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ある種の慢性糸球体腎炎に急性糸球体腎炎を合併した一例
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体温 36.8℃

結膜に貧血・黄疸なし

部異常所見なし

四肢に浮腫を認めない

胸腹

今回われわれは、長期にわたり持続する血尿

入 院 時 検 査 所 見：（ 表 1） TP 6.1g/dl Alb

と蛋白尿を認めた症例に対し腎生検を行ったと

3.1g/dl と軽度の低蛋白血症を認めた。血清学的

ころ半月体形成や浸出性病変など急性糸球体腎

検査では IgA は 335mg/dl と正常範囲内であり、

炎様の所見を呈した症例を経験したので報告す

また、補体も正常範囲で、CRP も陰性であった。

る。

尿所見では、
蛋白は定性で（++）
、
定量では 1.27g

症
症

／ day であった。尿糖は陰性で、
尿潜血は
（+++）

例

であった。

例：41 歳女性

腎生検：超音波ガイド下で経皮的に腎生検を

現病歴：
（図 1）血尿の発症時期は不明であ

行った。24 個の糸球体が得られ、そのうち 2 個

るが、幼少時より検診で常に指摘されていた。

が硝子化しており、6 個が癒着を形成し、半月

平成 7 年、第一子を出産した。その妊娠経過中

体様の形態をとっていた。

にも血尿を認めていたが、蛋白尿や高血圧は認

光顕像で、低倍率像では一部間質への細胞浸

めていなかった。平成 8 年 6 月、倦怠感を主訴

潤と線維化を認めた（図 2）。高倍率像ではメ

に当院を初診。その際の血圧は正常であったが

サンギウム基質の増加が見られ炎症性細胞の浸

尿蛋白、尿潜血がそれぞれ（+++）であった。

潤や部分的な癒着を認めた（図 3）。別の糸球

腎生検を勧めたが育児の多忙を理由に拒否され

体では、癒着と共に細胞性半月体を認め同部位

た。以降通院を中断していた。

への好中球の浸潤もみとめた（図 4）。基底膜

その後、平成 10 年、12 年に第二子、第三子

の肥厚やスパイクは認なかったが基底膜とボー

を出産している。

マン嚢との癒着および糸球体上皮細胞の反応性

平成 15 年 2 月 6 日、発熱、咽頭痛、耳下腺腫

増殖がみられた。そして、一部の間質では炎症

脹を主訴に来院した。その際にも蛋白尿を認め

性細胞の浸潤を認め、その中に形質細胞を多数

ていた。抗生物質、非ステロイド抗炎症薬の投

認めた（図 5）
。

与にて速やかに炎症症状は軽快したが、蛋白尿

蛍光抗体法では、C3c が細顆粒状に基底膜上

は不変にて同月 19 日、腎生検目的で入院した。

に沈着していた（図 6）
。Properdin も C3c より

家族歴：特記すべき事項なし

弱いながらも同様の結果を示した。しかし、他

入院時身体所見：身長 167.1 cm
増減なし

血 圧 180/95mmHg

の免疫グロブリンは陰性だった（図 7）
。

体重 82.7kg

脈 拍 96 回 ／ 分

電 顕 像 で は hump と 基 底 膜 内 の deposit を 認
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め、内皮細胞の腫大も認めた（図 8）
。一方、

月体や滲出性病変や hump の存在からは、低補

メサンギウム内には小さな less dense な deposit

体血症は認めなかったものの、今回新たに生じ

を認めた（図 9）。以上の所見より、なんらか

た急性糸球体腎炎の存在が示唆された。従来の

の慢性糸球体腎炎に急性糸球体腎炎を合併した

報告 1) 2) を見ると IgA 腎症の症例で経過中に急

ものと考えた。

性糸球体腎炎を発症した際には一時的に IgA 腎

腎生検後の経過：入院時、補体の低下を認め

症の所見が消失することが確認され、慢性糸球

なかったもののその後の外来受診時に血清ク

体腎炎に急性糸球体腎炎を合併すると慢性糸球

レアチニンが上昇しており、組織像で細胞性

体腎炎の像はかなり修飾されるものと考えられ

半月体を認めたことから、無治療で経過観察す

た。今回われわれが経験した症例では、１回の

るに忍び難く、短期間の投与予定で 3 月 13 日よ

腎生検のみであり本来の慢性糸球体腎炎の存在

りプレドニゾロン 40mg の投与を開始した（図

および、その組織型を明らかにすることは出来

10）
。その後、患者希望で転医し、プレドニゾ

なかったが、何らかの慢性糸球体腎炎が存在し

ロンを漸減した。現在、血清クレアチニン値は

ていたと考えるのが妥当と思われた。

正常化している。

考
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表1
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討
鎌田

論

まず臨床的な問題から discussion に入っ

ていきたいと思います。木村先生，お願いいた
します。
木村 聖マリアンナ医科大学の木村です。
臨床経過で，この患者さんはかなり肥満が
あって血圧が高いですね。血圧の経過はどう
だったのでしょうか。ずっと高かったのか，あ
るいは一時期的にクレアチニンが上昇したとき
には上がってまた下がったのかとか，
それから，

図7

体重の変化がどうだったかとか，そこらへんを
教えていただきたいのですけれども。
柳澤 臨床経過上ですけれども，血圧を見てい
ますと，今回の腎生検目的の入院経過中だけで
も，退院前には 150 台までは下がっておりまし
た。おそらくこの方，かなりシビアな説明もし
てしまいましたので，一過性に血圧が上がった
ものであろうと考えております。
木村 尿所見の変化と血圧の関係というのは何
かあるのでしょうか。
柳澤 関連性はありませんでした。
木村 関連性はないのですね。
柳澤 はい。
木村 どうもありがとうございました。

図8

鎌田 ありがとうございました。では，重松先
生，お願いします。
重松

プロトコルには，15 年 2 月 4 日に左頸部

の腫瘤で，それを手術されたのですか。この腫
瘤は何ですか。
柳澤 これは炎症性のリンパ節の腫脹というこ
とで，耳鼻科で診ていただきまして，抗生剤投
与を行ないました。
重松 リンパ節変があったのですね。
柳澤 ええ。
重松 では，感染症があったということなので
すか。
柳澤 はい。
重松 それから，この経過のあいだ，いわゆる

図9

本当の急性腎炎症候群であるとか，急速進行性
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腎炎症候群というふうな蛋白尿，血尿だけでは

院していただいたと。
そういう経温でしたので，

なくて，腎炎症候というのははっきりしていな

当初，我々としては慢性の糸球体腎炎で，そ

かったのですね。

の確定診断をつけましょうということでしたの

柳澤

はっきりしたものはありませんでした。

で，急性の腎炎はまったく想定しておりません

重松

ないですね。

でした。

柳澤

はい。

鎌田 わかりました。それでは，山口先生お願

鎌田

組織病変についての疑問やご意見はござ

いします。

いますでしょうか。山口先生，お願いします。

山口 この頸部の腫瘤が見つかったときに，結

山口

蛍光で，通常の immunoglobulin とか補体

局その状態のときに蛋白尿が急激に増えたと

を染めていらっしゃるのですが，比較的おと

か，血尿が急激に増加したとか，そういう全体

なしい糸球体とか，ぜひそのへんがまったく

の傾向はあるのですか。急激に尿所見が増悪し

immunoglobulin が染まらないのかどうか，特に

たとか。

やってはいないですね。いわゆる急性腎炎症候

柳澤 ただ，それ以前の数年間の情報がまった

群で，たとえば IgA に乗ってきた場合，ずいぶ

くありませんので，そこは評価しがたい部分が

ん全体としておとなしくなっているわけで，そ

あると思いますが，それ以降の経過で考えます

うするとやはり IgA がもう出てきてもいいだろ

と，そこだけが悪かった印象はありません。

うという感じの組織像なので，一応蛍光では

鎌田 この方の高血圧については，浮腫がなく ,

出ていませんでしたけれども，そのへんどうで

明らかな細胞外皮過剰状態がなくて高血圧が

しょうか。

あったと理解してよろしいですか。

佐藤

柳澤 そうです。

共同演者の佐藤です。

蛍光抗体法のブロックに糸球体が 3 個ありま

鎌田 木村先生，お願いいたします。

した。3 個とも全部スライドに出しましたよう

木村 聖マリアンナ大学の木村です。

な C3 と Propaerdin だ け が 陽 性 で，fine granural

先生，
確認したいのですけれども，
先生がおっ

pattern で，ほかの免疫グロブリンは一切染まっ

しゃっている慢性糸球体腎炎とか急性糸球体腎

ていません。ですから，糸球体の障害の程度

炎というのは，臨床的な症候群で言っていらっ

は，その 3 個はどんな程度かわかりませんけれ

しゃるのですか。それとも組織像でおっしゃっ

ども，少なくとも 3 個はすべて同じ結果だった

ているのですか。

ということです。

柳澤 症候群です。

鎌田

木村 症候群でおっしゃっている。

この症例を診たときに，最初から急性糸

球体腎炎という診断を考えましたでしょうか。

柳澤 はい。

柳澤先生，お願いできますか。

木村 そうすると，さっき重松先生からもご質

柳澤

問があったのですけれども，急性腎炎症候群は

最初はまったく想定しておりませんでし

た。かなり経過が長い方ですし，途中中断があ

ないですよね。

りましたけれども，約数年，10 年弱の経過に

柳澤 そうです。

おいて，最初潜血が見られた。そののちに蛋

木村 見られていないのですよね。

白が出てきたということで，CGN であろうと。

柳澤 はい。考えてもいませんでした。

確定診断をつけましょうということで説得しま

木村 症候としては血尿と蛋白尿だけですね。

して，腎生検入院しました。その結果，たまた

柳澤 だけです。

ま感冒様の症状で炎症状態にあった時期ではあ

木村 高血圧もありますけれども。クレアチニ

るのですけれども，暇をつくっていただいて入

ンも上がっているので，慢性腎炎症候群なので
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しょうか。
柳澤

そうですね。

木村

そこらへんを区別されてしゃべらないと

典型的な経過をとった症例です。
それでは，病理組織のご説明を山口先生から
お願い致します。

混乱してしまって。組織像のほうで，病理の先

山口 私も解答は持っていません。組織像はい

生からあとでまたお話があると思うのですけれ

かにも慢性腎炎の急性増悪みたいな組織像を呈

ども，本当にこれで急性腎炎，糸球体腎炎像か

していると思うのですが，neurological に，実

どうかということもいろいろ問題があるかと思

際に糸球体に沈着しているというのは，いわゆ

うので，区別しておいたほうがいいのではない

る急性腎炎のところしか残っていないという少

かと思います。

し矛盾した像だろうと。それをどう解決するの

柳澤

ありがとうございます。

か。あとで重松先生から聞きたいなというとこ

鎌田

平野先生お願いします。

平野

横浜市大の第 2 内科の平野と申します。

【スライド】組織像としては，非常に crescent

ろもなきにしもあらずなのですが。

教えていただきたいのですが，さっき木村先

な， い わ ゆ る adenomatoid の crescent を 形 成 す

生がおっしゃっていたのですが，かなり長い間

る，腺腔をつくるようなかたちの上皮の造成が

高血圧と肥満があったということですから，高

あって，それから非常に segmental に強調され

血圧性の変化がどうかということは，この原病

て small crescent，あるいは crescent の形成があ

に影響していないかどうかというのが少し心配

るということですね。

だったのですね。それで，診察所見の尿診察の

あと，この症例は比較的，もちろん crescent

所見がよくわからなかったので，そのへんの今

の周囲に炎症細胞浸潤が目立つのですが，どう

回の病状と，その診察所見はどうだったのかと

も必ずしも関係なしに，カンシセンが比較的目

いうことを教えていただきたいのですが。

立っているということです。

それからあと，頸部腫瘤がたまたま経過中に

それから，年齢に比してやや，小葉間動脈

あって，それを機会に腎生検されたということ

の内膜の線維性肥厚や，あるいは，細動脈の硝

だったのですが，このときたぶん抗生物質使っ

子化もやはり少し目立っているかなということ

ていると思うのですね。その抗生物質の影響に

で，これは高血圧なんかの影響もあるのだろう

よる変化はないかどうか。さっき eosin もちょっ

と思います。

と出ていたみたいなのですけれども，そこはど

【スライド】こういうように，ちょっと柵状に，

うなのかというのは少し疑問に思ったのです

縦に長いような炎症層で，ところによっては尿

が，いかがでしょうか。

細管炎様の病変もともなってくるのですが，実

佐藤

代わりにお答えします。先ほども言い

はどうも，これはどんどん追っていきますとや

ましたように，この人は今回腎生検する前の

はり crescentic な糸球体が出てきますので，独

データがほとんどないのです。ですから，それ

立したカンシセンとはなかなか考えづらいので

と比較ができませんので，発熱頸部腫瘤が出た

はないかなと私自身は思っております。

ときにどう変わったかということについては，

それから，こういう segmental region 以外の

ちょっと discussion が不可能です。それから，

糸球体のタフトのほうには，通常急性腎炎であ

先ほど先生は eosino と言われましたけれども，

る程度おとなしくなりますと，普通はもう少し

eosino ではなくて形質細胞です。

mesangium の増殖が起きてくるわけですが，ほ

鎌田

臨床的には，急性糸球体腎炎の経過とは

とんどあまり反応が軽いという感じでありま

少し違うような側面も見られまして，慢性腎炎

す。治療で収縮されていませんから，自然のそ

症候群の可能性も考えられます。このような非

ういう経過を見ているのだろうと思います。
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【スライド】場所によっては癒着様の病変があっ

に少し古い癒着様の病変があって，毛細血管が

て，その周囲に少し毛細血管様のものが出て

こういうようにいくつかできはじめているわけ

きていますので，こういう癒着病変はそんなに

で，ですから，1，2 週間ではあまりこういう

新しくないのかなと。こういう small crescent の

反応はないだろうと思うのですが，crescent に

adenomatoid のやつはかまわないと思うのです

関しては比較的新しいものと考えてもいいのか

が。この糸球体に関して edge で見ると，やは

なという印象で，新旧といいますか，癒着病変

り mesangium の 少 し 増 殖 と，end capillary と い

様のものもあるけれども，cellular crescent に関

いますか，浸潤細胞もだいぶ見えているという

してはそんなに古いものではないだろうと。た

ことは言えると思います。

だ，非常に segmental に病変が強調されて出て

【スライド】先ほどと同じようなものが出てい

くるということで，通常の PSAGN とはなかな

ますが，糸球体が少し大きくなって crescent を

かいいづらいので，広い意味での。

つくるようなところは，確かに少し cellulaity が

【スライド】何カ所か Masson で見たのですが，

上がって，上皮のキャッピングといいますか，

確かにこういうように hump がきれいにでき

上皮が剥離した跡ですね。上皮様の細胞がた

ているのですね。これは hump region です。基

くさん並ぶような病変で，ところによっては

底膜があって飛び出していますので，数カ所

少し基底膜の肥厚と二重化傾向を持っている。

Masson で，確かに hump region があって，電子

ただし，mesangium の反応というのは比較的軽

顕微鏡のときには，intramembranous deposit と

い印象です。通常の PSAGN ですと，もう少し

hump がありますので，やはり immunological な

mesangium の反応が強く起こってくるという印

反応としては，急性腎炎様の病態が糸球体に

象です。

加わったことは事実なのですが，ただ電顕で

【スライド】同じような糸球体ですが，少し基

paramesangial deposit と言っていらっしゃるの

底膜の二重化が目立っているところ。それか

ですが，ちょっと私自身はあまりはっきりし

ら，ここにはあまり出ていないのですが，逆に

たものではないように思いますので，非常に

mesangium の cellulitis といいますか，溶けたよ

atypical ですが，免疫的な反応から言いますと，

うなところがときによっては出てきています。

やはり post infectious な急性腎炎というものを

ですから，何か内皮か，mesangial cell の障害像

一応ベースに考えて，急性腎炎でも年齢によっ

もいっしょに伴ってきているような像でありま

ては予後の非常に悪いものもありますので，

す。

ちょっと atypical で，ただ頸部腫瘤とかいった

【スライド】こういうような立派な crescent がで

ものに associate して何かきた可能性も否定はで

きて，やはりおそらくタフトの rapture に伴って

きないと思いますので，一応はっきりした癒着

こういうような cellular crescent ができているの

病変とか何かは説明できないのですが，全体と

ですが，通常の AGN で crescent ができる場合で

してはやはり広い意味での感染後の腎炎という

すと，もっとこのタフト側の燃え方がもっと強

かたちでとらえざるをえないのかなと思ってい

調されているように思うのですが，時期によっ

ます。以上です。

てたまたま少しおとなしくなって，crescent だ

鎌田 それでは，重松先生お願いいたします。

けが強調されているのかなという印象です。ボ

重松【スライド 01】私もこの症例は解釈が非

ウマン嚢基底膜の断裂も場所によっては見られ

常にむずかしいと思って，本当にダブルの腎症

て，その周囲に炎症層が広がってきているとい

にしていいのか，それともある１つの腎障害の

うことだろうと思います。

急性転化といいますか，そういうもので解釈し

【スライド】似たような組織像ですが，こっち

たほうがいいのかというところで，最初急性腎
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炎症候群があったのかどうかとかいろいろ聞き

うと見ています。ほかのところで本当に末梢に

ました。この病変はけっこう立派な急性腎炎の

mesangium matrix がずっと増えていっていると

形態像をとっているわけですね。ただ，症状と

もみえない。ここらへんが少しあやしいかもし

してはっきりしなかったとおっしゃっるのは，

れませんけれども。極めて慢性の変化というの

や は り crescent だ け を 勘 定 し て も だ い た い 30

が弱いと言わざるをえないと思います。

数％程度ですので，症状として臨床的な面で

【スライド 06】ここでも，こういう mesangioly-

はっきり出なかったということがあるかもしれ

sis ないし網状化といわれるような急性変化と，

ません。ご覧のように，一番ひどいところだけ

ここにもやはり double contour があるのですけ

を見せますと，立派な crescent があるので立派

れども，これもやはり急性の変化で，完成した

な crescent 腎炎があるということは言えます。

mesangial interposition として，慢性腎炎の特徴

それで，私がポイントとしたいのは，やはり

として出てくるような matrix の増加はそれほど

この biopsy で，急性障害と，慢性障害が本当に

目立たないということですね。

ちゃんと区別して出ているだろうかということ

【スライド 07】これで終わりかな。山口先生に

を見てみたいと思います。

は立派な hump を見つけてもらったのですけれ

【スライド 02】これは比較的軽い障害のところ

ども，私は二重化のところで何か positive なも

です。一部で mesangium が少し拡大しています

のが見えるかと思って見たのですけれども，こ

けれども，そうかといって matrix がものすごく

ういうところでも Masson で青く染まるような

増えているということではどうもなさそうです

部分にはなっていないということです。

ね。

結局何が言いたいかというと，私はひょっ

【スライド 03】ここのところは基底膜が断裂し

としたらこの症例は，atypical な MPGN を見て

て，necrotizing の lesion がありますから，これ

いるのではないかという考えなのです。先ほど

はもう明らかに急性障害ですね。そして，cel-

山口先生が hump がちゃんとあるとおっしゃっ

lular crescent ができている。一部少し癒着があ

た。それから，
頸部の腫瘤も立派なリンパ節炎，

りますけれども，これは一連の急性障害として

いわゆる post infectious としておかしくないよ

見ていいだろうと思います。

うな病変だったわけなので，確かにいまこの場

【スライド 04】それから，こちらのほうは，こ

になって自分の説を修正するというのもなんで

の mesangium の expansion が あ る の で す け れ ど

すけれど，そういうことも十分考えられると思

も，単なる matrix が増えているのではなくて，

うのです。私が考えてきたのは，やはりこれは

いわゆる mesangium 網状化といいますか，ある

atypical の MPGN というものがこの人にあって，

いは，mesangiolysis と言ってもいいかもしれま

そしてまだ典型的な低補体血症も出ないのだけ

せんけれども，そういうかたちでここにいろい

れども，時折蛋白尿が出たり，ときどきこうい

ろな炎症細胞が入り込んで，1 つの急性障害巣

う急性発症みたいなかたちの腎炎像をとったの

をつくっているわけですね。ほかのところは，

ではないかと解釈しました。最初から山口先生

どちらかというと案外おとなしい状態です。

とは意見が違っていますけれども，私の発表を

【スライド 05】ここは血管極に近いところなの

終わります。
鎌田 ありがとうございました。

で，ここらへんの読みは無理をしないとして，
こ こ に double contour が 出 て い ま す ね。double

組織のことでご質問をさせていただきます。

contour ということは，二重化であって，この

この症例を急性糸球体腎炎とすると，いわゆる

間にまだ matrix がちゃんとできあがっていない

急性糸球体腎炎の光学顕微鏡的所見の特徴と言

ということで，これはまた急性障害像であろ

われている管内増殖は，あると言っていいので
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しょうか。

ますか，急性発症型の phase がなかなかつかま

重松

管内増殖はありますね。mesangium の網

りにくいこと。それで，長年，蛋白尿と血尿が

状化といったところ。あそこに管内増殖があり

ずっと続いていて，腎機能も急激に低下してき

ますね。それからもう一つ，管内増殖というの

ているわけではないようですから，確かに臨床

も係蹄壁の rupture があって浸出物が外に漏れ

的には慢性腎炎症候群という範疇に入るだろう

るのですね。だから，両方 mix している。

と思うのが 1 つです。

鎌田

ありがとうございました。

それから，組織学的に C3 とプロパジンのみ

河西先生，どうぞ，お願いします。

がああいうふうに沈着するというのは，いま

河西

までのお話にもありましたように，急性糸球

北里の小児科の河西と申します。

昔は，急性腎炎でも腎生検をばんばんやった

体腎炎，あるいは膜性増殖性糸球体腎炎，ある

のですが，最近はあまりない。お尋ねしたいの

いは，広めれば感染後急性糸球体腎炎という方

ですけれども，補体の沈着が phase によって違

向になってくるだろうと思うのですが，おそら

いますよね。これが急性糸球体腎炎であるとし

く hump は当然 MPGN でもありますし，私がい

て，C3 とプロパジンが沈着する時期というの

ま拝見させていただいた限りでは，二重構造化

は，発症からだいたいどのくらいなのですか。

がやはりあちこちに目立ったりするものですか

かなり早期なのでしょうか。

ら，やはりこれは慢性に経過する膜性増殖性腎

重松

炎の type Ⅰのある種の phase を見ているのでは

そうですね。うんと早期には IgG もいっ

しょに染まりますけれども，少し経過すると

ないかと思います。当然，腎生検の時点では，

もう C3 だけになってしまうのですね。そして，

何らかの急性増悪というのがあったのだろうと

それもなくなってしまうのが普通で，MPGN の

思いますけれども，そのへんが拝見させていた

場合にはそれがずっと持続して，低補体血症も

だいた限りでは一番近いのかなと思います。

混じってくるということですね。だから，IF の

病理の先生に 1 つおうかがいしたいのは，私

パターンだけを見ると，これは急性腎炎なのか

も経験したことがないのですが，メサンギウ

MPGN なのかわかりません。

ム増殖性糸球体腎炎の一部に，C3 が有意とい

河西

うか，C3 のみが沈着するタイプとして，実は，

もう１つよろしいですか。急性糸球体腎

炎の中でも，atypical な MPGN pattern を呈する

文献的には C3 腎症，C3 nephropathy というのが

ものもありますよね。

あると記載があるのですね。私も残念ながら実

重松

それはあると思いますけれども。

際例として経験がないものですからわからない

河西

ありがとうございました。

のですが，文献を少し読みますと，慢性に経過

鎌田

小林先生，お願いします。

していて，血尿が主体で，あるいは蛋白尿もあ

小林

４月からここへ変わったものですから。

るらしいのですが，必ずしも低補体血症はない

あけぼの病院の内科の小林です。

のだけれども，腎生検上 C3 が単独で見られる

私もこの臨床経過と組織所見を拝見させてい

というものがあるようなのです。

ただいて，重松先生がおっしゃった膜性増殖性

この症例は，もちろん私もわからないのです

腎炎の工型と言っていいかどうか，重松先生は

が，そういう C3 nephropathy というか，nephri-

atypical というお話だったのですが，一番近い

tis というところで，この病気というか疾患を

のは確かに MPGN type Ⅰの，ある種の像かな

とらえるということは，組織学的にできるもの

と思います。

かどうか，ご経験がございましたらお教えいた

その理由は，先ほどからもお話がありますよ

だければと思うのですが。
山口 C3 nephropathy というのは初めて聞きま

うに，臨床的にいわゆる急性腎炎症候群といい
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したので，勉強不足でよくわかりません。注意

視するという立場に立つと，ひょっとすると，

しなくてはいけないのは，やはり AGN のあと

たとえば MPGN question で，場合によっては，

ですと，mesangial proliferative な変化だけが残っ

それが将来的にはそうなるかもしれない。そう

て，C3 の沈着がやはり mesangial pattern で残っ

考えると，山口先生も重松先生も両方が，生意

ていますので，それをそういうかたちで考えて

気なようですが，正しいという言い方は何です

しまっているという可能性もあるのではないか

が，どちらも頷けるような気がいたしました。

なと思います。

もう 1 つは，ベースに何があるかということ

そ れ か ら， 私 は 重 松 先 生 と 意 見 が 少 し，

についてなのですけれども，これは場合によっ

MPGN ととらえるのが少し無理があるだろう

ては巣状糸球体効果のようなものはなかったか

というのは，どちらかというと mesangium の反

なと。重松先生が出された 1 枚目のトップの場

応が非常に弱いのと，mesangial cell の組織であ

所の，やはりブンセイジョウの mesangium の基

まりきれいに出せなかったのですが，mesan-

数の増生があったりする場所が見えたような気

giolytic な変化が比較的多いのですよね。それ

が す る の で す。 そ れ で，hemodynamicaly な 変

から，僕は内皮細胞の障害でダブルに，内皮下

化，hypertension，obesity と い う こ と に な り ま

の拡大のようなかたちで出てきているように思

すと，FGS がベースにあって，そして今度もう

うので，高血圧とか，なぜこんなに crescent が，

1 つは頸部腫瘤が１つのキーポイントで，あそ

そんなに多くないですけれども 3 割ぐらい出て

この慢性炎症か感染が何かの pathogen，抗原刺

きているわけで，やはり全体の hemodynamics

激になって，そして抗原刺激の種類によっては

とかいろいろなものが，もともと血尿がなぜ起

hump という，サイズやチャージの違いによっ

きていたのかよくわかりませんけれども，ベー

て，抗原の違いによって，いろいろな deposit

スに何か非常に障害性の強い病体が先にあっ

をとってきますので，
そういう病体が出ていた。

て，
そこへやはり post infectious な AGN がかぶっ

そうすると，たとえばそれが end capillary pro-

てきたかたちで非常に強く病変が出ているのか

liferation として考えていいのか。ただ，ちょっ

なととらえたほうが，MPGN という通常の概念

と私も end capillary proliferation の所見は非常に

は無理ではないかなと私は思います。

少ないだろうなとは見ていたわけですが，そん

鎌田

なところかなという感想を持ちました。湘南鎌

ありがとうございました。
議論のように，

MPGN なのか、感染後急性糸球体腎炎なのか、

倉総合病院の小林です。どうもすみません。

分かれるところですけれども。

鎌田 それでは，一番よく診てこられておられ

小林（修） この症例のキーというか，hump と

ます佐藤先生にご意見をいただいて終わりたい

いうものがあったということが 1 つのポイント

と思います。

と思うのを考えながら，お 2 人の病理の先生の

佐藤 私の意見は，大変申し訳ないのですが重

話を聞いていたわけですけれども，坂口先生が

松先生とまったく逆で，MPGN 様の所見は非常

ここにおられると，たとえば，MPGN question

に poor だと思って見ていました。臨床的にも，

という言葉があったりするわけですね。いわゆ

組織学的にもそのように考えています。組織学

る end capillary proliferation のステージが進んで

的になぜかというと，実は今回スライド出さ

くると，やがてそれが MPGN になるようなも

なかったのですが，重松先生が撮られたところ

のがあって，連続性の状況があると。急性糸球

をあえて出さなかったのですけれども，どうも

体腎炎，いわゆる end capillary proliferably type

糸球体が少し collaptic になっているようなとこ

というか，あの double contour を，mesangial の

ろとか，そういうところに double contour があ

反応性としての interposition と考えてそれを重

るような感じだったので，だからこれはメイン
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なものからは少し違うのではないかと考えまし

きましたら，また見せていただければと思いま

た。それから，先ほどから話が出ていますよう

す。ありがとうございました。

に，end capillary proliferation が非常に poor なの
ですね。そういうことからすると，MPGN は考
えがたいのではないかなというのが私の印象で
した。
隣に小林先生がおられますけれども，小林先
生たちと，私も 1 例だけ経験しましたけれども，
演者も言いましたように，1 回目 IgA 腎症で，2
回目急性糸球体腎炎のときには IgA 腎症の所見
がまったくなくなってしまった。ところが，そ
の急性糸球体腎炎のときには，やはり非常に
proliferation が激しいのですね。タイトルには
何らかの慢性糸球体腎炎があったところに何が
あったかはわからないけれど，今回の急性感染
症後に急性糸球体腎炎を起こしたと考えておい
たほうがいいのではないかという気がします。
演者が言いましたように，間質の plasma cell
が非常に目立ったのですが，私はできる限り調
べてみたのですが何も書いていないのですね。
病理の先生方，もしご経験があっておわかり
だったら教えていただきたいのですが。
重松

Ⅱ -3 のところで，やはり plasma cellular

の reaction がけっこうあるのですね。僕は，こ
れはおそらく，そのときもお話しますけれども，
糸球体にはメサンギウム流路というのがあるの
ですね。そうすると，ああいうところにいろい
ろな経過でいろいろな抗原物質が流れて血管極
にいきますので，そこにいろいろな反応が出て
くるのですね。慢性なら慢性の plasma cellular
のものがあるし，あるいは急性だと好中球なん
かが出てくることもあると思うのですね。だか
ら，そういう反応の可能性があるのではないか
と考えています。
山口先生は，強い糸球体障害で反応的に起
こっているというお考えです。それももちろん
否定できないと思います。
鎌田

議論が分かれていますが MPGN と AGN

は経過を追っていけば鑑別できると思いますの
で，今後経過を追っていただいて，再生検がで
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