
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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うことですけれども、最終的な診断は
どうしたらよいですか。
　加藤　最終的には便の培養で特異的
な菌が検出されるとか、志賀毒素を検
出できるとかです。そういうものが出
ればいいのですが、まれに出ないこと
があるので、そういうときは専門的な
施設にさらに詳しい便の検査やELISA
などで血液中の検査をすることになり
ます。
　大西　いろいろなタイプの菌があり
ますよね。
　加藤　マイナーなものも含めると、
かなりたくさんあります。
　大西　やはり同じような症候群を起
こす可能性はあるのですか。
　加藤　それは同じです。
　大西　有名なのがO157ですか。
　加藤　はい。
　大西　症状はおそらく軽いものから
重いものまであると思うのですけれど
も、特に重篤なのが溶血性の尿毒症症
候群なのでしょうか。
　加藤　症状にはかなりバリエーショ
ンがあり、それこそ軽い血便だけで済
むもの、また臓器障害のような重篤な
もの、さらに一番重症なのは脳症を起
こすようなものがあります。
　大西　そうしますと、重症化の予知
といいますか、こういう場合は危ない
などはありますか。先ほど血小板の話
がありましたけれども。
　加藤　血小板減少や貧血も障害の一

つの症状ですが、こういう人が重症化
しやすいというところまではわかって
いないと思います。あと、腎障害の程
度にもよりますが、治療としては対症
療法といいますか、補液や全身管理、
腎不全がひどくなれば回復するまで透
析。このような治療が中心となります。
　大西　全身的なICU管理のようなか
たちになるのですか。
　加藤　そうですね。
　大西　死亡率といいますか、致死率
はどれぐらいですか。
　加藤　軽症例から重症例まで、かな
り幅広くいますが、急性期の死亡率は
２％くらいとされています。
　大西　やはりお子さんが多いのです
か。
　加藤　そうですね。
　大西　非典型例もあるとのことで、
それが最近のトピックスだとうかがっ
ています。非典型HUS（aHUS）とは
どういう概念、どういう症候群ですか。
　加藤　これも症状としては、いわゆ
る大腸菌によるHUSと全く同じ、溶血
性貧血と血小板減少と臓器障害、中で
も主に腎障害が多い疾患ですが、O157
などの大腸菌による場合には血便を伴
うのですけれども、こういう人の中で
も血便を伴わずに症状が出る人がいる
ことが昔から言われていました。近年
になり、補体系の遺伝子異常によって
発症することがわかってきています。
こういう方はHUSの10％ぐらいいるの

ですけれども、こういう疾患が最近わ
かってきています。
　大西　疑うのはなかなか難しい感じ
ですけれども、血便があまりはっきり
しないとか、どういう場合に疑われま
すか。
　加藤　これも三徴を伴っていて、
HUSなのだけれども、下痢も消化器症
状もない、おかしいなという場合や、
家族歴があるという場合に疑われます。
　大西　遺伝形式はどうなっています
か。
　加藤　劣性の場合も優性の場合もあ
るのですけれども、優性遺伝の場合が
多いです。
　大西　家族歴もちゃんと聞かないと
いけないのですね。
　加藤　はい。
　大西　遺伝子診断は普通の施設だと
難しいのですか。
　加藤　普通の施設だとなかなか難し
くて、HUSと同じような症状をきたす
疾患はたくさんあるので、まずそれを
除外して、それでもさらにaHUS、非
典型HUSが疑われる場合には、専門の
施設に相談いただくかたちになります。
　大西　遺伝子の異常をもう少し詳し
く教えていただけますか。補体系の異
常なのですか。
　加藤　補体系の異常で、現在のとこ
ろわかっている因子としては、H因子、
I因子、CD46という膜蛋白、補体のC３、
B因子、それからちょっと難しい専門

用語になりますが、トロンボモデュリ
ン、DGKEの７つの遺伝子がわかって
います。これらで今のところ説明でき
るのが６割ぐらいですから、まだわか
っていない患者さんもいらっしゃるこ
とになります。
　大西　補体系に異常があってそうい
う症状が出てくるとは、どう考えたら
よいのでしょうか。
　加藤　何のトリガーもなく発症する
方もいるのですけれども、感染とか、
インフルエンザとか、ちょっとした風
邪をきっかけに、そういう補体の経路
の活性化が起こってしまって、ガラガ
ラガラッと発症してしまう方が多い印
象があります。
　大西　これは人種差のようなものは
あるのですか。
　加藤　人種差に関しては、発症数全
体がはっきりしないので、詳しくはわ
かっていません。非常に希少な疾患で、
日本でも100～200人ぐらいしかまだ診
断がついていません。だいたい100万
人当たり年間２人ぐらい発症するとい
われています。
　大西　よほど気をつけておかないと
見逃しそうな感じですね。
　加藤　そうですね。
　大西　こういう方ですと、たびたび
トリガーがあると発症されるのですか。
　加藤　教科書的な典型例ですと、生
涯にわたって何回かそういう溶血性の
発作を繰り返す方が多いです。しかし、
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うことですけれども、最終的な診断は
どうしたらよいですか。
　加藤　最終的には便の培養で特異的
な菌が検出されるとか、志賀毒素を検
出できるとかです。そういうものが出
ればいいのですが、まれに出ないこと
があるので、そういうときは専門的な
施設にさらに詳しい便の検査やELISA
などで血液中の検査をすることになり
ます。
　大西　いろいろなタイプの菌があり
ますよね。
　加藤　マイナーなものも含めると、
かなりたくさんあります。
　大西　やはり同じような症候群を起
こす可能性はあるのですか。
　加藤　それは同じです。
　大西　有名なのがO157ですか。
　加藤　はい。
　大西　症状はおそらく軽いものから
重いものまであると思うのですけれど
も、特に重篤なのが溶血性の尿毒症症
候群なのでしょうか。
　加藤　症状にはかなりバリエーショ
ンがあり、それこそ軽い血便だけで済
むもの、また臓器障害のような重篤な
もの、さらに一番重症なのは脳症を起
こすようなものがあります。
　大西　そうしますと、重症化の予知
といいますか、こういう場合は危ない
などはありますか。先ほど血小板の話
がありましたけれども。
　加藤　血小板減少や貧血も障害の一

つの症状ですが、こういう人が重症化
しやすいというところまではわかって
いないと思います。あと、腎障害の程
度にもよりますが、治療としては対症
療法といいますか、補液や全身管理、
腎不全がひどくなれば回復するまで透
析。このような治療が中心となります。
　大西　全身的なICU管理のようなか
たちになるのですか。
　加藤　そうですね。
　大西　死亡率といいますか、致死率
はどれぐらいですか。
　加藤　軽症例から重症例まで、かな
り幅広くいますが、急性期の死亡率は
２％くらいとされています。
　大西　やはりお子さんが多いのです
か。
　加藤　そうですね。
　大西　非典型例もあるとのことで、
それが最近のトピックスだとうかがっ
ています。非典型HUS（aHUS）とは
どういう概念、どういう症候群ですか。
　加藤　これも症状としては、いわゆ
る大腸菌によるHUSと全く同じ、溶血
性貧血と血小板減少と臓器障害、中で
も主に腎障害が多い疾患ですが、O157
などの大腸菌による場合には血便を伴
うのですけれども、こういう人の中で
も血便を伴わずに症状が出る人がいる
ことが昔から言われていました。近年
になり、補体系の遺伝子異常によって
発症することがわかってきています。
こういう方はHUSの10％ぐらいいるの

ですけれども、こういう疾患が最近わ
かってきています。
　大西　疑うのはなかなか難しい感じ
ですけれども、血便があまりはっきり
しないとか、どういう場合に疑われま
すか。
　加藤　これも三徴を伴っていて、
HUSなのだけれども、下痢も消化器症
状もない、おかしいなという場合や、
家族歴があるという場合に疑われます。
　大西　遺伝形式はどうなっています
か。
　加藤　劣性の場合も優性の場合もあ
るのですけれども、優性遺伝の場合が
多いです。
　大西　家族歴もちゃんと聞かないと
いけないのですね。
　加藤　はい。
　大西　遺伝子診断は普通の施設だと
難しいのですか。
　加藤　普通の施設だとなかなか難し
くて、HUSと同じような症状をきたす
疾患はたくさんあるので、まずそれを
除外して、それでもさらにaHUS、非
典型HUSが疑われる場合には、専門の
施設に相談いただくかたちになります。
　大西　遺伝子の異常をもう少し詳し
く教えていただけますか。補体系の異
常なのですか。
　加藤　補体系の異常で、現在のとこ
ろわかっている因子としては、H因子、
I因子、CD46という膜蛋白、補体のC３、
B因子、それからちょっと難しい専門

用語になりますが、トロンボモデュリ
ン、DGKEの７つの遺伝子がわかって
います。これらで今のところ説明でき
るのが６割ぐらいですから、まだわか
っていない患者さんもいらっしゃるこ
とになります。
　大西　補体系に異常があってそうい
う症状が出てくるとは、どう考えたら
よいのでしょうか。
　加藤　何のトリガーもなく発症する
方もいるのですけれども、感染とか、
インフルエンザとか、ちょっとした風
邪をきっかけに、そういう補体の経路
の活性化が起こってしまって、ガラガ
ラガラッと発症してしまう方が多い印
象があります。
　大西　これは人種差のようなものは
あるのですか。
　加藤　人種差に関しては、発症数全
体がはっきりしないので、詳しくはわ
かっていません。非常に希少な疾患で、
日本でも100～200人ぐらいしかまだ診
断がついていません。だいたい100万
人当たり年間２人ぐらい発症するとい
われています。
　大西　よほど気をつけておかないと
見逃しそうな感じですね。
　加藤　そうですね。
　大西　こういう方ですと、たびたび
トリガーがあると発症されるのですか。
　加藤　教科書的な典型例ですと、生
涯にわたって何回かそういう溶血性の
発作を繰り返す方が多いです。しかし、
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中には30歳、40歳になって初めて発症
する方もいますし、１歳、２歳から繰
り返す方もいます。
　大西　普通の典型的なHUSと比べて、
予後とか重症度はあまり差はないので
しょうか。
　加藤　補体系の異常の場合だと、治
療としては血漿交換になります。あと
最近、生物製剤で有効なものが出てき
ました。かつては長期的には腎不全で
透析になってしまう方が多かったので
すけれども、そのような生物製剤を使
うことによって、かなり予後がよくな
ってきています。
　大西　例えば、どういった製剤が一
般的には使われるのですか。
　加藤　C５という補体の成分に対す
るモノクローナル抗体の製剤です。
　大西　そうすると、典型例よりもむ
しろ特異的な治療があるように思うの
ですが。
　加藤　おっしゃるとおりです。
　大西　それが救命にもつながるとい
うことですね。
　加藤　はい。
　大西　今後、研究はどのような展望

があるのでしょうか。
　加藤　HUSとaHUSの鑑別が難しい
場合もありますし、非典型HUSと同じ
ような症状を呈する疾患はけっこうた
くさんあります。一番多いのは膠原病
で、特に全身性エリテマトーデスなど
で溶血性貧血や血小板減少などの臓器
障害を起こしたり、移植後、特に骨髄
移植後の血栓性疾患が多いのですけれ
ども、そういう疾患で補体系がどう関
与しているかとか、そういうことも全
くわかっていません。
　大西　非典型例はそういう病気を合
併することもあるのですか。あまりは
っきりしないのですか。
　加藤　それは非常によいヒントとい
いますか、そういう遺伝子異常があっ
てHUSの症状を発症するという説もあ
ります。ほかの疾患があってHUSのよ
うな症状を発症する人で、どれぐらい
遺伝子異常がベースにあるのかは全然
わかっていません。
　大西　今後の研究次第ということで
すね。
　加藤　そうですね。
　大西　ありがとうございました。

　Altered Brain Response to Drinking Glucose and Fructose in Obese 
Adolescents.
　Jastreboff AM, Sinha R, Arora J, Giannini C, Kubat J, Malik S, Van 
Name MA, Santoro N, Savoye M, Duran EJ, Pierpont B, Cline G, Con
stable RT, Sherwin RS, Caprio S.
　Diabetes. 65 (7) : 1929〜1939, 2016.

　砂糖甘味飲料の増加が肥満率の増加と関連している。機能的MRIを用いて、肥
満とやせの青少年を対象に広く飲まれている２つの単糖類（グルコースとフルク
トース）に応答する脳灌流を評価した。大きな違いが観察された。
　グルコース飲用に応答して、肥満の青少年は実行機能が関与する脳部位（前頭
前皮質［PFC］）の灌流が減少し、恒常的食欲部位（視床下部）の灌流が増加した。
逆に、グルコース飲用に応答して、やせの青少年はPFCの脳灌流が増加し、視床
下部の灌流に変化はなかった。これに加えて、肥満の青少年ではグルコース摂取
後に血清アシル-グレリンの抑制が減弱し、血中インスリンレベルが増加した。
さらに、グルコースとフルクトースの両方を摂取後の血清アシル-グレリンと血
中インスリンレベルの変化は、やせと比較して相対的に増加した肥満青少年の視
床下部、視床および海馬の血流と相関した。加えて、全対象者において、グルコ
ースよりもフルクトース摂取に伴って腹側線条体における相対的により大きい灌
流があった。最後に、脳内の実行性、恒常性、快楽性の領域の連結は肥満青少年
で低下していることが観察された。これらのデータは、肥満青少年ではグルコー
スとフルクトース飲用に対する前頭前野の実行制御応答が障害されている一方で、
恒常的で快楽的な応答は高まっていることを示している。
　このように、肥満青少年においてグルコースとフルクトース摂取に対する肥満
と関連した脳の適応が、グルコースとフルクトースの過剰摂取とさらなる体重増
加に寄与しているかもしれない。

糖尿病シリーズ（502）

東北医科薬科大学若林病院院長

佐　藤　　譲
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