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症　例

潰瘍性大腸炎に対するベドリズマブ治療中に
診断した尿細管間質性腎炎の 1 例

富山県立中央病院　腎臓・高血圧内科
蓬田　大地，横山　真伍，玉井　　亨，倉田多鶴子，
舟本　智章，篠﨑　康之，川端　雅彦

要　　旨

　症例は 25 歳，男性．15 歳時に潰瘍性大腸炎（ UC）と診断されメサラジンの投与が開始さ
れた．18 歳の再燃時にプレドニゾロン（ PSL）が追加された．22 歳時に腎機能障害の精査
のため当科を初診時，血清 Cr 1 .37 mg/dL, 尿蛋白 0 .31 g/g・Cr，潜血（－），β 2-MG 1 ,767 

μ g/L と高値で ANA 陰性，補体正常より薬剤性腎障害を疑い，メサラジンを中止した．その
後の UC 再燃時にブデソニド，次にゴリムマブが投与されたが腎機能は変化なかった．ベドリ
ズマブへ変更の後，腎機能が低下し当科に入院，腎生検で尿細管間質性腎炎（ TIN）と診断
した．尿蛋白 1 .15 g/g・Cr，β 2-MG 5 ,822 μ g/L，血清の IgG4 と ACE は正常，SS-A と -B

は陰性であった．ベドリズマブを中止，PSL を 30 mg/ 日に増量し，進行性の腎機能悪化は停
止した．TIN を発症した炎症性腸疾患の治療薬としては 5-ASA 製剤が最多だが，モノクロー
ナル抗体製剤は稀であり報告した． 
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はじめに
　潰瘍性大腸炎をはじめとした炎症性腸疾患の治療におい
て，5- アミノサリチル酸（ 5-ASA）製剤及びモノクロー
ナル抗体製剤は，寛解導入と寛解の維持に重要な薬剤と
なっている．一方，これらの治療薬を原因とした薬剤性腎
障害は治療に関わる重要な副作用である．炎症性腸疾患症
例における薬剤性腎障害では，5-ASA 製剤によるⅣ型ア
レルギー機序を介した尿細管間質性腎炎（ TIN）の頻度
が最も高いとされるが，モノクローナル抗体製剤による
TIN の報告は稀である．ベドリズマブは腸管粘膜にホーミ
ングする T リンパ球に特異的なα 4 β 7 インテグリンに
対するモノクローナル抗体製剤であり，理論上は腸管粘膜
以外への作用はないとされている．今回我々は，ベドリズ
マブ治療中に腎生検により TIN と診断した 1 例を経験し，
その原因としてベドリズマブによる薬剤性腎障害が強く疑
われた．調べ得た限りでは，本例は 2 例目のベドリズマ
ブにより TIN を発症した炎症性腸疾患症例と考えられ，
ここに報告する．

症　　例
25 歳，男性．15 歳時に潰瘍性大腸炎（ UC）と診断され
5-ASA 製剤であるメサラジンの投与が開始された．18 歳
時に副腎皮質ホルモンのプレドニゾロン（ PSL）が追加
され，経過で病勢に応じて 5 ～ 10 mg/ 日に増減された．
22 歳時に腎機能障害の精査のため当科を初診した．血清
Cr 1 .37 mg/dL, 尿 蛋 白 0 .31 g/g・Cr， 潜 血（ -）， β
2-microglobulin（ MG）1 ,767 μ g/L と高値で，抗核抗
体陰性，補体は正常であった．薬剤性腎障害を疑い，腎生
検を提案したが，希望しなかった．被疑薬と考えられたメ
サラジンを中止したところ，血清 Cr 値は安定した．その
後の UC 再燃時に，治療薬は副腎皮質ホルモンであるブデ
ソニド，次いで tumor necrosis factor（ TNF）-α阻害薬
であるゴリムマブに変更されたが，いずれも腎機能に著変
なく経過した．入院 10 ヶ月前の UC 再燃時からベドリズ
マブの投与が開始された．投与後の経過で腎機能障害が進
展し，血清 Cr 値は 1 .9 mg/dL に増悪した．腎生検目的に
当科へ入院した．入院時には PSL 5 mg/ 日を内服してい
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た．Cr 2 .16 mg/dL と腎機能はさらに低下し，尿蛋白 1 .41 

g/g・Cr, 潜血（ -），β 2-MG は 5 ,822 μ g/L と高値であっ
た（ 表 1 ）．腹部 CT 検査では腎の形態異常はなかった．
腎生検での病理組織所見では，硬化糸球体はなく，メサン
ギウム細胞の増多を伴わない軽度のメサンギウム領域の拡

大の他，間質には区域性のリンパ球浸潤を認めた（ 図 1 ）．
蛍光抗体法では，メサンギウム領域及び間質の一部に IgA

及び同部位に一致して C3 の沈着を認めた（ 図 2 ）．以上
から TIN と診断した．アンジオテンシン変換酵素（ACE）
は基準値内，血清の抗 SS-A 及び -B 抗体，インターフェ
ロンγ遊離試験はいずれも陰性であったことから，原因と
して薬剤による TIN が疑われた．また，蛍光抗体法から
IgA 腎症の合併も否定できないと考えられた．臨床経過も
踏まえて活動性のある TIN と判断し，PSL を 30 mg/ 日
へ増量した．また治療薬の変更後に腎機能が増悪した経過
からは TIN の被疑薬としてベドリズマブが強く疑われた．
PSL 増量とともに同薬剤は中止し，抗 IL-12 /23p40 阻害
薬であるウステキヌマブに変更した．PSL を漸減しなが
ら，カンデサルタン 4 mg/ 日を併用した．治療開始後に血
清 Cr 値の著明な改善は認められなかったものの，進行性
の腎機能障害からは離脱し得た（ 図 3 ）．

考　　察
　尿細管間質性腎炎（ tubulointerstitial nephritis; TIN）
は，腎組織のうち糸球体と尿細管細胞以外の部分である間
質に炎症細胞が浸潤することで腎機能障害を来たす疾患で
ある．自覚症状は乏しく，血清 Cr 値の上昇を契機に発見
されることが多く，尿蛋白は糸球体由来の疾患に比して軽
度であり，一般に 1 .0 g/ 日未満とされる 1 ）．確定診断に
は腎生検が必要である．その頻度は，全腎生検症例の

図 1　経皮的腎生検の組織所見．A皮髄比は 9：1，全
糸球体は 8 個，硬化糸球体は認めなかった．Bメサン
ギウム領域の軽度拡大を認める．C尿細管間質に区域
性のリンパ球浸潤を認める．

図 2　蛍光抗体法による腎組織所見．IgA，C1q がメサ
ンギウム領域と間質の一部に沈着している． 

表1．入院時検査所見表 1　入院時検査成績

PAS ×200 PAS ×400

(A) (B)

PAS ×100

(C)

図1．経皮的腎生検の組織所見

IgA C1q

図2

図2．蛍光抗体法による腎組織所見
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1-3 ％，急性腎障害例では 13-27 ％を占める．原因は本
例のように薬剤性がその多くを占め，自己免疫性疾患を含
む全身性疾患 2 ），感染症が続く（ 図 4 左）3 ）．原因薬剤
は抗菌薬，非ステロイド性抗炎症薬の頻度が最も高い（ 図
4 右）が，基本的にどの薬剤でも発症しうることに留意し
なくてはならない 4 ）．一般に発症は薬剤の投与量に依存
しないことから，原因薬剤の中止後の再開は TIN 再発の
危険性がある．治療の原則は原因薬剤の中止であり，ステ
ロイドの投与は活動性のある TIN が腎生検で証明された
場合に考慮する 5 ）6 ）．

　本症例は，UC に対するメサラジン治療の開始から約 7
年後に腎機能障害が顕在化し，当院へ紹介となった．この
時点で蛋白尿は軽度であり，尿中β 2-MG の明らかな上
昇を認めたことから，尿細管間質障害の存在が示唆された．
腎生検による精査の希望がなく，病理学的評価はできな
かったものの，その後のメサラジンの投与中止により腎機
能障害の進行が抑制された経過から，当時メサラジンンに
よる薬剤性の TIN が存在したものと思われる．薬剤性腎
障害は，診療ガイドラインにおいてその発症機序から中毒
性，アレルギー・免疫学的機序，間接毒性，尿路閉塞性の

図 3　臨床経過．PSL の増量後に，進行性の腎機能悪化は停止した．また尿中β 2-MG 及び尿蛋白は改善傾向を示した．

図 4　（左）TIN を来す原因疾患とその頻度．（右）TIN の原因となり得る主な薬剤．それぞれの頻度
は様々な報告があり，ここでは具体的な数字を示していない．
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図4．（左）TINを来す原因疾患とその頻度 （右）TINの原因となり得る主な薬剤
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4 つに分類されている 7 ）．このうちアレルギー・免疫学的
機序を介した薬剤性腎障害は，病理学的に尿細管間質性腎
炎，微小変化型ネフローゼ，膜性腎症，半月体形成性腎炎，
抗好中球細胞質抗体（ ANCA）関連血管炎などの組織像
を呈する．メサラジンは IV 型アレルギー機序を介し，病
理学的には TIN を来すことが知られるが 8 ），その発症に
はメサラジンの用量に依存した中毒性機序の関与も示唆さ
れている 9 ）．治療は早期の薬剤投与中止に加え，症例毎
にステロイド治療を検討することになる．治療の遅れは不
可逆的な腎機能障害を残す危険性があり，適切な早期治療
介入が重要である．本症例は腎機能障害が顕在化した時点
で比較的早期にメサラジンの投与を中止したことで，中止
以降に腎機能障害の進展はなかった．メサラジンは炎症性
腸疾患の治療において重要な薬剤のひとつであるが，薬剤
性腎障害のリスクに留意し，定期的な腎機能の確認ととも
に，腎機能障害を認めた場合は，すみやかな中止を考慮し
なくてはならない．
　ベドリズマブは，腸管粘膜にホーミングする T リンパ
球に特異的なα 4 β 7 インテグリンに対するモノクロー
ナル抗体製剤である 10 ）．欧州及び米国では本邦に先駆け
て 2014 年に承認され，炎症性腸疾患への有効性が広く
知られている．本邦では 2018 年に UC への適応が認め
られ，その後，クローン病についても適応追加となった． 

T リンパ球は，細胞表面上のα 4 β 7 インテグリンを介
して，腸管の血管内皮に発現する MAdCAM-1（ mucosal 

adressin cell adhesion molecule-1 ）に接着し，腸管のリ
ンパ組織内に侵入する．ベドリズマブはα 4 β 7 インテ
グリンに結合することで，T リンパ球が腸管のリンパ組織
に侵入することを阻害して，抗炎症作用を発揮する．従っ
て腸管局所に対する作用が主であり，他の臓器への影響，
特に易感染性への懸念が少ない．同じく炎症性腸疾患の治

療に用いられ生物学的製剤の TNF- α阻害薬は，易感染
性を来たし，副作用として結核の発症や B 型肝炎ウイル
スの再活性化が報告されている．対してベドリズマブは本
邦における第 III 相試験でも重篤な感染症の発症報告はな
く，本邦でもその使用症例数が増加している 11 ）．既存の
治療薬とは異なる作用機序であることから，再燃時に新規
に導入される場合も多い．このような薬剤の利点から，本
症例では複数回の再燃を経て入院 10 ヶ月前からベドリズ
マブの投与が開始された．
　モノクローナル抗体製剤による薬剤性腎障害では，抗
vascular endothelial growth factor （ VEGF）阻害薬による
血栓性微小血管症がよく知られている 12 ）．一方で TIN の
発症の報告は稀であり（ 表 2 ），ベドリズマブによる TIN

の報告は，調べ得た限りでは本例以外にはクローン病症例
での報告が 1 例あるのみである 13 ）．他の薬剤による TIN

と同様に被疑薬の中止に加え，ステロイド治療が行われて
いる．アレルギー機序を介した TIN 症例においてステロ
イド治療の有効性を示した大規模臨床試験はなく，本邦の
薬剤性腎障害のガイドラインにおいても，被疑薬中止で腎
機能の軽快がない場合にステロイドの投与を考慮すること
になっている 7 ）．本例は PSL 30 mg/ 日（ ≒ 0 .5 mg/kg/

日）を投与したが，ステロイド投与を行った既報では本
例に比して比較的高用量の PSL が投与されている 14 ）15 ）．
本例においては，より高用量のステロイド投与も検討され
たが，患者本人に副作用回避の強い希望があり，これを踏
まえて用量を決定した．
　腎機能障害を伴う炎症性腸疾患 83 症例を対象に腎生検
を施行した Ambruzs らの報告 16 ）では，19 ％に TIN，
24 ％に IgA 腎症の所見を認めた．この IgA 腎症の頻度は，
炎症性腸疾患を有しない腎機能障害症例に比して有意に高
い．Hubert らは 1984 年，炎症性腸疾患に関連した IgA

著者 報告
年 年齢 性別 原疾患 抗体製剤 病理 初期治療 転帰

Choy EH, et al. 1993 69 男 関節リウマチ 抗CD4抗体 TIN 被疑薬中止のみ Cr 5.5→1.2 mg/dL

Barakat RK, et al 2007 26 男 平滑筋肉腫 bevacizumab TIN 被疑薬中止のみ 透析→離脱

Korsten P, et al. 2010 42 男 強直性脊椎炎 adalimumab TIN PSL 0.5 mg/kg/day Cr 2.9→1.7 mg/dL

Lomax AJ, et al.14) 2013 62 男 膠芽腫 bevacizumab TIN PSL 60 mg/day Cr 4.2→1.7 mg/dL

Yoo YJ, et al. 2014 25 女 クローン病 infliximab TIN PSL 10 mg/day Cr 2.5→1.5 mg/dL

Thajudeen B, 
et al.15) 2015 74 男 悪性黒色腫 ipilimumab TIN PSL 60 mg/day Cr 2.0→1.5 mg/dL

Ota M, et al. 2016 46 男 クローン病 infliximab TIN 被疑薬中止のみ Cr 1.02→0.8 mg/dL

Billy E, et al.13) 2017 55 女 クローン病 vedolizumab TIN PSL 1 mg/kg/day Cr 4.8→0.8 mg/dL

Sato T, et al. 2018 28 男 クローン病 infliximab TIN 被疑薬中止のみ Cr 1.0 mg/dL

表2．モノクローナル抗体製剤による尿細管間質性腎炎症例の報告表 2　モノクローナル抗体製剤による尿細管間質性腎炎症例の報告．TIN: 尿細管間質性腎炎，PSL: プレドニゾロン，
Cr：血清クレアチニン．
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腎症を初めて報告し 17 ），炎症性腸疾患の増悪時や再燃時
に IgA 腎症の活動性が悪化することを明らかにしている．
その後の研究により，炎症性腸疾患における腸管粘膜の持
続的な炎症により抗原提示の喪失，腸内細菌叢の変化，持
続的な免疫応答等が生じ，これらが誘因となって，異常な
IgA 産生が生じて，IgA 腎症の発症につながる可能性が示
唆されている 18 ）．本例は病理学的に IgA 腎症の所見は認
めたものの，IgA 腎症の必発所見とされる尿潜血は一貫し
て陰性であり，糸球体腎炎を疑う尿沈渣の円柱所見は認め
ていない．従って本例の腎機能障害の原因には，IgA 腎症
の関与は小さく，治療経過も含め TIN が主と考える．今後，
UC の病勢に応じて IgA 腎症が顕在化し増悪する可能性は
否定できないことから，慎重な経過観察が必要と考えてい
る．

おわりに
　潰瘍性大腸炎に対するベドリズマブ治療中に診断した尿
細管間質性腎炎の 1 例について報告した．本例のような
自己免疫性疾患では免疫抑制療法下のため，免疫学的機序
を介する薬剤性腎障害の臨床経過が修飾される可能性があ
り，注意が必要である．腎機能は生命予後のみならず，
Quality of Life にも直結する．原疾患の治療と 並行しなが
ら腎機能，尿所見の経過を確認し，時期を逸することなく
腎生検による確定診断や治療介入を行うことが重要であ
る． 

第 51 回日本腎臓学会西部学術大会（ 令和 3 年 10 月，福
井市）にて発表した．
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