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膜性増殖性糸球体腎炎と蛍光抗体で IgG 線状陽性を認めた症例
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入院時現症
入院時現症：血圧 134/86mmHg，脈拍 65bpm，

男性

体温 36.2℃

現病歴：X-10 年頃検診で高血圧，尿蛋白陽性

眼瞼結膜：貧血なし，眼球結膜：黄疸なし

を指摘された。
X-7 年検診で高血圧 190/100mmHg，腎機能障

胸

部：心雑音聴取せず，呼吸音清

腹

部：平坦，軟

害（Cre1.44mg/dL）
，尿蛋白陽性，脂質異常症，

血管雑音聴取せず

高尿酸血症を指摘され前医受診。精査加療目的

下

腫瘤触知なし

腿：浮腫（+/+）

に当科紹介受診。
当初腎生検を勧めるも同意が得られず。外来
にて保存的に降圧療法を行うも尿蛋白増加傾向
（3 g/gCr）となり，今回同意が得られ腎生検目
的に入院となった。
既往歴：2008 年

高血圧

脂質異常症

高

尿酸血症
家族歴：父：胃癌

高血圧

生活歴：喫煙歴：なし，飲酒歴：焼酎グラス
2杯 週4−5日
内 服： カ ン デ サ ル タ ン OD 錠 8mg， ド キ サ
ゾシンメシル酸塩錠 2mg，アムロジピン 5mg/
アトルバスタチン 10mg 合剤，トラセミド錠
4mg，フェブキソスタッド 20 錠 mg
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検査所⾒
【血算】
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【生化】
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検査所⾒
【免疫】
IgA

149 mg / dl

IgM

129 mg / dl

IgG

IgG4

C3

C4

861 mg / dl
155 mg / dl
mg / dl

43.9 mg / dl

MPO-ANCA

<1.0 U/ ml

抗GBM抗体
クリオグロブリ
ン

抗核抗体
抗SS-A抗体
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FLCλ鎖
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M蛋白血症
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補体価
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(-)
<40 倍
(-)
(-)

【感染症】

【尿検査】
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RPR定性

(-)
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HCV抗体2

(-)

尿蛋白定量

3225.3 mg/g.Cr

T-spot

(-)

畜尿蛋白量
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(-)

NAG

(-)

HIV1Ag・
1/2Ab

(-)

HIV Ag.Ab COI

Masson-Trichrome

(1+)

TP抗体定性

HBs抗原

PAM

5.5

(3+)

潜血定性

WBC

PAS

1.012

蛋白定性

RBC

HE

1未満

/hpf

(＋)

脂肪円柱

(＋)

10.1 U/l
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検査所⾒

尿細管間質

【⼼電図】
洞調律 ⼼拍数64/min 完全右脚ブロック
【レントゲン】
肺野異常陰影指摘できず

ＣＴＲ45.1％

【腎エコー】
右 99×59×57ｍｍ 葉間動脈ＲＩ 0.55
左 115×60×68mm 葉間動脈ＲＩ 0.58
腎実質 輝度上昇あり
【⼼エコー】
壁運動異常なし ＥＦ72％
弁膜症 軽度大動脈弁逆流

拡張能年齢相応

壁厚正常

図3
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疑問点・考察点
 膜性増殖性糸球体腎炎は特発性でよいか︖
 IgG線状陽性は病態に影響を与えているか︖
 もし、IgG線状陽性の意義がないとすると、
--C3腎症と考えるか︖DDDと考えるか︖
--C3腎症とすると・・・C4dが陽性だが、
レクチン経路の活性化なのか︖
意義をとらないなら副経路の活性化なのか︖

拡大

PAM電顕

 光学顕微鏡

図 13

図 16

病理組織診断

 膜性増殖性糸球体腎炎は特発性でよいか︖
⇒明らかな二次性の所⾒なし
＜MPGNの原因＞

糸球体腫大傾向、分葉状の管内細胞増多、

感染症
細菌
感染性房室シャント
⼼内膜炎
膿瘍
ブルセラ症
結核
ハンセン病
ライム病
マイコプラズマ
髄膜炎菌性髄膜炎
ウィルス
HBV
HCV
HIV
Hanta virus
BKV
EBV
真菌
カンジダ⼼内膜炎
寄生虫
フィラリア
マラリア
住血吸虫
胞虫症

メサンギウム細胞増殖、毛細血管壁の二重化
 蛍光抗体
IgG線状陽性
C3顆粒状陽性
 電子顕微鏡︓沈着＋
上⽪化︓ごく少量
基底膜内、内⽪下、傍メサンギウム︓軽度
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蛋⽩異常症
クリオグロブリン血症
単クローン性γグロブリン血症
MGUS
Waldenstorm macroglobulinemia
細線維腎炎
イムノタクトイド腎炎
自己免疫疾患
混合性クリオグロブリン血症
SLE
SjS
HSP
RA
悪性腫瘍
⽩血病, リンパ腫
上⽪腫瘍
腹部線維形成性腫瘍
胚細胞性卵巣腫瘍

先天性・遺伝性
補体制御異常
α1アンチトリプシン欠損症
X連鎖性
常染色体優性
常染色体劣性
ダウン症
Gaucher病
Kartagener症候群
腎生殖器奇形
Prader – Willi 症候群
Tuner 症候群
遺伝性血管腫
家族性地中海熱
その他
サルコイドーシス
Castleman病
Celiac病
Cushing病
薬物乱用
妊娠関連 etc

Heptinstall’s Pathology of the Kidney
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本症例の抗GBM 抗体陰性に関して

MPGNの分類としてはどこに入るのか？

 感染や外傷，toxic agent 等による基底膜障害により、
エピトープが表出すると，免疫系により非自己と認識され，
抗GBM 抗体が産生される

IgGに意義あると
考えるとC3のみ
とはいえない

蛍光抗体
Ｃ３と免疫複合体

 血清抗GBM抗体検査
・感度94〜100％、特異度91〜100％ Nephrol Dial Transplant 2006;21:397
・化学発光免疫測定法では感度96％ 特異度99.6%
陽性尤度⽐253.6 陰性的中率0.04 Nephrol Dial Transplant. 2012;27:243-52.

自己免疫疾患

補体第二経路活性化

MGUS,⽩血病
MM, , リンパ腫

単クローン性
γ-グロブリン血症

SLE, SjS, RA

基礎疾患がないことや、
電顕所⾒から、免疫複合体
にも当てはまらない。

 本症例で患者血清と正常腎組織の間接蛍光抗体法は陰性だっ
た。

Ｃ３のみ

HCV

感染症

本症例は、この新しい分類
には当てはまらないのでは
ないか。。。

電子顕微鏡
メサンギウム
糸球体基底膜

メサンギウム
内⽪下, 上⽪下

DDD

C3腎炎

単クローン性γ-グロブリン血症
補体制御因子の遺伝子異常
C3変換酵素やH因子等に対する自己抗体

図 19

図 22

IgG線状陽性を考察する報告

補体の活性経路

• IFでIgG線状陽性の感染症関連腎炎

Y. Fujigaki et al. Pathology International 2016

IC

• IFでIgG線状陽性だが、血清抗GBM抗体陰性、heterogeneousな組織像を示した
Samih H. Nasr et al. Kidney Int 2016; 89: 897-908.
“atypical anti-GBM nephritis”
⇒いずれも患者血清対正常腎組織を用いた免疫組織学的検討※は陰性
（※偽陰性がtypical anti-GBM nephritisでも〜25％あり）

C1q
ここのみなのか︖

Ivy A. Rosales and Robert B. Colvin. Kidney Int 2016; 89:750-2.
抗体のGBMへの
抗体のGBMに対する
特異的結合
生化学的な親和性
(α3(ⅳ)NC1,
その他のエピトープ)

GBM自体の変化

こちらも
関与するのか︖

C４

C３

エクリズマブ
Atypical anti-GBM nephritis のうち
15％でMPGNを示した。

本症例は、C3、C4dともに陽性で
あり、古典経路、二次経路両⽅の
関与が考えられる。

Samih H. Nasr et al. Kidney Int 2016; 89: 897-908.

図 20

図 23

本症例の考察

疑問点のまとめ
 分類としては、免疫複合体型ととらえるべきか︖

 Nasrらの報告を⾒ると、本症例は、

C3腎症もしくはDDDととらえるべきか︖

IgG線状陽性がMPGNを引き起こし、
C3も活性化されていると考えられる。

 IgG線状陽性は、なんらかの二次性が存在していた
可能性が高いと考えるべきか︖

 IgG線状を起こした原因は解明出来ていないが、
何らかの二次性の要因があった可能性が考えられる。

 IgG線状がMPGNを起こしたと考えるのが
リーズナブルか︖

図 21

図 24
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討
久道

て，また分節状に管内細胞増多，メサンギウム

論

細胞増殖を認めております。また，毛細血管壁

よろしくお願いします。

に二重化が見られました。

「膜性増殖性糸球体腎炎と蛍光抗体で IgG 線

尿細管間質ですが，地図状に尿細管の萎縮や

状陽性を認めた症例」について，発表させてい

間質の線維化認められまして，軽度から中等度

ただきます。
症例は 49 歳男性です。主訴は浮腫です。現

の炎症細胞浸潤が認められました。また，一部，
内腔が拡張と，上皮の腫大を認めるものがあり

病歴は，10 年前から健診で高血圧，尿蛋白陽

ました。動脈に関しては，弓状動脈に線維性の

性を指摘されていました。7 年前に健診で高血
圧，腎機能障害，このとき Cr1.4mg/dL 程度で

内膜肥厚，細動脈の硝子化がありました。
蛍光抗体ですが，IgG（2+）の線状陽性と，
C3（1+）の顆粒状の陽性を認めました。拡大

した。尿蛋白陽性，脂質異常，高尿酸血症を指
摘され，前医を受診されました。精査加療目的

で見ると，IgG linear で陽性になっております。
C3 に関しては，顆粒状に陽性になっておりま

に当院を紹介受診されまして，腎生検を勧めら
れたのですけれども，同意が得られず，外来で
保存的に降圧療法を行っておりました。
しかし，
尿蛋白が 3g/gCr と増加傾向となりまして，今
回同意が得られたため，腎生検目的に入院とな

して，C4d に関しては，線状に陽性になってお
り ま し た。subeclass に 関 し て は，IgG1 と IgG4
が（+）となっており，IgG1 優位でした。
電 子 顕 微 鏡 所 見 で す。deposit に 関 し て は，
linear ではないと考えました。また，mesangium

りました。
既往歴は，高血圧，脂質異常症，高尿酸血症

基質の嵌入が左上のところにありまして，基底

がありまして，特に喫煙歴等はありません。ま

膜の二重化を示す所見が見られました。こちら
の deposit が不明瞭だと考えたため，PAM 電顕

た，内服は，このように多剤降圧薬を内服して
おります。
血圧は 134/86mmHg，発熱はなく，下腿に浮

を施行しましたけれども，こちらではきれいに
linear に染まっていましたけれども，一部不明

腫を認めました。
検査所見は，TP4.8g/dL，ALB2.9g/dL と低下
を認めまして，Cr は 1.3g/dL でした。HbA1c は

瞭なところがあるかなとも考えられ，積極的に
考えていいかどうか，迷うところでした。
病理組織学的診断です。光学顕微鏡では，糸

上昇を認めませんでした。
IgG4 は軽度上昇がありましたが，明らかに

球体の腫大傾向，分葉状の管内細胞増多，メサ

有意な IgG の上昇は認めませんでした。また，

まして，蛍光抗体では，IgG が線状陽性，C3 が

各種の自己抗体，ANCA，cryogloblin 等の陽性
はなく，κは上昇を認めていましたけれども，
κ / λ比はあまり有意な上昇は認めませんでし
た。感染症関連でも，明らかに陽性となるもの

ンギウム細胞増殖，毛細血管壁の二重化を認め
顆粒状陽性でした。電顕では，上皮下にはごく
少量，基底膜内内皮下傍 mesangium には軽度の
沈着を認めました。
これが臨床経過です。このあたりでは腎生検

はありませんでした。尿蛋白に関しては，3.2g/
gCr で，蓄尿で見ると 2.4g/day でした。尿中の

をずっと施行できないでいまして，Cr は大体 2
から 2.5g/dL で推移しておりました。尿蛋白は

赤血球はありませんでした。画像所見では，特

1.5 ～ 2g/gCr でしたが，腎生検の直前に尿蛋白

記すべき所見は見られませんでした。
腎生検所見ですけれども，9 個の糸球体のう
ち 2 個が球状硬化になっておりました。光顕で
は，糸球体の腫大，また一部分葉状を認めまし

3g/gCr まで上がったため，同意を得て腎生検
を行いました。
腎生検の 2 カ月後に，先ほどの所見のように
二次性もあまり考えにくい MPGN ということ
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で，ステロイドパルス，経口漸減法で治療を行

IgG 線状陽性の考察としては，抗体の GBM へ

いました。完全な改善には乏しいのですけれど
も，多少改善したかなという所見にはなってお

の特異的結合，抗体の GBM に対する生化学的
な親和性，GBM 自体の変化という 3 つの考察

ります。

が挙げられておりました。

ここで疑問点，考察点です。膜性増殖性糸球

本症例に当てはめますと，こちらの明らかな

体腎炎は，本症例では特発性でよいかどうか。
IgG 線状陽性は病態に影響を与えているかどう

感染になるような背景はあまりなかったこと
と，monoclonal なものはなさそうということと，

か。もし IgG 線状陽性の影響がないと考えると，
C3 と考えるか，DDD と考えるか。C4d の意義

GBM を変化させる DM 等の背景はなかったの

に関して，疑問点として挙げさせていただきま

ております。

した。

で，どちらに当てはまるかは分からないと思っ
本症例の考察です。Nasr らの報告によると，

まず，膜性増殖性糸球体腎炎が特発性でよい
かどうかということなのですが，こちらで検索

本症例が IgG 線状陽性が MPGN を引き起こし
て C3 も活性されると，これらの文献を見て考

したところでは，明らかな二次性の所見はあり

え直しました。先ほど 3 つの疑問点を挙げた

ませんでした。ただし，病理学的所見で本当に
二次性がないかどうか，常に鑑別は残しておか

のですけれども，これらの文献からは，IgG が
MPGN を引き起こしているというのが reason-

なければいけないと思いながらアプローチをし

able なのかなとも考えられました。臨床的には

ておりました。
IgG 線状陽性は病態に影響を与えているかど

二次性の要因を突き止められていないのですけ

うかなのですが，感染や外傷や，toxic agent 等
による基底膜障害で epiope が表出すると，免疫

性も，これらの考察から考えました。
MPGN の分類としては，どこに入るのかとい

系に非自己と認識されて，抗 GBM 抗体が産生

うことなのですが，考察していくうちに IgG の

されるとあります。本症例では，このような曝

意義がある考えると，C3 のみとはいえないの

露ははっきりしませんでした。
また，血清の抗 GBM 抗体の検査については，

かなとも考えました。こちらの免疫複合体に関

感度は高いのですが 100％ではないため，本症

ちらにももしかしたら当てはまらないのかなと

例で偽陰性の可能性は否定できないと考えてお

思いました。

ります。また，患者血清と正常腎組織の間接蛍

れども，もしかして何らかの要因があった可能

して基礎疾患がないことや，電顕所見からはこ

本症例は，この新しい分類に当てはまらない

光抗体法は，本症例では陰性でした。

のではないかと思いまして，ご意見を伺えたら

文献検索において，IgG 線状陽性を考察する

と思います。

報告は，藤垣嘉秀先生の報告では，感染関連性
に epiope が表出して IgG 線状陽性になっている

また，補体の活性経路が，ここのみでいいの

という報告がありました。また，Nasr の報告に
よると，IF で IgG 陽性になっておりましたけれ
ども，血清では陰性で，またマイルドな経過や，
crescent は少なくて増殖性腎炎という，組織学
的にも atypical な症例がありまして，その 20 例
のうち 3 例が MPGN を示したという報告があり
ました。
また，その報告を受けてのコメンタリーで，
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か，C4 の古典的経路も関与するのかというこ
とですけれども，C3，C4d ともに陽性であって，
両方の経路の関与が考えられるのではないかと
考えました。
疑問点のまとめです。分類として免疫複合体
型と捉えるべきか，C3 腎症，または DDD と捉
えるべきか。IgG 線状陽性は，何らかの二次性
が存在していた可能性が高いと考えるべきなの
か。IgG 線状陽性が MPGN を起こしたと考える
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のが一番 reasonable なのか。ご教授いただけた

座長

らと思います。よろしくお願いいたします。

結構病歴が長いですよね。

座長

ありがとうございます。ただ今の臨床の

久道

はい。

プレゼンテーションに関して。城先生お願いし

座長

この間の 7 年前に血圧が高かったり，腎

ます。

機能障害が指摘されて，今回の腎生検に至るま
での経過は，ほとんど stable な状態ですか。

城

先生の鑑別診断の中に糖尿病が入ってこ

はい，ありがとうございます。この方は，

なかったのですけれども，糖尿病性腎症は，
kimmelstiel-wilson を 伴 な う，nodular type じ ゃ

久道

なくて，diffuse type は MPGN 様病変なのです。

前では上昇がはっきりしてきました。それまで

そうすると，
その中で僕らがよく経験するのは，
糖尿病性腎症のときに IgG の linear pattern が出

は降圧療法のみで，腎生検はなかなか同意が得

そうですね。多少，尿蛋白でいうと 1.5

から 3 の間を動くのはありましたが，腎生検の

られなかったという状況です。
座長 では，大体 7 年ぐらい RAS 阻害薬などで

てくる。
さらに，糖尿病性腎症が臨床的に否定される
と す れ ば，idiopathic nodular glomerulosclerosis

降圧治療を受けて，蛋白尿もある程度 stable な

というカテゴリーもあるわけです。ただ，その

較的慢性な経過の方というところですね。

状態から増えてきたから腎生検をしたという比

中で糖尿病について糖負荷試験とか，臨床的な

そのほか，何かご質問，コメントございます

詰めをどこまでやっているかですね。
久道

か。

ありがとうございます。糖負荷まではし

問題として，IgG 線状陽性というところがか

ていないので，検討したいと思います。

なり悩みの種になったところだと思いますけれ

城

ども，それでは，コメンテーターの先生方から

では，先生の頭の中は，最初から MPGN

の鑑別診断のほうに入ってしまうのですか。

コメントをいただきたいと思います。
山口 【スライド 01】この症例は，城先生も，

久道 そうですね，提示させていただいた中で
は DN の所見は乏しいかなと考えました。
城

先ほど，文献で帝京大学の藤垣嘉秀先生が，ペー

文献的に，IgG が linear に光るということ

パーにするときに，私も不思議なものを見ま
した。糖尿病で IgG が linear に出るといっても，

の最初の取り掛かりは，糖尿病性腎症を僕らは
考えてしまうのですけれども，先生には最初か
らその鑑別診断は上がらなかったのですね。

非常に軽いです。薄いです。糸球体だけではな
くて，ボーマン嚢とか TBM にも糖尿病だと出

久道

先ほどの分類の中でも，TBM の変化と

てきてしまうです。だけど，この症例は糸球体

しての DN も考察させていただいたのですけれ

だけに限局して，クリアなのです。
通常の抗 GBM 性の腎炎だと，筆で描いたよ

ども。
市川

補助的に言わせていただきます。聖マリ

うに IgG が出てくるのが特徴で，もっと太く出
るのです。この症例は linear で，鮮明です。先

アンナの市川と申します。
負荷（OGTT）試験はしていませんが，血糖値

糖尿病に関してですが，おっしゃるような糖

ほど挙げていただいた Nasr たちが 20 例，atypical anti-GBM disease という新しい診断名を出し

や，Hba1c をずっとフォローされてきている中

てきたわけです。この症例は，私はその症例に

で，境界型糖尿病にもなっていない方だったの
です。過去，糖尿病の既往歴もなくて，しっか

当たるのかなと思います。
【スライド 02】先ほど話がありましたように，

りした普通の会社員の方で，ずっと健康診断も

高血圧性の腎障害が進んでいる方なのです。そ

受けており，痩せ形の方だったので，糖尿病性

のために修飾されてしまっています。細動脈の

腎症を起こしているとは考え難いと考えます。

硝子化，内膜の線維性肥厚，FSGS 様の病変，
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modify されてしまっています。

【スライド 14】血管極のところに，hyalinosis が

【 ス ラ イ ド 03】 糸 球 体 が ち ょ っ と 大 き く segmental な sclerotic な だ け。 細 動 脈 が 全 周 性 の

できてしまって，係蹄壁が二重化している。恐
らく高血圧による修飾が前面に出てきてしまっ

hyalinosis を起こしています。部分的に endocap-

ている。

illary な反応が見られます。尿細管も代償性に

【スライド 15】こちらは二重化が比較的びまん

やや hyperplasia を起こしています。
【 ス ラ イ ド 04】nephron mass が 減 り ま す と，

性で，内皮下の沈着か，interposition か，二重
化が global に見られます。

single nephron に負荷が掛かりますので，近位

【スライド 16】部分的な管内増殖です。
【スライド 17】ボーマン嚢は出ないです。尿細

尿細管の上皮の丈が高くなると同時に，乳頭状
に増殖性をしてきます。相当 renal mass が減っ

管も出ないです。IgG で，IgG4 が出ているので

ているということが言えます。

すが，IgG1 だけでいいと思います。κが有意
かなと。λも negative とは言いづらいのですが，

【スライド 05】THP 蛋白が一部漏れているとこ
ろがあった。segmental な hyalinosis で，あちこ

κ有意でいいと思います。

ちに癒着があって，係蹄壁が肥厚して二重化に

【スライド 18】IgM は，mesangium の染み込み
病変のところに C1q，C3 が確かに出ているの

なっています。
【スライド 06】hyalinosis がひどい細動脈の内腔
が不明瞭になっています。MPGN like な病変で

ですが，有意にはいえない。transplant glomerulopathy などでも末梢に出ますから，C4d が末梢

す。つぶれた糸球体もあって，糸球体全体が
remolding して大きくなっている。

に付いてくる場合もあります。TMA のときに
も末梢に C4d が出やすいと思います。

【スライド 07】少し管内増殖，単核・多核球が

【スライド 19】電顕です。虚脱で確かに GBM
が厚いです。mesangial interposition で，parame-

ちょっと入り込んでいる。ここは二次的なもの
だろうと思います。

sangium，あるいは基底膜下に沈着様のものが見

【 ス ラ イ ド 08】 先 ほ ど の HE で，segmental な
sclerotic な 病 変 と，endocapillary な 変 化 と，
double に，あるいは tip 型の FSGS 様の病変が出

える。二次的な血管極に近い染み込み病変も，
部分的な interposition が見られます。
【スライド 20】内皮障害による二次的な変化な

てきてしまっています。

のか，C4d が出ていますので，内皮障害による
内皮下の拡大で，一部 interposition を伴ってい

【スライド 09】同じところの PAS です。segmental な hyalinosis。血管極のところも，FSGS 様の

ると思います。ここは染み込み病変で，deposit

病変，hyalinosis が出てきて，管内増殖が一部
見られます。
【スライド 10】こんな感じです。

様に見えています。
【スライド 21】peritubular capillary です。基底膜
が部分的に多層化して，endothel が腫れていま

【スライド 11】別な糸球体で，血管極部の segmental な sclerosis。perihilar な，こういう場合は

す。内皮障害を示唆する所見です。
【 ス ラ イ ド 22】MPGN like lesion で す。throm-

hyperfiltration で負荷が掛かっている。高血圧だ

botic microangiopathy と，FSGS like lesion で，

けでは説明できないです。

恐らく FSGS 様の病変は，高血圧性腎症が長い

【スライド 12】管内，mesangium の反応も，場

間ありますので，その影響があるのではないか

所によってはちょっとあるのですが，二重化が

と。
IgG1 とκだけ取ると，Nasr の分類からいう

主体です。
【スライド 13】ここは，管内増殖性で，segmen-

と，monotypic atypical anti-GBM nephritis と い
う表現になる。

tal sclerosis です。
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【 ス ラ イ ド 23】 こ れ は， 先 ほ ど 挙 げ ら れ た，
polytypic と monotypic と 2 つ に，10 例 ず つ き

のは頭で見るとそう見えてくるので，もう一
回白紙に戻して見なくてはいけないのですが，
もしこれを糖尿病性腎症の diffuse type と見る

れ い に 分 け て， よ く 探 し た な と 思 う の で す
が，end capillary か ら mesangial proliferation，

と，後で電顕も出てきますけれども，拡大した
mesangium に濾過面を持たない小血管がずいぶ

MPGN，FSGS で組織学的な特徴は，ここに記
載はないのですが，彼らの表現で TMA を呈す

んたくさん出ております。
【スライド 05】全体に糸球体が腫大しています。

ると書いてあるのです。この症例も高血圧で修
飾されていますけれども，microangiopathic な

分節性にかなり強い硬化がある。この場所に関
しては，先ほどのように何らかの理由で throm-

変化があると思います。
【スライド 24】この典型的なものが，こんなに
きれいなのです。linear pattern です。これは，

botic microangiopathy が加わっています。高血

MPGN 様に見えて，電顕では dense deposit はな

なり強く出ております。
【スライド 06】これを見ますと，拡大した間質

い記載になって，まれに TBM にも陽性になる
ということです。これは，monotypic なものだっ

圧の既往がありますけれども，hyalinosis がか

に明らかに濾過面を持たない小血管が散在して

たと思います。

おります。macrophage の浸潤はそれほど強くあ

【スライド 25】mesangium の増殖性です。きれ
いな linear とは言えないような印象なのです。

りません。
【スライド 07】これはさっきの強拡です。

クリアな dense deposit はなさそうです。interposition はあります。内皮下の浮腫も見られてい

【スライド 08】さっきと同じ場所の PAM 染色で

る。Nasr たちが新しく疾患概念を出してきたの

【スライド 09】これは，恐らく doughnut lesion
的なものが，vas afferent につながっていく，す

で，それに対応するきれいな例です。
座長

す。

はい，
ありがとうございます。それでは，

城先生，お願いします。
城 【スライド 01】ちょっと手間取りましてす

なわち intraglomerular arteriolization の途上にあ
る変化ではないかと思います。
【スライド 10】ここも thrombotic microangiopa-

みません。

thy の変化が出ているのではないかと思います。

問 題 は，IgG の linear pattern と，MPGN の 関

【スライド 11】糸球体は 8 個しかないです。1 個

係がどうなっているかということだと思いま
す。僕には，これを見たときにどう見ても糖尿

は全節性硬化で，メサンギウム細胞増多があり
ます。mesangium matrix が拡大しておりますの

病性腎症が鑑別に入ってきます。輸入あるいは

で，そこに含まれる核の数が 4 個以上という定

輸出動脈かも分かりませんけれども，非常に
強い hyalinosis があって，分節性に結節性の病

義を満たしているだけです。糖尿病性腎症の
diffuse type は，こういう mesangial hypercellular-

変があります。ただ，この場所は，私は thrombotic microangiopathy だと思います。

ity を伴うと思います。
【スライド 12】管内性細胞増多は，限局してい

【スライド 02】ここに，血栓性の病変が何らか

ます。mesangium 融解を伴って，macrophage の

のかたちで加わっている。これだけ分節性に局

炎症細胞浸潤がありますので，機序から言うと，
先ほど申し上げました thrombotic microangiopa-

在してくるのは，TMA の場合が確率的には多
いと思います。

thy の合併があるのではないかと思います。

【スライド 03】分節性に硬化しているところも

【スライド 13】半月体，癒着，
虚脱はありません。

ある。

分節性硝子化が，一部かなり強調されたかたち

【スライド 04】PAS 染色で見ますと，形という

で見られます。
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【スライド 14】GBM 二重化は確かに見られま

ども，このことについて，私はよく分かりませ

す。しかし，bubbling，spike はありません。糸

ん。

球体は腫大しています。
【スライド 15】尿細管間質では，萎縮が 40％，

【スライド 22】IgM が陽性なのは，滲出性病変

リンパ球浸潤が 10％。血管系では，輸入と輸

【スライド 23】僕の目には，この線状 pattern は，

出細動脈にかなり強い硝子様の肥厚がありま

糖尿病性糸球体硬化症にかなりよく似た変化だ
と思います。鑑別としての light chain disease は，

によると思います。

す。
【スライド 16】免疫染色で，IgG，κ，λが線
状に陽性ということですが，この type でよく

mesangium 領域に出ていないということから否

見るのは，やはり糖尿病性腎症，そして MCNS
でもまれに，こういうふうに linear に染まって

【スライド 24】IgG1 が陽性で，IgG4 も弱陽性で
すけれども，IgG が linear pattern なので，これ

くることもあります。
【スライド 17】藤垣先生のお仕事は，もう論文

も特別な意味はないと思います。
【スライド 25】fibronectin は，先ほど申し上げ

になってしまったのですが，内皮下の沈着物で
peripheral にべったりくる type が一見 linear に見

ましたように，よく分かりません。非特異的だ

えることがあります。linear と言っても本当に
GBM の linear パターンなのか，内皮下の沈着

【スライド 26】電顕では，明らかに GBM が厚

定されます。

と思います。
いです。男性の場合，523nm 以上を肥厚と定義
としておりますけれども，計測して恐らく 600

物が wire loop とは言わないまでも peripheral に
べっとり付いてくる免疫染色のパターンがあり
ますので，それとよく間違えます。そのときに
は，電顕をちゃんと見ながらその 2 つを区別し
ていかなければいけないと思います。
この症例の pattern から見ますと，僕はこれ
を糖尿病性腎症で矛盾しない，IgG の linear pattern であるかと思います。

か ら 800 ぐ ら い に 厚 い と 思 い ま す。mesangial
interposition を合併しています。dense deposit は
ありません。
【スライド 27】これが，濾過面を持たない小血
管が，拡大した mesangium に巻き込まれている
所見で，mesangium matrix も拡大しています。
【スライド 28】ここもそうです。これは，光顕
で見た mesangium matrix の中に濾過面を持たな

【スライド 18】fibronectin が染まってきている
のですが，この解釈は分かりません。
【 ス ラ イ ド 19】IgG1，IgG2，IgG3，IgG4 で す

い小血管があるということの電顕的な証明で
す。

けれども，IgG1 優勢に染まってきております。
light chain deposition disease のときは，この pe-

【スライド 29】IgM が出てきたのに対応するよ
う に，insudative（ 浸 出 性 ）lesion が 薄 い dense

ripheral パターンのほかに，真ん中の mesangium

deposit と し て 確 認 で き ま す。 基 底 膜 が 厚 い。

に結節性に出てきます。この症例は，mesangium 領域が完全に抜けておりますので，これ

mesangium matrix が拡大して小血管を巻き込ん
でいる。その周囲に mesangium 細胞が認められ
ますが，この mesangium 細胞には平滑筋への

は き れ い な peripheral pattern で す。light chain
deposition disease は否定できると思います。
【スライド 20】免疫染色では，IgG，κが優勢で，
λも less-dominant に，糸球体末梢係蹄に線状に
陽性です。この linear pattern は正真正銘の linear
pattern でいいと思います。

分化があります。これをもって intraglomerular
arteriolization，すなわち糸球体の中の細動脈化
と呼んで，これが hilar artery から vas afferent の
ほうに続いていきます。これを doughnut lesion
と呼んでいるわけですけれども，そういう病変

【スライド 21】fibronectin，C4d が陽性ですけれ

のように思います。
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【スライド 30】ここもそうです。濾過面を持た
ない小血管が見られます。mesangial interposi-

nodular glomerulosclerosis の中にも pure type で，

tion がありますけれども，濾過面を持つ面もあ

か，そういう検査をやって，完全に糖尿病の関
与が否定される idiopathic nodular sclerosis から，

糖尿病の負荷試験や glucose spike があるかどう

り ま す。mesangial interposition が あ る も の の，
中に組み込まれている所見は，普通の MPGN

糖尿病性腎症との境界領域の症例までこの中に

では見られない変化です。先ほどの光顕の説明

含まれていると思います。

でちょっと言い忘れましたが，濾過面を持たな
い小血管が拡大した mesangium の中にこんなに

電顕所見にしても，IgG の linear な pattern に
しても，糖尿病性糸球体硬化症とほとんど変わ

取り込まれてくるような所見は，通常の MPGN

らない所見だと，私は思っております。

では見掛けないです。
【スライド 31】これは弱拡像です。恐らくここ

そういうことで，もし糖尿病を臨床的に否
定するならば，残るのは idiopathic nodular scle-

にいらっしゃる先生は，これを何の下知識もな

rosis です。糖尿病との境界領域のものなのか，

く見せられて，半分以上の先生は糖尿病だと判

完 全 に 独 立 し た idiopathic nodular glomerular
sclerosis なのかは，臨床的な判断によるわけで

断されるのではないかと思います。しかし，こ
の症例は，糖尿病は臨床的には approve されて

す。

いない。間質に関しては，異常はないと思いま

本症例は，形態的に糖尿病性糸球体硬化症び

す。

まん型を背景に，TMA の何らかの合併症例だ

【スライド 32】電顕所見です。測りますと GBM

と思います。輸入輸出細動脈の著明な内膜肥厚

の厚さが 800nm あります。mesangium 基質の著

は，上記の病変と矛盾しない病変だと思います。

明な拡大があって，先ほどのように濾過面を持

分節性の硝子化，FSGS 様病変も，idiopathic
nodular glomerular sclerosis ないしは diabetic glomerulosclerosis に矛盾しない変化です。

たない小血管がある。
【スライド 33】これは先ほど説明しませんでし
たが，通常の糖尿病の場合は，本症例のように
足細胞の脚突起に extensive な effacement がない

C3 が 顆 粒 状 に 陽 性 で す が， 電 顕 的 に dense
deposit disease は否定され，C3 腎症が合併して

です。この症例は，villous transformation があり

いるという鑑別診断は考えなくてもいいのでは

ますし，糖尿病にしては，effacement が広範で
す。もしかして，これは糖尿病のときにも早期

ないかと思います。
fibronectin，C4d の陽性は，非特異的なもの

に合併しますが，MCNS を合併しているかも知
れません。このような症例では kw 結節がない

と 思 い ま す。C4d な ど は，mesangial interposition あるいは基底膜の remodeling があったとき

にもかかわらず蛋白尿が強くて，ステロイドを

によく出てまいりますので，比較的非特異的な

やることで改善した症例も経験しています。こ
この研究会でも 1 回，糖尿病と MCNS の合併を

要素が強いのではないかと思います。以上です。
座長

はい，ありがとうございます。城先生は
糖尿病性腎症，もしくは idiopathic nodular scle-

議論したことがあると思いますが，この症例も
extensive に foot process effacement があり villous

rosis。この間，東京腎生検カンファレンスでも

transformation を 伴っています ので MCNS 合併

取り上げられたかと思いますが，そのような病

の可能性を疑います。
傍 mesangium 領域の dense deposit は，恐らく

態ではないかと。

尿病性腎症ではこれだけ広範なものではない

山口先生には，内皮障害による二次的な反応
でのinterpositionと，monotypic atypical anti-GBM
nephritisについて教えていただきました。フロアの

の で，MCNS の 合 併 が 疑 わ れ ま す。idiopathic

先生方から，何か質問，コメント，ございますか。

滲出性病変です。この effacement は，通常の糖
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どうぞ。

と，薬剤の種類，薬剤の adherence，その辺り

金綱 国際医療福祉大学病院の金綱です。

はいかがだったのでしょうか。

もし，この方で糖尿病性腎症か，idiopathic
nodular sclerosis かと言われた場合は，idiopathic

久道

nodular sclerosis である可能性のほうが高いので

か，腎生検のとき，入院時の血圧に関しては
130 から 140 という感じできています。

ありがとうございます。3 剤の多剤降圧

薬は飲んでいるのですけれども，外来カルテと

はないかと，拝見させていただきました。
どちらも GBM の肥厚がある。mesangial ma-

平和

外来では，血圧は 1 度の高血圧程度です

trix の拡大がある。doughnut lesion も出るとい

か。

ういことがありますけれど，この人は，臨床的

久道 外来では，140 前後です。
平和 そうですか。ARB と CCB を含めた，併

に糖尿病もしくは耐糖能異常が全く引っ掛かっ
てこないということが 1 つあります。この人は

用療法ですか。

久道 吸っていないです。

久道 そうです。カンデサルタン，アムロジピ
ン，ドキサゾシンの 3 剤です。

金綱 最初から？

平和 ほかに，この方は心肥大とか，頸動脈の

確かスモーカーですよね。
たばこはどうですか。
それとも吸っていて禁煙し

ている？

硬化とか，そういう高血圧合併症はそれほど強

久道 はじめから，吸っていませんでした。

くはないということでよろしいでしょうか。

金綱 大体スモーカーである割合が多いのです

久道

けれど。高血圧があることと，細動脈の硝子化
は，糖尿病であっても idiopathic nodular sclero-

拡張能は年齢相応ということでした。

sis であっても，どちらもかなり高率に出るこ

座長 では，城先生，お願いします。

とは確かです。

城

そうですね。心エコーの壁厚も正常で，

平和 ありがとうございました。

この人の場合は，結節性硬化に当てはまるほ

ステロイドパルス後の蛋白尿の推移は，ど

うでしたか。

どではないと思うのですけれども，糖尿病性腎
症の場合は，いわゆる doughnut lesion の周りの

久道

間質基質が何となく同心円状の pattern を取る

に続くようになっています。

ことが多いのですが，そのような感じではない

座長 はい，そのほか，いかがでしょうか。よ

ように見受けられました。

ろしいでしょうか。

座長 ありがとうございます。

生検に踏みきったときの MAX は 3.2 程
度だったのですけれども，1.5 ぐらいで constant

なかなかまとめにくいですけれども，かなり

城 この方の空腹時血糖はどのぐらいですか。
久道 87 でした。

長年の高血圧の修飾がありながら，糖尿病性腎
症に類似したような，もしかすると idiopathic

座長 ほかに質問，
コメントなどございますか。
平和先生。

nodular sclerosis が あ る。 あ る い は，monotypic
atypical anti-GBM nephritis についても今回知識

平和 横浜市大の平和でございます。非常に興

を深めることができて，大変よかったなと思い

味深い症例をありがとうございます。

ます。

こ の 方 は お 若 い で す け れ ど も，7 年 前 に
170/100 の血圧高値があって，その後の経過に
ついて，興味深いと思いました。特に，硝子化
だけではなくて，糸球体も明らかな虚血とは言
わないのですけれども，そういう影響もあるの
かなと感じたものですから，実際の降圧の具合
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II-2:膜性増殖性糸球体腎炎と蛍光抗体法でIgG線
状陽性を認めた例（聖マリアンナ医大腎内）
臨床病理学的問題点：
１．膜性増殖性腎炎で、C3腎症或はDDDか？
２．IgG線状陽性の意味は？

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 _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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山口先生 _13

山口先生 _16

IgG

IgG1

kappa

山口先生 _14

lambda

山口先生 _17

IgM

C3

山口先生 _15

C1q

C4d

山口先生 _18

― 227 ―

腎炎症例研究

33 巻

2017 年

66-II-2（聖マリ）
1. Membranoproliferative glomerulonaphritis with thrombotic microangiopathy
and FSGS-like lesions (Monotypic atyical anti-GBM nephritis, most-likely)
2. Arteriolar hyalinosis, severe
cortex/medulla = 7/3, global sclerosis/glomeruli= 3/10
光顕では、糸球体には展開がかなり大きく、ボウマン嚢との癒着を伴う分節状硝子化、硬化が
5ヶに見られ、メサンギウム域拡大を疎らに認め、内皮下の浮腫や二重化が目立ち、一部に多
核球や単核球浸潤を伴っています。
尿細管系には上皮の非薄化や萎縮が多発し、代償性肥大や硝子滴変性が散在し、硝子或い
は顆粒円柱が多発して見られます。
間質には髄質部を含め皮質部に形質細胞及びリンパ球の浸潤が散在し、リンパ濾胞を一部に
伴い、間質の線維化を認めます。
動脈系には全周性に及ぶ高度の輸入細動脈硝子化が目立ち、中位動脈の内膜肥厚も中等
度です。
蛍光抗体法では、IgG(++), IgG1(++) , κ(++), C4d(+): linear patternで, IgM(+), C1q(±), C3(±):
segmental patternです。
電顕では、糸球体にはやや厚いGBMが見られ、内皮下沈着或いは浮腫性拡大を認め、傍メサ
ンギウム域に及び、メサンギウム間入が目立ちます。GBMに内皮腫大を軽度認め、遊走細胞
を散見します。メサンギウム域には傍メサンギウム沈着を認め、癒合性の基質増加やメサンギ
ウム増生が見られます。脚突起消失が所々で見られます。
以上で，高血圧性腎症が合併した上記の診断と思われます。

山口先生 _19

山口先生 _22

山口先生 _20

山口先生 _23

山口先生 _21

山口先生 _24
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山口先生 _25

城先生 _03

II－2
膜性増殖性糸球体腎炎と蛍光抗体でIgG線状陽性
を認めた症例
聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科
久道三佳子 先生、市川大介 先生、鈴木 智 先生、櫻田 勉 先生、
柴垣有吾 先生
川崎市立多摩病院 病理診断科
小池淳樹 先生

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２４日（土）
15:０0～19:45 横浜シンポジア

城先生 _01

城先生 _04

城先生 _02

城先生 _05
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＜光顕＞
標本は5切片採取されています。
糸球体
1/8個 (13%)に全節性硬化を認めます｡
残存糸球体において､メサンギウム細胞増多を7/7個(100%)認め、管
内性細胞増多を3/7個(43%)認めます。管内性細胞増多の場所にお
いて分節性にメサンギウム融解を伴い同域にマクロファージ主体の炎
症細胞浸潤を認めます。好中球は目立ちません。半月体形成ならびに
癒着、虚脱はありません。分節性硝子化を2/7個(29%)認めます。
糸球体基底膜は肥厚し、PAM染色にてdiffuse globalに二重化を認め
ます。spikeならびにbubblingはありません。残存糸球体の腫大が目立
ちます（270μm）。
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%）、軽度のリンパ球を10%認めます。
血管系
小葉間動脈に中等度の内膜の線維性肥厚を認め、輸入輸出細動脈に
高度の内膜の硝子様肥厚を認めます｡免疫染色においてIgGが糸球体
末梢係蹄に線状に陽性であり糖尿病性糸球体硬化症あるいは
Idiopathic nodular sclerosisに矛盾しません。

城先生 _06

城先生 _09

G

A

C3

C1q

κ

G

城先生 _10

Fibronectin

城先生 _08
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G1

G3

G2

G4

城先生 _12

城先生 _15

＜免疫染色＞
IgG・κが優勢でλが糸球体末梢係蹄に線状に陽性です。ファイ
ブロネクチン、C4ｄが糸球体末梢係蹄ならびにメサンギウム領域に
顆粒状に陽性です。IgMがメサンギウム領域のおそらく浸出性病変
に顆粒状に陽性です。
以上の所見から、IgGの線状パターンは糖尿病性糸球体硬化症
に見られるパターンと同様です。軽鎖沈着症においては糸球体末梢
係蹄の他にメサンギウム領域に見られるため本症例ではその所見が
ない事から否定的です。
ファイブロネクチンが糸球体末梢係蹄ならびにメサンギウム領域に高
度に陽性でC3、C4ｄも顆粒状に陽性の理由は不明です。IgG1(2+)、
IgG2(-)、IgG3(-)、IgG4(1+)の強度で糸球体末梢係蹄に線状に陽
性です。

城先生 _13

城先生 _16

城先生 _14

城先生 _17
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城先生 _18
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＜電顕診断＞
糸球体基底膜が肥厚し(800nm)、それに伴いメサ
ンギウム基質の著明な拡大を認めます。拡大したメサン
ギウム領域には濾過面を持たない小血管が見られます。
足細胞脚突起消失が広範に見られvillous
transformationを伴っています。
以上の所見から、電顕的には糖尿病性糸球体硬化症に
compatible です。傍メサンギウムでのdense depositは
滲出性病変と思われます。
通常の糖尿病性糸球体硬化症は本症例のように広範な
足細胞脚突起消失はありません。糖尿病性糸球体硬化
症あるいはIdiopathic nodular sclerosisに微小変化型
ネフローゼ症候群の合併が疑われます｡ステロイドの反
応は如何でしょうか？

城先生 _19

城先生 _22

まとめ
本症例は糖尿病性糸球体硬化症 びまん型を背景に
血栓性微小血管症が合併した可能性があります。TMAの合併についてはその原
因は不明です。
輸入輸出細動脈の著明な内膜の硝子様肥厚がそれを裏付けています。
分節性の硝子化はFSGS様病変ですが糖尿病性糸球体硬化症に合併しても
不思議ではありません。
もし臨床的に糖尿病が否定的であるならばIdiopathic nodular sclerosisの診
断になります。C3が糸球体末梢係蹄に顆粒状に陽性ですが電顕的にdense
deposit diseaseは否定されC3腎症とは言えません。
フィブロネクチン、C4ｄが陽性な理由はわかりませんが特異性は無いと思います。
電顕にて糖尿病性糸球体硬化症あるいはIdiopathic nodular sclerosisに
compatible です。
微小変化型ネフローゼ症候群が合併している可能性があります。

城先生 _20

城先生 _23
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9歳 男性
臨床診断： ネフローゼ症候群、高血圧、腎機能障害、
高尿酸血症
病因分類： 原発性糸球体疾患
病型分類： 糖尿病性糸球体硬化症あるいは
Idiopathic nodular sclerosis、
TMAならびにMCNS合併の可能性
ＩＦ診断：
糖尿病性糸球体硬化症，compatible、
ファイブロネクチン、C3、C4ｄ陽性の理由は不明
電顕診断： 糖尿病性糸球体硬化症あるいは
Idiopathic nodular sclerosis，compatible 、
MCNS合併の疑い
皮質：髄質＝10：0
糸球体数：8個、全節性硬化：1個、
メサンギウム細胞増殖：7個、管内性細胞増多：3個、
半月体形成：0個（細胞性半月体：0個、線維細胞性半月体：0個、線維性半月体：0個）
分節性硝子化：2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：10%
小葉間動脈内膜の線維性肥厚：中等度、輸入・輸出細動脈内膜の硝子様肥厚：高度

城先生 _24
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