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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） 

 

 平成 30 年 1 月 30 日（火）15 時 20 分から 16 時 20 分まで、医学部中研究棟 5 階におい

て申請者の学位論文審査が行われた。申請者は、正常妊婦および妊娠高血圧腎症

（preeclampsia, 以下 PE）患者における podocyte 尿推移の比較を行うため、1) まず尿中

podocyte 特異的タンパクをコードする mRNA の検出によって Podocyte 尿を定量化し、正

常妊婦および PE 患者におけるその変動について検討した。2) 次に podocyte の尿中への脱

落によって起こるpodocyte特異的タンパクであるnephrinの尿中への出現、すなわちnephrin
尿を指標とした PE 発症予知の可能性について検討し、3) 最後に nephrin 尿が既存の PE 発

症予知マーカー(sFlt-1:PlGF)と比較して優れているか否かの検討、以上 3 点について発表し

た。 
発表後、副査山下教授から、1）PE 妊婦妊娠中の高血圧とタンパク尿についてどのよう

な治療を行うか 2）尿検体の回収法と尿量についての質問があった。これらに対し 1）妊

娠タンパク尿は腎疾患に至る程度ではなく分娩後自然に改善するので、原則として薬の治

療は控えることを勧める。高血圧治療剤である ARB（アンジオテンシン II 受容体拮抗剤）

および ACE（アンジオテンシン変換酵素）阻害剤は胎児への影響が報告されており、妊婦

への投与は禁忌とされているため、妊娠中に使われる降圧剤（アダラート）を頓服してコ

ントロールする。2）尿検体は北海道大学病院外来受診した妊婦から 50ml〜150ml の尿を

回収した。と回答した。 
 副査西村教授から、1）podocyte 三つの特異的タンパクの測定法について 2）分娩後の

podocyturia の変動について 3）PE 患者の PE 再発率および将来末期腎不全リスクについ

て質問があった。これらに対し、1）nephrin は podocyte から作られた濾過障壁のスリット

膜を構成するタンパクであり、髪の毛のような podocyte から千切れて尿中へ脱落したもの

を ELISA 法で測定する。一方で Podocin はスリット膜基部に存在するタンパクであり、

Synaptopodin は細胞内骨格タンパクであるため、これらは測定できない。2）我々の観察で

きる限界は分娩後 3 ヶ月までである。産後約 2 ヶ月まではタンパク尿は消失するが、産後

3 ヶ月まで podocyturia は正常妊娠女性より高値を示している。3）北海道大学病院産科に



 

おいて 2 回妊娠した妊婦を対象として、初回妊娠時に PE を発症して、2 回目の妊娠時 PE
の再発率は 28.6%、初回妊娠時に PE を発症せず、2 回目の妊娠時 PE の発症率は 1.4%であ

ったこと、そして、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と回答した。 
 副査篠原教授から、1）PE 患者が妊娠中に podocyte を尿中に脱落する原因は何か 2）
分娩後にタンパク尿が消失したメカニズムはどのように考えるのか、との質問があった。

これに対して、1）PE の発症機序はまた解明されていないが、podocyte が尿中に脱落する

原因は我々の知る限り胎盤からの抗血管新生因子による結果と考えており、2）について、

PE 患者が妊娠中に nephrin-mRNA 量は何らかの因子によって減少して、それによって新し

い nephrin タンパクが補充されなくなり、nephrin タンパクが剥がれ落ち、分娩後はその抑

制効果が解除され新しい nephrin タンパクが作られて、脱落を免れた podocyte から足突起

が伸長してきてスリット膜の隙間を埋めてタンパク尿が止まることによると考えられる、

と回答した。 
 最後に主査の清水教授から、1）podocyte 特異的タンパク(nephrin タンパク)をコードする

nephrin-mRNA に非妊婦および正常妊婦の比較データはあるか 2）nephrin タンパクは PE
発症予知マーカーとして他の先行研究論文はあるか 3）nephrin タンパクおよび血清

biomarker となる sFlt-1:PlGF の測定コストについて質問があった。これに対し、1）我々は

非妊婦と正常妊娠女性尿中 podocyte 特異的遺伝子発現量を調べると、Podocin-mRNA およ

び nephrin-mRNA の発現量が正常妊娠女性は非妊娠女性より有意に高値であることを確認

した。そして正常妊娠女性は非妊娠女性より尿中細胞数の密度が高いことも確認した。2）
近年 PE 患者の尿中に Nephrin タンパクは発現されるという報告がある。しかし、妊娠初期

から分娩 3 ヶ月まで、nephrin タンパクの変動を解明し、そして既存の血清 biomarker と比

較したのは我々の知る限り本研究は初めてである。3）nephrin タンパクの測定コストは１

検体あたり約 1,974 円、sFlt-1, PlGF の測定コストは１検体あたり約 2,308 円であったため

コスト的には大きな差がないが、採血で測定する sFlt-1:PlGF に対して、少ない尿で簡単に

測定できる nephrin タンパクの方が患者に負担が少ないと回答した。 
 本論文は、正常妊婦および PE 患者における podocyte 尿推移の比較、podocyte 特異的遺

伝子発現量の質的変化に解明し、nephrin 尿を指標とした PE 発症予知の可能性および既存

の PE 発症予知マーカーと比較した点において高く評価された。審査員一同はこれらの成

果を高く評価し、大学院課程における研鑽や取得単位なども併せ、申請者が博士（医学）

の学位を受けるのに十分な資格を有するものと判定した。 


