが、体表面積で補
正をしているため、体表面積に比して
筋肉量の多寡があると結果がずれてき
ます。例えば、四肢欠損とか筋肉疾患
とか、長期臥床やご高齢の方とか、筋
肉量が減っている方は、クレアチニン
自体が筋肉から産生されるので、eGFR
が高く推算されます。逆に筋肉量が多
い、アスリートであるとか、年齢に比
べてすごく運動習慣があるような方は
筋肉量が多いので、そこに比例してク
レアチニンが高くなるので、相対的に
eGFRが低く推算されるところはあり
ます。
　池脇　小柄な高齢の方の場合には、
eGFRだと実際よりもいい数字が出て
しまうのですね。
　小池　そうですね。

　池脇　体格によって影響を受けると
いう意味では、先ほどのクレアチニン
クリアランスの計算式も同じような影
響を受ける。両方ともそういう欠点に
は気をつけておいたほうがいいのです
ね。
　小池　そうですね。
　池脇　実際問題、臨床実地の先生は
なかなか蓄尿も難しいし、やはり一番
簡単なのはeGFRということになると、
その際には体格等を見て、補正するこ
とになるのでしょうか。
　小池　eGFRの計算式の後に単位が
必ずついていますが、その単位はmL/
min/1.73㎡になっていて、これはCKD
を比較するのに体格で補正してある、
体表面積で補正してあることになるの
です。ただ、一方で、今先生もおっし
ゃったように、高齢の方などが高く出
てしまうことがあるので、実際のGFR
とは少し変わってくるところはありま
す。
　逆に、薬を使うときは、eGFRを腎
臓機能の指標とする際に、体表面積を
その方の身長と体重から求めて補正し
てあげることで、真のGFRに近いよう
な値を出す。そこに合わせた薬の調整
をすることで、より安全に使えるので
はないか、ということはあります。
　池脇　さて、薬によっては、クレア
チニンクリアランスの数値によって投
与量を調整するようなことが書いてあ
ります。クレアチニンクリアランスは

幾つかの理由でなかなか測れないから、
eGFRで代用できないのかということ
なのですが、どうでしょうか。
　小池　基本的には代用してもいいの
ではないかと思うのです。ただ、eGFR
であると、先ほど申し上げたように、
少し実測よりも、体表面積で補正され
ていることがあるので、ある人によっ
ては高く出るし、ある人によっては低
く出ることがあるので、そこを加味し
て判断されるといいのかと思います。
　池脇　確かに筋肉量の多い体育会系
の、特に若い人がクレアチニンが高く
出てしまって、そこからeGFRを計算
すると低い。そんなことはないだろう
という方がいらっしゃる。こういう人
の場合には何か違う方法でGFRを推算
する、推定する、そういう手立てはあ
るものですか。
　小池　シスタチンCを用いて推算す
るeGFR cysというのもあります。こ
ちらは筋肉の影響が少なくて、加齢と
か、性差も少ないといわれています。

ただ、問題はシスタチンが保険で測れ
るのが３カ月に１回なのです。この保
険上の縛りがあることから、毎回気軽
に測るのはなかなか難しいのですが、
クレアチニンとシスタチンで求めた
eGFRを平均して求めるというやり方
もあります。
　池脇　腎排泄性の薬は多いですが、
そういったものに関しての用量調整と
いうのはeGFRで調整する傾向に来て
いるのでしょうか。
　小池　実際、Ccrも推算式で求める
というよりは、eGFRが中心になって
きているので、そちらで求めることが
多いかなと思います。今後、添付文書
などの表記が少しずつ変わっていくと、
よりわかりやすくなると思います。
　池脇　基本的にはそういったもので
用量調整をするのですが、eGFRの筋
肉量、体格による誤差は留意しておく
べきだということですね。
　小池　そうですね。
　池脇　ありがとうございました。
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　池脇　基本的にはそういったもので
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