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＜解説＞ 

【鑑別診断】 

 78 歳の男性に数ヶ月の期間で、脱力感、疲労、骨痛、側腹部痛、血尿、腹痛、食欲不振、

便秘、尿、徐脈を認めた。振り返ってみると、すべてのこれらの症状は、高 Ca 血症に起因

している可能性がある。確定診断のために、高 Ca 血症と腎不全を引き起こす疾患の鑑別を

行った。 

 高 Ca 血症の原因は、副甲状腺ホルモン（PTH）依存性及び PTH 非依存性のものに分け

ることができる。  

 

《PTH 依存高 Ca 血症》 

 PTH 依存高 Ca 血症の最も一般的な原因は原発性副甲状腺機能亢進症で、しばしば無症

候性であり、<12mg/dl（<3mmol/L）程度の経度の高 Ca 血症を有し、多くの場合、ルーチ

ンの検査で偶然発見される。この患者の入院時血清カルシウムは 17.1mg/dl（4.28mmol/L）

で、典型的な原発性副甲状腺機能亢進症よりもはるかに高かった。 

 また、三次性副甲状腺機能亢進症は、慢性の末期腎疾患患者に現れる。慢性の高リン血症、

低 Ca 血症、ビタミン D 欠乏症、活性型ビタミン D（1,25-(OH)2 D）産生不足により、副甲

状腺が持続的に刺激され、自律的に PTH の産生を産生するようになる。しかし、患者の腎

不全の発症は非常に最近で、入院前に透析治療も受けていなかったので、この患者の病歴は、

三次性副甲状腺機能亢進症には合わない。 

 家族性低 Ca 尿性高 Ca 血症は稀な常染色体優性疾患で、正常よりも高い血清 Ca レベル

にさらされることで、副甲状腺の Ca 感知受容体が機能的に障害され、PTH の合成および

放出を阻害できなくなってしまう。さらに Ca 感知受容体は、Ca 恒常性の調節に重要な役

割を果たしており、尿細管の Ca 再吸収の増加させることで、血清 Ca 濃度を増加させ、尿

中 Ca を減少させる。しかし、家族性低 Ca 尿性高 Ca 血症は、通常、臨床的に治療は必要

なく、血清 Ca レベルは、この患者のように、症状が出現するほど高くはならない。 

 最後に、リチウムは、高 Ca が PTH 産生を抑制する閾値を増加させ、副甲状腺機能亢進

症と同様の臨床症状をもたらすが、この患者はリチウムの内服もしていないので、否定的で

ある。 

 PTH 依存高カルシウム血症を診断する最初のステップは、PTH レベルを測定することで

ある。この患者の PTH レベルは、正常範囲内であった。しかし、血清 Ca が著明に高値で

あるにもかかわらず、PTH が抑制されなかったこと(正常範囲内であること)は異常である。

この所見は、おそらく、急性の症状とは無関係の自律副甲状腺機能（副甲状腺自律性）をあ

る程度有することを示唆している。 
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《PTH 非依存性高 Ca 血症》 

 完全非経口栄養管理、長期寝たきり、ミルクアルカリ症候群（牛乳の大量摂取と共にアル

カリを摂取すると起こる）、および特定の薬剤（例えば、チアジド、カルシウム、およびビ

タミン D とビタミン A サプリメント）投与等でも高 Ca 血症となるが、これらは病歴や検

査結果から除外することができる。 

 しかし、内分泌疾患、肉芽腫性疾患、および癌に関しては更なる考察が必要となる。  

 

①内分泌疾患 

 患者の TSH はやや低く、甲状腺機能亢進症の可能性がある。甲状腺機能亢進症がひどい

場合には、骨吸収における甲状腺ホルモン媒介増加によって高 Ca 血症につながりうる。低

TSH は、あるいは甲状腺機能正常病気症候群(甲状腺病変がない低甲状腺ホルモン症)によっ

て説明される可能性があり、これらを鑑別するために、遊離サイロキシン(Free T4)と総取

りヨードサイロ二ン(Total T3)の測定が有用である。検査結果は、甲状腺機能亢進症とは矛

盾し、また、高 Ca 血症を引き起こすほど重度の甲状腺機能亢進症とは確実に矛盾している。 

 副腎不全は、高 Ca 血症のまれな原因であり、典型的には副腎クリーゼの患者で発生する。

この患者とは一致しない。 

 

②肉芽腫症 

 サルコイドーシス、結核などの肉芽腫性疾患も、PTH 非依存性に高 Ca 血症を引き起こ

しうる。このような条件では、マクロファージによる活性型ビタミン D の腎外生産が骨吸

収増加と腸管の Ca 吸収増加につながる。この患者は、25-ヒドロキシビタミン D の値は正

常であったが、血清活性化ビタミン D レベルの測定は、臨床的に有用であったかもしれな

い。 

 

③癌 

 癌患者における血清 Ca を増大させるメカニズムは、一般的に腫瘍随伴体液性高 Ca 血症

(HHM)と局所性骨溶解性高 Ca 血症(LOH)に分けられる。 

・HHM：扁平上皮癌や肺や卵巣の腺癌、および腎細胞癌を含む様々な腫瘍は PTH 関連タン

パク質を産生する。それによって骨吸収および遠位尿細管の Ca 再吸収が増加し、高 Ca 血

症が誘導される。診断のために PTH 関連タンパク質の血清レベルを測定することができる

が、検査結果は通常、すぐには返ってこない。 

・LOH：多発性骨髄腫や乳癌、悪性リンパ腫などは、溶骨性の骨転移により高 Ca 血症を引

き起こす。 

・その他、悪性リンパ腫や卵巣未分化胚細胞腫は、肉芽腫性疾患と同様の方法で PTH に依

存せずに活性型ビタミン D を生成する。また異所性に PTH を産生する癌もある。 
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《腎不全》 

 高 Ca 血症を引き起こす原因の考察に加えて、この患者に腎不全が起こった理由を説明す

る必要がある。この患者の腎不全は腎前性、腎性、腎後性のどれだろうか？ 

 腎前性を示唆するような最近のボリュームの減少や低血圧の既往はなかった。また、

FENa(Na 排泄分画)は 4.8％であった。一般的に、腎前性腎疾患の FENa は 1％未満である。 

 前立腺肥大症の既往があり、PSA が軽度上昇しているため、腎後性閉塞の可能性も考え

られるが、骨盤部 CT は、尿路閉塞を示さなかった。 

 この患者の腎不全は、尿沈査にてアクティブなものが検出されず、円柱も認めなかったが、

腎性の可能性が最も高い。 

 

 

☆高 Ca 血症と腎不全の両方を引き起こす疾患は何か？ 

 高 Ca 血症は単独で、腎血管収縮、血液量減少、腎石灰化症、間質性腎疾患を介して腎不

全につながりうる。しかし、この患者の腎生検標本の病理組織学的検査では腎石灰化は認め

なかった。 

 癌は腎臓における高 Ca 血症および糸球体、尿細管間質性、または血管疾患の両方を引き

起こす可能性がある。軽鎖沈着を伴う多発性骨髄腫は、確かに腎不全を引き起こす。リンパ

腫は、腎臓に浸潤し、腎機能障害を引き起こすが、この患者の画像所見では腎臓の拡大は認

めなかった。固形腫瘍は、膜性腎症や他の腫瘍随伴性糸球体症を引き起こす可能性がある。 

 肉芽腫性疾患は、高 Ca 血症と腎不全の両方を引き起こす可能性がある。サルコイドーシ

ス患者のわずか 1〜2％にしか腎症状を認めないが、サルコイドーシス患者の剖検では、50%

に、腎臓に肉芽腫や単核細胞の浸潤を認める。この患者は、ツベルクリン反応陽性の既往が

ある。結核菌感染は、腎臓肉芽腫ではなく、糸球体疾患や間質性腎炎、続発性アミロイドー

シスを引き起こす。しかし、この患者は結核の典型的な症状（すなわち、発熱、咳、および

寝汗）がなく、免疫抑制状態や慢性的に衰弱している状態ではなかったので、結核の再活性

化や粟粒結核は考えにくい。 

 統計学的には、肉芽腫性疾患より癌の可能性が高い。サルコイドーシスは、40 歳以下の

若年者や女性で発生する可能性が高い。患者は喫煙歴があるため、肺癌および他の癌のリス

クは高い。患者は 70 歳以上の高齢者の約 5％に起こるモノクローナル免疫グロブリン血症

と同様に頭蓋骨と脚の骨病変を認めた。しかし、多発性骨髄腫の患者の骨髄生検の検体は、

一般的に、10％以上の形質細胞を示すのに対し、この患者の形質細胞は、わずか 7％であっ

たため、骨病変の臨床意義は、不確実であると考えられる。しかも、高 Ca 血症が起こるほ

どの多発性骨髄腫であるなら、形質細胞の割合もより大きくなるはずである。この患者は、

偽陽性の可能性もあるが、結核や尿毒症の患者や、サルコイドーシス患者の最大 75％に見

られるように、ACE(アンジオテンシン変換酵素)が高値であった。また、肝疾患を示唆する

ような、ALP および γ-GTP の高値を認めたが、これは腎臓への癌転移や肉芽腫性浸潤の
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いずれかでも起こり得る。肺門および縦隔リンパ節腫脹も、癌または肉芽腫性疾患が考えら

れるが、リンパ節腫脹が癌によるものであった場合、2 年間にわたってもっと進行すると考

えられる。また、腎生検標本の病理組織学的検査では、間質性腎炎および単核細胞および肉

芽腫性炎症を示した。これらの所見は、肉芽腫性疾患を示唆している。 

 

 まとめると、この患者で観察された臨床的特徴は、統計学的には非典型であるが、サルコ

イドーシスの診断が最も可能性が高い。診断のためにはリンパ節生検が必要となる。 

 

 

【考察】 

 初期のこの患者の臨床経過中に、我々は IgM 型骨髄腫の可能性について懸念した。しか

しながら、高 Ca 血症や溶骨性病変、モノクローナルスパイクは非常に低いこと、骨髄中の

形質細胞の量が 10％未満であることが、IgM 型骨髄腫において典型的ではない。したがっ

て、クローン性形質細胞の過程は MGUS と判断し、そしてそれはこの患者の臨床症状を説

明できないと考えた。そのため、考慮すべきことは、結核またはサルコイドーシスのいずれ

かに起因する肉芽腫性疾患であり、我々はリンパ節生検を施行した。 

 

【臨床診断】 

結核またはサルコイドーシスのいずれかに起因する肉芽腫症。 

 

【病理診断】 

 傍気管リンパ節の生検を施行した。病理組織学的検査では、結節はほぼ、小型の密集した

非壊死性の肉芽種に置き換えられていた（Figure 3）。それぞれの肉芽腫は、結節中のリンパ

管にも浸潤していた（Figure 3B）。これらの所見は、サルコイドーシスと一致していた。壊

死の程度は、一般的なサルコイドーシスと同程度で、染色や培養は陰性であった。病理学的

な確定診断はサルコイドーシスであった。 
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図 3.リンパ節生検標本（ヘマトキシリンおよびエオシン）。 

傍気管リンパ節の病理学的検査を実施した。 

A：リンパ節の大部分が、凝集した、小型の、非壊死性肉芽腫（G）によって置換されていた。リンパ

節皮質の小さな周縁は、右縁に沿って存在している。 

B：肉芽腫（G）が、リンパ節内の血管（V）に浸潤している。 

 

 

【経過】 

 気管支洗浄液、尿検体、およびリンパ節生検標本の抗酸菌はすべて陰性であったため、患

者のツベルクリン陽性は、アクティブなものではなく潜伏結核感染として解釈された。最初

は、イソニアジドとリファンピンの両方を投与したが、抗酸菌培養は 2 ヶ月後も陰性のま

まであり、リファンピンを中止した。患者は、潜在性結核感染症の治療のためのイソニアジ

ド療法を 9 ヶ月うけた。 

 リンパ節生検の結果が知られた後、経口ステロイド療法をサルコイドーシスの治療のた

めに開始した。2 年半低用量のステロイド治療により、腎機能は改善し、安定化した。クレ

アチニン値は、現在 1.6mg/dl（141mmol/L）で、Stage 3 慢性腎臓病と一致している。約 2

年前にステロイドは中止されたが、高カルシウム血症は再発しておらず、現在治療はしてい

ない。 

 ステロイド治療中に、入院時に評価されていた認知機能低下や舞踏病に似た運動が改善

したことは興味深く、神経サルコイドーシスの可能性が考えられた。現在では、早期アルツ

ハイマー病を有すると考えられ、舞踏病に似た運動は再発していない。 

 

【最終診断】サルコイドーシス 

 


