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Foamy macrophage の髄質への著明な浸潤を認めた
尿細管間質性腎炎の 1 例
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入院時検査所見：表 1，2 に示す

はじめに

検尿では尿蛋白±，尿潜血 1+ で，蓄尿では

クローン病による腹満感のため下剤を長期大

尿蛋白 0.3 ｇ / 日，Ccr 26.6ml/min であった。尿

量に服用した結果，低カリウム血症及び脱力感

中β 2 マイクログロブリンは 36400 μ g/l と著明

を生じ，腎機能障害のため当科紹介となり腎生

な高値を示し，BUN 30.6mg/dl，Cre 1.6mg/dl と

検にて髄質主体に Foamy macrophage の著明な

腎機能障害を認めた。K は表 3 で経過を示すよ

浸潤を認めたため報告する。

うに 1.9mEq/l と著明な低値であった。内分泌学

症

的検査ではレニン，アルドステロン，カテコー

例

ルアミンが高値であった。血液ガスでは代謝

症

例：35 歳，女性

性アルカローシス及び代謝性アシドーシスを認

主

訴：全身倦怠感，易疲労感，腹部膨満感

め，混合性酸塩基平衡障害を呈していた。

既往歴：26 歳：妊娠中に脳幹部出血（9 ヵ月

胸部 X 線・腹部 X 線・腹部エコーでは明らか

で帝王切開出産），31 歳：クローン病

な異常を認めず，腹部 CT では直腸から S 状結

生活歴：アルコール（-）
，タバコ 10 本 / 日，

腸にかけて浮腫状であった。

3 年間生理なし

腎機能障害の原因検索のため 2 月 5 日腎生検

家族歴：特記すべきことなし

（左腎）を施行した。（図 1 〜 7）

現病歴：1994 年より悪心･嘔吐，腹部膨満感

糸球体総数は 26 個で collapse した糸球体は 4

が持続し，腹部膨満感に対し下剤を多用してい

個認められた。皮髄境界の間質では線維化，円

た。1999 年当院外科にてクローン病と診断さ

形細胞浸潤，尿細管の萎縮が diffuse に認めら

れサラゾスルファピリジンが開始された。検尿

れた。尿細管の空胞変性や傍糸球体装置の過形

異常と血清クレアチニンの上昇が認められたた

成は認められなかった。髄質では，明るい胞体

め当科紹介となり，精査加療目的にて 2003 年 1

の目立つ細胞の間質への著明な浸潤を認めた。

月 27 日当科入院となった。

ギムザ染色では好酸球の浸潤は認められなかっ

入院時現症：身長 155cm，体重 36.5kg，BMI

た。泡沫細胞は CD68 による免疫染色で陽性で

15.2，意識清明，血圧 96mmHg，脈拍 84/min，

あり，これらの細胞の由来はマクロファージと

体温 36.1℃，眼瞼結膜貧血なし，眼球結膜黄疸

考えられた。蛍光染色では免疫グロブリン・補

なし。胸部は特記事項なし。腹部正中に帝王切

体はすべて陰性であった。電顕では，糸球体基

開による手術瘢痕あり。四肢 浮腫なし。神経

底膜はほぼ一様で，係蹄内腔では内皮細胞の腫

学的所見に異常なし。

大を認め，足突起の癒合は local で，上皮細胞

平塚共済病院腎臓内科
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の腫大は軽度であった。メサンギウム基質の増

腹部膨満感が強く下剤の使用を中止することが

生は軽度で，メサンギウム細胞の増加は認めら

困難であったため，カリウム製剤の内服を開始

れなかった。

し 2 月 8 日退院となった。退院後も下痢が持続

入院後経過（図 8）
：

し血清カリウムは 3 前後までしか上昇しなかっ

下剤の乱用により体液量が減少，レニン・ア

たため 8 月よりスピロノラクトンを開始し血清

ルドステロン系が活性化し，低 K 血症，代謝性

カリウムは 4.2 まで改善した。クレアチニンは

アルカローシスをきたしていると考えられた。

1.6 と横ばいであった。

表 1. 入院時検査所見（１）
検尿
比重
pH

浸透圧

生化

1.008
6.0

尿
血清

尿蛋白
尿潜血

（±）
（1+）

血算

尿糖
ケトン体

（−）
（−）

WBC
RBC

6300
341

/ μｌ
× 104/ μｌ

Hb
Hct

10.8
31.0

Plt

46.6

蓄尿

243 mOsm/kg ･ H2O
276 mOsm/kg ･ H2O

TP
Alb

6.4
3.9

g/dl
g/dl

BUN
Creat

30.6
1.6

mg/dl
mg/dl

UA
Na

6.1
136

mg/dl
mEq/l

g/dl
%

K
Cl

1.9
94

mEq/l
mEq/l

× 104/ μｌ

Ca

9.1

mg/dl

iP

4.9

mg/dl

30
41

IU/l
IU/l

蛋白定量

0.3

24 ｈ Ccr

26.6

ml/min

U-Na
U-K

25
13.5

mEq/l
mEq/l

凝固
PT

11.6

sec

GOT
GPT

U-Cl
NAG

44
8.7

mEq/l
U/l

PT%
APTT

124
34.8

%
sec

LDH
γ -GTP

239
25

IU/l
IU/l

FBG

451

mg/dl

ALP
CK

164
294

IU/l
IU/l

g/day

β 2 ﾏｲｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ
36400
TTKG

μ g/ ｌ

6.5

表 2. 入院時検査所見（２）
82

mg/dl

内分泌

T-Chol
TG

238
172

mg/dl
mg/dl

レニン
アルドステロン

>20
350

ng/ml/hr
pg/ml

HDL-Chol
Fe

105
80

mg/dl
μ g/dl

ACTH
アドレナリン

24.3
23

pg/ml
pg/ml

TIBC

379

μ g/dl

ノルアドレナリン

834

pg/ml

20

μ g/dl

ドーパミン

Glu

アンモニア

コルチゾール

58

pg/ml

26.6

μ g/dl

CRP

<0.1

mg/dl

17-KS

2.5

mg/day

RF
CH50

2.1
34.7

IU/ml
U/ml

17-OHCS

4.0

mg/day

IgG
IgA

654
176

mg/dl
mg/dl

動脈血
pH

IgM
β 2 マイクログロブリン

49
6.5

mg/dl
mg/dl

pCO2
pO2

38.0
90.1

mmHg
mmHg

IU/ml

HCO3anion gap

26.8
23.6

mmol/l
mmol/l

Sat O2

97.3

%

抗核抗体
抗 DNA 抗体

（−）
＜2
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図 1.PAS 染色

図 4.PAS 染色

図 2.PAS 染色

図 5.PAS 染色

図 3.Masson 染色

図 6.CD56 免疫染色
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結

語

下剤の乱用により低 K 血症，代謝性アルカ
ロ ー シ ス，RAS 系 の 活 性 化 を き た し て お り，
臨床的には偽性 Batter 症候群と考えられた。間
質に泡沫細胞が認められる腎疾患として膜性腎
症，巣状糸球体硬化症，膜性増殖性糸球体腎炎
などネフローゼ症候群を呈する疾患や Alport 症
候群などの先天性疾患が報告されているが，本
症例のように間質にびまん性に泡沫細胞浸潤を
認めた間質性腎炎の報告はなく，極めて稀な症

図 7. 電顕

例と思われた。
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討
鎌田

も，かなり腸管のあちこちにあったのでしょう

論

か。

症例提示をありがとうございました。そ

青柳 検索しているのは大腸のカメラだけでし

れでは，臨床的な面の検討から入りたいと思い

て，大腸に skip region と縦走潰瘍が認められて

ます。ご質問ご意見ございますでしょうか。小

いたと。小腸のほうは検索されていないようで

林先生，お願いいたします。

す。

小林（修） 湘南鎌倉総合病院の小林です。簡

重松

単な質問なのですけれども，下剤の乱用で低カ

害を少し考えてみたいと思っているのですが，

リウム血症になったのですか。それともクロー

biopsy はどちら側からされましたでしょうか。

ンの影響ということ，どちらの経過が早かった

左か右かということです。クローン病だと，回

かとか，そのへんがよくわからなかったのです

盲だと，右側をされていると実は左右差が出て

が。

くる可能性があるのですよね。

青柳

それから，クローン病関連でこの腎障

青柳 申し訳ございません，
覚えておりません。

おそらく，クローン病の場合，普通は下

痢で悩むことが多いと思うのですけれども，こ

重松 すみません。

の方の場合は腹満感が非常に強くて下剤を乱用

鎌田 高市先生お願いします。

していたようで，それはクローン病と診断され

高市

る前から，一応下痢のほうは続いていて，どう

人 は anion gap が 22 と か な り 10 ぐ ら い 開 い て

も下剤も乱用していたようです。

いるわけなので，発表の際にもあったように，

小林
（修） それは，若い女性等によく見られる，

metabolic acidosis が 有 り ま す。 増 加 し た anion

それはどういう，
便秘ということで下剤を飲む，

gap を補正すると，bicarbonate は 37 ぐらいにな

適切に飲むならわかるのですけれども，何か特

りますから，極端な metabolic alkalosis があるわ

別な理由で飲まれていた。要するに，薬剤性の

けです。metabolic alkalosis に関してはご説明の

腎症とかいうことも鑑別しなければなりません

下痢で重曹をロスしたと考えると，あと hypo-

し，hypokalemia がとかいうことで関連する質

kalemia のせいだと考えているのだろうと思う

問になるのですけれども。便秘の目的で下剤を

のですが，anion gap が 10 ぐらい増えていると

飲んでいたけれども，それが過剰になって下痢

いうのは，これは一体何なのでしょう。そんな

になっていて，それで hypokalemia になってい

にまだ腎不全はひどくないように思いますけれ

たということですか。

どね。

青柳

この方の場合，腹部膨満感が非常に強い

鎌田 そのデータなのですけれども，ただ今の

ようで，それでわざと 1 日 3,4 回ぐらい下痢に

発表のデータを計算すると anion gap は、15.8 に

なるように下剤を調節して飲んでいたようで

なってしまって正常上限ぐらいになってしまい

す。

ます。

小林（修） では，少なくともクローンという

高市

ことでない，前からということですね。

いてある。

青柳

鎌田

そうですね。

虎の門病院の高市ですけれども，この

これ後ろの anion gap のほうは 23.6 と書
後ろのデータは，23.6 で 2 つのデータに

小林（修） クローンによる下痢ということで

解離があります。このままの数値だとおかしい

はなかったわけですね。わかりました。

ですね。

鎌田

重松先生，お願いいたします。

青柳

重松

クローン病と診断されているわけですけ

しゃっているとおり，下痢による重炭酸の喪失

れども，その病変は回盲部だけですか。それと

と低カリウム血症によると一応考えています。
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共同演者の小沢でございます。ガスを

れども，そこらへんはどうでしょうか。

とったときの生化学のデータでいうと，anion

小沢

gap23.6，確か正しかったと思います。
（測定は

遺症はまったく残っておりません。確かに，現

バイエルメディカル社製血液分析装置 850 を

在ご離婚されたということはあるのですけれど

使 用 し た。Na，K，Cl を 同 時 測 定 し、K を 加

も，通常に話している限りは，精神的にはまっ

味 し た anion gap で あ る た め、 正 常 値 は 14 〜

たく問題ございませんし，入院生活中も何らト

16mEg/l となる。
）

ラブルもない，ごく普通の患者さんでした。

妊娠中に脳出血を起こして，それの後

木村 利尿薬を服用したこともないのですか。

そ れ で，metabolical acidosis の 原 因 と し て
は，一応 CCR が 26.6 ですので，そろそろ renal

小沢

にも出てくるかなという時期ですよね。それ

途中で尿中の利尿薬のチェックをおこなったの

と，あととにかく水様便をかなり出しています

かというご意見もいただいたこともあったので

ので，当然消化管からの bicarbonate の喪失はあ

すが，やっておりません。

るだろうと考えておりました。

木村 ありがとうございます。

高市

鎌田 こういう脳出血，脳梗塞を伴う症例を見

ただ，anion gap が 10 増えるというのは，

まず飲んでいるとは考えられませんで，

本当に透析直前あたりの様態ではないと，な

ると，抗リン脂質抗体症候群を鑑別診断しなけ

かなか inorganic acid はたまらないと思うので

ればいけないと思うのですけれども，確認され

す ね。 だ か ら，normal anion gap な metabolical

ましたでしょうか。

acidosis は，いろいろな原因でたとえば下痢と

小沢 申し訳ございません。おそらくやってい

かで起きうるとは思うのですが，anion gap が

なかったと思います。

10 増 え る と い う の は，metabolic alkalosis で，

鎌田

volume contraction が進行したときなんかはそう

IgG は 600mg/dl ぐらいなのですけれども，この

いうことがありうるだろうと思うのですけれど

血小板が増えている原因はどんなふうにお考え

も，もしかしたらそういう可能性があったので

になっていますか。

すかね。測定したときに，たとえば，蛋白濃度

小沢 気にしておりませんでした。
すみません。

がすごく高くなっているような volume contrac-

鎌田 高市先生。

tion が合併したりするとそういうこともありう

高市

るかもしれないですけれども。

base だけ見ますと，CO2 はむしろ本当は，普通

小沢

血小板数が 46 万 /ml もあります。一方，

しつこいようですが，実は，この acid

基本的にはずっと volume contraction は続

だったら上がらなくてはいけないですね。でも

いていると考えています。renin は非常に亢進

下がっています。anion gap が増加する，meta-

しておりますし，血圧は低いですし，やはり平

bolical acidosis が あ っ て，metabolic alkalosis が

素から volume contraction はあると思います。

分 析 し， そ れ か ら respiratory alkalosis が あ る。

鎌田

こういうのをみると，試験で言うとアスピリン

よろしいですか。はい，ほかにご意見ご

ざいますか。木村先生，お願いします。

中毒というのを一応考えなくてはいけないので

木村

聖マリアンナ医科大学の木村です。意見

すけれども，症例を見るとそんなことはあまり

ではないのですけれども，臨床的にこの患者さ

なさそうですけれども，一応確認したいのです

んは，いろいろな精神的な問題はないのでしょ

けれども，そういうことはありませんでしたか。

うか。かなり痩せ願望とか。そうすると，下剤

青柳 ないと思います。

だけではなくて利尿薬を服用したとか，あるい

鎌田 やはりこれはアセチルサルチル酸の服用

は嘔吐したとか，そういうものがまた病態を悪

などが怪しい，高市先生のご指摘のとおりだと

くしていたのではないかと考えられるのですけ

思います。この状態であると血中に何等かの酸
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がなければ説明できない。腎不全でも良いので

いうのは有名なのですが，なかなか深いとこ

すけれども，腎不全が原因としては軽すぎます。

ろまで生検されなかったせいもあるのかもし

長場先生，どうぞご発言をお願いします。

れないのですが，いわゆる hyperplasia にともな

長場

ういろいろな髄質の実験系のデータとか，そう

北里大学の腎臓内科の長場といいます。

いまの質問とは関係ないのですけれども，基本

しますと，いわゆる innermedulla の領域の間質

的な考えとして，慢性的な脱水で悪くなってき

細胞が異常に増えてくるという報告がずいぶん

ているという経過で，これは腎生検したときは

あります。実際は泡沫状の細胞と，それからや

当然入院されていたと思うのですけれども，治

や spindle な，fibroblastic な細胞の両方が増えて

療のことでカリウムを補充して，あとカリウ

いるのですね。これが集合管ですけれども，集

ム補充性の薬を使ったという話をされていまし

合管があって，集合管と集合管のあいだがずい

たけれども，ボリュームを補ってこの renal で

ぶん開いてきてしまいまして，ちょっとわかり

抑えて，腎臓のカリウム保持能とかがどのくら

づらいと思うのですが，泡沫状の細胞と，少し

い残っているかという検討はされたのでしょう

spindle な細胞の両方が異常に増殖した状態で

か。急性であればクロールを補充してカリウム

あります。
ですから，間質が非常に開いてしまっ

の反応を見るというタイプのものだと，alkalo-

て，細胞の増生にともなって間質が開いている

sis の type としては思うのですけれども，慢性

ということですね。

なのでもうそういう反応はないだろうとお考え

【スライド】Masson で見ますと，何かころころ

になってやらなかったのか，そのへんはいかが

泡沫状の細胞で，あとで PAS で見ますと，PAS

でしょうか。

に非常に濃染するものと，やや granual で必ず

鎌田

しも濃染しないものと両方あります。やはりこ

これは小沢先生にお答えを、お願いでき

ますか。

ういう細胞が増えているところは，matrix 様の

小沢

うちに入院されたときには腎生検だけ

ものもいっしょに，硝子様のものも増えてきて

の入院でした。ごく短期間ですので，こういう

いるということですね。少しバーサレクタとの

組織所見が得られるとは予想せず、生理学的検

関係は深いところなので，ここだとわかりづら

査は不充分です。それとボリュームロスの原因

いように思います。

は下痢だと考えました。だから，下剤をとにか

【スライド】PAM で見ますと，たとえば，そ

くやめろということをずっと指導してきたわけ

の macrophage と い わ れ て い る 細 胞 が， 何 か

なのです。それのみでおそらく低カリウムもボ

secondary lysosome で鈍色したものだとすると，

リュームのほうも改善するだろうと思っていま

PAM の顆粒をとってくるわけなのですが，ど

したので，ボリューム付加試験などはやってお

うもはっきりしません。ですから，もともと

りません。

髄質にはリピッドを持っている間質細胞がきれ

鎌田

いに配列しているわけですが，既存のいわゆる

臨床的な問題の討論から，組織に関する

討論に入りたいと思います。

interstitial cell が１つは増えていることは間違い

ご質問をお願い致します。では，臨床側から

ないです。その泡沫状の細胞がどちらなのか。

疑問がなければ，病理の先生からご説明お願い

外から外来性に macrophage としてやってきた

したいと思います。山口先生お願いします。

ものなのかどうかということの判断が非常にむ

山口 【スライド】これは広い意味での間質性

ずかしいように思います。

腎炎としか言いようがないと思うのですが，私

【スライド】確かにこれ，CD68 で陽性になっ

もこういう症例は 2 例目で，pseudo bartter で，

ているのですね。ただ，この CD68 というのは

なかなか，昔からいわゆる JGA の hyperplasia と

何を detect しているのか少し調べてみたのです
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が，CD68 の場合には，いろいろな糖蛋白を認

【スライド】その影響といいますか，どうして

識しますので，いろいろなものが陽性になると

nephron の萎縮が起こるのかよくわかりません

いうことで，これだけで明らかに macrophage

けれども，確かに outermedulla のあたりですね。

であるということは少し言いづらいように思い

outermedulla で，まだこのへんでは少し泡沫状

ます。

の細胞がいっしょに増えていますけれども，尿

【スライド】PAS が，昔から有名なのですが，

細管の萎縮傾向と，軽度の間質炎をともなって

PAS 陽性の顆粒状の陽性になる細胞が，pseudo

きております。

bartter，あるいは低カリウムのときに innerme-

【スライド】もう少し outermedulla でも上のほう

dulla に出現してくるということは以前から言

ですが，バーサレクテナルのところには，少し

われていまして，おそらくそういうものとし

萎縮した尿細管系と，軽度の単核球の細胞浸潤

てずいぶん増えてきているのだろうということ

を認めます。

です。それから，集合管も変な，PAS が陽性に

【スライド】皮質部は潰れてしまっているとこ

なっていまして，変な形の，何かものがたまっ

ろは，だいたいこういうように糸球体が col-

ているといいますか。それから，よくわから

lapse して，collaptic になって，だんだんボウマ

ないのですが，こういう薄い capillary なのか，

ン嚢が肥厚して潰れくるようなかたちで，だい

endothelial も PAS 陽性に，陽性の顆粒を持って

たいは尿細管性の障害でつぶらになって潰れて

いると言ったらいいと思います。それから，先

くるようなパターンだろうと考えられます。

ほど少しわかりづらかった本来の間質細胞もだ

【スライド】だから，こちらがちょうど皮膜側

いぶ増えているというわけです。

だと思うのですが，比較的はっきりして neph-

【スライド】同じようなところですが，こうい

ron が保持されているところと，落ちてしまっ

う macrophage 様の，それから，ちょっと calci-

ているところがコントラストがあって潰れて

fication が，結晶体の沈着があるのですね。そ

いるという感じであります。おそらくこの間質

れから，集合管が普通は PAS にあまりよく染

の炎症細胞というのは，何らかの nephron の萎

まらないのですが，染まってきて，周囲の細胞

縮にともなく二次的な反応であって，広い意味

も何か陽性になってきている。それから，こう

での間質性腎炎としかいいようがないでしょう

いうちょっとヘンレなのか capillary なのかよく

けれども，どうも nephron の萎縮にともなく二

わからないのですが，PAS に陽性になる内皮細

次性の変化ととらえたほうがいいように思いま

胞，あるいは上皮様の細胞がいっしょに出てき

す。

ているということで，オスモライトのいろいろ

【スライド】こういう比較的保たれているとこ

な高浸透を保つために，いろいろな物質がここ

ろも，近位尿細管の上皮もやや atrophic な感じ

で，集合管を中心に産生されて，それが間質細

で，ブラシボダンの阻害が非常に悪いと。糸

胞に受け渡されて，間質細胞で degradation を起

球体は collapse して。一部少し癒着があって，

こすということはよく言われているわけで，何

IgA が±ぐらいに染まっているので，糸球体は

かそういうここの高圧状態を保つための，細胞

そんなに大きな問題ではないですが，そういっ

内のいろいろな organic なオスモライトの代謝

たものも絡んでいるのかなという印象でした。

異常にともなう何か二次的な反応ということが

【スライド】Masson で見ますと，やはり瀰漫性

１つ考えられるのではないかなと。これはまっ

の間質の線維化が進展しているということで，

たくの私の speculation で，なぜ増えるかという

尿細管系のまだ残っているところもやや atro-

説明は，文献で調べたのですがはっきりした答

phic な形で，基本的には，私が経験したやつは

えは出ていないように思います。

正確に覚えていないのですが，利尿剤の長期の
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多用だったと記憶しております。そのときに，

ずっと髄質にゆくに従って増えていくのです

pseudo bartter ，最近ではよくわかりませんけれ

ね。

ども，Gitelman 症候群というのですか。

【スライド 05】それを HE で見ますと，確かに

【スライド】それで，JGA を見たのですが，何

foamy になってふくれあがって見える。もう少

カ所かたまたまうまい具合に出ているのです

しピントが合いませんか。

が，これはヤマナカ先生だったどう言うのか

【スライド 06】そして，先ほど山口先生もお出

なと。ヤマナカ先生の診断ですと，だいたい

しになったのですけれども，こういう foam cell

顆粒を持ってくるというのが，レニン顆粒様の

のまわりに，コラーゲンがふえてきているとい

ものが出てくるということで，そんなに明らか

うことです。macrophage 様の細胞がかなり長い

な，
ここはちょっと拡大したように見えますが，

間停滞していて，細胞外 matrix を増やしている

はっきり hyperplasia があるとは言えない所見だ

ということが十分考えられます。かなり慢性の

ろうと。ただし，やはり髄質，innermedulla か

病変であるということが言えると思います。

らの非常に強い障害にともなう nephron の障害

【スライド 07】そして，やはり PAS 染色が一番

像と考えざるをえないだろうと思っています。

foamy macrophage 様の細胞を明らかにするわけ

以上です。
鎌田

ですね。主に間質に集積しています。

山口先生，ありがとうございました。そ

【スライド 08】大きくすると確かに顆粒状に見

れでは，重松先生，お願いいたします。
重松

える。そして，foamy の細胞にも，やはり PAS

私の見解を言わなければならないのです

陽性の顆粒があるわけですね。

けど，私は先ほど質問いたしましたように，ク

【スライド 09】macrophage のマーカーが陽性で

ローン病との関連で見てみたいと思います。

す。このマーカーは macrophage だけに出てく

【 ス ラ イ ド 01】 こ れ は 皮 質 に 近 い と こ ろ で

るというものではないのですけれども，私は外

す け れ ど も， 線 維 化 が あ る。 そ し て， こ の

来の，つまり血行由来の細胞が染まっていると

pericapsular fibrosis ですね。皮質の被膜の下で

見たいと思うわけです。

こういうことがあるということで，慢性腎盂腎

【スライド 10】そして，最後に髄質の一番下の

炎なんかでけっこう出てくる像ですから，少し

ほうに行きました。ここで扁平上皮が出ていま

腎盂腎炎くさいというところを頭に置いておい

すから，これはもう腎盂の部分ですね。だから，

てください。

皮質から腎盂まで生検でとれたということは何

【スライド 02】これは拡大したところですけれ

を意味するかというと，ここが扁平化している

ども，尿細管が縮んでしまって，glomerulus も

のですから，皮質幅が薄くなっているというこ

少し collapse になっているけれども，その構造

となのです。それで，先ほどどちら側の腎生検

は破壊されずにいます。まわりの線維症が強す

ですかと私が質問したのは，クローン病だと，

ぎるという感じがします。

回盲部に一番多いですから，そこから，クロー

【スライド 03】これはちょうど腎被膜のところ

ン病というのは skip lesion というような，内面

ですね。被膜がへこんでいますから，部分的に

から見ると確かに fissure というふうな，深堀り

皮質の萎縮を見せているというところだと思い

をする潰瘍が見えるわけですね。それがずっと

ます。

漿膜のほうまで進んでしまって，さらにすごい

【スライド 04】この症例では皮質から髄質まで

ものはそこから後腹膜へずっと肉芽組織が進展

きれいにとれている標本で，観察しながら非常

していることもあるのです。そうすると，まれ

に勉強になったわけですけれども，少し茶色っ

にはクローン病が腎を巻き込む病変として，尿

ぽい顆粒がある macrophage 様の細胞が確かに，

管をまわりから包んでしまって，クローン病
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というのは肉芽腫性の病変ですから，尿管を狭
窄させるような変化がおきるわけです。そうい
うときによく起こってくるのが，いわゆる黄色
腫性の腎盂腎炎，xantho-granulomatous pyelonephritis というのがあるのですね。これはご存じ
のように，ものすごい量の macrophage が腎盂，
それから腎盂脂肪組織に増えていって，糸球体
のある腎皮質のほうへあたかも浸潤するように
増えていって，臨床的にはしばしば腫瘍と間違
えるくらいになる。
もう少し簡単な組織病変は，いわゆるマイ
ケルガットマンボディと言われる，大腸菌の
polysaccharide の 貪 食 細 胞 の 集 積 で 貪 食 し た
macrophage が増えるという尿路の病気もあり
ます。この症例がそうだとは言い切ることは
できませんけれども，こういうふうにたまたま
皮質から髄質まで生検されていて，PAS 陽性の
foamy macrophage が増えていて，しかも腎盂腎
炎様の組織像，間質の線維化もあるということ
で，ひょっとしたらクローン病と関連したもの
であるという見方ができるのではないかと思い
ました。
山口先生の見解は低カリウム血症説です
ね。下剤に関係するそういうものから，pseudo
Bartter の一型であるという見方。私は，クロー
ン病からきた何か二次的な腎障害ではないかと
いう見方をしました。これは臨床的にもう少し
詰めていただければ解決できる問題だと思うの
で，ぜひともお願いしたいと思います。
鎌田

ありがとうございました。組織の貴重な

読みを教えていただいたわけですけれども，全
体を通して何かご意見をお持ちの方がございま
すでしょうか。よろしいでしょうか。青柳先生，
どうもありあございました。
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