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今日のお話 

ちょっとオタク向けです 



今日のお話 

•  バイオマーカー	  from	  Bench	  to	  Bedside	  
•  AKIのバイオマーカー各論	  
– NGAL	  
– Cysta>n	  C	  



クレアチニンの歴史 
•  1847	  Liebig	  “crea>nine”	  	  
–  hea>ng	  crea>ne	  with	  mineral	  acids	  

•  1885	  Horbaczewski	  synthesized	  crea>nine	  
•  1929	  Rehberg	  	  
–  “filtered	  through	  glomeruli	  and	  concentrated	  in	  the	  
tubules,	  being	  neither	  reabsorbed	  nor	  augmented	  by	  
secre>on.”	  

•  1935	  Shanon	  	  
–  crea>nine	  clearance	  values	  approximate	  the	  clearance	  
of	  inulin	  

Clin	  Chem	  (1980)	  26;8:	  1119-‐1126 



クレアチニンの限界	

筋肉
量	

性別	

食事 
尿細
管分
泌 

年齢 
でも、クレアチニンは理想的ではない… 

Kidney	  Interna,onal	  (1998)	  54,	  1817–1831 



AMI	  vs	  AKI 
Period Acute	  Myocardial	  Infarc3on Acute	  Kidney	  Injury 

1960s LDH Serum	  crea>nine 

1970s CPK,	  myoglobin Serum	  crea>nine 

1980s CK-‐MB Serum	  crea>nine 

1990s Troponin	  T Serum	  crea>nine 

2000s Troponin	  I Serum	  crea>nine 

Mul>ple	  Therapies	  
↓　Mortality 

Suppor>ve	  Care	  
→　High	  Mortality 
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早期診断、予後改善につながるマーカーが必要！！ 



臨床でBiomarkerに求められるもの 

•  正確	  
•  比較的低侵襲	  
•  検査が簡便（ベッドサイド、臨床検査室）	  
•  経時的に測定できる血液、スポット尿	  
•  turn-‐aroundが早い	  
•  時間経過で分解されない 

beber,	  faster,	  cheaper 



from	  Bench	  to	  Bedside 
Phase	  1	

• 基礎研究レベルでの発見	
• バイオマーカーを組織や体液から発見する	

Phase	  2	  	

• 測定系の開発	
• 臨床的に使用可能な測定系の開発	

Phase	  3	

• 後ろ向き研究	
• バイオマーカーが疾患を早期に発見できるか調べる	
• 感度、特異度、ROCを調べる	

Phase	  4	

• 前向きスクリーニング	
• 集団を対象にバイオマーカーを用いてスクリーニングをする	
• 偽陽性、偽陰性を調べる	  

Phase	  5	

• 疾患のコントロール	
• スクリーニングが疾患の減少や改善に寄与しているか調べる	

JNCI	  (2001)	  93;	  14:	  1054-‐1061 
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JNCI	  (2001)	  93;	  14:	  1054-‐1061 



AKI	  Biomarkerに求められるもの 
1.  血清Creよりも早期にAKIを診断できる	  
2.  AKIの原因と傷害部位を同定し、適切な治
療に結びつけることができる	  

3.  腎傷害の継続期間（transient	  AKI、AKI、
CKD）と重症度を推定できる	  

4.  治療介入（透析）の要否や予後を評価で
きる	  

5.  治療効果判定ができる	  

JASN	  (2004)	  15:	  1677-‐1689 



Phase	  1:	  AKI	  Biomarker	  候補	  

	  
Neutrophil	  gela>nase-‐associated	  lipocalin	  (NGAL)	  
Cysta>n	  C	  
Kidney	  injury	  molecule	  1	  (KIM-‐1)	  
Interleukin	  18	  (IL-‐18)	  
Sodium/hydrogen	  exhanger	  isoform	  3	  (NHE3)	  
N-‐acetyl-‐β-‐D-‐glucosaminidase	  (NAG)	  
Liver-‐type	  faby	  acid	  binding	  protein	  (L-‐FABP)	  

Transcriptomic	  (mRNA) Proteomic	  (protein) 
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NGAL	  
•  Neutrophil	  gela>nase-‐associated	  lipocalin	  
•  別名：siderocalin	  
•  25kDa	  protein	  
•  好中球のgela>naseに結合しているタンパ
クとして発見され、細菌感染症ではたらく	  

•  正常組織の尿細管では発現はきわめて少
ない	  



生食またはNGALを注射 腎茎部（腎動静脈）を30分クランプ 

腎組織のwestern	  blokng 

1時間 または	  3時間、経過したmouseをsacrifice 

NGALの発現量が	  
虚血後1時間経過時点から高く、	  
3時間後まで増加していく 

JASN	  (2004)	  15:	  3073-‐3082 



虚血後、NGALの発現は近位尿細管（＋ネフロンのほんの一部☆）で高くなっている 

JASN	  (2004)	  15:	  3073-‐3082 



尿細管壊死（尿細管の拡張、上皮細胞の消失、細胞質の腫大） 

悪 良!? 

JASN	  (2004)	  15:	  3073-‐3082 



U**:	  片側**分虚血　B**:	  両側**分虚血 

片側の虚血、両側の30分未満の虚血は	  
24時間後の血清Cr値に反映されない	  
	  
尿中NGALは2時間後から発現が高くなり、	  
さらに、β2M(8hr)やNAG(8hr)よりも早い 

JASN	  (2003)	  14:	  2534-‐43	   



NGAL 
尿細管に傷害が起きた時に、発現が増加し
て尿細管を保護するべく働く！？	  

血清Cre値や既存のマーカー（β2MやNAG）
の上昇よりも早期に（傷害の発生から2
時間程度で）発現が増加する	  
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Western	  Blokng…ELISA	  ! 

多くのサンプル数に対応でき、	  
定量性up	  !! 



Lancet	  (2005)	  365:	  1231-‐1238 

Cincinna>	  Children’s	  Hospital	  Medical	  Center	  
71	  children	  undergoing	  cardiopulmonary	  bypass	  for	  congenital	  heart	  disease	  

Western	  Blot ELISA	  (sandwich	  monoclonal) 



Cut	  offs	  for	  
2-‐h	  uNGAL 

感度 特異度 PPV NPV 

25ug/L 1.00 0.98 0.95 1.00 
50ug/L 1.00 0.98 0.95 1.00 
80ug/L 0.90 1.00 1.00 0.96 
100ug/L 0.70 1.00 1.00 0.89 

Cut	  offs	  for	  
2-‐h	  sNGAL 

感度 特異度 PPV NPV 

25ug/L 0.70 0.94 0.82 0.89 
50ug/L 0.50 1.00 1.00 0.84 
80ug/L 0.20 1.00 1.00 0.76 

ROC	  for	  predic>ng	  50%	  increase	  in	  
serum	  crea>nine	   

Lancet	  (2005)	  365:	  1231-‐1238 

尿中NGAL 	  AUC	  at	  2hr	  post	  surgery	  0.998 

血清中NGAL 	  AUC	  at	  2hr	  post	  surgery	  0.906	   



ELISA…cumbersome…Kit	  !! 

•  EDTA採血管	  
•  Plasma	  NGALを測定	  
•  fluorescence	  immunoassay	  
•  15分で測定 

Alere	  Triage®	  NGAL	  Test 



ELISA…cumbersome…Kit	  !! 

•  urine	  NGAL	  
•  Abbob	  Diagnos>cs	  
•  ARCHITECT:	  Standardized	  

clinical	  platorm	  
•  par>cle-‐enhanced	  

turbidimetric	  immunoassay	  
•  10分で測定 

NGAL	  Kit 
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•  a	  prospec>ve	  observa>onal	  study	  
•  Adult	  pa>ents	  in	  a	  general	  ICU	  
•  from	  January	  to	  July	  2007	  
•  plasma	  NGAL	  (Triage®	  NGAL	  Test)	  
•  standard	  defini>on	  for	  AKI:	  RIFLE	  



pNGALは	  RIFLEでのAKI診断がつく１日前から
高くなっている	  
(P<0.001	  at	  each	  point) 



•  a	  prospec>ve	  observa>onal	  study	  
•  Adult	  pa>ents	  in	  a	  single-‐center,	  mul>-‐ICU	  
•  588	  pa>ents	  enrolled	  between	  February	  2006	  and	  
January	  2007	  

•  data	  obtained	  from	  VALID	  study	  (ALI/ARDS)	  
•  urine	  NGAL	  (ELISA)	  
•  standard	  defini>on	  for	  AKI:	  AKIN	  

JASN	  (2009)	  20:	  1823-‐1832 



JASN	  (2009)	  20:	  1823-‐1832 



NRI	  for	  uNGAL	  added	  to	  	  
the	  clinical	  predic>on	  model:	  -‐1.5%	  (P=0.78). 

28日死亡率 

生 
p<0.001 

p<0.001 

死 

uNGAL	  level	  @	  enrollment 

RRT 

なし あり 

Combined	  model 	  0.82	  (0.75-‐0.88)	  
Clinical	  model 	   	  0.81	  (0.74-‐0.87)	  
uNGAL	  model 	   	  0.71	  (0.63-‐0.78) 

24hr以内のAKI診断予測 

JASN	  (2009)	  20:	  1823-‐1832 



Crit	  Care	  (2013)	  17:211 RRTのpredictorとしてはまずまず!?	  Mortalityはいまいち。 



Cysta>n	  C 
•  13	  kDa	  cysteine	  protease	  inhibitor	  protein	  
•  released	  at	  a	  constant	  rate	  by	  all	  nucleated	  
cells	  

•  filtered	  by	  the	  glomerulus	  
•  completely	  reabsorbed	  and	  not	  secreted	  in	  
the	  tubules	  

•  clinically	  approved	  assay	  is	  widely	  available 



Standard	  GFR	  measurement	  
inulin,	  tracers	  51Cr-‐EDTA,	  99Tm-‐DTPA,	  iothalamate,	  or	  iohexol	  

AJKD	  (2002)	  40;	  2:	  221-‐226 

1/CysC 1/Cr 
1/CysC 1/Cr 

1/CysC 	  r	  	  0.816;	  95%	  CI,	  0.804	  to	  0.826 

1/Cr	   	  r	  	  0.742;	  95%	  CI,	  0.726	  to	  0.758 

p<0.001 

1/CysC	   	  0.926	  (0.892-‐0.960)	  

1/Cr	   	  0.837	  (0.796-‐0.878) 

p<0.001 



CJASN	  (2010)	  5:	  1745-‐1754 

(NF:	  Normal	  Kidney	  Func>on) 

a	  prospec>ve	  cohort	  study	  
Pa>ents	  admibed	  to	  the	  nonsurgical	  ED	  of	  a	  hospital	  
from	  March	  to	  November	  2008 



AKI診断に対するROC曲線	  
	  
（左）入院時　（右）6時間後	  
	  
上から順に	  
serum	  crea>nine	  
serum	  Cysta>n	  C	  
Urine	  Cysta>nC/crea>nine	  

CJASN	  (2010)	  5:	  1745-‐1754 

差なし 
劣 

AKINによるAKIのStageが上がるにつれてserum	  crea>nine,	  Cysta>nCは上昇するが、	  
Urine	  Cysta>nCはStage3でしか有意に上昇しない 

serum	  crea>nine serum	  Cysta>nC Urine	  Cysta>nC/crea>nine 



Nephrol	  Dial	  Transplant	  (2010)	  25:	  3283–3289 

a	  prospec>ve	  observa>onal	  study	  
the	  ICU	  of	  two	  large	  centers	  
between	  March	  2006	  and	  August	  2008	  
測定：入室後0hr,	  12hr,	  24hr,48hr,…day6	  までonce	  daily	  



AUC 
pCr 0.87	  [95%	  CI	  =	  0.84–	  0.91] 
pCysC 0.78	  [95%	  CI	  =	  0.73–	  0.83] 

AUC 
pCr 0.57	  [95%	  CI	  =	  0.42–	  0.72],	  P	  	  =	  0.32 
pCysC 0.80	  [95%	  CI	  =	  0.71–	  0.88	  ],P	  <	  0.0001 

444	  pa>ents 

198	  (44.6%)	  がAKI 

125(63%)	  入室時よりAKI 
73	  (37%)	  入室後にAKI 

Nephrol	  Dial	  Transplant	  (2010)	  25:	  3283–3289 
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198	  (44.6%)	  がAKI 

125(63%)	  入室時よりAKI 
73	  (37%)	  入室後にAKI 

ICUで新たに発生するAKIには	  
Cysta>nCがよいかも!? 

Nephrol	  Dial	  Transplant	  (2010)	  25:	  3283–3289 



KIM-‐1 

Fig.	  1.	  KIM-‐1	  expression	  in	  a	  normal	  human	  kidney	  (A)	  and	  one	  with	  acute	  tubular	  necrosis;	  	  
(B)	  human	  kidney	  paraffin	  sec>ons	  are	  stained	  for	  KIM-‐1	  using	  the	  AKG7	  an>-‐human	  KIM-‐1	  	  
monoclonal	  an>body,	  and	  an	  ABC	  peroxidase	  detec>on	  system	  with	  DAB	  substrate	  (Vector). 

虚血/腎毒性物質投与モデルで	  
尿細管上皮細胞の細胞膜でorphan	  receptorとして発見 

Kidney	  Interna>onal	  (2002)	  62:	  237–244 



もちろんメタ解析が行われる… 





AKI	  biomarker研究いろいろ 
•  症例数が少ない	  
•  早期診断に明らかに有用な結果が出ているのは、小児
を対象とした研究	  
–  基礎疾患（合併症）がなく、腎臓への傷害のタイミングが
明確であるもの	  

•  大人の雑多な集団では結果はバラバラ	  
–  基礎疾患（DM,	  血管疾患、CKD）の存在	  

•  偽陽性の評価はされていない	  
–  腎傷害特異的ではなく重症なだけ！？	  

•  単一のマーカーではなく、複数のマーカーの組み合わ
せでは？？ 

Nephrol	  Dial	  Transplant	  (2013)	  28:	  254–273 



本日のまとめ 
•  AKIの早期診断を可能にするバイオマーカー
が期待されている	  

•  NGAL,	  Cysta>nC	  などのバイオマーカーが動物
モデルの腎臓から抽出された	  

•  NGALはATNを示す腎組織で尿細管で発現が上
がっており、理想的なマーカーとして期待さ
れている	  

•  単一では早期診断、予後評価に関する有効性
について成人では一定した結果は出ていない	  

•  Cysta>nCなど他のマーカーも含めた複数の
マーカーでの検討を	  

おしまい 


