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マウス急性腎障害における
尿細管間質障害関連遺伝子
Pb-Fam2ホモログの解析

腎臓内科 清水 芳男

静岡災害医学研究センター 遠藤 未来美

外科 佐藤 浩一



災害時に生じる急性腎障害（AKI)

閉じ込め＝腎前性 断水＝腎前性 下敷き＝腎性
（クラッシュ症候群）

感染症（下痢）
＝腎前性・腎性

外傷（出血）＝腎前性
薬剤性
＝腎前性・腎性



急性腎不全（ARF）とは
腎機能が急激（数時間～数日以内）に損なわれ、生体内の水分、
電解質、酸塩基平衡といったホメオスタシスが障害された状態

Cr0.5以上上昇

Cr50%以上上昇

Ccr50%以上低下

透析導入

26の研究で診断基準や用語がバラバラだった

Thadhani et al. NEJM 1996



クレアチニンの変化と死亡率

心臓手術後や集中治療領域での軽度のCr上昇が生命予後に影響

Lassnigg et al. J Am Soc Nehrol 2004 Levy et al. Crit Care 2005



パラダイムシフト

腎機能が急激に低下し、不
全状態となった結果、体液
の恒常性が維持できなく
なった状態

急性腎不全（ARF）

何らかの原因により、急
激に腎臓の細胞に障害
が加わり、機能不全に先
行して比較的軽度の腎機
能低下を示すに過ぎない
状態

急性障害（AKI）

藤垣 嘉秀 日内誌 2014



KDIGO分類

KIDIGO Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int 2012 改変



糸球体と尿細管の関係

情報

糸球体と尿細管は情報をやりとりしている
糸球体濾過量をコントロールするのは
尿細管



BSA腎炎のプロトコル



BSA腎炎とは

Control BSA腎炎

3W 4W

希少なマウスの半月体形成性腎炎のモデル
時相と組織像の変化に再現性が高い
抗原投与3週では、微弱な変化、4週では高度な変化

表現型がマウスの系統に左右される
プロトコルの期間が長い



BSA腎炎は尿細管も障害

重症の糸球体腎炎は尿細管も障害される

Control BSA腎炎



RDA法によるサブトラクション

レトロトランスポゾン
（Line-1）

Pb-Fam2ホモログ

４Wマイナス３W



Pb-Fam2ホモログのアミノ酸配列

5回膜貫通型の受容体？



正常組織におけるPbFam-2ホモログの発現

PbFam-2
ホモログ

G3PDH

脳 肺胸
腺

心
臓

肝
臓

小
腸

腎
臓

精
巣

脾
臓



AKIモデル・阻血再灌流法

麻酔（ソムノペンチル）
投与量？

腎茎部をクリップ

使用マウス：C57BL/6NJcl

血流再開・縫合
24h蓄尿
サンプル採取

腎阻血時間
30 or 50分



阻血再灌流法・至適条件
ソムノペンチル（ペントバルビタールナトリウム; 64.8mg/mL）

マウスへの至適投与量は明示されていない（獣医師が麻酔薬・鎮痙薬
として使う適応は、ウシ・ウマ・ヒツジ・ヤギ・イヌ・ネコ・ミンク）

鎮静時間：60分目標（手術手技含む）

中途覚醒（縫合困難、苦痛大）

適正な鎮静（データ採取可）

過鎮静（死亡）

1.3~1.5mg/頭のペントバルビタール腹腔内投与が適正



阻血再灌流法・至適条件
阻血時間：30分
鎮静時間：60分目標（手術手技含む）

中途覚醒（縫合困難、苦痛大）

適正な鎮静（データ採取可）

過鎮静（死亡）

1.3~1.5mg/頭のペントバルビタール腹腔内投与が適正



阻血再灌流法モデル30分

100X



阻血再灌流法モデル50分

100X



阻血再灌流法モデル50分

200X



Pb-Fam2ホモログの発現



Pb-Fam2ホモログリコンビナント蛋白

Cloning vector

タンパク発現 vector



マウス採尿法の工夫

メタボリックケージを利用した
マウスの蓄尿は、収量が少ない

遠藤 未来美、清水 芳男、日腎総会2017 仙台



まとめ
1. AKIは、尿細管障害が主である

2.半月体形性腎炎モデルの尿細管分画から新規の遺伝子

Pb-Fam2ホモログを得た

3. マウスAKIの阻血再灌流モデルを確立した

4. マウスAKIモデル腎にPb-Fam2ホモログのmRNA発現を

確認した

5. マウスAKIモデル腎組織にて、尿細管の障害が生じること

を確認した

6. Pb-Fam2ホモログ完全長cDNAをクローニングした

7. 味覚に着目したマウス採尿法を考案した



順天堂大学医学部整形外科

前田浩行、岩瀬秀明、大林 治、金子和夫

東京電機大学工学部機械工学科

佐渡山泰永、佐藤太一

医療法人社団山本・前田記念会前田病院

前田睦浩

動的動作解析からみた運動器不安定症評価の試み
－跨ぎ動作の動作解析－



背景および目的

 近年、運動器の障害によって要介護状態になったり、リスクが高くなる
ロコモティブシンドロームが問題

運動器不安定症による閉じこもりや転倒リスクが高まった状態の患
者が増加

 ロコモ→運動器不安定症→転倒→骨折→寝たきり という悪循環は健
康寿命の低下を引きおこす

障害物をまたぐ時に転倒が生じやすいと考え、健常者および運動器
不安定症患者に対し、動的動作解析としての”またぎ動作”を施行

 運動器不安定症患者の診断基準としては、開眼片脚起立時間や3m
Timed up and go testがある

しかし、実際の計測では体力的に辛く、困難になる例が多い。

そのため、安全で簡便な新たな評価方法を検討する必要がある



運動器不安定症
バランス能力および移動歩行能力の低下が生じ、

閉じこもり、転倒リスクが高まった状態

・診断基準
下記の運動機能低下をきたす11の疾患の既往があるか、罹患している者で、
日常生活自立度あるいは運動機能が以下の機能評価基準1または2に該当する者。

・運動機能低下をきたす疾患
①脊椎圧迫骨折および各種脊柱変形（亀背、高度脊柱後弯・側弯など）

②下肢の骨折（大腿骨頚部骨折など） ③骨粗鬆症
④下肢の変形性関節症（股関節、膝関節など）
⑤腰部脊柱管狭窄症 ⑥脊髄障害 ⑦神経・筋疾患
⑧関節リウマチおよび各種関節炎 ⑨下肢切断
⑩長期臥床後の運動器廃用 ⑪高頻度転倒者

・機能評価基準
日常生活自立度：ランクJまたはA（要支援＋要介護1,2）
運動機能：1）または2）

1）開眼片脚起立時間：15秒未満 2）3m Timed up and go test：11秒以上

＊日本整形外科学会の定義・診断基準定義より



1)久保ら､理学療法科学, 2011.
運動器不安定症の評価項目である開眼片脚起立時間や３ｍ Timed up 
and go testについて、歩行能力との関連を検討、評価項目としての有用性
を報告重回帰分析の必要性を示唆

2)小川ら, 作業療法, 2004. 内田ら, 日本老年医学会誌, 2005.
健常若年者と健常高齢者を対象に、予測した”またげる高さ”と実際の”ま
たいだ 高さ”との差を検討、高齢者群でまたげると判断した障害をまた
げない例があったと報告

3) Toba et al.,  Geriatr and Gerontol Int, 2012.
健常高齢者において足関節背屈角度が小さいほど転倒率が高いとの報告

4)轟木ら, 日本農村医学会雑誌, 2012.
健常高齢者において身体能力、ロコチェックを主成分分析、各成分は筋
力や動的バランスを表すと報告

運動器不安定症の予備群ともいえるロコモティブシンドローム群
のなかから、いかに速くかつ簡便に運動機能評価を行うことが
できるかを検討することを目的に、動作解析およびその主成分
分析を行った

 運動器不安定症患者に対して、重心動揺とまたぎの動的動作を
複合的に解析を行っている報告は少ない



対 象 (３２例)

若年健常者群

（10例 28.5±7.2歳 ：Y群）

高齢健常者群

（11例、71.0±9.3歳 ：Ｅ群）

運動器不安定症患者

（11例 75.2±6.3歳 ：M群）

性別 年齢 身長（ｃｍ） 体重（ｋｇ） 疾患名

男 22 173 65

若い健常者 男 31 170 80

Y群 男 26 173 68

男 44 160 72

女 35 152 53

女 20 146 48

女 21 165 49

女 27 160 51

女 30 150 42

女 29 160 45

男 58 173 70

高齢健常者 男 75 168 72 急性膵炎
E群 男 56 162 51

男 75 160 60

男 83 151 49

男 71 168 42

女 58 165 58

女 76 161 42

女 79 148 46

女 74 148 54

女 76 163 42

運動器不安定
症患者

女 73 139 39 椎体骨折

M群 女 83 149 48 腰椎椎間板ヘルニア

女 72 160 63 側弯

女 73 149 69 腰椎椎間板ヘルニア

女 73 147 50 脊柱管狭窄症

女 79 147 46 脊柱管狭窄症

男 87 167 50 脊柱管狭窄症

男 73 160 62 骨折

男 63 162 54 骨折

男 75 163 59 骨折

男 76 156 53 骨折



体幹、股関節、膝関節、
足関節の定義
・体幹 前屈＋、後屈－
・股関節 屈曲＋
・膝関節 屈曲＋
・足関節 背屈＋、底屈－

足先障害クリアランス
・障害クリア点における障害頂点
と足先との距離

２枚の重心動揺計測板の前に障害物をおき、左脚で
のまたぎ動作

マーカー（肩峰、上前腸骨棘、大転子、腓骨頭、外果、
踵骨、足先）を貼付
ビデオカメラで動作を撮影(HV,60fps)

またぎ後の着地から離れるまでの重心移動を測定

重心動揺計：キネトグラビコーダー（G-7100、アニマ社）
動作解析：ビデオ動作解析システム（FrameDIAS4､
DKH社）を使用

方 法

足関節

膝関節

股関節

体
幹



 障害物は高さ： 18cm (高障害、階段1段分)及び9cm(低障害)の
２種類、３パターンで各３回ずつ障害のまたぎ動作を施行

・高障害を障害物を見ないでまたぐ(視線上)
・低障害を見ながらまたぐ
・高障害を見ながらまたぐ

方 法

計測結果例 M群
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 評価項目
・またぎ時(障害クリア点)における
体幹、股関節、膝関節、足関節
角度、足先障害クリアランス（障
害物と足先の距離）
・各評価項目から代表する項目を
集約
主成分分析(多変量解析)を施行
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結果

障害クリア点の体幹角度は運動器不安定症患者（M

群）では前屈し、若年健常者（Y群）、高齢健常者（E群）

では後屈

股関節及び膝関節は、E群やM群はY群に比べ有意に

屈曲

足関節はY群では背屈しているが E群とM群では底屈

Y群、E群、M群とも低障害に比べ高障害、視線上時の
足先障害クリアランス量は、有意に増加
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主成分得点プロット 寄与率（％）

寄与率 累積

第1主成分 23

第2主成分 16 39

第3主成分 13 52・・・

第１主成分

第３主成分

若年健常者

高齢健常者

運動器不安
定症



計測した評価項目因子と主成分との相関
因子負荷量

主成分分析

説明変数（項目） 第1主成分第2主成分第3主成分
1性別 0.028454 0.723528 -0.41492

2年齢 0.770496 -0.13254 -0.16125

3身長 -0.2587 0.549407 -0.38958

4体重 -0.17125 0.533995 -0.28909

5転倒 0.459132 -0.19671 0.352668

6視線上体幹角度 0.66887 0.183142 0.280136

7低障害体幹角度 0.745886 0.169783 0.401208

8視線上股関節角度 0.419734 -0.26544 0.372676

9低障害股関節角度 0.857418 -0.13376 0.301079

10視線上膝関節角度 0.529713 -0.08674 -0.56304

11低障害膝関節角度 0.828818 -0.01528 -0.3705

12視線上足間接角度 0.039886 0.421459 0.398568

13低障害足間接角度 -0.21245 0.446484 0.480491

14視線上腫骨クリアランス -0.38845 0.380715 0.300146

15低障害腫骨クリアランス 0.461515 0.638728 -0.11427

16視線上足先クリアランス -0.36341 0.54837 0.448764

17低障害足先クリアランス 0.381309 0.622793 -0.10064

18 y軸視線上平均 0.315837 0.290193 -0.27623

19 y軸障害低平均 0.404447 0.276382 -0.26224

20 x軸視線上平均 0.125362 0.395585 0.121543

21 x軸障害低平均 0.271295 0.298337 0.600815

第3主成分

第2主成分

第1主成分

第１主成分は、転倒や関節角度（高齢者の特徴）

第２主成分は、クリアランス量が大きな因子負荷量と

なった

第３主成分は、性別、身長、体重などの身体的要

素の特徴を表している



まとめ

動作解析から、若年健常者（Y群）は障害が高くなるにつれ、各関節とも屈曲角

度が大きくなり、クリアランスも大きく高さに対応している

それに対し高齢者群、特に運動器不安定症患者（M群）における、股関節・膝関

節屈曲角度は低障害時から大きく、障害が高くなってもあまり変化しなかった

運動器不安定症患者を含めた高齢者は、障害物をまたぐ際、体幹を前屈し、

足関節は底屈しており、クリアランスを得るために低い障害でも股関節、膝関節

を健常者に比べより屈曲し、補う姿勢をとっていると考えた

これは、主成分分析における第一主成分の特徴と一致していた

主成分分析による得点プロットから、Y群（若年健常者群）、E群（高齢健常者
群）、M群（運動器不安定症患者）に分けることができた

主成分分析と動的動作解析を行うことにより運動器不安定症患者において関
節角度や障害物を跨ぐ際のクリアランスが躓きや転倒しやすさの要因になって
いることが考えられた
各関節と筋力訓練をおこなうことで運動器不安定症、ロコモーティブシンドロー
ムの予防につながる可能性がある



火山性粉塵が眼表面へ及ぼす影響

順天堂大学医学部附属静岡病院眼科

土至田 宏、松崎有修



我が国は火山国であり、2014年の御岳山や桜島の

噴火の際にも火山灰が目に飛入し、開眼困難者が

多発した。眼への影響は甚大であるとともに、この

ような状況下では前が見えず、避難も不可能な状態

に陥り、非常に危険である。

緒言



御嶽山噴火

• 2014年（平成26年）9月27日11時52分発生

• 火口付近に居合わせた登山者ら58名が死亡
した、日本における戦後最悪の火山災害



• 防災科学技術研究所発行

• 火山灰の健康影響 地域住民のためのしおり
（日本語版） 2007年11月1日発行



火山灰

• 呼吸器系への影響

• 眼への刺激

• 皮膚への刺激

• 降灰による間接的な影響

道路、電力、給水、衛生施設(汚水処理など）、屋
根崩壊、動物への影響など



これまでに火山性粉塵による眼への影響に関する
研究は少ない。

そこで火山性粉塵による眼に及ぼす影響を調査し、
有効な防御策の確立を目的とする。

目的：



・火山噴火による火山灰が眼に入ったことを想定

・点眼麻酔を施した家兎眼に火山灰を落下

・眼表面組織に及ぼす影響について、眼科学的・

病理組織学的に評価

・ソフトコンタクトレンズ（SCL)装用と裸眼とで比較

方法



火山灰：木曽御岳火山

第一軽石を第四期文献

センターより購入



火山灰：木曽御岳火山第一軽石の拡大写真



家兎をランダムに３群に分類

１）裸眼＋火山灰群：裸眼＋火山灰落下＋洗眼

２）SCL＋火山灰群：SCL装用＋火山灰落下＋洗眼

３）対照群：洗浄のみ

＊全例片眼のみ使用



処置前の前眼部写真

裸眼＋火山灰群 SCL＋火山灰群



処置前の前眼部写真

裸眼＋火山灰群 SCL＋火山灰群



火山灰落下時の前眼部写真

裸眼＋火山灰群 SCL＋火山灰群



洗眼後の前眼部写真

裸眼＋火山灰群 SCL＋火山灰群



蛍光色素染色試験

蛍光色素（フルオレセイン）染色：角膜上皮欠損部位が染色される

裸眼＋火山灰群 SCL＋火山灰群



ローズベンガル染色試験

ローズベンガル染色：角膜・結膜のムチン欠損・異常部位が染色される

裸眼＋火山灰群 SCL＋火山灰群



病理組織像
角膜

対照：洗眼のみ

HE染色 （ｘ１０）

裸眼＋火山灰群

SCL＋火山灰群



病理組織像
結膜

PAS染色 （ｘ１０）

裸眼＋火山灰群

SCL＋火山灰群

対照：洗眼のみ



病理組織像
結膜

PAS染色 （ｘ２０）

裸眼＋火山灰群

SCL＋火山灰群

対照：洗眼のみ



考察

• 防災科学技術研究所

• 火山灰の健康影響 地域住民のためのしおり
（日本語版） 2007年11月1日発行



• 呼吸器系への影響

• 眼の症状

• 皮膚への刺激

• 降灰による間接的な影響

道路、電力、給水、衛生施設(汚水処理など）、

屋根崩壊、動物への影響など



• 眼の症状

目の異物感

目の痛み、かゆみ、充血

ねばねばした目やに、涙

角膜剥離や擦り傷

急性結膜炎や結膜のうの炎症



目の症状

• 目の炎症は、火山灰による健康影響の典型
的なものです。何故なら、火山灰のかけらに
よって、目に痛みを伴う引っかき傷（角膜剥
離）や結膜炎が生じるからです。コンタクトレ
ンズを着用している人は、特にこの問題を認
識しておく必要があります。そして、角膜剥離
を予防するため、降灰時にはコンタクトレンズ
を外しておくことをお勧めします。

火山灰の健康影響 地域住民のためのしおり
（日本語版） 2007年11月1日発行



目の防護

• 細かい火山灰が降る環境では、コンタクトレ
ンズではなく、ゴーグルや眼鏡をかけることで、
目の痛みを防ぐことができます。

火山灰の健康影響 地域住民のためのしおり
（日本語版） 2007年11月1日発行

（産経新聞）



しかし、突然の噴火や降灰では
コンタクトレンズを外せない？

• コンタクトレンズ（CL)にはハードコンタクトレン
ズとソフトコンタクトレンズ（SCL)とがある

• CLは外して、ゴーグルや眼鏡着用が望まし
いと推奨

• しかし、急な噴火や降灰時にゴーグルや眼鏡
を持参して無ければCLを外せない。

SCLを外している暇があったら、まず逃げろ！



コンタクトレンズ

ハード系レンズ ソフト系レンズ

直径：7.5～9mm 直径：13.5～14.5mm



SCL装用者の場合
• SCL装用は、角膜と眼球結膜の一部をかなり密
接にカバーしているため、大量の火山灰降灰時
には、むしろ角膜保護作用をもたらしている可能
性があると、本実験から示唆された。

• 他方、乾燥予防目的で、遷延性角膜上皮欠損の
治療に治療用SCLの連続装用という手段がある。

• なので、緊急時にはSCLは外さない方が良いの
では？

(Kudo, Toshida et al. Continuous wear of hydrogel contact lenses
for therapeutic use. Open J Ophthalmol, 2012;2:110-113)



総括

• 家兎眼を使用し、火山灰降灰時を想定した

眼表面組織への影響について検討した。

• SCL装用眼では裸眼よりも角結膜上皮障害
が少なかった。

• SCL装用者は急な降灰時には無理に外さず、
避難を優先すべきと思われた。


