
様式 C-19

科学研究費補助金研究成果報告書

平成 23 年 6 月 3 日現在

研究成果の概要（和文）：

造影剤腎症は院内で発症する急性腎不全の主要原因の１つであり、在院日数の延長や院内死亡率、

長期予後の悪化をもたらす

早期の腎障害を検知し最近注目されているのが、尿中肝型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)である。今

回の研究で造影剤投与前の L-FABP が高値であれば造影剤腎症になりやすいことがわかった。

L-FABP が造影剤投与前に潜在的な腎機能障害を鑑別できることでより慎重な予防、治療、フォ

ローアップすることが可能となる。

研究成果の概要（英文）：
Background:
Urinary liver-type fatty acid-binding protein (L-FABP) is an intracellular carrier of
free fatty acids, expressed in kidney proximal tubules. We examined whether urinary L-FABP
is an early predictive biomarker of contrast-induced acute kidney injury (CI-AKI).
Methods:
We measured urinary L-FABP in 220 patients with creatinine (Cr) ≧1.2 mg/dl (106 mol/l)

scheduled for coronary angiography or angioplasty. Urinary L-FABP was measured before
and after contrast agent administration.
Results:
CI-AKI developed in 19 patients (8.6%). There were no significant inter-group

differences in serum Cr, estimated glomerular filtration rate, urinary
N-acetyl-beta-D-glucosaminidase or β2-microglobulin (β2-MG) before contrast agent
administration. The only significant pre-procedure difference was in L-FABP (17.7 ± 33.3
vs. 49.8 ± 53.6; P=0.005). At 24 and 48 hours post-procedure, all markers except urinary
β2-MG differed significantly between the two groups. Multivariate analysis revealed
L-FABP 24.5 μg/g Cr (P<0.001; odds ratio [OR]: 9.10; 95% confidence interval [CI]:
3.20-28.9) and left ventricular ejection fraction 40% (p=0.038; OR: 3.42; 95% CI:
1.07-10.8) to independently predict CI-AKI.
Conclusions:
Urinary L-FABP provides an important information for predicting CI-AKI after contrast

agent administration
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１．研究開始当初の背景

造影剤による腎障害は院内で発症する急性腎

不全の主要原因の１つであり、在院日数の延

長や院内死亡率、長期予後の悪化をもたらす。

近年、高齢者、糖尿病、慢性腎臓病（CKD）と

いった腎機能障害の危険因子をもつ患者に対

して造影剤を使用する機会が増加しており、

造影剤による腎障害は重要な臨床的課題とな

っている。

２．研究の目的

血清クレアチニンやＧＦＲといった値だけで

は上記リスクファクターをもつ患者の潜在的

な腎障害を鑑別できない。

そこで我々は潜在する潜在的な腎障害を評

価 す る た め 尿 中 肝 型 脂 肪 酸 結 合 蛋 白

(L-FABP)に注目した。L-FABP はヒト腎臓の近

位尿細管細胞に限局する分子量約 14ｋDa の

脂肪酸結合蛋白である。ヒト正常腎では近位

尿細管の細胞質に限局している L-FABP が虚

血や酸化ストレスに応答して速やかに管腔

内に排出されることが報告されている。

われわれは、冠動脈造影や冠動脈インターベ

ンション施行例において、L-FABP が造影剤腎

症の早期診断のバイオマーカーになり得る

かについて検討した。

３．研究の方法

関西医科大学枚方病院循環器科に冠動脈造

影検査または冠動脈形成術を目的として入

院した患者で、Cr≧1.2 mg/dL の 220 名を対

象とした。倫理委員会での承認を得た上で,

すべての患者にインフォームドコンセント

を取得した。対象患者の除外基準は、急性冠

症候群で緊急冠動脈造影あるいは経皮的冠

動脈形成術を行った患者、1 週間以内に造影

剤使用歴がある患者、急性心不全例、ショッ

ク例、透析を必要とする患者とした。すべて

の患者に非イオン性低浸透圧ヨード造影剤

Iopamiron®、Bayer Schering Pharmaceutical, 

Japan を使用した。

0.9%生理食塩水を造影剤投与 12 時間前から

12 時間後まで 1 ml/kg/hr の割合で静脈内投

与した。造影剤投与日の早朝尿,投与後 24 時

間後,48 時間後に採取した尿中マーカー

(L-FABP、β2 microglobulin（β2-MG）、

N-acetyl-β-D-glucosaminidase（NAG）)、

および同時期に計測した estimated‐

Glomerular filtration rate（e-GFR）、血清

クレアチニンについて評価した。Urinary

L-FABP は ELISA Kit(CMIC Co., Ltd. Tokyo

Japan)を使い測定した。

血清クレアチニン値のわずかな上昇（O．3

mg/dL）だけで短期・長期の死亡リスクが上昇

し，予後不良のマーカーとなるという研究を

踏まえ、造影剤腎症の定義を48時間以内に血

清クレアチニン0．3mg／dL以上した場合を

造影剤腎症とした。

４．研究成果

急性期の造影剤腎症群(19 人)，非造影剤腎症

群（211 人）。造影投与前の血清クレアチニ

ン、推定 GFR、尿 NAG、β２MG には有意差が

なかった。しかしβ２MG 以外は 24 時間後 48

時間後ではすべて有意差を認めた。造影投与

前に有意差が認めたのは尿Ｌ-FABP のみであ

った。（図１）
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mellitus,ACEorARB,Caantagonists,Diureti



cs,β blocker ,Statins で多変量解析する

とLVEF40%と L-FABP24.5μg/g Crのみが有

意差を認めた。(図 2)

造影剤による腎障害は古くからの問題であり，

その発症の認識度の向上，対処法の蓄積によ

り減少してきているとはいえ，医原性の腎不

全としてはいぜんとして発症頻度，発症数と

もに多い疾患である。近年、糖尿病やメタボ

リックシンドロームの増加に伴い冠動脈カテ

ーテル検査等の造影検査が増加している。腎

機能の低下は全死亡、心血管死や入院率が増

加するためリスクの高い患者を早期に絞り込

んで，集約的治療を実現させるが重要である。

そのためL-FABPは造影剤腎症の予測マーカー

なり得ることがわかりL-FABPが高値な患者に

はより集約的な治療が必要であることが分か

った。

(図 1)

Univariate analysis
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Multivariate analysis

odds 95%CI P value
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(図 2)
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