
　さらに、今の質問は発作性というこ
とでしたが、もとの心房細動が進行し
ている状態の方で治りにくくなってい
るような方の場合には、最低でも１年
間ぐらいは内服を行ったほうがいいと
思います。
　さらに、もう一つお話ししますと、
CHADS２のスコアの中で、もともと
過去に脳梗塞を起こしているというス
コアがついている方の場合には、原則
的には一生、NOACをのんでいただく
ことが推奨されています。ですから、
一人ひとりの患者さんがどのぐらい
NOACをのむのか。最低３カ月から、
一生ということになりますが、これは

なかなか複雑ですので、そこの判断は
ぜひカテーテルアブレーションの手術
を行った施設の担当の医師とよく相談
するのがいいだろうと思います。
　池脇　確かに患者さんにとってはア
ブレーションを行えば、普通の脈にな
って、NOACからも解放されるのでは
ないかというところが、実際、先生の
ように専門にやっておられる方として
は中止することには慎重になるべきだ
ということを理解して話をしたほうが
よいということですね。
　山根　そうですね。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

順天堂大学膠原病内科学教授
田　村　直　人

（聞き手　山内俊一）

　軽症全身性エリテマトーデス（SLE）の治療と効果判定、および副腎皮質ス
テロイドの継続期間についてご教示ください。

＜千葉県勤務医＞

軽症SLE

　山内　田村先生、SLEは昔からよく
知られている病気ですが、最近比較的
軽症化してきたという話も耳にします。
いかがでしょうか。
　田村　以前は診断までに時間がかか
って、重症化するケースが多かったよ
うに思います。今は疾患概念がかなり
行き渡っており、早い時期に診断され
るケースが増えてきているという印象
があります。
　山内　病気自体が軽くなったとは言
い切れないのですね。
　田村　そうですね。そのように思い
ます。
　山内　例えば、以前ですと、海岸で
甲羅干ししていると、１日で腎臓障害
がひどくなったというケースがあった
ような気がするのですが、まだあるの
でしょうか。

　田村　今も時々、海水浴などで紫外
線に長時間当たると、それをきっかけ
に発病したり、SLEが増悪してしまっ
たりといったケースがみられます。
　山内　そういった重症の方は専門の
先生のところでということで、今回の
質問は軽症ということですが、確かに
軽いものも増えてきたのでしょうか。
　田村　そのような印象があります。
　山内　この軽い・重いですが、何で
決まっているのでしょうか。
　田村　明確な基準はないのですが、
だいたいの目安として、SLEに伴う内
臓病変が明確にある場合は軽症とはい
えないと思います。中でも、びまん性
ループス腎炎や、昔は中枢神経（CNS）
ループスといっていて、今は神経精神
ループス（NPSLE）と呼ばれています
が、そういった神経精神症状で痙攣を
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番いいというのはあるのでしょうか。
　田村　いろいろな考え方があると思
うのですが、CH50は補体全体の総和
で活動性SLEでは低下するので、これ
を測る場合もありますが、試験管の中
で補体が活性化され消費されてしまう
cold activationなどでは低値となって
しまいますので、注意が必要です。C
３は第二経路の活性化を反映し、活動
性SLEで低下がみられるため、よく測
定されます。初期経路のC４も低下し
ますが、SLEではC４欠損が少なくな
いため、指標として適さない場合もあ
ります。
　山内　こういったマーカーと実際の
症状が少し乖離する例がたまにあるの
ではないかと思うのですが、いかがで
しょう。
　田村　先生がおっしゃるとおり、症
状などは全くないのですが、抗二本鎖
DNA抗体価が非常に高く、上限を振
り切れていて、低補体もみられること
があります。そういった場合にどうす
るのか、基本的には症状がない場合は
治療を行いませんが、今後出現する可
能性は高いと考えられますので、患者
さんによくお話しすることが重要です。
　山内　そのあたりは専門家の先生に、
ということでしょうか。
　田村　基本的には症状を重視して、
症状が軽ければ、その症状に合わせた
治療をまず行い、よく経過を観察して、
例えば蛋白尿などが出てくれば、早め

に専門医に紹介していただくというこ
とでよいかと思います。
　山内　症状が軽い場合、第一選択薬
としては何が使われているのでしょう。
　田村　皮膚症状でしたらステロイド
の外用薬を使うことが多いと思います。
それからタクロリムスの外用薬を使用
することもあるかと思いますが、保険
適用ではありません。関節痛や関節炎
に対しては、とりあえずは非ステロイ
ド性抗炎症薬（NSAIDs）を試します。
　山内　例えば関節炎でも突発するこ
とが比較的多いような感じがしますが、
これらの薬剤を使っていて、いつまで
使うか、効いているか、効いていない
かの判定は、どのあたりを目安にして
いるのでしょうか。
　田村　非常に再燃が多い疾患ですの
で、薬を減量したり、やめたりすると、
また悪くなる可能性はあると思います。
再燃したときに、最初にあった症状と
全く同じかというと、それはわからな
くて、別の症状が出てくる可能性もあ
るので、そこは慎重に減量、中止して
いかなければいけないと思います。半
年以上症状が落ち着いていて、先ほど
お話ししたようなマーカーも落ち着い
ているような状態でしたら、患者さん
とよくご相談されたうえで減量、中止
していくことも選択肢にあると思いま
す。
　山内　具体的に言いますと、NSAIDs
で例えば２～３週間ぐらい様子を見て

伴うような場合は特に重症で、そのほ
かに重度の血小板減少や溶血性貧血で
治療抵抗性のものがあります。そのよ
うな場合にはかなり強力な免疫抑制治
療が必要になるわけです。軽症とは内
臓病変がなく、主に皮膚病変、関節炎
あるいは関節痛、それから微熱や全身
倦怠感などがみられるものと考えられ
ます。
　山内　若干大ざっぱですが、皮膚症
状あるいは関節炎レベルでとどまって
いるものは、ある程度専門外であって
も初期のマネジメントは可能と考えて
よいのでしょうか。
　田村　それは可能だと思います。た
だし、びまん性ループス腎炎をはじめ
とするその他の症候が出現してこない
か、血清学的な変化はないかなど、し
っかり経過を見ていく必要があるかと
思います。
　山内　蛋白尿などは大きいですね。
　田村　そのように思います。
　山内　腎臓のチェックは必ず行うと
いうことですね。
　田村　尿検査は定期的に行う必要が
あります。
　山内　SLEには非常にたくさんのマ
ーカーがあって、どれを見て重症度や、
あるいは治療への反応を判断したらい
いのかわかりにくいのですが、このあ
たりはいかがでしょうか。
　田村　診断のマーカーは主に自己抗
体ですが、これは幾つかあります。活

動性のマーカーといいますか、治療の
目安となる代表的なものは抗二本鎖
DNA抗体、それから血清の補体価に
なります。活動性が高いときは抗DNA
抗体が上昇することが多く、補体は炎
症のために消費されて低下することが
多いので活動性の評価に用いられます。
もちろん、血球数や尿所見、その他の
症状と併せて総合的に考えることが必
要です。
　山内　この２つに関しては、治療効
果あるいは病勢を反映すると考えてよ
いのですね。
　田村　そうですね。
　山内　SLEというと、よく出てくる
のが抗核抗体ですが、この位置づけは
どうなっているのでしょうか。
　田村　抗核抗体は様々な核抗原に対
する自己抗体の総和をみており、いろ
いろな染色パターンがあります。そこ
からどういった自己抗体があるのかは
ある程度は推測できるので、スクリー
ニングという意味では必要な検査です。
しかし、その抗体価は短期的な変化も
少なく、鋭敏な検査ではないので、活
動性評価や治療の効果判定のマーカー
としては適さないと考えられています。
　山内　確かにこの抗体価と病気の勢
いはあまり関係しないことも多いよう
ですね。
　田村　全くその通りです。
　山内　一方、補体にもCH50などい
ろいろありますが、こちらはどれが一
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番いいというのはあるのでしょうか。
　田村　いろいろな考え方があると思
うのですが、CH50は補体全体の総和
で活動性SLEでは低下するので、これ
を測る場合もありますが、試験管の中
で補体が活性化され消費されてしまう
cold activationなどでは低値となって
しまいますので、注意が必要です。C
３は第二経路の活性化を反映し、活動
性SLEで低下がみられるため、よく測
定されます。初期経路のC４も低下し
ますが、SLEではC４欠損が少なくな
いため、指標として適さない場合もあ
ります。
　山内　こういったマーカーと実際の
症状が少し乖離する例がたまにあるの
ではないかと思うのですが、いかがで
しょう。
　田村　先生がおっしゃるとおり、症
状などは全くないのですが、抗二本鎖
DNA抗体価が非常に高く、上限を振
り切れていて、低補体もみられること
があります。そういった場合にどうす
るのか、基本的には症状がない場合は
治療を行いませんが、今後出現する可
能性は高いと考えられますので、患者
さんによくお話しすることが重要です。
　山内　そのあたりは専門家の先生に、
ということでしょうか。
　田村　基本的には症状を重視して、
症状が軽ければ、その症状に合わせた
治療をまず行い、よく経過を観察して、
例えば蛋白尿などが出てくれば、早め

に専門医に紹介していただくというこ
とでよいかと思います。
　山内　症状が軽い場合、第一選択薬
としては何が使われているのでしょう。
　田村　皮膚症状でしたらステロイド
の外用薬を使うことが多いと思います。
それからタクロリムスの外用薬を使用
することもあるかと思いますが、保険
適用ではありません。関節痛や関節炎
に対しては、とりあえずは非ステロイ
ド性抗炎症薬（NSAIDs）を試します。
　山内　例えば関節炎でも突発するこ
とが比較的多いような感じがしますが、
これらの薬剤を使っていて、いつまで
使うか、効いているか、効いていない
かの判定は、どのあたりを目安にして
いるのでしょうか。
　田村　非常に再燃が多い疾患ですの
で、薬を減量したり、やめたりすると、
また悪くなる可能性はあると思います。
再燃したときに、最初にあった症状と
全く同じかというと、それはわからな
くて、別の症状が出てくる可能性もあ
るので、そこは慎重に減量、中止して
いかなければいけないと思います。半
年以上症状が落ち着いていて、先ほど
お話ししたようなマーカーも落ち着い
ているような状態でしたら、患者さん
とよくご相談されたうえで減量、中止
していくことも選択肢にあると思いま
す。
　山内　具体的に言いますと、NSAIDs
で例えば２～３週間ぐらい様子を見て

伴うような場合は特に重症で、そのほ
かに重度の血小板減少や溶血性貧血で
治療抵抗性のものがあります。そのよ
うな場合にはかなり強力な免疫抑制治
療が必要になるわけです。軽症とは内
臓病変がなく、主に皮膚病変、関節炎
あるいは関節痛、それから微熱や全身
倦怠感などがみられるものと考えられ
ます。
　山内　若干大ざっぱですが、皮膚症
状あるいは関節炎レベルでとどまって
いるものは、ある程度専門外であって
も初期のマネジメントは可能と考えて
よいのでしょうか。
　田村　それは可能だと思います。た
だし、びまん性ループス腎炎をはじめ
とするその他の症候が出現してこない
か、血清学的な変化はないかなど、し
っかり経過を見ていく必要があるかと
思います。
　山内　蛋白尿などは大きいですね。
　田村　そのように思います。
　山内　腎臓のチェックは必ず行うと
いうことですね。
　田村　尿検査は定期的に行う必要が
あります。
　山内　SLEには非常にたくさんのマ
ーカーがあって、どれを見て重症度や、
あるいは治療への反応を判断したらい
いのかわかりにくいのですが、このあ
たりはいかがでしょうか。
　田村　診断のマーカーは主に自己抗
体ですが、これは幾つかあります。活

動性のマーカーといいますか、治療の
目安となる代表的なものは抗二本鎖
DNA抗体、それから血清の補体価に
なります。活動性が高いときは抗DNA
抗体が上昇することが多く、補体は炎
症のために消費されて低下することが
多いので活動性の評価に用いられます。
もちろん、血球数や尿所見、その他の
症状と併せて総合的に考えることが必
要です。
　山内　この２つに関しては、治療効
果あるいは病勢を反映すると考えてよ
いのですね。
　田村　そうですね。
　山内　SLEというと、よく出てくる
のが抗核抗体ですが、この位置づけは
どうなっているのでしょうか。
　田村　抗核抗体は様々な核抗原に対
する自己抗体の総和をみており、いろ
いろな染色パターンがあります。そこ
からどういった自己抗体があるのかは
ある程度は推測できるので、スクリー
ニングという意味では必要な検査です。
しかし、その抗体価は短期的な変化も
少なく、鋭敏な検査ではないので、活
動性評価や治療の効果判定のマーカー
としては適さないと考えられています。
　山内　確かにこの抗体価と病気の勢
いはあまり関係しないことも多いよう
ですね。
　田村　全くその通りです。
　山内　一方、補体にもCH50などい
ろいろありますが、こちらはどれが一
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から、だめだったらステロイド薬とい
うことで、初期投与量はどのぐらいの
ものなのでしょう。
　田村　ステロイド薬は、軽症ですの
で低用量になりますが、１日10㎎、多
くても15㎎までというところかと思い
ます。
　山内　比較的早めに５㎎あたりに持
っていきたいというのがありますが、
症状が改善してくればそのあたりはい
かがでしょう。
　田村　ケース・バイ・ケースだと思
いますが、もちろん数日単位ではなく
て、１カ月単位など長い期間で、減量
していくことは可能だと思います。
　山内　最近は４㎎、２㎎といった感
じで、１㎎単位にもなっていますが、
これも推奨されているのでしょうか。
　田村　それもケース・バイ・ケース
だと思われますが、ステロイド薬は２
割ずつ減らしていくことがいわれてお
り、５㎎の２割だと次は４㎎になると
いうことで、患者さんも不安が少なく、
少しずつ減らしていくこともよく行わ
れていると思います。
　山内　最後に、最近話題の薬はある

のでしょうか。
　田村　軽症例に関してお話しします
と、ヒドロキシクロロキンという薬剤
があり、これは抗マラリア薬に分類さ
れる薬剤ですが、海外ではかなり以前
からSLEやリウマチの治療に使われて
いました。この薬剤は関節炎や皮膚症
状によく効くので、ステロイド薬を使
う前に投与されることも多いのですが、
その他の病態においても予後を改善す
ることや、感染症、血栓症などのリスク
を軽減することが知られており、SLE
のベースの治療薬として考えられてい
ます。
　山内　日本でも使えるようになった
のですね。
　田村　日本でも使用可能となり、長
期処方もできるので、現在かなり使用
する機会が増えてきていると思います。
しかし、非常にまれですが、網膜症と
いう副作用が出る可能性があるといわ
れています。この薬剤を使用する前と
使用後は、半年から１年ごとに眼科で
網膜のチェックをしていただくことが
必要です。
　山内　ありがとうございました。

東京慈恵会医科大学附属第三病院腫瘍・血液内科診療部長
土　橋　史　明

（聞き手　山内俊一）

　開業の内科医における慢性骨髄性白血病の初期の捉え方、検査、治療法につ
いてご教示ください。

＜福岡県開業医＞

慢性骨髄性白血病

　山内　土橋先生、初期の捉え方ない
し検査は、最近、健康診断などでも上
がってくることがありますが、病気の
性格上、専門医が扱うところがありま
す。どのあたりまで詰めて、どこの段
階で専門医に送るか、といった質問か
と思います。まず実際に白血球が少し
多くなっていることで出てくるのでし
ょうね。
　土橋　多くの場合は健康診断でどう
も白血球が多いようだ、再検査をしな
さいというかたちで受診される方が多
いです。特に日本の場合、健康診断の
システムが発達しているので、多いの
だと思います。
　山内　我々も10,000/㎣前後ぐらいは
よく見るのですが、有名な類白血病反
応ですと、ほかにも全身状態が悪いと
いったことが出てきます。この慢性骨

髄性白血病は初期症状はないのですね。
　土橋　初期症状は基本的にないとさ
れていて、WHO分類第４版において
も、半数以上の人は自覚症状がなしと
なっています。
　山内　本当にデータだけですね。
　土橋　データだけになります。
　山内　少し白血球が多いというとこ
ろでは、比較的多い原因としてどのよ
うなものがあるのでしょうか。
　土橋　先ほど言われました類白血病
反応もそうですが、我々が多く経験す
るのはたばこ、喫煙の問題です。
　山内　確かに少し上がるケースが多
いように思いますね。
　土橋　上がる人は20,000/㎣近くまで
上がることを私たちは経験しています。
ただ、逆にそれは診断も簡単で、一生
やめなくてもいいから、ともかく２～ 
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