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Hump を認めた半月体形成性腎炎の一例
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音なし，腹部平坦・軟，圧痛なし，腫瘤触知せ

例

ず，Glu 音正常，CVA 叩打痛なし，四肢 上肢浮
腫なし，下肢浮腫軽度あり，皮疹・紫斑なし。

既往歴：19 歳 リウマチ熱，
弁膜症（詳細不明）
，
64 歳頃から便秘にて近医より内服処方，74 歳
大腸ポリープでポリペクトミー（良性）
，75 歳
高血圧でアムロジピン 2.5mg 内服中
家族歴：父：脳梗塞
嗜好歴：アルコール：なし，喫煙：なし
アレルギー暦：食物：なし，薬物：なし
現病歴：平成 14 年頃より近医にて尿蛋白・
尿潜血を指摘されていたが放置。
平成 15 年 3 月当院泌尿器科受診し，
尿細胞診・
腹部エコー・KUB 施行したが特に問題なかっ
た。
平成 16 年 9 月 20 日頃より微熱が出現し，近
医から内服処方を受けていたが，改善はなかっ
た。熱は 38℃以上となり，食欲不振も認められ
たため，9 月 30 日当院受診。受診時 WBC8350
/ μ l，CRP17.0 mg/dl，Cr3.0 mg/dl であり感染症・
急性腎不全の疑いで，同日入院となった。
入院時現症：身長 155cm，体重 56.5kg（増減
なし）
，体温 38.2℃，血圧 130 / 70mmHg，脈拍
80 回 / 分・整，眼球結膜 黄疸なし，眼瞼結膜
貧血なし，眼瞼浮腫なし，頚部リンパ節触知せ
ず，甲状腺腫大なし，心音 S1・S2 清，S3・S4
なし，心尖部を最強とする，Levine Ⅲ / Ⅵの収
縮期雑音を聴取，呼吸音 正常肺胞呼吸音，ラ
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表 1．入院時検査所見
尿検査
尿比重
pH
UP
UOB
ケトン体

1.015
7.0
3＋
3＋
（−）

沈渣
RBC
＞ 50/1
WBC
11-20/1
偏平上皮細胞
1- 5/1
硝子円柱
＜ 1/1
蓄尿その他
BJP
（−）
1 日尿蛋白量
8.5
g/ 日
NAG
28.9
U/L
α 1MG
47.5 mg/L
FDP-E
4277 ng/ml
FENa
1.73
%
Ccr
27.5 ml/min
Selectivity Index 0.68
末梢血
WBC
Seg
Mono
Eosino
Baso
Lympho
RBC
Hb
Ht
Plt
凝固
APTT
PT（INR）
HPT
Fibrinogen
FDP-E
ESR

8350
/μl
59.1
%
2.4
%
0.7
%
0.2
%
37.6
%
318 万 / μ l
10.0
g/dl
29.1
%
25.9 万 / μ l

43.7
秒
1.17
115
%
706 mg/dl
291 ng/ml
＞ 140 mm/hr
＞ 140 mm/2hr

生化
TP
分画 Alb
α 1-gl
α 2-gl
β -gl
γ -gl
Alb
BUN
Cr
UA
Na
K
Cl
Ca
P
Mg
CRP
SAA
Glu
GOT
GPT
LDH
ALP
γ GTP
T-Bil
CPK
T-cho
TG
Cholin-E
Fe
フェリチン

6.8
43.3
6.4
16.2
11.7
22.4
2.9
26
3.04
6.0
140
3.8
103
7.7
5.7
2.2
17.0
276
92
17
13
235
152
15
0.3
50
162
93
149
27
229

感染症
梅毒

g/dl
%
%
%
%
%
g/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl
mEq/L
mEq/L
mEq/L
mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl
μ g/ml
mg/dl
IU/L
IU/L
IU/L
IU/L
IU/L
mg/dl
IU/L
mg/dl
mg/dl
IU/L
μ g/dl
ng/ml

RPR（＋）1.3（0.0-0.99）
TP （−）
HBsAg
（−）
HCVAb
（−）
ASO
826 IU/ml
ASK
1280
倍
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免疫
IgG
1454 mg/dl
IgA
442 mg/dl
IgM
25 mg/dl
IgE
150 IU/ml
CH50
51.3
U/ml
C3
98 mg/dl
C4
22 mg/dl
IC
C1q2.4 μ g/ml
抗 C3d 抗体
7.1 μ g/ml
クリオグロブリン（−）
ANA
（−）
抗 DNA 抗体
（−）
抗 Sm 抗体
（−）
抗 RNP 抗体
（−）
抗 SS-A 抗体
（−）
抗 Scl-70 抗体
（−）
MPO-ANCA
（−）
PR3-ANCA
（−）
抗カルジオリピン抗体
12
U/ml
抗カルジオリピンβ 2GPI
7.1
U/ml
リウマチ因子
＜ 10 IU/ml
内分泌
TSH
1.840 μ U/ml
fT3
2.18 pg/ml
fT4
1.34
ng/dl
BNP
638 pg/ml
Intact-PTH
98 pg/ml
レニン活性
＜ 0.1 ng/ml
アルドステロン 10.3 pg/ml
その他
可溶性 IL-2 ﾚｾﾌﾟﾀｰ
1460
U/ml
直接 Coombs 試験（−）
間接 Coombs 試験（−）
CEA
1.2 ng/ml
CA19-9
4
U/ml
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表 2．その他の検査所見
培養
血液・咽頭・尿すべて陰性

胸部 X-P
CTR 52.3%，肺野 clear，右 CPA 軽度 dull

脳脊髄液検査（第 9 病日）
異常所見なし，培養陰性細胞診 class Ⅰ

胸部〜骨盤 CT
腫瘍病変・膿瘍形成なし，胸水軽度あり

骨髄液検査（第 20 病日）
幼若球正常範囲内，核異型なし

心電図
sinus regular，LVH なし

ツベルクリン反応
陰性

心エコー
IVC 17.7mm，EF 77.8%，MR moderate 〜 severe，
AR mild，TR mild，Vegetation なし

HE 染色

HE 染色

HE 染色
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PAS 染色

HE 染色

PAM 染色

PAS 染色

HE 染色

IgA
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IgG

電顕

C3d

まとめ
本症例は組織所見からは IgA 腎症の予後不良
群と診断される。
しかし，臨床経過からは，血管炎症候群（特
に顕微鏡的多発血管炎（MPA））を疑った。
本症例は IgA 腎症に MPA を合併し，ステロ
イド加療により良好な経過をたどった一例と
考えられた。
また，本症例では電顕上 hump 様の高電子密
度沈着物を認めた。
hump は急性糸球体腎炎にしばしば認めら
れ，4 〜 8 週間で消失する。免疫グロブリン

Clq

や C3 の沈着物に相当すると言われている。
急性糸球体腎炎に特異的なものではなく，
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IgA 腎症・膜性腎症・膜性増殖性糸球体腎炎・

討

ループス腎炎・紫斑病性腎炎・感染性心内膜

論

炎などでも類似の病変が認められることがあ

小沢

る。

さっそく演題に入らせていただきたいと思いま

それでは十分な時間がとれますように，

す。最初のセクションの 1 題目「Hump を認め

本症例の疑問点

た半月体形成性腎炎の一例」横浜市立大学医学

本症例を顕微鏡的多発血管炎と診断してよい

部附属市民総合医療センター腎臓内科，安藤先

のか？

生，お願いいたします。

通常 pauci-immune 型の半月体形成性糸球体

安藤

腎炎では高電子密度沈着物は観察されない。

性，主訴は発熱，既往歴として 19 歳時にリウ

本症例での hump 様病変の由来は？ IgA 腎症

マチ熱，弁膜症，64 歳ごろから慢性便秘があり，

の関連？

近医より処方を受けております。74 歳時，大

よろしくお願いします。症例は 75 歳女

腸ポリープにてポリペクトミーを施行，75 歳
時より高血圧にてアムロジピン 2.5mg を内服中
です。家族歴として父に脳梗塞，嗜好歴，アレ
ルギー歴に特記すべきことはありません。
現病歴です。平成 14 年ごろより近医にて尿
蛋白，尿潜血を指摘されていましたが放置，平
成 15 年 3 月当院泌尿器科を受診し精査しまし
たが，特に問題ありませんでした。平成 16 年
9 月 20 日ごろより微熱が出現し，近医より内
服処方を受けていましたが改善はなく，発熱
は 38℃以上となり食欲不振も出現したため 9 月
30 日に当院受診。受診時ラボデータ上 , 白血球
8,350，CRP 17，血清クレアチニン 3.0 であり，
感染症，急性腎不全の疑いで同日入院となりま
した。入院時現症です。体重は 56.5kg で増減あ
りません。体温は 38.2℃，血圧は 137/70mmHg，
眼瞼に浮腫はありません。心音では心尖部を
最強とする Levine 6 分の 3 度の収縮期雑音を聴
取。呼吸音，腹部に特記すべき所見はなく，下
腿に軽度の浮腫を認めました。皮疹，紫斑等は
認めませんでした。
入院時検査所見です。異常所見をオレンジで
示します。尿検査では尿蛋白（3+），潜血（3+），
沈渣で赤血球を多数認めました。一日尿蛋白量
8.5g，尿中 FDP は 4,277 と高値，FENa は 1.73％，
クレアチニンクリアランスは 27.5，selectivity
index は 0.68 でした。末梢血では Hb 10.0 と軽度
低下，凝固では APTT 43.7 秒と軽度延長，フィ
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ブリノーゲンは 706，FDP は 291 と高値を認め

疑われ，第 21 病日に腎生検を施行しました。

ました。血沈は著明に亢進していました。生化

第 30 病日よりステロイドパルス療法を開始

学ではアルブミンが 2.9 と低下，UN は 26，ク

し，33 病日からプレドニゾロン 30mg の後療法

レアチニンは 3.04 と上昇，CRP は 17，血清ア

を開始しました。ステロイド開始後，高熱は消

ミロイド A は 276 と上昇していました。肝機能

失，CRP，クレアチニンも低下傾向となりまし

は異常なく，高脂血症もありません。感染症で

た。両膝の所見も著明に改善し，尿蛋白も減少

は梅毒の RPR が 1.3 と弱陽性，TP は陰性で BFP

傾向となりました。不完全寛解 I 型の状態で，

を認めました。また，ASO は 826 と上昇してい

第 71 病日に退院となりました。両膝関節のス

ました。免疫検査では IgA は 442 と高値，補体

テロイド投与前後での写真です。投与前は両膝

価の低下はなく，免疫複合体も陰性でした。各

に対称性に腫脹，発赤を認めていましたが，投

種 自 己 抗 体，MPO-ANCA，PR3-ANCA も 陰 性

与後，著明に改善しております。

でした。抗カルジオリピン抗体は 12，抗カル

腎生検を供覧します。糸球体は 33 個採取さ

ジオリピンβ 2 グリコプロテインⅠは 7.1 と弱

れており，5 個に硬化を認めます。12 個の糸球

陽性でした。内分泌では BNP が 638 と上昇，そ

体に細胞性半月体を，1 個の糸球体に線維性半

の 他， 可 溶 性 IL-2 receptor は 1,460 と 高 値 を 示

月体を認めます。こちらに硬化した糸球体，半

していました。その他の主な検査所見です。培

月体形成を伴った糸球体を認めます。こちらは

養では咽頭，尿，血液すべて陰性。脳脊髄液，

別の切片になりますが，半月体を形成した糸球

骨髄液とも正常でした。ツ反も陰性で胸部 X 線，

体を多数認めました。半月体を形成した糸球体

CT 上も軽度の胸水のみで腫瘍病変，膿瘍形成

の拡大図です。高度の細胞性半月体を認め，正

は認めませんでした。心エコー上では MR が中

常の糸球体組織を圧排しております。半月体

等度から重度に認められました。vegetation は

形成のない糸球体を示します。軽度から中等度

認めませんでした。

の mesangium proliferation を 認 め， 一 部 ボ ー マ

第 19 病日に施行した全身ガリウムシンチを

ン嚢と係蹄が癒着しております。同じ糸球体の

供覧します。両側の腎，膝，足関節の RI 集積

PAM 染色になります。同じく癒着を認めます。

増加があり，腎炎，関節炎が疑われました。

半月体形成を伴う糸球体を中心として，中等度

入院後経過です。入院時は感染症を疑い，セ

の単核細胞浸潤を認めました。その一部に好酸

ファメジンの点滴を施行。また，低アルブミン

球の浸潤も認めました。細動脈では軽度の硝子

血症に対して 25％のアルブミンの点滴を施行

様硬化を認めますが，細動脈レベルでの血管炎

しました。CRP，血清クレアチニンに著変はな

の所見はありませんでした。

く，38℃以上の発熱は連日続きました。抗生剤

蛍光抗体法を示します。IgA はメサンギウム

をセフォぺラゾン・スルバクタムに変更しまし

領域に強陽性，係蹄壁に弱陽性でした。IgG は

たが，炎症反応は変化なく，CRP は 10 前後が

メサンギウム領域，係蹄壁とも弱陽性でした。

続きました。明らかな感染症は特定できず，第

C3d はメサンギウム領域に陽性，係蹄壁に強陽

9 病日より抗生剤なしで経過を見ていきました

性でした。C1q は陰性でした。

が，発熱，CRP，尿蛋白，クレアチニンは変化

電 顕 で す。 中 等 度 の mesangium proliferation

ありませんでした。発熱の原因は特定できず，

を認め，dense deposit をその一部に認めます。

不明熱となりました。また，第 6 病日ころより

dense deposit はメサンギウム領域だけではなく，

両膝の関節に痛みがありましたが，徐々に増強

Hump 様となって係蹄上皮下にも目立ちまし

し，対称性に腫脹，熱感，圧痛も著明となりま

た。

した。関節炎が疑われました。血管炎症候群が

本症例は組織所見からは IgA 腎症予後不良群
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と診断される。しかし，発熱，関節痛，著明な

ですが，入院経過中に皮膚病変の存在は全身を

炎症反応等の臨床経過からは血管炎症候群，特

見ても一切ありませんでしたので，紫斑病性腎

に顕微鏡的多発血管炎を疑った。本症例は IgA

症は今回の症例では否定的と考えました。
また，

腎症に MPA を合併し，ステロイド加療により

慢性便秘については以前から指摘され市販薬を

良好な経過をたどった一例と考えられた。
また，

内服していたのですが，経過中に発熱がかな

本症例では電顕上，Hump 様の高電子沈着物を

り強く，多発性の関節痛もあったのですが，食

認めた。Hump は急性糸球体腎炎にしばしば認

欲も低下しませんでしたし，腹痛もなく，下痢

められ，4 から 8 週間で消失する。免疫グロブ

等の消化器症状は一切認めなかったので，本症

リンや C3 の沈着物に相当すると言われていま

例では紫斑病性腎症は考えにくいかと思いまし

す。しかし，
急性糸球体腎炎に特異的ではなく，

た。

IgA 腎症，膜性腎症，膜性増殖性糸球体腎炎，

小沢

ほかにはございませんでしょうか。

ループス腎炎，紫斑病性腎炎，感染性心内膜炎

安田

聖マリアンナ医大の安田です。今回のエ

などでも類似の病変が認められることがありま

ピソードは 2 年前から血尿と蛋白尿が出現して

す。

いたのですね。
安藤

本症例の疑問点としては，本症例を顕微鏡

出現したというか，初めて指摘されたの

的多発血管炎と診断してよいのか。また，通常

がそのころで，それ以前は病院にあまりかかっ

は pauci immune 型の半月体形成糸球体腎炎では

ていない方でしたので不明です。

高電子密度沈着物は観察されない。本症例での

安田

Hump 様病変の由来は何なのか，IgA 腎症との

血尿の状態は何か情報はありますか。

関連なのか，以上の点などについてご検討して

安藤

いただきたく，症例を呈示しました。以上です。

トミーを消化器で施行して，そのときにクレア

ありがとうございました。

チニンは正常で尿蛋白は（2+）から（3+）ぐ

小沢

らいで，潜血は（3+）で継続していたのが一

安藤先生，どうもありがとうございます。

その後の 2 年間の腎機能，蛋白尿の程度，
当院のフォローでは，1 年前にポリペク

それでは通例どおり，まずは clinical な面から

番古いデータで，それより前はわかりませんで

ご検討をいただきたいと思います。どうぞ。

した。

森田

安田

昭和大学藤が丘病院の森田と申します。

それは IgA 腎症がベースにあって，こう

大変興味深い症例の提示をありがとうございま

いう変化があったのではないかととらえられて

した。この症例でヘノッホ・シェーンライン紫

いるのですよね。

斑病，あるいは purpura nephritis との鑑別が重

安藤

今回はそう考えました。

要になると思い，臨床経過として皮膚病変が認

安田

はい，わかりました。

められたかどうかという点と，腹痛のエピソー

小沢

鎌田先生，どうぞ。

ドがあったらどうかという 2 点について，教え

鎌田

北里大学の鎌田です。この症例は臨床的

ていただきたいと思います。腹痛に関しては慢

に IgA 腎症が持続的に存在した事が否定できま

性便秘があるというご発表でしたが，便秘に伴

せん。ただ，発熱をしてこのような経過を示す

う腹痛だけではなく，何かヘノッホ・シェーン

IgA 腎炎はないと思います。ですから，IgA 腎

ライン紫斑病を思わせるような腹痛のエピソー

炎が持続的に存在していて，何か別のことが起

ドがなかったかどうか，その辺についてお教え

こった可能性が高いのではないかと思います。

ください。

一方，軽度の抗リン脂質抗体が見られます。私

安藤

共の症例では，抗リン脂質抗体症候群には全員

まず紫斑病性腎症については，入院時よ

り臨床経過からむしろ疑ってずっと見てきたの

で弁膜症が見られます。
内皮障害の結果として，

8
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弁膜症が起こるようです。この症例も弁膜症が

て，それが急性腎不全というか，RPGN を加味

あります。これらから，慢性腎機能障害は，抗

した形になるとすれば，あまり IgA が変わらな

リン脂質抗体症候群と IgA 腎炎であり，今回，

いと思うのですが。IgA が下がってきたことは

発熱するような激しい炎症を伴う別の病気が立

臨床的に意味があるのか，検討の余地があるの

ち上がったのではないかと思います。

でおもしろいかもしれないと思います。

また，顕微鏡的多発血管炎と診断してよいか

それから，3 番目の質問は，浮腫はあまりな

とありますが，我々が診断できるのは組織に血

かったのですね。

管炎が見られる場合に絞られると思うので，臨

安藤 はい。

床的にこれを言うのは難しいのではないでしょ

前田 左か右か，胸水がちょっとあったと書い

うか。臨床的には，APLS と IgA 腎炎が基本病

てありましたが，その関連は何か，低蛋白血症

変として流れていて，それに RPGN が乗ったと

と関係があるのでしょうか。

考えますが，いかがでしょうか。

安藤 基本的に低蛋白血症からきた浮腫だと思

安藤

抗リン脂質抗体症候群については，たし

いますが，発熱を 1 カ月近くずっとしておりま

かに弱陽性を最初に認めまして，最初に RPR

して，わりと不感蒸泄で排泄しているためだと

が陽性であること，SLE も鑑別であがっていき

思ったのですが。思ったより目立ちませんでし

ましたが，特に習慣性流産などの既往はなく，

た。

ほかに血栓症などの既往がなかったので，APS

前田 ありがとうございました。

と完全に診断することは難しいかと思いまし

木村

た。この抗体については，ステロイド投与後は

ANCA についてお伺いしたいのですが，これは

すぐに完全に陰性化しておりまして，現在も陰

P-ANCA，C-ANCA どちらでしたか。

性なので，どこまで関連しているのか，こちら

安藤

でもよくわかりませんでした。

れていますが，検査部に聞いたところ MPO と

小沢

前田先生，どうぞ。

PR3 を測っていると言われましたので，そちら

前田

前田記念腎研究所の前田です。大変おも

で載せました。

聖 マ リ ア ン ナ 医 科 大 学 の 木 村 で す。

当院では P と C でコンピュータ上は測ら

しろいと思うのですが，2 つばかりお聞きした

木村

いのは，最初に尿の所見で比重が 1,015 とあり

全には否定はできないと思うのですね。PR3 と

ましたね。これはなぜ浸透圧を測らなかったの

MPO を specific に測っているとすればですね。

でしょうか。何故ならば，これだけ蛋白尿があ

先生が顕微鏡的多発血管炎という可能性を考

ると，特に糖尿の場合もそうでしょうが，比重

えたのでしたら，螢光抗体法で見ておく必要が

は腎機能つまりは濃縮能を表すにはあてになら

あるのではないかと思うのですが。それまでは

ず，役に立たないので，ぜひ浸透圧を測って欲

やっていらっしゃらないのですか。

しいということです。

安藤 そこまではやっていません。

そうですか。そうすると，ANCA は完

木村 経過中，補体はどうでしたか。全然動き

2 番目は，血清の IgA の値が高かったのです。
ステロイドを使ってよくなったあとの IgA の値

ませんか。

は低下してきたのですか，それとも変わらない

安藤 補体価は月に 2，3 回のペースでフォロー

のでしょうか。

していきましたが，上昇もなく，低下もずっと

安藤

ありませんでした。

IgA は 100 から 200 台に低下しておりま

して，ただ潜血は（3+）で続いております。

木村 そうですか。ありがとうございます。

前田

遠藤

鎌田先生がおっしゃったことと私も同じ

ことを考えたのですが，もし前から腎症があっ

東海大学の遠藤ですが，何に落とすか，

何に一番近いかというと，やはり先ほど森田
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先生が言われたように HSP nephritis だと思いま

の効果については，30mg から 15mg ぐらいまで

す。我々もつい最近の患者で，入院されたと

現在，蛋白 0.5g 以下，クレアチニンが 1.2 ぐら

きにはほとんど出血斑がないのですが，よく聞

いでフォローされております。

くと初期にぱらぱらと皮疹が出たという症例が

小沢

森田先生，よろしいですか。

ありました。そこが観察できていないだけで，

森田

藤が丘の森田です。東海大学の遠藤先生

HSP nephritis で，こういう経過で悪くないと思

も purpura nephritis が一番考えられるのではな

います。

いかということで，興味深く拝聴しました。た

山口

先生，血培は何か出ていますか。

だ 1 点，発熱がここまで高度な purpura nephritis

安藤

血培は抗生剤なしにしてからも 5 回ほど

を私は文献で見たことがないので，その点だけ

施行しておりましたが，すべて陰性で認められ

が引っかかったのです。その他の点に関しては

ませんでした。

病理所見も含めて purpura nephritis で説明が可

山口

能だと考えました。

そうですか。サイトカインとか，何かは

どうですか。IL-8 だとか，TNF- αだとか，そ

私たちもある意味で類似の症例を経験して

の辺の値はどうでしょうか。

いまして，紫斑がないのですが，腎生検では

安藤

その辺は測っていません。

IgA 腎症，腎機能は落ちていないけれど腹痛の

山口

特に測っていない。

エピソードを 5 年間で数回繰り返して原因不明

安藤

はい。

であった。ところが，あるときステロイドを

小沢

重松先生，お願いします。

使ったら嘘のようによくなってしまったとい

重松

関節炎があったということですが，本症

う症例です。そのとき成書を紐解いてみたとこ

例ではリウマチ因子とか，リウマチ関係の検査

ろ，purpura nephritis は purpura のない症例もた

は異常ありませんか。

しかにあることがしっかり記載してありました

安藤

ので，もしこの症例も purpura がないとしても，

免疫系でリウマチ因子は陰性で，膠原病

専門の先生にも見てもらいましたが，詳細がよ

そのこと自体は purpura nephritis を否定する材

くわからなかったのですが，関節炎は関節炎だ

料にはならないと考えました。

ろうという話で言われました。

小沢

小沢

どうですか，海津先生。

小板橋

海津

横浜中央病院の海津ですが，第 1 に経過

す。子どもでは purpura nephritis，
あるいはシェー

中の高血圧の合併の有無と第 2 眼底所見，第 3

ンラインヘの purpura を見ることが成人よりも

にステロイドを投与して比較的良好な経過と言

多いだろうと思っておりますけれども。それ

われていましたが，どこまで改善したのかを，

で 2 つほどお聞きしたいのですが，腹部症状で

3 点について教えてください。

すが，小児の場合はたしかに腹痛がかなり激し

安藤

高血圧については 75 歳時から，要する

い例がありますが，その場合には例えば便の潜

に発症の半年ぐらい前にたまたま近医で指摘さ

血反応がかなり強陽性に出ることが 1 つありま

れまして，自分でも測っていませんがアムロジ

す。それは粘膜に出血をするからということで

ピン 2.5mg を時おり飲んでいたという形で，非

すが。もう 1 つはどこが病像の局在かというこ

常にあいまいなフォローの仕方でした。入院し

とに関しましては，いろいろな意見があります

てからはアムロジピンはまったく使っていませ

が，ただ私どもはエコーをやりますと十二指腸

んが，血圧は 130 〜 140mmHg 程度と，内服な

壁がかなり肥厚することが 1 つの特徴かと思い

しでもそのぐらいでした。眼底所見については，

ます。それから，腸間膜リンパ節が腫れること

高血圧性病変は認めませんでした。ステロイド

もございます。

10
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ですから，その辺の症状が 1 つはこの症例で

菌でないにしても何か感染症の合併があって，

あったのかどうかをお聞きしたいのと，先ほ

ああいう Hump 様の病変を呈したのかと，そう

ど抗リン脂質抗体のお話が出ましたが，本症例

いうところを山口先生のほうで見ていただきた

も軽度に陽性ということですが。私どもは，小

かったというのがあります。臨床の先生にも，

児では感染症に伴って抗リン脂質抗体が一過性

感染症を契機として，今回の RPGN 的な経過を

に陽性に出ることはけっこうあります。ですか

きたしたとしていいかどうか。その辺をお聞き

ら，本症例に関してもその経過は抗リン脂質抗

したかったところです。

体が一過性で消えたと考えてよろしいのでしょ

小沢 どうもありがとうございます。ほかにご

うか。その 2 点です。

意見はございませんでしょうか。それでは，病

安藤

便ヘモについては入院時と経過中，フォ

理の先生の解説に進ませていただきたいと思い

ローしていますが，陽性になったことは一度も

ます。山口先生，よろしくお願いいたします。

ありませんでした。腹部エコー，腹部 CT を施

山口

行しておりますが，それらで十二指腸壁等の異

てもおかしくないけれど，紫斑がなくていつも

常は指摘されませんでした。抗リン脂質抗体に

困ることがあります。長浜君が言ったようにこ

ついては，たしかに入院時の一過性だったのか

の症例は感染にからんだもので，それをどこの

と，こちらでもそうとらえておりましたが。

疾患概念に入れるか，通常の IgA 腎症に入れづ

小沢

らいのは皆さん，感じているわけです。最近そ

ほかにご意見はございませんでしょう

我々も組織学的には紫斑病性腎炎と言っ

か。長浜先生，
いらっしゃいませんでしょうか。

ういう症例が増えているので，IgA 腎症の定義

先生，もし clinical な面からこの症例が purpura

をもう少し明確にする必要があるし，感染がか

を呈していたとか，そういう情報があったとし

らんで比較的治療に著効するような症例も多い

て，この組織をご覧になった場合いかがでしょ

ので，典型的な IgA 腎症というわけにはいかな

うか。お願いいたします。
長浜

いだろうと思います。

ありがとうございます。横浜市大の長浜

【スライド 01】crescent のある糸球体は mesan-

と申します。この症例を見て purpura nephnitis

gial proliferative で，少し外来性の細胞が入って，

を考えましたが，病理組織学的には臨床的に

ボーマン嚢との癒着もところどころ見られる。

立派なというか，臨床の先生は HSP と言って

【スライド 02】全周性の比較的 cellular，少し

くださらないと，なかなか病理からは HSP と

fibrous な半月体も見られ，少し exudation もあ

積極的には言えないものですから。もちろん鑑

る。necrotizing な 病 変 は 見 つ か ら な か っ た。

別として，IgA が染まっているので，IgA 腎症

periglomerular に炎症が広がることが多いので

でないとすれば HSP だとお伝えしたのですが。

すが，静脈で間質炎が強い，あるいは peritubu-

臨床の先生に腹痛も，紫斑もありませんと言わ

lar capillary 内の細胞も比較的目立っています。

れると，病理医としては purpura nephritis とは

【スライド 03】PAM で見ますと，cellular な病変

診断できませんでした。

が あ っ て，exudation と mesangial proliferation が

それから，補体の低下はなかったのですが，

あります。間質は plasma cell を主体にして比較

私がよくわからなかったのは IgA 腎症は別にあ

的浸潤が多いです。

ると思うのですが，電顕で deposit はあります

【 ス ラ イ ド 04】segmental に cellular な crescent が

が，メサンギウムにはあることはありますが，

癒合して全周性になったのかなという印象で

それよりも Hump 様の上皮下の deposit がはっき

す。

りしていましたので。それと補体の低下がない

【スライド 05,06】一部フィブリンが漏れて，基

にしても ASO が高値を示していたので，溶連

底膜がはっきりしない fibrinoid necrosis と言っ
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てもおかしくないところです。一部に明らかな

の弱拡大だけを見ていただいても，尿細管の非

necrosis はあると思います。

常な拡張があったり，あるいは線維化があった

【スライド 07】電顕で Hump 様沈着物か，光顕

り，急性腎炎では括れない，慢性経過を抱えて

でもそれらしいのを見つけた。上皮下沈着物は

いるような腎組織だと思います。

必ずしも crescent なところに出ずにメサンギウ

【スライド 02】糸球体病変はこのような crescen-

ムの軽い増殖性変化があります。電子顕微鏡的

tic な部分と管内の増殖の部分が特徴です。そ

に強いメサンギウム増殖があり，上皮側にこぶ

れを急性のもので全部説明できるだろうか。メ

状の transmural と言ってもいい上皮下沈着物が

サンギウムの増殖とか，マトリクスの増加，あ

散在しています。ただ，intramembranous な de-

るいは global sclerosis になっている糸球体の数

posit はないように思いますし，paramesangium

とか，そういうものがかなり慢性の組織障害に

あるいは mesangial matrix の dense deposit が見ら

関しての情報を提供してくれるだろうと思いま

れます。

す。それで，crescentic な部分と糸球体係蹄の

【 ス ラ イ ド 08】paramesangial か ら mesangial の

中の状態を調べてみました。結局は crescentic

dense deposit で，通常よく Hump の見られる場

になったものは cellular，fibrocellular も入れて

所は基底膜が反転するところです。Hump は

44％ぐらいが管外増殖性腎炎です。それから，

lamina rarainterna の上に乗っている形で，これ

global sclerosis のような硬化に陥った糸球体が

は基底膜を trans mural に近い上皮下沈着物なの

20％ぐらいあると思います。

で，定義的には Hump より大きな上皮下沈着物

【スライド 03】PAM 染色でやらないと硬化がよ

と思います。癒合した上皮下沈着物で，一部は

くわかりませんが，残念なことにこの標本は

intramembranous か，あるいは上皮下沈着物が

PAM があまりうまく染っていません。けれど

少しもぐり込んだ沈着で，Hump like と思いま

も，ご覧のように mesangial matrix のところに

す。

は銀の乗りの多いマトリクスの増加がかなりあ

【スライド 09】それから，間質炎が強いです。

ります。ここはたしかに cellular crescent ですが，

尿細管上皮障害があり，上皮細胞の核がイレ

そのほかにこの辺には管外性病変があったので

ギュラーで，核密度が増して，再生性の変化が

しょうけれど，細胞外のマトリクスが増えてい

出ています。リンパ球系の細胞が内側に入り込

る糸球体で，新旧の病変が混在しているという

んでくる尿細管炎が 1 つあります。

ことです。

【スライド 10】髄質部外帯に capillary の中に炎

【スライド 04】ここではむしろ癒着病変として

症細胞が集積する peritubular capillaritis が見ら

IgA 腎症などでよく見られる変化です。多発性

れます。感染症に伴う IgA 関連腎炎と考えるの

の癒着病変が 3 カ所，かなり部分的ですがマト

がよいのではないかと思っております。
小沢

リクスが増加をしています。

ありがとうございます。重松先生もやっ

【スライド 05】ここでも管内増生はそれほど強

ていただけますか。はい，よろしくお願いいた

くないけれど，血管の中には單核網胞がかなり

します。

見られます。それから，係蹄壁が二重化してい

重松 【スライド 01】山口先生は一元的に IgA

る部分も見られます。

related の腎炎ということで，crescentic なものと

【スライド 06】cellular の部分と fibrinoid necrosis

パラメサンギウムに IgA deposit があるような腎

のようなところが少しありますが，そのほかに

炎を一括りにされたわけですね。私のほうは

癒着して硬化した部分が混在している糸球体内

ベースに IgA 腎症があって，その上に crescentic

変化です。これは小さな crescent で，少し古い

なものをかぶっていると解釈するわけです。こ

ものと新しくできたようなものが混在していま

12
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す。そして，メサンギウムには reticulation とい

いと思います。

う浮腫性の変化が加わっています。これも組織

小沢

としては一度に起こったものではなく，新旧積

先生方から改めてご質問はございませんでしょ

み重なったような印象を受ける組織像だと思い

か。どうぞ，鎌田先生。

ます。

鎌田 北里大の鎌田ですが，この症例に見られ

【スライド 07】糸球体の虚脱と新旧の管外性病

どうもありがとうございます。臨床の

る mesangialinterposition は組織学的にはどのよ

変です。

う機序で起った，あるいは原因は何かというこ

【スライド 08】次のスライドと 2 枚同じ糸球体

とを教えていただければありがたいのですが。

ですが，きれいな pseudotubulus と言われるよう

重松先生，お願いします。

な形に cellular crescent が変貌しています。ここ

重松

にはかなりマトリクスの増加のある炎症が随伴

みられる 1 つの反応の仕方ですね。segmental の

しています。

変化でああいうことが起こってきますから。別

【スライド 09】同じ場所のマッソン染色ですが

インターポジション，これは IgA 腎症で

に MPGN などを念頭に置くことではなくてよ

偽尿細管構造がはっきりみえます。

いと思いますが。
鎌田 新たに起こったのでしょうか。

【スライド 10】これも新旧の病変が混在してい

重松 それもあるかもしれませんが、あのよう

ます。
【スライド 11】これは虚脱を起こしていますね。

な二重化を起こしたり，メサンギウムがあいだ

【スライド 12，13】かなり硬化した部分がある

に入っていくのはどちらの腎炎のためかわかり

ということです。

ませんが，acute activity を表していると解釈し

【スライド 14】あとは山口先生もおっしゃって

ます。

いましたように tubulitis があります。一部 tubu-

小沢 ほかにございませんでしょうか。前田先

lar basement membrane が壊れて間質炎と tubulitis

生，お願いします。

が合併している病変がこの症例では目立ちま

前田 病理の先生のご意見が分かれたというわ

す。

けではありませんが少し違っているようなとこ

【スライド 15】タムホースファルプロテインが

ろで。先ほど降圧薬を飲んでおられたと言われ

尿細管外に出て，間質炎をおこすこともあるの

ましたね。それは近所の先生にもらっておられ

ですが，そのような尿細管の破綻性の変化もこ

たのですか。

の症例ではありました。

安藤 そうです。

とういうことで，私は IgA 腎症＋ post infec-

前田 その先生に薬品名は何かという連絡をさ

tious glomerulonephritis というものを考えたいわ

れましたか。私は昔，大学で診断学を教えてい

けです。この患者さんは 16 歳でリウマチ熱を

まして，既往症を聞くときには生命保険会社で

やって，あまり心臓のほうの症状はないので

も，学校の先生でもいいから，とにかく医務室

すが，おそらくこのときも間質炎が起こったで

まで，あるいは校医室，衛生室で聞いて，その

しょう。今回も熱がばあっと出て，リウマチ熱

ときに蛋白尿があったかどうかまで調べろと，

のようなことはなかったのでしょうけれど，関

こういうことを学生に教えていたのですが。も

節炎が一過性に起こっていますね。そのように

し近医の先生が尿を調べておられて，血尿が

細菌ではないかもしれないけれど，ウイルスで

あったかどうかがわかると，病名決定や経過に

もいいかもしれないのですが，postinfectious，

かなり参考になります。そのとき蛋白尿がどの

あるいは感染に伴う（parainfectious）糸球体病

ぐらいだったかということをもし検査をされて

変が IgA 腎症にかさなったという見解をとりた

いれば，あとでもいいのですが補充していただ
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けたらよろしいかと思っています。

森田

小沢

ていたか，あるいは大量のステロイドを投与し

ほかにはよろしいでしょうか。どうぞ，

腎生検をした時点ではまだかなり発熱し

森田先生。

て発熱を抑え込んでいた時期だったという印象

森田

ですが，その辺はいかがでしょうか。

藤が丘病院の森田と申します。重松先生

にうかがいたいのですが，先生は postinfectious

安藤

glomerulonephrites を合併した症例について考え

イドを開始したのが 30 病日なので，腎生検を

られたということですが，それは狭義には post

した時点では発熱の著明な時期でした。CRP も

streptococcal acute glomerulonephrites の起炎菌が

10 以上ある時期でした。

溶連菌以外のもの，ウイルスも含めての場合

小沢

平和先生，いかがでしょうか。

に見られる病型と，持続感染があって immune

平和

横浜市大市民総合医療センターの平和で

complex mediated glomerulonephrites を起こして

す。
今回の症例を出させていただいたのですが，

くる病型も感染症に関連した糸球体腎炎ととら

今のお話を伺っていると postinfectious あるいは

えることができると思うのです。先生は前者を

IgA 腎症に何か感染がかぶったというようなお

オーバーラップした可能性を考えておられるの

話でずっと進んでいるのですが，clinical には

でしょうか。

非常に熱が出ている状態で，そのあと膝が痛く

重松

poststreptococcal という表現はこのごろ

なって腫れてくる状態です。腎生検をするのも

あまり我々は使わなくなり，postinfectious とい

膝が痛くて困ったぐらいです。膝の両側が等し

う言葉になっていますね。いろいろな細菌，ウ

く腫れて，熱が 38℃を超えることが多く，あ

イルスで同じような病態が起こってきますの

る程度波がある。
クレアチニンは上がってきて，

で。そして，IgA 腎症も今の考えではどうも遷

急に悪くなっていることを見ますと，clinical

延感作的に infection がずっと持続しているよう

には非常に MPA が疑わしくなります。さらに

な場合に起こる可能性が強いということで，そ

ステロイドも高齢の女性でしたので，パルスを

れを表現するのには感染併発，parainfectious と

やったあとも 30mg の少なめでやらなくてはと

いうのでしょうか，そのような表現でもつくら

いうレベルで，非常にクリアカットに clinical

ないと説明できないと思うのですが。私の症例

によくなっているのですね。明らかに P-ANCA

の考え方は IgA 腎症に，parainfectious な何か新

に関連した腎炎に近いコースをとったものです

しい別の病原菌の感染があったのではないかと

から，組織所見が逆に，血管そのものの炎症自

いう考え方ですが。

体でクリアなところが見つからず，ANCA 関連

森田

別の感染が起きて糸球体腎炎を起こした

腎炎にはなりませんでしたが，膝の症状を考え

ときに，特に初期では内皮細胞の増生腫大が非

れば MPA に近いものではないかと clinical に非

常に著明になると思います。この症例では腎生

常にそういう感じがします。そういう経過を含

検の所見からかあったかもしれないけれど著明

めて本当に postinfectious なものでよいのかどう

というほどではない。それは時間的な経過で説

かと言われると，私はあまりそういうものを経

明されるのでしょうか。

験していないものですから，本当によいでしょ

重松

うかという疑問がどうしても残ってしまうので

Hump が 多 い で す ね。Hump は C3d が 染

腎生検をしたのは第 21 病日で，ステロ

まるだけで，IgG などは染まりません。Hump

すが。

がよく見える時期は postinfectious 腎炎ではむし

山口

ろ後期ですので，急性期の内皮細胞が増殖した

postiutectous にはならないと思う感染の経過中

り，モノサイト，PMN がよく浸潤する像は望

に immune complex 型の腎炎が出てきたと考え

めないと思います。

てよいのではないでしょうか。それから，関節
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炎は必ずしも血管炎で起こるのではなく，高サ

たのですが，
この症例は同じ糸球体で多発性に，

イトカイン血症が関節炎の要因になってもいい

重松先生も少し新旧（？）があるということで

です。MPA に類似していますが，最近感染症

お示しになりましたけれども，segment によっ

に伴う腎炎が増えていますので，それをどう整

て時期のずれたものが形成される。crescent は

理するか。さきの IgA 研究会でも小山先生と話

必ずしも GBM のラプチャーを伴わない。それ

していたら，彼らはスタフィロに対する抗体を

以外でも起こり得る。全周性に起こるかと言わ

つくり，MRSA 腎炎，purpura nephritis，一部の

れると難しいです。

IgA 腎症で，あるパーセンテージで陽性に出て

重松

くるというのですね。purpura nephritis をこの症

いか，組織をやったものはどう見ているのかと

例で疑われたのも，何か共通のものがあること

いうご質問だと思います。私が血管炎に関する

で，もう少しその辺を整理したいと思っていま

病変として大事にしているのは PN にしろ，mi-

す。その後の経過で，治療後に再燃する IgA は

croscopic polyangitis（MPA）にしても，必ず壁

それほど簡単によくなりませんから，それを確

に fibrinoid 壊死という現象が起こっています。

認していただけるとありがたいと思います。

それを糸球体の係蹄壁にも求めて，もし山口先

木村

血管炎に基づく糸球体病変であるかな

聖マリアンナ医科大学の木村です。in-

生がおっしゃったように係蹄の 1 カ所でも，そ

flection に 関 連 し た immune complex 型 の 腎 炎

ういうフィブリノイド壊死というものがあれ

でも補体は低下しないのでしょうか。これは

ば，これは一連の壊死性の病変を特徴とする血

inflection に関係してくるような，激烈な糸球体

管炎に共通の変化として，つまりそれが血管炎

腎炎の場合に補体が低下することはあるのでは

に基づく糸球体病変だと，私はしています。

ないかと思うのですね。この症例ではまったく

木村 ありがとうございます。そうするとこの

なかったわけですね。ということで，P-ANCA

患者さんの症例はなかったという，
そこまでの。

は陰性ですけれど，ANCA を螢光抗体法で見て

重松 はっきりしたものはないということです

おいていただきたいと思います。

ね。
木村 ありがとうございます。

それから，病理の山口先生，重松先生にお伺
いしたいのですが，糸球体炎ですね。糸球体炎

小沢 例年どおりだいぶ最初からつまずいてし

で血管炎があるかないかというのは，なかなか

まったというか，延びております。小林先生の

それだけでは難しいとは思うのですが。基底膜

ご発言を一番最後にさせていただきたいと思い

の断裂の有無ということで，ある程度その辺は

ます。

言えるものでしょうか。それもよく議論になる

小林 では，光栄な最後の質問をさせていただ

と思うのですが。そういう意味では，糸球体炎

きます。これは木村先生が何度も言われていま

は血管炎に伴うものではなさそうだと言ってよ

したように，臨床的な状況から考えても double

ろしいものでしょうか。教えてください。

negative ANCA をきちんと否定していただくと

山口

いうことがスタートだと思います。

蛍光で peripheral に出ていたのは IgA と

C3 が出ているのですね。電顕で見ている Hump
様成分は IgG と IgA と C3 が主で，post strepecoc-

（テープ 1 反転）

cus で IgG，c3 が主ですから違う。
crescent の で き る の は GBM の rupture と 考 え

それから，質問したかったのは感染症関連の間

られていますが，必ずしも光顕レベルで rupture

質の病変について，これは山口先生のほうです

を見つけることはうまく出てこない。私は 1 カ

が，もう少し多核白血球が感染症関連の間質病

所だけフィブリンが漏れているところは出てい

変であれば出てくるのかなというように思った
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のですが。それは時期にももちろんよると思い
ますが，比較的早く激烈なときにされています
し，specimen を見ていないのですが，その辺は
よろしいのかなという気がしたのをお伺いした
いということで最後の質問です。
山口

感染にからんでも，リンパ球系が主体で

も問題がないと思います。
小沢

それではどうもありがとうございます。

次の症例に進ませていただきます。
「全身性
強皮症に ANCA 関連腎炎を合併した一例」倉
敷中央病院腎臓内科，横山先生，お願いいたし
ます。
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