第 49 回神奈川腎炎研究会

20 年間におよぶ長期持続蛋白尿を呈した，
緩除な経過をたどる原発性アミロイドーシスの一例
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胸部単純 X 線：胸郭の異常なし，心拡大なし

例

肺野に明らかな異常陰影なし，胸水なし

症

例：67 歳 男性

心電図：正常洞調律，低電位を認めない

主

訴：蛋白尿

ホルター心電図：明らかな異常所見なし

現病歴：1987 年頃より蛋白尿（1 ＋～ 2 ＋）

心臓超音波：EF 68%，心拡大なし，軽度の

を指摘されていた。2001 年 8 月に持続性の蛋白

左室肥大を認める，右心拡大なし，心室中隔

尿精査目的で当院紹介受診。過去の輸血が原因

10.7mm（7 ～ 12mm）
神経伝達速度：明らかな末梢神経障害なし

と思われる C 型肝炎を認め，HCV 関連腎症を
疑い，外来で経過観察していた。ウイルス量が

腹部超音波：肝腫大なし，肝内に直径 5 ～

増加してきたため，2006 年 8 月より抗ウイルス

23mm 程ののう胞を 4 個認める，脾腫なし，腎

療法（PEG-IFN α 2-b + Ribavirin）を開始した。

は 両 側 と も に 大 き さ 正 常， 左 右 そ れ ぞ れ に

血中の C 型肝炎ウイルス陰性後も尿蛋白は 1 ～

10mm 程ののう胞あり，胆のう・膵臓に明らか

2.0g/ 日で経過し，血清 Alb も徐々に低下，下肢

な異常なし

浮腫が増悪したために，2007 年 8 月に腎生検を
行った。
既往歴：1968 年

腸閉塞で手術歴あり。輸

血 を 施 行 し た。1980 年
2003 年

家族歴：妹
患

肺 結 核 で 内 服 加 療。

肺炎
慢性腎不全

血液透析中（原疾

慢性腎炎）
，母 肺結核
嗜好品：タバコ（－）
，アルコール

機会飲

酒
アレルギー：サルファ剤で薬疹（＋）
入院時現症：身長
体温

168.8cm，体重

64.7kg

36.0℃，血圧 134/78mmHg，脈拍

60 回 / 分，整，眼瞼結膜貧血なし，眼球結膜黄

図1

染なし，頚部・鎖骨上窩リンパ節触知せず，胸
部所見異常なし，腹部所見異常なし，下肢足背
に軽度浮腫を認める
（1
（2

済生会横浜市南部病院内科
同 病理部
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入院時検査所見
生化学
T-Bil
D-Bil
AST
ALT
LDH
ALP
γ -GTP
TG
T-Cho
LDL-C
TP
ALB
Na
K
CL
BUN
CRE
血算
WBC
RBC
Hb
Ht
MCV
PLT

0.6
0.2
19
9
203
202
14
72
152
99
5.5
2.6
143
4.2
109
9
0.9

mg/dl
mg/dl
IU/l
IU/l
IU/l
IU/l
IU/l
mg/dl
mg/dl
mg/dl
g/dl
g/dl
mEq/l
mEq/l
mEq/l
mg/dl
mg/dl

4700 × 103
3.92 × 106
12.2
37
94
16.5 × 103

/μl
/μl
g/dl
%
fl
/μl

尿

蛋白
糖
潜血
赤血球
白血球
上皮細胞
硝子円柱
顆粒円柱
尿蛋白
Ccr
BJP 定性

（1+）
（-）
（-）
1-4
/HPF
<1
/HPF
<1
/HPF
<1 全視野
<1 全視野
0.7 g/day
88.8 ml/min
（-）

感染症
HBs 抗原
HCV 抗体

（-）
（+）

免疫学
ASO
ASK
抗核抗体
抗 DNA 抗体
IgG
IgA
IgM

80
320
<40
1
1180
356
66
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単位
倍
倍
IU/ml
mg/dl
mg/dl
mg/dl

C3
124 mg/dl
C4
31.2 mg/dl
CH50
42
U/ml
C1q
<1.5 μ g/ml
IgG リウマチ因子 0.2
アミロイドA 蛋白 <=2.5 μ g/ml
クリオグロブリン （-）
蛋白分画
Alb
α 1-G
α 2-G
β -G
γ -G

51.4
3.5
12.2
12.8
20.1

%
%
%
%
%

血清フリーライトチェーン定量
κフリーライトチェーン
1.88 mg/dl
（0.36-1.59）
λフリーライトチェーン
4.85 mg/dl
（0.81-3.30）
フリーライトチェーンκ / λ
0.38
（0.36-1.0）
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Congo

red 染色：オレンジレッド

偏光：緑色
抗体
AA
結果
－

Cκ
－

Cλ
＋

TTR
－

β 2M
未

C λ：λ鎖定常領域（118-134）に相当する
合成ペプチドを抗原として作製した抗血清
結果：免疫組織学的には A λアミロイドーシ
スです。抗λ鎖可変領域抗体
（anti-V λ VIFR Ⅲ）
も陽性。肝臓への沈着態度が非常に特徴的であ
る。
全身性アミロイドーシスの長期予後 / 腎予後

図 17

について
① Bohle ら

Path.Res.Pract 189:316-331（1993）

AA，AL ア ミ ロ イ ド ー シ ス 225 例 が 対 象。
AA アミロイドの方が AL アミロイドよりも
予後が悪く，間質へのアミロイド沈着が予後
に大きく影響する。また，腎生検時に急性腎
不全や間質の線維化がある症例が最も予後が
悪い。
② Sasatomi ら

Nephron 87：42-49（2001）

腎アミロイドーシス 97 例が対象。腎生検時
の血清 Cre とアミロイド沈着による腎障害が
病期の進行に関係していた。AA アミロイド
の方が AL アミロイドよりも間質と血管に対
するダメージが大きい。AL アミロイドの方

図 18

が糸球体に沈着を起こしやすく，蛋白尿やネ
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フローゼ症候群を来しやすい。
③ Osawa ら

Clin Exp Nephrol 8:127-133（2004）

謝

辞

AL アミロイドーシス 21 例が対象。アミロイ

山口大学医学部構造制御病態学講座（病理学第

ドーシスを診断された時の，血清 Cre と腎生

一講座）の星井嘉信先生，石原得博先生に特殊染

検時の間質へのダメージが，長期予後に大き

色を行っていただきました。

く関連している。MP 療法の奏功率は年齢と
腎機能に相関していた。
④乳原 ら 腎と透析 Vol.62 No.2:231-236
（2007）
AL アミロイドーシス 21 例が対象。長期予後
には心臓病変が大きく関係しており，MP 療
法の効果よりも心アミロイドの有無が長期予
後を左右するように思われた。心アミロイド
がなければ血液透析で長期生存する症例も認
められた。

考

察

一般的にアミロイドーシスは生命予後，腎予
後ともに不良とされている。予後に関してはア
ミロイドの血管壁や間質への沈着の程度，腎生
検時の血清クレアチニン高値が相関するといわ
れている。本症例は，糸球体へのアミロイド沈
着が主体の AL アミロイドーシスであった。ま
た，血中のアミロイド軽鎖の検出も少なかった
ために，
その産生率は高くないことが示唆され，
緩徐な経過をたどってきたものと考えた。治療
に関しては全身状態などを考慮し今後検討して
いく予定である。

まとめ
20 年間持続する蛋白尿を認め，緩徐に進行する
原発性アミロイドーシスを経験した。

問題点
① 20 年来の蛋白尿は，アミロイドーシス単独
で説明がつくのか？
② HCV の存在，インターフェロン，リバビリ
ンは臨床経過にどのように作用したのか？
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討
座長

白は正常で，クリオグロブリンも陰性，蛋白分

論

画も異常ありません。血清 free light chain の軽

それでは第 3 席，
「20 年間におよぶ長期

度上昇を認めます。

持続蛋白尿を呈した，緩除な経過をたどる原発

こちらは血液と尿の免疫電気泳動です。血中

性 amyloidosis の一例」
，済生会横浜市南部病院

および尿中でのモノクローナルな免疫グロブリ

内科の青木敏行先生，お願いいたします。

ンの増加はありませんでした。こちらが 2001

青木

よろしくお願いします。
「20 年間におよ

年～ 2007 年の経過です。血清クレアチニンは

ぶ長期持続蛋白尿を呈した，緩除な経過をたど

0.8 ～ 0.9mg/dl で経過しています。1 日尿蛋白

る原発性 amyloidosis の一例」を報告します。

は日によって差がありますが，おおむね 1 ～

症例は 67 歳男性，主訴は蛋白尿です。1987

2g です。血清アルブミンがインターフェロン，

年ごろより蛋白尿を指摘されていました。2001

リバビリンによる抗ウイルス療法開始と同時に

年 8 月に持続性の蛋白尿精査目的で当院を紹介

低下しています。

受診。過去の輸血が原因と思われる C 型肝炎を

肝生検は 2006 年に，腎生検は 2007 年にそれ

認め，HCV 関連腎症を疑い，外来で経過観察

ぞれ行いました。こちらが 2006 年の肝生検組

をしていました。ウイルス量が増加してきたた

織像です。HE 染色にて門脈域に細胞浸潤が見

め，2006 年 8 月より抗ウイルス療法を開始しま

られます。2006 年の肝生検の Congo red 染色の

したが，血中の C 型肝炎ウイルス陰性後も 1 日

弱拡大です。強拡大では門脈域のリンパ球浸潤

蛋白尿は 1 ～ 2g で経過し，血清アルブミンも

のほか，ディッセ腔に円形の Congo red 陽性の

徐々に低下。下肢浮腫が増悪してきたために

沈着が見られます。偏光顕微鏡では緑色に光る

2007 年 8 月に腎生検を行いました。

円形のアミロイド沈着が見られます。

既往歴は 1968 年に腸閉塞で手術歴があり，そ

2007 年の腎生検，PAS 染色，弱拡大です。15

のときの輸血で C 型肝炎に感染したと考えられ

個の糸球体のうち，全節性の硬化糸球体はあり

ます。そのほか 1980 年に肺結核，2003 年に肺

ません。こちらは Masson 染色ですが，尿細管

炎があります。家族歴ですが，母が肺結核，妹

構造は比較的保たれています。アミロイド沈着

が原疾患不明の慢性腎不全で血液透析中です。

と思われる部分は灰色がかった青色に染色さ

入院時現症です。血圧は 134/78mmHg。下肢，

れ，沈着の主体は糸球体で，間質への沈着は軽

足背に軽度の浮腫を認めます。胸部単純 X 線は

度です。PAS 染色強拡大ですが，mesangium 領

異常を認めません。心電図は正常洞調律で低電

域の拡大と，糸球体毛細管腔の狭小化を認め

位を認めません。ホルター心電図も明らかな異

ま す。Congo red 染 色 で す。 糸 球 体 mesangium

常はありませんでした。心臓超音波は軽度の左

領域を中心に沈着が見られます。PAM 染色で

室肥大を認めますが，心室中隔の肥厚はありま

は上皮側に突出する細長い spike 形成が見られ，

せんでした。神経伝達速度に異常を認めません。

いわゆる cock's comb という所見に合致します。

腹部超音波では肝腫大なく，両腎に萎縮はあり

蛍光抗体法ですが，IgA のみ capillary にプラス

ませんでした。

マイナス，軽度陽性です。

入院時検査所見です。生化学では血清総蛋白

糸球体アミロイドの偏光顕微鏡写真です。電

とアルブミンが低下しています。1 日尿蛋白は

子顕微鏡ですが，基底膜内にアミロイドの沈

0.7g/day，血尿や細胞性円柱は認めませんでし

着があり，この部分が PAM 染色における spike

た。クレアチニンクリアランスは 88.8ml/min，

形成，いわゆる cock's comb を呈する櫛状に見

Bence-Jones 蛋白は陰性です。免疫学的検査に

られるところに相当すると考えています。2 万

異常は認めませんでした。血清アミロイド A 蛋

5000 倍です。mesangium 内の枝分かれのないア
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ミロイド細線維構造が認められます。

受け，1 例は治療開始前に死亡しています。実

こちらは山口大学医学部構造制御病態学講座

線は MP 療法を受けた群，点線がそのほかの治

にて，アミロイド軽鎖による特殊染色を行って

療を受けた群です。

いただきました。これはその結果です。免疫学

考察です。一般的にアミロイドーシスは生命

的には A λアミロイドーシスでした。肝臓では

予後，腎予後ともに不良とされていますが，本

軽鎖λ陽性です。同様に腎臓も軽鎖λ陽性です。

症例は糸球体へのアミロイド沈着が主体で，間

こちらは強拡大，同様の所見です。

質沈着が少ない AL アミロイドーシスでありま

全身性アミロイドーシスの全身予後，腎予後

した。血中のアミロイド軽鎖の検出も少なかっ

についてですが，一般に 5 年で 50％の腎予後と

たために，その産生率は高くないことが示唆さ

言われております。Bolen は AA アミロイドー

れ，緩徐な経過をたどってきたものと考えまし

シスのほうが AL アミロイドーシスよりも予後

た。治療に関しては全身状態などを考慮し今後

が悪く，間質へのアミロイド沈着が予後に大き

検討をしていく予定です。

く影響し，腎生検時に急性腎不全や間質の線維

座長 ありがとうございました。何か臨床的な

化がある症例が最も予後が悪いとしています。

ことに関する質問，コメントはございますで

（★ 1:33:28 ／一語不明

笹富）らは腎生検時

しょうか。山口先生，お願いします。

の血清クレアチニンとアミロイド沈着による

山口 20 年前からの蛋白尿が腎アミロイドー

腎障害が病期の進行に関係していること，AA

シスに関係して出ている証拠はあるんですか。

アミロイドのほうが AL アミロイドよりも間質

20 年前から。例えば蛋白尿の性状とか，selec-

と血管に対するダメージが大きく，AL アミロ

tivity index とか，何か特徴はあります？

イドのほうが糸球体に沈着を起こしやすいた

青木

めに，蛋白尿やネフローゼ症候群を来しやす

ご本人の現病歴から聴取しただけなので，実

いとしています。
（★ 1:33:53 ／一語不明

際に当院で見始めたのは2001年からなんです。

大澤）

20年前から蛋白尿があったというのは，

らはアミロイドーシスを診断されたときの血

ちょっと詳細がよく分からないんですけれども。

清クレアチニンと腎生検時の間質へのダメー

座長 重松先生，お願いします。

ジが，長期予後に大きく関連するとし，MP 療

重松 もう一回，山口大学に依頼した表を見せ

法の奏功率は年齢と腎機能に相関すると報告

ていただけますか。AA はやはり陰性だったん

しています。

ですか。
青木 陰性でした。

また乳原らは長期生命予後に心臓病変を挙
げ，MP 療法の効果よりも心アミロイドの有無

重松

が長期予後を左右するとしており，心アミロ

いわゆる M 蛋白は証明されていないんですね。

イドがなければ血液透析で長期生存する症例も

青木 はい。されていません。

認められたと報告しています。こちらは（★

重松 先ほど，尿中 free light chain の測定でどっ

1:33:53 ／一語不明

ちが，やっぱりλのほうが多かったんですか。

大澤）らの論文の図表か

そうするとこの人は 1 度も尿中，血中に

らの抜粋です。表では腎臓への沈着部位の違い

少し多いと言ったのは。

による全身予後の差を表しています。これによ

青木 はい，正常範囲からは軽度上昇していま

ると間質へのダメージだけが生命予後に有意差

すけれども，AL アミロイドにおける free light

が出たとしています。

chain の中央値がだいたい 10 ぐらいというふう

また図は MP 療法によって生存期間に有意差

に記載されていましたので。

がなかったという図です。21 症例のうち 13 例

重松 じゃあ，この人はκもちょっと多いんで

が MP 療法を受けました。7 例はほかの治療を

すね，λが多いけれど。
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青木

若干上昇していました。

いうことで，骨髄穿刺のほうを見合わせました。

重松

どうもありがとうございました。

あとほかの臓器のことについてですけれども，

座長

お願いします。

超音波，CT などでは明らかな肝腫大は認めて

高市

虎の門病院の高市です。コメントさせて

おりませんし，入院中に行われました心エコー

いただきます。この症例の糸球体の染色を見る

でも明らかな心アミロイドーシスを疑わせるよ

と，アミロイドがたくさんたまっていまして，

うな所見はありませんでした。消化器系のアミ

ああいうのを見ると僕らは腎機能が悪くなって

ロイドに関しては，この方はこちらに通院され

いたり，ネフローゼになっていたりするのが当

てから胃カメラと大腸カメラを 1 度もまだやっ

然じゃないかなと思ってしまうんですね。
最近，

ておりませんので，今後予定をしています。

私たちは大量メルファラン，自己末梢血幹細胞

座長

移植を行っています，VAD を 2 回やって，それ

ようでしたら病理のほう，よろしくお願いいた

から大量メルファラン治療を行うと完全にネフ

します。山口先生，お願いします。

ローゼ等が改善する例もあります。

山口

ほかにどなたかご質問ありますか。ない

この症例は診断的には問題にならないの

最近その治療後 2 年ぐらいたった人で rebi-

で，おもしろかったのは肝臓のほうですね。今

opsy をした人がいます。そうすると AL アミロ

日は腎臓の会ですから，肝臓は興味はないかも

イドが少し減った様子が見えていますけれど，

しれないんですが，通常，見る肝アミロイドと

残存していました。もっと早い時期に再生検す

様相が違う。

ると，ネフローゼは緩解していてもアミロイド

【スライド 01】糸球体に沈着が強いんですが，

はけっこう残っています。つまり臨床症状と，

尿細管系はよく保たれている。

たまっている量は discrepant になることがある

【スライド 02】糸球体は毛細血管腔が埋められ

と思っています。本症例は非常にゆっくりと進

て分かりづらくなっている。細動脈にも硝子物

んでいて M 蛋白がない。そうすると可能性と

の沈着があり，peritubular capillary の周囲にも

しては，アミロイドの量そのものじゃなくて，

Masson で少し青く染まって沈着がある。静脈

小さなできかけのものなどが悪さをしているの

の周囲にも，沈着がある。

かなというのを示唆するような症例ではないか

【スライド 03】代表的な糸球体で，一部内腔が

なとちょっと思いましたので，コメントだけを

残っています。mesangial から periphery にかけ

させてもらいました。

てアミロイドの沈着がある。

座長

ありがとうございました。
お願いします。

【スライド 04】銀染色で見ますと，spicula の形

角田

横浜栄共済病院の角田です。とても興味

成ができています。spicula は peripheral な GBM

深い症例をありがとうございました。骨髄の検

に沿ってアミノロイドの沈着が目立つときに

査をしてあるかどうかということと，あとはか

際立ってくる。び慢型のアミロイド沈着と思

なり全身で，しかも diffuse に来ているので，先

います。

生がおっしゃっていました心臓だとか，そうい

【スライド 05】細動脈も少し外側から，間質，

う臓器の腫大がなかったのかという 2 点につい

あるいは静脈の周囲にも軽度の沈着が見られて

て教えていただけますか。
青木

マルクについては，他院に骨髄穿刺の依

いる。
【スライド 06】peritubular capillary では沈着があ

頼をして紹介したんですけれども，今回のこの

る。糸球体に比べると軽い。

方の場合は，Bence-Jones の蛋白も出ていませ

【スライド 07】Congo red 陽性です。

んし，γグロブリンの増加もないということで

【スライド 08】肝臓で，リンパろ胞様の構造は

骨髄腫を積極的に疑うようなかたちではないと

あり，門脈域の拡大があることで C 型肝炎が
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ベースにある。ここにブルーに染まる丸い球状

いうことです。

の沈着物，globular な hepatic amyloidosis と言う。

【スライド 03】Masson で線維症がどれぐらいあ

通常見るのは sinusoid に沿ってつき，肝細胞が

るかと思ったんですけれども，主に染まってい

萎縮してくる。類洞壁に沿って沈着があるのが

るのはアミロイドで，
あまり強い線維症はない。

通常のタイプで，globular タイプは初めての経

門脈域だけに軽い線維症が出ているということ

験です。

だと思います。

【スライド 09】強拡大に丸くて癒合した感じで

【スライド 04】腎臓は染色が薄くて見にくいん

す。類洞内腔が見え，一部は門脈域内にべっ

ですけれども，皆さんがおっしゃるように糸球

たり来て，肝動脈枝に沈着がある。大部分は

体だけに沈着が非常に目立つんですね。あと間

globular な沈着が主体です。

質と言っても，間質に沈着をして尿細管が圧迫

【スライド 10】その強拡大で類洞壁に沿ってつ

萎縮しているというところはない。

いてくる。

【スライド 05】それから血管系もとらえていま

【スライド 11】銀で見ますとディッセ腔基底膜

すけれども，普通のアミロイドーシス，完成し

様のところに沿ってまとわりついている。

たアミロイドーシスを見るような著明な沈着は

【スライド 12】Congo red 陽性です。

ない。

【 ス ラ イ ド 13】globular hepatic amyloidosis で，

【スライド 06】これも血管ですね。輸入動脈に

腎は AL 型というλ型です。

ごく近いところがちょっとあるけれども，メイ

【スライド 14】文献で 20 例，『American Journal

ンの沈着は糸球体であるということですね。

of Surgical Pathology』 で，early stage の ア ミ ロ

【スライド 07】ここにも大きな血管が出ていま

イドの沈着であると言っております。比較的早

すけれども，血管，動脈，静脈，両方とも大し

期，アミロイドーシスが起こって，時間はたっ

た沈着はない。間質にもあまり有意な沈着はな

ていない可能性もあると思います。以上です。

いですね。

座長 重松先生，お願いします。
重松

【スライド 08】糸球体は少し Masson の色が落ち

特につけ加えることはないですから，

たような感じで染まってくるのが見られると思

ずっと流してください。肝臓への沈着，山口先

うんですけれども，間質のほうにはそれよりも

生からいろいろと説明がありましたけれども，

もう少し薄い，これはアミロイドがあるんで

僕らが病理総論で習う肝アミロイドーシス，そ

しょうけれども，あまり沈着を思わせないとこ

れから脾臓のアミロイドーシス，みんなアミロ

ろもたくさん残っているということです。

イドがべったりついていてラード肝とか，豚脂

【スライド 09】PAM 染色をやるといちばん me-

脾とか言って，昔から脂ぎった表現で示される

sangium の結節状の拡大がよく分かるわけです

沈着物がそうですね。

け れ ど も，mesangium 領 域 の 上 皮 細 胞 側 に は

【スライド 01】この肝生検の肝小葉の周りの削

あまり棘状突起がみられない。末梢のほうに

り取りなんかがちょっとあるようですから，活

spicula というのが出ているわけですね。何回か，

動性の肝炎の像なんでしょうけれども，中には

この会でも糸球体への沈着パターンと，蛋白

アミロイドの globules はあるけれども，改築な

尿との関係ということが出てきましたように，

んかはまだ起こっていないですね。

mesangium に主にアミロイドが沈着した場合に

【スライド 02】肝硬変はないですね。PAS 染色

はあまり強い腎不全もないし，蛋白尿も出ない。

で見るとグリコーゲンはよく保たれていて，あ

けれども，末梢に沈着して spicula がたくさん

まり肝細胞の萎縮はないです。アミロイドはこ

出来ると，これはかなりネフローゼレベルの強

ういう辺縁部と，それから一部に球状にあると

い蛋白尿が出ている。
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乳原

一方，間質にアミロイドがうんと沈着すると

アミロイドと IgA 腎症が重なったかど

腎不全というかたちで出てくるし，血管系にう

うか。

んと沈着がすると不安定な高血圧障害が出てく

青木

重なっていないと思います。

るというふうに，それぞれ腎に沈着する部位に

乳原

IgA が明らかに染まっているのかと，そ

よって臨床症状が，ある程度違いが見られると

ういう目で見たかどうか，アミロイドばかりに

いうことが指摘されているわけです。

目がいってしまっていないかどうかということ

【スライド 10】これもそうですね。interposition

です。

みたいに見えるところもありますけれども。

もう 1 つ先ほど病理のほうで，本来アミロ

【スライド 11】spicula が見えるところは，少な

イドというのは規則性を伴わずたまるという

いとは言えないけれども，典型的パターンでは

のが特徴のような気がするんです。ただ，糸

ないということです。

球体の中でもがっちり染まっているところと，

【スライド 12】血管は比較的きれいで平滑筋作

染まっていないような糸球体もあったりする。

用が保持されていることが推測されます。とい

または同じ糸球体の中でもあるところが nodu-

うことで，特につけ加えることがありません。

lar lesion 的に沈着してしまって，糸球体構造を

部位によって，それから沈着の速度によって，

完全に壊してしまっているのかアミロイドの

このように長期間の経過を取ったのだろうとい

特徴のような気がするんです。この人の場合

うことだと思います。

はけっこうたまっているわりには糸球体構造

座長

ありがとうございました。何か臨床の先

がある程度維持されているというのがどうも

生方からご質問，コメントはございますでしょ

通常のアミロイドとは異なるような気がする

うか。お願いします。どうぞ。

んですけれども。それについては病理の先生

乳原

はいかがなんでしょうか。

虎の門病院の乳原です。私の名前を出し

ていただいてどうもありがとうございます。先

座長

山口先生，お願いします。

生のほうの症例でアミロイドが出てきているん

山口

われわれは電顕も IF もいただかなかっ

ですけれども，臨床経過としては HCV のこと

たので，全然情報を得ていないんです。

を言われているんです。それで HCV 陽性患者

乳原

で IgA が染まっていたんですね。HCV 陽性で何

の中での沈着の仕方が光顕上，本来の構造を壊

らかの所見異常のある症例を腎生検しました。

してしまうような所が少ない。

76 例ほど整理してみますと，IgA 腎症が十数例

山口

いるんですね。IgA よりもっとすすんで MPGN

mesangium を置換しても。

になったような症例が 6 ～ 7 例。

乳原

さらに IgA は染まらなくて IgG，IgM がメイ

アミロイドの沈着の仕方ですね。糸球体

いや，ほとんどそうじゃないでしょうか。
ほとんどは，ですから構造は維持しなが

ら，でもだいたいちょうど染み込むような，感

ンのクリオグロブリン腎症の症例もあるとい

じで，全体が肥厚してくるような感じ。

うことですが，どっちかというと IgA がよく染

山口

まっている症例のほうがかなり多いことがわか

思います。IgA はプラスマイナスぐらいだから，

りました。それで，実際は IgA が染まっていた

腎炎は考えなくていいように思います。

ということで，IgA がこういうアミロイド症例

乳原 HCV とアミロイドの関係はほとんど報

にも染まってくるということがあるかどうか。

告されていないから，実際には HCV がかなり

電顕的にも electron dense deposit のようなもの

前面的に出ていますけれども，関係なかったと

が見つけられたか。いかがでしょうか。

いうことでしょうね。

青木

座長

IgA腎症とかHCV腎症を疑わせる所見は。
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お願いします。
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南部病院の酒井と申します。電顕が遅

ては単独で起きたということで，あまり家族の

れてしまいまして申し訳ありません。最初の

ことはいまのところは予定しておりません。

山口先生のご質問の中で，20 年来の蛋白尿が

宮城 ありがとうございました。

本当にアミロイドーシス単独でいいのかどうか

座長 ほかに何か質問，コメントはございます

ということで電顕を，ようやく間に合ったやつ

か。特になければ青木先生，どうもありがとう

なんですが，見てみたんですけれども，乳原先

ございました。前半のセッションは終わらせて

生が言われるような HCV 腎症におけるような

いただきたいと思います。ご討論ありがとうご

deposit もありませんでしたし，というか，もう

ざいました。

ほとんどがアミロイドの fibril で置き換えられ

司会 先生，お疲れさまでございました。

るというか，occupation されていて，そういっ
た所見を見ることができなかったというのが本
音です。
さっきの球状の肝臓のアミロイドの沈着の件
なんですが，それがもし early stage であるなら
ば，もしかすると 20 年来の蛋白尿というのは
全く別物であって，この人はいま 67 歳ですけ
れども，2000 年になってから最近起こってき
ているアミロイドーシスなのかなというような
印象も今日，持ったんですが，全く 20 年来の
長い経過であるということじゃなくて，少し新
しい。それはどうしてかといいますと，経過の
中で蛋白尿が 1g 以内であるのに，血清の蛋白
がアルブミンとともに下がってきているんです
ね。ネフローゼではないのに血清蛋白が下がっ
ていますので，おそらく消化管のアミロイドー
シスも始まっているのではないかと。そんなこ
とから考えると，2000 年に入ってから発症が
あって，いまアクティブになっているのかなと
いうふうな印象も持ちました。以上です。
座長 ありがとうございます。ほかに何かフロ
アからございますか。お願いします。
宮城

一般的なことをお聞きしたいです。お

母さんがたしか透析をやっていらっしゃった
ということなんですが，こういう場合，family
survey というかそういうことはやるんでしょう
か，そのへんどういうふうな考えで今後。
青木

今回のタイプの場合は AL アミロイドー

シスでありますので，家族性の AA アミロイ
ドーシスとは異なるものと考えていますので，
いまのところ行う予定は，今回，この方に関し
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