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We report a 40-year-old man with end-stage renal disease due to IgA nephropathy who underwent

deceased donor kidney transplantation. The donor was diagnosed to be brain-dead due to cerebral

hemorrhage after her second liver transplantation for non-viral liver cirrhosis. Intraoperative 1-hour biopsy

of the graft kidney revealed moderate global glomerular sclerosis (22%) and interstitial fibrosis (40%)

consistent with underlying nephrosclerosis or calcineurin inhibitor nephrotoxicity. Although hemodialysis

was needed until the graft began functioning several days after the kidney transplantation, the postoperative

clinical course thereafter was uneventful and the graft functioned well with stable serum creatinine levels

around 2.4 mg/dl at 6 months postoperatively.

(Hinyokika Kiyo 62 : 529-534, 2016 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_62_10_529)
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緒 言

腎移植療法は，透析療法を受けている慢性腎不全患

者にとって，慢性腎不全状態から脱し血液浄化療法か

ら離脱することのできる唯一の方法である．ことに脳

死ドナー腎を用いた献腎移植は，生体ドナーを必要と

せず，心停止下献腎移植と比較しても短い虚血時間で

血流再開が期待できるなどの利点があり，より多く実

施されることが望ましいと考えられるが本邦での脳死

下腎提供数はまだまだ十分とは言えない．そのような

状況下で脳死下腎提供を増やし，より多くの提供臓器

が移植に利用できるよう様々な努力がなされている．

今回われわれは生体肝移植および脳死肝移植後に脳死

となった患者をドナーとする献腎移植の症例を経験し

たので若干の文献的考察を加えて報告する．

症 例

レシピエント : 40歳，男性，血液型 O＋

身長 174 cm，体重 72 kg．

既往歴 : IgA 腎症，高血圧症，右臀部異所性石灰化

摘除後，右下肢骨髄炎．

家族歴 : 母 腎癌

現病歴 : 生来健康で特に異常を指摘されていなかっ

た．15歳時に健診で尿蛋白を指摘され，ネフローゼ症

候群の診断で腎生検を含む精査が行われ，IgA 腎症と

診断された．徐々に腎不全が進行し，21歳時に血液透

析導入となると同時に献腎移植登録を行った．脳死ド

ナーからの献腎移植レシピエント候補となり，手術 2
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Fig. 1. Photomicrographs of hematoxyline and
eosin (A) and periodic acid-Schiff (B) stains
of 1-hr needle biopsy of the graft kidney.
Note that several glomeruli show global
sclerosis (arrows) and that interstitium
showed partial band-like, striped fibrosis
(broken line).

日前に緊急入院となった．

検査値 : WBC 7,120/μl，Neu 5,240/μl，lymph 990/

μ l，Hb 14.7 g/dl，Plt 19.3×104/μ l，AST 11 IU/l，

ALT 13 IU/ μ l，Alb 4. 4 g/dl，BUN 43 mg/dl，Cre

13.01 mg/dl，CRP 0.1 mg/dl

腹部 CT 所見 : 両腎は実質の萎縮と多発嚢胞を認め

るものの明らかな充実性腫瘤は認めない．その他の腹

部臓器には異常なし．腹部大動脈・総腸骨動脈・内腸

骨動脈本幹の石灰化は軽度であったが，内腸骨動脈分

枝には著明な石灰化を認めた．

ドナー : 39歳，女性，血液型 O＋

身長 171 cm，体重 52 kg．

既往歴 : 非ウイルス性肝硬変による肝不全に対し約

8年前に生体肝移植術．移植肝機能不全に対し約 1カ

月前に脳死肝移植術（手術時間12時間 5分，出血量約

25,810 ml，腹水約 5,000 ml 含む）．高血圧の既往な

し．20歳から数本/日×13年の喫煙歴あり．

現病歴 : 脳死肝移植後の入院加療を継続していた

が， 5日前に急激に意識レベルが低下し精査の結果小

脳出血と診断された．緊急血腫除去術を施行するも術

後に再出血を来たし回復は困難な状態となった．家族

からドナー本人が万が一の際の臓器提供の意思を表明

していたとの申し出があり，脳死ドナー候補となっ

た．

検査値 : WBC 17,380/μ l，Hb 9.5 g/dl，Plt 2.4×

104/μ l，AST 34 IU/l，ALT 21 IU/μ l，Alb 2.8 g/dl，

Cre 0.88 mg/dl，eGFR 57.6 ml/min，CRP 4.3 mg/dl，

HLA 1/6 ミスマッチ．

腹部造影 CT 所見 : 右腎サイズ 107×47 mm，左腎

サイズ 102×48 mm，左右の腎臓は均一に造影され，

両側尿管を含め形態学的異常を認めない．腹部大動

脈・両側腎動脈に石灰化なし．

経 過 : レシピエントは手術前日よりタクロリムス

6 mg/day（0.1 mg/kg/day），ミコフェノール酸モフェ

チル 2,000 mg/day，プレドニゾロン 40 mg/day の内

服を開始した．手術前日にドナーの法的脳死判定が行

われ，翌日脳死下臓器摘出術が施行された．摘出後に

両腎を再度検索したが，肉眼的に特記すべき異常を認

めなかった．左腎を他施設で，右腎を本レシピエント

に移植することになった．移植腎を摘出後，氷上で

UW（University of Wisconsin）液を用いて十分に灌流・

冷却した上で移植手術までの間氷冷保管し，同日脳死

腎移植術を施行した．右腸骨窩に移植床を形成し，移

植腎静脈と右外腸骨静脈を端側吻合，移植腎動脈と右

内腸骨動脈を端々吻合した．右内腸骨動脈に石灰化を

伴う粥状硬化を認めた以外は特記すべき問題を認めな

かった．総阻血時間は 6時間37分であった．血流再開

22分後にごく少量の尿流出を認めた．周術期免疫抑制

療法として上記 3剤に加え，手術当日と 4日目にバシ

リキシマブ 20 mg を点滴静注した．タクロリムスは

血中トラフ濃度 8∼12 ng/ml となるよう投与量を調節

した．

血流再開 1時間後に施行した移植腎針生検の病理組

織検査（Fig. 1）では，41個中 9 個（22％）の糸球体

に全節性硬化を認めた．その他の糸球体には分節性硬

化，半月体，メサンギウム細胞増殖，基底膜の二重

化・スパイク形成などの異常所見を認めなかった．メ

サンギウム基質は軽度増加していた．間質の40％に線

維化を認め，尿細管の40％に萎縮が見られたほか，

10％に炎症細胞浸潤を認めた．細動脈の硝子化は認め

ず，小葉間動脈の内膜肥厚は軽度であった．蛍光免疫

染色では糸球体のメサンギウム領域に分節性に IgA

の沈着を認めたが，IgG・IgM の沈着は認めなかっ

た．以上の所見を総合すると移植腎における腎硬化

症，カルシニューリン阻害剤（CNI）の腎毒性および

持ち込み IgA 沈着症の存在が示唆された．

術後 4日間は乏尿が続き，術後 1日目，2，4，6，

9日目に血液透析を施行したが，尿量の増加と腎機能

の改善に伴い透析を離脱した．経過中，ドップラーエ

コーで評価した腎血流は良好だった．その後尿量はさ

らに増加，腎機能も緩徐に改善したため，術後32日目

に退院となった（退院時 Cre 2.97 mg/dl，eGFR 20.5

ml/min，Fig. 2）．術後 8週目にサイトメガロウイルス

のアンチゲネミア（C10/C11）が 25/13 と上昇した

が，バルガンシクロビルの投与によりアンチゲネミア

は速やかに改善した．術後血漿レニン/アルドステロ

ンの上昇を伴わない高血圧（収縮期 160∼180/拡張期

100∼110 mmHg）が持続したが，Ca ブロッカー・β

遮断薬・メチルドパ作動薬・アンギオテンシンⅡ受容

泌尿紀要 62巻 10号 2016年530
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Fig. 2. Postoperative clinical course of the kidney
graft recipient with charts for serum creati-
nine (Cre) and urine volume. HD ; hemo-
dialysis.

体阻害薬などの内服により 150/90 程度に改善した．

術後 3カ月で施行した移植腎プロトコール生検では

糸球体の全節性硬化を22個中10個（45％）で認めた．

高度な基底膜の二重化や基底膜内皮下浮腫を示す糸球

体を一部に認めた．メサンギウム細胞とメサンギウム

基質の増加を半数以上の糸球体で認めた．一方，間質

の変化は血流再開 1時間後の生検組織と比較して著変

はなかった．尿細管の微細空胞状変性や拒絶を疑う像

は認めなかった．以上から腎移植術後に生じた高血圧

性の腎障害が第一に疑われたため，引き続き血圧の管

理に細心の注意を払いながら経過観察を行う方針と

なった．脳死腎移植後 7カ月が経過した現在，移植腎

機能に著変なく安定している（Cre 2. 28 mg/dl，

eGFR 27.3 ml/min）．

考 察

脳死下腎提供の適否を検討するにあたっては一般に

いくつかの基準が提唱されている．Nyberg らは年齢

（30歳未満 ; 0点，30∼39歳 ; 5点，40∼49歳 : 10点，

50∼59歳 : 15点，60∼69歳 : 20点，70歳以上 : 25点），

高血圧の既往（なし : 0点，ありかつ期間不明 : 2点，

5年未満 : 2点， 6∼10年 : 3点，10年より長い : 4

点），クレアチニンクリアランス（100 ml/分以上 : 0

点，75∼99 ml/分 : 2点，50∼74 ml/分 : 3点，50 ml/

分未満 : 4点），HLA ミスマッチ数（0 : 0点，1∼2 :

1点，3∼4 : 2点，5∼6 : 3点），死因（脳血管障害 :

3点，なし : 0点）の 5項目を用いて合計 0∼39点の

点数でリスクをスコア化し，点数が高いほど短期（移

植後12カ月）移植腎機能および生着率が不良であるこ

とを示した1)．特に20点を超える脳死ドナーからの腎

移植は20点以下の場合と比べて有意に成績が不良で

あったとしている．これを本ドナーに適用するとスコ

アは12∼13点となり低リスク群に分類される．

また Pessione らは脳血管障害，高血圧の既往，血清

クレアチニン値 ≥1.7 mg/dl の 3項目のうち 2項目以

上に該当する場合には移植腎機能の短期成績が不良で

あることを報告している2)．彼らによるとドナーの年

齢が高くなれば該当する項目の数は増える傾向が見ら

れたが，年齢と HLA ミスマッチ数は独立したリスク

因子ではなかった．この基準に関しても本ドナーは 1

項目を満たすのみである．さらに Anglicheau らは高

血圧の既往と血清クレアチニン値 ≥1.7 mg/dl と移植

腎生検における10％以上の糸球体硬化像とを組み合わ

せることによって移植腎機能の短期予後を予測できる

ことを示した3)が，脳死ドナーからの腎移植の可否を

判断するためにあらかじめ腎生検を行うことは少なく

とも本邦では非現実的であると思われる．

本ドナーに上述の適格基準を適用した場合，いずれ

もハイリスク群にはあたらないため，その点において

本症例は腎移植ドナーとして適格であったと言える．

しかしながら，肝移植後患者の腎提供に関しては

Peng らが 1人の肝移植後患者から心停止下に提供さ

れた 2つの腎臓を移植したレシピエント 2例について

報告している4)のみで，生体肝移植・脳死肝移植後の

患者をドナーとする脳死下腎移植に至ってはわれわれ

の調べえた限りではこれまでに報告されたことのない

特殊な事例である．このため肝移植既往のあるドナー

からの腎移植の適応可否の判断にあたっては上述した

脳死腎移植の一般的基準だけでなく，その既往・現症

が移植腎に与える影響を十分に考慮し慎重に行われる

べきであると思われる．

ドナーの腎機能評価にあたっては，本ドナーのよう

に慢性肝障害や栄養障害などで骨格筋量が低下してい

る患者の場合，血清クレアチニン値と実際の腎機能と

が乖離している場合があることに注意が必要である．

Orlando らは非代償性肝硬変患者では血清クレアチニ

ンが低値を示し，これを基に算出した eGFR がイヌ

リンクリアランス法を用いて測定した GFR よりも高

くなることを報告している5)．同報告を含めた複数の

研究でこのような患者においては筋肉量に影響されな

い血清シスタチンCが腎機能の正確な評価に有用であ

ることが示されており5~7)，本ドナーにおいては残念

ながら実施されていないが本検査が有用であった可能

性が高い．本レシピエントの移植後の血清クレアチニ

ンはやや高値で推移していて，腎移植術時の虚血など

による影響やドナーとレシピエントの体格の違いもあ

るため一概に論ずることはできないものの，腎移植前

からすでに軽度の腎機能障害があった可能性は否定で

きない．

本ドナーのような肝移植後患者においては，1）肝

性糸球体硬化症，2）肝移植手術時の急性尿細管障害，

3）肝腎症候群，4）カルシニューリン阻害剤（CNI）

による腎毒性といった様々な要素が腎機能に影響を与

えると考えられる．中でも肝硬変患者に肝性糸球体硬

化症と呼ばれる器質的糸球体障害が生じることは古く

から知られており8,9)，本症例においても背景にこの

小池，ほか : 脳死腎移植・肝移植レシピエント 531



病態が存在していた可能性が高いと考えられる．肝性

糸球体硬化症の発生機序は未だに不明な点も多いが，

肝障害によって肝臓における血中 IgA 免疫複合体の

除去能が著しく低下し，血中で増加した IgA 免疫複

合体が腎糸球体に沈着することによって引き起こされ

ると考えられている．IgA 沈着を伴う糸球体メサンギ

ウム基質の増加を主体とした病理組織像を呈するとさ

れており，同様にメサンギウム領域への IgA 沈着を

呈する IgA 腎症や，IgA 沈着を認める二次性の疾患

（紫斑病性腎炎・ループス腎炎など）などとは臨床的

に区別される．

実際に腎機能低下を伴う肝移植後患者10)や肝硬変

患者11)では高率に糸球体変化を認めることが報告さ

れているが，一方で腎機能障害を伴わない場合でも肝

硬変患者の硬化糸球体数は健常対照者と比較して有意

に多かったとの報告もある12)．さらに血清クレアチ

ニン値が正常値を示している肝移植レシピエントの

34.7∼62.5％に腎硬化症を認めたとする報告13,14)は，

末期肝不全患者においては腎機能が一見正常でも腎硬

化症が潜在している可能性が高いため注意を要するこ

とを示唆している．残念ながらこれらの研究でもシス

タチンCによる腎機能評価は行われていないため，上

述のような血清クレアチニン値と腎機能の乖離があっ

た可能性は否定できない．また，肝移植によってこれ

らの病変が改善したかどうかに関しても示されておら

ず不明である．

次に肝移植手術時の急性尿細管障害に関しては，肝

移植によって肝機能不全を脱した場合でも28∼86％の

患者が（定義が様々ではあるものの）慢性腎臓病を発

症し， 0 ∼ 8％が末期腎不全となると報告されてい

る15)．術前からの腎機能低下や耐糖能異常，周術期

の急性腎障害，高齢，女性，C型肝炎ウイルス感染な

どがリスク因子とされている．周術期の急性腎障害に

関しては，約80％の患者が肝移植術後48時間以内に発

症したとの報告16)もあり，術前の腎機能障害・肝腎

症候群に加えて術中の出血・低血圧，再手術などが術

後早期に起こる腎機能障害のリスク因子として挙げら

れている17)ことを考えると腎血流低下による急性尿

細管壊死が主たる原因の 1つと推察される．本ドナー

においては， 2回目の肝移植術時には 25,000 ml を超

える出血があり術後一過性に循環動態が安定せず尿量

が低下したが，循環動態の改善に伴い速やかに回復し

たことからそれほど重度の周術期急性腎障害があった

とは考えにくい．しかし周術期の急性腎障害，特に急

性尿細管壊死に伴う腎障害はその後の慢性腎臓病発症

および末期腎不全進行のリスクを高めるとされてい

る18,19)ことから，肝移植手術時の情報を可能な限り

収集することも非常に重要であると考えられる．

肝腎症候群は末期肝硬変患者で肝機能の悪化に伴う

腎皮質血管の攣縮による腎内血行動態の不安定状態と

腎内血流分布異常から比較的急性の経過をたどる糸球

体の機能的障害である．末期肝硬変患者では門脈圧の

亢進により重度の腹腔内側副血行路の拡張が生じ，腸

内細菌移入（bacterial translocation）に伴う炎症性サイ

トカイン分泌亢進も手伝って有効循環血液量が低下す

る．これによりレニン―アンギオテンシン系，交感神

経系，抗利尿ホルモン（バゾプレッシン）分泌が亢進

し，体内水分貯留（腹水・浮腫），ひいては腎不全を

引き起こすと考えられている20)．肝腎症候群におい

ては糸球体に器質的変化を伴わず，腎機能障害は可逆

的で肝移植などで肝不全が是正されれば速やかに腎機

能が改善することが特徴である20)．実際に肝移植を

要した末期肝不全患者において，術前に肝腎症候群を

来たしているような症例でも肝移植により肝機能が回

復すれば約90％の割合で腎機能が回復したとの報告が

ある21)．先の Peng らの報告でもドナーは移植肝機能

不全から肝性昏睡を来たし，脳死を経て心臓死となっ

た時点では肝腎症候群による腎機能障害を示していた

が， 2つの腎臓は無事に別々のレシピエントに移植さ

れ，移植後 6カ月の時点で問題なく機能しているとさ

れている4)．

また特に肝移植後の経過が長い患者においてはシク

ロスポリンAあるいはタクロリムスといった CNI に

よる腎毒性も腎機能障害の原因として重要となってく

る．尿細管上皮細胞の空胞変性，間質の縞状線維化と

尿細管萎縮などが典型的病理所見とされており，特に

長期のシクロスポリンA使用はタクロリムス使用に比

して晩期腎障害とのより強い関連が報告されてい

る22)．しかしながら，近年の研究では肝移植後の晩

期腎障害の原因として CNI 腎症だけでなく他の病態

も少なからず関与していることが示唆されてい

る10,23)．

このように肝移植後の腎ドナーにおいては様々な病

態の関与が考えられるが，本症例では 1時間生検の病

理組織像は腎硬化症あるいは CNI 腎症に矛盾しない

ものであった．22％の糸球体に全節性硬化が認められ

たことから肝性糸球体硬化症が潜在していた可能性は

十分にあると考えられる．さらに間質の40％に縞状の

線維化とそれに伴う尿細管萎縮が見られたことから

CNI 腎症や 2度の肝移植手術における急性尿細管壊

死などの影響があった可能性もある．一方で，本ド

ナーにおいては 2度目の肝移植後の肝機能はそれほど

悪化していなかったことから肝腎症候群は否定的であ

る．

上述の通り，肝移植後患者においては血清クレアチ

ニンと腎機能が乖離することがあり，潜在的腎障害の

診断も生検を行わない限り確定できないことが多い．

しかし腎機能障害の有無やその原因となる病態は術後
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の移植腎機能の予後を予測する上で非常に重要な情報

となることから，潜在的腎機能障害の可能性を十分念

頭に置きながら，貴重な臓器提供の機会を最大限活か

せるように努めるべきであると考えられる．

結 語

2度の肝移植後に脳死となったドナーからの臓器提

供による腎移植術を施行した末期腎不全症例を報告し

た．既往も含めて重度の肝機能障害を持つドナー候補

者の場合には血清クレアチニン値が正常な場合でも糸

球体硬化症，尿細管の萎縮・間質の線維化が潜在して

いたり，筋肉量の低下により腎機能障害がマスクされ

ていたりする可能性があり注意が必要である．腎機能

低下がみられる場合には，それが可逆的な機能的腎障

害のみなのか不可逆的な器質的障害を伴っているもの

なのかを注意深く鑑別する必要があると考えられた．
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