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著明な紫斑を伴う ANCA 陰性の
顕微鏡的多発血管炎（MPA）の一例
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例：68 歳

主

訴：下腿浮腫，紫斑．

男性

現病歴：
入院 5 ヶ月前に両側の膝関節痛が出現し，近
医での採血にて炎症反応高値を認め，プレド
ニゾロン（PSL）15 mg にて加療開始となった．
その後，PSL の増減にて症状の増悪・改善を繰
り返していた．
入院 2 ヶ月前より，両下肢の浮腫と紫斑が出
現したことから当院皮膚科を受診した．皮膚生
検にて leukocytoclastic vasculitis の所見を認め，
アナフィラクトイド紫斑病を想定し改めて PSL
20 mg による治療が開始され，症状改善に伴い
PSL 漸減されていった．

（1

東海大学医学部 腎内分泌代謝内科
東海大学医学部 病理診断科
（3
東北大学大学院医学系研究科 病理病態学講座

Key Word：MPA，紫斑，IgA

（2

（4

山口病理組織研究所

― 169 ―

洋
賢
雅

佑1
洋1
史1
裕4

腎炎症例研究

33 巻

2017 年

⾝体所⾒

当院⽪膚科初診時の⽪膚所⾒

• ⾝⻑：163㎝，体重：65.4㎏(元々の体重より5㎏増加)
• ⾎圧：164/82mmHg，脈拍：96/min，体温：36.7℃，SpO2：98％
(room air)
• 眼瞼結膜：蒼⽩なし，眼球結膜：⻩染なし．
• 呼吸⾳：両側下肺野にfine cracklesを聴取．
• ⼼⾳：純，整．
• 腹部：平坦・軟，圧痛なし．
• 両側下腿：浮腫(+++)
• 両側前腕，両側⼤腿〜下腿にかけて浸潤を触れる紫斑を認める．

図1

図4

当院⽪膚科受診後経過

⼊院時検査①
【尿検査】
＜尿定性＞
⽐重：
pH：
尿潜⾎：
尿蛋⽩：

• 当院⽪膚科初診時の検査ではBUN：18mg/dl，Cre：0.56mg/dl
と明らかな腎機能障害は認めなかったが，PSLを漸減していく
過程において⽷球体性⾎尿・蛋⽩尿の出現が認められた．
• 当院初診から2ヶ⽉間の経過で急激な腎機能障害の進⾏
（BUN：51mg/dl，Cre：2.74mg/dl）を認め，急速進⾏性⽷球
体性腎炎の診断となり当科依頼となり，⼊院となった．

＜尿沈渣＞
⾚⾎球：
(混合形態)
⽩⾎球：
硝⼦円柱：
⾚⾎球円柱：
尿蛋⽩/Cre：
尿中好酸球：

【⾎算】
1.017
5.5
３+
３+
30-300 /HPF
10-29 /HPF
２+
陰性
6.27 g/g・Cre
陰性

WBC：

seg：

stab：

95.5 ％

lympho：
eosino：

RBC：
Hb：
Ht：

Plｔ：

0.0 ％

2.5 ％

0.0 ％

3.48×10⁶ /μl

10.2 mg/dl

31.0 ％

31.0×10⁴ /μl

【静脈ガス】
pH：
PCO2：
HCO3-：
Anion Gap:

7.437
28.3 torr
18.8
14.2

【凝固】
APTT：
PT：
INR：
D-dimer：

35 sec
13.7 sec
1.15
8.6 μg/ml

【感染】
HBs抗原：
HBs抗体：
HBc抗体：
HCV抗体：

陰性
陽性
陰性
陰性

図5

図2

北島夏⾒1

【既往歴】

17000 /μl

⾼⾎圧症，変形性膝関節症

⼊院時検査②

【⽣化学】
総蛋⽩：
alb：
AST：
ALT：
LDH：
ALP：
Γ-GTP：
BUN：
Cre：
尿酸：
eGFR：
glu：

【内服歴】

アムロジピン5mg，カンデサルタン4mg，ファモチジン20mg

カルバゾクロム90mg，トラネキサム酸750mg，アスコルビン酸3g
【個⼈歴】

アレルギー：なし

飲酒：⽇本酒2合/day
喫煙：10本×48年間
【家族歴】

6.6 g/dl
Na：
2.4 g/dl
K：
27 U/l
Cl：
25 U/l
Ca：
219 U/l
IP：
771 U/l
HbA1c：
213 U/l
T-cho：
51 mg/dl
ﾌｪﾘﾁﾝ：
2.74 mg/dl
6.0 mg/dl
19 ml/min/1.73m2
175 mg/dl

137 mEq/l
5.0 mEq/l
104 mEq/l
8.3 mg/dl
3.1 mg/dl
7.0 ％
134 mg/dl
308 mg/dl

腎疾患の家族歴なし

図3
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【免疫】
抗核抗体：
PR3-ANCA：
MPO-ANCA：
抗GBM抗体：
IgG：
IgA：
IgM：
C3：
C4：

陰性
＜1.0 U/ml
＜1.0 U/ml
2.4 U/ml
1293 mg/dl
389 mg/dl
53 mg/dl
121.7 mg/dl
26.9 mg/dl

【その他】
Selectivity Index：

0.41
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胸腹部CT

スライド 8
北島夏⾒1

北島夏⾒, 2016/09/19

図7
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胸部Xp

⽪膚病理検査所⾒
HE X 50

HE X 400

診断名：Leukocytoclastic Vasculitis

図8

図 11

腹部エコー

⽪膚病理検査所⾒
IgA X 50

図9

IgA X 100

図 12
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⼊院後経過

腎病理結果：蛍光抗体法

急速進⾏性⽷球体腎炎として重症度としては
腎機能：0点，年齢：1点，肺病変：0点，CRP値：2点
上記より臨床学的重症度GradeⅡと判定.
(急速進⾏性腎炎症候群の診療指針 第2版)
↓
⼊院後経⽪的腎⽣検を⾏うとともに，ステロイドパルス療法
（mPSL 1000 mg × 3⽇間）2クール施⾏した．

IgA

C3

Fibrinogen

図 13

図 16

診断

腎病理結果：光顕
HE X 200

• ①急速進⾏性⽷球体腎炎 ②紫斑・⽪下出⾎ ③⽪膚・腎⽣検
にて細動脈にフィブリノイド壊死性⾎管炎の所⾒．
• MPO・PR3-ANCA，他のANCAも全て陰性．
• ⽪膚⽣検で細動脈にてIgAの沈着を認めず．
↓
• MPAの病型分類にてANCA陰性MPA(重症型)の診断．

図 14

図 17

腎病理結果：光顕

臨床経過
Cre
(mg/dl)

⼊院⽇

退院⽇

4

20

3.5
3

CRP
(mg/dl)

15

2.5
2

10

1.5
1

5

0.5
0

0

mPSL
1000mg

E-Masson X 400

PAM X 400

0
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PSL
20mg
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図 18

― 172 ―

IVCY
500mg

Cre

PSL
50mg

50

PSL
40mg

60

PSL
30mg

70

PSL
20mg

CRP

80(days)

第 66 回神奈川腎炎研究会

結語

考察：ANCA-negative vs. -positive
Author

ANCA陰性
患者数（%）

年齢・性別

Hedger

35（27 %）

Comparable age
0.95 men:1 women vs.
1.39 men:1 women

Eisenberger

20

Unknown

28（33 %）

Younger age
(39.7 ± 17.0 vs. 57.6 ± 14.0)
Comparable sex ratio

15（38 %）

(NDT 2000)
(NDT 2005)

Chen

(JASN 2007)

Hung

(J Formos Med
Assoc 2006)

Shah

(Clin Rheumatol
2016)

Villacorta

(Nephrology 2016)

Sharma

腎病理

腎予後

上気道病変：
47 vs. 69 %

Comparable
findings

Comparable

上気道病変が低率

間質線維化と⽷球体硬
化がより顕著

Comparable

全⾝症状（発熱・体重減
少等）や眼・上下気道症
状が低率

細胞性半⽉体形成がよ
り顕著，間質線維化が
⾼度

Poorer

Younger age
(45.1 ± 13.5 vs. 59.1 ± 17.6)
Comparable sex ratio

全⾝症状：
26.7 % vs. 72.0 %

⽷球体硬化がより顕著

Marginally
poorer

17（23 %）

Comparable age
Comparable sex ratio

上気道症状が低率

間質線維化がより顕著

Comparable

29（25 %）

Younger age
(54.8 ± 17.2 vs. 62 ± 14.6)
Comparable sex ratio

⽪膚症状が⾼率

メサンギウム基質増⽣
と尿細管炎がより顕著

Comparable

33（39 %）

Younger age (35.4 vs. 46.8)
1.19 men:1 women vs.
0.77 men:1 women

関節痛・上気道症状・神
経症状が低率

細胞性半⽉体形成と間
質線維化がより顕著

Poorer

（陰性症例のみ）

(International J of
Rheu Dis 2016)

腎外病変

今回はANCA陰性で著明な紫斑より，IgA⾎管炎が疑われたが，

腎・⽪膚病理所⾒よりMPAの診断に⾄った症例を経験した．

ANCA陰性症例は陽性症例と⽐較して腎予後が悪いことが報告

されており，RPGN症例ではその可能性を念頭に置き，速やか
に診断・治療を⾏う必要がある.

図 19

図 22

ANCA-negative vs. -positive
 症状：陰性症例では全⾝症状・上気道症状が概ね低率で，⼀部の研究にお

いて⽪膚症状（紫斑）がより⾼率であると報告されている

 腎病理所⾒：陰性症例では細胞性半⽉体形成や間質線維化がより顕著
 腎予後：陰性症例ではよりpoorであるとする報告が多い（⽣命予後につい

ては概ね同等）

図 20

ANCA-negative症例における発症メカニズム
MPO-ANCA

assayを阻害する因⼦（ceruloplasmin fragment）の
存在（J Clin Invest 2013）

既存のassayでは検出できないlow-titer
（J Autoimmun 2010）

PR3-ANCAの関与

ANCA以外の抗体の関与：AECA（anti-endothelial

cell antibody），

LAMP-2（lysosome-associated membrane protein-2）

細胞性免疫の関与：IL-17

T helper cell（Arthritis Rheum 2008）

⾮免疫学的機序：Vhlh（von

receptor（Nat Med 2011）

Hippel-Lindau）（Nat Med 2006），EGF

図 21
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討

した。

論

血算では，好中球優位の白血球の上昇を認め

北島 よろしくお願いします。
症例は 68 歳の男性で，主訴は下腿浮腫，紫

ております。そのほか凝固能で D-Dimer の上昇

斑となっております。
現病歴は，入院 5 カ月前に両側の膝関節痛が

生化学検査において，アルブミンの低下を

出現し，近医に採血にて，炎症反応高値を認め，
プレドニゾロン 15mg にて加療開始となってお
ります。その後，プレドニゾロンの増減にて，
症状の増悪と改善を繰り返しておりまして，入
院の 2 カ月前より両下肢の浮腫と紫斑が出現し
たことから，
当院の皮膚科を受診しております。
当院の皮膚科にて，皮膚生検を施行されまし
て，leukocytoclastic vasculitis の所見を認め，ア

を認めております。
認めまして，現病歴にもありましたが，BUN，
Cre，eGFR など，腎機能障害を認めております。
そ の ほ か， 免 疫 関 連 に お き ま し て， 各 種
ANCA，抗 GBM 抗体などは陰性を認めており
まして，IgA の上昇を認めておりました。
胸部レントゲンです。両側の胸水貯留の所見
を認めております。そのほかは異常所見は認め
ませんでした。
腹部エコー検査では，両側の腎の形態に明ら

ナフィラクトイド紫斑病を想定し，改めてプレ
ドニゾロン 20mg による加療が開始され，症状

かな異常所見はなく，水腎などの所見は認めて

改善に伴い，プレドニゾロンは漸減されていっ

認めませんでした。
胸腹部の CT 検査です。胸部 CT において，軽

おりません。そのほか，腹部臓器に異常所見は

た経過になっています。
こちらのスライドは（当院皮膚科初診時の皮

度の胸水貯留を認めておりまして，こちらは肺

膚所見になります。当院皮膚科受診後の経過で
す。
）初診時の段階では BUN18，Cre0.56mg/dL

野に特に網状影など，肺胞出血を示唆するよう

と，明らかな腎機能障害は認めませんでした
が，プレドニゾロンを漸減していく約 2 カ月間
の 経 過 の 中 で，BUN51，Cre2.74mg/dL と 急 速

な所見は認められておりません。
腹部 CT も，腎形態は保たれておりまして，
特記すべき異常所見は認めませんでした。
こちらは，皮膚科初診時に採られた皮膚の生

に進行する腎障害を認めまして，急速進行性の

検結果です。皮膚の細動脈において，好中球の

糸球体腎炎の診断となり，当科依頼となり入院

浸潤と，核融解，fibrinoid 沈着を認めまして，
leukocytoclastic vasculitis の診断となっておりま

となっております。
既往歴，内服歴，個人歴，家族歴は記載のと

す。

おりとなっております。

そのほか，IgA についても検討はしておりま

身体所見は，今回のエピソード発生後より
5kg の体重増加を認め，高血圧も認めておりま
す。呼吸音で両側下肺野に fine crackles を聴取

すが，こちらのほうは陰性となっております。

し，両側の下腿に浮腫，両側の前腕，両足大腿

断しまして，入院後，経皮的腎生検を行うとと
もに，ステロイドパルス療法を 2 クール行って

から下腿にかけて，浸潤を触れる紫斑を認めて
おります。
入院時の検査所見です。
尿検査所見において，
尿定性で，尿潜血，尿蛋白ともに（3+）を認
めておりまして，尿沈渣で尿赤血球，混合性形
態のものを認めております。尿蛋白は 6g 程度

入院後の経過は，急速進行性糸球体腎炎とし
て，重症度は，臨床学的重症度グレード 2 と診

おります。
こちらが腎臓の病理所見になります。光顕弱
拡大にて，糸球体および間質に好中球の浸潤を
認めております。
こちらは強拡大にしておりますが，PAM 染

認めておりまして，赤血球円柱は認めませんで

色にて，糸球体係蹄壁の構造が崩れておりまし
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て，ボーマン嚢の断裂も認めております。それ

ております。

と細胞性の増加を認め，半月体を認めておりま

以上，結語となります。今回，症例の検討点

す。masson 染色では，fibrin の沈着を認めてお

としましては ANCA 陰性の MPA の診断に至っ

ります。

ていますが，症例の中でお示ししましたとおり，

次に蛍光抗体法です。IgA を含めまして，各
種免疫 globulin にて優位な沈着を認められず，

著明な紫斑を認めており，皮膚の病理の所見な

本症例では pauci-immune 型の半月体形成腎炎と

座長

いう診断となっております。

お願いします。

診断では，今までの病歴を全て含めまして，

ど含め，再度検討していただければと考えます。

城

今の発表に対して，質疑がある方は挙手
皮膚病変なのですけれども，ANCA の場合

今回は ANCA 陰性の重症型の顕微鏡的多発血

は動脈炎を合併しますよね。この症例では，紫

管炎の診断となっております。
臨床経過は，入院後，先ほどありましたとお

斑が顕微鏡的にも証明されているわけですけれ
ども，double negative ANCA として，紫斑をど

り，2 回のステロイドパルス療法を行まして，

う解釈するか，もう 1 回先生の解釈をお願いし

腎病理の結果を待ちまして，顕微鏡的多発血管

ます。

炎の診断となりましたので，IVCY を行ってお

北島

ります。その後，CRP など改善をみとめ，腎機

と一応考えていました。

能も横ばいで経過しておりまして，ステロイド

城

漸減でも再燃を認めないため，退院としており

そんなにまれではないのですか。

ます。

北島

そうですね。MPA として起こっている

こういうかたちで皮膚に紫斑が来るのは，
紫斑自体の報告は，そんなにまれではな

考察です。今回は ANCA 陰性の MPA 症例を

いのですけれども，今回は，画像でお示しする

経験しましたので，ANCA 陰性と陽性で，症状

範囲に結構強いタイプの紫斑をみとめておりま

の違いなどがあるかどうか検討してみました。
ANCA 陽性と陰性とで，症状の違いとしまし

す。もともと皮膚科の診断も，アナフィラクト
イド紫斑病を想定されていたので MPA として

ては，ANCA 陰性の症例では，全身症状，上気

は紫斑が強過ぎると考えておりました。

道症状などがおおむね低率で，一部の研究にお

座長

いて，今回の症例のように紫斑が高率で認めら

ほかにはよろしいですか。

この症例は紫斑には痛みがあるとか，全く普

れるとの報告もありました。

通の無痛性の紫斑ですか。
北島

半月体の形成や，間質性の線維化がより顕著に

そのほか，腎病理に関しては，陰性症例では

有痛性の紫斑であったということです。
城 例えば，ANCA 性の血管炎だとすると，もっ

なっていて，腎予後にしましては，陰性症例の

と全身にいろいろな症状が出てきますよね。だ

ほうがより不良であると報告されることが多

けど，この症例の場合は，腎臓以外は血管炎と

かったです。

して紫斑だけだったわけですか。
北島

追加としまして，ANCA，negative な症例に

そうですね。

おける発症のメカニズムといわれているところ
で幾つか報告がありました。まず MPO-ANCA

城 そこは非典型的ですよね。
北島

そうですね。

発生を阻害する因子の存在。あと ANCA 以外

座長

よろしいですか。それでは病理のコメン

の抗体の関与など，複数の病態のメカニズム，

トをお願いします。
山口 【スライド 01】皮膚の病変，組織像を見

症例報告が挙がっています。しかし，いまだ明
確な原因の究明には至っていないということな

せていただいたのですが，やはりすごく糸球体
の病変に類似しているのです。好中球の leuko-

ので，今後の解明に期待をしていきたいと考え
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cytoclastic になって apoptosis を起こして fibrin が

なのです。mesangium が軽く動いている程度で

出ている像なのです。ただ，IF であまり顕著な
IgA の沈着がないというところが，恐らく臨床

【スライド 05】顕著なところと，問題のないと

どうなのだろうという問題はあります。

的に悩まれたところだろうと思います。

ころで，endocapillary 内に少し炎症細胞が入っ
ていますけれども，ほとんど cellular crescent で

【スライド 02】MPA の場合は，我々は fibrinoid
necrosis という言い方をします。これはどちら

す。cell debris が真っ黒に見えています。

かというと，fibrin の析出が非常に強いのです。

こうなってしまうと，tuft がだいぶ溶けてし
まっていますので，fibrinoid necrosis と区別が

バックグラウンドは少し炎症細胞があって，こ
のへんは mesangium の反応は軽いです。少し
mesangium の領域の拡大があって，炎症が少し

つかないです。fibrin がずいぶん出て，置換さ

endocapillary な反応もある。確かに segmental に，

れてしまっています。
【スライド 06】mesangium 増殖は顕著ではない

fibrinoid necrosis と言うにはちょっと不明瞭な

です。ここに尿細管炎的な動きもあります。で

のですが，これは糸球体がバックグラウンドに

すから，紫斑病でもひどい例は，全腎的な炎症

後から出てきます。だけど，fibrin の非常に強

に移行していく場合があります。
【スライド 07】同じような所見です。軽い me-

い析出の集合体と考えられないこともないので
す。それで，間質炎，あるいは capillaritis も非

sangium の反応。

常に強いことは間違いないです。
【スライド 03】赤血球円柱があって，近位尿細

【スライド 08】PAM で見ますと，loop が溶けて
しまって，rupture を起こしていることは間違い
ないです。管内に fibrin があって，
一部こぼれて，

管の上皮の脱落，扁平化が起きています。
動脈炎はちょっとはっきりしなかったです。
ここに細胞がちょっといますけれども，はっ
きりしないです。一方で，確かに全周性に見

好中球の fragmentation が起きている。ANCA と
は違うのかなという印象です。
【スライド 09】ここは確かに基底膜が rupture し

られるぐらいの半月体。ボーマン嚢がはっき

てしまって，fibrin が出てしまっています。mesangium の虚脱もあると思いますが，ちょっと

りしなくなっている。見ると，やはり主体は
fibrin の析出なのです。残った糸球体にも少し

増えている。fibrinoid necrosis，ボーマン嚢も

mesangium の反応，crescent のないところでも
少し hypercellular な印象がある。ただ，間質炎

壊れてしまっています。尿細管炎もある。
【スライド 10】先ほど，fibrin だけの断面をずっ

は非常に強いです。ANCA ですと，尿細管炎も
強く出てくる場合がありますけれども，それよ
りも間質炎から capillaritis ぐらいでとどまって
いる。それから静脈炎も，もちろん紫斑病でも

と追っていくと，ボーマン嚢が破壊されて，
cellular crescent で間質にまで炎症が広がってし
まっている状態です。
【スライド 11】full-moon です。MPA ですと，血

静脈炎が来る場合があります。
【スライド 04】こういう像は，先ほどの皮膚の

管極部側の細動脈炎的なものがよく見られま

生検にすごく似ています。好中球が fragmentation を起こして，apoptosis と思いますが，fibrin

【スライド 12】segment で，fibrin が管内に析出
して，溶かして crescent になっている。核の崩

が 出 て い ま す。 で す か ら，leukocytoclastic な
vasculitis が起きている。MPA の場合は，我々は

壊 が あ ち こ ち に 見 ら れ，cellular crescent を つ

NETs（neutrophil extracellular traps）と言ってる

【スライド 13】masson で見ると，各 segment で

のですが，NETs が起きて，tuft 全体の fibrinoid
necrosis が起こるのです。ちょっと違う雰囲気

似たような病態，病変が各所で起きて，全体に

す。何か類似はしています。

くっている。
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城 【スライド 01】この症例は焦点が非常に

が多いのですが，ANCA でも plasma cell とか，
リンパ球が，これも同じように plasma cell も一
緒に出てきてはいます。
【スライド 14】こうなると，溶けてしまってい

はっきりしております。臨床的に非常に著明な
紫斑を伴って，ANCA が陰性だった。
【スライド 02】臨床の先生は MPA としていま

ますので，fibrinoid 壊死と区別がつかないです。
強い vasculitis の像です。
【スライド 15】IgA は faint で弱いのです。C3 は
まあまあです。κ・λを見ると，よく IgA 腎症

すけれども，軽度ですけれども IgA の沈着があ
る。また電顕的に dense deposit もあるというこ
とで，IgA 血管炎の可能性があるかどうかがポ

も紫斑病性腎炎も，κよりλのほうがよく残っ

イントだろうと思います。
【スライド 03】糸球体毛細血管の fibrinoid necro-

て強いのです。λがこういうふうに残っている

sis が強くて，細胞性半月体は，ほぼ monopha-

ので，IgA の付き方と合わないのです。これが

sic です。陳旧性の変化は全くなく，monophasic

何なのか。やり方の問題かという印象もありま

に起こったようです。
【スライド 04】ボーマン嚢の破壊があって，半

す。
【スライド 16】電顕を見ますと，管内に fibrin

月体が糸球体外に burst している。さらに，間

の析出があって，loop が一部残っています。好
中球の fragmentation が起きて，上皮の剥離像が
見られる。管内増殖的な変化，あるいは mesangium の少し増殖もあるという印象です。

質炎があるという所見だと思います。
【スライド 05】どこを見ても新鮮で monophasic
な fibrinoid necrosis と細胞性半月体の形成です。
【スライド 06】大部分の半月体は，ボーマン嚢

【スライド 17】電顕であまり変化のないところ

基底膜を破って間質に出てきております。IgA

を見ますと，paramesangium の沈着があるので
す。paramesangium か ら，mesangial matrix へ の

血管炎や紫斑病性腎炎を見てきて，ボーマン嚢

沈着が明らかにあります。mesangium の中にリ

の場合は，ボーマン嚢が破壊されていなければ

ンパ球か単球系が入り込んで，内皮下にも沈着

治療によって回復する可能性がある。
抗 GBM にしても，ANCA にしても，障害が

基底膜の破壊を伴う症例は非可逆的です。小児

があったと思う。
【 ス ラ イ ド 18 ～ 20】IF の 所 見 は IgA が 弱 い の
ですが，私としては，crescentic な glomerulone-

高度の場合はボーマン嚢の破壊を伴う。
紫斑病性腎炎の活動性が強い場合に，半月体

phritis で，これは IgA vasculitis でいい。酵素抗

が，ボーマン嚢基底膜の破壊を伴って糸球体の

体法でもう 1 回ほかの病変のない糸球体をぜひ
IgA を染めていただければ，出るのではないか

外に出ていくことがあり得るのかどうか。これ
は個人的な疑問として持っております。
抗 GBM，ANCA はいろいろな機序から，糸

なと考えています。ANCA 関連の necrotizing な
crescentic にしないでいいのではないかと私は

球体基底膜の破壊とともにボーマン嚢への破壊
が同時に起こることもあり得ます。ANCA の場
合は，ボーマン嚢周囲に macrophages が granu-

思います。
これは，次の例にも絡んできますが，lysosomal な LAMP-2 と い う の が 最 近 報 告 に な っ
て い ま す。 こ れ は pauci-immune で，ANCA が

lomatous に出てくることすらありますので，作
用機序が違うわけです。

自己抗体が陽性になるということだそうです。

【スライド 08】この fibrinoid 壊死，細胞性半月
体を IgA 血管炎として捉えるのか。ANCA 関連，

こういったものも将来は，ANCA，negative な

あるいは抗 GBM 腎炎として捉えるのか。そこ

ときは測っていかなくてはいけないと思いま

らへんの鑑別だろうと思います。経験的には
IgA 血管炎，昔でいうシェーンライン・ヘノッ

negative で，focal necrotizing なものに出てきて，

す。以上です。
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ホ紫斑の場合に，これだけ強く，しかも monophasic な半月体形成や fibrinoid 壊死を伴う症例

強い変化を起こしてきて，peritubular capillaritis

を私は経験しておりません。
【 ス ラ イ ド 09】 一 部 は fibrinoid 壊 死 で す け れ

については，わかりません。あってもいいよう

がある症例が，tubulitis まで進展するかどうか
な気がしますけれども，通常は，IgA 血管炎の

ども，一部は糸球体毛細血管内の血栓です。
ANCA のときも，基底膜の破壊から半月体を起
こしますが，同時に毛細血管内に強い血栓を起
こしてくることも特徴だと思います。
【スライド 10】基底膜の破壊に伴い，一方では

場合には，tubulitis まで起こってくる症例は少
ないと思います。
【スライド 18】eosinophil は特に出ていないよう
です。
【スライド 19】糸球体では半月体が 90％，メサ
ンギウム細胞増多を伴う糸球体は 10％ほどあ

半月体形成，一方では毛細血管内での血栓も同
時に起こることは言われております。

ります。IgA の沈着がありますので，メサンギ

【スライド 11】本症例は早々にボーマン嚢の基
底膜を破壊して，どんどん外に出ていく活動性

ウム細胞増多が絡んできてもいいと思います。
【スライド 20】残った糸球体については特に二

の強い半月体です。
【スライド 12】それから，
先ほど山口先生もおっ

重化，spike 形成，糸球体の腫大，半球状沈着

しゃったように，これは，vas efferens の動脈に

【スライド 21】大多数の糸球体については，
ボー

絡んだ変化かもしれません。もしこれが動脈の
変化だとすると，抗 GBM 抗体腎炎はこの時点

マン嚢基底膜の破壊を伴っている。尿細管間質

で否定できると思います。ANCA は残りますけ
れども，抗 GBM 腎炎は動脈炎を起こす機序が

を伴う。

物はない。

では，線維性浮腫性の拡大があって，tubulitis
【スライド 22】尿細管基底膜の破壊も伴ってい

ありません。動脈中膜筋の基底膜はⅣ型コラー
ゲンα 6 です。抗 GBM の場合はα 3 ですので，

る。
こういう変化は通常は ANCA ですけれども，
IgA 血管炎のときに出る変化かどうかは，断定

動脈炎を起こす機序は抗 GBM 腎炎にはないわ
けです。だから，これが動脈炎だとすれば，抗
GBM 腎炎は否定できると思います。

【スライド 23】動脈炎は，キーポイントですけ

はできません。

【スライド 13】簡単にボーマン嚢基底膜が破れ

れども，さっきの病変を動脈炎と取れれば，恐

るということが，この症例の特徴です。
【スライド 14】そうではない場所，残った糸球

らく輸入細動脈の動脈炎ではないかと思いま

体はほぼノーマルです。
【スライド 15】残った糸球体は完全に intact で

【スライド 24】IF 染色です。C3 とλが陽性で
す。IgA が faint positive ですけれども，非常に

す。

す。

強い滲出性病変のあるところには，IgA 腎症の

【スライド 16】間質は明らかに tubulitis があり
ます。好中球が絡んでいます。これだけ見ると，
ANCA のときに見られる病変だと思います。
【スライド 17】IgA 血管炎の場合，特に感染症
が 原 因 の 場 合 に は，peritubular capillaritis に 好

場合もそうですけれども，IgA が強く染まって
こないことがあります。状況証拠としてλが
これだけ出ておりますし，C3 が出ております
ので，この IgA はたまたま撮った糸球体が faint
positive であった可能性が高いと思います。ほ

中球浸潤があって，間質性腎炎を起こします。
それが進展して tubulitis まで起こしてくるかど

かの糸球体を見るか，あるいはパラフィン切片

うかです。これも僕には断定ができません。こ
の症例を IgA 血管炎として，糸球体にあれだけ

てみる必要があります。僕の予測では，これは

で沈着を見て，IgA が染まるかどうかを追試し
たまたま撮った，非常に滲出性病変の強いとこ
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ろに IgA が feint に出ているだけだと思います。
【スライド 25】fibrinoid 壊死は当然，半月体の

【スライド 34】糸球体の fibrinoid 壊死，fibrinoid
血栓，そこに macrophages や好中球が浸潤して

ところに出てまいりますので，これは半月体の

いる。

ところを撮っているだろうと思います。

まとめです。私は IgA 血管炎を最初に考える

【スライド 26】一部は基底膜が破壊されて半月

べきだと思います。先ほど言いましたように，

体を起こしますけれども，同時に毛細血管管腔

滲出性病変の強いところ，あるいは半月体の強

の中に血栓を起こす。基底膜の破壊と同時に起
こる変化として見ることができます。fibrinoid

いところでは，IgA が強く染まらないことがあ
ります。それから，皮膚生検で IgA が陰性だっ

壊死の初期像を見ていると言ってもいいのかも

たですけれども，皮膚の紫斑の免疫染色の経

しれません。
【スライド 27】これは恐らく fibrin です。血球成

験から言いますと，IgA 陽性の時期を過ぎると
C3 優位の変化に変わっていきます。IgA 陰性の

分は入っておりませんので，fibrin 血栓だと思

紫斑病は結構皮膚にあります。ということで，
IgA だけが陰性だということは，直接，IgA 血

います。
【スライド 28】強拡です。好中球の浸潤があっ
て，一部に半月体形成，fibrinoid 壊死を起こし

管炎の紫斑を否定できないと思います。
【スライド 35】問題は，IgA 血管炎だとして，

ます。また，一部は血栓のかたちで管腔内に残

あれだけ monophasic な半月体を起こす症例が

る変化だと思います。
【 ス ラ イ ド 29】 肝 心 な の は こ の 所 見 で す。

本当にあるのかということです。これは僕の経

paramesangium に し っ か り dense deposit が あ り
ます。日本での僕たちの経験から言うと，やは
り ANCA 関連腎症で，これだけ dense deposit が

験からはないです。単相性に半月体を起こす。
抗 GBM 腎炎の合併があれば良かったのですけ
れども，さっきデータとしてゼロではなかった
けれども，陽性とは取れないデータが出ていた
と思います。抗 GBM 腎炎に IgA 血管炎が合併

出てくる症例は少ないと思います。
【スライド 30】それゆえ，これは IgA 血管炎を
むしろ示唆する電顕の変化であろうと思いま

するような症例もあってもいいと思いますけれ
ども，正確に抗 GBM 抗体を測っておりますの

す。

で，臨床的に否定をするのならば，否定される

【スライド 31】同じくここに dense deposit があ

のだろうと思います。

ります。

そうすると，残るのは，やはり IgA 血管炎で

【スライド 32】免疫染色からいうと，C3，λが
優勢で，mesangium 領域に顆粒状に陽性。IgA
は mesangium 領域に弱陽性であって，今の解釈

す。
ANCA に 関 し て は， や は り 紫 斑 の 性 状 や，

ではたまたま滲出性病変の強いところで IgA が

全身症状が MPA 的ではないということから，
ANCA 関連血管炎と取るのは無理があるような

出にくくなっている可能性があります。これは

気がします。

有意な所見です。λ陽性，κ陰性は，IgA 腎症
などの IgA 沈着ということからすれば説明がつ

体性腎炎と紫斑であって，病因分類は，IgA 血

きます。それから，電顕においては，やはり
IgA 腎症あるいは IgA 血管炎に相応する parame-

管炎が一応中心に考えていいと思います。抗
GBM 抗体が陽性であればもっとうまく説明が

sangial dense deposit を認めます。

つくと思います。以上です。

ということで，臨床診断は，急速進行性糸球

【スライド 33】分節性に基底膜病変を合併して

座長

ありがとうございました。以上病理のほ

いる。この変化はあまり意味があるものとして

うからの解説をいただきましたが，ここでもう

取らなくてもよいと思います。

一度質疑応答をしようと思います。
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乳原 虎の門病院の乳原です。

もう 1 回，演者の先生に，関節炎所見をちゃ

まず，紫斑，purpura なのか，IgA vasculitis の

んと評価していたかどうかということを。腎臓

場合に皮膚生検で紫斑を見る場合，聖路加病院

にどうも目が行ってしまって，関節炎に目が

の衛藤光先生が「パラフィンで評価してはいけ
ない，生検体で IF でしないと，陽性所見が撮

行っていたかと。

れないことが多い」ということをよく言われて
いたので，もしこれが IgA vasculitis ならば，生

イド加療をされた後からは，ある程度膝の症状

検体で，IgA を IF で染める努力が必要かなと。

ろでマスクされてしまった面はあるかと思いま

それが大切なポイントかと思います。
もう 1 つは，ANCA 陰性ということですが，

す。一応，一般的な内科の診察の範疇としては，

この症例をもう一度振り返ってみますと，最初，

れども，有意な所見等は取れなかったです。

膝の関節痛が来ていて，CRP が高いのです。ど

乳原 膝関節炎の場合には，変形性関節炎の場

うも膝に注目されていますが，関節炎所見を捉

合がある。その場合には，ステロイド注入はす

えた，手首やいろいろなところに多関節炎がな
かったかどうか。これだけ CRP が高いと，多

ぐに効かないのです。リウマチの治療をして

関節炎があるのではないかなと。
そうすると，systemic rheumatoid vasculitis と

すんなり良くなってしまったということは，抗

いうのがあるのです。3 年ほど前に，私たちは
それに malignant RA ということですけれども，

ということは，もしかしたらリウマチ性疾患が

それに壊死性血管炎を合併した症例を提示した
のですが，そのときは immunoglobulin の沈着は

ではないかと。リウマチ性疾患に合併した血管
炎の場合は，必ずしも ANCA が陽性ではない。

極めて少ない。ちょっとあったけれども，有意

もちろん，リウマチ性疾患に ANCA が陽性の

ではないと言われたわけです。
そうすると，ANCA または GBM 抗体に持っ

ものはあるのですけれども，ないものもあると

ていってしまうのですけれども，それ以外に
も う 1 つ は malignant RA， ま た は rheumatoid

す。

systemic rheumatoid vasculitis に伴う血管炎が有

座長 そのほかにありますか。

名です。この場合は，皮膚生検でも IF でなか

竹内

なか染まってこない。血管炎しかない，leukocytoclastic vasculitis しかないといということが，

す。演者の先生に伺いたいのですが，この方の

結構報告されていますので，
そういう観点から，

北島 すみません。最初の場所は聴取していま

この症例を見ると，ちょうどどうかなというこ

せんでした。

とです。

竹内 先生，ご存じのように，一般的には，紫

城 紫斑がこれだけ出てくることもあるのです

斑病変性腎炎は下から出て上行するというのが

か？

スタンダードだと思うのです。上肢にも結構強

乳原 紫斑は，結構リウマチの vasculitis では出

く出ていたのでしょうか。

てくることが，よく報告されています。これは

北島 そうですね。当科に来たときには，既に

皮膚科のほうの症例報告から，かなり出てきま

紫斑は下火になってきた段階でしたので，一応

す。それは，典型的なリウマチ，またはリウマ

上肢のほうにもあるのですけれども，メインは

チ性疾患を伴うものとされています。

下肢に優位でした。

北島 そうですね。確かに治療自体は，ステロ
も改善傾向を認めていたので，そういったとこ

関節所見も一緒に取らせていただいたのですけ

も，膝の場合はなかなか良くならない。それが
炎症剤，またはステロイドを含めたものが効く
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あった。そう見ると，この症例は解決できるの

いうことで理解をすればいいというコメントで
北島 ありがとうございます。
北里大学の腎臓内科の竹内でございま

紫斑の最初はどこからですか。
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竹内

その出方も 1 つ鑑別の参考になるのでは

ないかと思います。
あと，紫斑の形や大きさもバラツキがこの方
はすごく多い？
北島

そうですね。

竹内

例えば，歯肉炎や副鼻腔炎とか，何か慢

性の炎症をお持ちというようなことはございま
せんでしょうか。
北島

聞く範囲では，高血圧と変形性膝関節症

のみという話でした。たぶん細かく，副鼻腔炎
はありますかという聞き方をすれば，もう少し
病歴を聴取できたかもしれません。
竹内

そのようなものが隠れていますと，この

ように急に感染が悪くなっていらして，ちょっ
と非典型的な紫斑病でもいいかなということも
考えたのです。ありがとうございます。
北島

ありがとうございます。

座長

ほかはいかがでしょうか。関節痛，紫斑

も割と臨床的にはよく見ている所見ではあるの
ですけれども，結局，注意深く，どういったか
たちであるか，あるいは非典型的なのかどうか
ということも気を付けて見ていく必要があると
思いました。
城

そうですね。今，北里大学の先生がおっ

しゃったように，私も 1 例，歯肉炎と虫歯があっ
て，強い crescentic な紫斑病性腎炎の経験があ
ります。けれども，この症例はそれと比較して
も，やはり強過ぎる半月体形成のようには思い
ます。これだけの毛細血管炎があるということ
の背景としては，やはり何かかなり強い傷害
因子がないと説明ができないので，それが感染
症から来るのか，それ以外のものかを，臨床的
なプロファイルとしてできれば捕まえたいです
ね。
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腎炎症例研究

33 巻

2017 年

I-3:著明な紫斑を伴うANCA陰性の顕微鏡的多
発血管炎（MPA)の１例（東海大腎内）
臨床病理学的問題点：
１．著明な紫斑と壊死性半月体性腎炎との関係
は？
２．ANCA陰性のRPGNは？

山口先生 _01

山口先生 _04

山口先生 _02

山口先生 _05

山口先生 _03

山口先生 _06
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山口先生 _07

山口先生 _10

山口先生 _08

山口先生 _11

山口先生 _09

山口先生 _12
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IgA

33 巻

2017 年

山口先生 _13

山口先生 _16

山口先生 _14

山口先生 _17

66-I-3: Kidney (P16-02379) RPGN

C3

1. Crescentic glomerulonephritis (IgA vasculitis, probable, (ISKDC: class VI)
2. Acute tubular injury, moderate
cortex/medulla = 8/2, global sclerosis/glomeruli= 0/29
光顕では、糸球体には２３ヶに全周性に及ぶ細胞性半月体が見られ、係蹄壁の断裂やフィブ
リン析出を認め、ボウマン囊壁の消失を伴っています。その他には軽度のメサンギウム域拡大
を認め、管内への多核球や単核球浸潤が見られます。
尿細管系には近位尿細管上皮の扁平化と内腔拡張が散在し、近位上皮に泡沫或いは硝子
滴変性を認め、血球或いは硝子円柱が散見されます。
間質には病変部糸球体周囲に単核球や多核球浸潤がかなり拡がり、尿細管炎を中等度認
めます。
動脈系には中位動脈内膜肥厚と細動脈硝子化は軽微です。

lambda
kappa

蛍光抗体法では、IgA(±), C3(+), λ(+), κ(±), fib(-): mesangial > > peripheral patternです。
電顕では、観察糸球体にはフィブリン析出を伴う壊死性病変が見られ、上皮の高度の硝子滴
変性やGBMの消失を認めます。GBMに軽度の内皮下浮腫と内皮下沈着を散見し、好中球や
単球の浸潤が散在し、内皮の腫大、増生を認めます。メサンギウム域には一部に傍メサンギ
ウム沈着と基質沈着を認め、メサンギウム細胞増生と基質増加が見られます。上皮の脚突起
癒合が所々で見られます。
以上，IgAはかなり弱陽性ですが、上記の診断と思われます。

山口先生 _15

山口先生 _18
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山口先生 _19

城先生 _02

山口先生 _20

城先生 _03

1－3
著明な紫斑を伴うANCA陰性の顕微鏡的多発血管炎（MPA）
の一例
東海大学医学部1腎内分泌代謝内科，2病理診断科
北島 夏見1，磯崎 雄大1，中川 洋佑1，川端 千晶1，濱野 直人1，
小泉 賢洋1，小倉 豪2，
和田 健彦1，深川 雅史1

病理コメンテーター
東北大学大学院・医科学専攻・病理病態学講座
城 謙輔

第6６回 神奈川腎炎研究会２０１６年９月１６日（土）
15:30～19:45 横浜シンポジア

城先生 _01

城先生 _04
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33 巻

2017 年

城先生 _05

城先生 _08

城先生 _06

城先生 _09

城先生 _07

城先生 _10
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城先生 _11

城先生 _14

＜光顕＞
標本は2切片採取されています。糸球体では､全ての糸球体(30個)に
全節性硬化はありません｡
糸球体
メサンギウム細胞増多を3/30個（10%)認め、管内性細胞増多を
6/30個（20%)認めます。細胞性半月体を27/30個(90%)認めます
分節性硬化ならびに癒着、虚脱はありません。残存糸球体基底膜の
肥厚はなく、PAM染色にて二重化ならびにspike・bubblingも見られ
ません。糸球体の腫大はありません（180μm）。半球状沈着物はあり
ません。また上記の細胞性半月体を伴う糸球体では大多数の糸球体
においてボウマン嚢基底膜の破壊を伴っています。
尿細管・間質
尿細管の萎縮ならびに間質の線維性浮腫性拡大を中等度に認め
（40%）、リンパ球・好中球・形質細胞を主体とした炎症細胞浸潤を
70%認めます。尿細管炎ならびに尿細管基底膜の破壊を伴っていま
す。
血管系
小葉間動脈に中等度の内膜の線維性肥厚を認め、輸入細動脈に軽
度の内膜の硝子様肥厚を認めます｡

城先生 _12

城先生 _15

城先生 _13

IgA

C3

kappa

lambda

城先生 _16
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33 巻

2017 年

Fibrinogen

城先生 _17

城先生 _20

城先生 _18

城先生 _21

城先生 _19

城先生 _22
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＜免疫染色＞
C3ならびにλが優勢でメサンギウム領域に顆粒状に陽性です。IgAはメサン
ギウム領域に弱陽性ですが優位かどうかわかりません。IgG・IgM・C1ｑの染
色の情報はありません。以上の所見から、λ・C3が陽性のため何らかの免疫
複合体性腎炎が疑われます｡IgA沈着を優位ととればλ陽性κ陰性は説明
がつきます。
＜電顕診断＞
dense depositが傍メサンギウムならびにメサンギウムに陽性でIgA腎症あ
るいはIgA血管炎にcompatible です。分節性菲薄基底膜病変を合併してい
ます。また一部の糸球体毛細血管係蹄にフィブリノイド壊死を認めます。同
部にマクロファージ・好中球の著明な浸潤を認めます。

城先生 _23

まとめ
電顕にてIgA血管炎を示唆するdense depositを認め、免疫染色ではC3・λが
優位ですがIgAが弱陽性でIgA血管炎に矛盾しません。半月体形成の頻度が高
く炎症活動性の強い糸球体にはIgAが強く染まらない事があります。
以上、本症例は臨床的に紫斑があった事からIgA血管炎が最も疑われます｡
皮膚生検にて血管壁にIgAが陰性でしたが時間の経過と共に陰性化する事が
あります。
一方、糸球体は細胞性半月体が単相性に高頻度に見られ陳旧性半月体が見
られない事から抗GBM腎炎に類似しています。ANCAは臨床的に陰性でしたが
抗GBM腎炎の可能性は残されています。

城先生 _24

68歳 男性
臨床診断： 急速進行性腎炎症候群、紫斑
病因分類： 紫斑病性腎炎
病型分類： IgA血管炎、びまん性半月体形成性腎炎、
抗GBM腎炎の鑑別
ＩＦ診断： 免疫複合体性腎炎の疑い、
IgA腎症あるいはIgA血管炎の可能性
電顕診断： IgA腎症あるいはIgA血管炎，compatible、
分節性糸球体毛細血管係蹄壊死の合併
皮質：髄質＝10：0
糸球体数：30個、全節性硬化：0個、
メサンギウム細胞増殖：3個、管内性細胞増多：6個、半月体形成：27個
（細胞性半月体：27個、線維細胞性半月体：0個、線維性半月体：0個）分
節性硬化：0個、癒着：0個、虚脱： 0個、未熟糸球体：0個
尿細管の線維化(IFTA)：40%、間質の炎症細胞浸潤：70%
小葉間動脈内膜の線維性肥厚：中等度、輸入細動脈内膜の硝子様肥厚：
軽度

城先生 _25
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