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慢性糸球体腎炎のうち、メサンギウム細胞の増殖、メサンギウ
ム基質の増生（拡大）、メサンギウム領域へのIgAを主体とする
顆粒状沈着物を認めるものと定義	
※Tomino Y,et al. Clinical guidelines for immunoglobulin A (IgA) nephropathy in Japan, second version.Clin Exp 
Nephrol 2003:7:93-97.	

	
1968年フランスのJ.BergerとN.Hinglaisが初めて記載した	
※Berger J, Hinglais N. Intercapillary deposits of IgA-IgG. J Urol Nephrol (Paris).1968;74:694-5.	

	

①　概念・定義	



慢性糸球体腎炎の中でIgA腎症の占める割合は、北
米で10％、ヨーロッパでは20％、アジア・太平洋地域
では30～40％と地域的な偏在がある。本邦では小
児で20％以上、成人で30％以上を占め、年齢分布
は15～24歳、40～49歳をピークとする二峰性である
が、患者層はすべての年齢にわたっている。	
腎予後は従来想定されていたより不良で、成人では
20～25年の経過で50％以上末期腎不全に至ると報
告されている。	
※Geddes CC, et al. A tricontinental view of IgA nephropathy. Nephrol Dial Transplant 2003; 18:1541	

②　疫学	



日本の小児IgA腎症の169例の腎予後	

※Yoshikawa N, Immunoglobulin A Nephropathy. Pediatric Nephrology.5th ed. 2004:615-628.	

腎不全（定義不明）	
ネフローゼ	
高度蛋白尿：＞1g/day	
軽度蛋白尿：＜1g/day	
血尿のみ	
尿異常なし	
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⇒小児IgA腎症でも積
極的な治療を行わなけ
れば腎予後は不良！	



Long-Term Results of a Randomized Controlled Trial in 
Childhood IgA Nephropathy.	

 K Kamei, et al. Clin J Am Soc Nephrol 6:1301–1307,2011.	

(IgA nephropathy showing diffuse (80%) mesangial proliferation)	

v.s
.	



IgA（免疫グロブリンＡ）という抗体は、気道粘膜や腸管粘膜な
どの粘膜面の感染防御抗体である。IgA腎症は、アレルギー
性紫斑病や紫斑病性腎炎と同様、粘膜面の病巣感染が基に
なっておこる免疫複合体（抗原抗体複合体）病である。個体側
の要因としてはIgAの産生能が高いと考えられており、病巣感
染によって過剰のIgA免疫複合体が産生され、それが糸球体
のメサンジウムに沈着するメサンジウム増殖性腎炎である。
免疫複合体病を示唆する所見として、①糸球体内のIgAの多
くが補体成分と共存していること、②移植腎に短期間のうちに
高率に再発すること、③さらに少数の報告ではあるが，本症
に罹患した腎臓を他の疾患患者に移植すると糸球体内のIgA
沈着が消失すること、などが知られている。	

病因・病態	



	
１）無症候性血尿・蛋白尿	
　小児の場合70％が学校検尿等で顕微鏡的血尿、
無症候性蛋白尿で発見される	
２）反復性肉眼的血尿	
　本邦20-30％ 	
(学校検尿システムがない欧米では80％)	
３）急性腎炎症候群・ネフローゼ症候群	
　10％	

③　臨床所見	



・繰り返す肉眼的血尿は蛋白尿を伴わなければ低リスクである	
※D'Amico G. Influence of clinical and histological features on actuarial renal survival in adult patients with 
idiopathic IgA nephropathy, membranous nephropathy, and membranoproliferative glomerulonephritis: survey of the 
recent literature. Am J Kidney Dis 1992;20:315.	
※Haas M. et al. Histologic subclassification of IgA nephropathy: a clinicopathologic study of 244 cases.Am J Kidney 
Dis 1997;29:829.	

	
・一方急性腎障害（AKI)を伴う肉眼的血尿は、病理学的には通常急
性尿細管壊死（ATN）であり腎機能の自然回復が見込める	
※Packham DK, et al. Acute renal failure in IgA nephropathy. Clin Nephrol 1994;42:349.	

しかし半月体を形成し早期の治療介入が必要な場合もあり、１週間
で腎機能の改善傾向が見られなければ再腎生検を考慮する	
※Fogazzi GB, et al. Reversible acute renal failure from gross haematuria due to glomerulonephritis: not only in IgA 
nephropathy and not associated with intratubular obstruction. Nephrol Dial Transplant 1995;10:624	

肉眼的血尿(Gross hematuria)について	

※.	



④　腎生検の適応	
1.  蛋白尿	

A)  0.01g/kg/日または尿蛋白/Cr比＞0.5g/gCr	

上記が，1-2ヶ月以上持続する時	

B)  0.004g/kg/日または尿蛋白/Cr比＞0.2g/gCr	

　　上記が，3ヶ月以上持続する時	

	

2.  Nephritic(高血圧、腎機能障害)の場合はすぐに行う	

（再腎生検）	

治療1～2年後尿所見の改善が悪いものや腎機能悪
化時、もしくは再燃時に考慮する	



確定診断は腎生検による。	
成人では尿異常に加え、血清IgAが315mg/dl以上であれば本症
の可能性が高いと考えられている。	
・光顕：巣状ないしびまん性のメサンジウム細胞増殖と基質の増
加が基本病変。管内増殖性病変や細胞性半月体形成などの急
性活動性病変、進行例では巣状分節状硬化、癒着などの慢性病
変もみられ、多彩な病理組織像を呈する。	
・蛍光抗体：IgA単独陽性例は少なく、80％以上の症例でC3が沈
着し、IgMやIgGも沈着する症例も多い。	
・電顕：メサンジウム、パラメサンジウム領域にelectron dense 
deposit。糸球体基底膜にも局所的な菲薄化や断裂像などの多
彩な変化。	

⑤　病理組織診断＆意義	



NCKiDs	 IgAN診療
指針第3版	

Oxford分
類	

管内細胞増多 (endocapillary hypercellularity)	 （急性病変）	 予後因子	

上皮細胞の変性 (alteraion)	 急性病変	

係蹄壁壊死 (necrosis)	 急性病変	 急性病変	

癒着(adhesion)＋管内細胞増多	 急性病変	

細胞性半月体 (cellular crescent)	 急性病変	 急性病変	

線維細胞性半月体 (fibrocellular crescent)	 急性病変	 急性病変	

メサンギウム細胞増殖　(mesangial hypercellularity)	 （慢性病変）	 予後因子	

線維性半月体 (fibrous crescent)	 慢性病変	 慢性病変	

分節性硬化 (segmental sclerosis)	 慢性病変	 慢性病変	 予後因子	

全節性糸球体硬化 (global sclerosis)	 慢性病変	 慢性病変	

尿細管萎縮/間質の線維化 	 慢性病変	 予後因子	

※　IgA 腎症オックスフォード分類の定義	
・管内細胞増多：糸球体毛細血管係蹄の管腔内の細胞数増加で，管腔の狭小化を引き起こす。	
・壊死：フィブリンの滲出や核崩壊を伴った糸球体基底膜の断裂	
・癒着：糸球体毛細血管係蹄とボウマンの間の連続した領域を指し，管外性病変や分節性硬化病変とは区別される。	
・分節性硬化：糸球体毛細血管係蹄の硬化がみられるが，すべての係蹄に及ばないもの	
・全節性硬化：すべての糸球体毛細血管係蹄が硬化した病変	

IgANにおける組織病変の意義や定義	



IgA腎症の場合、できるかぎり早期に積極的な治療をすることが
重要であり、そうすることで腎の不可逆的な変化を最小限に食い
止めることができる。増悪を繰り返す場合も、その都度時期を失
することなく腎生検を行ない、必要にして十分な治療を行なうこと
が、腎機能予後を改善する。	

⑥　治療戦略	

堀田修：IgA腎症の病態と扁摘パルス療法，メディカル・サイエンス
・インターナショナル，東京，2008	

IgA腎症の進行と治療目標	



⑦　治療選択	
組織上メサンギウム増殖性腎炎で	

＜活動性病変なし＞	

　① 尿蛋白/Cr比＜0.5g/gCr　⇒Dipyridamoleのみ	

  ② 尿蛋白/Cr比＞0.5g/gCr　⇒多剤併用療法　	

＜活動性病変あり＞　	

　③ 全糸球体の50％未満　⇒IVMP＋多剤併用療法	

　④ 全糸球体の50％以上　	

　　　⇒血漿交換(PE/DFPP)＋IVMP＋多剤併用療法 	

※活動性病変（=急性病変）とは、上皮細胞の変性や係蹄壁壊死、
癒着（線維化を伴わない）、細胞性～細胞線維性半月体などがみ
られた場合（segmental accentuation）と定義	



１）　血漿交換	
	
PEx or DFPP を3回/week（月水金など）で2週間（計６回）	
	
当初よりPSL 2mg/kg連日（ヘパリン化なし）で行い、	
ミゾリビン（5mg/kg）も最初から併用。	
3週目からステロイドパルス療法開始	
	

※重度のIgA腎症、HSPNに対する血漿交換は、retroで小規模
な報告が中心であり、有効性は確立されていないが、腎組織上
硬化性病変の進行していない症例、あるいは腎炎の急性期に
試みる価値のある治療法と考えている	



２）　ステロイドパルス療法（IVMP）	

(1) ヘパリン400Ｕ/kg/日で固定（max12000U/日）	
（血漿交換を要する症例は今まで通りAPTT50-70を目標にヘパ

リン投与）　	
　APTT伸びすぎてないかの確認は必要	
	
(2) ソルメドロールR(メチルプレドニゾロン) 	
 30mg/kg＋生食 50〜100ml  3hrかけて　（最大1g/回）。	
　前，中，後に血圧を測定。(血圧上昇に注意)	
	
ソルメドロールは3投４休で１クールとし通常３クール施行する(間

欠日はプレドニン1mg/kg/1x内服）。	
　ヘパリンは継続する。	
	



３）　多剤併用療法 

	
(1)ワーファリンR(ワルファリン)0.05mg/kg/日より開始、分1	
  (TT　20-30％目標　PT-INRで1.5-2.0）。	
上記目標量で２か月程使用し、その後半量にして約１週間で中止 
　 本剤投与中は納豆と体育は禁止する。	
 
(2)プレドニンR(プレドニゾロン)1mg/kg/日分1	
  (副腎皮質ステロイド治療開始４週間後から1mg/kgの隔日投与に
減量)。尿蛋白消失約2ヵ月後から減量開始。	
 
(3)ブレディニンR(ミゾリビン)4〜5mg/kg/日、分1	
  (保険上は150mg/日が上限。） 	
 
(4)ペルサンチンRまたはアンギナールR(ジピリダモール)5mg/kg/日, 
分2〜3	



(3)’In vitroにてMZRの核酸合成阻害作用が現れる量が
10μMであり、この濃度はin vivoでは2.6μg/mlに相当する。
C3でこの血中濃度を満たすには10mg/kg弱必要　　     	
 ※Takahashi Shu. et al. Functional interaction of the immunosuppressant mizoribine with the 14-3-3 
protein. Biochem Biophys Res Commun. 2000;274:87-92	

	
(4)’ジピリダモールの使用により頭痛がみられる場合には塩
酸ジラゼプ(コメリアンR)へ変更。	
	
・内服はブレディニンに合わせて全て食直前投与 	
	
・多剤併用療法は基本的には１〜2年間は継続。	
尿所見の改善が得られれば1年程かけて減量する。減量は
プレドニン→ブレディニン→ペルサンチンの順で。	
	



A multicenter RCT of tonsillectomy combined with steroid pulse 
therapy in patients with IgAN. 	

Kawamura T, et al. Nephrol Dial Transplant 2014；29：1546-53.	

治療介入12か月の時点で，扁摘＋ステロイドパルス療法（A）は，ステロイドパ
ルス単独療法（B）より尿蛋白減少率（p=0.047）が有意に高かった。しかし尿所
見の正常化率は両群間で統計的有意差を認めなかった。病理サブ解析では、
組織学的重症度が高い症例においては、尿蛋白寛解において高い有効性が
あった（p=0.049）。結論：腎予後に関する有効性ははっきりせず。	

蛋白尿減少率	 臨床的寛解率	

４）　扁桃摘出（扁摘）	



Does tonsillectomy have a role in the treatment of patients with 
immunoglobulin A nephropathy? 	

L Zand and F.C. Fervenza. Nephrol Dial Transplant (2014) 29: 1456–1459	

日本のRCTに対しては、①小規模、②短期間、③治療乗換患者も存在、
④bias（ACEI/ARB開始患者）、⑤全体の約20％がdrop out、などの問題点を
指摘。	



扁桃摘出Tonsillectomyについて	

★エビデンスに基づくIgA 腎症診療ガイドライン2014	

CQ 2：口蓋扁桃摘出術＋ステロイドパルス療法は推奨されるか？	

口蓋扁桃摘出術＋ステロイドパルス療法はIgA腎症の尿所見を改
善し，腎機能障害の進行を抑制する可能性があり，治療選択肢と
して検討してもよい．（C1）	

CQ 3 口蓋扁桃摘出術（単独）は推奨されるか？	

口蓋扁桃摘出術はIgA 腎症の尿所見を改善し，腎機能障害の進
行を抑制する可能性があり，治療選択肢として検討してもよい．
（C1）	

	

★糸球体腎炎のためのKDIGO診療ガイドライン2012	

10.5.3:扁桃腺摘出術 
10.5.3.1: IgA 腎症患者に扁摘を行わないことが望ましい。(2C)	



Efficacy of tonsillectomy pulse therapy versus multiple-drug 
therapy for IgA nephropathy.  
	

・小児び漫性(>80%)IgANを対象と
した、Tonsillectomy＋MPT vs カク
テル多剤併用療法(ISはMZRを使
用)のRCT（16例ずつ）	
	
・平均経過観察期間約3年	
	
・約2年後に再腎生検	
	
・両群とも尿所見や組織学的改善
効果は同等	

NS	

kawasaki Y ,et al. Pediatr Nephrol 21;1701-6,2006	



病巣感染の治療が非常に重要であり、耳鼻科受診や抗生剤投与
などを適宜考慮する。	
	
扁摘に関しては、扁桃が病巣感染として疑わしく、かつ腎組織上強
い活動性病変がある場合、もしくは肉眼的血尿を繰り返す場合に
考慮する（扁摘→IVMPの間隔は２週間以上空ける）。	
	

小児IgA腎症の病巣感染と扁摘について	

小児では後向き研究が幾つかなされているが、多くは対象症例数
が少なく非ランダム化-非比較試験であり、有効性も一定していな
い。成人の論文と合わせて、扁摘治療は小児IgA腎症全症例に有
効な治療とは考えにくい	



５）　ACE阻害剤/ARB	
・IgA腎症に対するACE阻害剤/ARBは、蛋白尿減少効果と腎保護
作用が期待できる	
※Praga M, et al. J Am Soc Nephrol 2003; 14:1578.	

※Coppo R, et al. IgACE. J Am Soc Nephrol 2007; 18:1880.	

・単独療法と比べた、ACE阻害剤/ARBの併用療法は効果不明で
ある（①効果を立証したRCTが存在しない、②通常量の単独療法
と比較した論文がほとんど、③ONTARGET試験では否定的で有害
事象は増加）。	
Yusuf S, et al. ONTARGET Investigators: Telmisartan, ramipril, or both in patients at high risk for vascular events. 
N Engl J Med 2008; 358:1547.	

	

CKD診療ガイド2012では，
ACE阻害薬あるいはARBの
併用薬として，心血管イベント
ハイリスク群はCa拮抗薬，体
液貯留群は利尿薬を推奨	

JSH　高血圧治療ガイドライン2014 	



小児IgA腎症に対するACE阻害剤/ARBについて	

慢性病変が主病変でなければ初期からは使用せず、臨床経過
をみながら適宜追加。	

2012年のKDIGOガイドラインで、IgA腎症の初期治療としてACE
阻害剤またはARBによる治療が推奨されおり（1B、2D）、3～6
か月間血圧管理を含めたこの保存的治療で蛋白尿が改善な
ければ6か月間の副腎皮質ステロイドによる治療が望ましい（2C
）とある。しかし成人と異なり本邦の小児はその学校検尿によ
る独自システムにより、早期に発見・診断に至る症例が多く、
慢性病変が主である慢性期患者が少ない。急性期病変に対し
て副腎皮質ステロイドを中心とした積極的介入により腎予後を
改善する可能性は高いと思われ、またRAS系抑制剤は炎症の
鎮静化や半月体抑制効果が期待できず、初期投与により見か
け上の蛋白尿減少効果から治療効果を見誤る可能性がある	



日本で保険適応とされている小児の降圧剤	
カルシウム拮抗薬	

　 アムロジピン（ノルバスク、アムロジン 2.5/5mg）	

　　  小児への承認　高血圧症（6 歳以上）	

　　  用法・用量　1日1回2.5mg、適宜増減、1日最大5mg	

アンジオテンシン変換酵素阻害薬	

　 エナラプリル（レニベース 2.5/5/10mg）	

　　  小児への承認　高血圧症（１ヶ月以上）	

　　  用法・用量　0.08mg/kg/日を1日1回、適宜増減、1日最大10mg	

　 リシノプリル（ロンゲス、ゼストリル 5/10/20mg）	

　　  小児への承認　高血圧症（6 歳以上）	

　　  用法・用量　0.07mg/kg/日を1日1回、適宜増減、1日最大20mg	

アンジオテンシン受容体拮抗薬	

　 バルサルタン（ディオバン　20/40/80/160mg）	

　　  小児への承認高血圧症（6 歳以上）	

　　  用法・用量　35kg未満1日1回20mg/日、35kg以上1日1回40mg/日	

        　適宜増減、ただし35kg未満の場合1日最大40mg	



⑧　参考文献	



 IgA腎症ガイドライン等の時代背景	

日本	 国際的	

1995年	 IgA腎症診療指針	

2002年	 IgA腎症診療指針-第2版	

2007年	 小児IgA 腎症治療	
ガイドライン1.0 版	

2009年	 Oxford分類	

2011年	 IgA腎症診療指針-第3版	

2012年	 糸球体腎炎のための
KDIGO診療ガイドライン	

2014年	 エビデンスに基づくIgAN診療
ガイドライン	



１）　IgA腎症診療指針ー第3版2011	

	
厚生労働省進行性腎障害に関する調査研究
班報告　IgA腎症分科会	
	
1995年 IgA腎症診療指針	
	
2002年 IgA腎症診療指針-第2版	
	
2011年 IgA腎症診療指針-第3版	
→組織学的重症度に臨床的重症度を加味した新たな
予後分類（透析導入リスクの層別化）を提唱しているこ
とが特徴	







２） 　Oxford分類 
 
 
Working Group of the International IgA Nephropathy 
Network and the Renal Pathology Society. The Oxford 
classification of IgA nephropathy.  

	 Kidney Int 2009; 76:534-556. 
	



目的：IgANの進行を予測する組織病変を同定する	
	
対象と方法	
4大陸、8か国から集められた265例のIgANが対象（18歳未満の小
児は59例）	
・ eGFR30ml/min/1.73m2以上	
・蛋白尿0.5g/day以上、小児0.5g/1.73m2以上	
・経過観察期間12か月以上	
	

結果：以下の病理所見を臨床症状から独立した予後因子として選
択	

●Mesangial hypercellularity（メサンギウム細胞増殖）	

●Segmental glomerulosclerosis（分節性糸球体硬化）	

●Endocapillary hypercellularity（管内増殖）	

●Tubular atrophy/interstitial fibrosis（尿細管萎縮/間質線維化）	



●Mesangial hypercellularity（メサンギウム富核）	
0; メサンギウム細胞 < 4 個，1; メサンギウム細胞 4-5 個，	
2; メサンギウム細胞 6-7 個，3; メサンギウム細胞 ≧ 8 個 	
メサンギウムスコアはすべての糸球体の平均スコア	
　⇒M0:≦0.5、M1:＞0.5	
●Segmental glomerulosclerosis（分節性糸球体硬化）	
全てではない糸球体係蹄の硬化があるか、癒着の存在	
　⇒S0:なし、S1:あり	
●Endocapillary hypercellularity（管内増殖）	
管腔狭窄を起こす糸球体毛細血管腔内の細胞数増加による富核　	
　⇒E0:なし、E1:あり	
●Tubular atrophy/interstitial fibrosis（尿細管萎縮/間質線維化）　　	
尿細管萎縮あるいは間質線維化をみる皮質の％（高い方）	
　⇒T0:0～25％、T1:26～50％、T2:＞50％	



特徴：①国際協力のもとでの研究、②多彩な病変を明確に定
義、③病理医による病変の再現性を検証、④厳格な統計学的
な解析に基づいての作成	
	
これらの予後因子は小児でも成人と同様であった	

※Coppo R, et al. The Oxford IgA nephropathy clinicopathological classification is valid for children as well 
as adults. Kidney Int 2010; 77:921.　	
※Edström Halling S, et al. Predictors of outcome in paediatric IgA nephropathy with regard to clinical and 
histopathological variables (Oxford classification).Nephrol Dial Transplant 2012; 27:715.	
	

Oxford分類の問題点	
①予後因子として半月体が選択されていない点	
　（→片淵らは予後因子として半月体の意義を証明	
　　Clin J Am Soc Neph 6,2806-13,2011）	
②蛋白尿0.5ｇ/日未満の軽症例とeGFR30未満の重症例を除
外した中等度のIgANのみ対象としたCohortである点	



10.1:IgA 腎症患者における進行性腎障害のリスクの有無を含め
た初期評価（省略） 
10.2:抗蛋白療法および降圧療法 
10.2.1:尿蛋白＞1 g/日の患者では、長期のACE 阻害薬またはARB
 による治療を推奨する。血圧によって薬剤を増量する。(1B) 
10.2.2:蛋白尿が0.5-1.0 g/日(小児は 0.5 -1 g/日/1.73 m2)であ
れば、ACEI またはARB で治療することが望ましい。(2D) 
10.2.3:蛋白尿が1 g/日未満になるように耐えられる限りACEI または
ARB を増量することが望ましい。(2C) 
10.2.4:目標降圧値は、尿蛋白が1 g/日未満の患者では130/80 
mmHg 未満、尿蛋白1 g/日以上の患者では125/75 mmHg 未満で
ある。 
10.3:副腎皮質ステロイド	

３）　糸球体腎炎のためのKDIGO診療ガイドライン
2012	



10.3.1: 3-6 か月間の至適な保存的治療（ACEI またはARB の投
与と血圧コントロール）にもかかわらず、尿蛋白1 g/日以上が持
続する患者で、GFR>50 ml/min/1.73 m2であれば、6 か月間の副
腎皮質ステロイドによる治療を行うことが望ましい。(2C)10.4:免疫
抑制薬（CPA、MMF、CsA） 
10.4.1:IgA 腎症患者では、副腎皮質ステロイドとCPAまたはAZPを
併用して治療しないことが望ましい。（急速に腎機能が低下する
半月体形成性糸球体腎炎の場合は例外である。10.6.3 参照）(2D) 
10.4.2:急速に腎機能が低下する半月体形成性腎炎でない限り、
GFR<30ml/min/1.73 m2の患者を免疫抑制薬で治療しないことが
望ましい。(2C) 
10.4.3: IgA 腎症患者にMMF を使用しないことが望ましい。(2C) 
10.5:その他の治療 
10.5.1:魚油治療 
10.5.1.1:3-6 か月間の至適な保存的治療（ACEI またはARB の投
与と血圧コントロール）にもかかわらず、尿蛋白1 g/日以上が持
続するIgA 腎症患者に魚油による治療を行うことが望ましい。(2D) 
10.5.2:抗血小板薬 
	



10.5.2.1: IgA 腎症患者に抗血小板薬による治療を行わないことが
望ましい。(2C)10.5.3:扁桃腺摘出術 
10.5.3.1: IgA 腎症患者に扁摘を行わないことが望ましい。(2C) 
10.6:非典型的なIgA 腎症 
10.6.1:メサンギウムにIgA 沈着を認める微小変化型（省略） 
10.6.2:肉眼的血尿を伴う急性腎障害（AKI） 
10.6.2.1: IgA 腎症患者で肉眼的血尿を伴うAKI を合併した場合、
腎機能が悪化し始めて5 日以降改善がなければ、再生検を行う。 
10.6.2.2: AKI を伴ったIgA 腎症患者で肉眼的血尿が見られる期間
に行った腎生検の所見がATNと尿細管内赤血球円柱のみの場合、
AKI に対する一般的な保存的治療を行うことが望ましい。(2C) 
10.6.3:半月体形成性IgA 腎症 
10.6.3.1:急速進行性に腎機能が低下していく患者の腎生検で50
％以上の糸球体に半月体が認められる場合には半月体形成性IgA
 腎症と定義する。 
10.6.3.2:急速進行性で半月体形成性IgA 腎症の患者には、ANCA
 血管炎と同様の治療である、副腎皮質ステロイドとCPAを使用す
ることが望ましい(2D)。	



【免疫抑制療法（成人）のCQ】 
CQ 1 副腎皮質ステロイド薬はIgA 腎症に推奨されるか？ 
尿蛋白≧1.0 g／日かつCKD ステージG1～2 のIgA 腎症の腎機
能障害の進行を抑制するため，短期間高用量経口ステロイド療
法（プレドニゾロン0.8～1.0 mg／kg を約2 カ月，その後漸減して約6
 カ月間投与）を推奨する．（B） 
尿蛋白≧1.0 g／日かつCKD ステージG1～2 のIgA 腎症の腎機
能障害の進行を抑制するため，ステロイドパルス療法〔メチルプレ
ドニゾロン1 g 3 日間点滴静注（あるいは静脈内投与）を隔月で3 
回＋プレドニゾロン0.5 mg／kg 隔日を6 カ月間投与〕を推奨する．
（B） 
ステロイド療法は，尿蛋白0.5～1.0 g／日かつCKD ステージG1～2 
のIgA 腎症の尿蛋白を減少させる可能性があり，治療選択肢とし
て検討してもよい．（C1）	

４）　エビデンスに基づくIgA腎症診療ガイドライン
2014	



CQ 2 口蓋扁桃摘出術＋ステロイドパルス療法は推奨されるか？ 
口蓋扁桃摘出術＋ステロイドパルス療法はIgA 腎症の尿所見を改善し，腎機
能障害の進行を抑制する可能性があり，治療選択肢として検討してもよい．（C1） 
 
CQ 3 口蓋扁桃摘出術（単独）は推奨されるか？ 
口蓋扁桃摘出術はIgA 腎症の尿所見を改善し，腎機能障害の進行を抑制する
可能性があり，治療選択肢として検討してもよい．（C1） 
 
CQ 4 免疫抑制薬は推奨されるか？ 
CPA、AZP、CsA、MMF、MZRは，IgA腎症の腎予後を改善する可能性があり，
治療選択肢として検討してもよい（保険適用外）．（C1） 
 
【免疫抑制療法（小児）のCQ】 
CQ 5 小児症例に対して免疫抑制療法は推奨されるか？ 
小児IgA 腎症重症例に対しての免疫抑制療法は蛋白尿減少，糸球体硬化の
進行阻止，腎予後の改善に効果があり推奨される．（B） 
 
CQ 6 小児症例に対してカクテル療法は推奨されるか？ 
予後不良が予想される重症小児IgA腎症例に対して副腎皮質ステロイド薬と免
疫抑制薬，抗凝固薬，抗血小板薬を用いた多剤併用療法は蛋白尿減少と糸球
体硬化の進行阻止，腎機能予後の改善に効果があり推奨される．（B）	



【補助，支持療法（成人）のCQ】 
CQ 7 RA 系阻害薬はIgA 腎症に推奨されるか？ 
RA 系阻害薬は，尿蛋白≧1.0 g／日かつCKD ステージG1～3b のIgA 腎症の
腎機能障害の進行を抑制するため，その使用を推奨する．（A） 
RA 系阻害薬は，尿蛋白0.5～1.0 g／日のIgA 腎症の尿蛋白を減少させる可能
性があり，治療選択肢として検討してもよい．（C1） 
 
CQ 8 抗血小板薬はIgA 腎症に推奨されるか？ 
ジピリダモールは，尿蛋白の減少効果および腎機能障害の進行抑制効果を有
している可能性が報告されており，治療選択肢として検討してもよい．（C1） 
塩酸ジラゼプは，尿蛋白の減少効果を有している可能性が報告されており，治
療選択肢として検討してもよい．（C1） 
 
CQ 9 n–3 系脂肪酸（魚油）はIgA 腎症に推奨されるか？ 
n—3 系脂肪酸（魚油）は，IgA 腎症の腎予後を改善する可能性があり，治療選
択肢として検討してもよい．（C1） 
 
【生活・食事指導の注意のCQ】　省略	



組織上慢性病変を主体とするもの（皮質において25％以上の
領域で間質の線維化，あるいは尿細管の萎縮を呈するもの：
おおむねバンフ分類のci2 あるいはct2 以上に相当4：や30％
以上の糸球体に全節性硬化を認めるもの）や臨床的に急速進
行性腎炎症候群を呈する患者も対象としない．IgA 腎症患者を
臨床的，あるいは組織的な重症度に基づき大きく二つに分類
して治療指針を示した．	
	
「重症例」：高度蛋白尿（早朝尿蛋白クレアチニン比が1.0 以上
を示すもの），びまん性メサンギウム増殖（中等度以上のメサ
ンギウム増殖，半月体形成，癒着，硬化病変のいずれかの所
見を有する糸球体が全糸球体80％以上に認める），または半
月体形成を30％以上の糸球体に認める．	
	
「軽症例」：重症例以外のもの	

５）小児IgA腎症治療ガイドライン1.0版2007	



「軽症例」の治療：以下の2剤のいずれかを2年間以上投与する．	
アンギオテンシン変換酵素阻害薬：リシノプリル0.4mg/kg/ 日 分1（最大20mg/ 
日）	
漢方薬：柴苓湯1包 分2（体重20kg以下），2包 分2（20～40kg），3包 分3（40kg
以上）	
	
「重症例」の治療：治療は副腎皮質ステロイド薬，免疫抑制薬，抗凝固薬，抗血
小板薬を用いた2年間の多剤併用療法（カクテル療法）とする．	
・副腎皮質ステロイド薬：プレドニゾロン内服	
1）2mg/kg/ 日（最大量：80mg/ 日）分3，連日投与，4週間．	
2）その後，2mg/kg分1，隔日投与とし，以後漸減中止．投与期間は原則2年間
とする．	
・免疫抑制薬：アザチオプリンまたはミゾリビン内服	
アザチオプリン：2mg/kg/日（最大量：100mg/日）分1，2年間．	
ミゾリビン：4mg/kg（最大量：150mg/ 日）分2，2年間．	
・抗凝固薬：ワルファリンカリウム内服	
朝分1，トロンボテストで20～50%となるよう投与量を調節．	
安全のために0.5～1mg/日より開始すること．遮光して保管すること．	
・抗血小板薬：ジピリダモール内服	
3mg/kg/日分3で開始し，副作用がなければ1週間後から6～ 7mg/kg/日（最大
量：300mg/ 日）	



主な副作用	

リシノプリル：めまい，ふらつき，低血圧，咳，高カリウム血症，腎機能低
下，催奇形性	
柴苓湯：アレルギー性膀胱炎，肝機能障害，間質性肺炎，偽アルドステ
ロン症	
プレドニゾロン：感染症の増悪，続発性副腎皮質機能不全，糖尿病，消
化管潰瘍，精神変調，骨粗鬆症，骨頭無菌性壊死，緑内障，	
白内障，血栓症，満月様顔貌，血圧上昇，ざ瘡，皮膚線状，創傷治癒障
害，皮膚菲薄化	
アザチオプリン：汎血球減少，貧血，無顆粒球症，血小板減少，感染症，
肝機能障害，脱毛，催奇形性	
ミゾリビン：骨髄機能抑制，感染症，肝機能障害，尿酸値の上昇，ALP 
上昇，脱毛，催奇形性	
ワルファリンカリウム：出血傾向，催奇形性	
ジピリダモール：出血傾向，発疹，頭痛，心悸亢進，血圧低下，潮紅，嘔
気，嘔吐，ほてり，脱力・けん怠感	


