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腎移植患者における尿蛋白，尿FDP（fibrinogen

   degradation products）および尿NAG
     （N－acetyl一β一glucosaminidase）の；検討

 近畿大学医学部泌尿器科学教室（主任＝栗田 孝教授）

国方 聖司，池上 雅久，今西 正昭，西岡  伯

石井 徳味，植村 匡志，神田 英憲，松浦  健

       秋山 隆弘，栗田  孝

  STUDIES OF URINARY PROTEINS， FDP （FIBRINOGEN

 DEGRADATION PRODUCTS）， AND NAG （N－ACETYL－P－D－

G－LUCOSAMINIDAI E） IN RENAL TRANSPLANTED PATIENTS

Selji KuNiKATA， Masahisa 1’KEGAMi， Masaaki IMANIsm，

 rl］sukasa N1 isHioKA， Tokumi IsHii， rlradashi UEMuRA，

Hidenori KANDA， Takeshi iMATsuuRA， Takahiro AKiyAMA

          and Takashi KuRiTA

Fγ佛疏θDePartmentげUrology， Kinlciび珈θ7∫妙SchOol qプMedicirte

  The’”uriri’ary prote’ins， t＝”DP （fibrinogen degradation products）， and NAG （N－acetyl－B－DL

glucosaminiclase） in renal． transplanted patients were studied． SDE （sodium dodecyl sulphate）
electrophoresis was used for the differentiation of urinary proteins according to their molecular

size． ln the azathioprine－treated patients with stable renal function， most of the urinary proteins

x・vere albumin， However， the low molecular wejght （LiMW） proteins， which were su．crgestive ef

tubular proteins， appeared in the urine of the ciclosporin－treated patients with stable renal

function， During the rejection episodes of the ciclosporin－treated patients， the fraction of LMW

proteins increased。 The elevation of llrinary FDP and NAG index（urinary NAG／urinary Cr）

were cletected in association with rejection episodes． Urinaru NAG index ’increased in proportion

to the elevation of serum Cr． However， the elevation of urinary NAG index was found in some

ciclosporin－treated patients with normal serum Cr． The elevation of NAG index without the

elevation of urenary FDP occtTrred in ciclosporin nephrotoxicity． The SDS electrophoresis of

urinary proteins， urinary FDP， and urinary NAG index can be useful parameters for monitoring

ciclosporin nephrotoxicity．

                              （Acta Urol． Jpn． 35； ！200－1304， 1989）

Key words： Proteinuria， NAG， FDP， Kidney， Transplantation

緒 言

 各種腎疾患にて，尿蛋白，尿FDP（fibrinogen

degradation products）および尿NAG（N7acetyl一

β一glucosaminidase）が出現することは，報告されて

いるレ3）．当然，腎移植直後はこの腎採血による腎障

害のためにこれらが出現するが，時間の経過および腎

機能の正常化とともに消失する，しかし移植腎の糸球

体腎炎の再発あるいは拒絶反応などの腎障害がおこっ

た場合，尿蛋白，尿FDPおよびNAGの出現が考
えられる．また現在，シクロスポリンの使用により腎

移植の成績が一段と向上しているが4），本剤がもたら

す腎障害が問題となっている．

 われわれは，腎移植患者の尿蛋白，尿FDPおよび

尿NAGを測定し，シクロスポリンの腎毒性，．拒絶

反応の腎障害について検討した．
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対象および方法
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 近畿大学医学部付属病院泌尿器科にて1987年12月ま．

でに腎移植を行ったものは．生体腎移植37例，死体腎

移植30例の合計67例である．このうち移植直後の腎

障害の影響をさけるために，術後3ヵ月以上を経過し

た症例を対象とした．azathiopurine， mizoribin，

predonisoloneを投与したものをciclosPorin（Cs

A）未使用群とし，Cs A， predonisoloneを投与した

ものをCsA使用群として，比較検討した．当科で

は，1978月9月から全例にCsAを使用しているた

め，CsA未使用群がCsA使用群に比較して腎移植

経過年数が大幅に長い．

 検討項目としては，（1）随時尿の蛋白濃i度，α・一mi－

croglobulin（MG）濃度，β2－microglobulin（MG）

濃度および尿蛋白分析の測定を行った．尿蛋白分析

は，第一化学薬品株式会社製SDS（sodium dodecyl

sulphate）polyacrylamide gel plate（gel濃度勾

配＝4～20％）を用いてSDS電気泳動を行い， Co－

omassie brilliant blueにて染色後， LKB社製2202

Ultra Scan Laser Densitometer（吸光波長633 nm）

を用いて測定した．（2）随時尿のFDP濃度とNAG

活性濃度を検討した．尿FDPは，ラテックス凝着反

応にて測定した。また尿NAGは，塩野義NAG測

定キットにて測定し，NAG index（随時尿NAG活

性濃度！随時尿Cr濃度， U／g Cr）として検討した．

結 果

（1）随時尿の蛋白濃度，α1－MG濃度，β2－MG濃度

および蛋白分析

 CsA未使用群とCsA使用群にて，随時尿蛋白，

α1－MG，β2－MG濃度を検討したが，両群に有意の差

はみられなかった．． Q例に多量の尿蛋白排泄例がみら

れ，移植腎生検術を行った．1例は逆流腎症のため生

体腎移植を，もう1例は慢性糸球体腎炎のために生体

腎移植を行ったものであるが，組織学的にはこれらの

再発は否定され，慢性拒絶反応による蛋白尿であった

（Fig． i）．尿蛋自分析では， albumin以下の低分子

量蛋白をlow molecular wcight（LMW）proteins，

albumin以上の高分子量蛋白をhigh molecular

weight（HMW）proteinsとして検討した． Fig．2は，

CsA使用群の拒絶反応の徴候がなく，腎機能が安定し

た症例の尿蛋白分析である．蛋白の大部分がalbumin

である．症例を，CsA未使用で拒絶反応の徴候のな

いもの，CsA使用でやはり拒絶反応の徴候のないも

の，およびCsA使用で組織学的にも拒絶反応と診断

されたものの3群に分けて検討すると，3タイプに分

類された（Fig．3）．これらを尿蛋白中の比率として

定量的にLMW proteins， albumin， HMW proteins

を分析すると，CsA未使用かつ拒絶反応のないもの

は，尿蛋白の大部分がalbuminであった．しかし

CsA使用かつ拒絶反応がみられないものは． CsA

未使用のものに比較してLMW proteinsの比率が増

加していた．さらにCsA使用かつ拒絶反応のもの

は．LMW proteinsがalbuminに匹敵するほど増

加していた（Fig．4）．

（2）随時尿のNAG indexとFDP濃度
 臨床的に拒絶反応と診断し，ステロイドの大量：投与
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    with SDS electrophoresis in aza－
    thiopurine－treated patients without
    rejection， Cs A－treated patients
    without rejection， and Cs A－treated

    patients during rejection．

LMW Alb HMW
CsA（一）

（n＝4）
 8％ 86％ 5％
（4－13） （82－94） （1－12｝

CsA（＋）

（n＝ 14）
24％ 68％ 8％
（7－37） （34－90） （1－32）

CsA（＋＞

rejection

Cn＝＝3）

 46％ 45％ 4％
（42－48）  （43－4フ）   （2－9＞

により改善したものの拒絶反応中の症例にて，随時尿

のNAG indexとFDP濃度を検討した。尿FDP
は拒絶反応中，CsA使用群に1例正常のものがある

が，そのほかものはすべて異常高値を示していた．ま

た随時尿NAG indexも拒絶反応中，ほとんどが上

昇傾向にあるが，これは腎機能低下と相関して上昇し

ていた（Fig．5）．一方，臨床的に拒絶反応の徴候も

なく尿FDPも正常範囲内の症例にて，随時尿NAG

LMW lew rnolecuTar weight proteins

Alb afbumin
HMW high melecutar weight proteins

Fig． 4． Urinary protein fractions of aza－

    thiopurine－treated patients without
    rejection， Cs A－treated patients
    without rejection， and Cs A－treated
    ’ during rejection．

indexを検討した， Cs A未使用群では， NAG indcx

は血清Crの上昇とともに高値を示す傾向にあるが，

Cs A使用群では，血清Crが正常範囲にあるにも

かかわらず比較的多くのものでNAG indexの上昇

がみられた（Fig。6）． 1症例の随意尿FDP， NAG

indcxの経過を示す（Fig．7）．

 症例は，23歳男性である．1984年12月5日に母親を

donorとして生体腎移植が行われ，術後順調に経過

し1985年1月15日退院した．以降外来通院していた

が，尿NAG indexは，腎機能が良好であるにもか

かわらず異常高値を示していた．同年2月中旬，尿

FDPの上昇とともに血清Crの上昇傾向を認め拒絶

反応と診断し，methyl predonisoloneのパルス治療

を行い血清Crは下降した．しかしこの後，しだいに

血清Cr，尿NAG indexの上昇がみられ， Cs Aの

腎毒性によるものと診断し，CsAを減量した．これ

により，血清Crは下降し，尿NAG indexも正常
化した、
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考 察

国方，ほか＝腎移植・蛋白尿

 腎移植野老には，しぼしば高度蛋白尿を呈する症例

がみられる，このとき最：も問題となるのは，この蛋白

尿が移植腎への再発腎炎，de novo腎炎によるもの

か，あるいは拒絶反応とくに慢性拒絶反応によるもの

かの鑑別である．Firstら5）は，腎移植患者のiI％に

高度蛋白尿を認め，この主な原因がtransplant glo－

merulopathy， glomerulonephritis， chronic rejec－

tionであったと報告している．またLemannら6）

は，尿蛋白と尿Crの比によって腎移植の糸球体病変

が推定でぎると報告している．われわれの検討でも，

2例に高度蛋白尿を呈する症例を経験し，移植腎生検

術を行った．組織学的には，高度の糸球体変性のみら

れる漫性拒絶反応と診断された．

 一方，蛋白尿から腎移植患者の拒絶反応の予知ある

いはモニタリングをしょうという試みが，以前から報

告されている．Rarnskov7）は，尿中のα2－micro－

globulin，β2－microglobulin， albuminを測定し，

これらの蛋白とCrのクリアランス比から拒絶反応の

モニタリングを試みている．山本ら8）も，各種尿蛋白

クリアランスから移植腎の評価として，尿細管牲およ

び糸球体性蛋白の混合排泄を示すものは，慢性拒絶反

応が示唆されると報告している．しかしBurghard

ら9）は，小児腎移植患老の尿蛋白分析を行い，急性拒

絶反応ではLMW proteinsの上昇がみられるが，臨

床症状が出現する以前に拒絶反応を予知することはで

きなかったと報告している．われわれの検討でも，拒

絶反応中にLMW proteinsの尿排泄をみたが，拒絶

の免疫反応が開始する時点，すなわち臨床症状が出現

する以前では，腎障害にいたっておらず，尿蛋白分析

から拒絶反応を予知するのは困難と思われる．

 最近では，シクロスポリンの腎毒性が問題となって

おり，Lapinら10）は，このモニタリングにSDS電

気泳動法による尿蛋白分析を用いている．この報告の

中で，Cs Aによる腎毒性では， tubular proteins

排泄タイプ，微量のglomerular proteinsとtubular

proteinSが混在して排泄される2タイプがあると述

べている．われわれも同様に，SDS電気泳動を行い

さらにdensitomcterにて定量的評価を加えた． Cs

Aを使用している患者では，CsAを使用していない

ものより，LMW proteinsすなわち尿細管性蛋白が

増加する傾向がみられた．これは，CsAの腎毒性が

主に尿細管におこるためであろう11）．しかし拒絶反応

にも，LMW proteinsが増加する傾向がみられ， Cs

Aの腎毒性に特有な尿蛋白排泄パターンは見い出せ

1303

ず，尿蛋白分析からだけではCsAの腎毒性と拒絶反

応の鑑別はできなかった．

 現在，尿中への遊離酵素の測定から，．拒絶反応，薬

物の腎毒性を検出しようという試みがなされている．

Jungら12）は，尿中のalanine aminopeptidase，

alkaline phosphatase， r－glutamyltransferase， N－

ac6ty1一β一D－glucosaminidase（NAG）， lysozymeを

測定し，alanine aminopeptidaseが最も拒絶反応を

反映したと報告している．またKotankoら13）は，

尿中のfructose－1，6－bisphosphatase， glutathione

S－transferase， NAG， pyruvatc kinaseを測定し，

これらの酵素活性の総合分析が拒絶反応の検出には重

要であると報告している．一方，Corbettら14）は，

腎移植患者の尿NAGを測定するとともに，これと

異なった成因からなる尿FDPを測定し，両者とも

拒絶反応を反映するが，尿NAGは検出率が高く尿

FDPは偽陽性率が低かったと報告している．

 NAGは，近位尿細管に主に存在するlysosomal

enzymeであり尿細管障害に伴ない尿中に出現する15）．

この特性から，尿中NAGは薬物の腎毒性のモニタ

リングに使用され，B・urb・uzeら16）は，腎移植患者

でのgcntamicinによる腎障害の評価に有効であった

と報告している．またDuncanら17）は，ラット腎移

植の実験モデルにてCsAによる腎障害の指標として

尿NAGを使用している．一方， Asfarら18）は，ラ

ット腎移植にて血清Cr，尿NAG，拒絶反応時の組織

学的所見が相関すると報告している．われわれの検討

でも，尿NAG indexは， Cs A未使用群では血清

Crと相関して上昇していた．

 尿FDPは，糸球体に沈着したfibrin，血中の
fibrinogen， FDPに由来するといわれ19），拒絶反応

に付随して出現する2。）．われわれの検討でも，拒絶反

応中tlこはほとんどの症例に尿FDPの上昇を認めた．

一方拒絶反応の徴候もなく腎機能が良好に保たれて

いる症例では，尿FDPが正常であるにもかかわらず

尿NAG indexが高値を示す症例がCs A使用群に

多数みられた．これは，CsAによる腎毒性を反映し

たものと考えられる。すなわち拒絶反応の場合，尿

NAG indexと尿FDPは同時に上昇するが， Cs A

の腎毒性の場合は，尿NAG indexは高値を示すが尿

FDPは正常を示す。とくに尿NAG indexは， Cs

Aの腎毒性により血清Crが上昇する以前に，高値

を示す．呈示した症例では，拒絶反応がなく尿NAG

indcx，血清Crが上昇傾向にあったものが， Cs A

の減量により腎機能の改善と尿NAG三ndexの低下

を見ている．今回の検討では，CsAの腎毒性に対し
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て組織学的な検討が行われていないが，尿FDPと尿

NAGの同時測定は， Cs Aの腎障害のモニタリング

に．L効であると考えられた．

結 語

 1．尿のSDS電気泳動による分析を行い，．Cs A

使用の腎移植患者にLMW proteinSすなわち尿細管

性蛋白の排泄を認．めた．しかし拒絶反応中にもLMW

proteinsの増量がみられ， Cs Aの腎毒悔との鑑別は

できなかった．

 2．尿FDPと尿NAG indexは，拒絶反応中は

上昇傾向を示した．一方，拒絶反応の徴候がなく腎機

能も良好なCs A併用の愚者で，尿FDPが正常で

あるにもかかわらず尿NA．G玉ndexが高値を示す症

例が多数みられた。これはCsみの腎毒性が示唆され

た．
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