
いるのが実情です。
　山内　自然に消退してくれるところ
もありますから、ちょうど薬が効いた
かなという印象も若干はある。
　眞野　そういうようにおっしゃる方
もいらっしゃいますね。
　山内　よくエピネフリン系も使うよ
うな話がありますが、これはいかがで
しょうか。
　眞野　喉頭浮腫の際にはエピネフリ
ンを使ったりするケースはよく聞きま
すが、遺伝性血管性浮腫の場合にはあ
まり有用には作用しないので、何より
も遺伝性血管性浮腫があるのかないの
かをあらかじめ見極めておいたうえで、
診療にあたるというのが大事になって
くるかと思います。
　山内　例えば、遺伝性は別にして、
普通の方ですと、やはり怖いですから、
予防的に自己注射ができればと思うの
ですが、いかがでしょう。
　眞野　アレルギーをお持ちだったり
する方の場合には、エピネフリンを常
備しておく方法も選択肢の一つに上が
るのではないかと思います。けれども、
遺伝性血管性浮腫の場合、自己注射に
よって発作予防する薬は市販されてい
ません。そちらは今後の開発を待って
いただくよりほかないのが現状です。

　山内　ただし、理論的にはあるとい
うことですね。
　眞野　海外ではすでに発作を誘発し
ないため、あるいは発作予防のための
薬ということで開発が済んでいるもの
もあります。そういったものを何とか
日本でも使えるようにしていきたいと、
仲間の研究者みんなで頑張っていると
ころです。
　山内　最後に、誘因というのはおそ
らく全体としてはっきりしないという
のが正直なところだろうと思うのです
が、特にこういったケースで多いとい
うのはありますか。
　眞野　先ほど言った侵襲を契機にし
て起こるということがわかりやすいと
ころです。そのほかとしてはストレス、
かなり疲労がたまっているとか、ある
いは女性の場合は月経を契機にとか、
そういった何かの契機に起こしてくる
ことがよく見受けられます。個々の患
者さんで発症の仕方がちょっと違いま
すから、自分はこのようなときに起こ
りやすいというのを患者さんの中で見
つけておいていただけると、症状を悪
くせずに済ませられるのではないかと
考えています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　非常に具体的な質問をいただ
いているのですけれども、最終的には
腎機能をきちんと評価して、適切な薬
物治療をしたいために、いろいろ具体
的な内容が挙げられています。一言で
腎機能といっても、いろいろな指標が
あると思うのですが、まず基本的なと
ころから教えてください。
　池田　クレアチニンクリアランスの
評価方法と治療への活用ということで、
特に腎排泄性の抗がん剤など、治療域
と中毒域が近接している薬剤について、
GFRの推算式の選び方、腎機能の評価
方法と実際の投与量設定について、カ
ルボプラチンなどを例に挙げてお話し
させていただこうかと考えています。

　池脇　抗がん剤の中でも、カルボプ
ラチンは微調整が必要な薬ということ
ですね。
　池田　そうですね。シスプラチンな
どに比べて外来で安易に使いやすい薬
のようで、質問のCockcroft-Gaultの式
を用い、比較的簡単にGFR推算式を使
って投与量を設定することが、けっこ
う頻繁に行われているようです。おそ
らく質問された先生も、こういう薬を
念頭に置かれているのかと思って考え
ました。
　池脇　腎臓内科の先生方はきちんと
実測で測られますけれども、私も含め
て多くの先生方は、GFRはeGFR、クレ
アチニンクリアランスはこのCockcroft-

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター腎臓・高血圧内科診療部長
池　田　雅　人

（聞き手　池脇克則）

　クレアチニンクリアランスを、Cockcroft-Gaultの式を用いて計算する際のク
レアチニン値は、酸素法そのままの値で計算すると少し高めに値が出ますが、
ヤッフェ法にして（酸素法の＋0.2）計算したほうがいいのでしょうか。腎機
能を評価して投与量を調整する薬の場合、どう考えたらよいでしょうか。ご教
示ください。

＜埼玉県開業医＞

クレアチニンクリアランスの評価方法と治療への活用
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　池田　24時間蓄尿でクレアチニンク
リアランスを測定しているのですが、
日本では酵素法と呼ばれる方法でクレ
アチニンを測定していて、欧米で行わ
れていたヤッフェ法に比べると数値が
0.2ぐらい低い数字になっています。正
確ではあるのですが、欧米で行われて
いるいろいろな薬剤の治験に用いられ
ているクレアチニン値とは、少し異な
っている。ここに注意が必要です。
　池脇　歴史的にはヤッフェ法という
のが古くからある測定法ということな
のでしょうか。
　池田　そうですね。
　池脇　新しい酵素法、これは日本で
普及しているとおっしゃいましたけれ
ども、それがずれるというのはどうし
てなのでしょうか。
　池田　ヤッフェ法というのは血清中
の非特異物質の影響を受けるために、
血清クレアチニンは真の値よりも0.2ほ
ど高くなってしまうのです。クレアチ
ニンクリアランスを測定した場合に、
クレアチニンというのは糸球体でろ過
されるだけではなくて、尿細管でも 
20～30％分泌されていまして、その分
だけクレアチニンクリアランスはGFR
よりも高値になってしまうのです。結
果的にヤッフェ法で測定した真の値よ
りも約0.2高いクレアチニンを投与した
クレアチニンクリアランスは、GFRに
ほぼ近似した値となっているのです。
　池脇　クレアチニン値は分母のほう

に入りますので、ヤッフェ法が酵素法
よりも若干高いということは、結果的
にクレアチニンクリアランスがやや低
く出る。
　池田　そうです。おっしゃるとおり
です。そのことがイヌリンクリアラン
ス、GFRに近似した状態に、たまたま
なるのです。
　池脇　非特異的な古い方法が最終的
にはゴールドスタンダードのGFRに近
いという現象が起こるのですね。
　池田　そういうことです。
　池脇　これまでのエビデンスが古い
ヤッフェ法でつくられているとすれば、
それを酵素法に置き換えていくという
のは、なかなかたいへんのような気が
しますけれども。
　池田　そうですね。ですから、欧米
で行われた治験をもとにした抗がん剤
であるとか、腎排泄性の薬剤では治験
時に使用されたクレアチニン測定法や
推算式を基準に計算して、個々の患者
さんに投入していく必要があるのだと
思います。ただ、日本でそういうデー
タを取られたものについては、日本の
酵素法によるクレアチニン値をもとに
測定されていますから、それに対応し
ていく必要があるのだと思います。
　池脇　確認になりますけれども、酵
素法そのままの値とヤッフェ法と、ど
ちらがいいのでしょうか。
　日本ではほぼ酵素法で測定されてい
ると考えてよいですか。

Gault法を用いた推察式、推定式とい
うか、簡便な方法で測っているのが現
状だろうと思います。そもそもGFRと
クレアチニンクリアランスというのは、
必ずしも同じものを見ているのではな
いのですね。
　池田　そうですね。クレアチニンク
リアランスはGFRよりも少し高めに出
ることが多くて、薬剤、特に副作用の
強い薬剤を正確に投与するためには、
クレアチニンクリアランスそのものを
投入するのではなく、少し補正を加え
て、副作用が出にくいような正確な値
に近似して、GFRに近似したものを使
う必要があるのだと思います。
　池脇　基本的にはGFRが、いわゆる
腎機能、特に薬物を投与するときの腎
機能のゴールドスタンダードと考えて
いいのでしょうか。

　池田　おっしゃるとおりです。
　池脇　そうはいっても、GFRはなか
なか測るのがたいへんですよね。
　池田　はい。
　池脇　先生方は専門の立場では、煩
雑でしょうけれども、イヌリンを使っ
たGFRを行っているのですか。
　池田　実際はほとんどその機会はな
いですね。GFR、イヌリンクリアラン
スを測定するのには、イヌリンを持続
点滴しなくてはいけないのと、30分お
きの排尿が必要だとか、かなり煩雑で、
一般の患者さんにそういったことをす
るニーズもあまりないので、腎臓内科
で行うことは実際にはあまりないです。
　池脇　一方で、クレアチニンクリア
ランスに関しては、尿と血液中のクレ
アチニンの濃度を測る、蓄尿での測定
をされているということでしょうか。
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　池田　24時間蓄尿でクレアチニンク
リアランスを測定しているのですが、
日本では酵素法と呼ばれる方法でクレ
アチニンを測定していて、欧米で行わ
れていたヤッフェ法に比べると数値が
0.2ぐらい低い数字になっています。正
確ではあるのですが、欧米で行われて
いるいろいろな薬剤の治験に用いられ
ているクレアチニン値とは、少し異な
っている。ここに注意が必要です。
　池脇　歴史的にはヤッフェ法という
のが古くからある測定法ということな
のでしょうか。
　池田　そうですね。
　池脇　新しい酵素法、これは日本で
普及しているとおっしゃいましたけれ
ども、それがずれるというのはどうし
てなのでしょうか。
　池田　ヤッフェ法というのは血清中
の非特異物質の影響を受けるために、
血清クレアチニンは真の値よりも0.2ほ
ど高くなってしまうのです。クレアチ
ニンクリアランスを測定した場合に、
クレアチニンというのは糸球体でろ過
されるだけではなくて、尿細管でも 
20～30％分泌されていまして、その分
だけクレアチニンクリアランスはGFR
よりも高値になってしまうのです。結
果的にヤッフェ法で測定した真の値よ
りも約0.2高いクレアチニンを投与した
クレアチニンクリアランスは、GFRに
ほぼ近似した値となっているのです。
　池脇　クレアチニン値は分母のほう

に入りますので、ヤッフェ法が酵素法
よりも若干高いということは、結果的
にクレアチニンクリアランスがやや低
く出る。
　池田　そうです。おっしゃるとおり
です。そのことがイヌリンクリアラン
ス、GFRに近似した状態に、たまたま
なるのです。
　池脇　非特異的な古い方法が最終的
にはゴールドスタンダードのGFRに近
いという現象が起こるのですね。
　池田　そういうことです。
　池脇　これまでのエビデンスが古い
ヤッフェ法でつくられているとすれば、
それを酵素法に置き換えていくという
のは、なかなかたいへんのような気が
しますけれども。
　池田　そうですね。ですから、欧米
で行われた治験をもとにした抗がん剤
であるとか、腎排泄性の薬剤では治験
時に使用されたクレアチニン測定法や
推算式を基準に計算して、個々の患者
さんに投入していく必要があるのだと
思います。ただ、日本でそういうデー
タを取られたものについては、日本の
酵素法によるクレアチニン値をもとに
測定されていますから、それに対応し
ていく必要があるのだと思います。
　池脇　確認になりますけれども、酵
素法そのままの値とヤッフェ法と、ど
ちらがいいのでしょうか。
　日本ではほぼ酵素法で測定されてい
ると考えてよいですか。

Gault法を用いた推察式、推定式とい
うか、簡便な方法で測っているのが現
状だろうと思います。そもそもGFRと
クレアチニンクリアランスというのは、
必ずしも同じものを見ているのではな
いのですね。
　池田　そうですね。クレアチニンク
リアランスはGFRよりも少し高めに出
ることが多くて、薬剤、特に副作用の
強い薬剤を正確に投与するためには、
クレアチニンクリアランスそのものを
投入するのではなく、少し補正を加え
て、副作用が出にくいような正確な値
に近似して、GFRに近似したものを使
う必要があるのだと思います。
　池脇　基本的にはGFRが、いわゆる
腎機能、特に薬物を投与するときの腎
機能のゴールドスタンダードと考えて
いいのでしょうか。

　池田　おっしゃるとおりです。
　池脇　そうはいっても、GFRはなか
なか測るのがたいへんですよね。
　池田　はい。
　池脇　先生方は専門の立場では、煩
雑でしょうけれども、イヌリンを使っ
たGFRを行っているのですか。
　池田　実際はほとんどその機会はな
いですね。GFR、イヌリンクリアラン
スを測定するのには、イヌリンを持続
点滴しなくてはいけないのと、30分お
きの排尿が必要だとか、かなり煩雑で、
一般の患者さんにそういったことをす
るニーズもあまりないので、腎臓内科
で行うことは実際にはあまりないです。
　池脇　一方で、クレアチニンクリア
ランスに関しては、尿と血液中のクレ
アチニンの濃度を測る、蓄尿での測定
をされているということでしょうか。

図

ドクターサロン61巻２月号（1 . 2017） （91）  1110 （90） ドクターサロン61巻２月号（1 . 2017）

1702本文.indd   11 17/01/13   9:44



　池田　そうです。
　池脇　先生のお考えとしてはどちら
がいいのでしょうか。
　池田　今回の質問はまさにそのとお
りで、正解になるのだと思うのですけ
れども、Cockcroft-Gaultの式で計算し
た推定クレアチニンクリアランスは、
酵素法で測定した日本の場合、血清ク
レアチニンを投入すると、実際のGFR
より高めに出てしまう。酵素法の血清
クレアチニンに0.2を加えて補正して、
実質的にヤッフェ法に近似した補正値
で、そういう計算をした推定クレアチ
ニンクリアランスのほうが、本来の
GFRに近似した値が得られる、という
ことになると思います。
　池脇　酵素法で測定したクレアチニ
ン値に0.2を加えたほうが、患者さんの
GFRに近似する可能性が高いのですね。
　池田　そうです。
　池脇　もう１点、このクレアチニン
クリアランスのCockcroft-Gault法の式
を見ると、分子のほうに体重が入って
いますね。そうすると、肥満の方だと
過大評価というのか、そういう欠点が
あるかと思うのですけれども、臨床上、
問題になることはあるのでしょうか。
　池田　体格が大きく異なる患者さん、
やせていたり、肥満の方、そういう方
はGFRを過大に評価したり、過小に評
価したりすることになるので、その場
合はそれぞれ少し補正を加えていく必
要があるかと思います。

　池脇　その点に関して、高齢の小柄
な方でクレアチニンがすごく低い方が
いらっしゃるとすると、そういう数字
はこういった推定式について、eGFRも
そうでしょうけれども、気をつけなけ
ればいけないのでしょうか。
　池田　先生がご指摘のとおり、筋肉
量が多い少ない、そういうのが著しい
患者さんについては、クレアチニンク
リアランスは、どうしても感度という
点で少し劣るのです。そういうケース
では、シスタチンCという、比較的最
近測られるようになったタンパクがあ
りまして、それをもとにした推定GFR
が比較的汎用されています。
　池脇　シスタチンCでもそういう推
定のGFRが計算できるのですね。
　池田　そうです。
　池脇　シスタチンCだと早期の腎障
害を反映するということも聞きますけ
れども、そういった長所はあるのでし
ょうか。
　池田　血清クレアチニンは食事や筋
肉量、運動の影響を受けるのですが、
血清のシスタチンCは食事や炎症、年
齢、性差、筋肉量などの影響を受けに
くいために、筋肉量の増減が著しい症
例、先生がご指摘のとおり、るいそう
などを認めるがん患者さんなどで非常
に有用と考えられています。
　池脇　腎機能で薬の投与量を調整す
るという意味では、非常に重要な問題
ですね。ありがとうございました。

　山内　頼高先生、水素水はいろいろ
なところで話題になりましたが、先生
は神経内科の立場で、こういったもの
に関する二重盲検試験をなさっている
ということで、専門外の部分もあるか
もしれませんが、うかがいます。
　まず、先生が行われているスタディ
の概要はどういったものなのでしょう
か。
　頼高　まずパイロット試験としまし
て、パーキンソン病の患者さんで、比
較的軽い方ではなくて、ちょっと進ん
だ方で、水素水を１日１L、48週間飲
んでいただきました。UPDRSという臨
床評価スケールがあり、これを比較し

ました。二重盲検試験をしたところ、
水素水を飲んでいただいた患者さんの
ほうが有意差を持ってよい結果が得ら
れたのです。
　山内　改善度の程度からいうと、軽
度ということですか……。
　頼高　軽度です。見ていてわかる程
度ではなくて、スケールを取ってみな
いとわからないぐらいの感じで、震え
によかったとか、歩きによかったとか、
個別の症状に対して具体的によかった
ということはありませんでした。
　山内　そうしますと、単独での治療
薬までには至らないけれども、何らか
のメジャーな薬と併用する意義はあり

順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院神経内科准教授
頼　高　朝　子

（聞き手　山内俊一）

　現在、水素水は、スポーツ選手の間や健康目的で広く愛飲されています。以
下の点についてご教示ください。
　１．水素水の習慣的飲料がなぜよいのか。
　２．水素は飲料水の中に長期間、溶存させることは可能か。
　３．コップに入っている飲料水の中へ水素発生装置（電極棒）を挿入して水

素を発生させて水素水を作って飲むことは可能か。
＜石川県開業医＞

水素水の飲料効果
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