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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．

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
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全身性エリテマトーデス（SLE）の診断基準
アメリカリウマチ学会，1997年改訂

①…顔面紅斑
②…円板状皮疹
③…光線過敏症
④…口腔内潰瘍…（無痛性で口腔あるいは鼻咽腔に出現）
⑤…関節炎（2関節以上で非破壊性）
⑥…漿膜炎…（胸膜炎あるいは心膜炎）
⑦…腎病変…（0.5…g/ 日以上の持続的蛋白尿か細胞性円柱の出現）
⑧…神経学的病変…（痙攣発作あるいは精神障害）
⑨…血液学的異常（溶血性貧血，4,000/mm3 以下の白血球減少，1,500/
mm3 以下のリンパ球減少又は10万/mm3 以下の血小板減少）

⑩…免疫学的異常（抗 2本鎖…DNA…抗体陽性，抗…Sm…抗体陽性又は抗
リン脂質抗体陽性（抗カルジオリピン抗体，ループスアンチコアグ
ラント，梅毒反応偽陽性）

⑪…抗核抗体陽性

［診断のカテゴリー］
上記項目のうち4 項目以上を満たす場合，…全身性エリテマトーデスと
診断する．

出典：厚生労働省ホームページ（2020 年 5月現在）
［情報提供元］自己免疫疾患に関する調査研究班

Systemic Lupus International Collaboration Clinics
（SLICC）による全身性エリテマトーデス分類基準（2012）

SLICC，2012

1.
＊皮膚筋炎を除外したうえで，次の所見を呈する．

・…SLEに関連した中毒性表皮壊死変化… （次ページへつづく）

小児 SLE の推奨文

小児 SLEの診断には，小児 SLE 診断の手引きが有用で，ACR 分類
基 状や検査所見をふまえ

出典：厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業…自己免疫疾患に関する調査研究（自己免
疫班）/日本リウマチ学会…編：全身性エリテマトーデス診療ガイドライン…2019．南山堂，2019．

※小児SLE分類のための基準には，SLEの診断基準の11項目に低補体血症が追加されている．

関連自己抗体
自己抗体 疾患，病態との

関連 MBL 関連製品 診断
基準

抗核抗体 SLEに高率に
出現．

CLEIA
ステイシア MEBLux™ テストANA
ELISA
MESACUP™ ANA テスト
IIF 法
フルオロ　HEPANA-2 テスト

◎

抗 DNA 抗体
（抗 dsDNA 抗体）

SLEに高率に
出現．
SLEに特異的．

CLEIA
ステイシア MEBLux™ テスト dsDNA
ELISA
MESACUP™ DNA-II テスト「ds」

◎

抗 ssDNA 抗体 SLEに高率に
出現．

CLEIA
ステイシア MEBLux™ テストssDNA
ELISA
MESACUP™ DNA-IIテスト「ss」

抗 Sm 抗体 SLEに特異的．
疾患活動期に
相関．腎症状．

CLEIA
ステイシア MEBLux™ テスト Sm
ELISA
MESACUP™-3 テスト Sm

◎

抗 RNP 抗体
（抗 U1-RNP 抗体）

レイノー現象．
肺高血圧症．

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

抗 SS-A 抗体 乾燥症状．
高 γグロブリン
血症．

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

抗 PCNA 抗体 SLEに特異的．IIF 法
フルオロ　HEPANA-2 テスト

抗リボゾーム P
抗体

SLE-CNSルー
プスに高率に
出現．

ELISA
Ribosomal P ELISA Kit

（研究用試薬）

抗リン脂質
抗体

SLE 患者の約
半数で検出．

ELISA
MESACUP™ カルジオリピン テスト
ELISA
MESACUP™ カルジオリピン
IgM（研究用試薬）
希釈ラッセル蛇毒試験法
LA テスト「グラディポア」

◎

関連検査
検査 疾患，病態との関連 MBL 関連製品 診断

基準

NUDT15 NUDT15 遺伝子多型がチオ
プリン製剤の副作用と関連

Real-time PCR 法
MEBRIGHT™ NUDT15 キット
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9. 溶血性貧血
10. 白血球減少あるいはリンパ球減少
・少なくとも一回は白血球数＜4,000…mm3（Felty 症候群，薬剤，
門脈圧亢進症などの他の原因によるものを除く）

・あるいは，少なくとも一回はリンパ球数＜1,000…mm3（コルチコ
ステロイド，薬剤，感染などの他の原因によるものを除く）

11. 血小板減少
・少なくとも一回は血小板数＜100,000…mm3（薬剤，門脈圧亢進
症，血小板減少性紫斑病などの他の原因によるものを除く）

免疫学的項目
1. 抗核抗体陽性
2. 抗 2 本鎖 DNA 抗体陽性（ELISAの場合，正常上限の2倍以上）
3.…抗 Sm抗体陽性 :…Sm 核抗原に対する抗体の存在
4. 抗リン脂質抗体陽性：（以下のいずれかの方法による）
・ループスアンチコアグラント陽性
・迅速血漿レアギン（RPR）テスト偽陽性
・抗カルジオリピン抗体（IgG，IgA，または IgM）の中～高力価陽性
・抗 β2-glycoprotein…I 抗体陽性（IgG，IgA，または IgM）
5. 低補体
・C3低値，C4低値，CH50 低値
6. 直接クームステスト陽性（溶血性貧血がない場合）

[ 判定 ]
＊臨床所見項目と免疫学的項目の各項目の中から最低1項目ずつを含
んで，合計4 項目以上を満たせば SLEと分類する．
＊腎生検にてSLEに合致する腎炎所見を認める場合，抗核抗体陽性
か抗 2本鎖 DNA 抗体陽性であれば SLEと分類する．
＊各所見は経過中に認めれば陽性所見とし，同時に認める必要はない．

出典：Petri…M…et…al .…Arthritis…Rheum.…64,…2677-86…（2012）

ISN/RPS によるループス腎炎の 2003 年分類

I 型 微小メサンギウムループス腎炎
II 型 メサンギウム増殖性ループス腎炎

IV 型 びまん性ループス腎炎
V 型 膜性ループス腎炎
VI 型 進行した硬化性ループス腎炎

出典：厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業…自己免疫疾患に関す
る調査研究（自己免疫班）/日本リウマチ学会…編：全身性エリテマトーデス診
療ガイドライン…2019．南山堂，2019．から改変

・…丘疹状ループス皮疹
・…日光過敏性ループス皮疹
＊あるいは，亜急性皮膚ループス（瘢痕を残さず治癒する非硬化性
乾癬様あるいは環状連圏状病変．時として，炎症後の色素沈着
異常や血管拡張を伴う）

2.慢性皮膚ループス
・古典的円板状ループス：限局（頸部より上），全身（頸部の上と下）
・過形成（疣贅性）ループス
・ループス脂肪織炎（深在性ループス）
・粘膜ループス
・腫瘍性紅斑性狼瘡
・凍瘡状ループス
・円板状ループスと扁平苔癬の重複
3. 口腔潰瘍
・口蓋，頬部，舌，あるいは鼻腔潰瘍
＊他の原因（血管炎，Behcet 病，ヘルペスなどの感染症，炎症性
腸疾患，反応性関節炎，酸性食品など）によるものを除く．

4. 非瘢痕性脱毛
（びまん性に薄いか，見た目にも傷んでいるとわかる毛髪の脆弱）
＊他の原因（円形脱毛症，薬剤，鉄欠乏，男性ホルモンなど）によ
るものを除く．

5.…2 関節以上の腫脹と滑液貯留を伴う滑膜炎
あるいは，2関節以上の圧痛関節と30 分以上持続する朝のこわばり

6. 漿膜炎
・1日以上持続する典型的な胸膜炎，あるいは胸水や胸膜摩擦音
・1日以上持続する典型的な心外膜痛（臥位で痛み，前傾座位にて
軽減），あるいは心嚢液貯留や心外膜摩擦音，心臓超音波検査で
の心外膜炎所見
＊他の原因（感染，尿毒症，Dressler 心外膜炎など）によるものを除く．
7.腎症
・蛋白尿 /クレアチニン比（あるいは 24 時間蛋白尿）換算で1日尿
蛋白量が 500…mg 以上，または赤血球円柱を認める．

8. 神経症状
・けいれん
・精神病
・多発単神経炎（一次性血管炎などの他の原因によるものを除く）
・脊髄炎
・末梢神経障害，中枢神経障害（一次性血管炎，感染症，糖尿病な
どの他の原因によるものを除く）

・急性錯乱状態（中毒，代謝性疾患，尿毒症，薬剤などの他の原因
によるものを除く）

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
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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）

• 【日本皮膚科学会】ヒドロキシクロロキン適正使用の手引き（簡易版）（2015.10.20 版）
• 【日本リウマチ学会】皮膚エリテマトーデスおよび全身性エリテマトーデスに対する

ヒドロキシクロロキン使用のための簡易ガイドライン（2015.10.20 版）

アザチオプリン（AZP） の効果予測

　AZPは LNをはじめとした，SLEのさまざまな病態について主に
維持療法として頻用されている．しかし，日本人をはじめとした東ア
ジア人に重篤な白血球減少症により致死的感染症をきたすことも知ら
れている．
　近年，AZPを含めたチオプリン製剤による重篤な副作用の発症に
ついて，チオプリンの代謝酵素の一つであるNUDT15の遺伝子多型
との間に強い関連があることが判明した．NUDT15は，exon3上の
コドン139 がシステインホモ（Cys/Cys 型）の患者では，チオプリ
ン製剤を内服することによって，重篤な副作用（重度の白血球減少症
および脱毛症）を発症する可能性が高い．なお，日本人がこの遺伝
子多型を有する頻度は1.1%と推計されている．
　NUDT15 のコドン139に存在する2種類の遺伝子多型を検出し，
アレル判定ができる試薬が開発され，2019 年 2月よりNUDT15 遺
伝子多型検査が保険適用となっている．
　日本人の約1%に存在するCys/Cys 型の場合，重篤な副作用（高
度白血球減少，全脱毛）のリスクが非常に高いため，チオプリン製剤
の使用を原則として回避する．Arg/Cys，Cys/His 型の場合は低容
量（通常量の半分程度を目安とする）からの使用開始を考慮する．こ
れらの副作用のリスクが低いArg/Arg，Arg/His 型の場合であって
も，チオプリン製剤の副作用のすべてが NUDT15 遺伝子多型に起因
するものではないため，使用に際しては定期的な副作用モニタリング
を行うことを推奨する．

NUDT 遺伝子多型

NUDT15…
遺伝子
検査結果

日本人での
頻度

通常量で開始した場合の
副作用頻度 チオプリン

製剤の
開始方法急性高度

白血球減少 全脱毛

Arg/Arg
81.1% まれ（＜0.1%）まれ（＜0.1%）通常量で開始

Arg/His
Arg/Cys 17.8% 低（＜5%）

低（＜5%） 減量して開始
Cys/His ＜0.05% 高（＞50%）
Cys/Cys 1.1% 必発 必発 服用を回避

出典：厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業…自己免疫疾患に関
する調査研究（自己免疫班）/日本リウマチ学会…編：全身性エリテマトーデ
ス診療ガイドライン…2019．南山堂，2019．

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。
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