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Urinary soluble CD163 level reflects glomerular 
inflammation in human lupus nephritis 

 

ヒトループス腎炎患者において、尿中可溶性 CD163 の値は 

糸球体での炎症を反映する 
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【緒言】 

腎炎や慢性腎臓病の発症とその進展に大きな役割を果たしているマクロファージに

は、急性期炎症を担う classically activated macrophage（M1）と炎症を鎮静化させ

組織修復を担う alternative activated macrophage(M2)が存在することが近年モデル

動物を用いた検討で明らかとなった。しかしながらヒトの腎疾患でマクロファージの

フェノタイプに注目して解析した報告は、現在までまだ少数である。また、CD163 は

M2 マーカーの一つであるが、可溶性 CD163（sCD163）はマクロファージの活動性

を反映し、様々な疾患の活動性マーカーとなりうることが報告されている。 

 ループス腎炎は SLE の主要な症候の一つであり、補体や抗 DNA 抗体といった全身

性の活動性マーカーは存在するものの、ループス腎炎の活動性に関しては既存のマー

カーでは不十分であり、診断と治療方針の決定には腎生検が基本的検査となっている。

腎生検は侵襲性の高い検査であり、出血傾向など施行困難な状況も有り得るため、非

侵襲的な診断法が求められている。ループス腎炎のマーカーに関しては多数の報告が

あり、既知のマーカーとして尿中 MCP-1 等が知られているが、まだ臨床的に有用と

は言えない状況である。 

 本研究では、主にループス腎炎を対象に、ヒト腎生検臨床検体を用い腎炎における

マクロファージのフェノタイプを組織学的に検討するとともに、sCD163 の腎炎マー

カーとしての有用性を検討した。 

 

【対象および方法】 

2008 年から 2012 年までに名古屋大学および関連施設にて腎生検を施行したループ

ス腎炎 74 症例を対象とし、血清、尿、腎生検検体を調べた。疾患コントロールとし

て、微小変化型ネフローゼ（MCNS）、膜性腎症（MN）、糖尿病性腎症（DMN）、IgA

腎症（IgAN）、ANCA 関連血管炎（AAV）の症例と正常人（normal）の検体を用意し

た。正常腎組織は癌で摘出された腎臓の正常部位を使用した。ループス腎炎の組織活

動性は International Society of Nephrology/Renal Pathology Society(ISN/RPS)の基

準によって classⅡから classⅤに分類した。また、以前の報告に基づいて、Biopsy 

active index(BAI)によるスコアリングを行った。腎組織は、マクローファージマーカ

ーとして CD68、M2 マーカーとして CD163 と CD204 を用いて免疫染色した。血漿・

尿中の sCD163 は ELISA 法で測定した。 

 

【結果】 

患者背景や臨床データを Table 1,2 に示す。抗ヒト CD163 抗体を用いて免疫染色を

行ったところ、糸球体内の陽性細胞は、正常または MCNS ではごく少量、IgAN や

MN では少量であり、DMN ではやや増加し、AAV では半月体に陽性細胞が多く見ら

れた（Figure 1A,C）。ループス腎炎患者では、活動性の高い classⅢ、Ⅳにおいて多

量に認められ（Figure 1B,C）、糸球体の CD163 陽性細胞数は BAI と強い相関が認め

られた(Figure 1D)。これらの結果から、糸球体への CD163 陽性細胞浸潤は活動性の
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高い腎炎、特にループス腎炎で強く認められ、腎炎の活動性を反映すると考えられた。 

 次に、CD163 陽性細胞がマクロファージであることを確認するため、マクロファー

ジのマーカーである CD68と M2マーカーの一つである CD204の免疫染色も行った。

CD163 と両者の染色結果は良く類似していた（Figure 2A,B）。また蛍光抗体法による

二重染色では CD163 と CD204 陽性細胞は多くが merge しており、ループス腎炎 class

Ⅳの検体では CD68 陽性細胞の 6 割強が CD163 陽性細胞であった（Figure 2C,D,E）。 

 各疾患において、尿中 sCD163 を ELISA 法で測定した。尿中の濃度は、尿量や蛋

白量など様々な要素で影響を受けるため、尿中 Cr、または尿中蛋白量のそれぞれで補

正を行った。尿中 sCD163 は各疾患の中でもループス腎炎患者、特に活動性の高い

classⅣの患者で有意に高く、尿中蛋白量で補正することで、ループス腎炎とその他の

疾患とでより有意に差が見られた（Figure 3A,B）。尿中 MCP-1 も同様に測定したと

ころ、ループス腎炎と他の疾患で比較し、特にループス腎炎で高値となるわけではな

く、腎障害が進行していることの多い AAV でより高値であった（Figure 3C,D）。こ

れらの結果から、尿中 sCD163 は、尿中 MCP-1 と比較し、ループス腎炎のマーカー

としてより有用であることが示された。血清中 sCD163 は、尿中 sCD163 と比較して

腎炎の重症度を反映しなかった（Figure 4）。 

 ループス腎炎において、尿中 sCD163 と組織学的重症度との相関を検討した。尿中

sCD163 は糸球体浸潤 CD163 陽性細胞数と有意に相関しており（r=0.580）、間質の

CD163 陽性細胞数とは相関が弱かった（r=0.370）（Figure 5A)。尿中 sCD163 と BAI

との相関は、尿中 MCP-1 と比べて良好であった（r=0.638 vs 0.592）（Figure 5B,C）。

ループス腎炎 classⅢ、Ⅳの検出を目的に ROC カーブを作成したところ、蛋白補正し

た尿中 sCD163 において AUC 0.894 と高い値が得られ、尿中 MCP-1 を上回る AUC

であった（Figure 5D）。尚、ステロイドが CD163 発現に関与することから、ステロ

イド投与と CD163 関連パラメーターとの相関を検討したが、ステロイド治療群、未

治療群で有意な差は無かった（Table 3）。これらの結果は、尿中 sCD163 は活動性の

ループス腎炎を反映する有用なバイオマーカーであることを示している。 

 

【考察】 

ヒト糸球体腎炎でのマクロファージのフェノタイプに注目した報告はごくわずか

であり、CD163 を中心に免疫組織学的評価と尿中 sCD163 の臨床的重要性とを合わせ

て検討した。 

 CD163 は一般的には M2 マーカーとして知られており、IL-6、IL-10、macrophage 

colony-stimulating factor(M-CSF)、グルココルチコイドなどで発現が誘導される。

上述の結果のように、CD163 陽性細胞は活動性の高いループス腎炎に多く認められた。

ヒトループス腎炎において、尿中 IL-6、IL-10、M-CSF が高値であるとの報告があり、

炎症による糸球体の微小環境が、浸潤したマクロファージの CD163 発現に寄与して

いるものと考えられる。 in vitro では、CD163 陽性細胞は IL-10 の産生など抗炎症

性作用を持つことが示されているが、in vivo での CD163 陽性細胞の役割はほとんど
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知られていない。今回の検討では CD163 陽性細胞の機能解析は行えていないが、将

来的には糸球体に浸潤した CD163 陽性細胞の更なる解析が期待される。 

 これまでに報告されているループス腎炎のバイオマーカーには、自己抗体、抗原、

サイトカイン、ケモカインなど多様なものがある。尿中 MCP-1 は最も有用とされる

バイオマーカーの一つであり、我々の検討結果でもループス腎炎の活動性と相関が見

られたが、AAV や DMN でも上昇が見られた。AAV や DMN では生検時にすでに腎機

能が低下していることが多いが、MCP-1 はマクロファージのみならず障害された尿細

管からも産生されるため、尿中 MCP-1 の値は腎機能からも影響を受けることが考え

られる。対照的に、CD163 はマクロファージに発現し、その他の細胞は発現しない。

それゆえ、尿中 sCD163 はマクロファージの浸潤による糸球体の状況をより正確に反

映し、尿中 MCP-1 と比較してより高い AUC の値が得られたものと考えられる。 

 今回の研究での制限として、腎病変が軽度である classⅡの症例が少なく、classⅡ

と classⅢ,Ⅳの違いを検討することはできなかった。バイオマーカーとしての有用性

を更に検討するために、より多くの症例での検討が望まれる。 

 

【結論】 

ループス腎炎において、糸球体に浸潤するマクロファージは CD163 陽性の M2 マ

クロファージが優位であり、尿中可溶性 CD163 は糸球体に浸潤するマクロファージ

を反映し、腎炎の重症度を推測するマーカーとなりうる。 
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