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尿所見が乏しく，血清 EIA 法で抗 GBM 抗体陰性の
激しい尿細管間質障害を伴う抗 GBM 抗体型腎炎の一例
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腎エコー：左 ： 95.2 × 43.2 mm, RI = 0.75，

例

右 ： 90.3 × 34.1 mm, RI = 0.71

現病歴：平成 20 年 4 月末より全身倦怠感が出
現し，近医を受診。6/12 の採血上，炎症反応の
上昇を認め，抗菌薬の内服を開始した。経過中
に抗菌薬を 6 剤変更したが，炎症反応は改善せ
ず，7/9 精査加療目的にて当院へ紹介入院となっ
た。
既往歴：脳神経鞘腫（50 歳） 高血圧（65 歳）
腰椎圧迫骨折（75 歳）
家族歴：特記事項なし
個人歴：アレルギ－：なし 喫煙：なし

飲

酒：機会飲酒
服
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薬：ガスター 20mg/1 アテレック 5mg/1

デパス 0.5mg/1 v.d.s ラック B3g/3 酸化マグネシ
ウム 3g/3 ムコソルバン 3T/3
入 院 時 身 体 所 見： 身 長：148.9cm， 体 重：
47.3kg（BMI 21.3）
，血圧：101/57mmHg，脈拍：
72/min，体温：37.0℃，意識：清明，頭部：眼
瞼結膜：軽度蒼白，眼球結膜：黄染なし，胸部：
呼吸音

清，左右差なし，心音

正常，心雑音

聴取せず，腹部：平坦，軟，圧痛なし，肝脾触
知せず，蠕動音正常，四肢：下肢軽度浮腫あり，
神経学的所見：異常なし
入院時画像所見：心電図 ： 心拍数 75/ 分 整 ,
完全右脚ブロック，眼底 ： 動脈硬化・高血圧
性変化（H2S1）
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聖マリアンナ医科大学
同 診断病理学
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腎臓・高血圧内科
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入院時検査所見
尿検査
pH
蛋白
尿蛋白定量
糖
潜血
RBC

6.5
（+）
0.20 g/day
（-）
（3+）
多数
/HPF
（混合型）
WBC
10 ～ 19
/HPF
扁平上皮
1～4
/LPF
尿細管上皮細胞 5 ～ 9
/LPF
上皮円柱
0 ～ 1 / 数 LPF
顆粒円柱
0 ～ 1 / 数 LPF
細菌
（+）
NAG
47.8
U/l
α 1MG
12.7
mg/l

尿生化
Cr
Na
K
Cl
FENa
FEUN

34.3
30
22
28
1.53
47.7

mg/dl
mEq/l
mEq/l
mEq/l
%
%

血算
WBC
Band
Seg
Lymph
Mono
Eosino

11,100
1
77
8
10
4

/μl
%
%
%
%
%

Baso
RBC
Hb
Ht
Plt
ESR

0
%
3.43 × 106
ul
10.3
g/dl
30.6
%
452 × 103
/ul
122 mm/hr

静脈血液ガス
pH
7.354
HCO3 － 26.6 mmol
凝固
PT
PT-INR
APTT

67
%
1.25
39.6
sec
（Cont.29.8 sec）
フィブリノゲン定量 775 mg/dl
D- ダイマー
0.9 μ g/ml

生化学
AST
ALT
ALP
LDH
T-bil
TP
alb
UN
Cr
UA
Na
K

20
11
390
142
0.5
6.9
3.8
30.2
2.19
4.5
139
5.8
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IU/l
IU/l
IU/l
IU/l
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Cl
Ca
P
CRP
HbA1c
Fe
TIBC
フェリチン
T-cho
TG
HBsAb
HBsAg
HCVAb
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103
8.6
3.3
12.98
5.2
19
168
320
145
59
<8
（-）
（-）
（-）

その他 血液データ
ASO 価
122
C3
150
C4
57
CH50
53.7
IgG
1,054
IgA
325
IgM
47
ANA
<40
抗 ds-DNA-IgG
<5
抗 SS-A 抗体
（-）
抗 SS-B 抗体
（-）
クリオグロブリン （-）
MPO-ANCA
<1.3
PR3-ANCA
<10
抗 GBM 抗体
10
（基準値
1~10）
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◦びまん性で高度な間質の炎症細胞浸潤と高度
の尿細管炎が認められた。
動脈病変
◦小葉間動脈および細動脈に明らかな動脈硬化
性変化は認められなかった。1 ヶ所の細動脈
断面で内腔にフィブリン血栓が確認された。
【蛍光】
IgG：1+with peripheral and linear pattern
C3c：weekly positive with mesangial and focal
peripheral pattern
図 11

IgA, IgM, C1q：negative
【電顕】
Tuft は虚脱し，一部にフィブリンの蓄積がみ
られるが，免疫複合体を示唆する高電子密度沈
着物は確認されません。

鑑別疾患

《病理診断》

間質性腎炎

抗 GBM 抗体型腎炎

多種の抗菌薬が使用されており，尿 NAG，

考

α 1MG ともに著明に高値
腎盂腎炎

察

薬 剤 服 用 歴， 入 院 時 MPO-ANCA，PR3ANCA，抗 GBM 抗体が共に陰性であったこと，

画像上右慢性腎盂腎炎の可能性が高かった
が，抗菌薬に抵抗性

血尿はあるものの尿沈渣で腎炎徴候が明らかで

ANCA 関連血管炎

なかったことより，急性尿細管間質性腎炎を最
も疑った。

血清 EIA 法および正常固定白血球＋患者血清
を用いた定性にて陰性。その他の臨床所見（皮

高齢で右腎が萎縮腎であった事より当初腎生

膚所見，多発単神経炎，間質性肺炎など）も乏

検を躊躇したが，血管炎を否定できず，開放腎

しい

生検を行なった。その組織所見から高度の尿細

抗 GBM 抗体型腎炎

管間質障害を伴う抗 GBM 抗体型腎炎と診断。
診断確定後速やかに血漿交換を 2 回施行。同

抗 GBM 抗体価境界域，炎症反応高値で血管
炎否定できない

時にステロイドセミパルス後 PSL 20mg より開
始し，7.5mg まで速やかに漸減した。

腎生検所見

現時点で肺胞出血のみならず重篤な感染症は

【光顕】

起こしていない。

41 個の糸球体のうち 19 個が球状硬化に陥っ

結

ていた。
糸球体病変

語

尿沈渣所見が乏しく，血清 EIA 法で抗 GBM

◦球状硬化糸球体以外の糸球体は，すべてに

抗体低値の激しい尿細管間質障害を伴う抗
GBM 抗体型腎炎の一例を経験した。

フィブリノイド壊死を伴う全節性の tuft の破

明確な腎炎徴候のない場合でも，原因の明ら

壊と大型細胞性半月体の形成が認められた。
間質尿細管病変

かでない急速進行性腎機能障害が見られる際

― 78 ―

第 50 回神奈川腎炎研究会

は，
すみやかに腎生検を施行すべきと思われた。

本症例における問題点

討
座長

論

それでは 1 題目です。「尿所見が乏しく，

1. 抗 GBM 抗体価と組織像との解離 ?

血清 EIA 法で抗 GBM 抗体陰性の激しい尿細管

2. 間質尿細管障害と糸球体障害が一元性のも

間質障害を伴う抗 GBM 抗体型腎炎の一例」。聖

のであるか ?

マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科，中野先

3. 腎生検を施行するタイミングについて ?

生，お願いします。
中野

聖マリアンナの中野と申します。よろし

くお願いいたします。
今回，私たちは尿所見が乏しく，血清 EIA 法
にて抗 GBM 抗体陰性の激しい尿細管間質障害
を伴う抗 GBM 抗体型腎炎の一例を経験いたし
ましたのでご報告いたします。
症例は 75 歳の女性です。主訴は全身倦怠感。
現病歴ですが，平成 20 年の 4 月末から全身倦怠
感が出現しまして近医を受診。6 月 12 日の採血
上，炎症反応の上昇を認め，抗菌薬の内服を開
始しております。経過中に抗菌薬を 6 剤変更し
ましたが，炎症反応の改善を認めず，7 月 9 日，
精査加療目的にて当院へ紹介入院となりまし
た。既往歴ですが，脳神経鞘腫，高血圧，腰椎
の圧迫骨折を 75 歳時に罹患しております。家
族歴，個人歴に特記事項はありません。
入院時の身体所見です。身長は 148cm，体
重 47kg，BMI は 21，血圧 101/57，脈拍数は 72，
体温は 37 度。意識清明で眼瞼結膜に軽度の貧
血を認めます。そのほか眼球結膜の黄染はあり
ません。胸部聴診上，呼吸音は左右差なく清。
心音は正常で心雑音は聴取されませんでした。
腹部所見は平坦軟圧痛はなく，特記すべき所見
は認めません。四肢に軽度の下腿浮腫を認めま
した。神経学的所見に異常はありません。
入院時の検査所見です。尿検査ですが，pH
が 6.5，蛋白が一日定量で 0.2g，糖は－，潜血
3 ＋で 1 視野あたり多数の混合型の赤血球を認
めました。白血球は 10 ～ 19。そのほか有意な
円柱は指摘できませんでした。細菌は＋で，尿
中の NAG が 47.8，α 1MG が 12.7 と高値を示し
ました。尿の生化学所見はこちらにお示しす
るとおりで FNa と FE Urea がそれぞれ 1.53％と
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ここまで診断前の経過といたしましては，6

47.7％でした。
次に血算の所見ですが，白血球は 1 万 1000，

月 12 日から 7 月 7 日にかけて近医での抗菌剤の

分画はこちらにお示しするとおりです。Hb が

投薬が行われております。それぞれフロモック

10.3，ヘマトクリットが 30.6 と貧血を認めます。

スにクラビット，クラリスにメロペンとチエペ

血小板が 45 万と高値，血沈が 122mm/h と亢進

ネム，内服から点滴に抗菌剤の変更が行われて

を認めております。静脈血ガスですが roomair

いるのですが，その経過中の CRP の改善は認

にて HCO3 が 26.6 と代謝性のアシドーシスは指

めておりません。炎症反応高値ということで当

摘できませんでした。凝固系はこちらにお示し

院のほうに 7 月 8 日に入院となっております。7

するとおりです。

月 8 日から 13 日の間に総合診療科のほうに入院

続きまして生化学的所見ですが，肝胆道酵素

しまして，経過中にクレアチニンが 2.1 ～ 8 ま

に異常所見はありません。TP は 6.9，アルブミ

での 10 日間で急激な上昇を認めたこともあり

ン 3.8，UN が 30.2，クレアチニン 2.19 と上昇を

まして，当科に転科となっております。

認めます。そのほかカリウムが 5.8 と高値，カ

入院経過中の尿所見ですが，蛋白は±から＋，

ルシウムとリンは正常範囲，CRP が 12.98 と高

潜血は 3 ＋が続き，尿所見としましては多数の

値でした。そのほか鉄が 19，TIBC が 168 と低値，

赤血球を認めておりました。入院時は混合赤血

フェリチンは 320 と高値でした。そのほか脂質

球を認めておりましたが，入院後は均一赤血球

系，感染症は異常はありません。そのほかの血

が一貫して認められました。また血球円柱に関

液データとしましては，ASO 価が 122，C3 が

しましては，経過中は認められませんでした。

150，C4 が 57， 補 体 価 が 53.7， そ の ほ か ANA

間もなく無尿になったことから透析を導入とし

は感度以下，dsDNA も感度以下，SS-A，SS-B

ましたが，開放腎生検にて今回の診断に至る結

抗 体 も そ れ ぞ れ マ イ ナ ス で す。cryogloblin も

果となりました。

マイナスです。MPO-ANCA も感度以下，PR3-

ここまでの問題点としまして著明な炎症所

ANCA も感度以下でした。

見，急速に進行する腎障害，間質尿細管障害を

抗 GBM 抗体価に関しましては 10。基準値が 1

挙げました。

～ 10 の境界域であると判断できます。

鑑別疾患といたしましては，間質性腎炎，多

入 院 時 の 画 像 所 見 で す。 胸 部 X 線 上， 肺

種の抗菌薬の使用がありましたことと，尿中の

野 や 縦 隔 に 異 常 陰 影 は 認 め ま せ ん。CTR は

NAG，α 1-MG ともに著明に高値であったこと

41.5％です。

から，
最も急性尿細管間質性腎炎を疑いました。

心電図ですが，心拍数が 75 整，完全右脚ブ

また腎盂腎炎は画像上は右の慢性腎盂腎炎の可

ロックを示しておりました。眼底所見は H2S1

能性を指摘されておりましたが，抗菌薬に抵抗

の高血圧性の変化を認めました。腎エコー所見

性であったことから less likely というところで

ですが，右腎有意の実質の萎縮を認めました。

一つの鑑別として挙げました。そのほか ANCA

それぞれ RI が左から 0.75，右が 0.71 でした。

関連血管炎としまして，血清の EIA 法では当初

入院時の胸部 CT 上，明らかな活動性炎症の

陰性。また正常固定白血球に患者血清を用いま

変化や腫瘤性病変は指摘できませんでした。

した定性にて陰性。そのほかの臨床所見，皮膚

入院時の単純の CT ですが，右腎有意の萎縮

所見や多発単神経炎や間質性肺炎なども乏し

を認めております。陳旧性の炎症に伴う石灰化

かったことから less likely といたしました。ま

を右腎に認めております。またガリウムシンチ

た ANCA 以外の代表的な抗 GBM 抗体型腎炎の

を施行したところ，両側腎実質に集積を認めて

鑑別ですが，抗 GBM 抗体価が境界域であった

おります。

こと，炎症反応が高値で完全に血管炎が否定で
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きないということから，腎生検を施行いたしま

やかに血漿交換を 2 回施行し，ステロイドセミ

した。

パルス後，プレドニン 20mg から開始し，7.5mg

病理所見ですが，41 個のうち 19 個の糸球体

まで漸減をしております。現時点で肺胞出血や

において球状硬化を認めました。残りすべては

重篤な感染症，致死的なイベントは起こしてお

時相の一致した細胞性の半月体を形成しており

りません。

ました。またび慢性で高度の間質の炎症，細胞

結語です。尿沈渣所見が乏しく，血清 EIA 法

浸潤と高度の尿細管障害を認めました。PAM

で低値の激しい尿細管間質障害を伴う抗 GBM

染色では tuft の破壊と大型細胞性半月体を認め

抗体型腎炎の一例を経験いたしました。明確な

ました。Masson 染色ではファイブルノイド壊

腎炎兆候がない場合でも，原因の明らかでない

死を伴う大型の細胞性半月体を認めておりま

急速進行性腎機能障害が認められる際は，速や

す。免疫染色で IgG と C3 に糸球体の基底膜に

かに腎生検を施行するべきではないかと考えま

沿った linear な沈着を認めております。また正

した。本症例における問題点としまして三つ挙

常の糸球体に対して患者の血清を用いた定性を

げさせていただきたいと思います。抗 GBM 抗

行ったところ，原液で GBM に沿って linear な

体価と組織像との乖離。間質性尿細管障害と糸

沈着を認めております。また 100 倍希釈におい

球体障害が一元性のものであるのか。腎生検を

ては弱陽性。1000 倍希釈においては全く染ま

施行するタイミングについて。以上 3 点を中心

りを認めませんでした。

にフロアの先生方にご意見をたまわりたいと思

以上より抗 GBM 抗体型腎炎としまして治療

います。

を開始しております。開放腎生検を 24 日に施

座長

行しまして，26 日の時点から免疫染色を参考

た。血清中の ELISA で抗 GBM 抗体は 10 倍で基

にしてメチルプレドニゾロンのセミパルス療法

準値の上限ということだったのですが，腎生検

をしました。20mg から週 1 単位で漸減をして，

の蛍光抗体法で IgG が線状に染色されて，なお

現在 7.5mg まで taper を行っております。また入

かつ患者さんの血清と正常の糸球体を反応させ

院時，血漿交換を施行しているのですが，2 回

て，一応染色があったと。そういったことから

目のときにアレルギー性のショックを起こしま

抗 GBM 抗体型腎炎というふうに診断されてお

して，その後中止としております。その後 CRP

りますが，何かご質問，コメントはございます

の上昇があり，再度貧血も急激に進んだことか

でしょうか。はい，どうぞ，平和先生。

ら，血漿交換を再開いたしましたが，その後肺

平和

胞出血を否定的と考えまして，その後の血漿交

データを発表いただきました。ありがとうござ

換は行っておりません。

いました。少し質問をさせていただきたいので

考察ですが，薬剤の服用歴，入院時の MPO-

中野先生，どうもありがとうございまし

横浜市大の平和です。非常にきれいな

すが，この方は抗 GBM ということですので，

ANCA，PR3-ANCA，抗 GBM 抗体がともに陰性

やはり肺のほうも気になるところですが，アシ

であったことと，血尿があるものの尿沈渣で腎

ドーシスが少しあって，HCO3 が全然下がって

炎兆候が明らかでなかったことから，急性の尿

いない状況で，肺の所見があまり出てこなかっ

細管間質性腎炎を最も疑いました。高齢で右腎

たような気がしますが，レントゲン，CT あた

が萎縮腎であったことから，当初腎生検を躊躇

りで何も変化がないのでしょうか。また血液ガ

いたしましたが，血管炎を否定することができ

スはどのように評価されたかについて教えてい

ず，開放腎生検を施行いたしました。組織所見

ただきたいのですが。肺の所見と血ガスの結果

から高度の尿細管間質障害を伴う抗 GBM 抗体

をどう解釈したのでしょうか。

型腎炎と診断をいたしました。診断確定後は速

中野
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抗体が陽性ということで Good pasture が致死的

山口 いろいろな抗菌剤を使っていますが，こ

に肺胞出血ということで経過は追ったんです

の中で crescentic GN，あるいは間質性腎炎を起

が，経過中，特に肺胞出血を示唆する所見がな

こす薬はあるんですか。私は抗菌剤を調べられ

かったことは確認しております。ただ，総合

なかったので。反応性のものはいくつかありま

診療科のほうから当科のほうにコンサルトを受

す？抗 GBM 抗体ができるのには，露出しない

ける段階で，やはり自尿のほうがだいぶ乏しく

とだめなんです。肺炎なり何があったとか，糸

なってきまして，HD を開始したときには，や

球体は，普通は隠れていますので，一般的には

はりうっ血を認めておりまして，肺壁紋運の増

肺がやられる場合がいちばん多いわけです。

強は X 線上では確認しております。そのほか経

中野 抗菌剤でそういった指摘等をご存じの先

過中，肺病変はなかったと考えております。

生がいらっしゃいましたら教えていただきたい

平和 画像上は異常がないのですね。

んですが。

中野 はい。

座長 白井先生，どうですか。

平和

血ガスでさっき pH7.354 の HCO3 が 26.6

白井 薬剤による間質尿細管腎炎も強く疑って

だったような気がしたんですが，肺が悪くて呼

はいたんですが，本来 DLST を行えばよかった

吸が悪いということではなくて，肺うっ血で

んですが，病気の臨床経過からかなりラッシュ

CO2 がたまっていたんですか。

に来ていまして，どちらかというと血管炎のほ

中野

うを疑うようなかたちになってしまいまして，

いいえ，あくまでも画像上。あと BNP

も追っているんですが，溢水があるぐらいでア

DLST は行ってはいないんですが，eosinophilia

シドーシスを起こすような，当然，導入時には

だとか IG も結果的にはやっていなくて，当初，

代謝性のアシドーシスは軽度を認めてはいたん

本来であれば間質尿細管腎炎を疑ったんです

ですが。

が，裏づけの DLST は行っていないような状況

平和 HCO3 が 26.6 ありますが，溢水では酸素

です。

化が悪くなり，普通過換気になってると思った

座長 鎌田先生，どうぞ。

んですが，CO2 がたまっていたということです

鎌田 北里大学の鎌田ですが，発症の機序のこ

よね。

とを議論しているので，ちょっと気になる点が

中野

ええ，特に対処してはいなかったです。

あります。CT で右側の腎臓が水腎症様で萎縮

呼吸数の上昇はないです。

が強かったと思います。私どものところで，泌

座長

抗 GBM 抗体陽性でも肺胞出血を起こさ

尿器科に水腎症で入院していた人に，肉眼的血

ない場合は確かにあると思うんですが，起こす

尿が出て，GBM 抗体腎炎であった例を経験し

リスクファクターとしては喫煙歴とか，あとは

ました。この像では右腎は左よりもずいぶん萎

肺水腫があるとか，そういうことがあると，や

縮してしまっているので，これは閉塞性腎障害

はり肺胞出血を起こしやすいということがあ

があった可能性があります。

りますから，この方は喫煙歴はどうですか。75

中野 今回，入院時のエコー所見等は水腎は指

歳の女性ということですが。

摘されていませんし，確認はしていないです。

中野 肺胞出血を起こすリスクとして若年発症

鎌田 腎サイズに左右差があり，尿流に障害が

が挙げられていたということを文献で確認はし

あるように見えましたので，この所見が発症の

ました。

機序にかかわっているのかと考えました。

座長 かなり濃厚な喫煙歴はなかったのですね？

座長 どうぞ。

中野 ありません。

森田 昭和大学藤が丘の森田と申します。わた

座長 なかったですか。ほかに。はい，
どうぞ。

しも発症機序に関する質問ですが，わたしども
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このごろ，Alexa Fluor シリーズを使って，グリー

森田

ン系ですと 488 という色素でやるんですが，そ

まったような例はないでしょうか。

うするとものすごくつよく染まって，非特異的

小林

に反応をポジティブに取ってしまうぐらいで

どの患者さんの蛍光抗体を見せていただいたん

す。先生方は従来の間接法で正常糸球体に患者

ですが，何例か経験した抗 GBM 抗体型腎炎の

血清をかけて証明されたと思いますが，非常に

ときと比べますと，先ほどの森田先生のご指摘

弱く感じるんですね。これはメソッドの違いが

のようにかなり弱いなという感じを受けるんで

いちばん大きいと思うのです。わたしが見た印

すね。典型的な抗 GBM 抗体型腎炎の糸球体へ

象で mesangium 領域もポジティブに拾えるよう

の IgG の局在というのは本当に明確に染まって

なふうに見えたんですが，写真と実物と違うと

まいります。もちろん IgG と C3 がいっぺんに

思いますので，写真を見た印象ですが，mesan-

染まるんですが，ご存じのとおり，いわゆる

gium も反応しているように見えたのですが。

minimal change nephrotic syndrome でも，この程

座長

その点はいかがですか。

度と言うと失礼かもしれませんが，faint linear

森田

左のパネルが原液で，右が 100 倍希釈で

にしばしば染まってまいります。ですから確か

すか，蛍光の所見があった思うんです。わたし

に実際に顕微鏡で見たのと，ここに映し出され

も目が悪くてよくわからないんですが，ggm。

たのでは，当然わたしも違うと思うのですが，

いちばん聞きたかったことは，僕らは間接法で

何かちょっと局在の強さが違うのかなという感

証明した経験は自分ではないんですが，この染

じを先ほどから受けているところなんですが。

色パターンというのは明らかに抗 GBM 抗体が

座長

あるといっていいレベルのものなのか，あるい

methodology ですね，そのあたりを再度検討し

はかなり弱いのか，そこらへんのことを教えて

ていただければと思います。時間もなくなって

いただけないでしょうか。

きましたので，先生が問題点に挙げられた壊死

座長

性の半月体形成性腎炎と強い尿細管間質障害，

先生，ポジティブコントロールとかは置

過去の経験でももっと非常に鮮明に染
あけぼの病院の小林でございます。先ほ

あ り が と う ご ざ い ま し た。 ま た 少 し

かなかったんですか。

これを一元的なものとしてとらえていいかどう

明らかに Good pasture とわかっている患者さん

か，そのあたりのことをいかがでしょうか。小

の血清を。

林先生，どうぞ。

中野

施行しておりません。

小林

座長

それで比べてどうですか。希釈倍率はあ

れに関連することで，臨床上の現病歴を確認し

いまの直接のことではありませんが，そ

れですが，染色パターンとか。

たいんですが，この人は入院したときにはクレ

白井

ポジティブコントロールというのは患者

アチニン 2.0 ではあったわけですが，それ以前

さん本人のというものしかやっていないので。

には腎機能の障害や，蛋白尿は指摘されていな

座長

ああ，そうですか。

いんですか。というのは腎の先ほどの形状にし

白井

それから比べても明らかに薄くて……。

ても，それから間質の細胞浸潤，あるいは発症

座長

だから血清中で，ELISA で抗 GBM 抗体

の，先生は急速ということで rapid progress と言

が明らかに陽性である患者さんの血清を用いた

われているのですが，acute on chronic という状

りすると。

況があとで出てくる病理の所見との関係で，い

白井

今回，やっていない。

ま聞いておく必要があるのではないかと思うん

座長

それはやっていないですか。

ですが，いかがですか。

白井

ない。

中野

座長

じゃあ，ちょっとわからないですね。

たんですが，尿の所見は得られていなくて，血

― 83 ―

脳神経外科のほうに定期通院をされてい

腎炎症例研究

25 巻

2009 年

清上では。

ですか。

小林 クレアチニンは？

中野 左です。

中野 クレアチニンは 1 年前に 1.6 ～ 1.8 で経過

山口 左ですね。

をしていたのを確認して。
小林

【スライド 02】fibrinoid material の沈着が糸球体

じゃあ，もう 1 年前にはすでにかなり腎

全体に覆われて segmental にも出ていますし，

機能は落ちていたことはわかっていますね。そ

周りのそれに随伴する炎症も強いですね。

れは大変，大事な所見ですよね。それからもう

【スライド 03】PAM で見ますと，係蹄壁が溶け

一つは発熱についてですが，炎症反応は初診の

てボーマン嚢の基底膜も明らかに溶けています

ときには炎症反応だけと先生は言われているん

ので，非常に激しい。一部 cellular な crescentic

ですが，入院したあと，発熱は確かに出てくる

な病変も見られています。周りは多核白血球が

んですが，入院のきっかけになったときには発

強いです。糸球体内におそらく壊れたあと，周

熱はなかったんですか。

りから炎症が押し寄せてきて，tuft の中で炎症

中野 7 度～ 7 度 5 分台の微熱。

が起きているのではなくて，周りから及んでで

小林 長く続いていたんですか。

きていると，そういう印象ですね。

中野

そうです。1 カ月前から熱だけ続いてい

【スライド 04】古くなった糸球体が完全につぶ

たのと，炎症反応が高値ということで近医での

れて，
その周りにも強い炎症反応が起きている。

抗菌剤が始まった。

古い crescent でつぶれてきたと思います。

小林 じゃあ，微熱が継続し，それに伴って炎

【スライド 05】この症例で一部分，多核巨細胞

症反応も上がっていた，患者さん。そういうこ

の granulomatous な反応がつぶれた糸球体の周

とね。
やっぱりこれも大事なことかと思います。
ありがとうございました。
座長

囲や，部分的に残った糸球体にも見られる。
【スライド 06】散在性に eosino と plasma，lym-

そのほかはいかがでしょうか。30 分を

phoid に混ざっている。

過ぎていますので，それでは病理の先生にコメ

【スライド 07】随伴性の病変で，強い tubulitis

ントをいただきたいと思います。やはりポイン

です。血尿もあるんですが，尿細管壁内に好

トは，これははたして抗 GBM 抗体型腎炎とし

中球を含む tubulitis が顕著に見られています。

てよいのかどうかですね。半月体の時相は一致

peritubular capillaritis も少しあります。

していたということですが，それが 1 点と，や

【スライド 08】染み込み病変と言うべきなのか，

はり壊死性の半月体形成性腎性と強い尿細管間

fibrinoid necrosis と言ってもいい染色性を示し

質障害を一元的なものとしてとらえていいかど

ています。内皮が腫大していまして。

うかですね。そのあたりのことを中心にお話を

【スライド 09】細い動脈で，内皮下が少し浮き

いただきたいと思います。山口先生からよろし

上がって，そこに単核，多核球が入っています

くお願いいたします。

ので，endarteritis の像も一緒に見られている。

山口

小林先生から言われたとおりで，IgG の

血管炎，動脈炎もあると思います。

染まりが典型的な例に比べると弱いように思い

【スライド 10】IgG，C3について筆で描いたよう

ます。

な典型的な染色性に比べると弱いと思います。

【スライド 01】揆状生検で，間質性腎炎がびま

【スライド 11】電子顕微鏡的に係蹄壁の rupture

ん性に及んで，糸球体は血だるまになったよう

があって，fibrin が直接外に漏れて好中球，リ

な感じです。普通の fibrinoid 壊死と違って，全

ンパ球系の浸潤が随伴して見られる。deposit は

面に広がっているかたちです。あまり見ない。
どちらの腎臓を刺したんでした？右ですか，左

あまりない。
【スライド 12】基底膜が薄くなってしまってい
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ます。こちらは crescent です。

だろうと思います。

【スライド 13】上皮が濃縮して，二次的な尿細

【スライド 06】今日のいちばんの問題は，こう

管炎の像だと思います。

いう granulomatous な展開をする糸球体炎とい

necrotizing crescentic glomerulonephritis と

うことが主題になるのかと思います。

granulomatous な tubular-interstitial な nephitis と，

【スライド 07】そして granuloma というのはマ

endarteritis と fibrinoid 壊死もある。一般的には

クロファージ系の細胞が結節様の病変をつくる

ANCA で随伴して抗 GBM 抗体が陽性になると

反応を言うわけです。この症例では糸球体炎に

思います。

はかなり granulomatous なところが見つかりま

ANCA ネガティブのは内皮細胞に対する抗体が

した。

あるという最近の文献もあり，抗 GBM も随伴

【スライド 08】それで電顕に入りますが，電顕

して出てくる。両方が陽性のものがあるんです

では山口先生と違って，わたしは糸球体の外

が，granulomatous なものは，一般的に抗 GBM

側ばかりに関心があるんですね。ご覧のように

だけだと普通は見られない文献もあります。

monocytic なマクロファージの細胞がいっぱい

ANCA がネガティブなので，私は調べられな

尿腔に出ていて，中にはすごい明るく腫大した

かったので，薬剤に随伴した病変が起こりうる
のかどうかという問題も残るのではないかと思

細胞がある。
【スライド 09】こういうふうに ER が発達して，

います。以上です。

そして互いにくっつき合っている。ここらへん

重松

に interdigitation（細胞膜相互陥入）の始まりと

結局，議論の中心は糸球体病変と，そ

れから尿細管間質性腎炎，その成り立ちを antiGBM というものでくくれるかどうかというこ

思われるような突起が出ております。
【スライド 10】ここでもマクロファージ，こ

となんだろうと思います。

ういうライソゾームがありますから，マクロ

【スライド 01】ものすごい間質と糸球体の両方

ファージの系統だと思いますが，突起が出てい

の病変が多彩に展開している状態です。

ます。

【スライド 02】糸球体のほうは血管極入口部に

【スライド 11】そして一部が interdigitation をお

近いところに血管炎まがいのものを含めて，管

こして，マクロファージが類上皮細胞化してい

外性の半月体様の病変をつくって，しかも基底

る。もちろんこういうふうに好中球的な細胞も

膜の rupture が展開しています。そして同時に

混じっていますが，monocytic なマクロファー

間質のほうも同じように，かなりひどい間質炎

ジの系統の細胞はこういうかたちで，お互いに

が同時進行しているふうに見えます。

接触をし合っている。残念ながら巨細胞化した

【スライド 03】そしてここに fibrinoid-necrosis が

ところまでは電顕の中にありませんでしたが，

あって，ものすごい滲出性の病変があるわけで

明らかに管外性に増生をしているところはマク

す。その中には普通の crescent のような上皮性

ロファージ主体の monocytic crescent と言われる

の反応というよりも，むしろ炎症細胞による管

ような，かなり炎症色が濃く，炎症細胞で構成

外滲出病変がメインであるように見えます。

されている crescentic change であると言えると

【スライド 04】好中球ももちろんいますし，か

思います。

なり胞体の明るい，マクロファージ様の細胞も

【スライド 12】これは同じ電顕の別の視野です。

混じっています。

【スライド 13】間質の病変も立派な尿細管炎が

【スライド 05】これは半月体部分と，それから

展開しているわけですが，もし糸球体と同じく

ボーマン嚢の capsule が壊れて，間質病変部に

TBM も蛍光抗体で光ってくれれば，これは一

糸球体のほうから炎症が進展していったところ

元的に結べそうなんですが，なかなかそうはい
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かないような状態だと思います。

プの anti-GBM の腎炎と違って，こういうふう

【スライド 14】これも PAS 染色で確かに尿細管

に cellular な immunity を示唆する肉芽腫性の反

基底膜が rupture していますから，尿細管の変

応が強いということで，その症例をわたし自身

化，それから糸球体の変化，同じように基底膜

ももう一回預かって検討したことがあります。

の断裂というのがあるわけです。

やっぱり今日の症例と同じように，血管極に

【スライド 15】これは tubulitis ですね。そして

近いところにちょっと血管炎を思わせるような

尿細管の上皮の萎縮。

病変もあるんですが，やっぱり GBM 蛍光の染

【スライド 16，17】リンパ球が尿細管上皮間に

色性があって，しかも組織反応は遅延型アレル

たくさんあります。

ギーというんでしょうか，cellular の immunity

【スライド 18】それで蛍光抗体ですね。IgG が

の異常が出ているような，そういう印象を受け

主体で，あと C3 が出ておりましたが，糸球体

ました。

に は 弱 い と は い え， 立 派 な linear pattern が 出

だからこの症例もわたしはきっかけは何かわ

ていますが，TBM のほうはないですね。だか

かりませんが，感染とか，そういうものがあっ

らこれは糸球体病変と尿細管の病変はやはり

て humoral type よ り も cellular type の immune re-

ちょっとでき方が違うんだろうと思います。

sponse がこの患者さんに強く起こったのかとい

【スライド 19，20】これはボーマン嚢がここら

うことで，僕は anti-GBM の腎炎だが細胞性免

へんまであるので，かなり萎縮している状態だ

疫反応が優位というかたちで，この症例を考え

と思います。

たいと思います。間質の病変はやっぱり薬剤性

【スライド 21】これは C3 ですね。C3 はあまり

のものとしていいのではないかという印象を受

linear なパターンではないですが，かなり有意

けました。

に出ていると思います。

座長

【スライド 22】こちらも C3 ですね。よく見ると

山口先生から最終的には ANCA 関連の

腎炎と，それプラス尿細管間質性の腎炎という

segmental linear に出ている。

ことで抗 GBM 抗体はかかわっていないのでは

それでここに示す症例は 1999 年に腎炎症例

ないでしょうかというコメントです。重松先生

研究の 15 巻の 102 ページから 115 ページにある

からはやはり抗 GBM 抗体があって，細胞性の

んですが，遠藤先生，小林先生たちのグループ

免疫が関与して，このような経過を取ったと，

が腎細胞癌を手術で摘出したあと，急に発生し

このようなコメントでしたが，中野先生から何

た RPGN という症例で，全く今日のとよく似た

か病理の先生にお聞きしたいことはあります

肉芽腫性の管外性病変を扱っています。そのと

か。会場の先生方から，乳原先生，どうぞ。

きに今日と同じような議論になりました。蛍光

乳原 虎の門病院腎センターの乳原ですが，い

の染まりが弱いとか。そのときの症例は血清の

まこの症例の場合に抗 GBM 抗体腎炎を疑うん

anti-GBM が上がっているのに，糸球体には lin-

だけれど，IgG の染まりが悪いのではというこ

ear な deposition が弱くて，そのときは山中先生

とでした。私たちの症例では 6 例ほど抗 GBM

がまだ一緒にやっておられていて，これはやっ

抗体腎炎があります。それについての論文を

ぱり蛍光抗体法のところに問題があるという議

書いたときに，これでの症例を調べたことがあ

論があったんです。そのとき，重井研究所の佐

ります。そのときに抗 GBM 抗体腎炎は ANCA

渡先生のところまで症例検討が行って，やっぱ

関連腎炎にくらべるとすごく進行が早いこと

り糸球体の係蹄についている抗 GBM 抗体はか

が特徴です。この症例も 2 週間ぐらいで一気に

なり弱いという話があったと思います。

透析に至るぐらいまで悪くなっており，丁度

けれども，そのときに普通の humoral なタイ

抗 GBM 抗体腎炎に相当します。その中でも少
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し早めに腎機能の良い時に腎生検をした症例と

疫抑制剤を加えたりとか，そういうところは。

かなり悪くなってから腎生検した症例とがあり

中野

ます。腎機能が悪くなりすぎてしまった例での

て，腎臓自体のレスキューができなかったとし

糸球体はもちろん光顕では壊れは激しいんです

てもどうなのでしょうか，もっと積極的に使っ

が，IgG の沈着力が断裂してしまうのか，壊れ

たほうが，そういったリスクを備えてもいいと

てしまうのか，きれいに染まらない症例がどう

考えられますでしょうか。

も多いようです。もう少し早い腎機能のよい時

角田

期に腎生検をしていればきれいに IgG が linear

はりもう少し長期間にステロイドを使った方が

に染まったりした特徴があるように思います。

少なくとも良いのかなという印象は受けたんで

titer の問題ですが，最初は 10 ぐらいでしたが，

免疫的な問題と，あと免疫抑制状態にし

いわゆるフローチャートから行けば，や

すが。

腎生検をするころは 40 になってきているんで

中野

す ね。 や っ ぱ り 抗 GBM 抗 体 が 出 て い れ ば 抗

てのステロイドということですか。

GBM 抗体腎炎ということになると思うんです。

角田

そのときにいままでの症例ので抗 GBM 抗体腎

あとは肺出血なんかの予防というか，そういう

炎の活動性は，抗 GBM 抗体の titer とは必ずし

ことも考えることが必要なのかなという印象を

も相関しない。titer が高ければ高いほど激しい

受けました。

のかというとそうでもない。低いのでもけっこ

座長

鎌田先生。

う激しいのがあって，そういうのを統計を取っ

鎌田

わたしは角田先生の意見と全く異なる見

てみると，決してきれいに出なくて，むしろ抗

解です。anti-GBM 抗体腎炎は，来院時，ない

GBM 抗体陽性であることが意味があるという

しは治療開始時の腎機能から大きく改善させる

感じのディスカッションがよくされていたよう

ことはできません。本例のように治療開始に

な気がします。

血清 Cr 値が 8mg/dl をはるかに越える状態では，

そのステロイドというのは，腎臓に対し
そうですね。やっぱり組織のひどいのと，

薬剤性のことをのべる前に，抗 GBM 抗体腎

透析からの離脱は絶望的です。尿毒症の免役不

炎で肺病変を合併する場合と，肺病変を合併し

全を伴う状態に大量のステロイドを投与すれ

ない場合があります。2002 年ぐらいまで両方

ば，感染症で死亡する可能性が大きいと思いま

が 100 例ずつ報告が国内であったと思います。

す。ここは救命することを第一に考えて中等量

その中で見てみると，どうも薬剤がどのくらい

以下のステロイド投与にするべきと思います。

関係しているかというと，どうしても感冒様症

肺胞出血にも，中等量ステロイド投与で対応で

状で風邪薬を使われている症例がけっこうあっ

きると思います。私はこの程度の治療で十分だ

たと。そのくらいで特別な薬というのはどうも

と思います。

言われていないということがありました。そう

座長

いうことでコメントさせていただきました。

い場合には，もう治療をしないという考え方も

座長

あります。発症時 RPGN のみで，肺胞出血がな

ありがとうございました。時間がなく

そうですね。Goodpasture で肺胞出血がな

なっているんですが，どなたか，もうお一方。

い場合，その患者さんは遅発性に肺胞出血を起

どうぞ。

こすことはまずないと言われていますから，確

角田

横浜南共済病院の角田です。治療につ

かに治療をしないというのもこの場合の選択肢

いておうかがいしたいのですが，組織も結構

としてあると思います。あと血漿交換も FFP を

ひどいし，もし ANCA 関連の治療法としても，

使っていますが，例えば凝固系に異常がなけれ

ちょっとステロイドとかが少ないような感じの

ば，アルブミンで補充するとか，そういったや

印象を受けるんですが，いかがでしょうか。免

り方でもよかったのではないかと思いますが。
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2009 年

では時間もかなり超過していますので，1 演
題目はこれで終わりたいと思います。どうもあ
りがとうございました。
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