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　CKDが最近増えてきています。その診断には尿蛋白とGFRが使われています。
腎臓がんや腎臓移植で腎臓を摘出し片腎になった方は、生活習慣病がなくても
ある程度血清クレアチニン値が高値です。この場合はどうなるのでしょうか。
 ＜京都府開業医＞

片腎患者の腎機能

　池脇　腎臓がんやドナーで腎臓を摘
出して片腎になった方の、その後につ
いて教えてくださいということです。
　腎臓がんも主要ながんの一つですか
ら、けっこうな数の方が腎臓を摘出さ
れていると思いますが、腎臓移植のド
ナーは、日本ではどういう状況なので
しょうか。
　若井　日本は生体腎移植が多いので
すが、腎移植が年間1,500～1,600例で献
腎は約100例といったところです。移
植された方も数千人だと思うのですが、
同じようにドナーがいるという状況だ
と思います。
　池脇　必ずしも若い方がドナーにな
るケースだけではないのですね。
　若井　そうですね。もともと世界的
にドナーの基準があるのですが、日本

の場合はドナー不足というのがあり、
2014年に日本特有にマージナルドナー
の基準というものが新たにできました。
本来は高血圧や糖尿病を持っていない
人ですが、年齢が80歳以下、eGFRが
70以上など、すごく軽度でしたら、そ
ういう方もドナーになれるのです。
　池脇　そうしますと、子どもさんの
ために親御さんが腎臓を提供するとい
うケースもあるのですね。
　若井　そうですね。最近では免疫抑
制剤が非常によくなったので、夫婦間
の移植も増えていて、60歳ペアとか70
歳ペアの方が夫婦間で移植することも
あります。
　池脇　質問にも関連して、若い方で
片腎になったのか、ある程度高齢で片
腎になったか、その後の期間が少し違
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つで支えていたものが１つになるとい
うことは、腎臓にはいろいろな影響が
あると思うのですが、どんな変化が起
こってくるのでしょうか。
　若井　腎臓は糸球体の数で腎機能が
変わってくるのですが、その糸球体が
腎炎や腎臓病、動脈硬化による血管の
傷みでつぶれてしまうほかに、過剰ろ
過といって働き過ぎるとつぶれてしま
うことがあるのです。働き過ぎるとい
うのは結局、過剰な食事の摂取なので、
１つの腎臓でもうまくやりくりをして
いる方と、無理をかける方ですと、や
はり傷み方が違ってくることがありま
す。
　池脇　もちろんドナーになるわけで
すから、ある程度条件は満たしている
にしても、比較的高齢な方がドナーに
なって、高血圧や糖尿病や肥満などが

すでにあるということになると、だん
だんと腎臓に負担をかけてくるという
ことなのでしょうか。
　若井　片腎になったときは高血圧や
糖尿病や肥満などがなくても、10年、
20年するうちにだんだんそういう変化
が出てくると、そういうことが負担に
なって腎機能がさらに落ちていくこと
はあります。
　池脇　そういった腎臓のドナーの患
者さんの移植後のデータというのは、
どの程度あるのでしょうか。
　若井　アメリカなどで行っている大
規模なデータでは、10年、20年ぐらい
で末期腎不全に至るリスクは、健常人
の7.9倍という結果があります。
　池脇　7.9倍というと、けっこうなリ
スクですね。
　若井　そうですね。生命予後は一般

表　腎臓内科医のドナーに対する関わり（当院）

術前
　腎機能／尿所見評価
　高血圧、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症などの内科的評価
周術期
　主治医：移植外科医＋担当医：腎臓内科医
　合併症、脱水・薬剤による腎障害に注意
術後（ドナー外来）
　CKDフォロー
　生活習慣病の予防・治療
　─食事療法、運動療法、生活指導（体重維持、禁煙、適度な飲酒 etc）
　術中０ hr生検確認：ドナーの腎組織を反映（動脈硬化、腎炎）

　

うのですが、２つが１つになるという
ことで、クレアチニンの値は変わって
くるのでしょうか。
　若井　クレアチニン、最近ではeGFR
で腎機能を評価していますが、１つ取
れば半分になる。少し代償して６割に
なるという状況だと思います。
　池脇　いわゆるCKDでeGFRが低下
するのと、健康な腎臓を１つ取って、
でも健康な腎臓が残っているから何と
なく大丈夫ではないかと思ってしまう
のですが。

　若井　CKDの患者さんはもともと腎
臓が悪くなるような血管の傷みとか、
そういうものがベースにあるのですが、
ドナーは健康な人の腎臓を１つ取ると
いうかたちです。昔はドナーは健康な
人だから、腎臓を１つ取っても平気だ
と、全くフォローされていなかったの
ですが、やはり腎機能が半分になると
いうことで、いろいろフォローし、ド
ナーの追跡などもして、データも蓄積
されてきています。
　池脇　健常な腎臓ではあっても、２

図　腎ドナーの末期腎不全
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うのは結局、過剰な食事の摂取なので、
１つの腎臓でもうまくやりくりをして
いる方と、無理をかける方ですと、や
はり傷み方が違ってくることがありま
す。
　池脇　もちろんドナーになるわけで
すから、ある程度条件は満たしている
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なって腎機能がさらに落ちていくこと
はあります。
　池脇　そういった腎臓のドナーの患
者さんの移植後のデータというのは、
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　若井　アメリカなどで行っている大
規模なデータでは、10年、20年ぐらい
で末期腎不全に至るリスクは、健常人
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　術中０ hr生検確認：ドナーの腎組織を反映（動脈硬化、腎炎）
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ことで、クレアチニンの値は変わって
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　若井　クレアチニン、最近ではeGFR
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なるという状況だと思います。
　池脇　いわゆるCKDでeGFRが低下
するのと、健康な腎臓を１つ取って、
でも健康な腎臓が残っているから何と
なく大丈夫ではないかと思ってしまう
のですが。

　若井　CKDの患者さんはもともと腎
臓が悪くなるような血管の傷みとか、
そういうものがベースにあるのですが、
ドナーは健康な人の腎臓を１つ取ると
いうかたちです。昔はドナーは健康な
人だから、腎臓を１つ取っても平気だ
と、全くフォローされていなかったの
ですが、やはり腎機能が半分になると
いうことで、いろいろフォローし、ド
ナーの追跡などもして、データも蓄積
されてきています。
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もあるのですか。
　若井　そのときの状況によって併診
体制を取るのは保存期と同じです。
　池脇　この質問は腎臓がんで摘出後、
腎臓のドナーになったということで、
基本的にドナーになった方のその後の
話を中心に聞いてきました。症例とし
たら腎臓がんで片腎になった方のほう
が多いと思うのですが、この方たちを
フォローされるのは泌尿器科医なので
しょうか。
　若井　腎臓がんということで泌尿器
科の先生がフォローされていますが、
当院は腎内科医が多いですし、腎機能
の程度によっては、いわゆるCKDが

eGFR 60以下ですから、そういう症例
は腎内科に来て、栄養指導をはじめ、
早めに生活習慣に気をつけていただく
ような体制を取っています。
　池脇　先ほど先生にご紹介いただい
たデータは移植後のものということで
したが、やはり腎臓のがん摘出後の片
腎の方も、基本的には同じと考えてよ
いですか。
　若井　そう考えています。
　池脇　腎臓がんの場合は手術で終わ
りではなくて、その後の管理が大事と
いうことですね。
　若井　そうですね。
　池脇　ありがとうございました。

集団とドナーではあまり変わらないの
ですが、やはり末期腎不全のリスクは
片腎の方は増えてくることになります。
　池脇　いわゆる腎機能が悪化して本
当に末期の腎不全になるリスクはある。
やはり腎機能が悪いと、CKDがそうで
すが、いろいろな心血管疾患のリスク
が上がることになりますか。
　若井　そういうことになります。さ
らに、心血管のリスクファクターとな
る高血圧や尿酸値、コレステロール値、
肥満、喫煙とか、そういったものがさ
らに腎機能を下げるリスクにもなりま
す。ですので今、ドナーも長期にわた
ってフォローすることが義務づけられ
ています。
　池脇　そのあたりのフォローはまた
最後に詳しくお聞きしますが、そうし
ますと片腎の方はいろいろな意味でリ
スクが高まってくると考えてよいでし
ょうか。
　若井　そうですね。その辺は移植の
ドナーになる方にも術前によくお話を
して、それでもドナーになりたいとい
うことであれば、なっていただいてい
るような状況です。
　池脇　実際にはそういう腎臓の移植、
親族間での移植を含めて、比較的早い
段階から腎臓内科医は関わっていかれ
るのですか。
　若井　移植腎臓内科医があまり多く
はないのですが、当院は術前、術後も
移植医と一緒に診ていて、ドナーのフ

ォローは腎内科が行っています。
　池脇　例えば、手術で腎臓を取り出
して、その方の移植のときの腎臓の状
態は調べられるのですか。
　若井　そうです。ゼロアワー（０  
hour）と言っているのですが、腎臓を
移植する前や直後に腎生検をするかた
ちです。
　池脇　その腎臓の状態がよければお
そらく将来的にもいいということです
ね。
　若井　そうですね。今、高齢の方の
ドナーも多いのですが、高齢者は腎機
能、eGFR 70以上がドナーなのですけ
れども、70ぎりぎりだと、３割は糸球
体がつぶれているような状況です。
　池脇　先生がおっしゃった０ hourの
腎臓の状態で必ずしも万全でない方も
いて、その後も先生方はそれを細かに
包括的な管理をされるのですが、腎臓
にとって何が一番大事なのか。重点的
に管理するところがあるのでしょうか。
　若井　それは保存期のCKDと同じで
すが、血圧とか体重の管理とか、健診
レベルのことをして、そういう異常値
に対して放置せず、リスクがあること
から早期に介入していくことになりま
す。
　池脇　いろいろなリスク管理はいわ
ゆる腎臓内科医が基本的に包括的に行
うのか、あるいは糖尿病があれば糖尿
病の専門医にも入っていただくとか、
いろいろな診療科が横断的に行うこと

ドクターサロン65巻８月号（7 . 2021） （517）  54 （516） ドクターサロン65巻８月号（7 . 2021）

2108_HONBUN.indd   5 2021/07/15   9:51



もあるのですか。
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腎臓のドナーになったということで、
基本的にドナーになった方のその後の
話を中心に聞いてきました。症例とし
たら腎臓がんで片腎になった方のほう
が多いと思うのですが、この方たちを
フォローされるのは泌尿器科医なので
しょうか。
　若井　腎臓がんということで泌尿器
科の先生がフォローされていますが、
当院は腎内科医が多いですし、腎機能
の程度によっては、いわゆるCKDが

eGFR 60以下ですから、そういう症例
は腎内科に来て、栄養指導をはじめ、
早めに生活習慣に気をつけていただく
ような体制を取っています。
　池脇　先ほど先生にご紹介いただい
たデータは移植後のものということで
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　若井　そう考えています。
　池脇　腎臓がんの場合は手術で終わ
りではなくて、その後の管理が大事と
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　若井　そうですね。
　池脇　ありがとうございました。
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すが、いろいろな心血管疾患のリスク
が上がることになりますか。
　若井　そういうことになります。さ
らに、心血管のリスクファクターとな
る高血圧や尿酸値、コレステロール値、
肥満、喫煙とか、そういったものがさ
らに腎機能を下げるリスクにもなりま
す。ですので今、ドナーも長期にわた
ってフォローすることが義務づけられ
ています。
　池脇　そのあたりのフォローはまた
最後に詳しくお聞きしますが、そうし
ますと片腎の方はいろいろな意味でリ
スクが高まってくると考えてよいでし
ょうか。
　若井　そうですね。その辺は移植の
ドナーになる方にも術前によくお話を
して、それでもドナーになりたいとい
うことであれば、なっていただいてい
るような状況です。
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親族間での移植を含めて、比較的早い
段階から腎臓内科医は関わっていかれ
るのですか。
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　池脇　例えば、手術で腎臓を取り出
して、その方の移植のときの腎臓の状
態は調べられるのですか。
　若井　そうです。ゼロアワー（０  
hour）と言っているのですが、腎臓を
移植する前や直後に腎生検をするかた
ちです。
　池脇　その腎臓の状態がよければお
そらく将来的にもいいということです
ね。
　若井　そうですね。今、高齢の方の
ドナーも多いのですが、高齢者は腎機
能、eGFR 70以上がドナーなのですけ
れども、70ぎりぎりだと、３割は糸球
体がつぶれているような状況です。
　池脇　先生がおっしゃった０ hourの
腎臓の状態で必ずしも万全でない方も
いて、その後も先生方はそれを細かに
包括的な管理をされるのですが、腎臓
にとって何が一番大事なのか。重点的
に管理するところがあるのでしょうか。
　若井　それは保存期のCKDと同じで
すが、血圧とか体重の管理とか、健診
レベルのことをして、そういう異常値
に対して放置せず、リスクがあること
から早期に介入していくことになりま
す。
　池脇　いろいろなリスク管理はいわ
ゆる腎臓内科医が基本的に包括的に行
うのか、あるいは糖尿病があれば糖尿
病の専門医にも入っていただくとか、
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