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顕微鏡的血尿と蛋白尿を呈し、
腎生検にて糸球体に monoclonal IgM 沈着を認めた一例
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現病歴：6 年前に尿潜血（+/-）を指摘された
が近医にて尿結石が原因と判断され，軽微で
あったことから経過観察とされた。近医外来で
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部：平坦，軟，圧痛なし，腸蠕動音聴取
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肢：下腿浮腫（-/-）
，体幹・四肢に紫斑

など明らかな皮膚所見なし
生 理 学 検 査 所 見：12 誘 導 心 電 図：HR 60/
min，SR，ST-T change（-），LVH（-）

も指摘されるようになり，尿蛋白・尿潜血が持

心 臓 超 音 波：EF 63.2 ％，LAD 36.5mm，
LVDd 51.4mm，LVPWd 9.1mm，IVC 13.9mm（呼

続し増悪傾向であったため，精査目的に当院紹

吸性変動 +）

フォローされていたが，3 年前より尿蛋白（1+）

介受診となった。慢性糸球体腎炎等を鑑別に，
腎生検を目的に入院となった。
既往歴：56 歳：腎結石，50 歳頃：高血圧
家族歴：父：大腸癌，母：高血圧・脳内出血
疑い
嗜好歴：飲酒：なし，喫煙：10 年前まで 8 本
/ 日× 32 年間
初診時内服薬：ラフチジン 20mg/ 日，アゼル
ニジピン 16mg/ 日，オルメサルタン 40mg/ 日，
クエン酸カリウム 694.5mg/ 日，クエン酸ナト
リウム 1170mg/ 日，アロプリノール 200mg/ 日
入院時身体所見：身長 167.7㎝，体重 58.7kg，
BMI 21.15，血圧 174/76mmHg，脈拍 85 回 / 分，
整，体温 36.8℃
頭頸部：眼瞼結膜貧血（-）
胸 部：Ⅰ（→）
，Ⅱ（→）
，Ⅲ（-）
，Ⅳ（-）
regular，no murmur，normal respiratory sound，
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【入院時検査所見】
<尿検査>
比重
pH
糖
タンパク
潜血
RBC
WBC
Upro/gCr
NAG
β2MG
B-J蛋白

1.018
5.0
(-)
(3+)
(3+)
<1 /HP
1-4 /HPF
5.0
20.5 U/l
2694 ng/ml
(-)

蓄尿
Upro
4.36 g/day
Selectivity Index 0.4

〈末血〉
WBC 3230 /mm3
(seg 65.5%)
RBC 294 万/mm3
Hb
9.6 g/dl
Ht
28.9 %
Plt
12.8 万
/mm3

〈生化〉
TP
6.6 g/dl
Alb
3.9 g/dl
CK
142 IU/l
AST
27 U/l
ALT
13 IU/l
LDH
271 IU/l
γ-GTP 24 U/l
Cr
1.30 mg/dl
eGFR
44.5
ml/min/1.73m2

〈凝固〉
PT(INR) 0.89
APTT
30.9sec
Fib
464
mg/dl
Dimer
1.1
μg/ml

体幹CT

UA
4.9 mg/dl
BUN
33 mg/dl
Hb-A1c(NGSP) 4.8%
TC
188 mg/dl
TG
188 mg/dl
HDL-C 65 mg/dl
LDL-C 100 mg/dl
T-Bil
0.6 mg/dl
Na
147 mEq/l
K
4.4 mEq/l
Cl
108 mEq/l
Mg
1.9 mg/dl
Ca
9.0 mg/dl
P
3.3 mg/dl
CRP
0.30 mg/dl

<内分泌>
TSH
6.71 μIU/ml
fT4
1.19 ng/dl
iPTH
53 pg/ml
BNP
77.0 pg/ml
<免疫>
CH50
34.2 IU/ml
C3
58 mg/dl
C4
14 mg/dl
IgG
1176 mg/dl
IgA
295 mg/dl
IgM
75 mg/dl
RF
(-)
抗核抗体
(-)
MPO-ANCA (-)
PR3-ANCA (-)
クリオグロブリン (-)
<感染症>
HBs-Ag
HCV-Ab

(-)
(-)
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病理診断
• Nodular sclerosis with monoclonal IgM deposition
monoclonal IgM沈着の
Lignt and heavy chain deposition disease(LHCDD)
HE

PAS

＜想定した臨床的鑑別疾患＞
多発性骨髄腫
原発性ガンマグロブリン血症
形質細胞異常
クリオグロブリン血症

PAM

【病理所見】
図2
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免疫蛍光抗体染色
IgG (20倍)

IgM (20倍)

原疾患の検索

C1q (20倍)

血液の免疫電気泳動
→IgG-λ型のM蛋白の検出

<血清>

尿の免疫電気泳動
→明らかなB-J蛋白の同定はできないが、
㻌 抗IgGと抗λに反応あり
骨髄穿刺
→特記異常所見なし、形質細胞2.0%と増加なし
C3 (20倍)

Κ (20倍)

λ (20倍)

Free light chain
→κ 19.9 mg/L, λ 64.1 mg/L, κ/λ 0.31

<尿>

多発性骨髄腫、原発性マクログロブリン血症は否定的。
血糖値は空腹時・食後２時間値、HbA1cのいずれも正常で糖尿病は否定
的。
MGUSについてはIgGについて言えるかどうか。
クリオグロブリンは２回目も陰性、HBV,HCVともに感染なし。
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Proliferative glomerulonephritis with monoclonal IgG deposits

問題点

(PGNMID)
㻌 2004年にNasrらがPGNMIDの概念を提唱し、近年この疾患名のもとに症例報告が急増している。

・糸球体に沈着している重鎖（IgM）と血中 M

《診断》
①免疫染色でγ重鎖(IgG)に陽性でIgAやIgMの重鎖に陰性であり、１つの免疫グロブリン
に制限されている。
②IgGサブクラスのIgG1-IgG4の１つが陽性で、さらに軽鎖タイプのκかλの１つが陽性を示
し、単クローン性沈着を示す。
③電顕的に細線維構造をもたない細顆粒状の免疫複合体沈着物に似た高電子密度
沈着物をメサンギウム領域・内皮下領域・上皮下領域に認める。
④臨床的背景として自己抗体が陰性で、クリオグロブリンの検査学的証拠を認めない。

蛋白の重鎖（IgG）が一致しない。
血中 IgM の増加がない。
・骨髄検査で形質細胞をはじめ，異常所見がな

•

い。

•
•

•

従来のMIDDと異なる所見として、糸球体基底膜内に砂を撒いたような連続性の細顆
粒状沈着物は認めず、メサンギウム領域にとどまる点、そして糖尿病類似の結節性
IgM
IgM型も報告あり
硬化病変を呈さない点があげられる。
㻌 PGNMIDは文字通り単クローン性IgG沈着を伴う増殖性糸球体
造血系臓器においても多発性骨髄腫やB細胞増殖性疾患は原則として合併しない。
腎炎であるが、単クローン性
腎炎であるが、単クローン性IgGの代わりに単クローン性IgAや
沈着するのはIgG3κが最も多く、定常領域のCH1-3に欠損はない。補体系ではC3が共
局在を呈し、C3を活性化して炎症を惹起することが考えられる。
IgM
IgM沈着を伴い、電顕的に無構造な高電子密度沈着物を示す増
M蛋白が検出されるのは1/3程度、多発性骨髄腫の合併は3%と低い。全例で蛋白尿
殖性糸球体腎炎の症例報告もみられる。
を呈し(平均5.7g/day)、69%はネフローゼ症候群に近い状態を呈する。77%で血尿を
Yahata M, Nakaya I, Takahashi S, et al : Proliferative glomerulonephritis with monoclonal IgM deposits without
Waldenström’s macroglobulinemia : case2.77mg/dlであった。
report and review of the literature. Clin Nephrol 77 : 254-260, 2012
認め、68%で腎機能障害を合併し平均血清Cr
Oe Y, joh K, Sato M, et al : Proliferativeglomerulonephritis with IgM-κ deposits in chronic lymphocytic
leukemia/small
lymphocytic
leukemia
: case
report
review
of the literature.
Rep, 2014.1
2013
城謙輔 Proliferative
glomerulonephritis
with
monoclonal
IgGand
deposits
(PGNMID)の概念
腎と透析 CEN
Vol.76Case
No.1 18-23,
Nasr SH, et al : Proliferative glomerulonephritis with monoclonal IgG deposits : a distinct entuty mimicking immune-complex glomerulonephritis. Kidney Int 65 : 85-96, 2004
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軽鎖重鎖沈着症
(Light and heavy chain deposition disease : LHCDD)
•

•
•
•
•

本症例の診断について

単クローン性免疫グロブリン沈着症(monoclonal immunogloblin deposition
disease : MIDD)には、軽鎖沈着症、軽鎖重鎖沈着症(light and heavy chain
deposition disease : LHCDD)、重鎖沈着症(heavy chain deposition disease :
HCDD)の3型が含まれる。
MIDDの原疾患としては、約半数は多発性骨髄腫、約4分の1がマクログロブリ
ン血症や良性M蛋白血症を含む形質細胞異常に由来するが、残りの約20%
には原疾患の存在が証明できない。LHCDDでは60%がMGUSとされる。㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
約3/4の症例で、高度の蛋白尿(1.5g/day以上)、時にネフローゼ症候群をきた
す。また、同様の頻度で顕微鏡的血尿を呈する。20%程度は血清および尿中
M蛋白がみられない。
LHCDDでは免疫蛍光法でL鎖,H鎖ともに陽性となる。光顕や電顕所見はLCDD
と同様であるが、LCDDに比較すると糸球体外の沈着はやや軽微である。
沈着する重鎖はγ型(IgG)がほとんどで他にα型(IgA)の報告もある。LHCDDで
IgMκ,λ沈着としての報告もあるが、検索し得た限りでは国内で1例ずつのみ。
軽鎖についてはLCDDでκ型が多いのに比較して、LHCDDではκとλの出現に差
はない。

＜LHCDDと考えやすい点＞
• 結節性硬化病変がある
→ただし実際はPGNMIDでも43%で認めており、MIDDでは61%しか認めてい
ない
城謙輔 腎と透析 Vol.76 No.1 18-23, 2014.1

＜PGNMIDのIgM型と考えやすい点＞
• 糸球体沈着グロブリンに一致するM蛋白未検出
• 多発性骨髄腫合併なし
• 高電子密度沈着物が連続性・帯状ではない
いずれにしてもIgG-λ型M蛋白検出、IgM-λ型M蛋白未検出、血中IgM低値の
説明が困難。㻌 㻌

2014年度東部腎臓学術大会にて本症例の発表
→クリオグロブリン腎炎の可能性の御指摘
→その後、３・４回目の測定でクリオグロブリン弱陽性

Kensuke Joh ; Nephrology Frontier Vol.06, No.2, 167-171
土田浩生、木村健二郎 総合臨床 2007.6/Vol.56/No.6 p2106-2110
伊藤由美ら㻌 Nephrology Frontier Vol.08, No.02, p151-156
土田浩生、木村健二郎 総合臨床 2007.6/Vol.56/No.6 p2106-2110
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 徳留さとり、宇都宮保典 㻌 腎と透析 2005 臨時増刊号 565-569
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クリオグロブリン血症について①
• クリオグロブリンとは、空腹時に採取した血液を37°C
下で凝固させた後、分離した血清を冷色(4°C)で放置
し、48~72時問後に試験管内で沈殿したものを言う。
• 物理的な血管閉塞や免疫複合体沈着による炎症性
血管炎、過粘稠症候群があいまって病態を形成する
と考えられている。
• 確立された診断基準は存在しないが、下肢の紫斑
(白血球破砕性血管炎の像を伴う)、低補体血症(低C4
血症)は診断価値が高い。Clodoveoらは、下肢の紫斑
と低補体血症を大基準とし、リウマチ因子、HCV、末梢
神経障害、皮膚潰瘍、病理学的なB細胞浸潤などを少
基準とした診断基準を提唱している。

Nephrology Frontier
Vol.06, No.2, 167-171

MIDDの病理

城謙輔 「クリオグロブリン血症性血管炎・糸球体腎炎」 Nephrology Frontier Vol.06, No.1, 57-61
本西秀太,南学正臣 「クリオグロブリン血症に伴う腎病変」 総合臨床 2011.6/Vol.60/No.6 1425-1430
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クリオグロブリン腎炎の病理所見
IgM
↓城謙輔 Nephrology Frontier Vol.06, No.1, 57-61

↑久保かなえ 炎症と免疫 vol.21,no. 3,2013,258-264
↓↘︎
↗︎
腎生検病理アトラス p168-170 東京医学社 2010 第2版

久保かなえ 「クリオグロブリン血症」 炎症と免疫 vol.21,no. 3,2013,258-264
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クリオグロブリン血症について②
•

治療について

クリオグロブリン血症ではクリオグロブリンが血液中で1,000μg/ml以上と
なるが、その量と臨床症状とは相関しないと言われる。血清中のクリオ
グロブリン検出は スクリーニング検査と言えるほど再現性の高いもので
はなく、また、病理形態学的にもその細線維性構造が典型的なものだけ
ではないことがわかってきた。

•

その他検査所見としてはCRP陽性、赤沈充進、肝障害や腎障害に応じて
トランスアミナーゼやBUN, Crの上昇、ネフローゼに伴う低蛋白血症など
が見られる。Ⅰ型では基礎疾患を反映する免疫グロブリン値の異常、M
蛋白血症や血球減少などを認める。Ⅱ型・Ⅲ型では、HCV抗体あるいは
HCV-RNAが多くの症例で検出され、血中のリウマチ因子が陽性となり免
疫複合体や抗核抗体が陽性になることもある。血清補体価の低下はll型
の本態性混合型クリオグロブリン血症に特徴的で、80 %の症例に見られ
る。古典的またはレクチン経路を介した低補体血症で、特にC4, C1q,
CH50は高度の低下、C3は軽度の低値を示す。

•

腎外症状として、下腿に好発す る紫班,潰瘍,関節痛,全身血管
炎,Raynaud現象,リンパ節腫大,肝脾腫,多発性神経炎などがある。

・NSAIDsやステロイドによる対症療法
・原疾患の治療
・特発性Ⅰ型には1〜2mg/kg/dayのPSL経口投与やシクロフォスファミドのパ
ルス療法あるいは内服
・HCVの治療
・血漿交換
・リツキシマブ
Cacoubらはりツキシマブ投与症例を系統的にレビューし、抗ウイルス療法や
免疫抑制療法が無効な57症例のクリオグロブリン血症患者(HCV 陽性75.4%,
特発性24.6%)に対して、リツキシマブは80〜93%において臨床的に有効で
あったと報告している。治療終了後の再発も38.9%、副作用は少数例のみで
あったとのことである。KDIGOのガイドラインでも、ネフローゼ症候群や急
速な腎機能の増悪を伴うMPGNに考慮すべき治療法として、血漿交換(3Lの
血漿を用いて週3回、2-3ヵ月)、リツキシマブ(375 mg/m2/weekを4週間)、
シクロフォスファミド (2mg/kg/dayを2-4ヵ月)とステロイドパルス(メチルプ
レドニゾロン0.5-1.0g/dayを3日間)の併用療法があげられている。

城謙輔 「クリオグロブリン血症性血管炎・糸球体腎炎」 Nephrology Frontier Vol.06, No.1, 57-61
本西秀太,南学正臣 「クリオグロブリン血症に伴う腎病変」 総合臨床 2011.6/Vol.60/No.6 1425-1430

本西秀太,南学正臣 「クリオグロブリン血症に伴う腎病変」 総合臨床 2011.6/Vol.60/No.6 1425-1430
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鑑別疾患の比較

クリオグロブリン腎炎について

LHCDD

• クリオグロブリン腎炎はクリオグロブリン血症の50~60%に
見られる。

PGNMID

クリオグロブリン腎炎

本性が合致する (・光顕で結節性硬化
病変がある)
点、診断として
・糸球体に沈着してい
考えやすい点

・高電子密度沈着物が
内皮下を中心に半球
状に沈着
・多発性骨髄腫合併な
し
・C３の共局在
・糸球体沈着Igに一致
するM蛋白未検出
(2/3)

・糸球体に沈着しているグロブ
リンのタイプがIgMである
・高電子密度沈着物が内皮下
を中心に半球状に沈着
・クリオグロブリンが弱陽性

本性が矛盾する (・糸球体沈着IgがIgG
でない)
点、診断として
・高電子密度沈着物が
考えにくい点

(・糸球体沈着IgがIgG
でない)
・クリオグロブリンが弱
陽性

・他の臨床的所見(明らかな
腎外病変)を認めない
・HCV感染がない
・C4が低値でない
・糸球体血管腔に血栓形成
がない
・血中検出のM蛋白と、糸球
体沈着のIgM-λが一致しない

る軽鎖のタイプがλであ
る
・糸球体沈着Igに一致
するM蛋白未検出
(1/5)

• 腎障害は重大な合併症であり、発症頻度は報告により異
なるが、Ⅱ型ではおおむね30〜50%程度と頻度が高いこと
が知られている。BrouetらはⅡ型の31%、Ⅲ型の12%に腎
病変が見られたと報告している。腎症の発症はクリオグロ
ブリン血症の発症から2〜3年の経過を経ることが多い。
• 臨床所見としては無症候性蛋白尿・血尿が約半数と最多
で、約20% はネフローゼ症候群に至る。その他、急性腎障
害や尿所見に乏しい慢性腎不全などの経過を辿るものも
ある。

連続性・帯状ではない
・クリオグロブリンが弱
陽性

城謙輔 「クリオグロブリン血症性血管炎・糸球体腎炎」 Nephrology Frontier Vol.06, No.1, 57-61
本西秀太,南学正臣 「クリオグロブリン血症に伴う腎病変」 総合臨床 2011.6/Vol.60/No.6 1425-1430

いずれにしてもIgM-λ型M蛋白未検出である一方でIgG-λ型M蛋白を検出していること、
血中IgM低値の説明が困難。㻌

図 14

図 17
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結

語

・蛋 白尿・顕微鏡的血尿・腎機能障害を有し，
腎生検にて糸球体内皮下やメサンギウムに
IgM- λ沈着を認めた一例を経験した。
・臨床所見も交えると診断名の確定に難渋する
症例であったが，クリオグロブリン腎炎の可
能性を考えた。
本症例の診断，今後の検査や治療方針につい
て御教授いただければ幸いです。
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討

所見は認めませんでした。
free light chain はλが軽度増加を認めており，

論

勝又

比を取っても 0.31 と軽度低下していました。

されましたが，尿路結石の診断で経過観察され

臨 床 所 見 か ら， 多 発 性 骨 髄 腫 や， 原 発 性
macro globulin 血症は否定的とされ，また，糖

ておりました。3 年前より尿蛋白も指摘される

尿病についても入院中に血糖値を測りました

ようになり，精査目的に当院紹介受診。腎生検

が，明らかな血糖値上昇はありませんでした。
cryoglobulin は入院中に 2 回目を採りましたが陰

よろしくお願いします。
症例は 62 歳の男性で，6 年前に尿潜血を指摘

を目的に入院となりました。

性でした。

既往に腎結石と高血圧，内服薬などについて
は以下のとおりです。
身体所見では，血圧の高値を認めましたが，

問題点としては，糸球体に沈着している重鎖
と血中の M 蛋白の重鎖が一致しないこと。血

ほか浮腫はなく，皮膚所見など明らかなものは

中の IgM の増加がないこと。また，マルクで検

認めておりません。

出される細胞は始め異常所見を認めなかったこ

検 査 所 見 で は， 蓄 尿 で 尿 蛋 白 が 4.36g。
Selectivity index は 0.4 でした。クレアチニンが

とから，臨床診断に苦慮しました。
最初の鑑別に挙げていた LHCDD に関して

1.3mg/dL と腎機能障害を認めており，免疫で

は，実際は 20％の原疾患の存在が証明できな

は C3 が軽度低下しているほか，各種自己抗体
は陰性でした。cryoglobulin も陰性で，
感染症は，

いこと，また同程度の確率で，形成および尿中
に M 蛋白が見られないことから，IgM 型の M

B，C ともに陰性でした。

蛋白が証明できなかったことも必ずしも，これ
を否定する理由にはなりませんでした。

光顕では，糸球体の分葉化を認め，結節性硬
化病変，mesangium 領域の拡大を認めました。
基底膜は二重化を認め，基底膜に deposit の沈

病理を採ると，光顕所見は非常に似ている部

着を認めるような所見がありました。

分が多かったのですが，典型的には電顕におい
て，基底膜に連続状，帯状の deposit の沈着を

蛍光抗体では，IgG が陰性な一方で，IgM，
C3，λが陽性を示しました。

認めるという点では，少し違和感がありました。
次に鑑別に考えてきたのが，PGNMID（prolif-

電顕では基底膜の内皮下に著しい deposit の

erative glomerulonephritis with monoclonal IgG

沈着を認め，内皮細胞は腫大して，内腔の狭窄

deposits）という最近急に報告が増えてきてい

を認めました。mesangium が膨化して，mesan-

る疾患になりますが，こちらは IgG が陽性で，
また軽鎖の type で，κかλの 1 つが陽性を示し

gium 嵌入も認めております。
deposit の拡大です。細線維状の構造であり，

ます。細線維状ではなく，顆粒状の沈着物が連

検索した限りでは，明らかな organized deposit

続性ではなく，内皮下に沈着するという点の本

は認めませんでした。

症例の電顕所見は，こちらに似ているように思
いました。

以上より，monoclonal IgM 沈着の LHCDD と
の診断を得て，基礎疾患として以下のような鑑

また，こちらは M 蛋白が検出される割合は

別疾患の，検索のために再入院の方針となりま

さらに少ないこと。また，原則として，多発性
骨髄腫の合併が 3％で，かなり低いという点で

した。
しかし，血液，尿ともに，免疫電気誘導では
IgM ではなく，IgG- λの M 蛋白を検出。血液内

も本症に臨床が似ていました。

科にお願いしまして，骨髄穿刺まで行っていた
だきましたが，形質細胞は 2.0 なく，特記異常

ある点が疾患概念と異なってしまいます。ただ

ただし，こちらは原則として，IgG が陽性で
し，報告レベルですが，IgM 型と捉えるような
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報告が幾つか出ている点で，この疾患も鑑別に

います。ただ，本症例で典型的な所見として認

考えました。

めなかったのは，deposit の細線維構造のほか，

以上の点から，本症の診断について，かなり

典型的にはこういった右下の写真のような血栓

苦慮しておりましたため，昨年の東部腎（日本

閉塞を認めるようなのですが，本症例では検索

腎臓学会東部学術大会）
）で，この症例につい

したところ，こういった明らかなものは引っ掛

て発表して相談させていただいたのですけれど
も，その際に会場の先生方から，改めて cryo-

かりませんでした。

globulin 腎炎の可能性のご指摘をいただいてお

ほか，最近では血漿交換，またリツキシマブの

りました。

投与が報告されています。

治療に関しては，ステロイドや免疫抑制剤の

そこで，その後もこの患者さんにおいて，
cryoglobulin の測定を繰り返しておりましたと

ここまで挙げた疾患を比較して考えていこう
かと思います。
まず，光顕で結節性硬化病変というのは，
LHCDD に典型的といわれているのですけれど

ころ，3 回目，4 回目の測定で cryoglobulin が弱
陽性という，ちょっと微妙ではあるのですけれ
ども結果が出ました。cryoglobulin は 37℃以下

も，これに必ずしもあるわけではないのと，ほ
かの症例でも認められるため，かっこ書きをさ

で出した体外の温度で放置すると沈殿するもの
をいいますが，この cryoglobulin 血症について

せていただいています。

の，診断自体は確立されておらず，ただ診断価

また，糸球体に沈着している globulin が IgM

値が高い症状として，下肢の紫斑や，低補体血

である点に関しては，cryoglobulin 腎炎に関し

症，低脂血症が診断価値が高いといわれており

ては何の問題もないのですが，ほかの症例に関
しては，頻度の問題にはなりますが，IgG type

ます。
cryoglobulin の type によって構成する種類や
パターンによって，以下のように 3 種類の type

が多いことから，考え方としては，頻度的には
cryoglobulin 腎炎が一番考えやすいと思います。

に分けられております。本症例は弱陽性とかな

また，軽鎖の type に関しても，こちらも頻度

り少ないと思われるようなのですが，実際その

の問題にはなりますが，λ型が一番頻度的に多
いのは，一番左側の LHCDD になります。さら

量と臨床症状が相関しないといわれている点

に deposit の沈着容積に関しては，不連続で半
球状に内皮下にたまっている点では，右の 2 疾

で，この症例でも，この診断をつけても，この
時点で矛盾とは言えないかと思います。

患に軍配が上がるかと思います。

また電顕において，organize な所見を認めて
いませんでしが，この cryoglobulin 血症はもと

臨床的には多発性骨髄腫の合併が，むしろな

もと細線維構造が典型的といわれていた一方

いことが多いという意味では，ここ（PGNMID

で，最近ではそうでもないということがいわれ

の欄）に書かせていただいています。

ているようなので，この時点でも本症例をここ

今回，cryoglobulin が弱陽性という結果が出
たのは，もちろん cryoglobulin 腎炎を最も考え

で完全に否定する理由にならないと思います。
cryoglobulin 腎炎に関しては，5，6 割に合併

る項目になりますが，逆に cryoglobulin 腎炎を

するといわれておりますが，症状としては蛋白

考えにくい点としては，ほかに腎外症状として

尿，血尿やネフローゼ症候群ということで本症

臨床的所見を認めていないこと。また，HCV
感染は cryoglobulin 腎炎において，8 割から 9 割

例にも合致しております。
以下に典型的な病理所見を挙げさせていただ
きました。光顕や電顕，左の写真の沈着様式，
deposit の沈着に関して，かなり似ているかと思
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低下しており免疫蛍光抗体の染色でも強く出て
いましたが，これは cryoglobulin でも矛盾はし

がってきた印象がありまして，一番直近でも
20 台程度でしたので，病状の経過とともに，

ないのですけれども，特徴としては PGNMID

少しずつ低補体が進んでいるのかなといった印

のほうが多いように思われました。

象があります。

次に血栓の形成が見つからなかったこと。ま
た，一番気になる点としては，cryoglobulin では，

星野

原則として糸球体沈着の IgM globulin が血中の

とすると，尿細管のほうにも沈着があることが

検出したものと一致することといわれているの
ですが，ここが一致しなかった点。逆に左の 2

多いと思いますが，病理で尿細管の沈着はあっ

疾患に関しては，糸球体沈着している type の M

勝又

蛋 白 が 未 検 出 す る 症 例 が あ る こ と。 特 に
PGNMID では，その確率が高いことなどの点

なかったと思います。

では，cryoglobulin 腎炎がちょっと考えにくく，

座長

補体の活動性があるということですね。
あと，もう 1 点なのですが，もし LHCDD だ

たのでしょうか。

星野

最後まで臨床的に引っ掛かってしまう点になり
ます。

尿細管に関しては，はっきりした所見は
ありがとうございます。

はい。山口先生，お願いします。
山口 cryoglobulin の性状はどうなっているの
ですか。何ですか。陽性に出たときの性状，
IgG か，IgM ですか。

結論です。蛋白尿，顕微鏡的血尿腎機能障害
を有し，腎生検をして，糸球体，内皮下に me-

勝又

それがまだ測れていないところでして，

sangium に IgM- λ沈着を認めた一例を経験しま

弱陽性でなかなか泳動にかけるのが難しいと思

した。臨床所見なども交えると，診断名の確定

うのですけれども，今回直近で出したものを，

に か な り 有 す る 症 例 で し た が， 最 終 的 に は
cryoglobulin 腎炎の可能性を今の時点では疑っ

出してもらえるかを相談するところです。

ております。

2 回疑ってかかっているのですけれども，どち

ただ，血中の蛋白でかけたときに関しては，
らも IgG- λしか引っ掛かりませんでした。
山口 M 蛋白の性状は，例えば，biclonal とい

ありがとうございました。
座長

はい。勝又先生，どうもありがとうござ

いました。62 歳の男性の症例ですけれども，

う可能性はないのですか，IgG，IgM の両方。

本症例について何か臨床的に疑問点や，コメン

勝又 そちらも疑っているのですけれども，
IgM に関しては，まだ引っ掛からないのが現状

トはございますでしょうか。非常に細かく考察
していただいたので，症例からはなかなか質問
が出にくいかと思うのですが。はい。星野先生，

なのと，実際血液中の IgM の数値もむしろこの
方は低いぐらいで，ずっと 70 台経過で，IgG に
関しては確かに 2000 前後とやや多めであるの
で，増加しているのは，IgM ではなく IgG といっ

ありがとうございます。
星野 虎の門病院の星野です。
2 点教えていただきたいのですが，低補体や
κ / λ の discrepancy は 経 時 的 に 何 回 か 測 っ て

た臨床経過の印象があります。
山口 myeloma の paraprotein に分泌型と非分泌

も，同一な傾向があったのでしょうか。

型があるのです。非分泌型だと detect しづらい

勝又

場合もあり得るのです。

低補体に関しましては，ここ最近になり

まして若干全体としても CH50 に対しても少し

座長

低下してきたのですけれども，直近の経過では
C4 が 採 ら れ て い な か っ た の で，C4 の 数 値 は

にご質問はありますでしょうか。

ちょっと分かりませんでした。ただ，C3 に関

沈着するのでしょうか？

しても，最初に来るときに比べれば，徐々に下

山口

はい。ありがとうございます。そのほか

非分泌型で血中に出てこなかったら，腎臓に
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あってもいいと。了解しました。

それの PAM 像で，MPGN であちこちに沈着

では，病理の先生のご意見をお伺いしたいと

様のものが見られる。

思います。山口先生お願いします。
山口 cryoglobulin が出たので，僕も安心した。

【スライド 10】
普通の hyalinosis にしては，こっちはスムー

M 蛋白の問題は残ってしまうと思います。

ズなので，べたっとある。
【スライド 11】

【スライド 02】
PAS を 見 ま す と，nodule，hyaline thrombi ば

これは mesangiolysis と思います。それから，

かりではなくて，結節性に PAS 強陽性のエリア

内腔を占拠して大きくなってしまっています。
【スライド 12】

が 出 て い ま す し， 係 蹄 壁 に 沿 っ て べ た っ と
wire-loop-like についています。細動脈には沈着

炎症細胞の反応が比較的弱いと思います。
polar vasculosis があります。

はなかった。分葉状になっております。
【スライド 03】

【スライド 13】

血管極部に近いところが，PAS 陽性物質で一
部閉塞している。炎症細胞の比較的反応が弱い

これは集合管の上皮で，granular に腫大して
gramlan swollen epithelial cells（GSEC）
いるので，

です。

と名前を付けているのですが，ミトコンドリア

細動脈です，通常の硝子化よりも，やや目立

の集積で異常なミトコンドリアが増えているか

つ。1 個細胞が絡んでいるのですが，cryo です

どうか。経年的に出てくるので，60 歳以降で

と，arteriolitis を起こしてくる。これが好中球

すと，経年的で。ただ，多発しているので，気

ならば，そう言っていいです。
【スライド 04】

になる点であります。
【スライド 14】

硝子様物が係蹄，内腔から壁在性に結節状に

amyloid は弱陽性で，これは非特異的なと思

沈着が目立っているので，cryo を考えると思い
ま す。 一 部 thyroid-like に な っ て い ま す が，
nephron の脱落があると思います。

います。
【スライド 15】
IgM が PAS に一致するように mesangium のあ

【スライド 05】
PAM で，係蹄壁内皮下に内腔を閉塞するぐ

るいは係蹄壁に沿って，結節状に陽性なので，
PAS 陽性と一致している印象であります。

らいのものがあり，二重化と分葉化で，MPGN

【スライド 16】
C3 も少しで，λが優位で，κはネガティブ

のパターンを呈しています。
【スライド 06】

と思います。
【スライド 17】

強拡大であります。PAS 陽性物が目立ってい
る。

電 顕 で は，mesangial interposition を 起 こ し，
paramesangium から内皮下の沈着と。mesangial

【スライド 07】
これは派手なところです。
内皮下への沈着と，
wire-loop-like になって，mesangium 内にびまん
性で，hyaline thrombi 様に見えている。
【スライド 08】
aneurysm 様になっています。paramesangium

interposition を起こしてきていると思います。
それから，内皮細胞の lining がなくなってい
ます。硬化して，mesangium の増加が見られて
います。
【スライド 18】

から係蹄壁にかけて，PAS 陽性で，podocyte の
MHD がある。

内皮細胞障害を起こし，mesangiolytic なとこ
ろがありました。光顕でもありました。fibrin

【スライド 09】

が出ていますが，内皮細胞が消失，虚脱してし

― 40 ―

第 63 回神奈川腎炎研究会

まって，毛細血管内腔が見えないです。内皮下

から，1 型の cryo（クリオグロブリン血症性糸

の浮腫あります。一部赤血球がトラップされ，
広い意味での出血と思います。endothel の lining

球体腎炎）
が想定されますので，この鑑別がキー

がなくなって，paramesangiolysis 的な広がりで，
硬化してきていると思います。light chain に類

ども，被膜下に糸球体の全節性硬化が強い。そ

似して，cryoglobulin もそういう悪さをするの

ポイントだと思います。ここは，被膜ですけれ
れから，深部に入っていくと，MPGN 様の糸球
体が出てまいります。
【スライド 02】

かどうかと思います。
【スライド 19】

PAM 染色です。mesangium 領域に micro-nodu-

もやもやとした構造のありそうな内皮下から
paramesangium の沈着で，mesangial matrix が糖

lar な病変，すなわち，メサンギウム領域が小
結節性に拡大した糸球体が見られます。
【スライド 03】

尿病を示唆するぐらいに，matrix が丸く癒合し
て，大きくなってきています。
【スライド 20】

尿細管の萎縮はそれほど強くありません。62
歳という年齢に比して，動脈系はきれいだと思

microtubular で，間に構造があるのではない

います。

かという印象であります。ladder-like に見える

【スライド 04】

感じです。
【スライド 21】

強拡にしますと，PAS 染色ですけれども，特
徴的なのは，血管極のところで，Vas affrent が

MPGN secondary で，cryo が一番考えやすい。

糸球体内に入り hilar artery になって，そこから

IgM- λ，monoclonal type，type1 になってしまう。

各セグメントに血管が分配される。この血管の
内皮に強い deposit が見られます。

【スライド 22】
これは，IgM で cryo が検出された症例であり

【スライド 05】

ます。

こっちは糸球体硬化の場所です。

【スライド 23】
cryo で す と，hyaline thrombi で，IgM で， κ

【スライド 06】
それより末梢の糸球体を見ますと，内皮下腔

が多いのですが，この症例はλという，特異で

に massive な deposit の沈着があります。ここに
は 多 少 macrophages の 浸 潤 が あ り ま す け れ ど

す。
【スライド 24】

も，炎症細胞の induction はこの切片では強くあ

一例ですが，これは大昔の文献で，bi-clonal

りません。

な gammopathy が，20％ぐらい，うまく捕まら

【スライド 07】
ここに microaneurysm の病巣があります。

ない症例がある。よく調べてみると，biclonal
gammopathy で，少量で分泌されていない場合

【スライド 08】

や detect が難しい場合があることです。

逆にこちらのほうは結節性に硬化をしており

以上です。
座長

ます。

ありがとうございました。城先生，お願

【スライド 09】

いします。
城

そういうことで，強い mesangium 融解の場所
と，結節性に mesangium matrix が硬化拡大して

表題で症例のイメージがまず決まってしま

いますが，
この表題は非常に正確だと思います。

いる場所と対象的です。これはあくまでも内皮

【スライド 01】
monoclonal IgM deposition と聞きますと，1 つ

傷害から来る病変だと思います。先ほど，hilar
artery の各セグメントに至る内腔に強い deposit

は Waldenstroem macroglobulinemia で す。 そ れ

の沈着がありましたので，そういう虚血性の内
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皮傷害が分節性に強い mesangium 融解を起こし

【スライド 17】

ている可能性はあると思います。

しかし管外性変化，すなわち基底膜が破壊さ

【スライド 10】
PAM で 見 ま し て も， 内 皮 下 の massive な de-

れて，半月体に至る糸球体はありません。
【スライド 18】

posit がよく分かります。これは単に浸出性病

glomerular cystic lesion は，ボウマン腔が異常

変ではありません。ここまでピンクの色が濃く
出てきますと，これは dense deposit に対応する

に拡大してくる病変がありますが，1 個認めら
れました。
【スライド 19】

沈着と，想定できます。
【スライド 11】

先ほどの糸球体の基底膜は二重化が著明で
す。

そ れ か ら， よ く 見 ま す と， こ こ に lamina
densa として外側の contour がありますが，内側

【スライド 20】
基底膜そのものには，spike，bubbling はあり

の内皮側にも基底膜の新生があります。その意
味で，PAM 染色で二重化を起こしております。
大部分は double contour と見ていいと思います。

ません。
【スライド 21】
主に内皮下の塊状の沈着物があります。糸球

光顕的には，MPGN-like legion ということがで

体がやや腫大しております。
【スライド 22】

きます。
【スライド 12】
染めますと，PAS 陽性の沈着ということで，免

尿細管間質ですけれども，萎縮は 30％，炎
症の範囲は 20％，リンパ球を主体として，動

疫グロブリン複合体の沈着がまず疑われます。

脈系では軽度の小葉間動脈内膜の線維性肥厚，

先ほど，ピンクに染まっている場所は PAS で

輸入細動脈では内膜の硝子様肥厚があります。
【スライド 23】

【スライド 13】
前後しましたが，先ほどの PAM 染色で dense
deposit を疑った場所です。糸球体があって，こ
こは血管極のところです。ここは hilar artery の

免疫 globulin ですけれども，IgG は完全に陰

ところです。この hilar artery から連続して，各

性です。IgA も完全に陰性です。IgM が陽性で
す。もちろん浸出性病変にも IgM が出てまいり

セグメントに行く血管の内腔はこれですね。こ
の領域に強い deposit の沈着がある。それが内

globulin の沈着であろうと思います。その証拠

ますけれども，これは恐らく IgM 型の immuno-

皮傷害を伴う mesangium 融解につながっている

に C3 と colocalize しております。それから，λ
と colocalize しています。κは陰性ということ

のだろうと思います。
【スライド 14】

で， や は り，IgM- λ 型 の monoclonal immunoglobulin deposition disease と言っていいと思い

congo red 陰性です。
【スライド 15】
ま と め ま す と，11 個 で 全 節 性 硬 化 が 3 個。
mesangium 細胞増多が 8％。一部は KW 結節様
に mesangium 基質が拡大しております。糖尿病

ます。λが 2 回，追試されております。
【スライド 24】
monoclonal deposition disease のときに C3 が付
いてくる。この機序はよく分かりませんが，補
体が colocalize してきても不思議ではありませ

の場合もそうなのですけれども，結節の周囲に
著明な mesangium 融解や滲出病変が見られる特
徴があります。
【スライド 16】
管内性細胞増多も見られます。

ん。
【スライド 25】
電顕は内皮下に強い沈着があります。
【スライド 26】
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ここは内皮。これが従来の lamina densa。要

ます。

するに内皮下腔に沈着があります。

【スライド 35】

【スライド 27】

免疫染色では IgM が優性で，C3，λが塊状
に mesangium 領域，あるいは糸球体末梢係蹄に

このような所見は lupus あるいは cryo にもみ
られます。
【スライド 28】

陽性だということから，IgM- λの単クローン
性免疫グロブリン沈着症と診断できます。
【スライド 36】

この dense deposit の場所に microtubular structures が 見 ら れ ま す。 典 型 的 な cylinder-like の
structure が出れば，cryo ですけれども，出ない

電顕的には，dense deposit は内皮下腔から，
mesangium 領域にかけて塊状に沈着しておりま

場合も，cryo は否定できません。この microtubular structures もよく見ますと，こういうふう

す。上皮下には沈着物はない。内皮傷害に伴い
mesangium 融解を認める。dense deposit はわず

に対をなした，tubular structures があるように

かな桿状構造を認め，やはり cryoglobulin1 型を
最も疑う電顕像だと思います。

見えます。

【スライド 37】

【スライド 29】

免疫染色では IgG が陰性で，IgM，λの単ク

無構造とは言えないと思います。

ローン性の沈着症と診断されているので，上記

【スライド 30】

の診断に矛盾しないと思います。

それから，light chain deposition disease のと

【スライド 38】

きは，砂をまいたような沈着物だといわれてい
ます。heavy and light chain deposition disease も

先ほど言いましたように，重鎖，軽鎖沈着症
に見られる Randall 型の単クローン性免疫グロ

同じです。そういった砂をまいた構造ではない

ブリン沈着症は，電顕的には否定できると思い

ことは確かです。だから，電顕的には，Randall
型の monoclonal deposition disease は否定してよ

ます。
【スライド 39】
最近 proliferative glomerulonephritis with mono-

いと思います。
【スライド 31】
内皮下腔にも同じようにあります。
【スライド 32】

clonal IgM deposit という新しい概念が出てまい
りました。先ほど，演者も引用されておりまし

この場所は，さっきの mesangium 融解の場所

たが，八幡真弓先生と相馬淳先生（岩手県立中

で，これは恐らく強い内皮傷害から来る病変と
思います。その理由は先ほどの hilar artery から

央病院）が発表されております。それから，仙
台社保でも 1 例，大江先生と一緒に私どもも発

分節に分かれる糸球体内の小動脈の狭窄による

表しております。
【スライド 40】

病変ではないかと思います。
【スライド 33】

この疾患群は I 型クリオグロブリン血症性糸

この場所に，炎症の induction もありますが，
基本的には内皮障害から起こる変化だと思いま

球体腎炎との鑑別が必要となります。骨髄穿刺
で，2％の plasma cell というデータが出ていま

す。時々内皮下腔に赤血球が浸入してきます。

す。そして IgM- λが monoclonal に出ておりま

糖尿病のときもよくこういう変化は見ます。
【スライド 34】

したので，MGUS の範疇に入ると思います。
【スライド 41】

山口先生と同じ写真ですけれども，これはみ
んな内皮傷害から来る mesangium 融解の典型的

この proliferative glomerulonephritis with monoclonal IgM deposit の中に，IgG- λ型の monoclo-

な像で，糖尿病でもよく見られる変化だと思い

nal gammopathy が合併した症例も報告されてお
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ります。 後 で お 示 し し ますが，一応，私は，
roliferative glomerulonephritis with monoclonal

これらの症例を大江先生がまとめてくれまし
た。この表で見てみますと，mayo clinic の症例

IgM deposit という診断をします。しかし，先

の中に，これはすべて IgM が，monoclonal に沈

ほど言いましたように cryo1 型に限りなく近い

着している症例のまとめですが次の症例に含ま

病態だと思います。
【スライド 42】

れています。
【スライド 51】

cryo は細線維構造を呈し，さっきの microtubular structures と見れば，cryo の範疇に入りま

すなわち 20 例の中に 1 例が IgG- κ型の paraprotein が urine と serum の electrophoresis に よ り

すし，細線維構造がないとすれば，PGNMID の
範 疇 に な り ま す。 こ の 中 で， 狭 義 の Randall-

証明されています。にもかかわらず，IgM 型の
monoclonal deposition であった。

type の MIDD は電顕的に否定されております。

【スライド 52】
20 例の報告があります。平均年齢 62 歳。男

【スライド 43】

女比が 8:2。血清クレアチニンの平均が 2.37。
ネフローゼの症例が 55％あります。glomerular

基本的には，1 型の cryo と PGNMID の鑑別に
なってまいります。
【スライド 44】

deposition の 種 類 で は， μ， κ，IgM- κ の type

Randall 型 MIDD のものは，こういう砂をま

が 20 例中 18 例。
【スライド 53】

いたような deposit が出てきます。
【スライド 45】

それから，IgM 単独が 2 例あります。
【スライド 54】

こういう砂をまいたような deposit は，今回

serum と urine を見てみますと，serum のほう

の症例にはありませんでしたので，Randall 型
MIDD は否定されます。
【スライド 46】
それから，cryo の典型像はこのような像です。

に IgG- κが 1 例含まれています。
【スライド 55】
そ れ か ら， λ 単 独 が 1 例 で す。 大 部 分 は
IgM- κ型です。cryo もκ型が多いですけれども，

こういう像が出てくれば，cryo に definitive です
けれども，出てこないからといって否定はでき

この proliferative glomerulonephritis with monoclonal IgM deposit も圧倒的に IgM-κが多いです。

ない。
【スライド 47】
1 型の cryo では IgM 型が一番多いのがわかり

【スライド 56】
本症例ではλですが，ないことはないですけ

ます。52％あります。IgG が 33％，IgA が 10％
と い う こ と で， そ の 中 に 鑑 別 診 断 と し て，
Waldenstroem も入ってまいります。

れども，非常に少ないです。
【スライド 57】
背 景 疾 患 で は MGUS が 20 症 例 中 8 例 で す。
CLL が 2 例。Waldenstroem が 3 例。B-cell lym-

【スライド 48】
benign monoclonal gammopathy と し て IgG- λ

phoma。それから non hodgkin’s lymphoma，be-

が出ていて，monoclonal deposition disease から

nign monoclonal gammopathy が 1 例 ず つ と い う

いうと，IgM- λであるということで，cryo だと

ことで，八幡先生，あるいはわれわれが発表し

すれば，この範疇に入るのだろうと思います。
【スライド 49】

た症例もこの範疇にも入ると思います。
【スライド 58】

われわれ，IgM 型の PGMMID で発表してい

やはり追試をして，cryo が弱陽性だったとい
うことからすれば，1 型の cryo に入れてもいい

ます。
【スライド 50】

のかなと思います。しかし，これらの症例の中
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でも，cryo との鑑別の必要な症例も恐らく入っ

いうのは，今回のような症例で，その場合には
IgM は高くないということで，その場合は IgM

ていると思いますので，大体そこらへんの疾患
群かなと思います。
【スライド 59】

だけが染まって，血中の cryo が微量に出たか出
ないかぐらいですが，糸球体病変は結構光顕上

IgG は形質細胞から分泌されますけれども，
M 型の場合はやはり lymphoplasmacyic cells 関連
の B-cell 異 常 症 を 疑 っ て い い。 従 っ て，
Waldenstroem など lymphoma から来る症例が M
型に多いのではないかと思います。形質細胞と
の 関 連 は IgG 型 に な り ま す け れ ど も，IgM の

立派で，電顕も立派な沈着物があるグループが
どうもありそうだということで，もう 1 つの
cryo の特徴ではないかと思います。
私の経験で言いますと，そういうのに入るの
ではないかなと思います。さらに monoclonal
IgM の macro globulinemia に持っていってしま

type で は，B-cell lymphoma な い し は，chronic
lymphocytic leukemia（CLL）との関連が疑われ

うとしたら，globulinemia の IgM は結構高値な
のです。その場合の IgM macro globulin 血症に

ます。

して，腎生検をしてみると，そんなに IgM がど

以上です。

んどん沈着してくるわけではないことも事実で

座長 はい。どうもありがとうございました。
IgG- λの monoclonal なものが見えたものまで説

す。

明していただきましたが，何かご質問やコメン

ですから，どうも典型な cryo と違う，もう
ちょっと valiant の cryo のようなのがあるような

トはありますでしょうか。

気がいたしました。ちょうど，私たちのところ

よろしいですか。繰り返し，cryo のほうを，
検体の取り方，および保存方法をうまくやって

にもそういうのがあって，やはり電顕で見ると，

調べて，その成分を見ていただければと思いま

しっかりした大粒の沈着物があると。しかし，
cryo はあるかないかぐらいだと。血清 IgM も高

す。

くはないそんな症例がありそうです。ですから，

はい。乳原先生お願いします。
乳原

恐らくこれはそういう症例だと捉えていって，

虎の門病院の乳原です。

どこかに入れずに独立した範疇としていってい

ちょっと確認したいのです，演者の先生に。
この人の IgM 値は高かったのでしたか。低かっ

けばいいのかなと思います。

たのですか。
勝又 70 台で異常ではないですが，低めです。

を。そのほかに何かございますか。演者の方，

乳原

というのは，まず，cryoglobulin 血症と
いうのは，私たち MPGN で約 70 例を整理して

勝又

いますと，10 例ほど出てきました。その中で
cryoglobulin 血症というのは C 型肝炎が多くて，

しているという印象なのですけれども，実際，

あとは SLE とか，そういうシェーグレンとか，

これ以上の治療としてどこまでやるかというの

膠原病絡みのものがちょっと出てきたというこ
とです。それで，明らかに血中で cryo が陽性に

を，もしご経験があれば教えていただけると幸

なるような症例の特徴は必ず大粒の皮疹が出て

座長

くる。腎病変だけではなくて，腎外病変も関節
炎とかが出てくるというのが，典型的な cryo-

たでしょうか。
乳原 cryo として捉えていくと，ステロイドの

globulin 血症の特徴です。

治療というのは，効くような症例もありますが，

座長

ありがとうございます。貴重なコメント

何か尋ねたいことはありますか。
今後の治療に関してなのですけれども，
こういった IgM の沈着があると，IgM が悪さを
血中で測ると，むしろ低いという患者さんの，

いです。
乳原先生の経験された症例等はどうでし

なかなか難治で難しいこともありますので，何

一方で，腎臓しか出てこないと。腎臓だけと
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をするのがいいのかといったら，特に原疾患が

勝又

ありがとうございました。

しっかりしていませんので，
私はこういうのは，

竹内

北里大学の腎臓内科の竹内と申します。

最近適応になったリツキサンが，難治性ネフ

貴重な症例をありがとうございました。お役に

ローゼの適応になっているのでよいのかと思っ

立つかどうか分かりませんが，ちょっと思い付
いたのですが，もしこの症例が malignancies が

たりしています。
座長

実際に使っているのですか。

ベースになくても，B-cell のある程度の活性化
がベースにあるとしますと，例えば BAFF みた

乳原 いや。ないです。
城 PGNMID と診断された場合は，monoclonal

いなもの，B-cell の activating factor といったも

gammopathy があっても myeloma へ進展してい

のを少し分泌している可能性もあると思いま

く可能性が確率的に低くなるところに診断の意
味があると思います。Nasr の論文だと 30％ my-

す。

骨髄のレベルからいうと，myeloma に進展し

今，ELISA の kit も ご ざ い ま す し，flow cytometry を使えば BAFF の発現が見られますの
で，もし通常の B-cell と違って，baff の亢進が

ていく症例はまれだということ。cryo の場合は

あるようであれば，軽く B-cell を抑えるような

eloma への進展があった。

どうなのですか。cryo は骨髄腫との関連からい

お薬を使ってみて，baff が低下していくと同時

うと，全く心配ないのでしょうか？
座長 1 型の？

に，いずれ蛋白尿が減るといったことがあるか

城

させていただきました。
城 plasma cell dyscrasia だ と す る と，bortezo-

もしれないので，思い付きですがちょっと提示

1 型 の cryo で す ね。B-cell lymphoma，CLL

の場合もあるし，benign monoclonal gammopathy の場合もあるし，リンパ腫の場合もあるし，

mib の 摘 要 の 可 能 性 が あ る の で す け れ ど も，

いろいろな背景が cryo の 1 型にもあります。そ
こらへんはどうなのですか，1 型の cryo に診断

plasma cell dyscrasia か B-cell リンパ腫かで背景

した場合。

ろしいのですか。

乳原

を分けることは治療の摘要を分けると考えてよ

いや。そこまで私も分かりませんけれど

座長

も，よく教科書的には書いてあるのですが，実

竹内

際に悪性リンパ腫とかのときに，cryo が出てく

のようなものですので，治療としては，例えば，

るかということですから，lymphoma の治療が

ここに専門の先生がいらっしゃればいいのです

主体になるので，腎症まであまり気にしていな

けれども，クロランブシルとかの少量投与とか

いところもあるかもしれない。あまり注目され

で，B-cell を少し抑えるのも長期的にはいいの

ていないと，主体がどちらかということになっ

かなと。メルクマールとしては，もし可能であ
れば，baff みたいなのを ELISA で測っていくと

てきてしまうと思うのです。
それで，私たちは cryo の症例を幾つか整理し
たり，論文を読むと，やはり IgM 型の cryo の予
後，最終的には lymphoma が出てくるのです。

竹内先生，お願いできますか。
すみません。BAFF は B-cell が出す factor

か，flow cytometry で追いかけていくとか，そ
ういったことは治療の 1 つとしてどうだろう
と。そんな考えが今浮かんだものですから，ご

それが大切なポイントだと思うのです。ですか
ら，経過で追いかけていると，どこかで C 型肝

提示させていただきました。
城 B-cell と plasma cell ですよね。その移行に

炎の人も，一方では肝硬変になって亡くなる人

ついて，2％の plasma というのは，決してノー
マルではないと思うのです。問題は 2％～ 3％

もいるのですけれども，lymphoma が高率に出
てきているという報告も幾つかされてきていま

から 10％の plasma cell 増生のある症例を benign
monoclonal gammopathy に 入 れ て plasma cell

す，長期に見た場合です。
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dyscrasias の一部として捉えられていると思う
の で す け れ ど も， そ れ と lymphoplasmacytic 関
連の腫瘍とはまた別に考えなければいけないか
ということなのです。
座長

なかなか答えのない質問だと思いますけ
れども，IgG の monoclonal な増加がありますか
ら，その点では plasma cell が 2％は説明がつく
かもしれないです。やはり IgM というのは，ど
ちらかというと，リンパ球か幼弱な plasma cell
ぐらいまでのところなので，リンパ球の動きが
あるかどうかを見ていってもいいのかなという
竹内先生の考えは興味深いと思います。竹内先
生，お願いします。
竹内

今，IgM のほうにちょっと着目しての意

見ということで。
座長

はい。ありがとうございます。
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I-２:顕微鏡的血尿と蛋白尿を呈し、腎生検にて糸球体
にmonoclonal IgM沈着を認めた一例
（横浜市立大学附属市民総合医療センター）

症例:62歳、男。6年前尿潜血、3年前尿蛋白。
3ヶ月前からUP3+で、腎機能障害を認めた。
UP4.36g/day, RBC50-99/HP, Cr1.3mg/dl. M蛋白
(IgGλ)検出。
臨床病理学的問題点：
１．LHCDD, PGNMID, Cryogl GNなどか?
２．どの診断？

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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C3

Lambda

C1q

Kappa
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IgM
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microtubular deposits

IgM

山口先生 _19

山口先生 _22

Histologic Features㻌 （Cryoglobulinemic glomerulonephritis)
Glomeruli
Membranoproliferative GN
Mesangial hypercellularity, sometimes nodular
Duplication of the GBM
Intracapillary "pseudothrombi" (hyaline thrombi)
Endocapillary hypercellularity
Monocytes/macrophages (CD68[+]) prominent
Swollen endothelial cells
Sometimes crescents
Congo red stain is negative
Interstitium and tubules
Variable inflammation, fibrosis
Vessels
Vasculitis may be present
Immunofluorescence
Granular GBM and mesangial deposits that stain for 1 light chain and 1 heavy chain
Most cases IgG (~ 85%), including IgG3; the rest are IgM (~ 15%); rare double heavy chain (IgA + IgG)
> 90% kappa light chain
Similar pattern for C3 and sometimes C1q
Intraglomerular capillary "pseudothrombi" have same pattern
No tubular basement membrane deposits
Electron Microscopy
Fibrillary (~ 50%) or microtubular (~ 25%) deposits
Intracapillary
Subendothelial, mesangial, subepithelial
Tend to be straight and aggregated in bundles
In contrast to curvilinear pattern in type II cryoglobulinemia
Intracytoplasmicolygonal crystals described in literature
Skin Biopsy
Leukocytoclastic vasculitis
"Pseudothrombi"/monotypic Ig and C3

山口先生 _20

山口先生 _23

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 病㻌 理㻌 診㻌 断(63-I-2)

Am J Med. 1981 Dec;71(6):999-1008.
The clinical aspects of biclonal gammopathies. Review of 57 cases.
Kyle RA, Robinson RA, Katzmann JA.
Abstract
Between 1966 and 1979, biclonal gammopathy was recognized in 57 patients. Clinical and
laboratory features differentiated three groups: biclonal gammopathy of undetermined
significance, 37 cases (65 percent); multiple myeloma, nine cases (16 percent); and
lymphoproliferative disease--including lymphoma, macroglobulinemia, chronic lymphocytic
leukemia and unclassified lymphoproliferative disorders--11 cases (19 percent). With biclonal
gammopathy of undetermined significance, symptomatic multiple myeloma developed after
two years in one patient; the others remained stable. One patient with multiple myeloma had
osteosclerotic myeloma and a severe sensorimotor peripheral neuropathy, and another
presented with plasma cell leukemia. In the remainder response to therapy and survival were
much the same as in patients with multiple myeloma with a monoclonal protein. Patients with
lymphoproliferative disease responded to chemotherapy like that for monoclonal gammopathy.
Of the 57 patients, 30 (53 percent) had IgG and IgA components, 15 (26 percent) had IgG and
IgM, six had two IgG components, three had IgA and IgM, one had IgA proteins, one had IgA and
IgE and 1 had triclonal gammopathy. Of the 115 light chains, 70 percent were kappa; the chains
were both kappa and lambda in 63 percent of biclonal pairs. In many cases, serum
electrophoresis produced only a single band on the acetate strip, and the biclonal gammopathy
was not recognized until immunoelectrophoresis was done. Although the clinical features of
biclonal gammopathy and its response to therapy are similar to those of monoclonal
gammopathy, this subject is of importance because of the lack of clinical data in the literature.

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Membranoproliferative glomerulonephritis, secondary
(Cryoglobulinemic glomerulonephritis (monoclonal IgMλ type), probable)
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 cortex/medulla = 3/7, global sclerosis/glomeruli= 5/15
㻌 光顕では、糸球体にやや分節状でメサンギウム域拡大、増殖が見られ、係蹄壁の
二重化或いは内皮下硝子物沈着及び浮腫を認め、好中球を主とする管内増殖を
伴っています。mesangiolysisやhyaline thrombiを散在性に認めます。
尿細管系は保たれ、近位上皮の高度硝子滴変性が見られ、硝子円柱の散在を認め
ます。甲状腺様変化が軽度見られ、尿細管萎縮、間質線維化及び単核球浸潤を疎ら
に認めます。集合管上皮の顆粒状腫大を疎らに認め、近位上皮直部にリポフスチン
顆粒沈着を稀に伴っています。動脈系には中等度以上の小葉間動脈内膜肥厚と細
動脈硝子化が見られます。
㻌 蛍光抗体法では、IgA(-), IgG(-), C1q(-), Fib(-), κ(-), IgM(++), C3(+), C1q(+), λ(+):
mesangial & peripheral patternです。
㻌 電顕では、糸球体にはGBMに帯状の内皮下沈着物が見られ、傍メサンギウム域に
及び、メサンギウム間入を認めます。好中球や単球が浸潤し、内皮の腫大、増生と
内皮下浮腫が見られ、一部で高度融解状或は浮腫上拡大が目立ち、フィブリン析出
を伴っています。傍メサンギウム域から基質内にも半球状の沈着物を認め、メサンギ
ウム細胞増生と基質増加が見られます。脚突起癒合が所々で見られます。沈着物は
細管状で梯子状を呈しています。
㻌 以上で、上記の診断と思われます。
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顕微鏡的血尿と蛋白尿を呈し、腎生検にて糸球体に
monoclonal IgM沈着を認めた一例
横浜市立大学附属市民総合医療センター 腎臓高血圧内科・血液浄化療法部、
横浜市立大学附属市民総合医療センター病理診断科、
横浜市立大学附属病院病態制御内科学
勝又真理 先生、平和伸仁 先生、森 梓 先生、金口 翔 先生、諸宇旭純 先生、
山本有一郎 先生、坂 早苗 先生、大谷方子 先生、安田 元 先生、梅村 敏 先生

東北大学大学院・医科学専攻・病理病態学講座
城 謙輔

第63回 神奈川腎炎研究会２０１５年2月21日（土）15:30～19:45 横浜シンポジア
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＜光顕＞
標本は2切片採取
糸球体 3/11個 (27%)に全節性硬化｡
残存糸球体において､メサンギウム細胞増多を7/8個（88%）認め、
メサンギウム基質も結節状に拡大し、KW結節様に見られます(3/8個(38%))。
KW結節の周囲に著明なメサンギウム融解を3/8個(38%)認めます。
管内性細胞増多を7/8個（88%）認めます。
半月体形成ならびに・癒着・虚脱はありません。
glomerular cystic lesionを1/8個(13%)認めます。
糸球体基底膜は肥厚し、PAM染色にてdiffuse segmentalに二重化を認めます。
spikeならびにbubblingはありません。糸球体毛細血管係蹄に塊状の
内皮下沈着物も見られます。残存糸球体はやや腫大傾向にあります（220μm）。
尿細管・間質
尿細管の萎縮ならびに間質の線維性拡大を中等度に認め（30%）、
同域にリンパ球を主体とした炎症細胞浸潤を20%認めます。
血管系
小葉間動脈に軽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。
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＜免疫染色＞
IgMが優勢で、C3・λが塊状にメサンギウム領域ならびに糸球体末梢係蹄に陽性です。
以上の所見からIgMλ型の単クローン性免疫グロブリン沈着症と診断します。
＜電顕診断＞
dense depositが内皮下から傍メサンギウムにかけて、塊状に沈着しています。
メサンギウム領域ならびに上皮下には沈着物は目立ちません。
また、内皮障害を伴い、メサンギウム融解もみられます。
dense depositには、僅かな管状構造を認めます。
クリオグロブリン血症性糸球体腎炎I型を最も疑いますが、
免疫染色にてIgGが陰性で、IgMλ型の単クローン性免疫グロブリン沈着症と
診断されていますので、上記の診断に矛盾しない所見です。
軽鎖・重鎖沈着症に見られるRandall型単クローン性免疫グロブリン沈着症
の所見はありません。

城先生 _20

城先生 _23

以上の所見から
proliferative glomerulonephritis with monoclonal IgM deposit
と診断します。
クリオグロブリン血症性糸球体腎炎Ⅰ型の鑑別診断が必要です。
骨髄におけるplasma cell dyscrasiaならびに慢性リンパ性白血病の検索をして下さい。
また、lymphoplasmacytic cell によるリンパ腫も検索して下さい。
この疾患群の中に、IgMλの沈着症にも関わらず、血清中にはIgGλの症例も
報告されています。

城先生 _21

城先生 _24
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４７歳男性 軽鎖沈着症 福岡東医療センター 片渕律子先生より借用

CB4-485
62歳 男性


臨床診断 ネフローゼ症候群、IgGλ型単クローン性γグロブリン血症
病因分類 膜性増殖性糸球体腎炎
病型分類 proliferative glomerulonephritis with monoclonal IgM deposit
ＩＦ診断
単クローン性免疫グロブリン沈着症，IgMλ型
電顕診断 proliferative glomerulonephritis with monoclonal IgM deposit
皮質：髄質＝4：6
糸球体数：11個、全節性硬化：3個、
メサンギウム細胞増殖：7個、管内性細胞増多：７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）
分節性硬化：3個、癒着：0個、虚脱： 0個、浸出性病変：3個、
glomerular cystic lesion：１個

．


城先生 _25

城先生 _28

クリオグロブリン血症性糸球体腎炎：cylinder like structure of the dense deposits

骨髄腫、症候性骨髄腫、MGUS、リンパ形質細胞腫

単クローン性免疫グロブリン血症（ IgG, IgA, IgM: LCD, HLCD, HD, Bence Jones protein)

尿細管沈着症

糸球体沈着症

細線維構造
Amyloidosis (AL,AH, ALH)

Myeloma Cast

FGN/IT
Cryoglobulin GN

Light chain Fanconi Syndrome

細顆粒構造

MIDD
PGNMGD
針状結晶

城先生 _26

城先生 _29

単クローン性免疫グロブリン沈着症
（monoclonal immunoglobulin deposition disease：広義のMIDD）

表１．Cryoglobulinemia の分類

（腎と透析、５５巻８８－９３，２００３）
疾患群

免疫グロブリンの分子組成

糸球体沈着症
1．細線維構造をもつ疾患群、
AL Amyloidosis (L鎖沈着によるアミロイドーシス)
細線維沈着性糸球体症fibrillary glomerulopathies
イムノタクトイド腎症Immunotactoid glomerulopathy
細線維性腎炎Fibrillary glomerulonephritis)
I型クリオグロブリン血症性糸球体腎炎
２．細顆粒構造をもつ疾患群、
狭義のMIDD（Randall 型MIDD)
軽鎖沈着症（light chain deposition disease)
軽鎖重鎖沈着症（light and heavy chain deposition disease)
重鎖沈着症（heavy chain deposition disease)
PGNMID (proliferative glomerulonephritis with monoclonal
IgG deposits)
3. 結晶構造をもつ疾患群

Type 1
monoclonal Ig (8-15nm)
IgM 52%
IgG 33%
IgA 10%
BJP 5%

Multiple myeloma
Waldenstｒöm macroglobulinemia
B-lymphoplasmacytic neoplasm
Benign monoclonal gammopathy

Type II
polyclonal IgG+
monoclonal IgM  RF(22-30nm)

IgM-IgG 86%
IgG-IgG 9%
IgA-IgG 5%
Type III
polyclonal IgG+
polyclonal IgM RF (62 nm)

尿細管沈着症
軽鎖円柱腎症（light chain cast nephropathy)
軽鎖ファンコニ症候群(light chain Fanconi syndrome)

B-lymphoplasmacytic neoplasm
HCV，HBV，Sjögren
“Essential” mixed cryoglobulinemia
MPGN-like lesion with thrombi
positive for IgG, IgM, C3 with
Cylinder structure
Autoimmune disease(SLE, Sjögren )
Infection (IM, CMV, HCV, HBV)
autoimmune hepatitis , primary billiary cirrhosis
“Essential” cryoglobulinemia, glomerulonephritis

Ig, immunoglobulin; BJP, Bence Jones protein; RF, rheumatoid factor;HCV, hepatitis C virus; HBV, hepatitis B virus;
IM, infectious mononucleosis;CMV, cytomegalovirus

城先生 _27

城先生 _30

― 56 ―

第 63 回神奈川腎炎研究会

Proliferative glomerulonephritis with

問題提起

monoclonal IgG deposits（PGNMID)
Nasr et al. Kidney Int 65:85,2004

１．形質細胞異常症とリンパ腫を含むB細胞
異常症とは区別するべき。

Masai et al. Clin Nephrol 72:46,2009

Oe Y, Joh K,

et al. Clin Exp Nephrol, Case Rep;2013

Monoclonal immunoglobulin deposition disease (MIDD)と異なる点

２．B細胞異常症には、IgM型の(PGNMIMD)
があるのでないか？

１．光顕的に糖尿病類似の結節性病変を呈せず、メサンギウム細胞増多
を示す。
２．電顕的に、DDDに似たintramembranous continuous dense deposit
を呈しない。従来のmesangiaｌ dense depositsを呈する。

城先生 _31
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Proliferative glomerulonephritis
with monoclonal IgM deposit (PGNMIMD)の提唱
１．これまで ２０症例の報告
２．６２．５歳（３８歳ー８３歳）
３．男：女 ＝８：２
４．S Cre 2.37 mg/ｄL (1-5.6 mg/dL)
５．Nephrotic range 55% (>3.0g/day)
６． Glomerular deposition μ κ １８／２０， μ ２／２０
７． SIEP IgMκ （１７／２０）、 None （２／２０）、 λ （１／２０） IgGκ （１／２０）
８． UIEP IgMκ （６／２０）、 κ （５／２０）、λ （１／２０）、none (4/20)
９。 背景疾患 MGUS （８／２０）、 CLL （２／２０）、 Waldenstroem (３／２０）、
B cell lymphoma (2/20), SBNHL (2/20), BMG (1/20), LPL (1/20)

Yahata M. Soma J et al Clin Nephrol 2012:77;254
Oe Y, Joh K et al CEN Case Rep 2013)2:222
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