
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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ェリチンのレベルがかなり上がるとい
うのが特徴です。
　大西　実際どれぐらいまで上がるの
でしょうか。
　金子　本当に高い方ですと数万とか
数十万レベルまで上がることがありま
す。
　大西　総合的にいろいろ考えなけれ
ばいけないことになりますね。
　金子　長引く変な感冒があれば、ま
ず疑って、血液検査でフェリチン、白
血球を見て、これはおかしい、という
かたちです。
　大西　確定診断はなかなか難しいで
すね。
　金子　難しいことが多いです。
　大西　案外見逃しているケースもあ
るかもしれませんね。そうしますと、
治療はやはりステロイドが中心になる
のでしょうか。
　金子　ステロイドがメインになりま
す。30㎎程度でよくなることもありま
すが、重症で肝臓などいろいろな臓器、
内臓に出てしまう場合にはプレドニゾ
ロン換算で60㎎程度が必要になります。
　大西　最近出ているいろいろな免疫
系の薬も使われることはあるのでしょ
うか。
　金子　使うことがあります。ステロ
イドに対する初期反応性は良好なので
すが、少し減量してくるとまた出てき
てしまう、再燃してしまうことが多い
のです。その場合には、保険適用では

ない薬にはなりますが、免疫抑制剤と
呼ばれるものや、リウマチで最近よく
使われる生物学的製剤、サイトカイン
をターゲットにするような生物学的製
剤も最近では使われることが増えてき
ました。
　大西　中には難治性というか、重症
になるケースもあるのでしょうか。
　金子　本当に重症になると、播種性
血管内凝固症候群や血球貪食症候群を
起こして致命的になってしまうことも
あります。
　大西　そうしますと、予後はどのよ
うな感じなのですか。
　金子　基本的に予後は良好といわれ
ていて、ステロイドに反応して１回は
寛解というところまで持っていけるこ
とが９割以上になります。ただ、薬の
減量過程で再燃してしまって何度もス
テロイド増量を繰り返したり、むしろ
ステロイドの副作用があとから出てき
たりして、問題になることがあります。
　大西　重篤になるケースはどれぐら
いですか。
　金子　おそらく５％いかないぐらい
だろうと考えられています。
　大西　そういう場合は先ほど言った
ようないろいろな薬が使われるのです
ね。
　金子　そうですね。免疫抑制剤でい
うと、関節炎がメインの方だとメトト
レキセートを使ったり、熱とか炎症所
見が強い方の場合はカルシニューリン

中年以降や、私たちの病院でも80代ぐ
らいの方の発症もあります。
　大西　やはり女性が多いのですか。
　金子　２～３倍ぐらい女性に多いと
考えられています。
　大西　原因に関しては、いわゆる自
己免疫疾患ということなのでしょうか。
　金子　免疫といっても、はっきりし
た自己抗体などは見つかっておらず、
自己免疫疾患というよりは自己炎症疾
患に分類されています。ウイルス感染
が引き金ではないかなど、いろいろな
報告がありますが、まだわかっていな
いのが現状です。
　大西　次に診断に移りたいのですが、
多彩な症状なので、なかなか初期診断
は難しいと思います。いかがでしょう
か。
　金子　おっしゃるとおりで、最初が
発熱と非常に淡い皮疹だったり、関節、
節々が痛いだけだったり、咽頭痛も一
つの特徴なのですが、初期症状が感冒
に非常によく似ているので、私たちの
ところの統計でも、診断までに平均で
１カ月ぐらいかかってしまっています。
　大西　高熱が続くのでしょうか。
　金子　だいたい38度５分を超えるよ
うな熱、しかも弛張熱といって、ビュ
ッと高く上がるけれども朝になると下
がっているというような特徴的な熱型
をとります。
　大西　皮膚の皮疹には特徴的なもの
があるのでしょうか。

　金子　皮疹も、典型的にはサーモン
ピンク疹と呼ばれている、淡いピンク
色の皮疹が発熱と同時に出てきて、解
熱すると消えてしまう皮疹をとります。
そのほかにも非定型疹といって、これ
もすごく多彩な皮疹をとります。
　大西　リンパ節もけっこう腫れるの
ですか。
　金子　はい。あと、肝臓、脾臓とい
う、貪食系の臓器が腫れたりします。
　大西　お話から、悪性リンパ腫など
鑑別に挙がりますね。
　金子　診断は、1991年に太田先生が
つくられた太田基準が、いまだに世界
的スタンダードなのですが、その中に
も悪性リンパ腫を必ず除外するように
という文言が入っています。
　大西　リウマチとも区別が難しいの
でしょうか。
　金子　熱があまり上がらない方だと、
関節痛がメインの症状となり区別が難
しいです。
　大西　血液で特徴的なことは、炎症
所見ぐらいですか。
　金子　CRPはかなり高くなります。
　大西　白血球は増えるのでしょうか。
　金子　白血球は上がります。そこが
感冒との鑑別という点で一つの重要な
所見です。感冒はウイルス感染なので、
白血球は上がるというよりむしろ下が
ることが多いのですが、スティル病で
は白血球は上がって、しかも好中球も
上がってくる。もう一つは、血清のフ
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ェリチンのレベルがかなり上がるとい
うのが特徴です。
　大西　実際どれぐらいまで上がるの
でしょうか。
　金子　本当に高い方ですと数万とか
数十万レベルまで上がることがありま
す。
　大西　総合的にいろいろ考えなけれ
ばいけないことになりますね。
　金子　長引く変な感冒があれば、ま
ず疑って、血液検査でフェリチン、白
血球を見て、これはおかしい、という
かたちです。
　大西　確定診断はなかなか難しいで
すね。
　金子　難しいことが多いです。
　大西　案外見逃しているケースもあ
るかもしれませんね。そうしますと、
治療はやはりステロイドが中心になる
のでしょうか。
　金子　ステロイドがメインになりま
す。30㎎程度でよくなることもありま
すが、重症で肝臓などいろいろな臓器、
内臓に出てしまう場合にはプレドニゾ
ロン換算で60㎎程度が必要になります。
　大西　最近出ているいろいろな免疫
系の薬も使われることはあるのでしょ
うか。
　金子　使うことがあります。ステロ
イドに対する初期反応性は良好なので
すが、少し減量してくるとまた出てき
てしまう、再燃してしまうことが多い
のです。その場合には、保険適用では

ない薬にはなりますが、免疫抑制剤と
呼ばれるものや、リウマチで最近よく
使われる生物学的製剤、サイトカイン
をターゲットにするような生物学的製
剤も最近では使われることが増えてき
ました。
　大西　中には難治性というか、重症
になるケースもあるのでしょうか。
　金子　本当に重症になると、播種性
血管内凝固症候群や血球貪食症候群を
起こして致命的になってしまうことも
あります。
　大西　そうしますと、予後はどのよ
うな感じなのですか。
　金子　基本的に予後は良好といわれ
ていて、ステロイドに反応して１回は
寛解というところまで持っていけるこ
とが９割以上になります。ただ、薬の
減量過程で再燃してしまって何度もス
テロイド増量を繰り返したり、むしろ
ステロイドの副作用があとから出てき
たりして、問題になることがあります。
　大西　重篤になるケースはどれぐら
いですか。
　金子　おそらく５％いかないぐらい
だろうと考えられています。
　大西　そういう場合は先ほど言った
ようないろいろな薬が使われるのです
ね。
　金子　そうですね。免疫抑制剤でい
うと、関節炎がメインの方だとメトト
レキセートを使ったり、熱とか炎症所
見が強い方の場合はカルシニューリン

中年以降や、私たちの病院でも80代ぐ
らいの方の発症もあります。
　大西　やはり女性が多いのですか。
　金子　２～３倍ぐらい女性に多いと
考えられています。
　大西　原因に関しては、いわゆる自
己免疫疾患ということなのでしょうか。
　金子　免疫といっても、はっきりし
た自己抗体などは見つかっておらず、
自己免疫疾患というよりは自己炎症疾
患に分類されています。ウイルス感染
が引き金ではないかなど、いろいろな
報告がありますが、まだわかっていな
いのが現状です。
　大西　次に診断に移りたいのですが、
多彩な症状なので、なかなか初期診断
は難しいと思います。いかがでしょう
か。
　金子　おっしゃるとおりで、最初が
発熱と非常に淡い皮疹だったり、関節、
節々が痛いだけだったり、咽頭痛も一
つの特徴なのですが、初期症状が感冒
に非常によく似ているので、私たちの
ところの統計でも、診断までに平均で
１カ月ぐらいかかってしまっています。
　大西　高熱が続くのでしょうか。
　金子　だいたい38度５分を超えるよ
うな熱、しかも弛張熱といって、ビュ
ッと高く上がるけれども朝になると下
がっているというような特徴的な熱型
をとります。
　大西　皮膚の皮疹には特徴的なもの
があるのでしょうか。

　金子　皮疹も、典型的にはサーモン
ピンク疹と呼ばれている、淡いピンク
色の皮疹が発熱と同時に出てきて、解
熱すると消えてしまう皮疹をとります。
そのほかにも非定型疹といって、これ
もすごく多彩な皮疹をとります。
　大西　リンパ節もけっこう腫れるの
ですか。
　金子　はい。あと、肝臓、脾臓とい
う、貪食系の臓器が腫れたりします。
　大西　お話から、悪性リンパ腫など
鑑別に挙がりますね。
　金子　診断は、1991年に太田先生が
つくられた太田基準が、いまだに世界
的スタンダードなのですが、その中に
も悪性リンパ腫を必ず除外するように
という文言が入っています。
　大西　リウマチとも区別が難しいの
でしょうか。
　金子　熱があまり上がらない方だと、
関節痛がメインの症状となり区別が難
しいです。
　大西　血液で特徴的なことは、炎症
所見ぐらいですか。
　金子　CRPはかなり高くなります。
　大西　白血球は増えるのでしょうか。
　金子　白血球は上がります。そこが
感冒との鑑別という点で一つの重要な
所見です。感冒はウイルス感染なので、
白血球は上がるというよりむしろ下が
ることが多いのですが、スティル病で
は白血球は上がって、しかも好中球も
上がってくる。もう一つは、血清のフ
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定的なので、そこから先はスティル病
や悪性リンパ腫などをメインに、鑑別
診断をしていくことにしています。

　大西　除外診断、鑑別診断を行って
いくのですね。ありがとうございまし
た。

阻害薬を使うなど使い分けたり、効か
なければスイッチするなどしてコント
ロールしていくことになります。
　大西　診療のコツを教えていただけ
ますか。
　金子　先ほど診断が難しいという話
を繰り返したのですが、成人スティル
病を疑っていただくことがまず一番で
す。診断までに時間がかかってしまう
と重症化の方向に進むので、まず疑っ
て血液検査をし、怪しければ専門医に
送っていただく。できるだけ診断を早
くすることが一番になるかと思います。
　大西　案外多い病気なのでしょうか。
　金子　昔はすごく少ないといわれて
いて、1993年に行われた疫学調査では、
本邦で1,100人ぐらいといわれていたの
ですが、2011年に日本全国で調査をし
たときは約5,000人、おそらくもっとい
るのではないかと考えられています。
　大西　見逃されているケースもある
かもしれないですね。
　金子　そうですね。
　大西　皮膚の所見がいろいろあると
いうことですが、例えば皮膚の生検な
どで何か所見は出ないのでしょうか。
　金子　生検では皮膚の真皮などに好
中球の浸潤があることと、ケブネル現
象といって、ひっかいたりすると、そ
こがじんましんのように盛り上がる、
それも皮疹の特徴の一つです。熱が下
がると消えてしまうので、病院に来た
ときにはすでに消えてしまっているケ

ースもけっこうあります。その場合に
は患者さんに「スマホでいいので写真
を撮ってきてください」とお願いをし
たり、診察のときに皮膚をひっかいて、
その反応を待ったりもします。
　大西　この病気は何かほかの病気、
例えば膠原病と合併するとか、そうい
うことはあまり知られていないのです
か。
　金子　膠原病との合併は、ないわけ
ではないですが、まれです。若年性特
発性関節炎という小児のリウマチの亜
型に近いように考えられているので、
いってみればリウマチの親戚みたいな
ところがあるのです。ただ、リウマチ
は自己免疫疾患で、スティル病は自己
炎症疾患という違いがあり、そこもま
だ不明点が多いと思います。
　大西　概念が難しいですね。
　金子　混沌としているところがある
病気です。
　大西　若年のリウマチに近いような
病態ですね。
　金子　はい、そう考えられています。
　大西　先生はどの辺を最終的な決め
手にされていますか。
　金子　私たちのところに紹介いただ
く患者さんでも、多くの場合はまず風
邪を疑われて、その後、血液検査をし
たら白血球が高いことから、抗生物質
を２～３種類使う。
　大西　でも効かないと。
　金子　その場合に、感染症はほぼ否
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定的なので、そこから先はスティル病
や悪性リンパ腫などをメインに、鑑別
診断をしていくことにしています。

　大西　除外診断、鑑別診断を行って
いくのですね。ありがとうございまし
た。

阻害薬を使うなど使い分けたり、効か
なければスイッチするなどしてコント
ロールしていくことになります。
　大西　診療のコツを教えていただけ
ますか。
　金子　先ほど診断が難しいという話
を繰り返したのですが、成人スティル
病を疑っていただくことがまず一番で
す。診断までに時間がかかってしまう
と重症化の方向に進むので、まず疑っ
て血液検査をし、怪しければ専門医に
送っていただく。できるだけ診断を早
くすることが一番になるかと思います。
　大西　案外多い病気なのでしょうか。
　金子　昔はすごく少ないといわれて
いて、1993年に行われた疫学調査では、
本邦で1,100人ぐらいといわれていたの
ですが、2011年に日本全国で調査をし
たときは約5,000人、おそらくもっとい
るのではないかと考えられています。
　大西　見逃されているケースもある
かもしれないですね。
　金子　そうですね。
　大西　皮膚の所見がいろいろあると
いうことですが、例えば皮膚の生検な
どで何か所見は出ないのでしょうか。
　金子　生検では皮膚の真皮などに好
中球の浸潤があることと、ケブネル現
象といって、ひっかいたりすると、そ
こがじんましんのように盛り上がる、
それも皮疹の特徴の一つです。熱が下
がると消えてしまうので、病院に来た
ときにはすでに消えてしまっているケ

ースもけっこうあります。その場合に
は患者さんに「スマホでいいので写真
を撮ってきてください」とお願いをし
たり、診察のときに皮膚をひっかいて、
その反応を待ったりもします。
　大西　この病気は何かほかの病気、
例えば膠原病と合併するとか、そうい
うことはあまり知られていないのです
か。
　金子　膠原病との合併は、ないわけ
ではないですが、まれです。若年性特
発性関節炎という小児のリウマチの亜
型に近いように考えられているので、
いってみればリウマチの親戚みたいな
ところがあるのです。ただ、リウマチ
は自己免疫疾患で、スティル病は自己
炎症疾患という違いがあり、そこもま
だ不明点が多いと思います。
　大西　概念が難しいですね。
　金子　混沌としているところがある
病気です。
　大西　若年のリウマチに近いような
病態ですね。
　金子　はい、そう考えられています。
　大西　先生はどの辺を最終的な決め
手にされていますか。
　金子　私たちのところに紹介いただ
く患者さんでも、多くの場合はまず風
邪を疑われて、その後、血液検査をし
たら白血球が高いことから、抗生物質
を２～３種類使う。
　大西　でも効かないと。
　金子　その場合に、感染症はほぼ否
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