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☆ NCKiDs ☆



IgA 腎症は糸球体性血尿や蛋白尿などの検尿異常が持続的
にみられ，糸球体にIgA の優位な沈着を認め，その原因と
なりうる基礎疾患が認められないものと定義される
※エビデンスに基づくIgA 腎症診療ガイドライン2014

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

①定義・概念



いまだ明らかではないが、
扁桃での粘膜免疫応答の異常から血液中の多量体IgA1が増加

↓
ヒンジ部O結合型糖鎖においてガラクトース（Gal）が欠損し
た糖鎖不全多量体IgA1が糸球体に沈着

↓
メサンギウム細胞の活性化と
補体活性化が腎炎を惹起

②病因



・移植腎での再発（IgA 再沈着）を高率に認める
・IgA 沈着のある腎を移植すると，沈着IgAは消失する
・IgA腎症患者で骨髄移植を行った症例では，沈着IgAが消失
する
⇒腎既存細胞の異常というより全身のIgA免疫系の異常で、
IgA 分子の量的異常ではなく，むしろ質的異常

・IgA沈着は健人でもみられる（3～16%）(up to date)
Suzuki K, et al. Kidney Int 2003; 63:2286. (対象：腎移植ドナー)

Waldherr R, et al. Nephrol Dial Transplant 1989; 4:943. (対象：剖検)
Gaber LW, et al. Kidney Int Rep 2020; 5:1914. (対象：腎移植ドナー)

②病因（２）



③疫学

J‒RBR（腎生検レジストリー）2007‒2012に登録されているIgA腎症の
年齢分布（n＝5,679）

・IgA腎症は、原発性糸球体腎炎の中で最多

・日本をはじめアジア太平洋地域に多くみられ、北欧や北米では比較的少
なく、白人には多いが、黒人では稀



④ IgA腎症ガイドライン等の時代背景

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IgA腎症診療ガイドライン2014

2016年 改訂Oxford分類

2017年 エビデンスに基づくIgA腎症診療ガイドライン2017

2020年 エビデンスに基づくIgA腎症診療ガイドライン2020
小児IgA腎症診療ガイドライン2020



⑤ 発見動機

欧米 本邦

成人 小児 成人 小児

検診、偶発的など 30～40% 10%未満 70～80% 70～80%

肉眼的血尿 40～50% 80% 10% 15～20%

急性腎炎症候群・
ネフローゼ症候群

10%未満 10%未満 10%未満 10%未満



⑥ 小児IgA腎症を疑う臨床所見

Ø学童期以降

Ø持続的糸球体性血尿＋間欠的または持続的蛋白尿

Ø急性上気道炎直後の肉眼的血尿の既往

Ø採血上補体・各種自己抗体などの特異的所見なし
（成人では半数以上が血清IgA値が上昇）



【血尿単独の場合】
原則なし

【血尿＋蛋白尿の場合】
尿蛋白/Cr比＞0.5 g/gCr 1-2ヶ月以上
尿蛋白/Cr比＞0.15 g/gCr 3ヶ月以上

・高血圧、腎機能障害を伴うnephriticな状態では
早期に行う
・肉眼的血尿の既往のみでは非適応。ただし、肉
眼的血尿が持続する場合や肉眼的血尿後、AKIや蛋
白尿が改善しない場合は適応(概ね1週間以上)

⑦ IgA腎症を疑った際の腎生検の適応
（当グループでの）



変更点
① 血尿単独では原則腎生検の非適応と明記
② 蓄尿所見で腎生検の適応を判断することは稀なので省略（
ただし蓄尿と随時尿の関係は重要なので相関図を追加）
③ 尿蛋白/Cr比のカットオフ値を0.15g/gCrに統一
・成人では0.15g/gCr以上を異常
・今までは0.2g/gCrを正常のカットオフ値としてきたが、小児
の検尿マニュアル（2015年）や学校検尿の全て（2021年）、
KDIGO診療ガイドラインなどでは0.15g/gCrが採用
（小児IgA腎症診療ガイドライン2020の腎生検の適応：蛋白尿
は0.15g/gCr以上が3カ月以上と記載）
④ 肉眼的血尿に関しての記載を追加

旧）1. 蛋白尿
0.01g/kg/日または尿蛋白/Cr比＞0.5g/gCrが，1-2ヶ月以上持続する時
0.004g/kg/日または尿蛋白/Cr比＞0.2g/gCr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



参考）尿蛋白/Cr比と１日尿蛋白などの関係
(目安)

尿蛋白/Cr比 １日尿蛋白量 随時尿蛋白 随時尿
蛋白定性

早朝尿
蛋白定性

0.1 g/gCr 0.002 g/kg/日 6 mg/dL (-) (±)

0.2 g/gCr 0.004 g/kg/日 12 mg/dL (±) (+)

0.5 g/gCr 0.01 g/kg/日 30 mg/dL (+) (2+)

1.5 g/gCr 0.03 g/kg/日 90 mg/dL (2+) (3+)

5.0 g/gCr 0.1 g/kg/日 300 mg/dL (3+) (4+)



・粘膜感染症に伴う肉眼的血尿は，多くの場合2～3 日で消失
する

Kveder R, et al. Ther Apher Dial 2009；13：273—7.

・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, et al. Am J Kidney Dis 1992;20:315.
Haas M, et al. .Am J Kidney Dis 1997;29:829.

・まれに急性腎障害（AKI)を伴い、早期の治療介入が必要な場
合もあるため、１週間程で腎機能の改善が見られなければ腎生
検を考慮する（Up to date 2022）

Packham DK, et al. Clin Nephrol 1994;42:349.
Fogazzi GB, et al. Nephrol Dial Transplant 1995;10:624

肉眼的血尿(Gross hematuria)について



・肉眼的血尿に伴うAKI をきたした症例ではAKI に至らなか
った症例に比べ、半月体、赤血球円柱による尿細管の閉塞、
尿細管上皮細胞傷害の頻度が高い

Praga M, et al. Kidney Int 1985；28：69—74.
Delclaux C, et al. Nephrol Dial Transplant 1993；8：195—9.

・腎機能障害は完全に回復することが多いが、長期観察では
25％の症例で腎機能が回復せず。リスク要因として、肉眼的
血尿の持続期間が10 日以上、50歳より高齢、baseline の
GFR が低値、以前に肉眼的血尿のエピソードがない、尿細管
壊死が重症、などが挙げられている

Gutiérrez E, et al. Clin J Am Soc Nephrol 2007；2：51—7.

cf. 小児IgA腎症診療ガイドライン2020では反復する肉眼的血尿がある
場合は腎生検の適応を考慮するとある

肉眼的血尿(Gross hematuria)について



1)免疫蛍光所見
主としてメサンギウム領域にIgA有意の沈着を認め
る.C3（90％以上）やIgG(40%)、IgMも同時沈着す
る. C1qの沈着は稀
IgGの共存や係蹄壁への沈着は予後不良因子
※Shin DH, et al. Mod Pathol 2016; 29:743.
※Bellur SS, et al. Nephrol Dial Transplant 2011; 26:2533.

2)光学顕微鏡所見
特異的な所見なし
基本病変は、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
管内増殖や細胞性半月体などの急性病変、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。

3)電子顕微鏡所見
傍メサンギウム領域に電子密度の高い沈着物が確
認される
糸球体基底膜は分節性に菲薄化することがある

⑧ 組織所見



・他の腎炎と異なり、その定義が蛍光抗体法の所見に基づ
いている
・基本はメサンギウム増殖性腎炎だが、管内増殖や半月体
形成、癒着など多彩な病変を示す
・新しい病変（急性病炎）と古い病変（慢性病変）が混在
し、炎症が繰り返されていることが示唆される

組織所見の特徴



IgA腎症の治療目標は末期腎不全への進行予防である。
できるかぎり早期に積極的な治療をすることで、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と考える。

・いくつかの後ろ向き研究により、蛋白尿や高血圧、診断時の
腎機能障害が末期腎不全への予測因子として同定されている。
まずは蛋白尿の軽減→消失を目標

・血尿に関してUp to dateでは
持続性血尿は疾患進行性と、血尿の消失は腎転帰の改善とそれ
ぞれ関連しており、IgA腎症全ての患者の顕微鏡的血尿の消失
を目標とする
※Sevillano AM, et al. J Am Soc Nephrol 2017; 28:3089.

※Bobart SA, et al. Nephrol Dial Transplant 2021; 36:840.
ただし血尿は、蛋白尿やeGFRと独立した治療効果の代理マー
カーとしての有用性は証明されていない

⑨ 治療目標



Sevillano AM, et al. Remission of Hematuria Improves 
Renal Survival in IgA Nephropathy. J Am Soc Nephrol 
28: 3089–3099, 2017.

平均14年 112人の追跡コホート
6ヵ月の平均の測定値
H+: 持続的血尿 ＞5RBC×hpf
H-: 陰性または微小血尿 ≦5RBC×hpf
P+: 蛋白尿 ＞ 0.75g/d ※
P-: 蛋白尿 ≦ 0.75g/d

H- H+

血尿消失前 血尿消失後

両検定とも蛋白尿で補正さ
れていない。
2群間で蛋白尿の程度が異な
るのではないかという疑問

※0.75〜1g/日を超える持続的な蛋白尿排泄は、
進行の特に決定的な予測因子と見なされている



H+

H+

H-

H-

free of ESRD

free of 50% reduction of renal function

P+ H+ 以外の3群間に有意差なし

ESRDへの独立した危険因子

COX比例ハザード
解析
（初診時のdata
から）



H+

H+

H-

H-

free of ESRD

free of 50% reduction of renal function

両検定とも蛋白尿で補正されてい
ない。2群間で蛋白尿の程度が異
なるのではないかという疑問

P+ H+ 以外の3群間に有意差なし

COX比例ハザード
解析
（初診時のdata
から）

ESRDへの独立した危険因子

↓
蛋白尿≦0.75g/dであれば、血尿の有無
に関わらず腎予後は変わるとは言えない



Bobart SA,et al.The association of microhematuria with 
mesangial hypercellularity,endocapillary hypercellularity, 
crescent score and renal outcomes in immunoglobulin A 
nephropathy. Nephrol Dial Transplant. 2021;36:840-847.

対象：アメリカ成人で、免疫抑制剤を使用していない72人のIgA腎症（後
方視的検討）
結論：臨床的・病理学的パラメーターで調節した結果、フォローアップ中
の顕微鏡的血尿の程度はeGFR低下の独立した予測因子であった

Follow up中の血尿の
程度が増えるほど、
eGFRは低下した

蛋白尿補正がされてお
らず、血尿の程度が増
えるほど蛋白尿が増加
していないか疑問



follow up中の血尿の程度とeGFRとの関連性に関するGEEパラメーター推定



follow up中の血尿の程度とeGFRとの関連性に関するGEEパラメーター推定

本研究はGEEモデル（一般化推定方程式）といって同一患者で繰り返
し測定されたデータを扱う多変量解析手法であるが、同一患者内のデ
ータ間の関係をどのように仮定したのか記載がないことが残念である
。この仮定によっては（例えば無相関）n数を増やすだけになってし
まっている可能性があり、有意差が出やすくなる検定になっていない
かを知りたい。検定の多重性については、研究者は感度解析のつもり
であり、蛋白尿が絡むGEEを4回行っているが全て有意であるので受
け入れてよいと思われる。

↓
共変量で補正した解析全て（蛋白尿に関しては4回）で有意差が出た
ため、血尿がeGFR低下に関係している可能性は高そうである。

↓
上記の「同一患者内のデータ間の関係の仮定」が正当であれば、
follow up中の顕微鏡的血尿の程度は、eGFR低下の独立した予測因子
であるという結論としてもよいであろう。



⑩ 治療選択

＜活動性病変なし＞

・ 尿蛋白/Cr比＜0.5g/gCr ⇒ Dipyridamole

・ 尿蛋白/Cr比＞0.5g/gCr

⇒多剤併用療法（PSL、Dipyridamole、Mizoribine）

＜活動性病変あり＞

⇒IVMP＋多剤併用療法（PSL、Dipyridamole、Mizoribine）

※活動性病変が全糸球体の50％以上に及ぶ場合、更に血漿
交換（PE or DFPP）追加を考慮

※活動性病変：腎予後と相関すると思われる強い急性病変
組織上、上皮細胞の変性や係蹄壁壊死、管内増殖伴う癒着、
細胞性～細胞線維性半月体などがみられた場合



・多剤併用療法を、4種（PSL、Dipyridamole、Mizoribine、
Warfarin）からワーファリンなしの3種に変更

・重度のIgA腎症に対する血漿交換は、急性期に試みる価値
のある治療法と考えているが、retroで小規模な報告が中心
であり、有効性は確立されておらず、option治療とした

・活動性病変の概念を追加

治療選択の変更点



異常なIgA1もしくはIgA免疫複合体が糸球体内皮下に沈着して内皮細胞
傷害を引き起こし、その後炎症細胞の遊走や、サイトカイン分泌、凝
固異常などの変化から、管内増殖（浸潤細胞により係蹄腔が閉塞した
状態）が起こる

↓ ↓
上皮細胞の変性 メサンギウム増殖

↓
糸球体毛細血管の急性炎症および係蹄の壊死
（組織的にはフィブリン沈着＋係蹄断裂）（係蹄外にも波及）

↓
上皮細胞の変化や係蹄壊死の修復後の跡としての癒着変化

↓
管外性増殖（細胞性→細胞線維性半月体形成）→線維性半月体

↓
分節性硬化 → → 全節性硬化

（癒着に関して、癒着＋硬化→慢性病変、癒着＋管内増殖→急性病変と考える。）

⑪ 糸球体障害への組織学的進展機序



IgA腎症における組織病変の
意義や定義

NCKiDs IgA腎症
診療ガイ
ドライン

改訂
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) 活動性病変

係蹄壁壊死 (necrosis) 活動性病変 急性病変

癒着(adhesion)＋管内細胞増多 活動性病変

細胞性半月体 (cellular crescent) 活動性病変 急性病変 予後因子

線維細胞性半月体 (fibrocellular
crescent)

活動性病変 急性病変 予後因子

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



組織学的重症
度分類

腎予後と関連する病変＊を
有する糸球体／総糸球体数

急性病変の
み

急性病変＋
慢性病変

慢性病変の
み

H—GradeⅠ 0～24.9％ A A／C C

H—GradeⅡ 25～49.9％ A A／C C

H—GradeⅢ 50～74.9％ A A／C C

H—GradeⅣ 75％以上 A A／C C

組織学的重症度分類（H-Grade）
IgA腎症診療指針-第3版

急性病変（A）：細胞性半月体（係蹄壊死を含む），線維細胞性半月体
慢性病変（C）：全節性硬化，分節性硬化，線維性半月体

※透析導入と有意に関連した独立因子：細胞性または線維細胞性半月体，全節
性糸球体硬化，分節性糸球体硬化，そして線維性半月体
メサンギウム細胞増多，管内細胞増多，そして癒着は独立した関連性を示さず
(IgA腎症の腎病理所見と予後の関連に関する後ろ向き多施設共同研究のよる）



病変 定義 スコア

メサンギウ
ム細胞増多
(M)

＜4 
4-5 
6-7 
≧8

メサンギウム細胞／メサンギウム領域＝0 
メサンギウム細胞／メサンギウム領域＝1
メサンギウム細胞／メサンギウム領域＝2
メサンギウム細胞／メサンギウム領域＝3
＊メサンギウム細胞増多スコアは全糸球体の平均値とする

M0≦0.5
M1＞0.5

分節性硬化
(S)

糸球体係蹄の部分的硬化で係蹄全体に及ばないもの，または癒
着

S0-なし
S1-あり

管内細胞増
多(E)

糸球体毛細血管腔の狭窄をきたした毛細血管内の細胞の増加 E0-なし
E1-あり

尿細管萎縮
／間質線維
化(T)

尿細管萎縮または間質線維化が皮質に占める％ T0-0～25％
T1-26～50％
T2-＞50％

半月体(C) 細胞性または線維細胞性が採取糸球体に占める％（線維性半月
体は除く）

C0-なし
C1-0 より大
～25％未満
C2-25％以上

改訂Oxford分類2016（MEST-C score）

臨床パラメーターと独立して腎予後に影響を及ぼす病変
E病変は予後に影響を及ぼしたのではなく、ステロイドなどの免疫抑止剤に反応
する病変として採択



(1) PSL：プレドニンR 1mg/kg/日 分1
(ステロイド開始４週間後から1mg/kgの隔日投与に減量)。
(2) Mizoribine：ブレディニンR 4～5mg/kg/日、分1
(保険上は150mg/日が上限。）
(3) Dipyridamole：ペルサンチンR またはアンギナールR 3～
5mg/kg/日、分2～3

・ Dipyridamole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Mizoribineに合わせて全て食直前投与
・蛋白尿の陰性持続していれば数カ月毎にPSL漸減→中止へ。PSL中止と同
時にDipyridamoleも中止し、最後にMizoribineを中止する
・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
に再腎生検を考慮する

⑫ 治療-多剤併用療法



1) 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PSL1mg/kg/1x内服）。

2) ヘパリン
メチルプレドニゾロン投与日に100-150Ｕ/kg/日(max5000U/
日）で併用し、３投翌朝に毎回中止する

※びまん性に活動性病変を有する症例やネフローゼ症候群を呈する症例は
凝固亢進が想定されるため、ヘパリンをAPTT50-70を目標に連日投与する。
この場合400Ｕ/kg/日から開始。

⑫ 治療-ステロイドパルス療法（IVMP)



・循環する血中のIgA免疫複合体を除去する目的で行う。
・PE or DFPP を3回/週（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。
・血漿交換後の3週目からステロイドパルス療法開始

⑫ 治療-血漿交換



⑫ 治療-RAS阻害薬
【KDIGOガイドライン2021】
・蛋白尿が0.5g / dを超える場合は、高血圧に関係なくRAS阻害薬を開始
する必要がある（1B）

・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（2B）
・小児にはRAS阻害薬の利益を示唆する強力な証拠がある

【エビデンスに基づくIgA腎症診療ガイドライン2020】
CQ  RAS阻害薬はIgA 腎症に推奨されるか？
IgA 腎症のend stage kidney disease（ESKD）への進展抑制，腎機能障害
の進行抑制ならびに尿蛋白の減少効果を有するため，使用するよう推奨す
る（1B）

【小児IgA腎症診療ガイドライン2020】
CQ 小児IgA腎症患者にRAS阻害薬を使用することが推奨されるか？
小児IgA腎症患者にRAS阻害薬の投与を推奨する（1B）



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。

・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る
・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

（ACE阻害薬/ARBは妊婦又は妊娠している可能性のある女性には禁忌であるこ
とに注意が必要）



日本で保険適応とされている小児の降圧剤
⇒適応“高血圧症”

【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 錠2.5/5/10 mg）

生後１ヶ月以上 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 錠5/10/20 mg）

6 歳以上 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 錠20/40/80/160 mg）

6 歳以上 35kg未満1日1回20mg(最大40mg)、35kg以上1日1回40mg

カンデサルタン（ブロプレス 錠2/4/8/12 mg) 2019年保険承認

1日1回 1-6 歳まで 0.05-0.3 mg/kg、6 歳以上 2-8 mg(最大 12 mg)

アジルサルタン(アジルバ 錠10/20/40 mg 顆粒1%) 2021年保険承認

6歳以上 50㎏未満1日1回2.5mg(最大20mg）,50㎏以上1日1回5mg(最大40mg）

【カルシウム拮抗薬】アムロジピン（ノルバスク、アムロジン 2.5/5 mg）

6 歳以上 1日1回2.5mg、適宜増減、1日最大5mg



ACE阻害薬とARBの同時投与について（up to date）

・IgA腎症患者への併用療法は、短期間の研究でさらに蛋白尿
減少効果が得られる
※Reid S, et al. Cochrane Database Syst Rev 2011; :CD003962.

※Russo D, et al. Am J Kidney Dis 2001; 38:18.

・この結果は、蛋白尿性CKDに対して蛋白尿の有意な減少（18
〜25％）を示した研究のメタアナリシスと一致する
※Kunz R, et al. Ann Intern Med 2008; 148:30.

※Catapano F, et al. Am J Kidney Dis 2008; 52:475.

・しかし、併用療法が蛋白尿性CKD患者への腎予後の改善を示
したランダム化試験はなく、副作用がより一般的である可能
性がある
・最大推奨用量のACE阻害薬またはARBで蛋白尿の目標を達成
せず、血圧が低下しない患者には、 ACE阻害薬とARBの併用療
法ではなく、他の抗蛋白尿療法または腎保護療法（鉱質コル
チコイド受容体拮抗薬またはSGLT2など）を追加する



・JSH高血圧治療ガイドライン2019の
併用薬推奨図
異なるクラスの降圧薬の併用は同一
薬の倍量投与よりも降圧効果が大きい

Wald DS, et al.Am J Med. 2009 122:290-300.（メタ解析）

・単独療法よりも末期腎不全への進行を遅らせる
Palmer SC, et al.Lancet, 2015;385:2047-56 （対象：糖尿病性腎症 メタ解析）

・単独療法よりも透析導入やCre上昇、死亡率増加がみられる
ONTARGET Investigators, Yusuf S, et al. N Engl J Med 2008: 358: 1547-59（対象：冠

動脈疾患、末梢動脈疾患、脳血管疾患、臓器障害を伴う糖尿病のいずれかを有する55歳以上の
患者）

Mann JF, et al. Lancet 2008: 372: 547-53 （対象：動脈硬化症や末梢障害伴う糖尿病の
55歳以上）

⇒腎保護作用を期待してACE阻害薬/ARBを使用する際、単剤で開
始し経過により単剤最大量まで増量する。それでも効果不十分
の場合は、ACE阻害薬/ARBの同時療法を慎重に考慮する。

ACE阻害薬とARBの同時投与について（2）



Shima Y,et al: Lisinopril versus lisinopril and 
losartan for mild childhood IgA nephropathy: a 

randomized controlled trial (JSKDC01 study); Japanese 
Study Group of Kidney Disease in Children (JSKDC). 

Pediatr Nephrol. 2019;34:837-846.

・巣状メサンギウム増殖を呈する小児IgA腎症（軽症型）63人
GroupA（lisinopril and losartan） vs GroupB（lisinopril）のRCT

・2群間で蛋白尿消失率に有意差は認めず（89.3％vs89％）。

・2群間で副作用に有意差はなし

UP/Cr>0.5g/gCr患者に限定
全症例



【KDIGOガイドライン2021】
・扁摘は、白人患者のIgA腎症に対して実施すべきではない

・再発性扁桃炎のIgA腎症に対してはいくつかのガイドラインで提案さ
れている

・扁摘単独、もしくはステロイドパルス療法併用によって、腎機能や尿
所見が改善したという研究報告が日本から多数あり

【エビデンスに基づくIgA腎症診療ガイドライン2017】
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？

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．（2C）

⑫ 治療-扁桃摘出（扁摘）



【小児IgA腎症診療ガイドライン2020】
CQ3：小児IgA腎症患者で組織学的および臨床的軽症例において口蓋扁桃
摘出術（＋ステロイドパルス療法）は推奨されるか

⇒推奨されない（1D）

CQ：小児IgA腎症患者で組織学的および臨床的重症例において口蓋扁桃
摘出術とステロイドパルス療法の併用は推奨されるか

⇒多剤併用療法と同様の効果があるとの報告があり、多剤併用療法施行
例で効果が不十分でない場合や、反復性扁桃炎を有する患者では治療選
択肢として検討してもよい（2C）



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、かつ組
織上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

扁摘は日本特有の治療法であり、成人も含めその有効性を
明確に示したエビデンスは存在しないため、小児IgA腎症全
症例に有効な治療とは考えにくい


