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リウマチ性多発筋痛症

　大西　天野先生、リウマチ性多発筋
痛症についてうかがいたいと思います。
　略してPMRと呼ぶと思いますが、こ
のPMRとはどのような病気と考えたら
よいでしょうか。
　天野　原因が不明で、高齢者（通常、
50歳以上といわれています）に多く発
症し、近位筋（肩の周囲、腰の周りの
筋肉）の痛みを主訴とし、発熱あるい
は体重減少のような全身症状を伴って、
急激に起こってきます。すなわち、今
まで元気だった高齢者の方が、急にあ
ちこちが痛くなって動けなくなってく
る。特に肩が上がらない、あるいは腰
が痛いためいすから立ち上がったり、
寝返りが打てなくなる、という症状が
特徴です。
　大西　かなり強い痛みと考えてよい
でしょうか。
　天野　かなり痛みが強くて、患者さ
んは相当辛いようです。医療機関に行
ってもなかなか診断がつかなくて困っ
ていることが多い疾患です。
　大西　疫学的なことをうかがいたい

のですが、日本の患者さんの状況を教
えていただけますか。
　天野　今まではあまり多くないと思
われていましたが、50歳以上の方を10
万人当たりで見ると約300人、0.3％ぐ
らいの有病率という報告があります。
50歳以上となると、現在の日本は高齢
社会のため、今や5,000万人以上いるの
ではないかと推察されます。したがっ
て、PMRの患者数は約15万人ぐらいい
るのではないかと推察されます。
　大西　かなりおられるのですね。
　天野　関節リウマチが60万～70万人
といわれているので、関節リウマチの
1/4～1/5ぐらいの頻度でPMRの症例の
方がいると推察されます。
　大西　男女差はあるのでしょうか。
　天野　やや女性に多いということで
すが、男性の２倍もいきません。ほぼ
男性、女性、同等に罹患すると考えて
よいと思います。
　大西　50歳以上ということですが、
特に発症のピークはあるのですか。例
えば60歳前後といったような。

　天野　ピークは60代後半から70代あ
たりの方が多いです。
　大西　少し高齢の方ですね。
　天野　発症平均年齢は、だいたい70
代前半ぐらいといわれています。
　大西　そうしますと、関節リウマチ
との違いが問題になるかと思いますが、
どのように区別していったらよいので
しょうか。
　天野　関節リウマチは、関節の滑膜
が病変の主座で、臨床的には関節炎を
主訴とする疾患です。手首や指のMCP
やPIP関節が主に侵されますが、PMR
は両肩の痛み、そして股関節周囲の痛
みが主体で、上腕や大腿などの近位筋
の筋痛が特徴です。最近では関節の超
音波という診断技術が発達していて、
PMRでは関節の滑膜ではなく、三角筋
下の滑液包炎や上腕二頭筋の腱鞘滑膜
炎（tenosyno vitis）といった病変が主

体で、そこでも関節リウマチとは区別
されます。
　あと、血清学的にはリウマトイド因
子や抗CCP抗体といった免疫異常が、
原則としては見られないのが特徴で、
そこも関節リウマチとの大きな違いに
なります（表１）。
　大西　そうしますと、確定診断はど
のように進めていったらよいでしょう
か。症状から疑ってということでしょ
うか。
　天野　世界的にコンセンサスのある
分類基準を見ると、50歳以上、両肩の
疼痛、そして炎症反応の３つが必須条
件ですので、まずはこの３つの条件に
該当するかどうかを調べることが診断
への第一歩です（表２）。
　大西　CRPが高いのですね。
　天野　CRPが高い、または血沈が亢
進している。この炎症反応と年齢と、
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表１　関節リウマチ、RS3PE症候群とPMRとの鑑別

関節リウマチ RS3PE PMR
男性：女性 １：３～４ １：１？ １：１～1.5
発症年齢 30～50 ＞50 ＞50
発症の経過 慢性 急性／亜急性 急性／亜急性
関節痛
筋痛

＋
−

＋
±

肩以外は−
＋

RF
抗CCP

＋ − −

ESR亢進
CRP上昇

＋ ＋＋ ＋＋

末梢の浮腫 − ＋ −
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そして両肩が痛いというのが分類上、
必須条件ということです。
　大西　血清学的にはなかなか自己抗
体などではつかまらないのですね。
　天野　検査で決め手になるものは何
もなくて、あくまで臨床診断になりま
す。
　大西　CRPはかなり高くなるのです
か。
　天野　CRPは通常３とか４とか、そ
れ以上になります。
　大西　そうしますと、組織診断でつ
けるような病態ではないですね。
　天野　先ほど申しましたように、エ
コーで滑液包炎や腱鞘滑膜炎を認めた

としても特異的ではありません。エコ
ーを行わなくても、前述の臨床症状と
炎症反応、それからリウマトイド因子
が出ない、といったような検査の特徴
から総合的に判断して診断する疾患で、
決め手となる検査がないだけに、なか
なか診断がつかないことが多いです。
　大西　整形的な病気と間違いやすそ
うですね。
　天野　そうですね。特に肩が痛いと
いうことで、腱板断裂とか腱板の損傷、
肩関節周囲炎、そういったようなもの
との区別が問題になってきます。
　大西　この病気に合併する病態があ
るのですか。

　天野　この病気で一番重要なのは、
巨細胞性動脈炎という血管炎の合併が、
10％から多いときには30％ぐらいある
といわれています。ただ私の経験では
１割ないのではないかと思っています。
　大西　この動脈炎というのは具体的
にどのような病態なのでしょうか。
　天野　昔は側頭動脈炎と呼ばれてい
て、ちょうどこめかみのあたりの浅側
頭動脈という血管に炎症が起こって、
頭痛を主訴とする疾患です。ただ、頭
痛だけではなくて頭頸部の血管が全般
にやられるので、眼動脈がやられると
網膜に血液が行かなくなって失明した
り、あるいはそしゃくを繰り返してい
るうちに、そしゃく時に痛みが出てく
るような顎跛行といった症状が出たり
することもあります。
　大西　次に治療ですが、やはりステ
ロイドが著効すると考えてよいでしょ
うか。
　天野　そうですね。まずステロイド
が奏効するというのが臨床的な特徴で
す。したがって、診断をしてステロイ
ドを使って効かなかったらPMRではな
く、背景に何かこれと似たような症状
をきたす悪性腫瘍や感染症といった病
態が潜んでいるかもしれないと考える
べきです。PMRでは、少量のステロイ
ド、具体的には10～20㎎の間のプレド
ニゾロンを使うことによって奏効する
のが特徴です。
　大西　どれぐらい使う、いつ減量す

るなどの目安は、どのようにしたらよ
いでしょうか。
　天野　これはガイドラインのような
ものが出ています。初期には疾患の活
動性とか体重に応じて10～20㎎/日の
用量を２週間ぐらい使い、その後、１
カ月に10～20％ずつぐらい、例えば20
㎎で始めれば、次は18㎎や16㎎などに
減量していくのが一般的です。
　大西　あまり急速に減量すると再燃
してくるのですか。
　天野　そうですね。特に、10㎎を切
ってからは２～４週に１㎎ずつのペー
スでゆっくりと減量することが推奨さ
れています。
　大西　１㎎ずつですか。
　天野　そうです。非常に細かいので
すが、２～４週間に１㎎ずつ減量すべ
きといわれています。したがって、治
療はかなり長期にわたります。
　大西　減量はかなりデリケートにし
ていくのですね。
　天野　デリケートに減量していくの
がコツだと思います。
　大西　先ほどお話があった巨細胞性
動脈炎を合併した場合、量は多く使う
のでしょうか。
　天野　巨細胞性動脈炎の場合には体
重当たり１㎎/日、50㎏の方でしたら
50㎎/日使うので、かなり多くのステ
ロイドを使わないと血管の炎症がおさ
まらないといわれています。
　大西　そういう治療をして、予後は
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表２　2012 EULAR/ACRによるPMR分類基準

必須条件
①年齢≧50歳、②両側の肩関節痛、③赤沈亢進またはCRPの上昇

エコーを
使用しない場合
（０～６）

エコーを
使用する場合
（０～８）

朝のこわばり45分以上 ２ ２
臀部の痛み、または可動域制限 １ １
RFおよびACPA陰性 ２ ２
肩関節以外の関節痛なし １ １
関節エコーで、１カ所以上の肩関節病変（三角筋下滑
液包炎、上腕二頭筋腱鞘滑膜炎または肩甲上腕筋滑液
包炎）＋１カ所以上の股関節病変（股関節滑膜炎または
大転子部滑液包炎）

N/A １

関節エコーで、両側の肩関節病変（三角筋下滑液包炎、
上腕二頭筋腱鞘滑膜炎または肩甲上腕筋滑液包炎） N/A １

判定：エコーなしの場合は６点中４点以上、ありの場合は８点中５点以上でPMRと分類
（Arthritis Rheum 2012；64（4）；943～54．Ann Rheum Dis 2012；71（4）；484～92）
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エコーを
使用しない場合
（０～６）

エコーを
使用する場合
（０～８）

朝のこわばり45分以上 ２ ２
臀部の痛み、または可動域制限 １ １
RFおよびACPA陰性 ２ ２
肩関節以外の関節痛なし １ １
関節エコーで、１カ所以上の肩関節病変（三角筋下滑
液包炎、上腕二頭筋腱鞘滑膜炎または肩甲上腕筋滑液
包炎）＋１カ所以上の股関節病変（股関節滑膜炎または
大転子部滑液包炎）

N/A １

関節エコーで、両側の肩関節病変（三角筋下滑液包炎、
上腕二頭筋腱鞘滑膜炎または肩甲上腕筋滑液包炎） N/A １

判定：エコーなしの場合は６点中４点以上、ありの場合は８点中５点以上でPMRと分類
（Arthritis Rheum 2012；64（4）；943～54．Ann Rheum Dis 2012；71（4）；484～92）
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どのように考えられているのでしょう
か。
　天野　PMRの生命予後は極めて良
好ですが、長期にわたってステロイド
を使うので、特に高齢の方に使うと、
骨粗鬆症性の脊椎圧迫骨折や糖尿病、
緑内障や白内障が進んできます。また、
コレステロールが増えるので、もとも
と動脈硬化がある方では、心血管系イ
ベントが起こってくる可能性があり、
問題となることが多いです。
　大西　原因がまだはっきりしない面
もあるかと思うのですが、今後の展望、
何か新しい治療の可能性などについて
教えていただけますか。
　天野　今申しましたように、ステロ
イドが非常によく効く疾患ですが、長
く使うことによってステロイドの有害
事象などが問題になるため、近年では

なるべくステロイドスペアリング効果
がある薬剤を使う動きが出ています。
先ほどの巨細胞性動脈炎では抗IL-６
受容体抗体のトシリズマブが昨年８月
に適用になりました。PMRは、巨細胞
性動脈炎と似たような病態ということ
で、最近、海外を中心に治療抵抗性の
PMRの患者さんにトシリズマブが使わ
れ、有効という報告があります。ごく
最近ではファーストラインでステロイ
ドを使わずにトシリズマブを使って、
３回治療した後に少量のステロイド
（7.5㎎相当）を使って治療して、有効
であったという報告もあります。
　大西　新しい展開もあるのですね。
　天野　そうですね。ステロイドの量
を非常に減らすことができることから、
今後注目されると思います。
　大西　ありがとうございました。

リウマチ・膠原病の最新情報（Ⅴ）

順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院副院長
小　林　茂　人

（聞き手　齊藤郁夫）

脊椎関節炎

　齊藤　脊椎関節炎についてうかがい
ます。脊椎関節炎というのはどういっ
た疾患でしょうか。
　小林　脊椎関節炎、spondylarthritis
は、以下SpAと略します。体軸関節、
それは脊椎と仙腸関節のaxial jointと
いわれる関節に炎症が起こります。そ
のほかに末梢の大小の関節に炎症をき
たす疾患の一群です。関節以外にも特
徴的な関節外症状を呈します。
　SpAの中には強直性脊椎炎（AS）、
乾癬性関節炎、以前はライター症候群
と呼ばれていた反応性関節炎、それか
ら前部ぶどう膜炎に伴ったSpA、クロ
ーン病や潰瘍性大腸炎などの炎症性腸
疾患に伴ったSpA、小児のSpA、また、
これらの分類に当てはまらない分類不
能のSpAがあります。
　齊藤　いろいろありますが、共通す
る特徴は何でしょうか。
　小林　関節リウマチと対比してどう
いった特徴があるかは歴史的に調査さ
れてきました。学問は分類作業から始
まるわけです。まず血清のリウマチ因

子が陰性であること、HLA（ヒト組織
適合性抗原）の特にB27の陽性率が高
いこと、それから滑膜炎も起こすので
すが、付着部炎（enthesitis）が炎症の
主座であることが知られています。関
節外症状として腸炎、前部ぶどう膜炎、
乾癬などを含めた皮疹、無菌性の尿道
炎、女性では頸管炎が起こることが知
られています。また、これらの症状は
SpA各疾患にオーバーラップして出現
することも知られています。このため、
関節リウマチと比べるとSpAは関節、
皮膚、目や腸、尿道等の粘膜などの様々
な部位に症状を起こす疾患群であるこ
とが理解できます。
　齊藤　HLA-B27が重要ということで
すが、もう少しお話し願えますか。
　小林　歴史的にこの疾患は、米国で
はrheumatoid variant、リウマチに仙
腸関節や脊椎の病変が出てきた、リウ
マチの亜型といわれていました。これ
は1971～1974年にフランスのモール
（Moll）らによって、seronega tive spon-
dylarthritis、血清反応陰性脊椎関節炎
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