尿細管 障害 にお ける尿 蛋 白量 に対 する尿 62MGの 比率 の 検 討
医学情報 の 研究利用 に ついてのお願 い
腎臓病 は ′糸球体障害 と尿細管障害 に分かれ ます .尿 細管障害の場合 ′尿細管性蛋 白尿が全尿蛋白量
の どの程度 に相 当するのか は明確 にな つていません .そ して ′尿細管 と糸球体の両者が障害を受けてい
る可能性がある場合 に′尿蛋 白量が尿細管だけで説明できるのか ′あるいは糸球体障害も併存 するのか
を知 ることは′検査や治療 を進める上で重要です .尿 細管性尿蛋 自では ′ β2‑rnicroglobulin(62MG)や
al― mに roglobulin(alMG)が

知 られていますが ′尿細管障害単独である場合も これ らだけで尿蛋 白総量

を説明する ことがで きません ,お そら く尿細管1生 蛋 白にはこれ ら2種 類以外 にも存在することが影響 して
いる と思われます .そ こで実際の臨床で汎用 され る尿 β2MGが 尿細管性蛋 白尿の うちの どの くらいを占め
るのかを知 ることができれ ば ′診断 に′そ して治療 に役 に立つ と考え ま した

.

我 々はこれ まで に 「小児の尿 82MGの 基準値 (正 常値 )研 究」を行 しヽ
論文化 (1)し ていて実臨床で役立 っ
ています .し か し′これでは尿 62MGが 異常 に高いか どうか と尿細管障害があるか どうかはわか りますが、
糸球体 障害の存在の有無 については分か りません ,そ のため に今回の研究を計画することとな りま した

.

新たにデ ータを取 ることな く診療録か ら既存のデ ータを後 ろ向きに収集 し検 討 したい と考えま した ,過
去のデ ータをいただ くのはデ ン ト病 とル ープス腎炎の患者様 だけです .こ の研究の調査期間は2019年 3
月 までです

.

この研究 は ′過去の診療 記録を用 いて行われ ますので ′該当する方の現在 ・未来の診療内容 には全 く
影響を与えません じ′不利益を受けることもあ りません .角 翠析 にあたつては ′個人を直ち に特定できる
情報 とは切 り離 し無 関係な識別番号を付 した状態で収集 させていただき ′その保護 には十分配慮いた し
ます .学 会や論文な どによる結果発表 に際 しま しては ′個人 の特定が可能な情報 はすべ て削除され ます

.

ただ し′その後の調査のため に ′各施設内では症夕1対 応表 によ り識別番号 と個人情報が対応付 けされ る
場合があ りますが ′その場合 も各施設外 に個人1青 報が 出ることはあ りません

.

この研究 に関 してご不明な点がある場合 ′あるいはデ ータの利用 に同意されない場合 には ′以下にご
連絡 ください .な お ′本研究 はあいち小児保健 医療総合 セ ンターの倫理委員会の承認を得てお り′各施
設の施設長 (院 長 )の 承諾も得 てお ります .ま た ′この研究へ の参加をお断 りにな つた場合 にも ′1専 来 にわ
たつて診療 ・ 治療 において不利益をこうむ ることはあ りませんので ′ご安心 ください

.
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