
　齊藤　最初の皮膚だけの症状だと比
較的軽症なのですか。
　岳野　そう言っていいと思います。
　齊藤　それはステロイドなども使う
のでしょうか。
　岳野　ステロイドよりも、私たちが
使う薬剤としてはコルヒチンです。
　齊藤　のみ薬ですね。
　岳野　免疫の異常の中でも、好中球
の機能過剰が一つの病気のカギを握っ
ていると考えられているので、その好
中球の機能を抑えるという意味で、コ
ルヒチンがよく使われます。
　齊藤　コルヒチンで足りない場合は
何かで補うのですか。
　岳野　眼だと、眼発作が起こってい
るときはステロイドの局所注射や点眼
になりますが、発作がおさまったとき
にコルヒチンで足りない場合は、シク
ロスポリン、アザチオプリンなどの免
疫抑制剤が併用されます。さらに効か
ない場合は、インフリキシマブ、抗
TNFα抗体ですが、これが今新しい治
療薬として使われています。

　齊藤　それはどのような場合に使う
のですか。
　岳野　これまでの治療で治療抵抗性
である場合です。さっき言ったコルヒ
チン、それから免疫抑制剤に十分反応
しないような場合には使いますし、ま
た最初からコルヒチンを使っている段
階でも、強い眼発作が起こったり、あ
るいは治療抵抗性が予想されるような
例については、できるだけ視力を守る
ために早くから抗TNFα抗体を使うこ
とも最近は多くなっています。
　齊藤　ほかの特殊病型での治療はど
うでしょう。
　岳野　従来はこれもステロイドや免
疫抑制剤が中心だったのですが、病型
ごとに若干の違いはあるものの、今は
それに加えて、眼と同じように、やは
り抗TNFα抗体が使われるようなって、
今後、治療成績の向上が期待されると
ころです。
　齊藤　かなり最近は進歩が著しい領
域ということですね。ありがとうござ
いました。

リウマチ・膠原病の最新情報（Ⅴ）

東京女子医科大学膠原病リウマチ内科教授
谷　口　敦　夫

（聞き手　大西　真）

痛風・偽痛風

　大西　谷口先生、痛風および偽痛風
についてうかがいたいと思います。
　まず、この２つの疾患、痛風と偽痛
風がなぜ大切なのかということからお
話しいただけますか。
　谷口　２つとも急性関節炎を起こす
疾患です。ずっと続くというわけでは
ないのですが、２週間ぐらい痛みがた
いへん強いので、患者さんのQOLは著
しく障害されます。
　それから、痛風の場合は男性で最も
多い炎症性関節疾患、偽痛風の場合は
高齢者の関節炎疾患として重要で、日
常の臨床でもお目にかかることが多い
頻度の高い疾患です。さらに、急性関
節炎ですので、診断と治療を迅速に行
う必要がある。２つの疾患が大切な理
由はここにあります。
　大西　偽痛風に性差はあるのでしょ
うか。
　谷口　偽痛風の場合はほぼ男女差が
ないか、やや女性に多い。これに対し
て痛風は男性に非常に多い。ほとんど
が男性です。

　大西　偽痛風は、女性の比較的若い
方にも見たことがあるのですが、各年
齢に起こりうるのでしょうか。
　谷口　基本的には偽痛風の原因にな
るピロリン酸カルシウム結晶の形成が
老化と関係するものですから、平均発
症年齢も70歳ぐらいと高齢者に多いで
す。
　大西　この２つの疾患は、日本でか
なり多くの患者さんがいるのでしょう
か。
　谷口　痛風は、最近の厚生労働省の
調査では100万人を超えているといわ
れます。偽痛風の場合は、偽痛風の原
因になる結晶、ピロリン酸カルシウム
結晶が軟骨内に沈着するので骨エック
ス線で軟骨内の石灰化として見ること
ができます。この関節軟骨石灰化症は、
以前の緒方先生たちのデータでは50歳
以上で９％台です。もっと年齢が高く
なると、もっと増えるでしょう。です
から、頻度は非常に高いといえます。
　大西　ただ、偽痛風は診断が難しい
場合もあるのですね。
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と偽痛風を疑うことになります。確定
診断のためには関節液から病因になっ
ている結晶を検出するのが重要な手段
です。ただ、最近は関節超音波検査や、
デュアルエナジーCTで尿酸塩結晶が
検出できます。関節超音波はピロリン
酸カルシウムの結晶も見いだせます。
こういう手技ができる方はぜひ応用し
ていただけるといいと思います。
　大西　偽痛風の場合もかなり赤くな
ったりするのでしょうか。
　谷口　原則的にはそうです。ただ、
痛風、偽痛風ともに発赤を伴う関節炎
として知られています。
　大西　痛風だと足の親指が典型です
が、ほかにはアキレス腱などもあるの
ですか。
　谷口　はい。膝関節まではよく経験
します。しかし上肢の関節はかなり少
なく、特に初期の段階はまずほとんど
生じないです。
　大西　逆に偽痛風の場合は肘などで
すか。
　谷口　そうです。膝以外だと肘とか
手首などですね。痛風で上肢の関節が
罹患するのは病期が進んでからですが、
偽痛風の場合は上肢に初発することも
少なくありません。偽痛風は初期から
上肢に起こります。
　大西　それでは治療について教えて
いただけますか。
　谷口　まず両方とも痛みが強いので、
これを止めないといけない。使われる

薬は共通していて、NSAIDsか、コル
ヒチンか、グルココルチコイドです。
患者さんの合併症や、併用薬などを考
慮して、どれかを選んでいただくこと
になります。偽痛風の場合は高齢の方
が多いので、薬の選択が難しい場合も
多いです。経口薬が使いにくい場合に
は関節穿刺をして、関節液を抜くこと
もあります。これだけでも楽になる場
合がありますが、可能ならグルココル
チコイドを関節内に投与します。
　大西　それは痛風も偽痛風も共通し
て穿刺をする場合もあるのでしょうか。
　谷口　診断で結晶を見つけるために
は関節穿刺が必要になります。
　大西　そのときに治療もする。
　谷口　そうです。特に膝関節は比較
的穿刺しやすいです。
　大西　尿酸の痛風に関しては、尿酸
値を下げる治療ですね。
　谷口　両方とも痛みはそういうかた
ちでとれるのですが、次のステップが
大きく違っていて、痛風の場合は関節
内にたまった尿酸塩の結晶を消す手段
があるのです。尿酸降下薬を用いて血
清尿酸値を長期にわたり6.0㎎/dL以下
に維持すると結晶が溶けるといわれて
います。しかし偽痛風の場合、ピロリ
ン酸カルシウム結晶は溶かす手段が今
のところないのです。この結晶がある
と、よく変形性関節症、それも骨変化
の強い変形性関節症が起こりやすいと
いわれています。患者さんには関節を

　谷口　そうですね。特に高齢の方の
場合は熱が出たり、せん妄のような症
状になることもあるようです。そうい
う患者さんでは関節が腫れているかど
うかも念頭に置いて見ていただけると
いいと思います。
　大西　次にこの疾患のメカニズムで
すが、どういう病態なのかを教えてい
ただけますか。
　谷口　痛風の場合は、ほとんどの方
に高尿酸血症があります。高尿酸血症
が長く続くと、関節の中で尿酸塩の結
晶が沈着してきます。普段、尿酸とい
っていますが、血液の中では尿酸ナト
リウムとして存在しているので、尿酸
ナトリウム塩、すなわち尿酸塩と称し
ています。関節内の尿酸塩結晶の量が
増えて、さらに関節腔の中に結晶が剝
がれ落ちたり、あるいは結晶の表面が
変化したりすると炎症を起こすように
なるのです。この炎症には自然免疫が
関係しています。最終的にはインター
ロイキン１βが産生されて、炎症の中
心になることがわかってきています。
　これに対して偽痛風は、ピロリン酸
カルシウム結晶が原因になって起こり
ます。この結晶ができるのには、軟骨
細胞の老化などが関係しており、軟骨
細胞の周辺にピロリン酸が増えて、こ
れがカルシウムと結合してピロリン酸
カルシウム結晶になる。炎症を起こす
メカニズムは痛風と似ているようです。
　大西　痛風はメタボリックシンドロ

ームともかなり関係が深いですね。
　谷口　そうですね。尿酸値が高いこ
とがメタボリックシンドロームと関係
があるので、痛風の方もメタボリック
シンドロームが多くなります。
　大西　次に、実際の臨床の現場でど
のように診断をつけていくかですが、
診断のプロセスを教えていただけます
か。
　谷口　どちらも病歴が大事です。痛
風の場合は足の親指のつけ根の関節に
一番関節炎が起こりやすい。局所が赤
く腫れ上がります。特徴的なのは痛み
が起こってから24時間以内に痛みのピ
ークに達することです。この速さが重
要です。関節の発赤、腫脹が生じます
が、薬を使っても使わなくても、初期
には２週間以内におさまる。これも特
徴です。典型的な場合には日常生活の
障害になるような非常に強い痛みにな
ります。
　大西　じっとしていてもかなり激痛
を感じるのですね。
　谷口　はい。たいてい膝から遠位の
関節に多いのです。特に母趾のつけ根
や足関節や足部に多い。これに対して
偽痛風は高齢者に多く、膝とか手関節、
肘関節に多いです。痛風と似ているよ
うな関節炎ですが、場所がちょっと違
う。それから痛みの持続時間も痛風よ
りも長い場合が多いようです。
　このあたりを参考にしながら、骨X
線を撮って、関節軟骨に石灰化がある
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と偽痛風を疑うことになります。確定
診断のためには関節液から病因になっ
ている結晶を検出するのが重要な手段
です。ただ、最近は関節超音波検査や、
デュアルエナジーCTで尿酸塩結晶が
検出できます。関節超音波はピロリン
酸カルシウムの結晶も見いだせます。
こういう手技ができる方はぜひ応用し
ていただけるといいと思います。
　大西　偽痛風の場合もかなり赤くな
ったりするのでしょうか。
　谷口　原則的にはそうです。ただ、
痛風、偽痛風ともに発赤を伴う関節炎
として知られています。
　大西　痛風だと足の親指が典型です
が、ほかにはアキレス腱などもあるの
ですか。
　谷口　はい。膝関節まではよく経験
します。しかし上肢の関節はかなり少
なく、特に初期の段階はまずほとんど
生じないです。
　大西　逆に偽痛風の場合は肘などで
すか。
　谷口　そうです。膝以外だと肘とか
手首などですね。痛風で上肢の関節が
罹患するのは病期が進んでからですが、
偽痛風の場合は上肢に初発することも
少なくありません。偽痛風は初期から
上肢に起こります。
　大西　それでは治療について教えて
いただけますか。
　谷口　まず両方とも痛みが強いので、
これを止めないといけない。使われる

薬は共通していて、NSAIDsか、コル
ヒチンか、グルココルチコイドです。
患者さんの合併症や、併用薬などを考
慮して、どれかを選んでいただくこと
になります。偽痛風の場合は高齢の方
が多いので、薬の選択が難しい場合も
多いです。経口薬が使いにくい場合に
は関節穿刺をして、関節液を抜くこと
もあります。これだけでも楽になる場
合がありますが、可能ならグルココル
チコイドを関節内に投与します。
　大西　それは痛風も偽痛風も共通し
て穿刺をする場合もあるのでしょうか。
　谷口　診断で結晶を見つけるために
は関節穿刺が必要になります。
　大西　そのときに治療もする。
　谷口　そうです。特に膝関節は比較
的穿刺しやすいです。
　大西　尿酸の痛風に関しては、尿酸
値を下げる治療ですね。
　谷口　両方とも痛みはそういうかた
ちでとれるのですが、次のステップが
大きく違っていて、痛風の場合は関節
内にたまった尿酸塩の結晶を消す手段
があるのです。尿酸降下薬を用いて血
清尿酸値を長期にわたり6.0㎎/dL以下
に維持すると結晶が溶けるといわれて
います。しかし偽痛風の場合、ピロリ
ン酸カルシウム結晶は溶かす手段が今
のところないのです。この結晶がある
と、よく変形性関節症、それも骨変化
の強い変形性関節症が起こりやすいと
いわれています。患者さんには関節を

　谷口　そうですね。特に高齢の方の
場合は熱が出たり、せん妄のような症
状になることもあるようです。そうい
う患者さんでは関節が腫れているかど
うかも念頭に置いて見ていただけると
いいと思います。
　大西　次にこの疾患のメカニズムで
すが、どういう病態なのかを教えてい
ただけますか。
　谷口　痛風の場合は、ほとんどの方
に高尿酸血症があります。高尿酸血症
が長く続くと、関節の中で尿酸塩の結
晶が沈着してきます。普段、尿酸とい
っていますが、血液の中では尿酸ナト
リウムとして存在しているので、尿酸
ナトリウム塩、すなわち尿酸塩と称し
ています。関節内の尿酸塩結晶の量が
増えて、さらに関節腔の中に結晶が剝
がれ落ちたり、あるいは結晶の表面が
変化したりすると炎症を起こすように
なるのです。この炎症には自然免疫が
関係しています。最終的にはインター
ロイキン１βが産生されて、炎症の中
心になることがわかってきています。
　これに対して偽痛風は、ピロリン酸
カルシウム結晶が原因になって起こり
ます。この結晶ができるのには、軟骨
細胞の老化などが関係しており、軟骨
細胞の周辺にピロリン酸が増えて、こ
れがカルシウムと結合してピロリン酸
カルシウム結晶になる。炎症を起こす
メカニズムは痛風と似ているようです。
　大西　痛風はメタボリックシンドロ

ームともかなり関係が深いですね。
　谷口　そうですね。尿酸値が高いこ
とがメタボリックシンドロームと関係
があるので、痛風の方もメタボリック
シンドロームが多くなります。
　大西　次に、実際の臨床の現場でど
のように診断をつけていくかですが、
診断のプロセスを教えていただけます
か。
　谷口　どちらも病歴が大事です。痛
風の場合は足の親指のつけ根の関節に
一番関節炎が起こりやすい。局所が赤
く腫れ上がります。特徴的なのは痛み
が起こってから24時間以内に痛みのピ
ークに達することです。この速さが重
要です。関節の発赤、腫脹が生じます
が、薬を使っても使わなくても、初期
には２週間以内におさまる。これも特
徴です。典型的な場合には日常生活の
障害になるような非常に強い痛みにな
ります。
　大西　じっとしていてもかなり激痛
を感じるのですね。
　谷口　はい。たいてい膝から遠位の
関節に多いのです。特に母趾のつけ根
や足関節や足部に多い。これに対して
偽痛風は高齢者に多く、膝とか手関節、
肘関節に多いです。痛風と似ているよ
うな関節炎ですが、場所がちょっと違
う。それから痛みの持続時間も痛風よ
りも長い場合が多いようです。
　このあたりを参考にしながら、骨X
線を撮って、関節軟骨に石灰化がある
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酷使しないように説明し、リハビリテ
ーションなども含めた指導が必要にな
ってきます。
　大西　尿酸を下げる薬もいろいろあ
りますが、その使い分けはありますか。
　谷口　高尿酸血症の原因には尿酸排
泄低下、産生過剰の２つがあるので、
以前はおのおのに対応して、尿酸排泄
低下型には尿酸排泄促進剤、産生過剰
型には生成抑制剤と使っていたのです
が、最近はそういうところよりも、む
しろ患者さんの合併症や、薬の副作用、
併用薬などを考慮して選ぶことが多い
です。欧米はもともと生成抑制剤が第
一選択ですが、日本でも欧米の流れに
沿うかたちになってきていると思いま
す。
　大西　急性期から併用していっても
かまわないのでしょうか。
　谷口　きちんと炎症がおさまってか

ら使っていただきたいですね。痛風発
作が起きて、先ほどのNSAIDs、コル
ヒチン、グルココルチコイドで炎症を
止めていただき、炎症が落ち着いてか
ら尿酸降下薬を始める。それも少ない
量から徐々に始めていただきたい。尿
酸降下薬で血清尿酸値が急に下がると
関節の中の尿酸塩結晶が剝がれて痛風
発作を起こすので、それを防止したい
のです。
　大西　偽痛風の場合は再発するので
しょうか。
　谷口　再発することも多いので、そ
のときにNSAIDs、コルヒチン、グル
ココルチコイドを使うのですが、再発
の原因が関節の酷使だったりすること
があるので、そういう点の注意をして
いただくといいと思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　Results from the 5-year SQ grass sublingual immunotherapy tablet 
asthma prevention (GAP) trial in children with grass pollen allergy.
　Valovirta E, Petersen TH, Piotrowska T, Laursen MK, Andersen JS, 
Sørensen HF, Klink R on behalf of the GAP investigators
　J Allergy Clin Immunol. 2018, 141 (2) : 529〜538

　背景：アレルギー免疫療法はアレルギー性鼻結膜炎とアレルギー性喘息の免疫
学的原因物質を標的とし、アレルギー疾患の自然史を変える可能性を有する。
　目的：SQ雑草花粉（オオアワガエリ）舌下免疫療法用錠の喘息発症リスクに
及ぼす効果をプラセボと比較することを主目的とした。
　方法：オオアワガエリ花粉による鼻結膜炎に臨床的に合致する病歴があるが、
喘息の病歴や他覚所見はない５～12歳の小児812人を対象にランダム化二重盲検
プラセボ対照比較試験を行い、３年間の治療終了後２年間追跡した。
　結果：あらかじめ取り決めた可逆的肺機能障害に基づく喘息判定基準で定義し
た喘息の発症時期については２群間で有意差はなかった。しかしアレルギー免疫
療法は喘息症状の経験や抗喘息薬投与のリスクを試験終了時（オッズ比0.66、p＜
0.036）、２年間の追跡期間中、全５年間の試験期間中、いずれでも有意に減少さ
せた。鼻結膜炎症状も22～30％減少し（５年間すべての年でp＜0.005）、試験終了
時点での使用薬も有意に少なかった（プラセボに対して27％の相対差、p＜0.001）。
総IgE、オオアワガエリ特異的IgE、皮膚プリックテストの反応性もプラセボと比
較して減少した。
　結論：小児の鼻結膜炎患者に対するSQ雑草花粉抗原舌下免疫療法は喘息症状
の経験や抗喘息薬の使用のリスクを減らし、鼻結膜炎の症状や薬物使用にも長期
的にプラスの臨床効果をもたらすが、喘息初発までの期間には影響しなかった。

喘息シリーズ（155）

ふれあい横浜ホスピタル院長

坂　本　芳　雄
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