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●造影剤腎症とは

・ヨード造影剤による腎障害のこと
・造影後に腎機能低下がみられ、造影剤以外の原因が除外

される場合に診断される
(ex. コレステロール塞栓など)
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＜診断＞
ヨード造影剤投与後、72 時間以内にSCr値が前値より0.5mg/dl以上または
25%以上増加した場合に造影剤腎症と診断する

⽇本腎臓学会・⽇本医学放射線学会・⽇本循環器学会 共同編集.腎障害患者におけるヨード造影剤使⽤に 関するガイドライン 2018



●造影剤腎症の経過
・投与後 2-5⽇以内に発⽣する
・⼀般的には可逆的である

3-5⽇後にピークとなり7-14⽇後に前値にもどる

5
Circ Cardiovasc Interv. 2013; 6(1):37-43.

・通常寛解するが、
⻑期的に腎機能低下/腎代替療法の必要性に関わることもある

・透析が永続的に必要になることはまれである

・AKI罹患率は死亡率に関連する



●発症の病態
⾎管内の造影剤

酸素需要供給バランスの破綻

腎輸⼊動脈収縮・
腎⾎流低下

腎髄質虚⾎

尿細管内⽪細胞への障害

活性酸素産⽣

AKI発症

直接的な障害

1.アデノシンやエンドセリン産⽣での腎⾎管収縮
2.活性酸素産⽣
3.尿細管内⽪細胞への直接障害 6



●発症頻度は様々
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経動脈造影による発症頻度は7%程度？
Chong (2010)   ：PCI後の7.3%に発症
Manna (2010) ：CAG後の15.44%に発症

経静脈造影による発症頻度は5%前後？
Moos (2013) ：造影CT後の4.96%に発症
Kooiman(2012) ：造影CT後の6.4%に発症

Artif Organs. 2010; 34: 193-199

European Journal of Radiology. 2013; 82: e387‒e399 

European Journal of Radiology.2012; 81: 2554‒2561 

Annals Academy of Medicine. 2010; 39: 374-380

経動脈 / 経静脈造影は分けて考えるべき



AKI罹患率は死亡率に関連する

・PCI           ：1年後死亡率 AKI vs non AKI 37.7%：19.4%
J Am Coll Cardiol 2000;36:1542—1548

・緊急 PCI ：院内死亡率 AKI vs non AKI 9.6%：3.3%
Am J Cardiol 2010;105:624—628

造影剤腎症を合併することで⽣命予後が悪くなる(＝予後規定因⼦)  or 
⽣命予後の悪い患者が造影剤腎症を合併する(＝予後予測因⼦)のか

依然明らかになっていない

●造影剤腎症 発症は予後が悪い
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・造影剤腎症の発症頻度は、調査対象や対象例の併存疾患、
造影剤の投与経路などによって⼤きく異なる

・特に経動脈 or 経静脈投与は分けて考えるべきである

・造影剤腎症発症は死亡率に関連し予後が悪いと⾔われている
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AKI KDIGOガイドラインに沿って治療を⾏う
＊⾎圧/腎灌流圧の維持
＊⽣⾷投与
＊腎毒性のある薬剤の中⽌

●特異的な治療薬はない
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※腎保護作⽤は？→ほぼ推奨されない
・ループ利尿薬：体液過剰を是正、尿細管閉塞予防、尿細管細胞の酸素消費量を間接的に減少

→ AKI 患者では 、むしろ有効循環⾎漿量の低下からリスクを上げる可能性

・低⽤量ドーパミン：腎動脈閣僚により⾎管抵抗(resistive index:RI)減少・GFR/Na排泄量増加

→AKI 患者では逆に腎⾎管 抵抗を増加させ，腎⾎流を減少させる危険性



●予防のメインは補液

⾎管内の造影剤

酸素需要供給バランスの破綻

腎輸⼊動脈収縮・
腎⾎流低下

腎髄質虚⾎

尿細管内⽪細胞への障害

活性酸素産⽣

AKI発症

直接的な障害

①尿細管での造影剤濃度を低下 尿細管への直接的な障害を抑制
②⾎管内流量増加 →RAA系，バソプレシン抑制

→NO /PG産⽣が抑制されない 動脈収縮を抑制
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NAC ：抗酸化作⽤に加えて⾎管拡張作⽤も有する
動物 実験では⼼筋保護，腎保護作⽤がある

hANP：⼼臓外科術後の急性腎障害に対する有⽤性が報告されている

アスコルビン酸：種々の活性酸素に対し抗酸化作⽤を有する
ほかの抗酸化薬の 増強効果もある

スタチン：抗酸化作⽤，抗炎症作⽤など多⾯的な作⽤

1. アデノシンやエンドセリン産⽣での腎⾎管収縮
2. 活性酸素産⽣
3. 尿細管内⽪細胞への直接障害

→抗酸化作⽤： NAC，アスコルビン酸，炭酸⽔素ナトリウム，スタチン
⾎管拡張・腎⾎流増加作⽤： hANP，dopamine，prostaglandin，theophylline 

検討されているが
有効性を⽰す
エビデンスは不⼗分

●腎保護の可能性があるかもしれない薬剤
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●主なガイドラインは3つ
・⽇本(2018)：

腎障害患者におけるヨード造影剤使⽤に関するガイドライン
〜⽇本腎臓学会・⽇本医学放射線学会・⽇本循環器学会

・ヨーロッパ(2018)：
ESUR Guidelines on Contrast Agents 

〜European Society of Urogenital Radiology 

・⽶国(2021)：
ACR Manual On Contrast Media

〜ACR Commiittee on Drugs and Contrast Media 15



<リスク因⼦>
・CKD
・⾼齢
・糖尿病性腎症
・脱⽔状態

・うっ⾎性腎不全
・低⾎圧
・腎毒性ある薬剤
・造影剤多量投与

<定義>造影剤腎症 (CIN：contrast induced nephropathy )
ヨード造影剤投与後 72 時間以内の
SCr値が前値より 0.5 mg/dL 以上、または 25%以上増加

※KDIGO AKI診断基準に従う ※造影剤以外の原因が除外される

●⽇本のガイドライン 2018
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❸リスク・患者評価

告されている（表 2）56）．Mehran らの報告は，異なる施設で validation され，外的妥当性が証明
されているが，統計学的にサンプル数は十分でなく，また，造影剤使用量をリスクに含むため
PCI などの実施以前にリスク評価ができないという問題点が指摘されていた．

表 2　CINリスクスコア（56）より引用，改変）
リスクファクター スコア（整数）

低血圧 5
大動脈内バルーンパンピング 5
うっ血性心不全 5
年齢＞75歳 4
貧血 3
糖尿病 3
造影剤量　100 mL 毎に 1
SCr 値＞1.5 mg/dL 4
または
eGFR（mL/min/1.73 m2）

eGFR 40～60 2
eGFR 20～＜40 4
eGFR＜20 6

合計して
リスクスコア CINのリスク 透析のリスク

0～5  7.5％  0.04％
 6～10 14.0％  0.12％
11～15 26.1％  1.09％
≥16 57.3％ 12.60％

表 3　CINリスクスコア（61）より引用）
（リスクスコアによる合計点数により，AKI 発症リスク（％）と透
析開始リスク（％）が予測できる）

AKI 発症のリスクスコア スコア
AKI 発症 透析導入

年齢（歳）
＜50 0
50～59 2
60～69 4
70～79 6
80～89 8
≥90 10

2 週間以内の心不全発症 2 2
eGFR＜30 mL/min/1.73 m2 5 5

eGFR＜30～45 mL/min/1.73 m2 3 3
eGFR＜45～60 mL/min/1.73 m2 1 1

糖尿病 7 1
心不全の既往 4

心血管疾患の既往 4
非 ST上昇型心筋梗塞または不安定狭心症 6 1

ST 上昇型心筋梗塞 15 2
心原性ショック 16
心停止 8 3

貧血（Hb＜10 g/dL） 10
PCI 前の大動脈内バルーンパンピング 11

スコアポイントによるAKI 発症
リスクと透析開始リスク
AKI
スコア

リスク
（％）

透析
スコア

リスク
（％）

0～4 1.9 0 0.03
5 2.6 1 0.05
10 3.6 2 0.09
15 4.9 3 0.15
20 6.7 4 0.27
25 9.2 5 0.48
30 12.4 6 0.84
35 16.5 7 1.5
40 21.7 8 2.6
45 27.9 9 4.4
50 35.1 10 7.6
55 43.0 11 12.6
＞60 51.4 12 20.3

13 31.0
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　近年のシステマティックレビューでは，Sliver ら58）は 12 のリスクスコアを，Allen ら59）は 74
のリスクスコアをそれぞれ比較検討し，有用性が期待できるリスクスコアを指摘している．
Allen らの解析では造影剤使用量をリスクファクターに含まなくてもスコアの有用性低下は認
めず59），ベッドサイドにおける CIN 予測や補液による CIN 予防を考慮すると術前診断可能な
リスク評価になっている．
　Brown らは，110,000 例の CAG・PCI コホートを用いて，造影剤使用量をリスクファクター
として含まない術前診断可能なリスクスコアを検討した．このリスクスコアは20,800例の異な
るコホートで外的妥当性が確認されており，AKI 発症に対する C‒statistics は 0.74（95％CI 
0.74～0.75）であり有用なリスクスコアと考えられる60）．また，Tsai らは，NCDR Cath/PCI
（National Cardiovascular Data Registry Cath‒PCI）のコホートを用いて，90,500 例の PCI 患者
をderivationコホートとvalidationコホートに分け，新たなリスクスコアを作成した（表3）61）．
この検討も Brown らと同様に造影剤使用量をリスクファクターとして含んでおらず，術前診
断可能である．CIN発症に対するC‒statistics は 0.71（95％CI 0.71～0.72）であり，有用なリスク
スコアと考えられる．さらに，このリスクスコアはわが国の JCD‒KiCS（Japan Cardiovascular 
Studied）レジストリーを用いて，多施設における 11,000 例の PCI 患者で検討された62）．CIN発
症に対するC‒statistics は 0.76 であり，calibration plot における検証においても有用性が支持
された．ただし，Tsai らの検討と JCD‒KiCS の検討では，PCI 患者を対象にしているため，
CAG検査に適応できるかは検証されていない．
　今後リスクスコアが臨床の現場に定着するためには，複数の施設においてスコアの有用性
（外的妥当性）が確認される必要があり，さらにリスクスコアが簡便に算出できるツールの普及
も必要であると考えられる58）．

CQ③‒12

片腎はCIN発症のリスクを増加させるか？
▶回答

　片腎が，両腎と比してCIN発症リスクを増加させるというエビデンスは明らかではない．

背　景

　片腎は，片側無形成，片腎摘出（腎癌や腎移植ドナー），腎移植レシピエントで遭遇する．片
腎患者における腎機能は，両腎患者の腎機能に比して低下傾向にあることから，CIN発症のリ
スクファクターとなりうると考えられてきた63）．American College of Radiologyによる造影剤
使用マニュアルには，過去の報告とエキスパートオピニオンを取りまとめて片腎や移植腎は
CINのリスクとなりうると記載されている64）．

解　説　CQ③‒12

　腎移植におけるドナーまたはレシピエント患者，悪性腫瘍などを理由に片腎を摘出した患者
の片腎は，両腎と比較して腎機能低下をきたすことからCIN発症のリスクファクターとして考
えられてきた．しかし，片腎そのものがCIN発症のリスクを増加させるか，を検討するために

エビデンスレベルⅣa 推奨グレード B
（Minds 2017）エビデンスの強さC 推奨の強さ　なし

966
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（Minds 2017）エビデンスの強さC 推奨の強さ　なし
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●⽇本のガイドライン 2018
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＜予防法＞
＊⽣⾷ 1 mL/kg/h で前後 6〜12 時間⾏う 検査-GFRによって適応を決める

・造影 CT などの静脈からの⾮侵襲的造影 ：GFR <30 mL/min/1.73 m2
・集中治療患者や重症の救急外来患者 ：GFR <45 mL/min/1.73 m2
・CAG などの動脈からの侵襲的造影 ：GFR <60 mL/min/ 1.73 m2

＊重炭酸ナトリウム液
・輸液時間が 限られた場合には、推奨する. 
・約 150 mEq/L の重炭酸ナトリウムを 3 mL/kg/h で造影前 1 時間，1 mL/kg/h で造影後 6 時間

＊薬物療法やRRTは意味なし

＜薬剤＞低浸透圧 / 等浸透圧造影剤を使⽤
＜治療法＞ループ / DA / RRT はCIN治療としては推奨されない



<リスク因⼦>
[患者関連] ・eGFR ＜45mL/1.73m2かつfirst pass

・eGFR ＜30mL/1.73m2，経静脈投与やsecond pass
・急性腎不全歴orその疑いのある患者

[⼿技関連] ・first passでの造影剤投与
・first passにおける⾼⽤量投与
・⾼浸透圧製剤
・48 〜 72時間以内の複数回の造影剤投与

●ESUR 2018
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<定義>
造影後急性腎障害 (PC-AKI：post-contrast acute kidney injury) 
ヨード造影剤投与後48-72時間以内の
SCr値 が前値より0.3g/dL以上、または1.5倍以上増加



・術前後に⽣⾷投与： first pass / second pass & ivでプロトコル別々
・術中の造影剤容量に留意 (最低⽤量を)
・術後⽔分摂取励⾏

●ESUR 2018
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造影剤投与経路を2つに分類
First pass：経動脈造影の中で、直接腎動脈に流⼊するもの

Ex)左⼼系の造影, 腎動脈造影
Second pass：直接腎動脈には流⼊しないもの

Ex)静注, 冠動脈造影, 腸管膜動脈造影



●術前処置：補液 vs緊急検査/リスク患者
・first pass：①重炭酸ナトリウム：造影1時間前に3 ml/kg/h、造影後 4〜6時間は1ml/kg/h

②⽣理⾷塩⽔：造影前 3〜4時間＋造影後 4〜6時間後
・iv or second pass：①重炭酸ナトリウム：造影1時間前に3 ml/kg/h 

②⽣理⾷塩⽔：造影前 3〜4時間＋造影後 4〜6時間後 1ml/kg/h
※重度のうっ⾎性⼼不全（NYHA grade3-4）or 末期腎不全（eGFR <15 ml/min/1.73 m2）では投与量検討
※予防的⽔分補給として、経⼝補⽔療法は推奨しない
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●検査：全患者
・低浸透圧または等浸透圧の造影剤を使⽤
・最低⽤量の造影剤を使⽤
・first pass： 造影剤(g/l) / eGFR(ml/min)< 1.1   or   造影剤(ml) / eGFR(ml/分/1.73m2)  維持

●術後 リスク患者
・必要に応じて予防的⽔分補給を継続
・造影剤投与の48時間後にeGFR測定
・48時間後にPC-AKIと診断された場合は、最低30⽇間はフォローし適宜eGFR測定



<診断>
CA-AKI：KDIGO基準に準じて

＜定義＞
・造影剤関連急性腎障害（CA-AKI）

ヨード造影剤の⾎管内投与後48時間以内に発⽣するAKI
※造影剤が直接要因かは関係なし

・造影剤誘発性急性腎障害（CI-AKI）（旧称造影剤腎症（CIN））
ヨード造影剤の⾎管内投与によって引き起こされるAKI

●ACR 2021
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従来のCIN=CI-AKI は
CA-AKIに含まれる

●CA-AKI, CI-AKIの概念

・造影剤腎症はヨード造影剤による薬剤性腎障害を指す
・同じ環境下での薬剤投与においても、

患者背景や他因⼦により腎障害は⼤きく影響される
・それらを合わせて、CA-AKIの概念が考えられた
・今回は、本論⽂に合わせて「CA-AKI」に統⼀する 22

富⼭県⽴中央病院医学雑誌. 2021; 44: 6-10



●造影剤の選択 ⾼浸透圧造影剤（HOCM）vs 低浸透圧造影剤（LOCM）
・CKD患者では：LOCMはHOCMよりも腎毒性が低い

●0.9％⽣理⾷塩⽔
・造影剤投与前後 ※⻑期補正(12h)では短時間に⽐較しCA-AKIのリスク低下
・⽤量：固定（ex)500 mL NS）or 1〜3mL/kg/h

●他
・重炭酸、NAC、マンニトール、フロセミド、他腎保護薬 推奨しない
・RRT介⼊は必須でない

予防策：AKI (eGFR<30)、CKD、CI-AKI に適応
・eGFR>30, 慢性透析患者は不要(尿<100ml/day)
・eGFRが30〜44 ＋⾼リスク状況（多数の危険因⼦、AKI既往）に対して個別に検討

●ACR 2021
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リスク評価を⾏い予防することを重要視



・術前後に⽣⾷投与
・時間が限られている時は重炭酸投与も良いかも
・RRTは予防としては意味なし

・事前にリスク評価を⾏い予防することを重要視
・低浸透圧造影剤を使⽤
・術前後に⽣⾷投与

・術前後に⽣⾷投与 first pass / second pass&ivでプロトコル分ける
・術中の造影剤容量に留意 (最低⽤量を)
・術後⽔分摂取励⾏
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造影剤腎症 (CIN)

造影後急性腎障害(PC-AKI) 

造影剤関連急性腎障害(CA-AKI)
造影剤誘発性急性腎障害(CI-AKI)



〜本⽇の内容〜

●造影剤腎症とは ①概念(病態/頻度/予後)
②治療・予後
③ガイドライン

●今回の論⽂の検討
●リスク検討の変遷

25



＜AMACING trial＞ GFR 30〜59 mL/ min/1.73 m2

・⽣⾷投与 vs ⾮輸液群の間でCA-AKIの発症率に差がない
・有害事象 (⼼不全微増、⼊院コスト) のリスク

●予防投与に害もある

・予定の造影検査のみ
・ICU⼊室患者は除外されている
・Interven1onではやや優位性もあり

低リスクを含めた全症例に介⼊する必要はない
CA-AKIのリスク評価を⾏うことが重要 26

Lancet 2017; 389: 1312–22 



●PCI/CAGにおけるCA-AKIのリスク検討①Interventional Cardiology

A Simple Risk Score for Prediction
of Contrast-Induced Nephropathy
After Percutaneous Coronary Intervention
Development and Initial Validation
Roxana Mehran, MD,*† Eve D. Aymong, MD, MSC, FACC,* Eugenia Nikolsky, MD, PHD,*†
Zoran Lasic, MD, FACC,* Ioannis Iakovou, MD,* Martin Fahy, MSC,* Gary S. Mintz, MD, FACC,*
Alexandra J. Lansky, MD, FACC,*† Jeffrey W. Moses, MD, FACC,*† Gregg W. Stone, MD, FACC,*†
Martin B. Leon, MD, FACC,*† George Dangas, MD, PHD, FACC*†
New York, New York

OBJECTIVES We sought to develop a simple risk score of contrast-induced nephropathy (CIN) after
percutaneous coronary intervention (PCI).

BACKGROUND Although several risk factors for CIN have been identified, the cumulative risk rendered by
their combination is unknown.

METHODS A total of 8,357 patients were randomly assigned to a development and a validation dataset.
The baseline clinical and procedural characteristics of the 5,571 patients in the development
dataset were considered as candidate univariate predictors of CIN (increase !25% and/or
!0.5 mg/dl in serum creatinine at 48 h after PCI vs. baseline). Multivariate logistic regression
was then used to identify independent predictors of CIN with a p value !0.0001. Based on
the odds ratio, eight identified variables (hypotension, intra-aortic balloon pump, congestive
heart failure, chronic kidney disease, diabetes, age "75 years, anemia, and volume of contrast)
were assigned a weighted integer; the sum of the integers was a total risk score for each
patient.

RESULTS The overall occurrence of CIN in the development set was 13.1% (range 7.5% to 57.3% for
a low ["5] and high [!16] risk score, respectively); the rate of CIN increased exponentially
with increasing risk score (Cochran Armitage chi-square, p ! 0.0001). In the 2,786 patients
of the validation dataset, the model demonstrated good discriminative power (c statistic #
0.67); the increasing risk score was again strongly associated with CIN (range 8.4% to 55.9%
for a low and high risk score, respectively).

CONCLUSIONS The risk of CIN after PCI can be simply assessed using readily available information. This
risk score can be used for both clinical and investigational purposes. (J Am Coll Cardiol
2004;44:1393–9) © 2004 by the American College of Cardiology Foundation

Radiologic procedures utilizing intravascular iodinated con-
trast media injections are being widely applied for both
diagnostic and therapeutic purposes. This has resulted in an
increasing incidence of procedure-related contrast-induced
nephropathy (CIN) (1–3). Although the risk of renal
function impairment associated with radiologic procedures
is low in the general population, it may be very high in
selected patient subsets, especially in cardiac procedures.
Reported rates from different centers may vary significantly
(4–8).

Many individual risk factors for the development of CIN
have been reported (1–8). Although the combination of two
or more risk factors is rather common in daily practice, the
cumulative risk of several variables on renal function is
unknown. This dictates the need for global assessment of
the impact of these variables on the development of CIN.

The aim of the present study was to develop a simple risk
score that could be readily applied by clinicians to evaluate
individual patient risk to develop CIN after percutaneous
coronary intervention (PCI).

METHODS

Consecutive patients with documented serum creatinine
before the procedure and at 48 h after the procedure who
underwent PCI over a period of six years were identified
from our prospective interventional cardiology data base.
Patients with pre-existing end-stage renal disease requiring
dialysis and other contrast exposure within one week or less
from the index procedure, patients treated with PCI for
acute myocardial infarction, and patients in shock were
excluded from the analysis.

Patients underwent PCI according to current guidelines
after written, informed consent was obtained. Routine
hydration was performed with 1 ml/kg/h of half-normal
saline for 4 to 12 h before PCI and 18 to 24 h after PCI. All
patients received 325 mg/day aspirin at least 24 h before the

From the *Cardiovascular Research Foundation and †Columbia University Medical
Center, New York, New York.

Manuscript received February 4, 2004; revised manuscript received June 14, 2004,
accepted June 22, 2004.

Journal of the American College of Cardiology Vol. 44, No. 7, 2004
© 2004 by the American College of Cardiology Foundation ISSN 0735-1097/04/$30.00
Published by Elsevier Inc. doi:10.1016/j.jacc.2004.06.068
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本論⽂と同⼀グループの
過去の研究

期間：6年間(明確な記載なし)
患者数：8,357⼈ (導出5,571⼈ 検証2,7861⼈)
Inclusion：PCIを施⾏された患者
exclusion：透析を必要な末期腎不全、1週間以内に他の造影検査、

AMIに対するPCI、ショックの症例
CA-AKIの定義：

PCI後48時間での25%以上または0.5 mg/dL以上のSCr値上昇 27



多変量解析にて8個のリスク因⼦が設定された
diagnostic procedures) (4,16–18). On one hand, it would be
detrimental to entirely dismiss a preventive measure because
it may not prevent CIN in high-risk subsets, but it would
also be inappropriate to apply universally a preventive
measure to all patients receiving contrast media if it is only
effective in a certain subgroup. Use of the CIN risk score
may help clarify such controversial issues and potentially
lead to patient subset-oriented recommendations.
Study limitations. Although the data were collected pro-
spectively by independent monitors and entered into a
dedicated database, this was a post hoc analysis. Due to

limited availability of data fields, we could not consider
periprocedural hydration volume, proteinuria, urine output,
and nephrotoxic medications for inclusion in the risk score
parameters. We did not use creatinine clearance value based
on 24-h urine collection during a true baseline clinical
condition, and our eGFR calculation is subject to limita-
tions due to the formula used and the possibility that
patients may not be at their true baseline condition before
PCI because of dehydration or cardiac illness; however, we
believe that the assessment of CIN risk based on the utilized
cutoffs of serum creatinine and eGFR is fairly accurate for
the clinical purposes of this study and certainly more
practical and readily available than direct measurement of
creatinine clearance. Although the rise in serum creatinine
occurs within the first 24 h after exposure to contrast media
in 80% of the patients, the absence of data on serum
creatinine later than 48 h after PCI in the present study
might result in the slight underestimation of CIN (19).
However, it is doubtful that a delayed creatinine elevation in
patients without a significant rise within 48 h after PCI may
be at all clinically significant (20). Finally, prospective
validation of the proposed CIN risk score is warranted in
other data bases that may provide such ability.
Conclusions. Individual patient risk for CIN after PCI can
be globally assessed with the calculation of a simple risk
score based on readily available information. This CIN risk

Figure 4. The prognostic significance of the proposed risk score for
contrast-induced nephropathy extended to prediction of one-year mortal-
ity, as indicated by the results obtained from both the development and
validation datasets. Solid bars ! development dataset; open bars !
validation dataset.

Figure 5. Scheme to define contrast-induced nephropathy (CIN) risk score. Anemia ! baseline hematocrit value "39% for men and "36% for women;
CHF ! congestive heart failure class III/IV by New York Heart Association classification and/or history of pulmonary edema; eGFR ! estimated
glomerular filtration rate; hypotension ! systolic blood pressure "80 mm Hg for at least 1 h requiring inotropic support with medications or intra-aortic
balloon pump (IABP) within 24 h periprocedurally.

1398 Mehran et al. JACC Vol. 44, No. 7, 2004
Contrast Nephropathy Risk Score October 6, 2004:1393–9
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❸リスク・患者評価

告されている（表 2）56）．Mehran らの報告は，異なる施設で validation され，外的妥当性が証明
されているが，統計学的にサンプル数は十分でなく，また，造影剤使用量をリスクに含むため
PCI などの実施以前にリスク評価ができないという問題点が指摘されていた．

表 2　CINリスクスコア（56）より引用，改変）
リスクファクター スコア（整数）

低血圧 5
大動脈内バルーンパンピング 5
うっ血性心不全 5
年齢＞75歳 4
貧血 3
糖尿病 3
造影剤量　100 mL 毎に 1
SCr 値＞1.5 mg/dL 4
または
eGFR（mL/min/1.73 m2）

eGFR 40～60 2
eGFR 20～＜40 4
eGFR＜20 6

合計して
リスクスコア CINのリスク 透析のリスク

0～5  7.5％  0.04％
 6～10 14.0％  0.12％
11～15 26.1％  1.09％
≥16 57.3％ 12.60％

表 3　CINリスクスコア（61）より引用）
（リスクスコアによる合計点数により，AKI 発症リスク（％）と透
析開始リスク（％）が予測できる）

AKI 発症のリスクスコア スコア
AKI 発症 透析導入

年齢（歳）
＜50 0
50～59 2
60～69 4
70～79 6
80～89 8
≥90 10

2 週間以内の心不全発症 2 2
eGFR＜30 mL/min/1.73 m2 5 5

eGFR＜30～45 mL/min/1.73 m2 3 3
eGFR＜45～60 mL/min/1.73 m2 1 1

糖尿病 7 1
心不全の既往 4
心血管疾患の既往 4

非 ST上昇型心筋梗塞または不安定狭心症 6 1
ST 上昇型心筋梗塞 15 2
心原性ショック 16
心停止 8 3

貧血（Hb＜10 g/dL） 10
PCI 前の大動脈内バルーンパンピング 11

スコアポイントによるAKI 発症
リスクと透析開始リスク
AKI
スコア

リスク
（％）

透析
スコア

リスク
（％）

0～4 1.9 0 0.03
5 2.6 1 0.05
10 3.6 2 0.09
15 4.9 3 0.15
20 6.7 4 0.27
25 9.2 5 0.48
30 12.4 6 0.84
35 16.5 7 1.5
40 21.7 8 2.6
45 27.9 9 4.4
50 35.1 10 7.6
55 43.0 11 12.6
＞60 51.4 12 20.3

13 31.0
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　近年のシステマティックレビューでは，Sliver ら58）は 12 のリスクスコアを，Allen ら59）は 74
のリスクスコアをそれぞれ比較検討し，有用性が期待できるリスクスコアを指摘している．
Allen らの解析では造影剤使用量をリスクファクターに含まなくてもスコアの有用性低下は認
めず59），ベッドサイドにおける CIN 予測や補液による CIN 予防を考慮すると術前診断可能な
リスク評価になっている．
　Brown らは，110,000 例の CAG・PCI コホートを用いて，造影剤使用量をリスクファクター
として含まない術前診断可能なリスクスコアを検討した．このリスクスコアは20,800例の異な
るコホートで外的妥当性が確認されており，AKI 発症に対する C‒statistics は 0.74（95％CI 
0.74～0.75）であり有用なリスクスコアと考えられる60）．また，Tsai らは，NCDR Cath/PCI
（National Cardiovascular Data Registry Cath‒PCI）のコホートを用いて，90,500 例の PCI 患者
をderivationコホートとvalidationコホートに分け，新たなリスクスコアを作成した（表3）61）．
この検討も Brown らと同様に造影剤使用量をリスクファクターとして含んでおらず，術前診
断可能である．CIN発症に対するC‒statistics は 0.71（95％CI 0.71～0.72）であり，有用なリスク
スコアと考えられる．さらに，このリスクスコアはわが国の JCD‒KiCS（Japan Cardiovascular 
Studied）レジストリーを用いて，多施設における 11,000 例の PCI 患者で検討された62）．CIN発
症に対するC‒statistics は 0.76 であり，calibration plot における検証においても有用性が支持
された．ただし，Tsai らの検討と JCD‒KiCS の検討では，PCI 患者を対象にしているため，
CAG検査に適応できるかは検証されていない．
　今後リスクスコアが臨床の現場に定着するためには，複数の施設においてスコアの有用性
（外的妥当性）が確認される必要があり，さらにリスクスコアが簡便に算出できるツールの普及
も必要であると考えられる58）．

CQ③‒12

片腎はCIN発症のリスクを増加させるか？
▶回答

　片腎が，両腎と比してCIN発症リスクを増加させるというエビデンスは明らかではない．

背　景

　片腎は，片側無形成，片腎摘出（腎癌や腎移植ドナー），腎移植レシピエントで遭遇する．片
腎患者における腎機能は，両腎患者の腎機能に比して低下傾向にあることから，CIN発症のリ
スクファクターとなりうると考えられてきた63）．American College of Radiologyによる造影剤
使用マニュアルには，過去の報告とエキスパートオピニオンを取りまとめて片腎や移植腎は
CINのリスクとなりうると記載されている64）．

解　説　CQ③‒12

　腎移植におけるドナーまたはレシピエント患者，悪性腫瘍などを理由に片腎を摘出した患者
の片腎は，両腎と比較して腎機能低下をきたすことからCIN発症のリスクファクターとして考
えられてきた．しかし，片腎そのものがCIN発症のリスクを増加させるか，を検討するために

エビデンスレベルⅣa 推奨グレード B
（Minds 2017）エビデンスの強さC 推奨の強さ　なし
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腎障害患者における ヨード造影剤使⽤に関するガイドライン 2018

造影剤使⽤量
IABP使⽤の有無が含まれる

検証コホートでのC統計量 0.67と低い！
28※ C統計量≒AUC>0.80で良い予測モデル
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Risk prediction models for contrast induced nephropathy: 
systematic review
Samuel A Silver,! Prakesh M Shah,# Glenn M Chertow,$ Shai Harel,! Ron Wald,!,% Ziv Harel!,% 

ABSTRACT
OBJECTIVES
To look at the available literature on validated 
prediction models for contrast induced nephropathy 
and describe their characteristics.
DESIGN
Systematic review.
DATA SOURCES
Medline, Embase, and CINAHL (cumulative index to 
nursing and allied health literature) databases.
REVIEW METHODS
Databases searched from inception to !"#$, and the 
retrieved reference lists hand searched. Dual reviews 
were conducted to identify studies published in the 
English language of prediction models tested with 
patients that included derivation and validation 
cohorts. Data were extracted on baseline patient 
characteristics, procedural characteristics, modelling 
methods, metrics of model performance, risk of bias, 
and clinical usefulness. Eligible studies evaluated 
characteristics of predictive models that identi%ed 
patients at risk of contrast induced nephropathy 
among adults undergoing a diagnostic or 
interventional procedure using conventional 
radiocontrast media (media used for computed 
tomography or angiography, and not gadolinium based 
contrast).
RESULTS
#& studies were identi%ed, describing #! prediction 
models. Substantial interstudy heterogeneity was 
identi%ed, as a result of di'erent clinical settings, 
cointerventions, and the timing of creatinine 
measurement to de%ne contrast induced nephropathy. 
Ten models were validated internally and six were 
validated externally. Discrimination varied in studies 
that were validated internally (C statistic ".&#-".($) 
and externally (".$)-".*&). Only one study presented 
reclassi%cation indices. The majority of higher 
performing models included measures of pre-existing 
chronic kidney disease, age, diabetes, heart failure or 
impaired ejection fraction, and hypotension or shock. 

No prediction model evaluated its e'ect on clinical 
decision making or patient outcomes.
CONCLUSIONS
Most predictive models for contrast induced 
nephropathy in clinical use have modest ability, and 
are only relevant to patients receiving contrast for 
coronary angiography. Further research is needed to 
develop models that can better inform patient centred 
decision making, as well as improve the use of 
prevention strategies for contrast induced 
nephropathy.

Introduction
Every year, over !" million iodinated contrast studies 
are performed worldwide, ordered by a wide range of 
medical specialties.#  With the increasing trend towards 
minimally invasive diagnostic and interventional pro-
cedures that often need intravenous or intra-arterial 
contrast, there has been a concomitant rise in the inci-
dence of acute kidney injury after exposure to radiocon-
trast, often termed contrast induced nephropathy.$  In 
fact, contrast induced nephropathy could be as high as 
the third most common cause of acute kidney injury in 
patients admitted to hospital, after ischaemic and drug 
induced injury.%

Studies have shown a strong association between 
contrast induced nephropathy and adverse clinical 
outcomes, including cardiovascular complications, 
provision of dialysis, and death.&-'  Therefore, the use 
of prediction models for contrast induced nephropa-
thy could have several benefits. Firstly, they may help 
identify patients at high risk for the disorder, who 
might benefit from peri-procedural strategies that pro-
tect the kidney.( ! Secondly, patients identified as high 
risk would also be an ideal population to study novel 
therapies for the prevention and treatment of the dis-
order. Finally, prediction models for contrast induced 
nephropathy could improve preintervention counsel-
ling to facilitate informed patient centred decision 
making.

Despite these potential benefits, clinical prediction 
rules have several weaknesses that limit their applica-
tion in daily practice. These include di)erences in 
 derivation, inconsistent external validation, and com-
plexity.*  Most importantly, the downstream e)ects of 
adopting clinical prediction rules to guide decision 
making and improve patient outcomes are often not 
evaluated.#" These factors make it challenging for a 
clinician to select the ideal model to use in practice. 
To address this knowledge gap, we did a systematic 
review to look at the available literature on validated 
prediction models for contrast induced nephropa-
thy, and to describe their performance and clinical 
 usefulness.

WHAT IS ALREADY KNOWN ABOUT THIS TOPIC
Acute kidney injury following exposure to radiocontrast, o+en referred to as contrast 
induced nephropathy, has been associated with signi%cant morbidity and mortality
Several models exist to predict contrast induced nephropathy, but their impact on 
decision making and patient outcomes is unclear

WHAT THIS PAPER ADDS
Most predictive models for contrast induced nephropathy have modest ability, and 
are only relevant to patients receiving contrast for coronary angiography
Further research should involve the external validation of models, as well as the 
integration of risk assessment with diagnostic or therapeutic decisions
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The criteria involve assessm
ent of seven categories 

related to study participation (sam
pling bias), study 

attrition (attrition bias), prognostic factor selection, 
prognostic factor m

easurem
ent, outcom

e m
easurem

ent 
(ascertainm

ent bias), statistical analysis, and m
odel 

perform
ance (discrim

ination, calibration). These crite -
ria are explained further in the w

eb appendix.
Sim

ilar to a previous system
atic review

, w
e also 

assessed the clinical usefulness of each study, w
hich 

w
as defined as the com

bination of clinical utility and 
usability. !" For clinical utility (the e#ect on a clinical 
decision linked to a risk category or threshold), w

e 
assessed w

hether authors linked their m
odels to spe -

cific risk categories and discussed how
 the risk catego-

ries w
ould aid diagnostic evaluations. For usability (the 

availability of a clinical decision aid), w
e noted w

hether 
authors included a calculator or risk score that w

ould 
facilitate know

ledge translation and use at the bedside. 
These criteria are explained further in the w

eb appen -
dix. W

e also evaluated the generalisability of each pre-
diction m

odel by determ
ining w

hether it had been 
externally validated in an independent patient popula -
tion, either in the original or a subsequent publication.

Data synthesis
W

e qualitatively synthesised results focusing on the 
populations in w

hich the risk score had been tested, the 
types of variables contained w

ithin the prediction m
od -

els, m
odel discrim

ination, external validation and prac-
tical aspects of m

odel im
plem

entation. W
e did not 

perform
 m

eta-analyses because the included studies 
w

ere too heterogeneous.

Patient involvem
ent

N
o patients w

ere involved in setting the research ques-
tion or the outcom

e m
easures, nor w

ere they involved in 
the design and im

plem
entation of the study. There are 

no plans to involve patients in dissem
ination. 

Results
O

ur search strategy yielded $%"& unique citations (fig ). 
W

e excluded $%'( citations based on screening of title 
and abstract m

ainly due to non-relevant outcom
es, ani -

m
al studies and review

 articles, leaving %) articles for 
full text review

. W
e subsequently excluded *+ studies 

that did not fulfil our inclusion criteria because they 
consisted of unpublished abstracts (n=!&), m

odels that 
did not have an associated risk score for contrast 
induced nephropathy (n=!$), letters to the editor and 
narrative review

s (n="), duplicate publications (n=$), 
studies w

ith outcom
es not related to contrast induced 

nephropathy (n=+), and non-validated risk scores (n=!). 
This yielded !" studies com

prising !+ unique risk pre -
diction m

odels. "  !&-+&

Risk prediction scores and variables
The studies included a total of &+ +!* patients (range 
+!)-*) ''!) and $'"+ (*.'%

) events of contrast induced 
nephropathy in the respective derivation cohorts 
(table,! ). O

nly one m
odel w

as derived in a population 
encom

passing m
ore than one hospital (Gurm

 and 

Table ! | Characteristics of predictive models for contrast induced nephropathy

Study (year), country Population and setting De"nition of contrast induced nephropathy Cointervention
Patients (No)

Events (No (%))
Predictors 
(No)Derivation cohort Validation cohort

Bartholemew et!al ("##$), 
USA

Coronary interventional 
procedures at one 
hospital

!%.# mg/dL increase in serum creatinine from baseline 
within $& h of PCI

IV NS (pre) %# $&% '''( DC: "') (".&), VC: %"# (%.") &

Chen et!al ("#%$), China PCI at one hospital >#.* mg/dL ($$." "mol/L) or "*% increase in serum 
creatinine from baseline within * days of PCI

IV NS for CKD (pre/post 
procedure) with NAC

%*## %### DC: "$+ (%+.$), VC: %(" (%(.") '

Fu et!al ("#%"), China PCI at one hospital >#.* mg/dL ($$." umol/L) or "*% increase in serum 
creatinine from baseline within $&-(" h of PCI

IV NS (pre/post) ++& "(( DC: %#* (%*.(), VC: $+ (%+.%) '

Ghani et!al ("##'), Kuwait PCI at one hospital >#.* mg/dL increase in serum creatinine from 
baseline within $& h of PCI

IV NaHCO) with or without 
NAC (pre/post procedure)

"$( %## DC: %) (*.*"), VC: * (*) *

Gao et!al ("#%$), China Coronary angiography or 
PCI at one hospital

>#.* mg/dL or "*% increase in serum creatinine from 
baseline within (" h of PCI

None "(+$ %%&% DC: %"( ($.+), VC: *# ($.") (

Gurm et!al ("#%)), USA PCI in multiple non-
federal hospitals

>#.* mg/dL increase in creatinine from baseline 
within ( days of PCI

NR $&##% "#*(" DC: %"$) (".*'), VC: *#* (".$*) %*

Liu et!al ("#%*), China PCI at one hospital >#.* mg/dL ($$." umol/L) increase in serum 
creatinine from baseline within $&-(" h of PCI

IV NS (pre/post 
procedure)

$'* ")) DC: %* ().#), VC: NR )

Maioli et!al ("#%#), Italy Coronary angiography or 
PCI at one hospital

>#.*mg/dL increase in creatinine from baseline within 
* days of PCI

IV NS hydration with NAC %"&% *#" DC: %%$ ('.$), VC: *$ (%#.&) (

Marenzi et!al ("##$), Italy PCI for STEMI in one 
hospital

>#.* mg/dL increase in creatinine from baseline 
within $& h of PCI

IV NS (post contrast) "%& &'%* DC: $# (%'), VC: %"+ (%$.$) *

Mehran et!al ("##$), USA PCI at one hospital >#.* mg/dL or "*% increase in serum creatinine from 
baseline within $& h of PCI

IV hNS (pre/post 
procedure)

**(% "(&+ DC: ("' (%).%), VC: )&+ (%).') &

Tziakas et!al ("#%)), 
Greece

Elective or emergency PCI 
at one hospital

>#.* mg/dL or "*% increase in serum creatinine from 
baseline within $& h of PCI

IV NS hydration (pre/post 
procedure) with or without 
NAC

$&& "## DC: *# (%#."), VC: "* (%$) *

Victor et!al ("#%$), India PCI at one hospital >#.* mg/dL or "*% increase in serum creatinine from 
baseline within $& h of PCI

IV hNS with NAC '## )## DC: &( ('.(), VC: "+ (&.() (

% mg/dL=&&.$ "mol/L. PCI=percutaneous coronary intervention; CIN=contrast induced nephropathy; STEMI=ST elevated myocardial infarction; DC= derivation cohort; VC=validation cohort; NS=normal saline; hNS=half normal strength saline; 
CKD=chronic kidney disease; NAC=N-acetyl cysteine; NR=not recorded; IV=intravenous.
*External validation in paper by Sgura and colleagues (cohort of patients with STEMI)."&
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 colleagues).!" All the included studies comprised 
patients undergoing coronary angiography or percuta-
neous coronary intervention. No studies included 
patients undergoing intravenous contrast (for example, 
with computed tomography) or endovascular proce-
dures involving the aorta or peripheral arteries.

The outcome of interest, contrast induced nephropa-
thy, was defined in ## studies as an increase of at least 
".$ mg/dL (# mg/dL=%%.& !mol/L) in serum creatinine 
from baseline; one study defined the increase as at least 
#." mg/dL in serum creatinine from baseline. However, 
the required time frame in which the increase in creati-
nine was measured after the administration of contrast 
varied among the studies from two to seven days.

Ten studies reported on interventions administered to 
mitigate the risk of contrast induced nephropathy, both 
before and after contrast exposure. In all #" studies, 

intravenous fluid was administered (".'% normal saline 
in seven, ".&$% half normal strength saline in two, and 
isotonic sodium bicarbonate in one), and in five studies, 
N-acetylcysteine was given. One study did not adminis-
ter any form of prophylaxis (Gao and colleagues),!(  and 
another study did not report whether any prophylaxis 
was administered (Gurm and colleagues).!"

The number of predictors in each risk model varied 
from three to #$ (table ! ). Of #! models, ## included mea-
sures of pre-existing chronic kidney disease via esti-
mated glomerular filtration rate, creatinine clearance, 
or serum creatinine cut-o) levels. One study did not 
include any measure of pre-existing chronic kidney dis-
ease (Marenzi and colleagues).!*  Other common mea-
sures included in the majority of risk models were age 
(eight models), diabetes (eight models), heart failure or 
impaired ejection fraction (eight models), and contrast 

Table ! | Variables included in predictive models for contrast induced nephropathy

Variable

Study (sample size)
Bartholemew 
(n="# $%")

Chen 
(n="&##)

Fu 
(n=''%)

Ghani 
(n=!$()

Gao 
(n=!('$)

Gurm 
(n=$% ##")

Liu 
(n=$)&)

Maioli 
(n="!%")

Marenzi 
(n=!"%)

Mehran 
(n=&&(")

Tziakas 
(n=$%%)

Victor 
(n=)##)

Demographic
Age X X X X X X X X
Female sex X
Anthropometric data
Height X
Weight X
Medical history
Renal insu!ciency* X X X X X X X X X X X
Anaemia* X X X
Diabetes mellitus X X X X X X X X
Hypertension X X
Heart failure X X X X
Impaired LVEF* X X X X
Previous MI X X X
Recent cardiac procedure/PCI X X
Peripheral vascular disease X X X
Metformin use X
Physical examination/ 
clinical presentation
Hypotension* X X X X
Shock* X X
CAD presentation X
Use of IABP X X X X
Anterior MI X
Time to reperfusion X
Procedure
Urgent/emergent X X X X
PCI indication X
Contrast volume X X X X X X X
Multivessel PCI X
One procedure in past "# h X
Laboratory values at presentation
Albuminuria X
Pre-procedure Cr>baseline Cr X
HDL<$ X X
CK-MB X
Haemoglobin X X
Troponin I X
Troponin T X
X=variable included in each model; LVEF=le% ventricular ejection fraction, MI=myocardial infarction; PCI=percutaneous coronary intervention; CAD=coronary artery disease; IABP=intra-aortic 
balloon pump; Cr=creatinine; HDL=high density lipoprotein; CK-MB=creatine kinase isoenzyme-MB.
*De&nition of variable varied by study (web appendix).
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年齢

腎機能障害
糖尿病
⼼不全またはEF低下

低⾎圧またはショック

良いリスク予測モデルに
含まれているもの
年齢・腎機能障害・糖尿病
⼼不全またはEF低下
低⾎圧またはショック

C統計量>0.80
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・施設共同研究での検証が必要(外的妥当性)
・ リスクスコアによる分類が診断/治療に影響するか
・電⼦計算できるか、もしくは簡便か

Mehran (2004) ※最初の論⽂のみが3項⽬中2つ満たしている
が、外部検証でのC統計量0.57と精度が低い

リスクスコアに必要な要素

31



●PCI/CAGにおけるCA-AKIのリスク検討③

Journal of the American Heart Association 2014;3:e001380

Validated Contemporary Risk Model of Acute Kidney Injury in Patients
Undergoing Percutaneous Coronary Interventions: Insights From the
National Cardiovascular Data Registry Cath-PCI Registry
Thomas T. Tsai, MD, MSc; Uptal D. Patel, MD; Tara I. Chang, MD; Kevin F. Kennedy, MS; Frederick A. Masoudi, MD, MSPH;
Michael E. Matheny, MD, MSc, MPH; Mikhail Kosiborod, MD; Amit P. Amin, MD, MSc; William S. Weintraub, MD; Jeptha P. Curtis, MD;
John C. Messenger, MD; John S. Rumsfeld, MD, PhD; John A. Spertus, MD, MPH

Background-—We developed risk models for predicting acute kidney injury (AKI) and AKI requiring dialysis (AKI-D) after
percutaneous coronary intervention (PCI) to support quality assessment and the use of preventative strategies.

Methods and Results-—AKI was de!ned as an absolute increase of !0.3 mg/dL or a relative increase of 50% in serum creatinine
(AKIN Stage 1 or greater) and AKI-D was a new requirement for dialysis following PCI. Data from 947 012 consecutive PCI patients
and 1253 sites participating in the NCDR Cath/PCI registry between 6/09 and 7/11 were used to develop the model, with 70%
randomly assigned to a derivation cohort and 30% for validation. AKI occurred in 7.33% of the derivation and validation cohorts.
Eleven variables were associated with AKI: older age, baseline renal impairment (categorized as mild, moderate, and severe), prior
cerebrovascular disease, prior heart failure, prior PCI, presentation (non-ACS versus NSTEMI versus STEMI), diabetes, chronic lung
disease, hypertension, cardiac arrest, anemia, heart failure on presentation, balloon pump use, and cardiogenic shock. STEMI
presentation, cardiogenic shock, and severe baseline CKD were the strongest predictors for AKI. The full model showed good
discrimination in the derivation and validation cohorts (c-statistic of 0.72 and 0.71, respectively) and identical calibration (slope of
calibration line=1.01). The AKI-D model had even better discrimination (c-statistic=0.89) and good calibration (slope of calibration
line=0.99).

Conclusion-—The NCDR AKI prediction models can successfully risk-stratify patients undergoing PCI. The potential for this tool to
aid clinicians in counseling patients regarding the risk of PCI, identify patients for preventative strategies, and support local quality
improvement efforts should be prospectively tested. ( J Am Heart Assoc. 2014;3:e001380 doi: 10.1161/JAHA.114.001380)

Key Words: kidney injury • percutaneous coronary intervention • renal function • renal insuf!ciency • risk assessment • risk
prediction

A cute kidney injury (AKI) is a serious complication of PCI
and is associated with an increased risk of myocardial

infarction, dialysis and death.1–5 It is common, with a reported
incidence after PCI of between 3% and 19% and can be
mitigated by the use of hydration and the avoidance of excess
contrast.6–9 It is also associated with a number of pre-
procedural clinical factors such as pre-existing chronic kidney
disease that make it an ideal target for risk modeling.
However, previous models of AKI were developed over
10 years ago, prior to the contemporary use of hydration
protocols and low-osmolar contrast agents, and were not
based on the Acute Kidney Injury Network (AKIN) criteria,
which has become the contemporary consensus criteria for
de!ning AKI.2,5,10 Moreover, the importance of such a model
has expanded in the current era, where there is a growing
focus on safety, quality improvement, patient-centered care,
and personalized medicine.11,12

With respect to quality assessment and improvement, the
American College of Cardiology (ACC) sought to provide
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期間： 2009.1.1〜2011.6.30
患者数：947,012⼈ (導出662,504⼈ 検証284,508⼈)
導⼊基準：NCDR Cath-PCI registry(⽶国)に登録あるPCIを受けた患者
除外基準：当⽇退院・Cre測定なし・1⼊院で複数回のPCI ・透析患者
CA-AKIの定義：

PCI後 SCr値 0.3 mg/dLの上昇または前値の1.5倍
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11個の予測因⼦によるリスクスコア作成

embraced by the broader medical community as a standard
de!nition.23,36 For example, the Valve Academic Research
Consortium (VARC), charged with proposing standardized
consensus de!nitions for important clinical endpoints in
future trials and registries of transcatheter aortic valve
implantation (TAVI), also chose the AKIN criteria to de!ne
AKI. Using the same de!nition of AKI as chosen for TAVI will
allow comparison of AKI rates across different percutaneous
procedures.32 Moreover, we have already demonstrated that
even Stage 1 AKI, as de!ned by the AKIN criteria, is
associated with increased mortality and bleeding, underscor-
ing the value and importance of using the AKIN criteria.37

Other AKI prediction models have also suffered by the
inclusion of intra-procedural variables, such as contrast dose,
which relate more to the skill and quality of decision making by
the physician, rather than the inherent risk of the patient.1,10

These models predict patient risk following the procedure and
cannot be used for tailoring preventative protocols to patients
as a function of their risk, nor can they be used to provide
patient-speci!c estimates of risk for AKI or dialysis during the
informed consent process. Also, few models incorporate the

entire spectrum of patients undergoing PCI. Physicians wishing
to apply these historical models in routine practice need to be
aware that there may be different risk scores for different types
of patient undergoing PCI. In the NCDR CathPCI model, we
were able to demonstrate that diagnostic prediction for in-
hospital AKI or AKI-D, regardless of whether the patient
presents with STEMI, NSTEMI, or UA, enabling simpler
implementation of a single model to accurately, prospectively
estimate the risk of AKI for all patients presenting to the
cardiac catheterization laboratory. The prospective use of
other peri-procedural risk models, such as the NCDR bleeding
model, have been associated with improved safety and
outcomes.19 Whether the use of the current model can
improve AKI rates needs to be prospectively tested.

Given the challenge by the Institute of Medicine to provide
safer, more patient-centered care, informing patients and
clinicians of patients’ personalized risks for PCI is an
important step to achieving better healthcare.11 Most
recently, NCDR models to predict the patient’s risk of
mortality, bleeding, and target vessel revascularization were
used to produce a customized informed-consent form to

Table 4. A Simpli!ed Integer Risk Score for Calculating the Risk of AKI and AKI-D

Points Converting Points to Risk

AKI AKI-D AKI Risk (%) AKI-D Risk (%)

Age, y

<50 0 0 1.9 0 0.03

50 to 59 2 5 2.6 1 0.05

60 to 69 4 10 3.6 2 0.09

70 to 79 6 15 4.9 3 0.15

80 to 89 8 20 6.7 4 0.27

>90 10 25 9.2 5 0.48

30 12.4 6 0.84

Prior 2 weeks HF 11 2 35 16.5 7 1.5

Severe GFR 18 5 40 217 8 2.6

Moderate GFR 8 3 45 27.9 9 4.4

Mild GFR 3 1 50 35.1 10 7.6

Diabetes 7 1 55 43.0 11 12.6

Prior HF 4 >60 51.4 12 20.3

Prior CVD 4 13 31.0

NSTEMI/UA 6 1

STEMI 15 2

Prior card shock 16

Prior card arrest 8 3

Anemia 10

IABP 11

AKI indicates acute kidney injury; HF, heart failure; NSTEMI, non-ST elevation myocardial infarction.
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❸リスク・患者評価

告されている（表 2）56）．Mehran らの報告は，異なる施設で validation され，外的妥当性が証明
されているが，統計学的にサンプル数は十分でなく，また，造影剤使用量をリスクに含むため
PCI などの実施以前にリスク評価ができないという問題点が指摘されていた．

表 2　CINリスクスコア（56）より引用，改変）
リスクファクター スコア（整数）

低血圧 5
大動脈内バルーンパンピング 5
うっ血性心不全 5
年齢＞75歳 4
貧血 3
糖尿病 3
造影剤量　100 mL 毎に 1
SCr 値＞1.5 mg/dL 4
または
eGFR（mL/min/1.73 m2）

eGFR 40～60 2
eGFR 20～＜40 4
eGFR＜20 6

合計して
リスクスコア CINのリスク 透析のリスク

0～5  7.5％  0.04％
 6～10 14.0％  0.12％
11～15 26.1％  1.09％
≥16 57.3％ 12.60％

表 3　CINリスクスコア（61）より引用）
（リスクスコアによる合計点数により，AKI 発症リスク（％）と透
析開始リスク（％）が予測できる）

AKI 発症のリスクスコア スコア
AKI 発症 透析導入

年齢（歳）
＜50 0
50～59 2
60～69 4
70～79 6
80～89 8
≥90 10

2 週間以内の心不全発症 2 2
eGFR＜30 mL/min/1.73 m2 5 5

eGFR＜30～45 mL/min/1.73 m2 3 3
eGFR＜45～60 mL/min/1.73 m2 1 1

糖尿病 7 1
心不全の既往 4
心血管疾患の既往 4

非 ST上昇型心筋梗塞または不安定狭心症 6 1
ST 上昇型心筋梗塞 15 2
心原性ショック 16
心停止 8 3

貧血（Hb＜10 g/dL） 10
PCI 前の大動脈内バルーンパンピング 11

スコアポイントによるAKI 発症
リスクと透析開始リスク
AKI
スコア

リスク
（％）

透析
スコア

リスク
（％）

0～4 1.9 0 0.03
5 2.6 1 0.05
10 3.6 2 0.09
15 4.9 3 0.15
20 6.7 4 0.27
25 9.2 5 0.48
30 12.4 6 0.84
35 16.5 7 1.5
40 21.7 8 2.6
45 27.9 9 4.4
50 35.1 10 7.6
55 43.0 11 12.6
＞60 51.4 12 20.3

13 31.0
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　近年のシステマティックレビューでは，Sliver ら58）は 12 のリスクスコアを，Allen ら59）は 74
のリスクスコアをそれぞれ比較検討し，有用性が期待できるリスクスコアを指摘している．
Allen らの解析では造影剤使用量をリスクファクターに含まなくてもスコアの有用性低下は認
めず59），ベッドサイドにおける CIN 予測や補液による CIN 予防を考慮すると術前診断可能な
リスク評価になっている．
　Brown らは，110,000 例の CAG・PCI コホートを用いて，造影剤使用量をリスクファクター
として含まない術前診断可能なリスクスコアを検討した．このリスクスコアは20,800例の異な
るコホートで外的妥当性が確認されており，AKI 発症に対する C‒statistics は 0.74（95％CI 
0.74～0.75）であり有用なリスクスコアと考えられる60）．また，Tsai らは，NCDR Cath/PCI
（National Cardiovascular Data Registry Cath‒PCI）のコホートを用いて，90,500 例の PCI 患者
をderivationコホートとvalidationコホートに分け，新たなリスクスコアを作成した（表3）61）．
この検討も Brown らと同様に造影剤使用量をリスクファクターとして含んでおらず，術前診
断可能である．CIN発症に対するC‒statistics は 0.71（95％CI 0.71～0.72）であり，有用なリスク
スコアと考えられる．さらに，このリスクスコアはわが国の JCD‒KiCS（Japan Cardiovascular 
Studied）レジストリーを用いて，多施設における 11,000 例の PCI 患者で検討された62）．CIN発
症に対するC‒statistics は 0.76 であり，calibration plot における検証においても有用性が支持
された．ただし，Tsai らの検討と JCD‒KiCS の検討では，PCI 患者を対象にしているため，
CAG検査に適応できるかは検証されていない．
　今後リスクスコアが臨床の現場に定着するためには，複数の施設においてスコアの有用性
（外的妥当性）が確認される必要があり，さらにリスクスコアが簡便に算出できるツールの普及
も必要であると考えられる58）．

CQ③‒12

片腎はCIN発症のリスクを増加させるか？
▶回答

　片腎が，両腎と比してCIN発症リスクを増加させるというエビデンスは明らかではない．

背　景

　片腎は，片側無形成，片腎摘出（腎癌や腎移植ドナー），腎移植レシピエントで遭遇する．片
腎患者における腎機能は，両腎患者の腎機能に比して低下傾向にあることから，CIN発症のリ
スクファクターとなりうると考えられてきた63）．American College of Radiologyによる造影剤
使用マニュアルには，過去の報告とエキスパートオピニオンを取りまとめて片腎や移植腎は
CINのリスクとなりうると記載されている64）．

解　説　CQ③‒12

　腎移植におけるドナーまたはレシピエント患者，悪性腫瘍などを理由に片腎を摘出した患者
の片腎は，両腎と比較して腎機能低下をきたすことからCIN発症のリスクファクターとして考
えられてきた．しかし，片腎そのものがCIN発症のリスクを増加させるか，を検討するために

エビデンスレベルⅣa 推奨グレード B
（Minds 2017）エビデンスの強さC 推奨の強さ　なし
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告されている（表 2）56）．Mehran らの報告は，異なる施設で validation され，外的妥当性が証明
されているが，統計学的にサンプル数は十分でなく，また，造影剤使用量をリスクに含むため
PCI などの実施以前にリスク評価ができないという問題点が指摘されていた．
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表 3　CINリスクスコア（61）より引用）
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●PCI/CAGにおけるCA-AKIのリスク検討④

JCD-KiCS(Japan Cardiovascular Datebase Keio interhospital Cardiovascular Studies)

東京周辺の16の病院
期間：2008.９〜2014.5
患者数：11,041⼈
CA-AKI定義：PCI後 Cre 0.3 mg/dLの上昇または前値の1.5倍

⽇本で③の予測を検証

Performance and Validation of the
U.S. NCDR Acute Kidney Injury
Prediction Model in Japan
Taku Inohara, MD, PHD,a,b Shun Kohsaka, MD, PHD,a Hiroaki Miyata, PHD,c Ikuko Ueda, PHD,a

Yuichiro Maekawa, MD, PHD,a Keiichi Fukuda, MD, PHD,a David J. Cohen, MD, MSC,d Kevin F. Kennedy, MS,d

John S. Rumsfeld, MD, PHD,e John A. Spertus, MD, MPHd

ABSTRACT

BACKGROUND Stratifying patient risk for acute kidney injury (AKI) prior to percutaneous coronary intervention (PCI)

can enable clinicians to tailor their approach to minimize AKI. The National Cardiovascular Data Registry (NCDR) CathPCI

Registry recently developed 2 prediction models: for AKI and AKI requiring dialysis (AKI-D).

OBJECTIVES This study sought to externally validate the NCDR AKI and AKI-D models in a Japanese

population. Determining the generalizability of the U.S. model could support quality improvement efforts

in Japan.

METHODS The NCDR prediction models were applied to 11,041 consecutive patients in the Japanese multicenter
PCI registry. AKI was de!ned as an absolute increase $0.3 mg/dl or a relative increase of 50% in serum creatinine, in

accordance with the de!nition of AKI Network criteria; AKI-D was de!ned as initiation of dialysis after PCI. Discrimination

and calibration of the NCDR models were tested in the Japanese cohort. If the model was perfectly calibrated, the slope

and intercept would equal 1.0 and 0.0, respectively.

RESULTS In the Japanese PCI cohort, AKI and AKI-D occurred in 10.5% and 1.5% of patients, respectively. The

NCDR AKI prediction model showed good discrimination (c-statistic ! 0.76) and calibration (slope ! 0.93

and intercept ! –0.10) in both acute and nonacute PCI. The AKI-D prediction model had good discrimination

(c-statistic ! 0.92), but while the calibration slope was good (1.04), the intercept was signi!cantly underestimated
(0.96). However, this was corrected with recalibration (slope ! 1.04 and intercept ! –0.087).

CONCLUSIONS In a Japanese population, the NCDR AKI models validly predict post-procedural AKI and, with

recalibration, AKI-D. Prospective use of these models to inform clinical decision making should be tested as a

means of reducing AKI after PCI in Japan. (Japan Cardiovascular Database, Percutaneous Coronary Intervention Registry;

UMIN R000004736). (J Am Coll Cardiol 2016;67:1715–22) © 2016 by the American College of Cardiology Foundation.
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in countries seeking to improve procedural quality. In
this study, we examined the performance of U.S. AKI
models in Japan, with very different clinical and
procedural approaches for patients undergoing PCI
(e.g., more advanced age, lower body mass index, and
greater use of transradial approaches in Japan [10], as
well as more use of thrombus aspiration [11] and
intra-aortic balloon pumps [12] than in the United
States). Moreover, AKI and AKI-D rates were much
higher in Japan than the United States (10.1% and
1.5%, respectively, in Japan vs. 7.3% and 0.3%,
respectively, in the United States) (7). Despite these
differences, the U.S.-derived AKI prediction model
performed very well. In fact, the discrimination of
the model in Japanese patients was even better than
that in the U.S. cohort for whom it was developed
(c-statistic ! 0.76 vs. 0.71) (7).

The model also performed well within clinically
important subgroups of the population, including
those with and without ACS or renal dysfunction
at the time of PCI. While the predictive accuracy of
the AKI-D model was very good, recalibration of
the intercept was needed for it to provide valid pre-
diction estimates in this Japanese cohort. Collec-
tively, the data support the use of the NCDR models
in Japan and encourage their use for both quality

assessment/improvement purposes and as a founda-
tion for prospective risk strati!cation and the reduc-
tion of AKI.

While numerous AKI prediction models for PCI
have been developed (19–22), only a few models have
been externally and internationally validated (23).
The NCDR AKI prediction model was derived and
validated in a large national registry and includes 11
pre-procedural variables with a simpli!ed integer
risk score. Hence, the model was ideal for imple-
mentation in our patient dataset compared with
other risk models that included procedure-related
variables (19,20) that could not be known prior to
the procedure. Improved pre-procedural strati!cation
of patients at risk for PCI-related complications,
including AKI and bleeding, could lead to an
increased use of preventive strategies and lower
complication rates (24,25).

The AKI-D prediction model showed very good
discrimination, but its calibration, particularly the
intercept term, was not zero, indicating that the model
would need to be recalibrated for optimal perfor-
mance. This suggests a difference in practice patterns
for patients with higher degrees of AKI after PCI.
These !ndings were in accordance with a previous
report, which included several causes of AKI other

CENTRAL ILLUSTRATION NCDR AKI Prediction Model: Applied to 11,041 Consecutive Japanese Patients
Undergoing PCI
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Observed versus expected ratio for the acute kidney injury (AKI) and AKI requiring dialysis (AKI-D) prediction models were evaluated in 11,041 consecutive
Japanese patients undergoing percutaneous coronary intervention (PCI). The National Cardiovascular Data Registry (NCDR) AKI prediction model showed
good discrimination (c-statistic ! 0.76) and calibration (slope ! 0.93 and intercept ! –0.10). The AKI-D prediction model had good discrimination
(c-statistic ! 0.92), but while the calibration slope was good, the intercept was signi!cantly underestimated in the Japanese cohort (slope ! 1.04 and
intercept ! 0.96). After recalibration of the intercept, both the slope (1.04) and intercept (–0.087) improved.
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Calibration slope：0.93

⽇本でも
CA-AKIの発⽣について
NCDRのリスクスコアは有⽤

CA-AKI の発⽣率:10.5%
※⽇本のコホートの患者は
年齢が⾼い、BMIが低い、男性と喫煙者が多い
糖尿病と腎機能障害の有病率が⾼い
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① Mehran(2004) ：8項⽬のリスクスコア →C統計量 0.67

② Silver(2015)     ： 12 studyのreview 
→C統計量 0.8以上のモデルには
年齢、腎機能障害、糖尿病、⼼機能、⾎圧が含まれる

③ Thomas(2014)： NCDR 11項⽬のリスクスコア
→C統計量 0.713, calibration slope：1.001

④ Inohara(2016) ： ⽇本でNCDRの検証
→C統計量 0.76, calibration slope：0.93

簡便、予定/緊急問わない(実⽤性)、近年の症例選択を
ベースとしたリスクスコアの作成が必要 36



〜本⽇の内容〜

●造影剤腎症とは ①概念(病態/頻度/予後)
②治療・予後
③ガイドライン

●今回の論⽂の検討
●リスク検討の変遷
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今回の論⽂

Lancet 2021; 398: 1974–83 
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Methods

39



・デザイン：単施設 後ろ向きコホート研究
地域：Mount Sinai Hospital(New Yorkのtertiary hospital)
登録期間：2012/1/1-2020/12/31

・患者： PCIを施⾏した患者(予定/緊急問わない)
・導出コホート：2012/1/1-2017/12/31 (5年間)
・検証コホート：2018/1/1-2020/12/31 (2年間)
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【 Inclusion Criteria 】
期間中にPCIを施⾏した患者(予定/緊急問わない)

(患者背景)
・⼊院時 or PCI当⽇の朝のSCr値を基準値とする
・PCIは標準術式に沿って施⾏

⽅法や使⽤機器は術者に依って判断、症例選別には関わらない
・低浸透圧の⾮イオン性造影剤を使⽤
・補液：PCI 12h前・PCI後6-24hは1ml/kg/hの⽣理⾷塩⽔を投与
・抗⾎栓療法：ヘパリン/bivalirudin/アスピリン/P2Y阻害薬

(経過・主治医に依って決定) 41



維持透析患者

※Secondary Endpoint(死亡)の分析時は追加で除外
・1年以内のPCI歴
・F/U ＜48h
・48h以内に死亡した症例

【 Exclusion Criteria 】
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【 Primary Endpoint 】
造影剤関連急性腎障害(CA-AKI)
定義：PCI後48時間以内の⾎清Cre上昇(>50% or 0.3mg/dL)

【 Secondary Endpoint 】
死亡

43



【 Statistical Analysis 】

44

2つの回帰モデルを作成
Model 1)PCI前の変数のみ
Model 2)PCI前＋後の変数

単変量解析

有意(P<0.05)なものを最終モデルに投⼊

変数増加法のステップワイズ法
多変量ロジスティック回帰分析

これまでの研究から、AKIの予測/リスクとなり得るを因⼦を設定

リスクスコアを導出
オッズ⽐を⽤い、各変数に整数を割り当て重み付け

合計点データの分布を確認し
lowからvery high riskの4つのグループに



2012/1/1-2020/12/31の期間
2,604⼈ (Creペア測定値なし)
1,328⼈ (慢性透析)
8,224⼈ (同じ症例で再度PCI)

2012-2017(５年間) 導出コホート：14,616⼈
2018-2020(２年間) 検証コホート： 5,606⼈

【 割付 】
32,378⼈ PCI 除外

20,222 ⼈中

9,03⼈ (1年以内に治療歴)
4,342⼈ (F/U<48h)
25⼈ (死亡＜48h)

除外 45



【 患者背景 】
導出-検証コホート間で
患者層は概ね変わりなし

・平均年齢 66.6歳
・男性：⼥性 ７：３
・糖尿病有病率 46.8%
・慢性腎臓病有病率 30%

46



Results

47



本研究におけるCA-AKI 頻度
4.25%  

【 Primary Outcome 】

48



●リスク因⼦の設定

49

2つの回帰モデルを作成
Model 1)PCI前の変数のみ
Model 2)PCI前＋後の変数

リスクスコアを導出
各変数に整数を割り当て重み付け

合計点データの分布を確認し
Low〜very high riskの4つのグループに



Model 1 Model 2

CAG結果

無症候性/安定狭⼼症 0 0
不安定狭⼼症 2 2

NSTEMI 4 4
STEMI 8 8

eGFR 
(ml/min/1.7

3m2)

≧ 60 0 0
30-59 2 1
＜ 30 4 4

LVEF < 40% 2 2

DM
なし 0 0

ins不要 1 1
ins必要 2 2

Hb ＜ 11 g/dL 1 1
BS ≧ 150 mg/dL 1 1

⼼不全既往 1 1
年齢 ≧ 75歳 1 1 

Model 1)PCI前の変数のみ
Model 2)PCI前＋後の変数

スコアリングはほぼ同様

50

Model 2

造影剤使⽤量
(ml)

< 100 0
100-199 1
200-299 2
≧ 300 4

出⾎※1 4
冠動脈 low flow 2

複雑な解剖学的構造※2 1

※1 出⾎ ：処置前と⽐較して、Hb値が3 g/dLを超える減少
※2 複雑な構造：多病変、2つ以上領域の病変、⾼位の枝、30mm⻑を超える病変、分岐部病変



Model 1 Model 2
低リスク ≦ 2 ≦ 4
中リスク 3-7 5-9
⾼リスク 8-11 10-13

⾮常に⾼リスク ≧ 12 ≧ 14

リスクスコア増加につれ、
AKIリスクは正の相関を⽰す

<Model 1>

<Model 2>

AKI予測リスク(%)

処
置
患
者
数

予
測
さ
れ
る
リ
ス
ク

予
測
さ
れ
る
リ
ス
ク

AKI予測リスク(%)

低リスク 中リスク ⾼リスク ⾮常に⾼リスク

低リスク 中リスク ⾼リスク ⾮常に⾼リスク

処
置
患
者
数
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(%)

(%)

(%)

(%) 合計点データの分布を確認し
Low〜very high の4つに
グループ分け



C統計量
導出コホート 0.74
検証コホート 0.86

C統計量
導出コホート 0.72
検証コホート 0.84

<Model 1>

<Model 2>

52

●スコアの検討

C統計量 >0.8あり
識別能は⼗分

AUC＝0.725

AUC＝0.7407

感
度

感
度

1-特異度

1-特異度



※検証コホートでもAKIの割合はリスクに伴い増加傾向

Model 1 Model 2
低リスク ≦ 2 ≦ 4
中リスク 3-7 5-9
⾼リスク 8-11 10-13

⾮常に⾼リスク ≧ 12 ≧ 14

●Hosmer-Lemeshow検定

Hosmer-Lemeshow適合度
Model 1 p = 0.17 ＞ 0.05
Model 2 p = 0.63 ＞ 0.05

検証
<Model 2><Model 1>

<Model 2>
導出
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較正能も⼗分あり

急
性
腎
障
害
発
⽣

実測
<Model 1>

予測

低リスク ⾼ 低 ⾼

低リスク ⾼ 低 ⾼

急
性
腎
障
害
発
⽣

(%)

(%)



・30⽇以内の死亡率が有意に多い
・30⽇死亡率は1年後の死亡率にそのまま相関

→CA-AKIは30⽇死亡率、1年死亡率に関連する

【 Secondary Outcome 】 CA-AKI と 死亡

全
死
亡
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⽇数

0-30⽇ 31-365⽇

No-AKI

AKI

No-AKI
AKI

⽇数

全
死
亡

(%)

(%)

調整後調整前

1年死亡率

0-30⽇死亡

31-365⽇死亡



Discussion
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●結果のまとめ
【 Primary Outcome 】

・簡便な8つの変数のみを含むリスクスコアを設定した
・ベッドサイドで簡単に計算することができる
・PCI⼿技を追加したが(Model 2)、Model 1と⽐較してもわずかしか
精度は上がらなかった

【 Secondary Outcome 】
・CK-AKIは、 30⽇/ 1年死亡と関連している

56



・SCr値のない患者が選択バイアスの原因となり得る
ex)低リスク ：PCI前 SCr測定なし
超⾼リスク：PCI後 48h以内に死亡(→48h後 SCrなし)

・Volume負荷/飲⽔量不明→希釈などの影響がわからない

・PCI 周術期患者のみの研究。
他⼿技(PTAやTAVIなど)の患者集団での使⽤は個別に調査が必要

・AKI発症のSecondary Endpointを死亡としたが、⻑期的な腎機能や
死因に関するデータがない

●Limitation
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●外的妥当性

・単⼀施設の研究、⽶国

・慢性腎臓病有病率が 30%と少ない、救急疾患の患者を含む

・PCI後 CA-AKI 有病率 4.25% (⽂献と⽐較すると少ない)

・PCI 周術期患者のみの研究。
→他⼿技(PTAやTAVIなど)の患者集団での使⽤は個別に調査が必要

58



●同著者 論⽂⽐較

59
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❸リスク・患者評価

告されている（表 2）56）．Mehran らの報告は，異なる施設で validation され，外的妥当性が証明
されているが，統計学的にサンプル数は十分でなく，また，造影剤使用量をリスクに含むため
PCI などの実施以前にリスク評価ができないという問題点が指摘されていた．

表 2　CINリスクスコア（56）より引用，改変）
リスクファクター スコア（整数）

低血圧 5
大動脈内バルーンパンピング 5
うっ血性心不全 5
年齢＞75歳 4
貧血 3
糖尿病 3
造影剤量　100 mL 毎に 1
SCr 値＞1.5 mg/dL 4
または
eGFR（mL/min/1.73 m2）

eGFR 40～60 2
eGFR 20～＜40 4
eGFR＜20 6

合計して
リスクスコア CINのリスク 透析のリスク

0～5  7.5％  0.04％
 6～10 14.0％  0.12％
11～15 26.1％  1.09％
≥16 57.3％ 12.60％

表 3　CINリスクスコア（61）より引用）
（リスクスコアによる合計点数により，AKI 発症リスク（％）と透
析開始リスク（％）が予測できる）

AKI 発症のリスクスコア スコア
AKI 発症 透析導入

年齢（歳）
＜50 0
50～59 2
60～69 4
70～79 6
80～89 8
≥90 10

2 週間以内の心不全発症 2 2
eGFR＜30 mL/min/1.73 m2 5 5

eGFR＜30～45 mL/min/1.73 m2 3 3
eGFR＜45～60 mL/min/1.73 m2 1 1

糖尿病 7 1
心不全の既往 4
心血管疾患の既往 4

非 ST上昇型心筋梗塞または不安定狭心症 6 1
ST 上昇型心筋梗塞 15 2
心原性ショック 16

心停止 8 3
貧血（Hb＜10 g/dL） 10

PCI 前の大動脈内バルーンパンピング 11

スコアポイントによるAKI 発症
リスクと透析開始リスク
AKI
スコア

リスク
（％）

透析
スコア

リスク
（％）

0～4 1.9 0 0.03
5 2.6 1 0.05
10 3.6 2 0.09
15 4.9 3 0.15
20 6.7 4 0.27
25 9.2 5 0.48
30 12.4 6 0.84
35 16.5 7 1.5
40 21.7 8 2.6
45 27.9 9 4.4
50 35.1 10 7.6
55 43.0 11 12.6
＞60 51.4 12 20.3

13 31.0
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　近年のシステマティックレビューでは，Sliver ら58）は 12 のリスクスコアを，Allen ら59）は 74
のリスクスコアをそれぞれ比較検討し，有用性が期待できるリスクスコアを指摘している．
Allen らの解析では造影剤使用量をリスクファクターに含まなくてもスコアの有用性低下は認
めず59），ベッドサイドにおける CIN 予測や補液による CIN 予防を考慮すると術前診断可能な
リスク評価になっている．
　Brown らは，110,000 例の CAG・PCI コホートを用いて，造影剤使用量をリスクファクター
として含まない術前診断可能なリスクスコアを検討した．このリスクスコアは20,800例の異な
るコホートで外的妥当性が確認されており，AKI 発症に対する C‒statistics は 0.74（95％CI 
0.74～0.75）であり有用なリスクスコアと考えられる60）．また，Tsai らは，NCDR Cath/PCI
（National Cardiovascular Data Registry Cath‒PCI）のコホートを用いて，90,500 例の PCI 患者
をderivationコホートとvalidationコホートに分け，新たなリスクスコアを作成した（表3）61）．
この検討も Brown らと同様に造影剤使用量をリスクファクターとして含んでおらず，術前診
断可能である．CIN発症に対するC‒statistics は 0.71（95％CI 0.71～0.72）であり，有用なリスク
スコアと考えられる．さらに，このリスクスコアはわが国の JCD‒KiCS（Japan Cardiovascular 
Studied）レジストリーを用いて，多施設における 11,000 例の PCI 患者で検討された62）．CIN発
症に対するC‒statistics は 0.76 であり，calibration plot における検証においても有用性が支持
された．ただし，Tsai らの検討と JCD‒KiCS の検討では，PCI 患者を対象にしているため，
CAG検査に適応できるかは検証されていない．
　今後リスクスコアが臨床の現場に定着するためには，複数の施設においてスコアの有用性
（外的妥当性）が確認される必要があり，さらにリスクスコアが簡便に算出できるツールの普及
も必要であると考えられる58）．

CQ③‒12

片腎はCIN発症のリスクを増加させるか？
▶回答

　片腎が，両腎と比してCIN発症リスクを増加させるというエビデンスは明らかではない．

背　景

　片腎は，片側無形成，片腎摘出（腎癌や腎移植ドナー），腎移植レシピエントで遭遇する．片
腎患者における腎機能は，両腎患者の腎機能に比して低下傾向にあることから，CIN発症のリ
スクファクターとなりうると考えられてきた63）．American College of Radiologyによる造影剤
使用マニュアルには，過去の報告とエキスパートオピニオンを取りまとめて片腎や移植腎は
CINのリスクとなりうると記載されている64）．

解　説　CQ③‒12

　腎移植におけるドナーまたはレシピエント患者，悪性腫瘍などを理由に片腎を摘出した患者
の片腎は，両腎と比較して腎機能低下をきたすことからCIN発症のリスクファクターとして考
えられてきた．しかし，片腎そのものがCIN発症のリスクを増加させるか，を検討するために

エビデンスレベルⅣa 推奨グレード B
（Minds 2017）エビデンスの強さC 推奨の強さ　なし

966 ① ②

CAG結果

無症候性/安定狭⼼症 0 0
不安定狭⼼症 2 2

NSTEMI 4 4
STEMI 8 8

eGFR 
(ml/min/
1.73m2)

≧ 60 0 0
30-59 2 1
＜ 30 4 4

LVEF < 40% 2 2

DM
なし 0 0

ins不要 1 1
ins必要 2 2

Hb ＜ 11 g/dL 1 1
BS ≧ 150 mg/dL 1 1

⼼不全既往 1 1
年齢 ≧ 75歳 1 1 

②

造影剤使
⽤量
(ml)

< 100 0
100-199 1
200-299 2
≧ 300 4

出⾎※1 4
冠動脈 low flow 2

複雑な解剖学的構造※2 1

腎障害患者におけるヨード造影剤使⽤に関するガイドライン 2018

2004年 2021年



●私⾒
・AKI有病率 導出コホート 5.86 %、検証コホート 2.76 % であった

→年々PCI技術や内科/集中治療の精度が上がっている
本研究も開始から10年経ち、患者の病態が異なってきている

・Model 1/2ともにC統計量が導出コホートより検証コホートより⾼い
→⼀般的には検証コホートの⽅が低くなることが多い

PCI技術の進歩や患者背景が影響しているのか(⼤きな差はない)

・NCDRスコアを⽇本で検証した際、患者層が異なっていた
→⽇本で適切な検証が必要

・リスクスコアを⽤いて、重症度によって適切な予防・治療の研究を⾏うこと
が本来の⽬的

→今後の検証・研究を続けていくことが必要 60



＜AMACING trial＞ GFR 30〜59 mL/ min/1.73 m2

・⽣⾷投与 vs ⾮輸液群の間でCA-AKIの発症率に差がない
・有害事象 (⼼不全微増、⼊院コスト) のリスク

●予防投与に害もある

・予定の造影検査のみ
・ICU⼊室患者は除外されている
・Interventionではやや優位性もあり

低リスクを含めた全症例に介⼊する必要はない
→⾼リスクに限定すれば予防/治療に関して有意差出るかも 61

Lancet 2017; 389: 1312–22 



●私⾒ 〜ICUにおいて出来ること
・ICUに⼊室する造影剤使⽤患者
経動脈投与：PCI, CAS, IVR, PTA, TAVI など

(経静脈投与：造影CT, 造影MRI など)
・上記処置を⾏いICU⼊室する患者はCA-AKIリスク因⼦も持つことが多い
・造影剤以外にも腎機能への修飾因⼦が多い

発症リスクを念頭におき、より慎重な対応を⾏う
重症、⾼リスク患者に絞れば治療の有⽤性がでるのか検索していく
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