
9

関節リウマチ

8

新 RA 分類基準
ACR/EULAR，2010 年　

以下の2項目を満たす患者を対象とする
1）…少なくとも1か所の活動性臨床的滑膜炎（すなわち関節腫脹）を…
有する

2）…上記の関節腫脹をよりよく説明できるRA 以外の疾患が存在しない

腫脹又は圧痛関節数 ***（0–5点）
　1個の中～大関節 ** 0
　2～10 個の中～大関節 ** 1
　1～3個の小関節 * 2
　4～10 個の小関節 * 3
　11関節以上（少なくとも1つは小関節 *） 5
血清学的検査（0–3点）
　RFも抗 CCP 抗体も陰性 0
　RFか抗 CCP 抗体のいずれかが低値の陽性 2
　RFか抗 CCP 抗体のいずれかが高値の陽性 3
滑膜炎の期間（0–1点）
　6週間未満 0
　6週間以上 1
急性期反応（0–1点）
　CRPもESRも正常値 0
　CRP か ESR が異常値 1

スコアー 6 点以上ならば RA と分類される．

*：MCP，PIP，MTP2-5，1st…IP，手首を含む
**：肩，肘，膝，股関節，足首を含む
***：DIP，1st…CMC，1st…MTPは除外

低値の陽性：基準値上限より大きく上限の3倍以内の値
高値の陽性：基準値の3倍より大きい値

出典：一般社団法人　日本リウマチ学会ホームページ
　　　https://www.ryumachi-jp.com/information/medical/news120115/
　　　参考年月　2020年 5月
原著：ARTHRITIS…&…RHEUMATISM,…Vol.…62,…No.…9,…2569–2581（2010）

日本臨床検査標準化協議会・RF 標準化検討委員会より2012 年に
リウマトイド因子標準化のガイドラインが公表されています．

関節リウマチ（RA）
　関節リウマチ（Rheumatoid…arthritis:…RA）は，多関節に
滑膜の炎症と増殖を生じる慢性疾患で，朝のこわばり，関節の
疼痛や変形，さらに，発熱・貧血などの関節外症状がみられます．
30-50 歳代の女性（男女比1:3）に好発しますが，小児発症や
高齢発症例もみられます．

◎関節症状
　朝のこわばり，多発性かつ
　対称性の関節炎，疼痛，発赤，
　腫脹，熱感，運動制限

◎関節外症状
　全身症状
　（微熱，全身倦怠感，体重減少，リンパ節腫脹）
　眼（強膜炎，上強膜炎，乾燥症状）
　肺（間質性肺炎・肺線維症，胸膜炎，肺内結節性病変）
　皮膚（皮下リウマトイド結節，網状皮斑，皮膚潰瘍，皮膚梗塞）
　腎（顕微鏡的血尿，蛋白尿）
　末梢神経障害（多発性単神経炎など）

関連自己抗体および血清学的指標
自己抗体または
血清学的指標

疾患，病態との
関連 MBL 関連製品 診断

基準
抗 CCP 抗体 環状シトルリン化

ペプチドと反応．
RA特異的で
高感度．

CLEIA
ステイシア MEBLux™ テスト
CCP
ELISA
MESACUP™-2 テスト
CCP

◎

リウマトイド因子 IgG に対する自己
抗体．RAに対す
る特異性は低い．

◎

IgG 型
リウマトイド因子

RA特異的だが，
陽性率は高くな
い．

ELISA
スマイテスト™「IgG RF」
ELISA

臨床的特徴

関節の腫張，変形
写真提供：順天堂大学　髙崎芳成先生
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関節リウマチ診療ガイドライン 2014　治療アルゴリズム

MTX が禁忌ではない MTX が禁忌

短期間のみ
少量のステロイドを

追加してよい

治療目標を
6 ヶ月以内に達成**

Phase II へ進む No Yes 継続

MTX を開始する
効果不十分の場合は
csDMARD（従来型
抗リウマチ薬）を併用する

csDMARD（従来型抗リウマチ薬）
を開始する

効果不十分の場合は他の
csDMARD（従来型抗リウマチ薬）

を併用する

± ±

Phase I

Phase II

治療目標を
6 ヶ月以内
に達成**

No

治療目標を
6 ヶ月以内に達成**

Phase III へ進む No

No

Yes

Yes

継続

継続

bDMARD（生物学的製剤）
を追加投与する
TNF 阻害薬または
トシリズマブまたは

アバタセプト

予後不良因子
を有する

RF/ACPA 陽性，特に高値
非常に疾患活動性が高い，
早期からの関節破壊

予後不良因子
がない

*：早期診断には 2010 ACR-EULAR 分類基準が有用である．
**：治療目標は臨床的寛解であるが，達成できない場合でも低疾患活動

性を目指す．治療目標は少なくとも 6 ヶ月で達成することを目指し
3 ヶ月で改善が見られなければ治療を見直す必要がある．

Phase III

**：治療目標は臨床的寛解であるが，達成できない場合でも低疾患活動
性を目指す．治療目標は少なくとも 6 ヶ月で達成することを目指し
3 ヶ月で改善が見られなければ治療を見直す必要がある．

RF/ACPA: リウマトイド因子 / 抗シトルリン化ペプチド抗体

次の csDMARD
（従来型抗リウマチ薬）を選択する

（1 剤または複数）
（ステロイドとの併用も可能）

トファシチニブ
（±DMARD）

推奨しうる
現在日本で対照群をおいた全例市販後調査が実施中である．JCR
ガイドラインを参照のこと．
bDMARD（生物学的製剤）無効例に対するトファシチニブの有効
性，安全性は日本人で確認されていない．
トファシチニブ無効例に対する bDMARD（生物学的製剤）の有
効性，安全性は日本人で確認されていない．

csDMARD
（従来型抗リウマチ薬）+他の bDMARD

（生物学的製剤）

csDMARD
（従来型抗リウマチ薬）
+bDMARD

（生物学的製剤）

関節リウマチと診断 *

Phase I が効果不十分または
副作用で継続できず

Phase II が効果不十分または
副作用で継続できず

治療目標を
6 ヶ月以内

に達成

治療目標を
6 ヶ月以内

に達成
bDMARD（生物学的製剤）

を変更する
1st→2nd→3rd……

新基準使用時の RA 鑑別疾患難易度別リスト
日本リウマチ学会，2016 年

関節症状を主訴に受診する患者集団における頻度，RAとの症状・徴
候の類似性，新分類基準スコア偽陽性の頻度などを総合して，新分
類基準を用いる際にRAと鑑別すべき代表的疾患を鑑別難易度高・中・
低の3 群に分類した．疾患名は日本リウマチ学会専門医研修カリキュ
ラムに準拠した．

鑑別難易度高：頻度もスコア偽陽性になる可能性も比較的高い
鑑別難易度中：頻度は中等または高いが，スコア偽陽性の可能性は
… … … 　比較的低い
鑑別難易度低：頻度もスコア偽陽性になる可能性も低い

鑑別
難易度

高

1.… ウイルス感染に伴う関節炎（パルボウイルス，風疹ウイ
ルスなど）

2.…全身性結合組織病（シェーグレン症候群，全身性エリ
テマトーデス，混合性結合組織病，皮膚筋炎・多発性
筋炎，強皮症）

3.…リウマチ性多発筋痛症
4.…乾癬性関節炎

中

1.… 変形性関節症
2.…関節周囲の疾患（腱鞘炎，腱付着部炎，肩関節周囲炎，
滑液包炎など）

3.…結晶誘発性関節炎（痛風，偽痛風など）
4.…脊椎関節炎（強直性脊椎炎，反応性関節炎，炎症性腸
疾患関連関節炎）

5.…掌蹠膿疱症性骨関節炎
6.…全身性結合組織病（ベーチェット病，血管炎症候群，
成人スチル病，結節性紅斑）

7.… その他のリウマチ性疾患（回帰リウマチ，サルコイドー
シス，RS3PEなど）

8.…その他の疾患（更年期障害，線維筋痛症）

低

1.… 感染に伴う関節炎（細菌性関節炎，結核性関節炎など）
2.…全身性結合組織病（リウマチ熱，再発性多発軟骨炎など）
3.…悪性腫瘍（腫瘍随伴症候群）
4.…その他の疾患（アミロイドーシス，感染性心内膜炎，
複合性局所疼痛症候群など）

出典：一般社団法人　日本リウマチ学会ホームページ
　　　https://www.ryumachi-jp.com/information/medical/news120115/
　　　参考年月　2020 年 5月

小冊子版にてご覧いただけます。

小冊子のお取り寄せをご希望の方は、

下記ウェブページの

よりお申し込みください。

https://ivd.mbl.co.jp/diagnostics/print/
autoimmune_pocketbook.html#print02

小冊子お取り寄せ申込フォーム

小冊子版にてご覧いただけます。

小冊子のお取り寄せをご希望の方は、

下記ウェブページの

よりお申し込みください。

https://ivd.mbl.co.jp/diagnostics/print/
autoimmune_pocketbook.html#print02

小冊子お取り寄せ申込フォーム

https://ivd.mbl.co.jp/diagnostics/print/autoimmune_pocketbook.html#print02?pdf
https://ivd.mbl.co.jp/diagnostics/print/autoimmune_pocketbook.html#print02?pdf


12 13

関節リウマチ

全身性エリテマトーデス（SLE）
　全身性エリテマトーデス（Systemic…lupus…erythematosus:…
SLE）は膠原病の代表的疾患です．若い女性に好発し，再発・
寛解をくり返す全身性の炎症性疾患です．多くの臓器が障害さ
れるので，臨床像は多彩で，多種類の自己抗体が検出されます．
重要な症状の一つである中枢神経症状は他のSLEの疾患活動
性の指標と並行しないで出現したり悪化したりすることがあり
ます．また，抗リン脂質抗体症候群（p.20）を合併する場合が
あります．

全身症状：	 発熱，全身倦怠感，関節痛
皮膚症状：	 顔面の蝶型紅斑，円板状紅斑，指尖部の凍瘡様皮疹，
	 爪床部の出血斑，レイノー現象，光線過敏症，脱毛
筋骨格系症状：関節痛，関節炎，筋炎
	 　（筋力低下や筋原性酵素の上昇を伴う）
腎症状：	 糸球体腎炎（ループス腎炎）
漿膜炎：	 胸膜炎，心膜炎
中枢神経症状（CNSループス）：
	 頭痛，痙攣発作，脳血管障害，脳神経障害，
	 末梢神経障害，精神症状
心肺症状：	 心内膜炎，心筋炎，冠動脈病変，急性肺炎様の肺浸潤，
	 肺線維症，肺高血圧症，肺出血（ループス肺臓炎）
血液異常：	 白血球減少，リンパ球減少，血小板減少，溶血性貧血
	 消化器病変，肝腫，脾腫，表在リンパ節腫脹

写真提供：順天堂大学　髙崎芳成先生

臨床的特徴

頬骨隆起部上の紅斑

皮膚の紅斑

各種ガイドライン

JCRのウェブサイト上には以下ガイドラインが掲載されています．
（2020 年 5月現在）

• 関節リウマチ（RA）に対する TNF 阻害薬使用の手引き (2020.2.1)
• 関節リウマチ（RA）に対する IL-6 阻害薬使用の手引き 　(2020.2.1)
• 全例市販後調査のためのバリシチニブ適正使用ガイド 　(2020.2.1)
• 関節リウマチ（RA）に対するアバタセプト使用の手引き (2020.2.1)
• 全例市販後調査のためのトファシチニブ適正使用ガイド　（2020.2.1）
• 関節リウマチに対するデノスマブ使用の手引き 　(2020.2.1)

MTX が禁忌ではない MTX が禁忌

短期間のみ
少量のステロイドを

追加してよい

治療目標を
6 ヶ月以内に達成**

Phase II へ進む No Yes 継続

MTX を開始する
効果不十分の場合は
csDMARD（従来型
抗リウマチ薬）を併用する

csDMARD（従来型抗リウマチ薬）
を開始する

効果不十分の場合は他の
csDMARD（従来型抗リウマチ薬）

を併用する

± ±

Phase I

Phase II

治療目標を
6 ヶ月以内
に達成**

No

治療目標を
6 ヶ月以内に達成**

Phase III へ進む No

No

Yes

Yes

継続

継続

bDMARD（生物学的製剤）
を追加投与する
TNF 阻害薬または
トシリズマブまたは

アバタセプト

予後不良因子
を有する

RF/ACPA 陽性，特に高値
非常に疾患活動性が高い，
早期からの関節破壊

予後不良因子
がない

*：早期診断には 2010 ACR-EULAR 分類基準が有用である．
**：治療目標は臨床的寛解であるが，達成できない場合でも低疾患活動

性を目指す．治療目標は少なくとも 6 ヶ月で達成することを目指し
3 ヶ月で改善が見られなければ治療を見直す必要がある．

Phase III

**：治療目標は臨床的寛解であるが，達成できない場合でも低疾患活動
性を目指す．治療目標は少なくとも 6 ヶ月で達成することを目指し
3 ヶ月で改善が見られなければ治療を見直す必要がある．

RF/ACPA: リウマトイド因子 / 抗シトルリン化ペプチド抗体

次の csDMARD
（従来型抗リウマチ薬）を選択する

（1 剤または複数）
（ステロイドとの併用も可能）

トファシチニブ
（±DMARD）

推奨しうる
現在日本で対照群をおいた全例市販後調査が実施中である．JCR
ガイドラインを参照のこと．
bDMARD（生物学的製剤）無効例に対するトファシチニブの有効
性，安全性は日本人で確認されていない．
トファシチニブ無効例に対する bDMARD（生物学的製剤）の有
効性，安全性は日本人で確認されていない．

csDMARD
（従来型抗リウマチ薬）+他の bDMARD

（生物学的製剤）

csDMARD
（従来型抗リウマチ薬）
+bDMARD

（生物学的製剤）

関節リウマチと診断 *

Phase I が効果不十分または
副作用で継続できず

Phase II が効果不十分または
副作用で継続できず

治療目標を
6 ヶ月以内

に達成

治療目標を
6 ヶ月以内

に達成
bDMARD（生物学的製剤）

を変更する
1st→2nd→3rd……

出典：…一般社団法人　日本リウマチ学会．関節リウマチ診療ガイドライン2014．メディ
カルレビュー，2014．
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