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緩徐に進行した BPI-ANCA 関連腎炎と考えた 11 歳女児例
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9 月には 0.77 mg/dl（小柄な 11 歳女児の正常値

軽微な尿所見が 2 年間続いたのちに悪化し，
半月体形成を特徴とする腎組織所見がみられ，
c-ANCA 陽 性，PR3-ANCA 陰 性，BPI-ANCA 陽
性の女児の治療経験を得た。

症

子1
達2

ており，前年は 0.50 mg/dl であった血清 Cre が

はじめに

症

有
朝

は 0.4-0.50 mg/dl）と上昇していたため，腎生検
を行った。
入院時現症：身長 132 cm（-1.80 S.D.），体重
24.7 kg（肥満度 -16%）と小柄，痩せ型で，血
圧 104/70 mmHg と年齢・体格として拡張期血

例

圧が境界であった他には有意の所見を認めな

例：初診時 9 歳，生検時 11 歳，女児

かった。

既往歴：4 歳時にマイコプラズマ肺炎で入院

血液尿検査（表 1）：入院時は蛋白 2+，潜

した際にγ -gl 21.3% と高値であった。この頃

血 3+，RBC 55-99/HPF，RBC 円柱 2/ 全視野，

より，時に鼻炎症状や上腹部不快を訴えること

早朝尿蛋白 /Cre 0.49，1 日尿蛋白 0.34 g/0.91 m2

があり，漢方薬を服用していた。

であった。BUN は 26 mg/dl と軽度上昇してい

家族歴：詳細は不明だが，母が 20 歳頃に蛋

た が， 血 清 Cre は 0.58 mg/dl と や や 改 善 傾 向

白尿・血尿あり，扁摘して改善した。また，γ

で，24hr Ccr 144.8 ml/min/1.73m2 と正常であっ

-gl が高いと言われたことがある。2 人の兄は尿

た。TP 8.4 g/dL

異常を指摘されたことはない。

と高ガンマグロブリン血症を認めた。低補体血

γ -gl 24.9%，IgG 2170 mg/dl

現病歴：平成 14 年の冬（9 歳）
，感冒で近医

症や ASO の上昇はなかったが，c-ANCA 640 倍

を受診した際に血尿を指摘されたが再検時は

と著明に上昇していた。追加して調べた MPO-

陰性であった。春の学校検尿で血尿を指摘さ

ANCA，PR3-ANCA は正常であった。国内の複

れたため，当院を受診した。尿蛋白（-）
，RBC

数箇所に問い合わせたが，カテプシン G-, エ

10-20 /HPF 程度であったが，顆粒円柱を全視野

ラスターゼ -, LF-, リゾチーム -, アズロシジン

で 2 個認めたので，慢性腎炎疑いとして経過観

-ANCA は国内にキットが無く検討できなかっ

察した。当初は毎月検尿していたが，円柱が

た。
高知大学小児科藤枝幹也先生に御教示頂き，

みられなくなり血尿も減少したので，3 ヶ月毎

杏林大学感染症学講座小林治先生に BPI-ANCA

の受診とし，平成 16 年 5 月は尿蛋白（-）
，RBC

の測定をお願いしたところ，61.5 U/ml（cut off

3-5 /HPF， 円 柱 な し， で あ っ た。 そ の 後， 特

3.1）と有意に上昇していた。

に体調の変化はなかったが，8 月の検尿で蛋白

胸部 CT および耳鼻科診察では著変なかっ

1+，
RBC 30-50 /HPF，
RBC 円柱 6/ 全視野となっ

た。腎エコーも正常。
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PSL 1mg/kg を内服し，4 週間後からは隔日投与

組織所見

とした。
同時にワーファリン内服を始めている。

（図 1，図 2）
：31 個の糸球体が採取され，全

治療前に高値であった BPI-ANCA は 1 ヶ月の治

硬化はなし。半月体はごく小さなものを含める

療後には 2.8 U/ml と正常化していた。c-ANCA

と 9 個の糸球体にみられ，分節性硬化や癒着を

は，この時点ではなお 320 倍で，その後，緩や

合わせて 6 割が病的であった。病変は新旧のも

かに低下している。

のが混在しており，徐々に進行したことがうか
がわれ，臨床経過とは乖離していた。

以後も尿所見の再燃がなかったので治療方針
を決定するために半年後に再生検を行ったとこ

蛍光染色では，IgG と C3 の沈着をメサンギ

ろ，15 個の糸球体が採取され，全硬化 2 個，虚

ウム主体にわずかに認めたが，電顕写真では明

血性変化 1 個，小さな半月体 2 個を認めたのみ

らかな dense deposits に乏しく，蛍光用標本の糸

で，腎炎の活動性は低下していた。現在，ス

球体が標本の端の方にあったことと合わせて，

テロイド剤をゆっくりと減量して経過を見てい

pauci-immune に近いものと考えた。

る。

治療経過（図 3）
：Wegener 肉芽腫症ではな

BPI-ANCA について：BPI（bactericidal/perme-

いが予後は楽観できないものと思われたので，

-ability-increasing protein）は好中球アズール顆

mPSL パルスを行い経過によっては免疫抑制剤

粒内に存在する 55 ｋ Da のタンパク質で，グラ

を追加する，という方針で治療を開始した。ジ

ム陰性菌に対する好中球貪食を増強する効果，

ピリダモール内服とヘパリン持続点滴（4 週間）

グラム陰性菌の LPS と結合してその毒性を中和

を併用したうえで mPSL 1g/m2 相当を 3 日間点

する作用が知られている。BPI-ANCA は慢性呼

滴静注した直後に尿蛋白が陰性化し，血尿もま

吸器感染症，炎症性腸疾患や膠原病の一部の患

もなく消失した。一過性のトランスアミナーゼ

者血清で陽性であることが明らかになっている

値の上昇があったので，2，3 クール目の mPSL

が，血管炎を直接的に惹起するという報告は見

は半量にして行った。mPSL を投与しない日は

いだせなかった。

表 1．入院時検査所見
蛋白
尿蛋白 /Cre
一日尿蛋白
潜血
RBC
RBC 円柱
上皮円柱
U- β 2MG
U-Ca/Cre
NAG/C
FDPE（尿）
RBC
Ht
Hb
WBC
PLT
TP
α 2-gl

（2+）
0.49
0.34
（3+）
55-99
2
10-19
1
0.16
6.2
32.3
4.51x106
38.2
12.8
8.3x103
36.0x104
8.4
8.2

g/gCr
g/ 日
/HPF
/WF
/WF
μ g/l
g/gCr
IU/gCr
ng/ml
/μl
%
g/dl
/μl
/μl
g/dl
%

γ -gl
Alb
T-BIL
AST
ALT
LDH
UA
Cre
BUN
Na
K
Cl
Ca
iP
TCH
IgG
IgA

24.9
%
4.4
g/dl
0.5 mg/dl
28
IU/l
7
IU/l
192
IU/l
5.3 mg/dl
0.58 mg/dl
（正常 0.40-0.50）
26 mg/dl
139 mEq/l
3.8 mEq/l
100 mEq/l
9.9 mg/dl
4.9 mg/dl
157 mg/dl
2170 mg/dl
262.4 mg/dl
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IgM
C3
C4
CH50
ASO
ASK
ANA
c-ANCA
PR3-ANCA
BPI-ANCA
MPO-ANCA
ｸﾘｵｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ
抗 GBM 抗体
Fishbergmax
CCr（24hr）
腎エコー：正常

120.0 mg/dl
124.3 mg/dl
20.2 mg/dl
45.1
U/ml
210 IU/ml
320
倍
40
倍
640
倍
<10
EU
61.5
U/ml
（cut off 値 3.1）
<10
EU
（-）
<10
EU
870 mOsm/l
144.8
ml/min/1.73m2
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図 1：PAS 染色。半月体形成が特徴的である。
図 2：蛍光染色。IgG と C3 が一部のメサンギ
ウム・基底膜に細顆粒状に沈着しているが，標
本の端の方であるためか非特異的な染まりも
多いと思われる。電顕ではごく一部（矢印）に
dense deposit を認めた。
図 3：治療経過。mPSL パルス 1 クール目の
あとに尿所見は著明に改善した。1 ヵ月後に
BPI-ANCA も正常化していたが，c-ANCA の低
下は緩やかであった。
図3

考

察

まず，組織診断について御検討をお願いいた
します。割合は 30％ですが，小児期に見られ
る腎炎としては，半月体形成が特徴的である
と思われました。半月体形成性腎炎の中にも緩
徐に進行するタイプがあるという報告がありま
す。また，通常は 5-6 割以上の糸球体に半月体

図1

を認めるものを半月体形成性」
と定義しますが，
進行が緩やかな場合は同時に半月体形成を示す
糸球体は少なくなるかもしれないと考えて，本
症例を「半月体形成性腎炎」と診断することは
できないでしょうか。また，初回生検の 4 ヵ月
前までは尿所見が軽微であったことについての
解釈もご教示して頂ければ幸甚です。
次に，c-ANCA の低下が緩やかであったのに
比して，BPI-ANCA と尿所見の正常化が速やか
であったことから，BPI-ANCA が本症例の病態
に関わっていると考えても良いでしょうか？
よろしくお願い致します。
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よろしくお願いいたします。

【スライド 01】生検時に 11 歳ですけれども，そ
れ以前，2 年間は尿所見が軽微であったという
子です。4 歳の肺炎で入院したときに，たまた
ま測ったγグロブリンが 21％で，ちょっと高
いなということがありました。本人は鼻炎症状

www.ueharazaidan.com/houkokushu/

と，時々お腹が痛いということで，親が漢方薬

Vol.17PDFdata/pp470-472kobayashio.pdf

を与えることがありました。母が 20 歳ごろに，

Zhao MH, Jones SJ, Lockwood CM.:

あまりはっきりしていないのですが，蛋白尿，

Bactericidal/permeability-increasing protein

血尿があるということで，おそらく 20 数年前

（BPI）is an important antigen for anti-neutrophil

は，岡山県では扁摘がずいぶん流行っていま

cytoplasmic autoantibodies（ANCA）in vasculitis.

したので，扁摘をしたらよくなったという話が

Clin Exp Immunol. 1995 Jan;99（1）:49-56.

あったそうです。それから，やはりγグロブリ
ンが高いと言われたことがあるそうです。
本人の病歴ですけれども，平成 14 年の冬，
感冒時に近医で血尿があるということでした
が，数週間後の再検では陰性でした。その春の
学校検尿で，学校検尿としては初めて血尿を指
摘されて受診されました。顆粒円柱がちょっと
ありましたので，慢性腎炎かもしれないという
ことを話して経過を見ていましたが，円柱も次
第に見られなくなり，2 年後の 5 月は血尿もわ
ずかということで，見ておりました。
それから 3 カ月後なのですが，この間には特
別，感冒その他，体調の変化はなかったようで
すけれども，
初めて蛋白が陽性になったことと，
円柱が出てきました。週 1 回診ていったなかで，
採血したところが，1 年前よりもクレアチニン
が，
小児としてはちょっと高いのですけれども，
上昇していたので，よくわからない経過なので
組織を見ましょうということで，入院してもら
いました。
【 ス ラ イ ド 02】132cm，24.7kg と い う こ と で，
11 歳としては小柄で華奢な子ですが，ほかに
身体所見は特別ありません。蛋白尿は 2 ＋で，
1 日としても 0.34g 程度です。赤血球円柱は見
られました。
入院後は少しクレアチニンも低下して，CCr
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としては低下はありませんでした。腎エコーは

ンドにグロブリンをつくりやすいものがありそ

正常です。

うであるということと，この症例の特徴として

【スライド 03】トータルプロテイン 8.4，γグロ

は，2 年間は大した尿所見ではない。それから，

ブリンが 24.9％と，やはり高いということです。

クレアチニンが少し上昇していたということで

それから，IgG が 2000 で，小児では少し高かっ

す。そういう生検前の像と，半月体がずいぶん

たです。抗核抗体は 40 倍程度でした。c-ANCA

目立つというギャップが 1 つ特徴ではないかと

が 640 ということで，これは何だろうかという

いうことです。

ことで調べたのですが，PR3 は陰性。のちに調

それと，c-ANCA が陽性でした。

べ た BPI-ANCA が 61.5U/ml と い う こ と で，cut

治療をどうするか考えたのですが，いくつか

off 値が 3.1 ですから，20 倍ほどの上昇がありま

文献を見ていますと，半月体形成性腎炎のなか

した。

で，数年の経過で悪化してくるものもあると。

そのほかは貧血はなく，胸部 CT，耳鼻科受
診で診ていただきましたが，Wegener を思わせ
るような所見はなかったということです。

それも必ずしも予後はよくないということだっ
たので，パルスを選択しました。
【スライド 10】ヘパリン持続点滴を 4 週間併用

それから，c-ANCA のほかのものに関して，

して，パルスを 3 回，後療法としてプレドニン

国内のいろいろなところに電話をしてお願いを

を 1mg/kg。4 週間後からは隔日投与に変更して，

したのですが，国内では今キットがないという

ワーファリンなどを併用しています。そうした

ことで，調べられていません。

ところが，1 クール目のパルスのあとで蛋白尿

【スライド 04】念のためにと思って調べた組織
ですが，ずいぶんと半月体で完全に潰れたよう
なものも多く見られました。

が消失して，血尿も間もなく，2 回目を行う前
にほぼ消えました。
c-ANCA のほうは，わりにゆっくりとした低

【スライド 05】ちょっと古いものと新しいもの

下だったのですけれども，BPI-ANCA のほうは

が混ざったような半月体が特徴的な組織所見で

わりとすっと下がってしまいましたので，臨

した。

床経過にパラレルなのは c-ANCA よりも個別の

【スライド 06】間質の変化はそれほどではない
と思いました。ほとんど細胞性と思われるもの
もあります。

BPI-ANCA かなと思いました。
半年間，そのあとは尿所見はまったくなくな
りましたので，あまり長々と治療を引っ張るの

【スライド 07】それから，ボウマン嚢が破綻し
たようなものもありました。

もどうかと思いまして，半年後に生検をしまし
た。

【スライド 08】IgG ですが，ちょうど標本の端

【スライド 11】そうすると，一部 collapse と思

のほうでノンスペがかなりあるかもしれません

われるものがありますが，全体的には正常な糸

けれども，少し染まっているように思いました。

球体がほとんどです。

C3 も少しありました。電顕のほうは，よく探
すとイントラにちょっとあるのかなということ

【スライド 12】一部にまだ細胞成分のある半月
体かなというものと。

で，deposit は少しはありますけれども，半月体

【スライド 13】これは少し薄めですけれども，

と関連づけて説明できるほどではないように思

全体を探してこの 2 カ所ぐらいしか私にはわか

いました。どの程度を pauci-immune というのか

りませんでしたので，基本的には予想よりも予

がわからないのですが，わずかに deposit があ

後はいいのではないかと考えて，ステロイドの

る程度でした。

減量に入って，今，様子を見ているところであ

【スライド 09】まとめとしては，バックグラウ
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【スライド 14】BPI-ANCA はグラム陰性桿菌，

で，杏林大学の有村先生とお話をしていました

主に緑膿菌が関係するような病態で発見され

ら，実際にはかなりあるのではないかというこ

て，いくつか調べられておりまして，炎症性腸

とでした。いわゆる慢性腎炎症候群という経過

疾患，膠原病の一部で陽性ということはあるの

をとる方で，ANCA を調べてみると，実際には

ですが，この ANCA 自体が血管炎を起こすと

ANCA 関連腎炎としていいような症例がかなり

いう報告はありませんで，測っていただいた小

あるだろうと。そして，そういう症例はある

林先生にもいろいろお尋ねしたのですが，どの

ときかなり急速に進展する可能性があるという

程度，病態に関係があるのかはわからないとい

お話だったのですね。そのときに，有村先生の

うお話でした。

お話では，約 30％ぐらいという，かなり高い

【スライド 15】検討していただきたいこととし

発生率のようなことをおっしゃったものですか

ては，半月体形成性腎炎というのは，急速に

ら，そういうものかなとずっとうかがっており

進むものであれば 50％以上ということかと思

ました。ですから，今回，先生方の，ANCA は

いますけれども，ゆっくりきた場合に，この程

ちょっと別ですけれども，MPO-ANCA に関し

度のものを，Kidney International の 1987 年にこ

ては，そういうこともあるということも聞いた

のようなペーパーを見い出したのですが，その

ことがあります。

ような概念で考えていいのかどうかということ

それから，1 つお教えいただきたいのです

と，4 カ月前までの尿所見と，初回の組織所見

けれども，BPI は私も初めてなのですが，あ

との解離をどのように考えたらいいのかがわか

る成書によりますと，BPI-ANCA というのは

らないということです。この 2 つが主なことで，

p-ANCA の な か に 分 類 さ れ て い る の で す が，

3 つ目に，BPI-ANCA を測ってみて，こういう

c-ANCA のなかにも BPI-ANCA というような位

経過の場合に，関連ありと考えたいところなの

置づけでいいのかどうか。私も ANCA はまった

ですが，よろしいでしょうかということです。

く素人で何も知らないのですが，成書というの

この 3 つを教えていただければと思います。よ

は，オックスフォードから出ている

ろしくお願いいたします。

of Nephrology

宮城

の最新版なのですけれども，その中に p-ANCA

どうもありがとうございました。RPGN，

Textbook

というのがございますね。あれ

あるいは crescentic GN と呼んでいいかというこ

のことがちょっと書いてありまして，当然のこ

と と， あ と は bacterial permeabilityinhibi… 私 も

とながら MPO からスタートして，例えば，ラ

今回初めて勉強させていただいたのですが，こ

クトフェリンとか，lysosome とか，先ほどお書

れが腎炎の発症，あるいは活動性と関係がある

きになっていたカテプシン G とか，そういう

のかどうかというお話なのですけれども，フロ

のがあって，その最後にいわゆる BPI-ANCA と

アのほうから何かご質問，ご意見ございますで

いうような 1 つの抗原蛋白が書いてあるのです

しょうか。小林先生，お願いいたします。

ね。c-ANCA のところには，普通の PR3 という

小林

あけぼの病院の小林でございます。私も

記載だけなものですから，先生方の c-ANCA と

BPI-ANCA というのは初めておうかがいしまし

BPI というのは，確かにそろっていらっしゃい

た。私どもの症例で，MPO-ANCA の症例ですが，

ますが，あるいは BPI というのは 2 つの領域で

数年間にわたって，先生がご呈示なさったよう

位置づけられているのかなと思ったのですが，

な，まさに緩徐な進行性の，いわゆる壊死性半

何かお調べになっていたら教えていただきたい

月体形成性腎炎というものを一例，経験したこ

と思います。

とがあります。この会でもご報告させていただ

桑門

いたのですが，そういう症例をちょうどある会

CA，c-ANCA に関しては，両方出ることがある
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そうです。それは杏林の小林先生からメールで

どこかにないのですか。

教えていただいたのですが，どちらにもあるそ

桑門 それはないと思います。

うです。BPI-ANCA を測っているのは，世界で

山口 特にないのですか。

あまりほかにいないかもしれないとおっしゃっ

桑門 はい。ちょっと虚弱な子ですけれども。

ていたので，発表されたもののペーパーのタイ

宮城 遠藤先生，お願いします。

ミングで，たぶん教科書の記載はそうなってい

遠藤

るのではないかと思っています。

PR3，MPO は陰性なのですね。

宮城

桑門 ええ。

今のとも関連するのですが，蛍光抗体法

すみません，見逃しかもしれません。

の 640 倍という値と，ELISA 法で測った場合の

遠藤 どうもすみません。

BPI が 61.5U/ml というのは，小林先生のコメン

宮城 よろしければ，病理のほうの解説に移ら

トでは相関しているというか，c-ANCA は BPI

せていただきたいと思います。

を見ているものであると言えるぐらいの値なの

重松

でしょうか。
桑門

組織学的にどのように解釈していいか，

なかなか難しい症例だろうと思います。

測り方が違いますし，IF のキットによっ

【スライド 01】確かに，腎炎自体は segmental で，

ても違うと教えていただいたので，どこまで比

extracapillary の腎炎がだいたい 20％ぐらいの率

べ て，c-ANCA の 640 の か な り を BPI-ANCA が

で起こっているのですが，どちらかというと，

占めているという言い方は難しいだろうと思い

管外性の病変は軽いというか，segmental に起

ます。ほかのが調べられていませんので。

こっていますね。こういうのを crescentic GN と

宮城

言うわけにはちょっといかないというところで

ありがとうございました。山口先生，お

願いします。
山口

す。

先生，BPI に関して文献を見ますと，ジャ

【スライド 02】ここでも古い病変があって，こ

ネットたちの文献ですと，c-ANCA で 30％ぐら

こは pseudotubules などができていて，かなり古

い随伴して出てくると。あるいは，p-ANCA で

い病変で，じわじわと起こっているという感じ

約 17.5％ぐらい出ると書いてあって，diagnostic

のする組織像です。

に は nonspecific に 出 や す い の が 1 つ と，UC だ

【スライド 03】ここもそうですね。このように

とか，クローン病だとか，出るのです。この高

硬化巣があって，そこに新しく病巣ができてい

γグロブリン血症があって，その原因が 1 つ何

るというところですね。

なのかと，先生はそれについてどのようにお考

【スライド 04】これが比較的派手な腎炎で，ボ

えなのでしょうか。

ウマン嚢被膜が一部破けたりしていますけれ

桑門

ども，それでもやはり pseudotubules ができて，

これはわからないですけれども，5 年以

上前から高いのは高いということで。

糸球体係蹄の一部は collapse になってくるとい

山口

SLE はないですね。

う，かなり時間を経た変化がこの糸球体に出て

桑門

SLE はないです。

山口

SLE とは言えない。

います。
【スライド 05】これはスライド 03 の PAM です

桑門 SLE とは言えないです。母親も高い。し

ね。
こういう基質ができて，
それに癒着が起こっ

かし，母親はもうずっと，40 数歳まで健康と

ている。これもそうですね。古い変化です。

いうことになると，やはりそのへんを調節する

【スライド 06】これは Masson で見ると，先ほど

遺伝子的な問題というか，そういう家系なのか

の硬化巣があって，きれいな pseudotubules がで

なと漠然と思っています。

きて，尿腔がその中に新しくつくられていると

山口

いう，かなり時間のたった変化です。

特に腸疾患だとか，慢性の炎症性疾患は
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【スライド 07】これもそうですね。部分的な，
非常に軽い変化です。

山口

こ の 症 例 で，IF で IgG と C3 が，second

biopsy のときに陽性所見はだいぶ減っている。

【スライド 08】この IF の所見を Pauci-immune と

ですから，IC と言いますか，IgG と C3 も何か

いうわけには，私はどうもいかないですね。や

関与している可能性を示唆すると思う。全体が

はり IC 型 immune complex タイプの傾向を示し

よくなってしまったから当然だと言われればそ

ているのではないかと私は考えました。

れまでなのですが。

【スライド 09】電子顕微鏡的に見ると，deposit

Pauci-immune と言うべきか，focal crescentic と

がわずかでありますけれども，係蹄壁にあった

つけたのですが，確かに非常に小さいのです。

り，内皮下にあったりしています。

それで，IgG と IgM と C3 が最初は陽性で，顕微

【スライド 10】2 回とも病変は非常に軽減化し

鏡的に一部，subendothelial に deposit があって，

ているというか，あまり進行していないと言っ

それが治療後よくなってしまっている。deposit

たほうがいいかもしれません。とにかく緩徐に

が腎炎に絡んでいないことは言えないと思いま

経過している変化で，血管炎もあまりはっきり
しないと考えます。
【スライド 11】この糸球体はそんなに問題がな
い。この動脈のまわりの fibrosis がちょっと目
立つ変化ですけれども，あまり病変自体は active ではないですね。
【スライド 12，13】これも硬化が強いというこ
とです。
【スライド 14】電子顕微鏡的に，mesangial interposition ですね。mesangial interposition という

す。
【スライド 01】部分的に scar になった癒着様変
とか，タフトのほうの反応はほとんど目立たな
い。mesangium が少し拡大している。
【スライド 02】確かに一部 crescent，全周性で
潰れてきている。半周性で sclerotic になってい
るものもある。最初の生検で cellular と fibrocellular，2 割ぐらいが involve されたと思います。
【スライド 03】少し cellular なのと，sclerotic で
一部 scar な感じのところですね。

のが segmental に証明されていましたけれども，

【スライド 04】銀で見ますと，タフトの部分が

あまり deposit 自体ははっきりしない。あるか

溶けてしまったところもあるわけで，segmental

ないかというぐらいのものでした。

scar な感じで癒着を伴っているのが特徴です。

ということで，私はこの BPI-ANCA というも

【スライド 05】初回生検の IgG の染まりと，再

のをよく知りませんけれども，やはりバクテ

生検のときには弱くなっていることは間違いな

リアのコンポーネントを合体している可能性

いと思います。

が強いわけですね。そうすると，これは普通の

【スライド 06】IgM と C3 で，ANCA が入ってい

ANCA の か た ち で は な く て，immune complex

たので，何か面白い所見があるのかと思った。

のかたちで腎臓病変を起こす可能性もあるので

【スライド 07】電子顕微鏡的に subendothelialde-

はないかということで，PR3 とか MPO は，ノー

posit に小さくて目立たない crescent の形成に絡

マルな値で，c-ANCA で測ると 640 倍と高いで

んでいるのかと言われると，私としても，それ

すから，おそらく演者が言われるように，BPI-

は優位とは言えないように思います。

ANCA がこの腎炎を起こしていると考えるの

【スライド 08】2 回目の生検は，mesangium の反

が順当だし，その組織を見てみると，どうも

応もほとんど目立たなくなって，潰れた糸球体

Pauci-immune とはちょっと言い難い変化がある

があって，activity としては落ちてしまってい

ということで，こういう IC 型のタイプをとる

るということです。

ANCA もあるのではないかと考えました。これ
はまったく推量です。

【スライド 09】PAM で見ますと，上皮下の沈着
物の少し抜け落ちた感じのバブルがちょこちょ
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こと目立っていたと思った。この人は何か，外

うケースです。非常に少ない血尿のままであ

来性のものに対する処理がうまくできなくて，

のような，いわゆる focal segmental の crescentic

病変として強く出てしまうタイプかなという。

の GN があるのかないのかということまでは

そういったことも含めて考える必要があると思

ちょっとわかりません。先ほども申しあげまし

います。以上です。

たように，有村先生のお話が非常に印象的だっ

宮城

どうもありがとうございました。ただい

たのは，本当に慢性腎炎症候群と単純に見てい

まの病理の所見も踏まえて，再度，ご討論をお

た症例のなかに，明らかな ANCA 関連腎炎が

願いいたします。原先生，お願いいたします。

かなり混じっているのではないかという疑問を

原

提示されたものですから，そういう目で見なけ

ANCA と関連した新しい腎炎と考えるのか

どうかというような症例を提起していただい

ればならないかなと思ったのですが。

て，非常に勉強させていただいています。母親

桑門 ありがとうございました。

もγグロブリンが高いということなのですが，

宮城 ほかにご追加ございますでしょうか。も

BPI-ANCA というのは抗γグロブリン血症と関

しよろしければ，これで終了とさせていただき

連があるのでしょうか。母親の BPI-ANCA をお

たいと思います。重松先生，山口先生，どうも

調べになっていらっしゃいませんか。

ありがとうございました。

桑門

調べようと思っていたのですが，忘れて

いました。兄が 2 人おりますので，一度，調べ
たいと思います。
原

家族的なものと関連しているのかわからな

いのですが，先生のほうでγグロブリンが家族
的なものではないだろうかと言われると，やは
り感染というか，sub-clinical なものかもしれな
いのですが，この様な ANCA を持っている可
能性がないのか，ぜひ測定される機会がありま
したら，教えていただければと思います。
宮城

ありがとうございます。ほかにご意見，

ご追加ございますでしょうか。先生もよろしい
でしょうか。
桑門

先ほど小林豊先生が教えてくださったの

ですが，4 カ月前に血尿が 3 〜 5 というぐらい
の子でも，この程度の変化はあってもいいもの
なのでしょうか。僕はそこが非常によくわから
なかったもので。
宮城

病理の先生，いかがでしょうか。小林先

生，お願いします。
小林

我々の症例は，血尿がほんのわずかとい

うことではなくて，蛋白尿が 1 〜 2 ＋とか，血
尿がやはり 1 〜 2 ＋が 2，3 年はずっと続いて
いて，クレアチニンが 1.2mg/dl とか，時には
1.5mg/dl というところがずっと続いていたとい
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