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リツキシマブが著効を示した
IgA 沈着を伴った FSGS の一例

中
呉

澤

来

馬1
瓊1

病理コメンテータ

症
症

例：20 歳

主

訴：蛋白尿・血尿

現

症：

伊勢川
遠 藤

拓
正

也1
之1

小
深

泉
川

城

謙

輔2

山

口

賢
雅

洋1
史1
裕3

例

男性

これまでの学校健診で異常指摘なく経過され
ていた。
2010 年 5 月（16 歳）の学校健診で尿潜血を指
摘され，近医受診。
再検にて尿蛋白 4+ と高度尿蛋白を認め当院
紹介となった。受診時，体重増加や浮腫は認め
られないものの，検査ではネフローゼ症候群を
呈しており，精査加療目的にて同年 8 月に入院
となった。
既往歴：
＊アトピー性皮膚炎；3 歳
＊喘息；10 歳
＊広汎性発達障害；14 歳
家族歴：特記事項なし
身 体 所 見： 身 長 172 ㎝， 体 重 67.1 ㎏， 血 圧
128/76mmHg，脈拍 69/min，眼瞼結膜貧血なし，
眼球結膜黄染なし，扁桃腫大なし，頸部リンパ
節腫大なし，呼吸音清，心音純，腹部平坦・軟，
圧痛なし，鼓音なし，腸蠕動音亢進・減弱なし，
下腿・腰部浮腫なし
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【検査所見（初診時）】
生化学
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2010年8月9日
（初回）腎生検施行
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腎生検病理所見
≪LM≫㻌 㻌 観察糸球体14個
全節性硬化0個㻌 分節状硬化2個
癒着病変0個
半月体1個（細胞性1個㻌 線維細胞性0個㻌 線維性0個）
メサンギウム・・・細胞増殖なし・基質増生軽度あり
係蹄壁の肥厚・二重化なし㻌 㻌 㻌 管内増殖なし

≪IF≫IgG (-) IgA(3+,mes) IgM(+1,mes) C3(Tr) C5(Tr) κ(+) λ(+)
≪EM≫
メサンギウム・傍メサンギウムへ高密度沈着物を認めた。

≪病理診断≫
㻌 ＃.IgA腎症
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経過（1）
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2013年8月23日
2回目腎生検施行
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考察（1）

腎生検病理所見まとめ（初回+2回目）

• 初回腎生検後の臨床像と一般的なIgA腎症の経過
とギャップがあった。

2回目腎生検

初回腎生検
≪LM≫㻌 㻌 観察糸球体14個

≪LM≫㻌 㻌 観察糸球体20個

全節性硬化0個㻌 分節状硬化2個（14％）
癒着病変0個
半月体1個（細胞性1個㻌 線維細胞性0個㻌 線維性0個）

全節性硬化0個㻌 分節状硬化3個（15％）
癒着病変3個
半月体0個（細胞性0個㻌 線維細胞性0個㻌 線維性0個）

≪IF≫IgG (-) IgA(3+,mes)

≪IF≫IgG (Tr-liner) IgA(1+,mes)

IgM(+1,mes)

• Weberらは、FGS病変を
伴うIgA腎症では高度尿
蛋白を伴うと報告してい
る。

IgM(2+,seg)
F(1+,mes) C3(3+,seg)㻌 κ(+) λ(Tr)

F(+) C3(Tr) κ(+) λ(+)

≪EM≫

≪EM≫

メサンギウム・傍メサンギウムへ高密度沈着物を認めた。 メサンギウム・傍メサンギウムへ高密度沈着物を認めた。

≪病理診断≫

• 本症例も高度蛋白を認
め、初回腎生検時のFSG
病変はIgA腎症にとも
なったものと考えた。

≪病理診断≫

㻌 ＃.IgA腎症

㻌 ＃.巣状分節性糸球体硬化症（FSGS）㻌 㻌
㻌 ＃.IgA沈着症

Weber et al,Focal segmental glomerulosclerosis in mild IgA nephropathy
:a clinical-pathologic study :NDT,2008
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経過（2）

考察（2）

ステロイドパルス療法
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• 2回目の腎生検以降の経過ではFSGSが病態の全面にでて
いた可能性が高いと思われた。
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• 以上から本症例はFSGSを基盤とし、IgA腎症を合併してい
たと考えた。潜在的にFSGSが存在し、2回目の腎生検以降
ではFSGSが顕在化したと思われた。
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• 臨床経過も高度尿蛋白やネフローゼ症候群を呈し、治療
抵抗性であった。特に、2回目の腎生検以降の経過は、治
療抵抗性であった。
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• 2回目の腎生検では光顕上 FGS病変が目立ち、IFでIgA沈
着の蛍光強度は減弱していた。
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経過（3）

考察（3）

㻌 リツキシマブ500mg/週㻌 合計4クール施行
㻌 発熱を認め、2クール目は延期。

• 本症例ではリツキシマブ投与によりネフローゼ症候群の寛解が
得られている。

⇒CyA150mg
⇒CyA100mg
⇒CyA75mg
⇒PSL10mg

• リツキシマブは抗CD20モノクローナル抗体であり、特異的にB細
胞に結合し、増殖や機能を阻害する。

⇒PSL15mg
⇒PSL20mg
⇒PSL30mg

2.5
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（11.4％）

2

35
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Rituximab

25
20
15

1
0.5
0
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• B細胞性非ホジキンリンパ腫、関節リウマチ、多発血管炎性肉
芽腫症（Wegener肉芽腫症）、顕微的多発血管炎などの治療と
して用いられることが知られている。

30

1.5
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2014年㻌 5月2日

9月8日

9月16日

10月6日
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• 2014年8月より難治性ネフローゼ症候群（頻回再発型,ステロイ
ド依存性）への保険収載された。
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考察（4）

結

• Kronbichlerらのレビューでは、リツキシマブが成人の頻回再発
型やステロイド依存性ネフローゼ症候群に対して有効性を示し
ている。

・我々は IgA 腎症を合併した巣状分節性糸球体
硬化症（FSGS）を経験した。

• ネフローゼ症候群の再発率の減少や併用されている免疫抑制
薬の減量が図れる。

・初回の腎生検結果と臨床所見は合致しない点

• 長期的な観察での検討はなされていない。
Clinical and laboratory values before and after treatment with RTX

語

があり，病態を考える上で臨床経過が重要で

Characteristics of the whole cohort encompassing 86 patients
with frequently relapsing or steroid-dependent nephrotic syndrome
and underlying MCD or FSGS

あった。
・本症例では治療抵抗性・難治性ネフローゼ症
候群を呈しており，リツキシマブが著効を示

Rituximab Treatment for Relapsing Minimal Change Disease and Focal Segmental
Glomerulosclerosis: A Systematic Review .
Andreas Kronbichler ,et al：Am J Nephrol 2014

した。
・今後のネフローゼ症候群の寛解維持ができる

図 19

か観察中である。
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討

体を 1 個，分節状硬化を示すような糸球体を 2

論

個ほど認めておりました。
蛍光抗体法では mesangium に IgA を 3（+）と

中澤

よろしくお願いします。
症例は 20 歳の男性です。これまで，学校検

強い沈着を認めております。

診で異常を指摘されたことはございませんでし

電顕像です。お示しましたサンプルは分節状

たが，16 歳のころの健診で，尿潜血を指摘さ

硬化の部分ですが，paramesan-gium 領域に高電

れまして，近医を受診し，尿蛋白も認められた

子密度の沈着物を認めております。黄色い矢印

ために，当科を受診となりました。

でお示ししております。
以上から，分節状硬化を有する糸球体が見ら

紹介受診時に体重増加や浮腫は認めませんで
まして，当科に精査目的で入院となっておりま

れ，mesangium の変化は乏しいものでしたが，
蛍光抗体法の IgA 沈着は強いことから，IgA 腎

す。

症の診断となりました。

したが，検査でネフローゼ症候群を呈しており

生検後の経過です。生検後にステロイド単剤

既往歴，家族歴は以下のとおりとなっており

での反応性に乏しいことから，早期より免疫抑

ます。
受診時の初診の身体所見です。体重増加や高

制剤を加えて治療を行い，ネフローゼ症候群を

血圧や下腿浮腫等は認めておりませんでした。

脱することはできました。しかし，尿蛋白は不

検査所見ですが，ヘモグロビン・ヘマトクリッ
トは軽度上昇しておりますが，凝固系は特に問

完全寛解に至っておりますが，0.5g 以下で安定
することがなく，約 1g 前後で推移しており，

題はありませんでした。

ステロイドの減量がしにくいような経過となっ
ております。

また生化では，低蛋白血症，低アルブミン血
症を認めております。中性脂肪やコレステロー

また，初回腎生検より 3 年後にネフローゼ症

ルの上昇も認めており，腎機能障害は認めてお

候群を再発しております。初回の腎生検では，
IgA 腎症の診断となっておりますが，このよう

りません。
尿検査におきましては，尿蛋白は 3（+）
，定

な臨床経過と少しギャップがあるということも

量で約 7g/g・Cr で認めておりまして，蓄尿で

ありまして，再度腎生検をする運びになってお

も同様の高尿蛋白を認めております。ネフロー

ります。
2 回目の腎生検の所見です。糸球体は全部で

ゼ症候群を呈しておりました。
尿潜血は 2（+）で，沈渣では尿中赤血球を 1

20 個ありまして，mesangium 細胞の増殖や，基

視野当たり 30 未満，糸球体性血尿を認めてお

質の増生は以前と変わりませんでした。もしく

りました。

は，軽度認めるのみでしたが，分節状硬化を示
す糸球体は 3 個見られ，以前の 1 回目の生検で

ほか，特殊検査では，IgG が軽度低下してお
低補体血症等を認めておりません。抗核抗体は

観察されたものよりも，明確に観察されました。
蛍光抗体報では，IgA の沈着を mesangium に

陰性でした。

認めておりますが，初回よりも蛍光強度は弱く

りますが，ほかの免疫 globulin で異常を示さず，

入院後に腎生検を施行しております。観察さ
れた糸球体は全部で 14 個ありまして，それぞ
れの糸球体は mesangium 細胞の増殖，基質の増

なっている印象が強かったです。
IgM と C3 は segmental に沈着を認めておりま
した。
電顕では，矢印でお示ししていますとおり，
mesangium，paramesangium に 高 電 子 密 度 沈 着

生は乏しく，係蹄壁の肥厚や二重化等は認めて
おりませんでした。

物を認めております。

また，このような細胞性半月体を有する糸球
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初回と 2 回目の生検をまとめたものですが，
光顕像で分節状硬化像は初回の生検で 14％程

ではないかと考えておりました。
しかし，2 回目の腎生検では FGS 病変がはっ

度，2 回目の生検では 15％と，割合は変わりま

きりしておりまして，蛍光抗体法で IgA 沈着は

せんでした。

信号強度が減弱しておりました。

しかし，蛍光抗体法では IgA の沈着の信号強
度は減弱しておりました。
光顕で，分節状硬化像が明瞭になっておりま
して，IgA 沈着が軽度になっていたことから，
2 回目の腎生検は，巣状分節状糸球体硬化症，
IgA 沈着症という診断になりました。
2 回目の生検後の経過になります。パルスを
含むステロイド療法，それから免疫抑制剤を中

臨床経過では，高度尿蛋白，ネフローゼ症候
群を呈し，著明に治療に抵抗性でもありました。
このことから，本症例は FSGS をベースとして
おりまして，IgA 腎症を合併したものではない
かと思われます。
潜在的に FGS が存在して，初回では目立た
なかったものが，2 回目の生検以降で FGS が顕
在化したのではないかと考えております。

心として治療を行いましたが，
反応性に乏しく，

治療に関してですが，本例はリツキシマブ投

むしろ治療抵抗性の傾向が強く見られるという

与でネフローゼが寛解しております。リツキシ
マ ブ は 抗 CD20monoclonal 抗 体 で あ り ま し て，

ような結果になっております。
ネフローゼ状態も続いておりまして，浮腫の
コントロールもつかなくなり，LDL apheresis

リンパ腫，関節リウマチ，血管への治療に一般

も施行しております。その後は，尿蛋白は一時

欧米ではさまざまな腎炎，腎症にも使われて

的に減少をみておりますが，徐々に尿蛋白が増
加傾向となり，リツキシマブ導入を試みる運び

いる報告もされておりますが，本邦では，昨年
の 8 月より難治性ネフローゼの保険適用が通っ

となっております。
リツキシマブは 500mg を週 1 回投与しまし

ております。
Kronbichler らの 2004 年の報告では，Medline

て，合計 4 回投与いたしております。2 クール

と EMBASE を中心としたデータベースから文

目を施行する前に発熱を認めたため，2 クール
目は延期となっておりますが 4 回施行しており

献を抽出して，ネフローゼ症候群に対して，リ

ます。
B 細胞は赤線でお示ししましたとおり，有意

た。微小変化型が少し傾向としては多いようで
すが，86 人 78 人は少なくとも不完全寛解を得

に低下しておりまして，これに伴って，尿蛋白

られており，再発の減少や，免疫抑制薬の減量

も寛解に至っておりまして，同時にステロイド
や免疫抑制薬も順調に減量できている経過と

が期待できるという結果を報告しております。
しかし，観察期間を中央値は 1 年前後という

なっております。

ところで，長期の観察の検討はまだなされてお

考察です。初回の腎生検では，蛍光抗体法よ
り強い IgA 沈着を認め，IgA 腎症と診断せざる

りません。本症例もリツキサン使用によりまし

を得ませんでした。しかし，初回の生検後の臨
床像は一般的な IgA 腎症の経過とギャップがあ

なおかつステロイド，免疫抑制薬の減量が図れ

りました。Weber らの報告では，FGS 病変を伴
う IgA 腎症は，FGS 病変を伴わないものよりも，

的に用いられております。

ツキサンの治療を行ったものも調べておりまし

て，ネフローゼ症候群の寛解が得られており，
ております。
寛解維持に関しては，今後の経過観察が必要
と思われます。

高度尿蛋白を認めると報告しておりまして，当

結語です。われわれは IgA 腎症を合併した，

時，本症例は高度尿蛋白を認めていたため，初
回生検時点では，FGS 病変は IgA に伴ったもの

巣状分節状糸球体硬化症を経験いたしました。
初回の腎生検と臨床の所見は合致しない点があ

― 141 ―

腎炎症例研究

32 巻

2016 年

りまして，病態を考えるうえで臨床経過がかな
り重要ではないかと考えております。

と糸球体の数も少ないのかもしれません。
【スライド 02】

本症例では治療抵抗性難治性ネフローゼ症候

銀で見ますと，collapse をして，上皮が覆っ

群を呈しておりまして，リツキシマブが著効を

ていますので，尿細管極なのか，癒着があるの

示しております。

で，FSGS 様の病変，podocyte の変性剥離像も

今後のネフローゼ症候群の寛解が維持できる

ありますから，癒着病変ではあるのですが，
FSGS 様の病変を示唆する所見です。

かどうか，現在経過観察中というかたちです。
座長

どうもありがとうございます。

【スライド 03】

では，まず臨床経過につきまして，フロアの

一部血管極に近いところで，ボーマン嚢上皮

方から，ご質問，ご意見等がありましたら，よ

側の変化なのか，少し podocyte が空胞変性。あ

ろしくお願いします。山口先生。
山口 suPAR は測りました？

まり，これはとってはいけないという話もあり
ます。artifact もあるので，こういう空胞変性と
artifact との区別が難しいので，無理にとらない

中澤 suPAR ？
山口 soluble urokinase receptor の。
中澤
山口

ほうがいいという意見もあります。尿細管は非

測っていないです。
本当に FSGS がメインなら，今，非特異

的であるという言い方もありますけれども，尿
中は比較的，特異性が高いようなことがペー

常に育っていると言いますか，蛋白尿が多いの
で，やや hypertrophic な印象です。
【スライド 04】
segmental な， 少 し 泡 沫 状 の 内 容 が あ っ て，

パーになっていますので。

癒着していますから，ここも癒着はあるのです

中澤

が，FSGS 様の病変を示唆しています。IgA の
癒着で二次的に FSGS-like になる場合もあるの

尿中のもの？
尿中の suPAR です。

山口

座長 はい。城先生お願いします。
城 2 回目のネフローゼ再発のときのアルブミ

で，そのへんの区別はなかなか難しいように思
います。

ン値をもう 1 回教えていただけますか。
中澤 1.7 です。
城

【スライド 05】
通常虚脱に伴って，よく蛋白尿が多いときは，
ボーマン嚢の上皮が反応してきて，非常に cel-

やはり，ネフローゼ症候群の再発ですね。

中澤

再発しています。

lular な印象を受けることがあるので，これを

座長

では，病理のコメントに移らせていただ

crescent ととってしまうと IgA の crescent になっ

きます。山口先生，まずお願いします。

てしまうのですが，そうではなくて collapse に

山口

結局，IgA をどう考えるかということな
んで，病態は恐らく臨床的に FSGS の病態と考

伴うボーマン嚢の反応ととれないこともないと

えるのが一番妥当という感じはします。ですか

【スライド 06】
この IgA をどうとるかなのです。2 回目にドッ

ら，IF の所見をどうとるかということです。

思います。

【スライド 01】

ト型で適状に出てきて，これは普段やっている

ちょっと糸球体の数が少ないのですが，こう
いうのはちょっと虚脱が強いのです。そうする

施設でどう判断するかが重要なので，IgA の
pattern としても非特異的かなという感じがしま

と，二次的に病変がはっきりしなくなってし

す。

まって，これも虚脱が強いです。FSGS 様の病

先ほどの電顕は，われわれはもらっていな

変なのか。IgA による癒着なのかというのが問

かったように思うのですが，明らかに上皮が剥
離した，segmental な hyalinosis の部分の電顕像

題にはなると思います。20 歳にしたら，ちょっ
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だったと思います。それで paramesangium の沈

【スライド 19】
deposit はそんなに際立たない。IgA 腎症でも，

着とは言えないと思います。全体像を見ていな
いので，われわれには分かりません。
【スライド 07】

症例を見ていますと，どの mesangium の領域に
も dense deposit がある場合もありますし，ほん

主 体 は FSGS で，mesangial IgA deposition，
あるいは deposits かという印象であります。
【スライド 09】
1 回目でネフローゼを説明するだけの IgA と

の一部にしかない場合もあります。足突起の癒
合と，microvilli transformation は目立っている
ように思います。
【スライド 20】
endocapillary 増 殖 の 変 化 が あ る。paramesan-

しての所見はなかったと思います。
【スライド 10】
こちらは segmental な hyalinosis の所見です。

gial deposit が一部に見られる。mesangial matrix
も増えている。血小板の集積も見られている。
ただ，FSGS でも，こういう segmental に好中球

【スライド 11】
masson で見て，間質炎と尿細管の萎縮も出

の浸潤があって，FSGS 様の病変が，移植で，
early で出てくることがありますので，この en-

てきていると思います。
【スライド 12】

docapillary な変化が，即 IgA の炎症とは言えな

pseudotubulization，あるいは虚脱，硬化でで
てきているので，IgA でも見られる。これは尿
細管極に近いところの tip region なのか，単な

いと思います。
【スライド 21】
病態から考えると，やはり FSGS で mesangial
IgA deposit と考えるのが一番いいと思います。

る癒着なのか。なかなか区別は難しいように思
います。mesangium の反応はないです。

以上です。
座長

【スライド 13】
PAM で 見 ま す と，hyalinosis を 伴 っ て き て，

どうもありがとうございました。城先生，

よろしくお願いします。

global に近いところも二次的にもちろん染み込

城

み病変はできるので，FSGS がベースにあって
硬化してきたとも考えられるし，二次的な染み

での病態の相違について，1 回目のネフローゼ
が IgA 腎症で説明できるかどうか。あるいは山

込みも否定はできない。

口先生がおっしゃったような，最初から FSGS

【スライド 14】

問題点は，1 回目と 2 回目の腎生検の時点

があって，それが治療によって一旦良くなって，
また FSGS が再燃してきたのか。あるいは，2

先ほどのところです。tip 型の単なる癒着病
変です。

回目で FSGS が発症したのか。1 回目のネフロー
ゼが IgA 腎症で説明できるか。そこらへんが問

【スライド 15】
同じような変化です。

題点だろうと思います。

【スライド 16】

【スライド 01】
2010 年の 1 回目の biopsy ですけれども，IF で

単なる癒着もあるし，global につぶれていま
す。

IgA の沈着があることを前提にしますと，線維

【スライド 17】
segmental に IgA 陽性です。

性半月体，そして，糸球体毛細血管係蹄が collapse を起こした周囲に FSGS 様に podocyte が賦

【スライド 18】
GBM は薄くて，podocyte の足突起の癒合も

活してくる変化は，IgA 腎症でも見られると思
います。

だ い ぶ あ る。mesangial matrix も 少 し 増 え て，
endocapillary に好中球の浸潤もあります。

【スライド 02】
macrophages の浸潤がありますが，mesangium
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細胞の hypercellularity は，この糸球体にはあま

総 合 し ま す と，1 回 目 の 所 見 を 見 る 限 り，
IgA 腎症においてネフローゼの合併する症態は

りはっきりしません。この糸球体は線維細胞性
半月体と捉えていいと思います。
【スライド 03】

2 つあります。典型的な MPGN のかたちでくる
IgA 腎症と，半月体等々の activity がネフローゼ

厚労省の後ろ向き研究からはじまり，前向き
研究まで，1000 例以上の IgA 腎症を見せていた

を 誘 導 す る 場 合 の 両 方 が あ る と 思 い ま す。
MPGN からくる IgA 腎症はここでは否定される

だきまして，IgA 腎症の大体の形態的スペクト

と思います。

ラムは押さえているはずですけれども，これは
恐らく IgA 腎症の炎症性の変化。ここに foam

【スライド 10】
IgA 腎症の活動性病変と慢性病変，特に分節

cell が 1 つ あ り ま す。 端 切 れ で す け れ ど も，

性硬化が出てくる症例の中で，nephrotic になっ

foam cell が出てきて，FSGS 様の病変です。IgA

てくる症例はまれと思います。MCNS などの
podocytopathy を合併する症例はアルブミン値

腎症でも癒着の部位に FSGS 様病変が見られる
ことがあります。

がかなり低下してくる。IgA 腎症からくる nephrotic の場合は，あまりアルブミンが下がって
こないということで，むしろ第 1 回の生検時の

【スライド 04】
糸球体毛細血管係蹄が collapse を起こして，
その周囲に podocyte が賦活してくるわけです。
FSGS 様病変は IgA 腎症でも出てきうると思い
ます。

アルブミン値が 1 つの指標になる。形態的には
どっちに軍配を上げるというわけにはいかない
と思います。
【スライド 11】

【スライド 05】
ここもそうです。こういう collapse を起こし
た周囲に podocyte が賦活してくる。FSGS でも
出ますし，IgA でもこういう変化は出てくると

尿細管間質はそれほど強く障害されておりま
せんし，動脈硬化もありません。
【スライド 12】

思います。
【スライド 06】

以上の所見から，IgA 腎症 H-grade Ⅲ A/C の
診断ということで，chronic と active lesion があっ

FSGS でも癒着を起こします。IgA 腎症のと
きも，癒着のところに FSGS 様の病変が出てく

て，そのような病変に involve されている糸球
体が 50％以上あります。この時点でのネフロー

る。

ゼは IgA 腎症でも説明ができる。しかし，アル

【スライド 07】
IgA だけの染色しかありませんでしたけれど

ブミン値が，2 回目の腎生検のときは幾つだっ

も，mesangium に強い IgA の沈着があります。
【スライド 08】

せんでしたが，私はこの情報を押さえて，最終

たでしょうか。1 回目のアルブミン値は聞きま
的な診断をしたいと思います。
ただ，この IgA 腎症に FSGS 病変が合併する

1 回目の biopsy では，11 個の糸球体が採取さ
れ全節性硬化はなくて，メサンギウム細胞増多
は 2 個。管内性細胞増多はなくて，細胞性半月
体が 2 個。線維細胞性が 1 個，線維性半月体が
1 個。分節性硬化が 4 個，癒着が 1 個，虚脱が 1

症例に関して 2011 年に Kidney Int に論文があり
ます。後で，ちょっと紹介をいたします。
【スライド 13】
1回目の腎生検に関しては，IgA腎症H-grade Ⅲ

個というようなスコアだと思います。膜性腎症

A/C で ネ フ ロ ー ゼ を 説 明 で き る か ど う か。

の合併はない。糸球体の腫大もありません。半

FSGS を主体に考えるのか，IgA 腎症を主体に

球状沈着物もない。

考えるのかのディスカッションがあるところだ

【スライド 09】

と思います。
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【スライド 14】
3 年後の 2 回目腎生検です。活動性病変，な

ここなんかは，むしろ FSGS というよりは，
癒着があって，hyalinosis がある，こういうの
は IgA 腎症の慢性化した病変でよく見る変化だ

いしは慢性病変が強く出てきております。場所
によっては，hyalinosis が強く出ている糸球体

と思います。

もあります。
【スライド 15】

【スライド 22】
先ほどの演者が言われたように，1 回目はぎ
らぎらに IgA の沈着がありましたが，2 回目は

尿細管の萎縮も強くなり，拡大した間質には
炎症細胞がかなり強く出ています。IgA 腎症で，
糸球体硬化病変が強くなった周囲には，かなり
の炎症が出てまいりますので，硬化糸球体に関
連した間質のリンパ球浸潤と捉えることができ
ます。この病変は IgA 腎症からくる癒着ではな

分 節 性，focal segmental に， あ る い は diffuse
segmental に IgA が陽性である程度です。C3 は，
主に血管極の vas afferent の内壁に出ておりま
す。実際には，IgA と colocalize するような C3
があまりはっきり見えないです。
【スライド 23】

いかと思います。
【スライド 16】

それから C1q は陰性です。fibrinogen も陰性

活動性病変のあった半月体は線維性半月体に

です。

変化しておりますので，IgA 腎症が慢性化した

【スライド 24】

病変がこの中にあることは確かだと思います。

電顕ですけれども，foot process effacement は，
FSGS の primary と，secondary を 見 分 け る と き

【スライド 17】
尿細管の萎縮と好中球が出ているところが 1
カ所ありますが，好中球の浸潤も，全体からす

に役立つ。例えば動脈硬化が非常に強くて，
benign nephrosclerosis のために，FSGS そっくり

ると範囲が広くありませんので，この所見は取
り立てて鑑別診断に役立つ factor ではないと思

の病変が出てくるときの見分け方としては，こ
の foot process effacement がどの程度あるか，そ

います。

して，それに伴い villous transformation がどの

分節性硬化と硝子化病変があり，要するに
FSGS の NOS 亜型と診断してもいいと思いま

程度あるかで判断します。これを見ますと，
FSGS の podocytopathy の 病 変 の よ う に 見 え ま

す。

す。 こ こ に IgA 腎 症 特 有 の paramesangium de-

【スライド 18】

posit がありますが，こういう背景の下に，電

ここもそうです。2 回目では分節性の hyali-

顕では，FSGS のように見えます。
【スライド 25】

nosis が強く出てきております。

これもそうです。effacement がほぼ 80％あり

【スライド 19】

ます。それから，podocytopathy の証拠として，
この villous transformation がかなり目立ってく

糸球体内部からはなれて peripheral なところ
に hyalinosis が あ る。 こ れ も FSGS の NOS 亜 型

るのが，もう一つの所見だと思います。

に特徴的な病変だと思います。
【スライド 20】

【スライド 26】

癒着があって，分節性硬化があって，炎症反

炎症反応がありますが，FSGS であっても当

応が出てくるとすれは，やはり IgA 腎症が背景

然 IgA 腎症が背景にあるわけですから，管内性
の炎症細胞を induction しても一向におかしく

にあって，IgA 腎症から来る炎症反応，すなわ

ない。しかし，IgA 腎症だけでこの podocytopathy の変化は説明できないと思います。

ち管内性細胞増多も加わっているのではないか
と思います。
【スライド 21】

【スライド 27】
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そういうことで，2 回目の biopsy では，全節
性 硬 化 が 1 個，mesangial hypercellularity が 約

電顕的には，villous transformation ならびに，
足細胞脚突起の消失が広範ということで，軽症
型 IgA 腎症に FSGS の合併が疑われるという診

20％，線維性半月体が 12％，逆に活動性の半
月体はありません。cellular crescent もない。半

断です。
Kidney Int の論文というのは，IgA 腎症研究

月体が慢性化してしまったということで，分節
性の硬化と硝子化，そして，癒着に移行してお

の仲間では比較的有名な論文です。フランス一
派（Gary Hill） が 出 し て い る，FSGS 病 変 が

ります。
【スライド 28】
1 回目に比べて，糸球体がやや腫大してきて

IgA の progression に関係するという論文です。

おります。尿細管の障害も増してきております

腎症の活動性病変に見えますけれども，足細胞
の形態が FSGS 型であるという。

その病態は，FSGS の病変というよりは，IgA

し，炎症反応も強く出てきております。こうい
う変化は IgA 腎症の進行性の病変ではあります

最初にこの論文を読んだときに，IgA 腎症の
活動性病変により nephrotic になる症例とどう

が，先ほど言いましたように，電顕で見ますと，
やっぱり FSGS の病態，podocytopathy の病態を

やって見分けるのかが，疑問視される論文のよ
うに，みておりました。FSGS 様病変が IgA 腎

合併しているのではないかと思います。
【スライド 29】
軽症型 IgA 腎症に，FSGS の合併が疑われる。

症に出現する症例は非常にたくさんあるわけ
で，primary な FSGS が合併してくることが本当

診断は，IgA 腎症 histological grade 2C になりま

にあるのかどうか疑問視していました。
しかし，この論文は primary な FSGS が IgA 腎

す。
【スライド 30】
1 回目の biopsy と比較して，今回の 2 回目は，

症に合併する症例は，極端に予後が悪いという
ような論文でした。すなわち FSGS から見た

分節性の硬化硝子化の病変が目立っている。電

IgA 腎症の合併の有無を，outcome を見て比較

顕においても，足細胞突起の消失が目立つ。
【スライド 31】

した論文です。
そういうことで，IgA 腎症が発症して，どこ

一方，2 回目の腎生検においては，管内性細

かで primary な FSGS に移行してくるという見

胞増多ならびに活動性半月体が見られない。や

方とは，ちょっと違います。

はりこのネフローゼの病態は，IgA 腎症からの
説明は無理だと思います。この Kidney Int の文

それで，この論文のプロットエリアを見てみ
ますと，全部 IgA 腎症の症例なのですけれども，

献どおり，IgA 腎症に FSGS の合併がある症例

FSGS の valiant によってタイプ分けをして，臨

のように思います。

床的な把握をしています。
【スライド 35】

【スライド 32】
免疫染色では，IgA 腎症型です。免疫グロプ
リ ン A，M，C3 の triplet で，C1q が 陰 性。 軽 症

本症例は完全な nephrotic range にありました
が，この論文の症例では collapsing な valiant の

型の IgA 腎症が合併していることは確かで，こ
のことが管内性病変を induction してもおかし

み，1 日蛋白量が 3.99，ほかは nephrotic range で
はないのです。したがって IgA 腎症の高度蛋白

くないと思います。
【スライド 33】

尿症例にむしろ近い病態を表しているのではな
いかと思います。

C3，IgM，C1q は，動脈内膜の浸出性病変で
出てくる変化だと思います。
【スライド 34】

だから，論文では primary な FSGS と，IgA 腎
症の合併する FSGS というふうに分けています
けれども，アルブミン値やその他のプロットエ
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リアのデータを見ると，純粋な FSGS と IgA の
合併症例を集めている症例ではないのではない
かと思います。
今回の症例を見せていただく限りは，2 回目
の腎主栓の時点では，FSGS が IgA 腎症に合併
したことはほぼ間違いないと思います。
1 回目については，これはどちらか私もよく
分かりませんが，IgA 腎症からの説明でもネフ
ローゼを説明できますが，アルブミン値がどの
程度だったかで 1 回目がどちらかに落ち着くの
だろうと思います。
Kidney Int から FSGS と lgA 腎症の合併につい
ての論文が出ましたけれども，今回の症例のよ
うに，純粋な FSGS が IgA 腎症に合併した症例
は少ないのではないかと思っています。以上で
す。
座長
座長

城先生，
どうもありがとうございました。
では，第 2 部のほうを終わらせていただ

きます。

― 147 ―

腎炎症例研究

32 巻

2016 年

II-3:リツキシマブが著効を示したIgA沈着を伴っ
たFSGSの一例（東海大学医学部付属病院）
症例:20歳、男。16歳時尿潜血。近位で高度蛋
白尿、ネフローゼ症候群を呈し、第1回生検分
節状硬化のあるIgA腎炎。ステロイド依存、抵抗
性で19歳児ネフローゼ再燃で2回目生検FSGSと
診断。リツキシマブで寛解、浮腫改善。
臨床病理学的問題点：
１．FSGSで良いか？
２．IgA腎炎は?

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

第1回生検
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IgA

山口先生 _07

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

山口先生 _10

病㻌 理㻌 診㻌 断(II-3-1)
1. Focal segmental glomerulosclerosis
2. Mesangial IgA deposits, possible

cortex/medulla = 7/3, global sclerosis/collapse/glomeruli = 0/7/14
㻌 糸球体にはperiglomerular fibrosisと癒着を伴う虚脱を７ヶに認め，分節状硬化が２ヶに見ら
れ、その周囲に尿細管萎縮と間質線維化及び単核球浸潤を軽度認めます．
㻌 尿細管系には近位上皮に硝子滴変性が散在し、硝子円柱が散見されます。
㻌 動脈系には小葉間動脈内膜の線維性肥厚と細動脈硝子化には乏しいです．
㻌 蛍光抗体法では，IgA(+: mesangial)で、その他は陰性です．
㻌 以上、上記の診断と思われ，IgAの蛍光所見はかなり強いですが、非特異的と考えます。

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

IgA

山口先生 _14

山口先生 _17

山口先生 _15

山口先生 _18
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リツキシマブが著効を示したIgA沈着を伴った
FSGSの一例
東海大学医学部付属病院 腎内分泌代謝内科
中澤来馬 先生、伊勢川拓也 先生、小泉賢洋 先生、呉瓊 先生、遠藤正之 先生、
深川雅史 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



山口先生 _19

城先生 _01

第1回目腎生検 10-11541

山口先生 _20

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

城先生 _02

病㻌 理㻌 診㻌 断(63-II-3-2)
1. Focal segmental glomerulosclerosis
2. Mesangial IgA deposits

cortex/medulla = 9/1, global sclerosis/collapse/glomeruli = 1/0/20
㻌 糸球体にはボウマン嚢との癒着を伴う分節状硬化が８ヶに見られ、その周囲に尿細管萎縮と
間質線維化及び単核球浸潤を軽度認めます．
㻌 尿細管系には近位上皮に硝子滴変性や扁平化が散在し、硝子円柱や萎縮が散見され、そ
の周囲間質に単核球浸潤と軽度の線維化を伴っています。
㻌 動脈系には小葉間動脈硬化と細動脈硝子化には乏しいです．

㻌 蛍光抗体法では，IgA(+: mesangial)で、その他は陰性です．
㻌 電顕では，観察糸球体にはメサンギウム域にメサンギウム基質増加が軽度見られ、一部傍
メサンギウムに沈着物を認めます。GBMに内皮腫大と内皮下浮腫が疎らに見られ、単球など
の浸潤を認めます。脚突起癒合が所々に見られ、微絨毛の発達を認めます。
㻌 以上、上記の診断と思われ，mesangial IgA depositsと考えます。

山口先生 _21

城先生 _03
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城先生 _04

城先生 _07

城先生 _05

城先生 _08

城先生 _06

城先生 _09
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＜光顕＞
標本は2切片採取。
糸球体：全ての糸球体（11個）に全節性硬化はありません。
全ての糸球体において、メサンギウム細胞増多を2/11個(18%)認めますが､
管内性細胞増多はありません｡細胞性半月体を2/11個(18%)、
線維細胞性を1/11個(9%)、線維性細胞性を1/11個(9%)、
分節性硬化を4/11個(36%)、癒着を1/11個(9%)、虚脱を1/11個(9%)認めます。
分節性硬化には泡沫細胞が見られます。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（200μm）。半球状沈着物は目立ちません。
尿細管･間質
尿細管の萎縮ならびに間質の線維性拡大を軽度に認め(10%)､
同域にリンパ球浸潤を10%認めます｡
血管系
小葉間動脈ならびに輸入細動脈に動脈硬化の所見はありません。
免疫染色にてIgAがメサンギウム領域に顆粒状に陽性です。その他の免疫グロブリン・
補体の情報はありません。IgA腎症が疑われます。


城先生 _10

城先生 _13

以上の所見から、巣状メサンギウム増殖性腎炎、IgA腎症 H-Grade ⅢA/C
(8/11個 73%)と診断します。本症例はネフローゼ症候群を呈していますが、
組織診断は慢性病変ならびに活動性病変が混在したIgA腎症です。
しかし、IgA腎症のMPGN亜型ではありません。上記のIgA腎症でネフローゼ症候群
の説明が付くと思いますが、IgA腎症にFSGS様病変が合併した症例が報告されて
います(kidney int 79:643,2011)。

城先生 _11

城先生 _14

第1回目腎生検 10-11541
16歳 男性


臨床診断 ネフローゼ症候群
病因分類 IgA腎症
病型分類 巣状メサンギウム増殖性腎炎、IgA腎症 H-Grade ⅢA/C
ＩＦ診断
IgA腎症の疑い

皮質：髄質＝8：2
糸球体数：11個、全節性硬化：0個、
メサンギウム細胞増殖：2個、管内性細胞増多：0個、
半月体形成：4個（細胞性半月体：2個、線維細胞性半月体：1個、線維性半月体：1個）
分節性硬化：4個、癒着：1個、虚脱： 1個、未熟糸球体：0個


城先生 _12

城先生 _15
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第2回目腎生検 13-12587

城先生 _16

城先生 _19

城先生 _17

城先生 _20

城先生 _18

城先生 _21
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城先生 _22

城先生 _25

城先生 _23

城先生 _26

M

A

C3

C1ｑ

城先生 _24

C3

F

城先生 _27
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第1回目腎生検(10-11541)と比較して、今回、第2回目の症例では、
巣状分節性糸球体硬化・硝子化の病変が目立っています。
電顕においても足細胞脚突起消失が目立ちます。
一方、第2回目の腎生検において、管内性細胞増多ならびに活動性半月体は見られず、
上記の電顕における広範な脚突起消失を炎症活動性病変から説明できません。
やはり、2011年の文献(kidney int 79:643,2011)どおり、
IgA腎症にFSGS病変の合併があるものと思われます。

＜免疫染色＞
IgA・IgM・C3がメサンギウム領域に顆粒状に陽性です。C1ｑは陰性です。
IgAが優勢ではありませんがIgA腎症にcompatibleです。
C3・IgM・C1qが輸入細動脈内膜の浸出性病変に陽性です｡
＜電顕診断＞
傍メサンギウム沈着が見られ、IgA腎症にcompatible です。
また、同域にマクロファージ・好中球浸潤を伴っています。
さらに、本症は足細胞脚突起消失が広範で、微絨毛形成を伴っています。
本症例をIgA腎症の活動性病変に伴う脚突起消失と診断するか、
IgA腎症に巣状分節性糸球体硬化症の合併と診断するか、二つの可能性があります。

城先生 _28

城先生 _31

第2回目腎生検 13-12587
19歳 男性


臨床診断 難治性ネフローゼ症候群
病因分類 IgA腎症
病型分類 巣状分節性糸球体硬化症、IgA腎症 H-grade ⅡC
ＩＦ診断
IgA腎症
電顕診断 IgA腎症にFSGS合併の可能性

皮質：髄質＝10：0
糸球体数：20個、全節性硬化：1個、
メサンギウム細胞増殖：4個、管内性細胞増多：0個、
半月体形成：2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：2個）
分節性硬化・硝子化：6個、癒着：4個、虚脱： 0個、未熟糸球体：0個


城先生 _29

城先生 _32

＜光顕＞
標本は1切片採取。
糸球体：1/20個 (5%)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4/19個(21%)認めますが､
管内性細胞増多ならびに虚脱はありません｡線維性半月体を2/19個(12%)、
分節性硬化・硝子化を6/19個(32%)、癒着を4/19個(21%)認めます。
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。
残存糸球体はやや腫大傾向にあります（220μm）。
半球状沈着物は目立ちません。
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（30%）、
同域にリンパ球を主体とした炎症細胞浸潤を30%認めます。
一部に遠位尿細管の拡張と同域に好中球浸潤ならびに硝子円柱を認めます。
血管系
小葉間動脈に軽度の内膜の線維性肥厚を認めますが、輸入細動脈に異常ありません。
免疫染色にて軽症型IgA腎症の合併と診断します。
電顕診断において、軽症型IgA腎症にFSGSの合併が疑われています。
以上の所見から、巣状分節性糸球体硬化症とIgA腎症 H-grade ⅡC （9/20個 45%)
の合併と診断します。

城先生 _30

城先生 _33
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城先生 _34

城先生 _37

城先生 _35

城先生 _38

城先生 _36

城先生 _39
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