
ついてはかなり期待が持てる状況です
ので、慎重な経過観察を前提としたう
えで、国内で今、第Ⅱ相試験が再開さ
れていると聞いています。このように、
幾つか将来的に期待できる薬剤はある
と考えています。
　齊藤　それは何か特別なターゲット
があったのでしょうか。
　田中　NRF２といわれる転写因子を
活性化させることで、抗酸化・抗炎症
作用を発揮すると考えられています。
　齊藤　ほかにもありますか。

　田中　ペントキシフィリンも候補薬
の一つです。これは国内ではまだない
と思うのですけれども、海外の単施設
臨床試験で有効性が報告されています
ので、今後期待したいところです。
　齊藤　糖尿病性腎症の治療に関して
も、今後、何年か先には新しい薬が出
てきて、さらによくなることが期待で
きそうですか。
　田中　期待したいですね。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　大西　堀江先生、多発性囊胞腎診療
の実際ということで、まず、多発性囊
胞腎というのはどんな病気なのでしょ
うか。
　堀江　多発性囊胞腎と呼ばれる病気
には２種類あります。常染色体優性遺
伝の多発性囊胞腎と、常染色体劣性遺
伝の多発性囊胞腎の２種類です。常染
色体優性遺伝の囊胞腎が明らかになっ
てくるのはだいたい30歳以降です。一
方、常染色体劣性遺伝は基本的には小
児の遺伝性疾患で、通常は生後間もな
く呼吸不全、腎不全、あるいは肝臓の
線維化といった重篤な症状を呈する方
も多いのですけれども、今回は主に常
染色体優性遺伝を中心にお話しさせて
いただきます。
　多発性囊胞腎は、基本的には、腎臓
に囊胞と呼ばれる異常な構造物ができ
る病気です。囊胞が１つだけのものを
単純性腎囊胞といいます。加齢に伴っ
て囊胞は腎臓にできてくるのですが、
多発性囊胞腎の場合は囊胞が数多くで
きる。そういった病気です。常染色体

優性遺伝ですので、両親のどちらかが
病気を持っていると浸透率がほぼ100
％で遺伝するという病気です。
　大西　実際、日本での患者さんの数
や頻度など疫学的なことを少し教えて
いただけますか。
　堀江　これは世界中、人種を問わず、
だいたい2,000～3,000人に１人いる病
気です。日本でも、厚生労働省の難治
性疾患事業研究の疫学部門で調査した
ところ、３万人ぐらいいるということ
が明らかになっています。
　ちなみに、腎臓病が進行すると透析
療法に移行するのですが、透析が導入
される疾患の割合でいいますと、多発
性囊胞腎は毎年約３％です。これは過
去20年以上、ずっと同じ比率をキープ
しています。一定の数の方が透析療法
になるというかたちになっています。
　大西　発症といいますか、見つかっ
てくるのは、先ほどのお話ですと、30
歳ぐらいということですか。
　堀江　多くは30歳以降に見つかるこ
とが多いのですが、この疾患に原因す
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る遺伝子がわかっていまして、85％の
方はPKD１という16番染色体上にある
遺伝子の異常です。15％はPKD２とい
う４番染色体上の遺伝子の異常ですが、
PKD１遺伝子異常の患者さんのほうが
病気が早く明らかになってきます。
　また、その中でも蛋白質が途中で切
れてしまう、truncatingといいますけ
れども、このタイプの遺伝子異常では
症状が早く出てきます。蛋白の一部の
アミノ酸が変わったものでは病気の出
現は遅くなる。PKD２の遺伝子異常は
さらに病気の出現は遅くなります。全
部ひっくるめますと、だいたい70歳ま
でに半分の方は腎代替療法、透析療法
あるいは移植を必要とする状態になる
という疾患です。
　大西　次に診断のことをうかがいた
いのですけれども、最初はなかなか症
状がない場合も多いかと思うのです。
たまたま何か、超音波などで見つかる
のでしょうか。
　堀江　腎臓の超音波検査で見つかる
ケースが多いです。16歳以上ですと、
例えばCTやMRIで５個以上、両側に
囊胞があり、家族歴がある場合には診
断は容易です。
　大西　それぞれ５個以上ですか。
　堀江　それぞれです。片方の腎臓だ
けでは多発性囊胞腎ではありません。
必ず両側にあります。
　また、症状としては、高血圧で、特
に若年発症です。それから血尿、ある

いはおなか、腰の痛み等から偶然発見
されるというケースも多いです。また、
腎臓だけではなくて、肝臓にも囊胞が
できることがあり、特に女性に多いで
す。
　それから主だった腎外症状としては、
頭蓋内動脈瘤があります。だいたい１
割の方が発症しますけれども、これは
遺伝性というか、遺伝子の特定の部位
の変異と関係があると考えられていま
す。
　大西　そうすると、脳も少し検査し
ておかなければいけませんね。
　堀江　そうですね。多発性囊胞腎が
疑われている場合には、脳のMRA、
MRIが必要になってきます。
　大西　治療が必要になるケースもあ
るのですね。
　堀江　はい。
　大西　超音波を行っていると、何個
か見えて、これを多発性囊胞腎という
のかどうか迷うことがあるのですけれ
ども、大きさというよりも両側の個数
になるわけですね。
　堀江　そうですね。
　大西　次に治療ですが、かなりひど
くなると透析などになるのでしょうけ
れども、最近、薬物療法などが進歩し
ているとうかがっています。最近の状
況を教えていただけますか。
　堀江　多発性囊胞腎の病態ですが、
遺伝子の解明に続き、病態の解明が最
近進んできました。囊胞がサイクリッ

クAMPを細胞内でつくっていること
は、だいぶ前からわかっていました。
何がサイクリックAMPの量を上げて
いるのかを検索したところ、興味深い
ことに、尿を濃縮するバソプレシンが
細胞内に働いて、なおかつ多発性囊胞
腎の細胞がバソプレシンにある意味感
受性が高い状態になっていることから、
サイクリックAMPが増加することで
囊胞が大きくなる、あるい囊胞内に液
体を分泌することがわかりました。
　バソプレシンの受容体は幾つかあり
ますけれども、正常の腎臓では主に遠
位尿細管に多い、V２の受容体の阻害
薬が開発され、動物の囊胞腎モデルに
投与したところ著効を示したことから、
トルバプタンという薬剤のヒトに対す
るグローバルな第Ⅲ相試験が行われま
した。トルバプタンは一つは腎容積の
増大を抑える。もう一つは腎機能の悪
化を統計学的に有意に抑えるという結
果が出て、現在、保険適用が取れてい
ます。
　大西　そうしますと、実際、臨床の
現場でも使われ始めていると考えてよ
いでしょうか。
　堀江　現在、2,000人以上の方がすで
に投与を受けている状況です。
　大西　かなり縮小したり、場合によ
っては消えたりするものなのでしょう
か。
　堀江　この薬の適応は、両腎合わせ
て腎臓の容積が750㏄以上という、通

常の腎臓の倍以上の方です。特に、腎
容積が1,500㏄を超える方は実感できる
くらい縮小してきます。また腎機能の
低下も抑えられることで、現在は年齢
と腎臓の大きさから今後の腎機能の変
化が予測されるノモグラムを見ながら
薬剤の適応を決めていくという状況で
す。
　大西　ある程度長期のデータや予後
などはわかってきているのですか。
　堀江　治験は３年という非常に長期
にわたりましたけれども、実臨床はこ
れからです。現在は全例調査をしてい
ます。多発性囊胞腎は新しく指定難病
に認定され、条件を満たす方は医療費
の助成が受けられます。実際、この薬
剤は分子標的薬ですので、ちょっと高
額ですが、かなり助成をしていただい
ています。
　大西　あとは、ほかの治療法という
と、かなり進行すると透析になるので
しょうね。
　堀江　そうですね。腎代替療法とし
ては透析、移植がありますが、開発中
のものとしては、ソマトスタチンが肝
臓の囊胞に有効だというのが出ていま
して、これは現在、治験が海外で行わ
れています。日本ではまだ行われてい
ません。
　大西　肝臓の囊胞も腎臓の囊胞も縮
めるのですか。
　堀江　そうです。肝臓のほうがより
効果的です。先ほどのトルバプタンは
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剤は分子標的薬ですので、ちょっと高
額ですが、かなり助成をしていただい
ています。
　大西　あとは、ほかの治療法という
と、かなり進行すると透析になるので
しょうね。
　堀江　そうですね。腎代替療法とし
ては透析、移植がありますが、開発中
のものとしては、ソマトスタチンが肝
臓の囊胞に有効だというのが出ていま
して、これは現在、治験が海外で行わ
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腎臓には効くのですが、肝臓には効か
ないです。
　大西　興味深いですね。肝臓も時々
巨大なのがあって、たまにruptureす
る方がいらっしゃるので。
　堀江　おっしゃるとおり、QOLがた
いへん悪くなります。

　大西　張ったり、腹満症状など出ま
すから。
　堀江　感染症にも効果があります。
　大西　それは朗報ですね。
　堀江　このように治療が進歩してき
ています。
　大西　ありがとうございました。

　齊藤　膠原病、あるいは血管炎と腎
臓病ということでうかがいます。
　まず、膠原病はどう考えればいいの
でしょうか。
　要　膠原病というのは、海外では結
合組織病ということが多いです。それ
から、広い意味のリウマチ性疾患とい
ういい方もします。共通するのは、自
己免疫異常、つまり、自分の体を攻撃
してしまう免疫異常が背景にあり、最
終的に結合組織、具体的にいうと、関
節や皮膚、筋肉などが含まれますが、
そういったところを中心に異常が出て
くる病気です。
　これは全身病ですので、ほかに血管
とか、疾患によっていろいろ現れ方が
違ってきます。全身の臓器、特に今回
のテーマの腎臓のほか、肺にも障害が
現れます。すぐに診断がつかない専門
的な病気が多くて、治療も難しいこと
が多く、ほとんどの疾患がいわゆる難
病に指定されています。
　齊藤　特異的な自己抗体が幾つか見
つかっているのですね。

　要　はい。そのとおりです。
　齊藤　どういったものがありますか。
　要　一番有名で頻度も高い膠原病、
リウマチ性疾患は関節リウマチです。
自己抗体としては、リウマトイド因子、
もう少し特異的な抗CCP抗体というも
のが知られています。
　あと、全身性エリテマトーデスとい
う病気があります。これは自分の細胞
の中の核の成分に対して、本来は抗体
をつくりませんが、何らかの免疫異常
によって、自分を攻撃するような抗体
ができてしまうことが原因と考えられ
ています。抗核抗体というのは核に対
する抗体ですが、さらに、抗DNA抗
体やそのほか、核の成分に対するいろ
いろな抗体が出てきます。
　強皮症、シェーグレン症候群、混合
性結合織病なども抗核抗体が出ますが、
その中でまた特殊な核の成分に対して
それぞれ特異的な抗体が出てきます。
　もう一つの重要な疾患の血管炎では、
白血球の細胞質の中にある蛋白分解酵
素に対する抗体ができてしまうことが
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膠原病・血管炎と腎臓病
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