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本ガイドラインは，
「小児ネフローゼ症候群薬物治療ガイドライン作成委員会」
（委員長：吉川徳茂
和歌山県立医科大学小児科教授）が作成した「小児特発性ネフローゼ症候群薬物治療ガイドライン
1.0 版（2005 年）」を改訂したものである。1.0 版作成から 8 年程経過し，国内外から新たなエビ
デンスが蓄積されたこと，また，小児特発性ネフローゼ症候群においては，薬物療法に加え，一般
療法も非常に重要であることから，本ガイドラインへの改訂を行った。改訂に伴い，名称を「小児
特発性ネフローゼ症候群診療ガイドライン 2013」とした。
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小児特発性ネフローゼ症候群診療ガイドライン 2013

刊行にあたって
このたび日本小児腎臓病学会では新たに「小児特発性ネフローゼ症候群診療ガイドライン
2013」を刊行しました。2005 年に「小児特発性ネフローゼ症候群薬物治療ガイドライン 1.0 版」
（委員長：吉川徳茂

和歌山県立医科大学小児科教授）を作成しましたが，その後治療法の変遷

もあり，また薬物療法だけでなく一般療法のガイドラインの希望も多く，今回新たに作成しま
した。
特発性ネフローゼ症候群は小児腎臓病の分野ではよくみられる疾患で，腎臓専門医だけでな
く一般小児科医も治療しています。
したがって，本ガイドラインは，腎臓専門医のみならず，一般小児科医にも診療に役立てて
いただくことを目的として，作成，改訂しました。ただし，難治性の場合は治療法や管理も難
しくなり，小児腎臓の専門医がみた方がよいです。
特発性ネフローゼ症候群の治療については，わが国からも多くのエビデンスが輩出されてお
り，海外からも高く評価されています。2005 年の 1.0 版の後も，多くの論文がわが国をはじめ，
海外からも発表され，また多くの未承認薬も認可されてきました。そこで 2011 年より本ガイ
ドラインの作成に入りました。また今回は浮腫の管理，食事療法，運動制限，ステロイドの副
作用，予防接種など薬物療法だけでなく，一般療法の部分も付け加えました。今回の診療ガイ
ドラインはガイドライン作成の専門家や患者や保護者にも参加していただき，よりエビデンス
に基づき，なおかつステートメントを重視したわかりやすいものができました。
ただし，ガイドラインはあくまでも指針であり，実際の臨床においては患者個々に異なった
対応が必要なことはもちろんです。
また薬物療法では現在進行形の臨床試験も多数あり，今後新たにエビデンスが出てくると考
えています。さらに一般療法の分野ではエビデンスが十分でないことも多く，この分野での研
究の必要性も痛感しております。
本ガイドラインが多くの実地医家の先生の診療に役立つとともに，特発性ネフローゼ症候群
の患者が，将来できるだけ合併症もなく，社会性の発育・発達も獲得して，成人になっても健
常人と同様の生活ができるようになることに役立てば，当学会としては作成した意義があると
考えております。
最後に本ガイドラインは当学会学術委員を中心に作成委員のメンバーが 2 年間努力を重ね，
evidence-based medicine
（EBM）にのっとって作成するという大変な努力のもとに成り立ってお
り，委員の努力に深謝します。
2013 年 8 月
日本小児腎臓病学会理事長

本田

雅敬
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序文
小児特発性ネフローゼ症候群は，小児の慢性腎疾患の中で最も頻度が高く，小児腎臓病領域
で非常に重要な疾患の一つである。日本小児腎臓病学会は，小児特発性ネフローゼ症候群の薬
物治療に関して，適切な判断や決断を支援し適切な医療の提供に役立つことを目的に，2005
年に ｢小児特発性ネフローゼ症候群薬物治療ガイドライン 1.0 版｣（委員長：吉川徳茂

和歌山

県立医科大学小児科教授）を作成・公表した。このガイドラインは，その時点における小児特
発性ネフローゼ症候群の標準的な薬物療法を提示・解説したものであり，わが国の小児特発性
ネフローゼ症候群治療の均てん化に大いに貢献したと評価している。
2011 年になり，前述のガイドライン公表より 6 年が経過し，その間にリツキシマブをはじ
めとする新たな治療法が紹介され，薬物療法に関するガイドラインを改訂する必要があると考
えられた。さらに，薬物療法だけでなく，浮腫の管理，食事療法，運動制限，ステロイド副作
用，予防接種などの一般療法および成人期への移行医療などに関するガイドラインの必要性も
考慮されるに至った。
そこで，日本小児腎臓病学会学術委員会の一つの事業として，前述のガイドラインを改訂す
ることになり，｢小児特発性ネフローゼ症候群診療ガイドライン 2013｣ として公表・出版する
こととなった。
｢小児特発性ネフローゼ症候群診療ガイドライン 2013｣ は，臨床の最前線で活躍し，小児特
発性ネフローゼ症候群の診療経験が豊富で，かつ学問的にもすぐれている日本小児腎臓病学会
の若手の精鋭に，診療ガイドライン作成の専門的知識を有する特定非営利活動法人日本医学図
書館協会の方々や患者およびその保護者の方々も加わった ｢小児特発性ネフローゼ症候群診療
ガイドライン 2013｣ 作成委員会が，｢Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2007｣ に従って作
成したものである。日常診療や研究・教育活動に忙しい中で，ガイドライン作成のために献身
的な努力をされた作成委員会の先生方には，心から敬意を表するとともに，改めて厚く御礼を
申し上げたい。また，貴重な意見をいただいた査読委員の先生方ならびにパブリックコメント
を寄せていただいた先生方にも感謝の意を表する。いただいた意見は委員会で慎重に検討し，
できる限り反映した。
ガイドラインはあくまで診療を支援するためのものであり，診療を拘束するものではない。
これを実際に臨床の現場でどのように患者さんに用いるかは，医師の専門的知識と経験をもと
に患者さんの意向や価値観を考慮して総合的に判断する必要がある。今回のガイドラインは恒
久的なものではなく，今後，国内外の臨床研究で得られる新たなエビデンスをもとに順次改訂
していく方針である。
2013 年 8 月
日本小児腎臓病学会学術委員会委員長

飯島

一誠
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本ガイドラインについて

1

ネフローゼ症候群とは

ネフローゼ症候群は糸球体基底膜障害の結果，高度蛋白尿，低蛋白血症と全身性の浮腫が起こる。

欧米では，1 年間に小児 10 万人に 2 人がネフローゼ症候群を発症する1）。わが国では，1 年間に約 1,300
人が新規発症例として小児慢性特定疾患治療研究事業に報告され，1 年間に小児 10 万人に 5 人が
発症する。小児ネフローゼ症候群の約 90% は原因不明な特発性ネフローゼ症候群である。
小児特発性ネフローゼ症候群の初発時の第一選択薬は経口ステロイドで，この治療により約 80%
2）
が寛解に至る（ステロイド感受性ネフローゼ症候群）
。しかし，その 80% は再発を起こし3），その

うち半数が頻回再発例である4）。頻回再発型ネフローゼ症候群では，肥満，成長障害，高血圧，糖
尿病，骨粗鬆症，副腎不全等のステロイドによる薬物有害反応が発現しやすい。ステロイド治療に
反応しないステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の多くは腎不全に進行する。

2

本ガイドラインの目的

小児特発性ネフローゼ症候群は小児腎臓病領域で非常に重要な疾患であり，日本小児腎臓病学会

では，小児特発性ネフローゼ症候群の薬物治療ならびに一般療法に関して適切な判断や決断を支援
し，よりよい医療の提供に役立つことを目的に，ガイドラインを作成した。
なお，本ガイドラインの対象疾患は特発性ネフローゼ症候群であり，膜性腎症や腎炎によるネフ
ローゼ症候群などは含まない。また，使用対象者は小児の腎臓専門医に限定せず，わが国の小児科
専門医とする。

3

本ガイドラインの作成手順

5）
診療ガイドラインの作成にあたっては「Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2007」
に従った。

ガイドライン作成委員会の構成は，特発性小児ネフローゼ症候群の診療経験が豊富な，広く全国か
ら選定された小児の腎臓専門医，腎臓内科専門医，診療ガイドライン作成の専門的知識を有するヘ
ルスサイエンス情報専門員上級資格者，そして，患者・保護者とした。患者・保護者にも会議に参
加していただき，ご意見をいただき，ガイドライン内でその疑問を解消し要望を反映する努力をし
た。また，ガイドライン作成に関与していない小児の腎臓専門医および外部査読委員として疫学の
専門家から査読を受け，さらに，小児腎臓病学会ホームページにドラフトを公開しパブリックコメ
ントを募った。執筆者は，各々の章に分かれてテーマに沿ってクリニカルクエスチョン（CQ）を作
成し，エビデンスを集め評価する作業を行った。日本医学図書館協会の協力のもと，網羅的・系統
的な文献の検索を行い，エビデンスを収集した。原則として，小児を対象とした原著論文を選択し，
英語と日本語以外の論文，症例報告の論文を除外した。収集した文献を精読して，最終的に重要と
考える文献を参考にした。これらの文献は各章末尾の「文献」に記載した。複数の CQ から作成し
たステートメント（推奨）や文献検索のみに用いられた CQ があったため，CQ そのものは掲載しな
かった。

xi

おもに用いたデータベースは，PubMed と医中誌 Web である。検索は 2012 年 6 月 30 日までの文
献としたが，それ以降の報告でも，必要に応じてできる限り採用した。各々の章で，特に重要な文
献は，エビデンスレベルとともに質の評価をまとめて一覧にした構造化抄録を作成し，検討した。
なお，上記の手法で得られた文献以外に，参考にした二次資料についても章ごとに明示した。本
文中に引用表記をしていない二次資料は，当該の章全体の背景として用いたものである。
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エビデンスレベルとステートメントの考え方

エビデンスレベルとは，該当する研究のデザインがどれくらい信頼性の高い結果を生み出しうる

かを示すものである。エビデンスレベルが高いとされる研究デザインは，偶然やバイアスの可能性
が低く，信頼性が高い。逆にエビデンスレベルの低い研究デザインでは，偶然やバイアスの可能性
が高くなり，信頼性が低くなる。
本ガイドラインでは，エビデンスを水準の高いものから順にレベル 1 〜 6 に分類した（表 1）。
各章のはじめにステートメントを記した。忙しい臨床の現場を考慮し，エビデンスをもとに診療
指針を簡潔に記した。その推奨の強さをグレード A からグレード D までに分けた（表 2）。
今回のガイドライン改訂にあたり，上記のごとく，現在，国際的に標準的な方法とされている
evidence-based medicine（EBM）の手順に則って推奨を示す方針とした。しかし一般的にエビデンス
が確立された診断法・治療法は約 20% と少なく，小児特発性ネフローゼ症候群の分野でも同様に，
レベルの高いエビデンスは少ない。そのため，それぞれの担当者が綿密に情報を収集し，その結果
を作成委員に説明したうえで，作成委員会における直接討論も含め，推奨内容と推奨グレードにつ
いて十分に討議した。特に，一般的理解は得られているがエビデンスが十分確立していない場合，
すなわち C1 と C2 では，デルファイ法は用いなかったものの各委員の発言力の大きさにとらわれ
ることなく，全員のコンセンサスが得られるまで討議して決定した。

表1

エビデンスレベル

レベル 1

レビュー，メタアナリシス

レベル 2

ランダム化比較試験

レベル 3

非ランダム化比較試験，非比較試験（単群の前向き介入試験）

レベル 4

コホート研究，症例対照研究，横断研究，比較観察研究，非比較観察研究

レベル 5

症例集積，症例報告，その他（記述的研究など）

レベル 6

患者データに基づかない，専門委員会や専門家個人の意見

表２

推奨グレード

グレード A

強い科学的根拠があり，行うよう強く勧められる

グレード B

科学的根拠があり，行うよう勧められる

グレード C1

科学的根拠はないが，行うよう勧められる

グレード C2

科学的根拠がなく，行わないよう勧められる

グレード D

無効性あるいは害を示す科学的根拠があり，行わないよう勧められる
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5

本ガイドラインの使い方

エビデンスに基づいた診療ガイドラインの考え方は欧米で発達してきた。診療ガイドラインは「医

療者と患者が特定の臨床現場で適切な判断を下せるよう支援する目的で，体系的な方法に則って作
成された文書」と定義され6），EBM の手順で作成することに最大の特徴があるとされている。ただ
し，ガイドラインを使用する際には，ガイドライン＝エビデンスに基づいた医療

とは限らないこ

とに注意すべきである。前述のとおり，臨床現場で行われる診断法・治療法の多くはいまだ経験的
なものが多く，エビデンスが十分集積されていない。ガイドラインは医療者の経験を否定するもの
ではない。ガイドラインは医療者や患者の意思決定に寄与する判断材料の一つであり，使用者自身
が批判的に吟味したうえで，その推奨を患者に適用するかどうか決定することが重要である。つま
り，臨床現場では，エビデンスをもとに患者の病状と医療環境，患者の希望を考慮し，医療者の経
験をふまえて，実施可能性を考えながら，意思決定する必要がある。
本ガイドラインにおけるステートメントのグレードは，エビデンスレベルだけでなくわが国にお
ける診療状況も鑑みて決定しており，本ガイドラインを使用する場合は，エビデンスレベルよりも
ステートメントのグレードを重視していただきたい。
今回の指針は恒久的なものではなく，発行の 1 年後に日本小児腎臓病学会の評議員に使用状況を
アンケートなどで調査するとともに，学術委員により定期的に議論し，およそ 3 〜 5 年おきに改訂
することを予定している。
なお，本ガイドラインは医事紛争や医療訴訟における判断基準を示すものではない。

6

利益相反

本ガイドライン作成にあたっては，日本小児腎臓病学会の学会運営費のみで行った。また，作成

に関わったメンバー全員が利益相反に関する申告書を提出し，日本小児腎臓病学会で管理している。
利益相反の存在がガイドラインの内容へ影響を及ぼさないように，メーリングリストでオープンな
議論を行った。さらに，複数の査読委員（日本小児腎臓病学会の評議員，外部査読委員として疫学
の専門家）からの意見やパブリックコメントを参考にして推敲を行った。

7

適応外薬の使用について

適応外薬を使用する際は，薬剤の特性，副作用を十分理解している必要がある。適応外薬を安易

に使用することは避けなければならない。また，適応外薬を使用して副作用などの問題が起きた場
合には，医薬品副作用被害救済制度の補償対象とならない場合があることに留意する必要があり，
このことは患者やその保護者にも周知しておく必要がある。なお，免疫抑制薬は医薬品副作用被害
救済制度の補償対象外である。

8

体重について

本ガイドラインでは，体重として実測した体重や年齢による標準体重は使用せず，患者の身長か

ら算出した標準体重を使用する。これは，厚生労働省の「平成 12 年乳幼児身体発育調査報告書」
および文部科学省の「平成 12 年度学校保健統計調査報告書」より作成された成長曲線から患者の

xiii

実身長が標準身長となる暦年齢を割り出し，その年齢の標準体重を患者の標準体重とするもので
ある。

| 文献
1） Schlesinger ER, et al. : The nephrotic syndrome : Its incidence and implications for the community. Am J Dis Child
1968 ; 116 : 623-632.
2） Koskimies O, et al. : Long-term outcome of primary nephrotic syndrome. Arch Dis Child 1982 ; 57 : 544-548.
3） Tarshish P, et al. : Prognostic significance of the early course of minimal change nephrotic syndrome : report of the
International Study of Kidney Disease in Children. J Am Soc Nephrol 1997 ; 8 : 769-776.
4） Anonymous : Effect of cytotoxic drugs in frequently relapsing nephrotic syndrome with and without steroid dependence. N
Engl J Med 1982 ; 306 : 451-454.
5） 福井次矢ほか編集 : Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2007，東京，医学書院 , 2007.（http://minds4.jcqhc.or.jp/
minds/glgl/glgl.pdf）
6） Clinical Practice Guidelines : Directions for a New Program, edited by Field MJ, et al., Washington, D.C., National Academy
Press, 1990.
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定義
用語

定義
高度蛋白尿（夜間蓄尿で 40 mg/hr/m2 以上）または早朝尿で尿蛋白クレアチ

ネフローゼ症候群

ニン比 2.0 g/gCr 以上，かつ低アルブミン血症（血清アルブミン 2.5 g/dL
以下）

完全寛解
不完全寛解
再発

＊1,2

ステロイド感受性
頻回再発
ステロイド依存性

試験紙法で早朝尿蛋白陰性を 3 日連続して示すもの，または早朝尿で尿蛋白
クレアチニン比 0.2 g/gCr 未満を 3 日連続して示すもの
試験紙法で早朝尿蛋白 1＋以上または早朝尿で尿蛋白クレアチニン比 0.2
g/gCr 以上を示し，かつ血清アルブミン 2.5 g/dL を超えるもの
試験紙法で早朝尿蛋白 3＋以上を 3 日連続して示すもの
プレドニゾロン連日投与開始後 4 週間以内に完全寛解するもの
初回寛解後 6 か月以内に 2 回以上再発，または任意の 12 か月以内に 4 回
以上再発したもの
プレドニゾロン減量中またはプレドニゾロン中止後 14 日以内に 2 回連続し
て再発したもの

ステロイド抵抗性

プレドニゾロンを 4 週間以上連日投与しても，完全寛解しないもの

initial nonresponder

ネフローゼ症候群初発時にステロイド抵抗性になったもの

late nonresponder

以前ステロイド感受性だったものがステロイド抵抗性になったもの
ステロイド感受性のうち，標準的な免疫抑制薬治療では寛解を維持できず，

難治性ネフローゼ症候群 頻回再発型やステロイド依存性のままで，ステロイドから離脱できないもの
ステロイド抵抗性のうち，標準的な免疫抑制薬治療では完全寛解しないもの
＊1

小児特発性ネフローゼ症候群薬物治療ガイドライン 1.0 版では，再発の定義を寛解後尿蛋白 40 mg/hr/m2 以上あ
るいは試験紙法で早朝尿蛋白 100 mg/dL（試験紙法で 2＋）以上を 3 日間示すものとしていた。本ガイドラインで
は，KDIGO ガイドライン，Pediatric Nephrology 第 6 版にならい，試験紙法で早朝尿蛋白 3＋以上を 3 日連続
して示すものとした。

＊2

試験紙法で早朝尿蛋白 2＋以上が 3 日以上続く場合は，再発を念頭において診療にあたる。また急激に尿蛋白が増
加した場合は特に注意する。

| 参考にした二次資料
Kidney Disease Improving Global Outcomes : Steroid-sensitive nephrotic syndrome in children. Kidney Int Suppl
2012 ; 2 : 163-171.
Niaudet P, et al. : Idiopathic nephrotic syndrome in children : Clinical aspects. in Pediatric Nephrology, 6th ed, edited by ED
Avner, et al., Berlin Heidelberg, Springer, 2009 : 667-702.
Gipson DS, et al. : Management of childhood onset nephrotic syndrome. Pediatrics 2009 ; 124 : 747-757.
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腎生検
ステートメント

1．ネフローゼ症候群発症時に，① 1 歳未満，②持続的血尿，肉眼的血尿，③高血圧，腎
機能障害，④低補体血症，⑤腎外症状（発疹，紫斑など）を認める場合には，微小変化型
以外の組織型の可能性が高く，腎生検による組織診断を行ったうえで治療方針を決定す
ることを推奨する。

推奨グレード B

2．ステロイド抵抗性を示す場合は，腎生検による組織診断を行ったうえで治療方針を決定
することを推奨する。

推奨グレード B

3．カルシニューリン阻害薬を長期に投与する場合は，腎機能障害が認められない場合でも，
投与開始 2 〜 3 年後に腎生検を行い，腎毒性の有無を評価することを推奨する。
推奨グレード C1

解説

1

ネフローゼ症候群発症時の腎生検の適応

ISKDC による小児ネフローゼ症候群患者 521 人を対象とした研究（研究期間 1967 年〜 1974 年）

では，小児ネフローゼ症候群の組織型は，微小変化型 77.1%，巣状分節性糸球体硬化症 7.9%，膜
性増殖性糸球体腎炎 6.2%，その他 8.8% と報告されている1）。小児ネフローゼ症候群の多くを占め
る微小変化型の 90% 以上は経口ステロイドによる治療に反応するステロイド感受性であることか
ら1），微小変化型以外の組織型の可能性が考えられる場合に，腎生検による組織診断を行ったうえ
で治療方針を決定することを推奨する。小児特発性ネフローゼ症候群を対象とした ISKDC による
研究2）や腎生検の適応に従って腎生検が行われた小児特発性ネフローゼ症候群患者 222 人（1 〜 16
歳）を対象とした研究3）により，微小変化型患者や膜性増殖性糸球体腎炎患者に特徴的な臨床所見
が報告されており，ネフローゼ症候群発症時に，① 1 歳未満，②持続的血尿，肉眼的血尿，③高血
圧，腎機能障害，④低補体血症，⑤腎外症状（発疹，紫斑など）を認める場合を腎生検の適応条件と
した。本ガイドラインでは，赤血球 20 個 /1 視野以上を複数回認めるものを持続的血尿とした。

2

ステロイド抵抗性を示す場合

ステロイド抵抗性を示す場合，腎生検による組織学的診断を行い，膜性腎症など腎炎を除外した

うえで治療方針を決定することを推奨する。組織型は微少変化型，巣状分節性糸球体硬化症，びま
ん性メサンギウム増殖に大別されるが，巣状分節性糸球体硬化症で完全寛解に至らなかった場合は，
10 年間で約 40% が末期腎不全へと進行する4）。
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3

薬物療法

カルシニューリン阻害薬を使用した場合

カルシニューリン阻害薬による腎毒性は，尿検査や血液検査では診断できないため，診断には腎

生検が必要である。カルシニューリン阻害薬を投与する際には，小児の腎臓専門医に相談し，投与
前に腎生検を行うことが望ましいa）。カルシニューリン阻害薬投与中に持続する腎機能障害が認め
られた場合には，腎生検を行い腎毒性の有無を評価するb）。腎毒性の病理組織所見は，細動脈病変
と尿細管・間質病変（尿細管の萎縮・縞状の線維化）からなるa）。
カルシニューリン阻害薬を長期に投与する場合は，腎機能障害が認められない場合でも，投与開
始 2 〜 3 年後に腎生検を行い，腎毒性の有無を評価することを推奨する。カルシニューリン阻害薬
を長期に投与した際に，プロトコル腎生検実施の有無で有効性と安全性を比較検討したランダム化
比較試験は検索できなかったため，推奨グレードを C1 とした。小児ネフローゼ症候群患者を対象
にカルシニューリン阻害薬による腎毒性の危険因子を検討した研究5-8）では，高用量5,6），アンジオ
テンシン変換酵素阻害薬やアンジオテンシン受容体拮抗薬の併用6），2 年あるいは 3 年以上の長期
8）
投与7,8），投与中の高度蛋白尿持続8），低年齢（5 歳以下）
が危険因子であると報告されている。これ

らの研究対象はステロイド依存性や頻回再発型，ステロイド抵抗性で，サンディミュン® を中等用
量以上で投与したものが多く，いずれもシクロスポリンの平均投与期間は 2 年以上であった。
一方，国内小児頻回再発型ネフローゼ症候群患者を対象にシクロスポリンの投与法を検討した臨
床試験9-11）3 件のうち，1 件はサンディミュン®，2 件はネオーラル® が投与されていた。サンディミュ
ン® の 2 種類の投与法を検討した多施設ランダム化比較試験では，血中トラフ値による投与量調節
法群（目標血中トラフ値：最初の 6 か月は 80 〜 100 ng/mL，残りの 18 か月は 60 〜 80 ng/mL）は，投
与量固定法群（目標血中トラフ値：最初の 6 か月は 80 〜 100 ng/mL，残りの 18 か月は 2.5 mg/kg/日）
よりも無再発率が有意に高く（50% vs. 15%，p=0.006），腎毒性の発現割合が投与量固定法群よりも
高かったものの（20% vs. 6.7%），その所見はすべて細動脈病変で間質病変は認められなかったと報
告されている9）。さらに，シクロスポリンのマイクロエマルジョン製剤であるネオーラル® を用い
て血中トラフ値による投与量調節法（2 年間）の有効性と安全性を評価した単群試験では，有効性は
サンディミュン® と遜色なく［寛解維持割合 58.1%（95%CI，45.8-70.3%）］，腎毒性の発生割合は 8.6%
（5 / 58 人）と低く，程度も軽度だったと報告されている10）。この発生割合はサンディミュン® を用
いた先行研究7）
（35.3%）や先行臨床試験9）
（20%）よりもかなり低い。ネオーラル® を血中トラフ値に
よる投与量調節法や血中 C2（投与後 2 時間血中濃度）値による投与量調節法で 2 年間投与した場合
は，腎毒性の頻度が少なくなる可能性があり，腎毒性の危険因子が認められない場合は，担当医師
は小児の腎臓専門医と相談のうえ，ネフローゼ症候群の病状，患者の社会生活を考慮して腎生検を
行う時期を決定することも選択肢の一つと考える。
また，タクロリムスもシクロスポリンと同様に腎毒性を有することが知られている。シクロスポ
リン投与後にタクロリムス（平均投与量は 0.17 mg/kg/日，平均トラフ値 7.9 μg/L，投与期間中央値
19 か月）が投与された小児頻回再発型・ステロイド依存性ネフローゼ症候群患者 11 人を対象とし
た研究では，タクロリムス投与後の腎生検で，間質線維化割合が＋1.8%（中央値）増加し，高用量（高
いトラフ値）と間質線維化の増加に有意な相関が認められた（p=0.005）と報告されている11）。
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| 文献検索
PubMed
◆

"Nephrotic Syndrome/pathology"［Majr］AND "Biopsy"［MH］AND Humans［MH］AND
（English［LA］OR Japanese
［LA］）
AND
（"1983/01/01"［DP］ : "2012/06/30"［DP］）

◆ （"Calcineurin"［TW］OR "CNI"［TIAB］）AND "Biopsy"［TW］AND "Nephrotic Syndrome"［TW］AND
（"0001/01/01"
［DP］ : "2012/06/30"［DP］）
医中誌
◆ （ネフローゼ症候群/TH or ネフローゼ症候群/AL）and 腎生検/AL and（PT= 症例報告除く）and（PT= 会議録除く）and
（PT= 原著論文，総説）and
（PDAT=// : 2012/06/30）
◆ （
（
（
（
（ネフローゼ症候群/TH or ネフローゼ症候群/AL）
）
and
（
（生検/TH or 生検/AL）
）
）
or
（腎生検/AL）
）
and
（
（Calcineurin/
TH or カルシニューリン/AL）））and（PDAT=// : 2012/06/30）
▶検索に加えて委員の間で重要と判断した論文を加えた．

| 参考にした二次資料
a） Niaudet P, et al. : Idiopathic nephrotic syndrome in children : Clinical aspects. in Pediatric Nephrology, 6th ed, edited by ED
Avner, et al., Berlin Heidelberg, Springer, 2009 : 667-702.
b） Kidney Disease Improving Global Outcomes : Steroid-sensitive nephrotic syndrome in children. Kidney Int Supplement
2012 ; 2 : 163-171.

| 文献
1） The primary nephrotic syndrome in children. Identification of patients with minimal change nephrotic syndrome from initial
（レベル4）
response to prednisone. A report of the International Study of Kidney Disease in Children. J Pediatr 1981 ; 98 : 561-564.
2） Nephrotic syndrome in children : prediction of histopathology from clinical and laboratory characteristics at time of diagnosis.
A report of the International Study of Kidney Disease in Children. Kidney Int 1978 ; 13 : 159-165.（レベル 4）
3） Gulati S, et al. : Do current recommendations for kidney biopsy in nephrotic syndrome need modifications? Pediatr Nephrol
2002 ; 17 : 404-408.（レベル 4）
4） Cattran DC, et al. : Long-term outcome in children and adults with classic focal segmental glomerulosclerosis. Am J Kidney
Dis 1998 ; 32 : 72-79.（レベル 4）
5） Kim JH, et al. : Predictive factors for ciclosporin-associated nephrotoxicity in children with minimal change nephrotic
syndrome. J Clin Pathol 2011 ; 64 : 516-519.
（レベル 4）
6） Kengne-Wafo S, et al. : Risk factors for cyclosporin A nephrotoxicity in children with steroid-dependant nephrotic syndrome.
Clin J Am Soc Nephrol 2009 ; 4 : 1409-1416.
（レベル 4）
7） Iijima K, et al. : Risk factors for cyclosporine-induced tubulointerstitial lesions in children with minimal change nephrotic
syndrome. Kidney Int 2002 ; 61 : 1801-1905.（レベル 4）
8） Fujinaga S, et al. : Independent risk factors for chronic cyclosporine induced nephropathy in children with nephrotic syndrome.
（レベル 4）
Arch Dis Child 2006 ; 91 : 666-670.
9） Ishikura K, et al. : Effective and safe treatment with cyclosporine in nephrotic children : a prospective, randomized multicenter
trial. Kidney Int 2008 ; 73 : 1167-1173.（レベル 2）
10）Ishikura K, et al. : for Japanese Study Group of Renal Disease in Children : Treatment with microemulsified cyclosporine in
children with frequently relapsing nephrotic syndrome. Nephrol Dial Transplant 2010 ; 25 : 3956-3962.（レベル 3）
11）Morgan C, et al. : Renal interstitial fibrosis in children treated with FK506 for nephrotic syndrome. Nephrol Dial Transplant
2011 ; 26 : 2860-2865.（レベル 4）
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2章

ステロイド感受性ネフローゼ症候群のステロイド治療
ステートメント

1．小児の特発性ネフローゼ症候群はその多くが微小変化型である。そのため，初発，再発
時ともにステロイド（プレドニゾロン）を第一選択薬として治療を開始することを推奨す
推奨グレード A

る。

2．初発時の治療には，国際法または長期漸減法を選択することを推奨する。
推奨グレード B
■国際法：プレドニゾロン 8 週間投与
①

60 mg/m2/日または 2.0 mg/kg/日 分 3 連日投与 4 週間（最大 60 mg/日）。

②

40 mg/m2/日または 1.3 mg/kg/日 朝 1 回 隔日投与 4 週間（最大 40 mg/日）。

■長期漸減法：プレドニゾロン 3 〜 7 か月投与
60 mg/m2/日または 2.0 mg/kg/日 分 3 連日投与 4 週間（最大 60 mg/日）。

①

② 40 mg/m2/日または 1.3 mg/kg/日 朝 1 回 隔日投与（最大 40 mg/日）から漸減
し 2 〜 6 か月間。
ただし，②の減量方法に関しては，主治医の裁量にゆだねられる部分が大きい。
3．再発時の治療には，国際法変法または長期漸減法を選択することを推奨する。
推奨グレード C1
■国際法変法：プレドニゾロン
① 60 mg/m2/日または 2.0 mg/kg/日 分 3 で少なくとも尿蛋白消失確認後 3 日目
まで投与する。ただし 4 週間を越えない（最大 60 mg/日）。
②

60 mg/m2/日または 2.0 mg/kg/日 隔日朝 1 回 2 週間（最大 60 mg/日）。

③

30 mg/m2/日または 1.0 mg/kg/日 隔日朝 1 回 2 週間（最大 30 mg/日）。

④

15 mg/m2/日または 0.5 mg/kg/日 隔日朝 1 回 2 週間（最大 15 mg/日）。

ただし②以下の減量法に関しては，主治医の裁量にゆだねられる部分が大きい。
長期漸減法も適宜選択する。
註：体重は身長からみた標準体重で計算する（体表面積についても同様）。

解説

1

小児ネフローゼ症候群の治療

ネフローゼ症候群に対するステロイド治療は，ランダム化比較試験はないものの一般的に広く行

われており，その有効性については疑う余地がない。よってステートメントの推奨グレードは A
とした。小児ネフローゼ症候群の多くを占める微小変化型の 90% 以上はステロイド（プレドニゾロ
ン）に反応するステロイド感受性ネフローゼ症候群である。そのために，他の病型が疑われる場合
以外は腎生検を行わず，プレドニゾロンで治療を開始することが一般的である（p.xiv 定義，p.3
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第 1 部 第 1 章参照）。経口内服が困難な場合（腸管浮腫による嘔吐，経口摂取不能など）は，一時的
に同量のプレドニゾロン静注製剤の使用も考慮する。

2

初発時の治療

現時点では初発時治療として国際法（8 週間投与）または長期漸減法（3 〜 7 か月間投与）を行うこ

と を 推 奨 す る。1960 年 代 に ISKDC が 提 唱 し た 国 際 法（8 週 間 の プ レ ド ニ ゾ ロ ン 治 療 ）で は，
Arbetsgemeinschaft für Padiatrische Nephrologie
（APN）により減量後の投与法が 3 投 4 休から隔日投与
法へ修正された形となり，標準法として広く用いられている1-3）。しかし，本投与法では全体の約
40% が頻回再発型やステロイド依存性となるため，長期投与法が検討され報告がなされている4-8）。
KDIGO ガイドラインでは 4 〜 6 週間の初期治療後，減量隔日として 2 〜 5 か月間で漸減する方法を
推奨しているa）。一方で，国際法と長期漸減法では再発の頻度に差はないとする報告もある9-12）。コ
クランレビューでは，初発時治療として 4 週間の初期治療を含む長期漸減法（3 〜 7 か月投与）は，
国際法と比較して初発時治療後 1 〜 2 年間の再発リスクを減らすと結論されている。しかしこれま
での臨床試験は被験者数が少なく，ステロイドによる副作用の評価が不十分であるなどの問題があ
り，このメタアナリシスの結果を確認するための「適切にデザインされた，十分な患者数のランダ
ム化比較試験が必要である」としている13）。現在国内で国際法（8 週間投与）と長期漸減法（6 か月間
投与）を比較したランダム化比較対照試験（初発小児特発性ネフローゼ症候群のプレドニゾロン治療
のランダム化比較試験 UMIN ID：UMIN000000747）が行われており，結論が注目される。

3

再発時の治療

再発時治療として，国際法，国際法変法もしくは長期漸減法を行うことを推奨する。再発時のス

テロイド治療に関してはエビデンスがほとんど存在しないためグレードは C1 とした。プレドニゾ
ロンの使用について，その効果は疑う余地はないものの，減量方法についてランダム化比較試験は
存在せず，一定の見解は出ていない。KDIGO ガイドラインでは，60 mg/m2/日（2.0 mg/kg/日）で最大
60 mg/日とし寛解 3 日目まで，次いで 40 mg/m2/日（1.5 mg/kg/日）で最大 40 mg/日とし，少なくとも
4 週間，また依存性や頻回再発型であれば寛解後少なくとも 3 か月はステロイド治療を続けるとし
ているa）。コクランレビューでは，隔日投与を長期に行う長期漸減療法は，国際法（60 mg/m2/日で
少なくとも尿蛋白陰性 3 日目まで＋40 mg/m2/ 隔日投与 4 週間）よりも有効であるとしているが13），
長期漸減法により副作用の頻度や重症度が増加するかは明らかになっていない。実際の臨床現場で
は，国際法よりも隔日投与期間の長い国際法変法や長期漸減法が一般的であるb）。

4

その他

プレドニゾロンの最大投与量について，KDIGO ガイドラインでは初回の投与量は最大 60 mg/日，

減量時の投与量については最大 40 mg/日としていることや，
「エビデンスに基づく CKD 診療ガイド
c）
ライン 2013」
を受け，今回のガイドライン改訂では最大投与量を 60 mg/日とした。ただし初回治

療については必要十分量が不明のため，現段階では初期最大投与量 80 mg/日，隔日減量後 60 mg/日
を選択してもよい。コクランレビューには最大投与量の記載はない。一方，再発を繰り返し，寛解
導入できる十分量が判明している場合や，血圧上昇や緑内障，離脱症候群等の副作用の問題がある
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場合は最大投与量をさらに減量してもよいと考える。
分割投与について連日投与時は通常分 3 であるが，服薬アドヒアランス（服薬遵守）向上のため分
2 としてもよい。分 1 と分 3 に差はないとする報告14）もあるが，本ガイドラインでは分 1 投与を推
奨しない。ただし，隔日減量後はステロイドの副作用を軽減するために，分 1 とし次回内服まで
48 時間を空けることが望ましい。
ステロイドの長期投与により，肥満，成長障害，高血圧症，骨粗鬆症，白内障，緑内障等の副作
用に十分注意する必要がある。ステロイドの副作用に関しては p.18 第 1 部 第 4 章，p.25 第 1 部
第 5 章，p.33 第 1 部 第 6 章を参照されたい。
初発ネフローゼ症候群治療時にシクロスポリンを併用することは，再発の頻度を減少させ再発ま
での期間を延長させる15,16）。しかし，副作用の問題があるために安易に使用すべきではない。
過去に再発予防として用いられていた「柴苓湯」は，有効性を示す報告もあるものの10,17），近年
ではその使用頻度は少ない。文献的にも小児ネフローゼ症候群の治療に対し「柴苓湯」の有効性を
示すエビデンスは低いため，その使用については推奨しない。

| 文献検索
PubMed
◆ （（（（（（"Nephrotic Syndrome/drug therapy"［MH］）
AND（"Steroids"［MH］OR "Adrenal Cortex Hormones"［MH］）
AND
（"Drug Administration Schedule"［MH］OR "administration and dosage"［SH］OR dose［TIAB］））OR（（"international
study"［TIAB］AND "kidney disease"［TIAB］）OR（"kidney diseases"［TIAB］AND children［TIAB］）
OR ISKDC［TIAB］））
AND（"recurrence"［MH］OR relapse［TIAB］OR "Treatment Outcome"［MH］OR "adverse effects"［SH］OR
"chemically induced"［SH］）））AND（"Epidemiologic Studies"［MH］OR "Clinical Trial"［PT］OR "Comparative Study"［PT］
OR "Evaluation Studies"［PT］OR Review［PT］OR Systematic［SB］））AND "0001/01/01"［DP］："2012/06/30"［DP］
AND Humans［MH］AND（English［LA］OR Japanese［LA］）AND（"infant"［MH］OR "child"［MH］OR
"adolescent"［MH］）
医中誌
◆ （（ネフローゼ症候群/TH or ネフローゼ症候群/AL）and
（Prednisolone/TH or プレドニン/AL or プレドニゾロン/AL）and
（（感受性/AL or sensitive/AL or SSNS/AL）
or（PT= 症例報告除く SH= 薬物療法）））and（PT= 原著論文，総説）and
（（CK=
新生児，乳児（1 〜 23 ヶ月），幼児（2 〜 5），小児（6 〜 12），青年期（13 〜 18））or
（小児/TH or 小児/AL））and
（PDAT=//：
2012/06/30）
▶検索に加えて委員の間で重要と判断した論文を加えた。

| 参考にした二次資料
a） Kidney Disease : Improving Global Outcomes（KDIGO）. Steroid-sensitive nephrotic syndrome in children：Kidney Int
Supplement 2012 ; 2 : 163-171.
b） 吉川徳茂ほか : 小児特発性ネフローゼ症候群薬物治療ガイドライン 1.0 版．日腎会誌 2005 ; 47 : 790-803.
c） 日本腎臓学会 : エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン 2013．日腎会誌 2013 ; 55 : 585-860．

| 文献
1） ISKDC : The primary nephrotic syndrome in children. Identification of patients with minimal change nephrotic syndrome
from initial response to prednisone. A report of the International Study of Kidney Disease in Children. J Pediatr
1981 ; 98 : 561-564.（レベル 4）
2） Tarshish P, et al. : Prognostic significance of the early course of minimal change nephrotic syndrome : report of the
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International Study of Kidney Disease in Children. J Am Soc Nephrol 1997 ; 8 : 769-776.（レベル 4）
3） Arbetsgemeinschaft für Padiatrische Nephrologie : Alternate-day versus intermittent prednisone in frequently relapsing
nephrotic syndrome. A report of "Arbetsgemeinschaft für Padiatrische Nephrologie". Lancet 1979 ; 1 : 401-403.（レベル 2）
4） Ueda N, et al. : Intermittent versus long-term tapering prednisolone for initial therapy in children with idiopathic nephrotic
syndrome. J Pediatr 1988 ; 112 : 122-126.
（レベル 2）
5） Ehrich JH, et al. : Long versus standard prednisone therapy for initial treatment of idiopathic nephrotic syndrome in children.
Arbeitsgemeinschaft für Padiatrische Nephrologie. Eur J Pediatr 1993 ; 152 : 357-361.（レベル 2）
6） Ksiazek J, et al. : Short versus long initial prednisone treatment in steroid-sensitive nephrotic syndrome in children. Acta
Paediatr 1995 ; 84 : 889-893.（レベル 2）
7） Bagga A, et al. : Prolonged versus standard prednisolone therapy for initial episode of nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol
1999 ; 13 : 824-827.（レベル 2）
8） Hiraoka M, et al. : A randomized study of two long-course prednisolone regimens for nephrotic syndrome in children. Am J
Kidney Dis 2003 ; 41 : 1155-1162.（レベル 2）
9） Norero C, et al. : Initial therapy of primary nephrotic syndrome in children : evaluation in a period of 18 months of two
prednisone treatment schedules. Chilean Co-operative Group of Study of Nephrotic Syndrome in Children. Rev Med Chil
1996 ; 124 : 567-572.（レベル 2）
10）吉川徳茂ほか : 小児ステロイド反応性ネフローゼ症候群，柴苓湯併用症例における初期ステロイド治療の期間と再
発−プロスペクティブコントロールスタディー．日腎会誌 1998 ; 40 : 587-590.（レベル 2）
11）Lande MB, et al. : Long versus standard initial steroid therapy for children with the nephrotic syndromeA report from the
Southwest Pediatric Nephrology Study Group. Pediatr Nephrol 2003 ; 18 : 342-346.（レベル 3）
12）平野大志ほか : 国際法に従い初期治療を行った小児特発性ネフローゼ症候群の臨床的検討．日腎会誌 2010 ;
52 : 1029-1036.（レベル 4）
13）Hodson EM, et al. : Corticosteroid therapy for nephrotic syndrome in children. Cochrane Database Syst Rev 2007 ;
⑷ : CD001533
（レベル 1）
14）Ekka BK, et al. : Single-versus divided-dose prednisolone therapy for rerapses of nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol
1997 ; 11 : 597-599.（レベル 2）
15）Hoyer PF, et al. : Initial treatment of idiopathic nephrotic syndrome in children : prednisone versus prednisone plus
cyclosporine A : a prospective, randomized trial. J Am Soc Nephrol 2006 ; 17 : 1151-1157.
（レベル 2）
16）林 正則ほか : 微少変化型ネフローゼ症候群に対するシクロスポリンの併用効果−プレドニゾロン単独群と比較し
て．日腎会誌 2008 ; 50 : 581-587.（レベル 4）
17）吉川徳茂ほか : 小児腎疾患の漢方治療

ネフローゼ症候群．現代東洋医 1991 ; 12 : 24-27.（レベル 3）
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3章

頻回再発型・ステロイド依存性ネフローゼ症候群の治療
ステートメント

1．頻回再発型・ステロイド依存性ネフローゼ症候群では，種々のステロイドの副作用が出
現するため，免疫抑制薬（シクロスポリンやシクロホスファミドなど）の導入を推奨する。
推奨グレード B
2．シクロスポリン
① 2.5 〜 5 mg/kg/日

分 2 で開始し，血中濃度をモニタリングしながら管理する

ことを推奨する。下記を参考にする。

推奨グレード A

：80 〜 100 ng/mL で 6 か月間，以後 60 〜 80 ng/mL

トラフ値

＊1

② 長期に投与する場合は，腎機能障害が認められない場合でも，投与開始 2 〜 3 年
後に腎生検を行い，慢性腎毒性の有無を評価することを推奨する。
推奨グレード C1
3．シクロホスファミド
① 2 〜 2.5 mg/kg/日（最大 100 mg）で 8 〜 12 週
る。

分 1 で投与することを推奨す

推奨グレード A

② 投与は 1 クールのみとし，累積投与量は 300 mg/kg を超えてはならない。
推奨グレード A
4．ミゾリビン
① 通常用量（4 mg/kg/日，最大 150 mg/日）では十分な効果が期待できず，推奨し
ない。

推奨グレード C2

② 高用量（7 〜 10 mg/kg/日 分 1）で，ピーク濃度（C2 値＊2 または C3 値＊3）を 3.0
μg /mL 以上とすると，再発予防効果が高いとの報告があり，高用量の投与を推奨す
る。

推奨グレード C1

註 1：体重は身長からみた標準体重で計算する（体表面積についても同様）。
註 2：上記の治療は小児の腎臓専門医と連携を行いながら治療を行うのが望ましい。
＊1
投与前血中濃度
＊2
投与 2 時間後の血中濃度
＊3
投与 3 時間後の血中濃度

解説

1

頻回再発型・ステロイド依存性ネフローゼ症候群に対する免疫抑制療法

わが国の小児の頻回再発型・ステロイド依存性ネフローゼ症候群の治療薬として使用されること

の多い免疫抑制薬は，シクロスポリン，シクロホスファミド，ミゾリビンの 3 剤であるが，このう
ちでエビデンスの高い薬剤は，シクロスポリンとシクロホスファミドである。
頻回再発型・ステロイド依存性ネフローゼ症候群では，成長障害，肥満，糖尿病，白内障，緑内
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障，高血圧，骨粗鬆症，大腿骨頭壊死など種々のステロイドの副作用が出現するため，免疫抑制薬
の導入が推奨される。コクランレビューでは，シクロホスファミド，クロラムブチル，シクロスポ
リン，レバミゾールの 4 剤が有意に有効であると示されており1），KDIGO ガイドラインa）ではこれ
にタクロリムス，ミコフェノール酸モフェチルを加えた 6 剤が推奨されている。一方，わが国で特
発性ネフローゼ症候群の治療薬として使用されることの多い免疫抑制薬は，シクロスポリン，シク
ロホスファミド，ミゾリビンの 3 剤である。ミゾリビンは唯一のランダム化比較試験でプラセボと
の有意差が出なかったためコクランレビューでは推奨されていないが1），高用量の投与が有効であ
るとする報告は複数みられる。なお，コクランレビュー1）ではシクロスポリンとシクロホスファミ
ドの有効性は同等としている。頻回再発型・ステロイド依存性ネフローゼ症候群に対する，シクロ
スポリンとシクロホスファミドの唯一のランダム化比較試験2）によると，2 年間の寛解維持率はシ
クロホスファミドのほうが有意に良好であるという結果が得られているが，本研究ではシクロスポ
リンを 1 年間で中止していることが影響していると考えられる。
どの薬剤を選択するかは，効果や副作用や患者の状況を考慮し，決定されるべきであろう。なお，
再 発 中 は 乏 尿 と な る 可 能 性 が あ り， シ ク ロ ス ポ リ ン に よ る 急 性 腎 毒 性 や posterior reversible
encephalopathy syndrome
（PRES），シクロホスファミドによる出血性膀胱炎などのリスクが高くなる
ことが考えられるため，ステロイド治療により寛解してから新規免疫抑制薬を開始するのが安全で
ある。また免疫抑制薬開始後，効果発現までに一定の期間を要することが想定される。そのため，
次の再発を予防する目的で一定期間ステロイドを併用するなどの方法を検討してもよい。難治性の
患者に対して，経験的に 2 種類の免疫抑制薬を併用することがあるが，その安全性についてのエビ
デンスは存在しない。

2

シクロスポリン

シクロスポリンは，頻回再発型・ステロイド依存性ネフローゼ症候群に非常に有効な薬剤であり，

ほとんどの患者でステロイドを減量中止することが可能である3-9）。しかしながら，多くの患者で
投与中止後再発する（シクロスポリン依存性）ことが問題である3-6,10）。さらに，有効であったにもか
かわらず経過中に薬剤の感受性が低下して再発を繰り返すようになったり11），有効であった患者で
いったん中止後再投与したときに無効になっていたりすること3）も報告されている。
シクロスポリンの投与量は，血中濃度をモニタリングして調節する。わが国で行われた，小児頻
回再発型ネフローゼ症候群患者 44 名を対象としたサンディミュン® の多施設前向きランダム化比
較試験では，投与量調節群（血中トラフ値 80 〜 100 ng/mL で 6 か月間，60 〜 80 ng/mL で 18 か月間）
が，2.5 mg/kg 投与群（血中トラフ値 80 〜 100 ng/mL で 6 か月間，2.5 mg/kg で 18 か月間）よりも寛
解維持効果にすぐれている（50% vs 15%，p=0.006）ことが示された7）。その後，新たに開発されたマ
イクロエマルジョン製剤であるネオーラル®12）について，小児頻回再発型ネフローゼ症候群患者 62
名を対象に上記のトラフ値による投与量の調節を行った多施設臨床試験が行われ，同様に有効で安
全性が高いことが報告された（2 年間無再発率 58%，腎毒性 8.6%）8）。さらに，本試験終了後 2 年以
上追跡研究した報告によると，2 年間のシクロスポリン終了後 2 年以内に 84.7% が再発し，59.2%
が頻回再発型に戻ることが示され，特にシクロスポリンの投与中に再発があった群は中止後の再発
のリスクが高いことが示された10）。
シクロスポリンの AUC0-4
（area under the concentration curve）は C2（投与後 2 時間血中濃度）と最も
相関があることが腎移植領域で証明されており13），ネフローゼ症候群の小児患者でも同様であるこ
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とが報告されている14）。こうした背景より，わが国で小児頻回再発型ネフローゼ症候群患者 93 名
を対象とした，C2 高値調節群（C2 600 〜 700 ng/mL で 6 か月間，C2 450 〜 550 ng/mL で 18 か月間）
と低値調節群（C2 450 〜 550 ng/mL で 6 か月間，300 〜 400 ng/mL で 18 か月間）の多施設前向きラン
ダム化比較試験が行われ，その結果が待たれる（シクロスポリン C2 投与量調節法のランダム化比
較試験，UMINID：C000000008）。
食後よりも食前内服（食事の 15 〜 30 分前の内服）のほうが，吸収が良好であることが示唆されて
いる。マクロライド系抗菌薬など代謝に影響を及ぼす薬剤が多いため，併用薬には十分な配慮が必
要である。また，グレープフルーツジュースは本薬剤の代謝を阻害することで血中濃度が上昇する
ため，避ける必要がある。
シクロスポリンの 1 日 1 回投与法が，1 日 2 回投与法と同等の有効性があるとする報告もあ
る 。本方法は，トラフを低値に保つことで腎毒性を軽減させ得る可能性やアドヒアランス（服薬
15）

遵守）の向上が期待できるが，腎毒性の頻度は 1 日 2 回投与と変わらないとする報告もあり16），そ
の有効性と安全性については今後さらなる検討が必要である。
シクロスポリンの治療における副作用で最も問題となるのは慢性腎毒性であり，2 年以上の継続
でそのリスクが高くなってくる17,18）。シクロスポリンによる慢性腎毒性の診断は，尿検査や血液検
査のみでは不可能であるため，2 〜 3 年継続したら腎生検を行い腎毒性の有無を評価することが推
奨されるとともに，可能な限り長期投与は避けたほうがよい
（p.xiv 定義，p.3 第 1 部 第 1 章）
。し
かしながら，腎生検が必要であるとする高いエビデンスは存在しないこと，および最近のマイクロ
エマルジョン製剤による臨床試験8,15）では腎毒性の頻度が以前よりも低くなっていることも考慮し
て，推奨グレード C1 とした。なお，可能であれば投与前にも腎生検を行っておいたほうが望ましい。
多毛や歯肉腫脹などの美容的な副作用が高頻度に出現するのも特徴である3-6,8,9）。また，感染症，
高血圧や PRES を合併することもあり3-9），使用時は副作用についての十分な情報提供が必要である。

3

シクロホスファミド

シクロホスファミドが頻回再発型ネフローゼ症候群に有効なのは，古くより複数のランダム化比

較試験で証明されており19,20），コクランレビューでもプレドニゾロン単独投与と比較して 6 〜 12 か
月における再発のリスクを有意に減らす（RR 0.44，95%CI 0.26-0.73）ことが示されている1）。頻回再
発型ネフローゼ症候群に対する 3 mg/kg/日 2 週投与群と 8 週投与群のランダム化比較試験では 8 週
投与群のほうが有意に有効であることが示されている21）。しかしながら，ステロイド依存性ネフロー
ゼ症候群に対しては 2 mg/kg/日の 8 週投与（累積投与量 112 mg/kg）よりも 12 週投与（累積投与量
168 mg/kg）のほうが有効であるとするドイツからの非ランダム化比較試験の報告22）がある一方で，
2 mg/kg/日の 8 週投与と 12 週投与で差はなく，いずれも効果は限定的であるというわが国からの
ランダム化比較試験23）がある。
低年齢患者，ステロイド依存性の患者，組織が巣状分節性糸球体硬化症の患者では，シクロホス
ファミド治療の効果が乏しくなることが報告されている。年齢については，3 歳未満24），5 歳以
下25），5.5 歳未満26），7.5 歳未満27），8 歳未満28）で寛解維持率が低いと報告されている。シクロホスファ
ミドは体重あたりの量よりも体表面積あたりの量のほうが有効性と相関することも示されており，
低年齢だと体重あたりの体表面積が大きくなるため，体重あたりの量だと効果が不十分であること
が示唆されている26,27,29）。また，ステロイド依存性であると十分な効果が得られないとする報告が
多い23,26,29-32）。メタアナリシスでも，シクロホスファミド治療後の 2 年，5 年の寛解維持率は，非ス
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テロイド依存性頻回再発型で 72%，36%，ステロイド依存性で 40%，24% と報告されている33）。さ
らに，巣状分節性糸球体硬化症患者は微小変化型やびまん性メサンギウム増殖の患者よりも寛解維
持率が低いことも報告されている34,35）。
なお，シクロホスファミドの静注療法が有効との報告36-38）も散見されるが，静注療法は経口療法
よりも劣るとの報告もある39）。唯一の経口療法と静注療法のランダム化比較試験（経口群 21 名，静
注群 26 名）では，6 か月以上の無再発率が経口群 23.8%，静注群 57.7%（p=0.02）であり，無再発期
間の中央値が経口群 96 日に対し静注群 360 日（p=0.05）と短期的には静注群のほうが良好であった
が，2 年後の無再発率は経口群 19.0%，静注群 18.6% と差を認めなかった38）。本試験では，シクロ
ホスファミドの総投与量が経口群 180 mg/kg に対し静注群 132 mg/kg と差を認めている。シクロホ
スファミドの静注療法は経口療法よりも有効でかつ副作用が少ない可能性があるが，これまでに質
の高い臨床試験は存在しないためエビデンスは不十分であり，今後の検討が必要である。
副作用で重要なものとして性腺障害，特に男児の無精子症があり，特に思春期中（Tanner stage 2
度以上，男児では精巣容量 3 mL 以上に相当）や思春期以後の患者ではリスクが高い33）。また，男児
で累積投与量が 300 mg/kg を超えると無精子症のリスクが高くなることがメタアナリシスで報告さ
れている。したがって，投与は 1 クールのみとし，累積投与量は 300 mg/kg を超えてはならない。
本論文の 119 名のレビューによると，累積投与量が 300 mg/kg 未満でも乏精子症・無精子症を起こ
す可能性はあるが，168 mg/kg 以下であれば安全としている。成人のループス腎炎のレビュー論
文40）や最近の educational reviewb）やメタアナリシス41）でも，累積投与量 168 mg/kg 以下が推奨されて
いる。一方で，思春期前では 400 mg/kg 以下であれば問題ないが，思春期中は 100 〜 200 mg/kg で，
思春期後は 100 mg/kg 以下でも男児の性腺障害をきたしたとするメタアナリシスもあり42），思春期
中や思春期後の男児へ使用する際は性腺障害の危険性が増すことを留意しておく必要がある。女児
の不妊症については，男児に比べるとリスクは低いとされ，メタアナリシスによると 200 mg/kg 未
満で安全33），思春期後で 300 mg/kg 以上で生ずる42）などがある。
その他の頻度が高い副作用として，骨髄抑制，特に白血球減少症が 32% に生ずるとの報告があ
る33）。したがって，シクロホスファミドの治療中は，1 〜 2 週ごとの定期的な血液検査で白血球数
をモニタリングし，白血球減少症がみられた際は減量もしくは休薬が望ましい。その他，感染症，
脱毛，出血性膀胱炎，肝機能障害，間質性肺炎，抗利尿ホルモン不適合分泌症候群などが重要であ
り，使用時には事前に患者への十分な情報提供が必要である。

4

ミゾリビン

ミゾリビンはわが国で開発された代謝拮抗薬である。小児ミゾリビン研究会による二重盲験プラ

セボ対象多施設ランダム化比較試験により，頻回再発型・ステロイド依存性ネフローゼ症候群に対
するミゾリビン 4 mg/kg/日とプラセボの 48 週間の投与が比較され，その有効性と安全性が検討さ
れた43）。その結果，登録患者全体ではミゾリビン群とプラセボ群間で再発率に有意な差を認めなかっ
たため，頻回再発型ネフローゼ症候群に対するミゾリビン療法はコクランレビューでは推奨されて
いない。したがって，4 mg/kg/日の通常用量では有効性は低いと考えられ，推奨グレードを C2 と
した。しかしながら，本研究のサブ解析にて，10 歳以下に限定するとミゾリビン群の再発率はプ
ラセボ群に比して有意に低いという結果が得られている。
その後，頻回再発型・ステロイド依存性ネフローゼ症候群に対するミゾリビンの高用量の研究が
相次いで報告された。おもなものとして，10 mg/kg/日（最大 500 mg）週 2 日投与44），6 mg/kg/日（最
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大 300 mg）週 2 日投与45），平均 14.3 mg/kg/日の週 2 日投与46），平均 10.1 mg/kg/日の連日投与47），平
均 8.4 mg/kg/日の連日投与48）などがあり，有効性と安全性が報告されている。さらに，通常用量（4
〜 6 mg/kg/日）と高用量（7 〜 10 mg/kg/日）を比較したコホート研究では，高用量のほうが有効であ
り，血中のピークのミゾリビン濃度が 3.0 μg/mL 以上の例で有意に再発回数が減少していることが
示された49）。以上より，7 〜 10 mg/kg/日の高用量は有効である可能性があるが，エビデンスの高い
報告は存在しないため，推奨グレード C1 とした。
ミゾリビンについては，本ガイドライン作成の時点では，適応症がステロイドのみでは治療困難
なネフローゼ症候群（頻回再発型を除く）となっていること，および添付文書上成人の 1 日量が
150 mg/日であることが問題である。臨床的に十分な効果を得るためには，4 mg/kg/日では不十分で，
7 〜 10 mg/kg/日の高用量が必要である。しかし，その有効性と安全性についての十分なエビデンス
は存在せず，今後大規模な臨床試験が必要である。なお，本薬剤は主として腎臓から排泄されるた
め，腎機能障害を有する際は，減量が望ましい。副作用として高尿酸血症に注意する必要があるが，
それ以外の副作用は比較的少ないのが本薬剤の利点といえる。

| 文献検索
PubMed
◆ （"nephrotic syndrome"［MH］OR "nephrotic syndrome"［TIAB］）
AND
（"steroid dependent"［TIAB］OR（frequent＊［TIAB］
＊
AND relaps ［TIAB］）OR FRNS［TIAB］OR "steroid dependence"［TIAB］）AND（"Cyclosporine"［MH］OR
"Cyclophosphamide"［MH］OR "bredinin"［NM］OR mizoribine［TW］OR "Cyclosporins"［MH］OR
"Immunosuppressive Agents"［MH］OR cyclosporine［TIAB］OR cyclosporin［TIAB］OR cyclophosphamide［TIAB］）
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（PT= 原著論文，解説））
and（PT= 会議録除く PDAT=// : 2012/06/30）and（（CK=
新生児，乳児（1 〜 23 ヶ月），幼児（2 〜 5），小児（6 〜 12），青年期（13 〜 18））or 小児/TH or 小児/AL）
▶検索に加えて委員の間で重要と判断した論文を加えた。
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4章

頻回再発型・ステロイド依存性ネフローゼ症候群―その他の治療
ステートメント

1．リツキシマブ
① リツキシマブは，難治性の頻回再発型・ステロイド依存性ネフローゼ症候群患者に
対する有効性が示唆されており，難治性に対する治療として推奨する。
推奨グレード C1
② リツキシマブは，375 mg/m2/回
滴静注投与を行うことを推奨する。

1 〜 4 回（複数回投与する際は 1 週間間隔）点
推奨グレード C1

2．ミコフェノール酸モフェチル
① ミコフェノール酸モフェチルは，副作用により標準的な免疫抑制薬を使用できない
頻回再発型・ステロイド依存性ネフローゼ症候群患者に対する治療として検討しても
よい。

推奨グレード C1

② ミ コ フ ェ ノ ー ル 酸 モ フ ェ チ ル は，1,000 〜 1,200 mg/m2/日（ ま た は 24 〜
36 mg/kg/日，最大 2 g/日）分 2 で投与することを推奨する。

推奨グレード C1

3. タクロリムス
① タクロリムスは，美容的副作用によりシクロスポリンを使用できない頻回再発型・
ステロイド依存性患者に対する治療として検討してもよい。
② タクロリムスは，0.1 mg/kg/日
がら管理することを推奨する。

推奨グレード C1

分 2 で開始し，血中濃度をモニタリングしな

推奨グレード C1

註 1：体重は身長からみた標準体重で計算する（体表面積についても同様）。
註 2：小児の腎臓専門医による治療が望ましい。

解説
本章では，難治性の頻回再発型・ステロイド依存性ネフローゼ症候群（p.xiv 定義参照）と，標準
的な免疫抑制薬（シクロスポリン，シクロホスファミド，ミゾリビン）をその副作用のために使用で
きない頻回再発型・ステロイド依存性ネフローゼ症候群に対する治療について検討した。
本章で取り上げる薬剤は，現時点では国内外でネフローゼ症候群の効能・効果で承認されておら
ず，適応外使用となるため，患者の病状，リスク・ベネフィットを十分考慮したうえで使用を決定
する。小児の腎臓専門医による治療が望ましい。

1

リツキシマブ

リツキシマブは B 細胞表面に発現する分化抗原 CD20 に対するモノクローナル抗体である。近

年コホート研究1-7）やランダム化比較試験8）により，難治性の頻回再発型・ステロイド依存性ネフロー
ゼ症候群（以下，難治性）に対する有効性が示唆されており，難治性に対する治療として推奨する。
難治性患者（ステロイドとカルシニューリン阻害薬依存性）54 人を対象とした，リツキシマブ
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1or 2 回投与）の標準治療（ステロイド＋カルシニューリン阻害薬）対照オープンラン

ダム化比較試験8）では，3 か月時再発率はリツキシマブ群（18.5%）が標準治療群（48%）よりも有意に
低く（p=0.029），3 か月時のステロイドとカルシニューリン阻害薬の中止率は，リツキシマブ群
（62.95%）が標準治療群（3.7%）よりも有意に高い（p＜0.001）ことが示されている。
リツキシマブは国内外でネフローゼ症候群の効能・効果で承認されておらず，臨床の現場で適応
外使用されているのが現状である。適切な患者選択，リツキシマブの用法・用量，長期の有効性と
安全性を評価するためのランダム化比較試験の実施が求められていることから，推奨レベルを C1
とした。海外ではシクロスポリン依存性の難治性患者を対象としたプラセボ対照ランダム化比較試
験（ClinicalTrials.gov NCT 01268033）が実施中である。国内では，適応拡大を目指したリツキシマブ
のプラセボ対照二重盲検ランダム化比較試験（医師主導治験，UMIN ID：UMIN000001405）が実施
されており，結果が注目される。
リツキシマブは，375 mg/m2/回

1 〜 4 回（複数回投与する際は 1 週間間隔で投与）点滴静注投与

することを推奨する。先行研究では 375 mg/m2/回
れている

1 〜 4 回（1 週間間隔）静注投与の範囲で投与さ

。リツキシマブ 1 〜 4 回投与を受けた患者 37 人の長期予後を検討した観察研究では，

1-9）

初回投与後 12 か月時の無再発期間は，初回投与回数 1 〜 2 回の患者 16 人では，3 〜 4 回の患者 11
人と比較して有意に短かった（p＜0.05）と報告されている9）。2 年以上の寛解と初回投与回数との関
連はなかったと報告されているが，この研究では 37 人中 19 人がリツキシマブの反復投与を受け，
2 年以上追跡できた 29 人中 20 人（69%）が 2 年間寛解を維持し，29 人中 14 人（48%）が免疫抑制薬
を中止できたと報告されている9）。4 回投与のランダム化比較試験はまだ報告されていないため，
推奨グレードは C1 とした。
難治性ステロイド依存性ネフローゼ症候群患者 30 人を対象に，リツキシマブ 1 〜 4 回投与後に
リツキシマブを反復投与し，15 か月間 CD19 を枯渇させて予後を評価した観察研究では，約 3 分
の 2 の患者が免疫抑制薬の経口投与なしで CD19 回復後も長期に寛解を維持できたこと，CD19 枯
渇期間中はニューモシスチス感染症予防目的でコトリマゾール（20 mg/kg

週 3 回，保険適用外）を

投与し，重篤な有害事象は発現しなかったことが報告されている10）。ただし，CD19 枯渇を目的と
したリツキシマブの反復投与の是非についてはさらなる検討が必要と考える。
リツキシマブの特徴的な副作用は，点滴静注投与開始後 24 時間以内に発現する infusion reaction
（症状：発熱，嘔吐，悪寒，悪心，頭痛，疼痛，そう痒，発疹，気管れん縮，咳，虚脱感，血管浮
腫 等 ）で あ り， 難 治 性 患 者 に お い て も infusion reaction が 発 現 す る こ と が 報 告 さ れ て い る5-10）。
infusion reaction 予防のために経口解熱鎮痛薬，経口抗ヒスタミン薬および静注メチルプレドニゾロ
ンなどによる前処置が行われることが多い5,8,10）。
リツキシマブの副作用の一つである好中球減少症や無顆粒球症は，投与直後だけでなく遅発性（最
終投与 1 〜 5 か月後）に発現することが知られている。国内で小児難治性ステロイド依存性ネフロー
ゼ症候群患者が，リツキシマブ 4 回投与 3 か月後に発熱を伴う重篤な無顆粒球症を発症したことが
報告されている11）。リツキシマブ投与後は CD19 を含む血液検査を定期的に行い，患者の状態を十
分観察することが必要である。また，末梢血 B 細胞数が枯渇・減少することで，細菌やウイルス
による感染症が発現する可能性があり，小児では特に注意すべきである。国内において難治性ステ
ロイド抵抗性ネフローゼ症候群患者が，リツキシマブ投与後に非典型的ニューモシスチス・ジロベッ
ティ肺炎を発症したことが報告されている12）。末梢血 B 細胞枯渇期間中にニューモシスチス感染予
防目的で，ST 合剤を予防投与することも試みられている5,9,10）。
リツキシマブの重大な副作用（死亡を含む）として，進行性多発性白質脳症a），B 型肝炎のキャリ
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ア再活性化に伴う劇症肝炎13）が知られている。進行性多発性白質脳症を発現した全身性エリテマ
トーデス患者は，免疫抑制薬との併用で免疫機能が著しく低下しており，B 細胞が長期に枯渇する
ことの危険が示唆される。これを受け，FDA はリツキシマブの適応外使用を厳しく警告しているa）。
B 型肝炎のキャリア再活性化に伴う劇症肝炎を発症した悪性リンパ腫患者では死亡例もあり，B 型
肝炎ウイルス抗体，肝機能を検査したうえで，リツキシマブ投与を検討すべきである13）。難治性患
者でも，肺線維症（死亡）14），免疫性潰瘍性大腸炎15）などの重篤な有害事象が報告されている。

2

ミコフェノール酸モフェチル

ミコフェノール酸モフェチルは，ミゾリビンと作用機序が類似するプリン代謝拮抗薬で，臓器移

植後の免疫抑制療法に使用されてきた。近年，ミコフェノール酸モフェチルの難治性を含む頻回再
発型・ステロイド依存性ネフローゼ症候群患者に対する有効性が示唆されている。わが国では保険
適用外であるが，副作用により標準的な免疫抑制薬を使用できない頻回再発型・ステロイド依存性
ネフローゼ症候群患者に対する治療として検討してもよい。適切なランダム化比較試験等によりそ
の有効性と安全性が評価されることが必要であることから，本ガイドラインでは推奨グレードを
C1 とした。
ミコフェノール酸モフェチルは，シクロホスファミドで寛解を維持できない患者16-18）やシクロス
ポリン依存性患者19-24），シクロスポリン腎毒性を有する患者25）を対象としたコホート研究で再発抑
制効果が示唆されている。シクロホスファミド投与後の小児頻回再発型ネフローゼ症候群患者 31
人を対象とした，ミコフェノール酸モフェチルについての小規模ランダム化比較試験（対照：シク
ロスポリン）において，主要評価項目 GFR のベースラインからの変化量は，試験期間中にわたって，
ミコフェノール酸モフェチル群がシクロスポリン群より有意に小さかった（p=0.03）。しかし，サン
プルサイズが小さすぎたこともあり，無再発期間（p=0.06），人年法による再発率（p=0.08）について
は，両群間で有意差は認められなかった26）。適切にデザインされたランダム化比較試験等によって，
その有効性と安全性が評価されることが必要であると考えられる。2013 年 8 月現在，海外では，シ
クロホスファミドと比較したランダム化比較試験
（ClinicalTrials. Gov NCT01092962）
が実施中である。
ミコフェノール酸モフェチルは他の免疫抑制薬と比較して忍容性が良好であるため，頻回再発型・
ステロイド依存性ネフローゼ症候群の第一選択薬としての有効性が示唆されている27-29）。The
b）
Childrenʼs Nephrotic Syndrome Consensus Conference
（CNSCC）
（アメリカ）
や KDIGO ガイドラインc）

では，ミコフェノール酸モフェチル 1 年投与は，頻回再発型・ステロイド依存性ネフローゼ症候群
に対する免疫抑制療法の一つとして記載されている。
先行研究では，ミコフェノール酸モフェチルの用量は体表面積換算（1,200 mg/m2/日）で設定した
ものが多かった17,19-21,26,27,29）。本ガイドラインでは，CNSCCb）や KDIGO ガイドラインc）において推奨
されている用法・用量を採用した。ミコフェノール酸モフェチルは，国内外においてネフローゼ症
候群の効能・効果で承認されておらず，難治性を含む頻回再発型・ステロイド依存性ネフローゼ症
候群に対する安全かつ有効な用量・用法は確立していないことから，推奨グレードを C1 とした。
ミコフェノール酸モフェチルの吸収は個体差が大きいため，ミコフェノール酸の血中濃度をモニタ
リングすることが望ましい（保険適用外）。投与前濃度が 2.0 μg/mL 未満の場合は再発する傾向が高
いことが報告されている21,23）。6 か月間と短期投与の場合は中止後早期に約 50% の患者が再発する
ことが報告されており17,21），CNSCCb）や KDIGO ガイドラインc）では 1 年以上投与することが推奨さ
れているが，長期投与の有効性と安全性は明らかではない。
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ミコフェノール酸モフェチルの副作用は，消化器症状（下痢，腹痛）16-18,19,21,27,29），骨髄抑制（白血
球減少，貧血，血小板減少）17,24,29），感染症（ヘルペス，水痘）17,24,28）が報告されているが，減量によ
り軽快することが多い。

3

タクロリムス

タクロリムスはシクロスポリンと同様のカルシニューリン阻害薬であり，現在，腎移植後の免疫

抑制薬としてシクロスポリンを凌いで第一選択薬となっている。シクロスポリンと比較して多毛，
歯肉肥厚といった美容的副作用が少ないことが知られており，北米では頻回再発型・ステロイド依
存性ネフローゼ症候群にタクロリムスが好んで使用されるようになっている。CNSCCb）や KDIGO
ガイドラインc）において，シクロスポリン，ミコフェノール酸モフェチルと同じく，ステロイド依
存性ネフローゼ症候群に対する免疫抑制薬として位置づけられている。タクロリムスは，美容的副
作用によりシクロスポリンを使用できない頻回再発型・ステロイド依存性患者に対する治療として
検討してもよい。
タクロリムスについては，シクロスポリンを含めた他の免疫抑制薬と比較したランダム化比較試
験は存在せず，少数の症例集積のみである30-34）。また，シクロスポリンからタクロリムスへの変更は，
美容的副作用の改善効果以外の有効性はなく，むしろ糖尿病の発症に留意すべきであると報告して
いるものもある29,33）。適切なランダム化比較試験等によりその有効性と安全性が評価されることが
必要であることから，本ガイドラインでは推奨グレードを C1 とした。
タクロリムスは血中濃度をモニタリングして投与量を調節する薬剤である。国内外において，タ
クロリムスは頻回再発型・ステロイド依存性ネフローゼ症候群の効能・効果で承認されておらず，
安全かつ有効な用量・用法は確立していない。先行研究では，腎移植での臨床研究に基づいて血中
トラフ値を 5 〜 10 ng/mL に調節しているものが多いが30-34），長期投与に関する有効性と安全性は明
らかではない。そのため，本ガイドラインでは KDIGO ガイドラインと同じくc），タクロリムスは
0.1 mg/kg/日

分 2 で開始し，血中トラフ値をモニタリングして調節することとし，推奨グレード

を C1 とした。現在，国内で実施されている頻回再発型ネフローゼ症候群患者を対象としたタクロ
リ ム ス と シ ク ロ ス ポ リ ン の 多 施 設 共 同 非 盲 検 ラ ン ダ ム 化 比 較 試 験（JSKDC06，UMINID：
UMIN000004204）では，タクロリムスの用法・用量は，0.1 mg/kg/日

分 2 で開始し，血中トラフ値

を最初の 6 か月は 5 〜 7 ng/mL，後半の 18 か月は 3 〜 5 ng/mL に調節して 2 年間投与と設定されて
おり，その結果が待たれる。
タクロリムスの副作用に関しては，糖尿病の発症が重要であり，糖尿病の家族歴がある患者や耐
糖能障害の危険因子（肥満など）のある患者30）に使用する際は，特に注意を要する。またシクロスポ
リンと同様に腎間質線維化も報告されており，高いトラフ値との間に有意な相関があったとする報
告もある34）。

| 文献検索
PubMed
◆

リツキシマブ
"nephrotic syndrome"［TW］AND（"sensitive"［TIAB］OR "frequently relapsing"［TIAB］OR "dependent"［TIAB］OR
SSNS［TIAB］OR FRNS［TIAB］OR SDNS［TIAB］）AND（rituximab［TW］OR rituxan［TW］）AND "0001/01/01"
［DP］: "2012/06/30"［DP］
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◆

ミコフェノール酸モフェチル
"nephrotic syndrome"［TW］AND（"sensitive"［TIAB］OR "frequently relapsing"［TIAB］OR "dependent"［TIAB］OR
SSNS［TIAB］OR FRNS［TIAB］OR SDNS［TIAB］）AND
（"mycophenolate mofetil"［NM］OR cellcept［TW］）AND
"0001/01/01"［DP］: "2012/06/30"［DP］

◆

タクロリムス
"nephrotic syndrome"［TW］AND
（"sensitive"［TIAB］OR "frequently relapsing"［TIAB］OR "dependent"［TIAB］OR
SSNS［TIAB］OR FRNS［TIAB］OR SDNS［TIAB］）AND "tacrolimus"［TW］AND "0001/01/01"［DP］: "2012/06/30"
［DP］
医中誌

◆

リツキシマブ
（ネフローゼ症候群/TH or ネフローゼ症候群/AL）and
（ 難治性/AL or 感受性/AL or 頻回再発/AL or 依存性/AL or
SSNS/AL or FRNS/AL or SDNS/AL）and（Rituximab/TH or リツキサン/AL or Rituxan/AL or リツキシマブ/AL）and（PT=
会議録除く CK= ヒト）and（PT= 原著論文，総説）and
（PDAT=// : 2012/06/30）

◆

ミコフェノール酸モフェチル
（ネフローゼ症候群/TH or ネフローゼ症候群/AL）and（ 難治性/AL or 感受性/AL or 頻回再発/AL or 依存性/AL or
SSNS/AL or FRNS/AL or SDNS/AL）and
（"Mycophenolate Mofetil"/TH or セルセプト/AL or Cellcept/AL or MMF/AL or
ミコフェノール/AL）
and
（PT= 会議録除く CK= ヒト）and（PT= 原著論文，総説）and（PDAT=// : 2012/06/30）

◆

タクロリムス
（ネフローゼ症候群/TH or ネフローゼ症候群/AL）and
（ 難治性/AL or 感受性/AL or 頻回再発/AL or 依存性/AL or
SSNS/AL or FRNS/AL or SDNS/AL）and
（Tacrolimus/TH or タクロリムス/AL or tacrolimus/AL or FK506/AL）and（PT= 会
議録除く CK= ヒト）and
（PT= 原著論文，総説）and
（PDAT=// : 2012/06/30）

▶検索に加えて委員の間で重要と判断した論文を加えた .

| 参考にした二次資料
a） FDA Alert : Information for Healthcare Professionals : Rituximab
（marketed as, Rituxan）2006.
（http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/ucm126519.htm）
b） Gipson DS, et al. : Management of childhood onset nephrotic syndrome. Pediatrics 2009 ; 124 : 747-757.
c） Kidney Disease Improving Global Outcomes : Steroid-sensitive nephrotic syndrome in children. Kidney Int Suppl 2012 ;
2 : 163-171.
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ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の治療
ステートメント

1．ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群と診断された場合，腎生検による組織学的診断を行
うことを推奨する。

推奨グレード B

2．シクロスポリンを第一選択薬として使用することを推奨する＊。
① 初回投与量は 2.5 〜 5 mg/kg/日
安に調節することを推奨する。

推奨グレード A

分 2 で開始し，投与量は以下のトラフ値を目

推奨グレード B

トラフ値 100 〜 150 ng/mL（3 か月）
トラフ値 80 〜 100 ng/mL（3 か月〜 1 年）
トラフ値 60 〜 80 ng/mL（1 年以降）
② シクロスポリン投与後 4 〜 6 か月で不完全寛解以上が得られない場合は治療方針
を再検討する。

推奨グレード C1

③ シクロスポリン投与後 4 〜 6 か月で不完全 / 完全寛解に至る場合は，1 〜 2 年間
の継続投与を推奨する。

推奨グレード C1

④ 低用量ステロイドとの併用療法（プレドニゾロン 0.5 〜 1.0 mg/kg 隔日投与）によ
り寛解率が上昇するため，併用を推奨する。

推奨グレード C1

3．① ステロイドパルス療法とシクロスポリンの併用は寛解導入に有効な可能性があり，
使用することを検討する。

推奨グレード C1

 テロイドパルス療法は，メチルプレドニゾロン 20 〜 30 mg/kg/回（最大 1 g）静
ス
脈内投与を 1 日 1 回，1 週間に 3 日間連続を 1 クールとして施行する。
②

単独でのステロイドパルス療法は寛解導入として推奨しない。

推奨グレード C2

4．シクロホスファミドは小児ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の寛解導入療法として推
奨しない。

推奨グレード C2

5．アンジオテンシン変換酵素阻害薬またはアンジオテンシン II 受容体拮抗薬の投与は蛋白
尿減少に有効であり，シクロスポリンとの併用療法として推奨する。

推奨グレード B

6．寛解後のネフローゼ症候群再発時には，プレドニゾロン治療を推奨する。
推奨グレード C1
註：体重は身長からみた標準体重で計算する（体表面積についても同様）。
ネフローゼ状態での免疫抑制療法は，感染症・高血圧などの重篤な合併症や副作用に十分な注意が必要であり，ステ

＊

ロイド抵抗性ネフローゼ症候群の治療は小児の腎臓専門医による治療が望ましい。

解説
本ガイドラインではステロイド抵抗性の定義を「プレドニゾロンを 4 週間以上連日投与しても，
完全寛解しないもの」とする。この章では，このなかで血清アルブミン値 2.5 g/dL 以下の患者を対
象にした治療を記載する。
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コクランレビューや 2012 年の KDIGO ガイドラインでは，シクロスポリンはステロイド抵抗性
ネフローゼ症候群に対する寛解導入療法の第一選択薬とされ，①カルシニューリン阻害薬は最低 6
か月間使用し，不完全または完全寛解に至らない場合は中止すること，②不完全または完全寛解に
至った場合は最低 12 か月間は継続すること，③カルシニューリン阻害薬と低用量ステロイドを併
用することなどが推奨されている。一方，シクロホスファミドはステロイド抵抗性ネフローゼ症候
群に対する寛解導入療法として推奨されない。コクランレビューでは，シクロホスファミド経口投
与とプレドニゾロンとでは寛解率に有意差を認めず，シクロホスファミドパルス療法とシクロスポ
リンとの比較では，シクロスポリンがより有効とされている。ステロイドパルス療法のランダム化
比較試験の報告はないが，複数の研究により，その有効性が示唆されている1-3）。アンジオテンシ
ン変換阻害薬またはアンジオテンシン II 受容体拮抗薬などのレニン・アンジオテンシン系阻害薬
はステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対して蛋白尿の減少に有効とされているが4），p.29 「5 レ
ニン・アンジオテンシン系阻害薬」 で述べるように，単剤投与ではなくシクロスポリンとの併用が
推奨される。以上より，現時点でステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対する第一選択薬としてエ
ビデンスレベルが高いものはシクロスポリンである。シクロスポリンとの併用療法として低用量ス
テロイドやレニン・アンジオテンシン系阻害薬，およびステロイドパルス療法などもエビデンスが
積み重ねられており推奨されるが，これらの有効性と安全性については今後さらなる検討が必要で
ある。
家族性や低年齢発症のステロイド抵抗性ネフローゼ症候群において様々な遺伝子異常（NPHS1，
NPHS2，TRPC6，CD2AP，PLCE1，INF2，WT1，ACTN4 など）が報告されている5-7）。小児期発症の
巣状分節性糸球体硬化症における遺伝子異常の報告は，患者数が少ないため一定の方向性を示すこ
とが困難であるが，スペインの観察研究の結果をもとに，先天性ステロイド抵抗性ネフローゼ症候
群の場合は NPHS1，乳児期から小児期発症の場合は NPHS2，思春期から成人発症の場合は NPHS2
のなかに含まれる p.R229Q を最初に調べることを推奨する報告がある8）。以上より，治療抵抗性，
家族性，低年齢発症などの場合には遺伝子検索も検討する。

1

腎生検

ステロイド抵抗性と診断された場合，腎生検による組織学的診断を行い，膜性腎症などを除外し

たうえで治療方針を決定することを推奨する。組織学的には微小変化型，巣状分節性糸球体硬化症，
びまん性メサンギウム増殖に分類される。ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群においては，完全寛
解に至らなかった場合，10 年間で約 40% が末期腎不全へと進行すると報告されている9）。また日
本では，巣状分節性糸球体硬化症が小児末期腎不全の原疾患の約 20% を占める。

2

シクロスポリン

ステロイド抵抗性と診断された場合，シクロスポリンを第一選択薬として使用することを推奨す

る。
小児ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群を対象にしたシクロスポリンのランダム化比較試験とし
て，1993 年の報告では投与開始 12 か月時点での不完全 / 完全寛解率は 60%10），1996 年の報告では
6 か月時点での不完全 / 完全寛解率は 100%11），2009 年の報告では 6 か月時点での不完全 / 完全寛解
率は 80% と，いずれも高い寛解導入率を認めている12）。国内の小児ステロイド抵抗性ネフローゼ
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症候群患者 35 人を対象とした非ランダム化比較試験では，腎病理組織所見により治療を変更し，
微小変化型 /メサンギウム増殖 28 名に対してシクロスポリン（トラフ値 120 〜 150 ng/mL で 3 か月間，
80 〜 100 ng/mL で 9 か月間，その後の推奨治療として 60 〜 80 ng/mL/ で 12 か月間）＋プレドニゾロ
ン（1 mg/kg/日 分 3 連日投与 4 週間，1 mg/kg/回 隔日投与 5 週目〜 12 か月）を投与し，巣状糸球体硬
化症 7 名では上記 2 剤に加えてステロイドパルス療法を 5 クール（第 1，2，5，9，13 週）行い，そ
れぞれ 82.1%，85.7% と高い寛解率が報告されている3）。
ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対するシクロスポリンの効果判定時期について確立された
ものはないが，蛋白尿の減少は 4.4±1.8 週に認められ11），2009 年のランダム化比較試験では不完
全または完全寛解獲得までの期間は 8 〜 12 週と報告されている12）。2005 年の観察研究でも不完全 /
完全寛解獲得までの平均期間は 9.9±3.4 週（2 〜 16 週）であった13）。さらに，国内のステロイド抵抗
性ネフローゼ症候群患者 35 人における 5 年後の予後を前向きに評価した研究において，治療開始
後 4 か月時点の治療反応性によって 5 年後の状態がおよそ予測可能であることが報告されてい
る14）。また，その他のランダム化比較試験でもシクロスポリンの有効性は 6 か月時点で評価される
ことが多く，シクロスポリンの効果判定時期として，投与後 4 〜 6 か月以内に不完全寛解以上の効
果を認めない場合には，治療方針の再検討を推奨する。
シクロスポリンの投与量は，血中濃度をモニタリングして調節する。トラフ値 100 〜 200 ng/mL
を目標とする論文もあるが15-18），トラフ値 100 ng/mL で 2 年間投与した場合，約半数に腎毒性が出
現するため19），腎移植における初期投与量から考えて，本ガイドラインでは寛解獲得までの 3 か月
間はトラフ値 100 〜 150 ng/mL，1 年間以上投与する場合は 2 年目以降はトラフ値 60 〜 80 ng/mL と
した。小児ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対する C2（投与後 2 時間血中濃度）による管理は
確立されていないが，シクロスポリンの AUC0-4
（area under the concentration curve）は C2 と相関し20），
小児頻回再発型ネフローゼ症候群や成人ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群における C2 コント
ロ ー ル の 報 告 も あ り（ シ ク ロ ス ポ リ ン C2 投 与 量 調 節 法 の ラ ン ダ ム 化 比 較 試 験，UMINID：
21-22）
C000000008）
，小児ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対する C2 コントロールのエビデンス

の集積も今後期待される。
シクロスポリンの副作用は，腎毒性，高血圧，易感染性，歯肉肥厚，多毛，など多数ある（p.xiv
定 義，p.3 第 1 部 第 1 章，p.18 第 1 部 第 4 章 参 照 ）。 特 に posterior reversible encephalopathy
syndrome
（PRES）は浮腫（ネフローゼ状態）が発症の危険因子の一つと考えられ，また，ネフローゼ
症候群での発症例 7 人のうち 5 人がステロイド抵抗性であったと報告されており23），注意深い観察
と対応が必要である。
ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群においてシクロスポリンや同じカルシニューリン阻害薬のタ
クロリムス中止後の再発は 10 〜 76% と高率に認められ13,14,22,24），シクロスポリン投与期間の延長を
余儀なくされるが，シクロスポリン腎毒性が懸念されるため，長期の寛解維持率や腎予後について
今後の検討が必要である。

3

ステロイドパルス療法

ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対するステロイドパルス療法とシクロスポリンの併用は，

寛解導入に有効な可能性があり，使用を検討する。しかし，単独でのステロイドパルス療法は寛解導
入として推奨しない。また，メチルプレドニゾロン投与中はシクロスポリン投与の中止を検討する。
小児ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対するステロイドパルス療法＋シクロスポリンとシク
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ロスポリン投与を比べたランダム化比較試験の結果はこれまで報告されておらず長年の課題であっ
た。わが国から報告された非ランダム化比較試験では，巣状分節性糸球体硬化症に対してステロイ
ドパルス療法＋シクロスポリン＋プレドニゾロン投与が 12 か月行われ，85.7% と高い寛解率であっ
た3）。また巣状分節性糸球体硬化症に対して，ステロイドパルス療法＋シクロスポリン＋プレドニ
ゾロン投与が行われた非ランダム化比較試験においても 8/10 人が治療開始 8 週以内に寛解したと
報告されている25）。以上よりシクロスポリンにステロイドパルス療法を加えた治療は高い寛解率を
得られる可能性がある。さらに日本小児腎臓病学会評議員に行ったアンケート調査によると，大半
の施設において，ステロイドパルス療法とシクロスポリンの併用療法が行われているという結果で
あった。しかしエビデンスレベルは高くなく，現在，国内でシクロスポリン＋プレドニゾロン＋ス
テロイドパルスの併用療法と，シクロスポリン＋プレドニゾロンの併用療法とのランダム化比較試
験が進行中である（UMINID：C000000007）。
小児ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対するステロイドパルス単独療法についてもランダム
化比較試験は存在せず，観察研究が散見されるのみである。Yorgin らによると，小児ステロイド
抵抗性ネフローゼ症候群の 11 人（平均年齢 3.6±1.5 歳）に対してステロイドパルス療法（メチルプレ
ドニゾロン 30 mg/kg/回，最大量 1 g/回）を平均 24.8±10.5 回行った結果，9/11 人が完全寛解に至った。
また，有害事象は中等度で頻度は少なかったことから，ステロイドパルス療法は若年の小児ステロ
イド抵抗性ネフローゼ症候群を寛解に導入するために安全で有効だと報告している26）。さらに，小
児ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群 16 人（年齢中央値 3.8 歳）に対してメチルプレドニゾロン
15 mg/kg/日を 3 日間または 5 日間行った結果，10 人が寛解に至ったという報告がある。治療に反
応しなかった 6 人は免疫抑制薬（シクロホスファミド 3 人，シクロスポリン 2 人，タクロリムス 1 人）
を使用して臨床的寛解に至った27）。また，シクロホスファミドやシクロスポリン抵抗性の小児ステ
ロイド抵抗性ネフローゼ症候群 10 人に対して，ステロイドパルス療法（メチルプレドニゾロン
30 mg/kg/回，最大量 1 g/回，1 クール 3 日間）を 14 クール行った報告がある。1/10 人が腹膜炎のた
め投与中止となったが，完全寛解 4/9 人，不完全寛解 3/9 人，無効 2/9 人という結果であり，ステ
ロイドパルス療法によりシクロホスファミドやシクロスポリン抵抗性の小児ステロイド抵抗性ネフ
ローゼ症候群患者の寛解導入が可能であることが示されている 2）。以上のように，ステロイドパル
ス療法は小児ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の寛解導入に有効な可能性があるものの，症例数
の集積が少なく，ランダム比較試験が存在しないことより，エビデンスレベルは高くない。
なお，ステロイドパルス療法中は高血圧，高血糖，徐脈，血栓症，PRES などの副作用がみられ
ることがあるため，モニタリングする必要がある。

4

シクロホスファミド

シクロホスファミドは小児ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の寛解導入療法の第一選択薬には

推奨しない。小児ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対するシクロホスファミド治療については
2 つのランダム化比較試験がある28,29）。どちらもシクロホスファミドとステロイドを組み合わせた
治療とステロイド単独を比べた試験であるが，寛解割合および有害事象に関して有意差を認めな
かった。
さらに初発の小児ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群（組織は微小変化型，巣状分節性糸球体硬
化症，メサンギウム増殖）を対象に，シクロスポリン内服とシクロホスファミドパルス療法につい
てのランダム化比較試験が行われた。結果として治療開始 12 週の時点での完全および不完全寛解
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割合は，シクロスポリン群 9/15 人（60%，完全寛解 2 人，不完全寛解 7 人），シクロホスファミド
パルス群 3/17 人（17%，完全寛解 1 人，不完全寛解 2 人）で，明らかにシクロスポリンがすぐれて
いた（p＜0.05）。この時点で試験は中止されている。この試験において 24 週の時点での完全寛解割
合は，シクロスポリン群 2/15 人（13%），シクロホスファミドパルス群 1/17 人（5%）であった（p=n.s.）。
しかし不完全寛解割合はシクロスポリン群 7/15 人（46%），シクロホスファミドパルス群 2/17 人
（11%）で有意にシクロスポリン群が高く，有害事象は同等であった。よって小児ステロイド抵抗性
ネフローゼ症候群患者を不完全寛解に導入するには，シクロスポリンのほうがシクロホスファミド
より有効であると報告されている 30）。

5

レニン・アンジオテンシン系阻害薬

レニン・アンジオテンシン系阻害薬は，小児ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対する蛋白尿

減少効果が期待できるため，併用することを推奨する。アンジオテンシン変換酵素阻害薬（エナラ
プリル，フォシノプリル（日本未承認））を用いたランダム化比較試験が 2 つある。エナラプリルの
投与量によって 2 群に分けられ，0.2 mg/kg 投与では尿アルブミン / クレアチニン比が 3.9 から 2.3
に減少したが有意な減少ではなかった。一方，0.6 mg/kg 投与では尿アルブミン / クレアチニン比
が 5.2 から 2.5 に減少し，低用量に比べて有意に減少した。試験中に血清クレアチニン値，K 値の
変動はなかった4）。また，正常血圧の小児ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対してフォシノプ
リルとステロイドを組み合わせた治療とステロイド単独投与を行った試験では，フォシノプリルを
加えた群のほうが有意に 24 時間尿蛋白排泄の減少が認められた。このとき血圧の変化やレニン・
アンジオテンシン系の変化を伴わなかったという結果が示されている 31）。ステロイド抵抗性を呈す
る巣状分節性糸球体硬化症の長期予後を観察した研究などによると，蛋白尿が持続することは腎不
全に至る危険因子であることが示されている9,32-35）。また，成人の特発性巣状分節性糸球体硬化症
に対してレニン・アンジオテンシン系阻害薬を投与することによって尿蛋白量の減少が示されたが，
完全寛解に持ち込むことは困難であり，腎不全率は減少しなかったと報告されている35-37）。
以上を考えあわせると，小児ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の寛解導入療法としてレニン・
アンジオテンシン系阻害薬を第一選択薬として使用するという結論には至らず，KDIGO ガイドラ
インa）で示されているように，シクロスポリンと併用することを推奨する。レニン・アンジオテン
シン系阻害薬を投与すると，糸球体内圧が急激に低下して糸球体濾過量（GFR）が減少し，血清クレ
アチニン値上昇や高カリウム血症をきたすことがあるので注意を要する。そのため腎機能が中等度
よりも低下した患者（GFR＜60 mL/min/1.73 m2）では，低用量から慎重にはじめ，血清クレアチニン
値および血清 K 値をモニタリングする必要がある。また脱水時には，血清クレアチニン値上昇，
高カリウム血症，循環虚脱が高頻度に生じるため，投与を一時中止するように指導しておくことが
重要である。さらに催奇形性があることから妊娠中の女性に対する使用は禁忌であるため，妊娠可
能年齢女性への使用は注意を要する。他にはシクロスポリンとレニン・アンジオテンシン系阻害薬
を併用した場合，シクロスポリンによる腎毒性の発生率が高まるという報告38）や，腎機能障害があ
るb）ことなどが報告されていることから，注意深く観察することが必要である。

6

寛解後のネフローゼ症候群再発時の治療

小児ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群が寛解（完全寛解または不完全寛解）に至った後，ネフ

30

第1部

薬物療法

ローゼ症候群を再発することはしばしばみられる。いったん寛解導入された患者は，ステロイドの
感受性を取り戻している可能性が高いため，プレドニゾロンによってネフローゼ症候群再発時の治
療を行うことを推奨する。

| 文献検索
PubMed
・シクロスポリン
◆ "nephrotic syndrome/drug therapy"［MH］AND（resistant［TIAB］OR SRNS［TIAB］）AND cyclosporine［TW］AND
"0001/01/01"［DP］: "2012/06/30"［DP］AND Humans［MH］AND
（English［LA］OR Japanese［LA］）AND
（"infant"
［MH］OR "child"［MH］OR "adolescent"［MH］）
・ステロイドパルス療法
◆ "nephrotic syndrome"［TW］AND（resistant［TIAB］OR SRNS［TIAB］）AND
（"Pulse Therapy, Drug"［MH］OR pulse［TIAB］）
（English［LA］OR Japanese［LA］）
AND "0001/01/01"［DP］: "2012/06/30"［DP］AND Humans［MH］AND
・シクロホスファミド
◆ "nephrotic syndrome"［TW］AND（resistant［TIAB］OR SRNS［TIAB］）AND "Cyclophosphamide"［MH］AND
"0001/01/01"［DP］: "2012/06/30"［DP］AND Humans［MH］AND English［LA］
・レニン・アンジオテンシン系阻害薬
◆ "nephrotic syndrome"［TW］AND（resistant［TIAB］OR SRNS［TIAB］）AND（"Angiotensin-Converting Enzyme
Inhibitors"［Mesh］OR "Angiotensin Receptor Antagonists"［Mesh］OR angiotensin［TW］）AND "0001/01/01"
［DP］: "2012/06/30"［DP］AND Humans［MH］AND（English［LA］OR Japanese［LA］）
◆ "Glomerulosclerosis, Focal Segmental"［MH］AND "Immunosuppressive Agents"［MH］AND "0001/01/01"
［DP］: "2012/06/30"［DP］AND Humans［MH］AND（English［LA］OR Japanese［LA］）AND（"infant"［MH］OR
"child"［MH］OR "adolescent"［MH］）
医中誌
・シクロスポリン
◆ （ネフローゼ症候群/TH or ネフローゼ症候群/AL）and（抵抗性/AL or SRNS/AL or resistant/AL）and（Ciclosporin/TH or
シクロスポリン/AL or サイクロスポリン/AL or Ciclosporin/AL）and（PT= 会議録除く CK= ヒト）and（（PT= 症例報告）
or
（PT= 原著論文，総説）
）
and
（
（CK= 新生児，乳児
（1 〜 23 ヶ月）
，幼児
（2 〜 5）
，小児
（6 〜 12）
，青年期
（13 〜 18）
）
or
（小児/
TH or 小児/AL））and
（PDAT=// : 2012/06/30）
・ステロイドパルス療法
◆ （ネフローゼ症候群/TH or ネフローゼ症候群/AL）and
（Glucocorticoids/TH or ステロイド/AL or Steroids/TH or ステロ
イド/AL or 副腎皮質ホルモン/TH or ステロイド/AL or Methylprednisolone/TH or メチルプレドニゾロン/AL）and パル
ス/AL and（抵抗性/AL or SRNS/AL or resistant/AL）
and
（（PT= 症例報告）or（PT= 原著論文，総説））and（PT= 会議録除く
CK= ヒト）and
（PDAT=// : 2012/06/30）
・シクロホスファミド
◆ （ネフローゼ症候群/TH or ネフローゼ症候群/AL）
and（Cyclophosphamide/TH or シクロフォスファミド/AL or シクロ
ホスファミド/AL or Cyclophosphamide/AL）
and
（抵抗性/AL or SRNS/AL or resistant/AL）and
（（PT= 症例報告）
or（PT=
原著論文，総説））and（PT= 会議録除く CK= ヒト）and（PDAT=// : 2012/06/30）
・レニン・アンジオテンシン系阻害薬
◆ （ネフローゼ症候群/TH or ネフローゼ症候群/AL）and
（"Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors"/TH or "Angiotensin
II Type 1 Receptor Blockers"/TH or Angiotensins/TH or ア ン ギ オ テ ン シン/AL or angiotensin/AL）and（ 抵 抗性/AL or
SRNS/AL or resistant/AL）
and
（（PT= 症 例 報 告 ）or（PT= 原 著 論 文， 総 説 ））
and（PT= 会 議 録 除 く CK= ヒ ト ）and
（PDAT=// : 2012/06/30）
◆ （（（（非ネフローゼ/AL）
and
（（免疫抑制剤/TH or 免疫抑制/AL）））or（（（（（免疫抑制剤/TH or 免疫抑制/AL））and（糸球体
or（PT= 原著論文，総説））））
and（PT= 会議録除く
硬化症 - 巣状分節性/TH））and（SH= 薬物療法））and（（PT= 症例報告）
and CK= ヒト））and
（PDAT=// : 2012/06/30）
▶検索に加えて委員の間で重要と判断した論文を加えた。
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| 参考にした二次資料
a） Kidney Disease : Improving Global Outcomes
（KDIGO）: Steroid-resistant nephrotic syndrome in children. Kidney Int Suppl
2012 ; 2 : 172-176.
b） van Husen M, et al. : New therapies in steroid-sensitive and steroid-resistant idiopathic nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol
2011 ; 26 : 881-892
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（レベル 4）
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ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群―その他の治療
ステートメント

1．LDL 吸着療法および血漿交換療法
難治性ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群患者に対しては，LDL 吸着療法や血漿交換
療法の実施を検討する。

推奨グレード C1

2．リツキシマブ
難治性ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群患者に対しては，リツキシマブの使用を検討
してもよい。

推奨グレード C1

3．タクロリムス
① タクロリムスは，美容的副作用によりシクロスポリンを使用できないステロイド抵
抗性ネフローゼ症候群に対する治療の選択肢として検討してもよい。
推奨グレード C1
② タクロリムスは，0.1 mg/kg/日
ことを推奨する。

分 2 で開始し，血中濃度をモニタリングする

推奨グレード C1

註 1：体重は身長からみた標準体重で計算する（体表面積についても同様）。
註 2：LDL 吸着療法および血漿交換療法の施行に際しては，
体格の小さい小児に対する体外循環治療およびバスキュラー
アクセスの確保と維持に伴うリスクがあるため，小児体外循環治療に慣れた施設および小児の腎臓専門医による
治療が望ましい。
註 3：リツキシマブ，タクロリムスについては，ガイドラインの作成時点ではネフローゼ症候群の効能・効果で承認さ
れておらず，適応外使用となるため，患者の病状およびリスク・ベネフィットを十分考慮したうえで使用を決定
する。小児の腎臓専門医による治療が望ましい。

解説
本章では，ステロイド抵抗性であり，標準的な免疫抑制薬による治療では完全寛解しない難治性
ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群と，シクロスポリンを美容的副作用のために使用できないステ
ロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対する治療について記載した。

1

LDL 吸着療法および血漿交換療法

難治性ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対する LDL 吸着療法や血漿交換療法についてのエ

ビデンスは高いものではない。しかし様々な治療に抵抗し，高度蛋白尿が持続する難治性ステロイ
ド抵抗性ネフローゼ症候群における予後は不良であるため，LDL 吸着療法や血漿交換療法の実施
を検討してもよいと考えられる。以上より推奨グレード C1 とした。
LDL 吸着療法と血漿交換療法のどちらを選択するかについては，蛋白尿の選択性が良好な患者
で LDL 吸着療法が有効であったことが一つの臨床研究で示されており，蛋白尿の選択性が良好な
患者では LDL 吸着療法を積極的に選択する根拠としてよいと考える。一方で体格が小さい場合は
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回路の血液充填量（プライミングボリューム）の少ない血漿交換療法を選択せざるを得ない。
①LDL 吸着療法
難治性ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対する LDL 吸着療法に関する臨床研究は限られて
おり，現時点では難治性を含むステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対するランダム化比較試験に
よるエビデンスは確立していない。しかし，成人を中心としたいくつかの臨床研究において，LDL
吸着療法がステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の寛解導入にすぐれていることが示されている1-4）。
また，小児では難治性ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群 11 人を対象とした臨床研究において，
63% に完全または不完全寛解を認め，LDL 吸着療法が小児難治性ステロイド抵抗性ネフローゼ症
候群の寛解導入にすぐれていることが示されている5）。本疾患に対する LDL 吸着療法の効果機序な
どの詳細は明らかではないが，脂質異常症の改善のみによるものではないと考えられている。LDL
吸着療法実施によりステロイド2,3,5,6）やシクロスポリン7）に対する感受性が改善する可能性が示唆さ
れており，LDL 吸着療法単独ではなく，これら薬剤との併用が望ましいとされる。また，蛋白尿
の 選 択 性 が 良 好 で あ る こ と［LDL 吸 着 療 法 に よ り 完 全 寛 解 し た 群 で は selectivity index（SI）＝
〔u immunoglobulinG（IgG）/sIgG〕×〔s transferrin
（Tf）/uTf〕が 0.05±0.02 であり，治療に反応しなかっ
た群の 0.25±0.04 と比較して低値であった5）］や，尿細管間質病変が軽微であることが，LDL 吸着
療法有効性の指標になると報告されており5），発症早期の LDL 吸着療法実施が望ましいと考えられ
ている1,5）。わが国では「難治性ネフローゼ症候群に対する LDL- アフェレシス治療の長期効果に関
する前向き調査」
（POLARIS 調査，UMINID：UMIN000000871）が実施されている。難治性ステロイ
ド抵抗性ネフローゼ症候群に対する LDL 吸着療法のより高いエビデンス確立に向けて結果の集積
が待たれる。
LDL 吸着療法は，おもに体外循環治療に伴う一般的副作用（①血圧低下，頻脈，悪心・嘔吐，ショッ
クなどの血液体外循環に起因する症状，②薬剤および非生体材料使用に伴うアレルギー反応に起因
する症状，③回路内凝固，バスキュラーアクセス挿入部からの出血など，凝固または抗凝固療法に
起因する症状など），特に低血圧に注意が必要である。またバスキュラーアクセス感染の報告もあ
る5）。アンジオテンシン変換酵素阻害薬内服中の LDL 吸着療法施行によるショックが知られており，
治療前にアンジオテンシン変換酵素阻害薬服用を中止する必要があるが，本疾患に対する LDL 吸
着療法に特有と考えられる重篤な副作用の報告はない1-6）。ただし LDL 吸着療法は回路の血液充填
量が多いため，30 kg 以上の小児への実施が安全である。
②血漿交換療法
ランダム化比較試験は実施されていないものの，腎移植後巣状分節性糸球体硬化症再発例に対し，
病因として考えられる何らかの液性因子除去を目的とした血漿交換療法が施行され，一定の評価を
得ている。一方で，難治性ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対する血漿交換療法の臨床研究は
限られ，評価も定まったものではない。一部の患者において血漿交換療法は蛋白尿を減少させ，腎
機能を安定化させたとの報告があるが，患者背景，免疫抑制薬併用の有無および血漿交換療法の実
施条件は報告により多様で，血漿交換療法の有効率も 57%，25%，72% と報告により大きく異なり，
長期効果も明らかではない8-10）。現在のところ病理組織学的変化を認める前の病早期の血漿交換療
法実施がより有効である可能性が示唆されており8），また，免疫抑制薬の併用が望ましいとされる。
難治性ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対する血漿交換療法の副作用について報告された臨
床研究は限られる8）。一般的に血漿交換療法の副作用として，体外循環治療に伴うもののほか，置
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換液によるアレルギー，また敗血症8）などの感染症に対する注意が必要である。
血漿交換療法は LDL 吸着療法よりも回路の血液充填量を少なくすることができるため，より小
さな体格の小児に対して実施可能である。しかし，液性因子の除去や脂質異常症の是正などの利点
ばかりでなく，血漿に含まれる有用な物質も除去されること，置換液として血液製剤を要すること
など，治療上の問題を十分に理解して実施する必要がある。
なお，LDL 吸着療法および血漿交換療法は，難治性ネフローゼ症候群を呈する巣状分節性糸球
体硬化症（保険収載名：巣状糸球体硬化症）で脂質異常症を認めるものに対して，3 か月間に 12 回
まで保険診療が認められている。

2

リツキシマブ

リツキシマブの難治性ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対する有効性と安全性を明らかとす

るには，現時点ではデータは不十分であり，使用を推奨するには時期尚早と思われる。しかし様々
な治療に抵抗し，高度蛋白尿が持続する難治性ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群における予後が
不良であることを考慮すると，難治性ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群患者に対して，リツキシ
マブの使用を検討してもよいと考えられる。以上より，推奨グレード C1 とした。しかしその使用
に際しては，本ガイドライン作成時点では適応外使用であり，重篤な副作用の報告もあるため，リ
スクとベネフィットを十分考慮したうえで，慎重な投与が望ましい。
難治性ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対するリツキシマブに関する臨床研究は限られる。
リツキシマブ投与後の寛解率がステロイド依存性ネフローゼ症候群は 83%，難治性ステロイド抵
抗性ネフローゼ症候群では完全寛解と不完全寛解をあわせて 48% との報告がある11）。また，リツ
キシマブへの良好な反応が，ステロイド依存性ネフローゼ症候群で 82%，ステロイド抵抗性ネフロー
ゼ症候群では 44% に認められたことが報告されており12），ステロイド依存性ネフローゼ症候群よ
り劣るものの，ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群においてもリツキシマブは有効との見方が有力
になりつつあった。一方，KDIGO ガイドラインでは，ランダム化比較試験が行われてないことや
重篤な副作用の危険性を理由に，ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対してリツキシマブを推奨
しないとしていた。最近，リツキシマブは難治性ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に効果はない
とする非盲検のランダム化比較試験が報告された13）。しかしこのランダム化比較試験の観察期間は
3 か月と短く，リツキシマブに併用した治療が不十分である可能性があるなど，リツキシマブが難
治性ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に効果はないと結論するには問題がある。
難治性ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対するリツキシマブの投与量，投与の回数と間隔，
投与期間，効果的な併用療法は確立していないが，375 mg/m2 を週に 1 回，合計 4 回投与と報告さ
れたものが多い11）。
副作用の多くは重大な問題とならない急性副作用であるが，まれであるものの重篤な副作用が報
告されている。また投与後遠隔期における副作用はいまだ明らかではない。
（副作用の詳細は p.18
第 1 部 第 4 章「1 リツキシマブ」参照）

3

タクロリムス

タクロリムスの有効性は，これまで 5 つの観察研究とシクロスポリンと比較した 1 つのランダム

化比較試験によって示されている14-19）が，多数例によるランダム化比較試験は存在しないため，推
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奨グレードを C1 とした。インドの単施設で実施された唯一の小規模ランダム化比較試験において，
タクロリムス群とシクロスポリン群の治療 6 か月時での完全寛解率は，それぞれ 85.7%
（18/21），
80.0%
（16/20）と差はなかったが，タクロリムス群の再発率はシクロスポリン群より有意に低いこと
が報告されている（11% vs. 50%，p=0.01）19）。また両群において，腎毒性（38.0% と 60.0%），多毛（0.0%
と 95.0%），歯肉肥厚（4.7% と 60.0%），下痢（28.6% と 5%）を認めたが，タクロリムス群はシクロス
ポリン群より下痢以外，特に美容的な副作用頻度が低かった。
KDIGO ガイドライン，The Childrenʼs Nephrotic Syndrome Consensus Conference（アメリカ）におい
て推奨されている用法・用量は，0.05 〜 0.1 mg/kg/日

分 2 投与，目標トラフ値で 5 〜 10 ng/mL で

ある。この投与量は，腎移植での臨床研究に基づくものであり，ステロイド抵抗性ネフローゼ症候
群に対する長期投与の有効性と安全性は明らかではない。
副作用としては，耐糖能障害や溶血性尿毒症性症候群にて投薬中止を要した患者や，追跡腎生検
にてシクロスポリン同様の慢性腎毒性を認めた患者も報告されている16,17,20）。

4

その他（ミコフェノール酸モフェチル）

ステロイド抵抗性に対するミコフェノール酸モフェチルの報告は非常に少なく21-23），寛解率も低

い。唯一高い寛解率を示した中国の非比較研究では，治療反応性が悪い initial non responder や巣状
分節性糸球体硬化症の患者の割合が少ないことが影響している可能性がある22）。ステロイド抵抗性
に対するミコフェノール酸モフェチルは，ステロイドパルス療法などとの併用治療により有効とな
る可能性はあるが，現時点でのエビデンスは乏しい。KDIGO ガイドラインでは，カルシニューリ
ン阻害薬とステロイドに抵抗性の患者に対してミコフェノール酸モフェチルを推奨している。これ
は，National Institute of Health から報告されたステロイド抵抗性の巣状分節性糸球体硬化症患者に
対するミコフェノール酸モフェチル / デキサメタゾンとシクロスポリンとを比較したランダム化比
較試験において，両群の寛解率（シクロスポリン群：46%，ミコフェノール酸モフェチル / デキサ
メタゾン群：33%，p=0.11）に差がなかったためである24）。しかし，このランダム化比較試験の対象
は，早朝尿における蛋白クレアチニン比が 1 g/gCr かつ 2 〜 40 歳の患者であり，低蛋白血症が必須
ではないため，成人やネフローゼ症候群以外の患者を多く含んでいることには留意が必要である。

| 文献検索
PubMed
・LDL
◆ （（"Nephrotic Syndrome"［MH］OR "nephrotic syndrome"［TIAB］）AND（resistant［TIAB］ORrefractory［TIAB］OR
SRNS［TIAB］）OR "Glomerulosclerosis, Focal Segmental"［MH］OR FSGS［TIAB］OR FGS［TIAB］OR "focal
segmental glomerulosclerosis"［TIAB］OR "glomerular diseases"［TIAB］）AND（plasmapheresis［TW］OR "Blood
Component Removal"［MH］OR "plasma exchange"［TIAB］OR apheresis［TIAB］OR "Lipoproteins, LDL"［MH］
OR LDL-A［TIAB］）AND English［LA］AND "1998/01/01"［DP］: "2012/06/30"［DP］
・リツキシマブ
◆ （（"Nephrotic Syndrome"［MH］OR "nephrotic syndrome"［TIAB］）AND（resistant［TIAB］OR refractory［TIAB］OR
SRNS［TIAB］）OR "Glomerulosclerosis, Focal Segmental"［MH］OR FSGS［TIAB］OR FGS［TIAB］OR "focal
segmental glomerulosclerosis"［TIAB］OR "glomerular diseases"［TIAB］）AND
（rituximab［TW］OR rituxan［TW］OR
"Antibodies, Monoclonal, Murine-Derived"［MH］）AND Humans［MH］AND English［LA］AND "2003/01/01"
［DP］: "2012/06/30"［DP］
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・タクロリムス
◆ （（"Nephrotic Syndrome"［MH］OR "nephrotic syndrome"［TIAB］）AND（resistant［TIAB］OR refractory［TIAB］OR
SRNS［TIAB］）OR "Glomerulosclerosis, Focal Segmental"［MH］OR FSGS［TIAB］OR FGS［TIAB］OR "focal
segmental glomerulosclerosis"［TIAB］OR "glomerular diseases"［TIAB］）AND tacrolimus［TW］AND（English［LA］
OR Japanese［LA］）AND "1983/01/01"［DP］: "2012/06/30"［DP］
・その他
◆ （（"Nephrotic Syndrome"［MH］OR "nephrotic syndrome"［TIAB］）AND（resistant［TIAB］OR refractory［TIAB］OR
SRNS［TIAB］）OR "Glomerulosclerosis, Focal Segmental"［MH］OR FSGS［TIAB］OR FGS［TIAB］OR "focal
segmental glomerulosclerosis"［TIAB］OR "glomerular diseases"［TIAB］）AND（"mycophenolatemofetil"［NM］OR
cellcept［TW］）AND（English［LA］OR Japanese［LA］）
AND "1983/01/01"［DP］: "2012/06/30"［DP］
医中誌
・LDL
◆ （（（ネフローゼ症候群/TH or ネフローゼ症候群/AL）
and（難治性/AL or 抵抗性/AL or 薬物抵抗性/TH or 薬剤耐性/AL
or 薬物反応性低下/TH））
or（糸球体硬化症 - 巣状分節性/TH or 巣状糸球体硬化症/AL））and（血漿交換/TH or 血漿交換/
AL or 血液成分除去法/TH or アフェレシス/AL or "LDL Lipoproteins"/TH or LDL/AL or 血液浄化法/TH or 血液浄化法/
AL）and（（PT= 症例報告）or（PT= 原著論文，総説））and
（PT= 会議録除く CK= ヒト）
（PDAT=// : 2012/06/30）
・リツキシマブ
◆ （（（ネフローゼ症候群/TH or ネフローゼ症候群/AL）
and
（難治性/AL or 抵抗性/AL or 薬物抵抗性/TH or 薬剤耐性/AL
or 薬物反応性低下/TH））or（糸球体硬化症 - 巣状分節性/TH or 巣状糸球体硬化症/AL））and（Rituximab/TH or リツキシ
マブ/AL or リツキサン/AL or Rituxan/AL）
and（（PT= 症例報告）or（PT= 原著論文，総説））and（PT= 会議録除く CK= ヒ
ト）
（PDAT=2003/01/01 : 2012/06/30）
・タクロリムス
◆ （（（ネフローゼ症候群/TH or ネフローゼ症候群/AL）and
（難治性/AL or 抵抗性/AL or 薬物抵抗性/TH or 薬剤耐性/AL
or 薬物反応性低下/TH））
or（糸球体硬化症 - 巣状分節性/TH or 巣状糸球体硬化症/AL））and（Tacrolimus/TH or タクロ
リムス/AL or tacrolimus/AL or FK506/AL）
and（（PT= 症例報告）or（PT= 原著論文，総説））and（PT= 会議録除く CK= ヒ
ト）
（PDAT=// : 2012/06/30）
・その他
◆ （（（ネフローゼ症候群/TH or ネフローゼ症候群/AL）
and（難治性/AL or 抵抗性/AL or 薬物抵抗性/TH or 薬剤耐性/AL
or 薬物反応性低下/TH））or
（糸球体硬化症 - 巣状分節性/TH or 巣状糸球体硬化症/AL））and（"MycophenolateMofetil"/
TH or セルセプト/AL or Cellcept/AL or MMF/AL）
and（（PT= 症例報告）or（PT= 原著論文，総説））and（PT= 会議録除く
CK= ヒト）
（PDAT=// : 2012/06/30）
▶検索に加えて委員の間で重要と判断した論文を加えた。

| 参考にした二次資料
Szczepiorkowski ZM, et al. : Guidelines on the use of therapeutic apheresis in clinical practice-evidence-based approach from
the Apheresis Applications Committee of the American Society for Apheresis. J Clin Apher 2010 ; 25 : 83-177.

| 文献
1） Muso E, et al. : Beneficial effect of low-density lipoprotein apheresis
（LDL-A）on refractory nephrotic syndrome（NS）
due to
focal glomerulosclerosis（FGS）. Clin Nephrol 2007 ; 67 : 341-344.（レベル 4）
2） Muso E, et al. : Significantly rapid relief from steroid-resistant nephrotic syndrome by LDL apheresis compared with steroid
monotherapy. Nephron 2001 ; 89 : 408-415.
（レベル 4）
3） Muso E, et al. : Low density lipoprotein apheresis therapy for steroid-resistant nephrotic syndrome. Kansai-FGS-Apheresis
Treatment（K-FLAT）Study Group. Kidney Int Suppl 1999 ; 71 : 122-125.（レベル 3）
4） Tojo K, et al. : Possible therapeutic application of low density lipoprotein apheresis（LDL-A）in conjunction with double
filtration plasmapheresis（DFPP）in drug-resistant nephrotic syndrome due to focal glomerular sclerosis（FGS）. Nihon Jinzo
Gakkai Shi 1988 ; 30 : 1153-1160.（レベル 5）
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5） Hattori M, et al. : A combined low-density lipoprotein apheresis and prednisone therapy for steroid-resistant primary focal
segmental glomerulosclerosis in children. Am J Kidney Dis 2003 ; 42 : 1121-1130.（レベル 3）
6） Yokoyama K, et al. : LDL adsorption improves the response of focal glomerulosclerosis to corticosteroid therapy. Clin
Nephrol 1998 ; 50 : 1-7.（レベル 3）
7） 岡田知也ほか : LDL 吸着療法を契機にシクロスポリンが奏功したステロイド抵抗性微小変化型ネフローゼ症候群
の一例．日腎会誌 1996 ; 38 : 46-51.（レベル 5）
8） Franke D, et al. : Treatment of FSGS with plasma exchange and immunadsorption. Pediatr Nephrol 2000 ; 14 : 965-969.（レベ
ル 4）
9） Feld SM, et al. : Plasmapheresis in the treatment of steroid-resistant focal segmental glomerulosclerosis in native kidneys. Am
J Kidney Dis 1998 ; 32 : 230-237.
（レベル 3）
10）Mitwalli AH : Adding plasmapheresis to corticosteroids and alkylating agents : does it benefit patients with focal segmental
glomerulosclerosis? Nephrol Dial Transplant 1998 ; 13 : 1524-1528.
（レベル 4）
11）Gulati A, et al. : Efficacy and safety of treatment with rituximab for difficult steroid-resistant and -dependent nephrotic
syndrome : multicentric report. Clin J Am Soc Nephrol 2010 ; 5 : 2207-2212.
（レベル 4）
12）Prytula A, et al. : Rituximab in refractory nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol 2010 ; 25 : 461-468.（レベル 5）
13）Magnasco A, et al. : Rituximab in children with resistant idiopathic nephrotic syndrome.J Am Soc Nephrol 2012 ; 23 : 11171124.（レベル 2）
14）Loeffler K, et al. : Tacrolimus therapy in pediatric patients with treatment-resistant nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol
2004 ; 19 : 281-287.（レベル 4）
15）Bhimma R, et al. : Management of steroid-resistant focal segmental glomerulosclerosis in children using tacrolimus. Am J
Nephrol 2006 ; 26 : 544-551.（レベル 4）
16）Gulati S, et al. : Tacrolimus : a new therapy for steroid-resistant nephrotic syndrome in children. Nephrol Dial Transplant
2008 ; 23 : 910-913.（レベル 3）
17）Butani L, et al. : Experience with tacrolimus in children with steroid-resistant nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol
2009 ; 24 : 1517-1523.
（レベル 4）
18）Roberti I, et al. : Long-term outcome of children with steroid-resistant nephrotic syndrome treated with tacrolimus. Pediatr
Nephrol 2010 ; 25 : 1117-1124.（レベル 4）
19）Choudhry S, et al. : Efficacy and safety of tacrolimus versus cyclosporine in children with steroid-resistant nephrotic
syndrome : A randomized controlled trial. Am J Kidney Dis 2009 ; 53 : 760-769.
（レベル 2）
20）Pandirikkal VB, et al. : Tacrolimus-induced HUS : an unusual cause of acute renal failure in nephrotic syndrome. Pediatr
Nephrol 2007 ; 22 : 298-300.
（レベル 5）
21）de Mello VR, et al. : Mycophenolatemofetil in children with steroid/cyclophosphamide-resistant nephrotic syndrome. Pediatr
Nephrol 2010 ; 25 : 453-460.（レベル 4）
22）Li Z, et al. : Mycophenolatemofetil therapy for children with steroid-resistant nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol
2010 ; 25 : 883-888.（レベル 3）
23）Gargah TT, et al. : Mycophenolatemofetil in treatment of childhood steroid-resistant nephrotic syndrome. J Nephrol
2011 ; 24 : 203-207.（レベル 4）
24）Gipson DS, et al. : Clinical trial focal segmental glomerulosclerosis in children and young adults. Kidney Int 2011 ; 80 : 868878.（レベル 2）
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小児特発性ネフローゼ症候群の長期薬物治療
ステートメント

1．成人移行期などでは，ステロイドによる寛解導入方法は，必要により適宜国際法から成
人同様の使用法に変更を検討してもよい。

推奨グレード C1

2．シクロスポリンは 2 〜 3 年投与の反復使用もやむを得ないが，使用期間，血中濃度，
総投与量に留意し，適宜腎生検により腎毒性の有無を確認するのが望ましい。
推奨グレード C1
3．シクロホスファミドは総投与量を念頭に置き，経過中 1 クールのみ使用することを推
奨する。 推奨グレード A
4．必要によりステロイド・複数の免疫抑制薬を組み合わせる場合は，ステロイド・免疫抑
制薬のそれぞれの特性・副作用をよく理解し使用することが望ましい。
推奨グレード C1

解説
小児期発症特発性ネフローゼ症候群において，頻回再発型を呈する患者では少なからず成人期に
おいても再発がみられ，長期にわたり薬物依存性であることもしばしばみられる1）。経過が長期に
及ぶ場合，いかに身体的，精神的，社会的にハンディキャップを残さず成人期まで過ごすかという
ことが重要である。短期的視点から再発を必要以上に恐れ，それを回避するための過度の治療によ
り，生涯続く副作用が生じることのないように配慮する必要がある。再発そのものが問題ではなく，
長期的に残存するハンディキャップこそが問題である。たとえば，再発抑制効果と副作用のバラン
スを考慮した結果，患者一人ひとりの再発状況をシミュレーションしたうえで長期ステロイド投与
を選択することは，患者にとって利益となり得ることもある。いかに，より安全に長期に及ぶ罹病
期間を過ごすかという感覚が重要で，主治医だけでなく，家族にも長期戦に対する理解が必要であ
る。本章のステートメントに直結する論文はほとんどないが，参考として文献検索の結果を記載し
ておく。長期管理を考慮する際には，個々の薬剤の章の参照も必要である。
ネフローゼ症候群の長期的管理に関してはランダム化比較試験などのレベルの高いエビデンスは
存在しない。たとえば，臨床試験は個々の薬剤の短期的効果の検討を目的として実施されている。
仮にそれらの臨床試験の長期フォローがなされたとしても，極めて限定された条件での長期成績が
得られるだけであり，実際の患者に適用するのは困難な場合が多い。したがって，本ガイドライン
では既存の報告などを参考に，委員のコンセンサスによって推奨レベルを決定した。
実際に長期に及ぶ管理を行う場合，個々の患者の経過や事情に応じて，主治医が個々の薬剤の特
性をよく理解し，その裁量により複数の薬剤併用も考慮しつつ治療していかなければならない1）。
ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群では長期にわたり寛解が得られない場合，最終的に腎不全に
至る可能性が高く，強力な免疫抑制療法を実施することになるが，腎予後の改善のために生命を危
険にさらし結果的に不幸な転帰に至ることがないように，免疫抑制療法の減弱・中止を考慮するこ
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とも重要である。
適応外使用については，患者により既存の内外のエビデンスを鑑みて，使用が望ましい場合では
その使用も容認される可能性はあるが2,3），安易な使用は思わぬ有害事象が発生する可能性があり，
また，適応拡大のための臨床試験の妨げになる弊害も起こりうる。一方，一定の手順を踏んだ後に
未承認薬を使用する場合，将来的に臨床試験や適応拡大のための基礎データとなる可能性があり，
有用な場合もある。

1

ステロイド

ステロイドは，成人移行期などでは，必要により寛解導入方法を国際法から成人同様の使用法に

適宜変更することを考慮してもよいと思われる4）。事実，日本小児腎臓病学会評議員に対するアン
ケート（2010 年 5 月実施）でも，1）思春期を過ぎたら成人と同様な使用法に変える，15 名（29%），2）
思春期を過ぎたら連日投与を 40 mg 以下にして後はすぐに隔日にする，23 名（44%），3）思春期を
過ぎても ISKDC に準じる，14 名（27%）と意見が分かれている。なお，それぞれのよし悪しを示す
エビデンスは存在しない。ステロイド投与で寛解導入でき，明らかにその後の再発に影響すること
がなければ，寛解導入に使用するステロイドの最大投与量は適宜変更可能と思われる。ところで，
長期管理に限ったことではないが，すでに骨頭壊死が存在している患者が再発した場合などでは，
現実的に寛解導入に使用できる薬がステロイド以外に存在しないため，治療は困難である。極力少
量短期にステロイドを使用して寛解を導入し，その後強力な免疫抑制薬による治療で再発を防止す
る必要があるが，リスクも考慮しなければいけない。まとめると，長期の経過中にステロイドを使
用することは，個々の患者において難しい選択を迫られることが多いが，副作用の発生状況などか
ら何を優先すべきかを考えたうえで決定する必要がある。なお，ステロイドと身長の関係について
は報告がある5-7）
（p.66 第 2 部 第 5 章参照）。

2

シクロスポリン

シクロスポリンは長期使用できるという報告が多いが，使用期間，血中濃度，総投与量に留意し，

腎生検により腎毒性の有無を適宜確認する必要がある8-21）。シクロスポリン導入後にネフローゼ症
候群の経過が遷延する傾向があるとの指摘が一部専門家の間にあるが，実際にそうかどうかについ
ては今後の検討を待たなければならない。いずれにせよ，シクロスポリンも，使用せずにすめば極
力使用しない方がよい薬剤であるという認識が重要で，安易に再発抑制の目的で長期に連用すべき
ではない。止むを得ず長期投与する場合は，効果が期待できる範囲において，初期治療で推奨され
ている目標血中濃度よりも低く管理することも考慮する。

3

シクロホスファミド

シクロホスファミドは性腺障害の問題があり22,23），総投与量を念頭に置き経過中 1 クールのみの

使用とする（p.10 第 1 部 第 3 章参照）。
ミゾリビンは長期使用に関するエビデンスが乏しく，今後の評価が待たれる。ミコフェノール酸
モフェチル，タクロリムス，リツキシマブは現時点ではわが国において適応外であり，長期使用の
エビデンスも乏しい。
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| 文献検索
PubMed
◆ （（"Nephrotic Syndrome/drug therapy"［MH］）AND（"Treatment Outcome"［MH］）AND（（long［TIAB］）OR（"Time
Factors"［MH］）））OR（（"Nephrotic Syndrome/drug therapy"［MH］）AND（（long［TIAB］）OR（"Time Factors"［MH］））
AND（"Case-Control Studies"［MH］OR "Cohort Studies"［MH］））AND Humans［MH］AND（English［LA］OR
Japanese［LA］）
AND（Infant［MH］OR Child［MH］OR Adolescent［MH］）
AND "0001/01/01"［DP］: "2012/06/30"［DP］
医中誌
◆ （ネフローゼ症候群/TH or ネフローゼ症候群/AL）and
（キャリーオーバー/AL or carryover/AL or "carry-over"/AL or 長
期/AL）and（ 薬物療法/TH or 薬物療法/AL）and（（PT= 症例報告）or
（PT= 原著論文，総説））and（PT= 会議録除く and
CK= ヒト）and（（CK= 新生児，乳児（1 〜 23 ヶ月），幼児（2 〜 5），小児（6 〜 12），青年期（13 〜 18））or（小児/TH or 小児/
AL））and（PDAT=// : 2012/06/30）
▶検索に加えて委員の間で重要と判断した論文を加えた。

| 文献
1） Kyrieleis HA, et al. : Long-term outcome of biopsy-proven, frequently relapsing minimal-change nephrotic syndrome in
children. Clin J Am Soc Nephrol 2009 ; 4 : 1593-1600.
（レベル 4）
2） Fujinaga S, et al. : Mycophenolate mofetil therapy for childhood-onset steroid dependent nephrotic syndrome after long-term
cyclosporine : extended experience in a single center. Clin Nephrol 2009 ; 72 : 268-273.
（レベル 4）
3） Bagga A, et al. : Mycophenolate mofetil and prednisolone therapy in children with steroid-dependent nephrotic syndrome. Am
J Kidney Dis 2003 ; 42 : 1114-1120.（レベル 4）
4） Requião-Moura LR, et al. : Should adolescents with glomerulopathies be treated as children or adults? Nephron Clin Pract
2008 ; 109 : c161-167.（レベル 4）
5） Simmonds J, et al. : Long-term steroid treatment and growth : a study in steroid-dependent nephrotic syndrome. Arch Dis
Child 2010 ; 95 : 146-149.（レベル 4）
6） Emma F, et al. : Long-term linear growth of children with severe steroid-responsive nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol
2003 ; 18 : 783-788.（レベル 4）
7） 高橋 勉ほか : 小児特発性ネフローゼ症候群の身長発育に関する検討―ステロイド剤との関係―．日小児会誌
1991 ; 95 : 1850-1855.（レベル 4）
8） Kranz B, et al. : Cyclosporine-A-induced nephrotoxicity in children with minimal-change nephrotic syndrome : long-term
treatment up to 10 years. Pediatr Nephrol 2008 ; 23 : 581-586.
（レベル 4）
9） Drube J, et al. : Fifteen-year remission of a steroid-resistant nephrotic syndrome sustained by cyclosporine A. Pediatr Nephrol
2007 ; 22 : 600-602.（レベル 5）
10）Fujinaga S, et al. : Independent risk factors for chronic cyclosporine induced nephropathy in children with nephrotic syndrome.
Arch Dis Child 2006 ; 91 : 666-670.（レベル 4）
11）El-Husseini A, et al. : Long-term effects of cyclosporine in children with idiopathic nephrotic syndrome : a single-centre
experience. Nephrol Dial Transplant 2005 ; 20 : 2433-2438.（レベル 4）
12）Ghiggeri GM, et al. : Cyclosporine in patients with steroid-resistant nephrotic syndrome : an open-label, nonrandomized,
retrospective study. Clin Ther 2004 ; 26 : 1411-1418.（レベル 4）
13）Kemper MJ, et al. : Recurrence of severe steroid dependency in cyclosporin A-treated childhood idiopathic nephrotic
syndrome. Nephrol Dial Transplant 2004 ; 19 : 1136-1141.
（レベル 4）
14）Iijima K, et al. : Risk factors for cyclosporine-induced tubulointerstitial lesions in children with minimal change nephrotic
syndrome. Kidney Int 2002 ; 61 : 1801-1805.（レベル 4）
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浮腫の管理
ステートメント

1．全身浮腫に対する治療を行う際には，身体診察，血液所見，尿所見，画像診断，生理学
的検査など多様な方法で有効循環血漿量ならびに体液分布を評価することを推奨する。
推奨グレード C1
① 小児では有効循環血漿量が減少した場合は腹部症状やショックなどの循環不全症状
を生じやすいが，一方で体液過剰による諸症状を見落とさないことが重要である。
② 有 効 循 環 血 漿 量 の 減 少 が 疑 わ れ る 場 合 に，FENa の 低 下， 遠 位 尿 細 管 Na/K
exchange index の上昇，低ナトリウム血症の有無，ヘマトクリット上昇などを検
討する。
③ 有効循環血漿量の増加が疑われる場合には，体重や画像検査（胸部 X 線，超音波）
などの評価が必要である。
2．軽度の浮腫に対しては治療が不要なことが多く，利尿薬やアルブミン製剤の安易な使用
は推奨しない。

推奨グレード C2

難治性で症状を伴う浮腫に対しては，体液分布を評価したうえで塩分制限，利尿薬，ア
ルブミン製剤使用を選択して使用することを推奨する。

推奨グレード B

① 有効循環血漿量が正常または過剰な場合は，ループ利尿薬を中心とした利尿薬を使
用する。またアルブミン製剤とループ利尿薬の併用はより強い利尿効果が得られるが，
肺水腫などの体液量過剰の合併症に注意する。
② 有効循環血漿量が低下し循環不全症状を呈する場合は，細胞外液組成輸液製剤やア
ルブミン製剤の静注を行う。
③ 薬物療法で改善が望めない浮腫や重症合併症を伴う場合は，小児腎臓専門医にコン
サルトする必要がある。
3．浮腫の治療に塩分制限は必要だが，水分制限は原則的には必要でない（詳細は p.52 第 2
部 第 2 章を参照）。

推奨グレード C1

解説

1

浮腫と有効循環血漿量の評価

小児ネフローゼ症候群において浮腫は重要な症状である。軽症の浮腫は原疾患の治療により改善

することから，ステロイドなどの治療が優先されるが，浮腫が強い場合や，原疾患の治療に抵抗し
体液管理が困難な場合には浮腫治療が必要となるa-d）。
浮腫は間質の液体増加状態であり，本疾患では全身性浮腫を呈する。浮腫が成立する機序として
は，①低蛋白血症による血管内膠質浸透圧の低下，②腎遠位尿細管，集合管の epithelial sodium
channel（ENaC）や Na+-K+ ポンプ（Na+-K+ ATPase）における Na 再吸収の増加，③毛細血管透過性の変
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化による体内での水分不均衡などがいわれている。これらの病態に関連し，underfilling 仮説と
overfilling 仮説が提唱されている。underfilling 仮説は浮腫によって有効循環血漿量の減少を生じる
とする仮説・病態である。つまり蛋白尿による低アルブミン血症のため，血漿膠質浸透圧が低下し
て毛細血管での Starling force の不均衡を生じ，水分が血管内から間質へ移動し浮腫が形成され，有
効循環血漿量が減少する。この場合，レニン・アンジオテンシン系（RAS）やカテコラミン交感神経
系，抗利尿ホルモンが賦活化され，二次的な腎での水，Na 再吸収が生じ，さらに浮腫を助長する。
overfilling 仮説は，腎による一次的な Na，水分の貯留により体液量が増大し浮腫を生じるとする仮
説・病態である。つまり低アルブミン血症により血漿膠質浸透圧は正常もしくは軽度低下するが，
一次的な遠位尿細管や集合管での Na 再吸収亢進が有効循環血漿量を増加させ，静水圧が上昇して
間質へ水が移動し浮腫を形成する。この場合 RAS やカテコラミン交感神経系には変化がないe,f）。
本症候群で underfilling 仮説に基づく有効循環血漿量の減少が注目されてきた。特に急激な血清
蛋白の低下は循環不全症状を引き起こしやすく注意が必要である。しかし一方で，overfilling を呈
している患者が多いことが示されており，経過により体液状態が様々に変化することから経時的な
評価が必要である。体液状態の把握には，症状やバイタルサイン，体重，腹囲，尿量，血液・尿生
化学検査，エコーや放射線などの画像検査，生理学的検査などを総合的に評価しなければならない。
①有効循環血漿量の増減とその症状
本症候群にみられる全身性浮腫は，しばしば 5% 以上の体重増加を認め，体液分布が異なること
でその症状も異なるb,g）。underfilling の症状は初発や再発の早期に認めることが多く，頻脈，活気不
良，冷汗，末梢循環不全，乏尿・無尿を呈し，ショックに進行することがある。小児ではとりわけ
吐気・嘔吐，腹痛，下痢などの腹部症状が循環不全症状として重要であり，20 〜 62% に合併する1-4）。
一方 overfilling の症状は，難治性浮腫，活気不良，高血圧，腹部膨満，呼吸困難であり，特に心不全，
肺水腫に注意を払う5,6）。利尿薬やアルブミン製剤などの治療は体液状態を変化させるため，経時的
に評価する。また感染症（腹膜炎，敗血症，肺炎，蜂巣炎，真菌感染症）や静脈血栓症，急性腎不全
などの合併症に配慮する必要がある。腹膜炎や敗血症は，発熱，腹痛，嘔吐，血圧低下，活気低下
などを生じ，腎静脈や肺静脈の血栓症では肉眼的血尿や頻呼吸，呼吸障害を伴う。急性腎不全の合
併はまれであるが，有効循環血漿量減少による腎前性要因や尿細管間質浮腫，感染症，薬剤性腎障
害など様々な原因で発症することが知られており注意が必要であるd,7-9）。
②有効循環血漿量の減少と検査
膠質浸透圧は血漿とともに間質でも低下するため，低アルブミン血症が必ずしも浮腫を増悪させ
るわけでないf）。しかし underfilling では短期間に進行する低アルブミン血症は有効循環血漿量を低
下させ，1.5 〜 2 g/dL 以下の血清アルブミン値で循環不全症状が惹起される2）。その際低ナトリウム
血症（＜135 mEq/L）やヘモグロビン上昇（＞16 g/dL），経時的なヘマットクリット値上昇や糸球体濾
過率低下を示すことがある2,3,4,11,14,23）。低アルブミン血症では underfilling，overfilling ともに，腎で
の Na 再吸収が亢進するため Na 分画排泄率（FENa）＊1 は 1% 以下に低下している。だが underfilling
が進行した場合，FENa は 0.5% 以下と極端に低下する。また過度な underfilling による血漿アルド
ステロン上昇は遠位尿細管 Na/K exchange index＊2 と最も相関し，正常域はおよそ 25 〜 30% である
が 60% 以上に上昇することが知られている。実際に循環不全症状を呈する場合は，FENa 0.2 〜 0.3%，
＊1

FENa : Fractional excretion of sodium
（%）＝［（尿中 Na 濃度/血中 Na 濃度）
（尿中
/
Cr 濃度/血中 Cr 濃度）］×100

＊2

遠位尿細管 Na/K exchange index
（%）＝［尿中 K 濃度/（尿中 K 濃度 + 尿中 Na 濃度）］×100
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遠位尿細管 Na/K exchange index 71 〜 86% を示していた3,4,13）。
③有効循環血漿量の増加と検査
overfilling において胸部 X 線は，体液量の評価として胸水や肺水腫，心胸郭比（CTR）＊3 を確認で
き有用である。また超音波検査による血管内容量の評価が有効とされている10-12,21）。下大静脈径
（IVCD）＊4，下大静脈指数（IVCI）＊5，下大静脈虚脱指数（IVCCI）＊6 などが検討され，IVCI は血行動
態を反映し overfilling では IVCI は上昇する。IVCCI は右房圧の指標であり 50% 未満は右房圧が 10
mmHg 以上とされ，overfilling では IVCCI が低下する。近年バイオインピーダンスによる体液量測
定が，慢性腎不全，心不全，肥満とともに本症候群で評価されている10,15）。有効循環血漿量に変化
のない浮腫を，バイオインピーダンスによる全体液量（total body water）で評価できるとの報告もあ
る。ただし研究報告数は少なく，今後体液量や分布を分析する方法として発展が期待される。
浮腫管理を必要とする場合はステロイド抵抗性など重症例が多く，慎重な浮腫・水分の管理が求
められることが多い。様々な方法を参考にし，体液管理とともに全身状態を把握することが重要で
ある。

2

浮腫の薬物治療

小児ネフローゼ症候群は，ステロイド治療開始後 1 〜 2 週間で尿蛋白が減少するため，軽度の浮

腫には利尿薬を使用する必要がない。しかし 7 〜 10% 以上の体重増加のある浮腫や持続する浮腫
で overfilling が推定される場合は利尿薬が有用である（表 1）。利尿薬使用は尿中 Na 排泄とともに
水排泄を促すことを目的とするc）。正常循環血漿量もしくは overfilling である浮腫に対しては，ルー
プ利尿薬，ループ利尿薬とサイアザイド系利尿薬あるいは抗アルドステロン薬との併用が有効であ
る。フロセミドとサイアザイド利尿薬［ヒドロクロロチアジド，メトラゾン（日本未承認）］の併用は，
フロセミド単独と比べ約 50% の尿量の増加が期待できる。また，極端な underfilling がない場合は
フロセミドとスピロノラクトンの併用など，利尿薬のみでも後述のアルブミン製剤と同等の効果が
示されている。さらに，利尿薬はアルブミン製剤と併用することで，水分，Na 排泄を促すことが
でき，アルブミン製剤とフロセミド併用は，フロセミド単独治療に比べ約 2 倍の尿量を認め
た16-18）。その一方でこれら治療の副作用も十分理解しておく必要がある。利尿薬の安易な使用は
underfilling を助長し，血圧低下や腎前性腎不全を引き起こす危険があり，overfilling における不適
切なアルブミン補充は肺水腫や心不全の危険がある6）。
①利尿薬
ループ利尿薬は尿細管における Na 再吸収の 25 〜 30% を阻害し，最も効果的な利尿薬である。ルー
プ利尿薬は近位尿細管より管腔内へ排泄され，ヘンレループの太い上行脚で管腔側から Na-K-2Cl
共輸送体を阻害し，ナトリウム，カリウム，塩素の排泄を増加させる。ループ利尿薬ではフロセミ
ドが最も使用されており，経口投与と静脈投与がある。経口投与の作用時間は 4 〜 6 時間であり，
静脈投与は 2 〜 3 時間と短い。尿量は投与量に依存して増加する。ただし，小児ではフロセミドの
＊3

CTR : cardiothoracic index

＊4

IVCD：inferior vena cava diameter

＊5

IVCI：inferior vena cava index＝［（呼気時最大 IVC 径 mm ＋吸気時最小 IVC 径 mm）/2］/体表面積 m2

＊6

IVCCI：inferior vena cava collapsibility index）＝［（呼気時最大 IVC 径−吸気時最小 IVC 径）
（呼気時最大
/
IVC 径）］
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小児の利尿薬の分類および薬用量
利 尿薬

用量

間 隔（ 時 間 ） 投 与 法

成人用法

ループ利尿薬

フロセミド

新生児
乳児/小児

12 ～ 24
1 mg/kg/回
6 ～ 12
1 ～ 4 mg/kg/日
6 ～ 12
1 ～ 2 mg/kg/回
1 ～ 2 mg/kg 静 注 後，
持続
0.1 ～ 0.4 mg/kg/時

経口/静注
経口
1 日 1 回 40 ～ 80 mg
静注
を連日または隔日経口
投与
静注

サイアザイド系利尿薬
トリクロルメチアジド

小児

0.04 mg/kg/回

12 ～ 24

経口

1 日 2 ～ 8 mg を 1 ～
2 回に分割経口投与

ヒドロクロロチアジド

小児

1 ～ 2 mg/kg/日

12 ～ 24

経口

1 回 25 ～ 100 mg を
1 日 1 ～ 2 回経口投与

小児

3 歳 15 mg/日
7.5 歳 25 mg/日
12 歳 25 ～ 50 mg/日

12 ～ 24

経口

1 日 25 ～ 50 mg を経
口投与する。この 1 日
量を朝 1 回投与するか，
または朝，昼の 2 回に
分けて経口投与

1 mg/kg/日

24

経口

1 ～ 2 mg/kg/日
1 ～ 3 mg/kg/日

12
6 ～ 12

経口
経口

メフルシド

抗アルドステロン薬
スピロノラクトン

早産児
＜32 週
成熟児
乳児/小児

1 日 50 ～ 100 mg を
分割経口投与

カンレノ酸カリウム

小児

1 ～ 4 mg/kg/日

12 ～ 24

静注

1 回 100 ～ 200 mg
を 1 日 1 ～ 2 回静脈内
注 射。1 日 投 与 量 と し
て 600 mg を超えない
こ と。 ま た， 投 与 期 間
は原則として 2 週間を
超えないこと

トリアムテレン

小児

1 ～ 2 mg/kg/日

8 ～ 12

経口

1 日 90 ～ 200 mg を
2～3 回に分割経口投
与

尿細管腔への排泄が過剰となり，利尿効果が過度になる危険がある。一方でネフローゼ症候群では
腸管浮腫による吸収障害や腎機能障害により十分な効果を得られないこともあるh-j）。静脈投与は経
口投与で効果が得られない場合に用い，投与量は利尿効果が不十分であれば 2 倍ずつ増加し，投与
量上限は成人量では正常腎機能例で 1 回 80 〜 120 mg とされるk,l）。なお過度な投与は聴力障害を生
じるため注意する。また持続静注投与は反復投与によるフロセミドの効果減弱を防ぎ，利尿効果を
得るとともに血中濃度が高値にならない方法であり，小児の心不全治療や集中治療領域で行われて
きた。フロセミド 1 〜 2 mg/kg を静注した後，0.1 〜 0.4 mg/kg/時で持続静注するh,i）。しかし小児ネ
フローゼ症候群でのエビデンスはなく，今後検討が必要である。副作用には，電解質異常，代謝性
アルカローシス，腎石灰化，聴力障害がある。他のループ利尿薬トラセミド，アゾセミド，ピレタ
ニドはいずれも心不全で用いられており，小児ネフローゼ症候群でのエビデンスはない。
サイアザイド系利尿薬は遠位尿細管のサイアザイド感受性 Na-Cl 共輸送体（NCCT）を阻害し，
Na，塩素の尿中排泄が亢進する。ネフローゼ症候群では遠位尿細管での Na 再吸収が亢進している
ため，同部位を阻害するサイアザイド系利尿薬の効果が期待される。ループ利尿薬のみでは浮腫コ
ントロールが困難な場合に併用するが，低カリウム血症の副作用に注意する。
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抗アルドステロン薬は集合管でアルドステロンのミネラルコルチコイド受容体への結合を阻害
し，その結果 Na チャネルによる吸収が抑制される。利尿効果は少ないが K 保持作用があり，低カ
リウム血症の防止や利尿効果の増強を目的として，ループ利尿薬やサイアザイド系利尿薬と併用す
る。高カリウム血症や女性化乳房の副作用に注意する。
この他の利尿薬としては，浸透圧利尿薬や心房性ナトリウム利尿ペプチドなどがある。20%D-マ
ンニトールとフロセミドの併用を腎障害のない患者に対して用い，アルブミンや利尿薬に反応がな
い浮腫をコントロールできたとの報告があるが，症例報告であり今後検討が必要である19）。心房性
ナトリウム利尿ペプチドについては成人ネフローゼ症候群において，フロセミドとの併用で利尿効
果が示されているが，小児例での効果，安全性は不明である20）。
②アルブミン製剤
アルブミン製剤の静注は，血管内膠質浸透圧の上昇によって組織間質から血管内へ水，Na を移
動させ，低血圧を是正するとともに腎血流を増加し利尿を促す。アルブミン製剤の適応として，第
一は有効循環血漿量低下によるショックあるいはその徴候がある場合であり，第二は利尿薬では効
果がない難治性浮腫の場合であるb,c）。有効循環血漿量低下は蛋白尿が多い時期にみられ，感染症や
下痢，利尿薬の過剰使用によっても発症しやすい。症状や体液量，体液分布で underfilling を評価
したうえで，適切に治療を行う。循環不全に対しては，第一に生理食塩液などの細胞外液組成輸液
製剤 10 〜 20 mL/kg を 30 〜 60 分かけて静注する。循環不全症状の改善がない場合は，輸液ととも
に高濃度アルブミン製剤（20%，25%）を 0.5 〜 1.0 g/kg/回で，2 〜 4 時間以上かけて静注する。
利尿薬に抵抗性の難治性浮腫は，低アルブミン血症であるとともに overfilling であることがたび
たびみられる。アルブミン製剤静注および利尿薬の併用は，水，Na 排泄を増加させることができる。
高濃度アルブミン製剤（20%，25%）
0.5 〜 1.0 g/kg/回を，2 〜 4 時間かけて静注し，投与後にフロセ
ミド 1 〜 2 mg/kg/回を静注する。成人では，25% アルブミン製剤 50 〜 100 mL を投与されることが
多いm）。高度蛋白尿が持続している場合は，アルブミン製剤の効果は一時的であるため繰り返し投
与することが多い21）。ただし過量投与や急速輸注は，肺水腫や心不全を引き起こすことに留意する。
Haws らは 21 名にアルブミン製剤，フロセミド静注を 1 〜 3回/日投与し平均 5.4 回使用した場合，
70% で高血圧の合併症があり，3 名に呼吸障害や心不全を合併したと報告している6）。そのためア
ルブミン製剤使用時は，心拍数，血圧をモニタリングしながら 2 〜 4 時間以上かけて静注し，24 時間
以上の間隔をあける投与が望ましいとしている。アルブミン製剤使用については重篤な合併症が発
生する可能性があること，アレルギーや感染症のリスクがあること，実験動物ではあるがアルブミン
製剤による直接的な腎毒性も懸念されていることなどから，適応を十分に検討したうえで使用する。
③その他の治療法
利尿薬やアルブミン製剤によってコントロールができない重症浮腫では，overfilling により肺浮
腫や心不全に至ることがある。また急性腎不全の合併やショック，感染症，腎静脈血栓症，薬剤性
腎障害などの病態を伴っていることも多い。したがって小児腎臓専門医にコンサルトしたうえで集
中治療管理を行う必要があり，そのうえで透析療法（腹膜透析，体外循環法）を用いた治療も考慮さ
れる。急速な除水は腎前性腎不全の危険性が増すことから，短時間の透析ではなく時間あたりの除
水量が多くならないよう，長時間の緩徐な透析が好ましい。なお成人例では浮腫コントロールのみ
に対して，体外限外濾過による除水の効果が報告されているが，小児におけるエビデンスはな
い7-9,22）。
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| 文献検索
PubMed
◆ （"Nephrotic Syndrome"［MAJR］OR "Nephrotic Syndrome/epidemiology"［MH］OR "Nephrotic Syndrome/diagnosis"［MH］）
AND
（edema［TW］OR oedema［TIAB］）
AND（"Diagnostic Techniques, Urological"［MH］OR "Physical Examination"［MH］
OR "Diagnosis, Differential"［MH］）AND（English［LA］OR Japanese［LA］）AND（"infant"［MH］OR "child"［MH］
OR "adolescent"［MH］）
◆

"Nephrotic Syndrome/therapy"［MH］AND（edema［TW］OR oedema［TIAB］）
AND
（"Treatment Outcome"［MH］OR
"Clinical Trials as Topic"［MH］）AND（English［LA］OR Japanese［LA］）AND
（"infant"［MH］OR "child"［MH］OR
"adolescent"［MH］）
医中誌

◆ （（ネフローゼ症候群/TH and（浮腫/TH and SH= 診断，画像診断，X 線診断，放射性核種診断，超音波診断，病理学））
or
（ネフローゼ症候群/TH and 浮腫/TH and 診断/TH）
）
and CK= 新生児，乳児
（1 〜 23 ヶ月）
，幼児
（2 〜 5）
，小児
（6 〜 12）
，
青年期（13 〜 18）
◆ （（ネフローゼ症候群/TH and 浮腫/TH and 治療/TH）or
（ネフローゼ症候群/TH and（浮腫/TH and SH= 治療，薬物療法，
外科的療法，移植，食事療法，精神療法，放射線療法）
）
）
and CK= 新生児，乳児
（1 〜 23 ヶ月）
，幼児
（2 〜 5）
，小児
（6 〜
12），青年期（13 〜 18）
▶検索に加えて委員の間で重要と判断した論文を加えた。

| 参考にした二次資料
a） Debbie S, et al. : Management of Childhood Onset Nephrotic Syndrome. Pediatrics 2009 ; 124 : 747.
b） Indian Pediatric Nephrology Group, Indian Academy of Pediatrics, et al. : Management of steroid sensitive nephrotic
syndrome : revised guidelines. 2008 ; 45 : 203-214.
c） Vasudevan A, et al. : Management of edema in nephrotic syndrome. Indian Pediatr 2004 ; 41 : 787-795.
d） Park SJ, et al. : Complications of nephrotic syndrome. Korean J Pediatr 2011 ; 54 : 322-328.
e） Doucet A, et al. : Molecular mechanism of edema formation in nephrotic syndrome : therapeutic implications. Pediatr Nephrol
2007 ; 22 : 1983-1990.
f） Siddall EC, et al. : The pathophysiology of edema formation in the nephrotic syndrome. Kidney Int 2012 ; 82 : 635-642.
g） Niaudet P, et al. : Idiopathic nephrotic syndrome in children : Clinical aspects. in Pediatric Nephrology, 6th ed, edited by ED
Avner, et al., Berlin Heidelberg, Springer 2009 : 667-702.
h） van der Vorst MM, et al. : Diuretics in pediatrics : current knowledge and future prospects. Paediatr Drugs 2006 ; 8 : 245-264.
i） Eades SK, et al. : The clinical pharmacology of loop diuretics in the pediatric patient.Pediatr Nephrol 1998 ; 12 : 603-616.
j） Prandota J : Pharmacokinetics of furosemide urinary elimination by nephrotic children. Pediatr Res 1983 ; 17 : 141-147.
k） Brater DC : Diuretic therapy. N Engl J Med 1998 ; 339 : 387-395.
l） 新 小児薬用量（改訂第 6 版），五十嵐隆ほか編集，東京，診断と治療社，2012.
m） 専門医のための腎臓病学，下条文武ほか編集，東京，医学書院，2002.

| 文献
1） Vande Walle JG, et al. : Volume regulation in children with early relapse of minimal-change nephrosis with or without
hypovolaemic symptoms. Lancet 1995 ; 15 : 148-152.
（レベル 4）
2） Wang SJ, et al. : Hypovolemia and hypovolemic shock in children with nephrotic syndrome. Acta Paediatr Taiwan
2000 ; 41 : 179-183.（レベル 4）
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3） Vande Walle JG, et al. : Pathophysiology of edema formation in children with nephrotic syndrome not due to minimal change
disease. J Am Soc Nephrol 1999 ; 10 : 323-331.
（レベル 4）
4） Van de Walle JG, et al. : Renal sodium handling in children with nephrotic relapse : relation to hypovolaemic synptoms.
Nephrol Dial Transplant 1996 ; 11 : 2202-2208.（レベル 4）
5） Reid CJ, et al. : Nephrotic syndrome in childhood complicated by life threatening pulmonary oedema. BMJ 1996 ; 312 : 3638.（レベル 5）
6） Haws RM, et al. : Efficacy of albumin and diuretic therapy in children with nephrotic syndrome. Pediatrics 1993 ; 6 : 11421146.（レベル 5）
7） Agarwal N, et al. : Acute renal failure in children with idiopathic nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol 2003 ; 18 : 1289-1292.
（レベル 5）
8） Loghman-Adham M, et al. : Acute renal failure in idiopathic nephrotic syndrome. Clin Nephrol 1997 ; 47 : 76-80.（レベル 5）
9） Sakarcan A, et al. : Reversible idiopathic acute renal failure in children with primary nephrotic syndrome. J Pediatr
1994 ; 125 : 723-727.（レベル 5）
10）Gurgoze MK, et al. : Role of sodium during formation of edema in children with nephrotic syndrome. Pediatr Int
2011 ; 53 : 50-56.（レベル 4）
11）Dönmez O, et al. : Inferior vena cava indices determine volume load in minimal lesion nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol
2001 ; 16 : 251-255.
（レベル 4）
12）Tabel Y, et al. : Is edema in minimal change disease of childhood really hypovolemic? Int Urol Nephrol 2008 ; 40 : 757-761.
（レ
ベル 4）
13）Donckerwolcke RA, et al. : Distal nephron sodium-potassium exchange in children with nephrotic syndrome. Clin Nephrol
2003 ; 59 : 259-266.（レベル 4）
14）Kapur G, et al. : Serum osmolal gap in patients with idiopathic nephrotic syndrome and severe edema. Pediatrics
2007 ; 119 : e1404-1407.（レベル 4）
15）Bozzetto S, et al. : Bioelectrical impedance vector analysis to evaluate relative hydration status. Pediatr Nephrol
2010 ; 25 : 329-334.（レベル 4）
16）Garin EH : A comparison of combinations of diuretics in nephrotic edema. Am J Dis Child 1987 ; 141 : 769-771.（レベル 4）
17）Kapur G, et al. : Treatment of severe edema in children with nephrotic syndrome with diuretics alone ̶ a prospective study.
Clin J Am Soc Nephrol 2009 ; 4 : 907-913.
（レベル 4）
18）Dharmaraj R, et al. : Randomized cross-over trial comparing albumin and frusemide infusions in nephrotic syndrome. Pediatr
Nephrol 2009 ; 24 : 775-782.（レベル 2）
19）Lewis MA, et al. : Mannitol and frusemide in the treatment of diuretic resistant oedema in nephrotic syndrome. Arch Dis Child
1999 ; 80 : 184-185.（レベル 5）
20）Kanzaki M, et al. : The therapeutic potential of synthetic human atrial natriuretic peptide in nephrotic syndrome : a randomized
controlled trial.Int J Nephrol Renovasc Dis 2012 ; 5 : 91-96.（レベル 3）
21）Bircan Z, et al. : Does albumin and furosemide therapy affect plasma volume in nephrotic children? Pediatr Nephrol
2001 ; 16 : 497-499.（レベル 4）
22）Fauchald P, et al. : An evaluation of ultrafiltration as treatment of diuretic-resistant oedema in nephrotic syndrome.Acta Med
Scand 1985 ; 217 : 127-131.
（レベル 5）
23）岡村 均ほか : ネフローゼ症候群の経過中にショック症状を呈した 5 症例―ショックに至るまでの病態解析―. 日
小児会誌 1982 ; 86 : 582-589.
（レベル 5）
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食事療法
ステートメント

1．ネフローゼ症候群の浮腫改善に対して塩分制限を推奨する。

推奨グレード C1

2．塩分制限の程度は，浮腫の程度と患者の食事摂取量に応じて調整することを推奨する。
推奨グレード C1
3．腎機能が正常範囲にあるネフローゼ患者に対しては，同年齢の健常小児の栄養所要量に
準じた量のたんぱく質の摂取を推奨する。

推奨グレード C1

4．小児ネフローゼ症候群に対しては，年齢に応じたエネルギー摂取を推奨する。
推奨グレード C1

解説

1

塩分制限

塩分制限はネフローゼに伴う浮腫に対する中心的な治療であるが，塩分制限が浮腫軽減に有効と

のランダム化比較試験やメタ解析などによるエビデンスはなく，病態生理からの推論と経験の蓄積，
少数の観察研究に基づいたものである。さらに塩分制限が蛋白尿消失までの期間を短縮したり，ス
テロイドなどの薬物療法への反応を高めるとのエビデンスはない。
ネフローゼ症候群の主要徴候の一つは全身浮腫である。心不全や肺水腫をまねく高度な浮腫とな
ることは比較的まれであるが，中等度浮腫であっても心理的な負担となることが危惧されるa,b）。
全身浮腫の機序は，腎臓からの Na 排泄障害による Na 貯留と，低アルブミン血症による血管内
膠質浸透圧低下による血漿水の血管外への漏出と考えられている。腎臓での Na 貯留機序は，循環
血漿量低下による二次的なレニン・アンジオテンシン系刺激による場合と，一次的な腎臓での Na
貯留機序亢進が想定されるc,d）。そのためネフローゼ症候群の浮腫に対しては塩分制限が推奨されて
きたe,f,g）。塩分制限の程度に関してはエビデンスに基づいた基準はなく，経験的には成人で Na とし
て 2 〜 3 g/日（食塩では 5 〜 7.5 g/日に相当）とされることが多いh）。
なお，乏尿性の腎不全や低ナトリウム血症がない限り，ネフローゼの浮腫に対する水分制限は不
要である。

2

塩分制限の調節

塩分制限の程度は，浮腫の程度と患者の食事摂取量に応じて調整する必要がある。
小児ネフローゼ症候群ではステロイド治療開始後，2 週間以内に尿蛋白が減少し利尿期となるこ

とが多いため，軽度浮腫に対しては塩分制限を必要とする根拠は少ない。しかし，近年，塩分含量
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日本人小児の塩分，たんぱく質，エネルギー推奨量

Na の食事摂取基準（食塩相当量 g/ 日）
性別

男性

女性

年齢（歳）

目標量

目標量

1～2

4.0 未満

4.0 未満

3～5

5.0 未満

5.0 未満

6～7

6.0 未満

6.0 未満

8～9

7.0 未満

7.0 未満

10 ～ 11

8.0 未満

7.5 未満

12 ～ 14

9.0 未満

7.5 未満

15 ～ 17

9.0 未満

7.5 未満

たんぱく質の食事摂取基準（g/ 日）
性別

男性

女性

年 齢（歳）

推定平均必要量

推奨量

推定平均必要量

推奨量

1～2

15

20

15

20

3～5

20

25

20

25

6～7

25

30

25

30

8～9

30

40

30

40

10 ～ 11

40

45

35

45

12 ～ 14

45

60

45

55

15 ～ 17

50

60

45

55

エネルギーの食事摂取基準：推定エネルギー必要量（kcal/ 日）
性別
身 体活動レベル

男性
I

1～2

II

女性
III

I

1,000

3～5

II

III

900

1,300

1,250

6～7

1,350

1,550

1,700

1,250

1,450

1,650

8～9

1,600

1,800

2,050

1,500

1,700

1,900

10 ～ 11

1,950

2,250

2,500

1,750

2,000

2,250

12 ～ 14

2,200

2,500

2,750

2,000

2,250

2,550

15 ～ 17

2,450

2,750

3,100

2,000

2,250

2,500

身体活動レベルは I 低い，II ふつう，III 高い
（ 厚 生 労 働 省：「 日 本 人 の 食 事 摂 取 基 準 」
（2010 年 版 ），2009．
〈http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/05/
s0529-4.html〉より抜粋）

の高いスナック，ファストフード，冷凍食品などを日常的に摂取する機会も多いので，利尿期まで
の浮腫がある時期には塩分添加量の多い食品素材などを避ける，塩，しょうゆ，ソースなどを使わ
ないなどの工夫が望ましい。表 1 にわが国の年齢別塩分摂取基準を示したi）。
治療抵抗性で，蛋白尿ならびに高度の浮腫が持続するネフローゼ症候群に対しては，塩分制限は
利尿薬の有効性を期待するためにも推奨される。ただし，過度の塩分制限は食欲を減退させ，必要
な栄養摂取の妨げとなることもあるので注意が必要である。
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たんぱく質の摂取量

ネフローゼ症候群では大量の蛋白尿が喪失し，低アルブミン血症がみられる。そのため，以前は，

尿中蛋白喪失に見合うよう高蛋白食が推奨されることがあったf,j,k）。反対に，腎機能が低下してい
る成人のネフローゼ症候群に対しては，蛋白制限が腎保護効果や尿蛋白減少効果を示す可能性が報
告され，蛋白制限が推奨されることもあるf,1,2）。
小児ネフローゼ症候群ではステロイド治療開始後，2 週間以内に尿蛋白が減少し，血清アルブミ
ンも正常化することが多い。腎不全に進行する例はないこと，小児は成長期にあることを考慮し，
年齢に応じたたんぱく質摂取が適当と考えられる。表 1 にわが国のたんぱく質の食事摂取基準を示
したi）。

4

エネルギーの摂取量

成人のネフローゼ症候群では，前述したような蛋白制限とあわせて比較的多いエネルギーが推奨

されているf）。これは十分な窒素バランスを維持するためであるが，蛋白制限を行わない小児ネフ
ローゼ症候群に対して必要以上のエネルギーを指示する理由はないと考えられる。反対に，過剰な
エネルギー制限は心理的，身体的に望ましくなく，年齢に応じたエネルギー摂取が妥当であろう。
ただし，ステロイド療法によって空腹感が強まり，肥満傾向となることもあるため，過剰なエネル
ギー摂取とならないような食事内容の工夫を家族に教育することは重要である。

| 文献検索
PubMed
◆

"Nephrotic Syndrome"［MAJR］AND（"Sodium Chloride"［MH］OR "Diet, Sodium-Restricted"［MH］OR "Sodium,
Dietary"［MH］OR salt［TIAB］）AND（English［LA］OR Japanese［LA］）AND
（"infant"［MH］OR "child"［MH］OR
"adolescent"［MH］）

◆

"Nephrotic Syndrome/diet therapy"［MH］OR（"Nephrotic Syndrome"［MH］AND
（"Diet Therapy"［MH］OR Diet［MH］））
AND
（English［LA］OR Japanese［LA］）AND（"infant"［MH］OR "child"［MH］OR "adolescent"［MH］）

◆ （Nephrotic Syndrome/diet therapy［MH］OR（"Nephrotic Syndrome"［MH］AND（"Nutrition Assessment"［MH］OR
"Energy Intake"［MH］OR "Nutritional Status"［MH］OR "Dietary Proteins"［MH］）））AND（English［LA］OR
Japanese［LA］）
AND（"infant"［MH］OR "child"［MH］OR "adolescent"［MH］）
▶検索に加えて委員の間で重要と判断した論文を加えた。

| 参考にした二次資料
a） Mehta M, et al. : Behavior problems in nephrotic syndrome. Indian Pediatr 1995 ; 32 : 1281-1286.
b） Guha P, et al. : Behavior profile of children with nephrotic syndrome. Indian J Psychiatry 2009 ; 51 : 122-126.
c） Ichikawa I, et al. : Role for intrarenal mechanisms in the impaired salt excretion of experimental nephrotic syndrome. J Clin
Invest 1983 ; 71 : 91-103.
d） Doucet A, et al. : Molecular mechanism of edema formation in nephrotic syndrome : therapeutic implications. Pediatr Nephrol
2007 ; 22 : 1983-1990.
e） Vasudevan A, et al. : Management of edema in nephrotic syndrome. Indian Pediatr 2004 ; 41 : 787-795.
f） 松尾清一ほか : ネフローゼ症候群診療指針．日腎会誌 2011 ; 53 : 78-122.
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g） Scottish Paediatric Renal and Urology Network
（SPRUN）. Guideline for the Management of Idiopathic Nephrotic Syndrome
of Childhood. March 2012.
（http://www.clinicalguidelines.scot.nhs.uk/Renal%20 Unit%20Guidelines/Nephrotic%20syndrome%20Guideline/
Guideline%20for%20the%20Management%20of%20Nephrotic%20Syndrome%20-%20SPRUN%20300112%20v10%20
Final%20%20-%20amd%2009.03.12.pdf）
h） Kodner C : Nephrotic Syndrome in Adults : Diagnosis and Management.Am Fam Physician 2009 ; 80 : 1129-1134
i） 厚生労働省：「日本人の食事摂取基準」
（2010 年版）
（http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/05/s0529-4.html）
j） Blainey JD : High protein diets in the treatment of the nephrotic syndrome. Clin Sci 1954 ; 13 : 567-581.
k） Watson AR, et al. : Dietary management in nephrotic syndrome. Arch Dis Child 1993 ; 69 : 179-180.

| 文献
1） Kaysen GA, et al. : Effect of dietary protein intake on albumin homeostasis in nephrotic patients. Kidney Int 1986 ; 29 : 572577.（レベル 3）
2） Rosenberg ME, et al. : Glomerular and hormonal responses to dietary protein intake in human renal disease. Am J Physiol
1987 ; 253 : F1083-1090.（レベル 3）
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3章

一般療法

運動制限
ステートメント

1．寛解導入，再発予防に対して，運動制限が有用とはいえない。

推奨グレード C2

2．急性期に血圧異常，肺水腫を有する重症患者では運動制限を推奨する。
推奨グレード C1
3．急性期における血栓症の予防，ステロイド等による治療に伴う骨粗鬆症，肥満の予防に
対して，過度な運動制限を避けることを推奨する。

推奨グレード C1

解説
ネフローゼ症候群での運動制限の是非を考えるときには，運動がネフローゼ症候群そのものに与
える影響，急性期に起こりうる血栓症の合併に与える影響，ステロイドを長期間かつ大量に使用し
たときに生ずる副作用に与える影響が問題になる。また，一般的に極端な運動制限は小児の QOL
を落とす要因となることが指摘されており，多くの欧米の教科書には心理的・情緒的問題を考慮し
て安静は避けるべきであると記載されている。以下，学校生活管理指導表を用いた具体的な運動指
導を含め順次解説していく。

1

寛解導入，再発予防に対する運動制限

運動負荷が腎機能や尿蛋白に及ぼす短期的な影響に関しては，古くから多くの報告がある。運動

は腎血漿流量と糸球体濾過量を低下させる一方で，濾過比を 2 倍程度まで上昇させ，蛋白尿を増加
させるといわれている1）。しかし，実際に運動負荷が小児ネフローゼ症候群の寛解導入期間や再発
回数に影響を与えるかという問いに対して明確な回答を示してくれる論文は皆無である。エビデン
スレベルの低い報告からではあるが，学校授業の運動強度の水泳参加程度では，授業前後の短期的
な腎機能の低下はみられず，再発頻度やステロイド総投与量に有意差はなかった2,3）。以前から一般
小児科医が患者指導の拠り所としている，日本腎臓学会の「腎疾患患者の生活指導・食事療法ガイ
ドライン」では，病期ごとに推奨される運動制限が提示されているa）。そこでは学校保健会が示し
ていた表 1 のように，ネフローゼ症候群の治療導入期には安静，寛解に入って病状が安定していて
もステロイドが投与されていると強度の強い運動は一切できないことになっていた。運動が蛋白尿
の増悪や腎機能低下をきたす可能性を考慮したためではあるが，一方で，運動時の一時的な変化が
どの程度長期予後に関与するかは不明であり，運動や生活上の活動制限がネフローゼ症候群に与え
る負の影響が明らかでない以上，特別な問題がない限り運動制限は行うべきでないと考える。ガイ
ドライン作成委員会のコンセンサスとして推奨グレードを C2 とした。
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管理区分の目安（旧）
管理区分

ネフローゼ症候群の状態

A（在宅）

在宅医療または入院治療が必要なもの

B（教室内学習のみ）

登校は可能だが症状がまだ安定していないもの

C（軽い運動のみ）

症状は安定したが，ステロイド治療中のもの

D（軽い運動および中等度運動のみ）

ステロイド隔日投与中で寛解が維持されているもの

E（普通生活）

ステロイド投与を中止して寛解が維持されているもの

（新・学校検尿のすべて：計画から事後措置まで．第 III 章
85．より改変して転載）

2
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管理と治療．財団法人日本学校保健会発行，2003：55-

急性期および不安定時期の運動制限

学校検尿で発見されていたが本人にはそれが知らされていなかった初発ネフローゼ症候群で，過

度な運動負荷後に急性腎不全を合併した症例報告4）があり，急性期の過度な運動負荷が悪影響を及
ぼす危険性を示唆するものである。p.56 「1 寛解導入，再発予防に対する運動制限」 で述べたよう
に寛解導入や再発予防に運動制限が有用であるとはいえないが，膠質浸透圧の低下によって循環動
態が不安定な場合，溢水による高血圧や肺水腫がみられる場合には，病状に応じた運動制限は必要
であり，エビデンスはないもののガイドライン作成委員会のコンセンサスにより推奨グレードを
C1 とした。

3

過度な運動制限の回避

①血栓症と運動制限
ネフローゼ症候群で大量の蛋白尿が持続的に排出される状況で，動脈血栓症，深部静脈血栓症の
リスクが増大することは大きな問題である5）。その理由として，高コレステロール血症と低アルブ
ミン血症に伴う有効循環血漿量の低下による血液の濃縮に加えて，線溶に関係する蛋白の尿中への
喪失などから血栓形成リスクが高まることが知られているb）。文献的には，小児ネフローゼ症候群
の 2 〜 5% が深部静脈血栓症を合併しており，ステロイド抵抗性のものでの危険性が指摘されてい
るb,6,7）。その他のリスク因子として，血液濃縮，高度蛋白尿，長期臥床や中心静脈カテーテルの留
置などがあげられているb,c,7,8）。リスクを回避するためには，適切な水分補給とアルブミンの輸注が
重要で，過度の運動制限は慎まなければならない。抗凝固薬の予防投薬に関しては，成人のガイド
ラインでは，ネフローゼ症候群患者へのルーチン使用は勧められておらず，血栓塞栓症発症時や偶
然に深部静脈血栓が発見されたときに投薬を勧められているd）。小児領域でも，その有効性のエビ
デンスはない。
②ステロイドの副作用に与える影響
ステロイド抵抗性，依存性や頻回再発型ネフローゼ症候群の小児患者に対してのステロイド長期
使用に伴い，骨塩減少9），肥満10,11）のリスクが高まることが知られている。したがって，寛解期の
患者に対しては，過度な運動制限は避け，適度な運動を推奨する。成人領域では，日本腎臓学会の
「エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン 2009」において示される CKD 患者における指標に準
じ，安定したネフローゼ患者に対しては軽度の運動（5.0 〜 6.0 METs 程度）を定期的に行うことが勧
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アンケート調査による各種腎疾患患者に対する運動制限の実態
ステロイド連日投与 ステロイド隔日投与
蛋白尿陽性
慢性の経過で低 頻回再発，免疫抑
蛋白尿陰性
蛋白尿陰性
浮腫高血圧なし Alb 血症と軽度浮腫 制下で寛解維持

A
B
C
D
D/E コメント *
E

１
３
13（C/D １）
４（D/E １）
14
15

０
０
４（C/D ２）
14（D/E ３）
９
21

０
５（B/C ４）
14（C/D ７）
16（D/E ２）
６
12

０
10（B/C ５）
25（C/D ７）
９（D/E ３）
５
４

０
０
２（C/D ２）
５（D/E １）
７
38

その他

４

５

１

１

２

合計

54

54

54

54

54

A：在宅医療・入院が必要，B：登校はできるが運動は不可，C：軽い運動は可，D：中等度の運動も可，E：強い運動
も可。
/ で示したものは，他の状況によりどちらかを選択することを示す。
* D ないし E に特定の運動禁止のコメントを記入したものであり同一のものと考えられるために独立させた。
1） 蛋白尿は陰性化しているが，ステロイド連日投与中の場合
骨密度に応じた跳び箱やマット運動などの背骨に負担のかかる運動を制限するコメントがあり，制限の幅が大き
かったものと思われる。
2） 蛋白尿は陰性化しているが，ステロイド隔日投与中の場合
1）と同様の問題がある。
3） 浮腫・高血圧はないが，蛋白尿が陽性の場合
C ないし D といった運動制限が加えられているものが多い。
4） 慢性の経過で低アルブミン血症と軽度浮腫が残る場合
B から D と幅広く制限されており，中央値は C である。
5） 頻回再発型ではあるが，免疫抑制薬使用下で寛解を維持している場合
免疫抑制薬使用下でも寛解のものは E が選択されている。
（後藤美和ほか：小児腎疾患患者に対する運動制限についてのアンケート調査．日小児腎臓病会誌 2012；25：6-17．
より改変して転載）

められているe）。小児に対する生活指導については，
下記の「③具体的な運動指導」で具体的に述べる。
肥満については，ステロイドの副作用としてばかりでなく，メタボリックシンドロームの一環と
して肥満に伴う高血圧患者の増加が問題となっている12）。小児の肥満は高率に成人肥満に移行する
ため，高血圧がなくても肥満を解消することは重要である。運動は，高血圧の原因ともなる肥満解
消ばかりでなく，インスリン抵抗性や脂質異常症の改善効果さらにこれを維持する効果があり13），
腎機能が正常な小児で肥満がみられる場合には，適度な運動を勧めるべきである。
③具体的な運動指導
前述の内容を踏まえて，具体的な運動を中心とした生活指導はどのようにすればよいかを述べる。
従来勧められていた指導では，運動制限が過剰になる傾向があった。日本学校保健会では「腎臓病
管理指導表」を用いてどのような指導を行うかの目安を「管理区分の目安」
（表 1）として示し，こ
れが一般に使用されてきた。しかし，ネフローゼ症候群に罹患した小児が，健常児とは異なった特
別な存在であるという固定観念にとらわれず，発育・発達する存在であることも考慮しなければな
らない。
小児の腎臓病専門医がネフローゼ症候群の患児に対してどのような指導をしているのかについ
て，後藤らは日本小児腎臓病学会の評議員を対象として各種腎疾患患者への運動制限のアンケート
調査を行った14）。その中でネフローゼ症候群については，5 つの状態をあげて調査しており，その
結果を表 2 に記す。表 2 の内容をまとめると，尿蛋白が出ているものに対しては B から D と何ら
かの制限が加えられている。また，寛解状態を維持しているものに対してはせいぜい D 程度の制
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指導区分の目安（新）
管 理区分

A（在宅）
B（教室内学習のみ）
C（軽い運動のみ）

ネフローゼ症候群の状態
在宅医療または入院治療が必要なもの
症状が安定しないもの

D（軽い運動および中等度運動のみ）

蛋白尿が（++）以上のもの

E（普通生活）

ステロイド投与による骨折などの心配のないもの *。症状がないもの

* ステロイドの通常投与では骨折しやすい状態にはならないが，長期間あるいは頻回に服用した場合には起きうる。
骨密度などで判断する。
（学校検尿のすべて−平成 23 年度改訂−．第 III 章 管理と治療．財団法人日本学校保健会発行，2012：55-84.
より改変して転載）

限であり，その制限の選択に対して骨密度を参考にして管理指導表では言及できない荷重のかかる
運動の制限を付記していた。以上のように，日本腎臓学会による「腎疾患患者の生活指導・食事療
法ガイドライン」よりも明らかにゆるやかな運動制限であった。これは小児腎臓病学会評議員で回
答のあった 54 名へのアンケート結果に基づくものであり，いわゆる expert opinion と捉えて診療の
参考としていただきたい。
この結果を反映して，新しく「指導区分の目安」が作成された（表 3）
（「学校検尿のすべて─平成
f）
23 年度改訂─」
に掲載）。

最後に，本アンケート調査にはなかったが，入院生活が与える生活活動強度低下による筋力低下，
心肺機能低下を考慮して，退院後の就学開始時に短期間の運動制限を加えることはしばしば行われ
ている。

| 文献検索
PubMed
◆

"Nephrotic Syndrome"［MH］AND（"Motor Activity"［MH］OR Sports［MH］OR exercise［TW］OR Rest［MH］OR
"Bone Density"［MH］OR Osteoporosis［MH］OR Osteogenesis［MH］）AND
（English［LA］OR Japanese［LA］）AND
（"infant"［MH］OR "child"［MH］OR "adolescent"［MH］）

◆

Nephrotic Syndrome［MH］AND（Motor Activity［MH］OR Sports［MH］OR exercise［TW］OR Rest［MH］）
AND
（English
［LA］OR Japanese［LA］）AND（"infant"［MH］OR "child"［MH］OR "adolescent"［MH］）

◆ Nephrotic Syndrome［MH］AND（Motor Activity［MH］OR Sports［MH］OR exercise［TW］OR Rest［MH］OR
Obesity［MH］OR "Body Weights and Measures"［MH］）AND
（English［LA］OR Japanese［LA］）AND
（"infant"［MH］
OR "child"［MH］OR "adolescent"［MH］）
◆

"Nephrotic Syndrome"［MH］AND（"Motor Activity"［MH］OR "Sports"［MH］OR exercise［TW］OR "Rest"［MH］
（"infant"
OR "Stress, Psychological"［MH］OR "child psychology"［MH］）AND
（English［LA］OR Japanese［LA］）AND
［MH］OR "child"［MH］OR "adolescent"［MH］）

◆

"Nephrotic Syndrome"［MH］AND（"Motor Activity"［MH］OR Sports［MH］OR Rest［MH］OR exercise［TW］OR
Hypertension［MH］）AND
（English［LA］OR Japanese［LA］）
AND
（"infant"［MH］OR "child"［MH］OR "adolescent"
［MH］）

◆

"Nephrotic Syndrome"［MH］AND Hospitalization［MH］AND
（English［LA］OR Japanese［LA］）AND
（"infant"［MH］
OR "child"［MH］OR "adolescent"［MH］）

◆

"Nephrotic Syndrome"［MH］AND（"Steroids/administration and dosage"［MH］OR "Adrenal Cortex Hormones/
administration and dosage"［MH］）AND "infection"［MH］AND
（English［LA］OR Japanese［LA］）AND
（"infant"［MH］
OR "child"［MH］OR "adolescent"［MH］）
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◆

discharge［TIAB］）AND（English［LA］OR Japanese［LA］）AND
（"infant"［MH］OR "child"［MH］OR "adolescent"［MH］）

◆

"Nephrotic Syndrome"［MH］AND（"Patient Discharge"［MH］OR "Length of Stay"［MH］OR

◆

"Nephrotic Syndrome"［MH］AND（"Motor Activity"［MH］OR Sports［MH］OR exercise［TW］OR Rest［MH］OR
"Embolism and Thrombosis"［MH］）AND（English［LA］OR Japanese［LA］）AND（"Infant"［MH］OR "Child"［MH］
OR "Adolescent"［MH］）

◆

"Nephrotic Syndrome"［MH］AND "Platelet Aggregation Inhibitors"［PA］AND（English［LA］OR Japanese［LA］）
AND（"Infant"［MH］OR "Child"［MH］OR "Adolescent"［MH］）
医中誌

◆

ネフローゼ症候群/TH and
（ネフローゼ症候群/TH and（（（安静/TH or 体育とトレーニング/TH or スポーツ/TH or 身体
運動/TH or エクササイズ/AL or 生活指導/TH or 学校保健/TH or 運動制限/TA）
and（骨粗鬆症/TH or 骨粗鬆症/AL or 骨
形成/TH and or 骨密度/TH or 骨密度/AL））
or（骨粗鬆症/TH or 骨粗鬆症/AL or 骨形成/TH and or 骨密度/TH or 骨密度/
AL）and CK= 新生児，乳児（1 〜 23 ケ月），幼児（2 〜 5），小児（6 〜 12），青年期（13 〜 18））

◆

ネフローゼ症候群/TH and（安静/TH or 体育とトレーニング/TH or スポーツ/TH or 身体運動/TH or エクササイズ/AL
and CK= 新生児，乳児（1 〜 23 ケ月），幼児（2 〜 5），小児（6 〜 12），青
or 生活指導/TH or 学校保健/TH or 運動制限/TA）
年期（13 〜 18）

◆

ネフローゼ症候群/TH and（肥満/TH or 体重と身体計測/TH）and CK= 新生児，乳児（1 〜 23 ケ月），幼児（2 〜 5），小児（6
〜 12），青年期（13 〜 18）

◆

ネフローゼ症候群/TH and（（（安静/TH or 体育とトレーニング/TH or スポーツ/TH or 身体運動/TH or エクササイズ/
AL or 生活指導/TH or 学校保健/TH or 運動制限/TA）and（心理的ストレス/TH or 児童心理学/TH））or
（（心理的ストレ
ス/TH or 児童心理学/TH）and CK= 新生児，乳児（1 〜 23 ケ月），幼児（2 〜 5），小児（6 〜 12），青年期（13 〜 18）））

◆

ネフローゼ症候群/TH and
（（（安静/TH or 体育とトレーニング/TH or スポーツ/TH or 身体運動/TH or エクササイズ/
AL or 生活指導/TH or 学校保健/TH or 運動制限/TA）and 高血圧/TH）or（高血圧/TH and CK= 新生児，乳児（1 〜 23 ケ
月），幼児（2 〜 5），小児（6 〜 12），青年期（13 〜 18）））

◆

ネフローゼ症候群/TH and 入院/TH

◆

◆

ネフローゼ症候群/TH and
（（（Steroids/TH or 副腎皮質ホルモン/TH）and（ 薬物投与量算出/TH or 小児薬用量/TH））
or
（
（Steroids/TH or 副腎皮質ホルモン/TH）
and 細菌性疾患と真菌性疾患/TH and CK= 新生児，乳児
（1 〜 23 ケ月）
，幼児
（2
〜 5），小児（6 〜 12），青年期（13 〜 18）））
ネフローゼ症候群/TH and
（退院/TH or 入院期間/TH）

◆ （（安静/TH or 体育とトレーニング/TH or スポーツ/TH or 身体運動/TH or エクササイズ/AL or 生活指導/TH or 学校保
健/TH or 運動制限/TA）and 塞栓症と血栓症/TH）
or（塞栓症と血栓症/TH and CK= 新生児，乳児（1 〜 23 ケ月），幼児（2
〜 5），小児（6 〜 12），青年期（13 〜 18）））
◆

ネフローゼ症候群/TH and
（（塞栓症と血栓症/TH and SH= 予防）or 血小板凝集阻害剤/TH）and CK= 新生児，乳児（1 〜
23 ケ月），幼児（2 〜 5），小児（6 〜 12），青年期（13 〜 18）

▶検索に加えて委員の間で重要と判断した論文を加えた。

| 参考にした二次資料
a） 日本腎臓学会編集 : 腎疾患患者の生活指導・食事療法ガイドライン．日腎会誌 1997 ; 39 : 1-37.
b） Gipson DS, et al. : Management of childhood onset nephrotic syndrome. Pediatrics 2009 ; 124 : 747-757.
c） Niaudet P : Complications of idiopathic nephrotic syndrome in children. in UpToDate, edited by Basow DS, et al., UpToDate,
2012.
d） 肺血栓塞栓症/深部静脈血栓症予防ガイドライン作成委員会編集 : 肺血栓塞栓症/深部静脈血栓症（静脈血栓塞栓症）
予防ガイドライン，東京，メディカルフロントインターナショナルリミテッド，2004.
e） 日本腎臓学会 : エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン 2009．CKD と生活習慣．日腎会誌 2009 ; 51 : 934-939.
f） 学校検尿のすべて─平成 23 年度改訂─．第 III 章

管理と治療．財団法人日本学校保健会発行，2012 : 55-84.
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| 文献
1） Poortmans JR, et al. : Kidney function during exercise in healthy and diseased humans. An update. Sports Med 1994 ; 18 : 419437.（レベル 5）
2） 長坂裕博ほか : 水泳参加とネフローゼの再発．日本小児会誌 1986 ; 90 : 2737-2741.（レベル 4）
3） 長坂裕博 : 腎疾患児の腎機能に対する水泳負荷の影響．日腎会誌 1986 ; 28 : 1465-1470.（レベル 4）
4） Miura H, et al. : A case of minimal change nephrotic syndrome associated with acute renal failure after excessive exercise.
Nippon Jinzo Gakkai Shi 1993 ; 35 : 387-391.（レベル 5）
5） Kayali F, et al. : Venous thromboembolism in patients hospitalized with nephrotic syndrome. Am J Med 2008 ; 121 : 226-230.
（レベル 4）
6） Hoyer PF, et al. : Thromboembolic complications in children with nephrotic syndrome. Risk and incidence. Acta Paediatr
Scand 1986 ; 75 : 804-810.（レベル 5）
7） Kerlin BA, et al. : Epiderminology and risk factors for thromboembolic complications of childhood nephrotic syndrome : a
Midwest Pediatric Nephrology Consortium
（MWPNC）study. J Pediatr 2009 ; 155 : 105-110.（レベル 4）
8） Lilova M, et al. : Thromboembolic complications in children with nephrotic syndrome in Bulgaria（1974-1996）. Pediatr
Nephrol 2000 ; 15 : 74-78.（レベル 4）
9） Hegarty J, et al. : Reduced bone mineral density in adults treated with high-dose corticosteroids for childhood nephrotic
syndrome. Kidney Int 2005 ; 68 : 2304-2309.（レベル 5）
10）Foster BJ, et al. : Risk factors for glucocorticoid-induced obesity in children with steroid-sensitive nephrotic syndrome. Pediatr
Nephrol 2006 ; 21 : 973-980.
（レベル 4）
11）Merritt RJ, et al. : Corticosteroid therapy-induced obesity in children. Clin Pediatr 1986 ; 25 : 149-152.（レベル 4）
12）Weiss R, et al. : Obesity and the metabolic syndrome in children and adolescents. N Eng J Med 2004 ; 350 : 2362-2374.
（レベ
ル 4）
13）Savoye M, et al. : Effects of a weight management program on body composition and metabolic parameters in overweight
children : a randomized controlled trial. 2007 ; JAMA 297 : 2697-2704.
（レベル 2）
14）後藤美和ほか : 小児腎疾患患者に対する運動制限についてのアンケート調査．日小児腎臓病会誌 2012 ; 25 : 6-17.（レ
ベル 6）
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4章

ステロイド副作用：骨粗鬆症
ステートメント

1．ネフローゼ症候群は骨密度の低下や圧迫骨折のリスクとなりうる。

推奨グレード C1

2．ネフローゼ症候群患者には二重エネルギー X 線吸収法（DXA）による骨密度測定を定期
的に実施することを推奨する。

推奨グレード C1

3．小児ステロイド性骨粗鬆症に対する薬物療法については十分なエビデンスがない。
推奨グレードなし
4．小児ステロイド性骨粗鬆症の予防および治療には，ステロイドの減量あるいは中断を推
奨する。

推奨グレード C1

解説

1

ステロイド骨合併症

小児ネフローゼ症候群に頻用されるステロイドは，①骨芽細胞や破骨細胞に対する直接的作用，

②小腸からのカルシウム吸収抑制作用，③腎臓からのカルシウム排泄促進作用，④アンドロゲン・
エストロゲンの分泌抑制作用，などにより骨吸収と骨形成の平衡状態を破綻させ，骨量低下をもた
らすことが知られている。ステロイド治療による骨量の減少はステロイド治療開始後 6 か月で急激
に進行し，以後徐々に低下する 2 相性のパターンを示すことが知られているa）。また，グルココル
チコイドを服用して骨折をきたした 22,846 名の小児例の調査結果によると，4 クール以上（1 クー
ル平均 6.4 日）経口ステロイドを投与された児の骨折のリスクは，同年齢のグルココルチコイド非
投与群に比して 1.32 倍（odds 比）となることが示されており1），これらのことから，ステロイド投与
が比較的短期間である小児ステロイド感受性ネフローゼ症候群患者においても，骨密度の低下や圧
迫骨折には十分な注意が必要である。一方で 4 歳以上の小児ステロイド感受性ネフローゼ症候群患
者を対象とした別の検討では，骨面積や年齢，性別，成熟度ならびに人種で補正された腰椎骨密度
は，コントロール群と有意差がないことが示された2）。ステロイド投与による骨密度の低下や圧迫
骨折は原疾患との関連が大きいことを示唆する研究結果であり，小児ネフローゼ症候群患者の場合
は他疾患よりもそのリスクは低いといえるかもしれないb）。しかしこの研究は，隔日投与など，ネ
フローゼ症候群におけるステロイドの使用法が結果に対し好影響を与えている可能性がある点にも
留意するべきである。また，骨粗鬆症の出現はネフローゼ症候群の病勢に依存し，骨形成および代
謝異常はステロイド治療の結果として生じるとの報告もある3）。これらの知見を総合的に勘案した
結果，ガイドライン作成委員会のコンセンサスとして，ネフローゼ症候群は骨密度の低下や圧迫骨
折のリスクとなりうると結論づけた。特にステロイドの総投与量が多くなる難治性ネフローゼ症候
群患者では，骨粗鬆症に対する十分な注意が必要である。
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骨密度の測定

ステロイド内服下における小児の脊椎圧迫骨折は，体積骨密度の Z スコアで−1.8 を下回ると有

意にその発症リスクが増加する4）ため，このような例に対しては治療介入を考慮するとの報告があ
る。しかしながら小児骨粗鬆症に対する明確な診断基準は現在のところ示されておらず，またその
治療方針も定かではない。それは小児の骨代謝の特殊性による。すなわち，小児期では骨吸収と骨
形成のバランスが常に変化しており，成人のように骨密度のみで骨粗鬆症と診断することができな
いためである。さらに，日本骨代謝学会「ステロイド性骨粗鬆症診断基準検討小委員会」で集積さ
れた成人患者の解析結果によると，ステロイド性骨粗鬆症における骨折例と非骨折例を分離できる
腰椎骨密度の cut off 値は，原発性骨粗鬆症のそれに比して約 10% 高くなることが明らかとなったc）。
つまり，ステロイド性骨粗鬆症では原発性骨粗鬆症に比べ高い骨密度で骨折することを意味してお
り，これはステロイドが骨密度のみならず骨質にも悪影響を与えているためであると考えられてい
る。
近年，若年層の骨密度（BMD）値が組み込まれた機器が頻用され，小児においても二重エネルギー
X 線吸収法（DXA）による骨密度の評価が行われるようになったが，上述のような理由から，DXA
を用いても小児ステロイド性骨粗鬆症の診断や骨折リスクの評価は困難である。しかし，DXA に
よって同一患者における骨塩低下の経時的推移が観察可能であり，また骨粗鬆症の診断や骨折リス
クの評価には DXA 以上にすぐれた検査手段がない現状では，小児ネフローゼ症候群患者において
も DXA による骨密度測定を定期的に実施することが望ましいと考えられる。施行間隔などの詳細
については特に定まったものはないため，ネフローゼ症候群の病勢と骨密度の推移で患者ごとに検
討する必要がある。

3

薬物療法

ビスホスホネート系薬剤は，成人ステロイド性骨粗鬆症の予防と治療に有効であることがすでに

明らかとなっている。しかし，小児患者においては，ステロイド投与中にビスホスホネート系薬剤
を投与すると骨密度が有意に上昇したとの報告はあるものの小規模で，十分なエビデンスとはいい
がたい5）。
そればかりでなく，骨の代謝回転を極度に抑制する結果，骨の縦方向への成長が阻害されたりd），
また骨のリモデリングが抑制され，骨強度はむしろ低下するといった報告1）もあるため，その投与
には細心の注意が必要である。現時点では有効性と安全性を総合的に勘案し，成長に関する考慮を
要さない思春期以降の小児ネフローゼ症候群患者にのみ適応があると考えるべきである。また，腎
機能障害を有する患者への投与は推奨されない。成長期を過ぎた小児ネフローゼ症候群患者に対す
る治療方針については「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2011 年版e）」や「ステロイド性骨粗
鬆症の管理と診療ガイドライン 2004 年版f）」が参考になるものと思われる。ただし，ビスホスホネー
ト系薬剤の添付文書には「骨基質に取り込まれた後に全身循環へ徐々に放出されることから，妊娠
する可能性のある婦人へは，治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与するこ
と」との記載がある。移行期の女性患者に対するビスホスホネート系薬剤の投与は慎重に行うべき
である。
活性型ビタミン D3 製剤も成人領域では椎体骨折予防効果が報告されている。小児においても，
再発患者を含む小児ネフローゼ症候群患者を対象としたランダム化比較試験から，ステロイド治療

第2部

64

一般療法

開始時にビタミン D とカルシウム製剤を投与すると骨密度の低下を抑制できたとの報告6）がある。
しかし同時に血清カルシウム値と尿中カルシウム排泄が有意に上昇（増加）しており，高カルシウム
尿症や尿路結石をきたす危険性が示されている。また小規模な検討にとどまっているため，十分な
エビデンスとはいいがたく，現時点では小児における有効性と安全性は明らかにされていない。そ
の他，ビタミン K や選択的エストロゲン受容体作動薬（SERM），副甲状腺ホルモンについても同様
に，小児での有効性と安全性は確立されていない。

4

ステロイドの減量・中止

小児ネフローゼ症候群患者におけるステロイド性骨粗鬆症の薬物治療については十分なエビデン

スがないことから，その治療にはステロイドの減量あるいは中断が現時点では最も推奨される治療
方法である。この点からも，頻回再発型あるいはステロイド依存性ネフローゼ症候群患者に対して
はステロイド以外の免疫抑制薬を積極的に導入すべきである。また，ステロイド性骨粗鬆症の予防
という点においても，ステロイドの減量あるいは中断が現時点では最も推奨される方法と考えられ
る。

| 文献検索
PubMed
◆ （（"Nephrotic Syndrome"［MH］AND（Absorptiometry, Photon［MH］OR "dual-energy x-ray absorptiometry"［TIAB］））
OR（（Absorptiometry, Photon/statistics and numerical data［MH］OR（Absorptiometry, Photon［MH］AND "Sensitivity
and Specificity"［MH］））AND（Osteoporosis［MH］OR Osteogenesis［MH］）））AND
（English［LA］OR Japanese［LA］）
AND
（"infant"［MH］OR "child"［MH］OR "adolescent"［MH］）
◆

（English［LA］OR Japanese［LA］）
"Nephrotic Syndrome"［MH］AND "Bone Density Conservation Agents"［PA］AND
AND
（"infant"［MH］OR "child"［MH］OR "adolescent"［MH］）

▶検索に加えて委員の間で重要と判断した論文を加えた。

| 参考にした二次資料
a） Manolagas SC, et al. : New developments in the pathogenesis and treatment of steroid-induced osteoporosis. J Bone Miner
Res 1999 ; 14 : 1061-1066．
b） Leonard MB : Glucocorticoid-induced osteoporosis in children : impact of the underlying disease. Pediatrics 2007 ; 119（Suppl
2）: S166-174．
c） Nawata H, et al. : Subcommittee to Study Diagnostic Criteria for Glucocorticoid-Induced Osteoporosis : Guidelines on the
management and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis of the Japanese Society for Bone and Mineral Research
（2004）. J Bone Miner Metab 2005 ; 23 : 105-109．
d） Bachrach LK, et al. : Clinical review 1 : Bisphosphonate use in childhood osteoporosis. J Clin Endocrinol Metab
2009 ; 94 : 400-409．
e） 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会編集 : 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2011 年版，2011．
f） 日本骨代謝学会編集 : 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2004 年版，2004．

| 文献
1） van Staa TP, et al. : Children and the risk of fractures caused by oral corticosteroids : J Bone Miner Res 2003 ; 18 : 913-918.
（レ
ベル 4）
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2） Leonard MB, et al. : Long-term, high-dose glucocorticoids and bone mineral content in childhood glucocorticoid-sensitive
nephrotic syndrome : N Engl J Med 2004 ; 351 : 868-875.
（レベル 4）
3） Freundlich M, et al. : Bone histology in steroid-treated children with non-azotemic nephrotic syndrome : Pediatr Nephrol
2004 ; 19 : 400-407.（レベル 3）
4） Reyes ML, et al. : Corticosteroid-induced osteoporosis in children : outcome after two-year follow-up, risk factors,
densitometric predictive cut-off values for vertebral fractures. Clin Exp Rheumatol 2007 ; 25 : 329-335.（レベル 3）
5） Rudge S, et al. : Effects of once-weekly oral alendronate on bone in children on glucocorticoid treatment. Rheumatology
（Oxford）2005 ; 44 : 813-818.（レベル 3）
6） Bak M, et al. : Prophylactic calcium and vitamin D treatments in steroid-treated children with nephrotic syndrome. Pediatr
Nephrol 2006 ; 21 : 350-354.（レベル 1b）
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ステロイド副作用：成長障害
ステートメント

1．ステロイドの隔日投与は成長障害（低身長）のリスクを軽減させるので，可能であればス
テロイドの隔日投与を推奨する。

推奨グレード B

解説

1

ステロイドの隔日投与

小児ネフローゼ症候群において，ステロイドによる成長障害は，長期的な観点からステロイド治

療の最も重要な副作用である。身長の増加は，骨の長軸方向への内軟骨性骨化による。ステロイド
は，骨端成長軟骨板に直接作用して骨軟骨細胞の成熟肥大化を抑制することで内軟骨性骨化を阻害
し，成長障害を引き起こす。また，ステロイドは成長ホルモン（GH）分泌やインスリン様成長因子
（IGF）
-1 などの骨端成長軟骨板での働きを抑制し成長障害をきたすとされる。
ステロイドの連日投与により成長障害をきたすことは明らかだが，腎疾患や腎移植のためステロ
イドが連日投与されていた患者が，隔日投与に変更されることで成長が加速され，成長障害が改善
することが報告されている1,2）。腎移植後のステロイド投与に関する検討が中心であるものの，成長
障害に対してはステロイドの隔日投与がその軽減に有効であると報告されている2-5）。ステロイド
の隔日投与法は，1970 年頃より小児腎疾患において成長障害だけでなく他のステロイド合併症の
軽減にも有用な投与法として研究がなされてきた6）。しかしその有用性は成長障害を軽減化する以
外には明確ではない。ステロイド隔日投与による成長障害軽減効果はすべての患者にみられるわけ
でないがa），腎移植患者にステロイドを連日投与した場合と比較して隔日投与した場合に有意に成
長障害を改善した研究報告や2），連日投与との比較試験は行われていないものの，ネフローゼ症候
群患者だけでなく若年性特発性関節炎等の腎疾患以外の患者でも隔日投与で成長障害に至らなかっ
た報告がみられる7）。以上からステロイドの隔日投与は成長障害軽減に有用であると考えられる。
小児ネフローゼ症候群で成長障害に至るステロイドの投与量の目安に関しては，プレドニゾロン
0.75 mg/kg/日以上＊1 6 か月間の投与で有意に成長障害をきたすとする報告がある8）。また，喘息や
ネフローゼ症候群患者にプレドニゾロンを 3 年以上投与し成長障害をきたした患者で年間成長率を
検討した研究において，プレドニゾロン 0.35 mg/kg/日＊1 以上の投与を継続した成長障害患者では
成長ホルモン投与を投与しても成長率が改善しなかったとする報告がある9）。ステロイドの投与量
が少量でも投与期間に依存して成長障害を惹起することから，長期間のステロイド投与が必要な小
児ネフローゼ症候群患者には，シクロスポリンなどの免疫抑制薬を使用することによりステロイド
の減量中止に努め，成長障害を回避する必要がある3）。
＊1

隔日投与の場合は，1 日あたりの投与量に換算される。
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以上から，ネフローゼ症候群の治療におけるステロイド隔日投与は，ステロイド合併症としての
成長障害の軽減に有効である。KDIGO ガイドライン，コクランレビュー等を含め，多くのガイド
ラインでもステロイド隔日投与を治療の骨格としており，腎疾患においては寛解導入後のステロイ
ド減量は隔日投与で行うことが原則となっている。

| 文献検索
PubMed
◆ （Steroids［MH］OR "Adrenal Cortex Hormones"［MH］）AND "alternate day"［TIAB］AND（Osteoporosis［MH］OR
Osteogenesis［MH］OR osteoporosis［TIAB］OR bone［TW］）AND
（English［LA］OR Japanese［LA］）AND
（"infant"［MH］
OR "child"［MH］OR "adolescent"［MH］）
▶検索に加えて委員の間で重要と判断した論文を加えた。

| 参考にした二次資料
a） Avioli LV : Glucocorticoid effects on statural growth. Br J Rheumatol 1993 ; 32（Suppl 2）: 27-30.

| 文献
1） Kaiser BA, et al. : Growth after conversion to alternate-day corticosteroids in children with renal transplants : a single-center
study. Pediatr Nephrol 1994 ; 8 : 320-325.
（レベル 4）
2） Broyer M, et al. : Growth rate in children receiving alternate-day corticosteroid treatment after kidney transplantation. J Pediatr
1992 ; 120 : 721-725.（レベル 2）
3） Guest G, et al. : Growth after renal transplantation : correlation with immunosuppressive therapy. Pediatr Nephrol
1991 ; 5 : 143-146.（レベル 2）
4） Hokken-Koelega AC, et al. : Growth after renal transplantation in prepubertal children : impact of various treatment
modalities. Pediatr Res 1994 ; 35 : 367-371.（レベル 4）
5） Jabs K, et al. : Alternate-day steroid dosing improves growth without adversely affecting graft survival or long-term graft
（レ
function. A report of the North American Pediatric Renal Transplant Cooperative Study. Transplantation 1996 ; 61 : 31-36.
ベル 4）
6） Yamashita F, et al. : Evaluation of alternate-day steroid therapy for nephrotic syndrome in childhood by cross-over study.
Kurume Med J 1971 ; 18 : 153-160.
（レベル 5）
7） Kimura Y, et al. : High dose, alternate day corticosteroids for systemic onset juvenile rheumatoid arthritis. J Rheumatol
2000 ; 27 : 2018-2024.（レベル 5）
8） Simmonds J, et al. : Long-term steroid treatment and growth : a study in steroid-dependent nephrotic syndrome. Arch Dis
Child 2010 ; 95 : 146-149.（レベル 5）
9） Rivkees SA, et al. : Prednisone dose limitation of growth hormone treatment of steroid-induced growth failure. J Pediatr
1994 ; 125 : 322-325.（レベル 5）
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6章

ステロイド副作用：眼科的副作用
ステートメント

1．ステロイド緑内障のリスクを軽減するために，ステロイド開始後の眼科の早期受診を検
討する。

推奨グレード C1

2．ステロイド投与中は，ステロイド白内障を早期の段階で発見し，その進行リスクを抑制
するために眼科の定期受診を推奨する。

推奨グレード C1

解説
ステロイドによる主要な眼科的副作用は，緑内障と白内障である。眼科を早期受診することによっ
て緑内障や白内障のリスクを軽減するかは明らかにされていない。しかし，小児ステロイド使用患
者の検討から，ステロイド使用小児腎疾患患者の約 10 〜 56% が白内障を呈するとされる1-8）。一方，
緑内障に関してはほとんど眼圧の上昇をみないとする報告7,8）から約 20% とする報告6,9）が存在する
が，これは受診時期によるばらつき等の影響があると思われる。

1

緑内障

ステロイド緑内障は，ステロイドの投与のため眼圧が上昇することにより生ずるが，放置すると

視神経が障害され視力・視野障害をきたすa）。高用量のステロイドを投与開始された場合，早期に
眼圧が上昇することがあり，一般にはステロイド減量・中止とともに眼圧は低下する6）。しかし，
高眼圧症の点眼薬による治療が行われ，ステロイドが減量中止されたが，その後も眼圧上昇が遷延
し線維柱帯切除術が施行された患者の報告もあり，注意が必要である6）。高眼圧症は早期発見によっ
て点眼薬などによる眼圧亢進の改善が可能であること，高眼圧症の持続を回避することで視神経障
害の進行を阻止し得ることから，早期の眼科受診が望ましい。
ステロイド治療を開始して眼科的精査を行うまでの期間に関して，どれくらいが適切であるかの
コンセンサスはない。一般にステロイド治療開始後，浮腫が軽減し全身状態が安定した段階で早期
に眼科を受診させることが望ましい。ステロイド性高眼圧症の既往があるネフローゼ症候群再発患
者，特にステロイドパルス療法などのステロイド大量投与が必要な患者では，早期に眼圧測定する
などの対応が必要である。また，ステロイド使用中は眼痛や頭痛，視力低下など緑内障の症状を示
す場合には，往診を依頼するなど眼科への紹介が必要である。

2

白内障

ステロイド白内障は，後囊下白内障を呈することが多い。後囊下白内障の発症率には，ステロイ

ドの総投与量と投与期間には統計学的な関連性がみられず1-4），ステロイドに対する患者の感受性
が関係する可能性があるとの報告もみられる4）。しかし Kobayashi らや Hayasaka らの研究報告では，
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総投与量の多さと投与期間の長さは白内障の形成率に関係すると報告されている5,6）。一般に，プレ
ドニゾロン 10 mg/日以上の使用や 1 年以上の長期投与になると発症率が高くなるb）。白内障の治療
に関して，数種類の点眼薬が存在するが，点眼薬の臨床試験にはランダム化比較試験が極めて少な
く，今後エビデンスの集積が待たれる。ステロイド長期大量投与患者では，水晶体混濁の進行に伴
う視力の低下により手術が行われる。したがって，白内障に関しては，ステロイド投与開始後早期
の眼科受診をすすめる明らかな根拠はないが，定期的に眼科を受診することで白内障の合併と進行
状況を早期の段階で把握し，ステロイドや免疫抑制薬の使用方法を検討することが可能である。

| 文献検索
PubMed
◆

Nephrotic Syndrome［TW］AND（Steroids［MH］OR "Adrenal Cortex Hormones"［MH］）AND（"Ocular Physiological
Phenomena"［MH］OR "Eye diseases"［MH］）

▶検索に加えて委員の間で重要と判断した論文を加えた。

| 参考にした二次資料
a） 緑内障診療ガイドライン（第 3 版）日眼会誌 2012 ; 116 : 3-46．
（ 日本眼科学会 HP…http://www.nichigan.or.jp/member/
guideline/glaucoma3.jsp）
b） Saaga KG : Major side effects of systemic glucocorticoids. in UpToDate, edited by Basow DS, et al., UpToDate, 2012.

| 文献
1） Bachmann HJ, et al. : Cortisone cataract in children with nephrotic syndrome. Eur J Pediatr 1977 ; 124 : 277-283.（レベル 5）
2） Brocklebank JT, et al. : Corticosteroid-induced cataracts in idiopathic nephrotic syndrome. Arch Dis Child 1982 ; 57 : 30-34.
（レベル 5）
3） Forman AR, et al. : Reversibility of corticosteroid-associated cataracts in children with the nephrotic syndrome. Am J
Ophthalmol 1977 ; 84 : 75-78.（レベル 5）
4） Limaye SR, et al. : Relationship of steroid dose to degree of posterior subcapsular cataracts in nephrotic syndrome. Ann
Ophthalmol 1988 ; 20 : 225-227.（レベル 4）
5） Kobayashi Y, et al. : Posterior subcapsular cataract in nephrotic children receiving steroid therapy. Am J Dis Child
1974 ; 128 : 671-673.（レベル 4）
6） Hayasaka Y, et al. : Ocular findings in Japanese children with nephrotic syndrome receiving prolonged corticosteroid therapy.
Ophthalmologica 2006 ; 220 : 181-185.
（レベル 5）
7） Kaye LD, et al. : Ocular implications of long-term prednisone therapy in children. J Pediatr Ophthalmol Strabismus
1993 ; 30 : 142-144.（レベル 4）
8） Ng JS, et al. : Ocular complications of paediatric patients with nephrotic syndrome. Clin Experiment Ophthalmol
2001 ; 29 : 239-243.（レベル 5）
9） Chen CH, et al. : The effect of betamethasone on intraocular pressure in nephrotic children. Zhonghua Min Guo Xiao Er Ke Yi
Xue Hui Za Zhi 1994 ; 35 : 197-201.（レベル 4）
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予防接種・感染予防
ステートメント

1．ネフローゼ症候群患者は低免疫状態と考えられ，感染症の罹患により重症化が懸念され
るため，可能な限り予防接種を行うことを推奨する。

推奨グレード C1

2．不活化ワクチンはステロイドや免疫抑制薬の内服中であっても接種することが望ましい。
推奨グレード C1
ただし，症状の増悪期，高用量のステロイド（プレドニゾロン換算，2 mg/kg/日また
は 20 mg/日以上）内服時は接種しない。

推奨グレード C2

3．ステロイドや免疫抑制薬内服中の患児に対して，原則として生ワクチンは接種しない。
推奨グレード C2
ただし，患者の状態，流行の状況により接種の是非について個別に判断する。
推奨グレード C1
4．家族内に対応疾患の既往歴やワクチン接種歴がない者がいる場合には，積極的に予防接
種を行うことを推奨する。

推奨グレード C1

5．水痘の家族内発症がみられた場合や水痘患者との濃厚接触があった場合には，抗ウイル
ス薬（アシクロビル，バラシクロビル）の予防内服を行うことを推奨する。
推奨グレード B
6．長期間にわたる高用量のステロイドや免疫抑制薬治療を行う場合は，専門医の判断によ
り抗菌薬の予防投与を考慮する。

推奨グレード C1

註：体重は身長からみた標準体重で計算する（体表面積についても同様）。

解説

1

ネフローゼ症候群患者に対する予防接種

ネフローゼ症候群の患者は，免疫グロブリンを含む高度の低蛋白血症により免疫不全状態である

ため，感染症に罹患しやすく，また重症化しやすい1-5）。ステロイドが本症に使用される以前の小
児ネフローゼ症候群患者の 1 年間の死亡率は約 20% にのぼっていた。その多くは細菌感染による
もので，低アルブミン血症や浮腫が高度な再発時に生じていた。小児ネフローゼ症候群は，その多
くがステロイド感受性の微小変化型ネフローゼであり，ステロイドが本症の治療に導入されて以来，
低アルブミンや浮腫の状態から速やかに離脱可能となったため，感染症による死亡率は大幅に減少
した。しかしながら，ステロイド依存例や抵抗例では，ステロイドの長期内服を余儀なくされ，免
疫抑制薬が併用されている場合が多い。このような患者では，依然として低免疫状態と考えられ，
感染症への罹患による重症化のリスクが高い。したがって，ネフローゼ症候群患者に対する感染症
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予防は重要な管理目標であり，可能な限り予防接種を行うことが望ましい1-5）。
わが国におけるこれまでのネフローゼ症候群患者を含む免疫不全患者に対する予防接種のあり方
として，接種後の抗体獲得率や獲得抗体価が健常児に比べ低い可能性や，抗体獲得後の維持期間が
短い可能性があること，また，特に生ワクチンの接種にあたっては，弱毒化ウイルスの賦活化によ
り感染症が惹起される可能性があり，高度の免疫抑制下あるいは低免疫状態の患者に対する接種は
通常控えられてきた。
一方，徐々に蓄積されつつある国内外の免疫不全患者に対する予防接種の報告を参考にすれば，
少なくともステロイドや免疫抑制薬を使用していないネフローゼ症候群患者については，現在わが
国の法律による定期接種（DPT，Hib，肺炎球菌，麻疹，風疹，日本脳炎）およびわが国で接種頻度
の高い任意接種（水痘，流行性耳下腺炎，インフルエンザ，B 型肝炎ウイルス）はいずれも有効かつ
安全に接種可能と考えられる5-11,a-d）。
ただし，最近わが国でも接種が認可されたヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチンおよび不活化
ポリオワクチン，ロタウイルスワクチンについては，ネフローゼ症候群を含む免疫不全患者に対す
る有効性や安全性の検討は海外においても十分に行われていない。
このような予防接種の必要性や，接種のタイミングまたは治療と予防接種の種類による接種の可
否についての情報は，患者はもとより患者家族にも伝えられていない場合が多い。また，平成 25
年 1 月に予防接種法が一部改正され，小児ネフローゼ症候群や巣状糸球体硬化症が特例措置の対象
疾患に認定されたことにより，予防接種対象年齢期間に接種できなかった場合でも，接種不適当要
因の解消後 2 年以内に接種した場合には定期予防接種として認められる。特に定期予防接種時期に
ある患者家族にはこのような特例措置の存在も含めて十分な情報を提供することが必要である。

2

ネフローゼ症候群患者に対する不活化ワクチン

これまでに蓄積された国内外における比較的小規模な臨床研究や報告，あるいはこれらのデータ

に基づき作成された海外のガイドラインを参考にすれば，不活化ワクチンについては，ステロイド
や免疫抑制薬内服中の患者であっても有効かつ安全に接種可能と考えられる5-10,a-c）。ただし，抗体
獲得率や抗体獲得後の維持期間については，接種ワクチンの種類，内服薬の種類や用量により異な
ることに留意する必要がある。特に症状の増悪期や，プレドニゾロン換算 2 mg/kg/日以上または体
重 10 kg 以上の患者であれば 20 mg/日以上のステロイド内服時は接種を避けることが推奨されてい
るa-c）。
ネフローゼ症候群患者にみられる細菌感染症としては，肺炎球菌が起因菌として最も頻度が高く，
この傾向は本症の治療にステロイドが一般的に用いられるようになってからも変わりはない。肺炎
球菌による腹膜炎や敗血症の頻度が高く，本症の重要な死亡要因である2-4）。同様に，低免疫状態
にある患者は，毎年流行するインフルエンザにも罹患しやすく，かつ重症化しやすいことが知られ
ている。そのため，アメリカの Centers for Disease Control and Prevention（CDC）や KDIGO ガイドラ
インでは，ネフローゼ症候群患者への 7 価または 23 価の肺炎球菌ワクチン接種や，毎年のインフ
ルエンザワクチンの接種を推奨している5-10,a-d）。ネフローゼ症候群患者に対する 7 価，23 価肺炎球
菌ワクチンとも本症患者に対する有効性が報告されているが，特に 23 価肺炎球菌ワクチンについ
ては，60 mg/m2/日の高用量のプレドニゾロン投与下であっても，低用量隔日投与中の患者とそん
色のない効果が得られることが報告されている6,7）。わが国においては，7 価および 23 価ワクチン
ともに接種が認可されている。ただし，アジュバント効果を有する 7 価ワクチンの接種対象は 2 か
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月以上 9 歳以下の小児であり，通常初回 3 回の接種および追加接種を 15 か月までに完了する。一方，
多糖体ワクチンである 23 価ワクチンの接種適応は 2 歳以上であることやその効果持続期間が 7 価
ワクチンと比べ短く，特に高齢者を含め低免疫状態の患者には約 5 年後の追加接種が必要と考えら
れており，患者の発症年齢によって使い分ける必要がある。さらに，23 価ワクチンの接種適応は
ネフローゼ症候群や慢性腎不全を含む低免疫状態の患者ではあるが，現時点では脾摘後患者にのみ
保険適用があることに留意が必要である。
このようなわが国の現状を鑑み，本ガイドラインでは肺炎球菌ワクチンの接種はステートメント
として記載しないが，敗血症や腹膜炎などの肺炎球菌感染症への罹患とその重症化リスクの高いネ
フローゼ患者には，海外のガイドラインと同様に可能な限り肺炎球菌ワクチンの接種をすることが
望ましい5-8,a-d）。

3

ネフローゼ症候群患者に対する生ワクチン

免疫不全状態の患者に対する生ワクチン（BCG，麻疹，水痘，風疹，流行性耳下腺炎，ロタウイ

ルス）の接種の効果および安全性について確立したエビデンスは存在しない。しかし，ステロイド
や免疫抑制薬による治療中の低免疫状態の患者は水痘への罹患，重症化のリスクが高いことが知ら
れており2），欧米の各種ガイドラインでは，低用量のステロイドに対する水痘の予防接種に関する
効果と安全性についての報告などを受け，接種を推奨している11,a,b）。ただし，高用量のステロイド（プ
レドニゾロン換算，2 mg/kg/日または体重が 10 kg 以上の児であれば 20 mg/日以上）の内服中は接種
を避けることが望ましいa-c）。
一方，免疫抑制薬内服中の患者に対する生ワクチンは，有効性，安全性とも明確なエビデンスは
存在しない。特にわが国で使用可能な免疫抑制薬については，添付文書上，生ワクチンの接種は禁
忌とされており，原則として接種すべきではなく，免疫抑制薬を中止後 3 か月以上経過してからの
接種が望ましいa-c）。ただし，患者の臨床経過や感染症の流行状況，あるいはステロイド抵抗性ネフ
ローゼで進行性腎機能障害により移植や透析導入の可能性がある患者など，ワクチン接種による有
益性が不利益を上回ると考えられる場合には接種を考慮する。

4

家族内感染予防

小児の感染症の伝搬は，家族内での濃厚接触，特に感染症に罹患した同胞との接触によるリスク

が最も高い。したがって，ステロイドや免疫抑制薬内服中の患者がいる家族内に，ワクチン接種歴
のない者がいる場合は，可能な限り当該疾患の予防接種を行うことが望ましいa,b）。特に重症化しや
すい水痘2,11）や，感染力が強いインフルエンザ9）については積極的に予防接種を行う。

5

水痘濃厚接触時の感染予防対策

免疫能が低下している患者の家族内に水痘患者が発生した場合や，水痘患者との濃厚接触が疑わ

れる場合，アメリカのガイドラインでは水痘帯状疱疹免疫グロブリンの接種を行うことが推奨され
ているが，わが国では採用されていないb）。一方，アシクロビルの予防内服も発症予防として有用
であることが報告されており12），重症化が懸念される小児が水痘患者と濃厚接触した際には，アメ
リカ小児科学会の報告に準拠し，接触後の 7 〜 10 日後からアシクロビル 80 mg/kg/日，分 4，また
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はバラシクロビル 60 mg/kg/日，分 3，7 日間の予防内服を行うことを推奨する12,e）。

6

その他の感染予防対策

近年，ステロイド依存性・抵抗性など難治性ネフローゼ症候群に対してシクロホスファミドやシ

クロスポリンをはじめ，様々な免疫抑制薬が使用される頻度が増えている。このような免疫抑制薬
治療下にあるネフローゼ症候群患者を直接対象とした調査研究は存在せず，小児ネフローゼ症候群
におけるステロイドや免疫抑制薬治療による感染症の発症頻度は明らかではない。また，高度な低
ガンマグロブリン血症を伴う患者や治療による高度な免疫抑制下にある患者に対するガンマグロブ
リン製剤の予防投与や抗菌薬の予防内服が感染防止に有用であるという明確なエビデンスも存在し
ない。しかしながら，膠原病や移植領域では，このような免疫抑制薬や高用量ステロイド治療によ
り高頻度にニューモシスチス肺炎などの重篤な感染症を合併することが知られておりf,g），長期間ネ
フローゼ状態が続く場合や，高度な免疫抑制状態が長期間にわたる場合には，専門医のもとでガン
マグロブリン製剤や ST 合剤を含めた抗菌薬の投与を検討してもよいh）。また，免疫抑制薬を使用
する際には，過剰投与による過度の免疫抑制に十分な注意が必要であり，専門医のもとで適正投与
を行うことが望ましい。

| 文献検索
▶検索に加えて委員の間で重要と判断した論文を加えた。
PubMed
◆

"Nephrotic Syndrome"
［MH］AND "Bacterial Infections and Mycoses"
［MH］AND
（Vaccines［MH］OR Vaccination
［MH］
OR Immunization［MH］OR "Infection Control"
［MH］OR Chemoprevention［MH］）
AND
（English［LA］OR Japanese［LA］）
AND
（"infant"［MH］OR "child"［MH］OR "adolescent"
［MH］）

◆

"nephrotic syndrome"［TW］AND（（（Steroids［MH］OR "Adrenal Cortex Hormones"［MH］OR steroid［TIAB］）AND
（"Bacterial Vaccines"［MH］OR "Influenza Vaccines"［MH］OR "Japanese Encephalitis Vaccines"［MH］OR "Poliovirus
Vaccine, Inactivated"
［MH］））OR（Vaccines
［MH］OR Vaccination［MH］OR Immunization［MH］OR "Infection Control"
［MH］OR Chemoprevention［MH］））AND（English［LA］OR Japanese［LA］）AND（infant［MH］OR child［MH］OR
adolescent［MH］）

◆

"Nephrotic Syndrome"［MH］AND（"Pneumococcal Infections"［MH］OR "Pneumococcal Vaccines"［MH］OR
"Streptococcus pneumoniae"［TW］）AND（English［LA］OR Japanese［LA］）AND（"infant"［MH］OR "child"［MH］OR
"adolescent"［MH］）

◆

"nephrotic syndrome"［TW］AND（（"Immunosuppressive Agents"［MH］AND
（Vaccines［MH］OR Vaccination［MH］OR
Immunization［MH］OR "Infection Control"［MH］OR Chemoprevention［MH］））OR "Influenza Vaccines"［MH］OR
"Poliovirus Vaccines"［MH］OR "Vaccines, Attenuated"
［MH］OR "Mumps Vaccine"［MH］OR "Rubella Vaccine"［MH］
［MH］OR "live vaccines"［TIAB］）AND
（English［LA］OR Japanese
OR "Measles Vaccine"
［MH］OR "Rotavirus Vaccines"
［LA］）
AND
（"infant"
［MH］OR "child"［MH］OR "adolescent"［MH］）

◆ （"Bacterial Infections and Mycoses/prevention and control"［MH］OR "Disease Transmission, Infectious/prevention and
＊
）AND
control"［MH］）AND（（"Contact Tracing"
［MH］AND "Family Characteristics"［MH］）
OR household contact［TIAB］
（Vaccines［MH］OR Vaccination［MH］）AND（English［LA］OR Japanese［LA］
）AND（"infant"［MH］OR "child"［MH］
OR "adolescent"［MH］）
◆
◆

"nephrotic syndrome"
［TW］AND chickenpox
［TW］AND（Acyclovir［MH］or acyclovir［TIAB］）
"Nephrotic Syndrome"［MH］AND（Vaccination［MH］OR Vaccines［MH］）AND（influenza［TIAB］ OR pneumococcal
［TIAB］OR varicella［TIAB］）AND（English［LA］OR Japanese［LA］）AND（"infant"［MH］OR "child"［MH］OR
"adolescent"［MH］）
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◆ （"nephrotic syndrome"［TW］AND（"Administration, Oral"［MH］OR "oral administration"［TIAB］）AND "Bacterial
Infections and Mycoses"［MH］）OR（（"Administration, Oral"［MH］OR "oral administration"［TIAB］）AND "Bacterial
Infections and Mycoses"［MH］AND（"Infection Control"［MH］OR "chemoprevention"［MH］））AND（English［LA］OR
Japanese［LA］）
AND（"infant"
［MH］OR "child"［MH］OR "adolescent"［MH］）
◆

"Nephrotic Syndrome"［MH］AND Agammaglobulinemia［MH］AND "Immunologic Factors"［PA］AND（English［LA］
OR Japanese
［LA］）AND（"infant"
［MH］OR "child"［MH］OR "adolescent"［MH］）
医中誌

◆ （ネフローゼ症候群 /TH or ネフローゼ症候群 /AL）and 細菌性疾患と真菌性疾患 /TH and
（ワクチン /TH or 予防接種 /
TH or 免疫化 /TH or 感染予防管理 /TH or 化学予防 /TH）
◆ （（ネフローゼ症候群 /TH or ネフローゼ症候群 /AL）and
（副腎皮質ホルモン /TH or Steroids/TH or ステロイド /AL）and
（ワクチン /TH or 予防接種 /TH or 免疫化 /TH or 感染予防管理 /TH or 化学予防 /TH））or
（（ネフローゼ症候群 /TH or
ネフローゼ症候群 /AL）and（細菌性ワクチン /TH and or インフルエンザワクチン /TH or 日本脳炎ワクチン /TH or 肝
炎ワクチン /TH or 不活化ワクチン /TH））
◆ （ネフローゼ症候群 /TH or ネフローゼ症候群 /AL）and
（肺炎球菌感染症 /TH or 肺炎球菌ワクチン /TH or 肺炎球菌 /
TA）
◆ （（ネフローゼ症候群 /TH or ネフローゼ症候群 /AL）and 免疫抑制剤 /TH and（ワクチン /TH or 予防接種 /TH or 免疫化 /
TH or 感染予防管理 /TH or 化学予防 /TH））or（（ネフローゼ症候群 /TH or ネフローゼ症候群 /AL）and（インフルエン
ザワクチン /TH or ポリオワクチン /TH or 弱毒ワクチン /TH or 風疹ワクチン /TH or 麻疹ワクチン /TH or ムンプス
ワクチン /TH or ロタウイルスワクチン /TH or 生ワクチン /AL））
◆ （（（細菌性疾患と真菌性疾患 /TH and
（SH= 予防））or（感染症伝播 /TH and（SH= 予防）or 感染予防管理 /TH））and（接触
歴 /TH or 接触者 /TH and or 家庭内感染 /TA or 家族 /TH or 家族 /AL）and（ワクチン /TH or 予防接種 /TH））and CK= 新
生児，乳児（1 〜 23 ヶ月），幼児（2 〜 5），小児（6 〜 12），青年期（13 〜 18）
◆ （ネフローゼ症候群 /TH or ネフローゼ症候群 /AL）and（水痘 /TH or 水痘 /AL）and（Aciclovir/TH or アシクロビル /AL）
◆ （ネフローゼ症候群 /TH or ネフローゼ症候群 /AL）
and（ワクチン /TH or ワクチン /AL or 予防接種 /TH or 予防接種 /
AL）
◆

ネフローゼ症候群 /TH or ネフローゼ症候群 /AL and（経口投与 /TH or 内服 /AL）and（感染症予防 /TH or 感染症予防 /
AL or 化学予防 /TH or 予防投与 /AL）

◆ （無ガンマグロブリン血症 /TH or ネフローゼ症候群 /TH）and 細菌性疾患と真菌性疾患 /TH and（Immunoglobulins/TH
and SH= 治療的利用）

| 参考にした二次資料
a） KDIGO clinical practice guideline for glomerulonephritis. Chapter 3 : Steroid-sensitive nephrotic syndrome in children.
Kidney Int 2012 ; Suppl 2 : 163-171.
b） American Academy of Pediatrics : Immunization in special clinical circumstances, in Red Book : 2012 Report of the
Committee on Infectious Diseases, 29th ed, edited by Pickering LK, et al. Elk Grove Village, American Academy of
Pediatrics, 2012 : 69-109.
c） National Center for Immunization and Respiratory Diseases : General Recommendations on Immunization --- recommendations
of the Advisory Committee on Immunization Practices
（ACIP）. MMWR Recomm Rep 2011 ; 60（RR02）: 1-60.
d） Nuorti JP, et al. : Prevention of Pneumococcal Disease Among Infants and Children - Use of 13-Valent Pneumococcal
Conjugate Vaccine and 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine - recommendations of the Advisory Committee on
Immunization Practices
（ACIP）. MMWR Recomm Rep 2010 ; 59
（RR11）: 1-18.
e） American Academy of Pediatrics : Varicella-Zoster Infections, in Red Book : 2012 Report of the Committee on Infectious
Diseases, 29th ed, edited by Pickering LK, et al. Elk Grove Village, American Academy of Pediatrics, 2012 : 774-789.
f） Thomas CF, et al. : Pneumocystis pneumonia. N Engl J Med 2004 ; 350 : 2487-2498.
g） Kidney Disease : Improving Global Outcomes
（KDIGO）Transplant Work Group : KDIGO clinical practice guideline for the
care of kidney transplant recipients : Am J Transplant 2009 ; 9 Suppl 3 : S1-155.

第7章

予防接種・感染予防

75

h） 厚生労働省難治性疾患克服研究事業進行性腎疾患に関する調査研究班．難治性ネフローゼ症候群分科会：ネフロー
ゼ症候群診療指針［完全版］，2012

| 文献
1） Alwadhi RK, et al. : Clinical profile of children with nephrotic syndrome not on glucorticoid therapy, but presenting with
infection. J Paediatr Child Health 2004 ; 40 : 28-32.
（レベル 4）
2） Dowell SF, et al. : Severe varicella associated with steroid use. Pediatrics 1993 ; 92 : 223-228.（レベル 4）
3） Uncu N, et al. : Primary peritonitis in children with nephrotic syndrome : results of a 5-year multicenter study. Eur J Pediatr
2010 ; 169 : 73-76.（レベル 4）
4） Tain YL, et al. : Microbiological spectrum of septicemia and peritonitis in nephrotic children. Pediatr Nephrol 1999 ; 13 : 835837.（レベル 4）
5） Hsu K, et al. : Population-based surveillance for childhood invasive pneumococcal disease in the era of conjugate vaccine.
Pediatr Infect Dis J 2005 ; 24 : 17-23.（レベル 4）
6） Ulinski T, et al. : High serological response to pneumococcal vaccine in nephrotic children at disease onset on high-dose
prednisone. Pediatr Nephrol 2008 ; 23 : 1107-1113.（レベル 4）
7） Aoun B, et al. : Polysaccharide pneumococcal vaccination of nephrotic children at disease onset-long-term data. Pediatr
Nephrol 2010 ; 25 : 1773-1774.（レベル 4）
8） Liakou CD, et al. : Safety, immunogenicity and kinetics of immune response to 7-valent pneumococcal conjugate vaccine in
children with idiopathic nephrotic syndrome. Vaccine 2011 ; 29 : 6834-6837.
（レベル 4）
9） Poyrazoğlu HM, et al. : Antibody response to influenza A vaccination in children with nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol
2004 ; 19 : 57-60.（レベル 4）
10）Laube GF, et al. : Immunization in children with chronic renal failure. Pediatr Nephrol 2002 ; 17 : 638-642.（レベル 4）
11）Furth SL, et al. ; Southwest Pediatric Nephrology Study Group. Varicella vaccination in children with nephrotic syndrome : a
report of the Southwest Pediatric Nephrology Study Group. J Pediatr 2003 ; 142 : 145-148.（レベル 4）
12）Goldstein SL, et al. : Acyclovir prophylaxis of varicella in children with renal disease receiving steroids. Pediatr Nephrol
2000 ; 14 : 305-308.（レベル 2）
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8章

移行（transition）
ステートメント

1．移行（transition）を見据え，早期より他職種とともに支援プログラムを実践していくこ
とを推奨する。

推奨グレード C1

解説

1

移行支援プログラムの実践

①移行率について
従来に比し成人へと移行する患者が多い可能性が指摘されている。頻回再発型やステロイド依存
性ネフローゼ症候群に対する免疫抑制薬がシクロホスファミドといったアルキル化薬が中心であっ
た時代では，小児期発症の特発性ネフローゼ症候群が成人期（18 歳以上）へ移行する割合は 5 〜 10%
程度であったのに対し1,2），シクロスポリンを代表としたカルシニューリン阻害薬が頻用されるよう
になった近年では，移行率が 33 〜 42.2% と高率になっていると報告されている3,4）。薬物療法の長
期管理の章（p.39 第 1 部 第 7 章）でも述べられているように，発症時から将来の移行に向けた配慮
が必要である。
②移行支援について
移行（transition）の定義としては，
「小児診療科より成人診療科へ転科することを含む一連のプロセ
ス」としているa）。これを達成するために移行支援プログラムが作成され，最近になり注目をされ
てきている。プログラムは 6 領域に区分され，自己支援，自立した医療行為，性的管理，心理的支
援，教育的・職業的計画および健康とライフスタイルで構成されているb）。これらの領域を計画的
に指導していくことにより，疾患は抱えているが社会人として十分に成熟し，余裕をもって成人医
療施設へと移行することが可能となる。移行支援プログラムの実践には，医師のみでは不可能であ
り多職種との連携が必要であるが，まだ十分に成熟した移行に関する環境は整ってはいない。実際
に移行支援プログラムを運用している医療機関もあるが少数であり，現時点では医療者への啓発活
動が重要である。ネフローゼ症候群のみでなく，小児期の腎疾患全般の移行に関する，国際腎臓学
会と国際小児腎臓学会の 2 学会共同でのコンセンサスステートメントが 2011 年に出され，トラン
ジションスケールという 10 のチェック項目をあげているc）。そのステートメントの骨子は，患者・
家族・地域の実情に応じた個別化された行程が移行に必要というものであるc）。
わが国ではこの分野の研究・実践は明らかに遅れている。今後，わが国のプログラムを作成する
際に欧米のプログラムを参考にすることは可能であるが，わが国の医療事情や民族性に適応させる
ことも必要であり，それを考慮した支援体制の構築が検討されているd）。
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③成人後の経済的負担
移行の大きな経済的問題としては，小児慢性特定疾患医療受給がなくなる 20 歳以降に高価な薬
剤の使用控えによる臨床経過の悪化の可能性があげられる5）。

| 文献検索
PubMed
◆

"Nephrotic Syndrome/therapy"［MH］AND "Cohort Studies"［MH］AND "Prognosis"［MH］AND（English［LA］OR
Japanese［LA］）AND（"Infant"［MH］OR "Child"［MH］OR "Adolescent"［MH］）

◆

"Nephrotic Syndrome"［MH］AND Child Development［MH］AND
（English［LA］OR Japanese［LA］）AND
（"infant"［MH］
OR "child"［MH］OR "adolescent"［MH］）

◆ （"nephrotic syndrome"［MH］OR "nephrotic syndrome"［TIAB］）AND transition［ALL］AND（English［LA］OR
Japanese［LA］）
医中誌
◆ （ネフローゼ症候群/TH and SH= 予後 and コホート研究 /TH）or
（ネフローゼ症候群/TH and キャリーオーバー /TA）
◆

ネフローゼ症候群/TH and 小児の発達 /TH

▶検索に加えて委員の間で重要と判断した論文を加えた。

| 参考にした二次資料
a） Blum RW, et al. : Transition from child-centered to adult health-care systems for adolescents with chronic conditions. J
Adolesc Health 1993 ; 14 : 570-576.
b） Royal College of Nursing : Adolescent transitional care guidance for nursing staff. www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_
file/0011/78617/002313.pdf
c） Watson AR, et al. : Transition from pediatric to adult renal services : a consensus statement by the International Society of
Nephrology（ISN）and the International Pediatric Nephrology Association（IPNA）. Pediatr Nephrol 2011 ; 26 : 1753-1757.
Kidney Int 2011 ; 80 : 704-707.
d） 成人移行期支援看護師・医療スタッフのための移行期支援ガイドブック（第 2 版），石崎優子ほか編集，東京，東
京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科国際看護開発学，2012.

| 文献
1） Trompeter RS, et al. : Long-term outcome for children with minimal-change nephrotic syndrome. Lancet 1985 ; 325 : 368370.（レベル 4）
2） Wynn SR, et al. : Long-term prognosis for children with nephrotic syndrome. Clin Pediatr 1988 ; 27 : 63-68.（レベル 4）
3） Fakhouri F, et al. : Steroid-sensitive nephrotic syndrome : from childhood to adulthood. Am J Kidney Dis 2003 ; 41 : 550-557.
（レベル 4）
4） Ruth EM, et al. : Children with steroid-sensitive nephrotic syndrome come of age : long-term outcome. J Pediatr
2005 ; 147 : 202-207.（レベル 4）
5） 石森真吾ほか : 小児ステロイド患者性ネフローゼ症候群患者の成人期における現状と問題点．日小児会誌
2013 ; 117 : 90-96.（レベル 5）
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