


総論  　　　i

第 2版へのまえがき

　本書は，腎臓病・水電解質について学びたい若い医師，コンサルトしたいが，何を
準備して，どのように聞いたらよいのかわからない医師，そして相談すべき腎臓医が
近くにいない医師のために企画された．そのため，通常の教科書のように疾患単位で
はなく，症候や検査値異常というプロブレム別に編集してある．
　一方で，コンサルトされる側がどのように対応すべきなのか，次回も適切な時期
に，必要な情報とともにコンサルトしてもらうには，どうしたら良いかという，コン
サルトの技法にも考慮して編集したところも特徴である．

　今回，医学の進歩と，若い優秀な腎臓医の成長を踏まえ，初版のポリシーを踏襲し
つつ，新しい編集者も加えて改訂させていただく機会を得た．
　おそらく腎機能低下，水電解質代謝異常のようなコンサルトは，腎臓医のいない総
合病院では，いわゆる Hospitalistの人たちが対応しているのが現状であろうが，初版
のまえがきの最後に書いたように，敷居を高くするのではなく，裾野を広げるという
本書の本来の目的が達成され，どの科の患者のためにも有益な仕組みが出来上がって
いくことを期待したい．

　最後に，新たに執筆陣に加わった若い腎臓医の皆さんと，初版から辛抱強く付き
合っていただいた金芳堂の村上裕子氏に感謝したい．

2017年初秋　　

深川雅史
小松康宏
和田健彦
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まえがき

腎臓は，生体の恒常性を保つために最も重要な臓器であり，特に腎臓に特有の病気

がなくても加齢などによって機能の低下がみられることは，広く知られている．腎臓

の情報は，尿検査だけでなく，いまや検査で自動的に算出される eGFRの値によって

容易に認識されるようになったが，それではその情報をどう活用すればよいのであろ

うか．いちいち腎臓専門医に相談すべきなのだろうか？そもそも，そばに腎臓内科医

がいないときにはどうしたらよいのだろうか？このような，科を問わず必要なことが，

卒前，卒後教育の中で，きちんと教えられているのだろうか？

この本は，二つの大きな目的のために編集された．一つ目は，そばに相談する専門

家がいない医師のために，どうやって異常に気づき，どうやって対処すべきかを示す

というものである．そのため，通常腎臓専門医がコンサルトに対応するであろうと想

定される領域を広くカバーしている．日本では必ずしもそのような状況にないようだ

が，腎臓専門医は本来，腎炎，慢性腎臓病，血液浄化療法だけでなく，水電解質代謝

異常，移植，腎臓に問題を生じうる全身疾患など広範な仕事をしていることを知って

ほしい．

二つ目の目的は，コンサルトの仕方，され方を，より良くしたいということである．

コンサルトする側は，患者の背景を簡潔かつ的確に伝え，何を知りたいのかをはっき

りさせる必要がある．また，その際に最低限必要な情報（病歴，検査）も用意しなく

てはならない．これには適切なトレーニングが必要である．一方，コンサルトされる

側の腎臓専門医も，仕事の半分近くが他科のコンサルテーションであるにもかかわら

ず，その技法を系統的にトレーニングされているとは言いがたい．その問題の重要性，

緊急性とコンサルトする側のレベルを見極め，患者さんにとって一番良い結果が得ら

れるようにうまく進めなければならない．もちろん，コンサルトは人と人との関係の

中で行われるので，患者さんも含めて人間関係を良好に保つにはどうしたらよいかも，

常に考えていなくてはならないだろう．

われわれは，専門家の価値は，敷居を高くして守られるものではなく，むしろ裾野

が広がってこそ上がるものだと考えている．したがって，腎臓が関係する病態につい

て興味のある医師が増えることは，お互いのためになり，ひいては患者さんのために

なるはずで，この本がそのきっかけとなれば幸いである．

2009年 5月

著者を代表して 深川雅史

小松康宏
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序論 1　　1

1　プロブレムを的確に認識し，論理的に臨床推論するには？

　臨床の診療プロセスとその記録を Problem Oriented System で進めることは，筆者
が医師になったころには，医療現場ですでに広く行われていたので，ここで改めて
解説する必要もないであろう 1）．もちろんこのやり方にもいろいろな工夫が加えら
れてきており，その抽出の仕方やプロブレムの解決法は着実に進歩している 2，3）．
　しかしながら，自分で解決するにせよ，コンサルトするにせよ，この方式が有効
に機能するには，「プロブレム」をまず認識することが前提である．最近では，メ
インプロブレムを解決するだけで満足している臨床医を良く見かけるが，高齢化が
進むなか，すべての患者は，必ず複数のプロブレムを抱えていると考えてよい．
　ここではまず，腎臓に関係するプロブレムに限らず，それぞれの患者のプロブレ
ムをもれなく，的確に認識し，病態とエビデンスに基づいて論理的に臨床推論を進
めるために必要な姿勢について述べようと思う．
　それをどのようにコンサルトするか，コンサルトにどのように対応していくか
は，この本全体の課題である．

1．�目の前の患者の情報が最も重要：�
診察，検査は，必ず結果を予想してから行うこと．

　一般に患者を診るにあたっては，いきなりガイドラインや既知のエビデンスに当
てはめるのではなく，目の前の患者の情報を的確に把握することが最優先される．
そのために，患者背景と病歴をもとに，主要な鑑別診断の事前確率を上げてから，
診察，一般検査を行うことになる．
　一般検査とは，疾患に関わらず内科の患者に一度は行われる検査であり，数時間
以内に結果を知ることが出来る．これに対して，しばしば誤解されているようだ
が，特殊検査は，鑑別診断などの明確な目的を持って，特定の患者に対してのみ行
うべきものであり，すぐには結果が得られないことが多い．プレゼンに際して，最
初から特殊検査の結果をすべて並べるよりは，その選択，解釈について，むしろア
セスメント，プランの中で考察する方が望ましいと考えられる．
　さて，身体所見，一般検査の情報を解釈するにあたっては，まずその結果が，予
想通りなのか，予想とは違うのかを，きちんと判断しなくてはならない．予想とは
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異なる結果が出れば，予想していた病態ではなかったか，別の病態が併存すると考
えるわけである．
　もちろん，主訴や病歴からは全く予想もしなかった身体所見や検査の異常値は，
この時点でプロブレムとして取り上げないといけない．さもなければ，退院まで見
逃されることになる．軽度の蛋白尿や腎障害などを見逃したままにすることは，そ
の悪い例である．これらのプロブレムは，主治医ではなく，専門家の積極的スク
リーニングで引っかかることもあるだろうが，主治医にその重要性がわかってもら
えないと，患者の診療の役には立たない．その点でも，専門家のコンサルタントの
任務は重大である．
　また，温度板（電子カルテになっても同様のものがある）の情報や看護記録に
も，体重の変化，摂食飲水量など，重大な情報が隠れていることはいうまでもない
ので，これらの異常が容易に発見されるように，普段から医師以外の職種とのコ
ミュニケーションを円滑にしておくことも有用である．
　次に大切なことは，検査の正常範囲にあることが，必ずしも正常を意味しないと
いうことである．たとえば， eGFRがクレアチニン値と同時に示されるようになっ
た施設では，血清クレアチニン値が正常範囲にあることが，かならずしも腎機能が
正常であるということではないということを実感できるはずである．また，大量の
蛋白尿を呈する患者では，肝臓での合成の促進を反映して，通常血清コレステロー
ル値は高値を示す．したがって，このような患者で血清コレステロール値が正常範
囲ということは，肝合成能障害，栄養不良，高脂血症治療薬の投与などの病態の併
存を示唆する．このような事例は沢山あるので，それを見抜いてプロブレムとして
取り上げる目を身につけていかなくてはならない．

2．�ひとつの病態で説明できるか？��
最初から病名で決め打ちしない．

　内科の診断プロセスは，複数の異なる異常が一つの病態で説明できるかを，一つ
一つ検証していくものである．もちろん一つの病態で説明できそうなものは仮にグ
ループ化することも可能ではあるが，推論の結果それで説明できなければ，別のプ
ロブレムとして認識される．
　また，最初から病名や，狭い範囲のプロブレム名にすると，見逃しのリスクが生
ずると考えた方がよい．たとえば，アルカリホスファターゼの上昇をすぐに「胆道
系酵素上昇」というプロブレム名にするだけで，骨ミネラル疾患を簡単に見逃して
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しまうことになる．
　さらに，一つのプロブレムの中に複数の異常が同時に存在していることもよくあ
るので，これも最初から狭い範囲の病名で決め打ちしないことが重要である．腎臓
関係でいえば，蛋白尿，血尿での入院で，いきなり「慢性腎炎の疑い」とプロブレ
ム名をつける人がいる．しかし，血尿が他の原因でないとわかるまでは，あえて別
のプロブレムにしておいた方が無難である．病歴で，軽度の蛋白尿は若い頃からあ
るが，血尿は今年初めて指摘されたのなら，まず悪性腫瘍を除外しなくてはならな
い．また，進行した腎不全で貧血を見つけると，いきなり「腎性貧血」としてしま
う人がいるが，鉄代謝の異常をともなう症例も多く，腎機能正常の人の貧血の原因
は，すべて可能性がある．したがって，この場合はとりあえず「正球性貧血」とでも
したおいた方がよい．

3．経過中に生じてきたプロブレムをきちんと取り上げる．

　通常のプレゼンテーションでは，新患でなければ充分な時間の取れることは少な
いため，メインのプロブレム以外は，どうしても議論が不十分になりがちである
し，はっきり言って，経過中に生じて来たプロブレムは気づかれもしないことが多
い．このようなプロブレムをきちんととらえて週間サマリーでまとめ，フォローす
べきものは退院サマリーにも含めることが大切である．
　それでは，入院前も含めて，経過中に生じて来たプロブレムをきちんとアセスメ
ントするには，どうしたらよいだろうか？ それは，電子カルテになってからはあ
まり行われなくなってきたが，簡単な経過表を書いてみることである．よく知られ
ていることだが，血清クレアチニン値が急に上昇したときに，その逆数の経過表を
書くだけで，それが自然経過なのか急性増悪なのかは推定できるし，急性増悪なら
ば何が原因であったのかを見極めることもできる．肝機能の異常も，経過表を書く
ことで特定の薬剤が原因として疑わしいことがわかることも多い．

4．臨床推論：流すのではなく，常に考えて診て行こう．

　以上述べてきたように，常に考えて診る，結果の予想を立てて検査をするという
姿勢でいれば，何も考えていない人には見えないものが，必ず見えてくるはずであ
る．考えていないと，いくら検査を追加してもますますわけがわからなくなるし，
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マニュアルにしたがっているだけの診療は，早晩 AIに取って代わられるであろ
う 4，5，6）．
　現在は，EBM 花盛りの時代である．ポジティブにせよネガティブにせよ，きち
んとしたエビデンスがあればそれを参考にするのがよいが，実際に受け持ちの患者
に適応するか否かは，主治医が慎重に判断すべきものである．もちろん，腎臓の分
野では，エビデンスがないことの方がまだ多いのが現状だが，そうだから何も出来
ないと言う医師がいるのは情けないことである．そういう医師も，早晩 AIに取っ
て代わられる．エビデンスがない場合にこそ，医師の力が試されるのである
　常に考えるべし．そうすれば，すぐには見えないものが必ず見えてくる．それこ
そが，真の臨床推論である 7）．
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2　コンサルテーションの概要と心得
1．�はじめに

　医療が高度・専門化している今日，適切な医療を提供するには複数の専門家の協
働が欠かせない．米国の調査では 1 / 3以上の患者が専門家にコンサルトされ，外
来患者の過半数は専門外来を受診している1）．効果的なコンサルテーションは最善
の医療を適時に提供することを可能にするとともに，医師間の連携や信頼関係を深
める効果もある．一方，コンサルテーションの目的や方法を十分に理解していない
と，コンサルテーションが問題の丸投げ，責任転嫁になったり，コンサルテーショ
ンの返信が自己満足に終わり依頼医を混乱させてしまう．不適切なコンサルテー
ションは，診療の質・安全に影響し，医療者の業務負担につながり，医師間の不信
感や不満の原因にもなりかねない．コンサルテーションは，臨床医にとっての必須
技能であると同時に，コンサルテーションに関する方針・手順を定め，運用するこ
とは病院組織が取り組む課題でもある2）．
　入院患者に占める慢性腎臓病の比率は高く，腎臓専門医は薬用量調節や急性腎障
害，電解質異常の対応に関して相談を受ける機会は多い3）．透析部門は専門診療科
であると同時に麻酔科・放射線科・病理診断科などと同様に中央診療部門としての
役割も果たしている．本稿では，水・電解質コンサルテーションを中心に，医学コ
ンサルテーションの意義と課題をまとめたい．

２．コンサルテーションの定義

　医療現場でのコンサルテーションは，特定の分野の知識，技術，経験を有する専
門家が，依頼に応じて問題解決にあたって援助をする過程である．コンサルテー
ションに関する古典的名著 “The Consulting Process in Action” の中で，Lippittらは，
コンサルテーションとは単にアドバイスをすることだけでなく，「内外の資源を用
いて，問題を解決したり変化を起こすことができるように，その当事者やグループ
を手助けしていくプロセス」と定義している．すなわちコンサルテーションは単に
一方向に知識を伝授，助言することではなく，依頼者とコンサルタントが協働して
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問題解決にあたるプロセスである4，5，6）．
　従来のコンサルテーションでは，患者の診療の最終責任はコンサルトを依頼した
主治医にあった．Grossらは「コンサルテーションとは他の医師に診断，治療に関
する意見を求めること」と定義し，患者管理を部分的，全面的に委ねる「リファー
ラル（referral）」とは区別すべきであると述べていた7）．しかし複数の医学的問題を
有する入院患者が増加し，医療が高度化するなかで，特に米国では総合内科医であ
るホスピタリストの台頭とともにコンサルテーションの内容やコンサルタントの役
割も拡大してきている8）．主治医の診療科，コンサルト理由によってはコンサルタ
ントが部分的，あるいは内科全般の診療を担当することもある．古典的コンサルタ
ントの役割を超え，一緒に直接の診療・ケアを担当する（コマネジメン
ト :comanagement）ことも増えているようだ 8）．整形外科入院中の維持透析患者の
透析療法の指示・実施は腎臓内科医が担当することが多い．こうした中で，薬剤処
方（抗菌薬，降圧薬，インスリンなど）や全身管理を担当するのは整形外科医なの
か内科医なのか，役割と責任範囲を明確にしないと思わぬ医療事故が生じたり，医
師間の信頼関係を損ねることがあるので注意が必要である．

３．コンサルテーションの分類

　コンサルテーションは相談内容によって，次の 3つに大別することができる6）．
（1）�確認のためのコンサルテーション（Confirmatory consultation）:担当医がすで

に一定の診断・治療方針を有するが専門家の確認を得るためにコンサルトす
るもので，プライマリケア医が慢性腎臓病診療の助言を求めることが該当す
る

（2）�包括的コンサルテーション（Comprehensive consultation）:専門家に全面的な
診断・治療方針作成を依頼するもの．腎不全の診断，治療方針作成などが該
当する．

（3）�緊急コンサルテーション（Emergent consultation）:一刻の猶予もない緊急コン
サルテーションであり，緊急透析を必要とする多臓器不全を伴った急性腎障
害などに対するものである．
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4．有効なコンサルテーションをすすめるために

　コンサルテーションの目的は診療の質を向上させ，依頼医（requesting physician）
の診療に貢献することである．依頼医はコンサルタントに何を求めているかを明確
にし，コンサルタントは依頼医の意図をくみ，依頼内容と緊急性を把握し，できる
だけ早く，具体的な方針を簡潔に提示すること，そして直接担当医と話し合うこと
が鍵となる．
　1983年に Goldmanらが提言した「有効なコンサルテーションの十戒」を 2006年
に Salernoらが修正版を提言しているので参考にしたい9，10）（表1，2）．患者診療
の最終責任は主治医にあるが，特定の問題（電解質や腎機能の検査の指示・解釈，
降圧薬・利尿薬処方など）を誰が担当するかなど具体的役割分担は，依頼医・コン
サルタント間で誤解のないようにしておく．

表1　コンサルテーションの十戒（Goldman�L,�et�al）

1．コンサルテーションの目的を明確にする．
2．緊急性を判断する．
3．自ら情報を収集する．
4．的確かつ簡略に返答する ; 具体的な方針を5個以内に．
5．具体的かつ簡略に鑑別診断は可能性の高いものから順に，治療方針は具体的に．
6．予想外の経過に対する配慮．予想される問題点と具体的な対処法．
7．コンサルタントの役割をわきまえ，担当医・主治医を尊重．
8．教育的配慮をする．
9．担当医と直接話し合うことが最も効果的．
10．適切な経過観察を行うこと．

表2　新コンサルテーションの十戒（Salerno�SM,�et�al）

1．依頼医が何を求めているか，困っているかを理解する．
2．緊急性を把握する．
3．コンサルタントは他者からの伝聞ではなく，自らが情報を収集する．
4．ただし既知のデータを新たに収集する必要はない．
5．具体的な提案を示すこと，必要に応じ自らが指示を出したほうがよいかを申し出る．
6．不測事態への対応を示す．
7．依頼医の求めに応じ併診する．
8．依頼医の専門性，経験，緊急性に応じた対応，教授をする．
9．カルテ上のやり取りではなく直接話し合う．
10．毎日フォローアップする（問題が解決したらサインオフする）．
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　廊下での立ち話，非公式な相談（curbside consultation）は医師間の信頼や友好関
係を高め，問題を整理し，正式なコンサルテーションの必要性を判断するうえで重
要な役割を果たしている．一方，正確性にかけ，不適切な患者管理をまねくことが
あるので11），特定の患者に関する問題を相談されたときは正規のコンサルテーショ
ン依頼を出してもらい，カルテに記載する．コンサルテーションを依頼する基準，
コンサルタントの対応項目などを標準化することは医療の質・安全の見地からも，
研修医教育の見地からも有用である．腎障害患者に対する造影剤使用など頻度の多
いコンサルテーションに対しては，診療科全体で標準的な対応を定めておくとよ
い．

5．コンサルテーションの答え方

　診療に関するコンサルテーションは，コミュニケーションエラーによって誤解が
生じないよう以下の点に注意する．

（1）口頭で伝達するだけではなく，カルテ（診療録）に記載する．
（2）緊急・重要事項に関しては，カルテ記載だけでなく可能な限り直接伝える．
（3）依頼医に対する返信（コンサルテーション・ノート」は必要事項を簡潔・明瞭にまと

める．
（4）依頼医の不満や医療事故を防ぐため責任の所在を常に明確にする．

　返信を簡潔明瞭にまとめることは特に重要である．電子カルテ時代の「コンサル
テーション・ノート」のありかたとして，（1）病歴，身体診察所見などに関しては
電子カルテ記載の重複を避け，（2）アセスメント，リコメンデーションでは診断や
治療法選択の根拠を示し教育的な配慮を含めることが提唱されている12）．
　検査・処置の担当者と責任の所在を常に明確にすることは，依頼医・コンサルタ
ント間の軋轢や医療事故を防ぐためにも重要である．コンサルタントからの「助
言・提案」なのか，コンサルタント自身が責任をもって「指示・処置を実施する」
のかを依頼医・コンサルタント間で誤解がないようにする．
　電子カルテ時代には依頼医もコンサルタントも直接の連絡をせず電子カルテ上の
やり取りになってしまうことがある．偶然に発見した悪性疾患や手術前の追加検査
などを電子カルテ上に記載し，相手が当然読んで迅速に対処するだろうと期待し，
結果的に見落とされた場合，患者，依頼医，コンサルタントともに不幸な結末とな
る．重要な事項に関しては直接話し合い，責任・役割分担を明確にすることがいっ
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そう重要となっている．
　コンサルテーションへの対応と返信・記載法は臨床医としての重要な技能であ
る．Keelyらはコンサルテーション・レターの記載に関する注意点をまとめている
ので，卒後教育を担当する指導医はぜひ参照してほしい13）．

6．�Reactive（受け身）からProactive（攻め）のコンサ
ルトへ

　従来のコンサルテーションは他科医師からの依頼に応じて対応するものであっ
た．問題が発生してからの活動なので， Reactive，受け身である．これに対して，
Proactive，攻めのコンサルテーションが今後の課題である．火事が起きてから消火
するのではなく，火事が起きないような環境，対策を事前に講じるのである．頻回
に遭遇する問題，コンサルテーション事項に対し，施設内でのパスやプロトコール
を作成しておくことでコンサルテーションが必要になる事例を減らし，医師や他の
医療者の業務負担を軽減し，患者のアウトカムを改善することができる．腎臓内科
領域では造影剤腎症や血清 K濃度異常などが対象となる．
　筆者の属する聖路加国際病院では造影剤腎症の発症予防プロトコールを作成し，
院内で共有している．医師が電子カルテから造影 CTの予約を入力する際，患者の
eGFRが 45mL/分 / 1.73m2未満であれば電子カルテが「造影剤腎症発症リスクがあ
るので，腎臓内科当番医（PHS番号＊＊）に連絡してください」とのアラートを
自動的に示すようになっている．連絡を受けた腎臓内科当番医は，患者に造影剤腎
症発症リスクを説明するとともに，造影 CT撮影前後の補液の指示と，撮影 2日後
の血清 Cr値測定の指示と再診予約を入力する．この体制をとるようにしてから
は，他科の医師が腎機能障害のある患者に造影 CTを予約するたびにガイドライン
を調べたり，個別に対応を腎臓内科医に相談したりするなどの労力を減らすことが
できるようになった14）．
　医学コンサルテーション，診療科の垣根を超えた連携は，病院全体の総合力を高
め，医療の質・安全・教育・経営の改善に貢献する．個々の医師がコンサルテー
ションの技能を高めるとともに，病院内のコンサルテーションに関する方針を定
め，体制を構築することは組織としての重要な責務であることも強調しておきた
い．
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1 CKD患者の診療にあたって

　慢性腎臓病（chronic kidney disease：CKD）の定義は以下の通りである．
①尿異常，画像診断，血液，病理で腎障害の存在が明らか．特に蛋白尿の存在が重
要．
②糸球体濾過量（glomerular filtration rate：GFR）＜60 mL/分/1.73 m2

　①②のいずれか，または両方が 3ヵ月以上持続する．
　このように原疾患にかかわらず「腎臓病」として定義することにより，専門外の
医師や医療関係者，ひいては一般の人々に受け入れやすくなるよう配慮された．こ
の定義によると，わが国では成人人口の 12.9％，約 1330万人が CKDを有してい
ると推定される．したがって，他の疾患で受診した患者が CKDを合併しているこ
とはかなり多いと思われる．病歴聴取や身体診察は，基本的な部分を押さえた上で，
CKDに関連の強い事項も念頭におきながら進める必要がある．特に CKDの原因疾
患が何であるか想定しながら診療を進めていくとよい．

2 CKD患者の病歴で確認すべきこと

　CKDには，末期へ進行するまで自覚症状があらわれにくく，進行するまで医療
機関を受診していない患者が多いという特徴がある．診察・検査により初めて尿所
見異常や腎機能障害が判明したということもあるだろう．
　このような患者では特に最初の問診が重要である．現病歴・既往歴のほか，家族
歴や生活歴，薬剤使用歴について明らかにしておく必要がある．CKDのリスクと
なる疾患・状態（表1）1）を念頭に進めるとよい．

2―1　現病歴��

　一般的な現病歴聴取を確実に遺漏なく行うことが基本かつ重要であるが，特に
CKDの症例で重要なポイントを以下に挙げる．

総論A 病歴聴取・身体診察のポイント
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①症状のある場合
　CKD全般における代表的な症状としては浮腫（および，浮腫に伴う体重増加）
が挙げられる．発症時期（いつ頃むくみに気がついたか？）・経過（むくみはだん
だん強くなっているか？一定期間に体重はどれくらい増えたか？）を詳細に聴取す
ると良い．浮腫の部位も参考になることがある．例えば，眼瞼周囲の浮腫で開眼が
困難になるような浮腫では腎不全・心不全よりもネフローゼ症候群によるものであ
る可能性がより高い．
　尿の性状や排尿状況も重要な情報となり得る．尿の色（肉眼的血尿は褐色尿ある
いは「コーラ色の尿」として認識されることが多い）や排尿回数も尋ねる．蛋白
尿，特にネフローゼ域の大量蛋白尿発症の際は，尿の泡立ちとして気づかれること
もある．
　進行した腎不全では，倦怠感・食欲低下・悪心嘔吐・掻痒感のような尿毒症症状
が自覚されていて，これらを主訴として受診することがあるので，これらの症状の
経過と随伴症状の有無・経過について確認する．
　症状の経過だけでなく，過去の健診受診歴や医療機関受診歴，そこでの異常所見
の有無に関する情報は診断の過程で重要な情報となる．CKDの診療において非常
に重要な血圧の推移についても聴取しておきたい．
②症状のない場合
　安定した CKD患者の場合，全く無症状であることも珍しくない．また，未診断
の CKD患者の場合，健診や他の症状・疾患で他の医療機関や他科を受診した際に
偶然発見された血液・尿の検査異常が多くを占めると思われる．CKDに関しては
発症時期や経過を特定するためにも，以前の受診・検査歴に関する情報を可能な限

表1　CKD発症のリスク因子

自己免疫性疾患
糖尿病
化学物質・環境への曝露（例：鉛・カドミウム
・ヒ素・水銀・ウラン）
特定の薬物への曝露
CKDの家族歴
高血圧
低出生体重
低収入・低教育レベル
下部尿路閉塞

人種的マイノリティー（例：黒色人種・アメリ
カ先住民・アジア人・太平洋諸島の住民）
悪性腫瘍
尿路結石
高齢
AKI からの回復後
腎容積の減少（部分切除等による）
全身性感染症
尿路感染症

（文献 1）
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り収集するとよい．また，この場合においても血圧の経過に関する情報があると有
用である．

2―2　既往歴��

　一般的な既往症の他，CKDの患者で聴取しておきたいものとしては，以下のも
のがある．
① CKDリスクとなる諸疾患の既往・経過：二次性に CKDをきたすリスクのある
疾患・状態（表1）1）は確実に把握するようにする．
② CKDが発症リスクとなるような，心血管疾患（冠動脈疾患・脳血管障害・末梢
動脈疾患等）の既往についても確実に把握しておくべきである．
③過去の腎疾患罹患歴：小児期の腎疾患既往歴（溶連菌感染後急性糸球体腎炎やネ
フローゼ症候群など）は既往症として認識されていない可能性もあるので，医療
者側から尋ねる必要がある．

2―3　薬剤使用歴��

　解熱鎮痛薬・抗菌薬・抗悪性腫瘍薬・免疫抑制薬他，腎毒性のある種々の薬剤（他
項参照）の投与を受けたことがあれば，その種類や時期を把握する．また，最近画
像検査を受けたことのある患者には造影剤使用についても尋ねることは重要であ
る．

2―4　生活歴��

　一般診療の基本ではあるが，喫煙・アルコール摂取・食生活・運動習慣などにつ
いて尋ねる．特に喫煙や糖尿病に関連する事項については，動脈硬化性病変の合併
に関する評価の上で重要となるため，しっかり把握しておきたい．

2―5　家族歴��

　原疾患が未診断の CKD患者においては，家族歴が診断に有用な情報となること
がある．透析患者を含む腎疾患患者の存在のみならず，家族内に発症した CKD原
疾患に関連する全身性疾患についても把握しておく．
・遺伝性腎疾患の中で最も頻度が高いのは常染色体優性多発性囊胞腎である．わが
国において約 4000人に 1人の頻度で存在すると推定されており2），また慢性維持
透析導入患者の原疾患の 2.7％を占める比較的頻度の多い疾患である．脳動脈瘤
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や弁膜症など，他臓器の合併症も重要であり，家族歴・遺伝形式を確認しておく
べきである．多発性囊胞腎や CKDと認識されていなくても脳動脈瘤破裂による
くも膜下出血などで突然死しているケースもあり，このような場合も念頭に置き
ながら尋ねるようにする．
・Alport症候群はⅣ型コラーゲン α 3～5鎖の変異で生じる遺伝性腎疾患であり，
感音性難聴や眼合併症（円錐水晶体・黄斑症・白内障）を種々の程度で併発する
特徴がある．X染色体連鎖型が 80％を占め，表現型は男性の方が重篤となるが，
女性でも発症し得る．その他，常染色体劣性型（約 15％，最重症型・10～20歳
台で末期腎不全に至る）・常染色体優性型（約 5％，感音性難聴・眼合併症は稀）
があり，これらの分類において家族歴の情報は非常に大事である．
・Fabry病は αガラクトシダーゼ活性の欠損または低下により生じる糖脂質代謝異
常症である．古典的 Fabry病は幼児期以降に四肢末端痛・発汗障害や被角血管腫
などで発症し，成人期から腎障害・心肥大・脳血管障害など種々の臓器障害をき
たすものである．疼痛や発汗障害，被角血管腫を伴わず成人期に腎障害・心障害
を発症する遅発型 Fabry病や，女性に発症する Fabry病もあることに注意が必要
である．
・糖尿病性腎症や IgA腎症の一部にも家族集積性が指摘されており，頻度の高い
腎疾患においても詳細な家族歴が有用である．

3 CKD患者の身体所見

　まずは基本通り，意識レベル・バイタルサインを把握した上で，全身を頭から足
の先まで身体診察を行い，神経学的所見もとること．腎機能障害で紹介されてきた
患者に全身性疾患がみつかる可能性もある．一方で，CKD患者で特に注意すべき
点について下に記す．

3―1　CKDの状態の把握：細胞外液量の推定��

　CKD患者では細胞外液量の評価が非常に重要である．表2に示すような身体所
見から患者の細胞外液量を評価する．単一の項目だけで判断することなく，複数の
項目を組み合わせて評価を行うことが重要である．また実臨床においては，身体所
見だけではなく，胸部 X線所見（心胸郭比・肺うっ血や胸水貯留所見の有無等）・
エコー所見（下大静脈径・呼吸性変動の有無等）・血液検査所見・尿所見もあわせ
て判断することになる．
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