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　　　TSUKADA，　M，　Lupus　nephritis－Studies　oフz　histopathological　transition珈ε〃ial　renal　biolり3ン

初α’θη゜als－，　Shinshu　Med，　J．，29：422－441，1981

　　　The　histopathological　transitions　of　Iupus　nephritis　with　reference　to　seven　cases　were

reported．

　　　Lupus　nephritis　has　been　classi且ed　illto　some　subtypes　as　membranous　form，　mesangial　form，

or　proliferative　form，　with　relation　to　the　prognostic　use．　In　recent　works，　a　few　authors

noted　the　histopathological　transition　during　the　course．

　　　Using　the　author’s　classi丘cation　already　reported，　the　changing　patterns　of　lupus且ephritis

were　observed　in　130f　21　cases　biopsied　serially　during　the　periods　of　long　term　follow　up　to

5years　and　g　months．　In　particular，1）High　frequency　of　62％of　changing　pattern，　contrary

to　the　general　idea　that　morphology　of　th畔1upus　nephritis　should　remain　unchanged．2）Not

only　progression（3　cases＞，　but　regression（10　cases）were　documented．3）No　relation　was　obser－

ved　with　some　clinical　factors　such　as　age，　therapy，　or　interval　betwee且the　biopsies．　These

results　suggest　that　alterllation　of　the　patient’s　immullological　background　must　be　considered

to　understand　the　transition　of　lupus　glomerulitis．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　for　publication；February　10，1981）
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ループス腎炎

　　　　　　　　1　はじめに　　　　　　　　　　を行い・“”“‘部については螢光抗体法，電子顕微鏡的観

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　察を加えた。

　SLEの腎病変については，近年腎生検技術の進歩　　　A　臨床的検索項目

とともに，飛躍的な知見の増大をみた。　　　　　　　　Table　1の項目につき，初回値，最高値，最近値に

　1）SLE腎炎はほとんど100％近く1），経過中何ら　　わけ経過を追って観察した。得られたデータのうち特

かの腎病変（ループス腎炎）の出現を伴う2）3）。　　　　　にnephrotic　syndromeとは一日の尿蛋白量が3．59

　2）ループス腎炎は多彩な組織像をとり，従来診断　　以上持続するものとし，低補体血症とはβ1c　90mg／dl

的根拠とされたwire－loop　lesion4）やhematoxylin　　以下，βie　20mg／d1以下のうちいずれかのあるもの，

body5）のみられない症例がむしろ多い6）－9）。　　　　　　また高窒素血症とはBUNで30mg／dl以上のものと

　3）一般的に組織像と臨床的予後との問にある程度　　した。

の相関が認められる6）10）幽20）。　　　　　　　　　　　　B　転帰の評価

　4）臨床経過の間に糸球体炎の組織像の変貌を来す　　　尿蛋白を主な指標とし，その消失を評価した。ほか

症例が一部にみられる1°）11）18）隔20）。　　　　　　　　　　に一日量で0～2gまで，2～3．5gまで，および3，5g

などである。

　薯者はすでに，ループス腎炎を組織学的特徴より分

類し，臨床成績との強い相関を報告した21）。すなわち，　　　Table　1．　Clinically　evaluated　items

ループス腎炎は，光顕的にほとんど変化の乏しい　　　．　　　・　　　　　．　　　　　　g　　－’N
m…m・1f・rmか・予後鰍m・・ang・・l　f・rm，　u「1ne： l1；，、1「：ll’1？’。認t灘tlc　cast，

増殖膝化を示すf°cal・nd・eg…t・l　f・・m，　bl。。d・BUN，　crea・i・i・，，，h。ies・er。1，　C，，，

ならびにdiffuse　proliferative　form，膜性変化を　　　　　　GFR，　ANA，β1c，βie

示すmembranous　formとmixed　form，さらに硬　　clinical　course：

化性のsclerotic　formまで，7亜型に分類可能で，　　　　　　nephrotic　syndrome，　blood　pressure，

これらがそれぞれ生存期間，尿蛋白量，腎不金の程度　　　　　　major　manifestation，　minor　manifes一

などとよく対応した。したがって，ループス腎炎の糸　　　　　　tation（WHO）・prognosis（containing

球体炎の組織像を知ることにより，臨床的にある程度　　　　　　death　by「enal　o「ext「a「enal　cou「se）’

・予後を鰯・・…結糊た・この幅・　｛臨器1’篇、鼎，器。麗
度以上の生検例のうち，経過中その糸球体炎の組織像
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ment
の変貌を来すものが認められ，近IF－一部にchanging

pattern2e），あるいはtransitionlo）として知られる

ごとく，ループス腎炎の組織像は一定不変のものでは　　　　　　　　　　Generalized．diffuse

ないことが知られた。

　そこで本論文では，先に報告した著者の分類に基づ

き，このような21症例を中心に示説しつつ，ループス

腎炎の組織学的変貌につぎ記載する。

∬　材料および方法

　北里大学病院にて，1971年10月より1978年8月に至

る7年間に臨床的にSLEと診断された患者の腎生検

92例中，2度以上の組織学的検索をうけた21例につき，

検索した。うち4例については2度目の材料は剖検に

欝鶴簿檎疑羅
Fooat・sθgmental

○…婆…○○○。彰

より得られ，3例は3回の生検を受けている。　　　　　　Fig・1・Diagramatic　represe’ntation　of　the

得・れた検体は，麟の1・％・・レ・・…ただち・・　｝腿ls』；1膿£1離轟§濫慧

固定後，パラ7イン包埋し約3μに薄切・HE染色・　　　　ed　glomeruli　or　glomerular　segments．

PAS染色，　Masson－Trichrome染色，　PAM染色　　　　　　　　　　（JenisとLowenthal22）より引用）
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塚　田　正　志

Table　2．　Histologic　findings　of　lupus　　　た（Table　2）。

　・・ph・itis　re且ecting　it・　acti・ity・nd　　3）膜性病変のst・g・分類はCh・・g23）24）らに従

　i・acti・ity　（P。11・・k　19648）を改変）　った。

glomeruli

interstltlum

artery　and

　arteriole

active

inactive

active

inactive

active

inactive

crescent　formation　　　　．なお畠1腎皮質ホルモソ剤の貴はすべてプレドニゾロ

10cal　necrosis　　　　　　ソに換算し，文中にはステPイド剤と記載した。

cell　proliferation　　　　　また各組織型を次のごとく省略記載する。　（MIN）

karyorrhexis　　　　　　　minimal　form，（MES）mesangial　form，（FOC）

wire－loop　lesion　　　　　　focal　and　segrnental　form，（DIF）diffuse　pro・

h・m・t・xylin・b。dy　　lif。，ati。，　f。・m，（MEM）m・mb・a・・us　f。rm，

h・・1i・・thr・mbi（「a「e）（MIX）mi。，d　f。・m，（SCL）scler。ti・f・rm．

th圏ｭ1§，盤，an，皿代表白勺症例・㈱翻略・その病理組織像

fibr。sis　　　　　　　　　　（T・ble　3参照）
adhesion　　　　’　　　　　各症例の臨床経過概略と組織像の変貌をそれぞれ記

plasma　cell，1ympho・　　載する。（）内は組織型の変化の方向を略記したも

　CytiC　infiltration　　　　のである。

protein　cast　　　　　　　Case　120才女性。手のレイノー現象にて発症し初
eryth・°cytic　cast @　回診断々職蛎であ。た．購白盤は6．・9／d・yとネ
゜the「casts @　　フ。一理を示し血尿｝よみられずβ1c・6・mg／d1で

1ymphocytic　in丘ltra・　　あった（第1回生検photo　1－1）。

　tion　　　　　　　　　　　2回目入院時，最高169／dayの尿蛋白の出現をみ

丘b・。・is　　　　る再燃を示し，・チ・レプ・ドニン1，・OOOmg・V・よる・・ル

鞭欝・加・懇鵡瓢識ml謙．
di，t。，b。。ce。f。rigi．　初回生検より約2鞍・馳髄うけた（第2回生検

　nal　structure　　　　　　　　　photo　1－2）。

器蕊、。ecr。s、、　第・回生検（・h・…一・）・・の・御騰ゆ’n－

・・p・… @　郷誰鋤蟻瓢聯翫鎌
fib・。・i・　』一　　より，ごく局所1≒勺な・pike形成を伴っていた．
hyalini№≠狽堰汲氏@　　第，眺検（ph。・。・－2）．係蹄壁のdiffuse　a・d
sclerOSIS

。．　　　　　　　　　　　　　病理組織像（MES→MEM）

generalizedな肥厚およびPAM染色によるseg・

menta1なspike形成が明らかで，膜性腎症stage

IIに相当する所見を示す。　wire－loop　lesionなどの

以王1謡け，1．・妨ち一段剛上変化』し瀦め雄快　active　ch・ngeはなかった・

また1濡化とし，・の間で変わらなか・たものは，　C・・e225才姓・3～4年前よ噸酵形紅斑・

BUN，・・アチ・ソ，補体，抗核棚・（ANA）鋤　・イ・覗象，・麟蕩・心藤炎潤鰯など瀬次

きを参考にした。　　　　　　　、　　　　　　　　出現し，皮膚筋炎を合併したSLEと診断された。

　C・形態学的検索項目　　　　　・　・…．・　　　　　初回入院時，尿蛋白1・39／day，β・c　33mg／d1で

1）総体瀬の広がりの言己載はJ・・i・とL・w・n・　血馳みとめだ（第1回生検ph°t°2一1）・

thal22）に従い，　generalized，　focal，　diffuse，　seg・　　　生検後，ステ・イド剤60m9／dayより始まる漸減

m，。t、1の用語を用いた（図1）。　　　　　療灘はじめとして，縫で約5・145mg搬与され，

　2）Active　changeの判定はPollakら8）に従っ　　3年4ヵ月後再生検された。
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ループス腎炎

　この時点では補体値は改善し，尿蛋白1。09／dayと　　mentalに残存し，わずかに内皮下への沈着物を認め

減少傾師・みら泌も，時セ・鵬4．09／d・yと鰯を　るのみとなった・F・ca1・nd・・g皿ental　f°「mへの

示した。免疫抑制剤，パルス療法は受けていない（第　　変化と診断した。

2回坐検photo　2－－2）。　　　　　　　　　　　　　　　　Case　426才女性。妊娠時1・39／dayの尿蛋白を指

その後60mg／d・yより始まるステ・イド剤の漸減療　撚れ髄を受けた・LE細胞馳で・後に蝶形紅斑

法とパルス融1クー・レ，さらセ・クト来欝勧晩て，　が出現した・血馳くANA・640・BUN　37mg／dt

5ヵ月で計3，877mgのステロイド剤投与をうけた後　　であった（第1回生検photo　4－1）。

3灘の・馳検綬ける（第3回生検ph。t・2－3）．　プ・ドニゾ・ン80mg／d・yより始まり計6・910mg

　この頃，尿蛋白は常に3．59／dayを越えBUNは，　のステPtイド剤の投与をうけた後，1年8ヵ月で再生

28mg／dlと上昇し，ステロイド剤25mg／day服用中　　検をうけた。この頃180／100と高血圧が出現するも尿

の現在もほとんど尿蛋白の減少をみとめない。　　　　　蛋白は消失し，補体値の上昇とBUNの低下，　ANA

病理繍像（FoC→DIF）　　　　　　　の陰性化を認めた（第2回生検ph・t・4－2）・
第ユ回生検（Ph・t・2－1）．皿・・a・gi・l　f。・mに近　病理組織像（DIF→MES）

いdiffuseなメサソジウム基質拡大と同部の沈着物が　　　第1回生検（photo　4－1）．病変分布はgeneraiized

みられ，さらに係蹄壁に明らかなwire－loop　lesion　　and　diffuseでメサソジウム細胞と上皮細胞増生，

を1ヵ所伴いfocal　and　segmental　formとした。　　active　changeおよび内皮下沈着物を認め・PAM染

鱒壁や間質の変化はみられない。　　　　色にてf・・a1・・d　segm・nt・1　tS9rX膜の・Plitti”g

第2回生検（ph。t・2－2）．同様セ・f・ca1・・d・eg一　が認められた・増殖性の変化の強いdiffu・・p・・1if”

mental　formを示した。今回はボウマン嚢と係蹄壁　　erative　formであった。

との癒着が多数で，segmenta正な上皮細胞とメサン　　　第2回生検（photo　4－2）・前回と比べはるかに増生

ジウム細胞増殖を伴い，激しい炎症性変化を経過した　　細胞の減少がみられ，active　changeは消失した。

ことをうかがわせたが，現在はactive　changeはな　　係蹄壁の癒合を残すも，沈着物はほとんど消失し，

く，わずかに硝子化を示し，やや遷延化を示唆した。　　mesangial　f。rmの像へと変化を示した。

内皮下沈着物も明らかであった。　　　　　　　　　　　　Case　525才男性。23才にてネフPt　一・　tf症候群とし

第3回生検（ph。t・2－3）．病変分布カミよりdiffuse　て発症した．　LE細胞陽性でANA×160・BUN　43

となり，メサンジウム細胞増殖が強く，wire－100p　　mg／d1，βic　42mg／dl，β、e　11．5mg／d1であった（第

Iesion，内皮下沈着物を伴い，　diffuse　proliferative　　1回生検photo　5－1）。

formへの変化を示した。　　　　　　　　　　　　　　パルス療法1回を含む総量3・700mgステPtイド剤

　Case　314才女性。2。19／dayの螢白尿にて発症。　　投与をうけた後4ヵ月にて2回目生検をうける。この

血尿を伴った。ANA×160，βic　24mg／dl，βie　7．4　　間最高24．59／dayに達する多量の蛋白尿と高度の高

mg／Cl1，　BUN　44mg／d1であった（aC　1回生検photo　　窒素血症（BUN　216mg〆dl・　Ccr　1・1m1／miロ）を示す

3－1。，b）。　　　　　　　　　腎不全の塒r騨悪が出肌階い・低補体雌（β1c
パル噸法を含む腿19，800mgのステ・イ欄投　15mg／d1以下β・e　50mg／d1以下）を伴った（第2

与をうけた後，初回生検より3ヵ月で再生検をうける。　回生検photo　5－2）。

。噸羅臼2．09／d・y，BUN　19mg／dl，β、c　135　この後さらにエソ1“’・一サソとステ・イ欄2・650

mg／dl，・P、e　31．・Omg／d1と臨床的tlc改勲示した（第　mgの投与をうけた後約1年1ヵ月後に3回眺検を

2回生検ph。t。3－2・，　b）。　　　　　　うける．尿蛋白は4・59／d・yとネ・・一ゼ症候は不変

　病理組織像（DIF－・FOC）　　　　　　　　　　　　　ながら，1日尿蛋由量は減少傾向を示した。　BUNは60

　第1回生検（phoし03－1　a，　b）．　generalized　and　　mg／d1と低下したが・高血圧が出現した（第3回生

di伽seなメサンジウム細胞増生とwire－loop　lesion，　検photo　5－3）。

局所性係蹄壊死，類線維素変性壊死を伴う　diffuse　　　病理組織像（DIF→MIX）

P，。lif。，ati。・f・・m。　　　　　　　第1回生検（ph・t・5－1）・diぜuseなメサソジウム

第2回生検（ph・t・3－2・，　b）．糸Ili胞馳はほとん　細麟生とwire－1・・P　1・・i。・形成が明らカ・で，係蹄

ど消失し，ごく軽度の増殖性変化がfocal　and　seg・　　壁はfocal　and　segmentalに肥厚を示した。この

N。．4，1981　　　　　　　　　　　　　　　　　　　425



塚　田　正　志

時すでに皿ixed　formが疑われたが，この時点では　　PAM染色にてほとんどdiffuseにspike形成を認

細胞増生が優位であった。　　　　　　　　　　　　　　めた。

　第2回生検（photo　5－2）。係蹄壁のdifFuseな肥厚が　　　第2回生検（photo　7－2）。より膜性変化が顕著とな

明瞭となり，ボウマン嚢上皮増生とwire－100p　lesion，　　り，増生細胞カミ減少し，籔刻像25）の出現を認め，膜性

上皮下沈着物が著しく，係蹄壁の癒合，ボウマソ嚢と　　腎症のsatge　IVに近くなった。

の癒着がみられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　第3回生検（photo　7－3）。細胞増生が再度出現し，

　第3回生検（photo　5－3）。係蹄壁の肥厚が高度とな　　diffuseな拡大傾向を示す。係蹄壁はこれに比し，む

り半月体形成，wire－loop　Iesion形成を伴っていた。　　しろ厚さを減じ沈着物が明らかとなる。

Masson－Trichrome染色にて沈着物の減少が認めう　　　同じMIX内でMEM＋f。cal　proliferation→

れ，PAM染色により蒙刻像25）がdiffuseにめだち，　MEM→MEM＋diffuse　proliferationと進展を示

より膜性変化を加えた。　　　　　　　　　　　　　　し，膜性病変を基盤にFOC→DIFへの移行と同様の

　Case　633才女性。13才頃より関節痛，光線過敏症　　所見を示した。

などが続発した。初回入院時に14．5g／dayの大量尿　　　以上の代表例7例を含め21例の要約は次の通りであ

蛋白およびBUN　110mg／d1の高窒素血症を認め，腎　　　る（Table　3参照）。

不全状態で入院となった。高血圧も出現しte（第1回　　　1）平均生検間隔は1年2カ月で，2ヵ月より5年

生検photo　6－1）。　　　　　　　　　　　　　　　　9ヵ月までの拡がりがみられた。

　ステロイド剤計4，380mgの投与をうけるも，1年2　　　2）　組織学的亜型の変化は13例に認められ，8例が

ヵ月後腎不全にて死亡した。この頃BUN　146mg／dl，　不変で変化率は62％であった。

β1c　45mg／d1，β1e　16mg／dlで尿蛋白は209／day以　　　3）変化例については，予後のより悪い型に進展

上であった（第2回目は剖検よりphoto　6－2）。　　　　（progression）したものが3例，これに対しよい型

　病理組織像（DIF→SCL）　　　　　　　　　　　　　　　　に改善（regression）したものが10例について認めら

　第1回生検（Photo　6－1）。　generalized　and　diff・　　れた。

useなメサンジウム細胞増殖と内皮下沈着物が明らか　　　4）初回亜型診断がdiffuse　Proiiferative　form

で，1つの糸球体に核破片などのactive　changeを認　　であったものから，　foca1またはmesangial　form

めた。問質は軽度線維化と小円形細胞浸潤がみられた。　への改善が目立つ一方，各型よりのmembranous

　第2圃，剖検組織（photo　6－2）．剖検時の組織像は　　formへの移行が知られた。

メサンジウム基質の拡大と高度の硝子化が加わり，硬　　　5）　これらの移行を来す臨床的要因については年令，

化性変化が明らかとなった。　　　　　　　　　　　　生検時期，生検間隔，治療などのいずれとも明白な相

　Case　717才女性。15才頃より蝶形紅斑，レイノー　　関を知ることができなかった。

現象，関節痛などが出現するも蛋白尿は認められず，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IV考　　　察
β1c　150mg／dlであった（第1回生検photo　7－1）。

　総量5，　060mgのステロイド剤投与をうけた後，2　　　A　ループス腎炎の組織分類

年1ヵ月で再生検を受ける。この頃0．59／day以下の　　　ループス腎炎の組織像は，近年その多様性が注目さ

少量尿蛋白の出現を認めた。血尿はみられずβ1c　145　　れ，膜性腎症型や，びまん性増殖型などに再分類され，

mg／dl，　BUN　15mg／dlであった（第2回生検photo　　予後との相関が知られるようになってきた6）－12）15）－18）

7－2）0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20）。

　ステPイド剤3，　OOOmgの投与をうけた後3年8力　　　薯者はすでに，剖検例9例を含む91例の腎生検例に

月後に3回目生検を受ける。少量の蛋白尿が持続し，　　つき，その組織学的特徴より7亜型に分類し，臨床像

β1e　25。　Omg／dlで臨床的にはactive　lupusと考え　　　との強い相関を得，ループス腎炎の組織型を知ること

られた。現在も尿蛋白に大ぎな変化はみられない（第　　により臨床的にある程度の予後を知り得ることを報告

3回生検photo　7－3）。　　　　　　　　　　　　　　した21）（Table　4）。すなわちminimal　form（5％）は

　病理組織像（MIX→MIX）　　　　　　　　　　　　　光顕的に健常糸球体との区別が困難なもので，ほとん

　第1回生検（photo　7－1）、　diffuseな係蹄壁の肥厚　　ど腎症状を示さない。Mesangial　form（13％）1よメサ

に加え，focal　and　segmentalな糸［ll胞増生を伴い，　　ンジウム基質の拡大とそこへの免疫沈着物の集積を示
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Table　4・General　asPect。f　lupus　nePhritis（文献21）より引用）

Subtype　　　　　　　　MIN　MES　FOC　DIF　MEM　　MIX　　SCL
Cases　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　12　　　　　28　　　　　30　　　　　　7　　　　　　8　　　　　　2

Males　　　　　　　　　　　　　　　O　　　O　　　O　　　4　　　0　　　0　　　0

Mean　follow　up　perioCls　　　　　2y2m　ly10m　2y10m　ly10m　3ylm　3ygm　3y2m
Survivers　more　than　5　years　　　　　　O　　　　　2　　　　　3　　　　　1　　　　　2　　　　　4　　　　　0

No　proteinuria　　　　　　　　　　　　5　　　　5　　　　0　　　　0　　　　1　　　　0　　　　0

Proteinuria　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O　　　　　　7　　　　　28　　　　　30　　　　　　6　　　　　　6　　　　　　2

Nephrotic　sylldrome　　　　　　　　　O　I　1　　　5　　　14　　　2　　　4　　　0
Hernaturia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　6　　　　15　　　　24　　　　　5　　　　　5　　　　　2

Low　complementemia　　　　　　　　1　　　6　　　23　　　29　　　7　　　6　　　0

Azothemia　　　　　　　　　　　　　　O　　　O　　　6　　　18　　　0　　　5　　　2

Terms　from　onset

　　to　renal　involvement＊

　　Same－within　6　months　　　　　O　　　2　　　6　　　12　　　4　　　6　　　0

　　Within　l　year　　　　　　　　O　　O　　4　　　1　　1　　0　　0
　　1－3years　　　　　　　　　　　　　　　　　O　　　　　O　　　　　4　　　　　2　　　　　0　　　　　0　　　　　0　　　　　　　　　　、

　　More　than　3　years　　　　　　O　　　3　　　2　　　0　　　0　　　1　　　2

Pulse　therapy

Clinical　course

　　Improved　　　　　　　　　　　　　　　　　　O　　　　　2　　　　12　　　　　4　　　　　1　　　　　2　　　　　0

　　No　change　　　　　　　　　　　　5　　　10　　　12　　　10　　　　6　　　　2　　　　2

　Worsened　　　　　　　　　　O　　O　　4　　3　　0　　3　　0
　　Death（renal　death）＊＊　　　　　　0　　　　1　　　　2　　　13（3）　　1　　　　1　　　　0　　　　　　　　｝

Re－biopsy　cases（changed）＊＊＊　　　　0　　　　2（1）　　1（1）　　14（1）　　2（0）　　2（0）　　0　　　　　　　　　｝

　＊　Identified　cases　o且ly

＊＊　Parenthesis　rneans　renEし1　death

＊＊＊　Parenthesis　means　number　of　transition　cases

し，約半数に腎症状を伴うが，その程度は軽く，治療に　　一ゼ型を主徴とした臨床的特色を有していた。Scle・　　　i

反応する予後のよい型であった。すなわちこれら2型　　rotic　form（2％）は少数であったが，糸球体の硝子

は組織障害が軽度の型といえる。これに対し，Foca1　　化，間質の線維化が強く終末の像を示し，腎不全に陥　　　i

and　segmental　form（30％）eよ部分的ながら組織障　　　りやすいものであった。　　　　　　　　　　　　　　　i

害が明瞭となり，炎症病変としてとらえられるものは　　　B　組織型の移行

この型からである。臨床的にほとんどが腎症状を示し，　　従来これらの組織型については，一定不変のもので，

ネフローゼ型もみられた。Diffuse　pr。liferative　　臨床経過にかかわらず原型のまま終始すると考えられ

form（32％）は，さらに強い組織障害をびまん性に　　ていた6）8）9）26）。　Pollackら8）は自らの分類基準で40例

認め，また病変の性状も炎症性変化と変性病変の組合　　の再生検例中変化例は4例（10％）で，“uncommon”

せを示し，死亡率も高く，平均追跡期間1年10ヵ月と最　　と表現した。しかしながら，近年，治療法の進歩とと

も短く，予後不良の型であった。Membraneus　form　　もに再生検率が高まり，組織型の変貌が知られはじめ，

（8％）は基底膜への免疫沈着物の集積を主とする組　　Changing　Pattern20）あるいはtransitionlo）などと

織亜型で，臨床経過は比較的安定していた。Mixed　　して記載されるようになった。

for皿（9％）はmembranous　formに増殖性変化　　　Ginzlerら18）は，1974年はじめて，この組織像の変

を加えた型で，慢性の経過をたどり，長期間のネフロ　　貌を主題として取り上げ，自身の基準により分類した
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亜型のうちmesangial　formおよびfocal　formの　　form（2例）への移行や，　membranous　formから

み31例の再生検例中9例にdiffuse　proliferative　　diffuse　formへの変化など，種々の方向への移行が

for皿への進展（progressio且）を認め，ループス腎　　みられることを報告した。

炎の臨床経過に伴う組織像の変貌は従来知られている　　　一方では近年になってもM6ryら27），Strikerら28）

より頻度の高いことを報告した。次いでZimmerman　　のごとく，28例の反復生検例で，亜型の変貌はなく，

ら19）は1975年，5年間の追跡期間中に12例中6例（50　　単に障害度の量的変化内にとどまるとする報告もみら

％）の組識像の変化を認め，minirnal　formやfoca1　　れる。

formよりdiffuse　proliferative　formへの進展　　　これらの報告に共通することは，亜型を示す用語が

（progression）の多いことを示し，さらに変化群と非．　個々の著老により異なり8）14）18）28）29），あるいは同一用

変化群では，初回生検時の臨床像や組織像に差を認め　　語でも内容が異なり6）3。），所見のふり分け方，分類基

ず，わずかに変化群において，電顕的に上皮下沈着物　　準さえ一定せず14）18）31）32），具体的記玉賊の乏しいもの

の多いことを報告した。Baldwinら10）は1977年，31　　もみられ，相互の比較が困難であることである。また

例中16例に亜型の変化（transition）を認め，このな　　この方面の研究は新しく，報告例がいまだ少なく，著

かで，先のGinzlerら18）により提唱された，より組　　者の知る限りでは主題として取り上げたものは5報告

織障害の軽度な型としてのmesangial　formを導入　　　にすぎない10）19）21）27）33）。さらにprogressionのみ

し，diffuse　proliferative　formより上記の型へ　　が重点的に取り上げられ10）19）21）27）33），　regressionに

の改善（regression）もあり得ることを指摘した。　　ついての記載が少ない18）19）などの点が指摘できる。

Mahajanら20）は1978年，同じく41例中14例（34％）　　そこで著者は，先に述べた自らの分類に基づき変化例

に’”changing　histopathology　pattern”を報告し，　を記載し，各報告と対比した（table　5）10）19）21）27）33）。

従来頻度が高いとされていたfocal　formからdif・　　　C　自験例について

fuse　form，　membranous　formへの進展（pro一　　　自験例では，21例の再生検例中13例（62％）に組織

gression）のほかに，　diffuse　formからfocal　form　　像の変貌が得られ，従来いわれた移行率（34－52％）10）

（1例），あるいはdiffuse　formからmembranous　　ユ9）21）27）33）よりやや高く，このような結果をもたらし

Table　5．　Comparison　of　the　reported　cases　with　changing　pattem

Zimmer皿an　197519）

Total　12，　changed　6（50％）

Initial

Focal

Diffuse

Mesangial

Second

Focal　　Diffuse　　Mesangial　　Sclerotic

2　　　　　　　4　　　　　　　0　　　　　　　1

0　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　0

0　　　　　　　1　　　　　　4　　　　　　　0

Baldwin，197710）

Tota131，　changed　16（52％）（changed　cases　only）

Initial

FocaI

Diffuse

Membranous
Mesangial

Second

Focal　　Diffuse　Membranous　Mesangial
一一一 @　　　　　2　　　　　　　1　　　　　　　0

0　　　　　　－　　　　　　　2　　　　　　　6

0　　　　　　　1　　　　　　　－　　　　　　　0

0　　　　　　　3　　　　　　　1　　　　　　　一
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Mahajan，197820）
Total　41、　changed　14（34％）

Initial

Focal

Diffuse

MembranOus

Second

Focal　　Diffuse　　Membranous

5　　　　　　　7　　　　　　　3

1　　　　　　18　　　　　　　2

0　　　　　　　1　　　　　　　4

Striker，197228）

Tota128，　changed　O（O％）

Appe1，197833）

Tota122，　changed　11（50％）

InitiaI

Mesangial

Focal

Diffuse

Membranous

Second

Mesangial　　Focal　　Diffuse　　Membraneus

8　　　　　　　2　　　　　　　1　　　　　　　1

0　　　　　　　1　　　　　　4　　　　　　　1

0　　　　　　　0　　　　　　　1　　　　　　　0

0　　　　　　　2＊　　　　　　0　　　　　　　1

＊These　2　cases　are　not　pure　inembranous　but　include　mixed　form．

＊＊　Each　form　of　the　authors’is　not　strictly　the　same．

Tsukada，198021）

Total　21，　changed　13（62％）

Initial

MES
FOC
DIF

MEM
MIX
SCL

Second

MES　　FOC　　DIF　　MEM　　MIX　　SCL
1　　　　　0　　　　　0　　　　　1　　　　　0　　　　　0

0　　　　　0　　　　　1　　　　　0　　　　　0　　　　　0

1　　　　　6　　　　　3　　　　　0　　　　　3　　　　　1

0　　　　　0　　　　　0　　　　　2　　　　　0　　　　　0

0　　　　　0　　　　　0　　　　　0　　　　　2　　　　　0

0　　　　　0　　　　　0　　　　　0　　　　　0　　　　　0

た理由は，再生検症例数の増加，亜型の細分化，治療　　early　membranous　form　34）－36）の像に似るものや・

による生検間隔の延長などが考えられ，今後もさらに　　入院時より強い腎不全状態であったものがみられる一

上昇する傾向が予測される。　　　　　　　　　　　　方，臨床的セこは再生検時にむしろ症状の軽快を示すも

　変化例では，予後のより悪い型に進展したもの（pro・　　のがあり，症例の少ないことも加えて一般化が困難で

9ression）が3例で，これに対し改善（regression）　　ある。

を示したものは10例と多く，従来の記載と異なり，　　　改善を示すものはすべてDIFよりで，これは再生

regressionが無視できないことを示した。進展を示　　検率の高さにもよると考えられる。すなわち，この型

す例の中には，MESとしては腎症状が明らかで，　　は臨床症状が重篤で，臨床的に関心が高く，　FOCよ

形態的にもspike形成を初1旦はりわずかにみとめ，　　りの再生検率（1／25）と比較し高い再生検率（14／30）
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Photo　1－1．　Case　1．20　yrs．　f．　First

　　　biopsy．721001（MES）

　　　Almost　normal　glomerulus　with

　　　slight　rnesangial　depostits．

　　　PAS×370．

　　　　　　　　P　　　　　　　　　　　　　g

the　basement　membrane，　simi－

lar　as　membranolls　nephropa－
thy，　stage　II．　PAM，　oil　irnme－

rsion×1，000．　S．　P．；spike．

Photo　2－1．　Case　2．25　yrs．　f．　First

　　　biopsy．733018（FOC）

　　　Increase　of　mesangial　Inatrix

　　　with　mild　segmental　cell　crow－

　　　ding。　Masson－Trichrome．　x　320．

　　　W－L；wire－100p　lesion．
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Photo　2－2．　Case　2．　Second　biopsy．

　　　766166（FOC）

　　　Progression　to　focal　form　with

　　　prominent　segmental　mesangi－

　　　al　proliferation．　PAS×290．

Photo　2－3．　Case　2．　Third　biopsy．

　　　772369（DIF）

　　　Diffuse　mesallgial　proliferation

　　　and　wire－loop　lesion　are　char－

　　　acteristic，　indicating　transition

　　　from　focal　to　diffuse　form．

　　　PAS×340．　W－L；wire－loop
　　　lesion．

　　　　　　　　　　　　　　　　　。．・葺群
　　．婁韓雨　　　　　・窺　t’占　　　　．　　　　　　　　・　　、　　　。

　　　　　　　　　　　va　　藩掌　，ト．　　　　　　　　〃　　　°　　　　　　　　削畷、

1響懸灘鍵雛繍巾震’2朧癬薫懸鑑

潔繁沿　難謬1讐髪鍬マ゜ψ翫灘謙1藤欝｝
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Photo　3－1－b．　Case　3．　Electronmicrograph　of　the　first　biopsy　（FOC）

　　　Massive　subendothelial　deposits（wire－loop　lesion）are　observed．

　　　　×12，700．Immunofluorescent　micrograph　of　the　wire－loop　lesion

　　　stained　by　FITC－labelled　anti＿human　Clq（insert）．

Photo　3－2－a．　Case　3．　Second　biopsy．784423　（FOC）

　　　Four　months　after　the　intensive　steroid　therapy．

　　　Marked　regression　of　mesangial　proliferation

　　　and　little　active　changes　is　observed．　PAS×370．
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藩轟襲

　　　　　融

雛織灘懸顯馨・1駿璽醗講繊灘薦灘1鱗

羅麹滝瞳騨躍螺難灘議ll覇嬢．鍵義

譲．羅麟望難1灘鑛灘額・1瀧麟灘鱗騨

　　　　　　　　Photo　3－2－b．　Case　3．　Electronmicrograph　of　the　second　biopsy

　　　　　　　　　　　　Disappearance　of　subendothelial　deposits　leaving　some　washed
　　　　　　　　　　　　out　lesions　in　the　subendothelial　space　of　the　basement　mem－

　　　　　　　　　　　　brane．　Mild　mesangial　increase　with　small　amount　of　mesangial

　　　　　　　　　　　　deposits　is　seen．×4，300．　W－O；washed　out　Iesion．

繋　　　欝、　継一難灘　、．．　。。誰
　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や

　　　　　　　　、　　麟　　’奏・獣1’・　「藩灘騰灘馨羅，．畿，、騰藩登沸

『一 @　磁翻、℃肖”　醗鴬。t－，襲ll”i”一．一．tt一懲　　糞難嚢鷹議

Photo　4－1．　Case　4．26　yrs．　f．　First　biopsy．762827（DIF）

　　　Diffuse　mesangial　illcrease　with　epithelial　prolifer－
　　　ation．　PAS×300．　E．　P．；epithelial　proliferation．
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Photo　4－2．　Case　4．　Second　biopsy．

　　　780780（MES）

　　　Histological　improvement　re－

　　　Vealing　tranSitiOn　tO　meSangiaI

　　　form．　PAS×370．

Photo　5－2，　Case　5．　Second　biopsy．

　　　770272（MIX）

　　　Diffuse　membranous　thickening

　　　becomes　much　more　prominent
　　　than　in　the　first　biopsy．　Capil－

　　　lary　wall　deposits　and　inflam－

　　　matory　reactions　are　also　pre－

　　　sent．　PAM×285．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
〆　　　　　cell　proliferation　is　decreased．

’　　　　　I　　Destructioll　of　the　glomerular
　’　　　　　聾・　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　．　．　　．
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　　　　Photo　7－2．　Case　7．　Second　biopsy

　　　　　　　740990（MIX）．

　　　　　　　Membranous　accentuation　is

　　　　　　　much　more　obvious　by　decrease

　　　　　　　of　proliferative　change．　Local

　　　　　　　cell　crowding　still　remains．　P

▲　　　　AS×415．

〆・Ph°R（蒲e　7’Th’「d　b’°psy’

　i　　　Recurrence　of　cell　proliferation

、　　　with　diffuse　pattern．　CaPillary
撚：l　　wall　thickening　is　not　so　dom－

　　“　　　inant　as　in　the　second　biopsy．

　　　　　　PAS×340．
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　を示している。またこの亜型は幅広い変性病変と炎症　　ム領域へ局在することにより炎症を惹起するとし，

　性変化の多彩な組合せを組織学的特徴とし，糸球体に　　19S以下の小分子量のものでは組織障害性が明らかで

　より所見の異なることさえあり，不安定な型といえる。　ないとしている。

　このDIFよりFOCへの変化が多かったことは，両　　　一方Pincusら45），　Kuriyama46），　Nal｛abayashi47）

　者が病因的に同一の増殖性病変を示し，その分布と程　　は，affinityやavidityの低い抗体により形成される

　度のちがいであることを想像させる。　　　　　　　　　小サイズの抗原抗体結合物であっても，長期間にわた

　　2回目生検時に比較した各例の臨床症状の推移につ　　る血中循環の結果，基底膜の膜性変化を主体とする腎

　いては，軽快より死亡まで認められ，必ずしも組織学　　炎を招来し，この場合には増殖性変化を伴わないとし

　的変化と臨床的予後は一定の傾向を示さなかった。な　　ている。Koya皿aら48）49）は，実際に，ループス患者の

おMEMあるいはMIXよりの変化例はなく，膜悔　　DNAに対する抗体のavidityと組織像との相関を
病変を示すものは安定な組織型と考えられ，前記の増　　解析し，増殖型にavidity値が高く，膜性型では低

殖型と免疫学的背景の相違が推定された。　　　　　　　く，また組織像が膜性型より増殖型へと移行した1症

　　変化群と非変化群では，年令，性，生検までの病期，　例では，その抗DNA抗体のavidity値も上昇して

腎機能・血清学的データ，治療，組織型などについて　　いたと述べている。

有意の差を見出し得ず，初回生検時には，変化を予測　　　今回の報告の症例においては，ほかの報告者と同じ

できるような手がかりは得られなかった。　　　　　　　く3）28），臨床的要因（年令，生倹時期，生検間隔，治療）と

　　D　組織像の変化後の予後について　　　　　　　　　組織表現との間に明瞭な相関は得られなかった。しか

　最も多かった初回組織型DIFよりFOCへのre一　　しパルス療法などの免疫抑制剤投与により膜性化のき

gression例6例の変化後の平均追跡期間は平均2．3カ　　ざしを示した症例のみられたことは，愚者の抗体産生

月で・DIFのままであった3例の2回日生検以降の　　に変動を生じ50），抗原抗体結合物がより嘆性病変を惹

それは8・3ヵ月と，むしろ組織学的にregressionを　　起するものへと変化する傾向を示していると考えられ

示した例の方が平均追跡期間が短かった。これは初回　　る。これは，従来指摘されてきたステPイド剤の基底

よりの再生検間隔がまちまちであることにもよると考　　膜透過性の抑制や51），抗炎症作用などの糸球体局所に

えられる。これに対し，初回よりの平均追跡期間は，　　おける作用のほかに，抗体産生機構における反応の変

DIFより各型へregressionした全例では平均2年　　動が糸球体炎に及ぶという可能性を充分に考えさせる。

4ヵ月で，D工F全体の追跡期間に比べ2倍近い延長　　　一t方，腎炎の発症機構に関しては，以上述べてきた

を示した。これはDIFよりMIX変化した症例の変　　ような血中を流れる抗原抗体結合物による糸球体障害

化後の追跡期間が長いことが大きな原因と考えられる。　発生説のほかに，in　situ　immune　complex　ne一

　今回は症例が少なく，各変化群と平均追跡期間との　　phritis52）の考え方をあげる必要がある。基底膜ある

間に一定の傾向が得られず，後者との相関の強いもの　　いはメサンジウム細胞に取り込まれた抗原に対し，流

は初回生検時の像であるか，再生倹時のものであるか　　血中の特異抗体が結合し，上記の局所を場とした腎炎

不明であったが少なくとも膜性型に変化したものはそ　　が惹起されるという考え方で，以下の事実よりこの形

の後の経過の長いことが知られた。　　　　　　　　　　の腎炎の存在が強く示唆されている。すなわち，①

　E　組織像修飾の背景　　　　　　　　　　　　　DNAにc。11agenへの親和性があること53），②血中

　ループス腎炎は腎炎局所より抗原抗体複合物が明ら　　で抗体過剰の際の腎炎発症の説明ができること（Hey一

かに抽出され，しかも血中可溶性抗原抗体複合物が証　　mann腎炎）54）55），③血中の抗原抗体複合物のレベ

明され37）－41），immune　complex腎炎の典型とされ　　ルと，糸球体病変が必ずしも一致しない事実56）57）

ながらimmune　complexによる組織障害のメカニ　　（膜性腎症）などである。

ズムについては，不明な点が多い42）。　　　　　　　　　SLEの組織障害の免疫学的背景には，その臨床経

　これらループス腎炎の組織像を修飾する免疫学的要　　過中抗体産生の態度の変化する可能性が充分考えられ，

因についての情報の多くは実験腎炎によっている。　　　また治療による同様の現象の誘発もまた充分考えうる。

　GermuthとRodriguez43）やDixonとWilson44）　　したがって，　immune　complex　typeの腎炎よりこ

によれば，抗原抗体複合物の分子量が組織障害に関与國 @のin　situ　immune　complex　ilStS，へ，あるいはそ

するとし，そのうち19S以上の複合物がメサンジウ　　の反対のコースも考慮され，この方面のくわしい検討
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が今後必要であると思われる。　　　　　　　　　　　　　本稿を終わるにあたり，終始親身の御指導と御校閲

　以上，ループス腎炎の組織像は，一一定不変のもので　　　を賜った，信州大学医学部第一病理学重松秀一教授お

なく，臨床経過に従って高頻度に変わりうることを，　　よび貴電な症例の使用を快諾された北里大学医学部病

形態像を中心に実例を呈示した。　　　　　　　　　　　理学西山．保一教授に心より感謝の意を表します。
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