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生活習慣病が引き起こす慢性腎臓病
（CKD）

u講演
生成し、体外に排出していま
す。糸球体および尿細管は１
つの腎臓に約１００万個あ
り、一度機能が損なわれると
二度と修復できません。腎臓
は静かな臓器ともいわれ、何
も自覚症状を感じないまま悪
化していくのが特徴です。
ＣＫＤの早期発見には、高

血圧や頻尿、
尿たんぱくなど、
腎臓が出すシグナルを逃さず
キャッチすることが大切で
す。血圧が高く、尿たんぱく
が出ている状態は、息絶え絶
えで今にも倒れ込みそうなマ
ラソン選手と同じです。ある
データでは、
尿たんぱくが
「３

＋」
の数値だった人の約２割、
「２＋」の人の約１割が 年
後に透析療法に移行している
といいます。
最近では血液のクレアチニ
ンの値から算出される推算糸
球体ろ過量 ｅ
( ＧＦＲ に
)よ
って、腎機能をチェックでき
ます。数値が低ければ低いほ
ど事態は深刻で
す。 未満では
腎臓の働きが６
割以下に落ちて
いると考えら
れ、日本全国で
は約１０００万
人以上いるといわれていま
す。医師に確認して、ご自分
のｅＧＦＲの値を把握してお
きたいものです。
弱った腎臓を鍛える方法は
ないため、できるだけ休ませ
るしかありません。有効な手
段は減塩など日々の食事に気
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そ
y ら豆とおしっこの話 ―ＣＫＤは国民病
やすく、日本人男性の塩分の
標準摂取量は推奨量の２倍近
くに上ります。
また、２０１０年の国民健
康栄養調査によると、高血圧
や糖尿病と診断された人のう
ち治療を継続しているのは６
割前後、高コレステロールの
人は約４割に過ぎないという

―

v
ると甘い、または甘酸っぱい
匂いがします。細菌感染の場
合は尿が濁り、腎臓が炎症を
受けて出血している場合はコ
ーラ色の黒っぽい尿が出ま
す。最近は洋式便器が一般的
になり、洗浄剤の普及もあっ
て尿の色や量を観察する機会
が減っています。できれば尿
を採取するコッ
プなどを用意し
て、時々じっく
り観察してほし
いですね。１日
の排尿の平均回
数 は ５ ～ ７ 回、
量は約１～２㍑ほどです。い
つもと違うと感じた場合に
は、腎臓病専門の医療機関を
受診することが大切です。
腎臓病の専門医は全国に３
３００人ほどです。専門医が
多い地域ではＣＫＤの早期発
見により、進行を遅らせるこ
とができるというデータがあ
ります。しかし医師の数が限
られること、またＣＫＤは初
期の自覚症状がないことか

？!

障害受けても自覚症状出にくい
尿を良く観察し早期発見・治療
と、②週２、３回の定期的な データもあります。しかし悪
運 動 を 心 掛 け て 肥 満 を 改 善 （あ）しき習慣も良き習慣も、
し、ＢＭＩ値を 未満にする 同じくらい簡単に作れるとい
こと、③１日６㌘未満の塩分 われます。腎臓と末永く付き
摂取量を心がけること、④糖 合うためにも、まずは最も大
分や動物性脂肪の摂取はでき 事な食習慣から改善してほし
るだけ控えること、⑤服薬が いと思います。
必要な場合はきちんと飲み続
腎臓といえば「おしっこ」
。
けることも大切です。これら 尿をよく観察することが腎臓
は簡単なようで、習慣化させ の異常の早期発見・治療につ
ることが非常に難しいもので ながります。尿にたんぱくが
す。特に食事は濃い味に慣れ 出ると尿が泡立ち、尿糖が出
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加齢とともに機能も低下
生活習慣改善の努力大切
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定期的に尿や血液を検査
受け身でなく前向きに予防

石倉氏

v

を付けること、そして薬の服
用などによる血圧コントロー
ルです。また、なるべく風邪
やインフルエンザなどにかか
らないように注意して、悪化
の原因を少しでも減らすこと
も大切です。質のいい生活を
送り、腎臓を守ってほしいと
思います。
それでも腎臓が衰えていく
と、いずれは透析療法、また
は腎移植という治療を受ける
ことになりますが、日本の透
析医療は極めて高い水準を誇
っています。また、腎臓が２
つある理由は、そのほうが血
圧の上昇を抑えつつ効率的に
血液をろ過できるためです
が、親族や腎臓提供者から提
供を受けて腎移植を選ぶこと
も可能です。ご自身の望む医
療を選び、前向きに治療に臨
んでほしいと願っています。

ら、やはり皆さん一人ひとり
の注意が大切です。皆さんも
ぜひ身近な人にＣＫＤの重要
性を伝えて、一人でも多くの
人の予防と早期発見、治療に
つなげていただきたいと願っ
ています。

せん。腎臓は様々な生活習慣
病のしわ寄せがくる臓器で
す。ただでさえ、腎臓の糸球
体は 歳前後から加齢と共に
減少していくので、意識して
かなか実行でき 腎臓を守らなくてはなりませ
ない患者さんは ん。
多くいらっしゃ
石倉 私は塩辛いものが大
います。私たち 好きなんですが、腎臓には塩
もサポートの難 分はよくないんですよね。
しさを感じてい
𡌛村 腎臓は、人間が生き
ます。
るために必要な塩分を一定量
西沢 腎機能 に保つダムのようなもの。過
西沢 先ほどの先生方の講 は一度低下すると回復困難な 剰に摂取すれば、たくさん働
演を聞き、石倉さんはどんな のですか。
いて尿中に塩分を排出しなく
感想を持たれましたか。
𡌛村 一般的に生活習慣病 てはいけません。適量ならい
石倉 小学校時代に友達が が原因で腎臓の働きが落ちて いのですが、塩辛いものを食
腎臓病で食事制限をしていた くると残念ながら元に戻すこ べるほど腎臓に負担がかかり
り、親族が透析を長年受けて とはできず、特効薬もありま ます。
いたりと、大変さを身近に感
じてきただけに勉強になりま
した。
実は私も６年前にテレビ番
組の企画で健康診断を受けた
ときに糖尿病が見つかり、血
この４つがポイントです。や
糖値が入院レベルだと言われ
みくもに腎臓病は怖いと恐れ
たんです。以前から痛風も患
るのではなく、ご自身の体を
っており、合併症を起こして
よく見ることから始めてくだ
腎臓が弱れば透析療法が必要
さい。
になることもあると警告され
𡌛村 糖尿病の合併症であ
ました。とりあえず生活習慣
る腎臓病の発症は、尿のアル
を変えようと、毎日１時間半
西沢 腎臓が弱っているこ ブミンという数値で分かりま
ひたすら歩き、汗をかいて水
を飲む生活を２カ月間続けま とはどんな点でチェックする す。初期の段階で気づいて食
い止めることができれば回復
した。すると体重が６㌔減っ と分かりますか。
水内 尿が泡立つなど異常 が期待できます。糖尿病の方
て血糖値が下がり、痛風も良
くなりました。今も頑張って がないか確認したり、体にむ は「いま、私の腎臓はどの段
数値を抑えていますが、油断 くみが出ていないかを見てく 階でしょうか」と医師に聞い
大敵だなと思いながら過ごし ださい。初期は自覚症状がほ てアルブミン値を測ってもら
とんどないので、定期的に尿 うといいでしょう。
ています。
石倉 私は我慢が苦手な性
𡌛村 改善できてよかった や血液の検査をすることも大
ですね。痛風は糖尿病や高血 切です。𡌛村先生も先ほどお 分。お酒ダメ、好物ダメと全
圧、高脂血症などを合併して 話しされていましたが、ご自 て禁じられてしまうと生きが
発 症 す る こ と が 多 い の で す 身のｅＧＦＲの数値を医師に いが感じられません。たまに
が、体重を１割程度減らせば 確認することは、腎臓の状態 はラーメンを食べ、お酒も飲
血糖値が元に戻り、薬が必要 を知る上でとても参考になり んで、その分ひたすら歩き、
水を飲んでいます。自分が今
ない程度まで改善できても全 ます。
𡌛村 ｅＧＦＲは腎臓が１ 置 か れ て い る 状 況 を よ く 考
く不思議ではありません。生
活習慣病は腎臓に大きな負担 分間に作る尿の量を表し、正 え、ストレスをためず上手に
をかけて消耗させ、いずれＣ 常値が約１００㏄。 ㏄以下 付き合っていこうと思ってい
ＫＤや腎不全になる可能性が だと注意が必要で、それに加 ます。
水内 ＣＫＤも糖尿病も、
高いのですが、石倉さんのよ えてたんぱく尿が出ていると
うに 代、 代のうちに軌道 かなり深刻です。過去の血液 「これは絶対にダメ」という
修正を図ることはとても大事 検査でクレアチニン値を測っ 食べ物はありません。ご自身
ていれば簡単に早見表で数値 の症状に応じて塩分や糖質、
です。
水内 食生活や運動など、 が出せるので、数値の変化を 脂肪の量などに気を付けて、
それを継続できるように習慣
生活習慣の改善が最も大切な チェックしましょう。
西沢 ＣＫＤを予防するた づけていただきたいですね。
ことだと分かっていても、な
めのポイントは。
𡌛村 ＣＫＤは一生付き合
〈パネリスト〉 ※写真右から
水内 まず①糖尿病を避け う病気。心の持ちようでずい
るため肥満に注意してくださ ぶん変わります。石倉さんの
俳優
氏
い。歩行やラジオ体操などの 「歩いて水を飲む」のように
氏 全身運動が効果的です。②減 自分のキャッチフレーズを何
塩 は な か な か 難 し い の で す か１つ作り、ぜひ受け身では
氏
が、徐々に舌を慣らせばそう なく前向きに予防や治療に取
〈コーディネーター〉
苦労はしません。そして③定 り組んでください。
期的な受診と、④尿の観察。
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な
y ぜ腎臓は２つあるのでしょう？ ―腎臓を守るための約束事―

す。また、毎年３万人超が新
たに透析を開始しており、
歳以上の高齢者を中心にその
数は年々増加しています。
腎臓は、主に「糸球体」と
呼ばれる部分で老廃物のろ過
を担っています。そして糸球
体に連なる「尿細管」で尿を

放置すれば透析療法や腎移植
ｅＧＦＲで腎機能のチェックを

腎臓は加齢に
より衰える臓器
です。長寿社会
が進むほど、腎
障害や腎機能の
低下により慢性
腎臓病（ＣＫＤ）
の患者が増える傾向にありま
す。そのまま放置すると腎不
全になり、透析療法や腎移植
が必要になる場合がありま
す。現在、日本で透析療法を
受けている患者さんは約 万
人で日本人の４００人に１人
の計算となり、世界第１位で
30

腎臓は腰骨を
挟んで左右に１
つずつあり、そ
ら豆のような形
を し て い ま す。
「 サ イ レ ン ト・
キラー（静かな
殺し屋）
」ともいわれ、障害
を受けてもなかなか自覚症状
が出にくい臓器です。年々増
加しているＣＫＤは発見や治
療が遅れやすく、そのままに
しておくと腎臓の機能が悪化
するだけでなく、心臓病や脳
卒中を引き起こす可能性も非
常に高くなります。
ＣＫＤの予防と治療には、
生活習慣の改善と継続が必要
です。①禁煙はもちろんのこ
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肥満や塩分のとり過ぎは要注意
失われた腎機能は元に戻らない

〜腎臓を護ることは命を守ることです〜

三重大学医学部附属
病院腎臓内科・血液
浄化療法部准教授
福山平成大学
看護学部准教授
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生活習慣病などから慢性腎臓病 ( ＣＫＤ ) となる人が増えている。
一度失われた腎機能は元に戻らないため、ＣＫＤにならないよう食
事などの生活習慣を見直すことは非常に重要だ。先月浅草公会堂
で開催された第 78 回日経健康セミナー 21「気をつけよう！生活習
慣病が引き起こす慢性腎臓病 ( ＣＫＤ )2012 ～腎臓を護ることは
命を守ることです〜」( 主催：日本経済新聞社、協賛：日本腎臓
財団、協力：中外製薬 ) には多数の受講者が詰めかけ、ＣＫＤへ
の社会的関心の高まりがうかがえた。

