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略語 英表記 日表記

ANCA anti-neutrophil cytoplasmic antibody 抗好中球細胞質抗体

AZA azathioprine アザチオプリン

CGN crescentic glomerulonephritis / chronic glomerulonephritis 半月体形成性（糸球体）腎炎 / 慢性糸球体腎炎

CY cyclophosphamide シクロホスファミド

EGPA eosinophilic granulomatosis with polyangiitis 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（＝Churg-Straus症候群）

GPA granulomatosis with polyangiitis 多発血管炎性肉芽腫症（＝Wegener肉芽腫症）

HSPN Henoch-Schönlein purpura nephritis 紫斑病性腎炎

IVCY intravenous cyclophosphamide シクロホスファミド間歇静注療法

LN lupus nephritis ループス腎炎

MMF mycophenolate mofetil ミコフェノール酸モフェチル

MPA microscopic polyangiitis 顕微鏡的多発血管炎

MPO myeloperoxidase ミエロペルオキシダーゼ

MPT methylprednisolone pulse therapy ステロイドパルス療法

MTX methotrexate メトトレキセート

PE plasma exchange 血漿交換療法

PR3 proteinase 3 プロテイナーゼ3

PSL prednisolone プレドニゾロン

RLV renal-limited vasculitis 腎限局型血管炎

RPGN rapidly progressive glomerulonephritis 急速進行性糸球体腎炎

RTX rituximab リツキシマブ

TIN tubulointerstitial nephritis 尿細管間質性腎炎

TPMT thiopurine methyl transferase チオプリンメチルトランスフェラーゼ



急速進行性糸球体腎炎（rapidly progressive 
glomerulonephritis；RPGN）は、 WHO により、「急性あるいは
潜在性に発症する肉眼的血尿、蛋白尿、貧血、急速に進行する

腎不全症候群」と定義されている。RPGN は病理学的には、多
数の糸球体に半月体の形成を認める壊死性半月体性糸球体

腎炎（necrotizing crescentic glomerulonephritis；NCGN）が典
型像である。しかし、NCGN以外にも RPGN の臨床経過をたど
る疾患もあり、前述の定義を満たす、腎炎様の尿所見を伴い、

急速な腎機能の悪化により放置すれば末期腎不全まで進行す

る疾患は、臨床的にRPGN 症候群として取り扱われる。
急速進行性腎炎症候群の診療指針　第2版
 日本腎臓学会誌 2011；53（4）：509-555



2007年～2012年にJKDR/JRBR（Japan Kidney Disease 
Registry / Japan Renal Biopsy Registry）に登録された
15,297例のうち、RPGNは996例、6.5%を占めた。 

RPGNの全国調査において、1989～2007年の期間に1,772
例の報告があった。最も多い原疾患は、RLVで42.1%、2番
目は、MPAで19.4%、3番目は、抗GBM関連RPGNで6.1% 
だった。男女比は１：1.06と女性が若干多く、発症時年齢は、
各病型とも近年になるほど高齢での発症例が増加している。

A nationwide survey of rapidly progressive glomerulonephritis in Japan : etiology, 
prognosis and treatment diversity Clin Exp Nephrol 2009 ; 13 : 633-650

厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服研究事業） 進行性腎障害

に関する調査研究 平成24年度総括・分担研究報告書 研究代表者 松尾清一 平成25(2013)年4月：18-22



1985年USA；50症例(4) 1992年UK；30症例(5) 2008年India；22症例(6)

男 / 女 　20 / 30 　13 / 17 　14 / 8

診断時 
平均年齢 　10.1（1.7～17.2） 　9.5（3.7～15.7） 　12.27（4～18）

原因 
疾患

非特異的免疫複合体型 13, 
SLE 9, 特発性 7, PSGN 6, 
IgA腎症 4, HSPN 3, 血管炎 
3, 抗GBM型 3, DDD 2

HSPN 9, MPGN 7, MPA 3, 
PAN 1, 特発性 4, PSGN 2, 
抗GBM型 2, SLE 1, 
Wegener’s 1

PSGN 2, PIGN 5, MPGN 
5, SLE 2, 抗GBM型 2, IgA
腎症 1, Wegener’s 1

予後
GFR＞90         13/47(28%) 
15≦GFR≦90 11/47(23%) 
GFR＜15         23/47(49%)

GFR＞80          4/30（13%） 
15≦GFR≦80 10/30（33%） 
GFR＜15         16/30（53%）

GFR＞60        7/22（32%） 
30≦GFR≦60 5/22(23%) 
15≦GFR＜30 3/22（13%） 
GFR＜15         7/22（32%）

予後規
定因子

大きな半月体の比率 
ボウマン嚢gapの頻度 
組織の慢性病変

診断時に透析が必要 
線維性半月体

検討はされていないが、予後

の改善には早期診断・早期治

療が必要との記述がある。

(4) Kidney Int 1985; 27: 450‐458. (5) Pediatr Nephrol 1992; 6: 231-235. (6) Pediatr Nephrol 2008 Mar; 23(3): 389‐94.



Antineutrophil Cytoplasmic Autoantibody‒Associated
 Glomerulonephritis in Children. J Am Soc Nephrol 12: 1493‐1500, 2001

2001年日本；31症例（７）

男 / 女 　4 / 27

診断時平均年齢（範囲） 　12（5～17）

病型 　NCGN 10,  MPA 21

治療 　CY＋PSL 26,  PSL 5

予後 　腎機能正常 15 （48%） 
　腎機能低下 6 （19%） 
　末期腎不全 9 （29%）　死亡 1 （3%）

予後規定因子 　診断時の血清Cr濃度が高い 
　線維性半月体の比率が大きい

（7）



a. 一次性

半月体形成性糸球体腎炎（免疫複合体型CGN, ANC
A関連型CGN, 抗GBM型CGN, 混合型CGN）、膜性
増殖性糸球体腎炎（MPGN）、膜性腎症（MN）、IgA腎症

b. 全身性

Goodpasture症候群、SLE（=ループス腎炎）、Wegene
r肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎（MPA）、紫斑病性腎炎
（HSPN）、クリオグロブリン血症、関節リウマチ、悪性
腫瘍、感染症（感染後急性糸球体腎炎、感染性心内

膜炎、シャント腎炎、HCV）、TIN（感染性、薬剤性）
急速進行性腎炎症候群の診療指針　第2版 日本腎臓学会誌 2011；53（4）：509-555 より一部改変



1） 尿所見異常（血尿、蛋白尿、円柱など） 

2） eGFR＜60ml/min/1.73m2 

3） CRP高値や赤沈亢進 

上記の１）～3）を認める場合、RPGN疑いとし

て精査を進める。最近出現した検尿異常につ

いては、腎機能が正常であってもRPGNの可

能性を念頭に置く。
急速進行性腎炎症候群の診療指針　第2版 日本腎臓学会誌 2011；53（4）：509-555



1） 数週から数ヵ月の経過で急速に腎不全が進行する。 

2） 血尿、蛋白尿、円柱尿などの腎炎性尿所見がある。 

3） 過去の検査歴がない場合や、来院時に無尿状態で
尿所見が得られない場合は、臨床症候や腎エコー、CT
などにより、腎サイズ、腎皮質の厚さ、皮髄境界、尿路

閉塞などのチェックにより、慢性腎不全との鑑別を含め

て、総合的に判断する。

急速進行性腎炎症候群の診療指針　第2版 日本腎臓学会誌 2011；53（4）：509-555



〔血液〕 血算, 血液像, 血液ガス, TP, Alb, T-Bil, D-Bil, 
AST, ALT, ALP, γ-GTP, BUN, Cr, UA, Cys-C, 
Na, K, Cl, Ca, P, CRP, CK, LDH, IgA, IgG, 
IgM, C3, C4, CH50, ASO, ASK, 赤沈, PT, 
APTT, Fib, FDP, D-D, RF, 抗核抗体 

〔尿〕 尿定性・沈渣, NAG, β2MG, Pro, Cr, UN, UA, 
Na, Ca, P 

〔腎エコー〕 両腎サイズ, 腎実質輝度, 腎血流（PI, RI） 



想定される疾患 検査項目

MPA, EGPA （Churg-Straus症候群） MPO-ANCA, 胸部CT, 耳鼻科, 眼科

GPA （Wegener肉芽腫症） MPO-ANCA, PR3-ANCA, 胸部CT,  
耳鼻科, 眼科

Goodpasture症候群 抗GBM抗体, 胸部CT

SLE
抗ヒストン抗体, 抗ds-DNA抗体, 抗ss-DNA
抗体, 抗Sm抗体, 抗SS-A抗体, 抗RNP抗
体, 抗リン脂質抗体

関節リウマチ 抗CCP抗体, MMP-3 

感染後急性糸球体腎炎 溶連菌抗原検査, 咽頭培養

悪性腫瘍 フェリチン, β2MG, 各種腫瘍マーカー

HBV/HCV感染症 HBs抗原/抗体, HCV抗体



管外増殖＝半月体形成 
　 50%以上の糸球体に半月体形成がみられる＝半月体形成性腎炎（CGN）

　細胞性半月体： 半月体が主に細胞からなっている＝新しい 

　線維細胞性半月体：細胞成分と線維成分が入り混じっている＝やや新しい 

　線維性半月体：半月体が主に線維成分からなっている＝古い 

係蹄壁の壊死（tuft necrosis） 
　糸球体基底膜の断裂と、それに伴うフィブリン析出。 



  顆粒状に染まる = 免疫複合体型 
　IgA腎症、紫斑病性腎炎、ループス腎炎、感染後急性糸球体腎炎 

  なにも染まらない※ = ANCA関連型（pauci-immune型） 
　※実際にはANCA関連型血管炎においても免疫グロブリンや補体が完全に陰性の症例はむしろ稀で、ある程度の沈着

（4段階評価の2+程度まで）がみられることも多い19)。 

　・MPO-ANCA陽性：顕微鏡的多発血管炎（MPA） 

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（EGPA）= Churg-Straus症候群 

　・PR3-ANCA陽性：多発血管炎性肉芽腫症（GPA）= Wegener肉芽腫症 

　・ANCA陰性 

  線状に染まる = 抗GBM抗体型 
　肺病変あり： Goodpasture症候群 



•  RPGN症候群を呈する病態では、できる限り早期に発見し治
療することが、生命予後および腎予後の改善に最も重要で

ある。 

• 腎外病変の検索と治療が生命予後に関わるため重要である。 

• 予後不良な抗GBM抗体型RPGN、Wegener肉芽腫症につ
いては、できる限りの強力な治療を行う。 

• また、本邦でのANCA関連腎炎の小児報告例をみると、CY
+PSLあるいはPSL単独の治療では、3割が末期腎不全に至
っていることから、ANCA関連腎炎に対しても、より強力な治
療が必要と考える。



糸球体腎炎のためのKDIGO診療ガイドライン, 東京医学社, 2013：108‐121 より抜粋 

同じ治療期間中の総投与量パルス静注投与量の2倍 経口投与量の半分

白血球減少のリスク 低い 高い

感染症のリスク 有意差なし

再発のリスク 高い 低い

腎代替療法を必要とするリスク 高い 低い

→ 当グループでは、CY投与はIVCY（パルス静注）で行う。 



腎生検＆血清学的指標

免疫複合体型RPGN ANCA関連型RPGN 抗GBM抗体型RPGN

各腎炎の病態
に応じた治療

MPT 30mg/kg 3投4休　3course 

　PSL 1mg/kg/day EDT 1month　2～4week毎に taper 

PE  3/week  2course★

+

AZA + minimal dose PSL  at least 18month 

　AZA 0.5mg/kg/day  increase by 0.5mg/kg/2week （target dose 2mg/kg/day） 

　PSL 投与開始から6～12ヵ月ぐらいかけてtaper （target dose 0.1mg/kg/day★★★）  

再発時（重症）：初期治療を再度行う。 
再発時（軽症）：PSL増量 or 免疫抑制剤の増量・追加

初
期
治
療

維
持
療
法

IVCY 500mg/m2 /month （MAX 750mg） 6course 
  or ★★ 

RTX 375mg/m2/week （MAX 500mg） 4course 
★★原則はIVCYを選択。RTXは
、不応例 or 難治例で選択。

各治療の詳細は次項以降を参照。

★病勢によってはIVCY
を先行することを検討。

★★★PSLは原則、連日投与。



• 週3回（月水金or火木土）で2週間（計6回） 

• 交換量 30～40ml/kg

• PSL 2mg/kg/day EDT（ヘパリン化なし）併用

• 3週目からMPT開始 

• 腎生検後、肺出血など、出血傾向がある場
合は、FFPで交換する。



• 血漿交換に引き続き、MPT＆IVCY or MPT＆RTX を行う。 

MPT　30mg/kg　3投4休　3クール

　PSL　4休中は1mg/kg投与。同量を4週間継続。その後、2
～４週間ごとに病勢をみながら、0.1～0.25mg/kgずつ減量。

IVCY　500mg/m2（MAX 750mg/回） 月1回で6クール 

          初回はMPT 1クール中（4休中に） ※投与時の注意は次項参照 

RTX　 375mg/m2（MAX 500mg/回） 週1回で4クール 

• ジピリダモール、Vit.D製剤を併用。 

• 再生検は初期治療終了後に行う。 



•  血圧上昇（頭痛、痙攣）、高血圧性脳症 → 投与中血圧測定 

•  悪心、嘔吐 → 制吐剤（ゾフラン® 2.5mg/m2 /回）の内服or静注 

•  出血性膀胱炎 → 大量輸液（day1～3）とメスナ投与 

    大量輸液：1号液で2000～2500ml/m2/day 

    メスナ（ウロミテキサン® ） ：1回量をCY投与量の20%で1日3回（投与
前, 4, 8時間後）に30分以上かけて点滴静注

    血尿の増悪をチェック（day1とday2の朝、夕）

•  SIADH → 尿量測定 

•  骨髄抑制、肝機能障害→ 2週間後に血液検査 

WBC＜3000/mm3 and Neu＜1000/mm3 で減量を考慮 

•  組織障害が強い → 点滴漏れに注意 



• 性腺機能障害 
　女児より男児に性腺機能障害が発生しやすく、特に思春

期以後に使用した場合、精子数の減少をきたしやすい。 

　男児における年齢別の機能障害が発現する最小累積投

与量は、思春期前400～500mg/kg、思春期100～200mg/
kg、性成熟期0～100mg/kgとされている。 

　女児においては、思春期前の投与では発現がなく、性成

熟期にのみ300～400mg/kgとされている。ほかの報告
でも思春期前で200mg/㎏までは安全とされている。

JAMA. 1988 Apr 8;259(14):2123-2125. 

Pediatr Nephrol. 2001 Mar;16(3):271-282.



AZA  0.5mg/kg/dayで開始。検査値や症状をみながら、2
週間ごとに0.5mg/kg/dayずつ、2mg/kg/dayまで増量。 

PSL  投与開始から6～12ヵ月ぐらいかけて、病勢（主に検
査値を参考に）が落ち着いていれば、0.1mg/kg/day 
を目標に漸減（4～12週ごとに0.1～0.25mg/kgずつ
減量）。原則、連日投与で隔日投与にはしない。 

•  維持療法開始は、IVCY 6クール or RTX 4クール終
了時。 

•  病勢によらず（完全寛解であっても）、18ヵ月は維持
療法を継続する。その後の治療は、各症例ごとの判

断による。 

•  腎外病変の評価や検索を怠らないようにする。 



• 主な副作用は消化器症状（嘔気、下痢）、骨髄抑制（とく
に顆粒球減少）、肝機能障害。 

→ 定期的に血算、肝機能をチェックする。 

• 投与2～４週頃に用量非依存性に膵炎が起こることがある。 

→ アミラーゼ、リパーゼチェック。上昇時には腹部エコー。 

• 長期投与で、間質性肺炎、発癌性（とくにリンパ系腫瘍） 
•  1%未満の割合でTPMTの完全欠損患者が存在する。 

→ 重症の骨髄抑制、脱毛。少量から投与する。 

• アロプリノールやACE-I内服時、腎不全時は血中濃度が
上昇するので併用時注意。



重症：抗体価の上昇に加え、尿所見や腎機能
の悪化がみられたとき 

→ 初期治療と同様の治療を行う。再生検を考慮。 

軽症：抗体価の上昇や、軽度の尿所見の悪化
がみられたとき 

→ PSL増量あるいは、免疫抑制剤の増量、ある
いは他の免疫抑制剤の追加を行う。 

※抗体価は3～6ヵ月毎にチェックする。 



• 日本腎臓学会の治療指針 

• KDIGO診療ガイドライン2012 

• UpToDate



 同病型の各腎炎の病態に準じた治療を行う。

 特発性免疫複合体型 RPGNでは、pauci-

immune型RPGNに準じた免疫抑制療法を行う。



 ステロイドパルス療法＋経口副腎皮質ステロイド＋シクロ
ホスファミド（CY）を基本とする。

 ANCAと抗GBM抗体が同時陽性の場合、抗GBM抗体型
RPGNの治療を行うことを基本とする。

 MPO-ANCAおよびPR3-ANCA陰性pauci-immun型血管
炎によるRPGNの初期治療では、ANCA 陽性RPGNに準
じた治療を原則とする。 

 海外の報告では、高度腎機能障害例において、血漿交換
療法の追加が腎機能予後改善に有効とのエビデンスが

あるが、わが国の症例では明らかではない。





 血漿交換療法と免疫抑制療法の併用療
法を原則とする。

 腎機能を勘案しステロイドパルス療法や
免疫抑制薬の併用を考慮する。



 同病型の各腎炎の病態に準じた寛解維
持療法を行う。

 特発性免疫複合体型RPGNでは、pauci-

immune型RPGNに準じた前述の寛解維

持療法を行う。



 ANCA 陽性 RPGN では、初期治療開始後

8週間以内に経口副腎皮質ステロイド、PSL換

算20mg/day未満への減量を目指す。

 ANCA 陽性RPGNの寛解維持療法では、ア

ザチオプリン（AZA）、シクロホスファミド（CY）

、ミゾリビン（MZR）などの免疫抑制薬の併

用療法を考慮する。



 抗GBM抗体の消失や血管炎症候の再燃

がないことを確認しながら、6～12ヵ月程度

での免疫抑制療法の中止を検討する。



〔IgA腎症〕 

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。(グレードなし) 

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、PSLとCYを使用することが望ましい。(2D) 

〔紫斑病性腎炎〕 

半月体形成性または腎機能低下を伴う小児のHSPNは、半月体形成性IgA腎症と同
様の治療を行うことが望ましい。 (2D) 

〔ループス腎炎〕 

初期治療は、副腎皮質ステロイド単独（1A）またはCYとの併用（1B）、あるいはMMF
との併用を推奨する。治療を開始して3ヵ月の間に患者のLNが増悪すれば、推奨さ
れる別の初期治療（PSL+AZA, PSL+CsA, PSL+TAC+MMF）に変更するか、さらな
る治療を決定するために、再生検を行うことが望ましい。（2D） 



CYとPSLを初期治療として使用することを推奨する。(1A)

重症病変がない患者やCYが禁忌である患者には代替の初期治療としてRTXとPSL
を使用した治療を行うことを推奨する。(1B)

透析療法が必要な患者や急速にSCr が上昇する患者では、血漿交換を追加するこ
とを推奨する。(1C)

びまん性肺出血を合併する患者には血漿交換を追加することが望ましい。(2C)

診断基準によりANCA 関連血管炎と抗GBM 腎炎がオーバーラップする患者には、抗
GBM 腎炎に推奨されている基準と治療法に基づき血漿交換を追加することが望ま
しい。(2D)

維持透析を開始して3ヵ月が経過し、腎外病変を合併しない患者にはCYを中止する
ことが望ましい。(2C)

CYとPSLによる初期治療に抵抗性のANCA 関連腎炎はRTXを投与することを推奨
する。(1C) またその代替としては、IVIG(2C)または血漿交換(2D)を行うことが望ま
しい。



薬剤
投与
経路 初期投与量

シクロホスファミド※1 i.v.
0.75g/m2を3～4週間に1回。GFR<20ml/min/1.73m2の場合
は初期投与量を0.5g/m2に減量。2週間後の白血球数を最低
でも＞3000/mm3を保つように、その後の投与量を調節。

シクロホスファミド※1 p.o
.

1.5～2mg/kg/dayで、GFR<20ml/min/1.73m2の場合は減量。
白血球数＞3000/mm3を保つように1日投与量を調節。

副腎皮質ステロイド i.v. mPSLによるパルス：500mg を3日間連続。

副腎皮質ステロイド
p.o
.

PSLを1mg/kg/dayで4週間、1日投与量が60mgを超えな
い。3～4ヵ月かけて漸減。

リツキシマブ※1 i.v. 375mg/m2を毎週で4回。

血漿交換※2

60ml/kgの容量交換。交換液は5%Alb. びまん性肺出血の場
合は14日間で7回とし、出血が止まるまでは連日、その後隔
日で計7～10回。抗GBM抗体陽性の場合は14日間連日、ま
たは抗GBM抗体が陰性になるまで。出血傾向のある場合は、
各血漿交換終了時にFFPを投与する。

※1 ステロイドを併用。　　　※2 MPTは併用しない。



寛解に至った患者には、維持療法を行うことを推奨する。(1B)

完全寛解に至った患者は少なくとも18ヵ月の維持療法を継続することが望ましい。

(2D)

維持透析患者または腎外病変がない患者には維持療法を行わないことを推奨

する。(1C)

維持療法としてAZAを1～2mg/kg/dayを経口で投与することを推奨する。(1B)

AZAにアレルギーがある患者、または、耐えられない患者に対してはMMFを最高

2g/dayまで分2で投与することが望ましい。(2C)

上気道炎の患者には維持療法に加えて、ST合剤を投与することが望ましい。(2B)

AZAやMMFに耐えられない患者で、GFR<60ml/min/1.73m2でなけ

れば、MTX（初期量 0.3mg/kg/week, 最大25 mg/week）を投与することが望ま

しい。(1C)

併用療法としてエタネルセプトを使用しないことを推奨する。(1A)



生命あるいは臓器を脅かすような重篤なANCA 血管炎が再発した患
者には初期治療と同様のガイドライン通りに治療することを推奨する。

(1C) 

重症でないANCA関連型血管炎の再発については、CY以外の免疫
抑制療法を開始するか、増量する。PSLの単独の増量、あるいはこれ
に加えてAZAまたはMMFを追加することが望ましい。(2C) 

ANCAのタイターの変化だけで免疫抑制薬の投与量を変えないこと
が望ましい。(2D) 

腎外病変の完全寛解に至ってから12ヵ月間は腎移植を行わないこと
を推奨する。(1C) 



現在透析を行っている、適切な腎生検標本で100％の糸球体に半月
体を認める、肺出血がないという場合を除いて、初期治療はCYとPS
Lに加えて血漿交換を行うことを推奨する。(1B) 

抗GBM 抗体腎炎の治療は診断がつけば遅れることなく開始する。
診断の可能性が高ければ確定診断を待っている間でも高用量の副

腎皮質ステロイドと血漿交換を開始することが望ましい。(グレードなし) 

抗GBM 抗体腎炎に対しては、維持療法を行わないことを推奨する。
(1D) 

腎移植は抗GBM 抗体が感度以下になった後、少なくとも6ヵ月間は
行わない。(グレードなし) 



〔IgA腎症〕 

　MPT　15mg/kg 1course（3days）

　PSL　1mg/kg/day 60days → 0.6mg/kg/day 60days 

　　　　　　→ 0.3mg/kg/day 60days → 10mg/day until repeat biopsy 

　IVCY 0.5g/m2/month  6months 

　and/or PE 

〔HSPN〕 

　PSL+AZA,  PE 

〔LN〕 

　MPT 500～1000mg 1course（3days）

　IVCY 0.5～1g/m2/month  6～7months 



〔pauci-immune RPGN with ANCA positive or negative〕　 

CY+PSL, RTX+PSL, 透析が必要な状態の場合はPEを追加 

 CY 1.5～2mg/kg/day  until a stable remission （3～6months） 

　 IVCY 0.5～0.75※g/m2/2weeks  3～6months 

　    ※ start, WBC≦3500 and Neu≦1000 ： 0.5g/m2　 

           WBC＞3500 and Neu＞1000 ： 0.75g/m2 

 RTX 375mg/m2/week  4weeks 

 MPT 7～15mg/kg（MAX 500～1000mg） 1course（3days） 

   PSL 1mg/kg/day（MAX 60～80mg） 3weeks 

            → 20mg 2months → taper 6months off. 

〔ANCA + anti-GBM RPGN〕 

→ 抗GBM抗体型RPGNの治療方針



血漿交換療法（PE）と免疫抑制療法の併用療法
PE： 隔日施行。Alb置換（腎生検後や肺出血時はFFP置換） 

免疫抑制療法： PSL（MPTを先行させる or させない） + CY 

　MPT　15～30mg/kg（MAX1000mg）1course（3days） 

　PSL　1mg/kg/day（MAX 60～80mg） 3weeks 

　　　　　  → 20mg 6week → taper 6months off. 

　CY 2mg/kg  2～3months 

　抗GBM抗体をモニタリングする。陽性のままの場合は、最大４ヵ月間
、上記の免疫抑制療法を継続する。
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