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家族性に発症した慢性糸球体腎炎の一例
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主 な 画 像・ 生 理 学 検 査： 胸 部 X ｐ：

入院目的：経皮的腎生検施行

CTR48%，心電図：LVH（+）
，心拍数 60 回 / 分・

既往歴：20 代～高血圧（未治療）

整，胸部単純 CT：異常なし，腹部単純 CT：異

嗜好歴・飲酒：ビール 350ml/ 日× 25 年・喫煙 :

常なし，腹部エコー：両腎皮質エコーレベルや

20 本 / 日× 25 年

や上昇（size は正常）

内服薬：なし

心 エ コ ー：asynergy：（-），EF：70.7%，

家族歴：1 大伯父：腎臓病（詳細不明）
，2 祖

AoD：28.1mm，LAD：40.8mm，IVSd：

父：腎不全のため 40 代で他界，3 父：28 年間

14.8mm，LVPWd：13.3mm，LVDd：51.9mm，

維持血液透析中，4 兄：慢性腎不全で他院 f/u

LVDs：31mm，ABI：1.28/1.26

（H6 腎生検で FGS と診断）
，5 従兄妹の娘：現
在中学生，ネフローゼ症候群（詳細不明）
現病歴：中学生の頃より検診で蛋白尿を指摘
されていたが放置。
2004 年 11 月の検診で血尿，血清クレアチニ
ン値の上昇も指摘された。
2005 年 10 月 , 易疲労感を主訴に近医を受診し
たところ，血清クレアチニン値 1.5mg/dl，尿蛋
白 3+，尿潜血 2+ であった。
同年 11 月，精査加療（腎生検施行）のため
当科入院。
入 院 時 現 症：173.5cm，74.2kg，BMI 24.6
kg/m2，BP176/104mmHg，PR 60 回 / 分・

整，
図1

BT35.7℃，意識清明，眼瞼結膜貧血なし，眼球
結膜黄染なし，咽頭扁桃：異常なし，頸部：リ
ンパ節腫脹なし，血管雑音を聴取せず，胸部：
心音純，呼吸音清，腹部：平坦・軟，圧痛なし，肝・
横浜市立大学大学院 病態制御内科学
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入院時尿検査
一般
比重
1.025
pH
5.0
蛋白（3+）
2.29
糖
（-）
ケトン体
（-）
潜血反応
（2+）
尿白血球
（-）
ウロビリノーゲン （±）
ビリルビン
（-）

g/ 日

沈渣
赤血球
5-9
/HPF
白血球
1 未満/HPF
硝子円柱
1 未満
/LPF
尿細管上皮
（-）
尿中好酸球
（-）
β 2MG
109 μ g/l
Ccr
57.9 ml/min
Selectivity Index=0.287

血算
WBC
5100
（Seg79.5%，Stab2.5%）
RBC
420 × 10-4
Hb
12.9
MCV
89.8
Plt
18.4 × 104
生化学
TP
Alb
T.bil
AST
ALT
LDH
γ -GTP
ALP
CPK
BUN
Cr
Na
K

5.6
3.5
0.6
28
30
240
45
226
39
22
1.5
143
4.5
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/μl
/μl
g/dl
/μl

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

Cl
Ca
IP
T.Chol
CRP
Glu
血清学的検査
IgA
IgG
IgM
C3
C4
CH50
ASO
MPO-ANCA
PR3-ANCA
抗 GBM 抗体
RF
抗核抗体
抗 DNA 抗体
クリオグロブリン

106
8.7
3.1
220
0.01
94

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

144 mg/dl
1030 mg/dl
190 mg/dl
122 mg/dl
26 mg/dl
43.5
U/ml
30IU/ml以下
10
未満
10
未満
10
未満
（-）
（-）
（-）
（-）
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図 13

図 10

遺伝性糸球体疾患
＊家族性アミロイドーシス
＊家族性 IgA 腎症
＊家族性巣状糸球体硬化症
＊ Familial lobular glomerulopathy
＊ Alport 症候群
＊良性反復性血尿，菲薄基底膜症候群
＊ Nail-patella 症候群（Osteo-onychodysplasia）
＊先天性ネフローゼ症候群（Finnish type）
＊新生児ネフローゼ症候群（French type）

図 11

＊ Fabry 病および他の脂肪代謝異常症（家族性
LCAT 欠損症 , Gaucher 病など）
＊リポ蛋白糸球体症

考

察

本症例は 4 世代にわたる濃厚な家族歴を認
めた。
Familial lobular glomerulopathy を 疑 い， 免 疫
染色で plasma form fibronectin を調べたが，本例
では確認できなかった（plasma form fibronectin
に対する positive control も確認できず，technical な問題の可能性もある）。
腎機能低下は進行していないものの蛋白尿が
持続しており，今後も十分な経過観察が必要で

図 12

ある。
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Familial lobular glomerulopathy
について

討
座長

Familial lobular glomerulopathy は，1987 年，
Tuttle らにより初めて報告された遺伝性疾患

論

前半のセッションの最後ですが，「famil-

ial lobular glomerulopathy の一例」横浜市立大学
大学院医学研究科病態制御内科学，涌井先生，

（常染色体優性遺伝）で（Tuttle et al.Arch Pathol

お願いいたします。

Lab Med 1987）
，fibronectin glomerulopathy と ほ

涌井 よろしくお願いします。題名を変えさせ

ぼ同義語に用いられている。

ていただいたんですが，
「家族性に発症した慢

本邦では，1998 年，Sato らに初めて報告され，

性糸球体腎炎の一例」です。

現在まで 9 家系 12 症例が報告されている（Sato

症例ですが，48 歳男性。主訴は無症候性の

et al.Am J Kidney1998, Uesugi et al.Jp J Nephrol

蛋白尿と血尿。既往歴は 20 代からの高血圧症。

1999, Niimi et al.Pediatr Nephrol 2002）
。

嗜好歴は飲酒が 1 日ビール 350ml を 25 年。喫煙

臨床的には，蛋白尿（半数以上はネフローゼ

1 日 20 本を 25 年です。家族歴です。右下が患

range），顕微鏡的血尿，高血圧などを認め，多

者さんですが，患者さんの兄が慢性糸球体腎炎

くの患者が 15 年～ 20 年かけて末期腎不全に移

で退院でフォロー中。平成 6 年に腎生検を施行

行する。20 歳～ 40 歳の頃に発見されることが

して FGS と診断されています。さらに父親が

多い（Strom et al.Kidney Int 1995）。

28 年間，維持血液透析中です。祖父が詳細不

腎組織所見では，光顕でメサンギウム領域に

明ですが，腎不全のために 40 代で他界。大伯

PAS 陽性の沈着物を認め，それによりメサンギ

父が詳細不明ですが，腎臓病と言われていたそ

ウムの拡大，糸球体の分葉化を呈する。電顕で

うです。あとは従弟の娘が現在，中学生ですが，

は，内皮下からメサンギウムに顆粒状（時に

ネフローゼ症候群と言われています。

fibril：繊維幅は 10 ～ 12nm）の deposits を認め，

現病歴ですが，中学生のころより健診で蛋白

免疫組織学的に fibronectin に強陽性とされる，

尿を指摘されていましたが放置。2004 年 11 月

蛍光抗体法では約半数が弱陽性で，IgG，IgM，

の健診で血尿血清クレアチニン値の上昇も指摘

C3 が染色されることが多いが，IgA の陽性例も

されました。2005 年 10 月，易疲労感を主訴に

報告されている。

近医を受診したところ，血清クレアチニン値

Plasma form fibronectin の 糸 球 体 沈 着 が 著 明

1.5，尿蛋白 3 ＋，尿潜血 2 ＋で 11 月，腎生検施

であること，移植腎に再沈着がみられたこと

行のため当院に入院となりました。

などから（Gemperle et.al, 1996 Am J Kidney）
，

入院時現症ですが，血圧が 176/104，それ以

fibronectin は糸球体内で産生されるのではなく，

外は特に異常を認めていません。浮腫なども見

血清由来であると考えられてきた。

られませんでした。入院時の尿所見ですが，尿

最 近，FN1 gene mutation が 本 疾 患 に 関 与 し

蛋白が 1 日 2.3g，尿潜血が定性で 2 ＋，沈渣で 1

ていることが明らかにされた（Federica C et.al,

視野に 5 ～ 9，24 時間クレアチニンクリアラン

2008 PNAS）。

スが 57.9，selectivity index は 0.287 でした。
入院時の検査所見です。血液検査ですが，総
蛋白 5.6，アルブミン 3.5 と軽度低下しており，
BUN・クレアチニンも軽度上昇していました。
各種自己抗体および免疫学的な検査はすべて
陰性でした。主な画像所見ですが，心電図で
LVH を認め，また腹部エコーで両腎皮質エコー
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レベルがやや上昇しているほかは特に異常を認

の plasma foam と不溶性の cellular foam の 2 種類

めていません。

が存在します。正常糸球体の mesangium 基質な

病理組織ですが，14 個の糸球体のうち 4 個が

どでも cellular foam は陽性に染まってくるんで

global sclerosis に陥っていました。これは HE の

すが，plasma foam は陰性です。fibronectin 関連

弱拡ですが，糸球体の分葉化を認めました。ま

腎症では plasma foam の fibronectin が陽性である

た間質には軽度の炎症細胞の浸潤が見られま

のが特徴とされています。fibronectin の plasma

した。先ほどの中央の糸球体の強拡像ですが，

foam の免疫染色をしたんですが，はっきりと染

mesangium 細胞と mesangium 基質が軽度増加し

まったような所見が得られませんでした。

ているのがわかります。

考察ですが，本症例は 4 世代にわたる濃厚な

PAS 染色ですが，mesangium 領域の拡大を認

家族歴を認めました。familial lobular glomeru-

めます。さらに強拡ですが，2 時の方向と 8 時

lopathy を疑い，免疫染色で plasma foam，fibro-

の方向に顆粒状の PAS 弱陽性の所見を認めま

nectin を調べましたが，本例では確認できませ

す。また segmental に糸球体基底膜の高度の肥

んでした。腎機能低下は進行していないものの，

厚を認めます。この 8 時の方向ではボーマン

蛋白尿が持続しており，今後も十分な経過観察

嚢との癒着も見られています。PAM 染色です

が必要であると考えました。

が，mesangium 領域から末梢係蹄にかけて PAS

結論としては，診断がはっきりついていなく

陽性の所見を認めました。Masson 染色も同様

て，家族歴があるので，スライドのような疾患

に mesangium 領域から末梢係蹄にかけて細胞の

を主に念頭に置いています。家族性 IgA 腎症な

増生を伴った陽性の所見を認めました。これは

ども鑑別として考えられると思うんですが，ど

電顕ですが，内皮下と mesangium 領域に顆粒状

ういった診断になるかというのを皆様のご意見

の沈着物を認めました。この黄色い枠の拡大で

をうかがいたく，今回，本症例を呈示させてい

すが，このように顆粒状の沈着物を認めまし

ただきました。以上です。

た。また mesangium 領域にこの黄色い枠でお示

座長

ししているように，コラーゲン線維のような

濃厚な家族歴を有する糸球体病変の一例でした

fibril 構造のものを認めました。IF ですが，IgM

が，何かご質問，ご意見はございますでしょう

と IgA が mesangium から末梢係蹄にかけて 1 ＋，

か。山口先生，どうぞ。

IgG は－，C3 は±と判断をしました。C1q は陰

山口

性でした。

て い ま す。familial な FGS か，genetic な， 遺 伝

どうもありがとうございました。かなり

もう一人の方が FGS という診断を受け

治療経過ですが，濃厚な家族歴と病理所見

性の FGS もあります。最初になぜそれを考え

から familial lobular glomerulopathy を疑って降圧

なかったんですか。lobular に行かれた理由はよ

療法と食事療法で保存的に加療する方針とし

くわからないんだけれど。

ました。棒グラフが尿蛋白クレアチニン比です

涌井

が，だいたい 1 ～ 2 のレンジで経過しています。

見たんですが。

eGFR は 40 弱で 2 年間推移しています。

山口

もちろんこれも念頭に置いて組織所見を
遺伝子の異常が一応わかっていますよ

遺伝性の糸球体疾患として，スライドのよう

ね，FGS ですと。それを検索するほうがよかっ

なものがありますが，本症例では familial lobular

たんじゃないかと。あと代謝性の異常は特にな

glomerulopathy を最初に疑いました。fibronectin

いですか。

に染まることが特徴ですが，fibronectin は細胞

涌井

ないです。

外マトリックスの一つとして知られていて，23

山口

lipid とか何かの異常はないの？

万キロダルトンの二量体糖蛋白質です。可溶性

涌井

ありません。
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山口 特になし？
涌井 はい。

です。
【スライド 01】fibrosis がだいぶ進展してしまっ

座長 森田先生，どうぞ。

ている。クレアチニン Ccr はまあまあなんです

森田 昭和大学藤が丘の森田と申します。先生

が，だいぶ古くなって，子どものときからずっ

のご発表の中でコラーゲン様のものが mesan-

と続いているわけで，徐々に進展してきたんだ

gium に見えたということでしたが，それは 1 カ

ろうと思います。

所だけではなくて広範に見られたのか，またど

【スライド 02】fibrosis が強くて，糸球体の硬化

うしてコラーゲンと考えたのか，その 2 点につ

も進んでいます。糸球体の病変を見るときに，

いて教えてください。

荒廃してきますと hyperfiltration とか二次的な影

涌井 1 カ所ではなくて，mesangium 領域に比

響も受けやすいので，プライマリの病変が一体

較的広範囲に認めました。

何なのかというのがわかりづらくなるように思

森田 コラーゲンと考えた根拠は？

います。動脈硬化も強いです。

涌井

コラーゲンというのはちょっと，例え

【スライド 03】代表的な糸球体の病変は mesan-

ば免疫染色とかでコラーゲンとかそういうの

giolysis を思わせる，あるいは内皮下の拡大，

は確認していないんですが，線維幅から見て

二重化です。細かい血管腔があって，係蹄の二

Ⅰ型ないしⅢ型コラーゲンかなというふうに

重化を伴って，内皮下の拡大を示して，一部は

考えました。

mesangium が溶けて癒着病変をつくっている。

森田 免疫染色ができないとき，タンニン酸で

TMA 的な内皮細胞障害的な組織像，糸球体は

染めると specificity が比較的高いんですが，染

全体が大きくはなっています。

められました？

も う 一 方 に segmental な collapse と 軽 い mesan-

涌井 していませんので，今後検討したいと思

gium matrix と細胞の増殖がある。高血圧が以

います。

前から持続していますが，細動脈の染み込み，

座長 そのほかにいかがでしょうか。家族性の

hyalinosis も見られます。血管極部の polar vas-

lobular glomerulopathy だとけっこう脳血管障害

culosis 的な反応も少しある。

の合併症のリスクが非常に高いみたいなんです

【スライド 04】foamy な細胞が segmental に入っ

が，そういったこの家系ではなかったんでしょ

て segmental hyalinosis を形成している。mesan-

うかね。

giolytic に な っ て foam cell が そ こ に 集 簇 し て

涌井 この家系では話を調査したというか，聞

segmental hyalinosis を形成し癒着がある。FGS

く限りではありませんでした。

でもいい。細動脈の硝子化も強いです。

座長

ああ，そうですか。fibrinogen は陽性で

したっけ？

【スライド 05】mesangiolysis を思わせる所見が

IF で。

segmental にある。癒着病変があって，mesan-

涌井 fibrinogen も調べていません。IF で調べ

gium の matrix 構造が不明瞭，cellular な lesion を

て い る の が IgG と IgM と IgA と C1q と C3 の み

つくっていますが，血管腔と mesangium との関

です。

係が不明瞭になってきています。血管の入り口

座長 わかりました。そのほかいかがでしょう

の内皮が肥厚して，fibrous なものが少し混ざっ

か。病理の先生からコメントをいただく前に聞

てきている。PAS に本来は mesangium のところ

いておきたいことはないでしょうか。では病理

はもう少しきちっと染まらなくてはいけないん

の先生からコメントをお願いしたいと思いま

ですが，lose になっている。loosing を起こして

す。山口先生，お願いします。

いる。二重化，内皮下の拡大が目立つという

山口 この症例，私も結論はまだ得ていないん

ことですね。それから糖尿病を示唆する polar
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vasculosis が血管極部に増えている。癒着とか

はっきりしている。process fusion と microvilli の

に伴う二次的な変化もあると思います。

増生もある。TMA-like の glomerulopathy なのか，

【スライド 06】中位の動脈は内膜の線維性肥厚

lipidosis なのか，基本的には FGS 様病変と foam

がこんな程度です。

cell が出てきて鑑別するとしたら familial FGS に

【スライド 07】間質には長年の蛋白尿を示唆す

なると思います。LCAT ですと，ざらざらした

る foam cell の集積がところどころに見られてい

感じで上皮下にも似たような物質が沈着してき

ます。

ますので，一緒にはできない。type 3 の hyperli-

【スライド 08】それから髄質部に一部，尿酸塩

poproteinemia で，内容が電子顕微鏡的には違う

と思われるものに異物肉芽の反応が起きてい

と思いますので，familial な FGS も考える。

ます。

重松

だいたい病理側の意見がやっと 3 例目

【 ス ラ イ ド 09】 結 石 が あ り ま す と，medullary

で一致を見せたんですが。わたしは familial の

ray に沿って萎縮が進展する病変も二次的なも

FGS だろうと思いました。したがってこれから

のと思います。

出すスライドはそういう FGS を示唆するいろ

【スライド 10】先生たちの解釈だと，A と M が

いろな組織学的所見を集中してお出しするとい

mesangial と peripheral で部分的と思うので，特

うことになります。

異性のない immunoglobulin と補体系の沈着と思

【スライド 01】かなり間質の線維化がひどくて，

います。

そして global sclerosis がいっぱい起こっている。

【スライド 11】電子顕微鏡で foam cell が糸球体

そして代償性肥大の糸球体が入っているとい

の中に光顕でも見られましたが，foam cell が入

うところですね。ここで global sclerosis が半分

り込んできて，明るく抜けるものと，lipid を思

近くあって，そして segmental sclerosis が二つあ

わせる中心に顆粒 density のあるものも貪食を

る。そしてそれに cellular lesion（細胞集積巣）

している。内皮下の拡大がやや目立って，やや

が見られます。lobular に演者の方が見られたの

顆粒状のものが見えていますが，内皮細胞と基

は cellular lesion の 所 で mesangial area が 強 調 さ

底膜との間にやや density のある顆粒状のもの

れて lobular みたいなパターンになって見えて

がたまってきている。
通常の内皮細胞障害でも，

きているのではないかと思います。そのほかは

ある程度基底膜様のものが出てくることはあり

mesangial proliferation というものがあって，あ

ます。

まり lobular という印象は，この症例ではわた

【スライド 12】内皮下に新性基底膜の産生は目

しは受けませんでした。

立たない。やや density のある顆粒状物が内皮

【スライド 02】例えばこういうところですね。

下にたまってきて，mesangial matrix がコラーゲ

lobular，確かに一見 lobular なんですが。そこを

ンも増えているんですが，paramesangium から

よく見てみると，先ほど山口先生がお示しに

mesangial な領域にたまってきて，mesangial cell

なったように，foam cell がいっぱいたまって，

の増生を起こしていると思います。

その foam cell がでかくなっているものですか

【スライド 13】間質型のコラーゲン化してきて

ら，lumen か mesangium かわかりませんが，と

はいるんですが，mesangiolysis による二次的な

もかく cellular lesion という分節性病変をつくっ

間質コラーゲンの沈着，単なる二次的な変化な

ている。こういうところは interposition のかた

のか，内皮下にたまってきたものと何か類似し

ちで mesangium が増えているということであり

たものが出ているのは，この症例には何か意味

ます。

があるのかもしれない。

【スライド 03】いまのところですね，PAM 染

【 ス ラ イ ド 14】 コラーゲンの fiber がある程度

色で matrix を染めてみると matrix は染まらない
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で cellular lesion ができている。ここらへんは

【スライド 12】hyalinosis があるところもあるん

double contour が あ っ て MPGN-like に な っ て い

ですね。そしてこういうふうに分節性の硬化巣

ます。

がある。そしてボーマン嚢と癒着をしている。

【スライド 04】これも比較的，mesangium prolif-

ここに cellular lesion があります。

erative な変化が主体の糸球体病変だと思って撮

【スライド 13】これも分節性硬化のところです

りました。

ね。先ほどの PAM 染色と同じところだと思い

【スライド 05】Masson で見ても同じように ma-

ます。ここを山口先生の見解と同じく mesan-

trix が多くなっているということです。

gial，edema というか，lysis 言わないほうがいい

【スライド 06】それから foam cell の集積で，先

かもしれないけれど，edema 的なところがあ

ほども出てきました。ですから，これが lobular

ります。MPGN-like lesion ということで，どう

に見えた原因だろうと思います。あとで出てき

も 話 が 内 皮 障 害，mesangium 障 害， そ れ か ら

ますが，
これは癒着をしているわけですね。
ボー

podocyte の障害，そして FGS と，そういうつな

マン嚢と癒着して，そして反応性の parietal 上

がりがどうもあるように見えます。

皮の増殖があります。

【スライド 14】蛍光抗体は染まりすぎてよくわ

【スライド 07】それから係蹄腔の中だけではな

かりませんが，糸球体内には黄色く染色したと

くて，mesangium の中にも cellular lesion がある

ころがありますから，おそらくそこには IgM が

んですね。先ほど mesangiolysis もあるといわれ

染まっているんだろうと思います。

ましたが，そういうところが加わって mesan-

【スライド 15】それから電顕なんですが，これ

gium にもこのようにマクロファージが集積し

で見てもらいたいのは，podocyte の変化です。

て，それが foam cell 化をするということが起

すごく顆粒が多くなっていますね。再吸収がす

こっているのだろうと思います。

ごく亢進しているということ，それから podo-

【スライド 08】それからこの cellular lesion です

cyte の foot process が diffuse な扁平化を起こして

が，いままですが，糸球体内のものだけを言い

いる。そしてここに空胞が 1，2 あり，その空

ましたが，こういうふうに係蹄外の cellular le-

胞の中に microvilli が入っています。これはか

sion があるのです。これは podocyte なんだかよ

なり強い上皮細胞障害があるということを示唆

くわかっていませんが，ともかく尿腔に半月体

しています。

とは言えないんだけれども，増殖細胞巣が見ら

【スライド 16】ちょっとピンぼけになりました

れるのです。

が，これは mesangium 細胞かもしれませんが，

【スライド 09】cellular lesion があって，これは

lysosome がすごく増えているところですね。

MPGN-like lesion で す ね。 こ こ に mesangiolysis

【スライド 17】これは podocyte の中にできた空

的なところが見られます。

胞 で， そ の 中 に microvilli が 出 て い ま す か ら，

【スライド 10】これは演者の方がお出しになっ

この空胞は尿腔とつながっているとみなすこと

た写真のほうがよかったと思いますが，一部，

ができると思います。

上皮細胞がすごく腫大して，
その中に vacuole（空

【スライド 18】これは沈着物が細顆粒状になっ

胞）がいっぱい見える画面がありました。それ

ていますから，debris とか，あるいは染み込み

は電顕のほうで出てくると思います。これは

病変とか，そういうものが古くなってできたも

mesangiolysis な展開をしているように見えます。

ので，immune deposit 由来のものでは，ないと

【スライド 11】これは癒着病変です。これから
FGS，segmental sclerosis になっているところを

思います。
【スライド 19】ここでは上皮細胞が density を増

出していきます。

して変性していますね。detachment があって，
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ここでもかなり強いアクチンフィラメントの凝

出ている lobular structure は HE で薄く染まって

集が見られます。

Masson でも薄く染まっている。

【スライド 20，21】ここは明らかに foam cell が

ここには，はっきりと immunotactoid とは言

集まっているところで，光顕の cellular lesion の

えないけれども，何となく tubular の structure が

一部に相当すると思われます。ここでも podo-

あるものが massive にあって，これが lobular に

cyte の病変が強くて microvilli formation のある

なっているということですね。先ほどの話のよ

空胞の形成なんかが見られます。

うに，これが実は fibronectin ですね。ですから

【 ス ラ イ ド 22，23】 そ れ か ら collagen fiber-like

lobular のかたちにはなっていないけれど，前の

の構造物，間質型コラーゲンが出ているところ

症例はこういう fibronectin とかなり類似のもの

がありますね。これは電顕で見ると線維が切

であったという可能性があります。しかしこの

れてしまってよく見えませんが，よく見ると

症例は FGS と考えます。

banding structure があるのでいいと思うんです。

座長

どうして，これが出てきたかというと，内皮下

うから何か病理の先生方に何かご質問がござい

の浮腫，それが進行して mesangiolysis 的になる

ますか。

と，
（実験なんかではよくあるんですが）Ⅰ型

涌井

ないしはⅢ型のコラーゲンが最初増殖してき

す。貴重なご意見をありがとうございました。

ます。それがだんだんと消えてⅣ型のはっきり

座長

したコラーゲンの構造のないものになるんです

うぞ。

が，そういうふうに mesangium に障害があって

宮城

炎症的な因子が mesangium にあると，ときどき

病理の先生のお話の中で mesangiolysis とか，あ

こういう間質型コラーゲンが出てくることはあ

といわゆる血管自体でも内皮細胞障害がかなり

ります。この所見は特にコラーゲンの代謝異常

あるというお話があったんですが，通常は FGS

というものよりも，むしろ炎症で随伴してきて

だと内皮細胞障害はあまり一般的だという印象

起こっている現象と見たほうがいいのではない

がないんですが，familial な場合にはそういう

かと思います。

ことがあってもいいという解釈なのか，あるい

どうもありがとうございます。先生のほ

追加でいろいろ調べてみたいと思いま
皆さんからいかがでしょうか。はい，ど
済生会東部病院の宮城と申します。いま

これで終わりですね。ということでわたしの

は腎機能障害の過程の中で二次的に起きた血管

印象は家族性の family history が強いし，お兄さ

内の share stress がかかった病態というふうに解

んが FGS というところも証明されているとい

釈するべきなのか，そのへんを教えていただき

うことで，遺伝子検索とかそういうものがなく

たい。

ても，かなり家族性の FGS というものが強く

重松

疑われる症例ではないかと思います。

いできあがった lesion を見て病理も診断すると

座長

どうもありがとうございました。山口先

いうことで，一連の流れをあまりよく見ていな

生のコメントで言いますと，やはり第一に家族

いんですね。例えばいまはあまりバイオプシー

性の FGS で，あとは LCAT 欠損症等の lipid の異

はしませんが，妊娠中毒症，いまの妊娠性高血

常がないかどうかですね。重松先生もやはり家

圧というのがありますが，ああいうときには

族性の FGS ということだったんですが。

二次性の FGS になるわけですが，その場合は

重松

内皮の endotheliosis という内皮の障害が強く，

スライドをもうちょっと進めてくださ

わたし自身は FGS というのは，だいた

い。これは最後に演者もおっしゃっていたんで

subendothelial の 浮 腫 が あ っ て， そ し て mesan-

すが，familial lobular glomerulopathy というのが

giolysis 的な病変もあって，それがだんだんと

WHO のアトラスに出ているんですね。そこで

FGS 的になってくるんですね。一連の流れがあ
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りますから，早期の病変はそういう内皮障害が

代償するためにものすごく podocyte の空胞が伸

出てくる可能性が強いと思うんですね。こうい

びなければいけないですね。ずっと引っ張られ

う家族性のあるような障害というのは，おそら

て，伸びて，足突起がうーんと伸びてというか

く内皮の障害があって，山口先生は TMA とい

たちを強いられますので，胞体の中に空胞をう

う表現をお取りになったけれども，thrombotic

んと増やして，細胞の容積をつくらなければい

microangiopathy 的な内皮細胞障害を先発障害と

けないという，そういう状態が強いられるとい

して FGS 的なものに展開するという素地があ

うことなのだろうと思います。

るのではないかと思います。

森田 どうもありがとうございました。

座長 ありがとうございました。時間が過ぎて

座長 どうもありがとうございました。では予

いますが，最後に森田先生，どうぞ。

定を 10 分過ぎていますが，これで前半のセッ

最後のご質問でお願いします。

ションは終わりにしたいと思います。どうも活

森田 昭和大学藤が丘の森田と申します。せっ

発なご討論ありがとうございました。

かくの機会なので重松先生に教えていただきた
いです。電顕写真で microvilli について何枚か
スライドを提示して，microvilli が見られるか
ら障害が強いんだというふうにわたしは拝聴し
たのですが，podocyte の microvilli というのは，
どういう病態で出てきて特異性はどれぐらい強
いのかということについて教えていただけない
でしょうか。
重 松

microvilli 自 体 は minimal change の ne-

phrotic syndrome によく出てくる。これは反応
性の病変ですね。ただ FGS では，microvilli が
足細胞の表面ならいいんですが，これは podocyte に大きな空胞が出ています。そして microvilli が出ているところ，実はこれは細胞の中つ
まり空胞の中なんですね。
腫大した podocyte の細胞質中にこういう空胞
があって，その空胞の中に microvilli が出てい
るんですね。ということは尿腔と空胞とがつな
がっているということです。基底膜の所で剥離
した部分から尿腔まで空胞でつながっているわ
けです。ですから空胞内に microvilli を出すと
いうのはかなり podocyte がシビアな病変を持っ
ているということですね。
座長 部分的には剥離している。
重松 そうですね，部分的には剥離像と言って
もいいかもしれないけれど，どこか剥離したと
ころと空胞でつながってさらに尿腔とつながる
ということですね。結局，剥離した podocyte を
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