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腎疾患,ことに慢性腎不全に随伴する貧血は古くから

知られ,その成因については,腎臓の排壮観能と内分泌

機能の両面から研究され,部分的には解明されつつあ

る1)2)3). しかし,維持血酒透析により貧血が修飾され

ることも明らかになり4)5), この貧血の病態は極めて複

雑である.

本稿では,慢性腎不全に随伴する貧血の成因および治

療法について,著者自身の実験成績も含めて,論述す

る.

1.貧 血 の 性 状

腎疾患に随伴する貧血は血中尿素またはクレアチニン

濃度の上昇と共に進行し,腎機能では GFR が正常の

30%前後になると貧血が出現する.また,腎疾患の性質

そのものと貧血の度合には関連はないが,嚢胞腎の場合

には貧血の程度が弱いことは有名である6).,貧血は一般

に正色素性正球性貧血で, 時に Burrcellや Felmet

cellの出現をみることがある.網赤血球は正常かやや

多い.骨髄所見は正形成ないしは低形成性と様々で,赤

芽球系細胞がやや多い.しかし,頼粒球系や巨核球系は

一般には陣容されない.

2. 貧 血 の 成 因.

この貧血は排湛機能壱内分泌機能の両機能障害により

惹き起される二次性貧血である.現在までにその成田と

して報告されて-いる因子には, ① 腎からの Erytll叩･

poietin(以下 Epo.と略す)産生の比較的減少 6)7),

② -モグロビン合成と赤芽球系前駆細胞 (以下 CFU-

Eおよび BFU-Eと略す)に対する抑制因子8)8)9日 0),

③ 赤血球寿命の短縮,即ち溶血 11), ④ 維持血液透析

による失血,即ち鉄欠乏状態および葉酸の溶出12)など

がある･本稿ではこれらのうち① と② について概説す

る.

1) 腎不全における血中 Epo.について

腎性 Epo.の産生部位は invivoおよび inviiroの

成績により,腎の mesangealcellから直接産生される

ことが明らかになりつつある13)14)･ 慢性腎不全の赤血

球産生の障害において最も重要な因子は,腎の内分泌機

能の一つである Epo.の分泌障害である.慢性腎不全

患者の血中 Epo.を二種類の方法で測定した. まず,

多血マウスを用いた測定結果によると,.血中 Epo.活

性は全く証明＼しえなかった,この,ことは, Epo.が産生

されているが,その量が極めて少く,多血マウスによ

る測定方法での感度以下のため測定しえないか,また

は,赤血球産生の抑制因子の存在が示唆される.一方,

radioimmunoassayを用いる灘定結果に声るせ ,･全例

の Epo･が正常人 (即ち貧血のない場令)より高値で

あった15)∴しかし,この高値の血中 Epo.J濃度はl慢性

腎不全と同程度の貧血を示す鉄欠乏性貧血患者のそれよ

りも著しく低値である.

以上の結果よ叛, 慢性腎不全では強い hypox享a_に

反応L,障害きれた腎または腎外性.Epp._1号〉産生部位
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から Epo.が産生され, 赤血球造血を維持して いると

患われる.また,Epo.の多血マウスによる測定結果と

radioimmunoassayによる測定結果の矛盾は,慢性腎

不全患者では腎の排湛機能障害により,多くの toxins

が蓄積され,そのなかに赤血球造血を抑制する物質が存

在すること3)を強く示唆している･

2) 男性 (輩白同化)ホルモンによる赤血球

造血と腎外性 Epo.の産性について

慢性腎不全においては,血中 Epo.が存在し,弱いな

がらも赤血球造血は確実に営まれている･このことは,

腎性6)または腎外性 Epo.16)の産生が行われているこ

とを意味する.腎外性 Epo.産生部位の刺激により,

Epo.産生がさらに増加するか否かを検討することは,
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慢性腎不全に伴う貧血の治療に有用である.

ここでは蛋白同化ホルモンのinvivoおよびinvitro

における erythropoiesisについて述べる.

まず,invivoにおいて, 多血マウスに種々の量の

testosterone(以下Tと略す),5α-dihydrotestosterone

(以下5α-DHTと略す)および5β-dihydrotestosterone

(以下 5β-DHT と略す)を筋注し,invivoでの赤血

球造血を検討した (図1).その結果,5α-DHT の赤血

球造血作用が最も強く,5β-DHT には invivoの赤血

球造血作用はほとんどなく,Tは両者の中間であった.

この蛋白同化ホルモンや男性ホルモンの赤血球造血作用

については,主として Epo.産生を介して行われること

が明らかにされている.
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Fig.1｣ EHectsoftestosterone,5α一dihydrotestosteroneand5β-dihydrotestosteroneon

radioactiveironincorporationinredcellsofexhypoxicpolycythemicmice.

LinesatthetopofeachbarrepresentSEM.
(From Fisheretal:Bloodcells1:573.Springer-Verlag,1975)

この＼3種のホルモンの inviiroにおける赤血球造血

作用を赤芽球前駆細胞-の作用から検討した.､添加す

るホルモンの濃度が 10~9から 10~5 モル/mlの間で,

Epo.存在下における CFU-Eの colony形成増強作用

を調べた結果によると, 5β-DHT に最も強い作用を認

め,T にはわずかな作用をみ,･5α-DHT にはその作用

は全く存重しなかった (図2).BFU-E-の作用も同

様であるが,5α-DHT にもわずかに増強作用が認めら

れた18). この colonyおよび burst形成増強作用は,

赤芽球前駆細胞への直接作用により, Epo.の存在下に

おいて赤血球造血を強めるものと思われる.以上の様

に,蛋白同化ホルモンの invivoとinviiroにおける

赤血球造血作用には,Epo.を産生する作用と Epo∴の

作用を直接必要としないで,赤芽球前駆細胞に直接作用
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Fig.2. Effectsoftestosterone,5α-dihydrotes-

tosteroneand5β-dihydrotestosterone

onerythroidcolonyformation.
Verticallinesindicatemean±SEM of

control.

*:Significantlydifferentfrom control

(p<0.01).
Ⅰ:SEM.

(From Fisheretal.Invitroaspectof

erythropoieSis.Springer-Verlag.1978)

する2つの別々な機序が存在する.このことは蛋白同化

ホルモンの臨床的利用の選択において,興味深い点であ

る.

つぎに,蛋白同化ホルモンの腎外性 Epo.の産生につ

いて述べる.前述した如く,蛋白同化ホルモンの赤血球

造血への作用のうち,一部は Epo.の産生を刺激して造

血を増強する.蛋白同化ホルモンが無腎状態において,

Epo.を産生させうるか否かを検討するため, 両腎摘出

家兎を作製した. この無腎家兎に 25mg/kgの蛋白同

化ホルモンを筋注し,さらに hypoxiaを惹き起す目的

3

で,20ml/kgの溶血 (Hct.は20%前後になる)を行い,

4日間腹膜湾流を行ってから,肝,静,脳および筋を無

菌的に採取した.Gorqonらの方法 19)に準じて'1ight

mitochondrialfraction(LMF と略す)を抽出し,各

臓器の Epo.活性を多血マウスを用いて測定した･その

結果を表 1に示した.対照群では,肝にわずかな Epo･

活性を証明した.潟血を行った群では,肝と日射こEpo･

活性を認め, さらに蛋白同化ホルモンを投与した群で

は,肝にさらに強い Epo.活性を認めた･ このことは,

無腎動物においては,透析中であっても,腎外性 Epo･

は肝より産生されるが,強い hypoxiaをおこすと'そ

れに反応して,肝と牌より産生される･さらに,蛋白同

化ホルモンにより肝での Epo.産生が一層強められるこ

とを示唆している.最近では,腎外性 Epo.の産生場所

として,肝の RES系,即ち phagocyticmononuclear

cellが最も有力視されている､16)20)

以上より,蛋白同化ホルモン (男性ホルモン)は赤芽

球前駆細胞への直接作用,および無腎状態でもhypoxia

という条件下で腎外性 Epo.の産生増加を惹起し,この

2つの作用の協同により,慢性腎不全㌢こおける赤血球造

血を刺激することが期待出来る･

3) 慢性腎不全における赤血球造血抑制因子に

ついて

腎不全に随伴する貧血の成田の一部が赤血球造血の抑

制因子によることが報告されている1)8)10)･ 慢性腎不全

の血中 Epo.の頃で述べた様に,invivoにおいて尿毒

症血清のなかには赤血球造血を抑制する何んらかの因子

が存在することを示唆している･その存在を明らかに

するため,5/6腎摘出家兎を作製し,以下の実験を行っ

た.一万,Sham operationを行った家兎を対照とし

た.この5/6腎摘出家兎は術後35日目までに2群に分か

れた.即ち,術後血清尿素が急激に上昇し,そのまま持

続し,貧血の出現する A 群と,術後血清尿素が急速に

上昇し,漸次下降し,貧血が出現してくる B群から成

る.これらの2群について,血中 Epo.活性を多血マウ

スで測定 した.Salinecontrolおよび sham operation

家兎と比較すると,Aおよび B群の血清には共に Epo･

活性を認めない.しかし,A 群の骨髄車の CFU-E を

plasmaclot法で検討すると,sham controlと比較し

て,有意に Colony形成が増加していた･一方,B群で

紘,Colony形成が減少し,14および35日目の colony

形成は有意に減少を示した･この B群の colony形成

の減少が Epo.の産生減少のみに よるか否かを 明らか
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Table1 Erythropoiesis-stimulatingactivityofthelightmitochondrialfractions

from theliver,spleen,brainandmuscleofperitoneallydializedanephric

rabbi.tsfollowedbybleedingand/orandrogentreatment.港

inredbloodcells
(mean±SEM*)

Treatment
Bilateral

nephrectomy
Hypoxia

Control

Hypoxia

HypoxiaandAndrogen

Nl)Tmalrabbitserum,1ml.

子Saline,2ml.

Liver

Spleen

Liver

Spleen

Liver

Spleen

Brain

Muscle

SesameoilSesameoilSesameoil

Sesameoil

AndrogenTTAndrogenAndrogen

Androgen
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1.60±0.72(31)**

1.23±0.05(3)

2.51±0.56(5)

1.79±0.52(5)

3.77±1.08(5)

1.07±0.14(4)

ユ.14±0.18(3)

0.93±0.33(3)

1.20±0.30(4)

1.32±0.23(3)

♯:Equalvolume,oflightmitochondrialfractionandEDTA-waterdializednormal
rabbitserllm Wasincubatedfor60minitesat370C.

*:SEM;Standarderrorofmeans.

**( ): Numberofassayedmouse(Exhypoxicpolycythemic).

AndrogenTT: Totalamount,of'25mgofMethenolonee益antatewasgivenby3injections･

にするために,5/6腎摘出家兎血清を毎週無菌的に採取

し,正常家兎骨髄中の CFU-E および BFU-Eに及ぼ

す影響を検討した･ 各週の血清は Epo.の存在下にお

いて,CFU-E の colony形成を抑制した. しかし,

より幼君で, burstpromotingaetivityを必要とする

BFtトEからの buTStCOlony形成に対しては対照血清

と同様に影響を与えなかった. このことは BFU･Eに

は作用しないが,CFtトE･に直凄作用する物質が腎不全

家兎血清に存在することを示唆している.また,uremic

･toxinsと考え られている クレアチニン, グアニジンお

.よびその誘導体の CFV-Eへの効果をみると, いずれ

の物質も ●CFUrE の colony形成を抑制しなかった.

一方,額粒球 ･マクーPファージの前駆細胞である CFUJ

GM の cdony形成をあずかに減少させた ものの有意

な抑制効果を認めなかった.

以土の藤に･,実験動物では erythopoiesisを特異的に

･抑制する因子が存在するが,ヒトの慢性腎不全において

ち,血中 Epo.は正常人よりも高値であるにもかかわら

ず (同程度め貧血患者のそれよりも著 しく低い),貧血

の程度は著しく強い,この成因として,赤血球造血抑制

･因子の存在が報告されている.この抑制因子の有無を倹

討するため,慢性腎不全 (非血液透析例)の血清を用い

て,'CFU-E-の効果を検討したところ, 正常血清と
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Fig.3. Euectsonerythroidcolony-forming
cellswith undialized and dialized

serafrom 4anemicuremicpatients.

Hemodia′lysiswasperformed for

16weeks(3timesaweek).
Ⅰ:SEM.

比較して, より強い CFU-E の cdlony形成を抑制し

た8). また,同一患者において,血液透析導入前および

導入後16遇後における血清の CFU-E -の 効果を周 3

に示 した.4例中3例において, 血液透析後の血清が

･CFU-E の-Colony形成を抑制する効果の減弱が認めら

れた.つぎに,同一患者において,非血液透析血清およ
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NHS U川s UHS
-fPRE -posT

Fig.4. Erythroidcolony-1ormingunitswith
serum fractionsfrom anormalhuman

subjectandapatientbeforeandafter

16weeksofhemodialysis.

NHS:Serum fraction(<1000daltons)

irom anorm･al humansubject.

UHS-PRE:Serum fraction (<1000

daltons)from ananemicuremic

patientbeforehemodialysis.

UHS-POST:Semm fraction(<1000

daltons)from asameanemic

uremicpatientafter16weeks

hemodialysis(3timesperweek).
Ⅰ:SEM.

び血液透析後1'6週後の血清を inviiroで,AIMICON

膜を用いてと限外渡過を行い,1000･daltons以下の溶液

を得た.この源液の ･CFU-E -の効果についで,正常

人血清の溶液と比較すると,慢性腎不全患者血清の癒液

中には,CFU-E の Colony形成を抑制する物質が存在

し (図4), これは血液透析により透析されると思われ

局..ヒトにおいても invitroery_thopo主esisを抑制す

る因子が存在し,その一部は分子量が 1000daltons以

下の低分子の物質と患われる3)21).最近,非透析慢性

腎不全患者の血清中に蓄積する pDlyamineの一種の

spermine などが赤血球造血を抑制するとの報告がなさ

批 22)が, この物質と前述の抑制因子が同一か否かは

明らかでない.

以上述べたごとく,実験動物や▲ヒトの成績より,慢性

腎不全患者では血中に赤血球造血を抑制する物質があ

り,貧血の成因の一部に 関与しているが, この物質は

5

① -ム合成を抑制するもの, ② CFU-E の colony

形成を抑制するもの, ③ 分子量が 1000daltons以下

の分子量のもの,などが考えられる.これらの物質が全

て同一物質か否かについては現在では明らかでない.

3.慢性腎不全に随伴する貧血の治療

慢性腎不全に随伴する貧血の治療には腎移植および

Epo.の投与が最も効果的であることは疑 う予知はない.

特に Epo.の投与については,再生不良性貧血患者血清

を大量に投与すると網赤血球分利が起 り,貧血が改善

する ことからも明らかである28). しかし,純化された

Epo.を大量に入手することは困難であり, その使用は

まだ実験的段階である2の.一方, 蛋白同化 ホルモンお

よび男性ホルモンには腎および腎外性 Epo.の産生を刺

激する作用と赤芽球前駆細胞への直接作用があり,この

作用は慢性腎不全に随伴する貧血の改善に有効であると

思われる･そこで,維持血液透析患者に蛋白同化ホルモ

ン (methenoloneenantat9200mg を遇2回筋注)を

15遇にわたり使用し,使用前後における赤血球造血を-

モグロビン量,総赤血球量,網赤血球数,ferrokinetics

(PID T/2と % RCU)および血中 Epo.活性などを

検討した25'.その結果,使用後の魔赤血球量,-早/グロ

ビン量および網赤血球数は増加を示した.同時に血中

Epo.活性は 明らかに増加し, 土erro,kineticsの改善を

伴っていた.

蛋白同化ホルモンの副作用である肝障害や男性化など

ほ使用期間が短期間であったためか,わずかな症例に

認められたが,その使用を中止するほどには至らなかっ

た.

4. ま と め

腎疾患,特に慢性腎不全に随伴する貧血の成因につ

き,血中 Epo.,赤芽球系前駆細胞,赤血球造血抑制因

チ,男性 ･蛋白同化ホルモンの赤血球造血作用および腎

疾患に伴 う貧血の治療について概説し,以下の結論を得

た .

1. 慢性腎不全患者の血中 Epo.紘,正常健康人のそ

れよりも高いが,同程度の貧血のある他の疾患 者々のそ

れよりも極めて低い.

2. Znvivoおよび invitroの赤血球造血を抑制す

る物質がり慢性腎不全患者の血清にはいくつか存在する

が,その中乾は分子量が 1000dal紬ns以下のものが存

在する.

3. Zn,vivoおよび invitr,Oにおける男性 ･蛋白同
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化ホルモンの赤血球造血作用は,腎外性 Epo.の産生を

増強する･赤芽球前駆細胞にも直接作用する･慢性腎不

全患者に随伴する貧血の治療産は,男性 ･蛋白同化ホル

モンの使用が極めて有効である.

稿を終えるにあた り,講演の期会を与えて下さい

ました新潟医学会,ならびに御指導御校閲を賜りま

した故木下康民名誉教授ならびに荒川正昭教授に深

謝します.
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