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学位論文内容の要旨  

 
 
  博士の専攻分野の名称  博士（医 学）    氏 名 翟 天玥 
 
 

学 位 論 文 題 名 

妊娠女性におけるポドサイト尿ならびにネフリン尿に関する研究 

（Studies on podocyturia and nephrinuria in pregnant women） 

 
【背景と目的】妊娠高血圧腎症（preeclampsia, 以下 PE）は妊婦の約 3~5％に発症し母児の生命に

関わる重要な周産期疾患の一つです。PE のメカニズムを解明し、PE 発症を予知するため、妊娠女

性における Podocytes 尿ならびに Nephrin 尿について研究した。Podocytes は腎糸球体基底膜最外層

を覆う最終分化細胞であり、その足突起は密な結合をして血中蛋白等漏出を防止している。

Podocytes は高血圧や hyperfiltration 等の種々ストレスにより腎糸球体基底膜より脱落し尿中にポド

サイト尿（podocyturia）として出現する。Podocytes は最終分化細胞なので、腎糸球体より脱落し

ても腎糸球体では補充はされないと考えられているため、podocyturia が顕著な例では glomerular 
podocytes 数は減少する。 
Podocyturia は蛋白尿を伴う疾患で顕著であるが、臨床的蛋白尿に先行することが示唆されており、

正常成人や正常妊婦においても認められる。妊娠高血圧腎症 (preeclampsia, 以下 PE) は妊娠 20 週

以降に高血圧（収縮期血圧 140mmHg 以上あるいは拡張期血圧 90mmHg 以上）と蛋白尿（>0.3g/日、

あるいは随時尿中 protein:creatinine 比 [PCR, g/g] ＞0.27）を示した場合に診断され、母児生命維持

を危うくする重大な妊娠固有合併症であり、約 3~5％の妊婦が罹患する。これら PE 合併妊婦では

徐々に蛋白尿が増加することが知られており、顕著な podocyturia が認められる。しかし、PE 合併

妊婦での podocyturia 程度の推移については研究されていない。 
【対象と方法】北海道大学病院で健診を受け、本研究参加に書面で同意した妊婦から尿検体提供を

受けた。これら女性は 2014 年 5 月から 2016 年 9 月までの研究期間中、北海道大学病院で出産し、

妊娠中に数回尿検体を提供した。妊娠中の有意の蛋白尿（significant proteinuria in pregnancy, 以下

SPIP）は、随時尿検体で PCR ≥0.27 と定義した。高血圧は、12 時間以上の間隔を空けて行われた

血圧測定で、少なくとも 2 回収縮期血圧≥140mmHg および/または拡張期血圧≥90mmHg が認められ

た場合と定義した。高血圧ならびに SPIP を発症した場合、PE と診断した。一部の妊婦は妊娠第二

ならび第三半期での血液提供にも同意し、採尿後 5.0 mL の血液を提供した。 
尿沈渣から RNA を抽出し、Podocin, Nephrin, Synaptopodin の mRNA 発現量を Real time PCR で定量

した。尿中 Protein,Creatinine 量は比色法で定量した。尿沈渣から RNA を抽出し、Podocin, Nephrin, 
Synaptopodin の mRNA 発現量を Real time PCR で定量した。尿中 Protein,Creatinine 量は比色法で定

量した。中央値の比較にはWilcoxon / Kruskal-Wallis法を用いた。3群以上の群間比較には Bonferroni
補正を用いた Mann-Whitney U 検定を用いた。Spearman’s rank-order correlation は、2 つの変数間の

関連性を検討するために使用した。バイオマーカーのスクリーニング特性検定については、Receiver 
operating characteristic curves (ROC)を用いた。P <0.05 の場合、統計的有意差ありとした。 
【結果】 
1） PE 合併妊婦における podocyturia は proteinuria と正の相関を示し、分娩まで増加し続け

る。 
2） Podocyturia 増加につれ、尿中 podoctyes 中の nephrin mRNA 発現量は podocin mRNA 発



現量に比して少なくなる。 
3） Nephrinuria は PE 発症に先行して上昇する。 
4） 2nd trimester urine nephrin は PE 発症予測に関して血清バイオマーカーである sFlt-1:PlGF 

(FPR)より優れている。 
【考察】PE 妊婦では podocyturia が増加することが知られていた。しかし、今回の研究の

ように各妊婦から時期をずらした複数検体提供を受ける longitudinal study は少なかったた

め、podcyturia が分娩まで増加し続けることまでは知られていなかった。また、今回の知

見、「PE 妊婦において、蛋白量増加につれ、urine sediment podocin:nephrin mRNA ratio は増

大する」は、妊婦では初めて確認されたことである。これは刺激を受けた glomerular 
podocytesはphenotype alteration (nephrin 発現が少なくなるという)が起こりやすくなること、

そしてそれら phenotype alteration を起こした glomerular podocytes は GBM から脱落しやす

くなりやすいことを示唆している。これは、我々の観察「妊娠中の nephrinuria は podocyturia
と正の相関を示すによっても支持される。すなわち、glomerular podocytes は刺激を受ける

と、nephrin を分離し nephrinuria の原因となる。また、刺激を受けた glomerular podocytes
は nephrin mRNA発現低下が起こり、GBM から剥奪しやすくなることを強く示唆している。 
蛋白尿とpodocyturiaは正の相関を示す」は「蛋白尿が増加している間はpodocyturiaは増加

し続ける」ことを意味している。Podocyturiaはglomerular podocytes 数減少につながるので、

これらは臨床上重要な知見である。早期発症PEについては「妊娠継続を図り（胎児成熟を

待つ）血圧を下げる等の対処療法を行い、母体に重篤な合併症（脳出血、DIC、腎不全、

肝機能障害等）出現前に分娩（妊娠終了）とする」という方針が世界的に一般的である。

すなわち、妊娠終了のための条件が種々提唱されている。しかし、proteinuriaの多寡につい

ての妊娠終了基準は示されていない。PE妊婦においては今回示されたようにproteinuriaな
らびにpodocyturiaは妊娠が継続している間、増加し続ける。また産後にproteinuriaが正常化

してもpodocyturiaは持続している。これは結果としてglomerular podocytes数減少につながる

ので、PE妊娠の継続は腎寿命（末期腎不全までの時間）を短縮させる可能性がある。実際、

PEは末期腎不全のrisk factorである。3回以上妊娠分娩経験のある女性中、PE既往が１回で

あった婦人ならびに2回以上あった婦人が将来末期腎不全となる確率はPEを一度も合併し

なかった婦人に比してそれぞれ6.3倍ならびに15.5倍と報告されている。今回の研究結果は

proteinuriaの多寡についても妊娠終了基準の1つに加えるための研究を催促している。 
健常人においても podocyturia は認められるが、尿 1.0 mg creatinine 中に含まれる podocytes
数は 1 以下であり、活動期腎疾患では 100/mg creatinine 以上認められる場合がある。これ

まで、妊娠により podocyturia が増加するか否かについて知られていなかったが、我々の一

連の研究は「妊娠により podocyturia は増加する」を示した。Podocyturia の増加は glomerular 
podocytes 数減少と同義後と考えられており、我々の知見は「腎臓は glomerular podocytes
数を減少させることによって妊娠分娩を記憶する」ことを意味している。しかし、私ども

が知る限り、「妊娠分娩経験者は非経験者に比して末期腎不全になりやすい」という報告は

まだないが、これに焦点を当てた研究が将来行われる可能性がある。 
【結論】PE は腎寿命という観点から極めて危険な合併症であることが最確認された。今後、

分娩時点の proteinuria 程度と腎の長期予後の研究が必要となる。それら結果は PE 妊婦に

おける妊娠終了条件に proteinuria 多寡を加えることにつながる可能性がある。これらのこ

とは、妊娠分娩を経験するたびに glomerular podocytes が減少すること、妊娠高血圧腎症を

合併すると、その減少はさらに顕著であることを意味している。すなわち女性は妊娠を経

験するごとに腎臓の podocytes 数が減らしている（身を削っている）。尿中 nephrin は妊娠

高血圧腎症の有用なバイオマーカーであることが示した。 


