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免疫チェックポイント阻害剤の実際

　池田　清家先生、免疫チェックポイ
ント阻害剤の実際についての質問です。
免疫チェックポイント阻害剤が反応す
るPD-１やPD-L１というものがあるよ
うですが、どのようなものなのでしょ
うか。
　清家　ヒトの免疫は樹状細胞ががん
細胞を認識してリンパ球を活性化し、
リンパ球ががんを攻撃しなさいと指示
するかたちで免疫能が働いているので
すが、腫瘍は腫瘍内にPD-L１という
物質を出して、リンパ球のPD-１と結
合することによってその腫瘍免疫を回
避するというメカニズムが知られてい
ます。そのPD-１とPD-L１の結合を阻
害する薬剤がPD-１抗体やPD-L１抗体
で、臨床上用いられることになりまし
た。
　池田　腫瘍自体が、免疫機能を回避
するのですね。

　清家　はい。そのいわゆるチェック
ポイント機構を阻害する薬剤が開発さ
れてきたのです。
　池田　PD-L１という分子はいろいろ
ながん種で発現しているのでしょうか。
　清家　多くのがんで発現していると
報告されています。今現在適応になっ
ているもので、一番使われているニボ
ルマブという薬は、悪性黒色腫や肺が
ん、腎がん、胃がん、頭頸部がんと、
幅広く使われている薬剤ですので、多
くの腫瘍でこのメカニズムが働き、そ
れに対する薬剤として開発されてきた
のです。
　池田　いろいろながんに使えるので
すね。
　清家　はい。
　池田　先生の専門は肺ですが、実際
に肺がんではどのような治療成績にな
っているのでしょうか。
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　けれども、二次治療以降は40％ぐら
いの発現をしている方であれば十分に
効果は期待できます。
　池田　二次治療というと、ほかにも
うすでに治療を受けられていて、それ
でもよくないという方ですね。
　清家　そうです。
　池田　その場合はPD-L１の発現パ
ーセントは問わない。
　清家　そうですね。
　池田　高い薬でもあると思うので、
いつになったら、これは効果があると
かないとかが判定されるのでしょうか。
　清家　肺がん領域では最初の判定は
だいたい８週間ぐらいのところで一応
CTを撮ったりして、効果があるかど
うかを判定することになります。
　ただ、pseudo-progressionといって、
一時的にこの薬を使うことによってCT
上、腫瘍が大きくなってしまって、従
来であればこれはがんに効いていない、
PDという判定をするような症例もあ
るのですが、そのような症例でもあと
になって効いてくることもありますの
で、最初に８週間ぐらいのところで効
果は見ますが、患者さんの症状が改善
している、または腫瘍マーカーが低下
しているといったことがあれば、少し
続けて、その後、効果を見ることもし
ています。
　池田　Pseudo-progressionというの
はどういう状態なのでしょうか。
　清家　おそらく腫瘍の近くにリンパ

球が浸潤することによって画像上、が
んが大きくなったと認められるような
症状です。
　池田　それがpseudo-progressionで
あれば、あとで小さくなるのですか。
　清家　継続することによって小さく
なっていきます。
　池田　その見極めも含めて、その段
階では続けるしかないのですね。
　清家　そうですね。画像上が悪くな
っていても、患者さんの状態がよくな
ることもあります。
　一方で画像上、腫瘍が大きくなって、
かつ患者さんの状態が悪くなっている
ということであれば、もちろんそれは
中止せざるを得ません。その場合でも
ある程度患者さんの自覚症状がよくな
ってくるケースがあるので、患者さん
の症状を見ながら、画像との総合的な
評価で続けるかどうかを判定していく
ことになっています。
　池田　この判定のときに、例えば発
熱があったりすると、慎重にならざる
を得ないのでしょうか。
　清家　そうですね。
　池田　患者さんの自覚症状も含めて
ですか。
　清家　そうですね。
　池田　これは臨床症状がメインにな
るということですね。
　清家　はい。
　池田　Pseudo-progressionというの
はどのくらいの患者さんで見られるも

　清家　2017年の米国の癌学会（AA 
CR）で初めて５年生存率のデータが
報告されました。
　第一相試験であり、５年生存率をエ
ンドポイントにした試験ではありませ
んが、既治療の非小細胞肺がんに対し
てニボルマブを使ったときの５年生存
のデータが初めて出たのです。16％と
いう成績でした。単純に考えると、ニ
ボルマブを既治療例で使うことによっ
て６人に１人が５年生存に達したとい
うことです。従来の殺細胞性抗がん剤
の中間生存率は１年ぐらいでしたので、
非常に画期的な薬であるということで
す。限られた患者さんですが、劇的に
効いて、しかもそれがかなり長く効く
ところがこの薬剤の特徴であると知ら
れています。
　池田　今まではほとんどの方が１年
以内に他界されていたのですか。
　清家　分子標的薬のゲフィチニブや
エルロチニブのような薬が出てから治
療成績は伸びていますが、20年ぐらい
前のプラチナ製剤をはじめとするよう
な従来の殺細胞性抗がん剤のⅣ期の治
療成績は、だいたい１年ぐらいでした
ので、そういうところからすると驚く
べき数字と考えられています。
　池田　確かにすごいですね。６人に
１人の方が５年以上。
　清家　そうですね。既治療例ですの
で、本当に効く方は長く効く、durable 
re sponseと呼ばれているのですが、そ

れがこの薬剤の一つの特徴であると思
われます。
　池田　既治療例でそれだけの反応を
するということですが、逆にいうと、
６人中５人の方はそうでもないという
ことになります。どのような方を、あ
るいはどのようながんの方をこの治療
法に持ち込むのでしょうか。
　清家　私は肺がんが専門ですので、
肺がんについていえば、初回治療に関
しては腫瘍内のPD-１の発現が高い人、
すなわち50％以上発現している方がペ
ムブロリズマブという薬剤の適応にな
るわけです。それらの患者さんは従来
の殺細胞性抗がん剤に比べて有意に無
増悪生存期間や全生存期間の延長が報
告されました。肺がんのバイオマーカ
ーに関しては、腫瘍内のPD-L１の発
現がその一つとして用いられているの
で、メカニズムから考えても腫瘍内の
PD-L１の発現が高い患者さんが非常
によく効く。
　あと、臨床的には喫煙者の方によく
効くことが知られています。
　池田　50％というと、ちょっと微妙
なところがありますね。40％だったら
どうだとか、そんな話はあるのですか。
　清家　それは初回治療における保険
適用の話で、効果がないわけではない
のですが、臨床試験が50％以上を対象
にして得られた試験ですので、現状初
回治療においては50％以上の患者さん
にしか使えません。
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　けれども、二次治療以降は40％ぐら
いの発現をしている方であれば十分に
効果は期待できます。
　池田　二次治療というと、ほかにも
うすでに治療を受けられていて、それ
でもよくないという方ですね。
　清家　そうです。
　池田　その場合はPD-L１の発現パ
ーセントは問わない。
　清家　そうですね。
　池田　高い薬でもあると思うので、
いつになったら、これは効果があると
かないとかが判定されるのでしょうか。
　清家　肺がん領域では最初の判定は
だいたい８週間ぐらいのところで一応
CTを撮ったりして、効果があるかど
うかを判定することになります。
　ただ、pseudo-progressionといって、
一時的にこの薬を使うことによってCT
上、腫瘍が大きくなってしまって、従
来であればこれはがんに効いていない、
PDという判定をするような症例もあ
るのですが、そのような症例でもあと
になって効いてくることもありますの
で、最初に８週間ぐらいのところで効
果は見ますが、患者さんの症状が改善
している、または腫瘍マーカーが低下
しているといったことがあれば、少し
続けて、その後、効果を見ることもし
ています。
　池田　Pseudo-progressionというの
はどういう状態なのでしょうか。
　清家　おそらく腫瘍の近くにリンパ

球が浸潤することによって画像上、が
んが大きくなったと認められるような
症状です。
　池田　それがpseudo-progressionで
あれば、あとで小さくなるのですか。
　清家　継続することによって小さく
なっていきます。
　池田　その見極めも含めて、その段
階では続けるしかないのですね。
　清家　そうですね。画像上が悪くな
っていても、患者さんの状態がよくな
ることもあります。
　一方で画像上、腫瘍が大きくなって、
かつ患者さんの状態が悪くなっている
ということであれば、もちろんそれは
中止せざるを得ません。その場合でも
ある程度患者さんの自覚症状がよくな
ってくるケースがあるので、患者さん
の症状を見ながら、画像との総合的な
評価で続けるかどうかを判定していく
ことになっています。
　池田　この判定のときに、例えば発
熱があったりすると、慎重にならざる
を得ないのでしょうか。
　清家　そうですね。
　池田　患者さんの自覚症状も含めて
ですか。
　清家　そうですね。
　池田　これは臨床症状がメインにな
るということですね。
　清家　はい。
　池田　Pseudo-progressionというの
はどのくらいの患者さんで見られるも

　清家　2017年の米国の癌学会（AA 
CR）で初めて５年生存率のデータが
報告されました。
　第一相試験であり、５年生存率をエ
ンドポイントにした試験ではありませ
んが、既治療の非小細胞肺がんに対し
てニボルマブを使ったときの５年生存
のデータが初めて出たのです。16％と
いう成績でした。単純に考えると、ニ
ボルマブを既治療例で使うことによっ
て６人に１人が５年生存に達したとい
うことです。従来の殺細胞性抗がん剤
の中間生存率は１年ぐらいでしたので、
非常に画期的な薬であるということで
す。限られた患者さんですが、劇的に
効いて、しかもそれがかなり長く効く
ところがこの薬剤の特徴であると知ら
れています。
　池田　今まではほとんどの方が１年
以内に他界されていたのですか。
　清家　分子標的薬のゲフィチニブや
エルロチニブのような薬が出てから治
療成績は伸びていますが、20年ぐらい
前のプラチナ製剤をはじめとするよう
な従来の殺細胞性抗がん剤のⅣ期の治
療成績は、だいたい１年ぐらいでした
ので、そういうところからすると驚く
べき数字と考えられています。
　池田　確かにすごいですね。６人に
１人の方が５年以上。
　清家　そうですね。既治療例ですの
で、本当に効く方は長く効く、durable 
re sponseと呼ばれているのですが、そ

れがこの薬剤の一つの特徴であると思
われます。
　池田　既治療例でそれだけの反応を
するということですが、逆にいうと、
６人中５人の方はそうでもないという
ことになります。どのような方を、あ
るいはどのようながんの方をこの治療
法に持ち込むのでしょうか。
　清家　私は肺がんが専門ですので、
肺がんについていえば、初回治療に関
しては腫瘍内のPD-１の発現が高い人、
すなわち50％以上発現している方がペ
ムブロリズマブという薬剤の適応にな
るわけです。それらの患者さんは従来
の殺細胞性抗がん剤に比べて有意に無
増悪生存期間や全生存期間の延長が報
告されました。肺がんのバイオマーカ
ーに関しては、腫瘍内のPD-L１の発
現がその一つとして用いられているの
で、メカニズムから考えても腫瘍内の
PD-L１の発現が高い患者さんが非常
によく効く。
　あと、臨床的には喫煙者の方によく
効くことが知られています。
　池田　50％というと、ちょっと微妙
なところがありますね。40％だったら
どうだとか、そんな話はあるのですか。
　清家　それは初回治療における保険
適用の話で、効果がないわけではない
のですが、臨床試験が50％以上を対象
にして得られた試験ですので、現状初
回治療においては50％以上の患者さん
にしか使えません。
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イド治療になるのが一般的ですが、免
疫チェックポイント阻害剤の肺障害は、
軽微な場合とか、あと自然経過でよく
なったりすることもあります。
　状況によっては、自然経過で良くな
るような症例に関しては再投与も考え
られるところですので、今までの分子
標的薬や抗がん剤の致死的な肺障害と
は違うような病態であると考えられて
います。
　池田　一応はやめてみる。進行する
ようであればステロイドを使って、落
ち着いてきたら、患者さんの状態を見
ながら再投与を考える。
　清家　再投与も可能です。
　池田　先生は経験されたことはあり
ますか。
　清家　自然経過でステロイドを使わ
なくてよくなった、要するにグレード
１のような状況の肺障害に関しては、
再投与したケースがあります。
　池田　そのようなときに間質性肺炎
は悪くなるのでしょうか。
　清家　ケース・バイ・ケースですが、
再投与で致死的になった例もあるので、
再投与に関しては非常に慎重にせざる
を得ないというところだと思います。
　池田　再投与する場合、例えば間を
空けるとか、量を減らすとか、そうい
うことはするのでしょうか。
　清家　そうですね。あと、途中にほ
かの治療を挟んだりすることもありま
す。ただ、現状で減量することはない

ので、今までと同じような量で投与す
ることになります。
　池田　同じ頻度で同じ量で投与して
いく。そして間質性肺炎が増悪する、
あるいは劇症になる前にすぐやめてし
まうということですね。
　清家　はい。
　池田　この場合、肺線維症のマーカ
ー、KL-６とかは役に立つのでしょう
か。
　清家　間質性肺炎の一般的なマーカ
ーであるKL-６とかSP-Dなどを指標に
しながら経過を見ていく必要があると
思います。
　池田　我々はよくインフリキシマブ
などを使うのですが、意外とそういっ
たバイオマーカーが間質性肺炎に関し
ては一致しないことも経験するのです。
ニボルマブの場合は大丈夫なのでしょ
うか。
　清家　一つの参考にはなると思いま
す。もちろん、比例しないケースもあ
りますが、従来のKL-６とかSP-Dとい
ったマーカーは非常に重要ですので、
そういうものをモニタリングしていく
ことは大切だと考えています。
　池田　あと、大腸炎も高頻度にある
と伺ったのですが、大腸炎の対処はど
のようにされるのでしょうか。
　清家　基本的にはステロイドを投与
するのですが、ステロイドが効かない
ようなケースに関しては免疫抑制剤を
追加しなければいけないケースが報告

のなのでしょうか。
　清家　統計的に何％かは明らかにな
っていないかと思いますが、少なくと
も１～２割ぐらいの症例でそのような
ケースがあるのではないかと報告され
ています。
　池田　そのくらいはあるのですね。
８週過ぎて、腫瘍も小さくなってくる
と継続していくとのことですが、この
治療はどのような頻度でどのくらい続
けるのでしょうか。
　清家　一般的にニボルマブは２週間
に１回投与ですし、ペムブロリズマブ
は３週間に１回投与です。
　ちょうどニボルマブが出てから２年
ぐらいたったところになりますが、私
の患者さんにも２年間、２週間に１回
の投与を継続し続けている患者さんが
います。
　池田　２週間１回、ずっと続けるの
ですね。
　清家　そうですね。効果があるかぎ
りは続けるのが原則だと思います。
　池田　この治療によって腫瘍が全く
消えてしまうことはあるのでしょうか。
　清家　そういうケースも私のところ
でもありますし、私の患者さんで、ニ
ボルマブを使うことによって腫瘍がほ
ぼCRに近いような状況になる患者さ
んも経験しています。
　池田　逆に言いますと、進行しなけ
れば効いている、という判断もあるの
でしょうか。

　清家　あると思います。
　池田　画像上、大きさが変わらなけ
れば投与し続けるのですね。
　清家　はい。
　池田　気になるところは副作用、
adverse reactionですが、いったいど
のようなものがあるのでしょうか。
　清家　従来の殺細胞性抗がん剤に見
られるような骨髄抑制、白血球や好中
球、血小板が下がったりというような
副作用はほとんどありません。あと、
吐き気とか消化器毒性もないですが、
リンパ球が活性化されるので、今まで
経験したことがないような有害事象が
出ることがあります。
　例えば甲状腺機能障害、大腸炎、皮
疹や薬剤性肺障害などです。まれでは
ありますが、重症筋無力症、１型重症
糖尿病や脳炎といったものも出ます。
これらの症状が現れる頻度は少ないで
すが、注意して治療を継続しているの
が現状です。また他科の医師、神経内
科や糖尿病などの専門の医師たちと密
に連携を取って治療をしていく、いわ
ゆるチーム医療が必要になってくる状
況です。
　池田　先生の専門では間質性肺炎な
どが怖いと思うのですが、実際、ニボ
ルマブ等で起こった場合にはどういう
対処をされるのでしょうか。
　清家　通常、分子標的薬の、例えば
ゲフィチニブとかエルロチニブから起
きた場合の肺障害は、中止してステロ
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イド治療になるのが一般的ですが、免
疫チェックポイント阻害剤の肺障害は、
軽微な場合とか、あと自然経過でよく
なったりすることもあります。
　状況によっては、自然経過で良くな
るような症例に関しては再投与も考え
られるところですので、今までの分子
標的薬や抗がん剤の致死的な肺障害と
は違うような病態であると考えられて
います。
　池田　一応はやめてみる。進行する
ようであればステロイドを使って、落
ち着いてきたら、患者さんの状態を見
ながら再投与を考える。
　清家　再投与も可能です。
　池田　先生は経験されたことはあり
ますか。
　清家　自然経過でステロイドを使わ
なくてよくなった、要するにグレード
１のような状況の肺障害に関しては、
再投与したケースがあります。
　池田　そのようなときに間質性肺炎
は悪くなるのでしょうか。
　清家　ケース・バイ・ケースですが、
再投与で致死的になった例もあるので、
再投与に関しては非常に慎重にせざる
を得ないというところだと思います。
　池田　再投与する場合、例えば間を
空けるとか、量を減らすとか、そうい
うことはするのでしょうか。
　清家　そうですね。あと、途中にほ
かの治療を挟んだりすることもありま
す。ただ、現状で減量することはない

ので、今までと同じような量で投与す
ることになります。
　池田　同じ頻度で同じ量で投与して
いく。そして間質性肺炎が増悪する、
あるいは劇症になる前にすぐやめてし
まうということですね。
　清家　はい。
　池田　この場合、肺線維症のマーカ
ー、KL-６とかは役に立つのでしょう
か。
　清家　間質性肺炎の一般的なマーカ
ーであるKL-６とかSP-Dなどを指標に
しながら経過を見ていく必要があると
思います。
　池田　我々はよくインフリキシマブ
などを使うのですが、意外とそういっ
たバイオマーカーが間質性肺炎に関し
ては一致しないことも経験するのです。
ニボルマブの場合は大丈夫なのでしょ
うか。
　清家　一つの参考にはなると思いま
す。もちろん、比例しないケースもあ
りますが、従来のKL-６とかSP-Dとい
ったマーカーは非常に重要ですので、
そういうものをモニタリングしていく
ことは大切だと考えています。
　池田　あと、大腸炎も高頻度にある
と伺ったのですが、大腸炎の対処はど
のようにされるのでしょうか。
　清家　基本的にはステロイドを投与
するのですが、ステロイドが効かない
ようなケースに関しては免疫抑制剤を
追加しなければいけないケースが報告

のなのでしょうか。
　清家　統計的に何％かは明らかにな
っていないかと思いますが、少なくと
も１～２割ぐらいの症例でそのような
ケースがあるのではないかと報告され
ています。
　池田　そのくらいはあるのですね。
８週過ぎて、腫瘍も小さくなってくる
と継続していくとのことですが、この
治療はどのような頻度でどのくらい続
けるのでしょうか。
　清家　一般的にニボルマブは２週間
に１回投与ですし、ペムブロリズマブ
は３週間に１回投与です。
　ちょうどニボルマブが出てから２年
ぐらいたったところになりますが、私
の患者さんにも２年間、２週間に１回
の投与を継続し続けている患者さんが
います。
　池田　２週間１回、ずっと続けるの
ですね。
　清家　そうですね。効果があるかぎ
りは続けるのが原則だと思います。
　池田　この治療によって腫瘍が全く
消えてしまうことはあるのでしょうか。
　清家　そういうケースも私のところ
でもありますし、私の患者さんで、ニ
ボルマブを使うことによって腫瘍がほ
ぼCRに近いような状況になる患者さ
んも経験しています。
　池田　逆に言いますと、進行しなけ
れば効いている、という判断もあるの
でしょうか。

　清家　あると思います。
　池田　画像上、大きさが変わらなけ
れば投与し続けるのですね。
　清家　はい。
　池田　気になるところは副作用、
adverse reactionですが、いったいど
のようなものがあるのでしょうか。
　清家　従来の殺細胞性抗がん剤に見
られるような骨髄抑制、白血球や好中
球、血小板が下がったりというような
副作用はほとんどありません。あと、
吐き気とか消化器毒性もないですが、
リンパ球が活性化されるので、今まで
経験したことがないような有害事象が
出ることがあります。
　例えば甲状腺機能障害、大腸炎、皮
疹や薬剤性肺障害などです。まれでは
ありますが、重症筋無力症、１型重症
糖尿病や脳炎といったものも出ます。
これらの症状が現れる頻度は少ないで
すが、注意して治療を継続しているの
が現状です。また他科の医師、神経内
科や糖尿病などの専門の医師たちと密
に連携を取って治療をしていく、いわ
ゆるチーム医療が必要になってくる状
況です。
　池田　先生の専門では間質性肺炎な
どが怖いと思うのですが、実際、ニボ
ルマブ等で起こった場合にはどういう
対処をされるのでしょうか。
　清家　通常、分子標的薬の、例えば
ゲフィチニブとかエルロチニブから起
きた場合の肺障害は、中止してステロ
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されています。私自身は実際に経験し
たことはありません。
　池田　今までのいわゆる生物学的製
剤とは全く異なる作用と、adverse re-

actionも出てきているということで、
これからその対処も含めて、たくさん
の患者さんの経過観察が重要だという
ことですね。ありがとうございました。

東京大学医学部附属病院検査部講師
髙　井　大　哉

（聞き手　池田志斈）

　肺がんの腫瘍マーカーについてご教示ください。
　胸部異常陰影を発見した場合、最近では簡単にオープン検査でCTを施行する
ことが可能になりました。
　しかし、一度「悪性所見なし」と診断された場合であっても、以後の経過観
察が大切かと思います。開業医が知っておくべき、フォローに有用な腫瘍マー
カーとその使い方についてご教示ください。

＜大阪府開業医＞

肺がんの腫瘍マーカー

　池田　髙井先生、肺がんの腫瘍マー
カーについての質問ですが、まず前提
として、胸部異常陰影を発見した場合、
CTで悪性所見がないといわれたとき
は単純に経過観察でよいのでしょうか。
　髙井　この質問の状況としては、胸
のレントゲン写真、胸部単純写真で異
常影があって、CTでは悪性ではなさ
そうだというレポートがついた場合だ
と思うのです。この状態で胸膜石灰化
など、まず肺がんが除外できる場合以
外は呼吸器外科に一度診ていただいた
ほうがいいと思います。呼吸器外科に
診ていただいて、組織学的にがんが否
定されていなければ、後々進行がんに

なってしまったときに取り返しがつか
ないので、気管支鏡やCTガイド下生
検、場合によっては胸腔鏡下肺生検で
組織学的に診断がついたうえでがんが
否定されていれば、経過観察も安心し
て行うことができると思います。
　腫瘍マーカーについてはこれから幾
つかの腫瘍マーカーを挙げたいと思い
ますが、肺がんで一番多くを占める腺
がんでは腫瘍マーカーが上がらないも
のも決して珍しくありません。その場
合はCTで、画像的に大きくならない
かどうかの経過を見ていかなければい
けない場合もあるかと思います。
　池田　例えば腺がん、扁平上皮がん、
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東京都立駒込病院副院長
神　澤　輝　実

（聞き手　池田志斈）

　IgG４関連疾患についてご教示ください。
＜兵庫県開業医＞

IgG4関連疾患

　池田　IgG４関連疾患についての質
問です。ちょっと耳慣れない疾患なの
ですが、いつごろからあるのでしょう
か。
　神澤　最初にIgG４関連疾患に関係
した研究は、自己免疫性膵炎から始ま
りました。以前から膵臓に腫瘤をつく
る腫瘤形成性膵炎という慢性膵炎が膵
臓がんと間違われて、しばしば手術さ
れてきました。その手術された腫瘤形
成性膵炎の病理を調べたところ、特殊
な病理像であり、また、そのような患
者さんにステロイドを使ったら良くな
ったことから、1995年に日本から自己
免疫性膵炎という概念が提唱されまし
た。
　2001年には、信州大学のグループよ
り自己免疫性膵炎患者さんでは血中の
IgG４値が上昇することが報告されて
います。

　その後、私たちが自己免疫性膵炎患
者さんの諸臓器において、抗IgG４抗
体を用いた免疫組織学的な検索をした
ところ、全身の諸臓器にIgG４陽性の
形質細胞が多数浸潤している所見がみ
られたので、2003年にIgG４が関連し
た全身性疾患という新しい疾患概念を
提唱しました。
　池田　神澤先生が提唱されたのです
ね。2003年といいますと、比較的新し
い疾患概念で、罹患臓器も多種多様と
いうことですが、一定の傾向はあるの
でしょうか。
　神澤　ほぼ全身に起きてくるのです
が、頻度が高いのは膵臓、胆管、涙腺
と唾液腺で、どちらかというと外分泌
腺に発生することが多いです。しかし、
腺のない硬膜、後腹膜とか動脈にも病
変が出てきます。
　池田　分泌腺以外にもあるのですね。

日本で最初に自己免疫性膵炎という名
前があってという流れから見ると、日
本ではどのぐらいの患者さんがいるか、
わかっているのでしょうか。
　神澤　はっきりした全国調査はされ
ていないのですが、厚生労働省の研究
班による2011年の報告では、多くて２ 
万6,000人ぐらいのIgG４関連疾患の患
者さんがいるのではないかといわれて
います。
　池田　やはり気になるところは、ど
うしてこの病気が発生するのかですが、
何かわかっているのでしょうか。
　神澤　現在、免疫の関与が最も考え
られていますが、詳しい病因について
はまだ解明されていません。
　池田　一部悪性腫瘍の合併とうかが
ったことがあるのですが、何か根拠は
あるのでしょうか。
　神澤　多数のIgG４関連疾患の患者
さんを診ている施設で、どうも悪性腫
瘍を合併する頻度が高いのではないか
という報告が、日本や外国から幾つか
出ているのですが、本当に関連がある
のか、偶然なのか、その辺はまだはっ
きりわかっていません。
　池田　この病気になる方は高齢者な
のでしょうか。
　神澤　発症年齢と性別に特徴があっ
て、年齢のピークが60歳代で、男性が
女性の３倍ぐらい多く、一般に高齢の
男性に好発します。
　池田　そういうバックグラウンドの

ある方は悪性腫瘍が合併している可能
性が高くなりますね。
　神澤　はい。
　池田　あと症状などは、それぞれの
罹患臓器によってくるのでしょうが、
どういった治療が行われるのでしょう
か。
　神澤　治療は原則、内科的治療で、
この疾患はステロイドが非常によく効
くので、標準療法は経口のステロイド
療法です。
　池田　どのくらいの量を処方される
のでしょうか。
　神澤　初期投与量はプレドニゾロン
0.6㎎/㎏/dayが推奨されていますので、
１日30～40㎎のプレドニゾロンから開
始します。
　池田　中等度ですね。それで症状が
軽快すれば減量ですね。
　神澤　初期投与量を２～４週間ぐら
い投与して、５㎎ぐらいずつ減らして、
３カ月ぐらいをめどに維持量に持って
いきます。
　池田　維持量というと、どのくらい
使われますか。
　神澤　１日に５㎎ぐらいです。
　池田　初期治療に反応がいいという
ことは、減量していっても、あまりリ
バウンド、再燃しないのでしょうか。
　神澤　この病気の治療上の一番大き
な問題は、再燃率がかなり高いという
ことで、ステロイドを減量している最
中や、ステロイドを中止した後に再燃
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東京都立駒込病院副院長
神　澤　輝　実

（聞き手　池田志斈）

　IgG４関連疾患についてご教示ください。
＜兵庫県開業医＞

IgG4関連疾患

　池田　IgG４関連疾患についての質
問です。ちょっと耳慣れない疾患なの
ですが、いつごろからあるのでしょう
か。
　神澤　最初にIgG４関連疾患に関係
した研究は、自己免疫性膵炎から始ま
りました。以前から膵臓に腫瘤をつく
る腫瘤形成性膵炎という慢性膵炎が膵
臓がんと間違われて、しばしば手術さ
れてきました。その手術された腫瘤形
成性膵炎の病理を調べたところ、特殊
な病理像であり、また、そのような患
者さんにステロイドを使ったら良くな
ったことから、1995年に日本から自己
免疫性膵炎という概念が提唱されまし
た。
　2001年には、信州大学のグループよ
り自己免疫性膵炎患者さんでは血中の
IgG４値が上昇することが報告されて
います。

　その後、私たちが自己免疫性膵炎患
者さんの諸臓器において、抗IgG４抗
体を用いた免疫組織学的な検索をした
ところ、全身の諸臓器にIgG４陽性の
形質細胞が多数浸潤している所見がみ
られたので、2003年にIgG４が関連し
た全身性疾患という新しい疾患概念を
提唱しました。
　池田　神澤先生が提唱されたのです
ね。2003年といいますと、比較的新し
い疾患概念で、罹患臓器も多種多様と
いうことですが、一定の傾向はあるの
でしょうか。
　神澤　ほぼ全身に起きてくるのです
が、頻度が高いのは膵臓、胆管、涙腺
と唾液腺で、どちらかというと外分泌
腺に発生することが多いです。しかし、
腺のない硬膜、後腹膜とか動脈にも病
変が出てきます。
　池田　分泌腺以外にもあるのですね。

日本で最初に自己免疫性膵炎という名
前があってという流れから見ると、日
本ではどのぐらいの患者さんがいるか、
わかっているのでしょうか。
　神澤　はっきりした全国調査はされ
ていないのですが、厚生労働省の研究
班による2011年の報告では、多くて２ 
万6,000人ぐらいのIgG４関連疾患の患
者さんがいるのではないかといわれて
います。
　池田　やはり気になるところは、ど
うしてこの病気が発生するのかですが、
何かわかっているのでしょうか。
　神澤　現在、免疫の関与が最も考え
られていますが、詳しい病因について
はまだ解明されていません。
　池田　一部悪性腫瘍の合併とうかが
ったことがあるのですが、何か根拠は
あるのでしょうか。
　神澤　多数のIgG４関連疾患の患者
さんを診ている施設で、どうも悪性腫
瘍を合併する頻度が高いのではないか
という報告が、日本や外国から幾つか
出ているのですが、本当に関連がある
のか、偶然なのか、その辺はまだはっ
きりわかっていません。
　池田　この病気になる方は高齢者な
のでしょうか。
　神澤　発症年齢と性別に特徴があっ
て、年齢のピークが60歳代で、男性が
女性の３倍ぐらい多く、一般に高齢の
男性に好発します。
　池田　そういうバックグラウンドの

ある方は悪性腫瘍が合併している可能
性が高くなりますね。
　神澤　はい。
　池田　あと症状などは、それぞれの
罹患臓器によってくるのでしょうが、
どういった治療が行われるのでしょう
か。
　神澤　治療は原則、内科的治療で、
この疾患はステロイドが非常によく効
くので、標準療法は経口のステロイド
療法です。
　池田　どのくらいの量を処方される
のでしょうか。
　神澤　初期投与量はプレドニゾロン
0.6㎎/㎏/dayが推奨されていますので、
１日30～40㎎のプレドニゾロンから開
始します。
　池田　中等度ですね。それで症状が
軽快すれば減量ですね。
　神澤　初期投与量を２～４週間ぐら
い投与して、５㎎ぐらいずつ減らして、
３カ月ぐらいをめどに維持量に持って
いきます。
　池田　維持量というと、どのくらい
使われますか。
　神澤　１日に５㎎ぐらいです。
　池田　初期治療に反応がいいという
ことは、減量していっても、あまりリ
バウンド、再燃しないのでしょうか。
　神澤　この病気の治療上の一番大き
な問題は、再燃率がかなり高いという
ことで、ステロイドを減量している最
中や、ステロイドを中止した後に再燃
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してくる例が多いです。だいたい30％
から、高い施設ですと40％ぐらいの再
燃率が報告されています。
　池田　そういう方はプレドニゾロン
を１日５㎎ぐらいで続けることになる
のでしょうか。
　神澤　はい。再燃予防のために、１～
３年ぐらい維持療法を続けることが多
いのですが、この疾患は高齢者に多い
ものですから、ステロイドの副作用を
考慮して一時的にやめる例も少なくあ
りません（図１）。
　池田　そういう意味では、最初の診
断がしっかりしてないといけないと思
うのですが、診断の方法は、例えば自
己免疫性膵炎だと、どのように診断さ
れるのでしょうか。

　神澤　診断の基本の一つは、臓器が
腫大したり肥厚するということで、自
己免疫性膵炎ではCT等の画像診断で
膵臓が腫大します（図２）。それから
血液中のIgG４値が上昇してきます。
そしてもう一つ、膵臓の病理を見ると、
リンパ球やIgG４陽性の形質細胞がた
くさんあって、さらに線維化が起きる
という特徴的な病理組織像（図３）を
呈します。基本的にはその３つを組み
合わせて診断します。
　池田　なかなか生検というのは膵臓
では難しいかと思うのですが、必須な
のでしょうか。
　神澤　膵臓の場合、なかなか組織が
取れません。十分な組織が取れれば、
それで診断がつくのですが、組織が取

れない場合は、このIgG４関連疾患は
複数の病変を合併することが多いもの
ですから、ほかの臓器にIgG４関連疾
患があるかどうかも補助診断になりま
す。
　それから、ステロイドが非常によく
効くので、悪性腫瘍を否定した後にス
テロイドを投与して、ステロイドの反
応性で診断を確定させるという、いわ
ゆるステロイドトライアルも、組織が
取れない良悪性鑑別困難例では行うこ
とがあります（図４）。
　池田　治療的診断になりますね。そ
れともう一つ、IgG４関連硬化性胆管
炎というものがありますが、どうやっ
て診断していくのでしょうか。
　神澤　原発性硬化性胆管炎（PSC）
という難治性の胆管炎や胆管がんとの
鑑別が難しいです。胆管造影とか、様々
な内視鏡を使った画像診断、それから
生検、細胞診などを組み合わせて診断
します。
　池田　細かい臓器なのでなかなか難
しいですね。いろいろな臓器でこうい
った関連疾患がわかってきたわけです
が、最近のトピックスはありますか。
　神澤　日本ではまだ使われていない
のですが、欧米ではリツキシマブをこ
の疾患に投与して非常に有効であった
という報告が出ていて、欧米ではリツ
キシマブをファーストチョイスにして
いるところもあるぐらいです。ただ、
日本では保険適用になっていませんし、

非常に高価な薬でもあるので、まだ使
われていません。しかし、非常によく
効くことは確かなようですので、今後、
日本でも臨床研究を行った後で使われ
るようになるのではないかと思います。

図１　自己免疫性膵炎のステロイド治療法 図２

図３

自己免疫性膵炎の膵臓のCT像。
びまん性の膵腫大（矢印）を認める。

自己免疫性膵炎の膵臓の病理組織像。
多数のリンパ球と形質細胞の浸潤と
密な線維化を認める。
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してくる例が多いです。だいたい30％
から、高い施設ですと40％ぐらいの再
燃率が報告されています。
　池田　そういう方はプレドニゾロン
を１日５㎎ぐらいで続けることになる
のでしょうか。
　神澤　はい。再燃予防のために、１～
３年ぐらい維持療法を続けることが多
いのですが、この疾患は高齢者に多い
ものですから、ステロイドの副作用を
考慮して一時的にやめる例も少なくあ
りません（図１）。
　池田　そういう意味では、最初の診
断がしっかりしてないといけないと思
うのですが、診断の方法は、例えば自
己免疫性膵炎だと、どのように診断さ
れるのでしょうか。

　神澤　診断の基本の一つは、臓器が
腫大したり肥厚するということで、自
己免疫性膵炎ではCT等の画像診断で
膵臓が腫大します（図２）。それから
血液中のIgG４値が上昇してきます。
そしてもう一つ、膵臓の病理を見ると、
リンパ球やIgG４陽性の形質細胞がた
くさんあって、さらに線維化が起きる
という特徴的な病理組織像（図３）を
呈します。基本的にはその３つを組み
合わせて診断します。
　池田　なかなか生検というのは膵臓
では難しいかと思うのですが、必須な
のでしょうか。
　神澤　膵臓の場合、なかなか組織が
取れません。十分な組織が取れれば、
それで診断がつくのですが、組織が取

れない場合は、このIgG４関連疾患は
複数の病変を合併することが多いもの
ですから、ほかの臓器にIgG４関連疾
患があるかどうかも補助診断になりま
す。
　それから、ステロイドが非常によく
効くので、悪性腫瘍を否定した後にス
テロイドを投与して、ステロイドの反
応性で診断を確定させるという、いわ
ゆるステロイドトライアルも、組織が
取れない良悪性鑑別困難例では行うこ
とがあります（図４）。
　池田　治療的診断になりますね。そ
れともう一つ、IgG４関連硬化性胆管
炎というものがありますが、どうやっ
て診断していくのでしょうか。
　神澤　原発性硬化性胆管炎（PSC）
という難治性の胆管炎や胆管がんとの
鑑別が難しいです。胆管造影とか、様々
な内視鏡を使った画像診断、それから
生検、細胞診などを組み合わせて診断
します。
　池田　細かい臓器なのでなかなか難
しいですね。いろいろな臓器でこうい
った関連疾患がわかってきたわけです
が、最近のトピックスはありますか。
　神澤　日本ではまだ使われていない
のですが、欧米ではリツキシマブをこ
の疾患に投与して非常に有効であった
という報告が出ていて、欧米ではリツ
キシマブをファーストチョイスにして
いるところもあるぐらいです。ただ、
日本では保険適用になっていませんし、

非常に高価な薬でもあるので、まだ使
われていません。しかし、非常によく
効くことは確かなようですので、今後、
日本でも臨床研究を行った後で使われ
るようになるのではないかと思います。

図１　自己免疫性膵炎のステロイド治療法 図２

図３

自己免疫性膵炎の膵臓のCT像。
びまん性の膵腫大（矢印）を認める。

自己免疫性膵炎の膵臓の病理組織像。
多数のリンパ球と形質細胞の浸潤と
密な線維化を認める。
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　池田　楽しみですね。特に、再発例、
難治例は適応になろうかということで
すね。そういった新しい治療も含めて、
厚生労働省で班会議が行われていると
うかがったのですが、今どのような状
態でしょうか。
　神澤　2011年から厚生労働省で班が
できて、現在も続いていますが、難治
性疾患克服研究事業の班で、診断基準
をつくったり、成因の研究等を行って
います。

　池田　すでに難病指定はされている
のでしょうか。
　神澤　2015年に難病指定されていま
して、難治性のIgG４関連疾患、つま
りステロイドがなかなか効かないとか、
ステロイド依存状態のIgG４関連疾患
が難病指定になっています。
　池田　そういう方には国からのサポ
ートがある程度得られるのですね。
　神澤　はい。
　池田　ありがとうございました。

図４

IgG４関連硬化性胆管炎の内視鏡的胆管造影像。ステロイド
投与１カ月後、胆管狭窄（矢印）の著しい改善を認める。

ステロイド治療前 ステロイド治療開始１カ月後

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院副院長
方波見　卓　行

（聞き手　山内俊一）

　副腎不全の診断および治療、ステロイドの減量方法についてご教示ください。
＜京都府開業医＞

副腎不全の診断と治療法

　山内　方波見先生、今回の症例の副
腎不全はアジソンとほぼ同じような意
味で使われていると考えてよいのでし
ょうか。
　方波見　副腎自体が障害されて副腎
不全を発症する場合をアジソン病とい
う、先生のおっしゃるとおりです。
　山内　我々世代は、アジソンという
と、国家試験ですぐに結核ときました
が、さすがに最近は減っているのでし
ょうね。
　方波見　以前に比べると、結核の占
める頻度は下がってきていて、今は自
己免疫による場合が最も多いといわれ
ています。
　山内　そうしますと、女性にやはり
多いのでしょうか。
　方波見　自己免疫の場合は女性に多
く、男性の場合は結核もまだまだ頻度
的にはあるといわれています。

　山内　結核になって、しばらくたっ
てからですね。
　方波見　CTで副腎を写しますとだ
いたいの方が石灰化があって、かなり
古いだろうという場合が多いのですが、
中には急性期で、副腎を生検して、結
核菌がディテクトされた症例もあると
いう報告が散見されています。
　山内　大人で自己免疫で発症する方
で、実際に発症してから、この病気の
病態ないし症状が出てくるまでの自然
経過というのはわかっているのでしょ
うか。
　方波見　その点は学問的には非常に
重要だと思いますが、なかなかいい自
己抗体がありません。どれくらいの時
点で抗体ができて、そこから何年ぐら
いすると発症するのかという自然史に
ついては、ほとんど研究がありません。
　山内　そうしますと、発見される最
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　池田　楽しみですね。特に、再発例、
難治例は適応になろうかということで
すね。そういった新しい治療も含めて、
厚生労働省で班会議が行われていると
うかがったのですが、今どのような状
態でしょうか。
　神澤　2011年から厚生労働省で班が
できて、現在も続いていますが、難治
性疾患克服研究事業の班で、診断基準
をつくったり、成因の研究等を行って
います。

　池田　すでに難病指定はされている
のでしょうか。
　神澤　2015年に難病指定されていま
して、難治性のIgG４関連疾患、つま
りステロイドがなかなか効かないとか、
ステロイド依存状態のIgG４関連疾患
が難病指定になっています。
　池田　そういう方には国からのサポ
ートがある程度得られるのですね。
　神澤　はい。
　池田　ありがとうございました。

図４

IgG４関連硬化性胆管炎の内視鏡的胆管造影像。ステロイド
投与１カ月後、胆管狭窄（矢印）の著しい改善を認める。

ステロイド治療前 ステロイド治療開始１カ月後

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院副院長
方波見　卓　行

（聞き手　山内俊一）

　副腎不全の診断および治療、ステロイドの減量方法についてご教示ください。
＜京都府開業医＞

副腎不全の診断と治療法

　山内　方波見先生、今回の症例の副
腎不全はアジソンとほぼ同じような意
味で使われていると考えてよいのでし
ょうか。
　方波見　副腎自体が障害されて副腎
不全を発症する場合をアジソン病とい
う、先生のおっしゃるとおりです。
　山内　我々世代は、アジソンという
と、国家試験ですぐに結核ときました
が、さすがに最近は減っているのでし
ょうね。
　方波見　以前に比べると、結核の占
める頻度は下がってきていて、今は自
己免疫による場合が最も多いといわれ
ています。
　山内　そうしますと、女性にやはり
多いのでしょうか。
　方波見　自己免疫の場合は女性に多
く、男性の場合は結核もまだまだ頻度
的にはあるといわれています。

　山内　結核になって、しばらくたっ
てからですね。
　方波見　CTで副腎を写しますとだ
いたいの方が石灰化があって、かなり
古いだろうという場合が多いのですが、
中には急性期で、副腎を生検して、結
核菌がディテクトされた症例もあると
いう報告が散見されています。
　山内　大人で自己免疫で発症する方
で、実際に発症してから、この病気の
病態ないし症状が出てくるまでの自然
経過というのはわかっているのでしょ
うか。
　方波見　その点は学問的には非常に
重要だと思いますが、なかなかいい自
己抗体がありません。どれくらいの時
点で抗体ができて、そこから何年ぐら
いすると発症するのかという自然史に
ついては、ほとんど研究がありません。
　山内　そうしますと、発見される最
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の日内変動が少ないなりにあるといわ
れていて、これを反映して今のような
自覚症状が出るということです。
　山内　うつ病とは逆パターンなので、
覚えやすいといえば覚えやすいですね。
　方波見　そうですね。疲れやすいと
いう方がいれば、聞いていただくとよ
いと思います。
　山内　あと、一般検査、スクリーニ
ング、最近はいろいろと健康診断も発
達していますが、ここで上げられるこ
とも多いのでしょうね。
　方波見　はい。２つ目がまさしく、
今ご指摘がありました一般検査から疑
う、というやり方です。私は授業でい
つも話しているのですが、典型的には
低ナトリウム血症、高カリウム血症、
低血糖、貧血、この４つがそろえば、
副腎不全か肝腎症候群、この２つしか
ありません。ただし、４つ全部そろう
患者さんはむしろ少なく、また低ナト
リウム血症だけでこの病気にイコール
とはなりませんが、低ナトリウム血症
に例えば低血糖があったとか、低ナト
リウム血症に貧血があったとか、そう
いう場合にはこの病気をぜひ疑ってい
ただきたいなと思います。
　山内　実際にコルチゾールを測るの
でしょうが、コルチゾールの測定は時
間的な制約があるのでしょうか。
　方波見　外注で測定すると４～５日
かかりますが、私たちの施設ではコル
チゾールのラピッドアッセイを導入し

まして、即日に測れるようにしました。
一般医家の先生方の施設ではやはり数
日かかることがほとんどだと思います
ので、確定診断を得るまでにタイムラ
グが生ずるという問題は現在もありま
す。
　山内　患者さんは午前に限らず、い

表２　副腎クリーゼを疑う症候と検査所見

１．脱水、低血圧、原因不明のショック
２．食欲低下、体重減少、嘔気、嘔吐、下痢
３．原因不明の腹痛・急性腹症
４．原因不明の発熱、関節痛
５．予期せぬ低血糖
６．低ナトリウム、高カリウム血症
７．貧血、好酸球増多
８．高カルシウム血症、BUN上昇
９．色素沈着、白斑

副腎クリーゼを含む副腎皮質機能低下症の
診断と治療に関する指針（解説）
Author：柳瀬敏彦（福岡大学医学部内分泌・
糖尿病内科）、笠山宗正、岩崎泰正、宗友厚、
菅原明、沖隆、長谷川奉延、中川祐一、宮
村信博、清水力、方波見卓行、田島敏広、
野村政壽、大月道夫、棚橋祐典、田邉真紀人、
明比祐子、高柳涼一、成瀬光栄、西川哲男、
笹野公伸、勝又規行、柴田洋孝、山田正信、
武田仁勇、曽根正勝、三宅吉博、佐藤文俊、
上芝元、日本内分泌学会、日本小児内分泌
学会、日本ステロイドホルモン学会、厚生
労働科学研究費補助金政策研究事業「副腎
ホルモン産生異常に関する調査研究」班、「副
腎クリーゼを含む副腎皮質機能低下症の診
断と治療に関する指針」作成委員会
Source：日本内分泌学会雑誌（0029-0661）
91巻Suppl. Page1-78（2015.09）

初のきっかけはどういったあたりなの
でしょう。
　方波見　ここが一番重要な点だと思
うのですが、副腎不全を疑う契機は大
きく分けて２つあります。１つは臨床
症状から疑うことです。学生時代に習
われたと思いますが、色素沈着が非常
に有名です。色素沈着を、口腔粘膜や
爪に認めれば非常に診断的価値が高く
なります。それ以外の症状は、どちら
かというと不定愁訴に近い、疲れやす
い、関節に違和感がある、体重が減っ

たなどの訴えが多くなります。ポイン
トはそういった症状が１つではなくて、
２つないしは３つある場合に副腎不全
を疑っていただきたいと思います。
　特に自覚症状で私が重視しているの
は、疲れやすいとおっしゃった場合に、
朝は比較的元気なのですが、午後から
夕方にかけて症状が悪くなる場合は強
く副腎不全を疑って調べています。こ
の理由は、コルチゾールには朝高くて
夕方ぐらいから下がるという生理的日
内変動がありますが、患者さんにもこ

表１　副腎不全患者に対するストレス下でのステロイド補充

医学的・外科的ストレス ステロイド投与量

軽度
　鼠径ヘルニア修復、大腸鏡、軽度発熱、
　胃腸炎、軽度～中等度悪心・嘔吐

25㎎/日HC、あるいは５㎎/日mPSL
該当日のみ経静脈的あるいは経口投与

中等度
　開腹下胆囊、半結腸切除、高度発熱、
　肺炎、重症胃腸炎

50～75㎎/日HC、あるいは10～15㎎/日mPSL
該当日のみ経静脈的投与
１～２日で通常量まで減量

重度
　胸部大手術、Whipple手術、
　肝切除、膵炎

100～150㎎/日HC、あるいは20～30㎎/日mPSL
該当日のみ経静脈的投与
１～２日で通常量まで減量

瀕死
　敗血症性低血圧・ショック 50～100㎎ HC×６時間ごとiv ＋50μg/日FCあるいは0.18㎎/㎏/時 HC div

ショック離脱まで継続
バイタル、血中Naをみながら漸減

HC：ヒドロコルチゾン　mPSL：メチルプレドニゾロン　FC：フルドロコルチ
（Coursin DB and Wood KE et al. JAMA 287：236-40、2002より引用改変）
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の日内変動が少ないなりにあるといわ
れていて、これを反映して今のような
自覚症状が出るということです。
　山内　うつ病とは逆パターンなので、
覚えやすいといえば覚えやすいですね。
　方波見　そうですね。疲れやすいと
いう方がいれば、聞いていただくとよ
いと思います。
　山内　あと、一般検査、スクリーニ
ング、最近はいろいろと健康診断も発
達していますが、ここで上げられるこ
とも多いのでしょうね。
　方波見　はい。２つ目がまさしく、
今ご指摘がありました一般検査から疑
う、というやり方です。私は授業でい
つも話しているのですが、典型的には
低ナトリウム血症、高カリウム血症、
低血糖、貧血、この４つがそろえば、
副腎不全か肝腎症候群、この２つしか
ありません。ただし、４つ全部そろう
患者さんはむしろ少なく、また低ナト
リウム血症だけでこの病気にイコール
とはなりませんが、低ナトリウム血症
に例えば低血糖があったとか、低ナト
リウム血症に貧血があったとか、そう
いう場合にはこの病気をぜひ疑ってい
ただきたいなと思います。
　山内　実際にコルチゾールを測るの
でしょうが、コルチゾールの測定は時
間的な制約があるのでしょうか。
　方波見　外注で測定すると４～５日
かかりますが、私たちの施設ではコル
チゾールのラピッドアッセイを導入し

まして、即日に測れるようにしました。
一般医家の先生方の施設ではやはり数
日かかることがほとんどだと思います
ので、確定診断を得るまでにタイムラ
グが生ずるという問題は現在もありま
す。
　山内　患者さんは午前に限らず、い

表２　副腎クリーゼを疑う症候と検査所見

１．脱水、低血圧、原因不明のショック
２．食欲低下、体重減少、嘔気、嘔吐、下痢
３．原因不明の腹痛・急性腹症
４．原因不明の発熱、関節痛
５．予期せぬ低血糖
６．低ナトリウム、高カリウム血症
７．貧血、好酸球増多
８．高カルシウム血症、BUN上昇
９．色素沈着、白斑

副腎クリーゼを含む副腎皮質機能低下症の
診断と治療に関する指針（解説）
Author：柳瀬敏彦（福岡大学医学部内分泌・
糖尿病内科）、笠山宗正、岩崎泰正、宗友厚、
菅原明、沖隆、長谷川奉延、中川祐一、宮
村信博、清水力、方波見卓行、田島敏広、
野村政壽、大月道夫、棚橋祐典、田邉真紀人、
明比祐子、高柳涼一、成瀬光栄、西川哲男、
笹野公伸、勝又規行、柴田洋孝、山田正信、
武田仁勇、曽根正勝、三宅吉博、佐藤文俊、
上芝元、日本内分泌学会、日本小児内分泌
学会、日本ステロイドホルモン学会、厚生
労働科学研究費補助金政策研究事業「副腎
ホルモン産生異常に関する調査研究」班、「副
腎クリーゼを含む副腎皮質機能低下症の診
断と治療に関する指針」作成委員会
Source：日本内分泌学会雑誌（0029-0661）
91巻Suppl. Page1-78（2015.09）

初のきっかけはどういったあたりなの
でしょう。
　方波見　ここが一番重要な点だと思
うのですが、副腎不全を疑う契機は大
きく分けて２つあります。１つは臨床
症状から疑うことです。学生時代に習
われたと思いますが、色素沈着が非常
に有名です。色素沈着を、口腔粘膜や
爪に認めれば非常に診断的価値が高く
なります。それ以外の症状は、どちら
かというと不定愁訴に近い、疲れやす
い、関節に違和感がある、体重が減っ

たなどの訴えが多くなります。ポイン
トはそういった症状が１つではなくて、
２つないしは３つある場合に副腎不全
を疑っていただきたいと思います。
　特に自覚症状で私が重視しているの
は、疲れやすいとおっしゃった場合に、
朝は比較的元気なのですが、午後から
夕方にかけて症状が悪くなる場合は強
く副腎不全を疑って調べています。こ
の理由は、コルチゾールには朝高くて
夕方ぐらいから下がるという生理的日
内変動がありますが、患者さんにもこ

表１　副腎不全患者に対するストレス下でのステロイド補充

医学的・外科的ストレス ステロイド投与量

軽度
　鼠径ヘルニア修復、大腸鏡、軽度発熱、
　胃腸炎、軽度～中等度悪心・嘔吐

25㎎/日HC、あるいは５㎎/日mPSL
該当日のみ経静脈的あるいは経口投与

中等度
　開腹下胆囊、半結腸切除、高度発熱、
　肺炎、重症胃腸炎

50～75㎎/日HC、あるいは10～15㎎/日mPSL
該当日のみ経静脈的投与
１～２日で通常量まで減量

重度
　胸部大手術、Whipple手術、
　肝切除、膵炎

100～150㎎/日HC、あるいは20～30㎎/日mPSL
該当日のみ経静脈的投与
１～２日で通常量まで減量

瀕死
　敗血症性低血圧・ショック 50～100㎎ HC×６時間ごとiv ＋50μg/日FCあるいは0.18㎎/㎏/時 HC div

ショック離脱まで継続
バイタル、血中Naをみながら漸減

HC：ヒドロコルチゾン　mPSL：メチルプレドニゾロン　FC：フルドロコルチ
（Coursin DB and Wood KE et al. JAMA 287：236-40、2002より引用改変）
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そういう場合は病院に来ていただいて、
点滴でステロイド薬を投与する必要が
あることを何度もお話ししています。
　山内　かなりの量の点滴量になりま
すね。
　方波見　下痢や嘔吐がある最中は基
本的に点滴でヒドロコルチゾンを１日
100㎎程度投与します。入院期間は下
痢や嘔吐がおさまれば退院可能ですの
で、通常は数日間です。
　山内　最後に、女性ですから妊娠が
かかわる場合も出てくると思うのです
が、このときはいかがでしょう。
　方波見　ヒドロコルチゾンの場合は、
妊娠中の増量、減量は不要です。ただ
し分娩時にはsick dayに準じた処置が
必要となるので、この場合は必ず専門
医にコンサルトしていただきたいと思

います。もう１点は、デキサメタゾン
などの合成フッ化ステロイドを通常の
補償薬としている場合は、これらの薬
剤には高い胎盤移行性があるので、胎
児に対して悪影響を及ぼす可能性があ
ります。妊娠前からヒドロコルチゾン
またはプレドニンにかえていただく、
計画妊娠を推奨しています。
　山内　質問の最後で、ステロイドの
減量方法についてですが、副腎不全の
場合に関しては、原則減量することは
ないと考えてよいのですね。
　方波見　副腎不全の方の場合は、副
腎自体あるいは下垂体、視床下部が障
害によりコルチゾールを自身で十分つ
くることができませんので、減量はで
きません。
　山内　ありがとうございました。

つ来られるかわからないのですが、こ
のあたりはいかがですか。
　方波見　これにつきましては、数年
前に学会で作成しました『診療の手引
き』に記載がありますが、随時でよい
ので、測定した血中コルチゾール濃度
が４μg/dL未満であればこの病気と診
断してよいとしました。
　山内　そのボーダーラインのときに
は負荷試験ですね。
　方波見　このガイドラインではボー
ダーラインとなるコルチゾール濃度を
４～18μg/dLと、かなり幅を持たせて
書きましたが、私自身はこの値が１桁
で、疑う自覚症状や検査所見があれば、
迅速ACTH負荷を行っています。この
検査は昔からある方法ですが、今でも
副腎不全疑い例に対し、負荷試験とし
て最初に行うべき検査とされています。
　山内　治療に移りますが、すぐにコ
ートリル、という感じのため、よくプ
レドニゾロンではだめなのかという話
があります。いかがでしょう。
　方波見　推奨されるのはヒドロコル
チゾンです。その理由は、作用時間が
他のステロイド薬に比べて短いため、
これを利用して生理的な日内変動、午
前中に高くて午後に低くなる、正常な
日内変動をミミックできるからです。
通常、副腎性の副腎不全の場合はヒド
ロコルチゾン15㎎を２回に分けて、朝
10㎎、夕方５㎎で投与するのが標準的
なやり方となります。

　山内　分割したほうがベターという
ことですね。
　方波見　そうですね。
　山内　治療開始以降がよく問題にな
るのですが、感染だ、ストレスだとい
ったときに副腎クリーゼを起こしやす
いということなので、対応について教
えていただけますか。
　方波見　副腎クリーゼを発症すると
命にかかわりますので、感染等のsick 
dayにおける対策が副腎不全診断後は
最も重要となります。この際はふだん
服薬している補償量を状況によって２
倍から３～４倍ぐらいまで増量してく
ださい。またほかのステロイド薬、例
えばプレドニンを通常の補償薬として
用いている方では、ヒドロコルチゾン
に変更していただくほうが即効性があ
りますのでよいと思います。
　山内　具体的には、よく最近のイン
フルエンザのような感染とか大きなス
トレス、あるいは抜歯、手術とか内視
鏡なども入るのでしょうか。
　方波見　内視鏡、例えば大腸鏡とか、
患者さんにストレスがかかりそうとい
う場合には、２倍ぐらい検査当日にの
んでいただきます。指摘があったイン
フルエンザについては、発熱期間中に
２～３倍量とします。私たちが患者さ
んに必ず「この場合は病院に来てくだ
さい」と言うのは胃腸炎です。胃腸炎
の場合は、経口で投与量を増やしても
吸収されない可能性が非常に高いため、
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そういう場合は病院に来ていただいて、
点滴でステロイド薬を投与する必要が
あることを何度もお話ししています。
　山内　かなりの量の点滴量になりま
すね。
　方波見　下痢や嘔吐がある最中は基
本的に点滴でヒドロコルチゾンを１日
100㎎程度投与します。入院期間は下
痢や嘔吐がおさまれば退院可能ですの
で、通常は数日間です。
　山内　最後に、女性ですから妊娠が
かかわる場合も出てくると思うのです
が、このときはいかがでしょう。
　方波見　ヒドロコルチゾンの場合は、
妊娠中の増量、減量は不要です。ただ
し分娩時にはsick dayに準じた処置が
必要となるので、この場合は必ず専門
医にコンサルトしていただきたいと思

います。もう１点は、デキサメタゾン
などの合成フッ化ステロイドを通常の
補償薬としている場合は、これらの薬
剤には高い胎盤移行性があるので、胎
児に対して悪影響を及ぼす可能性があ
ります。妊娠前からヒドロコルチゾン
またはプレドニンにかえていただく、
計画妊娠を推奨しています。
　山内　質問の最後で、ステロイドの
減量方法についてですが、副腎不全の
場合に関しては、原則減量することは
ないと考えてよいのですね。
　方波見　副腎不全の方の場合は、副
腎自体あるいは下垂体、視床下部が障
害によりコルチゾールを自身で十分つ
くることができませんので、減量はで
きません。
　山内　ありがとうございました。

つ来られるかわからないのですが、こ
のあたりはいかがですか。
　方波見　これにつきましては、数年
前に学会で作成しました『診療の手引
き』に記載がありますが、随時でよい
ので、測定した血中コルチゾール濃度
が４μg/dL未満であればこの病気と診
断してよいとしました。
　山内　そのボーダーラインのときに
は負荷試験ですね。
　方波見　このガイドラインではボー
ダーラインとなるコルチゾール濃度を
４～18μg/dLと、かなり幅を持たせて
書きましたが、私自身はこの値が１桁
で、疑う自覚症状や検査所見があれば、
迅速ACTH負荷を行っています。この
検査は昔からある方法ですが、今でも
副腎不全疑い例に対し、負荷試験とし
て最初に行うべき検査とされています。
　山内　治療に移りますが、すぐにコ
ートリル、という感じのため、よくプ
レドニゾロンではだめなのかという話
があります。いかがでしょう。
　方波見　推奨されるのはヒドロコル
チゾンです。その理由は、作用時間が
他のステロイド薬に比べて短いため、
これを利用して生理的な日内変動、午
前中に高くて午後に低くなる、正常な
日内変動をミミックできるからです。
通常、副腎性の副腎不全の場合はヒド
ロコルチゾン15㎎を２回に分けて、朝
10㎎、夕方５㎎で投与するのが標準的
なやり方となります。

　山内　分割したほうがベターという
ことですね。
　方波見　そうですね。
　山内　治療開始以降がよく問題にな
るのですが、感染だ、ストレスだとい
ったときに副腎クリーゼを起こしやす
いということなので、対応について教
えていただけますか。
　方波見　副腎クリーゼを発症すると
命にかかわりますので、感染等のsick 
dayにおける対策が副腎不全診断後は
最も重要となります。この際はふだん
服薬している補償量を状況によって２
倍から３～４倍ぐらいまで増量してく
ださい。またほかのステロイド薬、例
えばプレドニンを通常の補償薬として
用いている方では、ヒドロコルチゾン
に変更していただくほうが即効性があ
りますのでよいと思います。
　山内　具体的には、よく最近のイン
フルエンザのような感染とか大きなス
トレス、あるいは抜歯、手術とか内視
鏡なども入るのでしょうか。
　方波見　内視鏡、例えば大腸鏡とか、
患者さんにストレスがかかりそうとい
う場合には、２倍ぐらい検査当日にの
んでいただきます。指摘があったイン
フルエンザについては、発熱期間中に
２～３倍量とします。私たちが患者さ
んに必ず「この場合は病院に来てくだ
さい」と言うのは胃腸炎です。胃腸炎
の場合は、経口で投与量を増やしても
吸収されない可能性が非常に高いため、
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奥沢病院名誉院長
河　村　　満

（聞き手　山内俊一）

　高齢者のてんかんについてご教示ください。
　最近、高齢者のてんかんが増加していると見聞しますが、その実体はいかが
でしょうか。部分発作や意識障害発作があるようですが、てんかんのタイプ、
治療についてご教示ください。

＜福岡県開業医＞

高齢者のてんかん

　山内　河村先生、高齢者のてんかん
というと、何となく認知症と紛らわし
いことが知られているのですが、まず
高齢者のてんかんの特徴からお話し願
えますか。
　河村　確かに認知症との区別が難し
いことがあると思います。てんかんの
タイプは基本的に部分発作です。側頭
葉てんかんが多いので、例えば感覚性
の幻覚、視覚性の幻覚や幻聴などの症
状が出たり、恐怖障害、意識の変容な
ども起こるので、症候学的な特徴はあ
るのですが、一般の医師ではそれが認
知症症状に見えることも現実だと思い
ます。なかなか難しい点です。
　山内　てんかんというと、普通はけ
いれんという印象が強いのですが、こ

れがあまり出にくいところもあるよう
ですね。
　河村　はい。それが大きな特徴です。
手足をけいれんさせる、いわゆる全般
発作ではなくて、部分発作というので
すが、例えば高次機能障害、健忘や失
語などが主症状になることが多いです。
それにもっと多いのが一過性の意識障
害、つまり複雑部分発作です。
　山内　意識がなくなったりすると、
脳卒中かと思われるときもあるのでし
ょうね。
　河村　脳卒中との鑑別もとても重要
で、救急車で運ばれてきて、失語症や
失認、失行があったりします。
　山内　非専門医にとってはたいへん
わけがわからなくなりますが、何か判

断するときに非常に特徴的なもので、
これは疑っていいというポイントがあ
ったらアドバイスを願いたいのですが。
　河村　てんかんですので、症状は一
過性です。悪いときは限られた時間で
あって、よくなると健常な状態になる。
それが何度も同じような症状を繰り返
すという特徴があります。
　山内　症状としてはどういったもの
が多いですか、波があるような感じは。
　河村　先ほど申し上げましたけれど
も、意識障害、それに記憶障害が多い
です。それから、感覚性の幻覚という
こともあります。
　山内　幻覚や幻聴。
　河村　そうですね。幻聴もあります。
　山内　記憶障害というのは健忘とい
うかたちでよいでしょうか。
　河村　それはほぼ同じ意味です。
　山内　そういったものが、いいとき
はいいのだけれども、悪いときはどん
と来る。それを繰り返すという感じで
すね。
　河村　記憶障害を主症状とするほか
の病態で一番多いのは認知症ですので、
そういう意味で認知症との鑑別が大事
だということです。
　山内　この質問は、高齢者のてんか
んが増えているのではないかという指
摘ですが、実際どうなのでしょうか。
　河村　欧米では随分以前から知られ
ていたと思います。特に長寿国の多い
スカンジナビア半島ではきちんとした

データが出ていますが、あまり知られ
ていません。ところが、最近日本でも
超高齢社会になってきて、とても増え
ていると実感しています。
　山内　原因といっても、まだまだ非
常に難しいところがあると思うのです
が、超高齢社会になったことが背景と
しては十分あるのでしょうね。
　河村　そうですね。それが一番大切
な背景だと思います。
　山内　先ほど脳卒中と鑑別が難しい
ということでしたが、逆に脳卒中でて
んかんが誘発されることもあるのでし
ょうね。
　河村　あります。ですから鑑別が難
しいのです。onset seizureと英語で言
いますが、てんかん発作で始まる脳卒
中もあります。しかし、頻度はそんな
に高いものではありません。むしろ脳
出血の後とか、脳卒中の病歴を持った
人がてんかん発作を起こして、それが
一過性の意識障害であったり、健忘、
記憶障害であったり、失語・失行であ
ったりすることがあるのです。それを
てんかん性の高次機能障害と呼ぶ場合
もあります。特に高齢者で起こりやす
いのです。
　山内　実際にそういった方々を専門
の医師に依頼した場合、どういった検
査をされるのでしょうか。
　河村　まず健忘や高次機能障害の内
容を見る認知機能検査をしますが、大
概、病院にいるときには健常ですから、
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奥沢病院名誉院長
河　村　　満

（聞き手　山内俊一）

　高齢者のてんかんについてご教示ください。
　最近、高齢者のてんかんが増加していると見聞しますが、その実体はいかが
でしょうか。部分発作や意識障害発作があるようですが、てんかんのタイプ、
治療についてご教示ください。

＜福岡県開業医＞

高齢者のてんかん

　山内　河村先生、高齢者のてんかん
というと、何となく認知症と紛らわし
いことが知られているのですが、まず
高齢者のてんかんの特徴からお話し願
えますか。
　河村　確かに認知症との区別が難し
いことがあると思います。てんかんの
タイプは基本的に部分発作です。側頭
葉てんかんが多いので、例えば感覚性
の幻覚、視覚性の幻覚や幻聴などの症
状が出たり、恐怖障害、意識の変容な
ども起こるので、症候学的な特徴はあ
るのですが、一般の医師ではそれが認
知症症状に見えることも現実だと思い
ます。なかなか難しい点です。
　山内　てんかんというと、普通はけ
いれんという印象が強いのですが、こ

れがあまり出にくいところもあるよう
ですね。
　河村　はい。それが大きな特徴です。
手足をけいれんさせる、いわゆる全般
発作ではなくて、部分発作というので
すが、例えば高次機能障害、健忘や失
語などが主症状になることが多いです。
それにもっと多いのが一過性の意識障
害、つまり複雑部分発作です。
　山内　意識がなくなったりすると、
脳卒中かと思われるときもあるのでし
ょうね。
　河村　脳卒中との鑑別もとても重要
で、救急車で運ばれてきて、失語症や
失認、失行があったりします。
　山内　非専門医にとってはたいへん
わけがわからなくなりますが、何か判

断するときに非常に特徴的なもので、
これは疑っていいというポイントがあ
ったらアドバイスを願いたいのですが。
　河村　てんかんですので、症状は一
過性です。悪いときは限られた時間で
あって、よくなると健常な状態になる。
それが何度も同じような症状を繰り返
すという特徴があります。
　山内　症状としてはどういったもの
が多いですか、波があるような感じは。
　河村　先ほど申し上げましたけれど
も、意識障害、それに記憶障害が多い
です。それから、感覚性の幻覚という
こともあります。
　山内　幻覚や幻聴。
　河村　そうですね。幻聴もあります。
　山内　記憶障害というのは健忘とい
うかたちでよいでしょうか。
　河村　それはほぼ同じ意味です。
　山内　そういったものが、いいとき
はいいのだけれども、悪いときはどん
と来る。それを繰り返すという感じで
すね。
　河村　記憶障害を主症状とするほか
の病態で一番多いのは認知症ですので、
そういう意味で認知症との鑑別が大事
だということです。
　山内　この質問は、高齢者のてんか
んが増えているのではないかという指
摘ですが、実際どうなのでしょうか。
　河村　欧米では随分以前から知られ
ていたと思います。特に長寿国の多い
スカンジナビア半島ではきちんとした

データが出ていますが、あまり知られ
ていません。ところが、最近日本でも
超高齢社会になってきて、とても増え
ていると実感しています。
　山内　原因といっても、まだまだ非
常に難しいところがあると思うのです
が、超高齢社会になったことが背景と
しては十分あるのでしょうね。
　河村　そうですね。それが一番大切
な背景だと思います。
　山内　先ほど脳卒中と鑑別が難しい
ということでしたが、逆に脳卒中でて
んかんが誘発されることもあるのでし
ょうね。
　河村　あります。ですから鑑別が難
しいのです。onset seizureと英語で言
いますが、てんかん発作で始まる脳卒
中もあります。しかし、頻度はそんな
に高いものではありません。むしろ脳
出血の後とか、脳卒中の病歴を持った
人がてんかん発作を起こして、それが
一過性の意識障害であったり、健忘、
記憶障害であったり、失語・失行であ
ったりすることがあるのです。それを
てんかん性の高次機能障害と呼ぶ場合
もあります。特に高齢者で起こりやす
いのです。
　山内　実際にそういった方々を専門
の医師に依頼した場合、どういった検
査をされるのでしょうか。
　河村　まず健忘や高次機能障害の内
容を見る認知機能検査をしますが、大
概、病院にいるときには健常ですから、

ドクターサロン62巻８月号（7 . 2018） （583）  2322 （582） ドクターサロン62巻８月号（7 . 2018）

1808本文.indd   23 2018/07/13   10:30



そこで異常はあまり見つからないので
す。ですから、病歴はとても大切です
けれども、最も大切な診断法は脳波で
す。ただ、側頭葉てんかんは、ご存じ
のように、脳波で検出というか、異常
を指摘できることはなかなかないので
す。専門施設では少し特殊な方法、長
時間のビデオモニタリング脳波とか、
患者さんがお休みになっている姿をビ
デオで撮りながら脳波を同時にモニタ
ーするのが一番いい方法だと思います。
　山内　画像診断はどうなのでしょう。
　河村　MRIやCT、脳血流SPECTな
どは、それなりに役に立つのですが、
高齢者のてんかんの場合は、発作が起
こっているときにMRI、CTなどの脳
画像では異常はあまり見られない。む
しろそれが特徴なので、失語や失行、
高次機能障害があって、でも画像所見
に異常がない。だから脳波を撮ってみ
よう、ジアゼパムを投与してみような
ど、診断的な治療も可能性があります。
　山内　ジアゼパムの投与ですか。
　河村　救急病態でジアゼパムの投与
をする場合もあります。
　山内　わりと有効なのですか。
　河村　それで効いてしまうこともあ
ります。
　山内　それはかなり特徴的ですね。
　河村　そうです。
　山内　次に治療についてうかがいま
す。抗てんかん薬といいますと、非専
門の医師にとってはかなりハードルが

高い治療なのですが、最近何か使いや
すい薬はできているのでしょうか。
　河村　はい。全般てんかんにはバル
プロ酸ナトリウムを投与することが多
く、部分発作にはカルバマゼピンが今
までは使われたのですが、カルバマゼ
ピンは特に高齢者でとても副作用の多
い薬なので、一般医がなかなか使いに
くいのです。ところが最近、部分発作
に効く新規抗てんかん薬として、例え
ばレベチラセタムやラモトリギンなど
の薬が開発されて使われるようになっ
てきました。これら以外に最新の薬が
幾つかありますが、私自身はまだ使用
経験はありません。高齢者てんかんは、
通常量よりも少ない量で効果が出ると
いう特徴もあります。
　山内　そうしますと、安全性も高い
のですね。
　河村　そうですね。
　山内　非専門医にとっても使いやす
い薬剤と考えていいのでしょうね。
　河村　そんなに難しくないです。
　山内　試みに少量使ってみて、治る、
治らないといった時点で、診断的な価
値も出てくると考えてよいでしょうか。
　河村　そのとおりと思います。
　山内　こういった薬剤を例えば使い
始めると、どういった感じで使ってい
ったらよいのでしょうか。常用したほ
うがよいでしょうか。
　河村　基本的にはやめられません。
ずっと続けてのんでいただくことにな

ると思います。やめてしまう方が時々
いるのですが、再発がかなりあります。
　山内　少量ですと、認知症のある方
などが仮に間違ってやや重複投与して
しまう。よくある話ですが、こういっ
たケースなどでも安全性はかなり高い
のですね。
　河村　高いと思います。
　山内　そのほか、例えば高齢者の場
合で、例えば発熱したとか、ストレス
とか、そういったもので誘発すること
はあるのでしょうか。
　河村　それも大切な点です。発熱、
睡眠不足、それらはてんかん発作を起

こしやすい原因になります。それから、
アルツハイマー病やレビー小体病など
の認知症でてんかんが一般の方以上に
高率に起こることが知られています。
　山内　そういった周辺に関してもあ
る程度加療対象になると考えてよいの
ですね。
　河村　そのとおりです。
　山内　薬で誘発されることも考えて
おいたほうがよいですか。
　河村　はい、高齢者になると、様々
な薬を、それもたくさんのんでいる方
が多いので、誘発する場合もあります。
　山内　ありがとうございました。
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そこで異常はあまり見つからないので
す。ですから、病歴はとても大切です
けれども、最も大切な診断法は脳波で
す。ただ、側頭葉てんかんは、ご存じ
のように、脳波で検出というか、異常
を指摘できることはなかなかないので
す。専門施設では少し特殊な方法、長
時間のビデオモニタリング脳波とか、
患者さんがお休みになっている姿をビ
デオで撮りながら脳波を同時にモニタ
ーするのが一番いい方法だと思います。
　山内　画像診断はどうなのでしょう。
　河村　MRIやCT、脳血流SPECTな
どは、それなりに役に立つのですが、
高齢者のてんかんの場合は、発作が起
こっているときにMRI、CTなどの脳
画像では異常はあまり見られない。む
しろそれが特徴なので、失語や失行、
高次機能障害があって、でも画像所見
に異常がない。だから脳波を撮ってみ
よう、ジアゼパムを投与してみような
ど、診断的な治療も可能性があります。
　山内　ジアゼパムの投与ですか。
　河村　救急病態でジアゼパムの投与
をする場合もあります。
　山内　わりと有効なのですか。
　河村　それで効いてしまうこともあ
ります。
　山内　それはかなり特徴的ですね。
　河村　そうです。
　山内　次に治療についてうかがいま
す。抗てんかん薬といいますと、非専
門の医師にとってはかなりハードルが

高い治療なのですが、最近何か使いや
すい薬はできているのでしょうか。
　河村　はい。全般てんかんにはバル
プロ酸ナトリウムを投与することが多
く、部分発作にはカルバマゼピンが今
までは使われたのですが、カルバマゼ
ピンは特に高齢者でとても副作用の多
い薬なので、一般医がなかなか使いに
くいのです。ところが最近、部分発作
に効く新規抗てんかん薬として、例え
ばレベチラセタムやラモトリギンなど
の薬が開発されて使われるようになっ
てきました。これら以外に最新の薬が
幾つかありますが、私自身はまだ使用
経験はありません。高齢者てんかんは、
通常量よりも少ない量で効果が出ると
いう特徴もあります。
　山内　そうしますと、安全性も高い
のですね。
　河村　そうですね。
　山内　非専門医にとっても使いやす
い薬剤と考えていいのでしょうね。
　河村　そんなに難しくないです。
　山内　試みに少量使ってみて、治る、
治らないといった時点で、診断的な価
値も出てくると考えてよいでしょうか。
　河村　そのとおりと思います。
　山内　こういった薬剤を例えば使い
始めると、どういった感じで使ってい
ったらよいのでしょうか。常用したほ
うがよいでしょうか。
　河村　基本的にはやめられません。
ずっと続けてのんでいただくことにな

ると思います。やめてしまう方が時々
いるのですが、再発がかなりあります。
　山内　少量ですと、認知症のある方
などが仮に間違ってやや重複投与して
しまう。よくある話ですが、こういっ
たケースなどでも安全性はかなり高い
のですね。
　河村　高いと思います。
　山内　そのほか、例えば高齢者の場
合で、例えば発熱したとか、ストレス
とか、そういったもので誘発すること
はあるのでしょうか。
　河村　それも大切な点です。発熱、
睡眠不足、それらはてんかん発作を起

こしやすい原因になります。それから、
アルツハイマー病やレビー小体病など
の認知症でてんかんが一般の方以上に
高率に起こることが知られています。
　山内　そういった周辺に関してもあ
る程度加療対象になると考えてよいの
ですね。
　河村　そのとおりです。
　山内　薬で誘発されることも考えて
おいたほうがよいですか。
　河村　はい、高齢者になると、様々
な薬を、それもたくさんのんでいる方
が多いので、誘発する場合もあります。
　山内　ありがとうございました。
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湘南皮膚科院長
栗　原　誠　一

（聞き手　池田志斈）

　中年以降に多い下腿の円形広範湿疹（貨幣状湿疹といわれているようです）
の成因と治療法についてご教示ください。

＜福岡県開業医＞

下腿の円形広範湿疹

　池田　栗原先生、中年以降に多い下
腿の円形の赤い湿疹、貨幣状湿疹とい
われているようですが、これはどうい
う病気で、どうやって治すのか。まず、
貨幣状湿疹というのはどんな病気なの
でしょうか。
　栗原　1800年代の古い話になります
が、上肢や下肢に円形で治りにくい湿
疹のタイプがあって、その形状がちょ
うど５フラン硬貨くらいの大きさで、
貨幣状湿疹と名付けて記載されたと
Classics in Clinical Dermatologyとい
う本に書いてあります。これで貨幣状
湿疹という名称が始まったと思います。
　池田　５フランですね。ちょっと大
きさはよくわかりませんが。
　栗原　想像ですと、２～３㎝から５
㎝以内だと思うのですが、とにかく５
フランと書いてあります。フランスの

ドゥベルジーという先生です。
　池田　皮膚科ですと、ドゥベルジー
紅色粃糠疹とかありますね。
　栗原　そうですね。
　池田　かなり古くから認知されてい
た病気なのですね。
　栗原　そのようです。それが今まで
残っているというのは、使われつづけ
る意味のある名称ではないかと思うの
です。私が読んでいて「うまい表現だ
な」と感じたのは、ちょうど縁取りが
ついたような貨幣を思い浮かべてくだ
さい。中央は平らで湿潤した紅斑、そ
れをぐるっと取り囲むように漿液性の
丘疹や小水疱や鱗屑がある。臨床的な
特徴はぴったり当てはまります。
　池田　周りが少し盛り上がっていて、
そこに小さなプツプツがあるのですね。
真ん中が平らで少しじゅくじゅくして

いる。なるほど、まさに襟飾りのコイ
ンですね。そういった特徴的な臨床症
状があって、もちろんかゆいのですね。
　栗原　かゆくて治らないというのが
特徴です。
　池田　治りが悪いということは、１
カ所ではなくて複数出てくるのですね。
　栗原　１カ所のこともあるし、多発
することもあると書いてありますが、
私どもが実際に経験するのは、１つと
いうことはまずないです。多発するこ
とが多いです。
　池田　どうして生じるのでしょう。
　栗原　原因は細菌感染という説が昔
から教科書に書かれているのですが、
それがどう関係するかという詳しいと
ころは見極められていないのです。ま
た、搔破が間違いなく関与しているこ
とが推察されていますが、実際には、
はっきりした原因はわかっていないで
す。
　池田　貨幣状湿疹が起こって二次感
染してという説と、かゆくてひっかい
てずっと続くという２つですね。
　栗原　二次感染ではなく、細菌に対
する何らかの生体反応だろうという説
です。
　池田　そういうことですか。でも不
思議なのは、多くはすねにできますよ
ね。腕にはできることがあるかもしれ
ませんが、あまり体幹にはできないで
すね。
　栗原　そう思います。

　池田　そうすると、細菌に対する生
体反応というのは、なかなか考えづら
いかと思うのですが。
　栗原　ですからこそ、それ以上進歩
がないのでしょうね。ただ、滲出液が
すごく多い。ということは、表皮バリ
アが強く破壊されている、これだけは
間違いないと思うのです。それを逆に、
元をたどっていきますと、元の病変が
かぶれであってもいいだろうし、虫刺
されでもいいだろうと考えていけばい
いかと実地臨床では思うのですけれど
も。
　池田　最初はバリア機能異常がある
可能性があるのですか。
　栗原　そう思います。
　池田　例えば、中年以降に多いこと
も考えると、膝から下ですよね。もと
もと乾燥があるのでしょうか。
　栗原　それには幾つかのデータがあ
りまして、まず興味深かったのは、乾
燥を脂分の問題と汗の問題と両方から
見ていくのです。まず汗からいきます
と、汗が一番多いのはおでこ、頭です。
それから体、上肢と下がっていって、
下腿はとにかく汗が一番出にくい。少
ない。それもさらに年齢とともに汗の
出方が減っていきますが、すねが一番
早く減っていくというデータがあるの
です。
　池田　部位別のことと年齢的なこと
ですね。
　栗原　それでまた同じように皮脂で
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湘南皮膚科院長
栗　原　誠　一

（聞き手　池田志斈）

　中年以降に多い下腿の円形広範湿疹（貨幣状湿疹といわれているようです）
の成因と治療法についてご教示ください。

＜福岡県開業医＞

下腿の円形広範湿疹

　池田　栗原先生、中年以降に多い下
腿の円形の赤い湿疹、貨幣状湿疹とい
われているようですが、これはどうい
う病気で、どうやって治すのか。まず、
貨幣状湿疹というのはどんな病気なの
でしょうか。
　栗原　1800年代の古い話になります
が、上肢や下肢に円形で治りにくい湿
疹のタイプがあって、その形状がちょ
うど５フラン硬貨くらいの大きさで、
貨幣状湿疹と名付けて記載されたと
Classics in Clinical Dermatologyとい
う本に書いてあります。これで貨幣状
湿疹という名称が始まったと思います。
　池田　５フランですね。ちょっと大
きさはよくわかりませんが。
　栗原　想像ですと、２～３㎝から５
㎝以内だと思うのですが、とにかく５
フランと書いてあります。フランスの

ドゥベルジーという先生です。
　池田　皮膚科ですと、ドゥベルジー
紅色粃糠疹とかありますね。
　栗原　そうですね。
　池田　かなり古くから認知されてい
た病気なのですね。
　栗原　そのようです。それが今まで
残っているというのは、使われつづけ
る意味のある名称ではないかと思うの
です。私が読んでいて「うまい表現だ
な」と感じたのは、ちょうど縁取りが
ついたような貨幣を思い浮かべてくだ
さい。中央は平らで湿潤した紅斑、そ
れをぐるっと取り囲むように漿液性の
丘疹や小水疱や鱗屑がある。臨床的な
特徴はぴったり当てはまります。
　池田　周りが少し盛り上がっていて、
そこに小さなプツプツがあるのですね。
真ん中が平らで少しじゅくじゅくして

いる。なるほど、まさに襟飾りのコイ
ンですね。そういった特徴的な臨床症
状があって、もちろんかゆいのですね。
　栗原　かゆくて治らないというのが
特徴です。
　池田　治りが悪いということは、１
カ所ではなくて複数出てくるのですね。
　栗原　１カ所のこともあるし、多発
することもあると書いてありますが、
私どもが実際に経験するのは、１つと
いうことはまずないです。多発するこ
とが多いです。
　池田　どうして生じるのでしょう。
　栗原　原因は細菌感染という説が昔
から教科書に書かれているのですが、
それがどう関係するかという詳しいと
ころは見極められていないのです。ま
た、搔破が間違いなく関与しているこ
とが推察されていますが、実際には、
はっきりした原因はわかっていないで
す。
　池田　貨幣状湿疹が起こって二次感
染してという説と、かゆくてひっかい
てずっと続くという２つですね。
　栗原　二次感染ではなく、細菌に対
する何らかの生体反応だろうという説
です。
　池田　そういうことですか。でも不
思議なのは、多くはすねにできますよ
ね。腕にはできることがあるかもしれ
ませんが、あまり体幹にはできないで
すね。
　栗原　そう思います。

　池田　そうすると、細菌に対する生
体反応というのは、なかなか考えづら
いかと思うのですが。
　栗原　ですからこそ、それ以上進歩
がないのでしょうね。ただ、滲出液が
すごく多い。ということは、表皮バリ
アが強く破壊されている、これだけは
間違いないと思うのです。それを逆に、
元をたどっていきますと、元の病変が
かぶれであってもいいだろうし、虫刺
されでもいいだろうと考えていけばい
いかと実地臨床では思うのですけれど
も。
　池田　最初はバリア機能異常がある
可能性があるのですか。
　栗原　そう思います。
　池田　例えば、中年以降に多いこと
も考えると、膝から下ですよね。もと
もと乾燥があるのでしょうか。
　栗原　それには幾つかのデータがあ
りまして、まず興味深かったのは、乾
燥を脂分の問題と汗の問題と両方から
見ていくのです。まず汗からいきます
と、汗が一番多いのはおでこ、頭です。
それから体、上肢と下がっていって、
下腿はとにかく汗が一番出にくい。少
ない。それもさらに年齢とともに汗の
出方が減っていきますが、すねが一番
早く減っていくというデータがあるの
です。
　池田　部位別のことと年齢的なこと
ですね。
　栗原　それでまた同じように皮脂で
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いくと、皮脂も20歳ぐらいをピークに、
男性だと60歳を過ぎたころからだんだ
ん分泌量が下がっていく。もともと皮
脂腺の数が下腿は少なくて、体幹に比
べると十数分の一ですから、それが働
きを失っていくので、脂も減ってしま
います。汗と皮脂の両方が乾燥にかか
わっていると思うのです（図１、２）。
　池田　脂も汗も減ってくるのですね。
特に下腿はそれが顕著になる。そうい
ったものが背景にあって、バリアが衰
えてきて、そしていろいろなファクタ
ーが入ってきて、今度は湿疹になって、
がりがりとかく、ということですね。
悪循環になる。治療として保湿剤は使
うのでしょうか。
　栗原　保湿も重要ですが、ドゥベル
ジー先生が初めに記載されたように、
とにかく治りにくいのは間違いないの
で、ステロイドもかなり強力なものを
しっかり使わないと炎症がおさまりま
せん。
　池田　例えば先生はどのようなステ
ロイドを使われますか。
　栗原　ベリーストロングクラスの軟
膏をつけて、その上から昔でいうボチ
貼り、サトウザルベ、ああいったもの
を布に伸ばして上から重層してあげる。
　池田　亜鉛華軟膏のようなものです
ね。
　栗原　はい。
　池田　ステロイドは塗って、そして
ボチみたいなものはガーゼに伸ばして

貼って保護するのですね。
　栗原　はい。
　池田　抗ヒスタミン薬等は処方され
ますか。
　栗原　もちろん、かゆみ止めとして、
寝る前とか、温まるとかゆくなります
から、よく出します。
　池田　そうやって治療をするのです
ね。先ほどもあったように、年齢とと
もに汗も脂も出なくなるのですが、そ
れに対する対処と、あと日常生活で気
をつける点はありますか。
　栗原　原因がわからない湿疹病変に
対しては、バリアを傷めないことが基
本だと思いますので、特に入浴時に、
脂分、表面の角質を落とさないような
生活習慣が大切です。具体的に言いま
すと、よく昔からナイロンタオルでご

しごしこする方がいますが、あれをや
ってしまっては「貨幣状湿疹出てこい」
と言っているようなもので、こすらな
いほうがいいです。むしろ石けんの泡
を乗せる程度、あるいは欧米人のよう
に週に数回しかお風呂に入らない、そ
ういったこともいいのかと思います。
　池田　日本人はお風呂に入るのが大
好きですよね。よかれと思ってやって
いることが悪いのですね。
　栗原　そうですね。
　池田　そのほかに鑑別疾患、どんな
病気が考えられますか。
　栗原　湿疹病変ですから、私どもが
外来でよく経験するのは、治らない湿
疹というのが、実はかぶれだったこと

はよくあります。特に、市販の外用薬
だと、かゆみ止めの成分あるいは抗菌
薬などが混ざっているものが多いので、
そういったものに対するアレルギーを
持っていると、つけたとおりに円くか
ぶれてきます。これは鑑別で重要だと
思います。
　池田　つけたところがかぶれる。も
ともと赤っぽいものに塗りますが、さ
らに赤くかぶれるのですね。
　栗原　はい。だんだん広がっていく
と思います。
　池田　患者さんは、かぶれているに
もかかわらず、多分もとの病気が悪く
なったと思って、また塗ってしまうの
ですか。

図１　汗腺機能の性差と経年変化

（井上芳光：発汗学、21（2）：53～56、
2014．より）

図２　年齢層ごとの上胸部皮表総皮脂量

（Nazzaro-Porro M, et al：JID, 73：12～117, 1979）
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いくと、皮脂も20歳ぐらいをピークに、
男性だと60歳を過ぎたころからだんだ
ん分泌量が下がっていく。もともと皮
脂腺の数が下腿は少なくて、体幹に比
べると十数分の一ですから、それが働
きを失っていくので、脂も減ってしま
います。汗と皮脂の両方が乾燥にかか
わっていると思うのです（図１、２）。
　池田　脂も汗も減ってくるのですね。
特に下腿はそれが顕著になる。そうい
ったものが背景にあって、バリアが衰
えてきて、そしていろいろなファクタ
ーが入ってきて、今度は湿疹になって、
がりがりとかく、ということですね。
悪循環になる。治療として保湿剤は使
うのでしょうか。
　栗原　保湿も重要ですが、ドゥベル
ジー先生が初めに記載されたように、
とにかく治りにくいのは間違いないの
で、ステロイドもかなり強力なものを
しっかり使わないと炎症がおさまりま
せん。
　池田　例えば先生はどのようなステ
ロイドを使われますか。
　栗原　ベリーストロングクラスの軟
膏をつけて、その上から昔でいうボチ
貼り、サトウザルベ、ああいったもの
を布に伸ばして上から重層してあげる。
　池田　亜鉛華軟膏のようなものです
ね。
　栗原　はい。
　池田　ステロイドは塗って、そして
ボチみたいなものはガーゼに伸ばして

貼って保護するのですね。
　栗原　はい。
　池田　抗ヒスタミン薬等は処方され
ますか。
　栗原　もちろん、かゆみ止めとして、
寝る前とか、温まるとかゆくなります
から、よく出します。
　池田　そうやって治療をするのです
ね。先ほどもあったように、年齢とと
もに汗も脂も出なくなるのですが、そ
れに対する対処と、あと日常生活で気
をつける点はありますか。
　栗原　原因がわからない湿疹病変に
対しては、バリアを傷めないことが基
本だと思いますので、特に入浴時に、
脂分、表面の角質を落とさないような
生活習慣が大切です。具体的に言いま
すと、よく昔からナイロンタオルでご

しごしこする方がいますが、あれをや
ってしまっては「貨幣状湿疹出てこい」
と言っているようなもので、こすらな
いほうがいいです。むしろ石けんの泡
を乗せる程度、あるいは欧米人のよう
に週に数回しかお風呂に入らない、そ
ういったこともいいのかと思います。
　池田　日本人はお風呂に入るのが大
好きですよね。よかれと思ってやって
いることが悪いのですね。
　栗原　そうですね。
　池田　そのほかに鑑別疾患、どんな
病気が考えられますか。
　栗原　湿疹病変ですから、私どもが
外来でよく経験するのは、治らない湿
疹というのが、実はかぶれだったこと

はよくあります。特に、市販の外用薬
だと、かゆみ止めの成分あるいは抗菌
薬などが混ざっているものが多いので、
そういったものに対するアレルギーを
持っていると、つけたとおりに円くか
ぶれてきます。これは鑑別で重要だと
思います。
　池田　つけたところがかぶれる。も
ともと赤っぽいものに塗りますが、さ
らに赤くかぶれるのですね。
　栗原　はい。だんだん広がっていく
と思います。
　池田　患者さんは、かぶれているに
もかかわらず、多分もとの病気が悪く
なったと思って、また塗ってしまうの
ですか。

図１　汗腺機能の性差と経年変化

（井上芳光：発汗学、21（2）：53～56、
2014．より）

図２　年齢層ごとの上胸部皮表総皮脂量

（Nazzaro-Porro M, et al：JID, 73：12～117, 1979）
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　栗原　おそらくそうです。
　池田　自分ではよかれと思ってやっ
ていることが悪化させている。
　栗原　はい。
　池田　ほかに消毒薬などでもそうい
うことが起こるのでしょうか。
　栗原　もちろん。消毒は絶対やめた
ほうがいいと思います。
　池田　どうしてもじゅくじゅくしま
すから、消毒したくなりますよね。そ
れでかぶれてしまう。
　栗原　多いです。
　池田　その場合は原因となるような
ものをやめてしまうということですね。
　栗原　はい。
　池田　そのほかにありますか。
　栗原　もう一つ、湿疹病変ではない
鑑別があります。湿疹病変は必ず表面
がざらざら触れますから、さわればわ
かるのですが、ざらざらは触れないけ
れども、コイン状に見えるという病気
に特発性色素性紫斑、シャンバーグ病
という病気があります。
　池田　難しい名前ですね。
　栗原　小さな紫斑の集まりで、それ
が新旧混在しますから、赤みが目立た
ないときには茶色く見えます。そうす
ると、それこそ５フラン硬貨に見える
かもしれませんが、さわれば表面はつ
るっとしていますから、湿疹と区別は
できます。
　池田　基本的には湿疹ではなくて出
血、紫斑なのですね。

　栗原　はい。
　池田　さわればわかるということで
すが、ほかに何か、いわゆる紅斑と紫
斑を鑑別する方法はあるのでしょうか。
　栗原　学生のときに習った硝子圧、
硝子板でぎゅっと押して、消えれば紅
斑、残れば紫斑、出血と、これで見れ
ばすぐわかると思います。
　池田　硝子板、あまりお持ちでない
方がいるのですが、普通のプレパラー
トみたいなものでもよいでしょうか。
　栗原　プレパラートでもけっこうで
すし、透明なプラスチックの板があれ
ば、それを押しつければわかると思い
ます。
　池田　そういった圧迫して皮膚症状
が見えるもの、ということですね。
　栗原　はい。
　池田　圧迫して消えれば紅斑で、貨
幣状湿疹であれば紅斑ですから、圧迫
すると色が衰える。
　栗原　ほとんど消えるだろうと思い
ます。
　池田　紫斑だと押しても赤みは残る
のですね。
　栗原　はい。
　池田　それで一応鑑別はできる。
　栗原　そうですね。
　池田　かぶれも、圧迫すると赤みが
取れるということですね。
　栗原　かぶれは、色も違うのですが、
ごりごりかいたりすると、出血も混じ
ることがあります。やはり押して消え

るかどうかと、もう一つはさわってみ
ることが大事かと思います。
　池田　さわってつるつるか、でこぼ
こなのか、ざらざらか。その辺が鑑別
になりますね。例えば、特発性色素性
紫斑であれば、なかなか一般の先生方
だと治療は難しいのでしょうか。
　栗原　そうですね。治療は難しいで
すね。
　池田　その場合は皮膚科の専門医に

任せるということですね。
　栗原　そのほうがいいと思います。
あまりかゆくないことが多いので、診
断さえつけば、様子をご覧になっても
いいとは思いますが。
　池田　心配であれば、専門医に１回
は診ていただく。
　栗原　それがいいと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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　栗原　おそらくそうです。
　池田　自分ではよかれと思ってやっ
ていることが悪化させている。
　栗原　はい。
　池田　ほかに消毒薬などでもそうい
うことが起こるのでしょうか。
　栗原　もちろん。消毒は絶対やめた
ほうがいいと思います。
　池田　どうしてもじゅくじゅくしま
すから、消毒したくなりますよね。そ
れでかぶれてしまう。
　栗原　多いです。
　池田　その場合は原因となるような
ものをやめてしまうということですね。
　栗原　はい。
　池田　そのほかにありますか。
　栗原　もう一つ、湿疹病変ではない
鑑別があります。湿疹病変は必ず表面
がざらざら触れますから、さわればわ
かるのですが、ざらざらは触れないけ
れども、コイン状に見えるという病気
に特発性色素性紫斑、シャンバーグ病
という病気があります。
　池田　難しい名前ですね。
　栗原　小さな紫斑の集まりで、それ
が新旧混在しますから、赤みが目立た
ないときには茶色く見えます。そうす
ると、それこそ５フラン硬貨に見える
かもしれませんが、さわれば表面はつ
るっとしていますから、湿疹と区別は
できます。
　池田　基本的には湿疹ではなくて出
血、紫斑なのですね。

　栗原　はい。
　池田　さわればわかるということで
すが、ほかに何か、いわゆる紅斑と紫
斑を鑑別する方法はあるのでしょうか。
　栗原　学生のときに習った硝子圧、
硝子板でぎゅっと押して、消えれば紅
斑、残れば紫斑、出血と、これで見れ
ばすぐわかると思います。
　池田　硝子板、あまりお持ちでない
方がいるのですが、普通のプレパラー
トみたいなものでもよいでしょうか。
　栗原　プレパラートでもけっこうで
すし、透明なプラスチックの板があれ
ば、それを押しつければわかると思い
ます。
　池田　そういった圧迫して皮膚症状
が見えるもの、ということですね。
　栗原　はい。
　池田　圧迫して消えれば紅斑で、貨
幣状湿疹であれば紅斑ですから、圧迫
すると色が衰える。
　栗原　ほとんど消えるだろうと思い
ます。
　池田　紫斑だと押しても赤みは残る
のですね。
　栗原　はい。
　池田　それで一応鑑別はできる。
　栗原　そうですね。
　池田　かぶれも、圧迫すると赤みが
取れるということですね。
　栗原　かぶれは、色も違うのですが、
ごりごりかいたりすると、出血も混じ
ることがあります。やはり押して消え

るかどうかと、もう一つはさわってみ
ることが大事かと思います。
　池田　さわってつるつるか、でこぼ
こなのか、ざらざらか。その辺が鑑別
になりますね。例えば、特発性色素性
紫斑であれば、なかなか一般の先生方
だと治療は難しいのでしょうか。
　栗原　そうですね。治療は難しいで
すね。
　池田　その場合は皮膚科の専門医に

任せるということですね。
　栗原　そのほうがいいと思います。
あまりかゆくないことが多いので、診
断さえつけば、様子をご覧になっても
いいとは思いますが。
　池田　心配であれば、専門医に１回
は診ていただく。
　栗原　それがいいと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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東京都立小児総合医療センター呼吸器科・結核科医長
宮　川　知　士

（聞き手　山内俊一）

　１歳過ぎてからのBCG接種についてご教示ください。
　BCGを接種していない地域から帰国した方や何らかの事情で１歳までにBCG
ができなかった方に対して、４歳までなら自費でも接種すべきなのでしょうか。
施設によっては、１歳を過ぎたらBCG接種をしても意味がないとして接種しな
いところもあるようです。

＜埼玉県開業医＞

1歳過ぎてからのBCG接種

　山内　宮川先生、まず乳幼児への
BCGワクチンは何のためにやるのかと
いったあたりから解説願います。
　宮川　かつて日本に結核が多かった
時代、BCGは基本的に４歳まで接種し、
かつ学童、成人になっても、ツベルク
リンが陰性である人にはBCGを追加接
種していました。学童、成人の時期の
肺結核の発症を減らそうと行っていた
意味合いが強かったのですが、今は化
学療法で激減していますから、学童、
成人の結核を減らす目的でのBCGの効
果に対する期待は、だんだん薄くなっ
てきています。むしろ今は主に０～３
歳の乳幼児の重症結核を防ぐことを目
的として、接種している状態と考えら

れます。
　山内　そうしますと、疾患が変わっ
たというよりも、疾患の重症化する年
齢が変わって乳幼児の重症化対策が主
軸になってきているため、非常に早い
時期からのBCGの接種になってきた、
と考えてよいですね。
　宮川　そうです。どのくらいまでが
重症結核になりやすいかといいますと、
一番重症化しやすいのは乳児期、すな
わち生まれてから１歳までの時期なの
です。当然BCGを接種していない子ど
もだと、１歳を過ぎても重症化する例
はあります。そのリスクはだいたい３
歳ぐらいまであるといわれていて、例
えば、お父さん、お母さん、同居のお

じいちゃん、おばあちゃんが結核にな
った場合、その患者さんと日常的に濃
厚接触がある乳児期の子どもが検診に
来ると、肺門のリンパ節がものすごく
大きく腫れているということがよく見
られます。その状態からのちに結核菌
が血液の中に入って、いわゆる粟粒結
核、その半分は髄膜炎に進展してしま
う重症結核になるのです。そういう子
どもが１歳まではけっこう見られます。
　２歳を過ぎると、BCGを打っている
効果もあるのかもしれませんが、例え
ば肺門リンパ節がそれほどには大きく
ならなかったり、一部石灰化して、自
分で結核菌と闘っているような痕跡が
CTで見られるということがけっこう
出てきます。２～３歳ぐらいになると、
このような画像所見からもわかるよう
に結核に対する子どもの抵抗力がかな
り強くなってきているので、重症化が
次第に起こりづらくなってくるのだと
思います。
　ですから、例えば１歳までの子ども
にBCGを接種すると、結核菌に対する
免疫力が高まるので、そういう重症化
を防ぐ効果はあります。だいたい７割
方、重症結核を防ぐというデータが出
されています。ところが１歳を過ぎて
打つ場合、守ってあげられる期間が１
歳前に打つのに較べて短くなってしま
います。BCGを打つ意味がないわけで
はないけれども、だんだんメリットが
少なくなってくるという考え方は、当

然あるわけです。
　山内　最初の１年が勝負だと考える
と、生まれてすぐに打っているような
感じなのでしょうか。
　宮川　発展途上国では、だいたい生
まれた翌日に打つことが多いのです。
しかし、日本では先天性の免疫不全症
の子どもに、それとは知らずにBCGを
打ってしまうとBCG菌によって、全身
性の重症結核と同じ病態が起こり、そ
れによって最悪の場合には、亡くなっ
てしまうことがあるので、生後３カ月
まではBCGをやらないことになってい
ます。ですから、例えば2005年にBCG
が直接接種になったときも、打つ期間
というのは生後３～６カ月の間に設定
されました。今では生後５～８カ月と
いう時期が推奨時期とされています。
生まれてすぐではなくて、ある程度時
期を選んで打つというのは日本的なや
り方なのです。
　山内　集団で接種するということで
すか。
　宮川　昔は集団接種が多かったので
すが、今は接種すべきワクチンの種類
が増えているので、そのスケジュール
に合わせられるようにと個別接種化が
進められ、個別接種でほかのワクチン
と同時接種をするという方向でワクチ
ンスケジュールをこなしていく方法が
取られているようです。
　山内　確かにスケジュールを決める
のは随分たいへんそうですね。同時に
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東京都立小児総合医療センター呼吸器科・結核科医長
宮　川　知　士

（聞き手　山内俊一）

　１歳過ぎてからのBCG接種についてご教示ください。
　BCGを接種していない地域から帰国した方や何らかの事情で１歳までにBCG
ができなかった方に対して、４歳までなら自費でも接種すべきなのでしょうか。
施設によっては、１歳を過ぎたらBCG接種をしても意味がないとして接種しな
いところもあるようです。

＜埼玉県開業医＞

1歳過ぎてからのBCG接種

　山内　宮川先生、まず乳幼児への
BCGワクチンは何のためにやるのかと
いったあたりから解説願います。
　宮川　かつて日本に結核が多かった
時代、BCGは基本的に４歳まで接種し、
かつ学童、成人になっても、ツベルク
リンが陰性である人にはBCGを追加接
種していました。学童、成人の時期の
肺結核の発症を減らそうと行っていた
意味合いが強かったのですが、今は化
学療法で激減していますから、学童、
成人の結核を減らす目的でのBCGの効
果に対する期待は、だんだん薄くなっ
てきています。むしろ今は主に０～３
歳の乳幼児の重症結核を防ぐことを目
的として、接種している状態と考えら

れます。
　山内　そうしますと、疾患が変わっ
たというよりも、疾患の重症化する年
齢が変わって乳幼児の重症化対策が主
軸になってきているため、非常に早い
時期からのBCGの接種になってきた、
と考えてよいですね。
　宮川　そうです。どのくらいまでが
重症結核になりやすいかといいますと、
一番重症化しやすいのは乳児期、すな
わち生まれてから１歳までの時期なの
です。当然BCGを接種していない子ど
もだと、１歳を過ぎても重症化する例
はあります。そのリスクはだいたい３
歳ぐらいまであるといわれていて、例
えば、お父さん、お母さん、同居のお

じいちゃん、おばあちゃんが結核にな
った場合、その患者さんと日常的に濃
厚接触がある乳児期の子どもが検診に
来ると、肺門のリンパ節がものすごく
大きく腫れているということがよく見
られます。その状態からのちに結核菌
が血液の中に入って、いわゆる粟粒結
核、その半分は髄膜炎に進展してしま
う重症結核になるのです。そういう子
どもが１歳まではけっこう見られます。
　２歳を過ぎると、BCGを打っている
効果もあるのかもしれませんが、例え
ば肺門リンパ節がそれほどには大きく
ならなかったり、一部石灰化して、自
分で結核菌と闘っているような痕跡が
CTで見られるということがけっこう
出てきます。２～３歳ぐらいになると、
このような画像所見からもわかるよう
に結核に対する子どもの抵抗力がかな
り強くなってきているので、重症化が
次第に起こりづらくなってくるのだと
思います。
　ですから、例えば１歳までの子ども
にBCGを接種すると、結核菌に対する
免疫力が高まるので、そういう重症化
を防ぐ効果はあります。だいたい７割
方、重症結核を防ぐというデータが出
されています。ところが１歳を過ぎて
打つ場合、守ってあげられる期間が１
歳前に打つのに較べて短くなってしま
います。BCGを打つ意味がないわけで
はないけれども、だんだんメリットが
少なくなってくるという考え方は、当

然あるわけです。
　山内　最初の１年が勝負だと考える
と、生まれてすぐに打っているような
感じなのでしょうか。
　宮川　発展途上国では、だいたい生
まれた翌日に打つことが多いのです。
しかし、日本では先天性の免疫不全症
の子どもに、それとは知らずにBCGを
打ってしまうとBCG菌によって、全身
性の重症結核と同じ病態が起こり、そ
れによって最悪の場合には、亡くなっ
てしまうことがあるので、生後３カ月
まではBCGをやらないことになってい
ます。ですから、例えば2005年にBCG
が直接接種になったときも、打つ期間
というのは生後３～６カ月の間に設定
されました。今では生後５～８カ月と
いう時期が推奨時期とされています。
生まれてすぐではなくて、ある程度時
期を選んで打つというのは日本的なや
り方なのです。
　山内　集団で接種するということで
すか。
　宮川　昔は集団接種が多かったので
すが、今は接種すべきワクチンの種類
が増えているので、そのスケジュール
に合わせられるようにと個別接種化が
進められ、個別接種でほかのワクチン
と同時接種をするという方向でワクチ
ンスケジュールをこなしていく方法が
取られているようです。
　山内　確かにスケジュールを決める
のは随分たいへんそうですね。同時に
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打つ分には全然構わないのでしょうか。
　宮川　はい。
　山内　同じ日に打ってはダメという
場合もあるのでしょうか。
　宮川　１つの医療機関においてBCG
とほかのワクチンを同時に接種するの
はよいのですが、複数の医療機関で同
じ日に異なるワクチンを接種（同日接
種）することは今のところ認可されて
いません。BCGを集団接種で行うと、
その日はBCGだけやって、１カ月空け
てほかのワクチンを打たなければなら
ないことになります。
　山内　そのあたりのやりくりがたい
へんになってくるのですね。
　宮川　はい。
　山内　ちなみに、質問ではBCGを接
種していない地域から帰国した方とい
うことですが、具体的には発展途上国
とは限らないのでしょうか。
　宮川　BCGを接種していない地域か
らと書いてありますので、アメリカ、
カナダ、オーストラリアなどの先進国
からいらした方と考えます。
　むしろ発展途上国からいらした方は
すでにBCGを接種しているというのが
普通です。ですから、どちらかという
と結核がすでに低蔓延となっているた
めにBCGをやらないという国から来た
方を想像します。
　山内　かえってそうなのですね。
　宮川　ですから、例えば４歳ぐらい
でそのような低蔓延の国から日本に帰

ってきた子どもに対しては、BCGは打
ちません。先ほどの話で、重症化のリ
スクがその年齢層では低いと考えられ
ることに加えて、日本における結核の
罹患率は低蔓延に近づきつつあります
から。
　山内　我々の世代というと、中学校
のころによく打っていたものですが、
今は学童レベルになると、ツベルクリ
ンあるいはBCGはもうないのでしょう
か。
　宮川　学校検診をしても、結核がそ
れで発見されるのは極めてまれになっ
ています。今、学校においては、例え
ば発展途上国で生まれたお子さんが日
本に来て、小学校、中学校に編入した
場合、高蔓延国からの転入ということ
で検診をします。感染診断を行うと、
日本で生まれた子どもよりも比較的、
けっこう高率に感染が見つかったり、
まれに発病している症例も発見されま
す。ですから、外国居住歴を有する子
どもに対象をしぼって、学校における
結核検診が行われています。
　山内　そうしますと、乳幼児を非常
に重点的にマークして、それ以降にな
ってくると発症してからの治療にシフ
トしている、と考えてよいのでしょう
か。
　宮川　発病しても重症化しないので
あればそれでよいという考えもありま
すが、周りに結核の人が発見された場
合には、接触者検診によって、感染・

発病の診断を精確に行うことが望まし
く、必要と判断されれば予防内服を行
って、発病を防ぐことが実際的なのだ
と思います。
　山内　これは結核全体に対してのス
トラテジーですね。これはまた今後ど
うするかといった話題にもなってくる
のでしょうね。
　宮川　当然なると思うのですが、た
だ地理的に日本は他のアジア諸国に近
い国ですので、決して今までどおり結
核が順調に減っていく保証はありませ
ん。やはりグローバル化すれば結核は
どんどん海外から入ってくることにな
るので、これからも子どもの結核につ
いては注意深く考えていかなければな
らないと思っています。

　山内　最後に、乳幼児へのワクチン
について、何となく怖い感じもします。
あまり大きなトラブル、副作用はない
のでしょうか。
　宮川　副作用は幾つかありますが、
全体の数から見ると頻度は少ないと考
えてよいと思います。
　山内　安全性が高いワクチンという
ことですね。
　宮川　そう言われていますが、リン
パ節炎や過剰反応などの軽い副作用か
ら、骨関節炎のような重い副作用まで、
幾つかの副作用があるので、決して
100％安全ではないのは、ほかのワク
チンと同じです。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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打つ分には全然構わないのでしょうか。
　宮川　はい。
　山内　同じ日に打ってはダメという
場合もあるのでしょうか。
　宮川　１つの医療機関においてBCG
とほかのワクチンを同時に接種するの
はよいのですが、複数の医療機関で同
じ日に異なるワクチンを接種（同日接
種）することは今のところ認可されて
いません。BCGを集団接種で行うと、
その日はBCGだけやって、１カ月空け
てほかのワクチンを打たなければなら
ないことになります。
　山内　そのあたりのやりくりがたい
へんになってくるのですね。
　宮川　はい。
　山内　ちなみに、質問ではBCGを接
種していない地域から帰国した方とい
うことですが、具体的には発展途上国
とは限らないのでしょうか。
　宮川　BCGを接種していない地域か
らと書いてありますので、アメリカ、
カナダ、オーストラリアなどの先進国
からいらした方と考えます。
　むしろ発展途上国からいらした方は
すでにBCGを接種しているというのが
普通です。ですから、どちらかという
と結核がすでに低蔓延となっているた
めにBCGをやらないという国から来た
方を想像します。
　山内　かえってそうなのですね。
　宮川　ですから、例えば４歳ぐらい
でそのような低蔓延の国から日本に帰

ってきた子どもに対しては、BCGは打
ちません。先ほどの話で、重症化のリ
スクがその年齢層では低いと考えられ
ることに加えて、日本における結核の
罹患率は低蔓延に近づきつつあります
から。
　山内　我々の世代というと、中学校
のころによく打っていたものですが、
今は学童レベルになると、ツベルクリ
ンあるいはBCGはもうないのでしょう
か。
　宮川　学校検診をしても、結核がそ
れで発見されるのは極めてまれになっ
ています。今、学校においては、例え
ば発展途上国で生まれたお子さんが日
本に来て、小学校、中学校に編入した
場合、高蔓延国からの転入ということ
で検診をします。感染診断を行うと、
日本で生まれた子どもよりも比較的、
けっこう高率に感染が見つかったり、
まれに発病している症例も発見されま
す。ですから、外国居住歴を有する子
どもに対象をしぼって、学校における
結核検診が行われています。
　山内　そうしますと、乳幼児を非常
に重点的にマークして、それ以降にな
ってくると発症してからの治療にシフ
トしている、と考えてよいのでしょう
か。
　宮川　発病しても重症化しないので
あればそれでよいという考えもありま
すが、周りに結核の人が発見された場
合には、接触者検診によって、感染・

発病の診断を精確に行うことが望まし
く、必要と判断されれば予防内服を行
って、発病を防ぐことが実際的なのだ
と思います。
　山内　これは結核全体に対してのス
トラテジーですね。これはまた今後ど
うするかといった話題にもなってくる
のでしょうね。
　宮川　当然なると思うのですが、た
だ地理的に日本は他のアジア諸国に近
い国ですので、決して今までどおり結
核が順調に減っていく保証はありませ
ん。やはりグローバル化すれば結核は
どんどん海外から入ってくることにな
るので、これからも子どもの結核につ
いては注意深く考えていかなければな
らないと思っています。

　山内　最後に、乳幼児へのワクチン
について、何となく怖い感じもします。
あまり大きなトラブル、副作用はない
のでしょうか。
　宮川　副作用は幾つかありますが、
全体の数から見ると頻度は少ないと考
えてよいと思います。
　山内　安全性が高いワクチンという
ことですね。
　宮川　そう言われていますが、リン
パ節炎や過剰反応などの軽い副作用か
ら、骨関節炎のような重い副作用まで、
幾つかの副作用があるので、決して
100％安全ではないのは、ほかのワク
チンと同じです。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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リウマチ・膠原病の最新情報（Ⅴ）

埼玉医科大学総合医療センターリウマチ・膠原病内科教授
天　野　宏　一

（聞き手　大西　真）

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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リウマチ・膠原病の最新情報（Ⅴ）

埼玉医科大学総合医療センターリウマチ・膠原病内科教授
天　野　宏　一

（聞き手　大西　真）
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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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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。
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　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、

ドクターサロン62巻８月号（7 . 2018） （605）  4544 （604） ドクターサロン62巻８月号（7 . 2018）

1808本文.indd   44-45 2018/07/13   10:30



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、

ドクターサロン62巻８月号（7 . 2018） （605）  4544 （604） ドクターサロン62巻８月号（7 . 2018）

1808本文.indd   44-45 2018/07/13   10:30



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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リウマチ・膠原病の最新情報（Ⅴ）

日本医科大学大学院アレルギー膠原病内科学分野准教授
岳　野　光　洋

（聞き手　齊藤郁夫）

ベーチェット病

　齊藤　ベーチェット病についてうか
がいます。まず、疾患の概念はどのよ
うなものなのでしょうか。
　岳野　ベーチェット病は、口腔内の
再発性アフタ性潰瘍、皮膚症状、眼症
状、外陰部潰瘍など、炎症性の病変を
繰り返しつつ慢性に経過する難治性の
疾患です。
　齊藤　この４つが重要なのですね。
　岳野　そうですね。主症状としてこ
の４つが挙げられていますが、このほ
かにも、腸管、神経、血管などに、重
篤な臓器病変を起こすこともあります。
　齊藤　関節炎はどうでしょう。
　岳野　リウマチのように変形を伴う
ことはありませんが、関節炎も一つの
重要な症状です。また、男性において
は副睾丸炎も起こすことがあります。
　齊藤　病名はいつごろからいわれて
いるのですか。
　岳野　病気としては古くからあった
と思うのですが、体系的にまとめたの
はトルコの皮膚科医のHulusi Behcet
先生で、その先生の名前にちなんでこ

の病名がつけられました。
　齊藤　病気がトルコに多いのでしょ
うか。
　岳野　そうですね。トルコの先生が
この病気をまとめられたのは決して偶
然ではありません。実際に、疫学的な
データを見ると、地中海沿岸から中東、
中央アジアのあたりはちょっとデータ
がありませんが、日本や韓国といった
東アジアにかけて、昔のシルクロード
沿いに多く、別名シルクロード病とい
われるほど、患者分布に地域的な偏り
があり、それが一つの特徴でもありま
す。
　齊藤　日本では今、どういう状況な
のですか。
　岳野　日本では約２万人の患者がい
るといわれています。発症年齢は20～ 
30歳で、男女比は１対１～1.5ですけれ
ども、男性のほうに重症型である眼病
変や臓器病変が多いとされています。
　齊藤　比較的地域的に限られている
ということですが、この病因はわかっ
てきているのでしょうか。

　岳野　地域的な偏在というのは、病
因を考えるうえで非常にヒントになり
ます。遺伝素因が関与しているだろう
と考えられ、その中でも白血球の血液
型であるHLAのB51というタイプがこ
の病気に多いことが明らかにされてお
り、一番重要な遺伝素因と考えられて
います。
　齊藤　遺伝に加え、環境との関連は
何かあるのですか。
　岳野　これも疫学のデータによる知
見ですが、例えば日本人がベーチェッ
ト病になる頻度は世界的に見ると高い
のですが、ハワイや米国に移住した日
系移民にはほとんどベーチェット病は
見られません。同じようなデータがト
ルコからドイツへ移住した移民の検討
ででています。トルコ人で、トルコに
ずっと住んでいる方が一番多く、移住
するとその比率が減るとされています。
しかし、移住した人でも、ドイツに住
んでいるドイツの方よりはベーチェッ
ト病患者数がはるかに多いというデー
タが示されています。
　齊藤　となると、やはり何か食べ物
などに原因がありそうだということで
すか。
　岳野　はっきり何が、ということは
同定できていません。病原微生物が想
定されています。遺伝素因だけではな
くて、環境要因も関係していると考え
られています。
　齊藤　病態的には、自己抗体はある

のですか。
　岳野　リウマチ性疾患であり、膠原
病類縁疾患として挙げられ、いろいろ
な臓器が侵されるということについて
は、膠原病と同じような分類、そうい
うカテゴリーに入ります。しかし、疾
患に特徴的な自己抗体は研究室レベル
では報告されていますけれども、臨床
に使えるような自己抗体は残念ながら
見いだされていません。
　齊藤　ということは、いわゆる自己
免疫疾患とは言いにくいと。
　岳野　最近はやりの全ゲノム解析は
この疾患でも行われていますが、その
結果からは、自己免疫の要素と自己炎
症、好中球や単球などの自然免疫系が
過剰に活動して、両方が病態を形成し
ている側面がありそうです。
　齊藤　診断の流れとしてはどうなり
ますか。
　岳野　膠原病のような疾患特異的な
自己抗体がありませんので、どうして
も症状の組み合わせになります。先ほ
どの４つの主症状と、関節炎や副睾丸
炎、消化器病変、血管病変、中枢神経
病変、これら副症状を組み合わせて診
断をつけていくことになります（表）。
　齊藤　症状がたくさんあって、すべ
てが同時になるわけではないのですね。
　岳野　そのとおりです。一時点で横
断的に全部の症状がそろわなくても、
経過を通じて症状があれば、それは一
つと数えて診断に結びつけることがで
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リウマチ・膠原病の最新情報（Ⅴ）

日本医科大学大学院アレルギー膠原病内科学分野准教授
岳　野　光　洋

（聞き手　齊藤郁夫）
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きます。
　齊藤　最初は症状が少ないというこ
とで、疑いのようなことになるのです
か。
　岳野　そうですね。ほとんどの患者
さんで最初に口腔内再発性アフタ性潰
瘍が出ます。これが子どものころから

出て、自分でも体質だと思っていて、
特に病気だと思わず、病院にも行かず
過ごしていたけれども、これに加えて、
皮膚症状や外陰部潰瘍や眼の症状が出
て、受診して診断される、というケー
スが多いようです。
　齊藤　それが先ほど話された20～30

代、40代なのですね。
　岳野　比較的若い働き盛りの人に多
いことから、そこも問題になるところ
です。
　齊藤　４つの主症状と、あとは腸と
血管と脳ですか。腸はどんなことにな
るのでしょうか。
　岳野　腸のほうは、回盲部、ちょう
ど虫垂炎が起こるようなところですが、
そこに病変が多いです。できるのは潰
瘍病変で、それが穿孔して急性腹症に
なって緊急手術、ということもありま
す。手術した後に口内炎、関節炎や皮
膚症状の病歴がさかのぼって確認され
て、ベーチェット病の腸管病変だと診
断されることもあります。
　齊藤　血管はどうでしょうか。かな
り重症になることがあるのでしょうか。
　岳野　世界的に見ると血管が一番問
題になるのですが、日本では幸い５～ 
10％と低頻度です。動脈にも静脈にも
両方とも起きてしまうのがこの病気の
特徴です。
　齊藤　どのようなことが起こります
か。血栓でしょうか。
　岳野　そうですね。静脈だと深部静
脈血栓症が多いのですが、全体として
も血管病変では深部静脈血栓症が中心
になります。動脈にも動脈瘤や動脈閉
塞が生じることがあり、また肺の血管
系にも動脈瘤や血栓ができることがあ
ります。
　齊藤　非常に多彩ですね。脳神経系

ではどうでしょう。
　岳野　脳神経系では大きく２つの病
型があり、急性型といって、髄膜炎み
たいなかたちで脳幹髄膜炎で来るタイ
プと、炎症性疾患というよりも変性疾
患のように、小脳失調や構音障害、認
知症のような精神症状を主体に徐々に
進行していく慢性進行型があります。
　齊藤　眼の症状については、失明す
るのですか。
　岳野　20世紀といいますか、20年ほ
ど前までは、失明の非常に大きな原因
だったのです。糖尿病に次ぐ成人の失
明の原因とされていましたが、今は治
療法がよくなって、特に新しい治療で
ある抗TNFα抗体を使う患者さんでは、
失明の危惧は小さくなったと思います。
　齊藤　治療について、治療の目標は
何かあるのでしょうか。
　岳野　治療は、いろいろな症状の組
み合わせで診断をつけますから、患者
さんごとに、非常に軽症の方から非常
に重症の方まで様々ですので、その患
者さんで一番問題になる病変を抑える
ことが目標になります。眼が悪い方で
あれば眼が標的になりますし、腸管、
血管、神経、これらそれぞれに対する
治療が必要になってきます。
　齊藤　重症度に応じて治療戦略があ
るのですか。
　岳野　そうですね。病型と重症度と、
その両方を見ながら治療を選択してい
くことになります。

表　厚生労働省ベーチェット病診断基準

主要項目
　（1）主症状
　　①口腔粘膜の再発性アフタ性潰瘍
　　②皮膚症状：結節性紅斑様皮疹、皮下の血栓性静脈炎、毛囊炎様皮疹、痤瘡様皮疹
　　　（参考所見：皮膚の被刺激性亢進）
　　③ 眼症状：虹彩毛様体、網膜ぶどう膜炎（網脈絡膜炎）、またはこれらを経過し

たと思われる虹彩後癒着、水晶体上色素沈着、網脈絡膜萎縮、視神経萎縮、併
発白内障、続発緑内障、眼球癆

　　④外陰部潰瘍

　（2）副症状
　　①変形や硬直を伴わない関節炎
　　②副睾丸炎
　　③回盲部潰瘍で代表される消化器病変
　　④血管病変
　　⑤中等度以上の中枢神経病変

　（3）病型診断の基準
　　①完全型：経過中に４主症状が出現したもの
　　② 不全型：３主症状、２主症状＋２副症状、定型的眼症状＋その他の１主症状 or 

２副症状
　　③疑い：主症状の一部が出現する、定型的な副症状が反復あるいは増悪するもの
　　④特殊病変：完全型または不全型の基準を満たし、下のいずれかの病変を伴う場合
　　　（a）腸管（型）ベーチェット病─内視鏡で病変確認
　　　（b）血管（型）ベーチェット病─動脈瘤、動脈閉塞、深部静脈血栓症、肺塞栓
　　　（c）神経（型）ベーチェット病─髄膜炎、脳幹脳炎などの急性型
　　　　　　　　　　　　　　　　　　体幹失調精神症状が緩徐に進行する慢性進行型
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療法がよくなって、特に新しい治療で
ある抗TNFα抗体を使う患者さんでは、
失明の危惧は小さくなったと思います。
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　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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較的軽症なのですか。
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　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
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　岳野　眼だと、眼発作が起こってい
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になりますが、発作がおさまったとき
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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
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　齊藤　それはどのような場合に使う
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　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
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　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。
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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
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　まず、この２つの疾患、痛風と偽痛
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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
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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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