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頻回再発型ネフローゼ 	  
FRNS	  (Frequent	  relapsing	  NS	  )	  

初回寛解後から6ヶ月以内に2回以上の再発又は，	  
任意の12ヶ月以内に4回以上の再発 	

ステロイド依存性ネフローゼ 	  
SDNS	  (Steroid	  dependent	  NS)	  	  

2回連続でステロイド剤投与中又は，	  
終了後2週間以内に再発するもの 	  

高用量ステロイド依存性ネフローゼ 	  
HD-‐SDNS	  (High	  dose	  -‐	  steroid	  dependent	  	  

nephroCc	  syndrome)	  	  
PSL1.0mg/kg	  ADTを上回る量で再発するもの	

はじめに	  

当グループでのネフローゼ症候群治療プロトコールでは、FRNS/
SDNSに対して	  

①　シクロスポリン（CsA）導入	  
↓　	  

②　CsAに加えミコフェノール酸モフェチル（MMF）の導入	  
↓	  

③　RXM（リツキシマブ）の導入を考慮	  
という順序で治療を進めている	  

今回はRXMの投与方法に関して、以下の様に決定した。	



初発NS	  
JSKDC法	  

SRNS	  

FRNS/SDNS	  
JSKDC	  06	  (CsA/TAC)　2-‐18y	

1st　relapse	  <6M	  
JSKDC	  05	  (MZR)2-‐11Y	

SSNS	  
再発時　JSKDC法	

SSNS	  
PSL単剤	

FRNS/HD-‐SDNS	  
CsA	  	  

CsA	  AUC0-‐4	  1500	  
	

HD-‐SDNS	  
CsA	  ,	  MMF	  	  

CsA	  AUC0-‐4	  1500	  
MMF(30-‐)40	  mg/kg/day	

HD-‐SDNS	  
CsA	  	  RXM	  	  

CsA	  AUC0-‐4	  1500	  
RXM	  375mg/m2	  ×1	  

Protocol	  
ver.	  2015	

FRNS/SDNS	  
JSKDC	  07/09	  (RXM,	  MMF)	  

FRNS	  
HD	  SDNS	  

（PSL≧1.0	  mg/kg/d隔日）	  
and/or	  成長障害	



当グループのRXM使用理念	

• 小児難治性ネフローゼ症候群（FRNS/SDNS）に対するRXM
の有効性は医師主導治験で報告されている	  

Iijima	  et	  al,	  Lancet	  .2014	  

• 小児期発症の難治性ネフローゼ（FRNS/SDNS）に対して保
険適応となり一般病院でもRXMの使用が可能になった。	

• しかし、好中球減少や重篤な感染症などの短期的合併症
の報告があり、さらには将来的な悪性腫瘍の発生率、NSの
治癒率にどのような影響を及ぼすか現状では不明である。	  
• そのような状況でRXMを安易に使用するのは危険と考える。	  
• 今回のprotocolでは、できる限りRXMの投与回数を減らすこ

とに主眼を置いている。	  



RXM導入基準	  
	

CsA(AUC0-‐4	  1500)＋MMF導入でも	  
高用量依存のネフローゼ症候群	  

（HD-‐SDNS）	  



• 抗CD20マウス-ヒトキメラ型モノクローナル抗体	
•  B細胞性非ホジキンリンパ腫に対する治療薬とし

て開発	
• 投与後よりCD19, CD20が枯渇化し、約半年程で

回復	
•  2011年に小児難治性ネフローゼ症候群（FRNS/

SDNS）に対して医師主導治験が行われ、有効
性が示された	 		
•  2014年9月 小児期発症の難治性ネフローゼ

（FRNS/SDNS）に対して保険収載	

リツキシマブ（rituximab:RXM）	  



現在想定されている  
NSに対するRXMの作用機序	

•  共刺激分子を発現するメモリーBcellの減少によりBcell-‐
Tcell細胞間の相互作用を制御する	  

•  ポドサイトに対する直接的作用	  
⇒移植後のFSGS再発の患者において、	  
RXM投与によりポドサイトのSMPDL3bと	  
ASMaseのdownregulaConが阻害され、	  
ポドサイトの細胞骨格が維持された 	  	  
Fornoni	  A,	  et	  al	  .	  Transl	  Med	  .	  3,	  85-‐95	  2011	  

Sinha	  A,	  Bagga	  A.	  Nat	  Rev	  Nephrol.	  9,	  154-‐169(2013)	  より引用	  



FRNS/HD-SDNSに対する 
リツキシマブ投与の文献的報告	

•  RXM群 vs	  プラセボ群 ＝ 無再発期間（267日vs101日）、有害事象（42%	  
vs	  25%）	  
Iijima	  K	  et	  al.	  Rituximab	  for	  childhood-‐onset,	  complicated,	  frequently	  relapsing	  nephroCc	  syndrome	  or	  steroid-‐dependent	  nephroCc	  syndrome:	  a	  mulCcentre,	  
double-‐blind,	  randomised,	  placebo-‐controlled	  trial.	  Lancet.	  2014	  

•  RXM単回投与でも再発抑制によるステロイド減量効果がみられた	  
Kamei	  K	  et	  al.	  Single	  dose	  of	  rituximab	  for	  refractory	  Steroid-‐dependent	  nephroCc	  syndrome	  in	  children.	  Pediatric	  nephrology.	  2009	  

•  RXM単回投与後12カ月以内に再発した群とB	  cell回復後も寛解維持し
た群に分けて検討、多変量解析で5か月以内のCD19細胞回復で有意
差があった	
Fujinaga	  S	  et	  al.	  Risk	  factors	  for	  early	  relapse	  during	  maintenance	  therapy	  a`er	  a	  single	  infusion	  of	  rituximab	  in	  children	  with	  steroid-‐dependent	  nephroCc	  
syndrome.	  Pediatric	  nephrology.	  2014	  

•  RXMの投与回数に関わらずCD19は6-‐7ヵ月で回復する	  
Sellier-‐Leclerc	  AL	  et	  al.	  Rituximab	  in	  steroid-‐dependent	  idiopathic	  nephroCc	  syndrome	  in	  childhood-‐-‐follow-‐up	  a`er	  CD19	  recovery.	  Nephrology,	  dialysis,	  
transplantaCon	  :	  official	  publicaCon	  of	  the	  European	  Dialysis	  and	  Transplant	  AssociaCon	  -‐	  European	  Renal	  AssociaCon.	  2012	  

•  RXM投与後の再発は免疫抑制剤の中止と相関があった	  
Ito	  S,	  Kamei	  K	  et	  al.	  Survey	  of	  rituximab	  treatment	  for	  childhood-‐onset	  refractory	  nephroCc	  syndrome.	  Pediatric	  nephrology.	  2013	

•  RXM単回投与後の寛解維持にMMFよりもCsAが有効である	
Fujinaga	  S	  et	  al.	  Cyclosporine	  versus	  mycophenolate	  mofeCl	  for	  maintenance	  of	  remission	  of	  steroid-‐dependent	  nephroCc	  syndrome	  a`er	  a	  single	  infusion	  of	  
rituximab.	  European	  journal	  of	  pediatrics.	  2013	  



RXMの副作用	

•  現在、市販後調査で、ネフローゼに対する副反応報告を集約中	  
•  長期的な副作用（悪性腫瘍の発生など）については不明	

B細胞性	  
非ホジキンリンパ腫	

難治性ネフローゼ	  
(RCRNS-‐01,	  RCRNS-‐02	  	  

試験 n=54)	

Infusion	  reacCon	 ○	 ○	

感染症	 ○	 ○	

B型肝炎	 ○	 報告なし	

進行性多巣性白質脳症	 ○	 報告なし	

汎血球減少、白血球減少、	  
好中球減少、血小板減少	

○	 ○	

消化管穿孔・閉塞	 ○	 報告なし	

間質性肺炎	 ○	 報告なし	



RXMの副作用 -‐  Infusion  reac3on	
•  投与中から投与開始24時間以内に現れる副作用	  
•  発熱、悪心、頭痛、発疹、咳嗽、口腔内違和感、倦怠感、アナフィラキシー

様などの症状	  
•  発症機序は現時点で不明	  
•  軽～中等度の症状出現時⇒投与速度を緩める or	  中断し必要により対症

療法	  
•  中断後再開する場合には半分以下の速度で開始する	  
•  重篤な症状出現時の再投与の可否については確立していない	  
•  小児難治性ネフローゼの臨床試験(RCRNS-‐01,	  RCRNS-‐02）では	  

•  34/54例(63.0%)に発現	  
•  主な症状は高血圧9例、呼吸困難8例、口腔咽頭不快感6例	  
•  全てGrade2*以下　*有害事象共通用語規準(CTCAE)V3.0日本語訳JCOG/JSCO版より	  

•  初回投与時に最も多く、２～４回目投与時には少ない	  
•  注入速度を上げた30～60分後に最も多く症状出現	  



RXMの副作用 -‐  感染症	

•  小児難治性ネフローゼの臨床試験ではGrade3*以上の感染症が
5/54例（蜂巣炎2例、胃腸炎2例、歯肉感染1例）　	  

*有害事象共通用語規準(CTCAE)V3.0日本語訳JCOG/JSCO版より	  

•  ネフローゼに対するRXM使用において、ニューモシスチス肺炎
（P.jirovecii感染：PCP）Czarniak	  P,	  et	  al:	  Pediatr	  Nephrol.	  201328(6):978-‐8	  ,	  Sato	  M,	  et	  al:	  Pediatr	  Nephrol	  

2013(28):145-‐149およびアスペルギルス肺炎の症例報告がある	  

•  B細胞性リンパ腫に対する使用において細菌、真菌、ウイルスに
よる重篤な感染症および死亡例の報告がある	  
•  ニューモシスチス肺炎は41例の報告があり、9例が死亡	  
⇒ST合剤の予防投薬とβDグルカンのフォローアップが必要	  
•  CMVの感染は中央値で投与後61日で肺炎、網膜炎、腸炎、

肝炎を発症	  



RXMの副作用 -‐  進行性多巣性白質脳症（PML）	

•  JCウイルスの再活性化により発現	  

•  JCウイルスは健常人の80％が潜在的に保有	  

•  意識障害、認知障害、麻痺症状、言語障害などの初発症状	  

•  発症例の多くは投与後12か月以内に診断	  

•  B細胞性リンパ腫の使用例のうち13例の報告あり	



RXMの副作用 -‐  好中球減少  
　　　　　　　　　（遅発性好中球減少症含む）	

• 頻度は高いが、正確な機序は今のところ不明	  
• 小児難治性ネフローゼの臨床試験で6/54例(11.1%)で好中

球減少あり	  
•  B細胞性リンパ腫の臨床試験では29/157例(18.5％）	  
• 国立成育医療研究センターのネフローゼ症例では213投与/
114例中、11件（5.2％）/11例（9.6％）、投与後中央値で66日
（54-‐161日）に好中球減少が認められた	  

Kamei	  K,	  et	  al:	  Nephrol	  Dial	  Transplant	  (2015)	  30:901-‐96	  

•  G-‐CSFの反応は良好で、同報告では投与後中央値3日で回
復が認められた	  



RXM投与方法	



投与前：B型肝炎ウイルススクリーニング	  
•  HBVキャリア、既往感染者において再活性化による劇症肝炎、肝不全による

死亡例の報告	  

•  投与前にHBsAg,	  HBsAb,	  HBcAbによるスクリーニングを行う（ CLIA	  法や CLEIA	  
法など高感度の測定系を用い る）	  

キャリアの確認	

既往感染の確認	



投与タイミング	 寛解導入後の尿蛋白陰性時	

投与回数	 単回投与	

投与量	 375mg/m2/dose	  (MAX500mg)	

調整方法	   1mg/mLに溶解	  
（1V=500mg=50mLもしくは100mg=10mLを10倍希釈）	

前投薬	  
（投与30分前）	  

①アセトアミノフェン	 10mg/kg(max	  300mg)p.o.　	

②抗ヒスタミン薬	  
（どちらか1剤）	

•  d-‐クロルフェニラミンマレイン酸塩：	  
2歳0.4mg,	  3-‐4歳0.6mg,	  5-‐7歳0.8mg,	  8-‐11歳
1.0mg,	  12-‐14歳1.2mg,	  ≧15歳	  2mg　p.o.　	  

•  ヒドロキシジン：0.5～1mg/kg(max	  50mg)i.v.	

③mPSL	 1～2mg/kg(max	  125mg)	  i.v.	

投与時間・速度	 25mL/hで開始→1時間後100mL/h→2時間後200mL/h	  

注意点	 ワクチン接種後はRXM投与まで4週間あけることが望ましい	

投与方法	



MMF	 RXM開始日に中止する	

PSLの減量	
RXM投与2週間後より0.4mg/kg	  ADTずつ	  

	  2週毎のペースで減量	  

CsA	
RXM投与中も同量で継続する	  

(AUC0-‐4	  1500)	  

ニューモシスチス肺炎
（P.jirovecii感染）予防	

CD19/20枯渇中＊はST合剤投与を行う	  
（→　0.05-‐0.10g/kg/日（最大2g）分1　朝	  

	  週3日経口投与）	

投与後の	  
定期フォローアップ	  

CD19/20枯渇中は好中球数、CD19/20、βD-‐グルカン、胸
部レントゲン検査は市販後調査に合わせて施行	  

遅発性好中球減少症	   •  好中球＜500/μLの場合には入院を考慮しG-‐CSF投与	
•  G-‐CSF　50μg/m2/dose	  s.c.もしくは100μg/m2/dose	  i.v.	

後療法と管理	

＊CD19/20の枯渇とは5%未満を指す。	  



RXM投与後のワクチン接種に関して 	

• B細胞性リンパ腫およびリウマチ患者領域での報告で
は、RXM投与によるB細胞枯渇中はインフルエンザワク
チン接種による抗体価上昇が著しく乏しい　	  

Olav	  Erich	  Yri,	  et	  al.	  blood	  2011;118	  6769-‐6771、　Robert	  A	  Eisenberg,	  et	  al.	  J	  Clin	  Immunmol.	  2013	  Feb:	  33(2):	  388-‐396	  

RXM投与後、B細胞枯渇中は	  
ワクチン接種は行わない	



PSLによる寛解導入を行い、	  
再度高用量ステロイド依存（HD-‐SDNS）となった場合	  

↓	  
中止していたMMFを再開	  

↓	  
それでもHD-‐SDNSとなった場合に	  

RXM再投与を検討	  

RXM投与後の初回再発時の対応	


