
ICUにおける尿量の意義 

慈恵ICU勉強会 



KDIGO guidelinesが出ました  



AKIと尿量の関係 

• Glomerular filtration rate and serum creatinine 
– The glomerular filtration rate (GFR) is widely accepted as the best 

overall index of kidney function in health and disease. However,  GFR  
is  difficult  to  measure  and  is  commonly estimated  from  the  
serum  level  of  endogenous  filtration markers, such as creatinine. 

• Oliguria and anuria 
– Although   urine   output   is   both   a   reasonably   sensitive 

functional index for the kidney as well as a biomarker of tubular  injury, 
the relationship  between urine  output  and GFR, and tubular injury is 
complex. 

 



AKIと尿量の関係 

• Urine output vs. SCr 
– Both urine output and SCr are used as measures of an acute change in 

GFR. The theoretical advantage of urine output over SCr is the speed 
of the response. For example, if GFR were to suddenly fall to zero, a 
rise in SCr would not be detectable for several hours. On the other 
hand,,, 

この項目中に参照文献なし 



AKIと尿量の関係 

• Oliguria as a measure of kidney function 
– In principle, oliguria (as defined by the criteria for AKI) can  occur  

without  a  decrease  in  GFR.  For  example,  low intake of fluid and 
solute could lead to urine volume of less than 0.5 ml/kg/h for 6 hours 
or 0.3 ml/kg/h for 24 hours. On the other hand, severe GFR reduction 
in CKD usually does not lead to oliguria until after the initiation of 
dialysis. 

この項目中に参照文献なし 



乏尿の定義 

• 1日少なくとも300mOsmの溶質を除去 

• 最大1200mOsm/kgの濃縮が得られても 

• 1日400mLは溶質除去に必要でしょう 

 

• 古典的に乏尿：<400mL/day 

• 実臨床では：<0.5mL/kg/h 



AutoregulationとGFR 
• 正常でもMAP80を下回ると

autoregulationの限界を越え， 
GFRが低下し始める 

GFR=LpS(Pgc-Pbs-Πp) 
 
Lp; 毛細血管壁透過性 
S; 有効濾過面積 
Pgc; 糸球体毛細血管静水圧 
Pbs; ボーマン嚢静水圧 
Πp; 糸球体毛細血管内膠質浸透圧 



GFR=LpS(Pgc-Pbs-Πp) 
 
Lp; 毛細血管壁透過性 
S; 有効濾過面積 
Pgc; 糸球体毛細血管静水圧 
Pbs; ボーマン嚢静水圧 
Πp; 糸球体毛細血管内膠質浸透圧 

 

潅流圧は下がったが 
Autoregulationの範囲 

輸入細動脈拡張 
輸出細動脈収縮 
糸球体内圧の維持 

GFRの維持 
潅流圧が下がった 

輸入細動脈収縮 (NSAIDs) 
輸出細動脈収縮 
糸球体内圧低下 

GFRの低下 

潅流圧が下がった 
輸入細動脈拡張  

輸出細動脈拡張 (ACEi or ARB) 
糸球体内圧低下 

GFRの低下 



GFR低下の機序は 
比較的わかりやすいが， 
尿量低下を来たす要因は 
非常に複雑である 





AKIN 2007 & RIFLE 2004 

RIFLEとAKINでは尿量の定義は同じ 



KDIGO guidelines 2012 

KDIGOでも尿量の定義は同じ 



尿量の定義は何故変わらない？ 



• 尿量定義を含まない研究の方
がNが大きい 

• 尿量定義を加えていても 
詳細が結果に含まれていない 

 

• Cr定義と比べると， 
尿量定義はまだまだ知見に 
乏しい 



ICUに限らずCr定義のRIFLE stage進行は 
病院死亡と関連 

ICUおいてCr定義のRIFLE stage進行は 
病院死亡と関連 
AKI以外の不全臓器が増えるほど病院死亡と関連 



• 尿量の定義とCrの定義が一致したのは34% 

• 53%でCr定義の方が尿量定義よりもRIFLE classが悪い 

• 13%で尿量定義の方がCr定義よりもRIFLE classが悪い 

 

OR (vs. RIFLE 0-Cr) 
Risk-Cr; 3.0 (CI 0.2-38.3) 
Injury-Cr; 7.3 (CI 0.6-88.7) 
Failure-Cr; 18.2 (CI 1.2-267.4)  

OR (vs. RIFLE 0-UO) 
死亡との関連性明らかでなかった 



• 尿量の定義を含ま
ない研究で死亡率
が高い傾向 



• SAPS3 databese 
303施設，16784例 

• ICU入室48時間以内
に発症したAKIにつ
いて評価 

• Databaseが24時間
尿量しか収集してい
ないため， 

<0.5mL/kg/h 
x 24hを 

AKIN-stage2/ 
RIFLE-Injury 
として代用した 

RIFLE・AKIN共に尿量のみで定義した場合は， 
Crのみで定義した場合よりも死亡率が低くなる 

ただし尿量はmodified criteriaであり，あくまで24時間の話 



• 内科系が76%を占めるICU  
662例，後向き観察研究 

• 時間尿量が記録できるdatabase 

• 尿量定義のみでは， 
RIFLE-Risk/AKIN-stage1,   
RIFLE-Injury/AKIN-stage2 
における 
病院死亡との関連性は見出せなかった 



J Thorac Cardiovasc Surg 2009;138:1370-6 

心外術後282例，前向き観察研究，時間尿量を記録 
RIFLE/AKIN, 尿量/Crで分類したそれぞれの死亡率 

Cr定義のRIFLE/AKINが病院死亡に対して強力な予測因子となったのに対し， 
尿量定義は予測性能が低い 



J Thorac Cardiovasc Surg 2009;138:1370-6 

しかしRIFLE-Failure/AKIN-stage3では， 
より尿量が保たれていた症例よりも， 
「ICU・病院滞在日数」「RRT必要例」「病院死亡率」が増加した 



• 239例の多施設国際前向き観察研究 

• 連続乏尿時間 (<o.5mL/kg/h) はCr定義のAKI (RIFLE-Injury) を 
予測するか？ 

 



1-6時間連続尿量<0.5mL/kg/hは， 
翌日発症するCr定義のRIFLE-Injuryを予測するのに有用なツール
とは言い難い  
(LR=2-4，スクリーニングツールとしてはLR=10欲しいところ) 

• ただし死亡との関連ではなく，あくまでCr定義のAKIとの関連性 

 





尿量，どうも旗色が悪い 



• ANZICS-APD (Adult Patient Databese) 

• 120123例の後向き観察研究 

• 24時間尿量の記録のみ，かつ体重の記録が
全く残っていないので，RIFLEの尿量定義は
modifyした 

• 体重を70kgとして， 

– Risk; 35mL/h 

– Injury; 21mL/h 

– Failure; 4mL/h 
 



Cr 

UO 

Both 

Cr 

UO 

Both 

• Cr定義よりも尿量定義の
方が死亡率が高い 

• 尿量定義でAKIに分類さ
れる例数がこれまでの研
究よりも少ない 

• 24時間尿量にmodifyし
たため，死亡に対して特
異度は上昇したが感度が
低下した可能性 



• 内科系が97%を占めるICU，1625例の後向き観察研究，時間尿量を記録 

• AKIN criteriaにおいて尿量定義はCr定義と劣らず総死亡と関連 

Overall survival 

Cr定義 

尿量定義 



• 利尿剤の影響を考慮して調整して
いるが，ほぼ影響なし 

• Cr定義のAKI-stage2・stage3の
生存率は同等だが，尿量定義では
全stageで異なる 



• SICU，317例の前向き観察研究，AKIN criteria 

• Cr定義のAKI stage進行に対する予測性能 
– Olig6-consec; 連続6時間 <0.5mL/kg/h 

感度34%，特異度71% 

– Olig6-mblock; 固定しないまとまった6時間 (例えば6時-12時，7時-13時) で 

<3mL/kg/6h 
感度53%，特異度54% 

– Olig6-fblock；固定したまとまった6時間（例えば6時-12時で固定，施設の看護師の勤務体
制によって異なる）で3mL/kg/6h 
感度47%，特異度62% 

 



• Non-oliguric AKI 

– Crのみ上昇 

• Oliguric AKI (+Cr change) 

– Type A 

• Oliguric AKI (-Cr change) 

– Type B 

• Oliguric AKIは 
固定したまとまった6時間尿量を
使用 (<3mL/kg/6h) 



Crが上昇しない乏尿性AKIのICU死亡率 

P=0.007 (vs. non-AKI patients) 

Crが上昇する乏尿性AKIでAKIと診断されるまでにかかる時間 
尿量定義 vs. Cr定義; 12h vs. 14h (P=0.36). 



Cr上昇に関わらず乏尿性AKIはICU死亡と関連 
Sepsis合併はより強く死亡と関連 

12時間以上乏尿（連続していなくても良い）は 
死亡と関連する 





結論 

• 尿量の意義？？？ 

• Cr定義のAKIと比べて尿量定義のAKIは， 
予後予測性能に劣るかと思いきや，，， 

• 最近の研究からは一概にそうとも言い切
れない 

• 内科系，外科系（心外？非心外？），
Sepsis関連で意味合いが異なるかもしれ
ない 


