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FGF23!"#$%&'()*23+

FGF23'骨から産生され5腎尿細管2"リ$再吸収抑制と6タミ$D"7
成抑制8よ9血中リ$濃度を低下さ:;ホ<モ$234慢性腎臓病=CKD>
症例8?/;血中リ$濃度上昇8対し代償的8上昇し@34

!FGF23"#$%

CKD,-./0123

研究デAタよ95CKD8?/;FGF23"臨床活Bが期待され@34

1.&'()*+,-"./01234567839:";<5

CKD8?/;重要な7併症"1つとしC5リ$・カ<DウE代謝異常が挙げられ@34高リ$血症'CKD"予後増悪因子2あ;!とがFかGCH;ため5リ
$・カ<DウE代謝異常"管理'CKD"治*8?HC重要2あ95腎臓病*法食8よ;リ$制限やリ$吸着剤"投与が行Fれ@34
しかし5血中リ$濃度"上昇'CKD"後期8ならなHと認められ@:ん4現在腎臓病*法食8よ;リ$制限開始が推奨されCH;Stage2"症例群"犬
"うち5血中リ$濃度"上昇'19%2"み認められ@した4一方5血中FGF23濃度"上昇'73%2みられ5FGF23が早期"リ$・カ<DウE代謝異常を
捉え;!とが2I;可能性が示唆され@した4

@た5猫8?HC腎臓病B*法食"給餌8よ9血中FGF23濃度"減少がJ告されC?95!れ'高リ$血症2なH症例2も確認されCH@3 4FGF23
"評価'5早期"CKD8?/;リ$制限開始時期"指標5食,*法"効果判定としCBHられ;!とが期待され@34

健常犬?よびCKD罹患犬K%Aジ別 "血清リ$濃度=左>と血清FGF23濃度=右>"比較=n=75>

J Small Anim Pract.2020 Oct;62:基準範囲上限を赤線2示した4

2.=>-?"@ABCDEF

CKD診断時"血中FGF23濃度8よ95生存期間8差があ;!とがJ告されCH@34
猫8?/;研究8よ;と5血中FGF23濃度が3,000pg/mL未満"群と比較し5「3,000-10,000pg/mL」?よび「10,000pg/mL以上」"群2生存日数"
中央値が有意8短H!とが確認され@した 4

!"!とよ9CKD診断時8FGF23濃度を測定3;!と'5生存期間"推定8有B2あ95予後因子としC"意義が示唆され@34

猫8?/;CKD診断時"血中FGF23濃度と生存期間"L係=n=214>
J Vet Intern Med 2015;29:1494-1501
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CKD Stage2"症例8?HC5診断時8血中FGF23濃度を測定3;!と
'そ"後"治*方針選択"補助とな9@34

例えば5犬8?/;以下"症例8対し5症例1'食,*法開始をM討5症例
2'開始しなHとHう選択を行う!とが2I;可能性があ9@34

【症例1】
Cre 1.85IP 3.85FGF23 4,200 pg/mL
=基準範囲 33~751 pg/mL>
【症例2】
Cre 2.15IP 4.25FGF23 554 pg/mL

ただし5高リ$食・高蛋白食'CKD"進行8L与3;可能性があ;ため5食
,*法を開始しなH早期"CKD2'使Bを避/;べIと言FれC?95年
齢等を考慮した維持食レベ<と3;!とが推奨され@34

さら8猫8?HC血中FGF23濃度'予後とL連3;と"J告があ95治*
効果"判定5予後"評価"ため8定期的な測定が有B2あ;と考えられ@

34

DEF4567,!G/HI,JKL

CKD"早期8?/;食,*法開始'以下"ような弊害が懸念され@34
食,*法を最大限8活B3;ため85今後'開始"指標が求められ@34

G-"&'()56HIJHK7LM

!特発性高カ<DウE血症"発現@た'悪化

猫2J告されCH;特発性高カ<DウE血症"原因'不明23が5低リ$食"給餌8よ9発現5悪化3;!とがJ告されCH@3 4

高カ<DウE血症そ"も"が症状=体重減少5多飲多尿など>を呈3;ほど顕著とな;!と'少なHとされCH@3が5尿石症と"L連も考慮し5特8腎結

石や尿管結石を併発しCH;症例2'早期から"使B'避/;べIと考えられ@34

!低リ$血症"発現

リ$含有量"少なH腎臓病B*法食2'5低リ$血症を発現さ:;!とがあ95人8?HC'低リ$血症も@たCKD"予後を悪化さ:;!とが知られC
H@34犬?よび猫2'@だそ"J告'あ9@:んが5リ$・カ<DウE代謝異常が生じCHなH症例2"低リ$食"使B'避/;べI2あ;可能性があ

9@34
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!低蛋白食8伴う筋肉量"低下

特8猫2'5腎臓病B*法食2体重減少5筋肉量"低下が生じ;!とがJ告されC?95削痩'CKD"予後"悪化とL連し@34

*1 Geddes, R., Elliott, J. and Syme, H. (2013), The Effect of Feeding a Renal Diet on Plasma Fibroblast Growth Factor 23 Concentrations in Cats
with Stable Azotemic Chronic Kidney Disease. J Vet Intern Med, 27: 1354-1361.

*2 IRIS Stage分類8よ;

*3 Geddes, R., Elliott, J. and Syme, H. (2015), Relationship between Plasma Fibroblast Growth Factor"23 Concentration and Survival Time in Cats
with Chronic Kidney Disease. J Vet Intern Med, 29: 1494-1501.

*4 Finch NC. (2016) Hypercalcaemia in cats: The complexities of calcium regulation and associated clinical challenges. J Feline Med Surg.
2016;18(5):387-399.

【監修】 日本()生命科学大学 ()学部 ()0科学教室第二 講師N宮川優一 先生

PQR FGF23=線維芽細胞増殖因子23>

STUV 犬・猫

WX/Y(ml) 血清/0.3

ZWX/Y(ml) ヘパ漿/0.3

[>\4 冷凍保存

]<\4 CLEIA法

^_`a ～4

bcdefg 犬：161～527
猫：102～466

hi pg/mL

MNO?PMAQ

エリKロポエチ$'低酸素状態8反応しC腎臓から分泌され5赤血球"産生を促進し@34腎性貧血5赤血球増加症"鑑別診断など8BH@34Ht値と併
:CO判断くださH4

PQR エリKロポエチ$【外注MP】

STUV 犬・猫

WX/Y(ml) 血清/0.4

ZWX/Y(ml) #

[>\4 冷蔵保存

]<\4 CLEIA法

^_`a ～5

bcdefg 犬：1.3～13.4
猫：1.9～22.9

hi mIU/mL

RS

Q$Kリ$'膵臓から分泌され5グ<#AKを細胞08取9込み血糖値を下げ;働Iがあ9@34糖尿病"鑑別や5Q$KリノAマ"診断8BH@34血

糖値と併:CO判断くださH4

PQR Q$Kリ$

STUV 犬・Rェレット・猫

WX/Y (ml) 犬・Rェレット：血清/0.4
猫：血清/0.2

ZWX/Y (ml) 犬・Rェレット：#
猫：ヘパ漿/0.2

[>\4 冷蔵保存

]<\4 犬・Rェレット：CLIA法
猫：ELISA法

^_`a ～3

bcdefg 犬・Rェレット：0.27～0.65
猫：0.27～0.69

hi ng/mL

*1 Q$Kリ$"単位を$U/mL8換算3;場7'5係数26をOJ告値=測定値>8乗算しCくださH4
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病理／細胞診／血液塗抹／骨髄塗抹／特殊病理

âäãå'çéèêmnë|í  パAトナA製品
ウQ<K／原虫・寄生虫／細菌／真菌

âäãå'çéèêmnë}í  パAトナA製品
ウQ<K／原虫・寄生虫／細菌／真菌／マQ#プラ

Wマ

âäãå'çéèêmn

ë~�ÄÅÇÉí  パAトナA製品
感染症MP

âäãå'çéèêmn

ë|0}0~�ÄÅÇÉí  パAトナA製品
遺伝病／腫瘍

ìîïåñóòñäô

UVRQ<EホA<ディ$グKX式会社 UVゼロックKX式会社

  

öõ"!úùû

製品_J

デジタ<カメラ

チェキ

写真プリ$ト

Rィ<E／写<$23

化粧品

Sプリメ$ト

双眼鏡

抗菌B品

SポAト

Qベ$ト・キャ$ペA$

オ$ラQ$Dョップ

ü3Ñ†"°ùû

製品_J

ヘ<KケアITソリュADョ$

X線画像診断DK%E

0視鏡DK%E

超音波診断装置

POCTMP装置

SA6K＆SポAト

)薬品

薬局支援DK%E

抗菌B品

動物)*

)*ラQブラリ

学会・セミナA

¢£§•"!úùû

製品_J

印刷

写真

光学デバQK

放送・映画

広告・ディKプレQ

オRィK

セキュリ%ィ

製造・生産

素材・材料

特定産^支援

Qベ$ト・セミナA

¶ß®^

UVRQ<E8つHC

SK%ナ6リ%ィ

研究開発

採B

広告・Kポ$SA活動

資材・購買

!©™&

      

ホAE / )*L係"皆さ@ / 製品M索 / MPSA6K / 0分泌MP / 0分泌MP：腎臓・膵臓

FGF23 " エリKロポエチ$" 膵臓 "

*1

*2

*3

*4

*1

ラQ$アップ 甲状腺L連 副腎皮質L連 上皮小体=副甲状腺>L連 性腺 心臓 腎臓・膵臓

mn´ä¢• ##

国0各地"MPラボ25形態学5微生物学5血液学5尿など約300項目"MPを受託しCH@34全国"()*施設から直接M体を集荷しCMPし5迅速8MP結果を?返しし@
34  

プラQバDAポリDA  SQトOZB条件  ?TH7F:  ソADャ<メディア  モバQ<アプリ
©UVRQ<EX式会社

English Site

$

日本

製品_J )*ラQブラリ 学会・セミナA ?知ら: ]^_J

Global Search %
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FGF23は骨から産生され、腎尿細管でのリン再吸収抑制
とビタミンDの合成抑制により血中リン濃度を低下させる
ホルモンです。慢性腎臓病（CKD）症例における血中リ
ン濃度上昇に対し代償的に上昇します。
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FGF23!"#$%&'()*23+

FGF23'骨から産生され5腎尿細管2"リ$再吸収抑制と6タミ$D"7
成抑制8よ9血中リ$濃度を低下さ:;ホ<モ$234慢性腎臓病=CKD>
症例8?/;血中リ$濃度上昇8対し代償的8上昇し@34

!FGF23"#$%

CKD,-./0123

研究デAタよ95CKD8?/;FGF23"臨床活Bが期待され@34

1.&'()*+,-"./01234567839:";<5

CKD8?/;重要な7併症"1つとしC5リ$・カ<DウE代謝異常が挙げられ@34高リ$血症'CKD"予後増悪因子2あ;!とがFかGCH;ため5リ
$・カ<DウE代謝異常"管理'CKD"治*8?HC重要2あ95腎臓病*法食8よ;リ$制限やリ$吸着剤"投与が行Fれ@34
しかし5血中リ$濃度"上昇'CKD"後期8ならなHと認められ@:ん4現在腎臓病*法食8よ;リ$制限開始が推奨されCH;Stage2"症例群"犬
"うち5血中リ$濃度"上昇'19%2"み認められ@した4一方5血中FGF23濃度"上昇'73%2みられ5FGF23が早期"リ$・カ<DウE代謝異常を
捉え;!とが2I;可能性が示唆され@した4

@た5猫8?HC腎臓病B*法食"給餌8よ9血中FGF23濃度"減少がJ告されC?95!れ'高リ$血症2なH症例2も確認されCH@3 4FGF23
"評価'5早期"CKD8?/;リ$制限開始時期"指標5食,*法"効果判定としCBHられ;!とが期待され@34

健常犬?よびCKD罹患犬K%Aジ別 "血清リ$濃度=左>と血清FGF23濃度=右>"比較=n=75>

J Small Anim Pract.2020 Oct;62:基準範囲上限を赤線2示した4

2.=>-?"@ABCDEF

CKD診断時"血中FGF23濃度8よ95生存期間8差があ;!とがJ告されCH@34
猫8?/;研究8よ;と5血中FGF23濃度が3,000pg/mL未満"群と比較し5「3,000-10,000pg/mL」?よび「10,000pg/mL以上」"群2生存日数"
中央値が有意8短H!とが確認され@した 4

!"!とよ9CKD診断時8FGF23濃度を測定3;!と'5生存期間"推定8有B2あ95予後因子としC"意義が示唆され@34

猫8?/;CKD診断時"血中FGF23濃度と生存期間"L係=n=214>
J Vet Intern Med 2015;29:1494-1501
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CKD Stage2"症例8?HC5診断時8血中FGF23濃度を測定3;!と
'そ"後"治*方針選択"補助とな9@34

例えば5犬8?/;以下"症例8対し5症例1'食,*法開始をM討5症例
2'開始しなHとHう選択を行う!とが2I;可能性があ9@34

【症例1】
Cre 1.85IP 3.85FGF23 4,200 pg/mL
=基準範囲 33~751 pg/mL>
【症例2】
Cre 2.15IP 4.25FGF23 554 pg/mL

ただし5高リ$食・高蛋白食'CKD"進行8L与3;可能性があ;ため5食
,*法を開始しなH早期"CKD2'使Bを避/;べIと言FれC?95年
齢等を考慮した維持食レベ<と3;!とが推奨され@34

さら8猫8?HC血中FGF23濃度'予後とL連3;と"J告があ95治*
効果"判定5予後"評価"ため8定期的な測定が有B2あ;と考えられ@

34

DEF4567,!G/HI,JKL

CKD"早期8?/;食,*法開始'以下"ような弊害が懸念され@34
食,*法を最大限8活B3;ため85今後'開始"指標が求められ@34
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!特発性高カ<DウE血症"発現@た'悪化

猫2J告されCH;特発性高カ<DウE血症"原因'不明23が5低リ$食"給餌8よ9発現5悪化3;!とがJ告されCH@3 4

高カ<DウE血症そ"も"が症状=体重減少5多飲多尿など>を呈3;ほど顕著とな;!と'少なHとされCH@3が5尿石症と"L連も考慮し5特8腎結

石や尿管結石を併発しCH;症例2'早期から"使B'避/;べIと考えられ@34

!低リ$血症"発現

リ$含有量"少なH腎臓病B*法食2'5低リ$血症を発現さ:;!とがあ95人8?HC'低リ$血症も@たCKD"予後を悪化さ:;!とが知られC
H@34犬?よび猫2'@だそ"J告'あ9@:んが5リ$・カ<DウE代謝異常が生じCHなH症例2"低リ$食"使B'避/;べI2あ;可能性があ

9@34

G-"NO()56HIJHK7LM

!低蛋白食8伴う筋肉量"低下

特8猫2'5腎臓病B*法食2体重減少5筋肉量"低下が生じ;!とがJ告されC?95削痩'CKD"予後"悪化とL連し@34

*1 Geddes, R., Elliott, J. and Syme, H. (2013), The Effect of Feeding a Renal Diet on Plasma Fibroblast Growth Factor 23 Concentrations in Cats
with Stable Azotemic Chronic Kidney Disease. J Vet Intern Med, 27: 1354-1361.

*2 IRIS Stage分類8よ;

*3 Geddes, R., Elliott, J. and Syme, H. (2015), Relationship between Plasma Fibroblast Growth Factor"23 Concentration and Survival Time in Cats
with Chronic Kidney Disease. J Vet Intern Med, 29: 1494-1501.

*4 Finch NC. (2016) Hypercalcaemia in cats: The complexities of calcium regulation and associated clinical challenges. J Feline Med Surg.
2016;18(5):387-399.

【監修】 日本()生命科学大学 ()学部 ()0科学教室第二 講師N宮川優一 先生

PQR FGF23=線維芽細胞増殖因子23>

STUV 犬・猫

WX/Y(ml) 血清/0.3

ZWX/Y(ml) ヘパ漿/0.3

[>\4 冷凍保存

]<\4 CLEIA法

^_`a ～4

bcdefg 犬：161～527
猫：102～466

hi pg/mL

MNO?PMAQ

エリKロポエチ$'低酸素状態8反応しC腎臓から分泌され5赤血球"産生を促進し@34腎性貧血5赤血球増加症"鑑別診断など8BH@34Ht値と併
:CO判断くださH4

PQR エリKロポエチ$【外注MP】

STUV 犬・猫

WX/Y(ml) 血清/0.4

ZWX/Y(ml) #

[>\4 冷蔵保存

]<\4 CLEIA法

^_`a ～5

bcdefg 犬：1.3～13.4
猫：1.9～22.9

hi mIU/mL

RS

Q$Kリ$'膵臓から分泌され5グ<#AKを細胞08取9込み血糖値を下げ;働Iがあ9@34糖尿病"鑑別や5Q$KリノAマ"診断8BH@34血

糖値と併:CO判断くださH4

PQR Q$Kリ$

STUV 犬・Rェレット・猫

WX/Y (ml) 犬・Rェレット：血清/0.4
猫：血清/0.2

ZWX/Y (ml) 犬・Rェレット：#
猫：ヘパ漿/0.2

[>\4 冷蔵保存

]<\4 犬・Rェレット：CLIA法
猫：ELISA法

^_`a ～3

bcdefg 犬・Rェレット：0.27～0.65
猫：0.27～0.69

hi ng/mL

*1 Q$Kリ$"単位を$U/mL8換算3;場7'5係数26をOJ告値=測定値>8乗算しCくださH4
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自己免疫／アレ<ギA

oplmn

凝固／線溶／血液型／血球分類

oqrVmn

血中薬物MP

=slmn

蛋白・マAカA／酵素・アQソザQE／6タミ$／糖

質／窒素化7物／脂質／電解質・ミネラ<／微量金

属／生体色素／そ"他

tmn0uvwx
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食事療法開始検討にあたるフローチャート

慢性腎臓病の病期分類アルゴリズム 【猫】

ステップ 1.
ステップ 2.

高血圧
重度高血圧

慢性腎臓病（CKD）の病期分類
まず空腹時の血漿クレアチニン濃度に基づいて分類する。猫が安定した状態で2回以上測定する。*
タンパク尿と血圧に基づいて2次分類を行う。

血漿クレアチニン濃度

*監訳者注：動物が脱水している場合は，水和状態を補正してから，再検査を行うことが望ましい。

CKDの2次的な病期分類
1. タンパク尿による2次分類
腎前性および腎後性の原因を除外した上で，腎性タンパク尿を確定することが目的である。

標準的なディップスティック法による尿検査では偽陽性が出やすくなることがあるため， スルホサリチル酸比濁
法 など， より特異的なスクリーニング検査を実施することを臨床医は検討すべきである。

尿路の炎症や出血を示す所見がない場合，または血漿タンパク質の定期的な測定により異常タンパク血症が除外
される場合， 尿中のタンパク/クレアチニン比（UP/C）は全ての症例について測定する必要がある。 理想的に
は，少なくとも2週間以上の期間にわたって収集された2つ以上の尿サンプルに基づいて， 2次分類を行うことが
望ましい。

UP/C値 2次分類

猫

< 0.2 非タンパク尿

0.2～0.4 タンパク尿境界域

> 0.4 タンパク尿

継続的にタンパク尿の境界域を示している猫では2ヵ月以内に再検査をし， 結果に応じて適宜，再分類する必要
がある。

非タンパク尿およびタンパク尿境界域の範囲にあるUP/Cは，「微量アルブミン尿」に分類することができる。
現在のところ，将来的な腎臓の健康状態の予測における微量アルブミン尿の重要性はまだ分かっていない。 IRIS
はこのレベルのタンパク尿を継続して観察することを推奨している。

腎機能障害の進行に伴ってタンパク尿が減少することがあるため，stage 3およびstage 4の猫では，タンパク尿
が認められる頻度が低下する可能性がある。

糸球体性高血圧，ろ過圧，およびタンパク尿を低下させるために行われるあらゆる治療に対する反応について，
UP/Cを用いて定期的に観察する必要がある。

2. 動脈圧による2次分類
猫は，測定条件および実施される複数回の測定に予めなれさせておく必要がある。最終的な2次分類は，複数回の
収縮期血圧測定の結果に基づいて行われる。 可能であれば異なる日に病院へ複数回来院した際の測定結果を用い
ることが望ましいが，1回の来院時に2時間以上の間隔をおいて複数回測定を行うことも可能である。 標的器官へ
のダメージのリスクの度合い，および標的器官のダメージや合併症を示す所見，収縮期血圧により2次分類する。

多くの猫の場合，IRISが定める血圧の2次分類は以下のとおりである。

収縮期血圧
（mmHg） 血圧による2次分類 将来の標的器官への

ダメージリスク

< 150 正常血圧 最小

150～159 境界域高血圧 低

160～179 高血圧 中

≧ 180 重度高血圧 高

タンパク尿と同様に，標的器官へのダメージを示す所見がない場合，血圧の測定値が持続的に特定の分類に入る
ことを示す所見が重要になる。 ここで言う血圧上昇の「持続性」については，これらの血圧2次分類において，
以下の期間に行った複数回の測定に基づき判断する。

1～2ヵ月間にわたり収縮期血圧が160～179 mmHg
1～2週間にわたり収縮期血圧が180 mmHg以上

1）

尿中タンパクの定量検査を行う。同時に尿中クレアチニン値を測定し，UP/Cを算出する。1）

トップ /  慢性腎臓病の病期分類アルゴリズム【猫】 /  猫 Stage 1

日本獣医腎泌尿器学会

犬と猫の慢性腎臓病の治療 治療に関するIRIS（国際獣医腎臓病研究グループ）からの提言 〈 2016年度版 〉

! 日本獣医腎泌尿器学会

犬と猫の慢性腎臓病の治療

慢性腎臓病の病期分類アルゴリズム 【猫】
猫の慢性腎臓病の治療に対する推奨事項
猫 Stage 1
猫 Stage 2
猫 Stage 3
猫 Stage 4
付録

慢性腎臓病の病期分類アルゴリズム 【犬】
犬の慢性腎臓病の治療に対する推奨事項
犬 Stage 1
犬 Stage 2
犬 Stage 3
犬 Stage 4
付録
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FGF23!"#$%&'()*23+

FGF23'骨から産生され5腎尿細管2"リ$再吸収抑制と6タミ$D"7
成抑制8よ9血中リ$濃度を低下さ:;ホ<モ$234慢性腎臓病=CKD>
症例8?/;血中リ$濃度上昇8対し代償的8上昇し@34

!FGF23"#$%

CKD,-./0123

研究デAタよ95CKD8?/;FGF23"臨床活Bが期待され@34

1.&'()*+,-"./01234567839:";<5

CKD8?/;重要な7併症"1つとしC5リ$・カ<DウE代謝異常が挙げられ@34高リ$血症'CKD"予後増悪因子2あ;!とがFかGCH;ため5リ
$・カ<DウE代謝異常"管理'CKD"治*8?HC重要2あ95腎臓病*法食8よ;リ$制限やリ$吸着剤"投与が行Fれ@34
しかし5血中リ$濃度"上昇'CKD"後期8ならなHと認められ@:ん4現在腎臓病*法食8よ;リ$制限開始が推奨されCH;Stage2"症例群"犬
"うち5血中リ$濃度"上昇'19%2"み認められ@した4一方5血中FGF23濃度"上昇'73%2みられ5FGF23が早期"リ$・カ<DウE代謝異常を
捉え;!とが2I;可能性が示唆され@した4

@た5猫8?HC腎臓病B*法食"給餌8よ9血中FGF23濃度"減少がJ告されC?95!れ'高リ$血症2なH症例2も確認されCH@3 4FGF23
"評価'5早期"CKD8?/;リ$制限開始時期"指標5食,*法"効果判定としCBHられ;!とが期待され@34

健常犬?よびCKD罹患犬K%Aジ別 "血清リ$濃度=左>と血清FGF23濃度=右>"比較=n=75>

J Small Anim Pract.2020 Oct;62:基準範囲上限を赤線2示した4

2.=>-?"@ABCDEF

CKD診断時"血中FGF23濃度8よ95生存期間8差があ;!とがJ告されCH@34
猫8?/;研究8よ;と5血中FGF23濃度が3,000pg/mL未満"群と比較し5「3,000-10,000pg/mL」?よび「10,000pg/mL以上」"群2生存日数"
中央値が有意8短H!とが確認され@した 4

!"!とよ9CKD診断時8FGF23濃度を測定3;!と'5生存期間"推定8有B2あ95予後因子としC"意義が示唆され@34

猫8?/;CKD診断時"血中FGF23濃度と生存期間"L係=n=214>
J Vet Intern Med 2015;29:1494-1501

456789:;,<=/>?@AB@C

CKD Stage2"症例8?HC5診断時8血中FGF23濃度を測定3;!と
'そ"後"治*方針選択"補助とな9@34

例えば5犬8?/;以下"症例8対し5症例1'食,*法開始をM討5症例
2'開始しなHとHう選択を行う!とが2I;可能性があ9@34

【症例1】
Cre 1.85IP 3.85FGF23 4,200 pg/mL
=基準範囲 33~751 pg/mL>
【症例2】
Cre 2.15IP 4.25FGF23 554 pg/mL

ただし5高リ$食・高蛋白食'CKD"進行8L与3;可能性があ;ため5食
,*法を開始しなH早期"CKD2'使Bを避/;べIと言FれC?95年
齢等を考慮した維持食レベ<と3;!とが推奨され@34

さら8猫8?HC血中FGF23濃度'予後とL連3;と"J告があ95治*
効果"判定5予後"評価"ため8定期的な測定が有B2あ;と考えられ@

34

DEF4567,!G/HI,JKL

CKD"早期8?/;食,*法開始'以下"ような弊害が懸念され@34
食,*法を最大限8活B3;ため85今後'開始"指標が求められ@34

G-"&'()56HIJHK7LM

!特発性高カ<DウE血症"発現@た'悪化

猫2J告されCH;特発性高カ<DウE血症"原因'不明23が5低リ$食"給餌8よ9発現5悪化3;!とがJ告されCH@3 4

高カ<DウE血症そ"も"が症状=体重減少5多飲多尿など>を呈3;ほど顕著とな;!と'少なHとされCH@3が5尿石症と"L連も考慮し5特8腎結

石や尿管結石を併発しCH;症例2'早期から"使B'避/;べIと考えられ@34

!低リ$血症"発現

リ$含有量"少なH腎臓病B*法食2'5低リ$血症を発現さ:;!とがあ95人8?HC'低リ$血症も@たCKD"予後を悪化さ:;!とが知られC
H@34犬?よび猫2'@だそ"J告'あ9@:んが5リ$・カ<DウE代謝異常が生じCHなH症例2"低リ$食"使B'避/;べI2あ;可能性があ

9@34

G-"NO()56HIJHK7LM

!低蛋白食8伴う筋肉量"低下

特8猫2'5腎臓病B*法食2体重減少5筋肉量"低下が生じ;!とがJ告されC?95削痩'CKD"予後"悪化とL連し@34

*1 Geddes, R., Elliott, J. and Syme, H. (2013), The Effect of Feeding a Renal Diet on Plasma Fibroblast Growth Factor 23 Concentrations in Cats
with Stable Azotemic Chronic Kidney Disease. J Vet Intern Med, 27: 1354-1361.

*2 IRIS Stage分類8よ;

*3 Geddes, R., Elliott, J. and Syme, H. (2015), Relationship between Plasma Fibroblast Growth Factor"23 Concentration and Survival Time in Cats
with Chronic Kidney Disease. J Vet Intern Med, 29: 1494-1501.

*4 Finch NC. (2016) Hypercalcaemia in cats: The complexities of calcium regulation and associated clinical challenges. J Feline Med Surg.
2016;18(5):387-399.

【監修】 日本()生命科学大学 ()学部 ()0科学教室第二 講師N宮川優一 先生

PQR FGF23=線維芽細胞増殖因子23>

STUV 犬・猫

WX/Y(ml) 血清/0.3

ZWX/Y(ml) ヘパ漿/0.3

[>\4 冷凍保存

]<\4 CLEIA法

^_`a ～4

bcdefg 犬：161～527
猫：102～466

hi pg/mL

MNO?PMAQ

エリKロポエチ$'低酸素状態8反応しC腎臓から分泌され5赤血球"産生を促進し@34腎性貧血5赤血球増加症"鑑別診断など8BH@34Ht値と併
:CO判断くださH4

PQR エリKロポエチ$【外注MP】

STUV 犬・猫

WX/Y(ml) 血清/0.4

ZWX/Y(ml) #

[>\4 冷蔵保存

]<\4 CLEIA法

^_`a ～5

bcdefg 犬：1.3～13.4
猫：1.9～22.9

hi mIU/mL

RS

Q$Kリ$'膵臓から分泌され5グ<#AKを細胞08取9込み血糖値を下げ;働Iがあ9@34糖尿病"鑑別や5Q$KリノAマ"診断8BH@34血

糖値と併:CO判断くださH4

PQR Q$Kリ$

STUV 犬・Rェレット・猫

WX/Y (ml) 犬・Rェレット：血清/0.4
猫：血清/0.2

ZWX/Y (ml) 犬・Rェレット：#
猫：ヘパ漿/0.2

[>\4 冷蔵保存

]<\4 犬・Rェレット：CLIA法
猫：ELISA法

^_`a ～3

bcdefg 犬・Rェレット：0.27～0.65
猫：0.27～0.69

hi ng/mL

*1 Q$Kリ$"単位を$U/mL8換算3;場7'5係数26をOJ告値=測定値>8乗算しCくださH4

!"#$%&

MPSA6K8L3;?TH7F:'5UVRQ<EVETDK%EW=X>8CYGC?9@34

OZB"[\I ?TH7F: !
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CKDの早期における食事療法開始は以下のような弊害が懸念されます。 
食事療法を最大限に活用するために、今後は開始の指標が求められます。 

早期のリン制限により起こり得る弊害 
■特発性高カルシウム血症の発現または悪化 
猫で報告されている特発性高カルシウム血症の原因は不明ですが、低リン食の給餌により発現、
悪化することが報告されています。 
  高カルシウム血症そのものが症状（体重減少、多飲多尿など）を呈するほど顕著となることは
少ないとされていますが、尿石症との関連も考慮し、特に腎結石や尿管結石を併発している症例
では早期からの使用は避けるべきと考えられます。 

■低リン血症の発現 
リン含有量の少ない腎臓病用療法食では、低リン血症を発現させることがあり、人においては低
リン血症もまたCKDの予後を悪化させることが知られています。犬および猫ではまだその報告は
ありませんが、リン・カルシウム代謝異常が生じていない症例での低リン食の使用は避けるべき
である可能性があります。 

■早期の蛋白制限により起こり得る弊害 
■低蛋白食に伴う筋肉量の低下
特に猫では、腎臓病用療法食で体重減少、筋肉量の低下が生じることが報告されており、削痩は
CKDの予後の悪化と関連します。


