
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

腎・尿路疾患診療の最新情報（Ⅱ）

杏林大学第一内科教授
要　　伸　也

（聞き手　齊藤郁夫）

膠原病・血管炎と腎臓病
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※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「腎・尿路疾患診療の最新情報」シリーズ
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疾患の原因になっていると考えられて
います。これも自己免疫疾患の一つで
すが、このようにさまざまな病気が膠
原病の中に含まれ、それぞれ特異的な
抗体が出ていることが多いので、病気
を診断する非常に大きな手掛かりにな
るのです。
　齊藤　その中で腎臓関係の診断はど
うなりますか。
　要　腎臓に障害が出てくることをど
うやって見つけるか。これは比較的簡
単で、一つは尿所見です。あとは血液
検査で腎機能が悪くなっていないか。
具体的にいいますと、クレアチニン濃
度を測定します。膠原病、血管炎で腎
障害が起きる場合は、多くは糸球体腎
炎、腎臓の毛細血管炎といってもいい
のですけれども、そういうかたちで出
てくることが多いので、尿所見の異常
としては、いわゆる腎炎尿、つまり蛋
白尿と血尿の両方とも出てきます。あ
と、いろいろな赤血球や炎症細胞を取
り込んだ細胞円柱と呼ばれるものが出
てくるという、非常に多彩な尿の所見
が見られるというのが特徴です。
　齊藤　腎生検でも、かなり複雑な変
化が見られるということですか。
　要　腎炎の見られる膠原病には大き
く２つありまして、代表的なのは全身
性エリテマトーデスです。ループス腎
炎というかたちで出てきますけれども、
抗原と抗体のターゲットが合わさって
免疫複合体になるのですが、それが腎

臓に沈着して腎炎を起こすタイプです。
　もう一つの血管炎では、そういった
免疫グロブリンの沈着が全くないタイ
プで、これは本質的に異なります。ち
ょっと難しい言葉ですけれども、壊死
性半月体形成性糸球体腎炎という病理
像をとります。簡単にいいますと、糸
球体の中に血液がろ過されるバリアが
あるのですが、そこが炎症によって障
害されて決壊すると、洪水のように反
対側に血液の中の成分がいっぱい出て
しまって、そこに炎症を起こす。そう
した原因で起きてくるものはみんな病
理学的に壊死性半月体形成性糸球体腎
炎のタイプになります。
　齊藤　そうしますと、臨床的にはか
なりのスピードで進行するのですね。
　要　急速進行性糸球体腎炎という、
臨床的には数週間から数カ月で治療し
ないと透析に至ってしまうという経過
をとります。急性糸球体腎炎は日のオ
ーダーで、１週間ぐらいで急性腎不全
に進んでしまうので、それよりも少し
遅いのですけれども、ほうっておくと
数週間から２～３カ月ぐらいで腎不全
や透析になってしまうという、比較的
急に進む腎炎の経過をとります。昔は
これを亜急性腎炎と呼んでいました。
　齊藤　ループス腎炎、これはどうで
しょうか。
　要　先ほども少しお話ししましたよ
うに、自分の核、それからDNAに対
する抗体ができてしまって、その抗体

と抗原が合わさった免疫複合体という
ものが、特に腎臓に沈着することで腎
炎が起きます。症例によっていろいろ
なタイプや経過をたどる腎炎が出てき
ます。先ほどの急速進行性糸球体腎炎
の経過をとることもあるし、ネフロー
ゼということもあるし、比較的ゆっく
り慢性の経過で進むこともある。
　組織所見を見てみても、いろいろな
タイプを呈するので、専門的に診断す
る場合は５つのタイプ、クラス１～５
に分けて、それぞれ疾患の程度、重症
度によって治療を決めていきます。
　齊藤　治療の基本はどうなりますか。
　要　すべての自己免疫疾患に共通し
ますが、ステロイド（副腎皮質ホルモ
ン）をまず使います。これによって炎
症を抑えて、それからこの薬には免疫
抑制作用もあるので、その２つを目的
にまず使う。ただし、自己免疫疾患は
免疫の異常がベースにあって抗体がで
きているため、それを抑える必要があ
ります。それには、ステロイドだけで
は不十分です。ステロイドの副作用が
出てくることもありますので、免疫抑
制薬の力を借ります。この２つを組み
合わせるのが今のところは一番有効な
方法で、実際エビデンスも多く、ガイ
ドラインなどで推奨されています。
　齊藤　ANCA関連腎炎についてはど
うでしょう。
　要　これも基本的には同じです。最
初は比較的大量のステロイドを使って、

プラス免疫抑制薬を使います。先ほど
のループス腎炎では最初に免疫抑制薬
としてシクロホスファミドを使うこと
が多いですが、去年、ミコフェノール
モフェチルという腎移植の後の免疫抑
制剤として使われていた薬が、ループ
ス腎炎にも使用可能になりました。
　ANCA関連腎炎、血管炎に関しても、
ループス腎炎と同様、第一選択はステ
ロイド、プラスシクロホスファミド、
これら２つを使います。最近、このほ
かにリツキシマブという生物学的製剤、
悪性リンパ腫に使われているB細胞、
Bリンパ球を枯渇させるような抗体医
薬、これは点滴になりますけれども、
これをステロイドと併せて使うと非常
に効果的ということがわかってきてい
ます。
　これは最新の治療なので、専門施設
でないとなかなかやりにくい治療です
が、非常によく効きます。海外ではス
テロイドをなるべく使わない方向も考
えられているぐらい、期待されている
薬です。
　齊藤　発見から専門医への流れにつ
いてはいかがでしょう。
　要　膠原病、血管炎に腎障害を合併
した患者さんをどう見つけるかが非常
に重要です。最初は、そういう全身症
状が必ずしも現れていないこともあり、
尿所見の異常、蛋白尿、血尿で見つか
ることもあります。したがって、ぜひ
膠原病や血管炎の現れかもしれないと
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疾患の原因になっていると考えられて
います。これも自己免疫疾患の一つで
すが、このようにさまざまな病気が膠
原病の中に含まれ、それぞれ特異的な
抗体が出ていることが多いので、病気
を診断する非常に大きな手掛かりにな
るのです。
　齊藤　その中で腎臓関係の診断はど
うなりますか。
　要　腎臓に障害が出てくることをど
うやって見つけるか。これは比較的簡
単で、一つは尿所見です。あとは血液
検査で腎機能が悪くなっていないか。
具体的にいいますと、クレアチニン濃
度を測定します。膠原病、血管炎で腎
障害が起きる場合は、多くは糸球体腎
炎、腎臓の毛細血管炎といってもいい
のですけれども、そういうかたちで出
てくることが多いので、尿所見の異常
としては、いわゆる腎炎尿、つまり蛋
白尿と血尿の両方とも出てきます。あ
と、いろいろな赤血球や炎症細胞を取
り込んだ細胞円柱と呼ばれるものが出
てくるという、非常に多彩な尿の所見
が見られるというのが特徴です。
　齊藤　腎生検でも、かなり複雑な変
化が見られるということですか。
　要　腎炎の見られる膠原病には大き
く２つありまして、代表的なのは全身
性エリテマトーデスです。ループス腎
炎というかたちで出てきますけれども、
抗原と抗体のターゲットが合わさって
免疫複合体になるのですが、それが腎

臓に沈着して腎炎を起こすタイプです。
　もう一つの血管炎では、そういった
免疫グロブリンの沈着が全くないタイ
プで、これは本質的に異なります。ち
ょっと難しい言葉ですけれども、壊死
性半月体形成性糸球体腎炎という病理
像をとります。簡単にいいますと、糸
球体の中に血液がろ過されるバリアが
あるのですが、そこが炎症によって障
害されて決壊すると、洪水のように反
対側に血液の中の成分がいっぱい出て
しまって、そこに炎症を起こす。そう
した原因で起きてくるものはみんな病
理学的に壊死性半月体形成性糸球体腎
炎のタイプになります。
　齊藤　そうしますと、臨床的にはか
なりのスピードで進行するのですね。
　要　急速進行性糸球体腎炎という、
臨床的には数週間から数カ月で治療し
ないと透析に至ってしまうという経過
をとります。急性糸球体腎炎は日のオ
ーダーで、１週間ぐらいで急性腎不全
に進んでしまうので、それよりも少し
遅いのですけれども、ほうっておくと
数週間から２～３カ月ぐらいで腎不全
や透析になってしまうという、比較的
急に進む腎炎の経過をとります。昔は
これを亜急性腎炎と呼んでいました。
　齊藤　ループス腎炎、これはどうで
しょうか。
　要　先ほども少しお話ししましたよ
うに、自分の核、それからDNAに対
する抗体ができてしまって、その抗体

と抗原が合わさった免疫複合体という
ものが、特に腎臓に沈着することで腎
炎が起きます。症例によっていろいろ
なタイプや経過をたどる腎炎が出てき
ます。先ほどの急速進行性糸球体腎炎
の経過をとることもあるし、ネフロー
ゼということもあるし、比較的ゆっく
り慢性の経過で進むこともある。
　組織所見を見てみても、いろいろな
タイプを呈するので、専門的に診断す
る場合は５つのタイプ、クラス１～５
に分けて、それぞれ疾患の程度、重症
度によって治療を決めていきます。
　齊藤　治療の基本はどうなりますか。
　要　すべての自己免疫疾患に共通し
ますが、ステロイド（副腎皮質ホルモ
ン）をまず使います。これによって炎
症を抑えて、それからこの薬には免疫
抑制作用もあるので、その２つを目的
にまず使う。ただし、自己免疫疾患は
免疫の異常がベースにあって抗体がで
きているため、それを抑える必要があ
ります。それには、ステロイドだけで
は不十分です。ステロイドの副作用が
出てくることもありますので、免疫抑
制薬の力を借ります。この２つを組み
合わせるのが今のところは一番有効な
方法で、実際エビデンスも多く、ガイ
ドラインなどで推奨されています。
　齊藤　ANCA関連腎炎についてはど
うでしょう。
　要　これも基本的には同じです。最
初は比較的大量のステロイドを使って、

プラス免疫抑制薬を使います。先ほど
のループス腎炎では最初に免疫抑制薬
としてシクロホスファミドを使うこと
が多いですが、去年、ミコフェノール
モフェチルという腎移植の後の免疫抑
制剤として使われていた薬が、ループ
ス腎炎にも使用可能になりました。
　ANCA関連腎炎、血管炎に関しても、
ループス腎炎と同様、第一選択はステ
ロイド、プラスシクロホスファミド、
これら２つを使います。最近、このほ
かにリツキシマブという生物学的製剤、
悪性リンパ腫に使われているB細胞、
Bリンパ球を枯渇させるような抗体医
薬、これは点滴になりますけれども、
これをステロイドと併せて使うと非常
に効果的ということがわかってきてい
ます。
　これは最新の治療なので、専門施設
でないとなかなかやりにくい治療です
が、非常によく効きます。海外ではス
テロイドをなるべく使わない方向も考
えられているぐらい、期待されている
薬です。
　齊藤　発見から専門医への流れにつ
いてはいかがでしょう。
　要　膠原病、血管炎に腎障害を合併
した患者さんをどう見つけるかが非常
に重要です。最初は、そういう全身症
状が必ずしも現れていないこともあり、
尿所見の異常、蛋白尿、血尿で見つか
ることもあります。したがって、ぜひ
膠原病や血管炎の現れかもしれないと
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いう目で、全身をみていただきたいと
思います。
　場合によっては、腎炎の合併で急に
悪くなっていくこともありますので、
腎機能をできれば２回以上測定して、

その経過を追っていただきたいです。
悪くなっているようでしたら、すぐ専
門施設に送っていただくのが重要だと
思います。
　齊藤　ありがとうございました。

　大西　加藤先生、まず、HUSの疾患
概念ですが、これは症候群ですか。O 
157が有名だと思うのですけれども、
そのあたりから概念について教えてい
ただけますか。
　加藤　HUSは、主に小児に多い疾患
なのです。よくマスメディアをにぎわ
すように、肉を生で食べた後などに、
志賀毒素を産生する大腸菌、有名なの
はO157ですけれども、そういうものの
集団感染であったり、集団でない感染
によってかかってしまう病気です。最
初は血便などで発症することが多いで
す。特徴的な症状としては溶血性貧血
と血小板減少と、主に腎不全が多いの
ですけれども、臓器障害を呈する疾患
であるのが特徴的です。
　大西　起炎菌に関しては先ほどのO
157が有名ですが、ほかにもあるので
しょうか。
　加藤　ほかにもO26、O103、O111な
どの菌はあるのですけれども、まずは
便を培養して志賀毒素の検査をしてい
ただくのがよいと思います。そのほか

に、LPSの抗体を見たりして診断する
かたちになります。
　大西　疫学的には流行の時期、季節
はやはり夏でしょうか。
　加藤　そうですね。食中毒の発症し
やすい時期に多いとされています。全
体の発症数は集団発生であったり、発
症しない時期があったりしますが、腸
管出血性大腸菌は年間数千件報告され
ています。
　大西　ひところ、かなり騒がれまし
たが、現在もけっこう発症しているの
ですね。
　加藤　そうですね。
　大西　生の肉とかが多かったですね。
　加藤　ハンバーグですとか、ユッケ
などで有名になりました。
　大西　生の牛肉などですか。
　加藤　そうですね。
　大西　そのあたりが原因になってい
る。
　加藤　そうですね。
　大西　血便が出たケースではこれを
疑って、培養など、いろいろ行うとい

腎・尿路疾患診療の最新情報（Ⅱ）

東京大学腎臓・内分泌内科助教
加　藤　秀　樹

（聞き手　大西　真）

HUSと非典型HUS
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