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症例報告

慢性腎不全長期透析療法中患者にみられた

舌アミロイドーシスについての臨床病理組織学的検討

岡田康男 1),	2) ＊、又賀　泉 3)、櫻井　賢 4)、柬理賴亮 1),	2)、大野淳也 1),	2)

１）日本歯科大学新潟生命歯学部病理学講座

２）日本歯科大学新潟病院臨床検査室

３）日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座

４）大塚歯科医院

抄　録

　長期透析患者に発生した舌アミロイドーシスについて臨床的、病理組織学的ならびに免

疫組織化学的に検討した。症例 1 は 65 歳の男性で、慢性腎不全に対する透析歴は 28 年

であった。これまでに手根管症候群、副甲状腺機能亢進症、消化管アミロイドーシスおよ

び骨関節症をきたしていた。口腔乾燥を伴う舌の凹凸感、潰瘍と接触痛に対して口腔衛生

指導とゲル状保湿剤塗布により症状は改善した。症例 2 は 61 歳の男性で、慢性腎不全に

対する透析歴は 36 年であった。これまでに手根管症候群と骨関節症をきたしていた。舌

の凹凸感と接触痛に対して口腔衛生指導、歯石除去、慢性機械的刺激の原因歯の抜去およ

び義歯製作・装着により症状は改善した。2例とも血清 β2-microglobulin（ β2MG）は高

値を示した。病理組織学的に上皮下の粘膜固有層、筋層および血管壁にアミロイド蛋白の

沈着を認め、Congo	red 染色の KMnO 4 処理では染色性を失い、偏光所見ではアップルグ

リーンを示した。β2MG 染色では陽性を示し、Amyloid	A 染色では陰性を示したことから、 

β2MG を前駆蛋白とした A β2M アミロイド線維の沈着と考え、A β2M	type のアミロイドー

シスと診断した。

Key	words：tongue,	amyloidosis,	hemodialysis,	immunohistochemical	study,	
 

β2-microglobulin


受付：2016 年 12 月 22 日　受理：2017 年 2 月 13 日

緒　言 床的には筋骨格系の障害が主体で、手根管症候群や

　慢性腎不全に対する長期透析療法中患者にみられ 骨関節症をきたすことが多いが、舌に発症すること

るアミロイドーシスは透析アミロイドーシスといわ は少なく、その報告もほとんどが単発例で複数例の

れ、Aβ2M アミロイド線維が細胞間間質に沈着する系 報告は少ない 2-6）。今回、透析療法中の患者にみられ

統的疾患で、血中における β2-microglobulin（ β2MG） た舌アミロイドーシスの 2 例について臨床的、病理

の蓄積が一因と報告されている 1）。Aβ2M アミロイド 組織学的ならびに免疫組織化学的に検討したので報

線維は初期には骨関節組織に沈着し、その後、徐々 告する。

に内臓や上皮下組織へと沈着していく。そのため臨

＊：〒 951-8580　新潟市中央区浜浦町 1 － 8

TEL：025-267-1500　FAX：025-267-1134 

e-mail:	yokada@ngt.ndu.ac.jp
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症例 1

患　者：男性、65歳

初　診：2002 年 4 月

主　訴：口腔乾燥を伴う舌の凹凸感と疼痛

既往歴：

　1951 年に腎結核で左側腎摘出術を受けた。1952

年に左側精巣上体切除術を、1953 年に右側精巣上体

切除術を受けた。1959 年に膀胱萎縮と診断された。

1974 年に慢性糸球体腎炎による慢性腎不全のため血

液透析を開始し、透析歴は 28 年であった。1995 年

に長期透析による右側手根管症候群に対して手根管

開放術を受け、1996 年に長期透析による二次性副甲

状腺機能亢進症に対して副甲状腺亜全摘術が施行さ

れ、1997 年には左側手根管症候群に対して手根管開

放術を受けた。2001 年に一過性脳虚血発作と消化

管アミロイドーシスによる回盲部の出血をきたした。

さらに 2002 年には長期透析による骨関節症のため

自力歩行困難となった。

家族歴：父が胃潰瘍

現病歴：

　数年前から舌の白色隆起性病変に気付いていたが

放置していた。最近になって舌の疼痛と口腔乾燥の

ため食事摂取が困難となったため、腎臓内科主治医

から歯科口腔外科を紹介され受診した。

現　症：


全身所見；


　腰部と両側膝関節部の疼痛および歩行障害を認めた。


口腔外所見；


　顔貌は黄褐色調を呈していた。


口腔内所見；


　上下無歯顎で、舌に直径 5 ～ 8mm大の凹凸不整


で弾性硬ないし靭の褐色調小結節を多数認め、また、


右側舌側縁部には黄褐色を呈する小指頭大の潰瘍を


認めた（図 1a）。


血液検査所見：


　血清 β2MG 値は、透析前が 27.0mg/L、透析後が


18.4mg/L で、いずれも高値を示した（基準値：0.70

～ 1.80mg/L）。

臨床診断：舌アミロイドーシスの疑い

処置および経過：

　2002 年 5 月に舌生検術を施行した。生検術を行う

にあたり、腎臓内科主治医に対診し、生検前日はヘ

パリン透析からナファモスタットメシル酸塩（フサ

ン ®）透析（短時間作用性の抗血液凝固薬による透析）

に変更した。その後、口腔乾燥による舌凹凸部の違

和感が強くなったため、口腔衛生指導と共に歯槽、

口蓋および頬粘膜との接触による刺激と口腔乾燥を

改善する目的でゲル状保湿剤を口腔内にまんべんな

図1　症例 1（男性、65歳）の口腔内写真
a：初診時の口腔内写真。口腔内は乾燥し、舌に 5～ 8mm大の凹凸不整、弾性硬ないし靭の褐色調小結節が多数みられ、
右側舌縁には潰瘍が認められた。
b：初診から 5 か月後の口腔内写真。口腔衛生指導とゲル状保湿剤の口腔内塗布により舌の凹凸感、潰瘍、接触痛、
乾燥状態の改善がみられ、また、症状の改善により口角鉤の使用が可能になった。 
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く塗布した。患者は要介護者であったが、ゲル状保

湿剤はベッド上で仰臥位や側臥位のまま本人による

塗布が可能であった。舌の凹凸感、右側舌側縁の潰

瘍および口腔乾燥は改善を認めていたが（図 1b）、9

月末に心不全のため死亡した。

病理組織学的所見：

　Hematoxylin-Eosin（H-E）染色では、上皮直下か

ら筋層に多数の結節状をなし、エオシンに均等に染

まる好酸性無構造のアミロイド様物質が認められ、

血管壁にも同様の物質がみられた（図 2a、b）。	その

無構造物質は Congo	red 染色で橙赤色に染色され（図

2c）、偏光所見ではアップルグリーンを呈し、過マン

ガン酸カリウム（KMnO 4）処理後は染色性が消失し

た（図 2d）。免疫組織化学的には β2MG に陽性を示し

（図 2e）、Amyloid	A（AA）に陰性であった（図 2f）。

病理組織学的診断：

アミロイドーシス（Aβ2M	type）

症例 2

患　者：男性、61歳

初　診：2003 年 7 月

主　訴：舌の接触痛を伴う凹凸感

既往歴：

　慢性糸球体腎炎による腎不全のため 1968 年に血

液透析を開始し、透析歴は 36 年であった。1988 年、

1996 年および 2003 年に長期透析による左側手根管

症候群に対して、手根管開放術を受け、1997 年に

は右側手根管症候群に対して手根管開放術を受けた。

また、2002 年には長期透析による骨関節症のため歩

行困難となり、さらに転倒して右大腿骨頸部内側骨

折をきたした。

家族歴：特記事項なし

図2　症例 1（男性、65歳）の病理組織像
a：上皮直下から筋層には多数の結節状をなすエオシンに均等に染まる好酸性無構造のアミロイド様物質が認められた。
b：aの＊部の拡大像。血管壁に無構造のアミロイド様物質の沈着（矢印）がみられた。
c：bの連続切片。無構造物質は Congo	red 染色で橙赤色に染色された。
d：bの連続切片。Congo	red 染色の KMnO 4 処理後では染色性を失った。
e：bの連続切片。 β2-microglobulin（ β2MG）は陽性であった。
f：bの連続切片。	Amyloid	A（AA）は陰性であった。
スケールバー：a；500µm、b～ f；250µm。
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現病歴：


　数年前から舌背の白色調隆起性病変に気付いてい


たが放置していた。最近になって舌の接触痛が出現


したため、腎臓内科主治医から歯科口腔外科を紹介


され受診した。


現　症：


全身所見；


　右側股関節部の疼痛および歩行障害を認めた。


口腔外所見；


　顔貌は黄黒褐色調を呈していた。


口腔内所見；


　舌背に直径が 5 ～ 8mm大の凹凸不整で弾性硬な


いし靭の褐色の小結節を多数認めた（図 3a）。


血液検査所見：


　血清 β2MG 値は透析前が 21.8mg/L、透析後が


8.0mg/L で共に高値を示した。

臨床診断：舌アミロイドーシスの疑い

処置および経過：

　2003 年 7 月に著明な動揺と鋭縁により舌の慢性機

械的刺激の原因となっていた歯冠崩壊状態の 14-11	

の抜歯と舌の生検術を施行した。生検術を行うにあ

たり、腎臓内科主治医に対診し、生検前日はヘパリ

ン透析からナファモスタットメシル酸塩（フサン ®）

透析（短時間作用性の抗血液凝固薬による透析）に

変更した。その後、口腔衛生指導と共に残存歯の歯

石除去を行ったが、22	は治療経過中に自然脱落した。

さらに上顎部分床義歯を新製して装着することによ

り舌の接触痛は改善した（図3b、c）。経過は良好であっ

たが、2004 年 6 月に直腸憩室穿孔、後腹膜膿瘍およ

び腹膜炎を生じ、11月に敗血症をきたして死亡した。

病理組織学的所見：

　H-E 染色では上皮直下から筋層には結節状をなし

てエオシンに均等に染まる好酸性無構造のアミロイ

ド様物質が多発性に認められ、血管壁にも同様の物

質がみられた（図 4a、b）。	その無構造物質は Congo	

red 染色で橙赤色に染色され（図 4c）、偏光所見では

アップルグリーンを呈し、KMnO 4 処理後は染色性が

消失した（図 4d）。免疫組織化学的には β2MG に陽性

を示し（図 4e）、AAに陰性であった（図 4f）。	

病理組織学的診断：

アミロイドーシス（Aβ2M	type）

考　察

　長期透析療法中の患者にみられるアミロイドーシ

スの前駆蛋白として β2MG が 1985 年に同定された
1）。透析アミロイドーシスは A β2M アミロイド線維が

全身に沈着することにより生じる。その症状は主に

骨関節でみられ、手根管症候群、ばね指、多関節炎、

骨嚢胞、破壊性脊椎関節症、脊柱管狭窄症や病的骨

折をきたす。口腔領域における透析アミロイドーシ

スの報告は少ないが、時に舌に腫瘤を生じるとされ
2-6）、今回の 2 例も骨関節症状に引き続いて舌に多発

図3　症例 2（男性、61歳）の口腔内写真
a：初診時の口腔内写真。舌に 5 ～ 8mm大の凹凸不整、弾性硬ないし靭の褐色調小結節が多数みられた。
b：初診から 7 か月後の部分床義装用中の写真。
c：初診から 7 か月後の口腔内写真。歯科治療と口腔衛生指導により舌の凹凸感、接触痛の改善が認められた。 
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性の小結節がみられた。沈着する A β2M アミロイド

線維の前駆蛋白である β2MG は MHCクラスⅠ抗原の

コンポーネントの 1 つであり、99アミノ酸からなる

1本鎖の蛋白質である 7）。健常人において β2MG は腎

で代謝されるが、透析患者ではこの代謝が行われな

いために血清 β2MG 値が上昇し、持続的に β2MG 高

値が維持される。 β2MG は透析アミロイドーシスの原

因蛋白であるが、血清 β2MG 値の上昇は必要条件だ

が十分条件ではないと考えられている 7-9,	10）。今回の

2症例においては血清 β2MG 値が透析前後でいずれも

高値を示し、これまでの報告に一致した 7-9）。このこ

とは透析アミロイドーシスの発症にはある一定以上

の血清 β2MG 濃度、すなわち閾値が存在する可能性

が示唆され、今後の検討課題と考える。今回の 2 例

では、免疫組織化学的に β2MG が陽性を示した他に、

Congo	red 染色の後、KMnO 4 処理により染色性を消

失したことから当初は、AA蛋白の存在も考えられた。

AAアミロイドーシスは続発性アミロイドーシスとも

いわれ、関節リウマチに多いが、まれに結核、気管

支拡張症などの慢性炎症性疾患に合併するとされる。

症例 1 は結核の既往を認めたが、症例 2 では明らか

な慢性炎症性疾患の合併症はなかった。古賀ら 5）は

長期透析による舌アミロイドーシスの 2 例のうち 1

例に β2MG と AA の 2 種類の蛋白の存在を認めたが、

関節リウマチの合併はみられず、その詳細は不明で

あったと報告している。今回、免疫組織化学染色に

おいて AA 蛋白が陰性であったことから、透析アミ

ロイドーシスである A β2M	type のアミロイドーシス

と考えられた。	アミロイドーシス発症のリスクファ

クターとして、（1）年齢が高いこと、（2）透析期間

が長いこと、（3）透析膜の生体適合性が不良なこと、

（4）透析膜の中大分子透過性が低いこと、（5）透析

液の純度が低いこと、および（6）アポリポ蛋白 E 遺

伝子を有することが挙げられている 8,	11,	12）。	このう

ち透析期間が 10 年以上の長期の場合には透析アミロ

イドーシスは必発といわれ 11,	12）、透析歴は症例 1 が

28 年、症例 2 が 36 年で 2 例とも長期であった。透

析開始時期と透析膜については、2例の透析開始時期

ではセルロース膜を用いていた 13）。1990 年代から

Polyacrylonitrile 膜などの高機能膜が使われるように

図4　症例 2（男性、61歳）の病理組織像
a：上皮直下から筋層には結節状をなしてエオシンに均等に染まる好酸性無構造のアミロイド様物質が多発性に認められた。
b：aの＊部の拡大像。血管壁に無構造のアミロイド様物質の沈着（矢印）がみられた。
c：bの連続切片。無構造物質は Congo	red 染色で橙赤色に染色された。
d：bの連続切片。Congo	red 染色の KMnO 4 処理後では染色性を失った。
e：bの連続切片。 β2-microglobulin（ β2MG）は陽性であった。
f：bの連続切片。	Amyloid	A（AA）は陰性であった。
スケールバー：a；500µm、b～ f；250µm。
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なり 13,	14）、透析アミロイドーシスの発生率は従来の

セルロース系透析膜に比べ低下したと報告されてい

る 15,	16）。Koda ら 17）は、手根管症候群に対する相対

的危険度はセルロース系膜にくらべると高機能膜で

は有意に低いと報告しており、高機能膜使用により、

透析アミロイドーシスの発症頻度は少なくなってき

ている 18）。また、近年では、 β2MG 吸着器を併用す

ることで血中の β2MG 濃度を下げることが可能とな

り良好な結果が得られていると報告されている 19）。

長期透析に関連した舌アミロイドーシスに対する治

療は、根治的治療としては腎移植 20）が挙げられる。

局所的には、病変が限局性であれば切除が行われる

ことが多いが 4）、多発性ないしびまん性に生じた場

合は切除後に機能障害が生じ、治療に苦慮すること

が考えられる。腎臓内科主治医との密な連携により

症例 1 では、口腔乾燥に対するゲル状保湿剤を用い

た治療で舌の疼痛、潰瘍や凹凸感を改善することが

でき、症例 2 では舌の刺激となっていた歯の抜去や

義歯を製作することで摂食状態も良好になったこと

から、局所の刺激因子の除去と共に唾液分泌低下に

伴う二次的口腔乾燥症への対応が重要であると考え

られた。今後も症例を重ね、医科歯科連携を含め局

所的な対応についてさらに検討していく予定である。

結　語

　長期透析患者に発生した舌アミロイドーシスにつ

いて臨床的、病理組織学的ならびに免疫組織化学的

に検討した。血清 β2MG	値が高値を示し、病理組織

学的には Congo	red 染色で橙赤色に染まり、その 

KMnO4 処理で染色性は消失したが、免疫組織化学

的には β2MG に陽性、AA に陰性を示したことから、 

β2MG を前駆蛋白とした A β2M アミロイド線維の沈着

と考え、A β2M	type のアミロイドーシスと診断した。

臨床的には口腔衛生指導、ゲル状保湿剤塗布、動揺

歯抜去と義歯製作を行い症状は改善した。以上のこ

とから長期透析による口腔領域のアミロイドーシス

に対しては病歴聴取、腎臓内科主治医との連携、血

清 β2MG 値の検査および生検による病理組織学的診

断が重要で、今後症例を重ね医科歯科連携を含め治

療についてもさらに検討していく予定である。
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