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略語

本論文における略語は以下のように定める。（アルファベット順）

AGPC 法: acid guanidium thiocyanate-phenol-chloroform extraction 法
（酸性グアニジンフェノールクロロホルム法）
AMY: serum amylase（血清アミラーゼ）
CGN: chronic glomerulonephritis （慢性糸球体腎炎）
CRP: C reactive protein（C 反応性タンパク）
DM: diabetes mellitus（糖尿病）
DN: diabetic nephropathy （糖尿病性腎症）
DUSP1: dual specificity phosphatase 1 （二重特異性ホスファターゼ 1）
DW: dry weight（ドライウェイト）
ELISA: enzyme linked immunosorbent assay （酵素結合免疫測定法）
GA: glycoalbumin（グリコアルブミン）
GCSF: granulocyte-colony stimulating factor （顆粒球コロニー刺激因子）
Glu: blood glucose level（随時血糖値）
HD: hemodialysis （血液透析）
Hb: hemoglobin value（ヘモグロビン値）
HbA1c: hemoglobin A1c （ヘモグロビン A1c）
I-HDF: intermittent infusion hemodiafiltration（間歇補充型血液透析濾過）
IL10: interleukin 10（インターロイキン 10）
IL1β: interleukin 1β （インターロイキン 1β）
IL6: interleukin 6 （インターロイキン 6）
LPS: lipopolysaccharide（エンドトキシン）
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MAPK: mitogen-activated protein kinase （分裂促進因子活性化タンパク質キナーゼ）
MKP-1: mitogen-activated protein kinase phosphatase1 （MAPK ホスファターゼ 1）
O-HDF: online-hemodiafiltration （オンライン血液透析濾過）
PES: polyethersulfone（ポリエーテルスルホン）
PS: polysulfone（ポリスルホン）
QB: blood flow rate（血液流量）
QD: dialysate flow rate（透析液流量）
QF: filtration flow rate（濾過流量）
RT-qPCR: reverse transcription-quantitative polymerase chain reaction （逆転写‐定量 PCR）
TGFβ: transforming growth factor β （腫瘍増殖因子 β）
TNFα: tumor necrosis factor α （腫瘍壊死因子 α）
UA: uric acid level（尿酸値）
cDNA: complementary DNA（相補的 DNA）
mRNA: messenger ribonucleic acid （メッセンジャーRNA）
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第1章

はじめに
日本透析医学会の統計調査委員会による「図説わが国の慢性透析療法の現況」によ
ると、透析導入患者の原疾患の割合は 1998 年以降、DN が CGN を上回り、2010 年以降
は総患者数でも DN が最多となっている[1]。近年、DN の 5 年生存率は CGN と同等まで
に改善されているが、2001 年の導入患者の 10 年生存率は CGN の 50.5％に比べて DN で
は 39.3％、15 年生存率は CGN の 39.6％に対して DN では 27.4％と不良である。DN の長
期生命予後の改善には、O-HDF の普及を含めた透析効率の向上が推進されているが[2]、
同時に生体適合性のさらなる改善が求められ有用な評価指標が必要となる。
血液浄化療法における生体侵襲性の指標としては、透析液から血液に侵入したエン
ドトキシンあるいは人工膜や回路との接触で刺激された単球が分泌する TNFα、IL1β、
IL6 といった炎症性サイトカインが候補となる[3]。DN 臨床例においても発症および進行
へこれらの炎症性サイトカインの関与が報告されている[4, 5]。他にも DN 増悪因子とし
て TGFβ があり、Sharma らはストレプトゾシンで DM を誘発させたマウスに抗 TGFβ 抗
体を投与することで糸球体の肥厚を抑制でき、転写レベルで腎での TGFβ、タイプ IV コ
ラーゲン、フィブロネクチンの発現を減少できたと報告している[6]。一方、単球から分
泌され、単球自身の TNFα 産生を抑制する抗炎症性サイトカインとして、IL10 がある
[7]。DN の主な原疾患である 2 型糖尿病はサイトカインバランスの異常疾患と考えられて
おり、オランダの高齢者を対象とした臨床研究において HbA1c 高値者では LPS 刺激に対
する血液の IL10 産生能が低いと 2002 年に報告されている[8]。DUSP1 は MKP1 とも呼ば
れ、リン酸化された MAPK を脱リン酸化することで炎症を抑制している[9]。Chi らは
DUSP1 と TNFα および IL10 のカイネティクスを明らかにし、LPS 刺激後 2 時間以内は
TNFα が優位に産生されるが、DUSP1 に媒介され、刺激後 2 時間以降は IL10 が優位に産
生されることを示し DUSP1 が TNFα と IL10 のスイッチングに関与することを報告してい

5

る[10]。GCSF は骨髄細胞動員作用が末梢血幹細胞移植に臨床応用されているが、速水ら
は劇症肝炎、炎症性腸疾患、急性肺傷害の動物実験モデルにおいてリコンビナント GCSF
の前投与によるこれらの疾患の発症制御作用を報告している[11-13]。
回路材質の改良等により生体適合性が改善されてきた近年の血液浄化療法では、現
行の臨床検査で ELISA により測定した血漿中の TNFα タンパク質濃度は HD の前後にお
いて変化を検出できない[14]。2003 年に安田らはフローサイトメトリーを用いて、血漿濃
度ではなく単球の細胞内における炎症性サイトカインのタンパク質発現状態が重要であ
ること、ならびに、HD 後に単球内 TNFα の増加は検出できるが IL1β と IL6 には変化が
ないことを明らかにした[15]。2004 年には Füth らが RT-qPCR を用いて、TNFα mRNA 量
が HD 開始 2 時間後には増加することを示した[16]。日本透析医学会の「透析液水質基準
と血液浄化器評価基準 2008」を受けて近年普及しつつある O-HDF 症例においても[17]、
我々は、RT-qPCR による「白血球内 TNFα mRNA 量」の O-HDF 前後比が、ELISA による
「血漿 TNFα タンパク質濃度」の O-HDF 前後比よりも高感度に増加を検出できることを
報告した[18]。
本研究では DN 患者の長期生命予後が CGN 患者に比べて不良である機序を、O-HDF
症例を対象としサイトカインバランスの面から検討した。透析侵襲指標として循環白血
球の各サイトカイン mRNA 量の O-HDF 前後比を測定し、新たにサイトカインバランス
指標を考案した。これらの指標と透析記録および血液検査データとの相関性を解析する
ことで、血液浄化療法における生体適合性指標としての臨床的有用性を評価した。
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第2章

オンライン HDF における転写レベルの
サイトカインバランス指標と透析歴の相関性

2.1. 目的
O-HDF を受けている DM と non-DM 症例を対象に、炎症性サイトカインとして TNFα
を、DN 増悪因子として TGFβ1 を、抗炎症性サイトカインとして IL10 を、TNFα と IL10
の調節因子として DUSP1 を、発症制御作用のあるサイトカインとして GCSF を選択し、
サイトカインバランス指標を作成して、これらの指標と各患者の長期慢性的侵襲の程度を
示すと考えられる透析歴との相関性を解析した。

2.2. 方法
2.2.1. 臨床研究の対象と個人情報保護
医療法人社団みめぐみ会サンクリニックで透析開始時の血液サンプル採取時点まで
に週 3 回の O-HDF による慢性血液浄化療法を連続して 8 ヶ月以上受けている DM および
non-DM 患者を対象とした。本研究では透析条件が揃う単一施設での同一時期の症例を対
象としたため、得られる比較的少数のデータの統計解析として、後述するように母集団の
分布状態が不明でも使用できるノンパラメトリック手法を使用した。DM 群および non-DM
群の各対象患者数は統計解析で有意差を得るのに必要な 6 名を最小限とし、各群で性別、
年齢に有意差がないようにマッチさせた候補者を選択した。サンクリニックおよび広島国
際大学の倫理委員会の承認（承認番号 H13-048）を得たのち、対象患者に対して研究内容
の説明を行い承諾の上で同意書に署名を得た患者からサンプル採取時点で発熱、咽頭痛、
皮膚潰瘍および外傷のある患者を除外して最終的な対象者とした。患者情報および得られ
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たデータは RT-qPCR による測定前に個人が特定できないように匿名化した。これらの患者
は我々が医療工学雑誌にて報告している対象と同じ群である[18]。

2.2.2. O-HDF とサンプル採取
前希釈式 O-HDF を、
ヘモダイアフィルタは生体適合性が高い PS 膜を素材とした ABH
シリーズ（旭化成メディカル）と TDF シリーズ（東レ・メディカル）、血液透析用回路は
JJ-S5007（JMS）
、オンライン HDF 用接続回路は JJ-D52S（JMS）、透析液粉末製剤はリンパ
ック TA1 と TA3（NIPRO）を 3:1 で混合したもの、
血液透析用コンソールは GC-110N
（JMS）
を用いて施行した。透析開始時および終了前に、回路の動脈側より血液をそれぞれ 2 mL ず
つ採取した。採血時間は 1 クール目の患者の O-HDF 前が 8 時～9 時、O-HDF 後が 12 時～
13 時、同様に 2 クール目がそれぞれ 12 時 30 分から 13 時 30 分と 16 時 30 分～17 時 30 分
とした。採取した血液を 0.2 mL ずつ、RNA 抽出用試薬トリゾール（invitrogen）1 mL を入
れたエッペンドルフチューブ（n=3）に加えて溶解した後に－80℃で RT-qPCR 用サンプル
として凍結保存した。

2.2.3. RT-qPCR
RT-qPCR 用サンプルを溶解して AGPC 法により全 RNA を抽出し、分光光度計
（NanoDrop 2000、Thermo SCIENTIFIC）で濃度と純度を計測した。血液中の有核細胞はほ
ぼすべて白血球なので、これを白血球内 RNA とした。さらに、PrimeScript RT reagent Kit
（タカラバイオ）を用いて逆転写反応を行い、cDNA に変換した。次いで、TNFα 用のプラ
イマーと蛍光色素 FAM 標識 TaqMan プローブのセット（Hs01113624_g1、
applied biosystems）
、
TGFβ1 用のプライマーと FAM 標識 TaqMan プローブのセット（Hs00998133_m1）、IL10 用
のプライマーと FAM 標識 TaqMan プローブのセット（Hs00961622_m1）
、DUSP1 用のプラ
イマーと FAM 標識 TaqMan プローブのセット（Hs00610256_g1）
、GCSF 用のプライマーと
FAM 標識 TaqMan プローブのセット（Hs00738432_g1）のいずれか 1 つと GAPDH 用のプ
ライマーと VIC 標識 TaqMan プローブのセット（4326317E）、および、Premix ExTaq（タカ
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ラバイオ）を混和しサンプル cDNA を加えて、MiniOpticon Real-Time PCR System（Bio-Rad）
によりリアルタイム定量 PCR を 2 ステップ法（95℃で 10 秒、60℃で 30 秒）、50 サイクル
で施行した[11-13]。各サンプルから測定対象遺伝子（TNFα、TGFβ1、IL10、DUSP1、GCSF）
用の FAM と、内在性コントロール GAPDH 用の VIC の蛍光強度を同時測定することによ
り生体試料間の細胞核数補正のための相対発現定量とし Comparative CT 法で解析して－
ΔCT を算出し、さらに、O-HDF 前に対する O-HDF 後のサイトカイン mRNA 量の相対レベ
ル－ΔΔCT から、サイトカイン mRNA 量の O-HDF 前後比を 2－ΔΔCT として算出した。
「炎症
or DN 増悪/抗炎症 or 発症制御」の観点からサイトカインバランス指標を以下のように考
案した。IL10 の 2－ΔΔCT に対する TNFα の 2－ΔΔCT の比（TNFα/IL10）
、DUSP1 の 2－ΔΔCT に対
する TNFα の 2－ΔΔCT の比（TNFα/DUSP1）、GCSF の 2－ΔΔCT に対する TNFα の 2－ΔΔCT の比
（TNFα/GCSF）、IL10 の 2－ΔΔCT に対する TGFβ1 の 2－ΔΔCT の比（TGFβ1/IL10）
、DUSP1 の 2
－ΔΔCT

に対する TGFβ1 の 2－ΔΔCT の比（TGFβ1/DUSP1）
、GCSF の 2－ΔΔCT に対する TGFβ1 の

2－ΔΔCT の比（TGFβ1/GCSF）を考案した。

2.2.4. 統計解析
データ分布はボックスプロットを用いて、最小値、第 1 四分位数、中央値、第 3 四分
位数、最大値および外れ値を表示した。2 つの実験群間のデータ分布の差の検定には MannWhitney の U 検定（両側検定）を用いたが、性別にのみ Fisher の正確確率検定を使用した。
2 つの因子の相関性は散布図および回帰直線で表示し Pearson の積率相関係数 r を算出し
て、P < 0.05（両側検定）の場合を有意な相関とした。多変量解析の手法として Stepwise 法
を採用し、r > 0.40 以上の因子を独立変数へ組み込んだ。以上の統計解析のためのソフトウ
ェアとして EZR を使用した[19]。

2.3. 結果
2.3.1. 患者プロフィールと O-HDF 実施結果の DM 群と non-DM 群での比較
研究協力の同意が得られた対象患者は 23 名で、DM 群が 12 名（男性 6 名、女性 6 名）
、
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non-DM 群が 11 名（男性 4 名、女性 7 名）となり男女比に有意差はなかった（P = 0.68）。
年齢は DM 群で 58～71 歳（中央値 62 歳）
、non-DM 群で 58～69 歳（中央値 63 歳）で有意
差はなかった（P = 0.75）
。両群で性別と年齢の分布をマッチさせたこの条件で、透析歴は
DM 群で 8 ヶ月～12 年 3 ヶ月（中央値 3 年 4 ヶ月）であり、non-DM 群の 2 年 4 ヶ月～31
年 9 ヶ月（中央値 16 年 6 ヶ月）と比較して有意に短期間であった（P < 0.01）
。O-HDF の
実施時間は 21 例で 4 時間、1 例で 3.5 時間、1 例で 3 時間であり、対象患者からの愁訴は
なかった。設定した QB は 200～260 mL/分（平均 233 mL/分）
、QF は 180～200 mL/分（平
均 199 mL/分）、QD は 500 mL/分（ヘモダイアフィルタ流量 300 mL/min、置換液流量 200
mL/min）であり、いずれも両群で同様であった。O-HDF 開始前に測定した CRP について
は、DM 群では 1 症例のみ（±）で残りは（－）、non-DM 群では全て（－）であった。白血
球数も DM 群で 2,000～9,200/μL（中央値 5,400/μL）
、non-DM 群で 3,000～7,300/μL （中央
値 6,300/μL）であり、CRP、白血球数ともに両群間で有意差はなかった（P = 0.46）
。O-HDF
前の収縮期血圧は DM 群で 121～182 mmHg（中央値 149 mmHg）
、non-DM 群で 121～168
mmHg（中央値 146 mmHg）であり一様であった（P = 0.97）
。O-HDF 後の収縮期血圧も同
様に、DM 群で 101～164 mmHg（中央値 146.5 mmHg）
、non-DM 群で 121～156 mmHg（中
央値 139 mmHg）であり有意な差はなかった（P = 0.13）
。O-HDF 後の収縮期血圧から OHDF 前の収縮期血圧を引いた血圧変化も、DM 群で－36～51 mmHg（中央値－1 mmHg）、
non-DM 群で－1～41 mmHg（中央値 6 mmHg）であり、有意差は認められなかった（P =
0.29）。一方、DW は DM 群で 40.7～73.5 kg（中央値 61.3 kg）
、non-DM 群で 37.5～58.0 kg
（中央値 47.9 kg）であり、DM 群が有意に重かった（P < 0.05）。除水量も DM 群で 1.8～
5.5 kg（中央値 3.0 kg）であり、non-DM 群の 1.4～3.1 kg（中央値 2.4 kg）に比べて有意に
多かったが（P < 0.05）
、ドライウェイトで補正した除水率は DM 群で 3.1～10.0％（中央値
5.1％）、non-DM 群で 2.6～6.9％（中央値 4.8％）で有意差は検出されなかった（P = 0.47）。
透析条件より算出した Kt/V は DM 群で 1.05～2.04（中央値 1.48）
、non-DM 群で 1.30～2.24
（中央値 1.74）であり、DM 群で有意に低値であった（P < 0.05）
。
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2.3.2. サイトカイン mRNA 量の O-HDF 前後比およびサイトカインバランス指標の DM 群
と non-DM 群での比較
DM 群と non-DM 群におけるサイトカイン mRNA 量の O-HDF 前後比（以下サイトカ
イン前後比）の分布を表 1 と図 1 に示した。TNFα 前後比は DM 群 non-DM 群ともに全て
の患者で 2 倍以内の増加が認められたが、両群間で有意差はなかった。IL10 前後比は nonDM 群で 0.52～8.7（中央値 1.6）であったのに対して、DM 群では 0.57～8.4（中央値 2.0）
であり、O-HDF 後に 3 倍以上の高値を示す症例が 12 例中 5 例に認められたが有意な差は
なかった。GCSF 前後比は CGN 群の 0.10～2.1（中央値 1.0）に対して、DM 群では 1.2～
6.3（中央値 2.4）で全症例において O-HDF 後に増加しており non-DM 群よりも有意に高値
であった（P < 0.01）
。
サイトカインバランス指標については、TNFα/GCSF が non-DM 群で 0.72～2.2（中央
値 1.6）なのに対し、DM 群では 0.22～1.4（中央値 0.63）であり有意に低値だった（P < 0.01）。
同様に、TGFβ1/GCSF でも non-DM 群の 0.59～9.3（中央値 1.3）に対し、DM 群では 0.13～
1.9（中央値 0.59）と有意に低かった（P < 0.05）
。

2.3.3. サイトカイン前後比およびサイトカインバランス指標と透析歴の相関性
サイトカイン前後比およびサイトカインバランス指標と透析歴の相関性を表 2 と図 2
に示した。サイトカイン前後比単独では透析歴とのあいだでどの組み合わせにおいても有
意な相関はみられなかった。透析歴とサイトカインバランス指標である TNFα/IL10 および
TGFβ1/IL10 との相関は DM 群で有意な正相関が認められた（r = 0.61、0.69、各々P < 0.05）
。
一方、non-DM 群ではそれぞれ強い負の相関が認められたが（r = －0.57、－0.62）、有意な
のは TGFβ1/IL10 のみであった（P = 0.068、P < 0.05）
。TGFβ1/DUSP1 でも DM 群において
強い正相関がみられたが有意ではなかった（r = 0.54、P = 0.073）
。

2.3.4. 多変量解析による DM 群における透析歴へ寄与する因子
DM 群における透析歴を従属変数として、単回帰で r > 0.40 の因子を独立変数として
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組み込み、Stepwise 法による多変量解析の結果を表 3 に示した。TNFα/IL10 ならびに
TGFβ1/DUSP1 が有意な寄与因子であった（各々P < 0.05、adjusted R2 = 0.58）
。

2.4. 考察
本研究では、透析効率が改善され比較的低侵襲であり、急速に普及しつつある O-HDF
の症例を対象として、DM 患者と non-DM 患者の透析に伴うサイトカイン産生能を、血漿
タンパク質レベルよりも感度が高い白血球内 mRNA レベルの変化で比較した。性別・年齢
がマッチした両群のあいだで透析条件、血圧変動、除水率は同等であった。また、両群と
も透析開始時に CRP 陽性患者はおらず、白血球数も 9000/μL 以下で急性炎症患者が除外さ
れていることを確認した。ただし、過去に穿刺困難やシャント閉塞といったシャントトラ
ブルのあった患者は除外されておらず、ならびに、透析歴と透析条件より算出した Kt/V は
DM 群が non-DM 群に比して有意に低値であるという 2 群間の違いが認められた。本研究
では透析膜より濾過されない白血球内の mRNA を測定していることから透析効率による
影響は小さいと考える。
サイトカイン前後比単独では、透析歴との間には有意な相関性は検出されなかったが、
本研究で新しく考案した
「サイトカインバランス指標」
のうちで、TNFα/IL10 と TGFβ1/IL10
でのみ透析歴とのあいだで有意な正相関を示すことを明らかにした。さらに、多変量解析
により、DM 群の透析歴に寄与する因子が TNFα/IL10 と TGFβ1/DUSP1 であることが判明
した。これらの結果は DM 群において透析歴の延長による透析ストレスによって、TNFα
や TGFβ1 の増強に対する IL10 や DUSP1 の反応が不十分なため、相対的に炎症もしくは
DN 憎悪が亢進していることを強く示唆しており興味深い。一方、non-DM では透析歴が長
くなるにしたがって TNFα/IL10 や TGFβ1/IL10 が低下した現象については、速水らが報告
している「グラム陰性桿菌が検出された誤嚥性肺炎から回復した患者」の白血球の LPS 刺
激に対するサイトカインパターンに類似しており[20]、繰り返す透析ストレスに対して適
応するために non-DM 患者の炎症・免疫システムが寛容（トレランス）になっているのか
もしれない。この意味では DM 患者ではこの生体適応が不充分である可能性が示唆され、
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今後検討していきたい。
血液浄化療法における mRNA レベルのサイトカインバランスの有用性については、
ドイツで行われた臨床研究をもとに 2004 年に Füth らも報告しているが、対象は O-HDF で
はなく生体適合性に劣る再生セルロース膜をダイアライザに用いた HD 患者で、原疾患の
別を考慮しておらず、また、抗炎症性サイトカインとして TGFβ を測定している[16]。彼ら
は 3 年間の追跡調査の結果から死亡例では生存例よりも TNFα mRNA 量が有意に高く、逆
に TGFβ mRNA 量が低いと結論した。しかし、2015 年に Hathaway らの遺伝子操作で TGFβ1
を正常マウスの 3 倍に発現させた実験では、TGFβ1 高発現は血糖値には影響を与えないも
のの、ヒトの DN と同様のクレアチニンクリアランス低下、アルブミン尿、糸球体基底膜
の肥厚と足細胞の欠損を引き起こす増悪因子であることを報告している[21]。また、日本
で近年導入された DN の 5 年生存率は既に CGN と同程度に改善しており[1]、今後は生存
率での原疾患別の比較解析は困難になると思われる。HD 患者においては、我々の研究で
の TNFα もしくは TGFβ1 と IL10 もしくは DUSP1 の mRNA レベルでのサイトカインバラ
ンスの成果が当てはまる可能性が充分にあると思われるが、今回の対象施設では既に全症
例で O-HDF に移行しており HD との比較研究はできなかった。むしろ、今後はさらなる
臨床的有用性が明らかになってきている I-HDF[22]と O-HDF との比較等に本研究が応用さ
れるべきと考える。
動物実験による DN のメカニズム解析に関しては、Awad らが DN マウスへの抗 TNFα
抗体の投与により、腎へのマクロファージ浸潤が抑制されアルブミン尿が改善されること
を確認し、生体での TNFα 阻害が DN の進行を制御する新たな治療法となることを示唆し
ている[23]。さらに、彼らは骨髄細胞選択的な TNFα 欠損マウスを用いて、DN 増悪因子と
しての TNFα が単球・マクロファージ由来であることを明らかにした。抗炎症性サイトカ
インについては、Hong らにより、筋特異的に IL10 を高発現させたトランスジェニックマ
ウスでは高脂肪食摂取によってもインスリン抵抗性および TNFα や IL6 の血漿濃度上昇が
生じないことが判明した[24]。So らは、リコンビナント GCSF の早期 DN 状態の OLETF
ラットへの投与により IL1β、TGFβ、IV 型コラーゲンの mRNA レベルの有意な低下とアル
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ブミン尿の改善を報告しているが、腎へのマクロファージ浸潤は抑制されないことから腎
への直接作用ではなく、GCSF の骨髄細胞動員作用を介した機序によると主張している[25]。
このように IL10 と GCSF による DN 改善の機序は異なり、DN における透析療法において
抗炎症性サイトカインとして GCSF ではなく IL10 を選択した場合にのみ、サイトカイン
バランス指標が透析歴と有意に相関するという我々の研究成果の整合性をある程度支持
すると考える。ただし、上記の動物実験モデルは DN 発症あるいは比較的早期の病態やサ
イトカインの治療効果を研究対象としており、透析導入後のサイトカインバランスの変化
を直接的に説明するものではない。
DM と DUSP1 の関係については、Awazu らがストレプトゾシンで DM を誘発させた
ラットの糸球体では、対照群と比較して MKP-1 の活性が減少していたこと、加えて、高血
糖状態の下で糸球体間質細胞での MKP-1 の活性が減少することを報告している[26]。臨床
的知見としては、Khadir らが肥満の被験者における脂肪組織では DUSP1 が過剰発現して
いること、ならびに運動療法によって DUSP1 の過剰発現を改善できると報告している[27]。
これらを考慮すると DUSP1 が DM を憎悪する因子なのか寛解させる因子なのかは不明で
ある。DUSP1 そのものには脱リン酸化作用があり、ERK、JNK、p38 といた炎症系の細胞
内シグナル伝達を不活化する抗炎症作用を有する[9]。肥満に対する DUSP1 の過剰発現は
単に、肥満による弱炎症状態に対する抗炎症反応を表しているのかもしれない。いずれに
せよ、DUSP1 と DM もしくは透析患者との関係は報告がなく今後の検証が必要である。
本研究において、
「サイトカインバランス指標」の適用による透析期間との正の相関性
の検出は DM 患者でのみ認められ対照とした non-DM 患者ではみられなかったことから、
DN の原疾患である 2 型糖尿病の病態に起因すると考えられる。糖尿病の進行あるいは透
析における物理的および精神的ストレスの影響の大きさによるものと推察でき、全身疾患
である糖尿病では細小血管障害のために 1 回 1 回の透析侵襲が生体に与える影響が nonDM 患者よりも相対的に大きい可能性もある。今後、生体適合性にさらに優れた血液浄化
療法の開発や抗炎症性サイトカインを含む抗炎症薬やミコフェノール酸モフェチルなど
の免疫抑制薬の投与により[28]、透析中の単球・マクロファージの TNFα や TGFβ1 産生を
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抑制、あるいは、IL10 や DUSP1 産生を促進することで透析を受けている DM 患者の長期
生命予後の改善が期待される。
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第3章

オンライン HDF におけるサイトカインバランス指標と
GA および intact-PTH との相関性

3.1 目的
第 2 章で TNFα/IL10 、TGFβ1/IL10 および TGFβ1/DUSP1 の測定が DM 群において正
の相関性を示したことから、DM の病態がサイトカインバランスに影響を及ぼしていると
いう仮説を立てた。本研究では同施設にて対象患者を増やして転写レベルでの TNFα およ
び TGFβ1、IL10、DUSP1 を測定し、維持透析を受けている DM 患者の血糖コントロール指
標である GA と心血管疾患との関連の深い intact-PTH を含む生化学的データとの相関性を
解析した。

3.2 方法
3.2.1. 臨床研究の対象と個人情報保護
広島国際大学とサンクリニックの倫理委員会の承認のもと（承認番号 倫 16-4）、サン
クリニックで O-HDF を受けている透析導入後 1 年以上経過かつ透析歴が 21 年未満の 20
歳から 80 歳未満の DM 患者および non-DM 患者を対象とした。精神疾患がある患者、不
定愁訴が多い患者、あるいは同意能力が不十分な患者は除外した。対象患者に対して十分
に研究内容の説明を行い、書面にて同意を得た後、透析日に O-HDF 前後で採血した。ま
た、解析に必要な血液検査データおよび透析記録を取得し、採血後は連結可能匿名化を行
い、個人情報が特定されないように留意した。

3.2.2. O-HDF とサンプル採取
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前希釈式 O-HDF を、
ヘモダイアフィルタは生体適合性が高い PS 膜を素材とした ABH
シリーズ（旭化成メディカル）と TDF シリーズ（東レ・メディカル）
、もしくは PES 膜を
素材とした MFX シリーズ（ニプロ）を使用した。血液透析用回路は JJ-S5007（JMS）、オ
ンライン HDF 用接続回路は JJ-D52S（JMS）、透析液粉末製剤はリンパック TA1 と TA3
（NIPRO）を 3:1 で混合したもの、血液透析用コンソールは GC-110N（JMS）を用いて施
行した。透析開始時および終了前に、回路の動脈側より血液をそれぞれ 2 mL ずつ採取し
た。採血時間は 1 クール目の患者の O-HDF 前が 8 時～9 時、O-HDF 後が 12 時～13 時、同
様に 2 クール目がそれぞれ 12 時 30 分から 13 時 30 分と 16 時 30 分～17 時 30 分、3 クー
ル目が 17 時～18 時と 21 時～22 時とした。採取した血液を 0.2 mL ずつ、トリゾール 1 mL
を入れたエッペンドルフチューブ（n = 3）に加え溶解した後に－80℃で RT-qPCR 用サンプ
ルとして凍結保存した。

3.2.3. RT-qPCR
RNA 抽出から cDNA 変換およびリアルタイム定量 PCR による測定と O-HDF 前後比
の算出までに使用した試薬の一部、装置ならびに手順は第 2 章 2.2.方法、2.2.3.RT-qPCR で
示したものと同じである。改めて、使用した TaqMan®プローブとプライマーのセットを以
下に示す。TNFα（Hs00174128_m1）、TGFβ1（Hs00998133_m1）
、IL10（Hs00961622_m1）、
DUSP1（Hs00610256_g1）。サイトカインバランス指標として TNFα/IL10、TGFβ1/IL10、
TGFβ1/DUSP1 の 3 つを採用した。

3.2.4. 統計解析
データ分布はボックスプロットを用いて、最小値、第 1 四分位数、中央値、第 3 四分
位数、最大値および外れ値を表示した。2 つの実験群間のデータ分布の差の検定には MannWhitney の U 検定（両側検定）を用いたが、性別にのみ Fisher の正確確率検定を使用した。
2 つの因子の相関性は散布図および回帰直線で表示し Pearson の積率相関係数 r を算出し
て、P < 0.05（両側検定）の場合を有意な相関とした。以上の統計解析のためのソフトウェ
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アとして EZR を使用した[19]。

3.3 結果
3.3.1. 患者プロフィールと O-HDF 実施結果の DM 群と non-DM 群での比較
研究協力が得られたのは DM が 21 名、non-DM が 21 名の計 42 名であった。男女比は
DM では男性 17 名、女性 4 名、non-DM では男性 12 名、女性 9 名であり両群で有意差は
みられなかった（P = 0.31）。年齢は DM では 57～79 歳（中央値 66 歳）
、non-DM では 52～
79 歳（中央値 63 歳）であり有意差はなかった（P = 0.42）
。透析歴は DM で 1 年 7 ヶ月～
16 年 0 ヶ月（中央値 6 年 2 ヶ月）
、non-DM で 1 年 6 ヶ月～20 年 10 ヶ月（中央値 9 年 5 ヶ
月）であり、DM が短かったが有意ではなかった（P = 0.081）
。透析器は ABH シリーズ（旭
化成メディカル）が 17 名、TDF シリーズ（東レ・メディカル）が 24 名、MFX-25Eeco（ニ
プロ）が 1 名で、抗凝固薬はヘパリンが 39 名、低分子ヘパリンが 2 名、メシル酸ナファモ
スタットが 1 名であった。透析時間は 3 時間 40 分～5 時間（平均 4 時間 4 分）
、QB は 200
～300 mL/min（平均 241 mL/min）、
QD は 500 mL/min（ヘモダイアフィルタ流量 300 mL/min、
置換液流量 200 mL/min）であり、両群で一様であった。
O-HDF 前の収縮期血圧は DM 群で 121～243 mmHg（中央値 157 mmHg）
、non-DM 群
で 107～176 mmHg（中央値 158 mmHg）であり、両群で一様だった（P = 0.90）
。O-HDF 後
の収縮期血圧も DM 群で 115～188 mmHg（中央値 159 mmHg）
、non-DM 群で 105～211
mmHg（中央値 156 mmHg）であり同様であった（P = 0.75）。O-HDF 後の収縮期血圧から
O-HDF 前の収縮期血圧を引いた血圧変化でも、
DM 群で－39～93 mmHg
（中央値－1 mmHg）
、
non-DM 群で－64～40 mmHg（中央値 6 mmHg）であり有意差は認められなかった（P = 0.74）。
DW は DM 群で 38.0～102.5 kg（中央値 61.5 kg）
、non-DM 群で 36.5～75.7 kg（中央値 52.9
kg）であり、DM 群が有意に重かった（P < 0.01）
。除水量および DW で補正した除水率（％）
については、DM で 0.9～5.6 kg（中央値 3.4 kg）
、1.5～10％（中央値 4.9％）
、non-DM で 1.8
～4.2 kg（中央値 2.9 kg）
、4.1～7.0％（中央値 5.5％）であり、有意差はなかった（P=0.21、
0.44）。これらの条件下において透析器の尿素クリアランスより算出した処方透析量（Kt/V）
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は DM で 0.82～1.95（中央値 1.30）
、non-DM で 1.11～2.52（中央値 1.60）であり、DM が
有意に低値であった（P < 0.01）。

3.3.2. 血液検査データの DM 群と non-DM 群での比較
CRP 陽性患者（> 0.05 mg/dL）は DM 群で 15 名（0.05～1.99 mg/dL、中央値 0.17 mg/dL）、
non-DM 群で 13 名（0.06～1.33 mg/dL、中央値 0.47 mg/dL）であり、両群で有意ではなか
った（P = 0.072）
。白血球数も DM 群で 3,800～8,700/μL（中央値 6,600/μL）
、non-DM 群で
3,800～12,000/μL （中央値 6,300/μL）であり一様だった（P = 0.27）
。Hb は DM 群で 9.4～
13.7 g/dL（中央値 10.9 g/dL）、non-DM 群で 9.5～14.5 g/dL（中央値 11.0 g/dL）であり同様
だった（P = 0.44）
。骨代謝マーカーである補正 Ca 濃度は DM 群で 7.7～9.5 mg/dL（中央値
8.7 mg/dL）、non-DM 群で 7.8～9.7 mg/dL（中央値 9.1 mg/dL）、無機リンは DM 群で 3.1～
8.6 mg/dL（中央値 5.1 mg/dL）、non-DM 群で 2.9～7.9 mg/dL（中央値 5.0 mg/dL）
、intact-PTH
は DM 群で 26.4～393.5 pg/mL（中央値 104.2 pg/mL）
、non-DM 群で 27.1～334.1 pg/mL（中
央値 101.9 pg/mL）であり、それぞれ両群で同様であった（P = 0.38、P = 0.97、P = 0.80）。
両群で有意差のあった項目は AMY、UA、Na であり、AMY は DM 群で 59～283 U/L
（中央値 99 U/L）、non-DM 群で 74～229 U/L（中央値 135 U/L）であり、non-DM 群が有意
に高値であった（P < 0.05）。UA は DM 群で 4.1～7.3 mg/dL（中央値 5.4 mg/dL）
、non-DM
群で 4.6～9.2 mg/dL（中央値 6.0 mg/dL）であり、non-DM 群が有意に高値であった（P <
0.05）
。Na は DM 群で 136～145 mEq/L（中央値 140 mEq/L）
、non-DM 群で 133～143 mEq/L
（中央値 139 mEq/L）であり、DM 群が有意に高値であった（P < 0.05）
。
DM 群における血糖コントロール指標において Glu は 54～215 mg/dL（中央値 110
mg/dL）、GA は 13～24.3％（中央値 18.5％）だった。

3.3.3. サイトカイン mRNA 量の O-HDF 前後比およびサイトカインバランス指標の DM 群
と non-DM 群での比較
DM 群と non-DM 群におけるサイトカイン前後比およびサイトカインバランス指標の
19

分布を表 4 と図 3 に示した。TNFα 前後比は全ての症例で O-HDF 後に増加しており、DM
群で 1.0～2.7 倍（中央値 1.6 倍）
、non-DM 群で 1.1～3.7 倍（中央値 1.8 倍）であり、有意
差はなかった（P = 0.37）
。一方、IL10 前後比では、DM 群で 0.44～3.6 倍（中央値 1.2 倍）、
non-DM 群で 0.68～6.1 倍（中央値 1.6 倍）であり、DM 群が有意に低値であった（P < 0.05）
。
TGFβ1 前後比では、DM 群で 0.32～2.0 倍（中央値 0.99 倍）、non-DM 群で 0.25～1.5 倍（中
央値 1.1 倍）であり、有意差はなかった（P = 0.68）
。DUSP1 前後比でも、DM 群で 0.46～
1.3 倍（中央値 0.81 倍）
、non-DM 群で 0.33～1.3 倍（中央値 0.89 倍）であり、こちらも一
様であった（P = 0.63）
。TNFα/IL10 では、DM 群で 0.40～4.8 倍（中央値 1.3 倍）、non-DM
群で 0.31～2.7（中央値 1.1 倍）であり、有意差はなかったが（P = 0.13）
、TGFβ1/IL10 では、
DM 群で 0.25～3.0 倍（中央値 0.77 倍）、non-DM 群で 0.25～0.99 倍（中央値 0.63 倍）であ
り、DM 群が有意に高値であった（P < 0.05）
。TGFβ1/DUSP1 は DM 群で 0.57～2.2 倍（中
央値 1.3 倍）
、non-DM 群で 0.53～1.9 倍（中央値 1.3 倍）であり、一様だった（P = 0.56）。

3.3.4. サイトカイン前後比およびサイトカインバランス指標と血糖コントロール指標との
相関性
血糖のコントロール指標である Glu および GA とサイトカイン前後比およびサイトカ
インバランス指標との相関性を表 5 に示した。TNFα/IL10 と Glu のあいだでは r = －0.29
（P = 0.20）、TGFβ1/IL10 と Glu では r = －0.20（P = 0.39）であり有意性は得られなかった
が、IL10 前後比と Glu のあいだには r = 0.41（P = 0.069）と危険率近傍の相関が得られた。
TNFα/IL10 と GA のあいだでは r = －0.38（P = 0.087）と危険率近傍の相関が得られたが、
TGFβ1/IL10 と GA のあいだでは r = －0.26（P = 0.25）
、IL10 前後比と GA のあいだでは r
= 0.20（P = 0.39）と有意性は認められなかった。

3.3.5. サイトカイン前後比およびサイトカインバランス指標と骨代謝マーカーとの相関性
サイトカイン前後比およびサイトカインバランス指標と骨代謝マーカー（補正 Ca、無
機リン、intact-PTH）との相関性を表 6、図 4、5 に示した。DM 群の intact-PTH と TNFα 前
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後比とのあいだで有意な正相関が認められた（r = 0.61、P < 0.01）
。一方、TGFβ1/IL10 では
有意な負の相関がみられ（r = －0.46、P < 0.05）
、TGFβ1/DUSP でも有意ではないが強めの
負の相関がみられた（r = －0.42、P = 0.061）
。non-DM 群では intact-PTH と IL10 前後比お
よび DUSP1 前後比で有意な正相関であった（r = 0.44、0.55、P < 0.05、P < 0.01）
。また、
TNFα/IL10 とは有意な負の相関が得られた（r = －0.48、P < 0.05）
。

3.4 考察
本研究ではサイトカイン前後比およびサイトカインバランス指標と血糖コントロー
ル指標である GA や骨代謝マーカーである intact-PTH を含む生化学的データとの相関性を
解析して、DM 群と non-DM 群で比較した。性別、年齢、透析歴、透析条件、血圧変動、
除水率は同等であったが、
透析条件より算出した Kt/V と血液検査データ項目の AMY、
UA、
Na において両群で違いがあった。本研究では CRP 陽性患者および白血球が 10,000 をこえ
る患者を含んでいるが、両群間での差はなかった。前回と同様、過去の穿刺困難やシャン
ト閉塞といったシャントトラブルのあった患者は除外されていない。この条件の下で各指
標と GA との相関性は検出されなかったが、DM 群における TNFα 前後比と intact-PTH の
あいだで正相関があることが判明した。
Shanmugam らは高血糖状態が単球の転写レベルでの TNFα の発現を増強させることを
明らかにしているが[29]、本研究では Glu および GA と TNFα 前後比およびサイトカイン
バランス指標との相関は認められず、血液浄化療法において高血糖が炎症亢進に働いてい
るとは結論できなかった。これは透析液には 0～150 mg/dL のブドウ糖が含まれており、透
析前が高血糖であっても拡散によって是正されるからだと推察される[30]。転写レベルの
白血球のサイトカイン産生において、高血糖による細胞傷害よりも、血液回路や透析膜に
接触することによる物理的ストレスに対する反応性の違いの方が影響が大きいと考えら
れた。
DM 群と non-DM 群のあいだでは、intact-PTH に対する O-HDF 中のサイトカイン産生
パターンが異なることが強く示唆された。臨床では intact-PTH が検査法として用いられて
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おり、血中に存在する全長 PTH を測定している。PTH の腎への作用として近位尿細管細
胞におけるビタミン D 活性化とリン再吸収抑制、および遠位尿細管細胞におけるカルシウ
ムの再吸収促進がある。また、骨における PTH の標的は骨芽細胞と骨細胞であり、作用と
して骨吸収の促進と骨形成の促進がある[31]。本研究で PTH と白血球のあいだにも直接的
もしくは間接的なのかは不明であるが、何かしらの生理作用があることが示唆された。透
析患者の intact-PTH の目標値は 60～240 pg/mL とされているが[32]、DM 群と non-DM 群の
あいだで intact-PTH の分布が一様であったにも関わらず、DM 群でのみ intact-PTH の上昇
が転写レベルの TNFα の増強と関連していた。加えて、TGFβ1/IL10 と有意な負相関がみと
められ、
「DN 憎悪/抗炎症」という指標では intact-PTH の上昇に伴い減少しており、intactPTH が DM 患者に及ぼす影響の解釈が難しくなった。TGFβ1/DUSP1 でも有意ではなかっ
たが同様の傾向がみられた。一方、non-DM 群では IL10 前後比と DUSP1 前後比で有意な
正相関がみられ、TNFα/IL10 では有意な負相関が得られており、intact-PTH の上昇は炎症
を抑制するようにサイトカイン産生パターンが変化していると考えられた。O-HDF 中の炎
症を抑制するという側面からは、DM 群の intact-PTH を低値でコントロールする方がいい
のかもしれない。
血糖のコントロールならびに intact-PTH の管理においては内服薬の発展が著しいが、
DM 群における透析中の炎症亢進の面からは血糖コントロールよりも intact-PTH の管理が
重要だと示唆された。今後は、血管石灰化の程度を超音波検査やレントゲンといった画像
所見と合わせて転写レベルのサイトカイン測定の有用性を確立していきたい。
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第4章

結論
本研究では O-HDF 症例に対する転写レベルのサイトカイン測定の有用性を、日常の
臨床で得ることのできる透析記録や血液検査データとの相関性を明らかにすることで実
証した。
第 2 章では DM 群においてサイトカイン前後比単独では透析歴との相関性はなかった
が、TNFα/IL10、TGFβ1/IL10、TGFβ1/DUSP1 を考案することで相関性が認められ、複数の
サイトカインの同時測定が有用であることを明らかにした。上記の指標の値が大きくなら
ないような回路や透析膜の開発、治療モードを検討することで DN 患者の長期生命予後の
改善が期待される。
第 3 章では症例数を増やして DM 群の GA や intact-PTH を含む生化学的データとの相
関性を検証したが、いずれの組合せにおいても GA との有意な相関は得られなかった。た
だし、intact-PTH との相関は、DM 群では TNFα 前後比と有意な正相関が、TGFβ1/IL10 と
有意な負相関を得た。non-DM 群では IL10 前後比と DUSP1 前後比で有意な正相関が、
TNFα/IL10 と有意な負相関が得られており、DM 群と non-DM 群で intact-PTH に対するサ
イトカイン産生パターンが異なることが示唆された。少なくとも、透析中の炎症制御の側
面からは DM 患者の intact-PTH を低値でコントロールするのが良いのかもしれない。すな
わち、カルシウム製剤、リン吸着薬、カルシウム受動態作動薬の調整が重要である。
DN 患者の生命予後は年々改善されており、将来は医療統計的には他の原疾患と比べ
ても生命予後は遜色なくなるのかもしれない。しかし、心血管疾患や易感染性といった DM
特有のリスクは簡単に払拭できるものではなく、血液浄化療法の生体適合性を改善させる
アプローチは今後も重要な意味をもつと考えている。改善された血液浄化療法の評価手法
として転写レベルのサイトカイン測定の有用性を立証していきたい。治療モード別の検証
は不可欠であり、HD、O-HDF、I-HDF での比較を多施設共同研究をデザインして行うべき
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である。最終的には追跡調査で生命予後指標としての有用性の有無も検討する予定である。
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図のレジェンド
図1

サイトカイン前後比およびサイトカインバランス指標の分布②
DM 群（n = 12）と non-DM 群（n = 11）のサイトカイン mRNA 相対量の O-HDF 前後

比と、サイトカインバランス指標の分布をボックスプロットで示した。有意差は MannWhitney の U 検定による。

図2

サイトカインバランス指標と透析歴の相関性
DM 群（n = 12）と non-DM 群（n = 11）のサイトカインバランス指標と透析歴の相関

性を散布図と回帰直線で示した。有意差は Pearson の積率相関係数 r による。

図3

サイトカイン前後比およびサイトカインバランス指標の分布④
DM 群（n = 21）と non-DM 群（n = 21）のサイトカイン mRNA 相対量の O-HDF 前後

比と、サイトカインバランス指標の分布をボックスプロットで示した。有意差は MannWhitney の U 検定による。

図4

DM 群における intact-PTH との有意な相関性
DM 群（n = 21）と non-DM 群（n = 21）の TNFα 前後比、TGFβ1/IL10、TGFβ1/DUSP1

と intact-PTH の相関性を散布図と回帰直線で示した。有意差は Pearson の積率相関係数 r に
よる。

図5

non-DM 群における intact-PTH との有意な相関性
DM 群（n = 21）と non-DM 群（n = 21）の IL10 前後比、DUSP1 前後比、TNFα/ IL10

と intact-PTH の相関性を散布図と回帰直線で示した。有意差は Pearson の積率相関係数 r に
よる。

表1

サイトカイン前後比およびサイトカインバランス指標の分布①
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DM 群（n = 12）と non-DM 群（n = 11）のサイトカイン mRNA 相対量の O-HDF 前後
比と、サイトカインバランス指標の分布を表形式で示した。有意差は Mann-Whitney の U
検定による。

表2

サイトカイン前後比およびサイトカインバランス指標と透析歴の相関性
DM 群（n = 12）と non-DM 群（n = 11）のサイトカイン前後比およびサイトカインバ

ランス指標と透析歴の相関性を表形式で示した。有意差は Pearson の積率相関係数 r によ
る。

表3

多変量解析による DM 群の透析歴へ寄与する因子
DM 群（n = 12）における透析歴との相関係数 r が 0.4 より大きい因子を独立変数とし

て組み込んだ結果を表形式で示した。解析手法は Stepwise 法による。

表4

サイトカイン前後比およびサイトカインバランス指標の分布③
DM 群（n = 21）と non-DM 群（n = 21）のサイトカイン mRNA 相対量の O-HDF 前後

比と、サイトカインバランス指標の分布を表形式で示した。有意差は Mann-Whitney の U
検定による。

表5

サイトカイン前後比およびサイトカインバランス指標と血糖コントロール指標
との相関性
DM 群（n = 21）におけるサイトカイン前後比およびサイトカインバランス指標と Glu

もしくは GA との相関性を表形式で示した。有意差は Pearson の積率相関係数 r による。

表6

サイトカイン前後比およびサイトカインバランス指標と骨代謝マーカーとの
相関性
DM 群（n = 21）と non-DM 群（n = 21）におけるサイトカイン前後比およびサイトカ
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インバランス指標と補正 Ca、無機リンもしくは intact-PTH との相関性を表形式で示した。
有意差は Pearson の積率相関係数 r による。
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