
はもちろんけっこうだと思いますが、
実はインフルエンザ以外のウイルス感
染症が多いということも、実際にはあ
ります。それは検査診断の進歩が今後

あると思いますので、そこで日本の疫
学が明らかになっていくと思います。
　池田　なかなか簡単ではありません
ね。ありがとうございました。

東京女子医科大学第四内科教授
新　田　孝　作

（聞き手　山内俊一）

　腎障害末期や透析時にみられる頑固な瘙痒の原因と対応についてご教示くだ
さい。

＜千葉県勤務医＞

腎障害末期や透析時の搔痒

　山内　新田先生、腎障害末期、透析
時にもたまに見ますが、非常に高率に
かゆみ、特に頑固なかゆみを訴える方
が多いです。実際、かなり多いものな
のでしょうか。
　新田　いわゆるCKDのG４、G５に
なってきますと、どうしても腎臓から
濾過できないような物質が体にだんだ
んたまってきます。尿毒素といわれて
いるものの中にはかゆみを引き起こす
ものがあり、保存期腎不全の患者さん
はよく活性炭を飲んで物質を吸着して
便に出すこともしているのですが、な
かなか効果がないのが現状で、かゆみ
は非常に大きな問題となっています。
　血液透析、腹膜透析等の透析を導入
すると、８割以上の方がかゆみを訴え
るのが現状です。当然汗をかきにくく
なるので、皮脂腺から出る分泌物が少

ないこともあって、皮脂が少なく、真
皮から表皮が薄くなっているため、ど
うしても乾燥しやすいという特徴があ
り、外的な刺激を受けやすいというこ
ともあります。
　山内　透析のときに除き切れない物
質にもまだ解明されていないものがた
くさんあると見てよいでしょうか。
　新田　ご指摘のとおりです。末期の
腎不全で、まだ透析導入前も尿毒素と
いわれているものがあるのですが、透
析が始まった場合には、血液透析の膜
自体が血液と接することでアレルギー
反応を起こす物質を発生させることも
ありますし、透析で抜けないような物
質、特に中分子といわれている物質が
除き切れないといわれています。末期
腎不全の状態、透析導入前から始まる
リンとカルシウム、それから副甲状腺
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を使っていただかないと、なかなか保
湿剤の効果が発揮されにくいというこ
とがあります。
　山内　お風呂はぬるま湯だけれども、
タオルは少し熱くてもよいのですね。
　新田　室温は下げたほうがいいので
すが。
　山内　あと、なかなか食事の指導が
難しい領域の一つなのですが、かゆみ
に関連した場合はどうなのでしょうか。
　新田　一番いわれているのはリンで
す。リンというのは口から入ると腎臓
からしか出ていかないので、腎機能が
悪くなってしまうと血中に増えてきま
す。それは透析で除いたり、あるいは
リンを吸着する物質もあるのですが、
口から摂取するリンの量を減らしてい
くのが基本です。意外とリンが多い食
べ物は多く存在しまして、そばや玄米、
体にいいといわれているものに多く含
まれています。
　山内　肉や魚などを避けましょう的
な指導はあるのですが、それ以外にも
意外なものがあるのですね。
　新田　そうですね。まるごと骨が入
っている小魚とか、長持ちする乾物の
魚、ハムやウインナー、乳製品、かま
ぼこのような練りもの、インスタント
食品といわれているもの、保存がきく
ものはリンを多く含むことが多いので、
その量をできるだけ少なくしていただ
くのがよいかと思います。
　山内　インスタント食品など手軽な

食品も気をつけたほうがいいのですね。
　新田　そうですね。なるべく食材を
料理して食べていただければいいので
すが、忙しかったり、独身の場合はコ
ンビニで買う回数と量を調整していた
だきたいと思います。
　山内　最後に薬ですが、先ほどリン
やPTHに関するところでは、専門的な
薬が出てきているという話でしたが、
普通に我々が使えるレベルというとこ
ろで、抗ヒスタミン剤の効き目はどう
なのでしょうか。
　新田　以前は抗ヒスタミン剤しかな
かった時代がありまして、透析を工夫
してもだめな場合はどうしても抗ヒス
タミン剤、かつてはフェキソフェナジ
ン、最近はデスロラタジンなどを使う
ケースが出てきていますが、それでも
効きが悪いケースがあります。いわゆ
る既存の治療抵抗性のかゆみの場合は、
内因性のオピオイドの関与が疑われて
います。透析の患者さんの皮膚はかゆ
み刺激を受けやすい、C線維といわれ
ている皮膚の線維がすごく長く伸びて
いて、いわゆるヒスタミンなどのケミ
カルメディエーターの刺激を受けやす
いのですが、この内因性のオピオイド
は脳との関係でいわれているものです。
難治性の場合にはナルフラフィン、そ
のようなものが登場してからは、抗ヒ
スタミン薬との併用でかなり効果があ
るという報告が出ています。
　山内　ありがとうございました。

ホルモン（PTH）のバランスが崩れるこ
と、特にリンが高くなってくるとPTHは
上がるのですが、それがかゆみに関係
しているという報告は昔からあります。
　山内　リンやPTHが、かゆみを誘発
する可能性があるのですか。
　新田　可能性があるといわれていま
す。これらのコントロールが大事だろ
うといわれていますし、ヒスタミンを
遊離する物質が増えるという報告もあ
って、透析自体の問題と尿毒素の問題、
電解質の問題が、メジャーな原因だろ
うといわれています。
　山内　それだけ様々な原因が絡んで
くると、これは対策もなかなか一筋縄
ではいかないですね。
　新田　おっしゃるとおりです。対策
としては、血液透析の場合はいわゆる
透析膜を替えたり、あるいはダイライ
ザーを洗浄して、中にある物質を除い
たり、あるいは透析方法を血液透析の
場合には血液濾過透析という、中分子
がより抜けやすいような方法に変えた
りしているのが現状です。
　山内　いろいろと工夫しているので
すね。
　新田　そうですね。
　山内　実際問題として、非専門のド
クターにも末期腎不全、ないし透析患
者さんが通院するケースはありうるの
で、透析膜云々は専門の医師に任せる
として、かゆみに対してどこまでアプ
ローチできるかを少しうかがいたいの

ですが。
　新田　乾燥肌が基本ですので、かゆ
みに対する生活指導を受けていただく
わけですが、まず、かゆみをやわらげ
る方法としては、熱いタオルで体を軽
く拭く。気化熱を奪うわけですが、清
拭したり、室温は少し低くして、気分
転換のように散歩やストレッチなどを
していただく。あとは、身につける衣
類を、肌にあまり摩擦を起こさない衣
類にしていただいたりしています。か
ゆみは耐えられないものですが、爪で
かいてしまうとますます悪化してしま
うので、爪は短く切って、なるべく爪
を立てない方法、少し軽くたたいたり、
服の上から少しさすったり、特に背中
は厳しいと思いますので、孫の手にガ
ーゼなどを軽く巻いて、あまりこすら
ずに少しさする、などが大事なポイン
トです。
　山内　普通に保湿剤のようなものを
勧めますが、これはよいのでしょうか。
　新田　乾燥肌が基本なので、保湿剤
は、一番最初に使うものですが、意外
と忘れられやすいのは入浴です。熱い
お風呂に入るのはあまりよくないので、
ぬるま湯に入っていただくことが大事
です。長湯を避け、あとは汗が刺激に
なりますから、シャワーで汗を流して
いただく。石けんの使用は、ケミカル
ですので、なるべく少なめにして、あ
まりごしごし洗わない。皮脂がみんな
抜けてしまいます。そのうえで保湿剤
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を使っていただかないと、なかなか保
湿剤の効果が発揮されにくいというこ
とがあります。
　山内　お風呂はぬるま湯だけれども、
タオルは少し熱くてもよいのですね。
　新田　室温は下げたほうがいいので
すが。
　山内　あと、なかなか食事の指導が
難しい領域の一つなのですが、かゆみ
に関連した場合はどうなのでしょうか。
　新田　一番いわれているのはリンで
す。リンというのは口から入ると腎臓
からしか出ていかないので、腎機能が
悪くなってしまうと血中に増えてきま
す。それは透析で除いたり、あるいは
リンを吸着する物質もあるのですが、
口から摂取するリンの量を減らしてい
くのが基本です。意外とリンが多い食
べ物は多く存在しまして、そばや玄米、
体にいいといわれているものに多く含
まれています。
　山内　肉や魚などを避けましょう的
な指導はあるのですが、それ以外にも
意外なものがあるのですね。
　新田　そうですね。まるごと骨が入
っている小魚とか、長持ちする乾物の
魚、ハムやウインナー、乳製品、かま
ぼこのような練りもの、インスタント
食品といわれているもの、保存がきく
ものはリンを多く含むことが多いので、
その量をできるだけ少なくしていただ
くのがよいかと思います。
　山内　インスタント食品など手軽な

食品も気をつけたほうがいいのですね。
　新田　そうですね。なるべく食材を
料理して食べていただければいいので
すが、忙しかったり、独身の場合はコ
ンビニで買う回数と量を調整していた
だきたいと思います。
　山内　最後に薬ですが、先ほどリン
やPTHに関するところでは、専門的な
薬が出てきているという話でしたが、
普通に我々が使えるレベルというとこ
ろで、抗ヒスタミン剤の効き目はどう
なのでしょうか。
　新田　以前は抗ヒスタミン剤しかな
かった時代がありまして、透析を工夫
してもだめな場合はどうしても抗ヒス
タミン剤、かつてはフェキソフェナジ
ン、最近はデスロラタジンなどを使う
ケースが出てきていますが、それでも
効きが悪いケースがあります。いわゆ
る既存の治療抵抗性のかゆみの場合は、
内因性のオピオイドの関与が疑われて
います。透析の患者さんの皮膚はかゆ
み刺激を受けやすい、C線維といわれ
ている皮膚の線維がすごく長く伸びて
いて、いわゆるヒスタミンなどのケミ
カルメディエーターの刺激を受けやす
いのですが、この内因性のオピオイド
は脳との関係でいわれているものです。
難治性の場合にはナルフラフィン、そ
のようなものが登場してからは、抗ヒ
スタミン薬との併用でかなり効果があ
るという報告が出ています。
　山内　ありがとうございました。

ホルモン（PTH）のバランスが崩れるこ
と、特にリンが高くなってくるとPTHは
上がるのですが、それがかゆみに関係
しているという報告は昔からあります。
　山内　リンやPTHが、かゆみを誘発
する可能性があるのですか。
　新田　可能性があるといわれていま
す。これらのコントロールが大事だろ
うといわれていますし、ヒスタミンを
遊離する物質が増えるという報告もあ
って、透析自体の問題と尿毒素の問題、
電解質の問題が、メジャーな原因だろ
うといわれています。
　山内　それだけ様々な原因が絡んで
くると、これは対策もなかなか一筋縄
ではいかないですね。
　新田　おっしゃるとおりです。対策
としては、血液透析の場合はいわゆる
透析膜を替えたり、あるいはダイライ
ザーを洗浄して、中にある物質を除い
たり、あるいは透析方法を血液透析の
場合には血液濾過透析という、中分子
がより抜けやすいような方法に変えた
りしているのが現状です。
　山内　いろいろと工夫しているので
すね。
　新田　そうですね。
　山内　実際問題として、非専門のド
クターにも末期腎不全、ないし透析患
者さんが通院するケースはありうるの
で、透析膜云々は専門の医師に任せる
として、かゆみに対してどこまでアプ
ローチできるかを少しうかがいたいの

ですが。
　新田　乾燥肌が基本ですので、かゆ
みに対する生活指導を受けていただく
わけですが、まず、かゆみをやわらげ
る方法としては、熱いタオルで体を軽
く拭く。気化熱を奪うわけですが、清
拭したり、室温は少し低くして、気分
転換のように散歩やストレッチなどを
していただく。あとは、身につける衣
類を、肌にあまり摩擦を起こさない衣
類にしていただいたりしています。か
ゆみは耐えられないものですが、爪で
かいてしまうとますます悪化してしま
うので、爪は短く切って、なるべく爪
を立てない方法、少し軽くたたいたり、
服の上から少しさすったり、特に背中
は厳しいと思いますので、孫の手にガ
ーゼなどを軽く巻いて、あまりこすら
ずに少しさする、などが大事なポイン
トです。
　山内　普通に保湿剤のようなものを
勧めますが、これはよいのでしょうか。
　新田　乾燥肌が基本なので、保湿剤
は、一番最初に使うものですが、意外
と忘れられやすいのは入浴です。熱い
お風呂に入るのはあまりよくないので、
ぬるま湯に入っていただくことが大事
です。長湯を避け、あとは汗が刺激に
なりますから、シャワーで汗を流して
いただく。石けんの使用は、ケミカル
ですので、なるべく少なめにして、あ
まりごしごし洗わない。皮脂がみんな
抜けてしまいます。そのうえで保湿剤
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