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腎移植レシピエントのケアーのためのKDIGO診療

ガイドライン 

[推奨条文サマリー の公式和訳] 



(重要事項およびガイドライン条文) 

告知 
セクション I：診療ガイドラインの使用について 
本診療ガイドラインの条文は 2009年 3月の時点で行われた文献検索に基づい
ている。本ガイドラインは情報提供により決定を補助する目的で作られた。こ
れは標準的な診療を定義したものではなく、そのように作られたものでもない
し、診療の唯一のコースを示している、というようにも解釈されるべきではな
い。医師が個々の患者のおかれた状況、入手可能な資源、各々の施設又は診療
形態に伴う制約を考慮に入れると，診療におけるバリエーションは必然的かつ
適切に起こるものである。本推奨の適応にあたって，医療従事者は，それぞれ
の患者固有の病態に即して，この推奨の適応を適切に評価する責任がある。ガ
イドラインに含まれているリサーチに関する推奨は一般的なものであり、特別
なプロトコールを意味しているものではない。 
 
セクション II: 開示 
Kidney Disease: Improving Global Outcomes(KDIGO)は作業部会のメンバ
ーが外部関係又は個人的、職業的、ビジネスによって生じる利益の結果生じる、
実際または予想されうる利益相反を避けることに最大限の努力をはらうものと
する。すべての作業部会のメンバーは可能性として又は実際に生じる利益相反
の全ての開示と証言を行う書類への署名と提出を求められている。この書類は
毎年更新され、情報は状況に応じて適宜調整されている。これらの全ての情報
は本文末尾の「作業部会メンバーの履歴および開示」に記されており、すべて
の情報はKDIGO事務局が保管している。 
 
ここに書かれている手法，製品，説明あるいは考え方の使用あるいは運用によ
り，製造者責任や過失などにより，人的あるいは物的に生じたいかなる損失，
障害/傷害に対しても，KDIGO, Kidney International Supplement, National 
Kidney Foundation（KDIGO 管理エージェント）, 著者，協力者，編集者は，
法のおよぶすべての面において，責任を負わない。 

 



KDIGOは我々の事業を可能としてくれたスポンサーのコンソーシアムに感謝す
る。（企業名略）。KDIGOはスポンサーのコンソーシアムにサポートを受けてい
るが、どの寄付金も特定のガイドラインの作成のためには受けていない。 
 
Copyright &2009 by KDIGO. All rights reserved. 
個人使用のための単回のコピーは各国内法の許す範囲で認められている。教育
機関において非営利の教育目的で複製を必要とする場合は特別価格で提供され
る。どの部分であれ，写真複写，録音，情報ストレージ，検索システムを含む，
複製、変更、または電気的・機械的な送信には書面によるKDIGOの許可が必要
である。複製や翻訳に関する許可をとる上での詳細および詳しいKDIGOの許諾
ポリシーに関してはKDIGO Managing Director であるDanielle Green 
danielle.green@kdigo.org に連絡すること。 

訳者註：翻訳および監修は日本腎臓学会KDIGOガイドライン翻訳ワーキング委
員会がKDIGOの基に行った．推奨の表現についてはCKD-MBDガイドライン
の翻訳時に確定した方法に準じた。疾患名に関しては英文名を並記した。和訳
の表現が不正確、もしくはニュアンスが原文と異なる場合はあり得るので，い
かなる場合にも原文の表現が優先される。推奨された治療法および検査法がそ
の時点において日本国内では保険適応が認められていない場合があり得るので
その適応には注意を要する． 



レファレンス・キー 
ガイドライン推奨強度のための用語と記述法 

それぞれの推奨項目には、推奨強度がレベル１、レベル 2、あるいはグレードなしと示されてお

り、その推奨強度決定の根拠になるエビデンスの質は A,B,C,D で示されている。 

 

 

等級 Grade* 

意味 

患者にとって 医師にとって ポリシー 

レベル１ 

“----を推奨する” 

あなたがおかれた状

況下では，ほぼすべて

の人がこのレベルで

推奨される診療計画

を希望し、希望しない

人はほんのわずかで

あろう． 

ほぼすべての患者は

このレベルで推奨さ

れる診療計画を受け

入れるべきであろう。 

このレベルの推奨はほとん

どの場合に、医療政策として

採用される。 

レベル２ 

”----が望ましい” 

あなたがおかれた状

況下では多数の人が

このレベルの推奨さ

れる診療計画を希望

するが、希望しない人

も少なくはないだろ

う． 

患者によっては，この

レベルの推奨に基づ

く診療計画とは異な

る選択肢も，妥当なこ

とがある。その診療計

画に対し，それぞれの

患者がその価値観や

好みに応じて、決定を

下すには医師の助け

が必要となる。 

このレベルの推奨はそれに

よって政策を決める場合に

は，決定するまでにさらに討

論が必要であり、利害関係者

がその決定に関与する必要

があるだろう。 

＊”グレードなし”という新たなカテゴリーを用いた。主として，一般常識に基づくガイダンスや，

エビデンスを適応するのが適当ではないトピックなどに使用された。最も一般的な例としては、

測定間隔、カウンセリング、専門医への紹介に関する推奨などがある。グレードをつけていない

推奨は，通常，単純なな宣言文として書かれるが、レベル 1や２よりも強い推奨と解されるこ

とを意図はしていない。 

 



等級 
エビデンス 

の質 
意味 

A 高い 真の効果が推測する効果に近いと確信できる 

B 中等度 真の効果が推測する効果に近いと考えるが、結果的に異なる可能性が残る 

C 低い 真の効果は推測する効果と結果的に異なる可能性がある 

D 最も低い 推測する効果は大変不明確で、しばしば真の効果とかけ離れることがある 

 



要約 
2009年にKidney Disease: Improving Global Outcomes（KDIGO）が発表し
た腎移植レシピエントのモニタリング，管理および治療に関する診療ガイドライ
ンは，腎移植後の成人および小児患者の診療にあたる医療従事者の支援を目的と
している。本ガイドラインはエビデンスに基づくアプローチを用いて作成しており，
治療に関する推奨事項は関連する試験のシステマティックレビューに基づいて決定し
た。エビデンスの質と推奨の強さの批判的評価はGrades of Recommendation 
Assessment, Development, and Evaluation（GRADE）に基づいて行った。
本ガイドラインは，免疫抑制や移植腎モニタリング，ならびに感染症，心血管疾
患，悪性腫瘍，腎移植レシピエントに多く認められるその他の合併症（血液疾患
や骨障害など）の予防と治療に関する推奨を行うものである。エビデンスに限界
があるもの（特に明確な臨床アウトカム試験が不足しているような場合）につい
ては，今後の研究のための考察と提案を行った。 

キーワード：ガイドライン，KDIGO，腎移植レシピエントのケア，免疫抑制，移
植腎モニタリング，感染症，心血管疾患，悪性腫瘍，骨ミネラル代謝異常，血液
学的合併症，高尿酸血症，痛風，成長，性機能，生殖能，メンタルヘルス 
 
本書を引用する場合は以下のフォーマットを使用すること： 
Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Transplant Work 
Group. KDIGO clinical practice guideline for the care of kidney transplant 
recipients. American Journal of Transplantation 2009; 9（Suppl 3）: S1‒
S157. 



序文 
1954年に最初の腎移植が成功して以来，腎移植レシピエント（レシピエント）
の診療に関する文献が急激に増加した。さらに，臨床試験と観察研究の実施とそ
の解釈に関しても，議論が活発になり，複雑さを増している。レシピエントの診
療には，免疫学，薬理学，腎臓病学，内分泌学，感染症などの様々な分野の専門
知識が必要となる。2000年にAmerican Society of Transplantationと
European Best Practices Guidelines Expert Groupが包括的なレシピエント
の診療ガイドラインを2つ発表しているが，いずれも厳密なエビデンスのレビュ
ーに基づいたものではなく，主に専門家の意見により作成されている。そのため，
腎臓病ガイドラインを作成する国際機関であるKidney Disease: Improving 
Global Outcomes（KDIGO）は，新たにエビデンスに基づいた包括的レシピエ
ントの診療ガイドラインを作成する必要があると判断した。 

我々は，本書がいくつかの目的において有用な役割を果たすことを期待する。
その第一の目標は，診療の改善である。最新の診療の根拠となっているエビデン
ス（あるいはエビデンスのない領域）を医師が認識し，さらに理解を深めること
により，この目標が短期間で達成されることを望む。本ガイドラインの適用範囲
を広く設けることにより，世界的な移植プログラムの確立と開発の奨励・実現を
図ることも目的としている。さらに，エビデンスに基づく包括的な推奨事項をま
とめた本ガイドラインは，エビデンスが不足しているために研究が必要な領域を
明確にすることにも役立つと思われる。今後の研究課題を提示することはおろそ
かにされがちであるが，これも本ガイドラインの極めて重要な機能とみている。 

エビデンスの質と推奨のグレードは「Grades of Recommendation 
Assessment, Development, and Evaluation（GRADE）システム」を用いて
決定した。本ガイドラインの中で，全体的なエビデンスの質が「A」と判定され
た推奨事項はわずか4件（2％）であり，「B」と判定されたものは27件（13.6％），
「C」と判定されたものは77件（38.9％），「D」と判定されたものは90件（45.5％）
であった。エビデンスの質以外にも推奨のグレードを示す「レベル1」あるいは
「レベル2」の決定要因はあるが，通常，全体的なエビデンスの質と推奨のグレ
ードは相関している。そのため，50件（25.3％）の推奨事項がレベル1で，148



件（74.7％）の推奨事項がレベル2と判定された。グレードが「1A」の推奨事項
は3件（1.5％），「1B」は16件（8.1％），「1C」は18件（9.1％），「1D」
は13件（6.6％）であった。グレードが「2A」の推奨事項は1件（0.5％），「2B」
は11件（5.6％），「2C」は59件（29.8％），「2D」は77件（38.9％）であ
った。グレードの区分がない記述は45件（18.5％）あった。 

エビデンスが弱い推奨事項は掲載すべきではないという意見もある。しかし，
診療において日常的に医学的な判断を行う必要がある医師からは，専門家ならこ
の状況でどのような処置を選択するのか尋ねられることが多いため，我々は，記
載を除外することよりも指針を示すことを選んだ。本ガイドラインでは，低い推
奨事項と弱いエビデンスの組み合わせと判定された推奨事項や，グレードの区分
がない推奨事項も多い。本ガイドラインを使用する際はこの点に留意されたい
（「Disclaimer」参照）。いかなる場合であれ，これらの推奨事項は，医師が日々
の診療で遭遇する患者の管理に関する疑問をそのままにすることなく，解明に踏
み出すきっかけとなることを意図している。 

共同議長のMartin Zeier氏および本ガイドライン作成のために多大な時間を割
いて頂いた作業部会の全メンバーに謝意を表する。また，このプロジェクトの実
現にご協力頂いたエビデンスレビューチームのメンバーと米国腎臓財団（NKF）
のスタッフにも感謝する。最後に，多数のKDIGO理事会のメンバーと関係各位に
おいては，本ガイドラインの評価に時間を割き，有用な提案を頂いたことに深謝
申し上げる。 



ガイドラインの適用範囲と閲覧対象 
本ガイドラインは腎移植後の合併症の予防と治療について記述しており，移植
前のケアーについては対象としていない。具体的には，移植候補者の評価と管理
に関する内容ならびに腎移植ドナーの評価と選択については記述していない。 

腎移植レシピエントに関連する問題の多くは他の臓器移植レシピエントにも当
てはまることであるが，本ガイドラインでは腎移植レシピエントのみを対象とし
た。腎移植レシピエントとその他の疾病患者とで異なると思われる診療の内容を
網羅している。例えば，急性拒絶反応の診断と治療については取り上げているが，
市中肺炎の診断と治療には触れていない。また，免疫抑制剤とその合併症［感染
症，悪性腫瘍，心血管疾患（CVD）など］に関する推奨事項も記述している。 

本ガイドラインは，移植腎が機能していながらのレシピエントの死亡，透析の再
導入または再移植といった腎機能障害に至らせないためのものである。そのため，
レシピエントの透析再導入の準備や再移植の準備についても記述していない。 

本ガイドラインは，腎移植レシピエントの診療に直接または間接的に携わる医
師，看護師，コーディネーター，薬剤師およびその他の医療従事者を対象に作成
したものであり，管理者や規制に関する担当者は直接の対象としていない。その
ため例えば，臨床成績の評価法の開発といった試みはなされていない。同様に，
患者も直接の対象とはしていないが，推奨事項の詳細な説明を患者が読むことで
有用な情報が得られる可能性はある。 

本ガイドラインは，世界各国の移植治療提供者のために作成したものである。そ
のため，先進国か途上国かにかかわらず腎移植レシピエントの診療に重要とされる
内容を取り上げているが，実利的な目的のために診療の質を妥協するようなことは
なかった。もっとも，我々は，世界の多くの地域では末期腎臓病［慢性腎臓病（CKD）
ステージ5］に対して透析を行うことができず，移植だけが生命を救う治療法とし
て現実的な方法であり，かつ費用対効果も高いと認識する。世界の一部の地域では
移植費用を削減する方策が必須であるという実情も踏まえた上で，我々は，エビデ
ンスに基づく，この包括的な腎移植レシピエントの診療ガイドラインを作成した。 



腎移植レシピエントのケアーのためのKDIGO診療

ガイドライン 

セクション I：免疫抑制 

1 章：導入療法 
1.1：腎移植前または腎移植時に免疫抑制剤の併用投与を開始することを推奨す
る（1A）。 
1.2：レシピエントへの初期免疫抑制療法の一部として生物学的製剤による導入
療法の実施を推奨する（1A）。 
1.2.1：IL2-RAを導入療法の第一選択薬とすることを推奨する（1B）。 
1.2.2：免疫学的リスクの高いレシピエントに対してはIL2-RAではなく抗リンパ
球抗体製剤を投与することが望ましい（2B）。 
CsA：シクロスポリンA，IL2-RA：インターロイキン2受容体拮抗薬，Tac：タクロリムス，レシ

ピエント：腎移植レシピエント 

 

2 章：初期維持免疫抑制療法 
2.1：維持療法として副腎皮質ホルモン製剤の併用または非併用下で免疫抑制剤
のCNIと代謝拮抗薬の併用を推奨する（1B）。 
2.2：TacをCNIの第一選択薬とすることが望ましい（2A）。 
2.2.1：TacまたはCsAの投与は，移植腎が機能するまで待機するのではなく，移
植前または移植時より開始することが望ましい（Tac：2D，CsA：2B）。 
2.3：ミコフェノール酸誘導体を代謝拮抗薬の第一選択薬とすることが望ましい
（2B）。 
2.4：免疫学的リスクが低い患者および導入療法を受けた患者では，副腎皮質ホ
ルモン製剤の投与を移植後1週間以内に中止することが望ましい（2B）。 
2.5：mTORiを投与する場合は，移植腎機能が安定し，手術創が治癒するまで開始し
ないことを推奨する（1B）。 
CNI：カルシニューリン阻害薬，CsA：シクロスポリンA，mTORi：哺乳類ラパマイシン標的蛋

白質阻害薬，Tac：タクロリムス 



 

3 章：長期維持免疫抑制療法 
3.1：急性拒絶反応がみられなければ，設定された最低用量で維持免疫抑制療法
を移植後2～4ヵ月まで行うことが望ましい（2C）。 
3.2：CNIは，投与を中止せず継続することが望ましい（2B）。 
3.2：移植後1週間以上プレドニゾンを投与する場合は，プレドニゾンの投与を中
止せず継続することが望ましい（2C）。 
CNI：カルシニューリン阻害薬 

 

4 章：薬剤費削減の方策 
4.1：薬剤費の問題が移植実施の妨げになっている場合は，薬剤費を最小限に抑
えるよう試みる。他よりも劣る薬剤を使用する場合であっても，移植療法の有益
性は慢性維持透析療法よりも高く，生存率と生活の質を向上させるため，この方
策は必要である（グレードなし）。 
4.1.1：薬剤費を削減するため，以下の方策が望ましい： 
•急性拒絶反応のリスクが高い患者に対してのみ，導入療法での生物学的製剤を使
用する（2C）。 
•CNIの用量を最低限にするため，ケトコナゾールを用いる（2D）。 
•CNIの用量を最低限にするため，非ジヒドロピリジン系のCCBを用いる（2C）。 
•ミコフェノール酸誘導体製剤ではなくアザチオプリンを用いる（2B）。 
•十分な試験を行った生物学的に同等な作用をもつ後発品を用いる（2C）。 
•プレドニゾンを長期投与する（2C）。 
4.2：先発品の関連化合物との比較で下記の基準のすべてを満たしていることを
独立した規制当局が認めていない後発品は使用しないこと（グレードなし）： 
•同一の有効成分を含む。 
•含量，剤形および投与経路が同じである。 
•適応症が同じである。 
•適切なバイオアベイラビリティ試験で生物学的同等性が確認されている。 
•同一性，含量，純度および品質に関して，同じロット製造条件を満たしている。 
•厳密な基準に従って製造されている。 



4.3：患者および患者の主治医が，処方された免疫抑制剤の変更（後発品への変
更を含む）について認識しておくことが重要である（グレードなし）。 
4.4：後発品に切り替えて投与する場合は，血中濃度に基づくモニタリングを行
い，測定した血中濃度が治療域で一定となるまで，できるだけ頻回に投与量を調
節すること（グレードなし）。 
CCB：カルシウムチャンネル拮抗薬，CNI：カルシニューリン阻害薬，CsA：シクロスポリンA，

Tac：タクロリムス 

 

5 章：免疫抑制療法のモニタリング 
5.1：CNIの血中濃度を測定することを推奨する（1B）。少なくとも下記の時点で
測定することが望ましい： 
•手術直後は，目標濃度に達するまで隔日で測定する（2C）。 
•薬剤を変更したとき，または患者の状態から血中濃度が変化する可能性があると
思われるときに測定する（2C）。 
•腎毒性または拒絶反応が考えられる腎機能低下を認めたときに測定する（2C）。 
5.1.1：CsAのモニタリングでは，12時間トラフ濃度（C0），術後2時間の濃度（C2）
またはabbreviated AUCを測定する（2D）。 
5.1.2：Tacのモニタリングでは12時間トラフ濃度（C0）を測定する（2C）。 
5.2：MMF濃度のモニタリング行うことが望ましい（2D）。 
5.3：mTORi濃度のモニタリング行うことが望ましい（2C）。 
AUC：濃度-時間曲線下面積，CNI：カルシニューリン阻害薬，CsA：シクロスポリンA，MMF：

ミコフェノール酸モフェチル，mTORi：哺乳類ラパマイシン標的蛋白質阻害薬，Tac：タクロリ

ムス 

 

6 章：急性拒絶反応の治療 
6.1：生検により急性拒絶反応の治療が大幅に遅れない限り，治療前に生検を行
うことを推奨する（1C）。 
6.2：サブクリニカルおよびボーダーラインの急性拒絶反応は、治療を行うこと
が望ましい（2D）。 



6.3：急性細胞性拒絶反応の初期治療として副腎皮質ホルモン製剤の使用を推奨
する（1D）。 
6.3.1：ステロイド製剤の投与を受けていない患者に拒絶反応が確認された場合は，
プレドニゾンによる維持療法の追加または再開が望ましい（2D）。 
6.3.2：副腎皮質ホルモン製剤で改善しない急性細胞性拒絶反応および急性細胞性
拒絶反応の再発に対しては，抗リンパ球抗体製剤またはOKT3の投与が望ましい
（2C）。 
6.4：急性抗体関連型拒絶反応の治療として，副腎皮質ホルモン製剤の併用また
は非併用下で下記の選択肢のうち1つまたは複数の使用が望ましい（2C）： 
•血漿交換 
•免疫グロブリン静注（IVIg） 
•抗CD20抗体製剤 
•抗リンパ球抗体製剤. 
6.5：拒絶反応が確認された患者については，ミコフェノール酸またはアザチオ
プリンの投与を受けていない場合、またはアザチオプリンからミコフェノール酸
に切り替えていない場合は，ミコフェノール酸の追加が望ましい（2D）。 
CsA：シクロスポリンA，OKT3：ムロモナブ（抗T細胞抗体），Tac：タクロリムス 

 

7 章：慢性移植腎障害の治療 
7.1：原因不明の腎機能低下が認められるすべての患者を対象として，可逆的な
可能性のある原因を検出するため，移植腎生検の実施を推奨する（1C）。 
7.2：CAIおよびCNIの毒性の組織学的所見が認められる患者に対しては，CNIの
減量，投与中止または他剤への切り換えが望ましい（2C）。 
7.2.1：eGFRが40 mL/分/1.73 m2以上，尿中蛋白総排泄量がクレアチニン1 gあ
たり500 mg未満（またはその他の測定方法で同等の蛋白尿）のCAI患者の場合は，
CNIをmTORiへの切り替えが望ましい（2D）。 
CAI：慢性移植腎障害，CNI：カルシニューリン阻害薬，CsA：シクロスポリンA，eGFR：推定

糸球体濾過率，mTORi：哺乳類ラパマイシン標的蛋白質阻害薬，Tac：タクロリムス 

 



セクション II: 移植腎機能のモニタリングと感染症 

8 章：移植腎機能のモニタリング 
8.1：尿量測定の実施が望ましい（2C）： 
•移植後少なくとも24時間は1～2時間ごとに測定する（2D）。 
•移植腎機能が安定するまでは1日1回測定する（2D）。 
8.2：少なくとも以下の間隔での尿中蛋白排泄量測定の実施が望ましい（2C）： 
•1ヵ月目に1回測定してベースライン値を決定する（2D）。 
•1年目までは3ヵ月に1回（2D）。 
•2年目以降は年1回（2D）。 
8.3：血清クレアチニン値の測定を推奨する※（1B）。少なくとも以下の間隔で行
う： 
•7日目または退院までの間（いずれか短い方）は1日1回（2C）。 
•2～4週目は週2～3回（2C）。 
•2～3ヵ月目は週1回（2C）。 
•4～6ヵ月目は2週間に1回（2C）。 
•7～12ヵ月目は月1回（2C）。 
•その後は2～3ヵ月に1回（2C）。 
8.3.1：血清クレアチニン値の測定時には必ずGFRを推算することが望ましい
（2D）。その際に以下を用いる： 
•成人を対象に検証済みの式のうちいずれか（2C）。 
•小児および青少年についてはシュワルツの式（2C）。 
8.4：移植腎機能不全の評価の一環として，移植腎の超音波検査の実施が望まし
い（2C）。 
GFR：糸球体濾過率 

 

9 章：移植腎生検 
9.1：血清クレアチニン値の原因不明の持続的上昇が認められる場合，移植腎生
検の実施を推奨する※（1C）。 



9.2：急性拒絶反応の治療後に血清クレアチニン値がベースライン時の値に戻ら
ない場合，移植腎生検の実施が望ましい（2D）。 
9.3：移植腎機能遅延が認められる間は，7～10日ごとの移植腎生検の実施が望
ましい（2C）。 
9.4：移植後1～2ヵ月以内に期待される腎機能が得られない場合，移植腎生検の
実施が望ましい（2D）。 
9.5：以下の場合，移植腎生検の実施が望ましい。 
•蛋白尿の新規発症（2C）。 
•クレアチニン1 gあたり3.0 g以上または24時間あたり3.0 g以上の原因不明の蛋
白尿（2C）。 
CsA：シクロスポリンA，Tac：タクロリムス 

 

10 章：再発性腎疾患 
10.1：FSGSに起因する原発性腎疾患を有するレシピエントに対し，蛋白尿のス
クリーニングの実施が望ましい（2C）。少なくとも以下の頻度で実施する： 
•1週目までは1日1回（2D） 
•その後4週目までは週1回（2D） 
•その後1年目までは3ヵ月に1回（2D） 
•2年目以降は年1回（2D） 
10.2：IgA腎症，MPGN，抗GBM腎炎，ANCA関連血管炎による原発性腎疾患の
治療可能な再発を呈するレシピエントに対し，顕微鏡的血尿のスクリーニングを
行うことが望ましい（2C）。少なくとも以下の頻度で実施する： 
•1ヵ月目に1回実施してベースライン値を決定する（2D） 
•その後1年目までは3ヵ月に1回（2D） 
•2年目以降は年1回（2D） 
10.3：原発性HUSを呈する患者の移植腎機能不全エピソード時に，血栓性微小血
管症のスクリーニング（例：血小板数，血球形態検査のための末梢血塗抹，血漿
ハプトグロビン，血清乳酸デヒドロゲナーゼ）を行うことが望ましい（2D） 
10.4：スクリーニングの結果，治療可能な再発性疾患が示唆される場合，移植腎
生検を行うことが望ましい（2C）。 
10.5：再発性腎疾患の治療 



10.5.1：原発性腎疾患として原発性FSGSを有する患者において生検により微小
変化群またはFSGSが認められる場合は，血漿交換療法の実施が望ましい（2D）。 
10.5.2：再発性のANCA関連血管炎または抗GBM腎炎を呈する患者には，高用
量副腎皮質ホルモン製剤およびシクロホスファミドの投与が望ましい（2D）。 
10.5.3：再発性の糸球体腎炎または蛋白尿を呈する患者には，ACE-IまたはARB
の投与が望ましい（2C）。 
10.5.4：原発性高蓚酸尿症のレシピエントに対しては，血漿蓚酸値および尿中蓚
酸値が正常になるまで，蓚酸の沈着を予防する適切な措置を講じることが望まし
い（2C）。以下の措置を行う： 
•ピリドキシン（2C） 
•高カルシウム低蓚酸食（2C） 
•尿中蓚酸の希釈を促進する経口水分摂取量の増加（2C） 
•尿をアルカリ化するクエン酸カリウムまたはクエン酸ナトリウム（2C） 
•正リン酸塩（normal phosphate）（2C） 
•酸化マグネシウム（2C） 
•蓚酸を除去する集中的な血液透析（2C） 
ACE-I：アンギオテンシン変換酵素阻害薬，ANCA：抗好中球細胞質抗体，ARB：アンギオテン

シンII受容体遮断薬，CsA：シクロスポリンA，FSGS：巣状分節性糸球体硬化症，GBM：糸球体

基底膜，HUS：溶血性尿毒症症候群，レシピエント：腎移植レシピエント，MPGN：膜性増殖性

糸球体腎炎 

 

11 章：ノンアドヒアランス（服薬不遵守）の予防，発見，

治療 
11.1：すべてのレシピエントとその家族に対して，免疫抑制剤のノンアドヒアラ
ンスを最小限に抑えるための教育・予防・治療法の提供を検討する（グレードな
し）。 
11.2：ノンアドヒアランスのリスクが高いレシピエントには，ノンアドヒアラン
スのスクリーニングレベルを上げることを検討する（グレードなし）。 
レシピエント：腎移植レシピエント 

 



12 章：ワクチン接種 
12.1：すべてのレシピエントに対して，承認されている不活化ワクチン（HBV
ワクチンを除く）を一般集団において推奨されている接種スケジュールに従って
接種することを推奨する※（1D）。 
12.1.1：HBVワクチン接種（理想的には移植前）および一連のワクチン接種完了
から6～12週間後のHBs抗体力価測定が望ましい（2D）。 
12.1.1.1：年1回のHBs抗体力価測定が望ましい（2D）。 
12.1.1.2：抗体力価が10mIU/mLを下回った場合はワクチン再接種が望ましい
（2D）。 
12.2：レシピエントには生ワクチンの接種は避けることが望ましい（2C）。 
12.3：腎移植後6ヵ月間は，インフルエンザワクチン以外のワクチン接種を避け
ることが望ましい（2C）。 
12.3.1：患者が最低維持量の免疫抑制剤の投与を受け始めたら，予防接種を再開
することが望ましい（2C）。 
12.3.2：移植後1ヵ月以上経過したすべてのレシピエントに対し，免疫抑制の状
態にかかわらず，その年のインフルエンザの季節が始まる前にインフルエンザワ
クチンを接種することを推奨する※（1C）。 
12.4：年齢，直接曝露，流行地域への居住または旅行，その他の疫学的危険因子
によって特定の疾患のリスクが上昇しているレシピエントに対しては，以下のワ
クチン投与が望ましい： 
•狂犬病（2D） 
•ダニ媒介性髄膜脳炎（2D） 
•日本脳炎B型―不活化（2D） 
•髄膜炎菌（2D） 
•肺炎球菌（2D） 
•チフス菌―不活化（2D） 
12.4.1：特定の症例に対して以上のワクチン接種が必要か否かに関しては，感染
症の専門家，トラベルクリニック（感染症専門外来），公衆衛生当局などに相談
して指針を求めること（グレードなし）。 
レシピエント：腎移植レシピエント，HBs抗体：B型肝炎表面抗原抗体，HBV：B型肝炎ウイルス 

 



13 章：ウイルス性疾患 
13.1：BKポリオーマウイルス 
13.1.1：すべてのレシピエントに対し，定量的血漿NATによるBKVのスクリーニ
ングを行うことが望ましい（2C）。少なくとも以下の頻度で実施する： 
•移植後3～6ヵ月目までは月1回（2D）。 
•その後，移植1年目の終了時までは3ヵ月に1回（2D）。 
•時期を問わず，血清クレアチニン値の原因不明の上昇が生じた場合（2D）。 
•急性拒絶反応の治療後（2D）。 
13.1.2：BKVの血漿NATで10,000 copies/mL（107 copies/L）を超える値が
持続する場合は，免疫抑制剤の減量が望ましい（2D）。 
BKV：BKポリオーマウイルス，レシピエント：腎移植レシピエント，NAT：核酸検査 

 
13.2：サイトメガロウイルス 
13.2.1：CMVの予防：レシピエント（ドナーもレシピエントも血清学的検査で
CMV陰性の場合を除く）において，CMV感染に対して経口ガンシクロビルまた
はバルガンシクロビルによる予防的化学療法を，移植後少なくとも3ヵ月間（1B），
さらに抗T細胞抗体による治療後6週間にわたり行うことを推奨する（1C）。 
13.2.2：CMV感染症の患者に対して，NATまたはアンチゲネミア法（pp65抗原
検査）により，週1回CMVのモニタリングを行うことが望ましい（2D）。 
13.2.3：CMVの治療 
13.2.3.1：重篤なCMV感染症を有するすべての患者（組織侵襲性疾患を有する患者の大半
を含む）に対し，静注ガンシクロビルにより治療することを推奨する（1D）。 
13.2.3.2：成人レシピエントにおける非重篤のCMV感染症（例：軽度の臨床症状を伴うエ
ピソード）に対し，静注ガンシクロビルまたは経口バルガンシクロビルにより治療すること
を推奨する（1D）。 
13.2.3.3：小児レシピエントにおけるすべてのCMV感染症に対し，静注ガンシクロ
ビルにより治療することを推奨する※（1D）。 
13.2.3.4：血漿NATまたはアンチゲネミア法（pp65抗原検査）によりCMVが検
出されなくなるまで治療を継続することが望ましい（2D）。 
13.2.4：致死的CMV感染症および治療を行っても持続するCMV感染症について
は，CMV感染症が回復するまで免疫抑制剤を減量することが望ましい（2D）。 



13.2.4.1： CMV感染症の罹患中は移植腎機能の綿密なモニタリングを行うこと
が望ましい（2D）。 
CMV：サイトメガロウイルス，レシピエント：腎移植レシピエント，NAT：核酸検査 

 
13.3：エプスタイン・バーウイルスおよび移植後リンパ球増殖性疾患 
13.3.1：高リスクのレシピエント（ドナーがEBV Seropositive/レシピエント
がSeronegative）に対し，NATによるEBVのモニタリングの実施が望ましい
（2C）： 
•移植後1週目に1回（2D）。 
•その後，移植後3～6ヵ月目に少なくとも月1回（2D）。 
•その後，移植後1年目終了時まで3ヵ月に1回（2D）。 
•急性拒絶反応の治療後は追加で実施（2D）。 
13.3.2：EBV量が上昇しているEBV Seronegative患者には，免疫抑制剤を減
量することが望ましい（2D）。 
13.3.3：PTLDを含むEBV感染症を有する患者には，免疫抑制剤を減量または中
止することを推奨する（1C）。 
EBV：エプスタイン・バーウイルス，レシピエント：腎移植レシピエント，NAT：核酸検査，

PTLD：移植後リンパ球増殖性疾患，Tac：タクロリムス 

 
13.4：単純ヘルペスウイルス1型・2型および水痘帯状疱疹ウイルス 
13.4.1：HSV 1型・2型の表在性感染が生じたレシピエントに対して治療を行うこと
を推奨する（1B）。治療は，すべての病変が回復するまで適切な経口抗ウイルス薬（例：
アシクロビル，バラシクロビル，ファムシクロビル）により行うことを推奨する※（1D）。 
13.4.2：HSV 1型・2型の全身性感染を呈するレシピエントに対して治療を行う
ことを推奨する※（1B）。治療は，静注アシクロビルおよび免疫抑制剤の減量に
より行うことを推奨する（1D）。 
13.4.2.1：患者が臨床的反応を示すまで静注アシクロビルを継続すべきである（1B）。
次に，適切な経口抗ウイルス薬（例：アシクロビル，バラシクロビル，ファムシク
ロビル）に変更して，合計14～21日間の治療期間を完了することが望ましい（2D）。 
13.4.3： HSV 1型・2型感染が頻回に再発するレシピエントに対しては，抗ウイ
ルス薬を予防的に投与することが望ましい（2D）。 



13.4.4：レシピエントにおけるVZVの初感染（水痘）を治療することを推奨する※

（1C）。治療は，アシクロビルまたはバラシクロビルの静注または経口投与と免疫
抑制剤の一時的減量により行うことを推奨する※（1D）。 
13.4.4.1：少なくともすべての病変が痂皮を形成するまでは治療を継続すること
を推奨する（1D）。 
13.4.5：合併症のない帯状疱疹の治療を推奨する（1B）。治療は，アシクロビルまた
はバラシクロビルの経口投与を行い（1B），少なくともすべての病変が痂皮を形成す
るまで治療することを推奨する（1D）。 
13.4.6：播種性または侵襲性の帯状疱疹を治療することを推奨する（1B）。治療
は，アシクロビルの静注と免疫抑制剤の一時的減量により行い（1C），少なくと
もすべての病変が痂皮を形成するまで治療することを推奨する（1D）。 
13.4.7：水痘感受性患者には，水痘帯状疱疹の活動性感染を有する者への曝露が
あった場合に水痘帯状疱疹の一次感染予防の開始を推奨する（1D）： 
•曝露から96時間以内に水痘帯状疱疹免疫グロブリン（または静注免疫グロブリン）
の投与を推奨する（1D）。 
•免疫グロブリンが利用できない場合，または96時間以上経過した場合，水痘帯状
疱疹曝露から7～10日後に経口アシクロビルの7日間コースを開始することが望ま
しい（2D）。 
HSV：単純ヘルペスウイルス，レシピエント：腎移植レシピエント，VZV：水痘帯状疱疹ウイル

ス 

 
13.5：C型肝炎ウイルス 
13.5.1：HCVに感染したレシピエントでは，移植腎拒絶反応（例：線維化を伴う
胆汁うっ滞性肝炎，致死的血管炎）のリスクを，インターフェロンをベースとす
る治療の有効性が明らかに上回る場合にのみ治療を行うことが望ましい（2D）。
［KDIGOのC型肝炎に関する推奨事項2.1.5に基づく］ 
13.5.2：HCVに感染しており，抗ウイルス治療の有益性が明らかにリスクを上回
るレシピエントに対しては，標準的なインターフェロンによる単剤療法が望まし
い（2D）。［KDIGOのC型肝炎に関する推奨事項2.2.4および4.4.2に基づく］ 
13.5.3：導入・維持免疫抑制剤の従来のすべての現行レジメンを，HCV感染患者
に対して使用可能とすることが望ましい（2D）。［KDIGOのC型肝炎に関する推
奨事項4.3に基づく］ 



13.5.4：HCV感染患者では，ALTを最初の6ヵ月間は月1回，その後は3～6ヵ月
ごとに測定すること。肝硬変および肝細胞癌を探索するため，画像検査を年1回
行うこと（グレードなし）。［KDIGOのC型肝炎に関する推奨事項4.4.1に基づく］
（推奨事項19.3参照） 
13.5.5：HCV感染患者に対して少なくとも3～6ヵ月ごとに蛋白尿の検査を行う
こと（グレードなし）。［KDIGOのC型肝炎に関する推奨事項4.4.4に基づく］ 
13.5.5.1：蛋白尿を新規に発症した患者（尿中の蛋白/クレアチニン比＞1または
24時間尿中蛋白排泄量＞1 gが2回以上認められる）に対しては，移植腎生検を
行い，免疫蛍光検査および電子顕微鏡検査を実施すること（グレードなし）。
［KDIGOのC型肝炎に関する推奨事項4.4.4に基づく］ 
13.5.6：HCV関連糸球体症の患者にはインターフェロンを投与しないことが望ま
しい（2D）。［KDIGOのC型肝炎に関する推奨事項4.4.5に基づく］ 
ALT：アラニンアミノトランスフェラーゼ，HCV：C型肝炎ウイルス，KDIGO：Kidney Disease: 

Improving Global Outcomes，Tac：タクロリムス，レシピエント：腎移植レシピエント 

 
13.6：B型肝炎ウイルス 
13.6.1：HBV感染レシピエントに対して，現在実施可能な導入・維持免疫抑制療
法を行うことが望ましい（2D）。 
13.6.2：HBV感染レシピエントに対して，通常はインターフェロン治療を避ける
ことが望ましい（2C）。 
13.6.3：すべてのHBs抗原陽性レシピエントに対して，テノホビル，エンテカビ
ル，ラミブジンのいずれかにより予防療法を行うことが望ましい（2B）。 
13.6.3.1：薬剤コストの点からラミブジンを選択する必要がない限り，薬剤耐性の
発現を最小限に抑えるためにはテノホビルまたはエンテカビルの方がラミブジンよ
りも望ましい（グレードなし）。 
13.6.3.2：抗ウイルス療法中は，有効性をモニタリングして薬剤耐性を発見するた
め3ヵ月ごとにHBV-DNA量とALT値を測定すること（グレードなし）。 
13.6.4：ラミブジン耐性（HBV-DNAリバウンドが＞5 log10 copies/mL）のレシ
ピエントに対して，アデホビルまたはテノホビルによる治療を行うことが望ましい
（2D）。 



13.6.5：HBs抗原陽性の肝硬変患者に対して，肝臓の超音波検査およびαフェト
プロテイン値による肝細胞癌のスクリーニングを12ヵ月ごとに実施すべきであ
る（グレードなし）（推奨事項19.3参照）。 
13.6.6：HBs抗原陰性でHBs抗体価が10 mIU/mL未満の患者には，ワクチンの
ブースター接種を行って抗体価を100 mIU/mL以上に上昇させることが望まし
い（2D）。 
ALT：アラニンアミノトランスフェラーゼ，HBs抗体：B型肝炎表面抗原抗体，HBs抗原：B型肝

炎表面抗原，HBV：B型肝炎ウイルス，レシピエント：腎移植レシピエント 

 
13.7：ヒト免疫不全ウイルス 
13.7.1：HIV感染のスクリーニングを実施していない場合は実施すること（グレ
ードなし）。 
13.7.2：抗レトロウイルス療法を決定するため，HIV専門家にHIV感染レシピエ
ントを紹介すること。HIV専門家は薬物相互作用および薬剤の適切な用量に特別
な注意を払う必要がある（グレードなし）。 
HIV：ヒト免疫不全ウイルス，レシピエント：腎移植レシピエント 

 

14 章：その他の感染症 
14.1：尿路感染症 
14.1.1：すべてのレシピエントに対し，移植後少なくとも6ヵ月間にわたり，トリ
メトプリム・スルファメトキサゾール製剤の連日投与によるUTIの予防療法を行うこ
とが望ましい（2B）。 
14.1.2：移植腎の腎盂腎炎の場合，初期に入院させて抗生物質の静注により治療する
ことが望ましい（2C）。 
レシピエント：腎移植レシピエント，UTI：尿路感染症 

 
14.2：Pneumocystis jirovecii肺炎 
14.2.1：すべてのレシピエントに対して，移植後3～6ヵ月間にわたり，トリメト
プリム・スルファメトキサゾール製剤の連日投与によるPCPの予防療法を行こと
を推奨する（1B）。 



14.2.2：すべてのレシピエントに対して，急性拒絶反応の治療中および治療後に
少なくとも6週間にわたり，トリメトプリム・スルファメトキサゾール製剤の連
日投与によるPCP予防療法を行うことが望ましい（2C）。 
14.2.3：気管支肺胞洗浄法または肺生検により診断されたPCPを有するレシピエ
ントに対して，トリメトプリム・スルファメトキサゾール製剤の高用量静注，副
腎皮質ホルモン製剤，免疫抑制剤の減量により治療することを推奨する（1C）。 
14.2.4：中等度～重度のPCP（ルームエアでPaO2＜70 mmHgまたは肺胞気動
脈血酸素分圧較差が＞35 mmHgであることにより定義）を有するレシピエント
には，副腎皮質ホルモン製剤により治療を行うことを推奨する（1C）。 
レシピエント：腎移植レシピエント，PaO2：動脈血酸素分圧，PCP：Pneumocystis Jirovecii

肺炎，Tac：タクロリムス 

 
14.3：結核 
14.3.1：レシピエントにおけるTBの予防および治療レジメンは，治療を必要とす
るその地域の一般集団と同様にすることが望ましい（2D）。 
14.3.2：リファンピシンの投与を受けている患者に対しては，CNIおよびmTORi
の血中濃度のモニタリングを推奨する（1C）。 
14.3.2.1： CNIおよびmTORiとの相互作用を最小限に抑えるため，リファンピシ
ンの代わりにリファブチンを用いることを検討すること（グレードなし）。 
CNI：カルシニューリン阻害薬，レシピエント：腎移植レシピエント，mTORi：哺乳類ラパマイ

シン標的蛋白質阻害薬，TB：結核 

 
14.4：カンジダの予防 
14.4.1：移植後1～3ヵ月間および抗T細胞抗体による治療後1ヵ月間にわたり，
経口クロトリマゾールトローチ，ナイスタチン，フルコナゾールのいずれかによ
り口腔カンジダおよび食道カンジダの予防療法を行うことが望ましい（2C）。  
 

セクション III: 心血管疾患 

15 章：糖尿病 
15.1：移植後新規発症糖尿病（NODAT）のスクリーニング 



15.1.1：糖尿病のないすべてのレシピエントを対象として，空腹時血糖値，経口
ブドウ糖負荷試験，またはHbA1c値によりNODATのスクリーニングを実施する
ことを推奨する（1C）。少なくとも下記の頻度で実施する： 
•4週目までは週1回（2D） 
•その後1年目までは3ヵ月に1回（2D） 
•2年目以降は年1回（2D） 
15.1.2：CNI，mTORiまたは副腎皮質ホルモン製剤の投与開始後や大幅な増量後
に，空腹時血糖値，経口ブドウ糖負荷試験，またはHbA1c値によりNODATのス
クリーニングを実施することが望ましい（2D）。 
CNI：カルシニューリン阻害薬，CsA：シクロスポリンA，HbA1c：ヘモグロビンA1c，レシピエン

ト：腎移植レシピエント，mTORi：哺乳類ラパマイシン標的蛋白質阻害薬，NODAT：移植後新

規発症糖尿病，Tac：タクロリムス 

 
15.2：NODATまたは移植時に併存する糖尿病の管理 
15.2.1：NODATが発症した場合，糖尿病の回復・改善を図るため，拒絶反応およ
びその他の副作用のリスクに照らして免疫抑制剤レジメンの変更を考慮する（グレ
ードなし）。 
15.2.2：特に低血糖反応が多くみられる場合は，HbA1cの目標値を7.0～7.5％に設
定し，6.0％以下にすることは避ける（グレードなし）。 
15.2.3：糖尿病患者に対して，患者の希望判断および虚血性イベントのリスクと
出血リスクとのバランスに基づいて，CVDの一次予防としてアスピリン（65～100 
mg/日）を用いることが望ましい（2D）。 
CVD：心血管疾患，HbA1c：ヘモグロビンA1c，NODAT：移植後新規発症糖尿病，Tac：タクロ

リムス 

 

16 章：高血圧，脂質異常，喫煙，肥満 
16.1：高血圧 
16.1.1：各受診時に血圧を測定することを推奨する（1C）。 
16.1.2：18歳以上では収縮期血圧を130 mmHg未満，拡張期血圧を80 mmHg
未満に維持し，18歳未満では性別，年齢，身長別の90パーセンタイル未満に維持
することが望ましい（2C）。 



16.1.3：以下の高血圧治療を行う（グレードなし） 
•いずれかのクラスの降圧薬を使用する。 
•副作用および薬物相互作用の綿密なモニタリングを行う。 
•尿中蛋白量が18歳以上で1 g/日以上，18歳未満で600 mg/m2/日以上の場合は，
ACE-IまたはARBを第一選択治療薬として考慮する。 
ACE-I：アンギオテンシン変換酵素阻害薬，ARB：アンギオテンシンII受容体遮断薬 

 
16.2：脂質異常 
（以下の推奨事項は，KDOQIの脂質異常症治療ガイドラインに基づくものである
ため「グレードなし」とする） 
16.2.1：18歳以上のすべての成人と思春期から18歳までの青少年のレシピエント
を対象に以下の時点で全脂質プロファイルを測定する（KDOQI脂質異常症治療ガ
イドラインの推奨事項1に基づく）： 
•移植後2～3ヵ月 
•治療の変更後または脂質異常を引き起こすことが知られているその他の状態の発
症後2～3ヵ月 
•その後は少なくとも年1回 
16.2.2：脂質異常を有するレシピエントを対象に二次的原因を検討する（KDOQI
脂質異常症治療ガイドラインの推奨事項3に基づく） 
16.2.2.1：空腹時トリグリセリド値が500 mg/dL以上（5.65 mmol/L以上）で，
基礎原因を取り除いても回復しないレシピエントに対しては以下の治療を行う： 
•成人：治療的ライフスタイル変更およびトリグリセリド低下薬の投与（KDOQI
脂質異常症治療ガイドラインの推奨事項4.1に基づく）。 
•青少年：治療的ライフスタイル変更（KDOQI脂質異常症治療ガイドラインの推奨
事項5.1に基づく）。 
16.2.2.2：LDL-C増加が認められるレシピエントの場合： 
•成人：LDL-C値が100 mg/dL以上（2.59 mmol/L以上）であれば，LDL-C値を
100 mg/dL未満（2.59 mmol/L未満）に低下させる治療を行う（KDOQI脂質異
常症治療ガイドラインの推奨事項4.2に基づく）。 
•青少年：LDL-C値が130 mg/dL以上（3.36 mmol/L以上）であれば，LDL-C値
を130 mg/dL未満（3.36 mmol/L未満）に低下させる治療を行う（KDOQI脂質
異常症治療ガイドラインの推奨事項5.2に基づく）。 



16.2.2.3： LDL-C値が正常で，トリグリセリドおよびnon-HDL-C増加が認められ
るレシピエントの場合： 
•成人：LDL-C値が100 mg/dL未満（2.59 mmol/L未満）で，空腹時トリグリセ
リド値が200 mg/dL以上（2.26 mmol/L以上），non-HDL-C値が130 mg/dL
以上（3.36 mmol/L以上）であれば，non-HDL-C値を130 mg/dL未満（3.36 
mmol/L未満）に低下させる治療を行う（KDOQI脂質異常症治療ガイドラインの
推奨事項4.3に基づく）。 
•青少年：LDL-C値が130 mg/dL未満（3.36 mmol/L未満）で，空腹時トリグリ
セリド値が200 mg/dL以上（2.26 mmol/L以上），non-HDL-C値が160 mg/dL
以上（4.14 mmol/L以上）であれば，non-HDL-C値を160 mg/dL未満（4.14 
mmol/L未満）に低下させる治療を行う（KDOQI脂質異常症治療ガイドラインの
推奨事項5.3に基づく）。 
CsA：シクロスポリンA，HDL-C：高比重リポ蛋白コレステロール，KDOQI：Kidney Disease 

Outcomes Quality Initiative，レシピエント：腎移植レシピエント，LDL-C：低比重リポ蛋白コレ

ステロール，Tac：タクロリムス 

 
16.4：肥満 
16.4.1：各受診時に肥満の有無を調べる（グレードなし）。 
•成人と小児を対象に，各受診時に身長と体重を測定する。 
•各受診時にBMIを算出する。 
•体重と体型からは肥満と考えられるがBMIが35 kg/m2未満の患者については，胴
囲を測定する。 
16.4.2：肥満のレシピエント全例に対して減量プログラムを提供する（グレード
なし）。 
BMI：ボディ･マス･インデックス，レシピエント：腎移植レシピエント 

 

17 章：心血管疾患の管理 
17.1：レシピエントのCVDに対して，少なくとも一般集団の場合と同様に，適切
な診断的検査と治療による管理を積極的に行うことを考慮する（グレードなし）。 
17.2：動脈硬化性CVDの患者全員に対して，禁忌ではない限り，アスピリン（65
～100 mg/日）の使用が望ましい（2B）。 
CVD：心血管疾患，レシピエント：腎移植レシピエント 



セクション III: 悪性腫瘍 

18 章：皮膚と口唇の悪性腫瘍 
18.1：レシピエントの中でも特に，皮膚の色が白い，日照量の多い地域に居住，
日光曝露を伴う職業，小児期に大量の日光を浴びた，皮膚癌の既往歴を有するな
どのレシピエントに対しては，皮膚癌および口唇癌のリスクが非常に高いことを
説明しておくことを推奨する※（1C）。 
18.2：レシピエントは，生涯の日光曝露を最小限に抑え，適切な紫外線防御剤を
使用することを推奨する※（1D）。 
18.3：成人レシピエントは，皮膚と口唇を自己検診し，新たな病変が見つかった
場合は医療提供者に報告することが望ましい（2D）。 
18.4：成人レシピエントの場合，皮膚癌の診断経験を有する専門の医療従事者が
レシピエントの皮膚と口唇の検査を年1回行うことが望ましい（2D）。濃い皮膚
色素沈着がみられるレシピエントは例外とされる可能性がある。 
18.5：皮膚癌または口唇癌の既往歴のある患者または前癌病変を有する患者は，
皮膚癌の診断と治療経験を有する専門の医療従事者による診察と経過観察を受け
ることが望ましい（2D）。 
18.6：皮膚癌の既往歴がある患者に対して，禁忌ではない限り，acitretin［※日
本語版注釈：ビタミンA誘導体製剤（本邦未承認）］経口投与による治療の実施
が望ましい（2B）。 
レシピエント：腎移植レシピエント 

 

19 章：皮膚以外の悪性腫瘍 
19.1：各レシピエントの既往歴，家族歴，喫煙歴，死亡の競合リスク，スクリー
ニング方法の成績を考慮し，個々のスクリーニング計画を作成する（グレードな
し）。 
18.2：下記の悪性腫瘍のスクリーニングは，一般集団を対象とする各国のガイド
ラインに従って実施する（グレードなし）： 
•女性：子宮頚癌，乳癌，結腸癌 
•男性：前立腺癌，結腸癌 



18.6：代償性肝硬変を有する患者の場合，肝超音波検査とáフェトプロテイン測
定を12ヵ月ごとに実施する（グレードなし）。［推奨事項13.5.4（HCV）およ
び13.6.5（HBV）参照］   
HBV：B型肝炎ウイルス，HCV：C型肝炎ウイルス，レシピエント：腎移植レシ
ピエント 
 
第 20章：免疫抑制剤の減量による悪性腫瘍の管理 
20.1：悪性腫瘍を発症したレシピエントに対して免疫抑制剤の減量を考慮するこ
とが望ましい（2C）。 
20.1.1：考慮すべき重要な因子（グレードなし）: 
•診断時の悪性腫瘍の病期 
•免疫抑制により悪性腫瘍が増悪する可能性 
•悪性腫瘍に対する治療法の有無 
•免疫抑制剤の併用が標準的化学療法剤の投与の妨げにならないか 
20.2：カポジ肉腫患者の場合は，免疫抑制剤全体の減量とともにmTORiの使用

が望ましい（2C）。 
レシピエント：腎移植レシピエント，mTORi：哺乳類ラパマイシン標的蛋白質阻害薬 

 

セクションV：その他の合併症 

21章：移植後の骨疾患 
慢性腎臓病に伴うミネラル骨代謝異常（Chronic kidney disease-mineral and bone 
disorder : CKD-MBD）の診断，検査，予防，治療に関するKDIGO診療ガイドライン
［kidney Int 2009 ; （Suppl 113） : S50-S99］を参照すること。 
21.1：腎移植直後は，血清カルシウムおよびリン濃度が一定になるまで少なくと
も週1回の頻度でこれらの値を測定することを推奨する（1B）。 
21.2：腎移植直後の時期に血清カルシウム，リン，PTH濃度を測定する頻度は，
これらの異常値の有無とその程度およびCKDの進行度に応じて決定するのが妥
当である（グレードなし）。 
21.2.1：妥当なモニタリング間隔は以下のとおりである（グレードなし）： 



•CKDステージ1～3Tの場合，血清カルシウムおよびリン濃度は6～12ヵ月ごとに
測定する。PTH濃度は，1回測定し，その値とCKDの進行度に基づいてその後の測
定間隔を決定する。 
•CKDステージ4Tの場合，血清カルシウムおよびリン濃度は3～6ヵ月ごとに測定
する。PTH濃度は6～12ヵ月ごとに測定する。 
•CKDステージ5Tの場合，血清カルシウムおよびリン濃度は1～3ヵ月ごとに測定
する。PTH濃度は3～6ヵ月ごとに測定する。 
•CKDステージ3～5Tの場合，アルカリホスファターゼを年1回測定し，PTH濃度
の上昇が認められる場合は測定頻度を増やす。 
21.2.2：CKD-MBDに対する治療を受けているCKD患者または生化学的異常が認
められる患者では，有効性と副作用のモニタリングのため，上記より測定頻度を増
やすのが妥当である（グレードなし）。 
21.2.3：CKDステージ3～5の患者では，上記の異常を管理することが妥当である
（グレードなし）。  
21.3：CKDステージ1～5Tの患者に対しては，25（OH）D（カルシジオール）濃
度を測定し，そのベースライン値と介入に応じて繰り返し測定することが望ましい
（2C）。 
21.4：CKDステージ1～5Tの患者に対しては，ビタミンD欠乏・不足を一般集団
と同様の治療戦略により補正することが望ましい（2C）。 
21.5：eGFRが約30 mL/分/1.73 m2以上で，副腎皮質ホルモン製剤の投与を受け
ているまたは一般集団における骨粗鬆症の危険因子を有する患者の場合，腎移植後
3ヵ月の間にBMD（Bone mineral density）を測定することが望ましい（2D）。 
21.6：腎移植後12ヵ月間のeGFRが約30 mL/分/1.73 m2以上で，BMDが低い患
者の場合，ビタミンD，カルシトリオール/アルファカルシジオールまたはビスホ
スホネート系薬剤の投与を考慮することが望ましい（2D）。 
21.6.1：カルシウム，リン，PTH，アルカリホスファターゼ，25（OH）D濃度の
異常値からCKD-MBDの有無を確認し，その結果に基づいて治療法を選択すること
が望ましい（2C）。 
21.6.2：無形成骨症の発生率が高いことから，特にビスホスホネート系薬剤を使
用する際には，骨生検を実施し，その結果に基づいて治療法を決定するのが妥当で
ある（グレードなし）。 



21.6.3：移植後12ヵ月以降の治療については，指針となる十分なデータはない（グ
レードなし）。 
21.7：CKDステージ4～5Tの患者の場合，一般集団に認めるような骨折リスクの
予測因子としてのBMD測定の意義はなく，かつBMDから腎移植後の骨疾患の種類
を予測できないため，定期的なBMD測定は行わないことが望ましい（2B）。 
21.8：CKDステージ4～5TでBMDが低いことが確認された患者の場合，CKDステ
ージ4～5の非透析患者と同様に管理することが望ましい（2C）。 
25（OH）D：25-ヒドロキシビタミンD，BMD：骨密度，CKD：慢性腎臓病，CKD-MBD：慢性

腎臓病に伴う骨ミネラル代謝異常，CsA：シクロスポリンA，eGFR：推定糸球体濾過率，KDIGO：

Kidney Disease: Improving Global Outcomes，PTH：副甲状腺ホルモン 

 

22 章：血液学的合併症 
22.1：全血球計算を少なくとも下記の頻度で実施する（グレードなし）： 
•7日目または退院まで（いずれか短い方）は1日1回。 
•2～4週目は週に2～3回。 
•2～3ヵ月目は週1回。 
•4～12ヵ月目は月1回。 
•2年目以降は少なくとも年1回実施し，好中球減少症，貧血または血小板減少症
を引き起こす可能性のある薬剤への変更を行った場合も実施する。 
22.2：貧血となる要因をできるだけ除去し，CKDで標準的に適用される診断法を
用いて貧血治療を行う（グレードなし）。 
22.3：好中球減少症および血小板減少症の治療には，根本原因をできる限り治療
することも含まれる（グレードなし）。 
22.4：赤血球増多症の初期治療としてACE-IまたはARBを使用することを推奨す
る（1C）。 
ACE-I：アンギオテンシン変換酵素阻害薬，ARB：アンギオテンシンII受容体遮断薬，CKD：慢性

腎臓病，CsA：シクロスポリンA，Tac：タクロリムス 

 

23 章：高尿酸血症および痛風 



23.1：レシピエントに痛風，痛風結節，尿酸結石などの合併症が認められる場合
は，高尿酸血症の治療を行うことが望ましい（2D）。 

23.1.1：急性痛風の治療にはコルヒチンを使用し，腎機能低下およびCNI併用の有
無に応じて適切に減量することが望ましい（2D）。 

23.1.2：アザチオプリンの投与を受けている患者に対しては，アロプリノールの
投与を避けることを推奨する（1B）。 

23.1.3：NSAIDとCOX-2阻害薬の使用をできる限り避けることが望ましい（2D）。 
CNI：カルシニューリン阻害薬，COX-2：シクロオキシゲナーゼ2，CsA：シクロスポリンA，レ

シピエント：腎移植レシピエント，NSAID：非ステロイド性消炎鎮痛剤，Tac：タクロリムス 

 

24 章：成長および発達 
24.1：小児は成長と発達の評価を行うことを推奨する（1C）： 
•3歳未満の場合は少なくとも3ヵ月に1回実施する（頭囲の測定も行う）（グレー
ドなし） 
•3歳以上の小児では6ヵ月に1回とし，成人身長に達するまで継続する（グレード
なし） 
24.2：腎移植後に成長障害の持続が認められる小児に対して，rhGH 28 IU/m2/
週（または0.05 mg/kg/日）を投与することを推奨する※（1B）。 
24.3：成長段階の小児に対しては，副腎皮質ホルモン製剤の投与を最低限に抑え
るか，回避することが望ましい（2C）。 
rhGH：遺伝子組換えヒト成長ホルモン，Tac：タクロリムス 

 

25 章：性機能および生殖能 
25.1：性機能 
25.1.1：腎移植後に成人患者に対して性機能不全の有無を評価する（グレードな
し）。 
25.1.2：成人レシピエントのフォローアップ時に，性的活動について話し合い，
避妊と安全な性行為に関する指導も行う（グレードなし）。 
レシピエント：腎移植レシピエント 

 



25.2：女性の受胎能 

25.2.1：移植から妊娠までに1年以上の期間を置き，尿蛋白量が1 g/日未満で腎機
能が安定している場合に限り，妊娠を試みることが望ましい（2C）。 
25.2.2：妊娠を試みる前に，MMFおよびEC-MPSの投与を中止するか，アザチオ
プリン※に切り替えることを推奨する※※（1A）。 
25.2.3：妊娠を試みる前に，mTORiの投与を中止するか別の薬剤に切り替えるこ
とが望ましい（2D）。 
25.2.4：妊娠可能な女性レシピエントとそのパートナーに対して，移植後できる限
り早い時期に受胎能と妊娠に関する説明を行う（グレードなし）。 
25.2.5：妊娠中のレシピエントとそのパートナーに対して，授乳のリスクと有益性
に関する説明を行う（グレードなし）。 
25.2.6：ハイリスク妊娠の管理において専門性を有する産科医を妊娠患者に紹介す
る（グレードなし）。 
CsA：シクロスポリンA，EC-MPS：腸溶性ミコフェノール酸ナトリウム，レシピエント：腎移植

レシピエント，MMF：ミコフェノール酸モフェチル，mTORi：哺乳類ラパマイシン標的蛋白質阻

害薬 

 
25.3：男性の生殖能 

25.3.1：男性レシピエントとそのパートナーに対して以下の点を説明することが
望ましい： 
•腎移植後に男性の生殖能が改善する可能性がある（2D）。 
•レシピエントが父親となる場合の妊娠では，合併症の発生率は一般集団における
発生率を上回らない（2D）。 
25.3.2：成人男性レシピエントに対して，mTORiの使用による不妊のリスクにつ
いて説明することを推奨する（1C）。 
25.3.2.1：生殖能の維持を希望する成人男性レシピエントに対しては，mTORiの
投与を避けるか，mTORi投与の前に精子バンクの利用を検討することが望ましい
（2C）。 
 
CsA：シクロスポリンA，レシピエント：腎移植レシピエント，mTORi：哺乳類ラパマイシン標

的蛋白質阻害薬 



 

26 章：ライフスタイル 
26：必要に応じて運動，適切な食事，減量を行い，健康的なライフスタイルを送
るよう患者に強く勧めることを推奨する。（1C）（「肥満」の項の推奨事項16.4.1.
も参照のこと） 
 

27 章：メンタルヘルス 
27：腎移植後に行うルーチンのフォローアップケアの一つとして，抑うつと不安
について直接質問すること（グレードなし）。 

 
 


