
ンベプラなどですと、ハルシオンのよ
うな睡眠安定剤系の薬と多少相性が悪
いということがありますので、そうい
った意味では一般医家の先生方が質問
を受けたときには、添付文書をチェッ
クするなど注意は必要かもしれません。
　山内　あと、むしろこちらのほうが
大事になるのかもしれませんが、専門
医の方に紹介する場合、事前にチェッ
クしておくべきことは、どのあたりな
のでしょう。
　四柳　この治療は、C型肝炎のウイ
ルスが血液の中に出ている人であれば、
すべての患者さんが適応なのです。た
だし、非代償性の肝硬変の方は適応に
なりません。したがって、１つは血液
中のHCV抗体ではなくて、HCV-RNA
まで測っていただいて、確かにこの人
はウイルスが血液の中に出ているとい
うことを確認いただきたいです。２つ
めとしては、非代償期の症状は黄疸、
腹水、肝性脳症ということになるので、
それがないことを確認していただいた
うえで専門医のほうに遠慮なく相談い
ただきたいと思います。
　山内　それ以外には、合併症や薬で

注意しておくべきものは何かあります
か。
　四柳　先ほど腎疾患、心疾患のお話
をしましたが、これはすべての抗HCV
薬が禁忌というわけではないのですが、
ご紹介いただくときには書いておいて
いただきたいですね。あとは併用薬に
関していえばスンベプラやヴィキラッ
クスの代謝は、チトクロムP450のCYP３
というところを経由しますので、そこ
で代謝をされる代表的な薬物、例えば
Ca拮抗薬のような降圧剤、あるいはス
タチンのようなもの、これはいずれも
併用すると血中濃度が上がる可能性が
あるので、整理できるものがもしあれ
ば整理していただけると治療しやすい
ですね。
　山内　事前にかえられるものはかえ
ておいたほうがスムーズに治療が進む
ということですね。
　四柳　そうですね。患者さんもおそ
らくそのほうが治療をすぐ受けられて、
喜んでいただけるのではないかと思い
ます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　関節リウマチ、特に高齢発症
のリウマチとのことですけれども、日
本全体が今、高齢化に進んでいる中で、
高齢発症の関節リウマチの患者さんは
増えているのでしょうか。
　杉原　おそらく増えていると思いま
す。それは実臨床でのいろいろな先生
の意見だとか、私自身の感覚が主なん
ですが、以前と比べて元気な高齢者が
増えていて、スポーツなどもされてい
るような高齢者もたくさんいて、そう
いう運動負荷がかかる中で発症してく
る高齢発症のリウマチが増えているの
ではないかと思います。ただ、日本で
の発症年齢に注目した疫学研究という
のはまだしっかりしたものがないので、
データとしてははっきりしたものはあ
りません。ただ、たくさん診ていらっ

しゃる先生とか、コホート研究をやっ
ている大学の施設の先生などに聞くと、
増えているとおっしゃいます。
　池脇　基本的なところで、通常のリ
ウマチが何歳ぐらいで多く発症するの
かわからないのですが、そういう方に
比べての高齢発症、60歳以上というこ
とでよいのでしょうか。また、高齢発
症の関節リウマチ、RAの患者さんの
特徴というのはあるのでしょうか。
　杉原　まず発症年齢に関しては、以
前、WHOの高齢者の定義を使って1980
年代に60歳以上と定義した先生方がい
るので、それ以後、高齢発症は60歳以
上というくくりで、いろいろなコホー
ト研究がなされているのですが、実際
のところ、何歳以上を高齢発症とすべ
きかについてはまだ議論のあるところ

東京都健康長寿医療センター膠原病・リウマチ科部長
杉　原　毅　彦

（聞き手　池脇克則）

　最近、高齢発症の関節リウマチ患者をしばしば経験します。
　しかも、合併症が多く、治療不応性になります。治療のコツについてご教示
ください。

＜大分県勤務医＞

高齢発症の関節リウマチ
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い場合が多いのですが、その場合は小
関節主体にPIP、MCP関節主体の関節
炎が出てくれば、RAの分類基準を満
たすことになります。
　ただ、その際に気をつけなければい
けないのが、腫れている関節が関節滑
膜炎なのかどうかです。場合によって
は腱鞘滑膜炎主体のことがあって、そ
の場合はリウマチ性多発筋痛症（PMR）
を疑わなければいけないので、ケース
によっては関節エコーを行って関節滑
膜炎があることを確認するようにして
います。
　池脇　高齢発症のRAでは鑑別診断
をきちんと行ったうえで診断するとい
うことですね。次に治療ですけれども、
いろいろな生物学的製剤を含めて治療
が進歩している中で、高齢者にもそう
いう治療のアルゴリズムが適用される
のでしょうか。
　杉原　その辺は今後議論が必要な点
ではあるのですが、私自身の施設のコ
ホートの、前向き研究の結果から考え
ると、今リウマチで必要といわれてい
るtreat to targetという、疾患活動性
を低疾患活動性あるいは寛解に向けて
治療しようという治療ストラテジーは、
高齢発症のリウマチでも必要だと思っ
ています。
　その理由の一つに、高齢発症の関節
リウマチと一般のリウマチの方の関節
破壊の進行の仕方は同等で、やはり治
療しなければ身体機能も落ちるし、関

節破壊が進行するので、高い疾患活動
性を抑えるためには、若い方で行われ
ているような治療の戦略が必要です。
一般に、メトトレキサート（MTX）が
第一選択とされていますが、高齢者で
はMTXが合併症のため禁忌のケース
もあるので、十分合併症の評価をして
からでないと使えません。しかし、使
えるケースにはMTXを第一選択薬と
して使います。量も、肝障害や血球減
少、あるいは消化器症状が出ない程度
にしっかり量を増やして使います。十
分にメトトレキサートを使って３～６
カ月で低疾患活動性に入らなければ、
生物学的製剤を考慮しないと、リウマ
チのコントロールは難しいですし、身
体機能も低下していってしまうと思っ
ています。
　池脇　基本、年齢に関係なく、その
方の臓器障害の有無によって、多少薬
の使い方が難しくなるかもしれないけ
れども、使えるのであればMTXを使
うべきだという考え方でよいでしょう
か。
　杉原　そうです。その際に気をつけ
なければいけないのがステロイドの使
い方で、一般的に高齢者のほうがステ
ロイドが使われている頻度が多いと、
いろいろなデータで示されていますし、
腎機能が悪くてもステロイドは使いや
すいので、高齢者で使われるケースが
多いです。しかし、最近は重篤な感染
症のリスクを評価する研究で、特に高

だと思っています。
　リウマチの好発年齢は40代、50代ぐ
らいですが、いろいろなリウマチの
RCTなどを見ても、50代後半ぐらいに
だんだん平均年齢が上がってきている
ので、好発年齢は50代ぐらいなのでは
ないかと思います。高齢発症で、70代
ぐらいで発症してくる方もけっこうい
て、そういう方の特徴としては、急性
発症で、大関節、つまり肩などから発
症してくる方がいて、しかもリウマト
イド因子や抗CCP抗体の陰性例が多い
のが特徴です。
　抗CCP抗体の陽性率はコホートによ
って違いますが、40％から、多いもの
でも60％ぐらいなので、必ずしもリウ
マチの診断で有用とされる抗CCP抗体
が、高齢発症のリウマチの診断に有用
でない場合もあります。ですので、実
際、患者さんに滑膜炎があるのかどう
かをしっかり触診で診なければいけな
いのが、まず第一です。しかも、大関
節から発症するので、リウマチ性多発
筋痛症との鑑別が難しいケースがあり
ますから、その辺をしっかり鑑別して
いくのが大事だと思います。
　池脇　私の乏しい知識だと、リウマ
チは、最初のころは朝のこわばりで始
まってきて、血液学的な自己抗体を手
がかりにしてという印象ですけれども、
急性発症で大関節というと、ある時期
に急に生活に支障をきたすような発症
の仕方と考えてよいのですか。

　杉原　そういう発症の仕方が、多い
といっても20～30％ぐらいなのですが、
ただ、普通に発症してくる方でも、わ
りと短期間で高疾患活動性になるよう
な印象があります。ですので、ちょっ
とするとすぐ身体機能が落ちてきてし
まうケースがあります。
　池脇　免疫が絡む膠原病の中のリウ
マチで、高齢発症だとそんなに活動性
が高いのかと思ってしまうのですけれ
ども、どうしてなのでしょう。
　杉原　高齢発症の活動性が高い理由
はわかっていないのですが、おそらく
炎症性サイトカインと自然免疫の活性
化が大事で、その中で、リウマチで特
に大事とされているのはTNFαとIL- 
６なのですが、CRPが若年者よりも高
齢発症のほうが若干高い傾向がありま
す。TNFαも結局はIL-６を上げるの
でTNFα、IL-６の発現が高齢発症で
高くなりやすいのかもしれません。も
しかしたらIL-６より高齢発症のRAの
ほうが上流にあるという説もあります
が、その辺もよくわかっていません。
　池脇　関節の所見はあるにしても、
なかなか血液学的なリウマチの所見が
ない場合、診断はどうなのでしょうか。
スムーズにいくのでしょうか。
　杉原　診断は今、新しい分類基準が
ありますので、リウマトイド因子陰性、
抗CCP抗体陰性でも、例えばX線上で
びらんがあれば、そこでリウマチと診
断できます。早期の場合はびらんがな
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い場合が多いのですが、その場合は小
関節主体にPIP、MCP関節主体の関節
炎が出てくれば、RAの分類基準を満
たすことになります。
　ただ、その際に気をつけなければい
けないのが、腫れている関節が関節滑
膜炎なのかどうかです。場合によって
は腱鞘滑膜炎主体のことがあって、そ
の場合はリウマチ性多発筋痛症（PMR）
を疑わなければいけないので、ケース
によっては関節エコーを行って関節滑
膜炎があることを確認するようにして
います。
　池脇　高齢発症のRAでは鑑別診断
をきちんと行ったうえで診断するとい
うことですね。次に治療ですけれども、
いろいろな生物学的製剤を含めて治療
が進歩している中で、高齢者にもそう
いう治療のアルゴリズムが適用される
のでしょうか。
　杉原　その辺は今後議論が必要な点
ではあるのですが、私自身の施設のコ
ホートの、前向き研究の結果から考え
ると、今リウマチで必要といわれてい
るtreat to targetという、疾患活動性
を低疾患活動性あるいは寛解に向けて
治療しようという治療ストラテジーは、
高齢発症のリウマチでも必要だと思っ
ています。
　その理由の一つに、高齢発症の関節
リウマチと一般のリウマチの方の関節
破壊の進行の仕方は同等で、やはり治
療しなければ身体機能も落ちるし、関

節破壊が進行するので、高い疾患活動
性を抑えるためには、若い方で行われ
ているような治療の戦略が必要です。
一般に、メトトレキサート（MTX）が
第一選択とされていますが、高齢者で
はMTXが合併症のため禁忌のケース
もあるので、十分合併症の評価をして
からでないと使えません。しかし、使
えるケースにはMTXを第一選択薬と
して使います。量も、肝障害や血球減
少、あるいは消化器症状が出ない程度
にしっかり量を増やして使います。十
分にメトトレキサートを使って３～６
カ月で低疾患活動性に入らなければ、
生物学的製剤を考慮しないと、リウマ
チのコントロールは難しいですし、身
体機能も低下していってしまうと思っ
ています。
　池脇　基本、年齢に関係なく、その
方の臓器障害の有無によって、多少薬
の使い方が難しくなるかもしれないけ
れども、使えるのであればMTXを使
うべきだという考え方でよいでしょう
か。
　杉原　そうです。その際に気をつけ
なければいけないのがステロイドの使
い方で、一般的に高齢者のほうがステ
ロイドが使われている頻度が多いと、
いろいろなデータで示されていますし、
腎機能が悪くてもステロイドは使いや
すいので、高齢者で使われるケースが
多いです。しかし、最近は重篤な感染
症のリスクを評価する研究で、特に高

だと思っています。
　リウマチの好発年齢は40代、50代ぐ
らいですが、いろいろなリウマチの
RCTなどを見ても、50代後半ぐらいに
だんだん平均年齢が上がってきている
ので、好発年齢は50代ぐらいなのでは
ないかと思います。高齢発症で、70代
ぐらいで発症してくる方もけっこうい
て、そういう方の特徴としては、急性
発症で、大関節、つまり肩などから発
症してくる方がいて、しかもリウマト
イド因子や抗CCP抗体の陰性例が多い
のが特徴です。
　抗CCP抗体の陽性率はコホートによ
って違いますが、40％から、多いもの
でも60％ぐらいなので、必ずしもリウ
マチの診断で有用とされる抗CCP抗体
が、高齢発症のリウマチの診断に有用
でない場合もあります。ですので、実
際、患者さんに滑膜炎があるのかどう
かをしっかり触診で診なければいけな
いのが、まず第一です。しかも、大関
節から発症するので、リウマチ性多発
筋痛症との鑑別が難しいケースがあり
ますから、その辺をしっかり鑑別して
いくのが大事だと思います。
　池脇　私の乏しい知識だと、リウマ
チは、最初のころは朝のこわばりで始
まってきて、血液学的な自己抗体を手
がかりにしてという印象ですけれども、
急性発症で大関節というと、ある時期
に急に生活に支障をきたすような発症
の仕方と考えてよいのですか。

　杉原　そういう発症の仕方が、多い
といっても20～30％ぐらいなのですが、
ただ、普通に発症してくる方でも、わ
りと短期間で高疾患活動性になるよう
な印象があります。ですので、ちょっ
とするとすぐ身体機能が落ちてきてし
まうケースがあります。
　池脇　免疫が絡む膠原病の中のリウ
マチで、高齢発症だとそんなに活動性
が高いのかと思ってしまうのですけれ
ども、どうしてなのでしょう。
　杉原　高齢発症の活動性が高い理由
はわかっていないのですが、おそらく
炎症性サイトカインと自然免疫の活性
化が大事で、その中で、リウマチで特
に大事とされているのはTNFαとIL- 
６なのですが、CRPが若年者よりも高
齢発症のほうが若干高い傾向がありま
す。TNFαも結局はIL-６を上げるの
でTNFα、IL-６の発現が高齢発症で
高くなりやすいのかもしれません。も
しかしたらIL-６より高齢発症のRAの
ほうが上流にあるという説もあります
が、その辺もよくわかっていません。
　池脇　関節の所見はあるにしても、
なかなか血液学的なリウマチの所見が
ない場合、診断はどうなのでしょうか。
スムーズにいくのでしょうか。
　杉原　診断は今、新しい分類基準が
ありますので、リウマトイド因子陰性、
抗CCP抗体陰性でも、例えばX線上で
びらんがあれば、そこでリウマチと診
断できます。早期の場合はびらんがな
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齢者だけに絞ったコホートなどを見て
みると、明らかにステロイドの用量依
存性の副作用、感染症のリスクがあり
ます。５㎎なら大丈夫と昔はいわれて
いましたが、５㎎でも長期に使ってい
れば、いろいろな感染症、あるいは骨
粗鬆症関連の骨折を引き起こして予後
を悪くしてしまう。最近は心血管イベ
ントへのリスクのこともいわれている
ので、高齢発症で特に早期の方の場合
はしっかり治療すればステロイドをや
められるので、最終的にステロイドを
使わずにコントロールしてあげる必要
があると思っています。
　池脇　TNFα阻害薬などの生物学的
製剤に関しては、MTXでコントロー
ルできないような場合の次の手という
感じなのでしょうか。
　杉原　それは一般の診療ガイドライ
ンのとおりで、もしかしたら最初から
生物学的製剤を使うといいケースもあ
るかもしれないのですが、今はMTX
で、十分コントロールできない人に生
物学的製剤を使う。今ステロイドはよ
くないという話をしましたが、ステロ
イド併用は、３カ月とか６カ月といっ
た短期間で、しかも少量であれば、早
く関節炎をコントロールして身体機能
を改善させるし、関節破壊の進行の抑

制効果もいわれています。初期の短期
間でしたらステロイドをうまく使えば、
かなり炎症も抑えられると思います。
　池脇　質問では治療のコツというこ
とですけれども、高齢発症の方でも、
基本、MTXを中心とした治療が柱で、
ステロイドに関しては、多少使いたく
ても、高齢者だからむしろ控えめにし
たほうがいいということでしょうか。
　杉原　早期で高齢発症の場合はMTX
が効いて治療目標を達成したらステロ
イドはしっかりやめることです。患者
さんにも、減らすと再発することがあ
るけれども、ステロイドは長期にのむ
と副作用があるので、ステロイドを減
量、中止して再発したときは、生物学
的製剤を使ったほうがいい場合もある
ことを最初にお話しして、ステロイド
は減らすようにしています。
　あと、MTXとステロイドを使って
もコントロールできない場合もありま
すが、その場合も、次に生物学的製剤
を使うときには、ステロイドは漫然と
継続しないで、できるだけステロイド
を中止する努力をしながら、生物学的
製剤を使うようにしたほうがいいと思
います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　今回の症例に関して、先生の
ご意見をうかがいたいのですけれども、
慢性じんましんということで、セレス
タミン、たしかこれはステロイドがち
ょっと含有されている配合剤、それか
らデカドロンを半年近くのまれていた
若い女性ということです。その後、最
終的に離脱するということで、デカド
ロンを調整する、セレスタミンをメド
ロールに代えていく等々やってこられ

た。なかなか難しいということですけ
れども、どうでしょうか。
　川合　この患者さんの場合は、まず
セレスタミンを１日３錠、セレスタミ
ンには0.25㎎のベタメタゾンが入って
いるので、それがまず0.75㎎。加えて
デカドロン、デキサメサゾンですけれ
ども、1.5㎎を使われているということ
なので、プレドニゾロンに換算すると
おそらく20㎎ぐらいを６カ月にわたっ

東邦大学内科学講座膠原病学分野教授
川　合　眞　一

（聞き手　池脇克則）

　長期間ステロイド内服治療後の離脱困難症例についてご教示ください。
　６年前から慢性じんましんで他医にてセレスタミン３錠、デカドロン1.5㎎
を連日約６カ月にわたり内服していた20代女性。内服経過に問題があると思わ
れ、ステロイド内服用量の調整ないし離脱を考慮する方針とし、デカドロンか
ら0.5㎎/月ずつ減量し、セレスタミン３錠→メドロール４錠分２→メドロール
３錠/４錠隔日、メドロール３錠（２─１─０）→メドロール２錠（１─１─０）
まで減量しましたが、朝１錠のみでは嘔気や体調不良を訴えるなど、なかなか
離脱できず、コルチゾール／ACTH値も改善しないままです。これまで５年程
度かけていますが、ここ一年はコルチゾール1.5〜2.4μg/mL、ACTH １〜２
pg/mLのあたりで経過。離脱に向けてよい取り組みなどがありましたらご教示
ください。

＜東京都勤務医＞

長期間ステロイド内服治療後の離脱困難症候群
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