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 膜性腎症 (membranous nephropathy ; MN)について

● ＭＮは病理学的に糸球体上皮下への免疫複合体 （ immune  
　complex : IC) の沈着により、糸球体基底膜のびまん性肥厚 
   をきたす疾患であり、特発性と二次性に分類される。 

● 小児のMNでは特発性が多い。 

● 特発性、二次性とも予後は良好だが、現時点で定まった治療  
    法はない。 



　　　　　　IMNの最近の動向
● 成人において2009年にBeckらにより、ヒト膜腎症の抗原として膜性ホス
ホリパーゼA2受容体（M-type phospholipase A2 rectptor : PLA2R)が
報告され、今後更なる研究が進展する可能性がある。 

● PLA2Rは成人IMNの約70%に発現しており、膜性腎症の主要抗原と考えら
れている。しかしPLA2Rを認める小児IMNは米国から1報あるのみで、IM
Nの約45%（10/22)で陽性とされ、まだ十分な検討はされていない。 

● PLA2R以外にも新生児期のIMNの原因抗原として知られている、neutral 
endopeptidase(NEP)、aldose reductase、superoxide dismutase(SOD2
)などが原因抗原として同定されている。今後これらの抗原に対する抗体を
検出する事が出来れば、IMNの診断法になる可能性がある。 

Beck LH et al. NEJM 361 : 11-21,2009 
Debiec H et al. NEJM 346 : 2053-2060,2002 
Prunotto et al. J Am soc Nephrol 21 : 507-519 2010 
Cossey L et al. Peditr Neprol : 2307-2311, 2013 



　　　　　　　　　 MNの疫学 

● 成人ではネフローゼ症候群の原因でMNが一番多い(約30%)
が、小児は少ない。 

● 国際小児腎臓病研究班（ISKDC)では、ネフローゼ症候群を
示す小児で、MNを占めるのは1-7%と報告している。 

●多くが特発性であり、二次性の頻度はMNの約30%と報告さ
れているが地域差が大きい。 

●発症年齢は７~12歳が多い。一般的に男児に多く、男女比
は３：１である。 

J. Ashley, Pediatric  Membranous Nephropathy  
 in the Pediatric Population, 2009, pp 799-814 
Menson S et al, : Pediatric Nephrol 25 : 1419-1428, 2010 



　　　　　病因・病態 

● 糸球体基底膜上皮下へ免疫複合体が沈着することで発症する
免疫複合体関連疾患である。 

● 免疫複合体による補体活性化によりC5b-9複合体 
  （membrane attack complex: MAC) が形成され、蛋白尿等
の出現に関与する。 

● 特発性の病因は不明だが、二次性MNの病因（次項参照）は
多彩である。 



　　　　　　　二次性MNの原因疾患 

　重要な二次性の原因は、B型肝炎、全身性エリテマトーデス 
   、薬剤（非ステロイド系抗炎症薬など）等がある。　 
　　　(※日本での2次性の原因の多くがB型肝炎ウイルスだが、1985年B型肝炎母子感染防止事業以来減少し、現在は非常に少なくなった。） 

Menson S et al, : Pediatric Nephrol 25 : 1419-1428, 2010 

感染性疾患 　B型肝炎、C型肝炎、梅毒、溶連菌、マラリアなど

自己免疫性疾患　SLE、関節リウマチ、シェーグレン症候群など

薬剤
　金製剤、D-ペニシラミン、ブシラミン、カプトプリル、NSAIDなど 



                          MNの症状 

● 蛋白尿を主体とするが、顕微鏡的血尿を約40-80%に認め
る。40-75%はネフローゼ症候群を発症し、16-38%は無
症候性蛋白尿（一部は血尿を伴う)で発見される。 

● 学校検尿が普及している本邦では無症候性の尿異常で発見
される例が海外の報告に比し多い。 

前川講平ら　日小児腎臓会誌　22 : 6-12, 2009 
Jefferson JA, el al. : Pediatiric Nephpology. 3rd ed, 799-814,2010 
Menson S et al, : Pediatric Nephrol 25 : 1419-1428, 2010 



　　　　　　　MNの病理組織所見1
　　　　    光学顕微鏡と蛍光抗体法所見

光学顕微鏡所見 
●免疫複合体の沈着はPAM or MT染色標本で確認するが、初期には基 
   底膜の変化を確認出来ない事もあり、微小変化と診断される事がある。 

● MNで特異的な変化は、spike形成（stageⅡ、stageⅢ）やbubbly   
   appearanceである。更に進行すると、糸球体基底膜の肥厚が著明とな 
   り、基底膜が二重化したように見える事がある。（StageⅢ、stageⅣ） 

蛍光抗体法所見 
● IgG  and/or C3が顆粒状に糸球体基底膜に沿って沈着。 
● C1qの沈着は通常認めない。C1q沈着が明らかなときは二次性（特にループス腎炎） 
　 を考慮して原因検索をする。 
● IgGサブクラス染色（成人IMNではIgG４の染色が優勢となり、染まらなかった場合は二次性を考え 
　  る。ループス腎炎はIgG2がほぼ100%染まる。しかし、小児特発性の特徴としてIgG1、3の染色が 
  　優勢となることがある。） 



     MNの病理組織所見2  電子顕微鏡所見 
● 電子顕微鏡による高電子密度沈着物（EDD:electron dense deposit）の 性
状とGBMの変化に基づいて４つの病期stageに分類される。 

< Ehrenreichi-Churgのstage分類 > 
　　I  型：係蹄壁の上皮下に小さな散在性のEDDを認める。 
　　　　　 GBMの肥厚無し（‐） 
　　II 型：上皮下のEDDの数、大きさが増加し、沈着したEDDの間からGBM　 
　　　　　 基質(spike)を認める。　GBMの肥厚は強い（＋＋） 
　   III型 : 上皮下のEDDはGBM内に陥入する。 GBMの肥厚は強い（＋＋） 
 　  Ⅳ型  : GBMは不規則で肥厚は強い（＋~＋＋）

． 



電顕によるStaging 
（腎生検病理診断標準化への指針より抜粋）

 *基底膜内に吸収され、 
   電子密度が低下した沈着物。



            　 予後 
•  腎機能予後は良好。 

•  小児期のIMNでは自然寛解が約30%に認める。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                        Menson S et al.Pediatr Nephrol 25: 1419-28,2010 

•  日本での報告（20例、12例、38例）は予後良好であ
り、GFR低下を認めていない報告が多い。 

                        　　　　　　　　　　　                                                                                 稲場進ら,日本小児会誌90 : 2473-2481 
1986,  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       Tsukahara H et al : Pediatr nephrol 4: 387-391, 1993 
                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Obana M et al : Clin J Am Soc Nephrol 1: 723-729,2006 

•  一方欧米ではCKDの移行は10-37%と我が国より高い傾向に
ある。（NS発症が我が国約25%と少ないが、欧米では38-89.5%と多い事と関係がある可能性がある） 

                                                                         Jefferson JA et al : Pediatric Nephrology 6th ed,pp641-654,2009 

•  発症時に、ネフローゼ症候群、10歳以上、高血圧があると
予後が悪くなるとの報告がある。                                         

                                                                         Jefferson JA et al : Pediatric Nephrology 6th ed,pp641-654,2009 



当グループでの特発性MNの管理 



　 　我々の治療の基本的考え方
● 腎生検の光顕/蛍光所見でMNパターンを認めた場合は、まずＢ型肝炎や膠原病など
二次性のものがないかどうかを十分に評価する。 

　（※特発性MNの診断は、二次性MNを除外して初めてなされる。） 

●小児IMNは成人より高い自然寛解率があるため、高度蛋白尿（uP/Cr>1)、ネフロー
ゼ等がない限り、通常ステロイド治療は必要としない。 

　 我々は、典型的なIMNのIF所見であるIgG and/or C3が染まる群（典型染色群＊1）
に対して、IgG/C3以外が追加で染まるような病態（非典型染色群＊2 ）時は、より
免疫グロブリンや補体が強く基底膜に影響している病勢と判断する。 

● 非典型染色群は典型染色群と比べ、免疫系がより強く関与している可能性があり、
蛋白尿が多い症例が多い。そのため、非典型群ならばネフローゼの有無、蛋白尿の
程度に関わらず、初期からステロイド治療を開始する。 

● 約15年間の当グループの治療法において、あいち小児保健医療総合センター、名古
屋第二赤十字病院のIMN20症例で、全例腎機能障害を残さず、蛋白尿が全例消失し
て治療薬中止後も再発していない。 

＊1  典型染色群：ＩｇＧ and /or C3 陽性 
＊2  非典型染色群：　ＩｇＧ and /or C3  ＋( C1q or IgA or IgM or C4) 陽性 



　　　　MNの検査
•  現在MNに特異的な血液、一般検査所見はない。 
•  NCKiDs ネフローゼ症候群の入院時検査に準ずる。    

＜腎生検からMNを疑えば、HBV, HCV感染症、その他膠原病の 
　自己抗体なども追加する。＞ 
 感染：HBs抗原、HBs抗体、HBc抗体、HCV抗体など 
 膠原病：抗核抗体、リウマトイド因子 
        ・SLE：抗DNA抗体、抗dDNA抗体、抗Sm抗体など 
        ・Sjogren症候群：抗SSA抗体、抗SSB抗体など 
        ※その他疑う膠原病に応じて自己抗体検査を考慮 



　　 IMN治療アルゴリズム 

特発性膜性腎症 

  無症候性蛋白尿 
     （非ネフローゼ） 
   UP/Cr<1.0 

・Dipyridamole  
    （5mg/kg/day 分2-3） 

　非典型染色群※1  　典型染色群※2 

ネフローゼ症候群 or  
高度蛋白尿（UP/Cr ≧ 1.0) 

・Dipyridamole （5mg/kg/day 分2-3） 
・PSL（1mg/kg/day 隔日投与） 
  ※尿蛋白減少後にPSL減量開始 

※1.非典型染色群：IgG and /or C3 
＋IgA or IgM or C1q or C4が陽性

※1年位で改善が乏しい時は以下追加を考慮する 
・ARB/ACE‐I 
・PSL＋シクロスポリン（NS治療に準ずる）  
・ブレディニン（NS治療に準ずる）

※2. 典型染色群：IgG and /or C3 陽性



　　　MNの治療成績 
あいち小児保健医療総合センター、名古屋第二赤十字病院の症例 
　　　　　　　　　　　病理学的（蛍光染色）な治療選択



    　　　　病理所見(参考症例）

IgG C3, C4

ＩｇＡ C1q

IgM

IgG C3

C4

C1q染まらず

IgA, M染まらず

（非典型染色群） （典型染色群）

400倍 400倍

典型染色群： 
IgG and /or C3 陽性

非典型染色群： 
ＩｇＧ and /or C3  ＋( C1q or 
IgA or IgM or C4) 陽性

C4染まらず



　　　小児特発性MN（あいち15症例）
性別stage

年齢
(歳)

治
療
※

  初診時 

 uP/Cre 
     最終 

 uP/Cre 

　 初診時

　eGFR%　　  
 　　 (sCre) 

　　最終

　eGFR%　　  
 　 (sCre) 

治療開始から 
蛋白尿陰性化ま
での期間（ヶ月） 

  症例1 女 1 3 ① 3.8 0.04　115(0.25)　103(0.40) 7.3
  症例2 男 2 4 ① 1.2 0.05　103(0.3) 　106(0.35) 2.6
  症例3 女 1 6 ① 2.37 0.05　86(0.39) 　88(0.50) 2.9
  症例4 女 2 7 ① 1.22 0.02　87(0.39) 　140(0.32) 3
  症例5 女 1 8 ① 2.34 0.05　99.7(0.34)　86.1(0.47) １
  症例6 男 1 9 ① 1.84 0.18　85(0.45) 　82(0.62) 10.6

  症例7 男 2      7 ⑦ 0.27 0.03　85(0.51) 　95(0.40) 3.2

  症例8 男 2 5 ② 0.98 0.06　123(0.27)　137(0.28) 2.5
  症例9 男 1 14 ② 1.56 0.02　121(0.58)　108(0.66) 5.3
  症例10女 2 2 ③ 1.55 0.02　98.5(0.28)　85(0.45) 1.5
  症例11男 2 6 ③ 7.56 0.04　97(0.36) 　130(0.29) 　26
  症例12女 2 4 ④ 3.03 0.12　99(0.31) 　100(0.33)   19
  症例13男 2 3 ⑤ 0.87 0.04　87(0.31) 　86(0.49) 5
  症例14男 1 7 ⑥ 0.71 0.02　92(0.40) 　86(0.45) 0.9
  症例15男 2-3 14 ① 0.29 0.02　117(0.61)　95(0.40) 9.3

※治療：①Predonisolone(＋Dipyridamole) 、②Predonisolone＋Enalapril / Valsartan 、③Predonisolone＋Mizoribin  
④Predonisolone＋Ciclosporin 、⑤Enalapril 、⑥Dipyridamole、⑦投薬なし(投薬直前で尿蛋白減少）

非典型 
染色群

典型 
染色群

2011年小児腎不全学会



　     小児特発性MN（名古屋第二　5症
例）

性
別
stage

年齢
(歳)

治療
※

  初診時 

 uP/Cre 
     最終 

 uP/Cre 

　 初診時

　eGFR%　　  
　　最終

　eGFR%　　  
治療開始から 
蛋白尿陰性化ま
での期間（月数） 

  症例1 男 1-2 2 ① 14.2 0.05　103.7 　121.1 8

  症例2 男 1 5 ⑥ 0.7 0.04　115 　121 17

  症例3 女 1 7 ⑥ 0.6 0.05　103 　106 3

  症例4 女 １ 5 ⑥ 0.4 0.05　121 　119 5

  症例5 女 １ 6 ⑥ 0.2 0.02　117 　140 6

典型 
染色群

　非典型 
　染色群

症例2：アンギナール使用。治療9ヶ月目潜血陰性、蛋白±↓（UP/Cr=0.3）、17ヶ月目尿蛋白陰性。その後時々±、3年半以降尿蛋白陰性。 

症例3：他院にてステロイド開始。学校検尿指摘、蛋白尿600mg/dl、Alb3.6、T‐chol220mg/dl、BUN10.3、Cre0.4mg/dlとなり、 
　　　　　ネフローゼ症;候群疑いで他院入院、ステロイド1ヶ月使用するも改善なく紹介受診。 当院ではアンギナールのみ使用。　（尿蛋白1＋、潜血±）

症例4：アンギナール使用（1年）。学校検尿指摘、 UP/Cr=0.2‐0.4↑（潜血１，蛋白１）

症例5：アンギナール使用（７ヶ月）。3歳検尿指摘、５歳学校検尿指摘→紹介　、 UP/Cr=0.12‐0.18 （潜血2，蛋白１）

症例1：ステロイド使用（14ヶ月）。ネフローゼ症候群、高血圧腎機能障害なし、PSL開始１ヶ月で蛋白尿減少傾向あり、以後1mg/kg隔日減量

※治療：①Predonisolone(＋Dipyridamole) 、②Predonisolone＋Enalapril / Valsartan 、③Predonisolone＋Mizoribin  
④Predonisolone＋Ciclosporin 、⑤Enalapril 、⑥Dipyridamole、⑦投薬なし(投薬直前で尿蛋白減少）



　　　　　　　　結果

•  多くの症例（20例中14例）が、3歳児健診や学校検尿で発見
された無症候性蛋白尿（and/or 血尿）での発見であり、ネフ
ローゼ症候群を呈したのは20例中2例のみであった。 

•  あいち小児症例の7/15例、第二日赤症例の1/5例が高度蛋
白尿（uPro/Cre ≧1.0）を来たし、高度蛋白尿の全例が非典
型染色群であった。 

•  全例尿蛋白陰性化しており、治療を中止した現在も全例再
発していない。 

•  全例腎機能障害を認めなかった。 



以下参考



　　　　　　MNの治療　KDIGOのガイドライン2012

・小児は成人より高い自然寛解率があるため、重度の症状がない限り、通常保存的治療以上は必要としない。 
　ネフローゼ症候群等の症候性疾患を有する小児には、投与量を調節したうえで成人に使用される同じ薬の併 
　用療法が望ましい。（2C) 
・(7.8.1) 小児のIMN治療は成人のIMNの治療に準じることが望ましい。（2C) 
・(7.8.2) 小児においては副腎ステロイド療法とアルキル化薬を繰りえ返す治療は2回以上行わないことが望ま 
　しい。（2D) 

＜成人治療＞ 
● (7.2.1) 初期治療はネフローゼ症候群患者のみ行う事を推奨する。また以下のような状態で 
    は治療を考慮することを推奨する。 
・少なくとも6ヶ月間の観察期間中に、降圧療法や抗蛋白尿治療を行っても、4g/日を超える 
   蛋白尿が持続し、初期の蛋白尿50%を超える蛋白尿が残る場合。（1B) 
・ネフローゼ症候群に関連する重篤な症状、機能障害を伴う症状、生命予後に関連する症状が 
   ある場合。（1C) 
・6-12カ月間に血清クレアチニン値が診断時に比較して30%以上増加するが、eGFR 25- 
   30ml/min/1.73m2以下にならず、かつ、この変化が合併症では説明できない場合。(2C) 
●(7.3.1) 初期治療として副腎ステロイドパルス療法に、継続した経口ステロイドと経口アルキ　 
　ル化薬を各月ごとに交互に6か月間繰り返す治療を推奨する。（1B)  
●(7.5.1) IMNの初期治療としてステロイド単独で治療しないことを推奨する。(1B) 

                                                                                                      糸球体腎炎のためのKDIGO診療ガイドライン, 東京医学社, 2013  



   特発性膜性腎症治療アルゴリズム 
特発性膜性腎症 

無症候性蛋白尿 
（非ネフローゼ） 

・ACEI / ARB使用 

ネフローゼ症候群 / 
高度蛋白尿（UP/Cr>2.0) 

ステロイド抵抗性  ステロイド感受性 

ステロイド隔日投与 
（PSL 1mg/kg/day） 
3~6ヶ月かけ減量 

シクロスポリン（NS治療に準ずる）  
＋ステロイド隔日投与（PSL 1mg/kg/day） 

シクロホスファミド2mg/kg/day 12週間 
＋隔日ステロイド投与（PSL 1mg/kg/day） 
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PSL 2mg/kg/day 4-8週間使用 


