
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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　小林　臨床的には、ASのようにHLA- 
B27保有率が高い疾患ですと、早期に
発症、仙腸関節炎や脊椎炎、前部ぶど
う膜炎が多いということが知られてい
ます。逆に、乾癬性関節炎のように
HLA-B27保有率がやや少ない疾患で
は、末梢関節炎、乾癬、皮膚・爪の症
状、また炎症性腸疾患などが多いこと
が知られています。
　齊藤　ASについて少し細かくお話
しいただけますか。
　小林　ASの日本の有病率は約4,500
人です。30歳までに７割、40歳までに
９割が発症することが、日本のAS友
の会で知られています。このことから
若い時期に発症する、若い人の病気だ
ということがわかります。また、男女
比は以前、９対１などといわれていた
ときがありましたが、現在では３対１
で、女性も比較的多いようです。発症
の症状は、腰痛、坐骨神経痛、またア
キレス腱や踵の付着部炎の痛みが特徴
です。股関節、肩関節などの大関節に、
末梢関節炎が非対称性に起こります。
また、急性の前部ぶどう膜炎は約30％
に認め、一般的に片側性です。
　齊藤　腰痛には何か特徴があります
か。
　小林　炎症性腰背部痛といって、朝
に体がこわばること、寝た状態から起
き上がりづらいこと。安静にじっとし
ていると腰痛が出現し、それよりも体
を動かしているほうがこわばりが楽に

なること。また、明け方に背部痛が出
てくること。殿部痛が右だったり左だ
ったりして、lat eralityがないこと。こ
のような特徴を持ちます。このほかに、
ぶどう膜炎の既往や家族歴がないか、
NSAIDsの有効性を聞いて診断の参考
にすることが重要かと思います。
　重要なことは、ASASという国際脊
椎関節炎評価学会の基準があるのです
が、分類基準なので、この基準に合致
するからといって診断になることは間
違いです。重要なのは、鑑別診断、除
外診断を行うことです。特に線維筋痛
症やSAPHO症候群、このような疾患
を間違って診断されることが非常に多
くあります。よくない結果になると思
いますので、鑑別診断をよく考えてい
ただければ幸いです。実際にSpAと誤
診され、不適切な治療を受けた患者さ
んも多く存在します。
　齊藤　治療についてはいかがでしょ
うか。
　小林　最初は疾患に関する教育が必
要です。体操を行うこと、特に関節の
可動域の温存が一番重要です。特に、
腰、胸郭、首です。薬物療法では、疼
痛時にはNSAIDsの内服が重要です。
高度の疼痛に関してはTNF阻害薬の治
療が非常に有効であることが知られて
います。TNF阻害薬の治療の対象とな
る方は、若い方が多いです。この治療
によって就学、就労、家事の継続など
が可能になることが非常に重要と考え

という、以前の名称ですが、概念が確
立されました。
 ちょうど同じころの1974年、UCLAの
ポール・テラサキが開発したHLAの同
定方法であるテラサキプレートによっ
て、この疾患のHLAの検索をしたとこ
ろ、このseronegative spondylart hritis
の患者さんでは、健常者に比べてHLA- 
B27の保有率が有意に高いことが証明
されました。そのために、これまでこ
の疾患群に含まれていたベーチェット
病やウィップル病は、このSpAの群か
ら除外された経緯があります。
　日本では、SAPHO症候群がSpAに入
るのではないかと話される先生がいま
すが、SAPHO症候群はSpAの症状に
似ているところがあるものの、HLA- 
B27の保有率が高いわけではありませ
ん。そのために、国内外の学会のコン
センサスではSAPHO症候群はSpAに
は入っていません。
　齊藤　国や人種によってHLA-B27の
保有率は違うのですか。
　小林　HLA-B27の保有率は、国や人
種によって異なることが知られていま
す。北欧では一般の人口の７～14％が
保有し、高率にHLA-B27保有者が存在
する地域です。ドイツでは9.3％、中国、
台湾、韓国では５～８％ぐらい一般人
口で保有を示します。ところが、日本
ではたった0.3％です。この理由のため
に、日本ではASは極めて少ないこと
が考えられています。また、隣の中国、

韓国、台湾では日本の10倍以上、AS
が多いことが知られています。
　齊藤　ASの中でHLA-B27の保有率
はどうなっていますか。
　小林　ASでは、B27をCaucasian、す
なわち白人では90％が保有します。乾
癬性関節炎では40～50％、急性の前部
ぶどう膜炎の患者さんでは約50％が保
有します。それでは日本ではどうなの
か。日本人のASは、日本のAS友の会
で検索したところ、83％が保有し、ま
た順天堂の膠原病内科、整形外科の報
告では85％が保有します。日本では
HLA-B27の頻度が少ないため、日本
のASの患者さんにはHLA-B27保有率
が少ないのだろうと言う先生がいます
が、これは国内外のコンセンサスに反
します。日本のASは少ないのですが、
そのHLA-B27保有率は非常に高いこ
とが、これまでの報告からも認識され
ています。
　齊藤　逆に、HLA-B27保有者の中で
どのぐらいの方がASになるのでしょ
うか。
　小林　これは非常に重要なことかと
思います。HLA-B27を保有する健常
者がいますが、その方をフォローして
いても、10％しかASにはなりません。
このために、まだ明確ではありません
が、HLA-B27以外に重要な発症要因、
遺伝子があることが推定されています。
　齊藤　HLA-B27陽性の方と陰性の方
でどういう違いがあるのでしょうか。

ドクターサロン62巻８月号（7 . 2018） （603）  4342 （602） ドクターサロン62巻８月号（7 . 2018）

1808本文.indd   43 2018/07/13   10:30



　小林　臨床的には、ASのようにHLA- 
B27保有率が高い疾患ですと、早期に
発症、仙腸関節炎や脊椎炎、前部ぶど
う膜炎が多いということが知られてい
ます。逆に、乾癬性関節炎のように
HLA-B27保有率がやや少ない疾患で
は、末梢関節炎、乾癬、皮膚・爪の症
状、また炎症性腸疾患などが多いこと
が知られています。
　齊藤　ASについて少し細かくお話
しいただけますか。
　小林　ASの日本の有病率は約4,500
人です。30歳までに７割、40歳までに
９割が発症することが、日本のAS友
の会で知られています。このことから
若い時期に発症する、若い人の病気だ
ということがわかります。また、男女
比は以前、９対１などといわれていた
ときがありましたが、現在では３対１
で、女性も比較的多いようです。発症
の症状は、腰痛、坐骨神経痛、またア
キレス腱や踵の付着部炎の痛みが特徴
です。股関節、肩関節などの大関節に、
末梢関節炎が非対称性に起こります。
また、急性の前部ぶどう膜炎は約30％
に認め、一般的に片側性です。
　齊藤　腰痛には何か特徴があります
か。
　小林　炎症性腰背部痛といって、朝
に体がこわばること、寝た状態から起
き上がりづらいこと。安静にじっとし
ていると腰痛が出現し、それよりも体
を動かしているほうがこわばりが楽に

なること。また、明け方に背部痛が出
てくること。殿部痛が右だったり左だ
ったりして、lat eralityがないこと。こ
のような特徴を持ちます。このほかに、
ぶどう膜炎の既往や家族歴がないか、
NSAIDsの有効性を聞いて診断の参考
にすることが重要かと思います。
　重要なことは、ASASという国際脊
椎関節炎評価学会の基準があるのです
が、分類基準なので、この基準に合致
するからといって診断になることは間
違いです。重要なのは、鑑別診断、除
外診断を行うことです。特に線維筋痛
症やSAPHO症候群、このような疾患
を間違って診断されることが非常に多
くあります。よくない結果になると思
いますので、鑑別診断をよく考えてい
ただければ幸いです。実際にSpAと誤
診され、不適切な治療を受けた患者さ
んも多く存在します。
　齊藤　治療についてはいかがでしょ
うか。
　小林　最初は疾患に関する教育が必
要です。体操を行うこと、特に関節の
可動域の温存が一番重要です。特に、
腰、胸郭、首です。薬物療法では、疼
痛時にはNSAIDsの内服が重要です。
高度の疼痛に関してはTNF阻害薬の治
療が非常に有効であることが知られて
います。TNF阻害薬の治療の対象とな
る方は、若い方が多いです。この治療
によって就学、就労、家事の継続など
が可能になることが非常に重要と考え

という、以前の名称ですが、概念が確
立されました。
 ちょうど同じころの1974年、UCLAの
ポール・テラサキが開発したHLAの同
定方法であるテラサキプレートによっ
て、この疾患のHLAの検索をしたとこ
ろ、このseronegative spondylart hritis
の患者さんでは、健常者に比べてHLA- 
B27の保有率が有意に高いことが証明
されました。そのために、これまでこ
の疾患群に含まれていたベーチェット
病やウィップル病は、このSpAの群か
ら除外された経緯があります。
　日本では、SAPHO症候群がSpAに入
るのではないかと話される先生がいま
すが、SAPHO症候群はSpAの症状に
似ているところがあるものの、HLA- 
B27の保有率が高いわけではありませ
ん。そのために、国内外の学会のコン
センサスではSAPHO症候群はSpAに
は入っていません。
　齊藤　国や人種によってHLA-B27の
保有率は違うのですか。
　小林　HLA-B27の保有率は、国や人
種によって異なることが知られていま
す。北欧では一般の人口の７～14％が
保有し、高率にHLA-B27保有者が存在
する地域です。ドイツでは9.3％、中国、
台湾、韓国では５～８％ぐらい一般人
口で保有を示します。ところが、日本
ではたった0.3％です。この理由のため
に、日本ではASは極めて少ないこと
が考えられています。また、隣の中国、

韓国、台湾では日本の10倍以上、AS
が多いことが知られています。
　齊藤　ASの中でHLA-B27の保有率
はどうなっていますか。
　小林　ASでは、B27をCaucasian、す
なわち白人では90％が保有します。乾
癬性関節炎では40～50％、急性の前部
ぶどう膜炎の患者さんでは約50％が保
有します。それでは日本ではどうなの
か。日本人のASは、日本のAS友の会
で検索したところ、83％が保有し、ま
た順天堂の膠原病内科、整形外科の報
告では85％が保有します。日本では
HLA-B27の頻度が少ないため、日本
のASの患者さんにはHLA-B27保有率
が少ないのだろうと言う先生がいます
が、これは国内外のコンセンサスに反
します。日本のASは少ないのですが、
そのHLA-B27保有率は非常に高いこ
とが、これまでの報告からも認識され
ています。
　齊藤　逆に、HLA-B27保有者の中で
どのぐらいの方がASになるのでしょ
うか。
　小林　これは非常に重要なことかと
思います。HLA-B27を保有する健常
者がいますが、その方をフォローして
いても、10％しかASにはなりません。
このために、まだ明確ではありません
が、HLA-B27以外に重要な発症要因、
遺伝子があることが推定されています。
　齊藤　HLA-B27陽性の方と陰性の方
でどういう違いがあるのでしょうか。
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ています。2015年７月からASが指定
難病に加えられました。このためASの
患者さんに大きな福音をもたらしたと
考えています。
　少子高齢の日本の社会で、若いAS
の患者さんが社会で活躍することは重
要なことです。この正月の箱根駅伝で

順天堂大学の選手が、ASの患者さん
ですが、苦難を乗り越えて活躍されま
した。このように若い方だけではなく、
実年齢、健康年齢が若い、気力のある
ASの患者さんの活躍が非常に重要で
はないかと思われます。
　齊藤　ありがとうございました。

リウマチ・膠原病の最新情報（Ⅴ）

慶應義塾大学リウマチ・膠原病内科専任講師
金　子　祐　子

（聞き手　大西　真）

成人スティル病

　大西　金子先生、成人スティル病に
ついてうかがいます。
　まず、病名で「成人」という言葉が
使われているのですが、そのあたり、
どのように考えたらいいか、お話しい
ただけますか。
　金子　スティル病というのは、もと
もと小児の疾患として19世紀の終わり
ぐらいに、George Still先生が報告した
病気です。
　大西　発見者のお名前なのですね。
　金子　そうですね。それをその後に
別の先生が、成人でも同じような症状
を起こす方がいることから成人発症ス
ティル病として報告されました。今は、
小児のうちに発症した方が成人になっ
たキャリーオーバーのような方と、成
人発症スティル病を合わせて、成人ス
ティル病と呼んでいます。
　大西　どのような病気なのでしょう
か。
　金子　原因はいまだにわかっていな
いのですが、全身性炎症疾患と呼ばれ
るような疾患で、体の複数の臓器にい

ろいろな炎症が起きてしまうものです。
３主徴と呼ばれる症状は発熱、皮疹、
関節炎ですが、そのほかにも肝臓、脾
臓、胸膜、心膜といった、体のあちこ
ちに炎症が起きます。
　大西　多彩な炎症が起きるのですね。
　金子　はい。
　大西　小児と成人とで病型の違いと
いいますか、区別はあるのですか。あ
まりないのでしょうか。
　金子　はっきりした違いはわかって
いなくて、例えばサイトカインのプロ
ファイルが少し違うのではないかとい
うことは研究レベルではいわれていま
す。しかしなかなか見分けがつきにく
いというか、同じ疾患なのか別の疾患
なのかも、まだあまりわかっていない
のが現状です。
　大西　小児の病型と成人の病型では
区別がはっきりしているわけではない
のですね。好発年齢は、どのあたりに
なるのでしょうか。
　金子　成人発症でいうと、だいたい
20～30代ぐらいといわれていますが、
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