
【Ａ．診療スタッフのご紹介】
内科の腎臓・高血圧部門は、川端雅彦副院長、篠﨑康
之医長、能勢知可子医長、牧石祥平副医長の常勤医4 名
とレジデントの平澤慧里子医師、内科専攻医の石坂真菜
医師の合計 6 名の医師が担当しています。新任は、篠﨑
医長（卒後15 年目、金沢医療センターより）、牧石副医長
（卒後9年目、富山市民病院より）、平澤医師（卒後4 年目、
富山大学附属病院より）、石坂専攻医（卒後3年目、黒部
市民病院より）の4 名です。よろしくお願い致します。
当院は日本腎臓学会、日本透析医学会、日本高血圧学
会の教育研修施設に認定されています。現在、先進医療
としてコレステロール塞栓症に対するアフェレーシス治療、
臨床治験として腎性貧血の経口治療薬（第 III 相）、新し
い機序の糖尿病性腎臓病治療薬（バルドキソロンメチル）
に参加しています。昨年度は日本腎臓学会（8演題）、日本透析医学会（3演題）、日本臨床腎移植学会（2演題）
など19 演題の学会発表、加えて日本透析医学会誌など 9本の論文（原著 3、症例報告 6）を発表しました。初
期臨床研修医の教育にも意欲的に取り組んでいます。

外来担当は、以下の表のとおりです。

再診は午前・午後の予約制です。初診の患者さんは、地域連携室を通じてのご予約をお願いいたします。

【Ｂ．診療内容のご紹介】
当部門では、腎疾患（糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、糖尿病性腎臓病など）、高血圧（本態性、二次性）、膠
原病（ＳＬＥなど）、腎不全（急性、慢性）、腎移植を中心に診断、治療を行っております。加えて透析室にて維持
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内科（腎臓・高血圧）

向暑の候、皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
今月の各部・各診療科の紹介は、内科（腎臓・高血圧）と内科（血液）です。

内科（腎・高血圧）スタッフ
後列左より 牧石副医長、堀（智）研修医、平澤医師、石坂医師、
 森田初期研修医
前列左より 能勢医長、川端部長（副院長）、篠崎医長

月 火 水 木 金
初　診 能　勢 牧　石 篠　﨑
再　診 川　端 篠　﨑 能　勢 川　端 篠　﨑
再　診 能　勢 牧　石



透析、ICU・ECU・HCUでは急性血液浄化療法を行っており、昨年の維持透析新規導入患者数は 55 名（うち
腹膜透析2名）でした。

1. かかりつけの先生からの腎疾患患者さんの紹介について（表）
検尿異常（蛋白尿、血尿）や腎機能低下を認める患者さんは、遠慮なく当科外来にご紹介下さい。当科で精査
の上、治療方針を決定し、安定した患者さんはかかりつけの先生との並診を依頼させていただきます。
「腎臓専門医・専門医療機関への紹介基準」（日本腎臓学会作成、日本医師会監修）は、表のとおりです。尿
蛋白（横軸）と腎機能（縦軸）が赤色の部分に該当する患者さんはご紹介いただくことが推奨されています。以下に、
分かりやすくご説明いたします。

１）	尿蛋白の測定（糖尿病の場合は、アルブミン尿を測定）
	 尿定性検査で蛋白（±）以上の陽性の場合は、次に尿蛋白と尿中クレアチニン（Cr）の同時測定を随時尿で
行います。「蛋白尿」の保険病名で問題ありません。両者の比の正常値は＜0.15（g/g	Cr）ですが、0.50 以
上は明らかな異常と考えられます。腎生検検査の適応や治療を考慮します→　ご紹介下さい。

	 糖尿病の方のアルブミン尿は、やはり尿中Crとの比で評価します。正常は＜30（mg/g	Cr）ですが、30以
上では、（早期）糖尿病性腎臓病が疑われます。進行抑制のための治療介入を検討します→　ご紹介下さい。

２）腎機能の評価
	 腎機能は、患者さんの血清Cr値をもとに推定糸球体濾過量（eGFR）で評価します。eGFRは、性（男・女）
と年齢（歳）と血清 Cr値で決定されます。正常は90（mL/分/1.73	㎡）以上ですが、60 未満が持続する
場合は慢性腎臓病（CKD）と考えられます→　ご紹介下さい。

３）	上記以外に、「3ヶ月以内に 30%以上の腎機能の悪化」を認める場合は、急性腎障害や急速進行性腎炎の
鑑別と、早期治療が必要となります→　速やかにご紹介下さい。

日本の慢性腎臓病患者数は1,300万人余り（成人人口の8人に1人）とされ、透析療法が必要な末期腎不全（現
在 32万人）へ至る「予備軍」です。その管理・治療では、進行を遅らせることと心血管系合併症を予防すること
が重要です。
腎機能が中等度以上に低下した保存期慢性腎不全の患者さんには、6日間の腎不全精査・教育入院を行ってお
ります。薬物療法に加え、食事療法（低蛋白、減塩）や生活指導について看護師、腎臓病療養指導士、腎臓病
薬物療法認定薬剤師、管理栄養士が積極的に関わっています。外来では年４回の腎臓病教室（参加自由）を開催
しています。
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2. 腎移植 

 北陸で第１号の腎移植は、昭和 50 年 2 月に当院において中村武夫、青木周一両先生

らにより行なわれました。泌尿器科との協力により平成 29 年には過去最大数の年間 13

例の腎移植を行い、現在までの累計は 135 例となりました。当院の腎移植症例数は北

陸地方のトップレベルにあり、腎移植外来では、レシピエントコーディネーター認定

看護師（3 名）が移植前後の約 100 名の通院患者さんへの生活指導・相談を行っていま

す。 

全国的に心停止・脳死での提供ドナー数が少ないため献腎移植の症例数は減少傾向
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2. 腎移植
北陸で第１号の腎移植は、昭和 50 年 2月に当院において中村武夫、青木周一両先生らにより行なわれました。
泌尿器科との協力により平成 29 年には過去最大数の年間13例の腎移植を行い、現在までの累計は135例とな
りました。当院の腎移植症例数は北陸地方のトップレベルにあり、腎移植外来では、レシピエント移植コーディネー
ター認定看護師（3名）が移植前後の約100 名の通院患者さんへの生活指導・相談を行っています。
全国的に心停止・脳死での提供ドナー数が少ないため献腎移植の症例数は減少傾向で、生体腎移植症例が増
加しています。当院でも夫婦間（現在まで28例）やABO血液型不適合（20 例）での生体腎移植、さらに透析
導入前の腎移植（先行的腎移植：9例）が増加しています。免疫抑制剤治療の進歩により移植後の経過は良好で、
当院症例の5年腎生着率（移植5年後も移植腎が機能し透析療法が不要な患者さんの割合）は92％です。長年
の透析療法を余儀なくされていた患者さんにとって、透析から解放されるすばらしい治療であり大変喜んでいただ
いています。

【C．最近の「エビデンスに基づくCKD 診療ガイドライン 2018」（日本
腎臓学会）の内容から、皆様のご参考になりそうなクリニカル・クエスチョ
ン（CQ）とステートメントをご紹介いたします】

【CQ １：疼痛のある CKD 患者に非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs：ロキソプロフェ
ンなど）かアセトアミノフェン（A：カロナールなど）のいずれが推奨されるか】
推奨：短期投与ではAはNSAIDs より安全な可能性があり、その使用を提案する。
ただしAについても長期投与時の安全性は不確実である。（NSAIDsはCOX-2 阻害で
腎血流を低下させますが、AはCOX-2 阻害作用を有さず腎血流を低下させません）

【CQ ２：高齢 CKD 患者（75 歳以上）に対して注意すべき使用薬剤はあるか】　　
推奨：高齢CKD患者では薬剤の代謝・排泄が低下しており、RA 系阻害薬（ACE阻害薬・アンジオテンシン II
受容体拮抗薬 ARB）や利尿薬、ビタミンＤ製剤などの用量調節に注意が必要。加えて、お薬手帳を利用してポリ
ファーマシーを避ける。（当科でも、上記薬剤が原因の急性腎障害や高カルシウム血症の症例をしばしば経験します）

【CQ ３：高血圧を伴う CKD 患者の降圧療法は推奨されるか】　　
推奨：降圧目標値は、糖尿病合併 CKDでは130/80	mmHg 未満。糖尿病非合併 CKD（尿蛋白なし：表の

A1）では、140/90	mmHg 未満、糖尿病非合併 CKD（尿蛋白あり：表のA2・A3）では130/80	mmHg 未満。
ただし収縮期110	mmHg 未満へは降圧しない。（家庭血圧では、収縮期・拡張期ともそれぞれ 5	mmHg 低い
目標値となります）

【CQ ４：高血圧を伴う CKD 患者に推奨される降圧薬は】　　
推奨：総ての糖尿病合併 CKDでは、RA 系阻害薬を推奨。糖尿病非合併 CKD（尿蛋白あり）においても、
RA 系阻害薬を推奨。糖尿病非合併 CKD（尿蛋白なし）では、上記の RA 系阻害薬に加えてCa拮抗薬、サイア
ザイド系利尿薬も推奨。（上記薬剤を中心とし必要に応じて他剤を併用します。腎機能が eGFR＜30に低下した
表のG4・G5では、RA 系阻害薬による高カリウム血症に注意。また高齢者では脱水や虚血に対する脆弱性を考
慮してCa拮抗薬を推奨）

血圧の治療にお困りになる症例がありましたら、遠慮なくご紹介下さい。背景に、腎血管性高血圧やアルドステ
ロン症などの二次性高血圧が隠れている場合がしばしばあります。当科で精査を行います。今後ともよろしくお
願い申し上げます。	 （文責：川端雅彦）



2019 年 4月より近藤恭夫（ゆきお）部長と松本直樹医師
が当科に加わりました．近藤部長は金沢大学で同種造血幹
細胞移植の腫瘍免疫学について研究をしていたこともあり，
後述する造血器腫瘍の免疫療法で今後大いに活躍してくれ
ることと期待しています．松本医師は，卒後4 年目・内科専
攻医 2年目になります．初診外来は毎週火曜日が筆者，奇
数週の水曜日を近藤部長が担当します．再診は月・木が丸
山医長，火・金が近藤部長，水・金が筆者です（外来表）．
初診がない曜日もありますが，紹介状に血液内科とご指名
いただけましたら，いつでも対応可のですのでよろしくお願
いいたします．

2013 年にサイエンス誌に「Breakthrough	of	the	year	2013.	Cancer	immunotherapy.」と題する記事が
掲載されました．その中で，本庶佑京都大学特別教授が発見されたPD-1とジェームズ・アリソン米国テキサス
大学教授が発見されたCTLA-4をターゲットとしたがん免疫療法が紹介され，CAR-T 細胞（後述するキムリアの
こと）を含め今後がん免疫療法が発展する可能性が述べられていました．そしてその5年後2018 年にこれらの
発見に対してノーベル医学生理学賞が授与されたことは記憶に新しいところです．抗 PD-1抗体や抗CTLA-4 抗
体は，肺癌やメラノーマなどの治療薬として有名になりましたが，実は白血病やリンパ腫などの造血器腫瘍は，が
ん免疫療法が非常に有効であるばかりか，それにより治癒を期待することができます．以前から行われている同
種造血幹細胞移植は，移植前処置に大量の抗がん剤や全身照射を用いますが，それだけが抗腫瘍効果を持つわ
けではありません．ドナーの細胞に含まれるT細胞と呼ばれるリンパ球が強力な抗腫瘍効果を発揮することで造
血器腫瘍を治癒に導くのです．この効果は，移植片対白血病効果 (graft-versus-lekemia 効果：GVL 効果 )と
呼ばれ，同種造血幹細胞移植はGVL 効果で白血病を治すと言っても過言ではありません．本稿で紹介するがん
免疫療法は移植を行わずしてGVL 効果に匹敵する抗腫瘍効果をもたらす治療法と言えます．
抗 PD-1抗体には，オプジーボ（一般名：ニボルマブ）とキイトルーダ（一般名：ペムブロリズマブ）の２種類
があります．腫瘍細胞は細胞傷害性T細胞（CTL）の攻撃を受けます。CTLの攻撃が激しくなると周囲の組織に
影響がおよぶためCTLには PD-1という、行き過ぎた免疫作用にブレーキをかける抗原が発現しています。この
仕組みを免疫チェックポイントと言います．腫瘍細胞にはCTL 上の PD-1に結合しCTLにブレーキをかける
PD-L1というタンパクを発現することで，CTL から身を守るものが存在します．これが、腫瘍細胞が免疫作用か
ら免れる仕組みの一つです。抗 PD-1抗体は，PD-L1が PD-1と結合することを阻害することで、CTLにかかって
いたブレーキが外れ、CTL が腫瘍細胞を攻撃できるようにするのです．つまり抑えられていた免疫作用を元に戻
すように働きます。造血器腫瘍ではオプジーボやキイトルーダは再発難治性の古典ホジキンリンパ腫に適応を有し
ます．古典ホジキンリンパ腫は比較的希な予後のよい疾患です．またセカンドラインの治療も存在するため抗
PD-1抗体薬を使用する機会は希で，当科では今まで抗 PD-1抗体を使用した経験はありませんでした．しかし今
回，第二再発の古典ホジキンリンパ腫に対してオプジーボが著効した症例を経験することができました．症例は
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看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

内科（血液）

内科（血液）スタッフ
後列左より 松本医師，山田医師，山本医師（初期研修医 2年目）
前列左より 丸山医長，近藤部長，奥村部長

月 火 水 木 金
初　診 奥　村   近　藤※

再　診 丸　山 近　藤 奥　村 丸　山 奥　村
再　診 近　藤

※第１，３，５水曜日



70 歳代の女性です．肝や脾臓に再発病変を認め，腫瘍熱
と思われる38度以上の発熱を認めていました．オプジーボ
を1回投与したところ，その翌日より解熱し，盗汗や倦怠感
もほぼ一夜にして消失しました（図上段）．投与前の PETの
画像と比べオプジーボをわずか2回投与した後の画像では
病変が著しく消退していることがわかります（図下段）．まさ
に免疫の威力を実感できる臨床経過だと思います．注意す
べき副作用は，免疫関連有害事象（immune-related	
adverse	events:	irAE）で，同種造血幹細胞移植の移植片
対宿主病と同様の機序で生じる病態です．皮膚を始め消化
器、呼吸器、甲状腺、下垂体などさまざまな臓器出現し，しばしば重症化するため注意が必要です．
次に，本年5月の中央社会保険医療協議会で保険収載が承認されたキムリア（成分名：チサゲンレクルユーセル）
を紹介します．本剤は薬価が1患者当たり約3300万円と非常に高額なことで大きく報道されました．キムリア
はCAR-T 細胞療法（カーティーと呼びます．Chimeric	Antigen	 Receptor：キメラ抗原受容体の略）と呼ばれ
るものです．キメラ抗原受容体（CAR）とは、標的となるある特定のがん細胞の抗原（キムリアの場合は急性リン
パ性白血病やびまん性大 B 細胞リンパ腫に発現しているCD19という抗原）に対する人工的な抗体（受容体）の
ことです．このCARを持った	細胞傷害性T細胞をCAR-T 細胞と呼び，CARの標的抗原を持つ腫瘍細胞を特
異的に，かつ強力に攻撃します．キムリアの適応症は，再発・難治性のCD19 陽性の急性リンパ性白血病とびま
ん性大 B 細胞リンパ腫です．キムリアの製造には，患者本人の細胞傷害性T細胞が必要です．まず患者の末梢血
からリンパ球を含む白血球を採取（アフェレーシス）する必要があります．採取されたリンパ球は米国の製造施設
に運ばれ，遺伝子導入によりCD19に対するCAR-T 細胞が製造され、培養で増やされた後，治療施設に送られ，
凍結保存されます．この行程に約 6週間を要します．その後患者にはキムリアの効果が十分発揮できるように体
内のリンパ球と腫瘍細胞を減らす目的に数日間の化学療法が行われた後，解凍しキムリアが投与されます．キムリ
アの効果は，再発難治例を対象としているため論文により差がありますが，今年発表されたペンシルベニア大学
からの報告では，再発難治のびまん性大 B 細胞リンパ腫に対して全奏功率52％，1年目の無再発生存率 65％
とされています．決して夢の治療法ではありませんが，他に有効な方法がない患者を対象としているため，十分に
期待できる成績だと考えます．キムリアによる治療は，当初は治験が行われた全国 4施設に限定して開始され，
状況を見て治療できる施設が追加になる予定だということです（当科は施設基準を満たしています）．問題となる
副作用には，サイトカイン放出症候群や重篤な中枢神経系の有害事象があり，集中治療室での治療が必要になる
ことが報告されています．
以上のように，同種移植を行わなくても強力ながん免疫療法が行えるようになってきました．今後、免疫療法
のさらなる発展が期待できます。	 （文責：奥村廣和）
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初回のニボルマブ投与

ニボルマブ投与前

ニボルマブ2回投与後

連携談話会・症例検討会のご案内1

看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

★富山県立中央病院がんセンター部キャンサーボード
　日	時：令和元年8月19日（月）18時30分から
　場	所：富山県立中央病院　５階ホール
　内	容：血液がん

小児科病診連携症例検討会
　日	時：令和元年8月22日（木）19時から
　場	所：富山県立中央病院中央病棟B	1階会議室

★第126回　富山県立中央病院消化器キャンサーボード
　日	時：令和元年8月1日（木）18時から
　場	所：富山県立中央病院　５階ホール

胸部レントゲンカンファレンス
　日	時：令和元年8月15日（木）19時から
　場	所：富山県立中央病院中央病棟B	1階会議室
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がん診療に関する相談支援センター
　ホームページアドレス　http://www.tch.pref.toyama.jp/
地域連携室（医療機関向け）電話076−424−1531／内線3177
　メールアドレス　chiikirenkei@pref.toyama.lg.jp
医療相談室（患者・ご家族向け）電話076−424−1531／内線9130・9307
　メールアドレス　kango@pref.toyama.lg.jp

「地域連携室だより」の送付を希望されない
場合は下記までご連絡下さい。
富山県立中央病院　地域連携室
　代表電話　076（424）1531／内線3177
　予約専用　076（491）7160
　Ｆ　Ａ　Ｘ　076（491）7109

８月の外来診療に関する医師不在日は、下記のとおりです。
（不在日につきましては、代わりの医師が対応いたします。）

2
科　　名 医　師　名 不　　在　　日 科　　名 医　師　名 不　　在　　日

内 科

川端医師 1日(木)、5日(月）

整 形 外 科

橋本医師 16日(金)～23日(金)
丸山(美）医師 2日(金)、５日(月)、6日(火) 舩木医師 5日(月)、9日(金)

音羽医師 2日(金)、6日(火)、7日(水)、9日(金) 笹川医師 20日(火)、21日(水)
谷口医師 5日(月)、13日(火）～15日(木)、26日(月) 相川医師 27日(火)、29日(木)
赤堀医師 13日(火)、15日(木)、16日(金)、22日(木)、23日(金) 中村(勇)医師 7日(水)
鈴木医師 23日(金)、26日(月) 脳神経外科 小林医師 9日(金）、13日(火)、14日(水)
向井医師 19日(月) 皮 膚 科 八田医師 16日(金)

和漢・リウマチ科 藤永医師 1日(木)、19日(月)、20日(火)
眼 科

山田医師 28日(水)

精 神 科

野原医師 14日(水)～16日(金) 辻屋医師 26日(月)～29日(金)
瀬尾医師 9日(月) 耳鼻いんこう科 浦本医師 8日(木)、9日(金)
永井医師 6日(火)～8日(木) 放 射 線

診 断 科
阿保医師 19日(月)～21日(水)

大口医師 19日(月)～21日(水)、23日(金) 望月医師 5日(月)～9日(金）
呼 吸 器 外 科 宮澤医師 26日(月)、27日(火) 歯科口腔外 科 中條医師 26日(月)

心 臓 血 管
外 科

上田医師 14日(水)
外川医師 27日(火)、30日(金)
大高医師 2日(金)

外 科

清水医師 15日(木)
加治医師 2日(金)、23日(金)
天谷医師 5日(月)
林医師 22日(木)

整 形 外 科
中村(琢）医師 1日(木)、2日(金)、5日(月）～7日(水）

丸箸医師 13日(火）～16日(金）、29日(木)、30日(金)

雨空の日が続く鬱陶しい梅雨には早く明けてほしい今日この
頃ですが、この時期に多いのは雨ばかりではなく、傘の忘れ物

のようです。先日、帰りの電車 (413 系 )で車掌が「本日は雨のため、傘のお忘れ
物が大変多くなっております」とアナウンスしていましたが、自分が降りる駅に電
車が到着する頃にはもう雨は上がって、ボックス席の通路側の肘掛に傘を掛けて
一人腰掛けていた若い女性が、傘を置き忘れて席を立って出口に向かっていくの
を見かけてしまい、誰か気付いてくれないかと暫く躊躇いながらも、傘をそっと
手に取って、不審に思われないよう細心の注意を払って、後ろから「傘、お忘れで
すよ」と小さな声を掛けて傘を手渡しましたが、彼女から爽やかなお礼の言葉が
返ってきて、空には虹が架かっていました。	 	（医事課　西野）

編集後記

★糖尿病療養指導のための講習会
　日	時：令和元年8月23日（金）17時30分から
　場	所：富山県立中央病院外来診療棟３階	35会議室
　講	義：「糖・脂質代謝の基本を知る」
　問題演習：「富山県立中央病院糖尿病問題集2019解説」
　事例から学び実践へ：

「脂質異常・高血圧・高尿酸血症・肥満を伴う場合の
食事指導」

★第65回　富山県立中央病院歯科口腔外科
　病診連携症例検討会
　日	時：令和元年9月4日（水）19時から
　場	所：富山県立中央病院外来診療棟3階		35会議室

★第127回　富山県立中央病院消化器キャンサーボード
　日	時：令和元年9月5日（木）18時から
　場	所：富山県立中央病院　５階ホール

★中央病院病診連携談話会・懇親会
　日	時：令和元年9月9日（月）19時から
　場	所：ホテルグランテラス富山
　講	演：「CGMを活用した患者の自己管理向上にむけた

	 	取り組み」内分泌代謝内科
	「直腸がんのロボット手術」外科

講演後、懇親会があります。
地域連携室で事前のお申込みをお願い致します。

★…医療機関スタッフの方々の公開学習の場と
しています。お気軽にご参加ください。

富山県皮膚科病診連携症例検討会（二木会）
　日	時：令和元年9月12日（木）19時から
　場	所：富山県立中央病院中央病棟B	1階会議室

胸部レントゲンカンファレンス
　日	時：令和元年9月19日（木）19時から
　場	所：富山県立中央病院中央病棟B	1階会議室	

★第104回　漢方症例検討会
　日	時：令和元年9月20日（金）19時から
　場	所：富山県立中央病院　11会議室

小児科病診連携症例検討会
　日	時：令和元年9月26日（木）19時から
　場	所：富山県立中央病院中央病棟B	1階会議室

★糖尿病療養指導のための講習会
日	時：令和元年9月27日（金）17時30分から
場	所：富山県立中央病院外来診療棟３階	35会議室
講	義：「糖尿病昏睡の病態と治療」
事例から学び実践へ：「血糖自己測定値とアルゴリズムの考え方」
問題演習：「がん治療と糖尿病	血糖コントロールに影響する薬剤」


