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多クローン性高グロブリン血症、貧血、肝脾腫を認め急性腎不全を呈し
ステロイド治療により腎機能改善を認めた一症例
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輸血歴：なし

入院後経過

喫煙歴：

アレルギー：なし

入院時，著明な小球性の貧血（Hb3.9g/dl）
，

海外渡航歴：10 数年前ハワイ。

多 ク ロ ー ン 性 高 γ グ ロ ブ リ ン 血 症， 腎 不 全

現病歴：1996 年の検診にて小球性低色素性

（Cre6.17mg/dl，BUN38mg/dl）を認めた。CT 上

貧血（Ht 29.3%）
，低コレステロール（118mg/dl）

両側腎腫大，肝脾腫を認め，アミロイドーシス

血症，尿潜血（2+）を指摘。

も考え直腸生検を施行したが陰性。

1998 年検診にて尿蛋白も指摘。

前医より Castleman 病の診断にて転院となっ

2001 年には炎症反応高値（CRP 12.9mg/dl），

たこと，また骨髄腫も否定すべく再度骨髄生検

貧血の進行（Ht 24.2%）も認め近医受診。多ク

を施行。hypercellular bone-marrow，plasma 7%，

ローン性高γグロブリン血症（IgG 5670mg/dl，

hypoerythroid の所見。骨髄腫は否定的であった。

IgA 708mg/dl，IgM 482mg/dl），肝脾腫を認め，

腎 不 全 増 悪 し（Cre13.19mg/dl，BUN93mg/dl）

骨髄穿刺にて（形質細胞 5% とやや増加）異型

2/5 よりカテーテル挿入し血液透析導入となっ

性は認めず，外来にて経過観察となっていた。

た。臨床診断に苦慮し肝生検・腎生検を施行。

2002 年 12 月 26 日 に 肉 眼 的 血 尿 を 自 覚 し て

2/7 開放腎生検を施行。半月体形成性糸球体

近医を受診。IVP にて異常を認めなかったが，

腎炎，間質に単核球浸潤認めた。

2003 年 1 月 4 日 に 腎 機 能 障 害（BUN 32mg/dl，

アミロイド沈着は認めず。2/12 腹腔鏡下に肝
生検施行。

Cre 2.7mg/dl）を認め，他院入院となるが，腎
機能増悪（BUN 33mg/dl，Cre 5.1mg/dl）認め，

類洞，門脈周囲に，異形性はない成熟した小

2003 年 1 月 16 日に当院紹介転院となった。

さなリンパ球の浸潤を認めたが，明らかな形質
細胞の増生は認めなかった。

入院時身体所見

腎不全の原因として腎前性・腎後性の要因は

身長：160cm 体重：49kg 血圧：108/58mmHg

なく，
血管炎（ANCA 関連腎炎，Wegener 肉芽腫，

体温：36.4℃ 表在リンパ節：触知せず 胸部：

Goodpasture 症候群，SLE）も否定的であった。

横須賀共済病院腎センター，同病理 1，吉祥寺あさひ病院 2，

Key Word：多クローン性高ガンマグロブリン血症，急性腎不

信州大学医学部病理学 3
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入院時検査所見（1）
［尿定性］
SG
1.011
pH
6.0
Pro
（2+）
Glu
（-）
Ket
（-）
OB
（3+）
WBC
（+）
［尿沈査］
RBC
無数 /HPF
WBC
1 〜 4/HPF
顆粒円柱
20 〜 29/WF
［尿生化・蓄尿検査］
Ccr
6.7ml/ 分
尿蛋白
2.7g/ 日
Alb
16.5%
α 1-Gl
2.1%
α 2-Gl
37.0%
β･γ -Gl
44.4%
［血算］
WBC 7000/ μ l
St
0%
Seg
75%
Eo
0%

Ba
1%
Mo
5%
Lym
20%
RBC 194 × 104/ μ l（連銭形成）
Hb
3.9g/dl
Ht
13.6%
Ret
13‰
Plt
26.8 × 104/ μ l
［凝固］
PT
15.6sec
APTT
41.7sec
FBG
558mg/dl
HpT
77.0%
［生化］
TP
8.6g/dl
Alb
22.6%
α 1-Gl
3.9%
α 2-Gl
8.9%
β -Gl
7.7%
γ -Gl
56.9%
UA
8.4mg/dl
BUN
38mg/dl
Cre
6.17mg/dl
Na
135mEq/l

腎生検の所見よりステロイド適応と考え，

K
Cl
Ca
P
LDH
AST
ALT
γ -GTP
ALP
ChE
T-Bil
TTT
ZTT
T-AMY
Glu
T-Chol
TG
CK
Fe
TIBC
フェリチン
CRP

4.0mEq/l
103mEq/l
6.8mg/dl
7.0mg/dl
151U/l
12U/l
14U/l
27U/l
339U/l
3254U/l
0.2mg/dl
13.7U
38.0U
30U/l
81mg/dl
68mg/dl
60mg/dl
31U/l
6 μ g/dl
135 μ g/dl
104.8ng/ml
9.2mg/dl

節腫脹もなく確定診断には至っていない。

2/17 より steroid pulse（mPSL500mg・3days）後

本症例では，何らかのウイルス等による刺激

PSL40mg 内服開始し，その後徐々に腎機能改

によるリンパ球増殖により腎障害を来たしてい

善傾向にあり，治療効果を認め，3/21HD 離脱

ると推察される。

となった。4/19 退院となり外来にて通院治療中

結

ある。
（4/8

1) 今 回 我 々 は， 臨 床 診 断 に 苦 慮 し ARF を 呈

Cre 1.13mg/dl, BUN 18mg/dl，CRP

し，一時的に血液透析導入となるもステロイ

2.5mg/dl , Ccr 30.9ml/min）

考

語

ド治療が奏効し，離脱した症例を経験した。

察

問題点

本症例は，ARF を呈し，一時的に血液透析
導入となった。ARF の原因となった臨床診断

1) この症例で，腎障害を惹起している原因は何

に苦慮したが，ステロイド治療が奏効し ARF

であるのか？

を離脱した症例である。
原 因 と し て 慢 性 EB ウ イ ル ス 感 染 又 は
Castleman 病なども推測されたが，EB ウイルス
DNA 量，抗体価などと併せても確定診断とな
る明らかなものは考えにくい。Castleman 病に
よる腎障害とも考えられたが，明らかなリンパ

114

第 40 回神奈川腎炎研究会

入院時検査成績（2）
RA
ANA
C3
C4
CH50
PR3-ANCA ＜ 10EU
MPO-ANCA ＜ 10EU
抗糸球体基底膜抗体
抗 ss-A 抗体
抗 ss-B 抗体
クリオグロブリン
IgG
IgA
IgM
IL-6

（−）
（−）
106.4mg/dl
19.0mg/dl
40.9U/ml

（−）
（−）
（−）
（−）
4490mg/dl
624mg/dl
313mg/dl
62.9pg/ml

[ 感染症関連 ]
サ イ ト メ ガ ロ IgG（FA）320 倍
HBs-Ag
（−）
（<10）
HCV-Ab
（−）
CMV アンチゲネミア陰性
RPR
（−）
HHV- ８ DNA
（−）
TPLA
（−）
[ 各種培養検査 ]
HIV 抗体
（−）
血液・便
（−）
EB-VCA
IgG 320 倍
胸水；結核菌塗沫
（−）
EB-EA
IgG<10 倍
結核 PCR
（−）
EB-VCA
IgM<10 倍
【血清・尿免疫電気泳動】
EB-EBNA（EIA）
（−）
polyclonal な増加。
EB DNA PCR 定量 2 × 10copy 未
満（−）
トキソプラズマ抗体 IgM（ELISA）
（−）0.13（<0.7）
サ イ ト メ ガ ロ IgM（FA）10 倍 未
満（<10）

検査成績（3）
腹部エコー：肝脾腫大（脾：13.0 × 5.9cm）

肝・脾腫大認める

Ga シンチ：肝・腎・骨への取り込み

両腎腫大認める
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腎生検（治療前）

腎生検（治療開始後）

HE 染色

HE 染色

HE 染色

PAS 染色

PAS 染色

PAS 染色
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入院後経過

討

論

小林（修） はい，どうもありがとうございま
した。まず臨床について，経過やデータ，その
他のご質問をお願いします。どうぞ。
小板橋 聖マリアンナ医大小児科の小板橋でご
ざいます。ありがとうございました。EB ウイ
ル ス の viral capsid antigen の IgG 抗 体 が 320 倍，
EBNA 抗体が陰性ということですね。これは私
ども小児科では，これはまさにこのときが急性
感染と考えるのですが。それでお聞きしたいの
ですが，末血のヘモグラムで異型リンパがどの
程度出たかということ，もう 1 つはポールバン
ネル反応です。出ないこともけっこうあるので
すが，これがどうであったか。それから，肝機
能障害がどの程度だったのか。私はフォローで
きなかったものですから，教えていただければ
と思います。よろしくお願いします。
太田 まず末血ですが，異型リンパは認めてお
りません。ポールバンネル反応は行っておりま
せん。肝腫大がこれだけあるにもかかわらず，
肝機能は全然動きませんでした。正直なとこ
ろ，肝生検をしてもあまり所見がなかったので，
EB がはたして今回，関連しているかどうかも
わからなかったというところです。
小板橋

そうすると，この所見が今の inflec-

tion，急性の感染であることについては，先生
も考慮なさっておられなかったということです
か。
太田

私のほうでは，今のデータで EB の M と

か，そのあたりが陰性であって，そのあと経過
的に何度かスポットをとっているのですが，そ
れはずっと陰性であるので。
小板橋

急性感染で IgM はなかなか上がりませ

ん。もちろん上がるのは原則ですが，出すと上
がらない。ただ，IgG が高いのに EBNA 抗体が
陰性であることが，
初感染を意味するわけです。
もし既感染ですと，陽性になるわけですね。小
児科的には，いつもそのように私どもは考えて
おります。
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小林（修） どうも小板橋先生，ありがとうご

太田

ざいます。非常に参考になりました。どうぞ。

ね。

佐藤

帝京大の佐藤といいます。γグロブリン

小林（修） これは minus inflection がアクティ

のことでお聞きしたいのですが，私は今，小板

ブであるこの時期に，そういった変化が出てき

橋先生の話を聞いていまして，SLE の患者でし

て，バースといわれるような類の増悪という意

たが，EB 感染をきっかけにしてものすごくγ

味でおたずねしたのですが。

グロブリンが増えて，IgG が 8,000 ぐらい。も

太田

ともとは 1,000，2,000 ぐらいでしたが，もちろ

リスロイド系が低形成の所見があったぐらい

ん polyclonal に増えてきたという症例を経験し

で。

ました。今回，先生の症例も IgG が 6,000 でし

小林（修） ほかにどなたか，いかがですか。

たか。

病理を含めた質問でもけっこうです。これは

太田

4,000 できて，透析導入直前には 5,500 程

特にそれは所見としてもなかったです

経過としては plasma cell が 7％程度，エ

またあとでコメントに出てくるかもしれません

度まで上がって。

が，先生の抄録で半月体形成性腎炎，間質性腎

佐藤

炎の所見を認めたとお書きになっていますが，

上がっていますよね。ですから，EB の

感染症と polyclonal gammopathy がもともとあっ

これは付随する間質の変化を認めたということ

たのでしょうけれど，それが誘発されて急激に

でお書きになったのか，tubulointerstitial nephri-

増えたような経過はあったのでしょうか。

tis も別にあるということですか。

太田

太田 すみません。
これは書き方の誤りですね。

こちらに来た時点で IgG が 4,400 程度で，

その後，腎不全になる直前が 5,400 ぐらい。ス

付随して間質に単球系の浸潤を認めただけなの

テロイド治療を始めてからは 3,000 台に収まっ

で，そういう書き方で。

ております。ただ，この頃はステロイドを少し

小林（修） 先生は crescentic glomerulonephritis

ずつ外来テーパしているのですが，徐々にまた

な像だと理解なさったということですね。

IgG が増え始めているので，また病勢が，今，

太田 はい。

クレアチニンは全然動いていないのですが，ま

小林（修） 例えば acute tubulointerstitial nephri-

た盛り返してくるのではないかということも含

tis（AIN）という所見ではないですね。eosino-

めて，もしそれが EB の感染だとした場合，な

philia，eosino，IgE の増多，あるいは間質の細胞

かなか治療としても確立されたものがないと思

浸潤に eosino と，そういった所見はなかったし，

いますので。

臨床的にもないということですね。

佐藤

太田 はい。

ステロイドを使ってからどうなったかを

お聞きしたかったのですが。そうすると，hy-

小林（修） はい。それでは，ないですか。い

perviscosity はどうだったのですか。

かがですか。では，病理のほうを。これは重松

太田

先生が共同演者になっておりますが，どちらで

特に眼底とか，そのあたりを見たのです

が，そういったものは認めておりません。この

すか。重松先生，よろしくお願いします。

方は TB でいうと 9 ぐらいまで最大で上がりま

重松 臨床がこの症例提示をされたのは私のコ

したが，特に hyperviscosity な眼底所見，その

ンサルテーションの見解に納得できないという

他は認めておりません。

ことなのだと思います。私は EB ウイルスと関

佐藤

係づけて考えたいと思うのです。1 例ですが，

ありがとうございます。

小林（修） ほかにどなたか。これはマルク等

似たような症例をあとでお見せしますが，まず

での所見とか，ラボのデータはあまりここにな

この症例について見えたところをご紹介したい

いし，見過ごしているのですが，どうですか。

と思います。
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【スライド 01】約 37％の糸球体に crescent for-

【スライド 07】この辺になると，これは普通の

mation があります。それから，間質に細胞浸潤

crescentic GN と一見して区別がうまくできませ

があります。これも EB ウイルスの感染がある

ん。

ので問題になると思いますが，この細胞に異型

【スライド 08】これは間質の細胞を見たもので

性があるかということです。それから，こうい

す。とにかく骨髄を見ても，末血を見ても，異

う半月体性の組織変化が EB ウイルスと関係し

型リンパ球は見られません。ここもリンパ球様

て起こってくるかどうかも問題だと思います。

の細胞があったり，plasma cell 様の細胞があり

普通，腎炎を起こすようなウイルスはサイトメ

ますが，たしかに polyclonal に増えていまして，

ガロなど数が限られています。EB はあまり直

異型リンパ球，B リンパ球あるいは，T リンパ

接，
糸球体炎を起こす報告はないものですから，

球のモノクロナールの浸潤で間質の病変が起

そういう点で問題になるわけです。

こっているとは言いにくいところです。

【スライド 02】ご覧のように立派な半月体形成

【スライド 09】これは 2 回目の biopsy です。見

がありますが，管内細胞増生もありますね。そ

事に治療が成功して，間質の浸潤も弱くなって

れに半月体がありますが，少し普通の半月体と

います。

一味違う感じが私にはするのです。こういうと

【スライド 10】糸球体にあった変化も，だめに

ころに何かすごく腫大した細胞があって，壁側

なった糸球体はこのように硬化しているし，助

に炎症細胞と混じって parietall cell の増生があ

かった糸球体はあまり問題がありません。

る。 こ う い う granulo matous glomerulonephritis

【スライド 11】このように完全に fibrous な cres-

とは少し言いすぎかもしれませんが，変り種の

cent になっています。

半月体形成性腎炎があります。

【スライド 12】参考までに別の症例です。8 歳

【スライド 03】ここも管内細胞増生と，ここは

の男の子ですが，ある小児科で T 細胞感染性の

リンパ球のようなものが入っていますが，それ

active EB virus 感染症という診断を受けて，か

からかなり大型の epithelioid cell と言いたいの

なりの腎不全があり，14％の crescentic の GN が

ですが，そのような細胞を交えた半月体形成の

ありました。主治医は，かなり腎不全が進行し

ある管外増殖性腎炎の像があります。

ているので，骨髄移植を考慮しておりました。

【スライド 04】ここなども，足細胞側が形質転

これは CD3 です。T 細胞が入ってきて，かなり

換でも起こしたのではないかという感じのする

Ｔ細胞優位の細胞浸潤がありました。

管外細胞増生があります。

小児科領域ではカクテル療法をよくおやり

【スライド 05】これなどもそうですね。marker

になりますが，これにカクテル療法をしたとこ

study をやっておりませんので，詳しい細胞の

ろ一時的に浸潤もとれて，腎機能もよく改善し

分析ができないのが残念ですが，見た感じは普

た症例があります。この症例は 14％が crescent

通の crescentic GN の増生細胞にしては少し大き

の GN です。これは核の断片などがありますか

すぎる感じがします。

ら，かなりフレッシュな病変と見なければいけ

【スライド 06】この辺は管外性増殖性腎炎で

ません。
こちらは少し線維性になっていますが。

も非定型的です。最近，半月体とは別に cellar

そういうことで，小児の症例は T 細胞感染型の

lesion という形で FGS などに出てくる形質転換

EB ウイルス感染症で，どちらかというと少し

を起こした足細胞が増殖したのではないかとい

T 細胞が dysplastic になって，細胞が間質に浸潤

う，上皮増殖で起こってくる extra capillary の細

している。そういうところに crescentic な GN が

胞増生があります。何かそういうものにかなり

起ったと見られる症例でした。

似たような増生の仕方をしています。

今回の症例もまだリンパ球自体は，IgG など
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が増えていますから，B 細胞性の感染を受けて

とで，基本的には immune complex 型の腎炎で，

いるだろうと思いますが，dysplastic になって

crescentic になってきたと考えるべきだろうと

いないけれども，腎病変としては crescentic な

思います。

病態を出しており，
しかもちょっと変わり種の，

それから，間質性は非常に派手で，massive

上皮細胞に形質転換を起こすような，何かサイ

な plasma cell，リンパ球，ところどころ eosino

トカインを出すような性質を持った polyclonal

をともなってくるような形で，こういうヘマ

の細胞増生があって hyperglobulinemia の状態で

チュリーンの所見と，尿細管は非常に ATN を

す。そういうときに，あのような管外性の病変

思わせるような上皮の atrophy が前景に出てい

ができた。治療をするとまだ反応性があって，

るので，透析中の生検に合致する組織像だろう

細胞浸潤は引いてきたということでしょうか。

と思います。

お話を聞くと，また少しぶりかえしていると

【スライド】ただ，少し fibrous になっていると

いうことですが，この症例も EB ウイルスの感

ころと，endocapillary proliferation 顕著な糸球体，

染のあと，これは移植などでもそうですが，い

それから cellular な全周性の crescent formation，

ろいろな経過をとるわけです。dysplastic の時

いろいろ新旧が混ざっているわけです。今，重

期，それからまだ回復し得るような lymphoma

松先生が言われたように，この辺の細胞の特

とか，いろいろな感染がありますので，EB ウ

徴が私としてはあまり感じませんでしたが，通

イルス感染症にともなう腎病変も，これから見

常，我々が見ている necrotizing なタイプのもの

ていくとかなりあるのではないかという気がし

ですと，どこかに rupture があって fibrin あるい

ます。これについては，山口先生が，EB ウイ

は fibrinoid material なボウマン嚢腔に出てくる

ルスの感染と移植腎でやられている病変などの

わけですが，どうもあまりはっきりした rupture

関連をお話しくださると思いますので，そちら

の像がないのです。たしかにこういう糸球体側

にバトンタッチをしたいと思います。

の endocapillary，あるいはこちら側に MPGN 様

山口 【スライド】重松先生は，EB ウイルス感

の病変があって，二次的に crescent ができる場

染を主体にアプローチしたのですが，私は Cas-

合は，必ずしもあまり基底膜の rupture が目立

tleman disease を主体に考えていろいろ文献をあ

たないことがあります。おそらくそういうタイ

さったりしたのですが，どちらが etiological に

プの crescentic formation なのかなという印象で

本当に，Castleman でもあまり crescentic になる

す。

報告は非常に稀で，IL-6 がからんで mesangial

【スライド】crescent のない糸球体ですと，たし

proliferation，あるいは thrombotic microangiopa-

かに時によってはおとなしいところもあります

thy とか，いろいろな病態をとってくるわけで

が，このように尿細管上皮障害が比較的広範に

すが，なかなかこういう crescentic なものの報

見られております。

告はないですね。比較的稀のような気がします。

【スライド】炎症ですが，移植などで EB のとき

もし Castleman のようなものがベースにあった

に lymphoproliferative disorders が と き ど き 出 て

と考えてもですね。

くるわけです。その場合には，だいたい B cell

弱拡で見ますと，たしかに full moon に近い

系主体で，稀に T cell ということがありますが，

crescent の形成がありますが，タフトのほうに

大部分は B cell 主体で，plasma cell から少し幼

endocapillary proriferative な 変 化 が 明 ら か に あ

若な細胞が出てくるわけですが，間質に出てい

るわけです。IF では IgA が dominant でしたか。

る細胞はたしかに plasma cell，リンパ球が多い

IgM と IgG と polyclonal な mesangial pattern か ら

のですが，あまり幼若で異型のあるという印象

peripheral pattern の IF の沈着症があるというこ

は受けませんでした。たしかに少し間質性の細
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胞浸潤の程度が強いように思います。

けですが，間質炎も非常にきれいになっていま

【スライド】このようなきれいな cellular cres-

す。

cent ですが，やはり endocapillary で浸潤細胞と

【スライド】似たようなものですが，一部タ

mesangial proliferation が明らかです。この辺は

フトが巻き込まれています。こういうときに

rupture したあとだろうと思うのですが。fibrous

crescent がどのように治っていくか。これはつ

に置き換わっています。ただ，あまりボウマン

ぶ れ て し ま う と 思 う の で す が，endocapillary

嚢の基底膜の破壊は目立たないので，やはり間

proliferative な変化はほとんど弱くなっており

質炎は非常に強いように思います。このまわり

ます。

はあまり炎症性の細胞浸潤はありません。

【スライド】このような形で，よくボウマン嚢

【スライド】このようにポゾサイトの higher in

の基底膜がこちらにあるわけですが，こちら側

dropped degeneration ですね。上皮細胞の硝子的

にボウマン嚢の基底膜様のものができて，これ

変性が crescent formation にやや目立っている。

はシュードトゥブラールにルーメンが出来て，

以前に HIV 陽性の方の腎炎にも，非常に上皮細

最終的に癒着がありますが，ボウマン嚢の修復

胞の硝子的変性が強かった症例に出合ったこと

というか，そういう形で crescent が治っていく

があるのですが，EB と関係があるかどうかわ

過程を見ることがあります。

かりませんが。どうでしょうか，ここに出てい

【スライド】このような形ですね。尿細管極が

る細胞で少し核腫大はありますが，通常の cel-

残っていますと，引きつれて，一部癒着が残り

lular crescent とそれほど大きな違いはないよう

ますが，最終的には crescent の部分が消失して

に思います。

いくのだろうと思います。

【スライド】明らかな endocapillary proliferative

ですから，私はこの etiology に関して，はっき

な変化がほぼ，少し強弱はありますが，明らか

り断定的なものは，この材料だけでは何も言え

にあるわけです。こういうタイプのものは，非

ないと思います。基本的にはベースに immune

常にステロイドに反応して，crescent もよくな

complex 型 の 腎 炎 が あ っ て，crescent formation

ることが言われています。

をともなってきたと考えて，そういう場合には

【スライド】ギーが厚かったので，あまりいい

非常に治療に奏効しやすいわけで，比較的よく

ところがとれなかったのですが。peripheral の

治ったケースだろうと思います。以上です。

deposit はよくわかりませんでした。

小林（修） どうもありがとうございました。

【スライド】ステロイドが奏効したということ

ご質問をどなたか，どうぞ。

で， 私 の 勘 定 で は 100 個 中 65 個 の crescent が

高市

あって，7 割弱あったわけですが，それがずい

の機会に病理の先生に教えていただきたいので

ぶん rebiopsy のときには 40 個中 crescent が残っ

すが，重松先生が勘定したところでは 37％の

ているのが 11 個，グローバルにつぶれたのが

crescent があって，山口先生が 65％と。いずれ

11 個ということで，半分ぐらいは involve され

にしても 40 〜 70％ぐらいの範囲だと思って，

てしまって。こういう形でつぶれざるを得ない

この人は特にもう透析に入ったときですね，腎

ものがいくつかあるわけですが，一部はおそら

生検をしたのは。たしか相当，腎機能が悪いと

く crescent があってもよくなった糸球体もある

きですから。

のではないか，と思います。

太田 透析に入って回復してきたあたりですの

【スライド】こういう不完全な，これもおそ

虎の門病院の高市ですけれど，ぜひこ

で。

らく早晩につぶれてしまうわけで，まだ fibro-

高市 回復してからですか。

cellular crescent のようなところが残っているわ

太田 はい，離脱したときです。クレアチニン
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が１ぐらいに収まったときで，2 回目の腎生検

トの形質転換を思わせるような急性期の形質転

です。

換を主とした，crescentic な内容であるために，

高市

いや，最初の。

非常に治療によく反応したのではないか。管

太田

最初は同時ぐらいです。一番悪いときで

内増生ももちろんよく効いたことがあるのだろ

す。
高市

うと思います。ということで，crescent の数だ
きわめて腎機能が悪いときで，たぶん

けで腎機能低下とイコールにはなかなかならな

GFR でいうと 10 以下ぐらいで，おそらく intact

い，と私は思っています。

nephron だとおそらく 10％を切っているような

小林（修） ありがとうございます。どうぞ。

状態だと思うのですが。そうすると，病理から

佐藤

見るよりも臨床所見がもっとひどいように思わ

てもらいたいのですが，確定診断をするために

れるのですが，こういうときはどのように考え

アンチ EB を染めるとか，EB の in situ hybridiza-

たらよいか，前から悩んでいるのですが。例え

tion をすることで診断は可能でしょうか。

ば，糸球体は丸くて大きいですから，2 μ m，

重松

3 μ m で切っていると病変のある部位にあたる

ピーがあるという保証はないわけです。です

ことも，あるいは一見 intact の部位にあたるこ

から，むしろ私は脾臓とか，肝臓にリンパ球が

とがあって，かなり変化があっても intact に見

増えているところを中心に検索をするべきでは

えるような。そのように考えるべきなのか，悩

ないかと思います。腎臓ももちろんやって，出

むことがあるのですが，教えていただけないか

ればいいのですが，マイナスのときに negative

と思います。

date とできないと思うのです。

山口

帝京大の佐藤ですが，重松先生に教え

問題は腎臓に本当に EB ウイルスのコ

やはり急性期ですと，どちらかというと

小林（修） Viremia に associated なサイトカイ

糸球体の病変より尿細管間質病変が腎機能に直

ンその他ということの炎症反応と解釈すること

接影響をしやすいと思います。この症例の場合

もできるということで，直接，証明ができれば

は非常に強い間質炎があるのと，もう 1 つは尿

いいけれどということでしょうか。でも，今，

細管上皮障害がだいぶ広範にありますので，そ

肝臓ということが出たのですが，これは Castle-

の影響が出ているのだろうと思います。ですか

man disease，あるいは EB virus associated な腎症，

ら，crescentic なものだけで，それほど腎機能

肝腫大ということで肝臓はどうだったか。今

障害がすぐにはこないわけで，どうしても尿細

ちょうど肝のリンパ球浸潤があった。そこの解

管間質病変が腎機能には直接的には影響しやす

釈をどうされるか，最後に聞きたいのですが。

い，と私は思います。

太田 今回，肝臓の。

重松 crescent の数が 2 人で違うではないかと

小林（修） 脾腫の場合は慢性感染，感染脾で

いうことですが，私が勘定したのは 54 個の糸

すが，肝腫大はどう解釈しますか。

球 体 の う ち 19 個，35.2 ％ が crescentic で，scle-

太田 肝臓は特に腎臓ほどリンパ球もあまり浸

rosing になったのが 24％です。この中には cres-

潤がなくて，それがなぜそこまで腫大している

cent のあとになったものもあるわけです。intact

のかというのは，正直なところ組織学的に見た

というように一見，管内増生だけだというのが

だけでは私はわかりませんでした。この方が急

35.2％あるわけです。治療によく奏効したのは

性増悪したので，昔からγグロブリンが高かっ

間質病変がすっと引いてくれたことが一番大き

たことが，今回の急性増悪と一致しないところ

いと思いますが，crescent の内容が申しあげた

があったので，昔からγグロブリンが高いとい

ように本当の parietall の epithel が増えてくるよ

うのがあって，今回急に起きたのが，臨床的な

り，急性炎症細胞を交えた，あるいはポトサイ

診断で何によるものかということでは理解に苦
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しんだところです。
小林（修） ありがとうございます。非常に興
味のある症例をありがとうございました。ま
た，たぶんこのような EB ウイルスの，先ほど
の提案もありましたが，おそらくウイルス等の
関連にともなう腎症は集積されて，ここでディ
スカッションできれば，もっと明らかになるの
ではないかと思います。とても興味のある症例
をありがとうございました。
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