
急性腎不全

熊本市民病院 腎臓内科 冨永



Yさん 62歳 男性

血清クレアチニン値 8.3mg/dL

（男性の基準値 0.5～1.1mg/dL）

血清クレアチニンが高い ＝ 腎機能が悪い

腎臓内科は、どのように考え、
診断していくでしょうか？

血液検査をしてみたら Cr 8.3 mg/dL !!  



腎不全の鑑別

急いで鑑別しなければならないのは、急性腎不全
きちんと治療すれば治せる！

でも急がないと、もう戻せなくなる！

1st Step

1.治る腎不全 ・・・

2.治らない腎不全 ・・・

3.特殊な腎不全 ・・・

まずは、治るのかor治らないのか？

急性腎不全
（ARF:Acute renal failure）

慢性腎不全
（CRF:Chronic renal failure）

急速進行性糸球体腎炎
（RPGN）



２.腎臓の形態を見てみましょう。

急性腎不全のときは、腎臓が腫大する。

慢性腎不全のときは、腎臓が萎縮する。

１.過去のデータを収集しましょう。

問題です

急性腎不全と慢性腎不全はどうやって見分ける？



正常

急性 「腫大」 慢性 「萎縮」

注：腎臓は年齢とともに萎縮します



Yさんの場合

1週間前のクレアチニン値
1.0mg/dL

腎臓の形態は「腫大」している

急性腎不全（ＡＲＦ）と診断

２.腎臓の形態を見てみましょう。

１.過去のデータを収集しましょう。

ということで



急性腎不全の鑑別2nd Step
急性腎不全の原因は３つに分類される！

２.腎前性腎不全

３.腎性腎不全

１.腎後性腎不全

腎臓に流れ込む血流が
減少して起こる。

腎臓の実質（糸球体）
自体の障害。

尿路が閉塞して逆行性に
腎に圧がかかって濾過
できなくなる。

鑑別の順番は １ → ２ → ３ !!



１. 腎後性腎不全の鑑別

まずは 画像検査 !! 

エコーで見る水腎症（腎盂の拡張）

尿路（腎盂～尿管～膀胱～尿道）の
閉塞で起きる。

エコー
ＣＴ



腎後性腎不全は

両腎ともに障害されない限り、Cr値は上昇しません！

【腎後性急性腎不全を来す主な原因は？】

膀胱・尿道の閉塞
神経因性膀胱による排尿障害
前立腺肥大

両側尿管の閉塞
後腹膜線維症
婦人科系腫瘍の放射線治療

後
悪性腫瘍の骨盤内浸潤

いずれにせよ、画像検査！

（片腎がきちんと機能していれば問題ない）



２. 腎前性腎不全の鑑別

●腎臓に流れ込む血流が減少して起こる
→ 注意!! 腎臓（糸球体～尿細管）の機能は正常

【原因】
脱水症（嘔吐、下痢、発熱、食欲不振）
大量出血
心拍出量減少（血圧低下、心不全）

できるだけ水分を
外に出したくない

でも老廃物は捨てたい



水を再吸収したい腎臓は、Naを再吸収する

（水はNaにくっついて移動します）

つまり…

尿中にNaが排泄されなくなる

問題です

腎前性腎不全を疑ったら、何を調べますか？

答え：尿中Naの排泄を調べよう！



脱水だとFENa（尿中Ｎａ排泄率）は1％以下に低下する

急性腎不全 → 血中の NaとCr、尿中の NaとCr を測りましょう！
FENa < 1% であれば 腎前性腎不全

＊ループ利尿薬を内服している人は尿中Na排泄が増加するから指標になりません
同様の計算でFEUN < 35%(BUNとCrを使用する計算)が指標になります。

FENa = 
CNa（ナトリウム・クリアランス）

Ccr（クレアチニン・クリアランス）

u-Na/s-Na

u-Cr/s-Cr
=

腎前性腎不全を疑ったら… 尿中ナトリウム を調べよう！！

➡ FENa（尿中Na排泄率）



３．腎性腎不全の鑑別

糸球体障害と尿細管障害が複雑に絡み合うため、

明確に診断することはできません。

腎前性と腎後性を除外する !!

原因は感染や薬剤性など様々



症例： Yさん 62歳 男性

【身体所見】 身長：180cm、体重：96kg

【既往歴】
42歳時、脳幹部出血のため、左半身不全麻痺

・脳幹部出血後遺症のためT病院に定期通院していた。
・通常の腎機能はCr値 1.0前後。

【現病歴】
平成23年11月15日頃より38℃台の発熱と倦怠感が出現し、

よく転倒するようになった。また食事も入らなくなったため、11
月24日にかかりつけのT病院を受診したところ、右肺炎と腎機
能障害 Cr 8.35 mg/dL、無尿を認め当科へ紹介入院となった。

練習問題１



両腎とも腫大

下大静脈が虚脱し、肝静脈も確認できないほど虚脱

YさんのCT画像



【入院時検査所見】

検尿所見

尿蛋白 2＋
尿潜血 3＋
尿蛋白/尿Cr比 1.07 g/gCre

FENa 0.68 %

生化

TP 5.7 mg/dL

Alb 3.0 mg/dL

BUN 156.8 mg/dL

Cr 8.35 mg/dL

Na 138 mEq/L

K 4.4 mEq/L

Cl 105 mEq/L

ヘモグラム

WBC 16100/μL

Hb 11.5 mg/dL

Plts 15.6 万/μL



練習問題１

Q. Yさんの症例について

(1)急性腎不全の原因は？

(2)治療はどうする？



(1)Yさんの急性腎不全の原因は？
１．CT画像から腎後性は否定的

・FENaが低下
・BUNとCr値の解離 （脱水、消化管出血 etc）

２．検査所見から腎前性腎不全がある

３．検尿異常があり肺炎がベースにある
➡ 腎性腎不全も合併している

脱水の補正 ＋ 肺炎の治療
（Cr 8.3 mg/dLで無尿 → 血液透析も必要）

答え

(2)治療はどうする？



練習問題２

Q. 全身倦怠感を主訴に救急外来を受診。血液検査で

Cr 3.26 mg/dL(ベースの腎機能はCr 1.0-1.1 mg/dL)であり、
急性腎障害で救急外来から診察を依頼された。

(1)次に行う検査は？
a. 尿検査
b. 腎生検
c. 心エコー
d. 動脈血ガス測定

(2) 腹部CTで腎臓は両側とも腫大しており、腎盂や尿管の拡張は
なかった。血液、尿検査でFeNa 0.7%、FEUN 12.3%であった。
腎障害をきたす内服薬や新規に追加された薬剤はなかった。
腎不全の原因は何か？



答え
Q. 全身倦怠感を主訴に救急外来を受診。血液検査で

Cr 3.26 mg/dL(ベースの腎機能はCr 1.0-1.1 mg/dL)であり、
急性腎障害で救急外来から診察を依頼された。

(1)次に行う検査は？
a. 尿検査
b. 腎生検
c. 心エコー
d. 動脈血ガス測定

(2) 腹部CTで腎臓は両側とも腫大しており、腎盂や尿管の拡張は
なかった。血液、尿検査でFeNa 0.7%、FEUN 12.3%であった。
腎障害をきたす内服薬や新規に追加された薬剤はなかった。
急性腎不全の原因は何か？

A. 腎前性腎不全


