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略式呼称
病名 
•  SSNS 

–  ステロイド感受性ネフローゼ症候群 
•  SDNS 

–  ステロイド依存性ネフローゼ症候群 
•  FRNS 

–  頻回再発型ネフローゼ症候群 
•  SRNS 

–  ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群 
•  MCNS 

–  微小変化型ネフローゼ症候群 
•  FSGS 

–  巣状分節性糸球体硬化症 
•  Clinical FSGS 

–  臨床的巣状分節性糸球体硬化症 
•  NS‐AKI 

–  ネフローゼ症候群に伴う特発性急性
腎障害 

治療
•  PSL/mPSL 

–  プレドニゾロン/メチルプレドニゾロン 
•  MPT 

–  メチルプレドニゾロン大量療法 
•  MZR 

–  ミゾリビン 
•  CsA or CyA 

–  シクロスポリン 
•  MMF 

–  ミコフェノール酸モフェチル 

•  RXM or RTX 
–  リツキシマブ 

•  IVCY 
–  シクロホスファミド大量療法 

•  CYP 
–  シクロホスファミド 

•  TAC  
–  タクロリムス 

•  EDT: every day therapy 
–  連日投与 

•  ADT: alternate day therapy 
–  隔日投与 



言葉の定義
寛解（CR）

Complete Remission
試験紙法で３日間連続蛋白尿陰性

３日目を寛解日とする

部分寛解（PR）
Partial Remission

血清アルブミン≧2.5g/dL 
かつ，試験紙法で早朝尿蛋白（1+）以上

再発
Relapse

試験紙法で早朝尿蛋白300 mg/dlか（3+）以上を3 日
間

ステロイド感受性ネフローゼ
SSNS (Steroid sensitive NS)

初回治療開始後4週間以内に寛解が得られるもの 

頻回再発型ネフローゼ
FRNS (Frequent relapsing NS )

初回寛解後から6ヶ月以内に2回以上の再発
又は，任意の12ヶ月以内に4回以上の再発

ステロイド依存性ネフローゼ
SDNS (Steroid dependent NS)

2回連続でステロイド剤投与中
又は，終了後2週間以内に再発するもの

高用量ステロイド依存性ネフローゼ
HD-SDNS  

(High dose - steroid dependent nephrotic 
syndrome) 

PSL1.0mg/kg ADTを上回る 

ステロイド抵抗性ネフローゼ
SRNS (Steroid-resistant NS)

治療開始後4週間以内に寛解が得られないもの
（再発時も含む）



JSKDC 
(日本小児腎臓病臨床研究グループ) 

治療治験の紹介
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JSKDC 
小児腎臓病臨床研究グループ(1)

•  JSKDC01  
–  巣状メサンギウム増殖を示す小児IgA 腎症を対象としたリシノプリル単独療法とリシノプリル

+ロサルタンカリウム併用療法のランダム化比較試験

•  JSKDC02　 
–  ステロイド抵抗性小児ネフローゼ症候群を対象としたシクロスポリン+プレドニゾロン併用療
法とコハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム+シクロスポリン+プレドニゾロン併用療法のラン
ダム化比較試験

•  JSKDC03 
–  頻回再発型小児ネフローゼ症候群を対象としたシクロスポリン投与2 時間後血中濃度値に
よる投与量調節法の多施設共同非盲検ランダム化比較試験

•  JSKDC04　 
–  初発小児特発性ネフローゼ症候群患者を対象としたプレドニゾロン国際法（2 ヶ月投与）と長
期投与法（6 ヶ月投与）のランダム化比較試験

•  JSKDC05 
–  初発寛解後早期に再発する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再発
時標準治療（プレドニゾロン治療）と高用量ミゾリビン併用治療の多施設共同オープンランダ
ム化比較試験

•  JSKDC06 
–  頻回再発型小児ネフローゼ症候群を対象としたタクロリムス治療とシクロスポリン治療の多
施設共同非盲検ランダム化比較試験



JSKDC 
小児腎臓病臨床研究グループ(2)

•  JSKDC07 
–  小児難治性頻回再発型／ステロイド依存性ネフローゼ症候群を対象としたリツキシマ
ブ治療併用下でのミコフェノール酸モフェチルの多施設共同二重盲検プラセボ対照ラ
ンダム化比較試験 

•  JSKDC08 
–  小児期発症難治性ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群を対象としたリツキシマブ＋ス
テロイドパルス療法の多施設共同単群臨床試験

•  JSKDC09 
–  小児難治性頻回再発型／ステロイド依存性ネフローゼ症候群を対象としたリツキシマ
ブ治療併用下でのミコフェノール酸モフェチルの薬物動態試験 



2014年までのNCKiDs法と 
JSKDC04との比較 

A mul.center randomized trial indicates ini.al 
prednisolone treatment for childhood nephro.c syndrome 
for two months is not inferior to six‐month treatment.　

Kidney Int. 2014 Jul 23.

上記の論文で多施設共同無作為化比較試験による、
小児ネフローゼ症候群への初回プレドニゾロン2か月治療は
6か月治療に劣らないことが示された

詳細は資料１,2参照



年間
一人当たり
再発回数

総
ステロイド量
(mg/m2/2y)

初回
ステロイド量
(mg/m2)

2か月群
(n=124)

1.25 4621.9 2240

6か月群
(n=122)

1.33 6484.8 3885 

NCKiDs
(n=59)

0.98 5832 2856 

*再発回数: 2 年間の試験期間中に起きた再発回数を総観察人年で割って算出
**総ステロイド投与量:単位はmg/m2/人で2年間の総量
   ・2か月群124例、6か月群122例のすべての症例を観察したもの
   ・定義1・定義2、免疫抑制剤使用例も2年間観察し、総投与量を計算

結果（ステロイド投与量）



年間
一人当たり
再発回数

総
ステロイド量
(mg/m2/2y)

初回
ステロイド量
(mg/m2)

2か月群
(n=124)

1.25 4621.9 2240

6か月群
(n=122)

1.33 6484.8 3885 

NCKiDs
(n=59)

0.98 5832 2856 

結果（ステロイド投与量）

NCKiDsのステロイドの総投与量は 
JSKDCの2ヶ月群より多く、6ヶ月群より少ない。



50%
無再発期間

50%
無頻回再発期間

IS使用ま
での期間

IS使用までの
ステロイド量

2か月群
(n=124)

242 未達

6か月群
(n=122)

243 799

NCKiDs
(n=59)

329 未達 214 4880

結果（再発）

NCKiDsの方法は50%無再発期間は長い可能性



2014年の論文をうけて 

A mul.center randomized trial indicates ini.al 
prednisolone treatment for childhood nephro.c syndrome 
for two months is not inferior to six‐month treatment.　

Kidney Int. 2014 Jul 23.

上記の論文で多施設共同無作為化比較試験による、
小児ネフローゼ症候群への初回プレドニゾロン2か月治療は
6か月治療に劣らないことが示された

NCKiDs法を初発ネフローゼ症候群に対し 
ステロイド総投与量の少ない2ヶ月治療に変更



2015年からのNCKiDs 
NS治療戦略



初発NS 
JSKDC法 

SRNS 

FRNS/SDNS 
JSKDC 06 (CsA/TAC)　2‐18y

#1 relapse <6M 
JSKDC 05 (MZR)2‐11Y

SSNS 
再発時　JSKDC法

SSNS 
PSL単剤

FRNS　（HDSDNS） 
CsA and/or PSL 
CsA AUC0‐4 1500

HDSDNS　（FRNS） 
CsA , MMF and/or PSL 

CsA AUC0‐4 1500 
MMF (30‐)40 mg/kg/day

HDSDNS　（FRNS） 
CsA , MMF and/or PSL 
CsA AUC0‐4 1800‐2000 

MMF (30‐) 40 mg/kg/day

HDSDNS　（FRNS） 
CsA  RXM and/or PSL 
CsA AUC0‐4 1800‐2000 
RXM 375mg/m2 x 2 

Protocol 
ver. 2015

FRNS/SDNS 
JSKDC 07 (RXM, MMF) 

FRNS 
（HDSDNS） 

（PSL≧1.0 mg/kg/d隔日） 
成長障害



小児特発性ネフローゼ症候群

•  定義
– 小児ネフローゼ症候群の診断基準 
– 以下 ①かつ②を満たす

① 高度尿蛋白 
蓄尿蛋白 　40mg/hr/m2（0.05g/kg/day）以上 
試験紙法（早朝尿）  (3+)以上が3日間連続
u‐Pro/Cre（随時尿）  2.0以上が3日間連続

② 低アルブミン血症
血清アルブミン 2.5g/dL 以下

<参考> 
Pediatric Nephrology (第6版)  
小児特発性ネフローゼ症候群　診療ガイドライン　2013 



尿蛋白の見方

尿Prot/Cr 
（g/gCr）

一日尿蛋白量 
(g/kg/day)

随時尿蛋白 
(mg/dl)

随時尿蛋白定性 早朝尿蛋白定性

0.10  0.002 6 （‐） （±）

0.20 0.004 12 （±） （＋）

0.50 0.01 30 （＋） （2＋）

1.50 0.03 90 （2＋） （3＋）

5.00 0.1 300 （3＋） （4＋）



入院時必要検査
•  血算, ABG or VBG
•  生化 

–  BUN, Cr, UA, β2MG, Cys‐C, TP, Alb, T‐Cho, LDL‐Cho, HDL‐Cho, 
TG  

–  Na, K, Cl, Ca, P, Glu, ALT, AST, LDH, ALP, T‐bil, CPK, γGTP, Cho‐
E, CK, AMY, CRP, IgG,A,M, ASLO, ASK, C3, C4, CH50, 抗核抗体

•  凝固  
–  PT, APTT, Fib, D‐dimer, AT3

•  感染  
–  VZV‐IgG, 麻疹‐IgG

•  尿 
–  定性沈査, U‐β2MG, U‐NAG, U‐Pro, U‐Cre, U‐Na, U‐UN
–  U‐Pro/Cre, FENa 

•  画像 
–  胸腹部レントゲン、腎臓エコー、骨密度（骨塩定量DEXA法） 

•  培養 
–  鼻腔粘膜



ステロイド導入前の注意事項

•  麻疹・水痘ワクチン接種、抗体価確認について
–  ステロイド治療開始に抗体価を付けておく必要がある。 
–  問診、ワクチン歴及び抗体価測定で感染リスクを確認する。 
–  抗体未保有と考えられる場合は、ステロイド治療前に予防接種を行
い１週間後からステロイド治療開始する。（同時接種可）

•  既にステロイドが開始されている患児にワクチン接種をする場合 

–  ステロイド投与が1mg/kg隔日以下のところで接種。 
–  その後も抗体価を繰り返し確認し、抗体確認できるまで繰り返し接種

•  骨塩定量について
–  運動制限をしなければ、ステロイド投与中でも骨粗鬆症は起きにくい。 
–  ステロイド開始前の状態を知る目的で、DEXA法（腰椎正面）を行う。

•  骨年齢について
–  ステロイド投与後の成長障害に備えて骨年齢の確認をする。



初回寛解導入

•  60mg/m2又は2.0mg/kg　
分3　連日　4週間 
　最大量：60mg/日 

　寛解に入れば、分3→分１
•  40mg/m2又は1.3mg/kg

分1　隔日　4週間　 

　最大量：40mg/日 



ステロイド以外の薬剤

•  Dipyridamole   5mg/kg/day　分2‐3  
– ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ® 
– ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ細粒®  
– 頭痛があればコメリアン®

•  活性型ビタミンD製剤 
– アルファロール® 

– ロカルトロール® 
•  <30kg    0.25µg/day  分１ 

• ≧30kg    0.5µg/day  分１



入院期間

•  原則、寛解後2週目以降に退院 
– 寛解後早期に再発してくる症例が存在 

– ステロイドの急性期副反応の有無を評価 

•  NSについての患者指導後 
– 治療経過の長い疾患であるためNSに対する患者
教育を同時並行で進めていく。



再発時の治療戦略

•  定義：尿蛋白（3+）以上が連続３日間継続 
 ３日目を再発日とする 

•  入院適応 
再発　≠　入院　（有症状のみが入院適応） 

– 血管内脱水による症状 
– 嘔気、嘔吐、下痢、低血圧等 

•  再発時の治療は以下の2通り 
①  ス剤以外の免疫抑制剤の併用をしていない場合 

②  免疫抑制剤を既に導入している場合



再発時の治療 
免疫抑制剤を使用していない場合

①  60mg/m2 (2.0mg/kg) 
       連日分３投与 
       max 60mg/day 

 ↓ 
　　　寛解 
①  60mg/m2 (2.0mg/kg) 

 隔日朝 1 回投与  2週間 
     (max 60 mg/day) 

②  30mg/m2 (1.0mg/kg) 
 隔日朝 1 回投与  2週間 

     (max 30 mg/day) 
③  15mg/m2 (0.5mg/kg) 

 隔日朝 1 回投与  2週間 
             (max 15 mg/day) 

60mg/m2  
or 

2.0mg/kg 
分3 
連日

60mg/m2  
or 

2.0mg/kg 
分1隔日

30mg/m2  
or 

1.0mg/kg 
分1隔日

15 mg/m2 or 
0.5 mg/kg 
分1隔日

                  1               14              28             42 
再発　　寛解 



ス剤減量中に再発をした場合 
免疫抑制剤を使用していない場合

60mg/m2  
or 

2.0mg/kg 
分3 
連日

60mg/m2  
or 

2.0mg/kg 
分1隔日

30mg/m2  
or 

1.0mg/kg 
分1隔日

15 mg/m2 or 
0.5 mg/kg 
分1隔日

                     1                 14                 28          　　42 
再発　　　寛解 

高用量ステロイド再発
２回連続して
再発！

免疫抑制剤使用 
プロトコールへ！



免疫抑制剤併用の場合

•  再発時の寛解導入のためのPSL投与量 
– 再発時のステロイド内服量に規定される 
– 分３で投与（可能な限り） 

再発時のス剤内服
量

投与開始量 最大量

ス剤中止中 0.7 mg/kg 連日 20 mg/day

＜0.5mg/kg 隔日 1.0 mg/kg 連日 30 mg/day

0.5 ～ 1.0 mg/kg 
隔日

1.5 mg/kg 連日 45 mg/day

1.0 mg/kg 隔日 ≦ 2.0 mg/kg 連日 60 mg/day



免疫抑制剤併用の場合 
（長期漸減法）

•  寛解後（尿蛋白陰性３日目！以降） 
– 分３より分１投与へ 

– 隔日投与へ 
– 減量間隔  ２週間程度 
– 減量方法   
• 症例により異なる 
• 前回再発時のステロイド量までは，比較的早くに減量
する 

• 前回再発時のステロイド量に近づいたら，ゆっくり減量
する



再発時のステロイドの基本的な考え

1.  投与方法 
再発時3回/日投与 

寛解すれば速やかに1回/朝投与

2.  減量方法 
寛解１週間投与後より開始。 
比較的速やかに隔日投与にして減量は2週間毎。 

前回再発時のPSL量に近づいたらゆっくりと減量。 

3.  再発時はPSLを比較的大量に使用しなけれ
ば寛解に入れ込む力は無い。



環境・管理の原則

•  　根拠のない運動制限や食事制限は不要で
あり、さらには害となることを肝に銘じる必要

がある。特発性ネフローゼ症候群では凝固能

亢進状態での血栓予防、筋力低下を防ぐた

め運動制限をしない。逆に骨塩低下、ステロ

イド性肥満を予防する目的、子供の健全な精

神状態維持のために運動を勧める。



環境・管理 1
•  循環血液量 
– ネフローゼ症候群状態は血漿膠質浸透圧低下により血管内
脱水状態になりやすい。

•  水分量 
– 口喝に合わせて自由に飲水させる。単なる浮腫コントロールを
目的とした誤った水分制限は血管内の脱水を増悪させ、血圧
の低下や、血栓形成等に悪さをすると考える。

•  食事 
– 基本は普通食。特殊な状況として急性腎不全状態、高血圧合
併があればNaCl,K等の制限がかかる場合があるが、通常の
NSであれば減塩以外の食事制限は不要。利尿期には直ちに
普通食とする、食事制限は不要どころか害になる場合がある。

•  安静  根拠のない運動制限はしない。
•  学校  積極的に参加。 



環境・管理 2

•  ネフローゼ症候群初発時の入院は、診断治療以
外にネフローゼの教育目的がある。

•  身長 
– 骨年齢を測定しながら常に最終身長獲得を意識して
管理する。

– ステロイド内服を速やかに隔日内服にして副作用を
少なくする。

– 身長のスパートの年齢に達し（骨年齢で、男児12才
頃、女児10才頃から2年間）、ある程度のステロイド
依存性があるか、もしくは既に成長抑制を認める場
合、この2年間のステロイドを出来るだけ減量する目
的でシクロスポリン等への移行を考慮する。



浮腫、低タンパク血症に対する考え方

•  単に浮腫をコントロールする目的だけのため
にアルブミン、ラシックスを使用しない。

•  アルブミン製剤の適応 
– 高度浮腫に伴う臓器障害の症状（主に腹部症状
で、嘔吐、下痢、腹痛）を呈する場合には細胞外
液と共に20% or 25%アルブミン製剤を使用し細胞
間質浮腫の軽減と循環血漿量の維持を図る。

•  ラシックスの適応 
– 循環血漿量が増加している血管内溢水状態の場
合に使用する。腎機能低下や肺水腫、心不全を
呈する場合は体外循環による除水が必要になる
場合がある。



ステロイドの副反応
•  易感染性

–  麻疹、水痘に対する抗体獲得をする。結核、CMV感染に注意。
–  その他の感染についてはそれほど過敏にならない。

•  骨粗鬆症
–  無意味な安静や運動制限が更に進行させる。骨密度、骨塩定量にて定期的な評価 。

•  成長障害
–  思春期で成長スパートの際は，PSL減量および他の方法を考慮 する。骨年齢を確認。 

•  眼科 
–  白内障、緑内障を評価。定期的な眼科受診が必要。症状の出現に，個人差が大きい
ため注意が必要。

•  満月様顔貌、中心性肥満、体重増加
–  運動、食事制限(カロリー制限)により緩和

•  糖尿病 
–  早期発見し，必要であれば他の免疫抑制剤の併用を考慮する。

•  精神症状,胃潰瘍 
–  小児は比較的少ない

•  離脱症候群 
–  突然の内服中断は要注意。漸減が必要 

•  多毛、尋常性座瘡 



Complica.ons in NS
•  NSの急性期には病態に付随して合併症が生じる
1.  全身浮腫 
2.  ネフローゼ症候群に伴う特発性急性腎不全(NSARF) 
3.  血栓塞栓症
– 血液濃縮と凝固能亢進（凝固阻止因子の尿中喪失とフィ
ブリノゲン産生亢進）による。成人に比して頻度は低い
が、2‐9%と報告されている。

– 安静はリスク因子である。
– 深部静脈血栓（腎、下肢）の頻度が高い
– 肺塞栓

4.  感染症
– 免疫グロブリンや補体の尿中消失、免疫抑制剤の使用に
よる易感染性 



有効循環血液量の評価が重要

•  バイタルサイン、体重、尿量
•  胸部X線（CTR、胸水、肺水腫）

•  超音波（腹部；膀胱尿量、腹水　心臓；循環血
液量）

– 腎臓(特にNSARF時) 
• 腎サイズの膨化
• 輝度亢進の有無
• 葉間動脈にて 

–  PI(基準：0.98±0.12)、RI(基準：0.60±0.04)の低下は注意が必
要



UCG
•  心臓においての容量負荷は、全血管床の容量負荷と同義ではない。
即ち、左心系の容量負荷があるからといって、末梢血管抵抗が高い
状態であれば組織潅流は低下していることとなる。

•  Amer load mismatchに注意が必要。
•  LVDd normal range

–  Normal rangeから10%超える場合体液過剰を疑う 
•  IVC normal range:  7.0±2.1mm/m2

–  >11mm/m2の場合体液過剰を疑う 
•  LVDd基準値（以下の表）

身長(HT; cm) 男(LVDd;mm) 女(LVDd;mm)

75cm未満 0.40×HT‐1.1 0.39×HT‐3.0

75cm以上 0.22×HT+12.2 0.20×HT+13.3



参考 
2014年までのNCKiDsの 
NS治療プロトコール



ver.2012　Protocol　概略

初発NS

SRNS

SDNS

CsA 
AUC 2000‐1800

CsA 
+ MMF 

(30‐)40 mg/kg/day

CsA 
AUC 1500

CsA + MMF 
(30‐)40 mg/kg/

day

SSNS

PSL 1mg/kg/day ADT以上

PSL 1mg/kg/day ADT以上

PSL 1mg/kg/day ADT以上

寛解導入は長期漸減法



初発NS 
寛解導入を長期漸減法 

SRNS

FRNS/SDNS 
JSKDC 06 (CsA/TAC) 

2‐18y

#1 relapse <6M 
JSKDC 05 (MZR) 

2‐11Y

SSNS 
再発時PSLを緩く規定

SSNS 
PSL単剤

軽症SDNS/
FRNS 

PSL+MZRFRNS/SDNS 
CsA and/or PSL 
CsA AUC0‐4 1500

FRNS/SDNS 
CsA , MMF and/or PSL 

CsA AUC0‐4 1500 
MMF (30‐)40 mg/kg/day

FRNS/SDNS 
CsA , MMF and/or PSL 
CsA AUC0‐4 1800‐2000 

MMF (30‐) 40 mg/kg/day

FRNS/SDNS 
CsA  RXM and/or PSL 
CsA AUC0‐4 1800‐2000 
RXM 375mg/m2 x 2 

Protocol 
ver. 2012



初期治療 
長期漸減法

1.  60mg/m2又は2.0mg/kg　   分3連日 *4w 
但し、最大量は80mg/日 

2.  寛解に入れば、分3→分１へ

3.  40mg/m2又は1.3mg/kg　   分1連日*3w

4.  40mg/m2又は1.3mg/kg     分1隔日*3w

5.  30mg/m2又は1.0mg/kg     分1隔日*3w

6.  20mg/m2又は0.5mg/kg    分1隔日*3w

7.  10mg/m2又は0.25mg/kg    分1隔日*3w

8.  中止        （PSL total 19w）



再発時の治療戦略

•  再発イコール入院ではない。
•  入院適応 
– 血管内脱水による症状(嘔気、嘔吐、下痢、低血
圧等)が出ている時

•  再発時の寛解導入のためのPSL投与量は再
発時のPSL内服量により変化させる。
再発時      寛解導入のための増量処方
PSL中止中    →  0.7mg/kg 連日
0‐0.5mg/kg 隔日  →  1.0mg/kg 連日
0.5‐1mg/kg 隔日  →  1.5mg/kg 連日
1mg/kg 隔日‐    →  2.0mg/kg 連日


