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【要旨】
症例は71歳女性．1991年5月検診でBHLを指摘され，血清ACE高値等よりサルコイドーシス（サ症）と診断された．無症状で
経過観察されていたが，1997年5月，食欲低下，同 6月，血清Ca15.5mg/dl，Cr3.2mg/dlと著明な高Ca血症と腎機能障害を指摘
され，同7月入院．血清ACE正常（ 23.8IU/L），リゾチーム高値（42.5μg/dl），蛋白尿，血尿あり，腎機能検査ではGFR低下，
尿細管障害，濃縮力障害を認めた．1α25(OH)2D3は51.2pg/mlで，年齢，骨粗鬆症を考慮すると高値．intact-PTH，PTHrPは正
常範囲．BHLは残存しており，Gaシンチで肺門と両腎に軽度集積を認めた．腎生検で間質性腎炎と診断したが，年齢，合併
症より副腎皮質ステロイド薬は使用せず，食事制限，補液，利尿剤で高Ca血症，腎機能ともに改善し，1α25(OH)2D3は著し
く低下した．本例はサ症に伴う間質性腎炎に高Ca血症が加わり，さらなる腎機能低下をきたしたと考えられた．
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A Case of Sarcoidosis Associated with Hypercalcemia and Rapidly
Progressive Renal Dysfunction.
Kyuhma Ohta, Masaki Terada, Akio Kasai, Ichiei Narita, Mitsuhiro Ueno, Eiichi Suzuki and
Fumitake Gejyo

【ABSTRACT】
A case of sarcoidosis with hypercalcemia and rapidly progressive renal dysfunction is reported. A 71 year-old-female, having
been treated for sarcoidosis with no symptoms since 1991, was admitted in July, 1997, for anorexia, elevated levels of serum calcium, and creatinine. Urinalysis showed proteinuria and hematuria. Decreased GFR, and disturbances in tubular function were
revealed by renal function tests. The serum ACE level was normal, although the serum lysozyme level was elevated. The serum
1α25(OH)2D3 level was high for her age and osteoporosis. Both serum intact PTH and PTHrP levels were normal. BHL
remained on chest X-ray film and slight accumulations of 67Ga-citrate were observed in bilateral hilar regions and kidneys by
67Ga scintigraphy. Diet therapy, infusion and diureticus gradually normalized her serum calcium, creatinine and 1α25(OH) D
2 3
levels. Steroid was not administered considering her age, hyperlipidemia and hypertension, although a renal biopsy revealed
interstitial nephritis. In this case, hypercalcemia seems to have caused the progression of renal dysfunction induced by sarcoid
nephropathy.
[JJSOG 2000;20:55‑58]
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はじめに

●入院時検査成績 1（Table 1）：貧血を認め，血沈が亢進．

サルコイドーシス（サ症）に高Ca血症を合併する頻度は，

血清 ACE(正常範囲7.0 〜 25.0 U/L) は正常範囲であったがリ

本邦では 5.1 〜 14.3％と比較的低い 1)．また，臨床的に腎機

ゾチームは高値であった．生化学では BUN，Cr，Ca が高

能障害を呈するサ症も稀であるとされている 2)．今回私た

値．尿蛋白，潜血が認められた．ツ反は陰性．

ちは無症状で経過観察中に著明な高 Ca 血症と急激な腎機

入院時検査成績 2（Table 2）：腫瘍マーカーは正常範囲．
1α25(OH)2D3は正常範囲であったが，老人，骨粗鬆症では

能障害を呈したサ症の一例を経験したので報告する．

低値をとる傾向があることから，やや高値と考えた．副甲
状腺ホルモンは正常範囲．血液ガス所見では アシドーシス

症例
●症例：71歳

は認めなかった．蓄尿では β 2-microglobulin が増加し，尿

女性

細管障害が認められた．尿中の Ca 排泄は正常範囲．腎機能

●主訴：食欲低下
●既往歴：25歳

虫垂炎，45歳

高血圧，69歳

高脂血症，

胸部Ｘ線（Figure 1）経過：当科初診時(A)には明らかなBHL

71歳 胆石
●家族歴：父・母・兄

を認めるが，今回入院時(B)にはBHLは残存するものの軽快

脳梗塞

●現病歴：1991年5月17日検診でBHLを指摘され，同年6月

27 日当科紹介初診．TBLB では明らかな肉芽腫は認められ
なかったが血清ACE高値（ 45 IU/L）などより，サ症として
経過観察されていた．胸部Ｘ線写真上 BHLは軽快傾向，血
清ACEはやや高値のまま経過していた．1997年５月下旬頃
から食欲低下が出現し，著明な高Ca血症（血清Ca 15.5mg/

dl）と腎機能障害（血清Cr3.2mg/dl）を指摘され，同年7月
18日当科に入院した．
●入院時現症：身長147.2cm
圧178/80mmHg
し

体重46.6kg

脈拍72/分・整

頸部；異常なし

体温36.5℃

腹部；異常なし

胸部；心

足背浮腫あり

していた．いずれも肺野病変は認められない．

Gaシンチグラフィー（Figure 2）：肺門への集積と両腎への
軽度の集積を認めた．
腎生検所見（Figure 3，PAM-Masson染色）
：(A)尿細管の萎
縮と間質への著しい単核細胞浸潤および (B) 肉芽腫様病変
を認め，サ症に伴う間質性腎炎と診断した．
●臨床経過（Figure 4）
：入院時より，高Ca血症改善を目的
に，食事制限と1000ml/日の補液，furosemideの静注を行っ
たところ，高 Ca血症，腎機能ともにゆっくりと改善し，食
欲も回復した．輸液，利尿剤中止後も高Ca血症，腎機能と
もに増悪は認められず，Ca10.7mg/dl，Cr1.1mg/dlと安定し
たため退院，経過観察とした．一ヶ月後，血清 ACEはやや
低下，1α25(OH)2D3は著しく低下していた．

神経学的異常なし
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血

結膜；貧血あり，黄疸な

表在リンパ節；触知せず

音清，呼吸音異常なし

Table 1

検査ではGFRが低下し，濃縮力障害も認められた．

Laboratory data on Admission

Table 2

Laboratory data on Admission
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Figure 1A) Chest X-ray film in 1991 shows BHL.
Figure 1B) Chest X-ray on admission in 1997, showing a marked
improvement of BHL.

Figure 4 Clinical Course

考察
悪性腫瘍，副甲状腺機能亢進症などの他に，サ症も高Ca
血症をきたす疾患のひとつとして知られている 3)．サ症に
おける高Ca血症の発症機序は肺胞マクロファージ，肉芽腫
から産生される 1α-hydroxylase によって 25(OH)D3 が活性
型の VitaminＤ（1α25(OH)2D3）となり，これが腸管から
の Ca の吸収を増加させるためと言われている 4)-6)．本症例
も血清ACE高値が持続し，腎に間質性腎炎の所見と一部に肉
Figure 2 Slight accumulation of 67Ga-citrate in bilateral hilar
nodes and kidneys in 67Ga scintigraphy.

芽腫様の所見が見られており，サ症による 1α-hydroxylase
産生亢進があったものと推測される．血清Caが最高値を示
し た の が 入 院 以 前 で あ り，入 院 時 検 査 上，血 清

1α25(OH)2D3は正常上限であったが，入院，食事制限，輸
液，利尿剤によりその値が明らかに低下したことより，本
症例はサ症の活動性が持続している状態に食餌，日光曝露
などの生活因子が関与して，高Ca血症を呈したと考えられ
る（Figure 5）．

Figure 3 Renal biopsy specimen (PAM-Masson stain) shows
extensive infiltration of round cells, focal fibrosis (A)
and granulomatous lesion (B) in the interstitium.

Figure 5 Mechanisms of hypercalcemia and renal dysfunction
in this case.
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Table 3

Classification of Sarcoid Nephropathy
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