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PKDFCJ 講演会 

日時：2019 年 5 月 5 日（日） 

会場：東京しごとセンター 地下 2 階講堂 

 

「ADPKD に対する薬物療法：up to date」 

講師：武藤 智 先生（順天堂大学大学院医学研究科 泌尿器外科学講座・順天堂大学大

学院医学研究科 遺伝子疾患先端情報学講座） 

 

はじめに 

 皆さん、こんにちは。順天堂大学の武藤でございます。長い連休のお休みのところを皆

さん多くの方々にお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。また、このよ

うな会を毎年企画していただいている程内さんをはじめ、役員の方々に本当に感謝を申し

上げます。 

（以下、スライド併用） 

 

 

 私は、今日は「ADPKD に対する薬物

療法：up to date」ということでお話しさ

せていただきます。皆さん方、よくもう

ご存じだと思うのですが、トルバプタン

（サムスカ）という治療薬が日本で始ま

って既に 4 年になろうとしています。そ

の後の薬も少しずつ向上し始めており

ますので、その辺についてもまたお話を

させていただきたいと思っております。

1 時間お話しさせていただきますので、

お付き合いいただければと思いますし、

その後、皆さん方のご質問、ご意見を多くお伺いしたいと思っておりますので、ぜひよろ

しくお願いいたします。 

 

 われわれは順天堂泌尿器科で PKD の

患者さんを拝見しております。7 年前に

私どもの堀江教授が帝京大学から順天

堂大学に移りまして、そのときから順天

堂で拝見していこうということになり

ました。3 年前に私も帝京から順天堂に

移りましたので、帝京の方の患者さんと

順天堂大学の方の患者さんを併せて拝

見しております。現在通院していらっし

ゃる患者さんが大体 500 人いらっしゃい
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まして、トルバプタンは大体 200 人の患者さんに使わせていただいています。海外からも

何人かいらっしゃっています。ほとんど自費で来ていただいているような患者さんがいら

っしゃいます。基本的には火曜日、木曜日に多く PKD 外来という形でさせていただいて

おります。火曜日は河野先生が出ていますし、木曜日は 1日、私が外来をやっております。

土曜日は第 4 だけになるのですけれども、これも河野先生がやっておりますので、そうい

った日に来ていただければ、私か河野先生かどちらかが必ず拝見するという形で対応させ

ていただいております。 

 

 

 先ほど程内さんからご紹介ありま

した。厚生労働省の進行性腎障害の研

究班がかなり昔からあります。もう 30

年近くになると思います。非常に有名

な先生が二十数年前から PKD の分科

会も作ろうということでスタートし

ていただいておりまして、その方で日

本の多発性嚢胞腎の診断基準や重症

度基準といったものをいろいろ作成

してきたという経緯があります。現在

私が PKD ワーキンググループの代表

を務めさせていただいております。 

 当初は、研究協力者の先生方がこの半分ぐらいしかいらっしゃいませんでした。日本で

腎臓内科の先生も含めて、多発性嚢胞腎にある程度取り組んでいただけるという先生が非

常に少ない状況ではあったのですが、やはり難病指定と、トルバプタンの治療が始まった

ということで、多くの先生に参加いただくような状況になりました。そういった経緯も踏

まえて、2～3 年ぐらい前から、非常に若い先生方で PKD を熱心にやられている先生方に

もこの会に入っていただいて、いろいろアイデア、それから、患者さんの健康等も含めて

臨床的なことをお願いしている現状です。 

 日本の現状を見ると、かなり地域差がございます。極端なことを言うと、例えば腎臓内

科の専門医の先生の数だけで見てもかなり地域差があるのが現状ですので、何しろ日本全

国どこでも多発性嚢胞腎の患者さんに同じような治療をできれば受けていただきたいとい

うことで、メンバーを増やしました。そうは言っても、ご覧になって分かりますように、

都内、関西といったところがどうしても中心になってしまいます。ただ、やはりここに参

加していらっしゃる先生方は、現在の日本の ADPKD、それから ARPKD も含めて、多発

性嚢胞腎の現状、これからどのように進行していくかを非常によく理解していただいてお

りますので、もし皆さん方に何かあったときに、非常に頼っていただけるような先生では

ないかと考えております。 
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# 

 本日用意させていただいたア

ジェンダです。最初に簡単では

ありますが、ADPKD とはどうい

う病気かをお話しさせていただ

きます。それから診断、トルバプ

タン治療、われわれ腎臓専門医

の先生方が ADPKD という病気

に対してどういう認識を持って

いるのかというデータも少し出

てきましたので、この辺につい

てもお話しさせていただきます。

また、先ほども少しお話ししま

したが、新しい治療の治験がスタートしておりますので、その辺をお話しさせていただく

のと、あと、患者さん向けのガイド、指針といいますか、この多発性嚢胞腎という病気に

どうやって向き合えばいいのかを、程内さんを始め PKDFCJ会員の方にも非常にご協力い

ただいて作成しました。そういったことについても少しお話をさせていただければと思っ

ております。 

 

ADPKDとは 

 

 まず、ADPKD とは何か。

これは、前にここでお話し

させていただいたときも使

ったかもしれません。同じ

ものになって非常に恐縮な

のですが、最も多い遺伝性

の腎疾患です。3000～7000人

に 1 人といわれています。海

外では、500～1000 人に 1 人

といわれています。ただし、

今のところ地域差、人種差

はない疾患であるといわれ

ています。日本の 3000～7000

人に 1 人というのは、統計学的な数の出し方に少し問題があったのだろうと現在われわれ

は考えておりまして、世界中どこでも、日本中どこでも、患者さんの人々は変わらないと

いわれています。ですから、今のところ国内では 3万 1000人と推測されておりますが、実

際はもっと数は多いだろうと考えます。 

 加齢とともに嚢胞が両腎に増加し、進行性に腎機能が低下して、60～70 歳までに半数が
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腎不全に至る。この点は皆さん方はよくご存じだと思います。もちろん、嚢胞腎といいま

すが、嚢胞ができるのは肝嚢胞、膵嚢胞、腎嚢胞などで、腎臓だけでは決してありません

し、頭蓋内の動脈瘤であるとか、弁の逆流、高血圧、胸部や腹部の大動脈瘤、結石、大腸

憩室と、全身に非常に多くの合併症ができる疾患であるといわれております。 

 先ほどもお話ししましたように、嚢胞が両腎に増加して進行性に腎臓の機能が低下して

ということになると、これが私の患者さんの MRI の写真なのですが、白く見えているとこ

ろ、少しグレーに見えているところは全部嚢胞なのです。こういったものが腎臓のほとん

ど全てに近いぐらいの大きさとなっていて、実際摘出してみても、腎臓は普通の方では拳

ぐらいの大きさで、非常につるつるした感じなのですけれども、見ていただくと、嚢胞腎

の方の腎臓は大きさにすると 15cm 以上ありますから、拳を三つ並べたぐらいの大きさで

す。人によって非常に大きさは違うのですが、非常に大きくなっていくということがあり

ます。これだけ大きいものが腎臓、それから肝臓にもできるということになると、やはり

腹部が非常に膨満してきて、お腹の中の圧力が上がってきて、おへそがヘルニアになって

しまう方も中にはいらっしゃるということが分かっていますので、やはり腎臓の機能が低

下してくるというだけではなくて、いろいろ他に全身的な合併症を持つような疾患である

と現在では考えられています。 

 

 

 これは皆さんご存じだと思う

のですが、遺伝性の腎疾患です

から、この遺伝子が悪いという

遺伝子が決まっていなければ、

この病気ではないと今のところ

考えられています。その遺伝子

を責任遺伝子といいますが、今

のところ、PKD1と PKD2という

二つの遺伝子が挙げられていま

す。 

 PKD1という遺伝子は、遺伝子

からタンパク質ができますので、

そのできたタンパク質が Polycystin-1 というタンパク質になります。非常に大きいタンパク

質で、細胞の膜があるのですけれども、膜ごと何回も何回も通り越していろいろな役割を

するようなタンパク質であるといわれています。 

 PKD2 という遺伝子からできてくるタンパク質は、Polycystin-2 といわれています。

Polycystin-1 よりも長さとしては少し小さいのですけれども、Polycystin-1 と一緒にくっつい

て細胞の膜のところにあって、いろいろな働きをするタンパク質です。 

 ですから、ADPKD の責任に遺伝子としてこの二つの遺伝子があって、その責任遺伝子

からできてくる二つのタンパク質が十分働いていないために、ADPKD という病気ができ

てくると考えられています。 
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 では、この PKD1の遺伝子に変異

が起きると、なぜ悪いのか。PKD1の

遺伝子が正常だとすると、尿細管と

いう非常に細い管が腎臓には非常

にたくさんあり、その中を尿が流れ

るわけです。けれども、この遺伝子

に変異が起きてくると、流れる管の

部分が一部分少し弱くなってきま

す。中に尿が流れれば、中の圧力が

ありますから、血管と同じで中の圧

力に耐えるような強さが必要なの

ですけれども、その強さがどうも十

分ではないために、弱いところが膨れてきてしまう。それによって嚢胞ができるのだと考

えられています。つまり、遺伝子が正常だとすれば、きちんと同じ太さに調節できるので

すけれども、遺伝子に変異が起こると一部分、調節できないところが起きてきて大きく腫

れ上がってくるような形から、この後、嚢胞になってくるだろうといわれています。 

 

 

 前回お話ししたと思うのです

が、ADPKD は常染色体優性の遺

伝形式ですから、遺伝の仕組みは

ある程度決まっています。お父さ

んとお母さんがいらっしゃって、

人間ですから二つの遺伝子を持

っています。お父さんが二つもっ

ている。お母さんも二つ持ってい

る。そして、たまたまお母さんの

二つ持っている方の一つの遺伝

子、例えば今お話ししたような

PKD1 とか PKD2 という遺伝子に

傷が入っている状況があるとします。例えば、お子さんの A 子さんには、お父さんから黄

色い方の遺伝子が遺伝され、お母さんからは青色の方ではなくて、赤色の傷が入った方の

遺伝子が遺伝してしまうということになると、A 子さんには遺伝します。例えば、妹さん

にお父さんから緑色の遺伝子、お母さんから青色の遺伝子が引き継がれたということにな

りますと、妹さんには傷ついた遺伝子がありません。弟さんで見ますと、A 子さんと違っ

てお父さんからは黄色ではなくて緑色の遺伝子が引き継がれます。それに対してお母さん

から赤色の遺伝子が引き継がれるということから、この弟さんも遺伝してしまうというこ

とになります。ですので、一番大事なのは、お母さんの傷が付いた方の遺伝子を受け取っ

てしまうことです。それによってお子さんに遺伝するということになります。 
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 従いまして、確率で言うと、お母さんの青か赤の遺伝子のどちらか必ず二本のうち一本

はお子さんに遺伝しますので、青色の遺伝子が遺伝した場合には、そのお子さんは ADPKD

は遺伝しておりません。赤色の遺伝子が遺伝するのは確率としては 50％です。ですから、

例えばお子さんが 4 人いらっしゃって、4 人の方全ての方が遺伝していらっしゃることも

あり得ると思いますし、逆に言うと、お子さんが 4 人いらっしゃっても全くどの方も遺伝

していないという方もいらっしゃるいます。 

 この患者さんを見ると、お母さんからもらった赤色の遺伝子は元々、傷が付いているわ

けです。それに、今の考え方ですけれども、お父さんから受け継いだ正常の PKD1 遺伝子

に一部分だけ少し傷が入ってしまう。これはツーヒット（2 カ所のヒット）というのです

が、そうなってくると、先ほどもお話ししましたように、嚢胞が出てくるということが起

こる。これが現在のところの医学的なセオリー、遺伝の考え方です。ただ、本当にこれが

正しいかどうかというと、正直言うと分からないことが今のところ多々あるというのが現

状です。 

 

ADPKDの診断 

 

 では、この ADPKD の診断について、

この後少しお話しさせていただきます。

先ほど少しお話ししましたが、もう 20

年以上も前になりますけれども、厚労

省の進行性腎障害の方で、日本として

ADPKDの診断基準を作りました。家族

内で発生がある場合、家族内で発生が

ない場合に分けて、いずれにしても超

音波もしくは CT、MRI といった画像診

断で嚢胞の個数を見て、多発性嚢胞腎

であると診断しましょうという内容の

診断基準になっています。世界のいろいろな国で同じような診断基準を使っています。ア

メリカもありますし、ヨーロッパもありますけれども、ほとんどが内容としてはほぼ一緒

と考えていただいていいです。画像診断で両方の腎臓を見たときに、両方の腎臓にどのぐ

らい嚢胞の個数があるか。それを診断の基準にしましょうという内容になっています。も

ちろん嚢胞を作るような腎臓の病気は他にたくさんありますから、そういった病気を除い

ておいて、その上で、あくまでこういった診断基準に該当する方は ADPKD であると診断

するということになっています。 

 

 

 例えば、私の別の患者さんですが、似たような病気と言っても幾つかあります。例えば

この方では、CT の写真なのですけれども、右の方で見ると、何か小さいものが少しグレー

に見えるところがあると思います。これは非常に小さい嚢胞なのです。それが幾つかあっ

て、数だけでいえば診断基準にも合う。ただ、左を見ると大きな嚢胞がたくさんあって、
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こちらを見るとあくまでADPKDの

患者さんの腎臓なのかなとわれわ

れは感じるのです。明らかに左右差

が非常に大きいということがあり

ます。 

 また、これとは厳密には一緒には

ならないのですが、非常に似たよう

な病気で、1979年に世界で初めて報

告された病気があります。少し面倒

なのですが、Unilateral Renal Cystic 

Disease（片側の腎臓の嚢胞の病気）

という概念もあります。ADPKD と

非常に似ている点としては、腎臓に嚢胞があることや症状、所見ですが、片側の腎臓にし

か嚢胞がないということもあります。ただ、実際は非常に小さい嚢胞ができる場合もあり

ます。 

 こういった方は、遺伝形式が正直言ってよく分からないのです。どういった遺伝子が悪

いのかということも分かっていませんし、なぜこういうことが起こるのかということも正

直言って分かりません。ただし、先ほどもお話ししましたように、ADPKD の診断の基準

は、嚢胞の個数で診断することになってきていますから、もしかすると、こういった基準

で ADPKD であると診断はされてはいるのだけれども、実際われわれが見ると本当かなと

いうような方も決して少なくはないだろうと思うのです。 

 

 

 なぜこの遺伝子が大事か。先ほど、

ADPKD の原因となる遺伝子としては、

PKD1と PKD2の二つあるとお話ししま

した。では、この二つの遺伝子の遺伝を

持っている方たちがどう違うのかをお

話しさせていただきます。 

 これは 2006 年ですから 10 年以上前

に Grantham という、非常に ADPKD を

熱心にやられた先生がまとめたデータ

です。横軸が年齢です。縦軸が腎臓の容

積（大きさ）です。1 人の方を 1 本の線

でずっと描いています。赤い線の方が、PKD1 の遺伝子の変異が原因で ADPKD が起こっ

ています。青い線の方が、PKD2が原因で ADPKD が起きています。 

 このように分けてみますと、見ていただいて明らかだと思うのですが、やはり青い線の

PKD2の方の腎臓の容積の大きくなり具合よりも、PKD1の方の方がどんどん大きくなって

いく。大きさ自体も PKD1 の変異のある方の方が大きいことが、これからもお分かりいた

だけると思うのです。ですから、PKD1、PKD2 という二つの遺伝子が責任遺伝子で、それ
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が原因で ADPKD が起こるということは分かっています。しかも最近では、今ここでお示

ししましたように、PKD1 の変異のあった方の方が腎臓の大きさの大きくなるスピードは

速いだろうということが分かっています。 

 

 

 では、腎臓の大きさだけかという

ことを考えます。ESRD とは末期腎

不全といいまして、腎臓の機能がご

自身の腎臓だけではカバーできな

くなるまで腎臓の機能が落ちてし

まい、例えば透析が必要です、移植

が必要ですという状態になること

です。 

 死亡は非常に少ないのですが、末

期腎不全に至るまでにどのぐらい

かかかるかということを見てみま

した。そうすると、末期腎不全、つ

まり透析が必要になる年齢の中央値を見てみると、PKD1 の遺伝子の変異があった方は 54

歳、PKD2 の遺伝子の変異のあった方は 74 歳であることが分かりましたので、PKD1 の変

異のあった方の方が、透析が必要になる年齢が大体 20 歳ぐらいお若いことが分かります。

従いまして、PKD1の方が腎臓容積が大きくなるだけではなくて、腎臓の機能の低下するス

ピードが速いということも分かります。ですから、ADPKD と責任遺伝子 PKD1、PKD2に

ついてお話ししましたが、決してこの二つが同じではないわけです。PKD2の方の方が、腎

臓の大きくなるスピード、腎臓の機能が下がるスピードが非常にゆっくりであるというこ

とが分かります。遺伝子の変異が今後、患者さんの進み具合に非常に大きく影響してくる

だろうということもだんだん分かってまいりました。 

 

これは日本人のデータです。これ

は杏林大学の東原先生がおまと

めになったデータですが、日本人

でも同じようなことがいえます。

PKD2が青色の線、PKD1が赤色の

線です。下にある方がやはり腎臓

の機能の低下するスピードが速

いといわれていますので、先ほど

お話しした北米からのデータと

ほぼ一緒です。やはり日本人の患

者さんで見ても、PKD1 の変異の

ある方の方が進み方が速いだろうということが、こういったところから分かってまいりま

した。 
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 PKD1の遺伝子、PKD2の遺伝子の

二つによって病気の進行具合が違う

ことをお話ししました。また、やは

り患者さんの遺伝子に傷が入ってい

るということが非常に大事なのです。

これを変異といいます。遺伝子変異

がどういう形で入っていくかという

ことは非常に大事になってきます。 

 そういったものを見てみると、例

えば PKD1という遺伝子を横に描い 

 

たものですけれども、上は、真ん

中の部分に遺伝子にボーンと傷が

入ってしまいます。同じようなと

ころにボーンと傷が入っていたも

のと比べて、この傷の場所ですと、

その後の遺伝子が全くなくなって

しまう。簡単に言うと、車がぶつ

かったとします。車の真ん中にボ

ーンとぶつかっただけではなく、

ぶつかった後、後ろの座席から後

ろ側は全部離れてどこかに行って

しまったというのがこちらの変異

と思ってください。下の変異は、車の真ん中にボーンとぶつかったのですけれども、まだ

もちろん前も後ろもしっかりくっついていますよというタイプの変異です。 

 この二つのタイプを truncating と non-truncating というのですけれども、この二つで分け

てみると、ボーンと切れて後ろ側が何もなくなってしまった遺伝子を持っていらっしゃる

方が、腎臓の機能の低下のスピードが非常に速いことが分かってまいりました。先ほどの

PKD1と PKD2の比較だけではなく、同じ PKD1という遺伝子でも、どのように傷が付いて

いるか、そのタイプによって、皆さん方の今後の腎臓の機能の低下の進み具合や、腎臓や

肝臓の大きくなり具合が大きく異なってくることが、だんだんこうやって分かってきてい

ます。 

 先ほどからお話ししていますように、ADPKD は遺伝性の腎疾患です。遺伝性の腎疾患

であるならば、診断基準で嚢胞の個数などは見ずに、皆さんの血を採って遺伝子の診断を

つけて、「ああ、あなたはこの病気ですね」と言えればそれで終わりだと、当然お感じにな

ると思うのです。しかし、これがなかなか現在でもうまくいかない状況があります。 
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 PKD2 という遺伝子は小さい遺

伝子なので、比較的簡単に、この

遺伝子のどこに傷があるという

ことを今のシークエンス、遺伝子

を解析する技術で十分に同定す

ることが可能です。ただ、PKD1の

方は少し問題で、まずは非常に大

きいのです。巨大な遺伝子です。 

 それと、三角で描いたのは

PKD1 遺伝子を図にしたものなの

ですが、最初の方から最後の方ま

で、患者さんによってありとあら

ゆるところにいろいろな変異があるのです。普通、遺伝子の傷の付きやすい場所は大体決

まっています。例えば、お聞きになったことがあると思いますが、がん遺伝子や、がん抑

制遺伝子だと、せいぜい 5～6 カ所ぐらいの決まったところに傷があるということが分か

っているのです。ですから、そこだけ検査してみて、「ああ、あなたはここに傷があります

ね」「傷がないですね」ということがいえるのです。けれども、PKD1の特徴として、あり

とあらゆるところに傷があり得るということがあって、全部調べなくてはいけないという

ことがあります。 

 あとは、6 個の偽遺伝子と書いていますが、ほとんど同じ、90％以上同じような塩基配列

を持った偽物の遺伝子というものが、この後に 6 個、ずっとつながっているのです。そう

すると、その偽物の遺伝子は PKD1 遺伝子ではありませんけれども、塩基の並び方が非常

に似ていますから、そういったものも見なくてはいけないということです。 

 ですから、この PKD1 の遺伝子の異常があるということを検査するのは非常に難しいの

です。 

 

 

 これは、日本を含めたいろいろな

施設でどのぐらい変異を見つけるこ

とができるのかということを表にし

たものです。次世代シークエンサー

というものが今、登場しています。日

本人のゲノム解析も 2010 年に全部終

わっています。日本人はどういう塩

基配列で、どういう遺伝子がありま

すということは全部分かっている時

代です。それと、10 年ぐらい前まで

は何十万とかかっていた遺伝子の診

断も、現在はせいぜい 1 万～2 万円ぐらいで皆さんの遺伝子診断、ゲノム解析を行うこと
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ができます。 

 これは腎臓の病気とは別なのですが、がんの方に関しては、恐らくあと半年もたてば遺

伝子解析が保険診療でできるようになります。今、厚労省はパネル解析を積極的に進めて

います。ですから日本全国、これは世界中いろいろな方がそうなのですが、ご自身の遺伝

子を診断するということが、より簡単にできるようになってきている時代です。 

 それにもかかわらず、ADPKD に対して 100％きちんと変異を同定できたという報告は非

常に少ないです。大体この次世代シークエンサーの今の技術を使っても、同定できるのは

8 割ぐらいだろうといわれています。また、われわれも含めていろいろな施設が遺伝子変

異を調べていますけれども、どの施設も大体同じぐらいというのが現状ですから、まだ皆

さん方の遺伝子の変異を日本の保険診療で賄うようになるまでは少し時間がかかるかなと

感じています。ただ、ADPKD の患者さんの病気がこの後どうやって進行していくか、ど

のぐらい進行していくか、自分はどうなるのかということを見極める能力は、この遺伝子

が非常に大きいということが大部分かってきましたので、何とかそういうことも含めて、

われわれは進めていきたいと今、取り組んでいるところです。 

 

ADPKDに対するトルバプタン治療 

 

 そういった状況がありまして、

3 番目に、トルバプタンの治療に

ついて少しお話しさせていただ

きます。もうこの治療が始まって

だいぶたちましたので、この中で

も多くの患者さんがトルバプタ

ンの治療を受けていらっしゃる

と思います。これは最初のころに

出た結果ですけれども、トルバプ

タンの治療を受けることによっ

て、透析になるまでの期間を平均

すると大体 4.9 年延ばすことがで

きるということが報告されています。 
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 日本で今どのぐらいの患者さんに

トルバプタンを使っていただけてい

るか。今のところ 6000人弱の患者さ

んにトルバプタンを使っていただい

ております。2014 年 4 月から始まっ

て、2015 年 1 月に難病指定されて、

その後、非常に直線的に患者さんの

数は伸びてきて、多くの方に実際に

お使いいただいていると思います。 

 

 

 では、どういった方がお使いになっ

ておられるか。日本では、CKD のステ

ージというものがあります。お聞きに

なった方もいらっしゃると思いますが、

G1から G5まで分かれます。G1、G2、

G3、G4、G5 で、G5というと、もうほ

とんど透析になる直前ぐらいの方で、

数が大きい方が腎臓の機能が悪いとい

うことになります。トルバプタンを使

っていただいている患者さんは、G2、

G3a、G3b、G4 の方が大体 4 分の 1 ず

つぐらいと考えていただいて結構です。これは以前からずっと変わりません。 

 トルバプタンは ADPKD の患者さんに対して 60mg から 120mg まで使えます。どのぐら

い使っていただいているかということを示しますと、60mg 以上 90mg 未満を半分近くの患

者さんが使っていますので、日本では非常に多くの方に 60mg を使っていただいているの

だろうと思います。少し年数がたって、一番多い量、120mg を使っていただいている方が

だんだん増えてきております。 

 

 

 地域差を見ますと、先ほどもお話ししま

したような患者さんの推定数からすると、

4人に 1人ぐらいの方に、日本全国ほとん

ど同じような感じで使っていただいてい

ます。若干九州、沖縄あたりが頻度が低い

ということがあるのですが、4 人に 1 人ぐ

らいの患者さんに使っていただいている

とお考えください。 

 

#25 



13 

 トルバプタンを使っても、やはり

こういったことがあってやめまし

たということが決して少なくない

と思うのです。これはわれわれもそ

うなのですが、トルバプタンを処方

させていただいている人間が一番

気を付けなくてはいけないことを

お話しします。 

 まず、肝障害、肝臓の機能が悪い。

薬剤性の肝障害というのですけれ

ども、ALT、AST という肝臓の機能

を表す検査の項目が上がってくるということがあります。今までの治験やこういった臨床

データを見ても、大体 5％の方が薬剤性の肝障害を起こします。ここでお話ししてしまい

ますが、トルバプタン（サムスカ）が始まった当初は、減量すれば大丈夫なのではないか

といわれていました。例えば 60mg を飲んでいただいていたような方で、データが少し悪

くなって薬剤性肝障害かなという方には、例えば 15mg にするとか、30mg にするとか、少

し量を減らせば大丈夫だろうといわれていましたが、その後、非常に重篤になるような方

もいらっしゃったということがあり、今は中止をお薦めしています。薬剤性肝障害を疑わ

せるようなデータの異常を認めた患者さんは、一回薬をスパッとやめましょう。やめた後、

必ずデータは元に戻ります。薬を飲んでいなければデータは元に戻りますので、そこでま

た再開することをお話ししております。そういった方法で、私の患者さんも 2 回やめて、

今 120mg をずっと飲んでいらっしゃる方もいらっしゃいますので、それほど大きな心配は

ありません。 

 それから、この薬による多尿、頻尿、水利尿作用を最初はわれわれ心配していました。

大体 8～9 割の方には水利尿作用がありますので、こういった方が続けられるかというこ

とは心配したのですが、実際データを見てみると、それが原因でお薬を飲むことをやめた

という方は 1％ぐらいです。もちろんこれは治験ではありませんので、患者さんによって

薬の量を減らすことは十分に可能ですから、処方していいただいている先生方とご相談し

て薬の量を減らすことによって対応できているのだろうと思います。 
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 われわれの症例をご紹介させてく

ださい。少し古い 85 例というデータ

で恐縮ですが、1 年間投与してみると、

eGFR が腎臓の機能で、年間の腎臓の

機能のデータは、これを公表する前は

年間 4 ぐらい低下しているのが、トル

バプタンを使うことによって半分ぐ

らいに減らすことができました。それ

から、腎臓の大きさです。これも年間

ですけれども、平均すると 10 ぐらい

大きくなるような方が、この薬を使う

ことによって 1 年間で 2 ぐらいまで

減らすことができたということがあります。われわれ実際患者さんに使ってみて、こうい

った有効性を示すことができたということです。 
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 CKD の G1、G2、G3、G4、日本で

は G4 の方までお薬が使えますので、

現在の腎臓の機能に分けて評価し

てみると、一部分、統計学的に赤い

ポチが付いていないところもある

のですけれども、赤いポチが付いて

いるところはトルバプタンの有効

性が示せているところになります。

われわれが今使わせていただいて

いるG1～G4の全ての方それぞれに

対してトルバプタンの有効性が示

せたと思います。 

 

 もう一つは、総投与量です。皆

さん方もそうだと思いますが、例

えば病院に行って、「では、60mg を

1カ月分処方しましょう。また来月

いらっしゃってください」という

ことになって、それだけのお薬を

持ってお宅に帰ると思います。た

だ、必ず外来でお話ししているの

ですが、この薬は、自由に水が飲

めて、自由にトイレに行けない場

合には飲めない薬です。例えば会

社で今日長い会議がある、あるいは、

この週末、連休なので旅行に行くと

いうようなとき、水がうまく飲めな

い、トイレに行くことがうまくでき

ないという時には、休薬していただ

いてかまいません。「そういう時に

は休薬していただいて結構です」と

私はお話ししています。そうすると、

実際患者さんが 30日間毎日 60mg飲

んだとは決して限りません。 

 あとは、患者さんの水利尿作用に

よって、処方する側も薬の量を少し

ずつ減量させたり、患者さんが薬にだいぶ慣れてきたら少しずつ増量したりということが

あるので、実際患者さんがどのぐらい薬の量を使っていたのかを評価するのが非常に難し
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い。そのため、われわれは患者さん

が飲んでいた薬の 1 年間の総投与

量を計算して出していました。 

 それによって平均してみますと、

やはり腎臓の機能が悪くなってく

る方は、どうしても 1日の投与量の

平均としては 30mgぐらいになりま

す。トルバプタンの効果を見ると、

腎臓の機能低下を抑えるのに一番

影響したポイントは、総投与量と

年齢です。さらに腎臓の容積も同

じで、総投与量が多くて年齢がお

若い方が効き具合が高い。そういったことがわれわれの結果から出ました。 

 こういった結果から、現在、総投与量はできるだけ一番多い 120mg に増やすように患者

さんにお話ししています。もちろん、薬を始めていきなり 120mg を飲んでくださいと言っ

ても無理に決まっています。来年のこの会のころには東京オリンピックを間近に控えてい

ると思いますが、いきなり選手に「あなた、東京オリンピックに出ろ」と言っても、それ

は無理に決まっているわけですから、やはり少しずつ慣れてくるということが大事だと思

います。例えば 60mg からスタートして、できるだけ投与の量、飲んでいただく薬の量を

増やすことをトルバプタンで今、考えているところです。 

 

 

 これは少し新しいデータにな

りますが、2015年に出てきました。

元々は TEMPO 試験という試験

の結果からトルバプタンをわれ

われは使えるようになったので

すが、TEMPO試験の欠点として、

腎臓の機能の良い方、お若い方が

中心だったということがありま

すので、その後の試験で、より腎

臓の機能の悪い方、ご高齢の方を

対象に加えました。日本で使える

のは、この辺の腎臓の機能から上

の部分になりますので、REPRIESE 試験といいますが、この試験が始まって、ようやくわ

れわれの使っている日本人の CKD の G4 の方に対してどうなるかということが分かりま

した。 

 

#34 
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 それを見ますと、CKD 分類の 2、

3a、3b、4 とあって、4 が一番悪い

わけですけれども、4の中でもトル

バプタンを使うことに有効性が証

明できたということがあります。

日本で使わせていただいている 4

分の 1の方は CKDのうち 4の方で

すので、こういったデータから、実

際にトルバプタンの薬がこういっ

た方たちにとっても有効だという

ことが推定できたというデータで

す。 

 

 

 

 そういった点を踏まえて、幾つ

かまた同じようなシミュレーシ

ョンが出てきました。実際トルバ

プタンを使うことによって、どの

ぐらい透析になるまでの期間を

先に延ばすことができるかとい

うのがこのグラフです。TEMPO

試験とREPRIESE試験という二つ

の試験があって、別々に描いてあ

ります。例えば TEMPO試験では、

現在 60歳の方が薬を始めた場合、

透析になるまでの期間を 4.4 年延

ばすことができます。REPRIESE 試験の場合は、60歳の方で見ると、6.8 年延ばすことがで

きることが分かりましたので、いずれの腎臓の機能の方も、いずれの試験からも、ある程

度年数を増やす、先に延ばすことができることが、こういった結果から示されています。 

 

腎臓専門医の ADPKD に対する認識 

 ここで、先ほどお話しした腎臓専門医の ADPKD に対する認識ということでお話しいた

します。 
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 われわれ厚労省の班会議の方で、

「エビデンスに基づく多発性嚢胞

腎（PKD）診療ガイドライン」を作

っています。ついこの前のものは

2017 年版で、今この改訂作業を進め

ています。これはあくまで医療者向

けです。ですから、われわれ多発性

嚢胞腎を専門とする者から腎臓の

専門医の先生方に対して、こうやっ

てほしいということをお願いする

ようなガイドラインになります。こ

ういったものが登場し始めて、腎臓

の専門医の先生方がどう変わったかを少しお話しさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 まず、「ガイドラインを参考にし

ていますか」では、「時々参考にして

いる」人が 54％、「いつも参考にし

ている」人が 32％ということを合わ

せて考えると、8 割ぐらいの腎臓専

門医の先生方が、このガイドライン

を参考にしてくださっていること

が分かります。これはわれわれにと

っては非常にありがたいです。 
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多発性嚢胞腎でお見せいたします

と、「多発性嚢胞腎のスクリーニン

グは何歳で行うべきだと考えます

か」という、これは非常に難しい

質問だと思いますが、それで見る

と、一番多くの先生方が 20～29 歳

とお答えいただいています。ただ、

少ないですけれども 6 歳未満とお

答えいただくような方もいらっし

ゃいますので、やはりこれだけ大

きな差があるということは腎臓の

専門医といえどもまだ確定したものはないとお考えいただいていいかと思います。 

 

 

 多発性嚢胞腎は降圧療法が非常に

大事な治療の一つになりますが、そ

ういった場合にどういった薬を使う

か。われわれが推奨しているのは、

ACEI と ARB です。ARB に関しては

9 割近い先生方にお使いいただいて

います。 
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 それから、脳動脈瘤です。多発性

嚢胞腎の方には脳動脈瘤が非常に

できやすい。それがいきなり破裂

すると脳出血を起こすことがあり

ますので、日本ではスクリーニン

グを推奨しています。それで見る

と、8 割を超える方が、全ての多発

性嚢胞腎の患者さんに行っている

と出ましたので、これはわれわれ

のガイドラインで推奨しただけの

ことはあったかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「腎機能障害進行抑制のため

に患者さんに何を推奨してい

ますか」ということを腎臓専門

医の先生方にお伺いしました。

そうすると、6 割ぐらいの方は

飲水励行です。水をたくさん飲

みましょう。これはわれわれも

推奨しています。少し悲しいの

は、いまだに 4 分の 1 ぐらいの

先生方はタンパク質制限食を

推奨していることです。今日来

ていただいている方々でも、

「タンパク質を制限しなさい」と言われている方も決して少なくないだろうと思うのです

が、われわれから言わせると、全く意味がありません。多発性嚢胞腎の患者さんに対して

タンパク質の制限をして、腎臓の機能の低下のスピードを抑制できたというようなエビデ

ンスは一切ありません。前回のガイドラインを作るときに、そういった趣旨の内容にした
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のですが、 

様々な理由からかなり柔らかめの表現にしたということもあるのですが、やはりわれわれ

は意味がないと考えています。 

 あとはカフェイン制限です。これも 1割ぐらいの方が患者さんに推奨しているようです。

これも、われわれは推奨していません。カフェインを過剰摂取して悪いことが分かってい

るのは、モデル動物だけでした。ヒトに対してそれが明らかになっていませんので、これ

は全く制限する必要はないだろうと思います。もちろん、過剰摂取はいずれにしても良く

ないです。けれども、一般的な普通の方と同じようなカフェイン摂取であれば問題ないと

考えていますので、この場でお伝えさせていただきます。 

 降圧療法、トルバプタンの治療は、もう 8 割近い先生方が推奨してくださっていること

は非常にありがたく考えています。われわれの推奨しているものと同じ内容です。 

 

ADPKDに対する新しい治療 

 5 番目です。先ほどもお話ししましたが、ADPKD に対する新しい治療が出てきました。

ここは今日一番皆さんが知りたい内容だと思います。何枚かのスライドを、メーカーさん

の力も得て作ってまいりました。 

 

 

 スフィンゴ糖脂質というもの

があります。難しいですね。スフ

ィンゴ糖脂質といわれても何か

ピンと来ないかもしれませんが、

細胞の膜に含まれる成分の一つ

です。ADPKDの患者さんの腎臓

には、このスフィンゴ糖脂質が

非常に蓄積しています。この疾

患のモデル動物においても腎臓

にスフィンゴ糖脂質が蓄積して

いるということが分かっていま

す。 

 幾つか、小さいグラフで恐縮

ですが、ADPKD の患者さんの腎臓です。Normal と書いてあるのは正常な方です。PKD と

書いてあるのが ADPKD の患者さんの腎臓です。そのスフィンゴ糖脂質の値を見てみます

と、PKD と書いた患者さんが有意に過剰に発現していることが分かりました。それと、

ADPKD の疾患のモデル動物が幾つかあります。そのうち代表的な 3 種類のモデル動物の

腎臓全てを見てみると、これも同じように、各グラフの右側がモデル動物の腎臓ですから、

スフィンゴ糖脂質が過剰に発現しているということが分かります。 
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 スフィンゴ糖脂質については、

治験のお薬があります。ベングル

スタットというお薬です。ベング

ルスタットは、グルコシルセラミ

ド合成酵素阻害剤（GCS 阻害剤）

です。酵素を阻害することによっ

て、スフィンゴ糖脂質の過剰な蓄

積を抑えます。それによって

ADPKD の進行を抑えます。先ほ

どお話ししましたように、スフィ

ンゴ糖脂質が非常に多い状況を

防げれば、ADPKD の患者さんの

病気を進めるのを抑えることが

できます。そのために、このスフィンゴ糖脂質を作るような酵素を阻害することによって、

病気の治療として期待できるのではないかと期待されています。 

 このスフィンゴ糖脂質は、ADPKD だけではなく、例えば他の遺伝性の病気やパーキン

ソン病などに対しても効果が期待されていますので、既に治験が始まっています。ADPKD

の患者さんでもこの薬を使って、GCS という酵素を抑えることによって、スフィンゴ糖脂

質を抑えましょう。それによって ADPKD の病気の進行を抑えましょうというのが、この

薬のメカニズムになっています。 

 GCS 阻害剤、ベングルスタットという今回の治験のお薬を使うと、スフィンゴ糖脂質を

抑えられるのです。お薬を使うことによって、スフィンゴ糖脂質の量を減らせる。0.1％の

薬、0.2％の薬を使うことによっ

て減らすことができます。それ

によって嚢胞の大きさを抑え

て腎臓の機能も上げるという

ことが、これはモデル動物です

けれども、そこから報告されて

いますので、そういったことが

期待されている治験のお薬で

あるとお考えください。 
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 現在、もう治験はスタートし

ています。ADPKDの患者さんを

対象にしたランダム化、二重盲

検、プラセボ対照の試験になり

ます。これはあくまで飲み薬で、

一応 2 年間の経過観察期間が必

要といわれます。 

 

 

 

 

 

 ランダム化、二重盲検、プラセ

ボ対照というと非常に分かりにく

いのですが、プラセボというのは

偽のお薬です。見た目では同じよ

うな薬に見えるのです。ここでは

色を変えてありますけれども、見

た目は一緒だけれども中身は全く

入っていないものをプラセボとい

います。ですから、プラセボを飲

むことによって、基本的には患者

さんには何も起こらないはずなの

です。そういった薬と、今回の場

合はベングルスタットという実

際に薬の成分が入ったお薬を飲

む。これはくじ引きでどちらを飲

むかを決めます。くじ引きの結果

は、われわれ処方している医療者

の側も分かりません。分かりませ

んが、くじ引きでどちらの群かプ

ラセボ群かを決めて、それで 2 年

間この薬を飲んでいただいて、二

つの群の方で腎臓の大きさや腎

臓の機能の低下のスピードを比

較するという治験になります。こ

れはトルバプタンも同じような方法でやりましたけれども、現在の薬のスタートするとき

の基本的な試験方法とお考えください。 

 ですから、患者さんが実際この 2 年間にどちらを飲んでいただいていたかは、正直言っ

て分かりません。トルバプタンでは、何しろ水利尿作用が強くあったので、正直言うとプ
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ラセボか実薬か分かりました。患者さんに聞くと、「おしっこがものすごく出るのです。ど

っちなのでしょうかね」とお互いに言っていたようなことがありましたので、それは分か

りました。しかしこのベングルスタットに関しては正直言って分かりません。2 年間たっ

た後で、恐らくあなたはどちらを飲んでいましたということをお告げすることはできるだ

ろうと思っています。 

 今これはもうスタートされている薬です。ステージ 1 とステージ 2 という二つのステー

ジでスタートしていまして、ステージ 1 が適切な用量、例えば先ほどお話ししましたよう

に、トルバプタン（サムスカ）であれば 60～120mgを飲みましょうと言っているわけです

が、ベングルスタットでどのぐらいの量が適切なのかということを見る試験です。あとは、

その効果、安全性を確認する試験です。その二つが同時にスタートしています。 

 僕が認識する限り、このステージ 1 はまだ日本では全部は終わっていません。ただ、日

本でこのベングルスタットの治験を始めるときに、大体 10 ぐらいの施設が参加してスタ

ートしているのですが、その中で、各施設何人ぐらいの患者さんを担当しましょうという

ことは決めました。われわれ順天堂大学としては、ステージ 1 の患者さんに関してはもう

その数は終わっていますので、今後このステージ 1 がある程度結果が出たところで、また

ステージ 2 もほぼ同時にスタートしますから、ここに多くの患者さんに入っていただくと

いうことは十分可能だと思うのです。 

 

 

 対象となる患者さんです。まず年齢

があります。18 以上 50 歳以下。もち

ろん ADPKD と診断されている方。そ

れから、画像検査と eGFR、腎臓の機能

によって該当する患者さんです。腎臓

の機能がまた厄介で、今 eGFR と書い

てあるのですが、日本で eGFR という

と、日本人に特徴的な式からこの

eGFR を求めるのです。皆さんも全て

一緒です。クレアチニンと年齢から、

この推定式で eGFR の値を推定する

わけですが、これが国によってかな

り大きく違います。日本人の eGFR

の推定式は、日本腎臓学会から発表

されて、それをほぼ全ての施設で使

っています。海外では、他に幾つか

式があります。同じクレアチニンの

値と同じ年齢だとしても、大体 30ぐ

らい値として違います。われわれが

思っていたより非常に大きく異なり

ますので、そこは処方する先生方に
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十分にご理解いただいているとは思うのですけれども、そういったところで皆さんが認識

されている現在のご自身の eGFR の値から見ると、駄目ですというようなこともあるかも

しれません。それから、高血圧をどうするか。また、3 カ月以内に ADPKD の薬物の治療

を行っていないことというのは、トルバプタンになります。それから、妊娠可能な場合、

妊娠している女性には入っていただくことはできない治験になります。その他にも幾つか

参加の基準があります。ご希望される方は主治医の先生とご相談いただいて、なかなか主

治医の先生のご了解が得られない場合は、先ほどもお話ししましたが、これは厚生労働省

のわれわれのメンバーの方であれば、全ての先生に対応していただいておりますので、そ

ういったところにご相談していただいてもいいのではないかと思います。  

 

患者さんとご家族のための多発性嚢胞腎（PKD療養ガイド 2019 

 

 最後ですが、患者さん向けのガ

イドです。程内さんをはじめ、

PKDFCJの方には非常に多くのご

協力を頂き、本当にありがとうご

ざいます。「患者さんのための多

発性嚢胞腎（PKD）療養ガイド

2019」ということでここに載せさ

せていただきました。 

 ADPKD と ARPKD を分けて幾

つかの項目にします。診断、通院

を始め場合、治療について、ご自

身の状態、合併症、それから、人

生を考える、療養上の問題を考え

るというものも、こういったとこ

ろは医療者向けの診療ガイドラ

インにない項目ですので、付けさ

せていただきました。 

 最初の病気を知るということ

では、ADPKD と ARPKD、それ

ぞれ疫学的なところを入れて、診

断から通院、治療を始めて、合併

症、それから人生、療養上の問題。

これは、お子さんにどうやってお

話をするのか、妊娠や出産にどう

やって向き合うか、それから経済的な

問題も含めて記載させていただくよ

うにしています。残りは ARPKD です。 
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 ガイドは恐らく今年の 6 月に腎臓学会がありますので、その頃には出版できるだろうと

考えています。最初は日本腎臓学会の代議員の先生方にこれを全てお送りすることにして

いますので、皆さん方が通われるような病院の外来の方に置いてある可能性は十分あると

思います。以前、マンガで患者さん向けのガイドを作らせていただきました。あれよりも

今お示ししたような内容が加わりますので、かなり分厚いです。そして、あれよりもやは

り高いです。今日はお示ししていませんが、最後の方に専用の、実際に読んでいただいた

患者さんからのアンケートのメルアドみたいなものを作って、そこに皆さん自由に「これ

をこうした方がいい」「ああした方が

いい」ということをご連絡いただけれ

ばと思っています。一応われわれの班

会議でも、医療者向けのガイドライン

と同様に 3 年に 1 回は改訂していこう

ということで今後進んでいくと思い

ます。少しずつ版を重ねることによっ

て、皆さん方の要求する内容にできれ

ば沿っていきたいと考えていますの

で、またその辺もご指導をよろしくお

願いいたします。 

 それでは、本日はこれで終わりにいたします。どうもありがとうございました。 

 

 

 

質疑応答 

 

（司会） それでは、質疑応答の方に移らせていただきたいと思います。予定では 4 時ま

でということになっております。先ほど程内の方から話がありましたように、まずは今日

の先生のご講義の中でご質問がある方は挙手にてお願いいたします。 

 

（フロア 1） 2 点お尋ねします。トルバプタンとの相違から、トルバプタンのときの話の
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続きみたいになりますが、あれは腎臓にしか効かないということで、それから、治療薬と

いうよりは進行を抑えるという意味での薬ということを伺ったように理解しているのです

が、今度の新しい薬ベングルスタットは、その点はどうでしょうか。 

 

（武藤） ご指摘のように、トルバプタンは受容体というものが肝臓には全くありません

でしたので、肝臓には全く効くことは期待できませんでしたし、効きませんでした。ただ、

ベングルスタットの場合には、肝臓の嚢胞の方にも十分効くことは期待されています。効

くかどうかは、もちろん今回の治験はそのための治験ですので、見てみないと分かりませ

んが、十分その辺はわれわれとしても期待していますし、僕自身も肝嚢胞の非常に多くの

患者さんに推奨しているような内容がございます。 

 

（フロア 1） 効き目としては、進行を抑えるような役目の薬なのか、直してしまうとい

うか、素人ですので言葉はよく分かりませんが。 

 

（武藤） 遺伝性の腎疾患ですので、完全に治すということになると、今いろいろ注目を

集めている遺伝子の編集であるとか、そういったところでないと理屈上は治せないと思い

ます。進行を抑えるという意味では、トルバプタンと同じだと考えていただいていいと思

います。 

 

（司会） 他の方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

（フロア 2） サムスカ（トルバプタン）は最初の時点から、厚労省の認可が下りた時点

から、私の方も東大の先生の方で、先ほどもお名前がありましたけれども、そちらの先生

の処方で実は使わせていただいております。今回の新しいベングルスタットについても治

験の方にぜひ参加をと思ったのですけれども、年齢的にまず対象外になってしまっている

ので、そうしますと、本当にこの治験の効果が得られて、普通に保険で適用になるのはど

のぐらい先になるのかお伺いします。実は、くも膜下出血を 2 度ほど起こしておりまして、

それも脳動脈瘤になりやすいという面もあるということで、そちらからかなということな

のですけれども、最初は何の後遺症もなかったのですが、2 回目は今、片麻痺状態になっ

てしまいまして、ぜひ早く、こういう薬があるならば使いたいと思って質問させていただ

いております。 

 

（武藤） これから 2 年間の経過観察期間が必要です。サムスカのときと同じぐらいの年

数は少なくともかかるだろうと思いますので、今回のベングルスタットの治験の結果が公

表されて、非常に良い結果であったとしても、その後は恐らく数年かかると思っておりま

す。そうすると、今から考えると、保険収載されて実際に使えるようになるまで早くて 4

～5 年はどうしてもかかってしまうかと想像します。それと、脳動脈瘤に関して、どのぐ

らいこの薬が影響するかということは正直言って分かりません。トルバプタンのときも同

じですけれども、あくまで治験のデータをそこで集計してみてということになると思いま

す。それも、期待は十分できるかと考えております。 
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（フロア 2） ありがとうございます。期待しております。よろしくお願いします。 

 

（司会） 他に質問のある方、もう一度手を挙げていただいていいですか。 

 

（フロア 3） 腎機能の障害抑制の件について確認したいのですが、GFR の低下を防ぐた

めに、タンパク質、塩分も制限するような指導を受けているのです。塩分については 1 日

6g 以下、タンパク質は体重 1kg 当たり 1g というようなことを病院で指導を受けているの

ですが、今日伺ったことでは、あまり関係ないような話だったのですけれども。 

 

（武藤） 少なくとも塩分に関しては、これは関係あります。なぜかといいますと、ARPKD

の患者さんにとって、高血圧は腎臓の機能の低下を進めていくような影響がありますので、

やはり高血圧をできるだけ防ぐことが大事です。そうなってきますと、やはり塩分の過剰

摂取は決してよくありませんから、これは十分に主治医の先生と相談して制限していただ

いた方がいいと思いますし、私自身も多くの患者さんに塩分の制限をお願いしています。 

 ただし、タンパク質に関しては、患者さんのおしっこの検査を見て、実際にタンパク質

が出ていますよという方には、これはやはりタンパク制限はどうしても必要になるかもし

れません。ですから、なかなか全ての患者さんにタンパク制限が意味がないとはいえない

とは思うのですが、他の腎臓の病気と同じように制限するということは意味がないとお考

えいただいた方がいいと思います。一番大事なことは、おしっこの検査をして、タンパク

が出ているかどうかを主治医の先生とよくご相談いただくことだろうと思います。もしそ

こで出ていないのであれば、これはタンパク制限をする意味は、正直言って今のところエ

ビデンスとしてはございません。 

 

（司会） ありがとうございます。今のは、多発性嚢胞腎には効かないけれども、腎不全

が進む場合は有効だという意味ですか。 

 

（武藤） いや、腎不全が進行していたとしても、多発性嚢胞腎の方が、例えば IgA 腎症

やネフローゼと比べてタンパク尿の頻度がどうかということを考えると、非常に少ないで

す。そういうことを考えると、腎機能がある程度低下してきていたような場合でも、タン

パク尿がない方に制限を加えることがどのぐらい利点があるかを考えると、それに関して

は全くエビデンスはないです。ですから、全ての方にお薦めすることは少し間違っている

かと思います。 

 

（司会） ありがとうございます。 

 

（フロア 4） しつこいようで申し訳ないのですが、幾つか質問をしたいのですけれども、

まず一つだけ。私のいとこが 9400g の胆管がんで 3 年ほど前に亡くなったのですが、64歳

でした。それと同じ私の母親の系統で、その間、死んだ者の姉さんの子どもが女性であり

まして、これはまだ 65歳ぐらいなのですが、これがはやはり胆管がんで、すごく大きくな
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って苦しんでいるのです。虎の門にいて、時々塞栓術などをやったりしているのですけれ

ども、先ほどの治験のお薬の件で、これは虎の門さんの方に申し出ても、治験の範囲には

入りませんでしょうか。 

 

（武藤） ごめんなさい、胆管がんではなくて肝嚢胞？ 

 

（フロア 4） ああ、肝嚢胞です。 

 

（武藤） 肝嚢胞ですね。虎の門も治験に入っておりますので、主治医の先生、乳原先生

とよくご相談していただければ大丈夫だと思います。 

 

（司会） 今日の講演に関してのご質問は他にいらっしゃいますでしょうか。後ろの方。 

 

（フロア 5） 今日は PKD1 の欠の位置のタイプが人によって違うということをお伺いし

たのですけれども、これが親の欠のタイプの位置が、遺伝した子どもに、そのまま同じも

のが遺伝するということでよろしいでしょうか。 

 

（武藤） 同じものが遺伝します。またこれが難しいところなのですけれども、皆さんお

感じになっていると思うのですが、お父さま、お母さま、お子さんたちに同じ遺伝子の変

異が遺伝しています。けれども、皆さん症状がそれぞれ違います。またその辺が難しいと

ころで、先ほどお示ししましたように、PKD1と PKD2を比べると PKD1の方が悪い、PKD1

の遺伝子の傷の付き方でもズバッと切れてしまっている方が悪いということは分かってい

るのですが、同じ遺伝子の変異を持っていらっしゃる一つのご家族の中でも、例えば透析

になる方もいれば、ならない方もいる、その年齢も違う、脳動脈瘤も違う、肝臓も違う。

全部違うのですね。それがまた影響するような別のモディファイヤージーン、別の遺伝子

も影響しているといわれています。ですから、その辺が非常に難しいところで、責任遺伝

子としてこの二つあり、その二つの中でもいろいろ違うし、それ以外にも、実際の患者さ

んの臨床症状には別の遺伝子が影響しているといわれていますので、正直言って、その辺

に関してはまだよく分かっていないです。 

 

（司会） 他にご質問は。一番後ろの方。 

 

（フロア 6） 食事療法に関しての質問です。よく市販の本や腎臓病系の食事療法の本は

出ていますが、多発性嚢胞腎の場合は、特にカリウムやリンなどはあまり関係ないという

話も聞きます。市販も今、いろいろ減塩の醤油やみそなどの調味料が出ていまして、ネッ

トで探すと腎臓病系の調味料もあるのですけれども、多発性嚢胞腎の場合もそのような調

味料に切り替えた方がいいのかどうかをお伺いしたいです。 

 

（武藤） 普通の CKD、慢性腎臓病が進行した状態に対するそういった食事の方の広がり

はいろいろ多いと思うのですけれども、正直申し上げて、多発性嚢胞腎に関してはほとん
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どないです。先ほどお話ししましたように、患者さん向けの療養ガイドの方にできる限り

その辺は加えましたので、ご参照いただければと思います。 

 腎臓の機能がかなり低下してきた場合、透析が近くなってきたような場合、それから透

析に入ってしまったような場合は、そういった CKD に対して勧めるような食事の選択は

非常に有効だと思います。ただ、そこまで行っていないような方であれば、あまりそこま

で厳密に考えなくてもいいのではないかという印象が強いです。というのは、多くの場合、

多発性嚢胞腎でこれを制限しましょう、あれを制限しましょうというのは、モデル動物の

ことがほとんどなのです。ヒトで証明されていないことが非常に多々ありますので、あま

りそこまで皆さんの食生活に影響を及ぼすというように考える必要ないのではないかと考

えます。 

 

（司会） 他にご質問のある方は。では、後ろの方から。 

 

（フロア 7） ベングルスタットですが、今考えられている副作用などは何かあるのでし

ょうか。 

 

（武藤） 一般的に言うと、サムスカよりも極めて少ないです。サムスカの場合は、先ほ

どもお話ししましたように、よく水利尿作用が強烈に来るというのがありましたので、プ

ラセボを飲んでいるのか、実剤を飲んでいるのか、正直言って皆さん分かってしまったぐ

らいのところなのです。これは、ほとんどないと思っていただいていいと思います。目に

対する作用や頭痛といったことが報告されていますけれども、頻度としては非常に少ない

です。サムスカでいうような薬剤性の肝障害と同じぐらいの頻度と考えていただいていい

と思います。実際われわれのところでも 6 人の方に使っていただいていますが、ご本人た

ちも僕らも、どちらを飲んでいるのか分かりません。ですから、そんなに心配することは

ないだろうと思います。 

 

（司会） では、その前の方。 

 

（フロア 8） 対象の患者さんということで挙がっていたのですが、トルバプタンを飲ん

でいたら 3 カ月以内は駄目だということなのですが、飲んでいて、3 カ月やめたら参加資

格はあるのですか。 

 

（武藤） これは、あるはずです。なかなか他の制限も厳しいので、そういったところも

踏まえて、各主治医の先生方とよく相談していただいた方がいいかもしれないです。先ほ

どステージ 1、2というようにお話ししましたけれども、まだしばらく患者さんに入ってい

ただく期間がありますから、できるだけ早くその辺をご相談いただいた方がいいと思いま

す。 

 

（司会） 前の方お願いします。少々お待ちください。 
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（フロア 9） ベングルスタットに関して、今トルバプタンを服用しているので、治験に

は参加できないですけれども、将来的にベングルスタットが問題なしとなった場合に、ト

ルバプタンと併せて服用することで、さらに遅らせることを可能にするということは考え

られるでしょうか。 

 

（武藤） 期待しています。僕も程内さんも併用を期待していますし、実際われわれの班

会議の中でもそれはだいぶ出ています。ただ、まだ正直言って、そこまで全くエビデンス

はありませんので、そうなれるかどうかというのは分かりません。実際、個々の病変に対

する作用も当然見なくてはいけません。今後の可能性としては、両方を併用することが必

ず出てくると思いますが、まずもって今の段階でそれに対してコメントできる内容のこと

をわれわれは持ち合わせていないというのが現状です。 

 

（司会） 他にご質問がおありの方はいらっしゃいますか。 

 

（フロア 10） カフェインの制限がそんなにという話だったのですけれども、私はサムス

カを飲んでいまして、多分 4L ぐらい飲んでいるのですけれども、やはりその場合は、ノン

カフェインのものをメインにしておいて、店に入ったときにコーヒーを飲む程度というの

は全然気にしなくてもいいということですね。何 Lもカフェインが入っているものを飲む

というのは、やはりまずいわけですよね。 

 

（武藤） もちろんそうです。先ほど言いましたけれども、カフェインに限らず、過剰摂

取は良くないだろうと思います。トルバプタンを飲んでいる方は、やはり多い方ですと 6

～7L 飲水されている方がいらっしゃると思うのです。「何を飲めばいいのか」という質問

が必ずあります。「絶対に水でなくてはいけないですか」という質問をかなり受けますが、

決してそれはないと思います。ただし、カフェインにしてもジュースにしても何にしても、

もちろんアルコールは例外ですけれども、全てにおいて、やはり一つのものを過剰に取る

ということはできるだけ避けていただきたいと思います。例えば、オレンジジュースを 2L

飲みましたというと、当然、血糖値がかなり上がってきたりして、体に決して良いことで

はないです。ですから、一つのものを過剰に取ることは、何しろ気を付けるようにお話し

しています。ですから、もちろんカフェインもそうです。 

 

（フロア 10） ノンカフェインのお茶、ルイボスティーや麦茶を常に飲んでいるのですが、

それはやはりまずいわけですか。 

 

（武藤） 同じものを過剰に取るのは良くないということですから、今、麦茶を 1 日何 L

ぐらい飲まれているのかちょっと分かりませんけれども、できるだけいろいろな種類のも

のを取るように心掛けていただいた方がいいだろうと思います。 

 

（フロア 10） 分かりました。気を付けます。 
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（司会） 他にご質問ある方はいらっしゃいますか。では真ん中の方。もう一回手を挙げ

ていただいていいですか。 

 

（フロア 11） 頂いた資料の中に、診療ガイドラインのところで、多発性嚢胞腎のスクリ

ーニングは何歳で行うべきだと考えますかというところがあるのですけれども、私はもう

すぐ 2 歳になる息子がいるのですが、検診で腎臓に影があるということを言われたのです。

2 歳でもスクリーニングして発症が分かるものなのか、ある程度、年齢が行ってから生じ

てくるものなのか、どうなのでしょうか。 

 

（武藤） 一般的には、2 歳でスクリーニングで嚢胞が確認できるという可能性は非常に

低いのではないかと思います。ただし、これは北米からのデータなのですけれども、10歳

未満の方で ADPKD の親御さんのお子さんで見ると、4 割ぐらいの方に、スクリーニング

ではなくて超音波で嚢胞が拾えるというようなことも報告されています。われわれは今ま

では、やはり非常にお若い方は嚢胞を見つけることができないだろうと考えていたのです

が、どうもわれわれが考えているよりも、もっとお若いころから嚢胞を画像診断で同定で

きるということが可能性として出てきています。もし何か異常が指摘されていたような場

合であれば、今のお年であれば当然小児科の先生にご相談する等をしていただいて、早め

に診断を受けた方がいい場合もあります。というのは、非常に進行の早い方ですと、どの

施設にも何人かの患者さんがいらっしゃるのですけれども、お子さんのときから降圧剤を

飲ませているという方も実際いらっしゃいます。ですから、何か異常を言われた、画像が

出たような場合は、しっかりと主治医とご相談いただく必要があると考えます。それがな

ければ、一般的には 20 代になってからなど、先ほどもアンケートの結果をお示ししました

けれども、それでも十分かと思います。 

 

（フロア 11） サムスカを飲んで 4 年になるのですけれども、毎年、年に 1 回 CT を撮っ

て、少しずつ腎臓が大きくなってはいるのですけれども、今回初めて 20 ぐらい小さくなっ

たと言われました。縮小効果はサムスカにはあるのでしょうか。 

 

（武藤） あります。治験の段階でも大体 3 分の 1 ぐらいの方は、嚢胞、腎臓の大きさが

小さくなります。ですから、その効果は十分期待できると思います。一応われわれは、嚢

胞は嚢胞液が中にたまることで大きくなってくるので、サムスカによってこれを作る量が

減っているのだと考えています。ですから、腎臓自体の大きさが減るということは十分に

あり得ます。 

 

（司会） 他にご質問のおありの方はいらっしゃいますか。 

 

（事務局） 事務局から質問です。先生の資料の 48 ページに「ADPKD とスフィンゴ糖脂

質」というページがありますが、このメカニズムというか、こういう脂質の腎臓への影響

は、一番下の資料のところには 2010 年のデータが出ていますが、かなり前からこれは着目

され、関心を持って研究されていたのでしょうか。 
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（武藤） なかなか難しい質問をありがとうございます。少なくとも、主流ではないです。

主流ではなかったのですけれども、昔からかなりいわれていたことは事実です。というの

は、Cyclic AMP に影響するということが分かっていたので、そういう意味では、かなり前、

2010 年ぐらいから注目はされていました。けれども、薬としてそれが成り立つかどうかと

いうのはまた別の話なのですが、今回こうやって薬として出していただきましたので、こ

れは非常にチャンスがあると思っていますし、理屈上も十分期待はできるところまではも

う来ています。 

 

（司会） 他にご質問はいかがでしょうか。真ん中の方。 

 

（フロア 12） ベングルスタットは腎臓を狙っているのは分かるのですが、腎臓以外に肝

臓にも嚢胞があるので、肝臓の方は何か狙いがありますか。 

 

（武藤） 先ほども少しお話ししましたが、トルバプタン（サムスカ）の場合は、それを

受け取ってくれる受容体が肝臓には全くなかったのです。ですから、これは全く効果とし

ては期待できないし、実際効いてもいないわけですけれども、ベングルスタットの場合は、

スフィンゴ糖脂質の発現が肝臓にありますので、そういったことを考えると、肝臓にも十

分効果が期待できるだろうと考えています。ただ、これも正直言って、治験をやってみな

いと何とも言えないです。 

 

（フロア 12） 肝臓に関しては治験はやるのですか。 

 

（武藤） 肝嚢胞の方に対して全く別にということですね。それは、別の治験は予定はし

ていないと思います。あくまで ADPKD の患者さんの 8 割ぐらいの患者さんは肝嚢胞を持

っていますから、そういった患者さんに対するデータとしては取れると思いますので、そ

れで効いているか、効いていないかという評価はできると思います。 

 

（フロア 12） 効いた場合は、肝臓にも転換できるのですか。 

 

（武藤） 可能性はあります。ただ、それは厚労省が決めることなので、僕らは何とも言

えませんが、われわれとしてそういった方向で推奨していただくようなことはできると思

います。 

 

（司会） 他にご質問のある方はいらっしゃいますか。 

 

（フロア 13） 今日参加できない息子がサムスカを 3 年間、今飲んでおりまして、先日、

あと透析まで 10 年と言われまして、本人はショックで。今回、お話にはなかったのですけ

れども、移植ということを考えた場合、生体腎は家族、親族などまでという制限があって、

実際、私は母親で嚢胞腎なのであげられなくて、周りに親族がいないのですが、死体腎と
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いうのは現在、登録制ですよね。そうするとかなり該当する対象は難しいという現実を聞

いているのですけれども、先生の方でご存じの範囲で、移植に関して情報がありましたら

教えていただきたいです。 

 

（武藤） 非常に難しいご指摘なのですが、ご指摘のように、やはり日本の場合はどうし

ても死体腎だと限界があります。ただ、最近、いわゆる iPS などでの腎の再生は無理なの

ですかということもよく聞かれるのですけれども、結論から言うと、多分僕が生きている

間は無理だと思います。なぜかといいますと、やはり腎臓には非常に多くの組織が中にあ

るのです。例えば腎臓に血液を持ってくるということになると血液もあるし、血液の中か

らいろいろなものを外に出して、それでおしっこを作るということになると、またそこで

非常に多くの組織がある。そういういうことを考えると、それを全部 iPS で作っていくこ

とになると、なかなかこれはハードルが高いかと思っていますので、そう簡単ではないと

いうのが現状です。 

 ですから、何しろ移植が今のところは中心にならざるを得ないかなと思いますので、登

録の方をできるだけ早く、必要であればしておく。それは主治医の先生とご相談してとい

うことになると思いますが、そういうことが大事かと思います。すみません、ろくな答え

になっていませんが。 

 

（司会） 講演に関してのご質問は。はい。少しお待ちください。 

 

（フロア 13） スタッフですが、先ほど食事のことを質問されていた方、特に塩分の制限

のことで、ADPKD に関してはタンパク制限はそれほど気にしなくてもいいということだ

ったのですが、降圧療法という中に減塩という部分はどうなのでしょうか。 

 

（武藤） ごめんなさい。僕の言い方が悪かったのです。減塩は気にしましょう。減塩は

してください。 

 

（フロア 13） ああ、してください。すみません、聞き間違えました。 

 

（武藤） 減塩はしていただいた方がいいと思います。何しろ血圧を抑えるということが、

腎臓の機能のその後の低下のスピードを抑えるということでも非常に大事ですから、減塩

は大事です。ただ、今思い出したのですが、トルバプタンを処方されている方で、ずっと

減塩を激しく繰り返す、非常に厳密にやっていただいた方が、サムスカを飲み始めた後も

同じように減塩をして、ナトリウムが非常に下がってしまった方もいらっしゃいます。で

すから、トルバプタンを始めた場合には、その辺は主治医の先生とよく相談してください。

今どのくらいの塩分を取るのが適当なのか、サムスカを飲み始める前と同じでいいのかど

うかということもきちんと相談していただく必要があると思います。 

 

（司会） 他にご質問がある方はいらっしゃいますか。 

 それでは、講演のこと以外で、これは専門医の先生に聞いてみたいというご質問がある
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方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

（フロア 14） 私は冷房に結構弱くて、背中にもよく冷えを感じるのですけれども、それ

はやはり嚢胞と関係ありますでしょうか。 

 

（武藤） 冷えを感じるのは、一般的には ADPKD の症状とは捉えられてはいませんけれ

ども、やはりその原因は必ず何かあると思いますので、ADPKD に限定せずに、その辺の

検査を受けていただいた方がいいかと思います。 

 

（司会） 他にはいらっしゃいますか。 

 

（フロア 15） 最近、再生医療が話題だと思うのですけれども、ADPKD に何か良い情報

はありますでしょうか。 

 

（武藤） 先ほどもお話しした iPS のことになると思うのですけれども、多くの先生方が

一生懸命、腎臓に関して再生医療を進めていらっしゃいます。嚢胞腎もいろいろそれに使

って実験を随分進めているのですが、やはり腎臓自体の再生というものが・・・。腎臓で

は、血管だけではなくて、尿の通り道もあるし、尿を作る糸球体というものもあるし、そ

れにいろいろなホルモンを分泌する組織もあるし、いろいろな組織が中に入っているわけ

です。ですから、一つだけをできるように再生できたとしても、腎臓ができましたという

ことを言うには、ちょっとまだ先は長いかなと僕自身は感じています。 

 

（司会） 他にはご質問はいかがでしょうか。前の方、お願いします。 

 

（フロア 16） 脳動脈瘤のリスクについてですけれども、薬や移植などで腎機能が良くな

ったり、低下が抑えられたりしたとしても、遺伝子自体に問題があるので、嚢胞だけでは

なくて他の合併症のリスクは依然としてあるものなのでしょうか。それがなくなることは

今のところないのでしょうか。 

 

（武藤） ご指摘のとおりです。先ほどもお話ししましたように、今のところ PKD1、PKD2

という二つの遺伝子の変異が原因で、例えば脳動脈瘤や心臓の弁の逆流など、全身のいろ

いろなところにそういった症状が出てきます。今、治療として始まっているサムスカは腎

臓の機能の低下のスピードを抑える、腎臓が大きくなるスピードを抑える。今、治験をし

ている薬に関しても、基本的には同じです。進行を抑えるということになりますので、脳

動脈瘤その他、血圧、高血圧もそうですけれども、そういった遺伝性の疾患によって起こ

るような症状をなくすことは正直言って難しいと思っています。 

 

（司会） 他にご質問のある方はいらっしゃいますか。 

 

（フロア 17） 今のお話の続きになりますけれども、全身に合併症を起こしたということ
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のお話を先ほど伺いましたが、まだ起きていないところもあると思いますので、そういう

場合の検査は、1 年に 1 回とか、何年ぐらいで大丈夫というものはありますか。例えば先

ほどのお話の脳動脈の方の心配の場合は、何もなかった場合は 3 年ぐらいでいいとか、そ

の辺のところがもし分かりましたら教えてください。 

 

（武藤） 脳動脈瘤に関しては、脳動脈瘤を一度でも指摘された場合には毎年 MRIを取っ

た方がいいと思います。指摘された場合には、脳外科の方の先生と相談して、破裂の予防

をどうするかということは当然進んでいると思います。それが、現在の脳動脈瘤の大きさ

よりもだんだん大きくなってきた、形が変わってきたということになると、方針が変わる

可能性がありますので、一度指摘された場合には、これは毎年やりましょう。 

 脳動脈瘤でありませんよという結果になった場合には、今ご指摘があったように 3～4 年

に 1 回やっていただければ結構です。というのは、MRIは基本的には頭をスライス画像に

しているわけです。その間にたまたま小さい脳動脈瘤があって写ってこないというような

場合もありますから、1 回撮ったからもう一生やらなくていいというのは少し危険だと思

うのです。ですから、もし小さい脳動脈瘤があったとして、大きくなってくる年数を考え

れば、3～4 年ぐらい間を置いていいと思いますので、それぐらいの時間がたったところで

もう 1 回やっていただければいいだろうと思います。 

 それ以外の、今日の腹部の大動脈瘤とか、結石であるとか、そういったものは多くの方

が今、難病指定の関係で毎年腎臓の CT は撮っていらっしゃるだろうと思います。もしあ

れば、それによって一緒に同定できますので、そんなにご心配することはないでしょう。 

 あとは大腸憩室がありますけれども、非常に頻度が低いです。何か起こるとしたら、こ

の大腸憩室に、例えば虫垂炎みたいなもので、ばい菌がたまってしまって熱が出た、そう

いった原因になるということになることがほとんどです。ですからこれも、今の何もない

段階から検査をして大腸憩室があるのかどうかを確認しましょうということはあまり考え

る必要はないと思います。 

 

（司会） そろそろお時間が近づいてきていますが、これは聞いておきたいということが

おありの方はいらっしゃいますか。では、少し短めでお願いします。 

 

（フロア 18） 頭が悪くていろいろ分からないのですが、11ページに診断基準（ガイドラ

イン）がありまして、2 番目に家族内発生なしと書いてあるところで、「除外疾患該当無」

と括弧してあります。この除外すべき疾患として、多発性単純性腎嚢胞から最後は 7 個ま

であります。今ここの会はあくまでも ADPKD ですけれども、個人個人の健康状態として

考えた場合は、この除外すべき疾患も知りたいと思うのです。あくまでも診断基準はガイ

ドラインのこれですけれども、ADPKD は加齢とともに嚢胞が両腎臓にと書いてあるので

すが、この七つの除外すべき疾患でも、加齢とともに大きくなるものはあるのでしょうか。 

 

（武藤） 七つ書いてあるのは全く別の病気なのですけれども、腎臓に嚢胞ができてしま

うのですね。ですから、もしかすると ADPKD なのだけれども、その病気かどうかという

ことがまだ判断できていない可能性があると困るので、最初にその七つの疾患について、
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あなたはこの病気ではありませんよということをはっきりさせて、それから診断基準に該

当する方は ADPKD と診断しましょうということになります。ですから、皆さん方がその

七つの疾患であることを考える必要は全くないです。既に主治医の先生方がその七つの病

気を否定してくれています。それはご心配要りません。 

 

（フロア 18） 私はそこまで診断を受けていないのですが、では順天堂大学に行って診断

を受けた場合には、この除外すべき疾患に当たるか、ADPKD かということが分かるわけ

ですね。 

 

（武藤） 分かります。 

 

（フロア 18） それではもう一つ、23ページです。腎機能と投与量、これは ADPKD の人

のお薬の投与量だと思うのですけれども、この CKD ステージで、eGFR の値は 75 歳で 50

ぐらいなので、これを見ますと私は G3a に入ると思うのです。G3a でも投与するのですか。 

 

（武藤） 日本でサムスカを投与されている方の 4分の 1の方は G3a です。そういう内容

です。ですから、患者さん個人の方に投与した方がいいかどうかということは、主治医の

先生とご相談いただいた方がいいいと思います。 

 

（フロア 18） あくまでも ADPKD と診断された人は進行を抑えるために、G3a でも早め

に投与してもらう方がいいということですね。 

 

（武藤） おっしゃるとおりです。 

 

（司会） もう 1 人、大丈夫ですか。せっかくなので、では最後の 1人ということで。 

 

（フロア 19） カリウムの摂取についてお尋ねします。私の弟は嚢胞腎ではないと実は思

っていたのですが、あるときショック状況を起こして、調べてみたらやはり腎臓が悪くて

透析しないといけないという状況で、嚢胞腎であることが分かったのです。それで、やは

りカリウムが良くないということをいろいろなところで私も聞いていたものですから、あ

るとき、自分で摂取するレタスの葉っぱ 20g など全部食品成分表で調べてみて、朝昼晩取

って 1 カ月気を付けてやってみて、2000mg を超さないようにしようと思って 1 日の平均が

1800mg ぐらいに抑えたのです。このカリウム摂取はだいぶ皆さん全般にいえることだと思

いますので質問させていただいているのですが、どの程度まで許されるのか教えていただ

けませんでしょうか。 

 

（武藤） カリウムに関しては、かなり腎臓の機能が低下したときにしか気にしなくてい

いです。採血をして、カリウムの値がだんだん上がってくる。腎臓の機能も悪くなってく

ると、ほとんど透析なるような直前ぐらいからカリウムの値が上がり始めます。ですから、

そういうことがあった場合には、口から取るカリウムの量は制限していただく必要がある
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と思いますので、その辺は主治医の先生からお話があるだろうと思います。ただ、そうな

る前の段階でカリウムを気にする必要は全くありません。 

 

（司会） いろいろご質問を聞いていただいてありがとうございました。司会の程内の方

に戻りたいと思います。 

 

（程内） 武藤先生、いろいろな質問にお答えいただきありがとうございました。皆さま

も、今日の武藤先生のご講演に関しまして、感謝の気持ちを込めましてどうぞお礼の拍手

をお願いいたします。ありがとうございました。 


