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関節リウマチ（診断）

　齊藤　関節リウマチ（RA）の患者
さんの代表的な経過はどういうことに
なりますか。
　藤尾　関節リウマチの特徴は、免疫
学的な異常をベースとして、比較的小
さな関節にいろいろ炎症が起きてくる
のが一つの特徴です。多いのは手の指、
手首、あるいは足の指、そういった関
節に最初痛みが出て、その後、腫れた
りして、病気が進むと右と左、対称性
に来るのですが、最初のころは片方だ
け、ということもままあります。おそ
らく患者さんの中でも早い方はそうい
う状態で先生方のところにかかられる
ことになると思います。
　齊藤　小さな関節の腫れ、あるいは
痛みということですね。最初は片側も
ありうるのですね。
　藤尾　はい。
　齊藤　男性、女性はどうでしょうか。
　藤尾　だいたい女性に多い病気とい
われていまして、女性の比率が４、男
性の比率が１ぐらいです。
　齊藤　年齢はどうですか。

　藤尾　年齢的には、以前は30代、40
代の女性に多いといわれていたのです
が、最近少し年齢が上がって、50代の
方が多いといわれています。
　齊藤　今、高齢社会ですけれども、
高齢の患者さんはいかがですか。
　藤尾　高齢のリウマチの方というの
は最近確かに増えてきていまして、ま
た少し若い方とは症状が違う特徴があ
ります。
　齊藤　小さな関節の腫れのある患者
さんを見たらリウマチを疑う、という
ことですが、診断は、ある基準、スコ
アで進めていくのですか。
　藤尾　そのとおりです。以前、1987
年の分類基準というものがあったので
すが、なかなか早期の患者さんを診断
できないものでしたので、2010年にア
メリカとヨーロッパのリウマチ学会が
新たな関節リウマチの方の分類基準を
策定しました。日本でも日本リウマチ
学会が、その基準が日本人の患者さん
にも当てはまることを確認したうえで
同じものを使っています。

　齊藤　今の診断基準、スコアシステ
ムは具体的にはどう行うのでしょうか。
　藤尾　腫れている関節の数と場所と、
いわゆる自己抗体、リウマトイド因子
（RF）やリウマチの方で陽性になるCCP
抗体、そういったものを加味して点数
化し、またさらに採血の検査であるCRP
や血沈（ESR）などの炎症反応、あと
は症状がある期間など、それらをそれ
ぞれ点数化して、６点以上であれば関
節リウマチと診断してよいというもの
になっています。
　齊藤　腫れ、痛みのある関節ですが、
手の指でも特徴があるのですね。

　藤尾　手の指の中でも、指の一番端
っこ、遠位の関節で、DIPといいます
が、その関節にはリウマチの炎症はほ
とんど起きません。２番目の関節から
内側に炎症があればリウマチを疑うこ
とになります。
　齊藤　膝や肩とか、大きな関節１個
がおかしい場合には、ポイントとして
は高くないのですね。
　藤尾　おっしゃるとおりです。ただ、
先ほどお話しした高齢発症の関節リウ
マチの方は、肩や膝だけに症状がある
ことがありますので、総合的に判断す
ることが必要になってきます。

表　新RA分類基準

腫脹または圧痛関節数（０〜５点）
１個の中～大関節＊＊ ０
２～10個の中～大関節＊＊ １
１～３個の小関節＊ ２
４～10個の小関節＊ ３
11関節以上（少なくとも１つは小関節＊） ５
血清学的検査（０〜３点）
RFも抗CCP抗体も陰性 ０
RFか抗CCP抗体のいずれかが低値の陽性 ２
RFか抗CCP抗体のいずれかが高値の陽性 ３
滑膜炎の期間（０〜１点）
６週間未満 ０
６週間以上 １
急性期反応（０〜１点）
CRPもESRも正常値 ０
CRPかESRが異常値 １

スコア：６点以上ならばRAと分類される。

＊： MCP、PIP、MTP２-５、1st IP、手首
を含む

＊＊：肩、肘、膝、股関節、足首を含む
＊＊＊：DIP、1st CMC、1st MTPは除外

低値の陽性： 基準値上限より大きく上限の
３倍以内の値

高値の陽性：基準値の３倍より大きい値
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　齊藤　小さな関節の腫れ、痛みの数
を足していくのですね。
　藤尾　はい。
　齊藤　自己抗体についてはどうでし
ょうか。
　藤尾　こちらはリウマトイド因子と
いう昔からある検査と、最近使われる
ようになってきた抗CCP抗体という、
リウマトイド因子よりも、より疾患に
対する特異性の高い検査が出ています。
可能であれば両方を測っていただいて、
どちらかが陽性であればリウマチを強
く疑う。また、正常値よりも３倍以上
の値がある方は自己抗体の値が高いと
考え、高い点がつくという考え方にな
っています。
　齊藤　両方同時より少しずらしたほ
うがベターということですか。
　藤尾　自治体の考え方にもなってく
るのですが、おそらく初診時は大丈夫
なことが多いのですが、そのあたりは
一度保険の担当に確認いただいたほう
がよいかと思います。
　齊藤　逆にいうと、リウマトイド因
子が陽性であるけれども抗CCP抗体が
陰性など乖離例も少なくないというこ
とですか。
　藤尾　おっしゃるとおりで、まま見
られます。ただ、両方とも陰性の方は
リウマチでは少なくて、だいたい１～ 
２割といわれています。
　齊藤　そこは両方やるということで
すね。CRPと血沈についてですが、血

沈は最近はあまりやらないと思うので
すが、どうでしょうか。
　藤尾　こちらは実は関節リウマチの
診断では非常に重要な検査になってい
ます。というのは、小関節、指の関節
などにしか腫れがない場合、CRPが陰
性で、感度の高い血沈だけ陽性という
方がたまにいます。そういう意味で可
能なかぎりCRPと血沈を同時に測って
いただいたほうがよいと思います。
　齊藤　つまり、乖離例が少なからず
あるのですね。
　藤尾　はい。
　齊藤　あとは症状の持続、これはど
うなのでしょうか。
　藤尾　症状は、例えば分類基準では
６週間以上持続していると１点を追加
するというかたちになっています。こ
ういう関節炎を起こす病気には、関節
リウマチ以外に、ウイルス感染、ある
いはほかの自己免疫疾患、痛風など、
いろいろなものがあります。そういっ
たものの中には６週間以内によくなっ
てしまうものも含まれています。です
から、６週間以上経過している場合に
リウマチであると診断しやすくなると
思います。ただ、それでも非常に症状
の激しい方で、抗CCP抗体が高いよう
な方の場合には、６週を待たずして診
断することも適切だと思います。
　齊藤　ほかの関節が痛くなる疾患を
鑑別する点が、少し壁として高いです
ね。

　藤尾　おっしゃるとおりです。実は
2010年に出た今の関節リウマチの分類
基準でも、ほかの関節炎をきたす疾患
を除外することが一つの条件になって
いて、やはりそこが診断を間違えない
ための非常に大事なポイントだと思い
ます。
　齊藤　専門医に紹介する場合のタイ
ミングとしては、そこのあたりで最終
的な診断をしてもらうことになります
か。
　藤尾　おっしゃるとおりで、例えば
リウマトイド因子や抗CCP抗体が陽性
だけれども、関節リウマチの診断でよ
いのかどうか、そういうコンサルテー
ションをいただきますと、専門医が診
断して、また手紙をつけてお返しする
こともできると思います。
　齊藤　以前の基準、例えば朝の手の
こわばりや、リウマトイド結節、そう
いったものは、今はどのように位置づ
けられているのですか。
　藤尾　例えばリウマトイド結節など
は相当罹病期間が長い方でないと出て
こないので、今の基準には入っていま
せん。ただ、朝のこわばりなどは重要
な所見と考えられていて、例えば早期
の関節痛があるけれども、関節がはっ
きり腫れていない。そういう方が先々
リウマチになりやすいかどうかを考え
るうえでは、朝のこわばりや、指のつ

け根のいわゆるMP関節、そこが腫れ
ているかどうかなどは、非常に重要だ
といわれています。
　齊藤　現ガイドラインではそれぞれ
にポイントがあって、合計して６点以
上、そこで言えるのですね。リウマト
イド因子、抗CCP抗体が両方ないと３
点がなくなってしまうため、なかなか
診断がつきにくいのですね。
　藤尾　そうですね。特に高齢の方の
場合にはこの２つの抗体が陰性の方が
けっこういて、症状が出る関節も大関
節が多いので、その場合には点数がや
や足りなくても臨床的に診断すること
もあります。
　齊藤　画像診断はどういう位置づけ
になりますか。
　藤尾　画像診断では関節エコー、あ
と関節MRIが最近普及していて、これ
らを行うことで、実際腫れているかど
うかわかりにくい関節、患者さんが痛
みだけ訴えられる関節、そこに確かに
炎症があることが判断できるので、非
常に診断には有用だと思います。
　齊藤　そうしますと、従来からのレ
ントゲンに加えて、そういったものを
使いながら早期に診断していくことに
なりますか。
　藤尾　そうだと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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イド因子、抗CCP抗体が両方ないと３
点がなくなってしまうため、なかなか
診断がつきにくいのですね。
　藤尾　そうですね。特に高齢の方の
場合にはこの２つの抗体が陰性の方が
けっこういて、症状が出る関節も大関
節が多いので、その場合には点数がや
や足りなくても臨床的に診断すること
もあります。
　齊藤　画像診断はどういう位置づけ
になりますか。
　藤尾　画像診断では関節エコー、あ
と関節MRIが最近普及していて、これ
らを行うことで、実際腫れているかど
うかわかりにくい関節、患者さんが痛
みだけ訴えられる関節、そこに確かに
炎症があることが判断できるので、非
常に診断には有用だと思います。
　齊藤　そうしますと、従来からのレ
ントゲンに加えて、そういったものを
使いながら早期に診断していくことに
なりますか。
　藤尾　そうだと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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