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1996年自治医科大学卒業後，岡山赤十字病院での初期臨床研修，自治医科大
学腎臓内科での後期研修を経て，出身地である岡山県で義務年限として地域医
療に従事するとともに岡山大学大学院医歯学総合研究科免疫学分野博士課程修
了。2007年ハーバード大学Immune Disease Instituteにポストドクター
留学。2009年自治医科大学腎臓内科病院助教，2010年同助教，2013年
同講師，2015年より自治医科大学附属さいたま医療センター総合医学第1講
座（腎臓内科）教授，2020年より同センター長補佐兼務。

域医療に関わることに不安があった
ため，自由選択期間に岡山大学医
学部第3内科（現 岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科腎・免疫・内
分泌代謝内科学）で研修を受けさせ
ていただきました。そのときに腎臓病
に興味が湧き，腎臓内科を専門にし
ようと決めました」。以来，腎臓専門
医として活躍してきた森下氏が率い
る総合医学第1講座の腎臓内科グ
ループでは，大学院生を中心に腎疾
患領域におけるマイクロRNAの解
析を行っており，糖尿病性腎症およ
び急性腎障害における新規治療薬
実用化に向けた取り組みが進行中で
ある。

 自治医大さいたま医療センター
 腎臓内科における
 診療・患者指導の実際

　同センター腎臓内科には，2021年
2月現在，医局員20名（後期研修医
1名，大学院生5名を含む）が所属
する。入院診療は2チーム制（1チー
ム3名構成）で行い，医局カンファレ
ンスやチーム間の話し合いを通じて
密に連携している。外来診療では，
月曜から金曜まで毎日2診制で地域
の医療機関からの紹介患者を積極
的に受け入れ，逆紹介または併診に
よる診療連携を実践している。中央
診療部門の透析部には腎臓内科医
を交代で2名配置し，臨床工学技士
および看護師との密接な連携のもと
チーム医療を行う。血液透析患者
は，導入後，状態が安定した段階で
近隣の維持透析施設を紹介し，腹
膜透析患者は，同センターの専門外
来で対応している。腎移植は本院で
ある自治医科大学附属病院の腎臓
外科あるいは近隣の腎移植実施医

療機関に紹介して実施しているが，
移植後は多くのドナーおよびレシピエ
ントが同センター腎臓内科外来に移
植後の管理のために通院している。
　このような診療体制のもと，建学の
精神と最先端医療の融合を実践す
るため，森下氏は，特に若手医師に
対してガイドラインに沿った標準治療
を重視するよう指導しているという。
また，地域の中核病院に腎臓内科医
を派遣していることに触れ，「地域に
おける腎疾患診療を点ではなく，面
で支え，連携を含めて底上げする
フェーズに入ってきているところです」
と語る。
　同科の年間外来患者数は約1万
8000人（外来血液・腹膜透析患者
数約8,000人を含む）で，そのうち新
規紹介患者数は約500人であり，埼
玉県全域から患者が来院する。新
規入院患者数は年間400人程度で
推移し，疾患はバラエティーに富むと
いう。
　同科では腎生検組織診断を積極
的に行っているが，最近では非典型
的な糖尿病性腎症が増えていること
もあり，腎生検数は年間100件近くに
上る。新規血液透析導入数は年間
約110件，新規腹膜透析導入数は
年間約20件，そのほかシャントトラブ
ルなどの合併症による入院が年間
100件程度となっている。腎疾患患
者の年齢層は，「高齢化が進み，加
齢にともなう腎機能低下による発症あ
るいは生活習慣病の合併症としての
発症が増えていることから，当科でも
高齢者が多い傾向にあります」（森
下氏）という。
　また，同科の外来診療では栄養
指導にも力を入れている。「慢性疾
患であるCKDは長い経過をたどる
ため，患者さんの行動変容によって

その進行を遅らせることが重要で
す。したがって，毎日の食事や生活
習慣の適正化が必要であり，栄養指
導を受けることが腎疾患の進行にど
のように関連するかなど，食事療法
はCKDで基本となる治療であるとい
うことを患者さんに十分説明したうえ
で，治療に取り組んでいただくように
しています」と話す森下氏。診療で
の工夫については，「患者さんに治
療の経過を実感していただくために，
eGFRの推移をグラフ化したり，蓄尿
検査で評価したたんぱく摂取量や塩
分摂取量の時系列変化を示したり，
検査結果を“見える化”することで患
者さんとの共有を図っている医師が
多いです。こうした共有は，腎機能
の低下がみられるときだけではなく，
変動がないときや少し改善がみられ
るときにも行うことが，患者さんと医師
が同じ方向を向いて診療を進めてい
くうえで大切であると認識していま
す」と強調した。
　また，同科では保存期CKD患者
を対象に，透析看護認定看護師また
は透析部看護師による保存期腎不
全教室および腎代替療法教室を開
き，比較的早期から保存期腎不全に
おける生活や腎代替療法（血液透
析，腹膜透析，腎移植）について詳
細な説明を行う。そして，適切な時
期に，協働する意思決定（shared 
decision making；SDM）に基づい
た腎代替療法選択を提供するという
方針で取り組んでいる。

 s-CKDプログラム立ち上げの
 経緯と展望

　埼玉県では，2018年に厚生労働
省健康局がん・疾病対策課から出さ
れた「腎疾患対策検討会報告書～

ズが高いことにあらためて気づかさ
れました」。なかには診療が行えない
健診施設からの紹介もあり，その場
合は，専門病院で一定期間診療を
行い，軽症であれば登録医療機関
に紹介することにしているという。
　s-CKDプログラムにおける協力専
門病院のひとつである自治医大さい
たま医療センターの腎臓内科では，
図2に示すCKD診療連携を推進し
ている。また，同センターでは2018
年に内分泌代謝科に「糖尿病重症
化予防外来」が開設され，「糖尿病
重症化予防連携パス」により紹介さ
れた糖尿病性腎症を含む糖尿病患
者を受け入れる窓口として機能して
いる。つまり，かかりつけ医が同セン
ターにCKD患者を紹介する際，糖
尿病のコントロールを目的とする場合
には「糖尿病重症化予防連携パス」
を利用して糖尿病重症化予防外来
へ，腎機能の精査を目的とする場合
には「s-CKDプログラム」を利用して

腎臓内科へ紹介するのが基本とな
る。糖尿病重症化予防外来を受診
した患者で腎機能の精査が必要と
なった場合には，内分泌代謝科から
腎臓内科へ紹介となり，精査後は腎
臓内科においてCKDの病期に応じ
た栄養指導などを行う。一方，同プ
ログラムの利用なしで患者が紹介さ
れることもあるという。これについて
森下氏は，「s-CKDプログラムは，あ
くまで形式にすぎません。かかりつけ
医の先生方に必ずこの連携パスを利
用してほしいということではなく，プロ
グラムやパスは，腎機能が低下して
いる患者さんについて，こうした連携
により診療を行っていくことで予後改
善が期待され，透析導入患者数の
減少につながるということを認識して
いただくために作成しました。連携パ
スなしでの紹介でも問題ないのです」
と強調する。
　さらに森下氏は，啓蒙ツールとして
の役割をs-CKDプログラムが果たし

つつあると評価する一方，新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響によっ
て同プログラムの使用感や改善点に
関する検証活動ができていないこと
から，より使いやすいものに修正して
いくことを来年度以降の課題として挙
げた。
　「今後は，より啓発活動に尽力し，
さいたま市全域にこのプログラムを行
き渡らせるようにしたいと考えていま
す。また，自治医科大学の一員とし
て，1に医療の谷間に灯をともす，2
に最先端の腎臓医療を提供する，こ
の2つを融合させながら，一層地域
医療に貢献できるよう努めたいと思い
ます」（森下氏）。

腎疾患対策の更なる推進を目指して
～」1）に基づき，埼玉医科大学病院，
埼玉医科大学総合医療センター，獨
協医科大学埼玉医療センター，自治
医大さいたま医療センターの腎臓内
科部門の教授4名（日本腎臓病協会
埼玉県代表）が，各エリアにおいて
CKD診療連携体制の充実を図って
いる。
　さいたま市を受け持つ森下氏は，
「患者さんがかかりつけ医から専門
医を受診するためのシステマティック
な流れを構築することで，よりスムー
ズに連携できるのではないか」と考
え，さいたま市CKD診療連携プログ
ラム（s-CKDプログラム）の構築に取
り組み始めた。同プログラムで導入し
たCKD診療連携パスは，大宮医師
会の全面的な協力のもと，同医師会
の診療連携クリニカルパス準備会の
承認を得て2020年1月より運用が開
始された。現在，同プログラムは大
宮医師会の行政区のみで運用され
ているが，森下氏は「さいたま市の人
口約130万人のうち，60万人を対象
としてs-CKDプログラムの運用を開
始しました。今後の稼働状況をみな
がら，本プログラムを市全体に広げ
ていきたいと考えています」との展望
を示した。
　s-CKDプログラムでは，新規透析
導入患者数について5年で5％減を
目標に掲げている。「まずは，かかりつ
け医と腎臓専門医の連携によりCKD
重症化リスクの高い患者を拾い上げ，
透析予防を徹底するという地域医療
の土台部分の連携を強化します。そ
して，将来的には行政などにも加わっ
てもらい，かかりつけ医をもたない医
療機関未受診者の異常を早期に発
見し，受診勧奨によって医療に結び
つけるプログラムへと発展させていけ

ればと考えています」（森下氏）。
 
 s-CKDプログラムの
 取り組みと役割

　s-CKDプログラムにおける協力専
門病院は，自治医大さいたま医療セ
ンター，JCHOさいたま北部医療セン
ター，さいたま市民医療センター，さ
いたま赤十字病院の4施設で，かか
りつけ医の登録数は114名である
（2021年2月現在）。同プログラムに
参加するかかりつけ医には，患者説
明用紙「慢性腎臓病（CKD）につい
て」，紹介状・診療情報提供書，診
療連携パス（医療者用・患者用）を
含むCD-ROMのほか，協力専門病
院と連携している医療機関であるこ
とを示す連携施設グッズ（卓上のぼり
旗，ステッカー）を配布している（12
ページ参照）。連携施設グッズは，患
者さんへの啓蒙用ツールとして森下
氏が考案したもので，かかりつけ医
が施設内に卓上のぼり旗を置いたり，
ステッカーを貼ったりして活用する。
　s-CKDプログラムにおけるかかり
つけ医から協力専門病院への紹介
基準は，2018年に日本腎臓学会が
発表した「かかりつけ医から腎臓専
門医・専門医療機関への紹介基
準」を参考に簡略化し，腎機能低下

（eGFR＜60mL/min/1.73m2），尿
蛋白（＋以上）および尿潜血（＋以上）
のいずれかがある患者とした（図1）。
また，紹介状・診療情報提供書への
記入事項も極力少なくし，各項目（紹
介目的，治療・経過，経過補足，現
在の処方，慢性腎臓病に対する今
後の治療方針）に記載された選択肢
にチェックを入れることで容易に作成
できるようにした。さらに，森下氏は，
紹介状様式の考案にあたり，紹介後
の治療方針についてかかりつけ医の
希望を確認するという工夫を施し，
「慢性腎臓病に対する今後の治療方
針」の項目に「精査後は当院（紹介
医）のみでの診察を希望する」「定期
的な併診を希望する」「専門病院の
みで診察を希望する」という選択肢を
設けた。紹介医のみでの診察を希
望した場合は，専門病院で精査後，
重症度に応じて可能であれば逆紹
介し，再び悪化した場合に専門病院
へ紹介してもらう。定期的な併診を
希望した場合は，病状により3ヵ月に
1回，半年に1回などの頻度で専門
病院が診療を行い，日常的な診療は
かかりつけ医が行う二人主治医制と
なる。実際に，逆紹介と併診ではど
ちらの希望が多いのか，森下氏は次
のように答えた。「圧倒的に併診希望
の先生が多く，二人主治医制のニー

ドクター 
インタビュー

 建学の精神と最先端医療の
 融合を目指して

　自治医大さいたま医療センター
（628床）は，自治医科大学が目指す
使命として掲げられている「医療の
谷間に灯をともす」という総合医的精
神を尊ぶ伝統を大切にするとともに，
高度医療を提供する病院として，日
進月歩で変化する専門医療の充実
に努めている。同センターは，1989
年（平成元年）に旧大宮市に自治医

科大学附属大宮医療センターとして
開設された。平成の約30年間で増
床・増改築，専門分野の充実，名
称変更などを経て成長し，地域の中
核病院として発展してきた。令和の
時代を迎え，原点に戻り総合診療体
制の強化を進める同センターでは，
腎臓内科，内分泌代謝科，リウマチ
膠原病科，総合診療科の4科が総
合内科として共同で入院診療を担う
取り組みが開始され，断らない医療
の実践をあらためて目指している。

総合内科の診療科長である森下氏
は，総合内科における腎臓内科の
役割について模索しながら，「医療の
谷間に灯をともす」「最先端の医療を
提供する」という2つの精神の融合
を心がけて腎疾患およびcommon 
diseaseの診療に取り組んでいる。
　森下氏が腎臓内科に興味をもった
のは，初期研修医時代であったとい
う。「当時，初期臨床研修を行った岡
山赤十字病院には腎臓内科がなく，
腎臓病の診療経験がない状態で地

s -CKDプログラムを足がかりに
地域連携パスの推進を図る

　自治医科大学附属さいたま医療センター（以下，自治医大さいたま医療センター）のあるさいたま市は，旧
浦和市・大宮市・与野市の合併により2003年に政令指定都市に移行し，2005年に旧岩槻市との合併を
経て関東圏域を牽引する中核都市として発展してきた。埼玉県糖尿病性腎症重症化予防プログラムに準拠
した糖尿病重症化予防連携パスの運用が進められているさいたま市では，糖尿病性腎症以外のCKDを含
む診療連携パスの運用が2020年から新たに開始された。CKD地域連携パスの立ち上げに尽力した自治
医大さいたま医療センター 腎臓内科 教授・科長の森下義幸氏に，CKD診療を取り巻く現状，CKD地域
連携パスの取り組みについてお話を伺った。

新たなCKD対策を打ち出したさいたま市の取り組み

森下義幸
自治医科大学附属さいたま医療センター 腎臓内科 教授・科長

Morishita
Yoshiyuki
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域医療に関わることに不安があった
ため，自由選択期間に岡山大学医
学部第3内科（現 岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科腎・免疫・内
分泌代謝内科学）で研修を受けさせ
ていただきました。そのときに腎臓病
に興味が湧き，腎臓内科を専門にし
ようと決めました」。以来，腎臓専門
医として活躍してきた森下氏が率い
る総合医学第1講座の腎臓内科グ
ループでは，大学院生を中心に腎疾
患領域におけるマイクロRNAの解
析を行っており，糖尿病性腎症およ
び急性腎障害における新規治療薬
実用化に向けた取り組みが進行中で
ある。

 自治医大さいたま医療センター
 腎臓内科における
 診療・患者指導の実際

　同センター腎臓内科には，2021年
2月現在，医局員20名（後期研修医
1名，大学院生5名を含む）が所属
する。入院診療は2チーム制（1チー
ム3名構成）で行い，医局カンファレ
ンスやチーム間の話し合いを通じて
密に連携している。外来診療では，
月曜から金曜まで毎日2診制で地域
の医療機関からの紹介患者を積極
的に受け入れ，逆紹介または併診に
よる診療連携を実践している。中央
診療部門の透析部には腎臓内科医
を交代で2名配置し，臨床工学技士
および看護師との密接な連携のもと
チーム医療を行う。血液透析患者
は，導入後，状態が安定した段階で
近隣の維持透析施設を紹介し，腹
膜透析患者は，同センターの専門外
来で対応している。腎移植は本院で
ある自治医科大学附属病院の腎臓
外科あるいは近隣の腎移植実施医

療機関に紹介して実施しているが，
移植後は多くのドナーおよびレシピエ
ントが同センター腎臓内科外来に移
植後の管理のために通院している。
　このような診療体制のもと，建学の
精神と最先端医療の融合を実践す
るため，森下氏は，特に若手医師に
対してガイドラインに沿った標準治療
を重視するよう指導しているという。
また，地域の中核病院に腎臓内科医
を派遣していることに触れ，「地域に
おける腎疾患診療を点ではなく，面
で支え，連携を含めて底上げする
フェーズに入ってきているところです」
と語る。
　同科の年間外来患者数は約1万
8000人（外来血液・腹膜透析患者
数約8,000人を含む）で，そのうち新
規紹介患者数は約500人であり，埼
玉県全域から患者が来院する。新
規入院患者数は年間400人程度で
推移し，疾患はバラエティーに富むと
いう。
　同科では腎生検組織診断を積極
的に行っているが，最近では非典型
的な糖尿病性腎症が増えていること
もあり，腎生検数は年間100件近くに
上る。新規血液透析導入数は年間
約110件，新規腹膜透析導入数は
年間約20件，そのほかシャントトラブ
ルなどの合併症による入院が年間
100件程度となっている。腎疾患患
者の年齢層は，「高齢化が進み，加
齢にともなう腎機能低下による発症あ
るいは生活習慣病の合併症としての
発症が増えていることから，当科でも
高齢者が多い傾向にあります」（森
下氏）という。
　また，同科の外来診療では栄養
指導にも力を入れている。「慢性疾
患であるCKDは長い経過をたどる
ため，患者さんの行動変容によって

その進行を遅らせることが重要で
す。したがって，毎日の食事や生活
習慣の適正化が必要であり，栄養指
導を受けることが腎疾患の進行にど
のように関連するかなど，食事療法
はCKDで基本となる治療であるとい
うことを患者さんに十分説明したうえ
で，治療に取り組んでいただくように
しています」と話す森下氏。診療で
の工夫については，「患者さんに治
療の経過を実感していただくために，
eGFRの推移をグラフ化したり，蓄尿
検査で評価したたんぱく摂取量や塩
分摂取量の時系列変化を示したり，
検査結果を“見える化”することで患
者さんとの共有を図っている医師が
多いです。こうした共有は，腎機能
の低下がみられるときだけではなく，
変動がないときや少し改善がみられ
るときにも行うことが，患者さんと医師
が同じ方向を向いて診療を進めてい
くうえで大切であると認識していま
す」と強調した。
　また，同科では保存期CKD患者
を対象に，透析看護認定看護師また
は透析部看護師による保存期腎不
全教室および腎代替療法教室を開
き，比較的早期から保存期腎不全に
おける生活や腎代替療法（血液透
析，腹膜透析，腎移植）について詳
細な説明を行う。そして，適切な時
期に，協働する意思決定（shared 
decision making；SDM）に基づい
た腎代替療法選択を提供するという
方針で取り組んでいる。

 s-CKDプログラム立ち上げの
 経緯と展望

　埼玉県では，2018年に厚生労働
省健康局がん・疾病対策課から出さ
れた「腎疾患対策検討会報告書～

ズが高いことにあらためて気づかさ
れました」。なかには診療が行えない
健診施設からの紹介もあり，その場
合は，専門病院で一定期間診療を
行い，軽症であれば登録医療機関
に紹介することにしているという。
　s-CKDプログラムにおける協力専
門病院のひとつである自治医大さい
たま医療センターの腎臓内科では，
図2に示すCKD診療連携を推進し
ている。また，同センターでは2018
年に内分泌代謝科に「糖尿病重症
化予防外来」が開設され，「糖尿病
重症化予防連携パス」により紹介さ
れた糖尿病性腎症を含む糖尿病患
者を受け入れる窓口として機能して
いる。つまり，かかりつけ医が同セン
ターにCKD患者を紹介する際，糖
尿病のコントロールを目的とする場合
には「糖尿病重症化予防連携パス」
を利用して糖尿病重症化予防外来
へ，腎機能の精査を目的とする場合
には「s-CKDプログラム」を利用して

腎臓内科へ紹介するのが基本とな
る。糖尿病重症化予防外来を受診
した患者で腎機能の精査が必要と
なった場合には，内分泌代謝科から
腎臓内科へ紹介となり，精査後は腎
臓内科においてCKDの病期に応じ
た栄養指導などを行う。一方，同プ
ログラムの利用なしで患者が紹介さ
れることもあるという。これについて
森下氏は，「s-CKDプログラムは，あ
くまで形式にすぎません。かかりつけ
医の先生方に必ずこの連携パスを利
用してほしいということではなく，プロ
グラムやパスは，腎機能が低下して
いる患者さんについて，こうした連携
により診療を行っていくことで予後改
善が期待され，透析導入患者数の
減少につながるということを認識して
いただくために作成しました。連携パ
スなしでの紹介でも問題ないのです」
と強調する。
　さらに森下氏は，啓蒙ツールとして
の役割をs-CKDプログラムが果たし

つつあると評価する一方，新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響によっ
て同プログラムの使用感や改善点に
関する検証活動ができていないこと
から，より使いやすいものに修正して
いくことを来年度以降の課題として挙
げた。
　「今後は，より啓発活動に尽力し，
さいたま市全域にこのプログラムを行
き渡らせるようにしたいと考えていま
す。また，自治医科大学の一員とし
て，1に医療の谷間に灯をともす，2
に最先端の腎臓医療を提供する，こ
の2つを融合させながら，一層地域
医療に貢献できるよう努めたいと思い
ます」（森下氏）。

腎疾患対策の更なる推進を目指して
～」1）に基づき，埼玉医科大学病院，
埼玉医科大学総合医療センター，獨
協医科大学埼玉医療センター，自治
医大さいたま医療センターの腎臓内
科部門の教授4名（日本腎臓病協会
埼玉県代表）が，各エリアにおいて
CKD診療連携体制の充実を図って
いる。
　さいたま市を受け持つ森下氏は，
「患者さんがかかりつけ医から専門
医を受診するためのシステマティック
な流れを構築することで，よりスムー
ズに連携できるのではないか」と考
え，さいたま市CKD診療連携プログ
ラム（s-CKDプログラム）の構築に取
り組み始めた。同プログラムで導入し
たCKD診療連携パスは，大宮医師
会の全面的な協力のもと，同医師会
の診療連携クリニカルパス準備会の
承認を得て2020年1月より運用が開
始された。現在，同プログラムは大
宮医師会の行政区のみで運用され
ているが，森下氏は「さいたま市の人
口約130万人のうち，60万人を対象
としてs-CKDプログラムの運用を開
始しました。今後の稼働状況をみな
がら，本プログラムを市全体に広げ
ていきたいと考えています」との展望
を示した。
　s-CKDプログラムでは，新規透析
導入患者数について5年で5％減を
目標に掲げている。「まずは，かかりつ
け医と腎臓専門医の連携によりCKD
重症化リスクの高い患者を拾い上げ，
透析予防を徹底するという地域医療
の土台部分の連携を強化します。そ
して，将来的には行政などにも加わっ
てもらい，かかりつけ医をもたない医
療機関未受診者の異常を早期に発
見し，受診勧奨によって医療に結び
つけるプログラムへと発展させていけ

ればと考えています」（森下氏）。
 
 s-CKDプログラムの
 取り組みと役割

　s-CKDプログラムにおける協力専
門病院は，自治医大さいたま医療セ
ンター，JCHOさいたま北部医療セン
ター，さいたま市民医療センター，さ
いたま赤十字病院の4施設で，かか
りつけ医の登録数は114名である
（2021年2月現在）。同プログラムに
参加するかかりつけ医には，患者説
明用紙「慢性腎臓病（CKD）につい
て」，紹介状・診療情報提供書，診
療連携パス（医療者用・患者用）を
含むCD-ROMのほか，協力専門病
院と連携している医療機関であるこ
とを示す連携施設グッズ（卓上のぼり
旗，ステッカー）を配布している（12
ページ参照）。連携施設グッズは，患
者さんへの啓蒙用ツールとして森下
氏が考案したもので，かかりつけ医
が施設内に卓上のぼり旗を置いたり，
ステッカーを貼ったりして活用する。
　s-CKDプログラムにおけるかかり
つけ医から協力専門病院への紹介
基準は，2018年に日本腎臓学会が
発表した「かかりつけ医から腎臓専
門医・専門医療機関への紹介基
準」を参考に簡略化し，腎機能低下

（eGFR＜60mL/min/1.73m2），尿
蛋白（＋以上）および尿潜血（＋以上）
のいずれかがある患者とした（図1）。
また，紹介状・診療情報提供書への
記入事項も極力少なくし，各項目（紹
介目的，治療・経過，経過補足，現
在の処方，慢性腎臓病に対する今
後の治療方針）に記載された選択肢
にチェックを入れることで容易に作成
できるようにした。さらに，森下氏は，
紹介状様式の考案にあたり，紹介後
の治療方針についてかかりつけ医の
希望を確認するという工夫を施し，
「慢性腎臓病に対する今後の治療方
針」の項目に「精査後は当院（紹介
医）のみでの診察を希望する」「定期
的な併診を希望する」「専門病院の
みで診察を希望する」という選択肢を
設けた。紹介医のみでの診察を希
望した場合は，専門病院で精査後，
重症度に応じて可能であれば逆紹
介し，再び悪化した場合に専門病院
へ紹介してもらう。定期的な併診を
希望した場合は，病状により3ヵ月に
1回，半年に1回などの頻度で専門
病院が診療を行い，日常的な診療は
かかりつけ医が行う二人主治医制と
なる。実際に，逆紹介と併診ではど
ちらの希望が多いのか，森下氏は次
のように答えた。「圧倒的に併診希望
の先生が多く，二人主治医制のニー

 建学の精神と最先端医療の
 融合を目指して

　自治医大さいたま医療センター
（628床）は，自治医科大学が目指す
使命として掲げられている「医療の
谷間に灯をともす」という総合医的精
神を尊ぶ伝統を大切にするとともに，
高度医療を提供する病院として，日
進月歩で変化する専門医療の充実
に努めている。同センターは，1989
年（平成元年）に旧大宮市に自治医

科大学附属大宮医療センターとして
開設された。平成の約30年間で増
床・増改築，専門分野の充実，名
称変更などを経て成長し，地域の中
核病院として発展してきた。令和の
時代を迎え，原点に戻り総合診療体
制の強化を進める同センターでは，
腎臓内科，内分泌代謝科，リウマチ
膠原病科，総合診療科の4科が総
合内科として共同で入院診療を担う
取り組みが開始され，断らない医療
の実践をあらためて目指している。

総合内科の診療科長である森下氏
は，総合内科における腎臓内科の
役割について模索しながら，「医療の
谷間に灯をともす」「最先端の医療を
提供する」という2つの精神の融合
を心がけて腎疾患およびcommon 
diseaseの診療に取り組んでいる。
　森下氏が腎臓内科に興味をもった
のは，初期研修医時代であったとい
う。「当時，初期臨床研修を行った岡
山赤十字病院には腎臓内科がなく，
腎臓病の診療経験がない状態で地



CKD Liaison No.244

域医療に関わることに不安があった
ため，自由選択期間に岡山大学医
学部第3内科（現 岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科腎・免疫・内
分泌代謝内科学）で研修を受けさせ
ていただきました。そのときに腎臓病
に興味が湧き，腎臓内科を専門にし
ようと決めました」。以来，腎臓専門
医として活躍してきた森下氏が率い
る総合医学第1講座の腎臓内科グ
ループでは，大学院生を中心に腎疾
患領域におけるマイクロRNAの解
析を行っており，糖尿病性腎症およ
び急性腎障害における新規治療薬
実用化に向けた取り組みが進行中で
ある。

 自治医大さいたま医療センター
 腎臓内科における
 診療・患者指導の実際

　同センター腎臓内科には，2021年
2月現在，医局員20名（後期研修医
1名，大学院生5名を含む）が所属
する。入院診療は2チーム制（1チー
ム3名構成）で行い，医局カンファレ
ンスやチーム間の話し合いを通じて
密に連携している。外来診療では，
月曜から金曜まで毎日2診制で地域
の医療機関からの紹介患者を積極
的に受け入れ，逆紹介または併診に
よる診療連携を実践している。中央
診療部門の透析部には腎臓内科医
を交代で2名配置し，臨床工学技士
および看護師との密接な連携のもと
チーム医療を行う。血液透析患者
は，導入後，状態が安定した段階で
近隣の維持透析施設を紹介し，腹
膜透析患者は，同センターの専門外
来で対応している。腎移植は本院で
ある自治医科大学附属病院の腎臓
外科あるいは近隣の腎移植実施医

療機関に紹介して実施しているが，
移植後は多くのドナーおよびレシピエ
ントが同センター腎臓内科外来に移
植後の管理のために通院している。
　このような診療体制のもと，建学の
精神と最先端医療の融合を実践す
るため，森下氏は，特に若手医師に
対してガイドラインに沿った標準治療
を重視するよう指導しているという。
また，地域の中核病院に腎臓内科医
を派遣していることに触れ，「地域に
おける腎疾患診療を点ではなく，面
で支え，連携を含めて底上げする
フェーズに入ってきているところです」
と語る。
　同科の年間外来患者数は約1万
8000人（外来血液・腹膜透析患者
数約8,000人を含む）で，そのうち新
規紹介患者数は約500人であり，埼
玉県全域から患者が来院する。新
規入院患者数は年間400人程度で
推移し，疾患はバラエティーに富むと
いう。
　同科では腎生検組織診断を積極
的に行っているが，最近では非典型
的な糖尿病性腎症が増えていること
もあり，腎生検数は年間100件近くに
上る。新規血液透析導入数は年間
約110件，新規腹膜透析導入数は
年間約20件，そのほかシャントトラブ
ルなどの合併症による入院が年間
100件程度となっている。腎疾患患
者の年齢層は，「高齢化が進み，加
齢にともなう腎機能低下による発症あ
るいは生活習慣病の合併症としての
発症が増えていることから，当科でも
高齢者が多い傾向にあります」（森
下氏）という。
　また，同科の外来診療では栄養
指導にも力を入れている。「慢性疾
患であるCKDは長い経過をたどる
ため，患者さんの行動変容によって

その進行を遅らせることが重要で
す。したがって，毎日の食事や生活
習慣の適正化が必要であり，栄養指
導を受けることが腎疾患の進行にど
のように関連するかなど，食事療法
はCKDで基本となる治療であるとい
うことを患者さんに十分説明したうえ
で，治療に取り組んでいただくように
しています」と話す森下氏。診療で
の工夫については，「患者さんに治
療の経過を実感していただくために，
eGFRの推移をグラフ化したり，蓄尿
検査で評価したたんぱく摂取量や塩
分摂取量の時系列変化を示したり，
検査結果を“見える化”することで患
者さんとの共有を図っている医師が
多いです。こうした共有は，腎機能
の低下がみられるときだけではなく，
変動がないときや少し改善がみられ
るときにも行うことが，患者さんと医師
が同じ方向を向いて診療を進めてい
くうえで大切であると認識していま
す」と強調した。
　また，同科では保存期CKD患者
を対象に，透析看護認定看護師また
は透析部看護師による保存期腎不
全教室および腎代替療法教室を開
き，比較的早期から保存期腎不全に
おける生活や腎代替療法（血液透
析，腹膜透析，腎移植）について詳
細な説明を行う。そして，適切な時
期に，協働する意思決定（shared 
decision making；SDM）に基づい
た腎代替療法選択を提供するという
方針で取り組んでいる。

 s-CKDプログラム立ち上げの
 経緯と展望

　埼玉県では，2018年に厚生労働
省健康局がん・疾病対策課から出さ
れた「腎疾患対策検討会報告書～

ズが高いことにあらためて気づかさ
れました」。なかには診療が行えない
健診施設からの紹介もあり，その場
合は，専門病院で一定期間診療を
行い，軽症であれば登録医療機関
に紹介することにしているという。
　s-CKDプログラムにおける協力専
門病院のひとつである自治医大さい
たま医療センターの腎臓内科では，
図2に示すCKD診療連携を推進し
ている。また，同センターでは2018
年に内分泌代謝科に「糖尿病重症
化予防外来」が開設され，「糖尿病
重症化予防連携パス」により紹介さ
れた糖尿病性腎症を含む糖尿病患
者を受け入れる窓口として機能して
いる。つまり，かかりつけ医が同セン
ターにCKD患者を紹介する際，糖
尿病のコントロールを目的とする場合
には「糖尿病重症化予防連携パス」
を利用して糖尿病重症化予防外来
へ，腎機能の精査を目的とする場合
には「s-CKDプログラム」を利用して

腎臓内科へ紹介するのが基本とな
る。糖尿病重症化予防外来を受診
した患者で腎機能の精査が必要と
なった場合には，内分泌代謝科から
腎臓内科へ紹介となり，精査後は腎
臓内科においてCKDの病期に応じ
た栄養指導などを行う。一方，同プ
ログラムの利用なしで患者が紹介さ
れることもあるという。これについて
森下氏は，「s-CKDプログラムは，あ
くまで形式にすぎません。かかりつけ
医の先生方に必ずこの連携パスを利
用してほしいということではなく，プロ
グラムやパスは，腎機能が低下して
いる患者さんについて，こうした連携
により診療を行っていくことで予後改
善が期待され，透析導入患者数の
減少につながるということを認識して
いただくために作成しました。連携パ
スなしでの紹介でも問題ないのです」
と強調する。
　さらに森下氏は，啓蒙ツールとして
の役割をs-CKDプログラムが果たし

つつあると評価する一方，新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響によっ
て同プログラムの使用感や改善点に
関する検証活動ができていないこと
から，より使いやすいものに修正して
いくことを来年度以降の課題として挙
げた。
　「今後は，より啓発活動に尽力し，
さいたま市全域にこのプログラムを行
き渡らせるようにしたいと考えていま
す。また，自治医科大学の一員とし
て，1に医療の谷間に灯をともす，2
に最先端の腎臓医療を提供する，こ
の2つを融合させながら，一層地域
医療に貢献できるよう努めたいと思い
ます」（森下氏）。

腎疾患対策の更なる推進を目指して
～」1）に基づき，埼玉医科大学病院，
埼玉医科大学総合医療センター，獨
協医科大学埼玉医療センター，自治
医大さいたま医療センターの腎臓内
科部門の教授4名（日本腎臓病協会
埼玉県代表）が，各エリアにおいて
CKD診療連携体制の充実を図って
いる。
　さいたま市を受け持つ森下氏は，
「患者さんがかかりつけ医から専門
医を受診するためのシステマティック
な流れを構築することで，よりスムー
ズに連携できるのではないか」と考
え，さいたま市CKD診療連携プログ
ラム（s-CKDプログラム）の構築に取
り組み始めた。同プログラムで導入し
たCKD診療連携パスは，大宮医師
会の全面的な協力のもと，同医師会
の診療連携クリニカルパス準備会の
承認を得て2020年1月より運用が開
始された。現在，同プログラムは大
宮医師会の行政区のみで運用され
ているが，森下氏は「さいたま市の人
口約130万人のうち，60万人を対象
としてs-CKDプログラムの運用を開
始しました。今後の稼働状況をみな
がら，本プログラムを市全体に広げ
ていきたいと考えています」との展望
を示した。
　s-CKDプログラムでは，新規透析
導入患者数について5年で5％減を
目標に掲げている。「まずは，かかりつ
け医と腎臓専門医の連携によりCKD
重症化リスクの高い患者を拾い上げ，
透析予防を徹底するという地域医療
の土台部分の連携を強化します。そ
して，将来的には行政などにも加わっ
てもらい，かかりつけ医をもたない医
療機関未受診者の異常を早期に発
見し，受診勧奨によって医療に結び
つけるプログラムへと発展させていけ

ればと考えています」（森下氏）。
 
 s-CKDプログラムの
 取り組みと役割

　s-CKDプログラムにおける協力専
門病院は，自治医大さいたま医療セ
ンター，JCHOさいたま北部医療セン
ター，さいたま市民医療センター，さ
いたま赤十字病院の4施設で，かか
りつけ医の登録数は114名である
（2021年2月現在）。同プログラムに
参加するかかりつけ医には，患者説
明用紙「慢性腎臓病（CKD）につい
て」，紹介状・診療情報提供書，診
療連携パス（医療者用・患者用）を
含むCD-ROMのほか，協力専門病
院と連携している医療機関であるこ
とを示す連携施設グッズ（卓上のぼり
旗，ステッカー）を配布している（12
ページ参照）。連携施設グッズは，患
者さんへの啓蒙用ツールとして森下
氏が考案したもので，かかりつけ医
が施設内に卓上のぼり旗を置いたり，
ステッカーを貼ったりして活用する。
　s-CKDプログラムにおけるかかり
つけ医から協力専門病院への紹介
基準は，2018年に日本腎臓学会が
発表した「かかりつけ医から腎臓専
門医・専門医療機関への紹介基
準」を参考に簡略化し，腎機能低下

（eGFR＜60mL/min/1.73m2），尿
蛋白（＋以上）および尿潜血（＋以上）
のいずれかがある患者とした（図1）。
また，紹介状・診療情報提供書への
記入事項も極力少なくし，各項目（紹
介目的，治療・経過，経過補足，現
在の処方，慢性腎臓病に対する今
後の治療方針）に記載された選択肢
にチェックを入れることで容易に作成
できるようにした。さらに，森下氏は，
紹介状様式の考案にあたり，紹介後
の治療方針についてかかりつけ医の
希望を確認するという工夫を施し，
「慢性腎臓病に対する今後の治療方
針」の項目に「精査後は当院（紹介
医）のみでの診察を希望する」「定期
的な併診を希望する」「専門病院の
みで診察を希望する」という選択肢を
設けた。紹介医のみでの診察を希
望した場合は，専門病院で精査後，
重症度に応じて可能であれば逆紹
介し，再び悪化した場合に専門病院
へ紹介してもらう。定期的な併診を
希望した場合は，病状により3ヵ月に
1回，半年に1回などの頻度で専門
病院が診療を行い，日常的な診療は
かかりつけ医が行う二人主治医制と
なる。実際に，逆紹介と併診ではど
ちらの希望が多いのか，森下氏は次
のように答えた。「圧倒的に併診希望
の先生が多く，二人主治医制のニー

 建学の精神と最先端医療の
 融合を目指して

　自治医大さいたま医療センター
（628床）は，自治医科大学が目指す
使命として掲げられている「医療の
谷間に灯をともす」という総合医的精
神を尊ぶ伝統を大切にするとともに，
高度医療を提供する病院として，日
進月歩で変化する専門医療の充実
に努めている。同センターは，1989
年（平成元年）に旧大宮市に自治医

科大学附属大宮医療センターとして
開設された。平成の約30年間で増
床・増改築，専門分野の充実，名
称変更などを経て成長し，地域の中
核病院として発展してきた。令和の
時代を迎え，原点に戻り総合診療体
制の強化を進める同センターでは，
腎臓内科，内分泌代謝科，リウマチ
膠原病科，総合診療科の4科が総
合内科として共同で入院診療を担う
取り組みが開始され，断らない医療
の実践をあらためて目指している。

総合内科の診療科長である森下氏
は，総合内科における腎臓内科の
役割について模索しながら，「医療の
谷間に灯をともす」「最先端の医療を
提供する」という2つの精神の融合
を心がけて腎疾患およびcommon 
diseaseの診療に取り組んでいる。
　森下氏が腎臓内科に興味をもった
のは，初期研修医時代であったとい
う。「当時，初期臨床研修を行った岡
山赤十字病院には腎臓内科がなく，
腎臓病の診療経験がない状態で地

図1 s-CKDプログラムの紹介基準

以下のどれかがある患者さん

●腎機能低下（eGFR<60mL/min/1.73m2）
●尿蛋白（＋以上）
●尿潜血（＋以上）

糖尿病重症化予防外来のある施設（現在は自治医科大学附属さいたま医療センターのみ）への
紹介時には 糖尿病＋，蛋白尿＋，腎機能低下なし（eGFR≧60mL/min/1.73m2）を満たす
場合は，糖尿病重症化予防外来へまずご紹介ください。
配布予定の専用紹介状にも明記しています。
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域医療に関わることに不安があった
ため，自由選択期間に岡山大学医
学部第3内科（現 岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科腎・免疫・内
分泌代謝内科学）で研修を受けさせ
ていただきました。そのときに腎臓病
に興味が湧き，腎臓内科を専門にし
ようと決めました」。以来，腎臓専門
医として活躍してきた森下氏が率い
る総合医学第1講座の腎臓内科グ
ループでは，大学院生を中心に腎疾
患領域におけるマイクロRNAの解
析を行っており，糖尿病性腎症およ
び急性腎障害における新規治療薬
実用化に向けた取り組みが進行中で
ある。

 自治医大さいたま医療センター
 腎臓内科における
 診療・患者指導の実際

　同センター腎臓内科には，2021年
2月現在，医局員20名（後期研修医
1名，大学院生5名を含む）が所属
する。入院診療は2チーム制（1チー
ム3名構成）で行い，医局カンファレ
ンスやチーム間の話し合いを通じて
密に連携している。外来診療では，
月曜から金曜まで毎日2診制で地域
の医療機関からの紹介患者を積極
的に受け入れ，逆紹介または併診に
よる診療連携を実践している。中央
診療部門の透析部には腎臓内科医
を交代で2名配置し，臨床工学技士
および看護師との密接な連携のもと
チーム医療を行う。血液透析患者
は，導入後，状態が安定した段階で
近隣の維持透析施設を紹介し，腹
膜透析患者は，同センターの専門外
来で対応している。腎移植は本院で
ある自治医科大学附属病院の腎臓
外科あるいは近隣の腎移植実施医

療機関に紹介して実施しているが，
移植後は多くのドナーおよびレシピエ
ントが同センター腎臓内科外来に移
植後の管理のために通院している。
　このような診療体制のもと，建学の
精神と最先端医療の融合を実践す
るため，森下氏は，特に若手医師に
対してガイドラインに沿った標準治療
を重視するよう指導しているという。
また，地域の中核病院に腎臓内科医
を派遣していることに触れ，「地域に
おける腎疾患診療を点ではなく，面
で支え，連携を含めて底上げする
フェーズに入ってきているところです」
と語る。
　同科の年間外来患者数は約1万
8000人（外来血液・腹膜透析患者
数約8,000人を含む）で，そのうち新
規紹介患者数は約500人であり，埼
玉県全域から患者が来院する。新
規入院患者数は年間400人程度で
推移し，疾患はバラエティーに富むと
いう。
　同科では腎生検組織診断を積極
的に行っているが，最近では非典型
的な糖尿病性腎症が増えていること
もあり，腎生検数は年間100件近くに
上る。新規血液透析導入数は年間
約110件，新規腹膜透析導入数は
年間約20件，そのほかシャントトラブ
ルなどの合併症による入院が年間
100件程度となっている。腎疾患患
者の年齢層は，「高齢化が進み，加
齢にともなう腎機能低下による発症あ
るいは生活習慣病の合併症としての
発症が増えていることから，当科でも
高齢者が多い傾向にあります」（森
下氏）という。
　また，同科の外来診療では栄養
指導にも力を入れている。「慢性疾
患であるCKDは長い経過をたどる
ため，患者さんの行動変容によって

その進行を遅らせることが重要で
す。したがって，毎日の食事や生活
習慣の適正化が必要であり，栄養指
導を受けることが腎疾患の進行にど
のように関連するかなど，食事療法
はCKDで基本となる治療であるとい
うことを患者さんに十分説明したうえ
で，治療に取り組んでいただくように
しています」と話す森下氏。診療で
の工夫については，「患者さんに治
療の経過を実感していただくために，
eGFRの推移をグラフ化したり，蓄尿
検査で評価したたんぱく摂取量や塩
分摂取量の時系列変化を示したり，
検査結果を“見える化”することで患
者さんとの共有を図っている医師が
多いです。こうした共有は，腎機能
の低下がみられるときだけではなく，
変動がないときや少し改善がみられ
るときにも行うことが，患者さんと医師
が同じ方向を向いて診療を進めてい
くうえで大切であると認識していま
す」と強調した。
　また，同科では保存期CKD患者
を対象に，透析看護認定看護師また
は透析部看護師による保存期腎不
全教室および腎代替療法教室を開
き，比較的早期から保存期腎不全に
おける生活や腎代替療法（血液透
析，腹膜透析，腎移植）について詳
細な説明を行う。そして，適切な時
期に，協働する意思決定（shared 
decision making；SDM）に基づい
た腎代替療法選択を提供するという
方針で取り組んでいる。

 s-CKDプログラム立ち上げの
 経緯と展望

　埼玉県では，2018年に厚生労働
省健康局がん・疾病対策課から出さ
れた「腎疾患対策検討会報告書～

ズが高いことにあらためて気づかさ
れました」。なかには診療が行えない
健診施設からの紹介もあり，その場
合は，専門病院で一定期間診療を
行い，軽症であれば登録医療機関
に紹介することにしているという。
　s-CKDプログラムにおける協力専
門病院のひとつである自治医大さい
たま医療センターの腎臓内科では，
図2に示すCKD診療連携を推進し
ている。また，同センターでは2018
年に内分泌代謝科に「糖尿病重症
化予防外来」が開設され，「糖尿病
重症化予防連携パス」により紹介さ
れた糖尿病性腎症を含む糖尿病患
者を受け入れる窓口として機能して
いる。つまり，かかりつけ医が同セン
ターにCKD患者を紹介する際，糖
尿病のコントロールを目的とする場合
には「糖尿病重症化予防連携パス」
を利用して糖尿病重症化予防外来
へ，腎機能の精査を目的とする場合
には「s-CKDプログラム」を利用して

腎臓内科へ紹介するのが基本とな
る。糖尿病重症化予防外来を受診
した患者で腎機能の精査が必要と
なった場合には，内分泌代謝科から
腎臓内科へ紹介となり，精査後は腎
臓内科においてCKDの病期に応じ
た栄養指導などを行う。一方，同プ
ログラムの利用なしで患者が紹介さ
れることもあるという。これについて
森下氏は，「s-CKDプログラムは，あ
くまで形式にすぎません。かかりつけ
医の先生方に必ずこの連携パスを利
用してほしいということではなく，プロ
グラムやパスは，腎機能が低下して
いる患者さんについて，こうした連携
により診療を行っていくことで予後改
善が期待され，透析導入患者数の
減少につながるということを認識して
いただくために作成しました。連携パ
スなしでの紹介でも問題ないのです」
と強調する。
　さらに森下氏は，啓蒙ツールとして
の役割をs-CKDプログラムが果たし

つつあると評価する一方，新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響によっ
て同プログラムの使用感や改善点に
関する検証活動ができていないこと
から，より使いやすいものに修正して
いくことを来年度以降の課題として挙
げた。
　「今後は，より啓発活動に尽力し，
さいたま市全域にこのプログラムを行
き渡らせるようにしたいと考えていま
す。また，自治医科大学の一員とし
て，1に医療の谷間に灯をともす，2
に最先端の腎臓医療を提供する，こ
の2つを融合させながら，一層地域
医療に貢献できるよう努めたいと思い
ます」（森下氏）。

腎疾患対策の更なる推進を目指して
～」1）に基づき，埼玉医科大学病院，
埼玉医科大学総合医療センター，獨
協医科大学埼玉医療センター，自治
医大さいたま医療センターの腎臓内
科部門の教授4名（日本腎臓病協会
埼玉県代表）が，各エリアにおいて
CKD診療連携体制の充実を図って
いる。
　さいたま市を受け持つ森下氏は，
「患者さんがかかりつけ医から専門
医を受診するためのシステマティック
な流れを構築することで，よりスムー
ズに連携できるのではないか」と考
え，さいたま市CKD診療連携プログ
ラム（s-CKDプログラム）の構築に取
り組み始めた。同プログラムで導入し
たCKD診療連携パスは，大宮医師
会の全面的な協力のもと，同医師会
の診療連携クリニカルパス準備会の
承認を得て2020年1月より運用が開
始された。現在，同プログラムは大
宮医師会の行政区のみで運用され
ているが，森下氏は「さいたま市の人
口約130万人のうち，60万人を対象
としてs-CKDプログラムの運用を開
始しました。今後の稼働状況をみな
がら，本プログラムを市全体に広げ
ていきたいと考えています」との展望
を示した。
　s-CKDプログラムでは，新規透析
導入患者数について5年で5％減を
目標に掲げている。「まずは，かかりつ
け医と腎臓専門医の連携によりCKD
重症化リスクの高い患者を拾い上げ，
透析予防を徹底するという地域医療
の土台部分の連携を強化します。そ
して，将来的には行政などにも加わっ
てもらい，かかりつけ医をもたない医
療機関未受診者の異常を早期に発
見し，受診勧奨によって医療に結び
つけるプログラムへと発展させていけ

ればと考えています」（森下氏）。
 
 s-CKDプログラムの
 取り組みと役割

　s-CKDプログラムにおける協力専
門病院は，自治医大さいたま医療セ
ンター，JCHOさいたま北部医療セン
ター，さいたま市民医療センター，さ
いたま赤十字病院の4施設で，かか
りつけ医の登録数は114名である
（2021年2月現在）。同プログラムに
参加するかかりつけ医には，患者説
明用紙「慢性腎臓病（CKD）につい
て」，紹介状・診療情報提供書，診
療連携パス（医療者用・患者用）を
含むCD-ROMのほか，協力専門病
院と連携している医療機関であるこ
とを示す連携施設グッズ（卓上のぼり
旗，ステッカー）を配布している（12
ページ参照）。連携施設グッズは，患
者さんへの啓蒙用ツールとして森下
氏が考案したもので，かかりつけ医
が施設内に卓上のぼり旗を置いたり，
ステッカーを貼ったりして活用する。
　s-CKDプログラムにおけるかかり
つけ医から協力専門病院への紹介
基準は，2018年に日本腎臓学会が
発表した「かかりつけ医から腎臓専
門医・専門医療機関への紹介基
準」を参考に簡略化し，腎機能低下

（eGFR＜60mL/min/1.73m2），尿
蛋白（＋以上）および尿潜血（＋以上）
のいずれかがある患者とした（図1）。
また，紹介状・診療情報提供書への
記入事項も極力少なくし，各項目（紹
介目的，治療・経過，経過補足，現
在の処方，慢性腎臓病に対する今
後の治療方針）に記載された選択肢
にチェックを入れることで容易に作成
できるようにした。さらに，森下氏は，
紹介状様式の考案にあたり，紹介後
の治療方針についてかかりつけ医の
希望を確認するという工夫を施し，
「慢性腎臓病に対する今後の治療方
針」の項目に「精査後は当院（紹介
医）のみでの診察を希望する」「定期
的な併診を希望する」「専門病院の
みで診察を希望する」という選択肢を
設けた。紹介医のみでの診察を希
望した場合は，専門病院で精査後，
重症度に応じて可能であれば逆紹
介し，再び悪化した場合に専門病院
へ紹介してもらう。定期的な併診を
希望した場合は，病状により3ヵ月に
1回，半年に1回などの頻度で専門
病院が診療を行い，日常的な診療は
かかりつけ医が行う二人主治医制と
なる。実際に，逆紹介と併診ではど
ちらの希望が多いのか，森下氏は次
のように答えた。「圧倒的に併診希望
の先生が多く，二人主治医制のニー

 建学の精神と最先端医療の
 融合を目指して

　自治医大さいたま医療センター
（628床）は，自治医科大学が目指す
使命として掲げられている「医療の
谷間に灯をともす」という総合医的精
神を尊ぶ伝統を大切にするとともに，
高度医療を提供する病院として，日
進月歩で変化する専門医療の充実
に努めている。同センターは，1989
年（平成元年）に旧大宮市に自治医

科大学附属大宮医療センターとして
開設された。平成の約30年間で増
床・増改築，専門分野の充実，名
称変更などを経て成長し，地域の中
核病院として発展してきた。令和の
時代を迎え，原点に戻り総合診療体
制の強化を進める同センターでは，
腎臓内科，内分泌代謝科，リウマチ
膠原病科，総合診療科の4科が総
合内科として共同で入院診療を担う
取り組みが開始され，断らない医療
の実践をあらためて目指している。

総合内科の診療科長である森下氏
は，総合内科における腎臓内科の
役割について模索しながら，「医療の
谷間に灯をともす」「最先端の医療を
提供する」という2つの精神の融合
を心がけて腎疾患およびcommon 
diseaseの診療に取り組んでいる。
　森下氏が腎臓内科に興味をもった
のは，初期研修医時代であったとい
う。「当時，初期臨床研修を行った岡
山赤十字病院には腎臓内科がなく，
腎臓病の診療経験がない状態で地

1） 厚生労働省 腎疾患対策検討会. 腎疾患対策検討会
報告書～腎疾患対策の更なる推進を目指して～. 
（https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/ 
000332759.pdf）
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図2 さいたま市のCKD診療連携
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•検尿異常：潜血（１＋），蛋白（１＋）
•腎機能障害： Cr上昇，eGFR低下
 （eGFR<60mL/min/1.73m2）

• Crが1mg/dL上がるごとに再紹介
•検尿変化があれば再紹介

自治医科大学附属さいたま医療センター腎臓内科

維持透析施設

健康診断 HD，PD
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Answer

Questionかかりつけ医として，s-CKDプログラムを
どのように利用するのが望ましいでしょうか。

INTERFACE
腎臓専門医，循環器専門医・医師会・かかりつけ医，糖尿病専門医・かかりつけ医が
それぞれの立場から，さいたま市CKD診療連携プログラム（s-CKDプログラム）における
課題や日常診療で気をつけるべきポイントについて解説します。

森下先生の回答
腎臓専門医

中山先生からの質問
循環器専門医・医師会・かかりつけ医

　さいたま市CKD診療連携プログラム（s-CKDプロ
グラム）の目的で大事なことは，専門医とかかりつけ
医の連携の大切さを共有することです。まずは，専門
医に紹介するのは敷居が高いという意識をなくし，気
になる患者さんがいたらs-CKDプログラムを使って
気軽にご紹介いただきたいと考えています。これまで
の経験では，透析導入間近まで腎機能が低下した状
態でご紹介いただいた患者さんに「このままだと1ヵ月
以内に透析開始となります」と告げたところ，「前の病
院ではそんなこと聞かされていない」と非常に驚き落
胆されたというケースもありました。このような患者さん
と医療者の認識ギャップを防ぐためにもs-CKDプロ
グラムは重要であり，本プログラムの紹介基準である
腎機能低下（eGFR＜60mL/min/1.73m2），尿蛋
白（＋以上），尿潜血（＋以上）のいずれかがある患
者さんは専門医へ紹介し，透析予防に向けて早期に
適切な医療介入を行う必要があります。
　当科では，ご紹介いただいたCKD患者さんに対し
て蓄尿検査を行い，たんぱく質，塩分，カリウムなど
の摂取量を解析して食事内容や栄養状態を評価しま
す。その結果をもとに，栄養部とのチーム医療により
それぞれの患者さんの状態に応じた栄養指導を行っ

ており，多くの患者さんから評価していただいていま
す。専門的な栄養指導を患者さんに受けていただく
ことは，多忙なかかりつけ医の先生方にとってもメリッ
トがあると思います。また，当科での精査・診療後は，
逆紹介または併診を基本としています。管理栄養士
による栄養指導を行うことが困難な医療機関に通院
されている患者さんには，3ヵ月に1回など当科外来
を併診していただいたタイミングに合わせて栄養指導
を受けられるよう工夫しています。
　さらに，CKDは尿毒症などの症状が出現するまで
は無症状のうちに腎機能が低下することが多く，定
期的に検査を行う必要があります。逆紹介または併
診開始後もかかりつけ医の先生方に積極的に血液
検査と尿検査を行っていただき，eGFRおよび蛋白
尿の程度によってCKD患者さんの重症度を評価し
ていただくことが重要です。そして，腎機能の急激な
低下がみられる場合などには，再びs-CKDプログラ
ムを使って専門医へ紹介していただければ，必要な
手立てを講じることが可能であると考えます。s-CKD
プログラムを利用したやりとりは1回だけではなく，患
者さんの状態が変化して紹介が必要となるたびに利
用していただくことが望ましいでしょう。

専門医への紹介は敷居が高いという
意識をなくして気軽に利用し，逆紹介
または併診開始後はCKDの進行状況を評価しながら
紹介が必要となった時点で再度利用してください。
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Answer

Question

中山先生の回答
循環器専門医・医師会・かかりつけ医

森下先生からの質問
腎臓専門医

　当院は1997年の開院以来，私の専門分野である循
環器疾患および糖尿病を中心に診療を行っており，患
者さんの約8割が高齢者です。高齢者を診る機会が多
いわれわれかかりつけ医は，日常診療において血清クレ
アチニン（Cr）やeGFRの推移をみているなかで，将来
的に透析が必要となる可能性が高いと予想される患者さ
んにしばしば遭遇します。s-CKDプログラムでは，診療
連携のための紹介基準がわかりやすく示されており，
eGFR60mL/min/1.73m2未満，尿蛋白（＋以上），尿
潜血（＋以上）のいずれかがある患者さんは腎臓専門医
へ紹介しています。
　この紹介基準に該当する患者さんの大半は病識があ
りません。血液検査の結果をみてHbA1cやLDLコレス
テロールなどの値は気にする一方，Cr値への興味は乏
しく，「腎機能を表す指標のeGFRが低下してくるとCrが
上昇します」と説明することで，はじめてその重要性を理
解する方が多いです。また，「いまは腎機能がそれほど悪
くなくても，糖尿病や高血圧があると腎機能の低下が進
行する可能性があります。将来的に透析が必要とならな
いためにも，腎臓の専門医に一度診てもらうといいです
よ」とお話しして専門医へ紹介します。
　紹介先では塩分摂取量などを解析し，数値や重症度
に応じた栄養指導を行っていただけるので，患者さんが
CKD重症化予防に取り組む動機づけにつながります。
指導後のフォローアップは，かかりつけ医との併診により

行うことができますので，大変助かっています。われわれ
非専門医が紹介する患者さんの裾野が広がったことで，
より効率的にCKD重症化予防や新規透析導入患者数
の減少を目指すことが期待されるため，他科の先生方に
も積極的に推進していきたいと考えています。
　今後は，本プログラムを活用したCKD連携パスの進
捗状況について，かかりつけ医からの紹介患者数と重症
度別内訳，かかりつけ医への逆紹介患者数と治療・診
療方針別内訳などの情報を毎年フィードバックしていただ
けると，かかりつけ医にとって，これからの診療に大いに
役立つと思われます。
　また，さいたま市で腎臓専門医への受診が必要なレベ
ルの方は特定健康診査受診者のうち2.33％，予防が
必要なレベルの方も29.74％存在していることが報告さ
れています1）。さいたま市で実施している糖尿病性腎症
重症化予防対策事業では，通院者への保健指導と医
療機関未受診者および治療中断者への受診勧奨を
行っています。s-CKDプログラムにおいても同様に，か
かりつけ医をもたない方々のなかから重症化予防が必要
な患者さんを拾い上げるシステムの構築が進められること
を期待しています。

1） 第3期さいたま市国民健康保険特定健康診査等実施計画（2018年度～2023年度）．
（https://www.city.saitama.jp/001/002/007/p059144_d/fil/3ki-1syo.pdf）

Reference

中山桂司
Nakayama Keiji

森下義幸
Morishita Yoshiyuki

循環器専門医・医師会・
かかりつけ医の立場から

レイクタウン内科
大宮駅前院 院長

藤本まどか
Fujimoto Madoka

糖尿病専門医・
かかりつけ医の立場から

腎臓専門医の
立場から

s-CKDプログラムを活用した連携パスに
期待することをお聞かせください。

医療法人
中山クリニック 院長

自治医科大学附属
さいたま医療センター
腎臓内科 教授・科長

紹介患者さんの裾野が広がり，
より効率的にCKD重症化予防を
推進することができると期待しています。
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Answer

Question

INTERFACE
森下先生からの質問
腎臓専門医

藤本先生の回答
糖尿病専門医・かかりつけ医

CKDの重症度がG3a以上の糖尿病性腎症患者さんの
栄養指導において，たんぱく制限食の開始を
理解していただくにはどうしたらよいでしょうか。

糖尿病性腎症の初期から段階的に
摂取制限を意識してもらい，たんぱく制限食導入時には
あらためて医師から説明して理解を促進しています。
　当院では，糖尿病性腎症第1期（腎症前期）におけ
る初回栄養指導の段階から減塩についてお話ししてお
り，高血圧がある場合には6g/日未満，ない場合には
7g/日未満を塩分摂取量の目標値としてお示ししてい
ます。患者さんが腎症前期から減塩を意識することに
よって，糖尿病の食事療法を効果的に行えるとともに，
腎保護，血圧コントロール，動脈硬化の進展抑制にも
つながります。また，第1期においてはケース・バイ・
ケースで緩めの糖質制限を行い，たんぱく質は適量を
摂取し，第2期（早期腎症期）以降は減塩6g/日未
満，糖質制限なしという指導が原則です。そして，第3
期（顕性腎症期）に入るあたりから「たんぱく質を摂りす
ぎないようにしてください」と緩やかにたんぱく制限の話
を切り出し，CKDの重症度がG3aになった段階でた
んぱく質を制限した糖尿病性腎症食（以下，腎症食）
を開始します。このように，初期の頃から段階的に摂
取制限に関する話を進めていくことで患者さんも少しず
つ覚悟ができ，腎症食を受け入れられるようになると考
えています。
　一方，糖尿病の食事療法において糖質や脂質の摂
取を控えていた方にとっては，腎症の進行にともないた
んぱく質を制限する代わりに必要なエネルギーを糖質・
脂質で補完しなければならなくなるため，心理的抵抗が
生じてスムーズに受け入れられない方が多いのも事実

です。そのため，腎症食開始時には栄養指導を担当
する管理栄養士にすべて任せるのではなく，診察時に
医師が腎症食の必要性について説明し，「糖質・脂質
の摂取により血糖値が上昇した場合は，インスリン注
射をするなど私たちが血糖コントロールを行いますので，
あなたは腎臓を守るために腎症食を続けてください」と
話して受け入れていただくようにしています。
　また，1回の栄養指導で毎日の食事内容を一変させ
られる患者さんは，ほとんどいらっしゃいません。腎症食
への切り替えを患者さんが受け入れて正しく実践できる
まで繰り返し栄養指導を行うほか，診察のたびに直近
の食事内容を聴取することでたんぱく質の摂取状況を
確認し，管理栄養士とともに患者さんの食生活を見
守っていきます。
　医療者は食事療法を治療の一環として考えますが，
患者さんにとって食事療法は，治療というよりも生活そ
のものではないでしょうか。当院では，最初の栄養指
導のときに好き嫌いや嗜好について尋ね，患者さんが
どうしても譲れないところを維持できるよう工夫をしなが
ら食事療法を行っています。QOLの維持・向上にお
いて食生活はきわめて大切であり，腎症食を開始した
患者さんにできるだけ食生活を楽しんでいただけるよう，
機能性食品や宅配食の利用なども積極的にお勧めし
て試していただいています。
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糖尿病性腎症における検査や
薬物療法のあり方，腎臓専門医にお任せしたほうが
よい治療について教えてください。

References
1） Hirakawa Y, et al. J Diabetes Investig. 2017 ; 8 : 261-71.
2） Perkovic V, et al. N Engl J Med. 2019 ; 380 : 2295-306.
3） 平山 尚 他. 日透析医学会誌. 2012 ; 45 : 63-8．

森下先生の回答
腎臓専門医

定期的な尿中微量アルブミン・
eGFR測定により進行度を評価して，腎臓専門医とも
連携しながら有効かつ安全な治療を行っていきましょう。
　糖尿病性腎症の早期発見においては，尿中微
量アルブミン検査が有用とされています。また，糖尿
病性腎症は微量アルブミン尿から顕性アルブミン尿
を経て腎機能が低下するという経過が典型的です
が，近年では，顕性アルブミン尿をともなわないまま
腎機能が低下する非典型的な症例の存在が認識さ
れています1）。このため，こうした病態を含め，糖尿
病が関与する腎合併症を包括する糖尿病性腎臓病
（diabetic kidney disease；DKD）という概念が提
唱されました。
　糖尿病性腎症の進行度を評価する指標としては
微量アルブミン尿とeGFRが重要で，定期的な測定
が推奨されます。尿中微量アルブミン検査を積極的
に実施している医療機関は全国的にも少なく，さいた
ま市においても同様であると思われますが，半年ある
いは年に1回は実施することが望ましいと考えます。
　糖尿病性腎症において，血糖コントロールは早期
腎症の進行抑制に，血圧および脂質コントロールは
各期腎症の進行抑制に有効であるとされています。
したがって，薬物療法においてはトータルケアを念頭
に置き，血糖降下薬による治療のほかに，高血圧や
高コレステロール血症など脂質異常症に対する治療

も重視する必要があります。
　腎症が進行し，当科へ紹介となったケースでは，
必要に応じて腎性貧血治療薬のエリスロポエチン製
剤や腎保護作用が期待されるSGLT2阻害薬2）など
の追加を提案することがあります。また，腎機能の低
下にともない減量あるいは中止が必要な薬剤もありま
すので，当科に糖尿病性腎症患者さんの紹介があっ
た際には，腎機能に応じた処方についてアドバイスを
させていただいています。処方の見直しで指摘するこ
とが多いのは，非ステロイド性抗消炎薬（NSAIDs）
の常用です。また，薬剤性腎障害を惹起することも
あるビタミンD製剤3）を高用量使用継続しているケー
スにもよく遭遇しますので，こうした薬剤に注意を払っ
て見直すようにしています。
　このように，CKDに関するさまざまな課題について
専門医とかかりつけ医が連携し合い，二人主治医制
で診療を行っていけば，糖尿病性腎症の患者さんに
有効かつ安全な治療を提供できると考えています。

藤本先生からの質問
糖尿病専門医・かかりつけ医
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INTERFACE

非専門医においても最新の
エビデンスに基づく治療が提供できるような
連携体制を構築できればと考えています。

中山先生の回答
循環器専門医・医師会・かかりつけ医

　インターネットが普及した現代社会において，若年で1
型糖尿病を罹患した患者さんは，最初から専門的な治
療を求めて専門医を受診することが想定されます。一
方，われわれかかりつけ医や糖尿病非専門医のもとに
は，加齢にともない増加する2型糖尿病の患者さんが多
く訪れます。
　糖尿病非専門医のなかには，これまでの経験から使
いやすいとされる薬剤を中心に2型糖尿病治療を行って
いる先生方もいらっしゃると思います。経験に基づく治療
を提供することはもちろん大事ですが，新しいエビデンス
に目を向けることで患者さんの生命予後の改善が期待で
きます。近年欧米で上市された新規糖尿病治療薬の治
験では，糖尿病と関連する心血管イベントへの影響が報
告されており，GLP-1受容体作動薬，SGLT2阻害薬
の心血管死や心不全による入院リスクの低下が注目さ
れています1）。こうした専門領域におけるエビデンスを病
診連携・診診連携によって共有することで，患者さんへ
の治療に大きく貢献できると考えます。
　現在，さいたま市の大宮医師会は，糖尿病性腎症の
重症化予防に向けた取り組みとして自治医科大学附属
さいたま医療センターと病診連携を進めており，同セン
ターの内分泌代謝科に開設された「糖尿病重症化予防
外来」を窓口とする紹介・逆紹介システムが確立されて
います。一方，診診連携の推進は現実的になかなか難
しい点があると思いますが，専門医から非専門医に治療

の方向性をフィードバックしていただけるような連携体制
の構築が望まれます。診診連携により非専門医のもとか
ら専門医に糖尿病患者さんを紹介した場合は，どのよう
な目標や方針を立てて薬物治療や食事指導などのトータ
ルケアを進めるべきかを専門医の先生から提案していた
だけると有り難いです。そして，非専門医がその方針に
基づいて診療を行うという体制が確立できれば望ましい
のではないでしょうか。
　糖尿病は心不全の原因としても注目されており，2020
年，日本糖尿病学会と日本循環器学会は合同で，「糖代
謝異常者における循環器病の診断・予防・治療に関する
コンセンサスステートメント」を作成・発刊しました。また，大
宮医師会においても，地域連携により心不全患者さんの
ケアを行うべきという考え方が広まりつつあります。超高齢
化社会を見据えて，糖尿病患者さんの合併症の発症・重
症化予防に向け，糖尿病内科，循環器内科，腎臓内科
など各分野の専門性を活かし，他科・多職種が連携して
取り組む必要があると考えています。円滑な連携を推進す
るには，お互いの顔や人柄を知ることが大切です。現在，
新型コロナウイルス感染症の問題があり，対面コミュニ
ケーションが制限されてはいますが，オンライン勉強会など
を通じて情報の発信・共有をしていきたいと考えています。

1） Fei Y, et al. Cardiovasc Diabetol. 2019 ; 18 : 112.
Reference

多くの糖尿病患者さんの診療を担う
非専門医の先生方に対して，糖尿病専門医として
どのような取り組みが求められるでしょうか。

藤本先生からの質問
糖尿病専門医・かかりつけ医
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藤本先生の回答
糖尿病専門医・かかりつけ医

糖尿病性腎症の患者さんを腎臓専門医へ紹介する
タイミングについて，糖尿病専門医として
どのように判断されていますか。

栄養指導の観点からは，
減塩に取り組み始める糖尿病性腎症第2期が
最初に紹介するタイミングとして望ましいと考えます。
　糖尿病診療を担う立場として，糖尿病性腎症に関してま
ず重要と考えているのは，糖尿病患者さん全症例で尿中
アルブミンや尿蛋白，eGFRといった腎症の指標を定期的
に確認することです。それをもとに糖尿病性腎症の病期を
判定し，第2期（早期腎症期）になった段階で減塩に取り
組み始める必要があります。したがって，栄養指導の観点
から，具体的には第2期が最初の紹介のタイミングになる
のではないかと考えます。この段階で腎臓専門医に1度診
ていただき，その後のケアを糖尿病診療医が担う，そして，
腎症が進行して第3期（顕性腎症期）に入り，eGFRの低
下が軽度でたんぱく制限を意識し始める段階で再び腎臓
専門医に紹介するというのが望ましいのではないでしょう
か。さらに進行してeGFRが60mL/min/1.73m2未満で
CKDの重症度がG3aとなり，たんぱく制限食開始となっ
た場合には，腎臓に特化した栄養指導が必要となることか
ら，専門医療機関へ紹介すべきだと考えます。
　ただ，糖尿病性腎症第2期の患者さんは非常に多く，す
べて紹介するとなると腎臓専門医の先生方のご負担が大き
くなりすぎることも考えられるため，軽症例は当院で栄養指
導を行うこともあります。実際に，当院では糖尿病療養指
導によって大半の方がCKDの進行を抑制できているため，
これまでは，eGFRが45mL/min/1.73m2未満でCKDの
重症度がG3bとなった場合に腎臓専門医へ紹介すること
が多かったかもしれません。s-CKDプログラムでは，診療連

携のための紹介基準として，eGFR60mL/min/1.73m2

未満，尿蛋白（＋以上），尿潜血（＋以上）のいずれかがあ
る患者さんとされていますので，今後は積極的に腎臓専門
医へ紹介したいと考えています。
　また，糖尿病患者さんは，長い経過を経て腎症が進行
することがほとんどです。そのため，紹介する際には，治療
を通じて知り得た患者さんの性格や食事療法で難渋した
経験などを含め，詳細な情報を紹介状に書くようにしていま
す。そうすることで，どのような患者さんであるかを事前に把
握したうえで接していただけますので，指導方針などに役立
てていただけるのではないかと考えています。
　糖尿病治療は，合併症を予防することが重要です。患
者さんが思い描いている人生を病気のせいで歩めなくなる
ことがないよう，糖尿病専門医として精一杯お手伝いした
いと思っています。患者さんの幸せのための治療なので，
療養指導においても生活や行動を否定する言い方は極力
せず，「こういう方法ならできそうですか」「どうしたらできると
思いますか」などと患者さんに問いかけながら，実現可能な
目標を具体的に設定するようにしています。そして，患者さ
んが目標を達成したり，生活が改善されたりしたときにはス
タッフ全員で大いに褒め，患者さんが苦痛にならずに治療
を続けていけるよう支援しています。糖尿病専門医として，
糖尿病患者さんへの治療が適切に行われることで，透析
に至る患者さんが減っていくことを願っています。

中山先生からの質問
循環器専門医・医師会・かかりつけ医
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森下義幸 自治医科大学附属さいたま医療センター 腎臓内科 教授・科長

さいたま市CKD診療連携プログラム（s-CKDプログラム）

クリニカルパス・その他ツール

s-CKDプログラムで使用している患者説明用紙，
紹介状・診療情報提供書，連携施設グッズをご紹介します。

図1 患者説明用紙

　さいたま市では，大宮医師会エリアにおいて，CKD診療
連携パスを導入した「さいたま市CKD診療連携プログラム
（s-CKDプログラム）」の運用を2020年1月より開始しま
した。本プログラムに登録したかかりつけ医は，紹介基準で
ある腎機能低下（eGFR＜60mL/min/1.73m2），尿蛋白

（＋以上）および尿潜血（＋以上）のいずれかがある患者さ
んに対し，説明用紙（図1）を用いてCKDに関する説明を
行い，紹介状・診療情報提供書（図2）に必要事項を記入し
て協力専門病院へ紹介します。なお，「糖尿病重症化予防
外来」のある当センターへの紹介にあたって，糖尿病＋蛋

白尿＋腎機能低下なし（eGFR≧60mL/min/1.73m2）を
満たす場合には，糖尿病重症化予防外来（内分泌代謝科）へ
まず紹介していただき，必要に応じて院内で腎臓内科と連携
して診療に取り組みます。専門病院で精査・診察した後の治
療方針は，逆紹介あるいは併診など紹介状・診療情報提供
書で選択されたかかりつけ医の希望に応じて決定します。ま
た，患者さんへの啓蒙用ツールとして，連携施設グッズ（図
3）をかかりつけ医の施設に配布しています。

Morishita Yoshiyuki

Q1. CKDってなに？
CKDは慢性腎臓病のことで，腎臓の働きが60％未満に低下するか，蛋白尿などの検尿異常が3ヵ月以上続いている状態です。

Q2. 腎臓の働きはどういう検査でわかるの？
腎臓の働きは推定糸球体濾過量（eGFR）や蛋白尿の程度で判定します。
eGFRが60mL/分/1.73㎡未満に下がったり，蛋白尿が1日150mg以上でている状態をCKDと判定します。
eGFRは血清クレアチニン値をもとにして年齢と性別をあわせて計算します。血清クレアチニン値とeGFRは逆の動きになります。
例えば，腎機能が悪くなると血清クレアチニン値は上昇し（高い値），eGFRは低下（低い値）になります。

Q3. どうしてCKDになるの？
以前は腎臓の炎症でCKDになる患者さんが多かったのですが，近年，糖尿病・高血圧・肥満・動脈硬化・高尿酸血症などの生活習慣
病が原因でCKDになる患者さんが増えています。

Q4. CKDを放っておくとどうなるの？
CKDは早期には無症状のため気づかれないまま進行します。放っておくと重症化し，老廃物や水分を排出できない腎不全になります。
腎不全が進むと透析や腎移植が必要となります。CKDを重症化させないためには早期発見と適切な治療が重要です。

Q5. CKDの治療にはどのようなものがあるの？
CKDの治療には薬物療法と食事療法があります。
薬物療法は高血圧・糖尿病・尿酸・コレステロールを調整する薬が必要になることがあります。
食事療法は病状の進行に合わせて塩分・たんぱく質・カリウム制限が必要になることがあります。
その中の一つであるカリウムは，生野菜や果物・豆類・芋類など一般に体に良いと考えられている食物に多く含まれます。
カリウムの多くは腎臓で作られた尿として体から出ていくため，通常はたくさん食べても問題ありません。
しかし，CKDでは尿を作る力が下がるため，生野菜や果物を食べすぎると体から出せなかった分のカリウムが溜まってしまいます。
その結果，命に関わる不整脈を起こすことがあります。CKDではカリウムの多く含まれる生野菜や果物の食べすぎに注意が必要です。

慢性腎臓病（CKD）について
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＊自治医科大学附属さいたま医療センターへの紹介時には、糖尿病の既往があり、腎機能正常（eGFR
　≧60mL/分/1.73㎡）かつ尿蛋白陽性の方は糖尿病重症化予防外来へご紹介下さい。

クリニカルパス・その他ツール

図3 連携施設グッズ（卓上のぼり旗・ステッカー）

図2 紹介状・診療情報提供書

　さいたま市では，大宮医師会エリアにおいて，CKD診療
連携パスを導入した「さいたま市CKD診療連携プログラム
（s-CKDプログラム）」の運用を2020年1月より開始しま
した。本プログラムに登録したかかりつけ医は，紹介基準で
ある腎機能低下（eGFR＜60mL/min/1.73m2），尿蛋白

（＋以上）および尿潜血（＋以上）のいずれかがある患者さ
んに対し，説明用紙（図1）を用いてCKDに関する説明を
行い，紹介状・診療情報提供書（図2）に必要事項を記入し
て協力専門病院へ紹介します。なお，「糖尿病重症化予防
外来」のある当センターへの紹介にあたって，糖尿病＋蛋

白尿＋腎機能低下なし（eGFR≧60mL/min/1.73m2）を
満たす場合には，糖尿病重症化予防外来（内分泌代謝科）へ
まず紹介していただき，必要に応じて院内で腎臓内科と連携
して診療に取り組みます。専門病院で精査・診察した後の治
療方針は，逆紹介あるいは併診など紹介状・診療情報提供
書で選択されたかかりつけ医の希望に応じて決定します。ま
た，患者さんへの啓蒙用ツールとして，連携施設グッズ（図
3）をかかりつけ医の施設に配布しています。

紹介状・診療情報提供書（s-CKD診療連携プログラム） 

□  自治医科大学附属さいたま医療センター
□  JCHOさいたま北部医療センター
□ さいたま市民医療センター
□ さいたま赤十字病院

診療科：腎臓内科
担当医：　　　　先生

医療機関の名称及び所在地
医療施設名：　
郵便番号：　
住所： 　　
電話番号：　　
FAX ：　
診療科：　
医師氏名：

フリガナ：  　
患者氏名：　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　   （男・女）
生年月日：            年    月    日 （  才）

【紹介目的】　　以下の精査をお願いします。

【治療・経過】
 □糖尿病　 □高血圧症　 □脂質異常症　 □心疾患　 □その他（ 　）で加療中
 □検診で腎機能低下・尿検査異常を指摘された
【経過補足】
 □過去の腎機能・検尿結果はありません。
 □過去の腎機能・検尿結果があります。
 　□同封します　□以下に示します
 　（ 　　）
【現在の処方】
□同封の処方箋の写しをご参照下さい　  □持参するお薬手帳をご参照下さい  

【慢性腎臓病に対する今後の治療方針】
  □精査後は当院 (紹介医) のみでの診察を希望する
  □定期的な併診を希望する
  □専門病院のみで診察を希望する
  □その他（ 　　）
【コメント欄】
（ 　　）

□ 腎機能低下 （eGFR<60mL/分/1.73㎡）
□ 尿蛋白陽性 （程度：　　　　　）  
□ 尿潜血陽性 （程度：　　　　　）  

年    月    日



施設紹介

CKD Liaison No.2414

　 地域における腎疾患診療の現状

─東北医科薬科大学若林病院の成り立ちと腎臓内科の
位置づけを教えてください。
　東北医科薬科大学若林病院（127床）は，1979年に
開設された日本電信電話公社東北逓信病院を前身とし，
40年以上にわたり地域密着型病院として発展してきまし
た。その間，NTT東北逓信病院，NTT東日本東北病院と
名称変更を重ね，2016年に東北医科薬科大学附属病院
の一員に加わってからは，仙台市若林地区唯一の総合病
院として高度かつ良質な医療の提供に努めています。
　私が当院に赴任した当時の腎臓内科は，他施設で透析
導入した患者さんの維持透析を行う透析室のみが機能し
ている状況でした。その後，バスキュラーアクセス作成を
含めた透析導入をはじめ，CKD対策や腎生検も実施でき
る体制整備を行い，現在では，仙台市における腎疾患診
療全般の拠点病院となりつつあります。
　腎臓内科領域のすべてをカバーしており，腎生検は約
80例/年，透析導入は約50例/年と症例数も増加傾向，
また近隣に透析施設が少ないこともあって，導入患者さ
んがそのまま当院で維持透析を行う症例も多く，血液透
析患者も100人近くに上ります。2020年には透析患者
増加に対応するため，第2透析室も新規増築させていた
だきました。今後は，ニーズが増加している腹膜透析，さ
らには仙台市内では普及しきれていないオーバーナイト
透析もスタートさせて，さらなる医療貢献に努めていきた
いと考えております。
　さらに，かつて仙台市の腎疾患診療はJCHO仙台病院
に一極集中していましたが，現在は，当院腎臓内科でも仙
台市内から近郊地域までカバーできるようになりました。
今後，地域全体における腎疾患診療の一層のレベル向上
が期待されるところです。

─仙台市圏の腎疾患診療にはどのような課題があるので
しょうか。
　CKD診療における最大の目標は透析導入の回避・導
入時期先延ばしですが，全国的な状況と同じで，仙台市圏
においても対策が遅れているのが現状です。
　その要因について考えると，CKDの初期は自覚症状に
乏しく，慢性に進行するCKDの腎機能低下はほぼ不可逆
的であること，そして腎保護のためには患者さんの日々の
努力が必要となることなどが挙げられます。
　課題の一つとして，健康診断や人間ドックで検尿異常や

腎機能低下を指摘されても，積極的に医療機関を受診し
ようと考える患者さんは少なく，特に若年層においてその
傾向が顕著です。
　また，かかりつけ医を受診後，eGFRが60mL/min/ 
1.73m2を下回るG3aあたりや尿蛋白・尿潜血陽性が
認められた時点ですぐに腎臓専門医が介入できればよい
のですが，現状は浮腫などの自覚症状が出現して初めて
紹介となるケースが中心で，紹介された段階で高度腎機
能低下を呈していることも少なくありません。残念なが
ら仙台市圏においては，腎臓専門医とかかりつけ医の先
生方との連携が十分機能しているとはいえないのが現状
です。
　かかりつけ医の先生方のお立場に立つと，自覚症状の
ない元気な患者さんを紹介しづらいことは容易に想像
できます。しかし，eGFRが30mL/min/1.73m2を下
回った進行した腎不全の段階で初めて患者さんを紹介さ
れると，透析導入を回避するのは不可能です。
　したがって，まずわれわれ腎臓専門医が行うべきこと
は，かかりつけ医の先生方が紹介しやすく，患者さんが受
診しやすい診療体制づくりであると認識しています。その
考え方を具体的に示したのが「若林ism」（図1）です。

　 新しい腎疾患診療を目指す
　 「若林ism」の提唱

─「若林ism」の具体的な内容について教えてください。
　「若林ism」では3つのキーワードで，腎疾患診療にお
いて腎臓専門医が目指すべき方向性を示しています。
　1つめの「機動力」は，腎疾患診療における連携推進の
ために，紹介しやすい体制づくりを目指すためのキーワー
ドです。具体的なツールとして，かかりつけ医の先生方が
紹介状を書く手間を省き，簡便な紹介を実現するための

〒984 -8560 宮城県仙台市若林区大和町 2 -29 -1 https://www.hosp.tohoku-mpu.ac.jp/wakabayashi/

　東北医科薬科大学若林病院は，1979年の開設以来，
40年以上にわたり地域密着型病院として住民の健康増
進に寄与してきた。腎臓内科においては，NTT東日本
東北病院時代に維持透析管理中心であった状況から，透
析導入をはじめCKD対策，腎生検を実施するようにな
り，現在では，仙台市および近郊地域の腎疾患の診療拠
点となりつつある。透析導入回避は地域の喫緊の課題
であり，CKD早期からの適切な介入やきめ細かなフォ
ローが必要となるが，かかりつけ医との連携には課題も
残る。今回は，東北医科薬科大学若林病院腎臓内科科
長・人工透析センター長の安藤重輝先生に，透析導入回
避を目指す腎臓専門医のアクションプラン「若林ism」と
具体的な取り組み事例について伺った。

を待っているのではなく探しに行くという発想です。

─2つめのキーワード「冷静かつ批判的思考下にお
ける的確な診断」は，どのような考え方でしょうか。
　紹介された患者さんについて的確な診断を行
い，どのような治療で透析導入回避・導入時期の
先延ばしに取り組むのか，そこを明確に示すことは
腎臓専門医の重要な役割です。
　たとえば，原疾患に糖尿病がある患者さんに対し
ては，食事指導や降圧，脂質コントロール，禁煙，
尿酸管理など腎症進展リスク因子の排除を行いま
すが，なかには，腎炎や血管炎などの特殊な病態が

テンプレートを作成しました（図2）。紹介基準は，2018
年に日本腎臓学会が発表した「かかりつけ医から腎臓専門
医・専門医療機関への紹介基準」を参考にしており，当院
ホームページから直接ダウンロードすることができます。
　紹介基準とともにかかりつけ医の先生方に留意してい
ただきたいのは，検査値の経時的変化です。同じeGFR
値であっても，10年前や5年前と比べてほとんど変化が
ないケースと，1年前に比べてかなり低下したケースとで
は，数値のもつ意味合いが異なります。
　数ヵ月で急激に低下している場合は，腎炎・血管炎など
早急に腎生検や医療介入が必要となる疾患の可能性もあ
ります。長年診療している患者さんについて，検査値の横
軸をみて「何かおかしいな」と感じることがあれば，明確な
症状がなくてもためらうことなく腎臓専門医に紹介してい
ただければと思います。
　腎臓内科での精査の結果，特に大きな問題もなくかか
りつけ医の先生のもとへお返しするケースもありますが，
時には精査が必要となる患者さんもみつかります。“腎臓
専門医の介入が必要な患者さんのスクリーニング”という
感覚で，かかりつけ医の先生方には気兼ねなく紹介してほ
しいと思います。
　また，一度腎臓内科に紹介いただくことで患者さんの病
識が間違いなく向上します。その時点で医療介入の余地

が少ない患者さんであっても腎臓が悪いということを自覚
し，腎臓という臓器に関心をもっていただくということは終
生続くCKD管理にとってはきわめて重要なことであると
考えます。CKD患者さんの未来を考えると，早い段階で
一度は腎臓内科の門を叩いてほしいと切に願いますし，こ
れこそが透析導入を減らす最大の鍵なのかもしれません。

─若年層の患者さんの専門医受診は，どのように促して
いますか。
　かかりつけ医の先生方が紹介状を書いてくださっても，
「若年層の患者さんが腎臓専門医を受診したがらない」と
いうのはよく耳にする話です。
　患者さんからすれば，CKDは糖尿病ほど身近に感じら
れる疾患ではなく，多忙な中，特に困る症状もないのにあ
えて総合病院などへ足を運ぼうという気にはならないかも
しれません。また，腎臓内科という診療科そのものが，一
般市民にとってなじみの薄い存在であることも事実です。
　それでは，どのようにすれば腎臓内科の門を叩いてもら
えるかと考えた結果，当院では，2020年3月から土曜日
もしくは祝日にも外来診療を行い，「休日なら受診できる」
という若年層患者さんへの対応強化に乗り出しました。
　さらに，「脳ドック」が広く一般市民に浸透したように，腎
臓という臓器に興味をもっていただけるよう「若林腎臓
ドック」も開設しました（図3）。これは，患者さんの希望す
る日時に合わせて，当院腎臓内科にて各種検査と結果説
明を行うものです。初回は検査と簡単な診察のみで待ち
時間がほぼないうえに，平日の開院時間内ならいつでも，
また毎週土曜日の午前中も受診可能となっております。
これなら，多忙な患者さんでも仕事の合間を縫って立ち
寄ることができ，少しは重い腰を上げてもらえるきっかけ
になるのではないかと考えて始めました。かかりつけ医の
先生方も，患者さんが受診しやすいシステムがあれば，よ
り専門医の受診を勧めやすくなるのではないかと期待し
ています。
　腎臓専門医として患者さんに来てもらうのを待っている
だけではなく，こちらから積極的にかかりつけ医の先生方
と患者さんにアプローチしていくことで，腎臓内科が患者
さんにとって身近な存在となり，専門診療につながるケー
スが増えるだろうと考えています。
　また，腎臓専門医のいない仙台市外，特に宮城県南部
を中心とした各地域の中核病院にも腎臓外来を開設し，さ
らなるCKD患者さんの掘り起こしに努めております。こ
れも「若林ism」で提唱する機動力の真骨頂で，患者さん

い」とする風潮があったと思います。しかし，現在は平均
寿命も延びており，患者さんの健康寿命の延伸も考慮す
る必要があります。「この患者さんの腎臓を終生もたせる
にはどうすればよいか」という視点が必要です。高齢の患
者さんであっても，長期にわたりその方の腎臓を守ってい
くための介入のコツや工夫が腎臓専門医には求められて
いるのです。
　ただ，高齢化社会においては腎臓だけではなくすべて
の臓器に気を払う必要があります。木を見て森を見ずの
医療ではいけないと考えます。CKDにおいては食事指導
は重要ですが，高齢の真面目な患者さんに厳しく指導しす
ぎると，栄養不足となりサルコペニアやフレイルの問題が
生じます。患者さんの性格や嗜好，生活背景などを考慮し
た調整が必要で，高齢化社会においてはよりオーダーメ
イドを追求した介入が必要になると思います。

─高齢の患者さんへの透析導入も多いのでしょうか。
　現在，全国的な透析導入の平均年齢は約70歳となっ
ており1），当院でも70代での導入が多い印象です。透
析導入の可否については年齢を区切りとした検討はして
おらず，患者さんや家族の希望を確認し，認知機能など
に問題がなければ80代や90代でも導入することがあり
ます。
　透析により1年でも2年でも長く動けて，毎日おいしく
食事ができ，家族と会話することが実現できるのであれ
ば，何歳であっても透析を検討しないという選択肢はない
と考えています。つい先日も，90歳手前で透析を開始し
て95歳を迎えた患者さんの家族から，「あのとき導入を
決断してよかった」という声がありました。
　また，透析導入年齢の高齢化にともない，在宅でのPD
ラストというかたちでの腹膜透析の選択もありうると思っ
ています。その場合は，患者さんのADLのほか介助のマ
ンパワーなど諸条件が求められますが，「高齢だから送迎
による血液透析」という一択に絞るのではなく，ニーズが
あれば丁寧に説明し，周囲の関係者の方々と一緒に考え
ています。
　このように，腎臓内科は患者さん一人ひとりと向き合
い，専門的見地から管理方法を検討すると同時に，トータ
ルで患者さんのことを考えなければならない診療科です。
透析導入後も長いお付き合いになる患者さんが増え，人
間同士として深い付き合いになっていく側面もあります。
実は，腎臓内科の肝はそこにあり，ヒューマニティあふれ
る診療を提供していきたいと思っています。

隠れているケースがあります。「糖尿病だから糖尿病性腎
症」と診断を決めつけて診るのではなく，少しでも矛盾点
があれば腎炎などの合併を疑い，腎生検を実施して的確
な診断につなげることが重要です。
　実際に，これまでに透析導入に至った患者さんで，「本
当に糖尿病性腎症・腎硬化症が原疾患だったのか」と疑い
をもたざるを得ないケースもありました。そのため，「何か
ほかの疾患が隠れている可能性もある」という視点を常に
忘れず，診療の経験値をさらに上げていく必要があると
痛感しています。
　医療連携推進のためには，受け手である腎臓専門医の
成長も必要です。若手の医師も含め，そういった意識を共
有して育てていくことが重要だと思います。かかりつけ医
の先生方が紹介しやすい対策を考えると同時に，「腎臓専門
医に紹介してよかった」とメリットを感じてもらうことが，そ
の後のスムーズな紹介につながっていくと考えています。

─腎臓専門医介入後は，どのような連携体制となるので
しょうか。
　患者さんの状態が安定した場合はかかりつけ医の先生
方の元へお返しし，患者さんの状態によって3ヵ月おきや
4～6ヵ月おきに当院を受診してもらいながら，かかりつ
け医と専門医共同で患者さんのフォローを行います。
　以前は，紹介していただいた患者さんについて，「透析
が近くなりそうであれば再紹介してください」という連携
が一般的でしたが，現在は，連携パスのもとで3ヵ月から

数ヵ月に1回程度，当院にてデータチェックと加療内容の
確認を行っています（図4）。こうした体制により，患者さ
ん，かかりつけ医の先生方双方の安心につながると考え
ています。
　そのなかで，どうしても透析が必要となるケースも出て
きますが，腎臓専門医の適切な介入と療養指導により，導
入までの時期をできる限り先延ばしすることも可能です。
また，いよいよ透析導入という段階で，できる限りスムー
ズに導入できるよう準備を整えておく必要があります。
　われわれ医師は，比較的安易に「透析」と口にしてしま
いますが，患者さんにとって透析導入となることを受容す
ることはそれほど簡単ではありません。血液透析だけで
なく，腹膜透析や腎移植の選択肢がある場合，どの療法
を選択するか悩み，納得のいく結論を出すためには十分
な時間が必要です。しかも，透析は患者さんのみならず，
家族など周囲の人を巻き込むライフイベントであり，生活
環境を整える時間も必要となります。
　また，腎臓専門医の側としては，透析導入のタイミング
を逸しないよう，計画的な導入を実現する体制づくりも必
要となります。緊急透析が計画導入に比べて生命予後が
悪いことは以前から知られており，これまでの経験からも
全身状態の急激な悪化やシャントトラブル，入院期間の長
期化などの問題が発生しやすいことを実感しています。
　このような背景を踏まえ，かかりつけ医の先生方とこま
めに情報をやりとりしながら，患者さん個々にとって最善
の予後を目指していきたいと思っています。

─3つめのキーワード「オーダーメイド治療」について教
えてください。
　前提として，腎臓内科を受診する患者さんの病態や状
況が非常に多様性に富んでいるという背景があります。
CKD保存期から透析導入寸前，透析導入後など患者さん
個々の病態に違いがあり，年齢や性格，家族構成も異なり
ます。当然ながら画一的な治療は成り立たず，一人ひとり
に対する「オーダーメイド」の概念が必須となります。
　療法選択においても，患者さん本人はもちろん家族の
意向も酌みつつ，十分な話し合いを行わなくてはなりませ
ん。サイエンスの側面だけではなく，患者さんの思考や
人生そのものにまで配慮した提案，人道的な医療が求め
られるでしょう。
　また，「オーダーメイド」を追求するうえでは，社会の変
化も考慮する必要があります。ひと昔前の医療では，70
歳を過ぎて多少血圧が高くても，「高齢だから仕方がな

東北医科薬科大学 若林病院

安藤重輝
Ando Shigeki

東北医科薬科大学 若林病院
腎臓内科科長・人工透析センター長

　 地域における腎疾患診療レベルの
　 向上を目指して

─「若林ism」を介した今後の腎疾患診療の展望をお聞
かせください。
　私は，基本的に透析導入は予防できるものと考えてい
ます。そのためには患者さんの努力も必要ですが，患者
さんがどれだけ頑張っても透析導入が避けられなかった
事例の背景には，根底に医療側の問題もあったのではな
いかと思います。その問題の多くは，CKDの初期段階で
の見落としや，腎臓専門医への紹介遅れではないでしょう
か。地域でかかりつけ医の先生方と丁寧な診療を継続し
ていくことで，透析導入のレールに乗らなくてすむ患者さ
んが増えると期待しています。
　そもそも私が腎臓内科医になったのは，手技的なもの
より思考的な医療が好きで，患者さん個々にどのような治
療を提案するかを熟考できる領域だったからです。20年
以上にわたり様々な地域の中核病院の腎臓内科医として
診療にあたって参りましたが，過去の腎臓医療を反省しそ
して自分なりのフィードバックとして診療のエッセンスを凝
縮させたものが「若林ism」です。
　「若林ism」では，かかりつけ医の先生方との連携のも
と，専門的見地から介入を行い，患者さん個々に最適な
治療の提供を目指します。残念ながら透析導入となってし
まったケースについても，導入が回避できなかったことを
教訓として，未来の患者さんの透析導入阻止につなげて
いければと考えています。
　さらに，近年はCKDを取り巻く状況が大きく変化し，治
療面では画期的新薬の登場が相次いでいます。それを使
いこなせるよう努力し，かかりつけ医の先生方に症例のや
りとりを通じて最新の治療をお伝えすることも，われわれ
腎臓専門医の責務となるでしょう。こうした症例ごとの情
報共有と経験の積み重ねにより，地域における腎疾患診
療レベルの向上が期待できると考えています。
　一つひとつは草の根的で小さなことの積み重ねですが，
それが全部つながって，着実に透析予防を実現できるよう
な道筋を整えていければと思います。この「若林ism」を
通じて新しい腎臓内科のかたちを提案し，透析導入減少，
そして腎臓内科医の育成にも尽力していきたい所存です。

透析導入回避を目指し，腎疾患診療のあり方を問い直す「若林ism」

　1997年東北大学医学部卒業。2000年東北大
学医学部附属病院腎・高血圧・内分泌科（旧第二内
科）入局。山形市立病院済生館，JCHO仙台病院，
石巻赤十字病院を経て，2014年4月よりNTT東
日本東北病院勤務。現在，東北医科薬科大学若林
病院腎臓内科科長兼人工透析センター長。日本内
科学会認定医，日本腎臓学会専門医・指導医，日本
透析医学会専門医，日本内科学会総合内科専門医。
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　 地域における腎疾患診療の現状

─東北医科薬科大学若林病院の成り立ちと腎臓内科の
位置づけを教えてください。
　東北医科薬科大学若林病院（127床）は，1979年に
開設された日本電信電話公社東北逓信病院を前身とし，
40年以上にわたり地域密着型病院として発展してきまし
た。その間，NTT東北逓信病院，NTT東日本東北病院と
名称変更を重ね，2016年に東北医科薬科大学附属病院
の一員に加わってからは，仙台市若林地区唯一の総合病
院として高度かつ良質な医療の提供に努めています。
　私が当院に赴任した当時の腎臓内科は，他施設で透析
導入した患者さんの維持透析を行う透析室のみが機能し
ている状況でした。その後，バスキュラーアクセス作成を
含めた透析導入をはじめ，CKD対策や腎生検も実施でき
る体制整備を行い，現在では，仙台市における腎疾患診
療全般の拠点病院となりつつあります。
　腎臓内科領域のすべてをカバーしており，腎生検は約
80例/年，透析導入は約50例/年と症例数も増加傾向，
また近隣に透析施設が少ないこともあって，導入患者さ
んがそのまま当院で維持透析を行う症例も多く，血液透
析患者も100人近くに上ります。2020年には透析患者
増加に対応するため，第2透析室も新規増築させていた
だきました。今後は，ニーズが増加している腹膜透析，さ
らには仙台市内では普及しきれていないオーバーナイト
透析もスタートさせて，さらなる医療貢献に努めていきた
いと考えております。
　さらに，かつて仙台市の腎疾患診療はJCHO仙台病院
に一極集中していましたが，現在は，当院腎臓内科でも仙
台市内から近郊地域までカバーできるようになりました。
今後，地域全体における腎疾患診療の一層のレベル向上
が期待されるところです。

─仙台市圏の腎疾患診療にはどのような課題があるので
しょうか。
　CKD診療における最大の目標は透析導入の回避・導
入時期先延ばしですが，全国的な状況と同じで，仙台市圏
においても対策が遅れているのが現状です。
　その要因について考えると，CKDの初期は自覚症状に
乏しく，慢性に進行するCKDの腎機能低下はほぼ不可逆
的であること，そして腎保護のためには患者さんの日々の
努力が必要となることなどが挙げられます。
　課題の一つとして，健康診断や人間ドックで検尿異常や

腎機能低下を指摘されても，積極的に医療機関を受診し
ようと考える患者さんは少なく，特に若年層においてその
傾向が顕著です。
　また，かかりつけ医を受診後，eGFRが60mL/min/ 
1.73m2を下回るG3aあたりや尿蛋白・尿潜血陽性が
認められた時点ですぐに腎臓専門医が介入できればよい
のですが，現状は浮腫などの自覚症状が出現して初めて
紹介となるケースが中心で，紹介された段階で高度腎機
能低下を呈していることも少なくありません。残念なが
ら仙台市圏においては，腎臓専門医とかかりつけ医の先
生方との連携が十分機能しているとはいえないのが現状
です。
　かかりつけ医の先生方のお立場に立つと，自覚症状の
ない元気な患者さんを紹介しづらいことは容易に想像
できます。しかし，eGFRが30mL/min/1.73m2を下
回った進行した腎不全の段階で初めて患者さんを紹介さ
れると，透析導入を回避するのは不可能です。
　したがって，まずわれわれ腎臓専門医が行うべきこと
は，かかりつけ医の先生方が紹介しやすく，患者さんが受
診しやすい診療体制づくりであると認識しています。その
考え方を具体的に示したのが「若林ism」（図1）です。

　 新しい腎疾患診療を目指す
　 「若林ism」の提唱

─「若林ism」の具体的な内容について教えてください。
　「若林ism」では3つのキーワードで，腎疾患診療にお
いて腎臓専門医が目指すべき方向性を示しています。
　1つめの「機動力」は，腎疾患診療における連携推進の
ために，紹介しやすい体制づくりを目指すためのキーワー
ドです。具体的なツールとして，かかりつけ医の先生方が
紹介状を書く手間を省き，簡便な紹介を実現するための

を待っているのではなく探しに行くという発想です。

─2つめのキーワード「冷静かつ批判的思考下にお
ける的確な診断」は，どのような考え方でしょうか。
　紹介された患者さんについて的確な診断を行
い，どのような治療で透析導入回避・導入時期の
先延ばしに取り組むのか，そこを明確に示すことは
腎臓専門医の重要な役割です。
　たとえば，原疾患に糖尿病がある患者さんに対し
ては，食事指導や降圧，脂質コントロール，禁煙，
尿酸管理など腎症進展リスク因子の排除を行いま
すが，なかには，腎炎や血管炎などの特殊な病態が

テンプレートを作成しました（図2）。紹介基準は，2018
年に日本腎臓学会が発表した「かかりつけ医から腎臓専門
医・専門医療機関への紹介基準」を参考にしており，当院
ホームページから直接ダウンロードすることができます。
　紹介基準とともにかかりつけ医の先生方に留意してい
ただきたいのは，検査値の経時的変化です。同じeGFR
値であっても，10年前や5年前と比べてほとんど変化が
ないケースと，1年前に比べてかなり低下したケースとで
は，数値のもつ意味合いが異なります。
　数ヵ月で急激に低下している場合は，腎炎・血管炎など
早急に腎生検や医療介入が必要となる疾患の可能性もあ
ります。長年診療している患者さんについて，検査値の横
軸をみて「何かおかしいな」と感じることがあれば，明確な
症状がなくてもためらうことなく腎臓専門医に紹介してい
ただければと思います。
　腎臓内科での精査の結果，特に大きな問題もなくかか
りつけ医の先生のもとへお返しするケースもありますが，
時には精査が必要となる患者さんもみつかります。“腎臓
専門医の介入が必要な患者さんのスクリーニング”という
感覚で，かかりつけ医の先生方には気兼ねなく紹介してほ
しいと思います。
　また，一度腎臓内科に紹介いただくことで患者さんの病
識が間違いなく向上します。その時点で医療介入の余地

が少ない患者さんであっても腎臓が悪いということを自覚
し，腎臓という臓器に関心をもっていただくということは終
生続くCKD管理にとってはきわめて重要なことであると
考えます。CKD患者さんの未来を考えると，早い段階で
一度は腎臓内科の門を叩いてほしいと切に願いますし，こ
れこそが透析導入を減らす最大の鍵なのかもしれません。

─若年層の患者さんの専門医受診は，どのように促して
いますか。
　かかりつけ医の先生方が紹介状を書いてくださっても，
「若年層の患者さんが腎臓専門医を受診したがらない」と
いうのはよく耳にする話です。
　患者さんからすれば，CKDは糖尿病ほど身近に感じら
れる疾患ではなく，多忙な中，特に困る症状もないのにあ
えて総合病院などへ足を運ぼうという気にはならないかも
しれません。また，腎臓内科という診療科そのものが，一
般市民にとってなじみの薄い存在であることも事実です。
　それでは，どのようにすれば腎臓内科の門を叩いてもら
えるかと考えた結果，当院では，2020年3月から土曜日
もしくは祝日にも外来診療を行い，「休日なら受診できる」
という若年層患者さんへの対応強化に乗り出しました。
　さらに，「脳ドック」が広く一般市民に浸透したように，腎
臓という臓器に興味をもっていただけるよう「若林腎臓
ドック」も開設しました（図3）。これは，患者さんの希望す
る日時に合わせて，当院腎臓内科にて各種検査と結果説
明を行うものです。初回は検査と簡単な診察のみで待ち
時間がほぼないうえに，平日の開院時間内ならいつでも，
また毎週土曜日の午前中も受診可能となっております。
これなら，多忙な患者さんでも仕事の合間を縫って立ち
寄ることができ，少しは重い腰を上げてもらえるきっかけ
になるのではないかと考えて始めました。かかりつけ医の
先生方も，患者さんが受診しやすいシステムがあれば，よ
り専門医の受診を勧めやすくなるのではないかと期待し
ています。
　腎臓専門医として患者さんに来てもらうのを待っている
だけではなく，こちらから積極的にかかりつけ医の先生方
と患者さんにアプローチしていくことで，腎臓内科が患者
さんにとって身近な存在となり，専門診療につながるケー
スが増えるだろうと考えています。
　また，腎臓専門医のいない仙台市外，特に宮城県南部
を中心とした各地域の中核病院にも腎臓外来を開設し，さ
らなるCKD患者さんの掘り起こしに努めております。こ
れも「若林ism」で提唱する機動力の真骨頂で，患者さん

い」とする風潮があったと思います。しかし，現在は平均
寿命も延びており，患者さんの健康寿命の延伸も考慮す
る必要があります。「この患者さんの腎臓を終生もたせる
にはどうすればよいか」という視点が必要です。高齢の患
者さんであっても，長期にわたりその方の腎臓を守ってい
くための介入のコツや工夫が腎臓専門医には求められて
いるのです。
　ただ，高齢化社会においては腎臓だけではなくすべて
の臓器に気を払う必要があります。木を見て森を見ずの
医療ではいけないと考えます。CKDにおいては食事指導
は重要ですが，高齢の真面目な患者さんに厳しく指導しす
ぎると，栄養不足となりサルコペニアやフレイルの問題が
生じます。患者さんの性格や嗜好，生活背景などを考慮し
た調整が必要で，高齢化社会においてはよりオーダーメ
イドを追求した介入が必要になると思います。

─高齢の患者さんへの透析導入も多いのでしょうか。
　現在，全国的な透析導入の平均年齢は約70歳となっ
ており1），当院でも70代での導入が多い印象です。透
析導入の可否については年齢を区切りとした検討はして
おらず，患者さんや家族の希望を確認し，認知機能など
に問題がなければ80代や90代でも導入することがあり
ます。
　透析により1年でも2年でも長く動けて，毎日おいしく
食事ができ，家族と会話することが実現できるのであれ
ば，何歳であっても透析を検討しないという選択肢はない
と考えています。つい先日も，90歳手前で透析を開始し
て95歳を迎えた患者さんの家族から，「あのとき導入を
決断してよかった」という声がありました。
　また，透析導入年齢の高齢化にともない，在宅でのPD
ラストというかたちでの腹膜透析の選択もありうると思っ
ています。その場合は，患者さんのADLのほか介助のマ
ンパワーなど諸条件が求められますが，「高齢だから送迎
による血液透析」という一択に絞るのではなく，ニーズが
あれば丁寧に説明し，周囲の関係者の方々と一緒に考え
ています。
　このように，腎臓内科は患者さん一人ひとりと向き合
い，専門的見地から管理方法を検討すると同時に，トータ
ルで患者さんのことを考えなければならない診療科です。
透析導入後も長いお付き合いになる患者さんが増え，人
間同士として深い付き合いになっていく側面もあります。
実は，腎臓内科の肝はそこにあり，ヒューマニティあふれ
る診療を提供していきたいと思っています。

隠れているケースがあります。「糖尿病だから糖尿病性腎
症」と診断を決めつけて診るのではなく，少しでも矛盾点
があれば腎炎などの合併を疑い，腎生検を実施して的確
な診断につなげることが重要です。
　実際に，これまでに透析導入に至った患者さんで，「本
当に糖尿病性腎症・腎硬化症が原疾患だったのか」と疑い
をもたざるを得ないケースもありました。そのため，「何か
ほかの疾患が隠れている可能性もある」という視点を常に
忘れず，診療の経験値をさらに上げていく必要があると
痛感しています。
　医療連携推進のためには，受け手である腎臓専門医の
成長も必要です。若手の医師も含め，そういった意識を共
有して育てていくことが重要だと思います。かかりつけ医
の先生方が紹介しやすい対策を考えると同時に，「腎臓専門
医に紹介してよかった」とメリットを感じてもらうことが，そ
の後のスムーズな紹介につながっていくと考えています。

─腎臓専門医介入後は，どのような連携体制となるので
しょうか。
　患者さんの状態が安定した場合はかかりつけ医の先生
方の元へお返しし，患者さんの状態によって3ヵ月おきや
4～6ヵ月おきに当院を受診してもらいながら，かかりつ
け医と専門医共同で患者さんのフォローを行います。
　以前は，紹介していただいた患者さんについて，「透析
が近くなりそうであれば再紹介してください」という連携
が一般的でしたが，現在は，連携パスのもとで3ヵ月から

数ヵ月に1回程度，当院にてデータチェックと加療内容の
確認を行っています（図4）。こうした体制により，患者さ
ん，かかりつけ医の先生方双方の安心につながると考え
ています。
　そのなかで，どうしても透析が必要となるケースも出て
きますが，腎臓専門医の適切な介入と療養指導により，導
入までの時期をできる限り先延ばしすることも可能です。
また，いよいよ透析導入という段階で，できる限りスムー
ズに導入できるよう準備を整えておく必要があります。
　われわれ医師は，比較的安易に「透析」と口にしてしま
いますが，患者さんにとって透析導入となることを受容す
ることはそれほど簡単ではありません。血液透析だけで
なく，腹膜透析や腎移植の選択肢がある場合，どの療法
を選択するか悩み，納得のいく結論を出すためには十分
な時間が必要です。しかも，透析は患者さんのみならず，
家族など周囲の人を巻き込むライフイベントであり，生活
環境を整える時間も必要となります。
　また，腎臓専門医の側としては，透析導入のタイミング
を逸しないよう，計画的な導入を実現する体制づくりも必
要となります。緊急透析が計画導入に比べて生命予後が
悪いことは以前から知られており，これまでの経験からも
全身状態の急激な悪化やシャントトラブル，入院期間の長
期化などの問題が発生しやすいことを実感しています。
　このような背景を踏まえ，かかりつけ医の先生方とこま
めに情報をやりとりしながら，患者さん個々にとって最善
の予後を目指していきたいと思っています。

─3つめのキーワード「オーダーメイド治療」について教
えてください。
　前提として，腎臓内科を受診する患者さんの病態や状
況が非常に多様性に富んでいるという背景があります。
CKD保存期から透析導入寸前，透析導入後など患者さん
個々の病態に違いがあり，年齢や性格，家族構成も異なり
ます。当然ながら画一的な治療は成り立たず，一人ひとり
に対する「オーダーメイド」の概念が必須となります。
　療法選択においても，患者さん本人はもちろん家族の
意向も酌みつつ，十分な話し合いを行わなくてはなりませ
ん。サイエンスの側面だけではなく，患者さんの思考や
人生そのものにまで配慮した提案，人道的な医療が求め
られるでしょう。
　また，「オーダーメイド」を追求するうえでは，社会の変
化も考慮する必要があります。ひと昔前の医療では，70
歳を過ぎて多少血圧が高くても，「高齢だから仕方がな

施設紹介 東北医科薬科大学 若林病院

　 地域における腎疾患診療レベルの
　 向上を目指して

─「若林ism」を介した今後の腎疾患診療の展望をお聞
かせください。
　私は，基本的に透析導入は予防できるものと考えてい
ます。そのためには患者さんの努力も必要ですが，患者
さんがどれだけ頑張っても透析導入が避けられなかった
事例の背景には，根底に医療側の問題もあったのではな
いかと思います。その問題の多くは，CKDの初期段階で
の見落としや，腎臓専門医への紹介遅れではないでしょう
か。地域でかかりつけ医の先生方と丁寧な診療を継続し
ていくことで，透析導入のレールに乗らなくてすむ患者さ
んが増えると期待しています。
　そもそも私が腎臓内科医になったのは，手技的なもの
より思考的な医療が好きで，患者さん個々にどのような治
療を提案するかを熟考できる領域だったからです。20年
以上にわたり様々な地域の中核病院の腎臓内科医として
診療にあたって参りましたが，過去の腎臓医療を反省しそ
して自分なりのフィードバックとして診療のエッセンスを凝
縮させたものが「若林ism」です。
　「若林ism」では，かかりつけ医の先生方との連携のも
と，専門的見地から介入を行い，患者さん個々に最適な
治療の提供を目指します。残念ながら透析導入となってし
まったケースについても，導入が回避できなかったことを
教訓として，未来の患者さんの透析導入阻止につなげて
いければと考えています。
　さらに，近年はCKDを取り巻く状況が大きく変化し，治
療面では画期的新薬の登場が相次いでいます。それを使
いこなせるよう努力し，かかりつけ医の先生方に症例のや
りとりを通じて最新の治療をお伝えすることも，われわれ
腎臓専門医の責務となるでしょう。こうした症例ごとの情
報共有と経験の積み重ねにより，地域における腎疾患診
療レベルの向上が期待できると考えています。
　一つひとつは草の根的で小さなことの積み重ねですが，
それが全部つながって，着実に透析予防を実現できるよう
な道筋を整えていければと思います。この「若林ism」を
通じて新しい腎臓内科のかたちを提案し，透析導入減少，
そして腎臓内科医の育成にも尽力していきたい所存です。

❶ かかりつけ医との強固な連携と腎臓ドック及び各地域での
 腎外来開設により潜在的CKD患者を探しに行く機動力

❷ 腎臓のプロフェッショナルとして冷静かつ
 批判的思考下における的確な診断

❸ 一人ひとりの背景に合わせた投薬，指導，診療方法を
 提案するオーダーメイド治療

図1 若林ism3つのキーワード

３つのキーワード

新しい腎臓内科医療「若林ism」の提唱
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　 地域における腎疾患診療の現状

─東北医科薬科大学若林病院の成り立ちと腎臓内科の
位置づけを教えてください。
　東北医科薬科大学若林病院（127床）は，1979年に
開設された日本電信電話公社東北逓信病院を前身とし，
40年以上にわたり地域密着型病院として発展してきまし
た。その間，NTT東北逓信病院，NTT東日本東北病院と
名称変更を重ね，2016年に東北医科薬科大学附属病院
の一員に加わってからは，仙台市若林地区唯一の総合病
院として高度かつ良質な医療の提供に努めています。
　私が当院に赴任した当時の腎臓内科は，他施設で透析
導入した患者さんの維持透析を行う透析室のみが機能し
ている状況でした。その後，バスキュラーアクセス作成を
含めた透析導入をはじめ，CKD対策や腎生検も実施でき
る体制整備を行い，現在では，仙台市における腎疾患診
療全般の拠点病院となりつつあります。
　腎臓内科領域のすべてをカバーしており，腎生検は約
80例/年，透析導入は約50例/年と症例数も増加傾向，
また近隣に透析施設が少ないこともあって，導入患者さ
んがそのまま当院で維持透析を行う症例も多く，血液透
析患者も100人近くに上ります。2020年には透析患者
増加に対応するため，第2透析室も新規増築させていた
だきました。今後は，ニーズが増加している腹膜透析，さ
らには仙台市内では普及しきれていないオーバーナイト
透析もスタートさせて，さらなる医療貢献に努めていきた
いと考えております。
　さらに，かつて仙台市の腎疾患診療はJCHO仙台病院
に一極集中していましたが，現在は，当院腎臓内科でも仙
台市内から近郊地域までカバーできるようになりました。
今後，地域全体における腎疾患診療の一層のレベル向上
が期待されるところです。

─仙台市圏の腎疾患診療にはどのような課題があるので
しょうか。
　CKD診療における最大の目標は透析導入の回避・導
入時期先延ばしですが，全国的な状況と同じで，仙台市圏
においても対策が遅れているのが現状です。
　その要因について考えると，CKDの初期は自覚症状に
乏しく，慢性に進行するCKDの腎機能低下はほぼ不可逆
的であること，そして腎保護のためには患者さんの日々の
努力が必要となることなどが挙げられます。
　課題の一つとして，健康診断や人間ドックで検尿異常や

腎機能低下を指摘されても，積極的に医療機関を受診し
ようと考える患者さんは少なく，特に若年層においてその
傾向が顕著です。
　また，かかりつけ医を受診後，eGFRが60mL/min/ 
1.73m2を下回るG3aあたりや尿蛋白・尿潜血陽性が
認められた時点ですぐに腎臓専門医が介入できればよい
のですが，現状は浮腫などの自覚症状が出現して初めて
紹介となるケースが中心で，紹介された段階で高度腎機
能低下を呈していることも少なくありません。残念なが
ら仙台市圏においては，腎臓専門医とかかりつけ医の先
生方との連携が十分機能しているとはいえないのが現状
です。
　かかりつけ医の先生方のお立場に立つと，自覚症状の
ない元気な患者さんを紹介しづらいことは容易に想像
できます。しかし，eGFRが30mL/min/1.73m2を下
回った進行した腎不全の段階で初めて患者さんを紹介さ
れると，透析導入を回避するのは不可能です。
　したがって，まずわれわれ腎臓専門医が行うべきこと
は，かかりつけ医の先生方が紹介しやすく，患者さんが受
診しやすい診療体制づくりであると認識しています。その
考え方を具体的に示したのが「若林ism」（図1）です。

　 新しい腎疾患診療を目指す
　 「若林ism」の提唱

─「若林ism」の具体的な内容について教えてください。
　「若林ism」では3つのキーワードで，腎疾患診療にお
いて腎臓専門医が目指すべき方向性を示しています。
　1つめの「機動力」は，腎疾患診療における連携推進の
ために，紹介しやすい体制づくりを目指すためのキーワー
ドです。具体的なツールとして，かかりつけ医の先生方が
紹介状を書く手間を省き，簡便な紹介を実現するための

を待っているのではなく探しに行くという発想です。

─2つめのキーワード「冷静かつ批判的思考下にお
ける的確な診断」は，どのような考え方でしょうか。
　紹介された患者さんについて的確な診断を行
い，どのような治療で透析導入回避・導入時期の
先延ばしに取り組むのか，そこを明確に示すことは
腎臓専門医の重要な役割です。
　たとえば，原疾患に糖尿病がある患者さんに対し
ては，食事指導や降圧，脂質コントロール，禁煙，
尿酸管理など腎症進展リスク因子の排除を行いま
すが，なかには，腎炎や血管炎などの特殊な病態が

テンプレートを作成しました（図2）。紹介基準は，2018
年に日本腎臓学会が発表した「かかりつけ医から腎臓専門
医・専門医療機関への紹介基準」を参考にしており，当院
ホームページから直接ダウンロードすることができます。
　紹介基準とともにかかりつけ医の先生方に留意してい
ただきたいのは，検査値の経時的変化です。同じeGFR
値であっても，10年前や5年前と比べてほとんど変化が
ないケースと，1年前に比べてかなり低下したケースとで
は，数値のもつ意味合いが異なります。
　数ヵ月で急激に低下している場合は，腎炎・血管炎など
早急に腎生検や医療介入が必要となる疾患の可能性もあ
ります。長年診療している患者さんについて，検査値の横
軸をみて「何かおかしいな」と感じることがあれば，明確な
症状がなくてもためらうことなく腎臓専門医に紹介してい
ただければと思います。
　腎臓内科での精査の結果，特に大きな問題もなくかか
りつけ医の先生のもとへお返しするケースもありますが，
時には精査が必要となる患者さんもみつかります。“腎臓
専門医の介入が必要な患者さんのスクリーニング”という
感覚で，かかりつけ医の先生方には気兼ねなく紹介してほ
しいと思います。
　また，一度腎臓内科に紹介いただくことで患者さんの病
識が間違いなく向上します。その時点で医療介入の余地

が少ない患者さんであっても腎臓が悪いということを自覚
し，腎臓という臓器に関心をもっていただくということは終
生続くCKD管理にとってはきわめて重要なことであると
考えます。CKD患者さんの未来を考えると，早い段階で
一度は腎臓内科の門を叩いてほしいと切に願いますし，こ
れこそが透析導入を減らす最大の鍵なのかもしれません。

─若年層の患者さんの専門医受診は，どのように促して
いますか。
　かかりつけ医の先生方が紹介状を書いてくださっても，
「若年層の患者さんが腎臓専門医を受診したがらない」と
いうのはよく耳にする話です。
　患者さんからすれば，CKDは糖尿病ほど身近に感じら
れる疾患ではなく，多忙な中，特に困る症状もないのにあ
えて総合病院などへ足を運ぼうという気にはならないかも
しれません。また，腎臓内科という診療科そのものが，一
般市民にとってなじみの薄い存在であることも事実です。
　それでは，どのようにすれば腎臓内科の門を叩いてもら
えるかと考えた結果，当院では，2020年3月から土曜日
もしくは祝日にも外来診療を行い，「休日なら受診できる」
という若年層患者さんへの対応強化に乗り出しました。
　さらに，「脳ドック」が広く一般市民に浸透したように，腎
臓という臓器に興味をもっていただけるよう「若林腎臓
ドック」も開設しました（図3）。これは，患者さんの希望す
る日時に合わせて，当院腎臓内科にて各種検査と結果説
明を行うものです。初回は検査と簡単な診察のみで待ち
時間がほぼないうえに，平日の開院時間内ならいつでも，
また毎週土曜日の午前中も受診可能となっております。
これなら，多忙な患者さんでも仕事の合間を縫って立ち
寄ることができ，少しは重い腰を上げてもらえるきっかけ
になるのではないかと考えて始めました。かかりつけ医の
先生方も，患者さんが受診しやすいシステムがあれば，よ
り専門医の受診を勧めやすくなるのではないかと期待し
ています。
　腎臓専門医として患者さんに来てもらうのを待っている
だけではなく，こちらから積極的にかかりつけ医の先生方
と患者さんにアプローチしていくことで，腎臓内科が患者
さんにとって身近な存在となり，専門診療につながるケー
スが増えるだろうと考えています。
　また，腎臓専門医のいない仙台市外，特に宮城県南部
を中心とした各地域の中核病院にも腎臓外来を開設し，さ
らなるCKD患者さんの掘り起こしに努めております。こ
れも「若林ism」で提唱する機動力の真骨頂で，患者さん

い」とする風潮があったと思います。しかし，現在は平均
寿命も延びており，患者さんの健康寿命の延伸も考慮す
る必要があります。「この患者さんの腎臓を終生もたせる
にはどうすればよいか」という視点が必要です。高齢の患
者さんであっても，長期にわたりその方の腎臓を守ってい
くための介入のコツや工夫が腎臓専門医には求められて
いるのです。
　ただ，高齢化社会においては腎臓だけではなくすべて
の臓器に気を払う必要があります。木を見て森を見ずの
医療ではいけないと考えます。CKDにおいては食事指導
は重要ですが，高齢の真面目な患者さんに厳しく指導しす
ぎると，栄養不足となりサルコペニアやフレイルの問題が
生じます。患者さんの性格や嗜好，生活背景などを考慮し
た調整が必要で，高齢化社会においてはよりオーダーメ
イドを追求した介入が必要になると思います。

─高齢の患者さんへの透析導入も多いのでしょうか。
　現在，全国的な透析導入の平均年齢は約70歳となっ
ており1），当院でも70代での導入が多い印象です。透
析導入の可否については年齢を区切りとした検討はして
おらず，患者さんや家族の希望を確認し，認知機能など
に問題がなければ80代や90代でも導入することがあり
ます。
　透析により1年でも2年でも長く動けて，毎日おいしく
食事ができ，家族と会話することが実現できるのであれ
ば，何歳であっても透析を検討しないという選択肢はない
と考えています。つい先日も，90歳手前で透析を開始し
て95歳を迎えた患者さんの家族から，「あのとき導入を
決断してよかった」という声がありました。
　また，透析導入年齢の高齢化にともない，在宅でのPD
ラストというかたちでの腹膜透析の選択もありうると思っ
ています。その場合は，患者さんのADLのほか介助のマ
ンパワーなど諸条件が求められますが，「高齢だから送迎
による血液透析」という一択に絞るのではなく，ニーズが
あれば丁寧に説明し，周囲の関係者の方々と一緒に考え
ています。
　このように，腎臓内科は患者さん一人ひとりと向き合
い，専門的見地から管理方法を検討すると同時に，トータ
ルで患者さんのことを考えなければならない診療科です。
透析導入後も長いお付き合いになる患者さんが増え，人
間同士として深い付き合いになっていく側面もあります。
実は，腎臓内科の肝はそこにあり，ヒューマニティあふれ
る診療を提供していきたいと思っています。

隠れているケースがあります。「糖尿病だから糖尿病性腎
症」と診断を決めつけて診るのではなく，少しでも矛盾点
があれば腎炎などの合併を疑い，腎生検を実施して的確
な診断につなげることが重要です。
　実際に，これまでに透析導入に至った患者さんで，「本
当に糖尿病性腎症・腎硬化症が原疾患だったのか」と疑い
をもたざるを得ないケースもありました。そのため，「何か
ほかの疾患が隠れている可能性もある」という視点を常に
忘れず，診療の経験値をさらに上げていく必要があると
痛感しています。
　医療連携推進のためには，受け手である腎臓専門医の
成長も必要です。若手の医師も含め，そういった意識を共
有して育てていくことが重要だと思います。かかりつけ医
の先生方が紹介しやすい対策を考えると同時に，「腎臓専門
医に紹介してよかった」とメリットを感じてもらうことが，そ
の後のスムーズな紹介につながっていくと考えています。

─腎臓専門医介入後は，どのような連携体制となるので
しょうか。
　患者さんの状態が安定した場合はかかりつけ医の先生
方の元へお返しし，患者さんの状態によって3ヵ月おきや
4～6ヵ月おきに当院を受診してもらいながら，かかりつ
け医と専門医共同で患者さんのフォローを行います。
　以前は，紹介していただいた患者さんについて，「透析
が近くなりそうであれば再紹介してください」という連携
が一般的でしたが，現在は，連携パスのもとで3ヵ月から

数ヵ月に1回程度，当院にてデータチェックと加療内容の
確認を行っています（図4）。こうした体制により，患者さ
ん，かかりつけ医の先生方双方の安心につながると考え
ています。
　そのなかで，どうしても透析が必要となるケースも出て
きますが，腎臓専門医の適切な介入と療養指導により，導
入までの時期をできる限り先延ばしすることも可能です。
また，いよいよ透析導入という段階で，できる限りスムー
ズに導入できるよう準備を整えておく必要があります。
　われわれ医師は，比較的安易に「透析」と口にしてしま
いますが，患者さんにとって透析導入となることを受容す
ることはそれほど簡単ではありません。血液透析だけで
なく，腹膜透析や腎移植の選択肢がある場合，どの療法
を選択するか悩み，納得のいく結論を出すためには十分
な時間が必要です。しかも，透析は患者さんのみならず，
家族など周囲の人を巻き込むライフイベントであり，生活
環境を整える時間も必要となります。
　また，腎臓専門医の側としては，透析導入のタイミング
を逸しないよう，計画的な導入を実現する体制づくりも必
要となります。緊急透析が計画導入に比べて生命予後が
悪いことは以前から知られており，これまでの経験からも
全身状態の急激な悪化やシャントトラブル，入院期間の長
期化などの問題が発生しやすいことを実感しています。
　このような背景を踏まえ，かかりつけ医の先生方とこま
めに情報をやりとりしながら，患者さん個々にとって最善
の予後を目指していきたいと思っています。

─3つめのキーワード「オーダーメイド治療」について教
えてください。
　前提として，腎臓内科を受診する患者さんの病態や状
況が非常に多様性に富んでいるという背景があります。
CKD保存期から透析導入寸前，透析導入後など患者さん
個々の病態に違いがあり，年齢や性格，家族構成も異なり
ます。当然ながら画一的な治療は成り立たず，一人ひとり
に対する「オーダーメイド」の概念が必須となります。
　療法選択においても，患者さん本人はもちろん家族の
意向も酌みつつ，十分な話し合いを行わなくてはなりませ
ん。サイエンスの側面だけではなく，患者さんの思考や
人生そのものにまで配慮した提案，人道的な医療が求め
られるでしょう。
　また，「オーダーメイド」を追求するうえでは，社会の変
化も考慮する必要があります。ひと昔前の医療では，70
歳を過ぎて多少血圧が高くても，「高齢だから仕方がな

　 地域における腎疾患診療レベルの
　 向上を目指して

─「若林ism」を介した今後の腎疾患診療の展望をお聞
かせください。
　私は，基本的に透析導入は予防できるものと考えてい
ます。そのためには患者さんの努力も必要ですが，患者
さんがどれだけ頑張っても透析導入が避けられなかった
事例の背景には，根底に医療側の問題もあったのではな
いかと思います。その問題の多くは，CKDの初期段階で
の見落としや，腎臓専門医への紹介遅れではないでしょう
か。地域でかかりつけ医の先生方と丁寧な診療を継続し
ていくことで，透析導入のレールに乗らなくてすむ患者さ
んが増えると期待しています。
　そもそも私が腎臓内科医になったのは，手技的なもの
より思考的な医療が好きで，患者さん個々にどのような治
療を提案するかを熟考できる領域だったからです。20年
以上にわたり様々な地域の中核病院の腎臓内科医として
診療にあたって参りましたが，過去の腎臓医療を反省しそ
して自分なりのフィードバックとして診療のエッセンスを凝
縮させたものが「若林ism」です。
　「若林ism」では，かかりつけ医の先生方との連携のも
と，専門的見地から介入を行い，患者さん個々に最適な
治療の提供を目指します。残念ながら透析導入となってし
まったケースについても，導入が回避できなかったことを
教訓として，未来の患者さんの透析導入阻止につなげて
いければと考えています。
　さらに，近年はCKDを取り巻く状況が大きく変化し，治
療面では画期的新薬の登場が相次いでいます。それを使
いこなせるよう努力し，かかりつけ医の先生方に症例のや
りとりを通じて最新の治療をお伝えすることも，われわれ
腎臓専門医の責務となるでしょう。こうした症例ごとの情
報共有と経験の積み重ねにより，地域における腎疾患診
療レベルの向上が期待できると考えています。
　一つひとつは草の根的で小さなことの積み重ねですが，
それが全部つながって，着実に透析予防を実現できるよう
な道筋を整えていければと思います。この「若林ism」を
通じて新しい腎臓内科のかたちを提案し，透析導入減少，
そして腎臓内科医の育成にも尽力していきたい所存です。
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若林病院地域医療連携室では，紹介予約を受け付け後，速やかな予約を実現し，患者さんの待ち時間が最小限とな
るよう配慮．地域の医療機関と密接に連携し，効率的で質の高い医療を提供するための医療連携を推進している．

　 地域における腎疾患診療の現状

─東北医科薬科大学若林病院の成り立ちと腎臓内科の
位置づけを教えてください。
　東北医科薬科大学若林病院（127床）は，1979年に
開設された日本電信電話公社東北逓信病院を前身とし，
40年以上にわたり地域密着型病院として発展してきまし
た。その間，NTT東北逓信病院，NTT東日本東北病院と
名称変更を重ね，2016年に東北医科薬科大学附属病院
の一員に加わってからは，仙台市若林地区唯一の総合病
院として高度かつ良質な医療の提供に努めています。
　私が当院に赴任した当時の腎臓内科は，他施設で透析
導入した患者さんの維持透析を行う透析室のみが機能し
ている状況でした。その後，バスキュラーアクセス作成を
含めた透析導入をはじめ，CKD対策や腎生検も実施でき
る体制整備を行い，現在では，仙台市における腎疾患診
療全般の拠点病院となりつつあります。
　腎臓内科領域のすべてをカバーしており，腎生検は約
80例/年，透析導入は約50例/年と症例数も増加傾向，
また近隣に透析施設が少ないこともあって，導入患者さ
んがそのまま当院で維持透析を行う症例も多く，血液透
析患者も100人近くに上ります。2020年には透析患者
増加に対応するため，第2透析室も新規増築させていた
だきました。今後は，ニーズが増加している腹膜透析，さ
らには仙台市内では普及しきれていないオーバーナイト
透析もスタートさせて，さらなる医療貢献に努めていきた
いと考えております。
　さらに，かつて仙台市の腎疾患診療はJCHO仙台病院
に一極集中していましたが，現在は，当院腎臓内科でも仙
台市内から近郊地域までカバーできるようになりました。
今後，地域全体における腎疾患診療の一層のレベル向上
が期待されるところです。

─仙台市圏の腎疾患診療にはどのような課題があるので
しょうか。
　CKD診療における最大の目標は透析導入の回避・導
入時期先延ばしですが，全国的な状況と同じで，仙台市圏
においても対策が遅れているのが現状です。
　その要因について考えると，CKDの初期は自覚症状に
乏しく，慢性に進行するCKDの腎機能低下はほぼ不可逆
的であること，そして腎保護のためには患者さんの日々の
努力が必要となることなどが挙げられます。
　課題の一つとして，健康診断や人間ドックで検尿異常や

腎機能低下を指摘されても，積極的に医療機関を受診し
ようと考える患者さんは少なく，特に若年層においてその
傾向が顕著です。
　また，かかりつけ医を受診後，eGFRが60mL/min/ 
1.73m2を下回るG3aあたりや尿蛋白・尿潜血陽性が
認められた時点ですぐに腎臓専門医が介入できればよい
のですが，現状は浮腫などの自覚症状が出現して初めて
紹介となるケースが中心で，紹介された段階で高度腎機
能低下を呈していることも少なくありません。残念なが
ら仙台市圏においては，腎臓専門医とかかりつけ医の先
生方との連携が十分機能しているとはいえないのが現状
です。
　かかりつけ医の先生方のお立場に立つと，自覚症状の
ない元気な患者さんを紹介しづらいことは容易に想像
できます。しかし，eGFRが30mL/min/1.73m2を下
回った進行した腎不全の段階で初めて患者さんを紹介さ
れると，透析導入を回避するのは不可能です。
　したがって，まずわれわれ腎臓専門医が行うべきこと
は，かかりつけ医の先生方が紹介しやすく，患者さんが受
診しやすい診療体制づくりであると認識しています。その
考え方を具体的に示したのが「若林ism」（図1）です。

　 新しい腎疾患診療を目指す
　 「若林ism」の提唱

─「若林ism」の具体的な内容について教えてください。
　「若林ism」では3つのキーワードで，腎疾患診療にお
いて腎臓専門医が目指すべき方向性を示しています。
　1つめの「機動力」は，腎疾患診療における連携推進の
ために，紹介しやすい体制づくりを目指すためのキーワー
ドです。具体的なツールとして，かかりつけ医の先生方が
紹介状を書く手間を省き，簡便な紹介を実現するための

を待っているのではなく探しに行くという発想です。

─2つめのキーワード「冷静かつ批判的思考下にお
ける的確な診断」は，どのような考え方でしょうか。
　紹介された患者さんについて的確な診断を行
い，どのような治療で透析導入回避・導入時期の
先延ばしに取り組むのか，そこを明確に示すことは
腎臓専門医の重要な役割です。
　たとえば，原疾患に糖尿病がある患者さんに対し
ては，食事指導や降圧，脂質コントロール，禁煙，
尿酸管理など腎症進展リスク因子の排除を行いま
すが，なかには，腎炎や血管炎などの特殊な病態が

テンプレートを作成しました（図2）。紹介基準は，2018
年に日本腎臓学会が発表した「かかりつけ医から腎臓専門
医・専門医療機関への紹介基準」を参考にしており，当院
ホームページから直接ダウンロードすることができます。
　紹介基準とともにかかりつけ医の先生方に留意してい
ただきたいのは，検査値の経時的変化です。同じeGFR
値であっても，10年前や5年前と比べてほとんど変化が
ないケースと，1年前に比べてかなり低下したケースとで
は，数値のもつ意味合いが異なります。
　数ヵ月で急激に低下している場合は，腎炎・血管炎など
早急に腎生検や医療介入が必要となる疾患の可能性もあ
ります。長年診療している患者さんについて，検査値の横
軸をみて「何かおかしいな」と感じることがあれば，明確な
症状がなくてもためらうことなく腎臓専門医に紹介してい
ただければと思います。
　腎臓内科での精査の結果，特に大きな問題もなくかか
りつけ医の先生のもとへお返しするケースもありますが，
時には精査が必要となる患者さんもみつかります。“腎臓
専門医の介入が必要な患者さんのスクリーニング”という
感覚で，かかりつけ医の先生方には気兼ねなく紹介してほ
しいと思います。
　また，一度腎臓内科に紹介いただくことで患者さんの病
識が間違いなく向上します。その時点で医療介入の余地

が少ない患者さんであっても腎臓が悪いということを自覚
し，腎臓という臓器に関心をもっていただくということは終
生続くCKD管理にとってはきわめて重要なことであると
考えます。CKD患者さんの未来を考えると，早い段階で
一度は腎臓内科の門を叩いてほしいと切に願いますし，こ
れこそが透析導入を減らす最大の鍵なのかもしれません。

─若年層の患者さんの専門医受診は，どのように促して
いますか。
　かかりつけ医の先生方が紹介状を書いてくださっても，
「若年層の患者さんが腎臓専門医を受診したがらない」と
いうのはよく耳にする話です。
　患者さんからすれば，CKDは糖尿病ほど身近に感じら
れる疾患ではなく，多忙な中，特に困る症状もないのにあ
えて総合病院などへ足を運ぼうという気にはならないかも
しれません。また，腎臓内科という診療科そのものが，一
般市民にとってなじみの薄い存在であることも事実です。
　それでは，どのようにすれば腎臓内科の門を叩いてもら
えるかと考えた結果，当院では，2020年3月から土曜日
もしくは祝日にも外来診療を行い，「休日なら受診できる」
という若年層患者さんへの対応強化に乗り出しました。
　さらに，「脳ドック」が広く一般市民に浸透したように，腎
臓という臓器に興味をもっていただけるよう「若林腎臓
ドック」も開設しました（図3）。これは，患者さんの希望す
る日時に合わせて，当院腎臓内科にて各種検査と結果説
明を行うものです。初回は検査と簡単な診察のみで待ち
時間がほぼないうえに，平日の開院時間内ならいつでも，
また毎週土曜日の午前中も受診可能となっております。
これなら，多忙な患者さんでも仕事の合間を縫って立ち
寄ることができ，少しは重い腰を上げてもらえるきっかけ
になるのではないかと考えて始めました。かかりつけ医の
先生方も，患者さんが受診しやすいシステムがあれば，よ
り専門医の受診を勧めやすくなるのではないかと期待し
ています。
　腎臓専門医として患者さんに来てもらうのを待っている
だけではなく，こちらから積極的にかかりつけ医の先生方
と患者さんにアプローチしていくことで，腎臓内科が患者
さんにとって身近な存在となり，専門診療につながるケー
スが増えるだろうと考えています。
　また，腎臓専門医のいない仙台市外，特に宮城県南部
を中心とした各地域の中核病院にも腎臓外来を開設し，さ
らなるCKD患者さんの掘り起こしに努めております。こ
れも「若林ism」で提唱する機動力の真骨頂で，患者さん

い」とする風潮があったと思います。しかし，現在は平均
寿命も延びており，患者さんの健康寿命の延伸も考慮す
る必要があります。「この患者さんの腎臓を終生もたせる
にはどうすればよいか」という視点が必要です。高齢の患
者さんであっても，長期にわたりその方の腎臓を守ってい
くための介入のコツや工夫が腎臓専門医には求められて
いるのです。
　ただ，高齢化社会においては腎臓だけではなくすべて
の臓器に気を払う必要があります。木を見て森を見ずの
医療ではいけないと考えます。CKDにおいては食事指導
は重要ですが，高齢の真面目な患者さんに厳しく指導しす
ぎると，栄養不足となりサルコペニアやフレイルの問題が
生じます。患者さんの性格や嗜好，生活背景などを考慮し
た調整が必要で，高齢化社会においてはよりオーダーメ
イドを追求した介入が必要になると思います。

─高齢の患者さんへの透析導入も多いのでしょうか。
　現在，全国的な透析導入の平均年齢は約70歳となっ
ており1），当院でも70代での導入が多い印象です。透
析導入の可否については年齢を区切りとした検討はして
おらず，患者さんや家族の希望を確認し，認知機能など
に問題がなければ80代や90代でも導入することがあり
ます。
　透析により1年でも2年でも長く動けて，毎日おいしく
食事ができ，家族と会話することが実現できるのであれ
ば，何歳であっても透析を検討しないという選択肢はない
と考えています。つい先日も，90歳手前で透析を開始し
て95歳を迎えた患者さんの家族から，「あのとき導入を
決断してよかった」という声がありました。
　また，透析導入年齢の高齢化にともない，在宅でのPD
ラストというかたちでの腹膜透析の選択もありうると思っ
ています。その場合は，患者さんのADLのほか介助のマ
ンパワーなど諸条件が求められますが，「高齢だから送迎
による血液透析」という一択に絞るのではなく，ニーズが
あれば丁寧に説明し，周囲の関係者の方々と一緒に考え
ています。
　このように，腎臓内科は患者さん一人ひとりと向き合
い，専門的見地から管理方法を検討すると同時に，トータ
ルで患者さんのことを考えなければならない診療科です。
透析導入後も長いお付き合いになる患者さんが増え，人
間同士として深い付き合いになっていく側面もあります。
実は，腎臓内科の肝はそこにあり，ヒューマニティあふれ
る診療を提供していきたいと思っています。

隠れているケースがあります。「糖尿病だから糖尿病性腎
症」と診断を決めつけて診るのではなく，少しでも矛盾点
があれば腎炎などの合併を疑い，腎生検を実施して的確
な診断につなげることが重要です。
　実際に，これまでに透析導入に至った患者さんで，「本
当に糖尿病性腎症・腎硬化症が原疾患だったのか」と疑い
をもたざるを得ないケースもありました。そのため，「何か
ほかの疾患が隠れている可能性もある」という視点を常に
忘れず，診療の経験値をさらに上げていく必要があると
痛感しています。
　医療連携推進のためには，受け手である腎臓専門医の
成長も必要です。若手の医師も含め，そういった意識を共
有して育てていくことが重要だと思います。かかりつけ医
の先生方が紹介しやすい対策を考えると同時に，「腎臓専門
医に紹介してよかった」とメリットを感じてもらうことが，そ
の後のスムーズな紹介につながっていくと考えています。

─腎臓専門医介入後は，どのような連携体制となるので
しょうか。
　患者さんの状態が安定した場合はかかりつけ医の先生
方の元へお返しし，患者さんの状態によって3ヵ月おきや
4～6ヵ月おきに当院を受診してもらいながら，かかりつ
け医と専門医共同で患者さんのフォローを行います。
　以前は，紹介していただいた患者さんについて，「透析
が近くなりそうであれば再紹介してください」という連携
が一般的でしたが，現在は，連携パスのもとで3ヵ月から

数ヵ月に1回程度，当院にてデータチェックと加療内容の
確認を行っています（図4）。こうした体制により，患者さ
ん，かかりつけ医の先生方双方の安心につながると考え
ています。
　そのなかで，どうしても透析が必要となるケースも出て
きますが，腎臓専門医の適切な介入と療養指導により，導
入までの時期をできる限り先延ばしすることも可能です。
また，いよいよ透析導入という段階で，できる限りスムー
ズに導入できるよう準備を整えておく必要があります。
　われわれ医師は，比較的安易に「透析」と口にしてしま
いますが，患者さんにとって透析導入となることを受容す
ることはそれほど簡単ではありません。血液透析だけで
なく，腹膜透析や腎移植の選択肢がある場合，どの療法
を選択するか悩み，納得のいく結論を出すためには十分
な時間が必要です。しかも，透析は患者さんのみならず，
家族など周囲の人を巻き込むライフイベントであり，生活
環境を整える時間も必要となります。
　また，腎臓専門医の側としては，透析導入のタイミング
を逸しないよう，計画的な導入を実現する体制づくりも必
要となります。緊急透析が計画導入に比べて生命予後が
悪いことは以前から知られており，これまでの経験からも
全身状態の急激な悪化やシャントトラブル，入院期間の長
期化などの問題が発生しやすいことを実感しています。
　このような背景を踏まえ，かかりつけ医の先生方とこま
めに情報をやりとりしながら，患者さん個々にとって最善
の予後を目指していきたいと思っています。

─3つめのキーワード「オーダーメイド治療」について教
えてください。
　前提として，腎臓内科を受診する患者さんの病態や状
況が非常に多様性に富んでいるという背景があります。
CKD保存期から透析導入寸前，透析導入後など患者さん
個々の病態に違いがあり，年齢や性格，家族構成も異なり
ます。当然ながら画一的な治療は成り立たず，一人ひとり
に対する「オーダーメイド」の概念が必須となります。
　療法選択においても，患者さん本人はもちろん家族の
意向も酌みつつ，十分な話し合いを行わなくてはなりませ
ん。サイエンスの側面だけではなく，患者さんの思考や
人生そのものにまで配慮した提案，人道的な医療が求め
られるでしょう。
　また，「オーダーメイド」を追求するうえでは，社会の変
化も考慮する必要があります。ひと昔前の医療では，70
歳を過ぎて多少血圧が高くても，「高齢だから仕方がな

施設紹介 東北医科薬科大学 若林病院

　 地域における腎疾患診療レベルの
　 向上を目指して

─「若林ism」を介した今後の腎疾患診療の展望をお聞
かせください。
　私は，基本的に透析導入は予防できるものと考えてい
ます。そのためには患者さんの努力も必要ですが，患者
さんがどれだけ頑張っても透析導入が避けられなかった
事例の背景には，根底に医療側の問題もあったのではな
いかと思います。その問題の多くは，CKDの初期段階で
の見落としや，腎臓専門医への紹介遅れではないでしょう
か。地域でかかりつけ医の先生方と丁寧な診療を継続し
ていくことで，透析導入のレールに乗らなくてすむ患者さ
んが増えると期待しています。
　そもそも私が腎臓内科医になったのは，手技的なもの
より思考的な医療が好きで，患者さん個々にどのような治
療を提案するかを熟考できる領域だったからです。20年
以上にわたり様々な地域の中核病院の腎臓内科医として
診療にあたって参りましたが，過去の腎臓医療を反省しそ
して自分なりのフィードバックとして診療のエッセンスを凝
縮させたものが「若林ism」です。
　「若林ism」では，かかりつけ医の先生方との連携のも
と，専門的見地から介入を行い，患者さん個々に最適な
治療の提供を目指します。残念ながら透析導入となってし
まったケースについても，導入が回避できなかったことを
教訓として，未来の患者さんの透析導入阻止につなげて
いければと考えています。
　さらに，近年はCKDを取り巻く状況が大きく変化し，治
療面では画期的新薬の登場が相次いでいます。それを使
いこなせるよう努力し，かかりつけ医の先生方に症例のや
りとりを通じて最新の治療をお伝えすることも，われわれ
腎臓専門医の責務となるでしょう。こうした症例ごとの情
報共有と経験の積み重ねにより，地域における腎疾患診
療レベルの向上が期待できると考えています。
　一つひとつは草の根的で小さなことの積み重ねですが，
それが全部つながって，着実に透析予防を実現できるよう
な道筋を整えていければと思います。この「若林ism」を
通じて新しい腎臓内科のかたちを提案し，透析導入減少，
そして腎臓内科医の育成にも尽力していきたい所存です。

図2 腎臓内科紹介票（CKD）

図3 若林腎臓ドックとは

初回はお好きな時間に検査のみを施行，2回目に結果説明お
よび今後の方針決定という流れになりますが，2回とも休日を
含めた患者様の希望にあわせた曜日時間となるように調整。

→気軽に来院しやすく，待ち時間も抑えた新しいスタイル。

【たった2回の来院で「あなたの腎臓の現状・未来像・やるべ
きこと」がわかります】がテーマ

基本は検査（採血・採尿・腎エコー）
→平日毎日（開院時間内であればいつでも）
　土曜日午前中

結果説明，今後の方針決定
→検査は済んでおり待ち時間は少なく（腎臓外来予約枠）

初 回

2回目

•ドックのつもりで気軽に

•腎臓に興味をもっていただく

腎臓内科紹介票(ＣＫＤ)

東北医科薬科大学 若林病院
医療連携室　　　行
宮城県仙台市若林区大和町2-29-1

フリガナ 性別 生　年　月　日

大正　・　昭和　・　平成　・　令和

当院受診歴

無　 ・　 有　 ・　 不明

男性

女性
氏　名

（旧姓：　　　　　　　　）

住　所
〒　　  　-

患者様連絡先 - - 歩行可　 ・　 車椅子　 ・　 ストレッチャーADL

既往歴

現病歴

紹介基準
①～④の

いずれかに該当

検査所見
□別紙添付

必須項目

※処方内容がわかるものがございましたら添付をお願いいたします。

□ 専門医の判断に任せる

□ 可能な限り自院で診る（ ESA※治療が必要な場合…　自院で治療可能  ・  治療不可 ）
□ 主たるフォローを専門医へお任せしたい　　　　　 　　 ※ESA：赤血球造血刺激因子製剤

＊現在の患者様状態：□自院にて予約票待ち　□後日予約票お渡し　□外出中　□入院中　□その他（　　　　　　　）

□ 若林病院 交通案内 添付希望（予約票に添付して送信いたします）

■第１希望　　　　　　 月　　　　　　 日 　　　曜日

■第２希望　　　　　　 月　　　　　　 日 　　　曜日

予約希望日

□ 希望日なし

任意項目
その他

糖尿病の場合 血糖　　　　    　mg/dL HbA1c                     %

尿潜血

尿蛋白

（　　 －　　  ±　　　＋　　  2＋　　  3＋以上　　 ）

（　　 －　　  ±　　　＋　　  2＋　　  3＋以上　　 ）

過去の検査値
□別紙添付

現在の処方

紹介後の方針

□ 糖尿病　 □ 高血圧　 □ 脂質異常症　 □ 喫煙　 □ その他（　　　　　　　　　 ）

□ ①　eGFR60未満　（70歳以上では40未満） 　　※ eGFR値＝ml/min/1.73㎡
□ ②　3ヶ月以内に、50％以上のeGFRの低下
□ ③　尿蛋白　2＋以上　（尿潜血ありの場合は1＋以上）
□ ④　（新たに出現した）尿潜血

（特記すべきものがあれば、ご記入ください。例：貧血が進行。eGFRが急激に悪化。）

（クレアチニン・脂質等、過去の測定記録があれば、推移を記載、もしくはコピーを添付して頂ければ幸いです）

(ご希望がありましたらチェックお願いいたします。ただし、状況によってはご意向に沿えない場合がございます）

（電解質など測定してありましたら、ご記載ください）

年　　     月　　     日

年　　    月　　    日　　  歳

医療機関名

御担当医名

TEL : 連絡御担当

  （　　  　　）

（R2.4更新）

FAX :

TEL　  : 　 022-236 -5899

FAX   : 　 022-236 -5920

eGFR：

検査日： （※eGFRは、血清クレアチニン値から早見表により換算できます）

※血清クレアチニン：　　　　　　　mg/dL

【腎臓内科予約曜日】
(月)午前：安藤医師
(水)午前：宮澤医師



CKD Liaison No.2418

　 地域における腎疾患診療の現状

─東北医科薬科大学若林病院の成り立ちと腎臓内科の
位置づけを教えてください。
　東北医科薬科大学若林病院（127床）は，1979年に
開設された日本電信電話公社東北逓信病院を前身とし，
40年以上にわたり地域密着型病院として発展してきまし
た。その間，NTT東北逓信病院，NTT東日本東北病院と
名称変更を重ね，2016年に東北医科薬科大学附属病院
の一員に加わってからは，仙台市若林地区唯一の総合病
院として高度かつ良質な医療の提供に努めています。
　私が当院に赴任した当時の腎臓内科は，他施設で透析
導入した患者さんの維持透析を行う透析室のみが機能し
ている状況でした。その後，バスキュラーアクセス作成を
含めた透析導入をはじめ，CKD対策や腎生検も実施でき
る体制整備を行い，現在では，仙台市における腎疾患診
療全般の拠点病院となりつつあります。
　腎臓内科領域のすべてをカバーしており，腎生検は約
80例/年，透析導入は約50例/年と症例数も増加傾向，
また近隣に透析施設が少ないこともあって，導入患者さ
んがそのまま当院で維持透析を行う症例も多く，血液透
析患者も100人近くに上ります。2020年には透析患者
増加に対応するため，第2透析室も新規増築させていた
だきました。今後は，ニーズが増加している腹膜透析，さ
らには仙台市内では普及しきれていないオーバーナイト
透析もスタートさせて，さらなる医療貢献に努めていきた
いと考えております。
　さらに，かつて仙台市の腎疾患診療はJCHO仙台病院
に一極集中していましたが，現在は，当院腎臓内科でも仙
台市内から近郊地域までカバーできるようになりました。
今後，地域全体における腎疾患診療の一層のレベル向上
が期待されるところです。

─仙台市圏の腎疾患診療にはどのような課題があるので
しょうか。
　CKD診療における最大の目標は透析導入の回避・導
入時期先延ばしですが，全国的な状況と同じで，仙台市圏
においても対策が遅れているのが現状です。
　その要因について考えると，CKDの初期は自覚症状に
乏しく，慢性に進行するCKDの腎機能低下はほぼ不可逆
的であること，そして腎保護のためには患者さんの日々の
努力が必要となることなどが挙げられます。
　課題の一つとして，健康診断や人間ドックで検尿異常や

腎機能低下を指摘されても，積極的に医療機関を受診し
ようと考える患者さんは少なく，特に若年層においてその
傾向が顕著です。
　また，かかりつけ医を受診後，eGFRが60mL/min/ 
1.73m2を下回るG3aあたりや尿蛋白・尿潜血陽性が
認められた時点ですぐに腎臓専門医が介入できればよい
のですが，現状は浮腫などの自覚症状が出現して初めて
紹介となるケースが中心で，紹介された段階で高度腎機
能低下を呈していることも少なくありません。残念なが
ら仙台市圏においては，腎臓専門医とかかりつけ医の先
生方との連携が十分機能しているとはいえないのが現状
です。
　かかりつけ医の先生方のお立場に立つと，自覚症状の
ない元気な患者さんを紹介しづらいことは容易に想像
できます。しかし，eGFRが30mL/min/1.73m2を下
回った進行した腎不全の段階で初めて患者さんを紹介さ
れると，透析導入を回避するのは不可能です。
　したがって，まずわれわれ腎臓専門医が行うべきこと
は，かかりつけ医の先生方が紹介しやすく，患者さんが受
診しやすい診療体制づくりであると認識しています。その
考え方を具体的に示したのが「若林ism」（図1）です。

　 新しい腎疾患診療を目指す
　 「若林ism」の提唱

─「若林ism」の具体的な内容について教えてください。
　「若林ism」では3つのキーワードで，腎疾患診療にお
いて腎臓専門医が目指すべき方向性を示しています。
　1つめの「機動力」は，腎疾患診療における連携推進の
ために，紹介しやすい体制づくりを目指すためのキーワー
ドです。具体的なツールとして，かかりつけ医の先生方が
紹介状を書く手間を省き，簡便な紹介を実現するための

を待っているのではなく探しに行くという発想です。

─2つめのキーワード「冷静かつ批判的思考下にお
ける的確な診断」は，どのような考え方でしょうか。
　紹介された患者さんについて的確な診断を行
い，どのような治療で透析導入回避・導入時期の
先延ばしに取り組むのか，そこを明確に示すことは
腎臓専門医の重要な役割です。
　たとえば，原疾患に糖尿病がある患者さんに対し
ては，食事指導や降圧，脂質コントロール，禁煙，
尿酸管理など腎症進展リスク因子の排除を行いま
すが，なかには，腎炎や血管炎などの特殊な病態が

テンプレートを作成しました（図2）。紹介基準は，2018
年に日本腎臓学会が発表した「かかりつけ医から腎臓専門
医・専門医療機関への紹介基準」を参考にしており，当院
ホームページから直接ダウンロードすることができます。
　紹介基準とともにかかりつけ医の先生方に留意してい
ただきたいのは，検査値の経時的変化です。同じeGFR
値であっても，10年前や5年前と比べてほとんど変化が
ないケースと，1年前に比べてかなり低下したケースとで
は，数値のもつ意味合いが異なります。
　数ヵ月で急激に低下している場合は，腎炎・血管炎など
早急に腎生検や医療介入が必要となる疾患の可能性もあ
ります。長年診療している患者さんについて，検査値の横
軸をみて「何かおかしいな」と感じることがあれば，明確な
症状がなくてもためらうことなく腎臓専門医に紹介してい
ただければと思います。
　腎臓内科での精査の結果，特に大きな問題もなくかか
りつけ医の先生のもとへお返しするケースもありますが，
時には精査が必要となる患者さんもみつかります。“腎臓
専門医の介入が必要な患者さんのスクリーニング”という
感覚で，かかりつけ医の先生方には気兼ねなく紹介してほ
しいと思います。
　また，一度腎臓内科に紹介いただくことで患者さんの病
識が間違いなく向上します。その時点で医療介入の余地

が少ない患者さんであっても腎臓が悪いということを自覚
し，腎臓という臓器に関心をもっていただくということは終
生続くCKD管理にとってはきわめて重要なことであると
考えます。CKD患者さんの未来を考えると，早い段階で
一度は腎臓内科の門を叩いてほしいと切に願いますし，こ
れこそが透析導入を減らす最大の鍵なのかもしれません。

─若年層の患者さんの専門医受診は，どのように促して
いますか。
　かかりつけ医の先生方が紹介状を書いてくださっても，
「若年層の患者さんが腎臓専門医を受診したがらない」と
いうのはよく耳にする話です。
　患者さんからすれば，CKDは糖尿病ほど身近に感じら
れる疾患ではなく，多忙な中，特に困る症状もないのにあ
えて総合病院などへ足を運ぼうという気にはならないかも
しれません。また，腎臓内科という診療科そのものが，一
般市民にとってなじみの薄い存在であることも事実です。
　それでは，どのようにすれば腎臓内科の門を叩いてもら
えるかと考えた結果，当院では，2020年3月から土曜日
もしくは祝日にも外来診療を行い，「休日なら受診できる」
という若年層患者さんへの対応強化に乗り出しました。
　さらに，「脳ドック」が広く一般市民に浸透したように，腎
臓という臓器に興味をもっていただけるよう「若林腎臓
ドック」も開設しました（図3）。これは，患者さんの希望す
る日時に合わせて，当院腎臓内科にて各種検査と結果説
明を行うものです。初回は検査と簡単な診察のみで待ち
時間がほぼないうえに，平日の開院時間内ならいつでも，
また毎週土曜日の午前中も受診可能となっております。
これなら，多忙な患者さんでも仕事の合間を縫って立ち
寄ることができ，少しは重い腰を上げてもらえるきっかけ
になるのではないかと考えて始めました。かかりつけ医の
先生方も，患者さんが受診しやすいシステムがあれば，よ
り専門医の受診を勧めやすくなるのではないかと期待し
ています。
　腎臓専門医として患者さんに来てもらうのを待っている
だけではなく，こちらから積極的にかかりつけ医の先生方
と患者さんにアプローチしていくことで，腎臓内科が患者
さんにとって身近な存在となり，専門診療につながるケー
スが増えるだろうと考えています。
　また，腎臓専門医のいない仙台市外，特に宮城県南部
を中心とした各地域の中核病院にも腎臓外来を開設し，さ
らなるCKD患者さんの掘り起こしに努めております。こ
れも「若林ism」で提唱する機動力の真骨頂で，患者さん

い」とする風潮があったと思います。しかし，現在は平均
寿命も延びており，患者さんの健康寿命の延伸も考慮す
る必要があります。「この患者さんの腎臓を終生もたせる
にはどうすればよいか」という視点が必要です。高齢の患
者さんであっても，長期にわたりその方の腎臓を守ってい
くための介入のコツや工夫が腎臓専門医には求められて
いるのです。
　ただ，高齢化社会においては腎臓だけではなくすべて
の臓器に気を払う必要があります。木を見て森を見ずの
医療ではいけないと考えます。CKDにおいては食事指導
は重要ですが，高齢の真面目な患者さんに厳しく指導しす
ぎると，栄養不足となりサルコペニアやフレイルの問題が
生じます。患者さんの性格や嗜好，生活背景などを考慮し
た調整が必要で，高齢化社会においてはよりオーダーメ
イドを追求した介入が必要になると思います。

─高齢の患者さんへの透析導入も多いのでしょうか。
　現在，全国的な透析導入の平均年齢は約70歳となっ
ており1），当院でも70代での導入が多い印象です。透
析導入の可否については年齢を区切りとした検討はして
おらず，患者さんや家族の希望を確認し，認知機能など
に問題がなければ80代や90代でも導入することがあり
ます。
　透析により1年でも2年でも長く動けて，毎日おいしく
食事ができ，家族と会話することが実現できるのであれ
ば，何歳であっても透析を検討しないという選択肢はない
と考えています。つい先日も，90歳手前で透析を開始し
て95歳を迎えた患者さんの家族から，「あのとき導入を
決断してよかった」という声がありました。
　また，透析導入年齢の高齢化にともない，在宅でのPD
ラストというかたちでの腹膜透析の選択もありうると思っ
ています。その場合は，患者さんのADLのほか介助のマ
ンパワーなど諸条件が求められますが，「高齢だから送迎
による血液透析」という一択に絞るのではなく，ニーズが
あれば丁寧に説明し，周囲の関係者の方々と一緒に考え
ています。
　このように，腎臓内科は患者さん一人ひとりと向き合
い，専門的見地から管理方法を検討すると同時に，トータ
ルで患者さんのことを考えなければならない診療科です。
透析導入後も長いお付き合いになる患者さんが増え，人
間同士として深い付き合いになっていく側面もあります。
実は，腎臓内科の肝はそこにあり，ヒューマニティあふれ
る診療を提供していきたいと思っています。

隠れているケースがあります。「糖尿病だから糖尿病性腎
症」と診断を決めつけて診るのではなく，少しでも矛盾点
があれば腎炎などの合併を疑い，腎生検を実施して的確
な診断につなげることが重要です。
　実際に，これまでに透析導入に至った患者さんで，「本
当に糖尿病性腎症・腎硬化症が原疾患だったのか」と疑い
をもたざるを得ないケースもありました。そのため，「何か
ほかの疾患が隠れている可能性もある」という視点を常に
忘れず，診療の経験値をさらに上げていく必要があると
痛感しています。
　医療連携推進のためには，受け手である腎臓専門医の
成長も必要です。若手の医師も含め，そういった意識を共
有して育てていくことが重要だと思います。かかりつけ医
の先生方が紹介しやすい対策を考えると同時に，「腎臓専門
医に紹介してよかった」とメリットを感じてもらうことが，そ
の後のスムーズな紹介につながっていくと考えています。

─腎臓専門医介入後は，どのような連携体制となるので
しょうか。
　患者さんの状態が安定した場合はかかりつけ医の先生
方の元へお返しし，患者さんの状態によって3ヵ月おきや
4～6ヵ月おきに当院を受診してもらいながら，かかりつ
け医と専門医共同で患者さんのフォローを行います。
　以前は，紹介していただいた患者さんについて，「透析
が近くなりそうであれば再紹介してください」という連携
が一般的でしたが，現在は，連携パスのもとで3ヵ月から

数ヵ月に1回程度，当院にてデータチェックと加療内容の
確認を行っています（図4）。こうした体制により，患者さ
ん，かかりつけ医の先生方双方の安心につながると考え
ています。
　そのなかで，どうしても透析が必要となるケースも出て
きますが，腎臓専門医の適切な介入と療養指導により，導
入までの時期をできる限り先延ばしすることも可能です。
また，いよいよ透析導入という段階で，できる限りスムー
ズに導入できるよう準備を整えておく必要があります。
　われわれ医師は，比較的安易に「透析」と口にしてしま
いますが，患者さんにとって透析導入となることを受容す
ることはそれほど簡単ではありません。血液透析だけで
なく，腹膜透析や腎移植の選択肢がある場合，どの療法
を選択するか悩み，納得のいく結論を出すためには十分
な時間が必要です。しかも，透析は患者さんのみならず，
家族など周囲の人を巻き込むライフイベントであり，生活
環境を整える時間も必要となります。
　また，腎臓専門医の側としては，透析導入のタイミング
を逸しないよう，計画的な導入を実現する体制づくりも必
要となります。緊急透析が計画導入に比べて生命予後が
悪いことは以前から知られており，これまでの経験からも
全身状態の急激な悪化やシャントトラブル，入院期間の長
期化などの問題が発生しやすいことを実感しています。
　このような背景を踏まえ，かかりつけ医の先生方とこま
めに情報をやりとりしながら，患者さん個々にとって最善
の予後を目指していきたいと思っています。

─3つめのキーワード「オーダーメイド治療」について教
えてください。
　前提として，腎臓内科を受診する患者さんの病態や状
況が非常に多様性に富んでいるという背景があります。
CKD保存期から透析導入寸前，透析導入後など患者さん
個々の病態に違いがあり，年齢や性格，家族構成も異なり
ます。当然ながら画一的な治療は成り立たず，一人ひとり
に対する「オーダーメイド」の概念が必須となります。
　療法選択においても，患者さん本人はもちろん家族の
意向も酌みつつ，十分な話し合いを行わなくてはなりませ
ん。サイエンスの側面だけではなく，患者さんの思考や
人生そのものにまで配慮した提案，人道的な医療が求め
られるでしょう。
　また，「オーダーメイド」を追求するうえでは，社会の変
化も考慮する必要があります。ひと昔前の医療では，70
歳を過ぎて多少血圧が高くても，「高齢だから仕方がな

　 地域における腎疾患診療レベルの
　 向上を目指して

─「若林ism」を介した今後の腎疾患診療の展望をお聞
かせください。
　私は，基本的に透析導入は予防できるものと考えてい
ます。そのためには患者さんの努力も必要ですが，患者
さんがどれだけ頑張っても透析導入が避けられなかった
事例の背景には，根底に医療側の問題もあったのではな
いかと思います。その問題の多くは，CKDの初期段階で
の見落としや，腎臓専門医への紹介遅れではないでしょう
か。地域でかかりつけ医の先生方と丁寧な診療を継続し
ていくことで，透析導入のレールに乗らなくてすむ患者さ
んが増えると期待しています。
　そもそも私が腎臓内科医になったのは，手技的なもの
より思考的な医療が好きで，患者さん個々にどのような治
療を提案するかを熟考できる領域だったからです。20年
以上にわたり様々な地域の中核病院の腎臓内科医として
診療にあたって参りましたが，過去の腎臓医療を反省しそ
して自分なりのフィードバックとして診療のエッセンスを凝
縮させたものが「若林ism」です。
　「若林ism」では，かかりつけ医の先生方との連携のも
と，専門的見地から介入を行い，患者さん個々に最適な
治療の提供を目指します。残念ながら透析導入となってし
まったケースについても，導入が回避できなかったことを
教訓として，未来の患者さんの透析導入阻止につなげて
いければと考えています。
　さらに，近年はCKDを取り巻く状況が大きく変化し，治
療面では画期的新薬の登場が相次いでいます。それを使
いこなせるよう努力し，かかりつけ医の先生方に症例のや
りとりを通じて最新の治療をお伝えすることも，われわれ
腎臓専門医の責務となるでしょう。こうした症例ごとの情
報共有と経験の積み重ねにより，地域における腎疾患診
療レベルの向上が期待できると考えています。
　一つひとつは草の根的で小さなことの積み重ねですが，
それが全部つながって，着実に透析予防を実現できるよう
な道筋を整えていければと思います。この「若林ism」を
通じて新しい腎臓内科のかたちを提案し，透析導入減少，
そして腎臓内科医の育成にも尽力していきたい所存です。

図4 CKD対策チェック項目9箇条

＜安藤のCKD対策チェック項目9箇条＞
□血糖管理（A1c＜7.0）
□血圧管理（125/75）
□脂質管理（LDL＜100，TG＜150）
□尿酸値管理（UA＜6.0）
□腎性貧血管理（Hb11～13）
□体液量の管理：利尿剤の用量調節
□CKD-MBD（骨・ミネラル代謝）
□患者様の病識
□その他
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　 地域における腎疾患診療の現状

─東北医科薬科大学若林病院の成り立ちと腎臓内科の
位置づけを教えてください。
　東北医科薬科大学若林病院（127床）は，1979年に
開設された日本電信電話公社東北逓信病院を前身とし，
40年以上にわたり地域密着型病院として発展してきまし
た。その間，NTT東北逓信病院，NTT東日本東北病院と
名称変更を重ね，2016年に東北医科薬科大学附属病院
の一員に加わってからは，仙台市若林地区唯一の総合病
院として高度かつ良質な医療の提供に努めています。
　私が当院に赴任した当時の腎臓内科は，他施設で透析
導入した患者さんの維持透析を行う透析室のみが機能し
ている状況でした。その後，バスキュラーアクセス作成を
含めた透析導入をはじめ，CKD対策や腎生検も実施でき
る体制整備を行い，現在では，仙台市における腎疾患診
療全般の拠点病院となりつつあります。
　腎臓内科領域のすべてをカバーしており，腎生検は約
80例/年，透析導入は約50例/年と症例数も増加傾向，
また近隣に透析施設が少ないこともあって，導入患者さ
んがそのまま当院で維持透析を行う症例も多く，血液透
析患者も100人近くに上ります。2020年には透析患者
増加に対応するため，第2透析室も新規増築させていた
だきました。今後は，ニーズが増加している腹膜透析，さ
らには仙台市内では普及しきれていないオーバーナイト
透析もスタートさせて，さらなる医療貢献に努めていきた
いと考えております。
　さらに，かつて仙台市の腎疾患診療はJCHO仙台病院
に一極集中していましたが，現在は，当院腎臓内科でも仙
台市内から近郊地域までカバーできるようになりました。
今後，地域全体における腎疾患診療の一層のレベル向上
が期待されるところです。

─仙台市圏の腎疾患診療にはどのような課題があるので
しょうか。
　CKD診療における最大の目標は透析導入の回避・導
入時期先延ばしですが，全国的な状況と同じで，仙台市圏
においても対策が遅れているのが現状です。
　その要因について考えると，CKDの初期は自覚症状に
乏しく，慢性に進行するCKDの腎機能低下はほぼ不可逆
的であること，そして腎保護のためには患者さんの日々の
努力が必要となることなどが挙げられます。
　課題の一つとして，健康診断や人間ドックで検尿異常や

腎機能低下を指摘されても，積極的に医療機関を受診し
ようと考える患者さんは少なく，特に若年層においてその
傾向が顕著です。
　また，かかりつけ医を受診後，eGFRが60mL/min/ 
1.73m2を下回るG3aあたりや尿蛋白・尿潜血陽性が
認められた時点ですぐに腎臓専門医が介入できればよい
のですが，現状は浮腫などの自覚症状が出現して初めて
紹介となるケースが中心で，紹介された段階で高度腎機
能低下を呈していることも少なくありません。残念なが
ら仙台市圏においては，腎臓専門医とかかりつけ医の先
生方との連携が十分機能しているとはいえないのが現状
です。
　かかりつけ医の先生方のお立場に立つと，自覚症状の
ない元気な患者さんを紹介しづらいことは容易に想像
できます。しかし，eGFRが30mL/min/1.73m2を下
回った進行した腎不全の段階で初めて患者さんを紹介さ
れると，透析導入を回避するのは不可能です。
　したがって，まずわれわれ腎臓専門医が行うべきこと
は，かかりつけ医の先生方が紹介しやすく，患者さんが受
診しやすい診療体制づくりであると認識しています。その
考え方を具体的に示したのが「若林ism」（図1）です。

　 新しい腎疾患診療を目指す
　 「若林ism」の提唱

─「若林ism」の具体的な内容について教えてください。
　「若林ism」では3つのキーワードで，腎疾患診療にお
いて腎臓専門医が目指すべき方向性を示しています。
　1つめの「機動力」は，腎疾患診療における連携推進の
ために，紹介しやすい体制づくりを目指すためのキーワー
ドです。具体的なツールとして，かかりつけ医の先生方が
紹介状を書く手間を省き，簡便な紹介を実現するための

を待っているのではなく探しに行くという発想です。

─2つめのキーワード「冷静かつ批判的思考下にお
ける的確な診断」は，どのような考え方でしょうか。
　紹介された患者さんについて的確な診断を行
い，どのような治療で透析導入回避・導入時期の
先延ばしに取り組むのか，そこを明確に示すことは
腎臓専門医の重要な役割です。
　たとえば，原疾患に糖尿病がある患者さんに対し
ては，食事指導や降圧，脂質コントロール，禁煙，
尿酸管理など腎症進展リスク因子の排除を行いま
すが，なかには，腎炎や血管炎などの特殊な病態が

テンプレートを作成しました（図2）。紹介基準は，2018
年に日本腎臓学会が発表した「かかりつけ医から腎臓専門
医・専門医療機関への紹介基準」を参考にしており，当院
ホームページから直接ダウンロードすることができます。
　紹介基準とともにかかりつけ医の先生方に留意してい
ただきたいのは，検査値の経時的変化です。同じeGFR
値であっても，10年前や5年前と比べてほとんど変化が
ないケースと，1年前に比べてかなり低下したケースとで
は，数値のもつ意味合いが異なります。
　数ヵ月で急激に低下している場合は，腎炎・血管炎など
早急に腎生検や医療介入が必要となる疾患の可能性もあ
ります。長年診療している患者さんについて，検査値の横
軸をみて「何かおかしいな」と感じることがあれば，明確な
症状がなくてもためらうことなく腎臓専門医に紹介してい
ただければと思います。
　腎臓内科での精査の結果，特に大きな問題もなくかか
りつけ医の先生のもとへお返しするケースもありますが，
時には精査が必要となる患者さんもみつかります。“腎臓
専門医の介入が必要な患者さんのスクリーニング”という
感覚で，かかりつけ医の先生方には気兼ねなく紹介してほ
しいと思います。
　また，一度腎臓内科に紹介いただくことで患者さんの病
識が間違いなく向上します。その時点で医療介入の余地

が少ない患者さんであっても腎臓が悪いということを自覚
し，腎臓という臓器に関心をもっていただくということは終
生続くCKD管理にとってはきわめて重要なことであると
考えます。CKD患者さんの未来を考えると，早い段階で
一度は腎臓内科の門を叩いてほしいと切に願いますし，こ
れこそが透析導入を減らす最大の鍵なのかもしれません。

─若年層の患者さんの専門医受診は，どのように促して
いますか。
　かかりつけ医の先生方が紹介状を書いてくださっても，
「若年層の患者さんが腎臓専門医を受診したがらない」と
いうのはよく耳にする話です。
　患者さんからすれば，CKDは糖尿病ほど身近に感じら
れる疾患ではなく，多忙な中，特に困る症状もないのにあ
えて総合病院などへ足を運ぼうという気にはならないかも
しれません。また，腎臓内科という診療科そのものが，一
般市民にとってなじみの薄い存在であることも事実です。
　それでは，どのようにすれば腎臓内科の門を叩いてもら
えるかと考えた結果，当院では，2020年3月から土曜日
もしくは祝日にも外来診療を行い，「休日なら受診できる」
という若年層患者さんへの対応強化に乗り出しました。
　さらに，「脳ドック」が広く一般市民に浸透したように，腎
臓という臓器に興味をもっていただけるよう「若林腎臓
ドック」も開設しました（図3）。これは，患者さんの希望す
る日時に合わせて，当院腎臓内科にて各種検査と結果説
明を行うものです。初回は検査と簡単な診察のみで待ち
時間がほぼないうえに，平日の開院時間内ならいつでも，
また毎週土曜日の午前中も受診可能となっております。
これなら，多忙な患者さんでも仕事の合間を縫って立ち
寄ることができ，少しは重い腰を上げてもらえるきっかけ
になるのではないかと考えて始めました。かかりつけ医の
先生方も，患者さんが受診しやすいシステムがあれば，よ
り専門医の受診を勧めやすくなるのではないかと期待し
ています。
　腎臓専門医として患者さんに来てもらうのを待っている
だけではなく，こちらから積極的にかかりつけ医の先生方
と患者さんにアプローチしていくことで，腎臓内科が患者
さんにとって身近な存在となり，専門診療につながるケー
スが増えるだろうと考えています。
　また，腎臓専門医のいない仙台市外，特に宮城県南部
を中心とした各地域の中核病院にも腎臓外来を開設し，さ
らなるCKD患者さんの掘り起こしに努めております。こ
れも「若林ism」で提唱する機動力の真骨頂で，患者さん

い」とする風潮があったと思います。しかし，現在は平均
寿命も延びており，患者さんの健康寿命の延伸も考慮す
る必要があります。「この患者さんの腎臓を終生もたせる
にはどうすればよいか」という視点が必要です。高齢の患
者さんであっても，長期にわたりその方の腎臓を守ってい
くための介入のコツや工夫が腎臓専門医には求められて
いるのです。
　ただ，高齢化社会においては腎臓だけではなくすべて
の臓器に気を払う必要があります。木を見て森を見ずの
医療ではいけないと考えます。CKDにおいては食事指導
は重要ですが，高齢の真面目な患者さんに厳しく指導しす
ぎると，栄養不足となりサルコペニアやフレイルの問題が
生じます。患者さんの性格や嗜好，生活背景などを考慮し
た調整が必要で，高齢化社会においてはよりオーダーメ
イドを追求した介入が必要になると思います。

─高齢の患者さんへの透析導入も多いのでしょうか。
　現在，全国的な透析導入の平均年齢は約70歳となっ
ており1），当院でも70代での導入が多い印象です。透
析導入の可否については年齢を区切りとした検討はして
おらず，患者さんや家族の希望を確認し，認知機能など
に問題がなければ80代や90代でも導入することがあり
ます。
　透析により1年でも2年でも長く動けて，毎日おいしく
食事ができ，家族と会話することが実現できるのであれ
ば，何歳であっても透析を検討しないという選択肢はない
と考えています。つい先日も，90歳手前で透析を開始し
て95歳を迎えた患者さんの家族から，「あのとき導入を
決断してよかった」という声がありました。
　また，透析導入年齢の高齢化にともない，在宅でのPD
ラストというかたちでの腹膜透析の選択もありうると思っ
ています。その場合は，患者さんのADLのほか介助のマ
ンパワーなど諸条件が求められますが，「高齢だから送迎
による血液透析」という一択に絞るのではなく，ニーズが
あれば丁寧に説明し，周囲の関係者の方々と一緒に考え
ています。
　このように，腎臓内科は患者さん一人ひとりと向き合
い，専門的見地から管理方法を検討すると同時に，トータ
ルで患者さんのことを考えなければならない診療科です。
透析導入後も長いお付き合いになる患者さんが増え，人
間同士として深い付き合いになっていく側面もあります。
実は，腎臓内科の肝はそこにあり，ヒューマニティあふれ
る診療を提供していきたいと思っています。

隠れているケースがあります。「糖尿病だから糖尿病性腎
症」と診断を決めつけて診るのではなく，少しでも矛盾点
があれば腎炎などの合併を疑い，腎生検を実施して的確
な診断につなげることが重要です。
　実際に，これまでに透析導入に至った患者さんで，「本
当に糖尿病性腎症・腎硬化症が原疾患だったのか」と疑い
をもたざるを得ないケースもありました。そのため，「何か
ほかの疾患が隠れている可能性もある」という視点を常に
忘れず，診療の経験値をさらに上げていく必要があると
痛感しています。
　医療連携推進のためには，受け手である腎臓専門医の
成長も必要です。若手の医師も含め，そういった意識を共
有して育てていくことが重要だと思います。かかりつけ医
の先生方が紹介しやすい対策を考えると同時に，「腎臓専門
医に紹介してよかった」とメリットを感じてもらうことが，そ
の後のスムーズな紹介につながっていくと考えています。

─腎臓専門医介入後は，どのような連携体制となるので
しょうか。
　患者さんの状態が安定した場合はかかりつけ医の先生
方の元へお返しし，患者さんの状態によって3ヵ月おきや
4～6ヵ月おきに当院を受診してもらいながら，かかりつ
け医と専門医共同で患者さんのフォローを行います。
　以前は，紹介していただいた患者さんについて，「透析
が近くなりそうであれば再紹介してください」という連携
が一般的でしたが，現在は，連携パスのもとで3ヵ月から

数ヵ月に1回程度，当院にてデータチェックと加療内容の
確認を行っています（図4）。こうした体制により，患者さ
ん，かかりつけ医の先生方双方の安心につながると考え
ています。
　そのなかで，どうしても透析が必要となるケースも出て
きますが，腎臓専門医の適切な介入と療養指導により，導
入までの時期をできる限り先延ばしすることも可能です。
また，いよいよ透析導入という段階で，できる限りスムー
ズに導入できるよう準備を整えておく必要があります。
　われわれ医師は，比較的安易に「透析」と口にしてしま
いますが，患者さんにとって透析導入となることを受容す
ることはそれほど簡単ではありません。血液透析だけで
なく，腹膜透析や腎移植の選択肢がある場合，どの療法
を選択するか悩み，納得のいく結論を出すためには十分
な時間が必要です。しかも，透析は患者さんのみならず，
家族など周囲の人を巻き込むライフイベントであり，生活
環境を整える時間も必要となります。
　また，腎臓専門医の側としては，透析導入のタイミング
を逸しないよう，計画的な導入を実現する体制づくりも必
要となります。緊急透析が計画導入に比べて生命予後が
悪いことは以前から知られており，これまでの経験からも
全身状態の急激な悪化やシャントトラブル，入院期間の長
期化などの問題が発生しやすいことを実感しています。
　このような背景を踏まえ，かかりつけ医の先生方とこま
めに情報をやりとりしながら，患者さん個々にとって最善
の予後を目指していきたいと思っています。

─3つめのキーワード「オーダーメイド治療」について教
えてください。
　前提として，腎臓内科を受診する患者さんの病態や状
況が非常に多様性に富んでいるという背景があります。
CKD保存期から透析導入寸前，透析導入後など患者さん
個々の病態に違いがあり，年齢や性格，家族構成も異なり
ます。当然ながら画一的な治療は成り立たず，一人ひとり
に対する「オーダーメイド」の概念が必須となります。
　療法選択においても，患者さん本人はもちろん家族の
意向も酌みつつ，十分な話し合いを行わなくてはなりませ
ん。サイエンスの側面だけではなく，患者さんの思考や
人生そのものにまで配慮した提案，人道的な医療が求め
られるでしょう。
　また，「オーダーメイド」を追求するうえでは，社会の変
化も考慮する必要があります。ひと昔前の医療では，70
歳を過ぎて多少血圧が高くても，「高齢だから仕方がな
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　 地域における腎疾患診療レベルの
　 向上を目指して

─「若林ism」を介した今後の腎疾患診療の展望をお聞
かせください。
　私は，基本的に透析導入は予防できるものと考えてい
ます。そのためには患者さんの努力も必要ですが，患者
さんがどれだけ頑張っても透析導入が避けられなかった
事例の背景には，根底に医療側の問題もあったのではな
いかと思います。その問題の多くは，CKDの初期段階で
の見落としや，腎臓専門医への紹介遅れではないでしょう
か。地域でかかりつけ医の先生方と丁寧な診療を継続し
ていくことで，透析導入のレールに乗らなくてすむ患者さ
んが増えると期待しています。
　そもそも私が腎臓内科医になったのは，手技的なもの
より思考的な医療が好きで，患者さん個々にどのような治
療を提案するかを熟考できる領域だったからです。20年
以上にわたり様々な地域の中核病院の腎臓内科医として
診療にあたって参りましたが，過去の腎臓医療を反省しそ
して自分なりのフィードバックとして診療のエッセンスを凝
縮させたものが「若林ism」です。
　「若林ism」では，かかりつけ医の先生方との連携のも
と，専門的見地から介入を行い，患者さん個々に最適な
治療の提供を目指します。残念ながら透析導入となってし
まったケースについても，導入が回避できなかったことを
教訓として，未来の患者さんの透析導入阻止につなげて
いければと考えています。
　さらに，近年はCKDを取り巻く状況が大きく変化し，治
療面では画期的新薬の登場が相次いでいます。それを使
いこなせるよう努力し，かかりつけ医の先生方に症例のや
りとりを通じて最新の治療をお伝えすることも，われわれ
腎臓専門医の責務となるでしょう。こうした症例ごとの情
報共有と経験の積み重ねにより，地域における腎疾患診
療レベルの向上が期待できると考えています。
　一つひとつは草の根的で小さなことの積み重ねですが，
それが全部つながって，着実に透析予防を実現できるよう
な道筋を整えていければと思います。この「若林ism」を
通じて新しい腎臓内科のかたちを提案し，透析導入減少，
そして腎臓内科医の育成にも尽力していきたい所存です。
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