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ABSTRACT
Objective To develop and validate classification criteria
for microscopic polyangiitis (MPA).
Methods Patients with vasculitis or comparator
diseases were recruited into an international cohort.
The study proceeded in five phases: (1) identification
of candidate items using consensus methodology, (2)
prospective collection of candidate items present at
the time of diagnosis, (3) data-driven reduction of the
number of candidate items, (4) expert panel review of
cases to define the reference diagnosis and (5) derivation

glomerulonephritis with no arterial aneurysms,
whereas the other five patients showed no glomerular lesions in the kidney but had widespread renal
arterial aneurysms and renal infarcts. This is the
first time that a clear distinction was made between
the microscopic form of polyarteritis nodosa (now
called microscopic polyangiitis (MPA)) and classic
polyarteritis nodosa (PAN). The 1990 American
College of Rheumatology (ACR) criteria for the
classification of vasculitis did not make this distinction; instead both entities were included under the
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顕微鏡的多発⾎管炎の歴史
• 1866年 KussmaulとMaierが”結節性動脈周囲炎 periarteritis nodosa”を
初めて記述した。
• 1948年 Davsonらは結節性動脈周囲炎の臨床所⾒に合致する14例の
剖検例を記述し、腎病理所⾒に基づいて2群に分類した。
両群の臨床経過は似通っていたが、病理所⾒は異なっていた。
9例は動脈瘤を認めない壊死性⽷球体腎炎を、残りの5例は広汎な
腎動脈瘤と腎梗塞を認めるものの⽷球体腎炎は認めなかった。
結節性多発動脈炎の顕微鏡型、今で⾔う顕微鏡的多発⾎管炎 MPA と
古典的結節性多発動脈炎 PAN が明確に分別された

• 1990年のACR⾎管炎分類基準ではMPAとPANを区別しなかった。
• 1994年のChapel Hill Consensus Conference (CHCC) においてMPAと
PANは独⽴した疾患として定義された。
JENNETTE ET AL

MPA: 細動脈 arterioles, 細静脈 venules
あるいは⽑細⾎管 capillariesでのpauciimmune vasculitisで、中型⾎管も侵すが
⼩型⾎管炎優位。
PAN: 中型⾎管に限局した⾎管炎

Arthritis Rheum 2013;65:1-11.

厚⽣労働省のMPA診断基準

Wattsらの原発性全⾝性⾎管炎分類アルゴリズム
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＜診断基準＞
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Definite、Probable を対象とする。
【主要項目】
(１)主要症候
①急速進行性糸球体腎炎
②肺出血又は間質性肺炎
③腎・肺以外の臓器症状：紫斑、皮下出血、消化管出血、多発性単神経炎など
(２)主要組織所見
細動脈・毛細血管・後毛細血管細静脈の壊死、血管周囲の炎症性細胞浸潤
(３)主要検査所見
①MPO-ANCA 陽性
②CRP 陽性
③蛋白尿・血尿、BUN、血清クレアチニン値の上昇
④胸部 X 線所見：浸潤陰影（肺胞出血）、間質性肺炎
(４)診断のカテゴリー
①Definite
(a)主要症候の２項目以上を満たし、組織所見が陽性の例
(b)主要症候の①及び②を含め２項目以上を満たし、MPO-ANCA が陽性の例
②Probable
(a)主要症候の３項目を満たす例
(b)主要症候の１項目と MPO-ANCA 陽性の例
(５) 鑑別診断
①結節性多発動脈炎
②多発血管炎性肉芽腫症（旧称：ウェゲナー肉芽腫症）
③好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（旧称：アレルギー性肉芽腫性血管炎／チャーグ・ストラウス症候群）
④川崎動脈炎
⑤膠原病（全身性エリテマトーデス（SLE）、関節リウマチ（RA）など）
⑥IgA 血管炎（旧称：紫斑病血管炎）
【参考事項】
(１)主要症候の出現する１～２週間前に先行感染（多くは上気道感染）を認める例が多い。
(２)主要症候①、②は約半数例で同時に、その他の例ではいずれか一方が先行する。
(３)多くの例で MPO-ANCA の力価は疾患活動性と平行して変動する。
(４)治療を早期に中止すると、再発する例がある。
(５)除外項目の諸疾患は壊死性血管炎を呈するが、特徴的な症候と検査所見から鑑別できる。
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many patients classified as ACR PAN also fulfil other

disease

顕微鏡的多発⾎管炎 MPAの分類基準
基準を当てはめる際に考慮すること
この基準は、⼩型あるいは中型⾎管炎の診断がついた時に、患者をMPAと分類するために適⽤すべきである
基準を適⽤する前に、⾎管炎をmimicする別の疾患を除外すべきである

⿐病変: ⾎性⿐汁, 潰瘍, 痂⽪, ⿐閉, ⿐中隔⽋損/穿孔

pANCAあるいはMPO-ANCA陽性
胸部画像で線維化あるいは間質性肺疾患
⽣検でpauci-immuneの⽷球体腎炎
cANCAあるいはPR3-ANCA陽性
⾎液好酸球数≧1×109/L=1,000/μL

6項⽬のスコアを合計し、5点以上であれば 顕微鏡的多発⾎管炎 MPA と分類する。

C: Performance characteristics of a points-based risk score for microscopic polyangiitis with different
thresholds in the development set
Threshold Score

Sensitivity (%)

Specificity (%)

1

98.6

82.1

2

98.6

82.6

3

94.3

90.6

4

90.8

94.0

5

90.8

94.2

6

86.6

95.7

7

50.7

98.1

妥当性検証⽤のMPA患者に
適⽤した場合
感度 90.8%
特異度 94.2%
AUC 0.97

dered the best cut-point to provide high enough specificity for purposes of enrolling patients into
mising sensitivity. If a higher total score is chosen, specificity increases but there is a corresponding
sitivity. When scoring an individual patient, the higher the score, the higher the specificity for

Limitation
• 解析には最も確定的な症例のみを組み⼊れている。
→この基準の⽬的は、個々の疾患を研究するために、均⼀な集団を集めることが
できるようにするのが⽬的である。従って、より確定的な症例を使⽤すること
は分類基準の⽬的に合致している。

• MPO-ANCA陽性が基準において⼤きな⽐重を持っており、
理論的にはMPO-ANCA陽性のみでMPAと分類できてしまう。
→この基準は⼩型あるいは中型⾎管炎の診断が確⽴した患者にのみ適⽤される
ことを意図されているため、その状況においては、もし患者がAAVの別の形態
(GPAやEGPA)の特徴を持つ場合は、MPAとは離れたスコアになるはずである。

Limitation
• ⼤規模な国際的研究だが、⼤部分の患者はヨーロッパ、アジア、
北⽶からリクルートされている。
• ⼩児患者に適⽤するには注意が必要である。
• ⼤部分の患者は、⼤学病院のリウマチ科あるいは腎臓内科から
リクルートされており、紹介バイアスがあるかもしれない。

