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全身性強皮症（SSc）
　全身性強皮症（Systemic…sclerosis:…SSc）は，皮膚硬化
が躯幹にまで及ぶびまん皮膚硬化型（diffuse…cutaneous…
SSc:…dcSSc）と，手指，顔面に限局する限局皮膚硬化型
（limited…cutaneous…SSc:… lcSSc）に分けられます．また，
前者では抗 Scl-70 抗体（抗トポイソメラーゼ I 抗体），抗 RNA
ポリメラーゼⅢ抗体が，後者では抗セントロメア抗体が出現す
ることから，これらの自己抗体の測定は病型の分類に有意義です．

皮膚症状（手指腫脹，皮膚硬化，色素沈着と脱失）
末梢循環障害（レイノー現象，手指潰瘍），
臓器障害（肺動脈性肺高血圧症，心筋障害，消化管機能障害，間質性
肺疾患，腎クリーゼ）

臨床的特徴

間質性肺炎のCT 写真

爪上皮出血点

指尖部の皮膚潰瘍

レイノー症状

写真提供：東京大学　佐藤伸一先生

全身性強皮症（SSc）の診断基準
日本皮膚科学会

　大基準
　両側性の手指を越える皮膚硬化
　
　小基準
　①…手指に限局する皮膚硬化 *1

　②…爪郭部毛細血管異常 *2

　③…手指尖端の陥凹性瘢痕，あるいは指尖潰瘍 *3

　④…両側下肺野の間質性陰影
　⑤…抗 Scl-70（トポイソメラーゼ I）抗体，抗セントロメア抗体，抗
RNA…ポリメラーゼ III…抗体のいずれかが陽性

　除外基準
　以下の疾患を除外すること
　腎性全身性線維症，汎発型限局性強皮症，好酸球性筋膜炎，糖尿
　病性浮腫性硬化症，硬化性粘液水腫，ポルフィリン症，硬化性萎
　縮性苔癬，移植片対宿主病，糖尿病性手関節症，Crow-Fukase…
　症候群，Werner…症候群… （次ページへつづく）

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 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 Scl-70 抗体
（抗トポイソメ
ラーゼ I 抗体）

びまん皮膚硬化型に
特異的．手指潰瘍，
間質性肺疾患と相関．

CLEIA
ステイシア MEBLux™ テスト Scl-70
ELISA
MESACUP™-3 テスト Scl-70 

◎

抗セントロメ
ア抗体

限局皮膚硬化型 SSc
で高率に出現．

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

◎

抗 RNA
ポリメラーゼ
III 抗体

SScの約20%に出現．
びまん皮膚硬化型に特
異的．腎クリーゼと相関

ELISA
MESACUP™ anti-RNA
ポリメラーゼ III テスト

◎

抗核小体抗体 頻度は低いが，比較的
SScに特異的．一部レ
イノー現象のみを有す
る症例でも検出される．

IIF 法
フルオロ　HEPANA-2 テスト

抗 RNP 抗体
（抗 U1-RNP
抗体）

SSc の15% 程度に検
出される．特に lcSSc
に認められる．

CLEIA
ステイシア MEBLux™ テスト RNP
ELISA
MESACUP™-2 テスト RNP
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診断の判定
大基準，あるいは小基準①及び②～⑤のうち1…項目以上を満たせば
全身性強皮症と診断する．

注釈
*1…MCP…関節よりも遠位にとどまり，かつPIP…関節よりも近位に及ぶものに限る
*2…肉眼的に爪上皮出血点が 2…本以上の指に認められる＃，または capillaroscopy…
あるいは dermoscopy で全身性強皮症に特徴的な所見が認められる＃＃

*3…手指の循環障害によるもので，外傷などによるものを除く
＃　爪上皮出血点は出現・消退を繰り返すため，経過中に 2…本以上の指に認められ
た場合に陽性と判断する

＃＃　毛細血管の拡張，消失，出血など

出典：全身性強皮症　診断基準・重症度分類・診療ガイドライン…より改変　　…
日皮会誌：126（10），1831-1896，2016（平成 28）

©…日本皮膚科学会

2013ACR/EULAR による新 SSc 分類基準
日本臨床リウマチ学会

ドメイン 基準項目 ポイント
手指硬化がMCP 関節を越えて近位まで存在
（近位皮膚硬化）

9

手指の皮膚硬化
（ポイントの高い方を採用）

手指腫脹（puffy…fingers） 2
MCP 関節より遠位に限局した皮膚硬化 4

指尖部所見
（ポイントの高い方を採用）

手指潰瘍 2
指尖陥凹性瘢痕 3

爪郭毛細血管異常 2
毛細血管拡張… 2
肺病変
（いずれか陽性）

肺動脈性肺高血圧症
2間質性肺疾患

レイノー現象 3
SSc 関連自己抗体
（いずれか陽性）

抗セントロメア抗体
3抗 Scl-70/トポイソメラ－ゼ…I 抗体

抗 RNA ポリメラーゼ III 抗体
以下のスコアリングに当てはめ，合計 9…以上であれば SScに分類する．
* 皮膚硬化を有するが手指に皮膚硬化がない例，臨床所見を説明できる他疾患を
有する例は本基準を適用しない．

出典：桑名正隆．臨床リウマチ，27，281-287（2015）

全身性強皮症　病型分類と各病型の特徴

参考となる所見 IcSSc 早期 dcSSc 後期 dcSSc
Raynaud 現象
出現からの期間

多様
3年以内．ときに
レイノー症状を欠如

5 年以上

皮膚硬化の変化
（3ヶ月程度の観察）

変化なし 急速に進行
不変または
ゆっくり改善

皮膚の状態…
（前腕）

皮膚硬化は軽度
光沢はなし

浮腫を伴うことが多い
光沢を伴うことあり
色素沈着を伴う

浮腫を認めない，
光沢はなし，色素
沈着・脱失が目立つ

関節屈曲拘縮
なし．…
あっても軽度

高率 高率かつ高度

腱摩擦音 なし ときにあり なし
毛細血管拡張 高頻度にあり なし 高頻度にあり
爪郭毛細
血管所見…

毛細血管の減少，ループ拡張．
ときに異常血管新生

毛細血管減
少が主体

頻度の高い
臓器病変

食道病変，
肺動脈肺高血
圧症

間質性肺疾患，
消化管病変，腎ク
リーゼ，心筋障害

心不全，呼
吸不全，吸収
不良症候群

主な特異自己
抗体

抗セントロメア抗体
抗U1-RNP 抗体

抗トポイソメラ－ゼ…I 抗体，
抗 RNA ポリメラーゼ III 抗体
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全身性強皮症の治療方針

SSc の基礎治療薬として症状全般に有効であると考えられる薬剤な
どはなく，皮膚を含めた各臓器の重症度を把握し，臓器ごとに治療を
考慮することが重要である．

1. 皮膚硬化：①皮膚硬化出現 6 年以内の…dcSSc…早期例，②急速な
皮膚硬化の進行が認められる例，③触診にて浮腫性硬化が主体で
ある例では，20 ～30…mg/ 日の少量のステロイド内服が有効で
あることが知られている．皮膚硬化には有効でありQOL 向上には
役立つと考えられるが，肺線維症には無効であり生存率を向上させ
るかは不明である．二重盲検試験が必要であろう．しかしながら，
欧米では多量ステロイド内服により強皮症腎クリーゼを誘発するこ
とから使用には慎重である．

2. 末梢血管障害：末梢血管障害に対する薬物治療は一般的にはビタミ
ン E 製剤，Ca 拮抗薬，PG 製剤，セロトニン受容体拮抗薬，血
小板凝集抑制薬が頻用される．経口エンドセリン受容体拮抗薬（ボ
センタン）もその有効性が知られていたが，2016 年現在手指腫瘍
の発症抑制に対して保険収載となり使用可能である．四肢に潰瘍，
壊疽が生じた際にはリポ PGE1静注や抗トロンビン薬であるアルガ
トロバン点滴が有効である．皮膚潰瘍に対する外用剤はヒト塩基
性線維芽細胞増殖因子（bFGF）（フィブラストスプレー），プロスタ
ンディン軟膏，ユーパスタ軟膏，アクトシン軟膏などを用いて適切な
処置を行う．

3.消化器症状
①食道症状の強い例 : 摂食障害，消化管出血による貧血，悪心，
嘔吐を伴い，著しくQOL が低下する場合もある．これらの症状
を改善することはQOLの向上をもたらし，臨床上非常に重要で
ある．SSc の逆流性食道炎に対してH2 ブロッカーは効果が不
十分であるが，PPI によって劇的に改善される．またエカべトナ
トリウムの併用にてさらに症状の改善が期待される．食道蠕動
運動の低下による胸のつかえ感や下部消化管蠕動運動の低下に
よる便秘に対しては，消化管蠕動運動を亢進させるモサプリド
が有効である．

②下部消化管病変 : 消化管機能改善薬（エリスロマイシン，オクト
レオチド），抗菌薬のカナマイシンなどが使用される．偽性腸閉
塞，囊腫様腸管気腫には禁飲食で保存的に対応する．禁飲食
で保存的に対応しても改善しない場合，あるいは低栄養状態で
QOL が著しく障害される場合は在宅中心静脈栄養も考慮する．

4. 肺病変：対象となる症例が少数であり，またどのような症例で有
効であるのかいまだ意見の一致をみないが（筆者の経験では早
期例よりはむしろ蜂巣肺を呈する進行例で有効と考えられる），…
シクロホスファミド静注あるいは経口投与の有効性が報告されてい
る．肺動脈性肺高血圧症に対しては，予防としてPG 製剤内服が
挙げられる．経口エンドセリン受容体拮抗薬（ボセンタン）も効果
はいまだ不十分といえよう．また，PGI2持続静注療法，シルデナフィ
ル，夕ダラフィル，アンブリセンタンの有効性も報告されているが，
いずれの薬剤も単剤では効果不十分で多剤併用が必要と考えられ
る．

5.腎病変：強皮症腎クリーゼに対しては，ACE阻害薬で短期作用型
のカプトプリルが第一選択となる．ただちにカプトプリルを開始し，
漸次増量して血圧の正常化を目指す．血圧調節困難あるいは副作
用などで継続困難である場合，Ca 拮抗薬あるいは ARBを併用
ないし変更する．腎機能悪化が進行する場合，降圧療法継続とと
もに早期に血液透析療法の導入を考慮する．

6. 心病変：心囊液貯留に対して中等量ステロイドないし利尿薬，心
筋障害に対しては β遮断薬，Ca 拮抗薬，不整脈に対しては抗不
整脈薬およびペースメーカーにて治療を行うことが推奨されてい
る．

出典：日常診療に活かす診療ガイドライン…UP-TO-DATE…2018-2019．メディカ
ルレビュー社，2018．
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