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最新医学のトピックス-

腎移植-綜説ならびに自験例

岳　　　　　亮

東京歯科大学市川総合病院泌尿器科

Renal Transplantation-Review and our experiences

Makoto HATA

Urology, Ichikawa General Hospital,

Tokyo Dental College

は　じ　め　に

臓審移植の概念は古くからあったようで,中画の資料

によれば,西暦200年に　　　　　　　　は,不老長寿

の方法として,心の臓を新しいものに変えればよいと述

べているという｡もっとも実際に移植が行われたのは20

世紀に入ってからである｡

すなわち　　年にウィーンの　　　　がはじめて犬

の臓器移植を実験的に試みた｡さらに　　年,のちに

ノーベル賞を受賞した　　　によって血管吻合の手技

が確立され,移植手術の手技的基礎ができあがった｡

さらに50年を経て　　年　　　　　　　により,免

疫機序による拒絶反応の概念が提唱され　　　年には同

種移植において免疫抑制法としてⅩ線照射が試みられ

た｡　年ボストンの　　　は免疫抑制剤を必要とし

ない一卵性双生児間の腎移植を成功させ,手技的には完

成されていることを実証した｡その2年後の　　年には

同じく　　　　が二卵性双生児間の腎移植を成功させ

た｡この時は免疫抑制法としてレシピエントの全身照射

を行っているが,これが成功の聾由とは考えられず,た

またま胎内でキメラができていたものと説明されてい

る｡同じ年にE]本では楠が家族間産休腎移植で急性腎不

全の患者を救っている｡すなわち患者の姉の腎臓を移植

したが,免疫抑制剤は使われておらず,当然1-2週間

で移植腎は拒絶されたが,その間に患者自身の腎機能が

回復して救命できた｡

年には　　　　と　　　　　　　　によって免

疫寛容の概念がはじめて提唱され,理論的に移植臓器の

永久生着の可能性が示された｡二人はこの業績によって

後にノーベル賞を受覚しているo　このような免疫学の進

歩と対をなす出来事として,同じ年に

は組織適合性の概念を明らかにして,ドナー選択の重要

性を示した.さらに　　　は犬を使った腎移植におい

て　　　　に優れた免疫抑制効果があることを証明し,

現在の免疫抑制剤の基礎を築いた｡

そして　　年には　　　　は6MPの誘導体である

イムランを用いて人の腎移植を成功させた｡その後AL

G(抗リンパ球血清)をはじめいくつかの免疫抑制剤が開

発され　　年代は理論的うらづけを持った臨床応用が

盛んに試された時代である.しかし免疫抑制剤の要と使

い方にはまだまだ問題があり,成功例は少なく,多くは

免疫抑制剤の副作用で死亡してしまった｡すなわち手術

手技そのものはすでに　年代に完成され　　年代は

免疫抑制剤の使い方に対する暗中模索の時代であったと

いえるOちなみに　　　　によって世界はじめてのJL､

臓移植が行われたのは　　年である｡

ほぼ十年かけて免疫抑制剤の使い方にも習熟し,腎移

植術が実験的治療から慢性腎不全の治療法として承認さ

れるようになったのは　　年代に入ってからである｡

こうしてみると　　年以来,腎移植はほぼ十年毎に

大きな進歩を遂げながら現在に至ったといえる｡

年代における大きな進歩はドナー特異的輸血とサ

イクロスポリンの導入である｡前者は拒絶反応の免疫機
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序解明の引き金となり,後者はその優れた免疫抑制効果

によって,組織適合性の壁を乗越えたのではないかとい

う印象をうえつけた.その結果死体腎移植の成績は,坐

体腎移植の成績に匹敵しうるほど飛躍的な向上をとげ

た｡

年代には　　　　　　　　　　デオキシスパーガ

リンなど新しい,強力な免疫抑制剤の開発,臨床応用が

目白押しであるoそれぞれ作用機序が異なり,それぞれ

の特襖を生かした薬の使い分けによって拒絶反応の克服

もそれほど難しくはなくなった｡しかしこのように優れ

た薬剤とはいえ,非特異的免疫抑制剤であることにはか

わりない｡最終的ゴールはやはり特異的免疫抑制法の開

発であろう｡

移植免疫とiE絶反応

抗原認識の稜序:

人間の体には自己と非自己をそれぞれの抗原性の違い

によって識別し,前者は受入れるが,後者は体外に排除
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しようとする能力があるo非自己である腎臓が体内に

入った時にも,これを排除しようとする作用が働く｡こ

れが拒絶反応である｡

拒絶反応にかかわる主要抗原は第6染色体上にある遺

伝子群の支配を受けている｡これを主要組織適合性遺伝

子複合体

というoクラスI抗原　　　　　　　　　　　と

クラスH抗原　　　　　　　　　　　　　　　　に分けら

れる｡

腎移植の成績を上げるには,クラスIでは

B,クラスIIでは　　　　　　を適合させるのがよいO

しかもこの両者の座は染色体上の近い位置にあることか

ら　　　　　　と　　　　　　の間に移植抗原遺伝子が

存在すると推測されている｡

非自己である腎臓が体内に入ると,その抗原性を, T

細胞とB編胞が認識する｡すなわちそれぞれの細胞表面

にある抗原レセプターが抗原と結合すると抗原認識が始

まる.その際B細胞は抗原と直接結合できるが, T細胞

は抗原との結合に抗原提示編胞

の助けを要する｡ APCはその細胞表面に

MHC分子を表窮しており,外来の抗原は初めにこのM

HC分子と結合する｡つぎにT細胞レセプター

が,このMHC分子と抗原の複合体と結合することで抗

原認識が可能になる｡その結果　　　　からCD 3分子

を介して細胞内への情報伝達が行われる｡

拒絶反応の主役はC D 8分子をもっ細胞障害性T細胞

であり,クラス　　　　分子と抗原との複合体を

認識する1)｡しかしこれだけでは禾十分で,さらにヘル

パーT細月包　　の仲介を要する.すなわちThはクラ

ス　　　　分子と抗原との複合体を認識して

などのサイトカインを分泌し, Tcの分裂増殖

を促す｡同時にあらかじめAPCから移植抗原の情報を

受けているB細胞の分化増殖をも促して,抗体である免

疫グロブリンを分泌する｡

腎移植の成績はクラスI抗原よりもクラスH抗原を適

合させた方が良くなることから, Thの関与の重要性が

示唆される｡

接着因子とモノクIjナール抗体:

T細胞の抗原認識はAP Cの助けを借りてTC RがM

HC分子と抗原との複合体と結合することから始まるこ

とを述べた｡この際,もうひとつ別の園子が重要な働き

をしていることが最近になってわかってきた｡すなわち

T編胞とA P Cの綿胞表面には多数の接着分子が局在し

ており,これが分子どうしの結合を強化しているのであ
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る｡

この接着分子の結合自体は抗原非特異的ではあるが,

細胞間の結合を強化することで,結果として抗原特異的

なT細胞の抗原認識力を高めることになる｡したがって

逆に接着分子に対するモノクロナール抗体を用いてこの

細胞間接着を阻止することによって抗原特異的な拒絶反

応の抑制が可能になる2)｡

まだ実験段階ながら将来的に臨床応用の期待がもたれて

いる｡接着分子にはいくつかあるが,なかでもLFA

と

TeA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の結合

が憂要な役割を果たしている｡

Donor specific transfusion (DST)I

もう-つ特異的免疫抑制療法として学問的に輿味をも

たれているのが,術前のドナー特異的輸血

である　｡ DSTの作用機序にはいくつかあるが,

産室元進もそのひとつで

ある　　　　はリンパ球幼若化の抑制, I L-2産室抑

刺,非特異的　　　　　　　細胞の産生など強力な免疫

抑制作用をもつ物葉である5)o

われわれも術前輸血の移植腎生着延長効果の磯序解明

を目的として,ラット同種間輸血における腹腔内マクロ

ファージのPGE産生能を測定した｡その結果,輸血

ルートの違いによって,誘導される免疫抑制効果の発現

機序に差が生じるという興味ある所見を得た｡すなわち

輸血ルートを末粕系にした場合にはP G E産生能は元進

するが,門脈系輸血では元進しなかった6)｡臓器移植の

なかでも肝臓移植のみが,例外的に重い免疫抑制魔法で

すむことと麿らし合せて興味深いことである｡

拒絶反応の診断:

①　免疫学的診断

拒絶反応が免疫学的機序でおこる以上は,特異的診断

も免疫学的診断法でなければならない｡事実

(mixed lymphocyte rea.ction) , CML (cell media.ted

lymphocytolysis), ADCC (antibody-dependent

など,活性化リンパ球の

機能,抗体生産を測定する方法はあるが,その特異性と

は裏腹に,結果がでるまでに時間がかかりすぎるため臨

床には役立たない｡

われわれはモノクロナール抗体と

を用いて腎移植患者のT

細胞サブセットを同時性および経時的に解析したo T細

胞サブセットの動きの中でもっとも拒絶反応に関連して

重視されるのが　　　　　　　　　　と

831

の比,すなわち　　　　比である｡良好な移

植腎機能を有する長期4着群ではThが減少し,それに

よって全体のT細胞が減少するとともに　　　　比が

低下してくる　　　細胞による抗体産室をたすけるTh

が減少することが,長期産着群に多く見られるというの

は理論的にも矛盾しないが,一方　　　　比が低い症

例は,晩期拒絶反応を起こした際に不可逆的となる碓率

が高い　　　との報吾もあり,必ずしも良好な予後とは

つながらない　　　さらにCMV感染症では必ずTh/

Ts比の低下を伴うことがしられており1上

比の低い症例では厳重な注意が必要になる｡

急性拒絶反応をT細胞サブセット解析によって診断す

ることは理論的には可能だが,術後のこの時斯には大室

の免疫抑制剤を使用しているため,種々なかたちで免疫

機能が修飾されているので,これだけでの診断はむつか

しい｡文献的にも　　　　比が高いものは,どちらか

と言えば拒絶反応に近いことを示すと考えてよいが,皮

面,拒絶反応を起こしやすくても一般的に可逆的であ

り　　　　　比の低い症例は不可逆的となる危険性が高

いことを指摘する報吾もある｡われわれの検討結果から

いえることは, T細胞サブセット解析は腎移植後のある

一時親に単独で行っても,その結果の解析が困難である

ことが多く,少なくとも術前から達麓的な観察を行い,

その変動をとらえることの必要性である｡さらに,解析

に際しては数的なサブセットの比率のみでなく,各抗体

の埜光パターンや細胞の大きさなどの変化に留意するこ

とが大切である13)｡

免疫学的診断法のなかで臨床上有用とされているもの

に,免疫反応の結果生じた物質あるいは現象をとらえる

方法がある.たとえば拒絶反応時には,活性化T細胞か

らの分泌因子のひとつであるγ　　　　の作用で,正常

時にはみられない　　　　　が尿細管細胞上に表現さ

れてくる　　また移植腎に浸潤してきた活性化リンパ球

の表面に　　　リセブタ　　　　　　が表現される

こうした現象を吸引綿胞診で反復して採取した移植

腎綿胞をもちいて経時的に検査することによって拒絶反

応の早期診断が可能になる

さらに最近では,微量のRNAから逆転写酵素で反応

させて得た　　　をP CR法で増幅させることが可能

となったため　　　　　を　　　　レベルで測定でき

るようになり17),腎移植における拒絶反応の早期診断と

して有望視されている｡

②　臨床的診断法

サイクロスポリンを蔽矢として,非特異的とはいえ優
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れた免疫抑制剤がつぎっぎと開発されてきて,もはやH

LAのバリアは越えたともいわれている｡したがって拒

絶反応そのものはさほど恐れる必要はなくなった｡しか

し長期予後を考えた場合にも,早斯診断,早期治療が

もっとも大切であることに変わりはない｡そのためにも

前述した免疫学的診断法の進歩に報待する部分も大きい

が,現状ではまだまだ臨床的診断に乗る部分も大きい｡

表1は　　年代初めに提唱された拒絶反応診断のための

臨床症状,検査成績であるが　　今もほとんど変わって

いない｡大切なのは患者さんを注意深く観察することで

ある｡

管移植の成纏

筆者が平成4年5月まで所属していた慶慮義塾大学泌

尿器科学教室ではじめて腎移植を成功させたのは　　年

である｡これは日本の歴史の中で東大についで二番目に

早い長斯生存例である｡残念ながらその後約10年間は学

内事情による空白斯問があり　　年になってやっと再開

した｡現在までに症例数は40を越えるが,いずれも家族

間生体腎移植であり(うち2例の夫婦間移植を含む),死

体腎移植例はない｡

この間､免疫抑制療法はあらたな免疫抑制剤の開発な

どと相まって改良を重ねてきたo当然ながら時を経るに

つれて移植の成績は向上してきたが､これまでの時代を

免疫抑制療法の達いから三つの時代に分けることができ

る.そこで自験例をもとに早期術後成績に絞って,三時

代の比較検討を試みた

対象および方法:

年から　　年6月までに筆者自身がてがけた

生体腎移植38例を免疫抑制療法の違いによって三つの時

期に分致した(図2)｡第一期はアザチオプリントとプレ

ドニゾロンおよび局所の放射線照射,第二斯はこれに

と術前3回の

を加えた方法,第三期は

シクロスポリンAを中心としてアザチオプリン,プレド

ニゾロン　　　　を加えた四剤併用療法で現在にいた

る.各々の免疫抑制疲法は図に示すとりであり,いずれ

の場合も約6週間で維持量に達する｡

期間別の症例数は第一斯13例,第二期7例,第三期18

例である｡それぞれのレシピェントの性別,年番,透析

歴などの背景因子は表2に示すとおりで,各群間に統計

的有意差はない｡必ずしも組織学的に確定診断はついて

いないが,原病の多くは慢性糸球体腎炎である｡第一期

に2例の尿管逆流腎症,第二期にオキサローシス,糖尿

表1拒絶反応の臨床症状と検査所見

Clinical manifestations

Fever

Leukocytosis( Imuran )

Malaise

Tenderness

†　言

Urine

Lymphocyturia

RBC cast

Proteinuria

(Selective)

Blood

Urea

(3) Hypertension

(3) 01iguria

JNa†

(4) Swelling : leg,testicle

(4)

(1) Fibrin frag･ments

(3) Lysozyme

(3) Nawasting

(4) Tubular acidosis

LDH increase

(3) Creatinine

Platelet count　　(?) Platelet clumping

Spontaneous lymphocyte Complement decrease

transformation　(?) LDH increase

Suppression PTH

lymph, tranform. (?)

Tests of Function

Creatinine clearance

Arteriogram

Hg scan

Renal biopsy

3　4　3　3

4　4　5　4

3　3　4　4　2

1

J

　

　

1

　

　

1

4

　

【

ソ

･

　

2

　

3

のHは1_.良

RenograJn　　　　(5)

Intravenous pyelogram (3)

133xe lntrarenal

distribution

Blood flow

Radio Hippuran

disappearance

(5)

(3)

* Reliability in diagnosis rated on a scale 1 to

5 ; most reliable-5.

.J.P∴

ment of rejection in allografted kidneys.

Transpl. Proc. 3:287, 1971 (Grune & Stratton,

In°.).

病性腎症.尿管逆流腎症を各々1例づっ,第三期には

IgA腎症2例,ループス腎炎1例がある｡

ドナーの背景園子としての年麻,およびレシピエント

との関係を表3に示す｡ともに各群問に有意差はなく,

第三期における2例の夫婦間移植例を除いては全て家族

間生体腎移植であるo　また第三期の症例には血液型0か

らAへのABOミスマッチの2症例が含まれる｡

轟吾　　　果･.

①　急性拒絶反応

術後3か月以内に起きる急性拒絶反応の出現塵度をみ
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ドナーから摘出した腎臓は,生食水でつくった氷
水につけて表面冷去ロしながら　　　に冷やした細

胞内組織夜を腎動脈から達人し,腎臓内の血液を
洗い流すと同時に内部からも冷却する｡

潅流,冷却した腎臓はレシピエントの鹿骨嵩に移

植する｡腎動脈は内腸骨動脈と端々吻合,腎静脈
は外腰骨静脈と端側吻合する.血行が再開される

と,通常5分以内に尿管から尿が流出してくるの
が観察される｡

てみると,第一斯では13例中10例　　　　に治療を要す

る拒絶反応を経験したが,第二期は7例中3例

%),第三期は18例中6例　　　　と次第に減少する傾

向がみられた｡拒絶反応の治療成績にも差があって,第

一期の拒絶反応を起こした10例のうち2例は,治療に奏

効せず透析に戻ったのに対して,第二,第三には術後3

か月以内に機能廃絶した症例はない｡なかには同一症例

で複数回の拒絶反応を経験した症例もあるが,こうした

症例も時代とともに減少してきている｡このように急性

拒絶反応の数的減少のならず,賛的にも大きく変化して

きているoすなわち第一期にみられた拒絶反応には激烈

なものが多く,移植腎喪失にいたるものも見られたが,

D S Tを併用した第二期ではいわゆる拒絶反応の三徴と

第一迂

0　　　　　　2　　　　　　4　　　　　　6 (week)

図2　期間別免疫抑制療法プロトコール,いずれ
の期間においても6週間で各々の免疫抑制剤

は維持量となる｡

いわれる発熱,移植腎の捧癌,尿量滅少が見られる典型

的症例は少なくなり,第三期にはさらに塵度的にも減少

したO　このことは診断面からいうと,むしろ困難な症例

が増えたことを意味する｡また第三期の免疫抑制法の中

心､となるシクロスポリンには腎毒性という副作用があ

り,拒絶反応との鑑別診断を楽しくしている　　　　ら

20)は臨床的に鑑別が難しい腎機能低下を認めた症例で

は,まず,ステロイドの増量とシクロスポリンの滅室を

行い,両方の可能性の治療を開始して経過をみながら鑑

別していくのがよいと提唱している｡

②　術後の合併症

術後の合併症としては移植腎局所の感染を含む全身感

染が第一期には3例,第二,第三期には各々1例ずつ認

められた.このほか第一報には消化管出血,腎動脈吻合

部狭窄,術後糖尿病などが,また第二期の症例にはリン

パ症が2例みられたのが特徴的であった21)｡

合併症には感染症を含め,ステロイドの関与と考えら

れるものが大半を占めている｡第二期において特徴的に

みられた2例のリンパ症も,文献的にステロイドの使

用,ステロイドパルス療法の実施などが増悪園子として

働くと考えられている22)｡こうしたことからも今後の免

疫抑制療法の大きな課題は,いかにしてステロイドの使

用量を減らすかにあるといえる｡
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表2　レシピエントの背意因子

症例数　性別　　　年齢　　　透析歴(月)　　　　　　　原　　　　　　病

男　女　　(平均)　　(平均)

第一報

13　　10　3　　　20-35　　　　　2174

(30. 1)　　　(14. 4)

Reflux nephropathy

Chronic glomerulonephritis

(CGN)

Oxalosis 1

第二期

工01　　　　　　　　　　　　　･

CGN

l

　

1

　

4

IgA nephropathy

第三期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

(30. 9)　　　(17. 6)　　CGN

表3　ドナーの背景園子

ドナーの年齢　レシピエントとの関係症例数

(平均)

Parent

23-

第一期

One haplo

Spouse

3　1　0

Parent

39-

第二期

One haplo

Spouse

4

1　2　0

第三期

Parent

30一

(48. 6)　　　Identical

0ne haplo

Aunt

Spouse

3　0　1　2

具体的にはあらたな免疫抑制剤の開発とその応用,覗

在研究中の　　　　デオキシスパーガリン,ラバマイ

シンなどの薬剤-の期待がもたれるが,免疫抑制効果が

強力であればあるほど日和見感染を増加させる危険が増

す｡われわれが経験した第三期の感染症は急性拒絶反応

に対するステロイドパルス療法　　　　　使用後に発症

したサイトメガロウイルス感染症であり,ウイルス感染

を中心とした日和見感染が増加している印象を持ってい

る｡

③　移植腎機能

退院時の血清クレアチニンの平均値を比較してみる

と,寡-期は　　　　　　第二親は　　　　　　第三

期は　　　　　と3群間で差はなかったが,その分布

を個々の症例毎にみると第一期には最低値と鼻高値の幅

が大きく,機能良好な症例と比較的不良例との差がある

のに対して,時斯を追うごとにその差が縮まる傾向に

あった｡このことはシクロポリンを中心とした現在

のプロトコールが従来の方法に比べて安定性があり,

術後の管理も容易になってきていることを意味してい

る｡反面シクロスポリン使用群では安定期の血清クレア

チニン値が従来のアザチオプリンを中心としたいわゆる

群と比較して有意に高値である

という報吾もあり　　シクロスポリンの腎毒性が全体の

平均値をっりあげている可能性もあり,たとえ安定期に

入ってもシクロスポリンの腎毒性はつねに念頭に置かね

ばならない｡このわずらわしさを回避するために施設に

よっては適当な時期にシクロスポリンを他剤に変更して

いる｡

④　移植腎生着率

移植腎生着率を　　　　　　　の生存曲線で示すO

図3は全体の生着率を表したものであり,図4は三群間

での生者率を比較したものである｡移植後1年の時点で

比較してみると第一斯は3例脱落　　　　したのに対し

て,第二親は1例脱落　　　　であり,第三期は脱落症

例なし　　　と確実に成績は向上している｡

全患者の4存率を同じく　　　　　　　の産存曲線

で示す(図5)｡第二,第三期では現在までに死亡例はな

い｡
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図3　全症例の移植腎生着率, 1年生着率
%, 5年生着率　　　はいずれも全Eg平均を
上回る成績である｡

I

.

.

l I L

l
I
L - -

- - I

" l ± =

l i l -

年)

-第一期

I-第二期

-第三期

図4　期間別の移植腎生着率,新聞の推移にともな

い移植腎生着率が向上する傾向がみとめられ,
ことに第三期の1年産着率は　　を示した.

移植腎の生着率,患者の生存率は日本移植学会のまと

めによる生体腎移植症例の全国平均値である1年生着率

生存率　　　　年生着率　　　生存率　　　を

上回っておりはぼ満足できる結果である24)｡ことに寛在

のプロトコールである第三斯の1年生着率は　　であ

り,術後早期の成績はきわめて良好である｡しかしなが

ら長期の成績はまだ未知であり,また腎毒生を含めた移

植腎の慢性の機能廃絶を考えると,シクロスポリンを長

親にわたり現在のままのプロトコールで続行すべきか,

適当な時非に他の薬剤に変更すべきかなどの問題が残さ

れており,今後の検討課題であるo

お　わ　LJ　に

慢性腎不全の治療法には大き分けて血液透析と腎移植

がある｡歴史的にみても両者はほぼ肩を並べて進歩して

きた｡いずれかが他に優るというものではなく,それぞ

れ一長一短あるので,それぞれの長所をうまくつかいわ

けることが大切である｡腎移植は

の面から血夜透析に優っているが,リスクは大

835

I

年)

図5　全症例の生存率,第二親,第三新では項在

まで死亡例を認めていない｡

きい｡しかしこれからも社会復帰が望まれる若い患者さ

んにとって腎移植が大きな福音であることは間違いな

い｡今後この腎移植をさらに普及させるためには医学的

には抗原特翼的な免疫抑制療法の開発であり,社会医学

的側面からはドナー腎の確保であろう.いずれも簡単で

はないが,少なくとも後者に関しては欧米なみに死体腎

移植ができるようになれば今の何倍もの患者さんが救わ

れることになる｡脳死からの臓器移植は法律的に認めら

れたものの,脳死自体の解釈に固民の同意が得られず,

欧米に劣らぬ技術を持ちながら,十分には移植を望む患

者さんを救うことができていない塊状にもどかしさを感

じる｡

サイクロスポリン導入以来,腎移植の成績が飛躍的に

向上し,症例数が増加した結果,皮肉なことに臓器不足

の問題がますます深刻化してきたOそこで　年代に研

究され,既存の抗体による超急性拒絶反応を克服するこ

とは不可能であると,見限られていた異種移植の必要性

が再認識され,再びこの方面での研究が盛んになってき

た｡過去20年以上にわたって腎移植は血液透析と対比さ

れてきたが,究極のゴールとして,前者は異種移植,後

者は脚寺計式携帯用人口腎臓が挙げられていた｡どうや

ら腎移植のはうがこの先陣争いに勝利をおさめそうな最

近のいきおいである｡
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