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       急性腎不全め予後に関する臨床的検討

第2報 急性腎不全救命例における腎機能遠隔予後について

横浜市立大学医学部泌尿器科学教室（主任：高井修道教授）

              村  山  鉄  郎

CLINICAL STUDIES ・CONCERNING THE
PROGNOSIS OF ACUTE RENAL FAILURE

PART 2． LONG－TERM PROGNOSIS OF THE RENAL FUNCTION
             FOLLOWING ACUTE RENAL FAILURE

                     Tetsuo MuRAyAMA

・From the DePartment of Urologp， Yokohama City Universit） School of Medicine

                   （Director．ti Prof． Shudo TakaiJ

    In order to clarify the etiology and pathogenesis of acute renal failure， numerous studies have

been carried out without defillitive conclusion． On the other hand，皿echanism and natural history

on ehe regovery of genal．function follOwing． acute renal failure has not been discussed suthciently es－

pecial ly on the long－terrp prognosis of renal function． The author investigated on the recovery of

renal．fUncti6n fC）IloWing acute r6nal．fa．ilure due to tubulaf nccrosis in 250ut of 26 survivcd cases ex－

petienced’ during’ ’the” last i’O year’S ’at the’Y6kohama City University’Hospital． ln the Most cases，

BUN and serum creatinine stabilized to normal levcls within 〈F5 weeks after the onset of the renal

shutdowri with・exception of 2 cases whose BUN and serum creatin’ine did not recover to normal leveis．

Chronic renal failure ensued in 1 out of these 2 cases．

    Renal function tests including phenolsulfonphthalein excretion test， clearance studies namely

glomerular ifiltration rate and renal plasma． flow recovered rapidlY during first 3 months after the onset

of renal shutdown followed by slow improvement up to 12 months． No more improvement was found

thereafter． On the contrary， renal concentrating ability improved gradualiy up to 2 years． The

author speculated that these rapid recovery． of renal function during first 3 months was owing to release

of vasg．．constricyign．of the renal cortical vessels and slow improvement of renal function thereafter was

owing tb the functional ’ 高≠狽浮狽≠狽奄盾?of the ’tubular’ @epithelial cglls．

    In 8． o’pt． of l 7．ρ耳5ρs，＄10平ng叫ar舳ra．tion．rate recgY『red to normal levcl（over go ml／min・）after

lyear． In．8 gas．e．s， glomサr耳14r． ｳrati．on rate rerpained below血ormal and l case glomerular丘ltration

rate was seVe’rely depressed． ． ’ ’ ’
    Renal biopsy was carri．ed out in 20 cases in the diuretic phase． Histopathologically， slight tubular

degeneratign and interstitial cell infiltrations were found in 4bout half of the cases． However， there

was no． histological difference between the cases Whosc renal function recoyered to nprmal and the

cases whose renal function was subnormal．

    The pathogenesis of this permane’nt renal function disturbance in acute renal failure was studied

in experimental canine modeis induced by administration of mercury chlorlde and／or by clampihg

the renal pedicles． Three days after administration of mercury chloride and／or clamping of the renal

pedicles，．BuN rangcd 30．5士12．1mg／dl and 73．1±：14．8 mg／dl respectively． Recovery of renal function
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in the mercury chloride administered group was more delayed than that of the ischemic group． How－

ever， renal histology revealed almost complete recovery in both groups．

  From these experiments， the author could not obtain definitive conclusion concerning the reason

why permanent， disturbance of renal function ensuqd after acute・ renal shutdown．

緒 言

 急性腎不全（acute rena1 failure，以下ARFと略す）

は急激に発症する一過性の腎機能障害であり，一般に

2週間前後の乏尿期の後に利尿期を迎え腎機能は正常

化に向うとされているD．それゆえARFに対する興

味の中心は乏尿期における尿毒症に対する対策であり，

これまでの研究の大部分が乏尿の発生機序の解明やそ

れに対する治療法に集中した．

 一方，ARFにおける腎機能障害がどのように回復

するかを知ることも臨床上重要な問題である．しかし

ながら，この点に関する報告は少なく，特に長期間に

わたってARFの腎機能回復過程を観察した報告は稀

であり，未解決の問題も．残されている．そこで本報告

において著者はARFより回復した症例の腎機能がい．

つ，どの程度まで回復するかについて検討を加えた．

対 象

 1969年1月から1978年12月までの10年間に横浜市

立大学医学部病院およびその関連病院において著者は

51例のARFを経験しこのうち26例を救命するζとが

できた．救命例の年齢は34・4士15・5歳で男女比は13：

13であった．

 ARFの診断は何らかの原因により急激に発症した

1日尿量500ml以下の乏尿を伴う腎機能不全のうち

BuN loomg／dl以上または血清クレアチニン5．o

mg／dl以上となったものとし，腎前庭，腎後性の腎

不全や慢性腎不全は除外した．1日尿量が500ml以

下となった時点を発病とし，1日尿量がioOO ml以

上となった時点を利尿開始とした．安定した利尿が得

られた時点で救命例26例中21例に腎生検が行なわれ，

1例が両側腎皮質壊死と診断されたほかはすべて急性

尿細管壊死と診断ないしは推定され，腎生検の行ない

えなかった5症例も臨床経過から急性尿細管壊死と推

定した．本報告では両側腎皮質壊死症例を除いた25例

の急性尿細管壊死症例を検討の対象とした．治療法に

関しては前報で詳述したので省略する2）．経過観察期

間は1カ月から6年で，21例は1年以上の観察が行な

われた．

方 法

発病後，原則として3ヵ月，6カ月，以後1年ごと

に各種腎機能検査を外来通院にて施行した，

 腎機能検査はBUN，血清クレアチニンの測定，

PhenolsulfonPhthalein bl泄試験（以下（PSPと略す），

Fishberg濃縮試験，1回静注法によるパラアミノ馬

尿酸およびチオ硫酸ナトリウムクリアランス（以下そ

れぞれCPAH， CThi。．と略す）を施行した．腎機能検

査における採尿はすべて自誓尿毒によった．

 対照として，腎疾患以外で泌尿器科に入院した患者

のうちARF症例と年齢分布の同じ17症例を選び同種

の腎機能検査を施行した．

 BUNはdiacetylmonoxime法変法，血清クレアチ

ニンは．Jaffe法変法．により測定し， BUN，血清クレ

アチニンの正常値はそれぞれ20 mg／dl，1・3 mg／dl以

下とした．パラアミノ馬尿酸およびチオ硫酸ナトリウ

ムの定量はBrun氏法によった3）．

 推計学的検定はstudentのt（一部Welchのt）

検定，X2 test（Yatesの修正）により行なった．

結 果

（DBUN，血清クレアチニン

 発病からBUNが正常となるまでの期間は32・2±

16・1日で，血清クレアチニンが正常化する期間は

36．6±＝24．3日であった．

 発病後1年以上経過した後BUN，血清クレアチニ

ンとも正常化しなかった症例は2例であった．このう

ち1例は臭素酸カリウム中毒によるARFで，発病後

7年で慢性透析療法に移行した，他の1例は胆のう摘

除術後のARFで発病後1年7ヵ月現在BUN 21mg／

d正，血清クレアチニン1．5・ng／dlと著者の定めt正常

値をわずかにこえているが元気で社会復帰している．

なお，両側腎皮質壊死症例は発病後2年7ヵ月で慢性

透析療法に移行した．

（2）PSP 15分値（Fig．1）

 PSP l5分値は発病後3カ月では20．8土10，8％であ

るが，発病後6ヵ月から1年では26・3±12・2％と回

復し，発病後1～2年，2～3年の値はそれぞれ26．9

土9．3％，27．1d＝10．5％で，発病後6カ月から1年で回

復を終了しその後はその値を維持した．

（3）Fishberg濃縮試験（Fig・．2）

 発病後3ヵ月では尿比重最高値は1・O18±O・005で

あるが，発病後6ヵ月から1年では1．024士0．006，1
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Fig． 4． Glomerulary filtration rate

～2年後には1．028土O．004と回復し，2～3年後で

は1・026土0．006であった．従って尿濃縮能は発病後

1～2年で回復を終了し，その後はその値を持続し
た．

（4）CPAH（腎血漿流量）（Fig．3）

 発病後3ヵ月のCPAHは358土138 ml／minであ

るが，発病後6ヵ月から1年では429土．1 15 ml／min

と回復し，11～2年後，2～3年後はそれぞれ402±

139ml／min，433±156 ml／minであり， CpAHは発病

後6ヵ月から1年後に回復を終了し，その後はこの値

を持続した．

（5）CThi。（糸球体ifi過値）（Fig．4）

 発病後3ヵ月のCThioは74．2士32．7 ml／minであ

るが，6カ月から1年後には97．5±36．1 ml／minと回

復し，1～2年後，2～3年後ではそれぞれ89．9±

33．1ml／min，94。！＝』39．6ml／minであり， cThioは発

病後6ヵ月から1年で回復を終了し，その後はその値

を持続した．

（6）回復終了後の腎機能（Table 1，2）

 PSP 15分値， CpAH， CThi。は発病後6カ月から1

年で回復を終了し，その後はその値を持続したため，

各症例ごとに発病後6ヵ月から1年以後の測定値を平

均して最：終回復値とし，同様にFishberg濃縮試験は

発病後ユ～2年以後の平均値を最終回復値として正常

対照群と比較した．

 PSP l5分値はARF群では26．8±9．3％，対照群

では34．5±6．9％であり，ARF群そは有意に等値を

示した（P＜0．01）．Fishberg濃縮試験ではARF群

は1．027土0．005で対照群の1．028±O．003と有意差

はなかった．CpAHはARF群は，413土118 ml／min，

対照群は552土1 16 ml／minであり， cThioはARF群

で93．4土29．5 ml／min，対照酵は126。8±16．6ml／min

であり，ともにARF群において有意に呼値を示した
（P〈O．Ol）．

 つぎにCThi。による経過観察が1年以上行なわれ

た17例のうちCThi。が90 ml／min以上を正常回復例，

50～90ml／minを軽度障害例，50 ml／min以下を高

度障害例と分類すると，正常回復：例は8例，軽度障害

Table l．腎機能最：終回復値（1）

腎機能検査 急性腎不全症例 対照症例 有意差

PSPユ5分値（％） 26．8＝ヒ9．3 （n＝18） 34・5±6．9 （＝ユ＝fア）   PくO，Ol

Fishberg最高値  1．027±0．OO5（n＝19） LO28±0．OO3（n＝t7）

CPA．H  （rri．e／S皿in） 4ユ3＝±：1ユ8

CThio （mermin） 93．4±29．5

（n＝17） 552±l16

（一）

（n＝10）  Pく○。0工

（n＝t7）  ユ26．8±16．6 （n＝tロ）  PくO。0ユ
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Fig， 5， 運動と脱水による急性腎不全例（1gue，男子）利尿期における
腎生検で近位尿細管の一部に変性がみられる．

講論1醸憲講 畿灘；

鰭Fig．6．無水クロム酸中毒による急性腎不全例（26歳，男子）利尿期に
    おける腎生検で間質にややdiffLLseなリンパ球の浸潤が認めら
    れる．

Fig．7．臭素酸カリウムヰ毒による急性腎不全例（23歳女子）高度の
    腎機能障害を残し，7年後に慢性腎不全に移行したが，利尿期
    に行なわれた腎生検ではほとんど異常がみられない．

1349
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Fig．8．80分間の腎阻血後3日目の腎組織像． BUN 250 mg／dlで，すへ

   ての尿細管上皮は壊死におちいっている

      苑蟹i騨綴概

      蹄纏   謙

     魏
       賦
     欝欝篤

F・g・9・80分間腎欝血後3日目の腎組織像．BUN 206 mgldl，クレアチニン
   4・5 mgldlで一部の尿細管上皮に壊死がみられ，大部分の尿細管上皮

   に変性かみられる

翻

Fig． 10．

                 燈 鵜沼
昇求15 mg／kg投与後3日目の腎組織像． BUN I76 mgldlて，

ほとんどの尿細管上皮は壊死におちいっている
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難

難

麟義
馨

癒・

傭

欝 欝鍵

Flg． I L 昇禾157 mg／kg投与後3日目の腎組織像BUN 425mg／dl・
     クレアチニン2 3 mgfdlであるか尿細管には著明な変性と壊

    死がみられる．

F・g．14．昇乗1・27 mg tdl投与後3ヵ月目の腎組織像 昇末投与後3日

    目のBUNは44．5mg／d1で，3ヵ月の腎組織像には異常がみ
    られない．

、講 警黒海灘燃 糎難謙

総

騨

響轍伽癖鍮軽
Flg 15 80分間の腎阻血解除後3ヵ月後の腎組織像，懇懇血後3日目のBUN
    は87．4mgldlて 3ヵ月後の腎組織像には異常がみられない．

1351
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Table 2．腎機能最終回復値（2）

CThio
     例数
（ndmin）

年齢（歳） 乏尿 日数  BUN正常化日数 血清Cr正常化日数

正常回復例

軽度障害例

高度障害例

90く

90－50

く50

8

8

1

33．1±13．0

35．1±14．3

23．0

12．1±4．7

17．0±12．0

106

25．1±7．5

42．3±22．8

  ？

30．8±12．3

57，6±40．3

  ？

Table 3．腎生検所見

症例 腎機能糸球体

年齢性予後病変変性腫脹円往拡張

尿 細 管 問 質

細胞
   浮腫浸潤

線維化 診断

傾向

45，9

19，6

27，6

32，6

33，？

15，6  ’

54，6  ’

40．6 t
35，6

32，9

23，9

63，S

47．6 ’

34．9 ’

23．9 ’

35．9 ’

33．？
 ’

74，6

38，9

7．6 ’

正 常

 ／1

 一一

 ！／

 一1

 一！

 ク

軽度障害

 一／

 ク

 一一

 ク

 ！一

高度障害

不  明

 －一

 ク

 一一

 ／1

十

十

十

十

十

十

±

十

十

十

十

十

十

±

十

±

±

±

十

十

十

十

十

十

ATN
ク

ー／

t1

一一

ク

ーX

一／

／一

一t

！ー

ク

ク

！一

一一

1！

／一

一一

一一

tx

ATN：acute tubular neCTosis， （一）＝変化なみ，

（十）：軽度の変化あり， （十）：中等度の変化あり

（土）＝ごく軽度の変化あり
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例は8例，高度障害例は1例となった．正常回復例と

軽度障害例では年齢はそれぞれ33．1±13．0歳，35．1±

14．3歳で差はみられなかった．しかし乏尿期間は正常

回復例では12．1±4．7日，軽度障害例では17．0＝』12．0

日，BUN正常化日数は正常回復例では25．1土7．5

日，e軽度障害例では42．3土22・8日，血清クレアチニン

正常化日数はそれぞれ30．8士12・3日，57。6±40．3日で，

腎機能回復の障害例において有意差はないものの長い

傾向がみられた．

（7）腎組織所見（Table 3）

 25例中20例に利尿期（発病後3週から3ヵ月）にお

いて腎生検が行なわれた．全例において糸球体には異

常はみられなかった．尿細管は軽度の変性腫脹を示す

ものが8例，間質に軽度から中等度の細胞浸潤を起し

ているものが10例，軽度の問質浮腫のみられるものが

4例あったが，5症例においては全く異常所見が認め

られなかった．また腎機能回復の障害された例と正常

まで回復した症例の間で腎組織学的所見に差は認めら

れなかった．なお，他の腎疾患を合併した症例は認め

られなかった（Fig．5～7）．

 小皆

 25例の急性尿細管壊死症例の腎機能回復過程を長期

閤にわたって検討した結果以下の結論を得た．

（1）PSP l5分値CpAH， CThi。は発病後3ヵ月間に

急速な回後を示し，その後は緩徐な回復が続いて1年

以内に回復を完了したが，Fishberg濃縮試験の回復

は遅れ，発病後1～2年後に回後を完了した．

（2）半数以上の症例において軽度ではあるが永続的な

腎機能障害が認められた．

（3）腎機能回復障害のみられた症例の乏尿期間は正常

まで回復した症例より長い傾向がみられたが，利尿期

における腎生検所見には両群間で差はみられなかっ

た．

動 物 実 験

 人におけるARFの腎機能遠隔予後の検討の結果，

約半数の症例において軽度の腎機能障害が認められた

が，臨床的検索のみでこの原因を解明することは困難

であった．その最大の理由は臨床例においてはARF

回復後長期間経過した時点での腎組織学的検索が困難

なことにある．そこでARFより回復後長期間経過し

た時点の腎組織像に腎機能障害の存在を裏づける何ら

かの異常がみられるか否かを検討するため以下の実験

を行なった、

（1）予備実験

 雑種成犬を用い昇天と一興血によりそれぞれneph一

1353

rotoxic type， ischemic typeのARFを作製すること

とし，ARF作製後無処置のままで急性期を乗り切り，

3カ月余り生存させるために適当な町勢の投与量と腎

阻血時間についてあらかじめ若干の検討を行なった．

 昇禾投与によるARFの発症は個々の犬によりかな

りの個体差がみられたが，昇禾1・0～1．5mg／kg静脈

内投与では3日後のBUN，血清クレアチニンはそれ

ぞれ33．3±18．1mg／d1（n＝4），2．5土LI mg／dl（n＝4）

と軽度の上昇をみるのみで全例生存したが，昇求1・5

～2．O mg／kgの静脈内投与では3日後のBUN，血清

クレアチニンはそれぞれ99．3土69．7mg／dl（n＝15），

5．9」＝4．2mg（mg／dl（n＝15）と中等度の上昇を示し，

半数以上が死亡した．昇乗2．O mg／kg以上の投与では

全例が短期間のうちに死亡した．

 一方，腎吐血によるARFの発症はやはり個体差が

みられるものの昇禾投与の場合ほどではなく，腎阻血

80分にて3日後のBUN，血清クレアチニンはそれぞれ

82．6±50．9 mg／dl（n＝9），3．o±L2 mg／d1（且＝9）と

中等度の上昇を示すが，大部分が長期間生存すること

が判明した．

 つぎにARF作製後3日目のBUN，血清クレアチ
ニン値と腎組織像の関係を検討した（Table’1），即興

日持，昇永投与群とも3日後の腎組織像で特徴的な所

見は尿細管の変性，壊死であり，糸球体にはほとんど

異常がみられなかっt．ARF作製後3日目のBUN

の上昇が著しいものは組織学的に著明な尿細管変性や

壊死がみられるが，BUNの上昇がごく軽度であって

も尿細管にはかなりの変性がみとめられることを確認

した（Fig．8～11）．

 以上より雑種成犬に無処置のまま3ヵ月以上生存可

能なARFを作製するためには昇乗では1・2～1・7

rng／kgの静脈内投与，腎阻血時間は80分程度が適当で

あると考えた．

（2）対象と実験方法

 体重8～16kgの雑種成犬を市販の固目飼料と水道

水で飼育し，16頭を実験に供した．6頭に昇乗1．2～

1．7mg／kgを静脈内投与し，5頭には両側腎動静脈を

80分間血管鉗子で遮断することによりそれぞれneph－

rotoxic type ARF， ischemic type ARFを作製し3

カ月間生存させt．また5頭は対照群として無処置の

まま3ヵ月間生存させt．ARF作製前にBUN，血清

クレアチニン値を測定し，さらに腎クリアランスの測

定を行なった．ARF作製後3日目に採血し， BUN，

血清クレアチニン値を測定し，ARF作製前町と比較

して上昇がみられないものは除外した．ARF作製後

3カ月目に再びBUN，血清クレアチニン値を測定し，
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Table 4．昇禾投与，腎阻血3日後の腎組織元

症 例
  3 日 後
         糸球体
BUN，Creatinine

尿  細  管

壊死 変性 円柱

   H－1
昇

   H－2

   H－3
群

   H－4

24．0， 2．2

42，5， 2．3

82．2， ？

工76 ．， ？

十

十

十

什
十～十  一什・

什 什

十

十

腎

阻

血

群

工一ユ

エー2

工一3

工一4

2工 ，L4

92 ，2．7

206 ， 4．5

250 ， ？

±

十

晋

十

十

十

什

±

十

什
十

腎クリアランスの測定を行なった後両腎を摘除して腎

の組織学的検索を行なった．対照群に対しても同様の

腎機能検査，腎組織学的検査を行なった．

 腎クリアランスはパラアミノ馬尿酸，チオ硫酸ナト

リウムを用いて行なった．ネンブタール麻酔（20～30

mg／kg），自発呼吸下で腹部正中切開を加え膀胱痩を設

置した．5％ブドウ糖の点滴静注にて利尿が安定して

得られるのを待って10％パラアミノ馬尿酸4mlと10

％チオ硫酸ナトリウム20mlを側管より静注し，200

mlの5％ブドウ一丁に同量のパラアミノ馬尿酸およ

びチオ硫酸ナトリウムを混入してこれを15～20滴／分

の速度で持続点滴しながら20分間待った後，膀胱尿を

完全に排除した．膀胱を空虚とした後，10分後，20分

後に採血し30分後に尿をすべて集め，血中および尿中

のパラアミノ馬尿酸とチオ硫酸ナトリウム濃度を測定

してクリアランス値を求めた．パラアミノ馬尿酸およ

MGIDL

Ioo

50

占

T
x

BUN

1＄cHEMIA

HGor

T

びチオ硫酸ナトリウムの定量はBrun氏法により3），

BUN，血清クレアチニンはそれぞれUV法， Jaffe法

変法により測定した．

 腎組織学的検索は摘出腎を直ちに10％ホルマリンで

固定し，hematoxilin－eosin（HE）， periodic acid・Schiff

（PAS）染色を施し，光学顕微鏡にて検索した．

（3）実験結果

i）腎機能（Fig。12，13）

 対照群のBUN，血清クレアチニンはそれぞれ16．5

±8・3mg／dl（n＝5），1・50土0・11mg／dl（n＝5）で，

3ヵ月後のBUN，血清クレアチニンはそれぞれ13．3

土3．4mg／dl（n＝5），1．20土。．11 mg／dl（n＝5）で変

化はなかった．しかしCPAHは二値の8．60±1．57

ml／min／kg（n－5）から3ヵ月後には6．25＝L 2．07 rnl／

min／kg（n－5）と下降傾向を示し， CTht。も前値の

3．52＝to．58 ml／min／kg（n・＝5）から3ヵ月後には2．58

MGIDL

5

4

3

2

1

Serum creatinine

PRE， AFTER 3 DAys AffER 3 moNrws pRE， ARER 3 DAyS AnER 3 moNaas

Fig．12．腎阻血および昇禾投与前，3日後，3ヵ月後のBUN，血清クレアチニンの変動
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Fig．13．腎阻血および三乗投与後3ヵ月のCPAH， CThi。．の回復率

    （前値を100％として表示した）

土0．74ml／min／kg（n－5）と同様に下降した．

 合算血群では阻血前のBUN，血清クレアチニンは

それぞれ12．5土1．88mg／dl（n・＝4），1．0±O．13 mg／dI

（n＝4）であったが，阻血後3日ではBUN，血濤クレ

アチニンはそれぞれ73．1±14．8mg／dl（n＝4），3．3±

L2 mg／dl（n＝4）と有意に上昇した（P＜0．05）．しか

し3ヵ月後にはBUN，血清クレアチニンは26．3土

15．7mg／dl（n－4），1．0士O．3 mg／dl（n－4）と前値に

復した．阻血前のCPAH， CTIti。はそれぞれ1Ll土

2．56 mg／min／kg（n＝4），3．69士。．92 ml／min／kg（n・＝4）

であったが，阻血後3ヵ月ではCPAH， CThi・はそれ

ぞれ7．63±2．03 ml／min／kg（n＝4），2．88±1．12ml／

min／kg（n＝4）で前回まで回復しないものの回復率は

対照群と有意差がみられなかった．

 昇乗投与群では投与前のBUN，血清クレアチニン

は 12．4士1．6mgfd （n＝6），1．23±0．15rrlg／d1（n＝6）

であった．三乗投与後3日目のBUN，血濤クレアチ

ニンはそれぞれ30．5±12．1 mg／dl（n＝6），2．34±0．72

mg／dl（n－6）と有意に上昇したが（P＜0・05），3ヵ月

後にはBUN，血清クレアチニンはll．6土3．98 mg／dl

（n＝6），1．30±O．18 mg／dl（n・＝6）となり前値に復し

た．昇乗投与前のCPAH， CThi。はそれぞれ13．3±

3．85 mlfmintkg （n＝5）， 5．80±1．55 ml／minfkg （n＝5）

であったが，昇末投与後3ヵ月ではCPAH， CThi。は

それぞれ6．72土2・30 ml／min／kg（n＝・5），．3・17±0．99

ml／min／kg（n＝5）で，腎阻血群より回復が悪い傾向

があるものの，その回復率は対照群と較べ有意差はみ

られなかった．

ii）腎組織像（Tab！e 5）

 腎画仙群，昇未投与群とも，AR．F作製後3カ月の

腎組織学的検索において糸球体には何の異常もみられ

なかった．尿細管については，ARF作製3日後にみ

られる尿細管の変性や壊死は両群とも3ヵ月後にはほ

ぼ完全に消失し，昇求群6例中2例にごく軽度の尿細

管変性がみとめられた以外には尿細管に異常は認めら

れなかった（Fig・14，15）．

 間質については，阻用例5例中2例，昇禾例6例中

3例に細胞浸潤を伴う疲痕形成が腎皮質内に散見され

たが，これらは対照群にも認められる所見であり，尿

細管変性や壊死の治癒過程で発生したものではないと

判断した．

 なお，腎阻血例中の1例において部分的腎梗塞が認

められた．

 小括

 雑種成犬における昇乗投与および腎阻血による実験

的急性腎不全の発病後3ヵ月の腎機能および腎組織像

を検討した結果以下の結論を得た．

1）腎阻血による急性腎不全の腎機能は発病後3カ月

以内に発病前値にまで回復するが，昇乗投与による急

性腎不全の腎機能回復は腎阻二一より悪い傾向がみら

れた．

2）腎阻血群においても昇乗群においても組織学的に

は不可逆的な搬痕を残すことなく，ほぼ完全な尿細管

上皮の再生が行なわれた．

考 察

ARFはその発症が急激なこと，その腎機能障害が
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Table 5．昇乗投与，腎阻血3ヵ月後の腎組織像

症 例
  3 日後
        糸球体BUI“，C：eattnine

尿  細  管

壊死 変性 円柱

昇

群

H一一 2 一2 17．1， 1．6

H：一12－2   26．ユ， 2，3

H－16－2   ユ9．3， 1．8

H一 18－2 44． 5 ， 3・4

H－20一・2 30．9， 1．9

H－34一一2 45．2， 3．0

一一．}

± ±

  1－1 一一・ 2 61．7 ， 2．0
腎

  工一2－2． 52．5，1．6
阻

  工一3－2  73．8，3。1
血

  1一5－2 78．5，3．7
群

  1一6－2 87．4，4．8

きわめて高度であること，一度利尿を得るとその腎機

能は急速に正常化に向うことなど，いくつかの興味深

い特徴をもつ疾患である．著者は本報告においてARF

より回復した症例の腎機能がいつ，どの程度まで回復

するかについて臨床的，動物実験的に検討したが，こ

のためにはARFの発生機序について十分な認識を持

つ必要がある．そこで著者はまずARFの発生機序に

ついて文献的考察を行ない，その後にARFにおける

腎機能回復について考察してみたい．

（1）ARFにおける乏尿の発生機序に関する文献的証

  察

 ARFにおける乏尿の発生機序の解明は弘め組織学

的検討から始められた．

 Bywatersら （1941）4）， Luck6 （1946）5）はcrush

syndromeにおける腎組織学的検討の結果，遠位尿細

管に起る変性，壊死，円柱形成，間質の浮腫がARF

における主な所見であり，糸球体や近位尿細管には変

化が乏しいと報告してARFをlower hephron nep－

hrosisと命名した．

 その後，Oliverら（1951）はmicrodissection法に

より個々のncphronを詳細に検討し，変性の部位は

遠位尿細管のみではなく近位尿細管にもみられること，

すべてのnephronが障害されるわけではなく無傷の

nephronも存在することを発見し，さらにischemic

typeのARFとnephrotoxic typeのARFでは組
織学的に差がみられ，前者では尿細管基底膜に破綻が

みられるが（tubulorrhexis）後者ではこれがみられな

いと述べた6）．

 Brun ら （1957）7）， Scvitt ら （1959）8）， Finckh ら

（1962）9）はARFの組織学的検討から腎機能障害が

強い割に腎の組織学的変化の乏しいことを指摘し，．

AR．Fの乏尿の原因を腎血流の低下によると推定し

た．

 以上の如き検討から①腎血流量の減少による糸球体

浜過の減少，②障害された尿細管からの尿の漏出，③

円柱，問質浮腫による尿細管の閉塞などがARFにお

ける乏尿の原因として推定された．

（1）腎血流量の減少

 ARFにおける腎血流量の減少を実証するため主と

して動物実験において種々なる方法により腎血流量が

測定された．Brunら（1955）10）はKrypton85を用

い，Walkerら（1963）11）やReubiら（1966）12）は

indocyanine greenを用いたdye dilution法により

腎血流量を測定し，ARFにおける腎血流量はそれ以

前の腎クリアランス法による測定の結果ほどではない

ものの正常の1／4～1／2に低下すると述べた．Flanig－

anら（1965）13）， Okcnら（1966）14）はmicropuncturc

法を角いて尿細管流量，糸球体瀕過値を直接測定した

結果，ARFの乏尿は糸球体瀕過値の低下により起こ

ると述べ，この原因はpreglomrular vasoconstriction

によると推定した．Ruiz－Gurnazu（1967）15）は同じく

micropuncture法により乏尿の原因を糸球体游過圧

の低下による糸球体云過の低下のためと考えた．

 Hollenberg（1968，1970）16・17）は人におけるARF

の腎血流量をXenonを用いて測定した結果，乏尿期

の腎血流量は正常者の約1／3に低下し，特に腎皮質の

血流が著明に低下することを明らかにした，そして

ARFの乏尿はpreglomerular vasoconstrictionによ

る糸球体炉過値の低下によ．り起こると推定し，vasOC－

onstrictionの発生にはrenin－angiotensin系の関与が
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考えられるとした，Flamenbaumら（1972）18）も

uranyl nitrateによる実験的ARFにおいてXenon

による腎血流量の測定とmicrosphere法による腎内

血流分布の検討を行なった結果，腎皮質血流の低下と

腎髄質の血流増加が起こることを明らかにし，ARF

の乏尿は腎皮質血流の低下による糸球体炉過の減少に

より起こると述べ，さらに同時に測定されたrenin

活性はARFの発症に伴い上昇することを確めた．

 一方Takemuraら（1975）19）はARF剖検例の腎

microangiographyの所見からpreglomerular vasoc－

onstrictionの起こっていることを直接証明し， Venk－

atachalamら（1976）20）もARFの動物実験におけ

るmicroangiographyおよび組織学的検討から糸球

体輸入動脈，輸出動脈にvasoconstrictionの発生を

証明している．この腎皮質のvasoconstrictionを発生

させこれを一定期問持続させる機序として最も注目さ

れるものがrenin－angiotensin系である．この根拠と

してはARFの乏尿期においてrenin活性の急進が

みられること21・22），vasoconstrictionを起こす部位が

reninを多く含有する腎皮質であること22）， angioten－

sin IIの投与によりARFを起こしうること23）， Na

やKの負荷によりrenin－angiotensin系を抑制すると

ARFを起こしにくくなること24～26）， indomethacinの

投与によりangiotensinの拮抗物質といわれる pro－

staglandinの生成を阻害するとischemic typeの

ARFの発生を促進することなどがあげられる27）．

Henryら（1968）28）， Kashgarian ら（1976）29）は尿細

管障害によりNa再吸収能が低下し，尿細管腔内の

Na濃度が上昇するとmacula densaが刺激され，

renin分泌が起こりvasoconstrictionが起こるという

feed back機構が成立しARFにおけるvasoconstric－

tionが継続されると説明している．しかしOkenら

（1975）3。）はangiotensin IIの抗体の投与によりARF

の発症を防止しえないことからARF発病における

renin－angiotensin系の関与に翌月をなげかけている．

 一方，全く別の機序によりARFにおける腎皮質血

流障害を説明しょうとする試みもある．

 すなわち，Summersら（1971）31）は腎阻碍興野後

の腎血流は完全には回復せず，いわゆるno refl・w現

象が起こることを指摘し，Floresら（1972）32）はこの

no refiow現象が脂血による腎血管内皮細胞の腫脹に

よる血管内腔の狭小化により起こるとし，これにより

ARFの腎皮質血流障害を説明しようと試みた．しか

しRileyら（1975）33）はこれを否定している．

 以上のごとくARFの乏尿期における腎内血管の

vasoconstrictionの発生機序は確定されていない．
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 またこのvasoconstrictionが直ちに糸球体炉過値の

低下に結びつくかどうかに関しても疑問がある．すな

わち，生食水やマニトールの投与により腎皮質血流を

正常化させてもARFおける糸球体游過値は増加しな

いことが報告されている34・35）．またReubi（1974）36）

は血管拡張剤によりvasoconstrictionを解除し腎血流

が回復してもARFにおける糸球体瀕過値は増加しな

いことを指摘し，Ghurchillら（1977）37）は腎皮質血

流が回復した後も糸球体瀕過値は低下したままである

ことを報告している．このためCoxら（1974）35），

Blantzら（1975）38）は糸球体の血管透過性の変化を

ARFの乏尿の原因として重視している．

（2＞尿細管閉塞と尿細管よりの尿漏出

 円柱や問質浮腫により尿細管が閉塞これ乏尿が起こ

るとする考えはFlanigan ら（1965）13）， Okcnら

（1966）「4）によるmicropuncture法を用いた検討で尿

細管内圧が上昇していないという事実と尿細管内腔に

生食水を注入すると円柱は容易に移動することなどの

事実から否定的となった．

 しかしその後のmicropuncture法による検討で
Henry ら （1968）28）， Biber ら （1968）39）Jaenike ら

（1969）4。）Arendshorstら（1975）41）は尿細管の閉塞の

存在を認め，特に後2者はこれを重視している．

 尿細管よりの尿漏出を乏尿の原因とする考えは

Oliverら（1951）6）により強調されたが，その後Bank

ら（1967）42）は皿icropuncture法を用いた実験にお

いて尿細管の部位によリイヌリニクリアランスが減少

することを証明し，ARFの乏尿の原因として尿細管

よりの尿漏出を重視した．その後Biberら（1968）39）

も尿細管よりの尿の漏出を認め，特に尿細管に通過障

害があるとこの尿漏出が著明となることを報告した．

その他，Tannerら（1973）43）Blantzら（1975）38）も

尿細管よりの尿漏出を認めている．しかしFlaniganら

（1965＞13），Okenら（1966）14）， Daughartyら（1974）44）

はこの尿漏出の存在を否定しており，Flamenbaum

（1972）18）はuranyl nitrateによるARFの動物実験

からuranyl nitrate投与後6時間では組織学的に尿

細管の変性，閉塞がみられないにもかかわらず乏尿が

発生するとして尿細管の閉塞や尿漏出をARFの乏尿

の原因とは考えないと述べた．

 以上の文献的検討よりARFの乏尿の主因は腎皮質

血流障害による糸球体湧過の低下と考えられるが尿細

管の閉塞や尿細管よりの尿漏出も完全に無視すること

はできず，Finnら（1975）45）， Levinsky（1977）46）は

これら3因子にそれぞれの役割を持たせたARFの乏

尿発生機序を考えている．
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（II）ARFにおける腎機能回復機序に関する文献目今

  察

 ARFにおける乏尿の主因が腎皮質のvasoconstric－

tionによる糸球体浜過の低下であるとするならば，そ

の腎機能の回復はまずこのvasoconstrictionの解徐に

より開始きれるものと考えられる．Ayerら（1971）47）

はglycerolによるratのARFの回復期における腎

内血行動態をXenonを用いて調べ7結果，乏尿期に

低下した腎皮質血流の回復とそれに比例して腎機能が

回復することを指摘し，Kashgarianら（1976）29）も

ARFの腎機能回復は腎皮質の血流増加とこれに伴う

糸球体演過値の増加によると考えた．そして腎皮質血

流の増加は腎内reninの枯渇， tubulo－glomerular feed

back機構の鈍化によると考えた． Siegelら（1977）48）

も腎皮質血流の回復と糸球体母御値の回復が比例する

ことから腎皮質の血流回復が腎機能回復の第1歩であ

り，その後で尿細管機能の回復が起こると考えている．

まtC Okenら（1970）49）はmicropuncture法による

検討の結果，ARFの回復期においては正常の糸球体

演過値を有する nephronと全く糸球体游過のない

nephronの2種類があり，腎機能の回復：は正常の糸球

体游過値を有する nephronの数の増加により起こる

とした．同様の意見をOliverら（1953）50）がすでに

報告しており，彼らはこの原因を尿細管細胞の再生に

よる尿漏出の消失に求めているが，Okenら（1970）49）

はこれを否定し，その原因は糸球体四過圧の正常化に

あると述べ，さらに糸球体下寺値が正常化した後もそ

のnephronの尿細管機能の障害はしばらく続くもの

と考えた．

 尿細管細胞の再生と分化についてはKempczinski

ら（1968）51）はuranyl nitrateによるratのARF

において検討した結果，尿細管細胞の再生は5日以内

に完了し，電顕的にみても再生した尿細管細胞の分化

は2週間以内に完了すると報告したが，Oliverら

（1953）50）は再生した尿細管細胞の機能は未熟で，こ

れが正常まで回復するには数週から数ヵ月を要すると

述べている．

 また，Pedersenら（1973）52）はXenonを用いて

人におけるARFの乏尿期と利尿期の腎血流を測定し

た結果，乏尿期には正常の1／5まで腎皮質血流は低下

するが利尿期には正常の1／3まで回復し正常化にむか

うと述べ，入においても動物実験の結果と同様に腎皮

質血流の回復が腎機能回復の第1歩であることが推定

される、一方，尿細管機能については，Muchrcke

（】964，1969）53・54）は再生した人の尿細管細胞が形態学

的に完全な分化をとげるためには何ヵ月もの期間が必

要であると述べ，Mushmovら（1971）55）は人におけ

るARFの腎機能追跡調査の結果から再生した尿細管

細胞の機能が正常化するためには3～5年が必要であ

ると結論しており，尿細管機能の回復にはかなりの期

間が必要であるとする意見が多い．

 このように動物実験および臨床例の検討の結果から

ARFの腎機能回復は腎皮質血流の回復により始まり，

その後に尿細管機能の回復が続くものと推定される．

皿 人におけるARFの腎機能回復様式と遠隔予後

 それでは人のARFの腎機能はいつ，どの程度まで

回復するのであろうか．人におけるARFの腎機能回

復は臨床的には主として腎クリアランス法により検討

されてきたが，ARFの腎機能回復を長期問観察した

報告は比較的少なく，特に本邦においては皆無といっ

ても過言ではない．ARFの腎機能予後については，

Sirota（1949）56）， BuHら （1950）57）， Lowe（1952）58），

Finkcnstaedtら （1956）59）， Edwards（1959）6・）， Price

ら（1960）6D， Kallas ら（1966）62）， Briggsら（1967）63），

Lewersら（1970）64）， Hallら（1970）65）， Mushmov

ら（1971）55），Amer三〇ら（1972）66）， Fuchsら（1974）67）

の報告がみられる．

（i） 腎機能回復が完了する時期

 AR．Fにおいては利尿期を迎えると急速に腎機能は

回復するといわれるが，この腎機能回復が完了する時

期についてはこれらの報告の中で意見の一致をみてい

ない．すなわち，発病後3カ月以内に腎機能回復を完

了すると考えるもの60・62），腎機能回復完了には大略6

ヵ月を要するとするもの56～59・65），大略1年を要すると

するもの64・66），さらに3～5年を必要とするものなど

がある55）。

 自験例においてはPSP l5分値， CPAH， CThi・は

発病後3ヵ月以内に急速な回復を示すがその後は緩徐

な回復を続け，6～12の間に回復を完了した．しかし

腎の尿濃縮能の回復完了はさらにおくれ1～2年を要

した．このように腎機能の回復様式は発病後3カ月以

内に起る急速な回復とその後に続く比較的緩徐な回復

の2型に別けることができるが，この2つの回復様式

の間ではその機序が異なるものと推定これる．すなわ

ち，発病後3ヵ月までに起こる急速な腎機能回復は腎

皮質におけるvasoconstrictionの解徐による腎皮質血

流の回復とされに伴う尿細管の一応の修復により起こ

り，その後に続く緩徐な腎機能回復は尿細管細胞の機

能的成熟によるものではないかと推定きれる．そして，

尿濃縮能の回復終了が最も遅れる理由は，PSP排泄試

験やCPAHが尿細管機能としては比較的単純な薬物の

排泄を基本としている検査であり，CThi。においては
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尿細管は何等の機能的関与も果していないと考えられ

るのに対し，尿濃縮能の発現のためにはNa再吸収

その他によりcountercurrcnt系を作動させ腎髄質に

高浸透圧層を形成することが必要であり，尿細管機能

として最も高級な機能の発揮を要することがその最大

の理由と推定される．

 以上より著者はARFの腎機能回復にはvasoconst－

rictionの堅磐による急速な腎機能回復とその後に続

く尿細管の機能的成熟による緩徐な山門があり，すべ

ての回復が完了する時期は尿濃縮能が回復を完了する

発病後1～2年後と結論したい．

（ii） 回復終了後の腎機能

 ARF救命例の腎機能は正常まで回復するという意

見60・62）と正常下限までしか回復しないという意見があ

る57～59・61）．Briggsら（1967）63）は42例のARF救命

例のうち糸球体游過値が正常まで回復したのは12例の

みで，他の症例は正常まで回復しなかったと述べ，

Lewersら（1970）64）は30例中12例に糸球体罪過値の

低下を認め，Hallら（1970）65）も腎機能が正常化した

のは36例中14例のみであったと述べた．

 自験例においても糸球体引過値が正常化したものは

17例中8例で，他の症例は正常まで回復しなかった．

Hallら（1970）65）は正常まで腎機能が回復しなかった

症例は正常まで回復した症例と比較して高齢者が多く，

乏尿期間も長いと述べているが，自験例においては両

群間に年齢差は認められなかったものの，正常まで回

復しない症例の乏尿期間は正常まで回復した症例のそ

れよりも長い傾向がみられた．このことはこの腎機能

障害が偶発的なものではなくARF自身により惹起さ

れた後遺症であることを示唆している，

 一一一L方，ARFの発生原因と腎機能予後の関係につい

てはPrice ら．（1960）61）， Lewersら （1970）64）は

ischemic type ARFとnephrotoxic typeの糸球体游

過値の回復を比較すると前者の方が低下であると述べ

ている．自験例においては臨床例ではARFの発生原

因をische・nic typeとnephrotoxic typeに明確に分

類することが困難で検討できなかったが，動物実験に

おいては昇禾によるnephrotoxic type ARFの腎機

能回復は腎阻血によるischemic type AR．Fのそれよ

り悪い傾向がみられた．しかし同時に行なわれた腎組

織学的検討では両群とも不可逆性の病変がみられない

ことから，下乗による尿細管障害は隔日血によるそれ

よりも回後に時間がかかることが推定され，さらに長

期間の観察を行なうならば昇禾群の腎機能はさらに回

復する可能性もあり，AR．Fの発生原因と腎機能予後

についてはさらに検討を要する問題と考える．
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 またARFの腎機能回復終了後再び腎機能が悪化す

るという報告もある61・64～66）．しかしFinkenstaedtら

（1956）59）は他の腎疾患の合併がないかぎりこの傾向は

みられないとし，Briggsら（1967）63）もこの傾向は認

められないとしている．自験例においてもこの傾向は

認められなかった．

 最後にARF救命例の半数以上にみられる永続的腎

機能障害の原因について考えてみたい．

 01ivcr（1953）50）は尿細管上皮の再生に際し尿細管

に閉塞が起り，そのnephronの機能が永久に消失す

る可能性があることを指摘したが，Finkenstaedtら

（1956）59），Briggsら （1967）63）はARF回復後の腎

機能障害の原因をこの説により説明している．また

Muchrcke（1964，1969）53・54）はARF回復後の腎に

おける最大の形態学的異常はinterstitial fibrosisで

あり，永続的腎機能障害はこれにより発生すると考え

た．Lewersら（1970）64）も発病後長期間経過した症

例の腎生検でしばしばintersti£ial飾rosisが認められ

ると述べ，Amerioら（1972）66）もARFの回復後の

腎機能障害の原因をinterstitial fibrosis lこ求めている．

Niwaら（1974）68）は臭素酸カリウムによるARFお

いて発病後6ヵ月後の腎生検で間質における結合織の

増殖を指摘している．またPasternackら（1970）69）

はARFの腎生検における特徴を間質における細胞浸

潤であるとし，これが時の経過とともに慢性間質性腎

炎へと移行し腎機能障害の原因となる可能性を指摘し

た．一方，動物実験でFox（1967）70）はラットにお

ける先回性ARFの腎組織像の変化と腎機能を6ヵ月

風解察し，しだいに増加するinterstitial fibrosisと腎

機能の低下を観察し，二瓶（1973）71）も家兎における

聖血性の実験において，阻血後2～3週以後にinter－

stitial丘brosisの発生を認めている．このようIC ARF

回復後に起こる永続的腎機能障害の原因をinterstitial

fibrosisに求めるものが多い．

 自験例において利尿期に行なわれた腎生検では永続

的腎機能障害を裏づける異常は認められなかった．約

半数の症例に軽度から中等度の問質細胞浸潤が認めら

れたが，これが将来Pasternackら（1970）69）のいう

C“とく慢性間質性腎炎に移行するかどうかについては

疑問もある．すなわち腎機能回復が良好な症例の中に

も回復障害を起こした症例と同様な頻度で間質の細胞

浸潤が認められることゴ高度の腎機能障害を残しt4症

例においても間質の細胞浸潤はごく軽度であったこと

などのためである．

 また，ARF回復後長期間経過後の腎組織像を検討

するために行った動物実験においても，腎野田群，昇



1360 泌尿紀要 26巻 ！1号 ig80年

禾投与群とも腎組織にはARFに起因すると考えられ

る不可逆的な病変は認められず，組織学的にはほぼ完

全な回復を示した．この結果はinterstitial丘brosisの

発生を観察したFox（1967）7。）や二瓶（1973）71）の結

果と異なるものであったが，その原因は使用した実験

動物の異なることや実験条件の異なることに起因する

のかも知れない．

 しかし著者の動物実験におけるARFは3ヵ月間無

処置で生存させるため，実際の臨床例の場合よりも軽

症であることは否定できず，その尿細管障害も軽度で

あろうと推定される．尿細管障害が高度であればその

治癒に要する時間も長びき，結合織の動員をひき起こ

す可能性も高まることは明らかである．臨床例で乏尿

期の長い症例に腎機能の回復障害がみられることを考

えると，これらの症例においてはその治癒過程で結合

織の動員をひきおこしている可能性は高い．したがっ

て今回の著者の動物実験の結果は軽症のARFにおい

ては何らの岬町形成を起こすことなく完全な腎組織の

修復が保障されることを示したのみで，より高度の

ARFと考えられる臨床例の腎機能回復障害の原因が

interstitial fibrosisである可能性を否定する根拠とは

なりえず，今後さらに検討を要する閤題と考える．

        結     論

 25例の急性尿細管壊死症例に対して，PSP排泄試

験，Fishberg濃縮試験，腎クリアランス試験を定期

的に行ない，その腎機能遠隔予後の検討を行なった．

さらに雑種成犬を用いた昇平および腎阻血による実験

的急性尿細管壊死における3カ月後の腎機能および腎

組織の変化を検討した結果以下の結論を得た．

（1）急性尿細管壊死症例の腎機能回復には，発病後3

 ヵ月までの急速な回復とその後に続く緩徐な回復の

 2型があり，腎機能回復の完了するのは発病後1～

 2年後である．            ，

② 発病後3ヵ月以内に起こる急速な腎機能回復は腎

 血管攣縮の解徐による腎皮質血流の増加と尿細管の

 一応の修復により起こり，その後に続く緩徐な腎機

 能回復は尿細管の機能的成熟により起こると推定し

 た．

③ 半数以上の症例において軽度の永続的腎機能障害

 が認められたが利尿期における腎生検所見からその

 原因を究明することはできなかった．しかし腎機能

 回復障害のみられた症例の乏尿期間は正常まで回復

 した症例より長い傾向がみられた．

（4）二二1．2～L7 mg／kg静脈内投与および80分間腎

 幅出により作製した実験的急性腎不全においては，

 3カ月後の腎機能回復は丁田1群において阻血群より

 も悪い傾向が認められ，昇ヨミによる尿細管障害は阻

 血によるそれよりも回復に時間のかかることが示唆

 きれた．

（5＞昇禾群，腎阻血群の3カ月後の腎組織像は両群と

 も何等の癩痕形成を起こすことなくほぼ完全な修復

 がみられ，軽度の急性腎不全の腎組織障害は完全に

 可逆的であることが示唆された．しかし，高度の急
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