
ています。
　池脇　ぜひそういった集学的な治療
が日本全国に広がってほしいのですけ
れども、現実的にはまだ途上というと
ころでしょうか。
　栁　今、それぞれの治療の専門性を
高めている状態で、それぞれがどう密

接に連絡していくかを模索している状
態で、それがキャンサーボードといわ
れる状態なのでしょうけれども、これ
からもまだ模索の状態は続くかもしれ
ません。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池田　まず抗核抗体、これは有名な
検査ですけれども、実際、技術的には
どういうことが行われるのでしょうか。
　川口　以前ですと、ヒト以外の細胞
を用いて、その細胞の核に結合するよ
うな抗体、IgGがヒトの体の血液中に
あるかどうか、そういう検査だったの
です。非常に感度が悪い検査が行われ
ていました。
　ただ、これは膠原病で非常に特異性
の高い検査だということが50年以上前

からわかってきました。その後、いろ
いろ改良されて、今では蛍光抗体法と
いう方法が主流です。その方法ですと、
HEp２細胞という非常に核が大きな細
胞を用いて行われます。核が非常に大
きいものですから、判定が容易になり
ます。
　しかも、核の中にはいろいろな蛋白
質があります。それは核小体に集まり
やすいもの、あるいはまんべんなく核
の中にあるもの、あるいは非常に細か

抗核抗体

東京女子医科大学リウマチ科臨床教授
川　口　鎮　司

（聞き手　池田志斈）

　抗核抗体についてご教示ください。
　健常者の10〜20％で、陽性（通常80倍以下）を示し、疾患標識自己抗体の
検出はないといわれているようです。今般、膠原病等自己免疫疾患が示唆され
ない症例で640倍の上昇を認めました。
　１．79歳女性で両下肢のしびれで神経内科での検査上特変なく、検血上、唯

一抗核抗体640倍を指摘され、３年後当方での再検上も同値を得ました。
疾患標識自己抗体は認めません。

　２．76歳男性で抗菌薬やステロイド無効の肺炎で、培検上肺粘液産生性肺が
んの病理診断を得ましたが、臨床検査では抗核抗体640倍を示していま
した。自己免疫疾患を疑うような所見は得られていません。

＜大阪府開業医＞
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く点状にぽつぽつとあるようなもの、
どの蛋白に対しての抗体なのかが蛍光
抗体法だとよくわかります。
　ですから、抗核抗体、一般の内科の
先生方が測定、オーダーすると、抗核抗
体が何倍で陽性で、どういうパターン
なのか。homogeneous型とかspeckled
型とか、そういうパターンで返ってく
ることがあると思います。それが重要
で、膠原病に出ている抗核抗体なのか、
そうではないのかも推測できると思っ
ています。
　ただ、感度、特異度という問題が非
常に重要なのですが、抗核抗体は、一
般健常人であったとしても、おそらく
５％ぐらいに陽性と判定されます。こ
れは昔からいわれていることで、今、
80倍、あるいは人によると160倍まで
は正常だという先生もいるのですが、
だいたい80倍で切ると、健常人20人に
１人は出ます。
　池田　多いですね。
　川口　けっこう多いのです。ですか
ら、健康診断、人間ドックなどで抗核
抗体という項目があると、陽性になっ
て、心配されてうちの大学にみえる方
は時々いらっしゃいます。
　池田　技術的にはおそらくスライド
グラスの上でHEp２細胞を培養する。
　川口　そうですね。プレパラートの
上に置いて。
　池田　希釈した血清をかけて、どこ
で蛍光標識が消えるかですね。

　川口　そういうことです。
　池田　ということは、判定者による
タイターの差異はあるのでしょうか。
　川口　そのとおりだと思います。違
う病院で違う検査会社にオーダーして、
例えば640倍です、抗核抗体陽性です、
心配ですといって、うちに来られます。
うちの提出する検査会社は非常に慣れ
ていて毎日100検体ぐらい出しますの
で、熟練者がやってくれるようになっ
ていますが、そうしたら全く陰性だっ
た。そういうことは普通に起きうると
思っています。逆のこともあります。
ほかの病院で「陰性です」と言われた
方が、うちで測ってみたら陽性だった
ということもあります。ですから、判
定者によって少しデータが違ってくる、
煩雑な検査ということはいえると思い
ます。
　10年ぐらい前にELISA法という方法
で、一般的に誰でも測定できる方法が
開発されたのですが、これが日常あま
り使われていない理由は、非常に感度
がよくなってしまって、陽性者がすご
く増えてしまった。どこで切ればいい
かが非常に難しいのですが、あまり高
い値で切ってしまうと、今度は陽性の
人が外れてしまう。ですから、感度、
特異度の問題で、ELISA法はあまり使
われていません。今後、誰がやっても
きちんとしたデータが出てくる方法が
開発されれば、一番いいかと思ってい
ます。

　池田　ELISA法からまた蛍光抗体、
間接に戻ってきたのですね。そして、
技術的な面があって、なかなかタイタ
リングの解釈も難しいとのことですけ
れども、次に、先生のところに「抗核
抗体陽性です」と紹介でこられて、ほ
かの標識抗体、抗DNA抗体等が陰性
である場合は、そこで検査は追加され
るのでしょうか。
　川口　一般の先生のところでも最近、
抗核抗体陽性ですと、いろいろな抗体
を出していて、こういう抗体を測った
のだけれども、全部陰性だった。この
人は本当に膠原病なのかという紹介は
毎日必ず１人はいらっしゃいます。そ
ういう方がいらっしゃった場合に、ど
ういう方法で抗核抗体を測ったかによ
って、抗核抗体陽性の意味が変わって
きます。
　先ほどの蛍光抗体法で測れば、パタ
ーンがわかるのです。homogeneousと
いうパターンであれば、対応抗原は二
本鎖DNAやヒストンであって、全身
性エリテマトーデスのときに出てくる
抗体ですが、それ以外はまずあり得な
い。speckledというパターンで出てき
たら、今、先生がご指摘された有名な
Sm抗体も全身性エリテマトーデスで
の抗体ですが、あとはRNP抗体や、強
皮症で出てくるようなScl70抗体など、
幾つかあるのです。それを全部測ろう
とすると、10～15個になってしまって、
これは保険の問題でも、同時に測るの

は無理だと思います。
　ですから、どういうパターンで、予
測される抗体はどういう抗体なのかと
いうことまで頭に入っていれば検査し
やすいのですが、それはなかなか難し
いと思います。抗核抗体が陽性で、幾
つか測ってみたのだけれども陰性だと
いう場合、この人が本当に膠原病かど
うかは、臨床症状も踏まえて、一度専
門医に送っていただくことが一番いい
のかと思います。
　池田　抗核抗体のパターンで調べる
べきで、やたらと測っても何の意味も
ないということですね。
　川口　そう思っています。
　池田　そこで決め手になるのは、何
か症状がないかということですけれど
も、例えばレイノー症状など、何かの
関節症状がある場合は、標識抗体がな
くても、あとで連続して抗核抗体を調
べたりすることになるのでしょうか。
　川口　一番多い初発症状は関節炎、
関節が痛い、関節リウマチと間違える
ような所見があったり、今先生から指
摘いただいたレイノー現象という、ち
ょっと寒いところに行くと手が真っ白
になって感覚がなくなってしまい、10
分、20分たつと、また戻る、血管の攣
縮が起きるような所見だと思います。
　以前は教科書に全身性エリテマトー
デスでは顔が蝶形紅斑、チョウチョウ
が飛んでいるような形の紅斑になると
ありましたが、今、ほとんど見ないで
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く点状にぽつぽつとあるようなもの、
どの蛋白に対しての抗体なのかが蛍光
抗体法だとよくわかります。
　ですから、抗核抗体、一般の内科の
先生方が測定、オーダーすると、抗核抗
体が何倍で陽性で、どういうパターン
なのか。homogeneous型とかspeckled
型とか、そういうパターンで返ってく
ることがあると思います。それが重要
で、膠原病に出ている抗核抗体なのか、
そうではないのかも推測できると思っ
ています。
　ただ、感度、特異度という問題が非
常に重要なのですが、抗核抗体は、一
般健常人であったとしても、おそらく
５％ぐらいに陽性と判定されます。こ
れは昔からいわれていることで、今、
80倍、あるいは人によると160倍まで
は正常だという先生もいるのですが、
だいたい80倍で切ると、健常人20人に
１人は出ます。
　池田　多いですね。
　川口　けっこう多いのです。ですか
ら、健康診断、人間ドックなどで抗核
抗体という項目があると、陽性になっ
て、心配されてうちの大学にみえる方
は時々いらっしゃいます。
　池田　技術的にはおそらくスライド
グラスの上でHEp２細胞を培養する。
　川口　そうですね。プレパラートの
上に置いて。
　池田　希釈した血清をかけて、どこ
で蛍光標識が消えるかですね。

　川口　そういうことです。
　池田　ということは、判定者による
タイターの差異はあるのでしょうか。
　川口　そのとおりだと思います。違
う病院で違う検査会社にオーダーして、
例えば640倍です、抗核抗体陽性です、
心配ですといって、うちに来られます。
うちの提出する検査会社は非常に慣れ
ていて毎日100検体ぐらい出しますの
で、熟練者がやってくれるようになっ
ていますが、そうしたら全く陰性だっ
た。そういうことは普通に起きうると
思っています。逆のこともあります。
ほかの病院で「陰性です」と言われた
方が、うちで測ってみたら陽性だった
ということもあります。ですから、判
定者によって少しデータが違ってくる、
煩雑な検査ということはいえると思い
ます。
　10年ぐらい前にELISA法という方法
で、一般的に誰でも測定できる方法が
開発されたのですが、これが日常あま
り使われていない理由は、非常に感度
がよくなってしまって、陽性者がすご
く増えてしまった。どこで切ればいい
かが非常に難しいのですが、あまり高
い値で切ってしまうと、今度は陽性の
人が外れてしまう。ですから、感度、
特異度の問題で、ELISA法はあまり使
われていません。今後、誰がやっても
きちんとしたデータが出てくる方法が
開発されれば、一番いいかと思ってい
ます。

　池田　ELISA法からまた蛍光抗体、
間接に戻ってきたのですね。そして、
技術的な面があって、なかなかタイタ
リングの解釈も難しいとのことですけ
れども、次に、先生のところに「抗核
抗体陽性です」と紹介でこられて、ほ
かの標識抗体、抗DNA抗体等が陰性
である場合は、そこで検査は追加され
るのでしょうか。
　川口　一般の先生のところでも最近、
抗核抗体陽性ですと、いろいろな抗体
を出していて、こういう抗体を測った
のだけれども、全部陰性だった。この
人は本当に膠原病なのかという紹介は
毎日必ず１人はいらっしゃいます。そ
ういう方がいらっしゃった場合に、ど
ういう方法で抗核抗体を測ったかによ
って、抗核抗体陽性の意味が変わって
きます。
　先ほどの蛍光抗体法で測れば、パタ
ーンがわかるのです。homogeneousと
いうパターンであれば、対応抗原は二
本鎖DNAやヒストンであって、全身
性エリテマトーデスのときに出てくる
抗体ですが、それ以外はまずあり得な
い。speckledというパターンで出てき
たら、今、先生がご指摘された有名な
Sm抗体も全身性エリテマトーデスで
の抗体ですが、あとはRNP抗体や、強
皮症で出てくるようなScl70抗体など、
幾つかあるのです。それを全部測ろう
とすると、10～15個になってしまって、
これは保険の問題でも、同時に測るの

は無理だと思います。
　ですから、どういうパターンで、予
測される抗体はどういう抗体なのかと
いうことまで頭に入っていれば検査し
やすいのですが、それはなかなか難し
いと思います。抗核抗体が陽性で、幾
つか測ってみたのだけれども陰性だと
いう場合、この人が本当に膠原病かど
うかは、臨床症状も踏まえて、一度専
門医に送っていただくことが一番いい
のかと思います。
　池田　抗核抗体のパターンで調べる
べきで、やたらと測っても何の意味も
ないということですね。
　川口　そう思っています。
　池田　そこで決め手になるのは、何
か症状がないかということですけれど
も、例えばレイノー症状など、何かの
関節症状がある場合は、標識抗体がな
くても、あとで連続して抗核抗体を調
べたりすることになるのでしょうか。
　川口　一番多い初発症状は関節炎、
関節が痛い、関節リウマチと間違える
ような所見があったり、今先生から指
摘いただいたレイノー現象という、ち
ょっと寒いところに行くと手が真っ白
になって感覚がなくなってしまい、10
分、20分たつと、また戻る、血管の攣
縮が起きるような所見だと思います。
　以前は教科書に全身性エリテマトー
デスでは顔が蝶形紅斑、チョウチョウ
が飛んでいるような形の紅斑になると
ありましたが、今、ほとんど見ないで
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す。というのは、昔より日本も紫外線
を浴びない女性が増えてきたこともあ
るのかもしれませんが、蝶形紅斑は非
常に珍しいです。蝶形紅斑があれば全
身性エリテマトーデスで、診断は容易
だと思いますが、そこまでの症状はな
いです。
　ですから関節が痛かったり、手が冷
たくなったり、ちょっと感覚が変であ
ったり、血液検査をしたら肝臓が悪い、
あるいは白血球が下がっている、血小
板がすごく少ないというような所見が
あったうえに抗核抗体陽性でしたら、
できれば我々膠原病内科医に紹介して
いただくのが重要なのかと思います。
　池田　逆に、症状がなくて抗核抗体
陽性の方はどのような頻度でフォロー
アップするのでしょうか。
　川口　全体で言いますと、80倍のと
ころで切りますと、先ほど言いました
とおり５％、20人に１人は日本人にお
いて陽性です。
　ただ、年齢とともに陽性率は上がっ
てきます。50歳以上ですと、約10人に
１人は陽性になってきますので、高校
生の女子が640倍が出ていることと、
70歳の女性が640倍出ていることは全
く意味が違います。高校生であれば５
％どころではなく、１％とか、100人、
200人測って、１人出るか出ないかで
す。その場合に陽性でしたら、若い女
性ですので、しばらくの間は１年に１
回ぐらい、症状がなくてもフォローア

ップしてもいいかと思います。
　一方、50歳を超えた方で、たまたま
測って640倍。しかも症状は全くない
というような方の場合は、僕は「全く
問題ありませんからご安心ください。
何か症状が出てきましたら、また来て
ください」と、フォローアップするこ
とは基本的にありません。
　池田　質問ですと、79歳・女性、76
歳・男性ですので、症状がなければ、
そのままにしておいても大丈夫という
ことになるのですね。
　川口　そうですね。もしもやってい
ただけるのであれば、特異抗体を幾つ
か測っていただいて、もしも陽性が出
るようであれば、症状がなくても、膠
原病内科に紹介していただければいい
と思います。この質問ですと、特異的
な自己抗体もやってみたけれども、出
ていなかった。それであれば、あとは
フォローアップでいいのではないかと
思います。
　池田　先ほどいったん抗核抗体が陽
性になって、それが年齢とともに増え
るということは、抗核抗体が陽性にな
った方は終生陽性のままなのでしょう
か。
　川口　そうだと思います。治療をし
ないで消えた方は、私も今まで１人も
見ていません。免疫抑制剤のような治
療をするとか、ほかのことで免疫抑制
剤の治療をした、抗がん剤の治療をし
た。そういうことをすれば抗核抗体が

陰性になる方もいると思います。そう
でなければ、基本的には消えることは
まずないかと思います。
　池田　今度全く逆の見方をしまして、
いわゆる膠原病の患者さんで抗核抗体
が陰性の方はけっこういらっしゃるの
でしょうか。
　川口　古典的な膠原病というのは、
全身性エリテマトーデス、全身性強皮
症、あるいは筋炎といった病気です。
そういう病気においては抗核抗体は基
本的には陽性。筋炎は抗細胞質抗体が
出てくるので、抗核抗体陰性の方が多
いといわれています。あと重要なのは
血管炎症候群、有名なものでは高安病
とか、結節性多発動脈炎とか、今です
とANCA関連血管炎というのもありま
す。これは一切抗核抗体は陰性です。
もちろん出てもいいのですが、基本的
には出ません。
　今言いましたとおり、ANCA、抗好
中球細胞質抗体という細胞質抗体が出
てきますので、抗核抗体は陰性です。
ですから、血管炎を疑うときには抗核
抗体が陰性であったとしても、膠原病
の可能性がある。そうすると、血管炎
の症状は何か。皮疹がすごく華々しく

出る。CRPという炎症反応が非常に高
くなる。だけど、調べてみたけれども、
感染症もなければ、ほかの病気も考え
られない。熱が出て、体重はどんどん
下がっていく。がんもないということ
になれば、やはり血管炎を疑って膠原
病内科に紹介いただくのも非常に重要
なことかと思っています。
　池田　そういう意味では、症状があ
ることが大切で、抗核抗体のあるなし
では一般的には言えないのですね。
　川口　おっしゃるとおりだと思いま
す。
　池田　最近のいろいろな健診とか、
いろいろな技術が進みますと、そうい
った治療の必要がない、あるいはさら
なる検査も必要がない方も全部含まれ
てきますので、そういう方を先生のと
ころに紹介する、ちょっと疑問があれ
ば専門家に紹介する、というのは、も
ともと抗核抗体の検査法の技術自体が、
判定者も含めてなかなか複雑なので、
専門家にお願いしたほうがいいという
ことですね。
　川口　そうですね。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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す。というのは、昔より日本も紫外線
を浴びない女性が増えてきたこともあ
るのかもしれませんが、蝶形紅斑は非
常に珍しいです。蝶形紅斑があれば全
身性エリテマトーデスで、診断は容易
だと思いますが、そこまでの症状はな
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　ですから関節が痛かったり、手が冷
たくなったり、ちょっと感覚が変であ
ったり、血液検査をしたら肝臓が悪い、
あるいは白血球が下がっている、血小
板がすごく少ないというような所見が
あったうえに抗核抗体陽性でしたら、
できれば我々膠原病内科医に紹介して
いただくのが重要なのかと思います。
　池田　逆に、症状がなくて抗核抗体
陽性の方はどのような頻度でフォロー
アップするのでしょうか。
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ころで切りますと、先ほど言いました
とおり５％、20人に１人は日本人にお
いて陽性です。
　ただ、年齢とともに陽性率は上がっ
てきます。50歳以上ですと、約10人に
１人は陽性になってきますので、高校
生の女子が640倍が出ていることと、
70歳の女性が640倍出ていることは全
く意味が違います。高校生であれば５
％どころではなく、１％とか、100人、
200人測って、１人出るか出ないかで
す。その場合に陽性でしたら、若い女
性ですので、しばらくの間は１年に１
回ぐらい、症状がなくてもフォローア

ップしてもいいかと思います。
　一方、50歳を超えた方で、たまたま
測って640倍。しかも症状は全くない
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　川口　そうですね。もしもやってい
ただけるのであれば、特異抗体を幾つ
か測っていただいて、もしも陽性が出
るようであれば、症状がなくても、膠
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思います。
　池田　先ほどいったん抗核抗体が陽
性になって、それが年齢とともに増え
るということは、抗核抗体が陽性にな
った方は終生陽性のままなのでしょう
か。
　川口　そうだと思います。治療をし
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陰性になる方もいると思います。そう
でなければ、基本的には消えることは
まずないかと思います。
　池田　今度全く逆の見方をしまして、
いわゆる膠原病の患者さんで抗核抗体
が陰性の方はけっこういらっしゃるの
でしょうか。
　川口　古典的な膠原病というのは、
全身性エリテマトーデス、全身性強皮
症、あるいは筋炎といった病気です。
そういう病気においては抗核抗体は基
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す。これは一切抗核抗体は陰性です。
もちろん出てもいいのですが、基本的
には出ません。
　今言いましたとおり、ANCA、抗好
中球細胞質抗体という細胞質抗体が出
てきますので、抗核抗体は陰性です。
ですから、血管炎を疑うときには抗核
抗体が陰性であったとしても、膠原病
の可能性がある。そうすると、血管炎
の症状は何か。皮疹がすごく華々しく

出る。CRPという炎症反応が非常に高
くなる。だけど、調べてみたけれども、
感染症もなければ、ほかの病気も考え
られない。熱が出て、体重はどんどん
下がっていく。がんもないということ
になれば、やはり血管炎を疑って膠原
病内科に紹介いただくのも非常に重要
なことかと思っています。
　池田　そういう意味では、症状があ
ることが大切で、抗核抗体のあるなし
では一般的には言えないのですね。
　川口　おっしゃるとおりだと思いま
す。
　池田　最近のいろいろな健診とか、
いろいろな技術が進みますと、そうい
った治療の必要がない、あるいはさら
なる検査も必要がない方も全部含まれ
てきますので、そういう方を先生のと
ころに紹介する、ちょっと疑問があれ
ば専門家に紹介する、というのは、も
ともと抗核抗体の検査法の技術自体が、
判定者も含めてなかなか複雑なので、
専門家にお願いしたほうがいいという
ことですね。
　川口　そうですね。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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