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全身性エリテマトーデス

　齊藤　全身性エリテマトーデスにつ
いてうかがいます。
　まず、これはどのような病気なので
しょうか。
　三村　全身性エリテマトーデス、SLE
と略させていただきますが、これは臓
器非特異的な自己免疫疾患の代表格と
考えられています。様々な自己抗体と、
それらによる３型過敏反応を主な機序
として、多彩な臓器障害を呈する慢性
の全身性炎症性疾患です。女性は男性
の10倍近く発症が多く、若年から中年
に好発します。日本では６万～７万人
の罹患者がいると推定されています。
　臓器障害は全身にわたりますが、す
べての患者さんで一様ではなく、臨床
症状も多彩です。臨床所見は、発熱、
日光過敏、皮疹、多発関節炎、糸球体
腎炎、中枢神経障害、血球減少や漿膜
炎などが見られます。原因は不明です
が、遺伝的要因、環境要因、感染症、
性ホルモンなどの影響があると考えら
れていて、治療は原則的には免疫抑制
療法になっています。

　齊藤　若い女性で、熱が出て受診さ
れる。風邪かもしれないと思われるか
もしれませんが、そこをしっかり経過
観察していくということですね。
　三村　そうですね。
　齊藤　診断としてはどういうかたち
で進めていくのでしょう。
　三村　だいたい発熱、それから典型
的な皮疹、よくバタフライラッシュと
いわれる顔面の蝶形紅斑、そして全身
倦怠感などがしばらく続くということ
です。そういうかたちで受診された場
合に、例えば血液検査をすると、通常、
細菌感染であれば白血球増加やCRP 
上昇が見られると思いますが、SLEの
方では白血球はむしろ減ってきます。
CRPもほとんどの場合、上昇しません
が、血沈は上昇しているという乖離が
見られます。ウイルス感染の可能性も
否定できませんが、こういう状態が 
２～３週間以上続くような場合には
SLEもぜひ念頭に置いていただいて、
次に抗核抗体、抗dsDNA抗体（二重
鎖DNA抗体）、血清補体価など、特異

的な検査をしていただき、それで異常
があるようであれば、ぜひ専門医に紹
介していただいて、詳しい検査をする
のがよいと考えます。
　齊藤　これには診断基準があるので
すね。
　三村　あります。診断基準は、アメ
リカリウマチ学会で1997年に改訂され
た診断基準（表１）がずっと使われて
いました。最近は、2012年に少し改訂
されたもの（表２）、そして2017年に
アメリカリウマチ学会でまた新たな診
断基準がつくられまして、今それらの
検証をしているところです。最も使わ
れているのは1997年の分類基準になり

ますので、基本はそれを見ながら進め
ていけばいいかと思います。
　齊藤　20年経ってもそんなには変わ
らないのですね。
　三村　そうですね。一部、例えば血
清補体価というのが新しく項目に加わ
ってきたり、腎臓の病理組織像が非常
に重要視されるところがあったり、幾
つか考え方に変化がありますが、それ
以外の項目に、大きな変化はありませ
ん（表２）。
　齊藤　診断の後に、重症度を決める
ことになりますか。
　三村　そうですね。重症度も重要な
ポイントで、トロント大学でつくりま

表１　SLEの診断基準（1997年改訂アメリカリウマチ学会）

所見
頰部紅斑
円盤状皮疹
日光過敏
口腔潰瘍
関節炎 ２関節以上、びらんを伴わない
漿膜炎 胸膜炎、心膜炎
腎障害 尿タンパク（＞0.5g/日）、細胞性円柱
神経障害 痙攣、精神症状
血液異常 溶血性貧血、白血球・リンパ球減少、血小板減少
免疫異常 抗DNA抗体、抗Sm抗体、抗リン脂質抗体
抗核抗体

時期は同時ではなくても４項目以上あればSLEと分類（診断）してよい
（Hochberg MC. Updating the American College of Rheumatology revised 

criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. 
Arthritis Rheum. 1997；40（9）：1725）
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したSLEの疾患活動性を見る指標を日
本では重症度の指標として代用してい
ます。難病の申請を出す場合にもこの

重症度が必要になってきます。これは
SLE疾患活動性指標、SLEDAIという
名称で呼ばれています（表３）。

　齊藤　どのように決めていくのです
か。
　三村　これは点数制になっていて、
一番高いのが８点。そこには主に中枢
神経系の障害が入っています。それか
ら、次に４点がありまして、関節炎や
腎臓関連の尿所見。あとは皮疹などが
入っていて２点が検査値であったり、
最後に発熱など１点というのがありま
す。指定難病の承認を得るためには４
点以上の点数が必要になります。
　齊藤　最初の診断時にこの点数をつ
けるのですか。
　三村　診断時など最近６カ月で一番
病勢の高いときという考えでよいと思
います。

　齊藤　４点以上で、いろいろな公的
な補助が得られるのですね。
　三村　そういうことです。もちろん、
診断があったうえでですが。
　齊藤　治療はどのようにするのでし
ょう。
　三村　治療に関しては、重症度に応
じて治療方針が変わってきます。皮疹
だけの軽症なものであれば局所ステロ
イドの塗布などで十分対応できること
があります。さらに、多発関節炎があ
ったり、皮疹の重症なものに関しては
内服ステロイド、主にプレドニゾロン
を使うのですが、これでだいたい15㎎
以内の量を用いることが多いと思いま
す。

表２　SLICC分類基準（SLEの新規分類基準）

臨床所見

急性皮膚ループス 蝶形紅斑、水泡性ループス、中毒性皮膚壊死、斑丘疹、日光過敏、
亜急性皮膚ループス

慢性皮膚ループス
限局性あるいは全身性ディスコイド疹、肥厚性ループス（イボ）、
ループス蜂窩織炎、粘膜疹、腫瘍性ループス疹、凍瘡様ループス、
扁平苔癬

口腔潰瘍 口蓋、舌、鼻腔
脱毛 非瘢痕性（他の原因を除外）

関節滑膜炎 ２カ所以上の関節の腫脹あるいは関節液貯留、または２カ所以上
の関節の圧痛（朝のこわばり30分以上を伴う）

漿膜炎 胸膜炎、心膜炎
腎 随時尿タンパク／クレアチニン比＞500㎎/日に相当　赤血球円柱

神経 てんかん、精神病、多発性単神経炎、脊髄炎、末梢・脳神経障害、
急性混迷状態

溶血性貧血
白血球減少 ＜4,000/㎣またはリンパ球＜1,000/㎣
血小板減少 ＜100,000/㎣
免疫学所見
抗核抗体
抗dsDNA抗体
抗Sm抗体

抗リン脂質抗体 ループスアンチコアグラント、生物学的擬陽性、IgG/M抗カルジ
オリピン抗体、IgG/M抗β2グリコプロテインI抗体

低補体血症 低C３、低C４、低CH50
直接クームス 溶血性貧血を伴わなくても

SLEと分類（診断）するのは；
臨床所見、免疫学所見の両者を必ず１つ以上含む４項目以上、または腎生検でループス
腎炎所見に加えて抗核抗体または抗dsDNA抗体陽性
 （M Petri, et al. Arthritis Rheum. 2012 August；64（8）：2677～2686.）

表３　SLE重症度（SLEDAI）

点数 　　 項目 点数 　　 項目
８ 痙攣 ４ 蛋白尿

８ 精神症状 ４ 膿尿

８ 器質性脳症候群 ２ 新規皮疹

８ 視覚障害 ２ 脱毛

８ 脳神経障害 ２ 粘膜潰瘍

８ ループス頭痛 ２ 胸膜炎

８ 脳血管障害 ２ 心外膜炎

８ 血管炎 ２ 補体低値

４ 関節炎 ２ DNA結合能の上昇
４ 筋炎 １ 発熱

４ 尿沈渣 １ 血小板減少

４ 血尿 １ 白血球減少

 （４点以上を医療費助成対象とする）
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　一方、中等度の重症度が出てくるよ
うな臓器障害、例えば漿膜炎、主に心
膜炎や胸膜炎、白血球減少などには30
㎎程度のプレドニゾロンを使うことが
一般的です。
　さらに重症な臓器障害、例えばルー
プス腎炎、糸球体腎炎で増殖性のもの
は、予後が不良で重度な治療をしなけ
ればいけないのですが、こういったも
の。それから精神症状などを伴うよう
な中枢神経病変のような場合には、ス
テロイドをだいたい体重１㎏当たり１
㎎、およそ60㎎の量を使うことが多い
です。さらにステロイドのパルス療法、
そして、場合によっては免疫抑制療法
としてエンドキサンの大量間欠療法ま
たはミコフェノール酸モフェチルなど
を用いることが多いです。
　齊藤　併用療法ですが、ステロイド
は副作用があることから、なるべく減
らしたいということですね。
　三村　ステロイドは最初にはどうし
ても大量に使わざるを得ませんが、そ
の後、できるだけ減らす必要がありま
す。それも含めて、例えばヒドロキシ
クロロキンという、日本では新しい、
ただ、海外では非常に古くから用いら
れている薬剤があります。この薬剤を
併用することで比較的ステロイドの減
量がスムーズにいく場合があります。
それから免疫抑制薬も維持療法で使う
ようなアザチオプリン、カルシニュー
リン阻害薬であるサイクロスポリンA

やタクロリムスなどの治療薬を併用す
ることでもステロイドの減量がしやす
くなってきます。
　齊藤　活動性が落ちた段階で維持療
法ということですね。
　三村　そうですね。ステロイドの維
持量としてはだいたい５～10㎎程度の
プレドニゾロンでコントロールするの
がよいと考えられていて、非常に良好
な経過であればステロイドをやめてみ
るという選択肢もゼロではありません。
　齊藤　生物学的製剤もあるのでしょ
うか。
　三村　生物学的製剤に関しては、ご
く最近、ベリムマブという新しい薬剤
が承認されました。これはB細胞の刺
激を抑えるタイプの薬になり、今後、
日本でも使われることで、どのような
有効性が期待できるかを見ていく必要
があると思っています。
　齊藤　ステロイドと並行して使うこ
とがあるのですか。
　三村　ステロイドと併用して使いま
すが、ステロイドの減量もこれによっ
て十分可能になると期待できます。
　齊藤　予後はどうでしょうか。
　三村　予後に関しては、50年前には
５年生存率50％程度と考えられていま
したが、今は95％ぐらい。非常によく
なってきましたが、何といっても若年
の女性がかかる病気ですので、20年生
存率が80％台というのはまだ十分とは
いえないと思います。特に重要なのは

感染症、それから心臓・脳血管病変、
動脈硬化性病変などで命を落とされる
方も少なくありません。それから、最
近だいぶ減りましたが、腎不全で腎機
能をなくしてしまう場合もあります。
そのような場合も予後不良になってい
くことが多いと思います。
　齊藤　腎臓に関しては透析になりま
すか。
　三村　主に透析です。移植をする場
合もゼロではありません。海外では移
植が進んでいます。その場合の予後は、
一般の慢性糸球体腎炎とほぼ変わらな
いことが最近報告されるようになって

きまして、一つの方法だと思います。
　齊藤　長く生存できることになって、
生活習慣病と同じになってきているの
ですね。
　三村　そうですね。そういう面が非
常に多いと思います。
　齊藤　そうしますと、血圧だとか脂
質だとかの治療も並行して行う。
　三村　はい。たいへん重要なことで、
あとはステロイド性糖尿病、これはス
テロイドを減量しても十分にコントロ
ールできない場合もあります。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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