
東京都立駒込病院副院長
神　澤　輝　実

（聞き手　池田志斈）

　IgG４関連疾患についてご教示ください。
＜兵庫県開業医＞

IgG4関連疾患

　池田　IgG４関連疾患についての質
問です。ちょっと耳慣れない疾患なの
ですが、いつごろからあるのでしょう
か。
　神澤　最初にIgG４関連疾患に関係
した研究は、自己免疫性膵炎から始ま
りました。以前から膵臓に腫瘤をつく
る腫瘤形成性膵炎という慢性膵炎が膵
臓がんと間違われて、しばしば手術さ
れてきました。その手術された腫瘤形
成性膵炎の病理を調べたところ、特殊
な病理像であり、また、そのような患
者さんにステロイドを使ったら良くな
ったことから、1995年に日本から自己
免疫性膵炎という概念が提唱されまし
た。
　2001年には、信州大学のグループよ
り自己免疫性膵炎患者さんでは血中の
IgG４値が上昇することが報告されて
います。

　その後、私たちが自己免疫性膵炎患
者さんの諸臓器において、抗IgG４抗
体を用いた免疫組織学的な検索をした
ところ、全身の諸臓器にIgG４陽性の
形質細胞が多数浸潤している所見がみ
られたので、2003年にIgG４が関連し
た全身性疾患という新しい疾患概念を
提唱しました。
　池田　神澤先生が提唱されたのです
ね。2003年といいますと、比較的新し
い疾患概念で、罹患臓器も多種多様と
いうことですが、一定の傾向はあるの
でしょうか。
　神澤　ほぼ全身に起きてくるのです
が、頻度が高いのは膵臓、胆管、涙腺
と唾液腺で、どちらかというと外分泌
腺に発生することが多いです。しかし、
腺のない硬膜、後腹膜とか動脈にも病
変が出てきます。
　池田　分泌腺以外にもあるのですね。

日本で最初に自己免疫性膵炎という名
前があってという流れから見ると、日
本ではどのぐらいの患者さんがいるか、
わかっているのでしょうか。
　神澤　はっきりした全国調査はされ
ていないのですが、厚生労働省の研究
班による2011年の報告では、多くて２ 
万6,000人ぐらいのIgG４関連疾患の患
者さんがいるのではないかといわれて
います。
　池田　やはり気になるところは、ど
うしてこの病気が発生するのかですが、
何かわかっているのでしょうか。
　神澤　現在、免疫の関与が最も考え
られていますが、詳しい病因について
はまだ解明されていません。
　池田　一部悪性腫瘍の合併とうかが
ったことがあるのですが、何か根拠は
あるのでしょうか。
　神澤　多数のIgG４関連疾患の患者
さんを診ている施設で、どうも悪性腫
瘍を合併する頻度が高いのではないか
という報告が、日本や外国から幾つか
出ているのですが、本当に関連がある
のか、偶然なのか、その辺はまだはっ
きりわかっていません。
　池田　この病気になる方は高齢者な
のでしょうか。
　神澤　発症年齢と性別に特徴があっ
て、年齢のピークが60歳代で、男性が
女性の３倍ぐらい多く、一般に高齢の
男性に好発します。
　池田　そういうバックグラウンドの

ある方は悪性腫瘍が合併している可能
性が高くなりますね。
　神澤　はい。
　池田　あと症状などは、それぞれの
罹患臓器によってくるのでしょうが、
どういった治療が行われるのでしょう
か。
　神澤　治療は原則、内科的治療で、
この疾患はステロイドが非常によく効
くので、標準療法は経口のステロイド
療法です。
　池田　どのくらいの量を処方される
のでしょうか。
　神澤　初期投与量はプレドニゾロン
0.6㎎/㎏/dayが推奨されていますので、
１日30～40㎎のプレドニゾロンから開
始します。
　池田　中等度ですね。それで症状が
軽快すれば減量ですね。
　神澤　初期投与量を２～４週間ぐら
い投与して、５㎎ぐらいずつ減らして、
３カ月ぐらいをめどに維持量に持って
いきます。
　池田　維持量というと、どのくらい
使われますか。
　神澤　１日に５㎎ぐらいです。
　池田　初期治療に反応がいいという
ことは、減量していっても、あまりリ
バウンド、再燃しないのでしょうか。
　神澤　この病気の治療上の一番大き
な問題は、再燃率がかなり高いという
ことで、ステロイドを減量している最
中や、ステロイドを中止した後に再燃
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してくる例が多いです。だいたい30％
から、高い施設ですと40％ぐらいの再
燃率が報告されています。
　池田　そういう方はプレドニゾロン
を１日５㎎ぐらいで続けることになる
のでしょうか。
　神澤　はい。再燃予防のために、１～
３年ぐらい維持療法を続けることが多
いのですが、この疾患は高齢者に多い
ものですから、ステロイドの副作用を
考慮して一時的にやめる例も少なくあ
りません（図１）。
　池田　そういう意味では、最初の診
断がしっかりしてないといけないと思
うのですが、診断の方法は、例えば自
己免疫性膵炎だと、どのように診断さ
れるのでしょうか。

　神澤　診断の基本の一つは、臓器が
腫大したり肥厚するということで、自
己免疫性膵炎ではCT等の画像診断で
膵臓が腫大します（図２）。それから
血液中のIgG４値が上昇してきます。
そしてもう一つ、膵臓の病理を見ると、
リンパ球やIgG４陽性の形質細胞がた
くさんあって、さらに線維化が起きる
という特徴的な病理組織像（図３）を
呈します。基本的にはその３つを組み
合わせて診断します。
　池田　なかなか生検というのは膵臓
では難しいかと思うのですが、必須な
のでしょうか。
　神澤　膵臓の場合、なかなか組織が
取れません。十分な組織が取れれば、
それで診断がつくのですが、組織が取

れない場合は、このIgG４関連疾患は
複数の病変を合併することが多いもの
ですから、ほかの臓器にIgG４関連疾
患があるかどうかも補助診断になりま
す。
　それから、ステロイドが非常によく
効くので、悪性腫瘍を否定した後にス
テロイドを投与して、ステロイドの反
応性で診断を確定させるという、いわ
ゆるステロイドトライアルも、組織が
取れない良悪性鑑別困難例では行うこ
とがあります（図４）。
　池田　治療的診断になりますね。そ
れともう一つ、IgG４関連硬化性胆管
炎というものがありますが、どうやっ
て診断していくのでしょうか。
　神澤　原発性硬化性胆管炎（PSC）
という難治性の胆管炎や胆管がんとの
鑑別が難しいです。胆管造影とか、様々
な内視鏡を使った画像診断、それから
生検、細胞診などを組み合わせて診断
します。
　池田　細かい臓器なのでなかなか難
しいですね。いろいろな臓器でこうい
った関連疾患がわかってきたわけです
が、最近のトピックスはありますか。
　神澤　日本ではまだ使われていない
のですが、欧米ではリツキシマブをこ
の疾患に投与して非常に有効であった
という報告が出ていて、欧米ではリツ
キシマブをファーストチョイスにして
いるところもあるぐらいです。ただ、
日本では保険適用になっていませんし、

非常に高価な薬でもあるので、まだ使
われていません。しかし、非常によく
効くことは確かなようですので、今後、
日本でも臨床研究を行った後で使われ
るようになるのではないかと思います。

図１　自己免疫性膵炎のステロイド治療法 図２

図３

自己免疫性膵炎の膵臓のCT像。
びまん性の膵腫大（矢印）を認める。

自己免疫性膵炎の膵臓の病理組織像。
多数のリンパ球と形質細胞の浸潤と
密な線維化を認める。
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してくる例が多いです。だいたい30％
から、高い施設ですと40％ぐらいの再
燃率が報告されています。
　池田　そういう方はプレドニゾロン
を１日５㎎ぐらいで続けることになる
のでしょうか。
　神澤　はい。再燃予防のために、１～
３年ぐらい維持療法を続けることが多
いのですが、この疾患は高齢者に多い
ものですから、ステロイドの副作用を
考慮して一時的にやめる例も少なくあ
りません（図１）。
　池田　そういう意味では、最初の診
断がしっかりしてないといけないと思
うのですが、診断の方法は、例えば自
己免疫性膵炎だと、どのように診断さ
れるのでしょうか。

　神澤　診断の基本の一つは、臓器が
腫大したり肥厚するということで、自
己免疫性膵炎ではCT等の画像診断で
膵臓が腫大します（図２）。それから
血液中のIgG４値が上昇してきます。
そしてもう一つ、膵臓の病理を見ると、
リンパ球やIgG４陽性の形質細胞がた
くさんあって、さらに線維化が起きる
という特徴的な病理組織像（図３）を
呈します。基本的にはその３つを組み
合わせて診断します。
　池田　なかなか生検というのは膵臓
では難しいかと思うのですが、必須な
のでしょうか。
　神澤　膵臓の場合、なかなか組織が
取れません。十分な組織が取れれば、
それで診断がつくのですが、組織が取

れない場合は、このIgG４関連疾患は
複数の病変を合併することが多いもの
ですから、ほかの臓器にIgG４関連疾
患があるかどうかも補助診断になりま
す。
　それから、ステロイドが非常によく
効くので、悪性腫瘍を否定した後にス
テロイドを投与して、ステロイドの反
応性で診断を確定させるという、いわ
ゆるステロイドトライアルも、組織が
取れない良悪性鑑別困難例では行うこ
とがあります（図４）。
　池田　治療的診断になりますね。そ
れともう一つ、IgG４関連硬化性胆管
炎というものがありますが、どうやっ
て診断していくのでしょうか。
　神澤　原発性硬化性胆管炎（PSC）
という難治性の胆管炎や胆管がんとの
鑑別が難しいです。胆管造影とか、様々
な内視鏡を使った画像診断、それから
生検、細胞診などを組み合わせて診断
します。
　池田　細かい臓器なのでなかなか難
しいですね。いろいろな臓器でこうい
った関連疾患がわかってきたわけです
が、最近のトピックスはありますか。
　神澤　日本ではまだ使われていない
のですが、欧米ではリツキシマブをこ
の疾患に投与して非常に有効であった
という報告が出ていて、欧米ではリツ
キシマブをファーストチョイスにして
いるところもあるぐらいです。ただ、
日本では保険適用になっていませんし、

非常に高価な薬でもあるので、まだ使
われていません。しかし、非常によく
効くことは確かなようですので、今後、
日本でも臨床研究を行った後で使われ
るようになるのではないかと思います。

図１　自己免疫性膵炎のステロイド治療法 図２

図３

自己免疫性膵炎の膵臓のCT像。
びまん性の膵腫大（矢印）を認める。

自己免疫性膵炎の膵臓の病理組織像。
多数のリンパ球と形質細胞の浸潤と
密な線維化を認める。
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　池田　楽しみですね。特に、再発例、
難治例は適応になろうかということで
すね。そういった新しい治療も含めて、
厚生労働省で班会議が行われていると
うかがったのですが、今どのような状
態でしょうか。
　神澤　2011年から厚生労働省で班が
できて、現在も続いていますが、難治
性疾患克服研究事業の班で、診断基準
をつくったり、成因の研究等を行って
います。

　池田　すでに難病指定はされている
のでしょうか。
　神澤　2015年に難病指定されていま
して、難治性のIgG４関連疾患、つま
りステロイドがなかなか効かないとか、
ステロイド依存状態のIgG４関連疾患
が難病指定になっています。
　池田　そういう方には国からのサポ
ートがある程度得られるのですね。
　神澤　はい。
　池田　ありがとうございました。

図４

IgG４関連硬化性胆管炎の内視鏡的胆管造影像。ステロイド
投与１カ月後、胆管狭窄（矢印）の著しい改善を認める。

ステロイド治療前 ステロイド治療開始１カ月後

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院副院長
方波見　卓　行

（聞き手　山内俊一）

　副腎不全の診断および治療、ステロイドの減量方法についてご教示ください。
＜京都府開業医＞

副腎不全の診断と治療法

　山内　方波見先生、今回の症例の副
腎不全はアジソンとほぼ同じような意
味で使われていると考えてよいのでし
ょうか。
　方波見　副腎自体が障害されて副腎
不全を発症する場合をアジソン病とい
う、先生のおっしゃるとおりです。
　山内　我々世代は、アジソンという
と、国家試験ですぐに結核ときました
が、さすがに最近は減っているのでし
ょうね。
　方波見　以前に比べると、結核の占
める頻度は下がってきていて、今は自
己免疫による場合が最も多いといわれ
ています。
　山内　そうしますと、女性にやはり
多いのでしょうか。
　方波見　自己免疫の場合は女性に多
く、男性の場合は結核もまだまだ頻度
的にはあるといわれています。

　山内　結核になって、しばらくたっ
てからですね。
　方波見　CTで副腎を写しますとだ
いたいの方が石灰化があって、かなり
古いだろうという場合が多いのですが、
中には急性期で、副腎を生検して、結
核菌がディテクトされた症例もあると
いう報告が散見されています。
　山内　大人で自己免疫で発症する方
で、実際に発症してから、この病気の
病態ないし症状が出てくるまでの自然
経過というのはわかっているのでしょ
うか。
　方波見　その点は学問的には非常に
重要だと思いますが、なかなかいい自
己抗体がありません。どれくらいの時
点で抗体ができて、そこから何年ぐら
いすると発症するのかという自然史に
ついては、ほとんど研究がありません。
　山内　そうしますと、発見される最
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