
容が誘導される可能性も示唆されてい
ますので、一律に完全に除去するよう
なことはしていません。負荷試験の摂
取量などを参考に、必要最小限の除去
を心がけて、安全な範囲で摂取を継続
していただいています。
　池田　必要最低限の摂取が可能かと
いうレベルを判断するために、また負
荷試験等を行うことはあるのでしょう
か。
　正田　同じ患者さんであっても、複
数回の負荷試験を行うことはあります。
　池田　そちらのほうが無難というか、
安全なような気もしますね。

　正田　そうですね。負荷試験も目的
によって意味合いが変わってきます。
確定診断のための負荷試験、あるいは
耐性が獲得できたかどうかの負荷試験、
あるいは症状誘発のリスクを評価する
ための負荷試験といったような考え方
もあります。
　池田　そういう意味では、診断だけ
ではなくて、その子の治療反応性まで
含めた、将来的なポイントも含めた負
荷試験ということですね。
　正田　そういうことになると思いま
す。
　池田　ありがとうございました。

　齊藤　高齢者の腎・泌尿器疾患で気
をつけることをうかがいます。
　腎臓は加齢によりどういった変化が
あるのでしょうか。
　猪阪　腎臓は非常に血流の多い組織
です。心臓から出た血流の約1/4～1/5
が腎臓に流れ込みます。しかしながら、
高齢化に伴い、動脈硬化などにより腎
臓の血流が減ってきます。糖尿病や高
血圧があると、その変化はより高度と
なります。
　なぜ腎臓に血流が多いかということ
ですが、腎臓は体の老廃物を除去する
働きがあります。この働きをしている
のが糸球体というもので、毛細血管が
毛糸の玉のような形をしているので糸
球体と呼ばれます。糸球体は、フィル
ターの働きをしています。老廃物が尿
となってこし出されますが、赤血球や
蛋白など体にとって重要なものは血液
に残ります。そして、きれいになった
血液が心臓に戻るのですが、高齢者で
はフィルターが目詰まりをして老廃物
がたまってくることになります。この

老廃物の代表がクレアチニンと呼ばれ
るもので、体の筋肉から出る老廃物で
す。
　フィルターが目詰まりして腎臓の機
能が低下するとクレアチニンが上昇し
てきます。クレアチニンの値や年齢、
性別から、糸球体ろ過量、GFRを求め
ることができます。GFRが低下するほ
ど腎機能が低下しているということに
なります。
　腎臓には、糸球体以外に尿細管とい
うものがあります。尿細管はリサイク
ルする働きをしています。糸球体では、
老廃物以外に、糖やアミノ酸、ミネラ
ルなど、体にとって重要なものもこし
出されます。そこで、尿細管において、
体にとって大切なものを再吸収してい
ます。高齢者ではこの尿細管の機能も
低下するために、尿を濃縮したり、あ
るいは逆に薄くしたりする機能も低下
します。例えば、高齢者の方ですと夜
中に何度もトイレに行くようなことが
ありますが、これは尿の濃縮機能が低
下していることによります。

腎・尿路疾患診療の最新情報（Ⅲ）

大阪大学腎臓内科教授
猪　阪　善　隆

（聞き手　齊藤郁夫）

高齢者の腎・泌尿器疾患で気をつけること
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　齊藤　糸球体はGFRで見る。これは
eGFRが有名になっていますね。尿細
管はどういったかたちで見ることがで
きますか。
　猪阪　尿細管の適切なマーカーはな
いのが現状です。
　齊藤　そうしますと、そういう濃縮
能の低下があるという前提で考えてい
くことになるのですね。
　猪阪　そうですね。
　齊藤　尿路系にはそのほかに膀胱、
尿道がありますけれども、この辺の変
化はどうでしょう。
　猪阪　膀胱の容積も減少してきます
し、伸展することもできなくなってき
ます。それ以外に、尿を出すという力
が勝手に増してきますので、尿漏れを
したりすることも起こってきます。こ
れには、膀胱を締めておく力が失われ
ていくことも原因となっているので、
このあたりが高齢者の排尿障害の原因
となります。男性の方では前立腺が肥
大してきますので、尿が出にくいとい
ったこともよく見られる現象です。
　齊藤　排尿にかかわるいろいろな不
都合が起こってくるのですね。
　猪阪　そうですね。
　齊藤　さて、そういうバックグラウ
ンドがありますが、高齢者はいろいろ
な病気が起こってきて、薬による治療
が行われるのですけれども、薬が腎臓
に影響することもありますね。
　猪阪　高齢者は薬剤による障害が非

常に起こりやすいといわれていますが、
幾つか要因があります。一つは病気が
要因となるものですが、高齢者は比較
的複数の病気を抱えています。そのた
めに多くの薬をのんでいたり、多くの
診療科にかかっているような場合があ
ります。例えば、骨粗鬆症でビタミン
Dやカルシウムを整形外科から処方さ
れ、内科から利尿薬を投与されるとい
ったことがあります。こういったこと
で薬の相互作用が生じやすくなります。
　しかも慢性疾患なので、薬をのむ期
間が長い。あるいは症状が非定型的な
ために、痛み止めを長くのんでしまう
ようなことも問題となり、腎臓の障害
をきたしてきます。
　齊藤　今、多剤の併用が非常に問題
になっていますけれども、何か対策は
ありますか。
　猪阪　多くの疾患にかかっているの
で、薬局などが薬をきちんと管理して、
問題がないかをチェックすることも必
要になってきます。あと、高齢者では
臓器の予備能が低下してくるので、最
初は少ない量から始めることも必要に
なってきます。
　問題となるのは、高齢者では認知機
能や視力などが低下して、アドヒアラ
ンスが低下してくることもあり、間違
った服用の仕方も問題となるので、曜
日ごとに薬を分けるなどの対策も必要
になってくるかと思います。
　齊藤　今、予備能という話がありま

したけれども、これはどういったこと
で理解すればいいでしょうか。
　猪阪　腎臓の予備能も含めてですが、
まず薬をのむと、消化管で薬を吸収す
ることになります。しかしながら、そ
の吸収の程度はあまり加齢の影響を受
けないので、若年の方と同様に吸収さ
れてくるのですけれども、一方で高齢
の方は体の中の水分量が低下してきま
す。したがって、水に溶けやすいよう
な薬ですと、体の水分量が少ないため
に血中濃度が高くなって、これが腎臓
の障害につながります。
　一方、高齢の方は体の中の脂肪分が
増えてきます。すると、脂肪に溶けや
すい薬剤は体に蓄積してくることにな
るので、これもまた血中濃度が上昇す
ることで腎臓の障害をきたしやすくな
ります。
　齊藤　水溶性の薬と脂溶性の薬とい
う話がありましたけれども、例えばス
タチン薬でもそういう差があるのです
か。
　猪阪　そうですね。そのような脂溶
性の薬剤も影響するといわれています
し、例えば肝臓では薬を解毒して排泄
することになりますけれども、肝臓の
解毒酵素の機能も高齢者では低下して
きますので、体の中にたまってくるこ
ともあります。
　齊藤　腎臓から出ていくものもある
のですね。
　猪阪　腎臓から排泄される薬もけっ

こうたくさんあります。そうしますと、
高齢者では潜在的に腎臓の機能が低下
している患者さんがけっこういるため
に、同じだけの薬をのんだとしても、
若年者の方に比べて血中の濃度が高く
なりやすいようなことが起こってきま
す。そのこと自体が腎臓の機能をさら
に低下させ、悪化させていくことにつ
ながっていきます。長い間、服用して
いると、知らない間に腎臓の機能が低
下しているようなことも起こってくる
かと思います。
　齊藤　一般論として腎臓排泄性のも
ののほうが危ないのか、肝臓排泄性の
ほうが危ないのか、何か言えるでしょ
うか。
　猪阪　腎臓排泄性の薬に関しては、
例えば先生方が腎臓の機能をきちんと
把握することで、ある程度調整が可能
ですので、腎臓の機能をきちんと把握
していれば、比較的調整しやすいので
はないかと思われます。一方、肝臓の
解毒酵素、あるいは肝臓の代謝といわ
れるものに関しては、個人差がけっこ
う大きいのです。しかも、薬同士の相
互作用も比較的現れやすいので、その
あたりの調整は肝臓の代謝のほうが難
しいかもしれません。
　齊藤　ということは、我々がよく使
う血圧の薬にしても、腎臓排泄が主な
のか、肝臓排泄が主なのか、事前に知
っている必要があるのでしょうか。
　猪阪　腎臓の機能を把握することも
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　齊藤　糸球体はGFRで見る。これは
eGFRが有名になっていますね。尿細
管はどういったかたちで見ることがで
きますか。
　猪阪　尿細管の適切なマーカーはな
いのが現状です。
　齊藤　そうしますと、そういう濃縮
能の低下があるという前提で考えてい
くことになるのですね。
　猪阪　そうですね。
　齊藤　尿路系にはそのほかに膀胱、
尿道がありますけれども、この辺の変
化はどうでしょう。
　猪阪　膀胱の容積も減少してきます
し、伸展することもできなくなってき
ます。それ以外に、尿を出すという力
が勝手に増してきますので、尿漏れを
したりすることも起こってきます。こ
れには、膀胱を締めておく力が失われ
ていくことも原因となっているので、
このあたりが高齢者の排尿障害の原因
となります。男性の方では前立腺が肥
大してきますので、尿が出にくいとい
ったこともよく見られる現象です。
　齊藤　排尿にかかわるいろいろな不
都合が起こってくるのですね。
　猪阪　そうですね。
　齊藤　さて、そういうバックグラウ
ンドがありますが、高齢者はいろいろ
な病気が起こってきて、薬による治療
が行われるのですけれども、薬が腎臓
に影響することもありますね。
　猪阪　高齢者は薬剤による障害が非

常に起こりやすいといわれていますが、
幾つか要因があります。一つは病気が
要因となるものですが、高齢者は比較
的複数の病気を抱えています。そのた
めに多くの薬をのんでいたり、多くの
診療科にかかっているような場合があ
ります。例えば、骨粗鬆症でビタミン
Dやカルシウムを整形外科から処方さ
れ、内科から利尿薬を投与されるとい
ったことがあります。こういったこと
で薬の相互作用が生じやすくなります。
　しかも慢性疾患なので、薬をのむ期
間が長い。あるいは症状が非定型的な
ために、痛み止めを長くのんでしまう
ようなことも問題となり、腎臓の障害
をきたしてきます。
　齊藤　今、多剤の併用が非常に問題
になっていますけれども、何か対策は
ありますか。
　猪阪　多くの疾患にかかっているの
で、薬局などが薬をきちんと管理して、
問題がないかをチェックすることも必
要になってきます。あと、高齢者では
臓器の予備能が低下してくるので、最
初は少ない量から始めることも必要に
なってきます。
　問題となるのは、高齢者では認知機
能や視力などが低下して、アドヒアラ
ンスが低下してくることもあり、間違
った服用の仕方も問題となるので、曜
日ごとに薬を分けるなどの対策も必要
になってくるかと思います。
　齊藤　今、予備能という話がありま

したけれども、これはどういったこと
で理解すればいいでしょうか。
　猪阪　腎臓の予備能も含めてですが、
まず薬をのむと、消化管で薬を吸収す
ることになります。しかしながら、そ
の吸収の程度はあまり加齢の影響を受
けないので、若年の方と同様に吸収さ
れてくるのですけれども、一方で高齢
の方は体の中の水分量が低下してきま
す。したがって、水に溶けやすいよう
な薬ですと、体の水分量が少ないため
に血中濃度が高くなって、これが腎臓
の障害につながります。
　一方、高齢の方は体の中の脂肪分が
増えてきます。すると、脂肪に溶けや
すい薬剤は体に蓄積してくることにな
るので、これもまた血中濃度が上昇す
ることで腎臓の障害をきたしやすくな
ります。
　齊藤　水溶性の薬と脂溶性の薬とい
う話がありましたけれども、例えばス
タチン薬でもそういう差があるのです
か。
　猪阪　そうですね。そのような脂溶
性の薬剤も影響するといわれています
し、例えば肝臓では薬を解毒して排泄
することになりますけれども、肝臓の
解毒酵素の機能も高齢者では低下して
きますので、体の中にたまってくるこ
ともあります。
　齊藤　腎臓から出ていくものもある
のですね。
　猪阪　腎臓から排泄される薬もけっ

こうたくさんあります。そうしますと、
高齢者では潜在的に腎臓の機能が低下
している患者さんがけっこういるため
に、同じだけの薬をのんだとしても、
若年者の方に比べて血中の濃度が高く
なりやすいようなことが起こってきま
す。そのこと自体が腎臓の機能をさら
に低下させ、悪化させていくことにつ
ながっていきます。長い間、服用して
いると、知らない間に腎臓の機能が低
下しているようなことも起こってくる
かと思います。
　齊藤　一般論として腎臓排泄性のも
ののほうが危ないのか、肝臓排泄性の
ほうが危ないのか、何か言えるでしょ
うか。
　猪阪　腎臓排泄性の薬に関しては、
例えば先生方が腎臓の機能をきちんと
把握することで、ある程度調整が可能
ですので、腎臓の機能をきちんと把握
していれば、比較的調整しやすいので
はないかと思われます。一方、肝臓の
解毒酵素、あるいは肝臓の代謝といわ
れるものに関しては、個人差がけっこ
う大きいのです。しかも、薬同士の相
互作用も比較的現れやすいので、その
あたりの調整は肝臓の代謝のほうが難
しいかもしれません。
　齊藤　ということは、我々がよく使
う血圧の薬にしても、腎臓排泄が主な
のか、肝臓排泄が主なのか、事前に知
っている必要があるのでしょうか。
　猪阪　腎臓の機能を把握することも
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大切になってきますし、高齢者では、
動脈硬化などによって腎臓の血流が低
下している場合もあります。そういっ
たことを考えますと、最初から通常量
を投与すると、腎臓の障害や、あるい
は血圧が過度に下がってしまうことも
起こりますので、少量から投与してい
くという注意も必要ではないかと思い

ます。
　齊藤　腎機能を事前に把握して、な
おかつ少量から慎重に増やしていくと
いうことなのでしょうか。
　猪阪　そうですね。臓器障害が起こ
ってこないのを確認しながら薬を増や
していくことが必要かと思います。
　齊藤　ありがとうございました。

　大西　柳田先生、癌患者さんにおけ
る腎臓障害について、最近のトピック
スをうかがいたいと思います。
　まず、onconephrologyという概念が
あるようですが、やや聞き慣れないの
ですけれども、このあたりを教えてい
ただけますか。
　柳田　これは非常に新しい概念です。
癌患者さんには腎障害が起きやすいと
いうことが以前から知られていたので
すけれども、その腎障害が非常に特殊
で、かつ多岐にわたる。また、腎障害
が起こると、癌治療が続行しづらいと
いうこともあり、癌の専門家の先生だ
けではなくて、腎臓内科医が癌診療に
一緒に入って診たほうがいいのではな
いか。そういう新しい融合領域として
oncone phrologyという言葉がつくられ
ました。
　大西　癌患者さんではどうして腎障
害、特に急性の腎障害が起きやすいの
でしょうか。
　柳田　今おっしゃったように、癌患
者さんでは、acute kidney injury（AKI）

が起こりやすいのですけれども、一人
の患者さんが癌と診断されますと、様々
な検査が始まります。例えば、造影CT
を撮ったり、また内視鏡を受けるので
あればその準備などの過程で脱水があ
ったり、腎障害が起こりやすくなる。
また、手術を受けること自体がAKIリ
スクですし、抗癌剤治療が始まってく
ると、その副作用で、例えば下痢や嘔
吐などから脱水が起こりやすくなる、
ほかにも薬物自体の毒性もある。そう
いったことがAKIの理由になってきま
す。また、疼痛に対して、NSAIDsを
内服することもリスクになってきます。
　そういうことで、非常に癌患者さん
ではAKIが起こりやすいのですが、最
近は特に癌患者さんが高齢化していま
すので、もとに慢性腎臓病（CKD）を
持っている患者さんが多くなっている。
そうすると、余計にAKIリスクが高ま
ってくると考えられています。
　大西　様々な原因、背景があるので
すね。
　柳田　そのとおりです。

腎・尿路疾患診療の最新情報（Ⅲ）

京都大学腎臓内科教授
柳　田　素　子

（聞き手　大西　真）

癌患者における腎障害 onconephrology
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