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対象：一般 申込不要：入場無料 当日先着140人 

   慢性腎臓病にならない 

    なっても悪くさせないための 

      あらたな取組み 
  

    ～腎臓を守るための佐中式CKD分子栄養療法～             
         

         講師 佐中 孜 先生      メディカルプラザ市川駅 院長 

                                                     元  東京女子医科大学 教授 

栄養植え付け
療法 



愈々本題です 
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あなたご自身の透析患者さんについて、今特にお困り
の病態、症状は次のどれですか？複数回答は４つまで
可能です。その他を選んだ場合は（ ）内にご記述くださ
い。 

1) ESA抵抗性貧血 

2) 筋痙攣・筋肉痛・透析疲労 

3) 心機能障害（透析低血圧、CKD－CVD） 

4) 低アルブミン血症 

5) 易感染性 

6) フレイル・サルコペニア・ロコモティブシンドローム 

7) 認知症（認知機能障害） 

8) CKD－MBD 

9) アクセストラブル 

10) その他（                   ） 
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原生生物 
植物 菌類 

藻類 

動物 

ここにある生物に共通するのは？ 

ミトコンドリアゲノムはαプロテオバクテリアから？ 



ミトコンドリアとカルニチンと維持透析療法 

• ミトコンドリアは生命維持には不可欠な細胞
小器官 

• カルニチンはミトコンドリアには不可欠なアミノ
酸 

• 維持透析療法はアミノ酸喪失が不可避 

• カルニチン喪失を防いで健康寿命の延長を
提供することが我々の使命の一つ 

• 十分にアシルカルニチンを除去し、遊離カル
ニチンを患者任せではなく医療側が補充する
ことが大切 

 



カルニチンの役割 

2015/9/7 社会福祉法人江戸川病院・MP市川駅 10 



A  schematic diagram of the metabolic roles of carnitine in skeletal muscle 
(modified from Stephens et al, 2007) 
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LCFA, long chain fatty acid;  GLUT, glucose transporter;  OCTN2, carnitine/organic cation transporter2;  

CD36, fatty acid translocase;  FABP, fatty acid binding protein;   

CPT1, 2, carnitine palmitoyl transferase1, 2;  CACT, carnitine acylcarnitine translocase; 

 CrAT, carnitine acetyl transferase;  

PDC, pyruvate dehydrogenase complex;  TCA, tricarboxylic acid cycle 
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カルニチントランスポーターOCTN2の遺伝子変異に起因する 
全身性力ルニチン欠乏症(SystemicCarnitineDeficiency;SCD) 

• カルニチントランスポーターOCTN2（第５番目
の染色体）の機能損失変異により発症 

• 発現頻度は新生児約1/4万人 

• 新生児期から乳幼児期にかけて、 Reye‘s 
syndromeのように空腹時、あるいは感染症

罹患時などに低ケトン性低血糖症、高アンモ
ニア血症により意識障害や痙攣などを繰り返
し、脳障害や突然死。 

• 加齢とともに、心臓、骨格筋機能低下、肝腫
大（脂肪変性）が現れる。 



透析患者におけるカルニチン欠乏発症機序 

摂取不足 

腎での生合成障害 
腎での再吸収障害 
腎での蓄積障害 

血漿遊離カルニチン低下 

骨格筋萎縮に伴う蓄積不足 透析療法による体外喪失 

＊ 38±15 μmol/L (38,000±15,000 μmol/1000g) 
（健常者 49±11 μmol/L  40mg/全血液） 

＊ 3.9±2.2  μmol/g 
（健常者 5.5±2.3 μmol/g） 

 

本来は全カルニチンの
98％は骨格筋に蓄積 
（20g/体重60kg） 
1.6％は肝腎に蓄積 
 

＊ ＊ Moorthy, AV. et al.：Am. J. Nephrol., 3, 205-208, 1983 

＊ ＊ 506±91µmol/１回透析 

（１回の透析当たり80mg） 

＊300µmol/日以下 

（健常者75mg /日～ 

20mg/kg体重/日） 

？？？µmol/日 

生成量；健常者では10mg/日 

＊ Stanley, CA.: Ann. N.Y. Acad. Sci., 1033, 42-51, 2004 

アシル脂肪酸CoA、アシル脂肪酸の蓄積 



透析低栄養に対するカルニチン療法への期待 
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 L-カルニチンの生合成 

ブチロベタイン水酸化酵素  

骨格筋･心筋に存在しない  補酵素  

Vitamin C  

Vitamin B6  

Niacin  

Fe 2+  

ブチロベタイン アルデヒド  

腎、肝、脳に存在する  



血液透析患者における血清カルニチン濃度 

2015/9/7 15 佐中 孜；BioClinica 14(6) 47～52、1999 

総カルニチン濃度 μmol/L 

遊離カルニチン濃度 μmol/L 

アシルカルニチン濃度 μmol/L 



糸川 嘉則 ： 食生活, 102(11）, 44－47, 2008 

食品 mg/100g 

（山羊） 221.0 

羊肉（マトン） 208.9 

牛肉（ランプ） 130.7 

鹿 117.4 

子羊肉(ラム) 80.0 

豚肉(ﾛｰｽ) 69.6 

牛肉(ヒレ) 59.8 

鶏肉(もも） 32.8 

あさり 23.8 

かき 23.1 

鯛 19.6 

さんま 16.6 

あじ 14.3 

食品 mg/100g 

アボガド 12.2 

車エビ 9.3 

まぐろ(赤身) 4.5 

牛乳 3.4 

小麦胚芽 1.1 

さつまいも 1.0 

鶏卵 0.8 

小麦 0.4 

ブロッコリー 0.3 

パン 0.2 

ピーナッツ 0.1 

食品中のカルニチン含量 

糸川 嘉則 ： 食生活, 102(11）, 44－47, 2008 

食品 mg/100g 

まぐろ(赤身) 4.5 

牛乳 3.4 

小麦胚芽 1.1 

さつまいも 1.0 

鶏卵 0.8 

小麦 0.4 

ブロッコリー 0.3 

パン 0.2 

ピーナッツ 0.1 

透析によるカルニチン喪失量
81.5mg. 
牛肉100ｇにカルニチン
59.8mg. 
牛肉ヒレ 100ｇは蛋白質
21.3ｇ. 
 

サプリメントとしてのカルニチン
の吸収は、食事からの吸収され
るカルニチンよりも大幅に低い。 



カルニチンの透析患者への効果 



2013年JSDTレポートのまとめ 
カルニチンの服用効果 のべ74項目（演題） 

有効 やや有効 無効 不明 

筋痙攣（こむら返り） 8 2 

筋症状（筋痛） 5 3 

疲労感（筋肉疲労） 3 

倦怠感 5 
歩行能力 2 
貧血 15 4 4 2 

心機能（心不全、心肥大） 9 4 

透析低血圧 2 

血糖値（低血糖）＊ 2 

動脈硬化（抗酸化） 1 

高アンモニア血症 2 

高尿素窒素血症、高尿酸血症 1 

（＊演者注； 糖新生作用） 



何故透析患者ではカルニチンに
即効的効果が出にくいか 

私の想像 



Mean plasma concentration-time curve of 2g of  

L-carnitine after single oral administration 

2015/9/7 
社会福祉法人江戸川病院・MP市川駅； 佐中 孜 
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Yu Cao et al; Single Dose Administration of L-Carnitine Imprives Antioxidant Activities in 

Healthy Subjects. Tohoku J. Exp. Med.,2011, 224, 209-213  
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Evans AM, et al: Clin Pharmacol Ther 68: 238-249, 2000より引用 

症例数：6ヵ月間以上透析を受けているESRD患者 

方 法：透析後にL-カルニチン 20mg/kg静注 

血液透析患者におけるL-カルニチン単回静脈注射後の遊離カルニチン濃度 
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Evans AM, et al: Clin Pharmacol Ther 68: 238-249, 2000より引用 

遊
離
カ
ル
ニ
チ
ン 

透析前 

透析後（n=12） 

Predialysis and postdialysis plsma concentrations of L-carnitinein patients 

with end-stage renal disease undergoing thrice-weekly haemodialysis. Levels are 

shown under baseline conditions, during the administration of 20mg/kg of L-

camitine at the end of each dialysis session, and during a 5 week wash out 

period.            The shaded region represents the endogenous levels of 

L-carrnitine in healthy human adult. 

80～90 μmol/L 

静脈注射 



透析における注射剤 

• 速やかに血中濃度を上げることができる。 

• 高用量投与時でも、腸内でトリメチルアミンが産生
されないため魚臭を防げる。 

• 患者の服薬コンプライアンスに影響しない。 

• 内服薬を多く服薬している症例でも使用しやすい。 

• 米国では、透析の適応は注射剤のみである。 

Evans AM, et al: Clin Pharmacol Ther 68: 238-249, 2000より引用 



これからの透析患者の健康維持のた
めにカルニチンに期待すること 

• 認知症予防、早期認知症治療 

• 透析フレイル・サルコペニア予防、治療 
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 L一カルニチンに構造の類似した神経伝達物質 

生成臓器 

補充 

予防、治療には 
運動療法との 
併用が不可欠 

認知症 



筋肉の遊離、アセチルカルニチン比の運動負荷に伴う変化 

The fraction of total carnitine(not including long-chain acylcarnitine）represented as free (filled） 
or acetyl carnitine (open） in  human vastus lateralis muscle at rest and following 4min (or 10 

min at 40, 55 and 75%VO2max）of exercise on a cycle ergometer at various exercise ntensities.

骨格筋の遊離カルニチン量は総カルニチン量に対して安静時では75%程度であ
るが， 数分間の高強度運動に伴って20%程度まで減少し，その代わりにアセチ
ルカルニチンが増加する． 運動によって減少したカルニチン濃度が安静時レベ
ルまでに戻るためには3時間程度かかる。 

遊離カルニチン 

アセチルカルニチン 

.J Physiol581:431-444,2007. 



Acetyl-L-carnitine acetylcholine 遊離CoA 

CarAT ChAT 

acetylCoA 

   CH3  OCOCH3         

CH3-N-CH2-CH-CH2-COO- 
   CH3 

   CH3           

CH3-N-CH2-CH2-O-COCH3 

   CH3 

カルニチンのコリン性作用発現反応 

アセチルカルニチン（acetyl-L-carnitine）

からアセチル基がコリンへ転移されてア
セチルコリンが生成される 

acetylCoA 

更にもう一つのカルンニチンの役割 

CrAT;carnitine 

acetyl transferase 

ミトコンドリアでの[アセチルCoA]/[遊離CoA] 比の調節 

ブドウ糖 

脂肪酸 

choline 
   CH3           

CH3-N-CH2-CH2-OH 

   CH3 

カルニチン 

カルニチン 

ミトコンドリア 









Protective Effects of Acetyl-L-Carnitine on Neurodegenarative Changes  In  Chronic  Cerebral I schemia Models 
and Learning-Memory Impairment in Aged Rats 

(A) Representative photomicrographs of H&E white  

matter staining, 4 weeks after BCCL.  

We observed remarkable white matter changes,  

including rarefaction with vacuolation and gliosis,  

in the corpus callosum of BCCL rats,  

as well as nerve fiber disarrangement.  

Magnification: ×400, Scale bar: 50 μm.  

(B) The white matter histopathological changes were  

scored for 8 good coronal sections, as in  

Wakita et al.'s method (Wakita et al., 1994).  

Values are expressed as means ± S.E.M. *p <  

0.05 compared to the sham-operated group, †p < 0.05  

compared to the vehicle-treated BCCL group.  

Sham, Sham-operated 

BCCL, bilateral common carotid artery ligation  

ALC, acetyl-L-carnitine; mpk, mg/kg 

 



Enhancement  of  Learning Capacity and 

Cholinergic Synaptic Function by Carnitine in 

Aging Rats 
 
S. Ando, 1 * T. Tadenuma,1 Y. Tanaka,1 F.Fukui , 1S. Kobayashi,2 Y. 

Ohashi, 3and T. Kawahata4 

 

Journal of Neuroscience  Research 66:266-271 (2001) 

Acetyl 



Apparatus of  AKON-1 maze （ the new maze task ）.  A square field (75 cm 

×75 cm×15cm high)  is attached to a start box (S) with a guillotine door 

and a baited goal box (G). The  field is divided by partitions to make five 

dead ends (A～E) and a detour alley (F) going to the goal. Broken lines 

indicate the borders of correct alleys and wrong areas. 

  

 Journal of Neuroscience  Research 66:266-271 (2001) 



Rats  given  acetyl-L-carnitine  (B)  solve AKON-1 maze （ the new maze ） task 

more quickly than the control (A).  

Each rat was given five trials with the maze. In each run, the first alley chosen was 

recorded. The numbers of rats that chose alleys A～F are depicted in three 
dimensional bar graphs.  

Rats choosing the alleys closer to F or eventually F increased in the later trials. 



極めて簡易的
ですが・・・調
べてみましょう 

ご自分の心持ちを
調べたり、認知機
能の向上を図るこ
とも出来ます 
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一部を除いて年齢をみれ
ば想像出来ることになる
におけるでは・・・？ 



新技術NAT 
(Neuronal Activity Topography) 

○5分間の脳電位測定 

○インターネット経由で解析 

○手元のPCに結果表示 

㈱脳機能研究所 武者利光 

脳の活動レベルを表す指標 

加齢変化と無関係に脳
機能を推察できる。 



脳電位解析 
佐中 孜 68歳 

脳電位をフーリエ変換に
よって解析 



脳電位図 
健常者 アルツハイマー病 

佐中 孜；CKDかかりつけ医による透析患者の認知機能障害早期発見早期治療を目指して 
～neural activity topography(NAT)による診断～． 腎と透析、79(2)､317-326､2015 



信号伝達不調 

活動レベル低下 

脳血流低下 

SPECT画像とNATの画像の比較 



VCI；血管障害性
認知機能障害 

AD；アルツハイ
マー病 

ＮＬ；健常者 

VCIであることが疑われる領域 ADであることが疑われる領域 



これからの透析患者の健康維持のた
めにカルニチンに期待すること 

• 認知症予防、早期認知症治療 

• 透析フレイル・サルコペニア・ロコモティブ
シンドローム予防、治療～透析無力症（
疲労・倦怠感） 
に対する効果～ 
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疲労指数 問診票（64項目） 

 Fukuda, S：Springer, New York, 2008, 89－102 

1 足が心もとなく感じる 

2 不安のために落ち着かない感じがする 

3 軽い腰痛を起こす 

4 しばしば居眠りをする 

5 軽い熱があります 

6 考えることができない 

7 最近、脚が重く感じる 

8 呼吸困難がある 

9 ときどき横たわりたくなるほど疲れる 

10 疲れた、そして情熱がない 

11 人々と一緒に社交的にすることに気が進まない 

12 よく眠ることができない 

13 目が容易に疲れます 

14 最近、精力的になれない 

15 少しの運動あるいは仕事だけで非常に疲れる 

16 しばしば風邪にかかって、なかなか良くならない 

17 ときどき物を忘れます 

18 最近、緩慢な感じ 

19 まぶたと筋肉がひきつる 

20 自分のことに嫌悪感を抱いてしかたがない 

21 意気消沈する 

22 最近、筋肉痛を感じる 

23 最近、私の目的が重く感じる 

24 休んで、リラックスする時間がない 

25 かすれ声 

26 物に熱狂的になることができない 

27 何をしても、楽しむことができない 

28 自身の体の状態について心配しているように感じる 

29 働く願望を持てない 

30 小さい事を覚えていることができない 

31 身体的な活力が最近なくなっている 

32 忙しくて、十分な睡眠を得ることができない 

33 死ぬことが楽だと考えてしまう 

34 何も読みたいとも、書きたいとも思わない 

35 リンパ節が腫れている 

36 ときどき私の目の前にある物がが見えなくなる 

37 ときどき現在の仕事を辞めることを考える 

38 いらだっていて、神経過敏になる 

39 明るい光があたると、目がくらむようになる 

40 動きがより遅くなる 

41 頭痛がして、頭が重く感じる 

42 胃の調子が悪いです 

43 最近、疲れてしまうことが異常だと思う 

44 夜遅くまで仕事をしている 

45 ぼう然とする 

46 容易に肩が凝る 

47 多くの不注意なミスをする 

48 吐き気を催して、胃がむかつく 

49 重要な作業を持っていて、とても厄介 

50 最近、疲労感を感じる 

51 一晩睡眠後でも、気分が爽快に感じない 

52 することに自信を持てない 

53 集中力が低下している 

54 最近眠くてしかたがない 

55 毎日働くことが非常につらい 

56 最近食べることに願望を持っていない 

57 咽頭炎を起こしてしまう 

58 背中が最近重い感じがする 

59 どんなに、眠りすぎてしまう 

60 手に持っている物を落してしまう 

61 家に帰った後でも、仕事のことを考えている 

62 関節痛がある 

63 ときどき冷や汗をかく 

64 手そして／あるいは脚が震える 

小山 英則 他：医学のあゆみ 228（6）, P693-699, 2009 
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５段階評定回答方式で各項目を点数化 

４：非常によくあてはまる， 

３：かなりあてはまる， 

２：すこしあてはまる， 

１：わずかにあてはまる， 

０：まったくあてはまらない 
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血液透析患者の疲労度の分布 

小山 英則 他：医学のあゆみ 228（6）, P693-699, 2009 

血液透析患者の疲労分布は二峰性を示し、高疲労群のスコアは慢性疲労症候群に匹敵する。 

A：健常人、B：慢性疲労症候群、C：血液透析患者 
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血液透析患者における 
疲労指数vs遊離カルニチン濃度 

μmol/L 
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慢性疲労症候群スコア の変化 
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慢性疲労症候群スコアの変化 
～対前回調査比～ 
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血清遊離カルニチン濃度の変化 
μmol/L 
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血清遊離カルニチン／アシルカルニチンの変化 
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Messages to take home 
• L一カルニチンは偶蹄類(羊・山羊・鹿・牛など)の骨格筋に特に多く含まれる
が、自然界を精査すれば、微量ながら植物や微生物中にも見出される。 

• 現存生物の多くが単一の共通祖先から進化したとすれば、 これが単細胞
から多細胞に進化する以前に出現したことになり、10-20億年以上の長い歴
史を持つことになる。 

• 哺乳類に限っても、数千万年～1億年の間、一貫して長鎖脂肪酸の運搬と
いう単純な仕事をこなしてきた。 

• L一カルニチンが食品として認可され、日本国内に広く流通し始めたのは
2003年、せいぜい10年余り前のことに過ぎない。 

• 最新の医薬品は速効的な生理機能を発揮させるため、それなりに前例のな
い副作用の恐れが常に脳裏に浮かぶ。 

• カルニチンの副作用を心配するとすれば、過剰投与によるカルニチン過剰
症があるとして、どのような病態が起こり得るかということである。 

• カルニチンが生体において果たす役割を勘案して、カルニチン欠乏症が想
定されるなら、使用し、その効果を注意深く観察して頂きたい。 
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ご静聴有り難うございました 

医療法人靱生会メディカルプラザ市川駅 

このような機会をお与え下さいまして 
座長の労をお取りくださっている梶本俊一先生を 
はじめとする諸先生方に心から厚くお礼申し上げます 
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