
　池田　紫斑と紅斑の見分け方はどの
ように行われるのでしょうか。
　勝岡　代表的なのはガラス板法とい
うのがありまして、ガラス板で圧迫す
ることによって消失するか、しないか
で判断します。紅斑というのは炎症性
の血管拡張ですので、ガラス板で圧迫
すると消褪する傾向があります。
　池田　IgA血管炎の確定診断にはど
のようなことが行われるのでしょうか。
　勝岡　IgA血管炎の診断には、基本
的には血管壁にIgAの沈着を確認する

ことが一つの大きな証拠となります。
しかし、小児では血管炎の90％以上が
IgA血管炎ですので、必ずしもIgAの
沈着を確認せずとも、紫斑の形態と全
身症状で診断できるのが小児のIgA血
管炎の特徴です。
　池田　確定的には皮膚生検を取って
血管炎の存在を確認することになるの
ですね。
　勝岡　はい。紫斑の病理組織学的検
討はたいへん重要です。
　池田　ありがとうございました。

　大西　成田先生、ネフローゼの診断
と治療というテーマでうかがいます。
　初めに、ネフローゼの定義、病態に
ついて教えていただけますか。
　成田　ネフローゼ症候群は、主に尿
をつくる腎臓の糸球体におけるバリア
機能が低下して、血液中の蛋白が尿中
に漏れてくるのがそもそもの病態です。
定義としては大量の蛋白尿、１日3.5g
以上の尿蛋白が出る。そして、それに
よって血清中の総蛋白とアルブミンが
低下する。数値としては、アルブミン
で3.0g/dL未満になる病態です。それ
に伴って、脂質異常症、身体的には浮
腫が生ずるものと定義します。
　大西　それでは次に疫学的なことを
うかがいますが、日本には患者さんが
多いのでしょうか。
　成田　いろいろな調査結果がありま
すけれども、5,000人前後が新規に全国
で発症していると考えられています。
その20％、1,000人前後がいわゆる難治
性ネフローゼ症候群といわれる、治療
に抵抗性のあるネフローゼ症候群と日

本腎臓学会の調査では推定されていま
す。
　大西　男女差などはどうなのでしょ
う。
　成田　性差というよりは年齢差が大
きいです。病型的には、若い人とお年
寄りで病型が変わってくることが知ら
れています。
　大西　小児と成人でかなり違ってい
ると考えてよいですね。
　成田　はい。
　大西　それでは次に分類的なことを
うかがいたいのですが、ネフローゼに
も一次性、二次性など様々な疾患があ
るのではないかと思いますが。
　成田　おっしゃるように、多様な疾
患が含まれてきます。一次性の中には
小児に多い微小変化型ネフローゼ症候
群というものがあります。これはもち
ろん成人でもあります。そして、加齢
に伴って、膜性腎症がだんだん増えて
きて、中年以上では膜性腎症のほうが
多く発症します。
　ほかの一次性ネフローゼ症候群とし
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ては巣状糸球体硬化症、これは難治性
ネフローゼ症候群の代表的なものです。
膜性増殖性糸球体腎炎などもあります。
そのほか、ネフローゼになることは少
ないのですが、IgA腎症、紫斑病性腎
炎など、いわゆる腎臓の糸球体に原発
性の炎症が起こる病気で、多様なもの
が含まれてきます。
　二次性のものは、感染症、異常蛋白
症など、本当に多様なものが原因とな
り得ます。
　大西　先ほど小児と成人でかなり違
うというお話でしたけれども、一次性、
二次性の違いもあるのでしょうか。
　成田　原因そのものがはっきりわか
っていないことはありますけれども、
小児では微小変化型ネフローゼ症候群
が多くて治療によく反応する。９割以
上、副腎皮質ステロイドの治療で寛解
することがわかっています。一方で、
治りやすいけれども再発もしやすいと
いうのが問題になっています。小児で
も３～７割ぐらいで一度は再発すると
考えられます。
　成人では膜性腎症、すなわち糸球体
の基底膜の上皮細胞側に免疫複合体が
沈着して、それでバリア機能が失われ
て尿蛋白が漏れるというものがありま
す。これは小児に多い微小変化型ネフ
ローゼ症候群に比べれば、治療に対す
る反応性が少し遅くなりますけれども、
それでも７割ぐらいは寛解、改善する
という調査結果が得られています。

　大西　次に実際の臨床の現場ではど
のように診断するかということですが、
やはり蛋白尿がきっかけとしては多い
のでしょうか。
　成田　私どもは内科でお年寄りを診
る機会が多いのですが、一番多い最初
のきっかけはむくみです。特に気づか
れるのは下肢です。それをきっかけと
して来院し、尿検査をすると大量の蛋
白尿が発見されるというケースが多い
です。
　大西　下肢のむくみに注目するとい
うことですね。それは急激に来るので
すか。徐々に来るのでしょうか。
　成田　徐々に、あるとき気づいたと
いうのが多いのですけれども、微小変
化型ネフローゼ症候群などは急に発症
することもあります。
　大西　それで次に蛋白尿の量などを
調べて、血液検査などに進んでいくの
でしょうか。
　成田　試験紙法では、（＋）とか（３＋）
とか、半定量的なものになりますけれ
ども、一番正確なのは24時間蓄尿で、
１日で何g出ているかを定量すること
です。しかし、随時尿では尿中のクレ
アチニンの濃度で補正する方法があり
ます。例えば、１日24時間で３g出て
いるとしたら、クレアチニンで補正し
てもだいたい3.0前後の数値になりま
す。単位はg/gCrです。
　大西　さらに病型を確定するには、
その後は腎生検などになるのでしょう

か。
　成田　一つ参考になるのは、血尿が
あるかどうかもたいへん重要な所見で
す。したがって、大量の蛋白尿を認め
た場合は、潜血だけではなくて、尿中
の沈渣を見ていただくことをお願いし
たいと思います。
　そこで細胞成分、赤血球以外にも、
円柱というものが出ている場合があり
ます。尿細管腔で固まった赤血球の円
柱や、脂肪による円柱などが尿中に認
められれば、活動性のある炎症が腎臓
にあるという、一つの示唆を与える所
見になります。それも重要です。
　大西　そのうえで何か必要があれば、
さらに踏み込むのでしょうか。
　成田　まず大切なのは二次性のネフ
ローゼ症候群を否定するのがたいへん
重要でして、感染症の中でも多い肝炎
ウイルス、B型・C型肝炎ウイルスの
感染があるかどうかが重要です。
　膠原病に伴うネフローゼ症候群も多
いので、場合によっては、全身所見を
行いながら、自己抗体があるかどうか、
抗核抗体、リウマチ因子など、そうい
う一般的な検査でチェックして、その
うえで確定診断はやはり腎生検により、
病型診断を決定するのが重要です。
　大西　次に治療ですが、やはりステ
ロイドでしょうけれども、病型によっ
て使い方や量はだいぶ違うのでしょう
か。
　成田　ガイドラインにも記載されて

いますけれども、明らかなエビデンス
というのは不十分な領域でして、一般
的には成人であれば経口ステロイドを
体重１㎏当たり１gぐらいから使用し
ます。しかし、腸管にも浮腫があり、
経口ステロイドが吸収されないような
場合は点滴で行ったり、あるいはパル
ス療法を行ったりするので、その量や、
あるいは減らし方についても明確なエ
ビデンスがない状況です。
　大西　経験に基づいてやっていくの
ですね。合併症がかなり問題になるの
ですか。
　成田　そうですね。もともと免疫異
常を起こして腎炎が起こっている。あ
るいは、そこにステロイドを使ったり
するので、合併症が多い病気です。特
に、心血管疾患のリスクが非常に高く
なるのが問題です。それから抗凝固因
子とか、あるいは凝固因子そのものの
尿中への漏出なども起きるので、凝固
線溶系の異常もきたします。したがっ
て、血栓のリスクが高いというのも臨
床的には大きな問題になります。
　大西　心血管とかそういう血栓に注
意しなければならないのですね。
　成田　そうです。さらに脂質異常症
も起きますので、そういった点でも
CVDのリスクを上げることになります。
腎疾患そのものがCVDのリスクですけ
れども、ネフローゼ症候群では特に心
血管疾患の長期的な予防がとても重要
です。
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ては巣状糸球体硬化症、これは難治性
ネフローゼ症候群の代表的なものです。
膜性増殖性糸球体腎炎などもあります。
そのほか、ネフローゼになることは少
ないのですが、IgA腎症、紫斑病性腎
炎など、いわゆる腎臓の糸球体に原発
性の炎症が起こる病気で、多様なもの
が含まれてきます。
　二次性のものは、感染症、異常蛋白
症など、本当に多様なものが原因とな
り得ます。
　大西　先ほど小児と成人でかなり違
うというお話でしたけれども、一次性、
二次性の違いもあるのでしょうか。
　成田　原因そのものがはっきりわか
っていないことはありますけれども、
小児では微小変化型ネフローゼ症候群
が多くて治療によく反応する。９割以
上、副腎皮質ステロイドの治療で寛解
することがわかっています。一方で、
治りやすいけれども再発もしやすいと
いうのが問題になっています。小児で
も３～７割ぐらいで一度は再発すると
考えられます。
　成人では膜性腎症、すなわち糸球体
の基底膜の上皮細胞側に免疫複合体が
沈着して、それでバリア機能が失われ
て尿蛋白が漏れるというものがありま
す。これは小児に多い微小変化型ネフ
ローゼ症候群に比べれば、治療に対す
る反応性が少し遅くなりますけれども、
それでも７割ぐらいは寛解、改善する
という調査結果が得られています。

　大西　次に実際の臨床の現場ではど
のように診断するかということですが、
やはり蛋白尿がきっかけとしては多い
のでしょうか。
　成田　私どもは内科でお年寄りを診
る機会が多いのですが、一番多い最初
のきっかけはむくみです。特に気づか
れるのは下肢です。それをきっかけと
して来院し、尿検査をすると大量の蛋
白尿が発見されるというケースが多い
です。
　大西　下肢のむくみに注目するとい
うことですね。それは急激に来るので
すか。徐々に来るのでしょうか。
　成田　徐々に、あるとき気づいたと
いうのが多いのですけれども、微小変
化型ネフローゼ症候群などは急に発症
することもあります。
　大西　それで次に蛋白尿の量などを
調べて、血液検査などに進んでいくの
でしょうか。
　成田　試験紙法では、（＋）とか（３＋）
とか、半定量的なものになりますけれ
ども、一番正確なのは24時間蓄尿で、
１日で何g出ているかを定量すること
です。しかし、随時尿では尿中のクレ
アチニンの濃度で補正する方法があり
ます。例えば、１日24時間で３g出て
いるとしたら、クレアチニンで補正し
てもだいたい3.0前後の数値になりま
す。単位はg/gCrです。
　大西　さらに病型を確定するには、
その後は腎生検などになるのでしょう

か。
　成田　一つ参考になるのは、血尿が
あるかどうかもたいへん重要な所見で
す。したがって、大量の蛋白尿を認め
た場合は、潜血だけではなくて、尿中
の沈渣を見ていただくことをお願いし
たいと思います。
　そこで細胞成分、赤血球以外にも、
円柱というものが出ている場合があり
ます。尿細管腔で固まった赤血球の円
柱や、脂肪による円柱などが尿中に認
められれば、活動性のある炎症が腎臓
にあるという、一つの示唆を与える所
見になります。それも重要です。
　大西　そのうえで何か必要があれば、
さらに踏み込むのでしょうか。
　成田　まず大切なのは二次性のネフ
ローゼ症候群を否定するのがたいへん
重要でして、感染症の中でも多い肝炎
ウイルス、B型・C型肝炎ウイルスの
感染があるかどうかが重要です。
　膠原病に伴うネフローゼ症候群も多
いので、場合によっては、全身所見を
行いながら、自己抗体があるかどうか、
抗核抗体、リウマチ因子など、そうい
う一般的な検査でチェックして、その
うえで確定診断はやはり腎生検により、
病型診断を決定するのが重要です。
　大西　次に治療ですが、やはりステ
ロイドでしょうけれども、病型によっ
て使い方や量はだいぶ違うのでしょう
か。
　成田　ガイドラインにも記載されて

いますけれども、明らかなエビデンス
というのは不十分な領域でして、一般
的には成人であれば経口ステロイドを
体重１㎏当たり１gぐらいから使用し
ます。しかし、腸管にも浮腫があり、
経口ステロイドが吸収されないような
場合は点滴で行ったり、あるいはパル
ス療法を行ったりするので、その量や、
あるいは減らし方についても明確なエ
ビデンスがない状況です。
　大西　経験に基づいてやっていくの
ですね。合併症がかなり問題になるの
ですか。
　成田　そうですね。もともと免疫異
常を起こして腎炎が起こっている。あ
るいは、そこにステロイドを使ったり
するので、合併症が多い病気です。特
に、心血管疾患のリスクが非常に高く
なるのが問題です。それから抗凝固因
子とか、あるいは凝固因子そのものの
尿中への漏出なども起きるので、凝固
線溶系の異常もきたします。したがっ
て、血栓のリスクが高いというのも臨
床的には大きな問題になります。
　大西　心血管とかそういう血栓に注
意しなければならないのですね。
　成田　そうです。さらに脂質異常症
も起きますので、そういった点でも
CVDのリスクを上げることになります。
腎疾患そのものがCVDのリスクですけ
れども、ネフローゼ症候群では特に心
血管疾患の長期的な予防がとても重要
です。
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　大西　心筋梗塞や狭心症などは、起
こしやすいのでしょうか。
　成田　一般人口の５倍程度リスクが
高いといわれています。

　大西　そういうものに気をつけて診
断するのですね。
　成田　そうですね。
　大西　ありがとうございました。

　齊藤　糖尿病性腎症ということでう
かがいます。
　透析患者さんには糖尿病性腎症の方
が多いといわれていますね。
　田中　そうですね。今、透析患者さ
んは全国で30万人いるといわれていま
すけれども、その原因疾患の中で一番
多いのが糖尿病性腎症によるものです。
患者さんの増加を考えると、早期診断
と治療法の確立、そしてそれをきちん
と実践していくことが非常に大事だと
思われます。
　齊藤　糖尿病患者さんも多く、その
中で合併症の腎症もあるということで
すけれども、その診断はいかがでしょ
う。
　田中　糖尿病の三大合併症と申しま
すと、網膜症、神経障害、腎障害があ
ります。糖尿病性腎症は、古典的には
発症後10年以上して、少しずつ微量ア
ルブミン尿が出て、その後、顕性蛋白
尿、ネフローゼ症候群を呈しながら末
期腎不全に至るといわれてきました。
しかし最近、必ずしもそういう古典的

な、典型的な流れを介さずに、例えば
顕著な蛋白尿があまり出ない状態でも
腎機能が少しずつ低下していって、末
期腎不全に至る方も非常に多いという
ことが明らかになりつつあります。そ
ういう意味でも糖尿病性腎症の進展機
序の解明は今後重要な検討課題だと考
えています。
　齊藤　糖尿病患者さんの腎症を見つ
けるのはどうするのでしょうか。
　田中　実際の診療で行う検査項目と
しては、まずは血清クレアチニンが挙
げられます。この数値をもとにeGFR
と呼ばれる推定糸球体ろ過率を計算し
ます。これは、腎本来の老廃物を排出
する機能がどうかという評価になりま
す。そしてもう一つ重要なのが、微量
アルブミン、あるいは蛋白尿といわれ
るものが尿中に出ているかどうかです。
この微量アルブミンとか蛋白尿という
のは、腎機能の進展を規定する因子と
しても非常に重要ですし、また糖尿病
患者さんに多い心臓血管系の合併症リ
スクとも非常に強く相関するといわれ
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糖尿病性腎症
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