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骨髄異型性症候群に糖尿病性腎症の合併が疑われた一例
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入院時身体所見：身長 153.0 cm，体重 85.6

はじめに

kg ( 通常より +15 kg)。血圧 140/78 mmHg，脈拍

今 回 我 々 は， 骨 髄 異 型 性 症 候 群（myelo-

80/ 分，整。全身皮膚に多毛傾向あり。胸部所見：

dysplastic syndrome，以下 MDS）にステロイド

呼吸音清，心音：整，第 3 肋間胸骨左縁に収縮

抵抗性のネフローゼ症候群を合併した症例を経

期雑音聴取 (Levine Ⅱ / Ⅵ )。腹部：膨満し波動

験した。その腎生検において，糸球体に mesan-

を触れる。肝脾腫なし。四肢所見：両下肢に浮

giolysis と結節性硬化病変を認め，糖尿病性腎

腫著明。神経学的所見：異常なし。
入 院 時 検 査 所 見（ 表 1，2）： 尿 検 査 で は，

症との鑑別に苦慮した。MDS に腎障害，特に
ネフローゼ症候群を合併した症例は稀であり，

潜 血（ ± ）， 蛋 白（3+），3.5g/day， 糖（3+），

貴重な症例と考え報告する。

NAG 12.6U/dl で， 多 彩 な 円 柱 を 認 め た。 血

症

算では，著明な汎血球減少があり，網状赤血

例

球は増 加して いた。 生化 学では，TP 5.2g/dl，

患

者：52 歳，女性

Albumin 3.1g/dl と低アルブミン血症を認め，ク

主

訴：両下腿の浮腫

レアチニン 3.97mg/dl，尿素窒素 67.1mg/dl，尿

現病歴：平成 13 年 10 月の会社の健診にて汎

酸 9.3mg/dl と腎機能障害が見られた。また，ス

血球減少，尿蛋白陽性を指摘されたが放置。3

テ ロ イ ド 使 用 中 で あ っ た が 血 糖 は 552mg/dl，

月ごろから下肢浮腫が出現したため近医を受

HbA1c 6.4％と血糖コントロールは不良であっ

診、ネフローゼ症候群と腎機能障害，汎血球減

た。 ま た，MDS の 評 価 の た め、 入 院 後 骨 髄

少を認めた。平成 14 年 6 月 14 日，精査加療の

穿 刺 を 行 っ た。3 系 統 全 て に 異 型 性 を 認 め、

ため前医に入院となった。この時点では，患者

MDS-RA と診断した。
画 像 所 見（ 図 1，2）： 胸 部 単 純 写 真 で は，

が腎生検を拒否し，ネフローゼ症候群に対して
は，ステロイドホルモン療法が開始された。し

両側胸水と軽度心胸比の拡大が認められた。

かし，全身浮腫が増悪し，血糖コントロールが

腹部超音波および CTscan では，著明な腹水

不良となったため，同年 9 月 4 日，当科へ転院

がみられたが，腎の萎縮はなかった。

となった。

臨床経過（図 3）

既往歴：第 2 子妊娠時に妊娠中毒症。その他，
会社健診で糖尿病を指摘されたことはない。

MDS の治療は前医より蛋白同化ホルモン薬

家族歴：母親，胃癌で死亡。妹，甲状腺機能

である metenolone 30mg/day による治療が開始

亢進症。
聖マリアンナ医科大学

されており，当科でも継続した。浮腫に対し
腎臓･高血圧内科

key Word：糖尿病性腎症，骨髄異型性症候群，膜性増殖性糸
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表1

入院時検査Ⅰ

＜尿検査＞

＜血算＞

蛋白

2.2 g/day

糖
RBC

Neut(Seg) 88.0

8-10/hpf

WBC

1-2/ 数視野

脂肪円柱
腎尿細管上皮

1-2/ 数視野
1-2/ hpf

NAG
α 1MG

5.0%

Mono
RBC

4.0%
145 × 104/ μ l

Hb
Hct

12.6 U/l
25.1 mg/l

Bence Jones 蛋白
M 蛋白 ( 電気泳動 )

%

Lymph

3-5/hpf

顆粒円注

1900/ μ l

WBC

3＋

Plt
Reticulo

5.3g/dl
16.0%
3.2 × 104/ μ l
30.9‰

（−）
（−）

表2

入院時検査Ⅱ

＜生化学検査＞

＜免疫血清学＞

TP
Alb

4.8
3.1

g/dl
g/dl

HBs-Ag
HCV-Ab Ⅱ

（−）
（＋）

GOT
LDH

17
466

IU/l
IU/l

HCV-RNA 定性
ANA
＜ 40

（−）
倍

Cr
UN

3.97
67.1

mg/dl
mg/dl

CH50
IgG

32.9
426

U/ml
mg/dl
mg/dl

UA

9.6

mg/dl

IgA

86

Na

135

mEq/l

IgM

87

K

6.0

mEq/l

M 蛋白（電気泳動）

TC

268

mg/dl

TG
PG

387
552

mg/dl
mg/dl

HbA1C
6.4
クリオグロブリン

mg/dl
（−）

＜骨髄検査＞
3 系統の形態異常を認める
有核細胞数
巨核細胞

%
（−）

9.7 104/ μ l
30
/μl

ては，ステロイド開始時にやや軽快したが，増

膜性腎症，膜性増殖性糸球体腎炎などの原発性

量後に悪化しており，当科入院後はステロイ

糸球体疾患のほか，
糖尿病性腎症 , アミロイドー

ドを漸減した。また，安静，減塩，利尿薬やア

シスなどの二次性疾患が考えられた。
そのため，

ルブミン製剤投与などの保存的治療にあまり反

赤血球や血小板の輸血を行い，全身状態やデー

応なく，計 5 回の HD と ECUM による除水を行

タの改善を確認後，腎障害の確定診断のため，

なった，その結果，浮腫，腹水は軽減し歩行や

10 月 1 日に経皮的腎生検を施行した。

腹臥位が可能となった。前医入院時，200 /110

腎生検所見

mmHg と著明な高血圧を認めたため，niphedipine 40mg/day にて治療が開始され，当科入院後

光顕上，糸球体は 15 個で，3 個が全糸球体硬

は，130 〜 140 /80 〜 90 mmHg 台にコントロー

化であった。PAS 強拡大像（図 2）：分葉状の

ルされていた。腎保護，および蛋白尿の軽減を

増殖性変化がみられ，一部に結節性の硬化病変

期待し，losartan 12.5mg を追加投与した。

を認めた。同部位の Masson 染色（図 3）で

腎障害の原因としては，巣状糸球体硬化症，

は結節性病変の部位は，Masson 陽性であった。
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PAM 染色強拡大（図 4）：一部にメサンギウム
融解像と思われる部分が見られ，浸出性病変や
基底膜の二重化が認められた。
電顕所見：弱拡大では，基底膜の肥厚と，メ
サンギウム細胞の間入像，上皮下の deposit を
認めた。メサンギウム間入像を示した部位の強
拡大では，
内皮下に細線維様構造物が見られた。
蛍光抗体法：IgG,IgM,IgA,C1q,C3d,fibrinogen/
fibrin は特異的陽性所見はなかった。Congo-red
および DFS 染色：特異的陽性所見はなかった。

PAS 強拡大像（図 2）

臨床経過（図 3）

Masson 染色（図 3）

画像所見（図 1，2）

PAM 染色強拡大（図 4）

考

察

腎組織像からは，膜性増殖性腎炎（MPGN）
様の所見であったが，一部に糖尿病性腎症の所
見を合併していた。本症例を糖尿病性腎症とし
て支持する所見は①糖尿病性網膜症が見られる
こと，②結節性病変が見られること，③浸出性
病変が見られること，④メサンギウム領域の拡
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大，⑤電顕上の基底膜の肥厚がみられること，

討

があげられる。

論

遠藤 どうもありがとうございます。

これに対し，①増殖性病変があること②上皮
下の沈着物が見られること，③メサンギウム間

この症例に関して，臨床サイドから何かご質

入像が見られること，④線維様構造物が見られ

問，ご意見，どうぞ。

ることは，糖尿病性腎症だけでは説明がつかな

田村

い所見だと考えられた。腎組織所見からの鑑別

私たちと同じような糖尿病性腎症だったという

疾患としては，糖尿病性腎症のほか，膜性増殖

ことなのですけれども，先生ご存じだと思いま

性糸球体腎炎，膜性腎症，アミロイドーシス，

すが，糖尿病性腎症だと，糸球体の病変以外に，

immunotactoid-glomeluropathy な ど を 考 え た が，

けっこう血管病変で動脈硬化所見とかがあると

いずれも確定診断には至らなかった。以上か

思うのですけれども，それに細動脈レベルの硝

ら，臨床的には糖尿病性腎症が最も考えられた

子硬化とかはいかがだったのでしょうか。

が，何らかの合併による腎所見の修飾が示唆さ

永田 病理の先生に見ていただきましたが，腎

れた。

生検の細動脈の硬化のほうは，中等度から軽度

横浜市大第二内科の田村でございます。

MDS と腎障害（ネフローゼ症候群）との関

ということでした。糖尿病性腎症を通して考え

連については，われわれが検索した限りでは，

まして，全身の合併症の精査を行ったところ，

2例

1），2）

の報告があった。これらは，いづれも

頸動脈のエコーのほうと，あと，指尖容積脈波

MDS-RA のものではなく，その関連について明

を行ったのですけれども，動脈硬化性変化は見

らかになっていない。今後，さらに多施設での

当たらず，特に異常を推察する所見はありませ

症例を集めて検討する必要があると考える。

んでした。

結

田村 ありがとうございました。

語

遠藤 ほかにございませんか。先生，この方の

本症例の腎生検の所見は結節性病変を伴う

体重のヒストリーというのはわかりますか。

MPGN 様所見であった。臨床経過などを含め

永田 一応，スライドでも示させていただいた

て，臨床的には糖尿病性腎症が主体と考えられ

のですけれども。

たが，MDS などの合併による影響が否定でき

遠藤 そうではなくて，この病気になるまでの

なかった。
1)American J. Hematol 60:200-204,1999

体重は。

2)Nephron 62:231-232,1992

て，健常時で確か 70 ㎏とか，それぐらいはあっ

永田 もともとそんなに痩せている方ではなく
たと思います。
遠藤 身長は。
永田 155 ㎝ぐらいです。
遠藤

若いころに 70 ㎏ぐらいの体重があった

ということですね。
永田 ええ。
遠藤 ほかに何かございませんか。
一応，病理の先生にコメントをいただいてか
ら，ディスカッションということで，では，す
みませんがよろしくお願いいたします。
重松
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組合わせはけっこう報告されているのですけれ

【スライド 02，15】ここは，全節性硬化と，代

ど も，myeloproliferative disorder と 腎 病 変 と の

償性に肥大してきた尿細管ですね。かなり上皮

組合わせは，意外と少ないのですね。私自身も，

が機能亢進の像を示しています。ここらへんの

もう何年もやっていますけれども，myelopro-

病変も癒着があったり，少し炎症的な変化が糖

liferative disorder syndrome と腎病変の組合わせ

尿病性変化の上にかかっているような気がいた

では，amyloidosis が合併したという症例を経験

します。

しているだけで，今回こういうふうなおもしろ

【スライド 05，06】糖尿病でも，結節性硬化の

い症例は初めてです。

ところに細胞が増えてくることがあることは，

そういうことで，この病変が糖尿病ともう 1

飯高先生もおっしゃっているわけですけれど

つ別の病変，それが MDS と関係があるかどう

も，ただ，aneurysmatic になることの多いこの

かはともかくとして，そういうものがあるのか

係蹄壁に，細胞が interposition みたいなかたち

どうかが話題になると思います。

で増えているのですね。どうもこれは糖尿病だ

【スライド 10，15】弱拡大で見ても，糖尿病的

けで済ませられないというところがあると思い

な結節性硬化のある糸球体と，全節性硬化に

ます。

なったもの，そして，間質に帯状に萎縮層があ

【スライド 05，06】こういうときに，やはり

りますから，かなり慢性の病変で進行している

PAM 染色が役に立ちます。意外と mesangium

というのがわかります。少し尿細管なんかは，

の matrix 自体は増えていないのですね。それで，

代償性肥大を起こしていると見てもいいような

double contour であるとか，それから，基底膜

変化です。

のちょっとした肥厚，それから，splitting ですね。

【スライド 12】ここに 2 つの糸球体があります

あまり matrix 自体はそれほど強い増加はないと

が，糖尿病性腎症の結節性硬化病変プラス，や

いうところです。

はりかなり強い増殖性の変化がそれに加わって

【スライド 08】これは，先ほど演者が出しまし

いるわけですね。だから，1 つの腎症でこの組

たけれども，強い浸み込み病変。これは，第１

織像を言ってしまうというのは，少し怖いよう

例でもあった変化ですけれども，MPGN でもよ

な感じがします。

く出てくる変化です。

【スライド 13，11】これは，典型的な糖尿病性

【スライド 05】これはむしろ collapse が少し加

腎症の結節性硬化で，結節の中に小さな血管が

味していますけれども，二重膜状構造がかな

できていますけれども，ほかのところは案外け

りはっきりしています。このへんは少し lobular

ろっとしていますね。軽い増殖がある程度です。

の状態になっています。だから，どうも純粋な

【スライド 08，13】ここでは，foam cell なんか

糖尿病性の変化とはしきれないというところで

が入っていますから，これは高脂血症を起こし

す。でも，光顕レベルではなかなかこれ以上の

ているか，ネフローゼを起こしているような症

ことは詰められません。

例にコンパティブルな糸球体病変。どちらかと

【スライド 14】そこで，IF は演者はあまりお出

いうと，糖尿病性の病変が強いと思います。血

しになっていなくて，非特異だとおっしゃって

管には，内膜の肥厚です。これも糖尿病的なも

いるのですけれども，これは C3d のところを，

のだろうと思います。

送られてきた写真を複写させてもらったのです

【スライド 09】この硬化の型，これも糖尿病で

けれども，これで見ると，僕はけっこう優位の

もいいだろうと思いますね。foam cell もありま

deposition をしているのだろうと思います。こ

す。血管病変は，糖尿病にしては少し軽いぐら

れはパラフィンでやられたのかどうかわかりま

いの変化だろうと思います。

せんけれども，それから，ボウマン嚢も染まっ
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ているし，TBM も染まっている。MPGN とし

見ていいのではないかいう意見です。MDS と

てあまりおかしくない沈着パターンであると思

の関係については，ちょっとわかりません。

います。

遠藤 どうもありがとうございました。山口先

【スライド 16】これは，IgA ですね。これは糖

生，お願いします。

尿病の影響があるかもしれません。linear になっ

山口 ここの症例では，重松先生と僕も意見が

ていますから。ちょっと戻してください。しか

変わるのではないかなと思っていたのですが，

し，C3d のほうは，やはりこれは非特異的につ

どうも似たような。糖尿病と MPGN が合併す

いたというよりも，かなりつぶつぶ状になって

るというのは，ほとんど私も経験ないので，本

いますから，これは有意の染色性を示している

当にそういうふうに断定的に言っていいのかど

のではないかと読みました。

うか難しいだろうと思うのですが，やはり基本

【スライド 03】それから，今度，電顕にいきま

的には，確かに mesangial nodule がある程度で

すけれども，電顕でやはり演者が示されたよう

きあがってきていますし，あとで電顕で見たと

に，これは内皮下の deposit ですね。ここが血

おり，やはり GBM の肥厚というのは homoge-

管の内腔になるのでしょうか。interposition の

neous で，やはり糖尿病を示唆していますので，

あるところに deposition。これは内皮下 deposit。

ベースに糖尿病性のものがあるだろうというこ

これは，間入してきた mesangium 領域の deposit

とは考えられます。その上に，
MPGN というか，

ということになるでしょうか。

腎炎的なものがどのぐらい乗っているのかとい

【スライド 01】それから，ここに上皮下の depo-

う判断が，この症例は非常に難しいように思い

sition ですね。ここでは trans membranous までは

ます。

いかないけれども，ここでは trans membranous

【スライド】だいぶつぶれてきて，細動脈の硝

deposit になっています。ここにも上皮下の de-

子化が，非常にこういう全層性に起きてきてい

posit がありますね。MPGN でも，むしろⅢ型

るわけで，やはり，軽度というよりは，中等度

に近いような病変が認められます。mesangium

に近いぐらいの，それから，普通は afference が

の増殖も，MPGN として十分だろうと思いま

多いのですが，ずっとこういう細血管の order

す。

まで，これはちょっと細動脈かどうかわかりま

【スライド 04】これは，paramesangium の deposit

せんけれども，硝子化がきているということだ

ですね。そのほかに，第何例目かで問題にな

ろうと思います。

りましたけれども，不定形の deposition ですね。

【スライド】やはりこういうきれいな mesangial

これは，細胞由来だろうと思いますけれども，

nodule ができているので，これはやはり糖尿病

こちらのほうは，やはり意味のある deposition

性のものが，light chain とか特殊なもの以外で

だろうと思います。

したら，まず糖尿病を考えなくてはいけないだ

【スライド 07】これなんかは，細胞由来の depo-

ろうと思います。

sition ですね。細胞が壊れると，この沈着物は

【スライド】それでは，腎炎的なものがどのぐ

細胞膜からできてきますから，まず，二重膜性

らいからんでいるかということで，先ほど重松

の膜様構造ができますね。それから，オルガネ

先生も言っていらっしゃいます。こういう end

ラなんかがいっしょに出てきて，まわりに散っ

capillary にも少しあり，あるいは，mesangium

ていくわけですね。だから，いろいろなかたち

の領域にも，わずかですけれども，場所によっ

の deposition が出てまいります。

て浸潤細胞が少しずつトラープされているとい

【スライド】ということで，私の意見は，これ

うことで，通常の糖尿病性にしてはこういうと

は糖尿病性腎症プラス MPGN Ⅲ型の合併症と

ころが，浸潤細胞がだいぶからんでいるという
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ことは，間違いないだろうと思います。

といいますか，小結節状に非常に拡大してい

【スライド】細動脈の硝子化が比較的全層性に

きますので，MPGN がいっしょにからんでい

ありますので，糖尿病による細動脈硬化症とい

るということになりますと，どっちがどっち

うことが言えるのだろうと思います。efference

なのかという問題になりますけれども，やは

のほうはちょっとはっきりしないですが，フィ

り matrix の増加も非常に顕著であると。それか

ブリンキャップ様の病変ということになりま

ら，ところどころこういうような intramembra-

す。

nous deposit があって，hump があって，それか

【スライド】それで，同じようなところですけ

ら，mesangial interposition が，通常の糖尿病で

れども，やはりこういうように end capillary 的

も内皮障害というのはいろいろなかたちで出て

なものが，少し代償，こういう uncellular のと

きますので，一概に言えないのですが，やはり

ころもありますけれども，それから，double

mesangial interposition というかたちのものが明

contour は場所によってはこのぐらいのものが

らかにあるということで，MPGN 様のものが糖

あるのですが，糖尿病でも double contour とい

尿病性のものにオーバーラップしているという

うのは出てくるので，どちらが主体なのかとい

ことが，可能性としてはあるのではないかと思

うのは非常に難しいわけです。炎症性のものが

います。

からんでいることは間違いなさそうだというこ

【スライド】これは，giant platelet ですね。MDS

とですね。

の巨大血小板が出るわけですけれども，おそら

【スライド】似たような，mesangiolysis を起こ

くそれではないかなと思って見ているのが，た

せば，ある程度，浸潤してきますので，こう

またま血管の中にあったので，先生，これはど

いうところは少し sclerotic になってきてしまい

うでしょうか。giant platelet でいいのかなとい

ますので，こういう double contour といっても，

う。ただ，こういったものがあるからといっ

どちらが主体なのかというのは，なかなか難し

て，内皮障害とか，MDS にからんでそういう

いように思います。

ものを起こしてくるという。私も文献を拾った

【スライド】実は，この人は，こういうように

のですが，あまりはっきりした腎障害と MDS

ところどころに hump が多発しているのです

のからんでいる文献はないので，このへんは

ね。重松先生のスライドにも 1 カ所か 2 カ所あっ

mesangial interposition でいいのかなということ

たように思います。ちょっとわかりづらいので

で，やはり糖尿病だけでは全部説明できないと

すが，大きな hump ができています。end capil-

いうことで，腎炎的なものがそこに乗ってきて

lary に少しあって，hump が形成されていると

いるということでいいと思います。以上です。

いうことで，何かやはり腎炎的なからんでいる

遠藤 どうもありがとうございます。この症例

のだろうということです。

に関して，総合的にいかがですか。吉村先生。

【スライド】電顕的に，先ほど重松先生は trans-

吉村 昭和大学の吉村です。病理の先生にお聞

mural と 言 っ た の で す け れ ど も， 僕 は こ れ は

きしたいのですけれども，光顕で結節状に見え

hump のほうがいいのではないかと見ています。

るところは，電顕ではどういうように見えるの

hump というふうにとっておいたほうが，光顕

でしょうか。

に合わせてということもあるのですけれども。

重松

それから，GBM はやはり，通常にしたらず

結節病変も，Masson 染色で真っ青に染

まるような完成した結節の基質は基質主体の拡

いぶん厚いということで，これは間違いなく

大です。

糖尿病がベースにある。それから，mesangial

吉村 では，糖尿病性腎症の結節であることは

matrix も，糖尿病のときには，比較的，結節状

間違いないですね。どうも光顕を見ていると，
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思います。

る組織なのですけれども。

吉村 ああいうのはタンニン酸染色する価値は

重松

ないでしょうか。

きょうの症例は特に基質に加えて細胞の

増殖があるから難しいですよね。本当にピュア

重松 僕はあまりタンニン酸染色は経験ありま

な結節になってしまうと，これまたいくつか鑑

せん。山中先生がおられたら，よかったと思う

別診断をしなければいけないですけれども，結

のですけれどもね。

節性病変だけで，これは糖尿病の結節かどうか

吉村 このような症例を山中先生に見ていただ

というのは，これは病理でもできないです。や

くと，必ずタンニン酸染色を行うことを勧めら

はりまわりの浸み込み病変であるとか，そうい

れるように思い，うちはよくやるのですけれど

うものを付加して，あるいは，foam cell がどれ

も。

ぐらい出ているとか，そういうものを見てやっ

遠藤 よろしいですか。ほかに。

ていきます。結節だけでどっちだというのは，

田村 治療についておうかがいしたいのですけ

なかなか難しいと思います。

れども，この症例のように，腎機能障害を伴う

吉村

臨床の先生が，繊維成分がたまるような

ネフローゼ症候群を呈して，病理では糖尿病性

病気をいくつか挙げられたのですけれども，そ

腎症と何らかの腎炎を合併しているといったよ

ういう可能性は考えられないのでしょうか。

うな場合に，たとえば，副腎皮質ステロイドを

重松

使うと。この症例では副腎皮質ステロイドが効

演者がお出しになった fibril ですね。僕

は，あれはメサンギウム fibril だと思います。

かなくて，最後は先生，触れられませんでした

吉村

けれども，ロサルタン ARB を使われてよくなっ

たとえば，前回か前々回うちで出した，

コラーゲンが沈着するような糸球体病変でこう

た，かなり尿蛋白が減っていましたよね。と

いうことは起こらないでしょうか。病理の先生

いうことで，糖尿病性腎症と何らかの腎炎を合

ではなくて，臨床の先生が示された糸球体です

併しているような場合に，副腎皮質ステロイド

ね。基底膜が濃くて，中が淡く染色するような，

を使うとやはり副作用がけっこう心配だと思う

非常にそういうものを疑わせる組織像ではない

のですけれども，そういった場合に，最初から

かなと思ったのですけれども。

ARB を積極的に使っていくというようなこと

重松

は考えられるのかどうかということを，よろし

たとえば，コラーゲンが糸球体の中，

mesangium に出るとすると，type が違っている

かったら木村先生，お願いします。

Ⅲ型とかⅠ型ですね。そういうのはもう容易に

木村 この患者さんは，ステロイドは 5mg 使っ

わかるのですけれども，Ⅳ型のコラーゲンが増

ているのですね。続けているのです。これは，

えているというのは非常に難しいし，それから，

MDS に対して血液の先生からのサジェスチョ

immunotactoid と か cryoglobulinemia の 際 の 特 殊

ンで使っているのですけれども。結局，こう

なファイバーが集団であれば，これは細胞膜の

いう糖尿病性腎症ということであれば，やはり

大きさ，だいたい 10nm を基準にして計ってみ

ステロイドを積極的に使うというのは，もちろ

ますけれども，それで鑑別することができる場

んできませんので，何とか尿蛋白減らしたいと

合もありますけれども。そのサイズもそんなに

いうことで，クレアチニンが少し高いですけれ

教科書に書いてあるように，全部整ってあるわ

ども，ARB を使って減って。ただ，それもや

けではなくて，すごく幅があるわけですから，

みくもに使ったらいいかというのがまた問題だ

山の頂上がどこらへんに分布するかということ

と思うのですけれども，注意して使って，血清

がわかる程度で，
数本のファイバーを出されて，

クレアチニンが上昇してこなければ，ある程度

これはどうだといわれても，なかなか難しいと

使って，尿蛋白減ってくるという効果が見られ
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れば非常にいいのではないかということで使っ

れられるかどうかというのはなかなか難しいよ

て，この患者さんはうまくいっているというこ

うに思いますけれども。

とです。ですから，必ずいつも ARB を使えば

木村 ありがとうございます。

いいというふうにはちょっと言えないと思うの

遠藤 ほかにございますか。どうぞ。

ですけれども。

長濱 横浜市大病理の長濱と申します。山口先

田村

ありがとうございました。

生におうかがいしたいのですが，最後，巨大血

木村

病理の山口先生におうかがいしたいので

小板様の構造を出されていましたけれども，あ

すが，hump ですね。先生は hump とおっしゃい

の糸球体の浸潤している細胞が displastic な細

ましたけれども，hump というと，私たちはす

胞という可能性を先生は考えて提示されたのか

ぐ post infectious ということで考えてしまうの

どうか。というのは，mesangium 細胞がボウマ

ですけれども，患者さんは，臨床的にもどうも

ンの由来であるという報告もあることですし，

あまりそうでもなさそうですし，おそらく先生

もしそれが証明されれば，MDS が直接こういっ

も hump とおっしゃったときに，post infectious

た変化を起こしたという証明になるのではない

glomeluronephritis というようなことは考えてい

かと思うのですけれども，先生のご意見をお願

らっしゃらないと思うのですが，この hump と

いします。

腎病変というのは，どういうふうに考えたらよ

山口

ろしいのでしょうか。ちょっと教えていただき

いように思いますし，血液内科があるところ

たいのです。

ですと，しょっちゅうそういう症例に出会う

山口

電顕的には，あれはよく起こる場所なの

のですが，腎症でこういうタイプのものを伴っ

ですね。ちょうど谷間といいますか，ＧＢＭが

てくるという経験がほとんど僕自身はないです

paramesangium のところにちょっと谷間になる

し，ちょっと文献検索しても，そういったもの

のですが，あそこはよく hump というのはでき

が引っかかってこないのですよね。だから，長

やすいのですよね。それから，この hump の右

濱君が言うように，何か mesangial cell が，骨髄

ですが，そのほかに intramembranous な deposit，

細胞が何らかのかたちで，ターンオーバーとか

あるいは，少し mesangium の deposit があります

何かに関与していることは間違いないわけで，

ので，それから，光顕でも giant hump 様に PAM

我々も非常に，骨髄が変化したときに，stem

で見えていますから，post infectious よりは，や

cell の order で，MDS も stem cell disorder と い わ

はり MPGN 的な腎炎の合併ということで，いっ

れていますから。ただ，おそらくいろいろな

しょに hump がついてきているということでい

種類の stem cell があって，糸球体に入ってくる

いのではないかなと，私は考えています。

stem cell というのは，やはりある程度何か違っ

木村

たものかもしれないわけで，直接そういうもの

そ う す る と， こ れ は 重 松 先 生 の お っ

MDS の症例というのは最近ずいぶん多

しゃった type Ⅲにコンパティブルな。

が，MDS があるからといって腎症を起こして

山口

くるということにはならないだろうと考えたほ

transmural と考えればそうなのですが，

僕は hump としていますから，Ⅰ型のほうがい

うがいいのではないでしょうか。

いとは思いますけれども。確かに，MPGN で古

長濱 どうもありがとうございました。

くなると，ああいう fibrous な，少し mesangial

遠藤

nodule ができてくるということもありますの

どうもありがとうございます。

で，全体の病変を，MPGN のＭの膜のほうの変
化といいますか，depositC3 と Ig Ｇがちょっと
ついていますので，やはり既存の MPGN に入

64

よろしいですか。ほかにございますか。

第 39 回神奈川腎炎研究会

重松先生 ̲01

重松先生 ̲06

重松先生 ̲11

重松先生 ̲02

重松先生 ̲07

重松先生 ̲12

重松先生 ̲03

重松先生 ̲08

重松 ̲13

重松先生 ̲04

重松先生 ̲09

重松先生 ̲14

重松先生 ̲05

重松先生 ̲10

重松先生 ̲15

65

腎炎症例研究

20 巻

2004 年

重松先生 ̲16

山口先生 ̲05

山口先生 ̲01

山口先生 ̲06

山口先生 ̲02

山口先生 ̲07

山口先生 ̲03

山口先生 ̲08

山口先生 ̲04

山口先生 ̲09

66

山口先生 ̲10

