慢性腎不全の治療-保存期か

5移植まで-

トピッ、クス
111. 透析期腎不全

4. 透析患者の合併症
5) 透析アミ口イドーシス
下条文武高橋直生
要旨
長期透析治療をうけている患者に発症するアミロイドーシスは，透析アミロイドーシスと呼ばれ，

ß2ーミクログロプリン

その前駆蛋白は従来の透析膜では除去され難い

(ß2・m) である.本症の発症要因

として，透析導入年齢が高いこと，透析期間が長いこと，生体適合性の低い透析膜あるいは純度の低

E4 を有する，などが明らかにされてきた.

い透析液を使用した場合，患者がアポリポ蛋白遺伝子
本症は，骨・関節障害を主病変とするため，
予防・発症遅延対策として高性能膜透析器や

QOL の低下をまねく深刻な透析合併症である.本症の

ß2-m吸着カラムが臨床に導入され，ある程度の効果をみ

ている.しかし発症後の治療では限界があり，根本的な治療と考えられる腎移植を推進する必要があ
る.

89 : 1372--1378 ， 2000J

(日内会誌

Key words

: dialysis-related

amyloidosis ， ß2-microglobulin ，日2-m adsorption

column ，kidney transplan-

tatlOn

はこの代謝機能が失われ，血中濃度が正常者の

20--50 倍に上昇している.この蓄積した

はじめに

ß2-m を

前駆蛋白としてアミロイドが沈着し，透析アミ

10 年以上の長期透析患者には手根管症候群を
1985 年に

はじめ多彩な骨・関節症状が現れる.

ß2 ミクログロプリン

(ß2-m)

ロイドーシスが発症すると考えられる.
アミロイド前駆蛋白として

ß2・mが同定されて

以来，その発症機序や体内動態についての研究

によるアミロイ

ß2・

ドが腿鞘・髄膜へ沈着することが原因であるこ

が進展した.また，本症の治療対策として，

とが明らかにされた

mの除去療法についても，透析に用いる膜の性

J)

が，その後の研究から表

1 に示すような透析アミロイドーシスに関連す

能や治療法の改良が試みられるとともに，

る骨・関節症状とその臨床的診断基準が示され

の特異的吸着器が登場し，臨床治療に使用され

るようになった.

て効果をみている.ここでは，透析アミロイドー

ß2-m は組織適合抗原の

L 鎖を形成する分子量

11 ，800 の心分子量タンパク質である.
内で一日

2--5mg/kg

ß2-m

シスの病態と治療に関する知見を紹介する.

ß2-m は体

1. ß2-m の沈着とアミ口イド化

体重が産生され，腎尿細

管細胞で代謝・分解されている.腎不全患者で
腎で代謝されずに体内蓄積した

げじようふみたけ，たかはしなおき:新潟大学第
二内科
日本内科学会雑誌第
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て多くの要因が加わってフイブリル化してアミ
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表

1.

透析アミロイドーシスの診断基準

1.

主要症状

1. 手根管症候群 carpal tunnel syndrome (CTS)
2.3 単発指 trigger finger
3. 骨襲胞性病変 radiolucent cystic bone lesion
4. 破壊性関節症 destructive arthropathy
5. 破壊性脊椎関節症 destructive spondyloarthropathy (DSA)
6. 病的骨折 pathologic fracture
7. 環軸病変 atlantoaxial spondyloarthropathy ，偽臆錫 pseudotumor
8. その他の症状
胃・腸粘膜病変，舌病変，皮下脂肪組織病変，心病変，腎尿路病変

II. 病理所見

1. Congo red 染色でアミロイドの沈着を認める
2. 免疫組織化学検査で抗 ß2-m 抗体が陽性である
3. 電子顕微鏡検査で， 6 -12nm の径をもっアミロイド線維が一定方向に曲線を描い
て配列しているのが特徴である

他のタイプのアミロイドーシスと異なり，皮下脂肪生検の陽性率はきわめて低い

. IlI. イメージング検査(参考)
1 または

131

III

In- ß2-m を静注し 24-72 時間後に撮像する.アミロイド沈着が認めら

れる関節に集積が認められる
疑い“
確実“

probable"
definit巴"

:主要症状
.病理所見

1-5
1， 2

のうち，
あるいは

2 項目以上をみるもの.

3 をみるもの.

アミロイド P 成分

カルシウム

\

アポリポ蛋白 E

/

85kd 蛋白
̃(免疫グ、ロプリン

線維芽系細胞

マクロファージ

ーーーーーー̃

K鎖)

アミロイド細線維蛋白 (ß2-m)

\\も

修飾イ七日2-m

インタクト戸2-m
モノマー
ダイマー
ポリマー

切断化
ラジカル修飾化
酸性化
AGEs 化

\

ノ

グリコサミノグリカン (GAGs)
コンドロイチン硫酸
ヒアルロン酸
ヘパリン

ユピキチン

+ー酸化ストレス

1\

、、

プロテアーゼインヒビター
αI アンチキモトリプシン
αIマクログロブリン
メタロプロテアーゼ組織
インヒビター

図 1 .透析アミロイド沈着に関与する因子

ロイド沈着すると考えられる(図

1).

常人の産生量とも大きな差はないと考えられて

しかし，

いる.最近，透析治療に使用する水の質を改善

その全貌は必ずしも明確ではない.
1)

ß2-m の産生と代謝

ß2-m の産生量には個人差があるが，一般に

することによって血中島
2

-m レペルが低下し透析

アミロイドーシスの症状が改善するとの報告が

~5mg/ 体重 kg/ 日と推定されており，また健

ある.水の純度を上げ，パイロジェン物質を除
(97)
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CDlfkm 日

いと言える.このような考えは，治療に当たっ

ても十分考慮しなければならないであろう.す
なわち，血中の

ß2-m の前後値だけでは効果の判
ß2-m をどの

定は出来ず，血管内外プールを含め

程度除去できたかがポイントになる.透析を中

図 2.

イ本内日 2-m の 3 プールモデル

心とする血液浄化技術で、は ß2-m の除去は血管内

Vl ， V2， V3: プール容積
K12 ， K13: 各プール問の移動係数
Ke: 代謝速度係数

G:

のものがまず除去されるわけであるが，血中レ

ß2 mの血

ベルを低く維持できれば血管外からの

産生速度

・

管ないプールへの流入が促進され，血管外の

プールに存在する ß2-m も除去が可能になる.す
去することによって体内産生量の低下をみると

なわち治療後に戸 2-m が低くなるだけでは不十分

も推測される.しかし，透析アミロイドーシス

である.治療中早期にか

において体内 ß2-m 産生量が特に充進している成

によって血管外のプールに存在する島

績はなく，血中濃度の上昇は主として近位尿細

内流入を促進させ，よく多くの戸

管細胞で、行われている低分子量蛋白の代謝機能

ことが必要になってくる.

の低下によると説明される.

-m の濃度を下げ，これ
-m の血管

2-m を除去する

後で述べる吸着器を併用した場合では，治療

2) 戸
2 m のプールモデル

開始後約 1 時間で血中レベルが治療前値の約半

ß2-m については血管内外の 2 プールの存在が

分になり，早期から血管外プールからの

・

ß2-m による体内

早くから指摘されていた.標識

入とその除去が行われることになる.一方通常

2 プール

動態研究によって，健常人については

の透析療法のみで、は血中レベルは経時的になだ

3 ないし 4 プー

で十分であるが，透析患者では

らかに低下するだけであるから，治療終期のわ

ルが妥当である事実が示されたの.このうち，
3 プールモデルを図 2 に示した.ここで
管内に相当するプール，

V1 は血

去するにすぎないと考えられる.
進をはかる on-line HDF

V3 は透析患者

(hemodiafiltration)

な

どでも同様である.

1/6 であり，血管

内外の移動が容易で、あるために，体内に

ß2-m 除去促

ß2-m

だけに存在するプールである.すなわち，
はその分子量がアルブミンの

-m を除

ずかな時間においてようやく血管外の島

V2 は毛細瓜1管を通じ

て ß2-mが移動しているプール，

ß2-m;流

2. ß2-m の関節部への集積とフィブリル

2 つの

イヒ

プールが存在することは健常人でも透析患者で
Floege ら 3)や我々は

も同様である.しかし，透析アミロイドーシス
の患者ではこのような血管内外の

2 つのプール

4)

， 1311
あるいは

lll1n で、標

識した ß2-m でのシンチグラフィーを検討した.

に加えて第 3 のプール，すなわち集積・沈着を

その結果，透析アミロイドーシスと診断された

示唆するプールが存在し，このプール部位(関

症例の関節部に

節部など)へ

ß2-m が移行すると推測される.

節痛(偽痛風，関節リウマチなど)では集積が

ß2-m の関節部位への集積傾向

を説明できるものであり，健常人の

標識戸2-mの

集積が見られ，透析アミロイドーシス以外の関

このことは次に述べる，透析アミロイドーシ
ス患者に見られる

R1 (radioisotope)

見られなかった.透析アミロイドーシスの診断

2 プールに

として，

R1標識した戸 2-m で、のシンチグラフイー

加え，集積が行われている関節部位等に対応し

は有用な手段であるが，現在本検査は未承認の

た第 3 のプールの存在に注目しなければならな

状態で一般化されていない.しかし
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アミロイド線維
(nポリマー)
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とよー〉
アミロイド線維
(n+1 ポリマー)

前駆蛋白質
(モノマー，
[C])

図 3. アミロイド線維重合のカイネテイクス
Kon ， Koff はそれぞ ~1L重合，脱重合の速度常数，
[C] は
モノマーの状態にある前駆蛋白質
(Aß ， ß2-m 等)の

ノぐ〆

ロ

内でのみかけの伸長速度は，透析アミロイド線維の数

1

i 1
()l

r

Incu

(骨

Kon x [C] と脱重合速度

，

Koff の和という一次式で表現できる.

•

I

~ - It

n + 1ポリマーとなる.このとき，試験管

濃度が一定の場合，重合速度

1

t
~ ~1I

マー)に組み込まれることにより，分子立体構造に変
化を生じ，

"，

寸

~

(n ポリ

濃度を表す.前駆蛋白質はアミロイド線維

14

〉、¦、

(

(I.

凶

4.

200
Tア

j季初

ξ

400
600
800
Incubati(m time(min)

1，000
ThT 蛍

ロイド線維伸長反応開始後の

光量増加の時間変化

F (t) は蛍光量変化の時間関数を表す.インセット
は F (∞) - F (t) の常用対数値を反応時間に対して
プロットした.片対数グラフより誘導される微分方程
式 F'(t) =B-CF

(t) は，透析アミロイド線維の伸長

が一次反応速度論モデルに従うことを意味している.

に行われている状況下では，血柴濃度よりむし
ろ体内蓄積量との関連で考えるべきことを示し
8~1O 年の

ている透析患者においては，透析

聞にアミロイド沈着は静かに進行していること
が病理組織学検討により明らかになっている.
至適条件下で一定時間反応させる

その蓄積量について実測したデータはないが，

と， ß2-m モノマーは fA 戸2・m に重合し， 電子顕微

van

T (ThT)

他のアミロイド線維と同様に，

蓄積すると透析アミロイドーシスを発症するの
ではないかと想定している.

一次反応速度論

にf定うことカ吉明らかになった(図

3.

ì去を用い

fAß2-m の伸長も

た反応速度論的解析により，

4. 炎症司 マクロファージと

4 ・) .

血紫戸 z-m 濃度

原ら

6)

AGE 化現象

による透析患者の剖検例の検討によ

り， 透析アミロイドーシスの進行の実態が明ら

血紫 ß2-m 濃度とアミロイドーシスの発症と

かにされた.

は，相関がないことが知られている.これは日

特に，透析アミロイドーシスにお

いてはアミロイド沈着部にマクロファージの浸

2・

m の組織沈着と血紫 ß2-m 濃度とは直接の関連が

潤が見られることが他のアミロイドに見られな

ないためである.すなわち，循環血液中の

い特徴である.すなわち，アミロイド沈着部に

ß2 m
・

と組織沈着した ß2-m とは必ずしも平衡化してい
ないと考えられる.関節への

m の体

ß2 ・

内動態の推計ーから， 400~600g の戸2-m が体内に

鏡下においてアミロイド線維の伸長が観察され

fこ. さらに， チオフラピン

Ypersele ら 5) は透析患者における

はマクロファージの浸潤と多核巨細胞とともに

ß2 叩を貧食している像が観察されている.また，

ß2-m の集積が盛ん
(99)
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5. ßz-rn カラム治療による

ADL ，こわばり，痛みスコアの推移.

3 カ月程度と比較的早期にスコアの改善を認め，その後そ

カラム治療(試験)群では

ADL ，こわばりスコアが悪化傾向を

の状態が維持されていたのに対し，対象群では
示し，痛みの軽減には

18 カ月以上を要した.

椎間板や関節軟骨などの血管やリンパ管のない

1) 透析膜の改良

場所でもアミロイド沈着後しばらくしてマクロ

欧州のグループは

ファージの浸潤が見られることが確認されてい
(advanced

glycation

が見られるようになる.この

z-m

end products)

延対策効果があることを発表したが，平沢ら

イ七

AGE 化した戸 z-m

は単球/マクロファージの遊走を引き起こした
Miy2

司

mア

AGE 化というステップを経て最

ミロイドが，

8)

(HPM) を

はノ、イノf フォーマンスメンブレン

導入してから透析アミロイドーシスの発症頻度
Koda

が有意に低下することを示した.さらに

り，サイトカインの発生を誘導することが
ata ら 7)によって明らかにされ，沈着した戸

(ポリアクリロニト

リル)膜ダイアライザ一治療は，本症の発症遅

る.そして，沈着初期にはみられなかった戸
のAGE

PAN

ら 9) は819
例について調べ，

HPM

による透析は

従来膜の透析に比し手根管症候群の発症リスク
が 0.503 倍であることを示した.このことは，

終的には局所の炎症を引き起こしたり，骨嚢胞

m をある程度除去できる透析法を治療初期から

を形成するという仮説が提唱されている.

実施すれば発症リスクを軽減できる事実を示し

ß2-

たことになる.しかし，アミロイド沈着自体に

5. ßz-m 除去による透析アミ口イドーシ
スの治療

対しては

HPM

を使用しても改善しない可能性

が高く，透析膜の改良によっても治療効果は十
分とは言えない.

ß2-m が透析アミロイドーシスの前駆蛋白であ
り，さらに

2) 戸2-m 吸着療法による治療効果

AGE イ七などのステップをキ壬て，マ

最近，直接血液潅流型の

ßz・m 吸着器が開発さ

クロファージを活性化し，加速度的に局所的な

れた.この吸着器は表面細孔による分子ふるい

アミロイド蓄積がすすんで，透析アミロイドー

効果と疎水性アフイニティによる選択性を持っ

シスの諸症状が発症するものと考えられる.

ている .1996年 9 月より臨床使用が可能となり，

従って，体内の

ß2 ・mの除去によるアミロイド沈

その治療効果について，我々も検討する機会を

1999年コントロールスタデイ

着の防止と沈着アミロイドの除去が透析アミロ

与えられ，

イドーシスに対する治療の基本と考えられ，こ

(ßMACS) の結果を得た.ポリスルフォン透析

れまで様々な臨床研究がなされてきた.
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lfll紫 ß2-m クリアランスとこわばりスコア変化量の関係
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6.

こわばりスコアと

検を行った

JO).

O

•••
•

O

100

150

血築 ß2-mクリアランス (ml/min)

対照群

-試験群

(n=15)

O

(n=l7)

対照群

(n=15)

血柴日2-m クリアランスと臨床症状のスコア変化量との関係
ADL スコアの変化量は日

2-m クリアランスと有意の相関がみられた.

1 カ月間のポリスルフォン膜に

よる透析のみを実施した観察期間の後，

6. 腎移植の効果

2 年間

の前向き試験を開始するプロトコールである.
試験群は戸2 m 吸着器を透析器の前に直列に接続

腎移植すると，ただちに関節症状の改善が得

・

し，通常の透析と同じ条件で治療を行い，対照

られる.そして，腎移植が成功すれば，少なく

群はポリスルフォン透析膜による透析治療を

とも新たな骨嚢胞の発生はないことが観察され

行った.その聞の治療効果を試験群と対照群と

ている.しかしながら，移植が成功してもひと

で比較した.

たび沈着したアミロイドの消失は緩除である.

治療効果については，痛み・こわばり.
(activities

of daily living)

ADL

一方では，腎移植後

の項目で，ポリスル

善がみられなかった例や，

フォン透析膜を使用した対照群では症状の改善
が見られずむしろ

10年後に病理組織学

的に依然としてアミロイド沈着がみられたとの

2 年間で悪化傾向にあったの

に対し，試験群では有意に改善していた(図

7 年経過しても骨嚢胞の改

報告もある.

5) .

骨嚢胞についても骨嚢胞を認めた部位数の割

おわりに

合において，治療群で悪化を認めなかったのに
対し，対照群では悪化傾向が見られた.
さらに，

透析アミロイドーシスの病態の詳細はなお不

ß2-m の除去クリアランスと症状の改

明であるが，治療対策としての戸

善には相関が見られ，戸 2-m の除去の程度に応じ
た症状の改善が得られることがわかった(図
) .すなわち

2-m 除去法につ

いては，透析膜の改良や吸着器の開発などの新

6

しい発展をみた.腎移植は本症の治療対策とし

ß2-m の除去能が高ければ高いほど

て優れている.この意味からも腎移植は積極的

症状の改善度が高くなるという結果が得られ

に推進されるべきであるが，現在，その恩恵を

た.

受けられる者は限られている.本症の予防薬開
発を含めた研究の進歩に期待したい.
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