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多発性筋炎 / 皮膚筋炎（PM/DM）
　多発 性 筋炎（Polymyositis:…PM） および皮 膚 筋炎
（Dermatomyositis:…DM）は，骨格筋を障害する原因不明
の炎症性疾患です．筋以外にも多彩な全身の臓器病変を合併
することが多い全身性自己免疫疾患です．症状が筋肉及び内臓
にとどまるものをPM，それに加えて皮膚症状をともなうもの
をDMと呼びます．

全身症状：	 発熱，全身倦怠感，易疲労感，体重減少
筋症状：	 筋肉痛，四肢近位筋・頚筋などの筋力低下
皮膚症状：	 ゴットロン徴候，ヘリオトロープ疹，爪周囲紅斑，
	 爪床部小梗塞，皮膚の難治性潰瘍，レイノー現象
肺病変：	 間質性肺炎
心病変

* 写真提供：順天堂大学　山中健次郎先生
** 写真提供：順天堂大学　髙崎芳成先生　

臨床的特徴

ゴットロン徴候 *
手指関節伸側の落屑性紅斑

ヘリオトロープ疹 **
上眼瞼を中心に出現する浮腫性かつ紫紅色の紅斑

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

抗アミノアシル
tRNA 合成酵
素抗体

（抗 ARS抗体）

PMおよび DMに
特異的に検出さ
れ，慢性の間質性
肺炎を高率に併発
する．

ELISA
MESACUP™ anti-ARS テスト

◎

抗 Jo-1 抗体 PMおよび DMに
特異的に検出さ
れ，慢性の間質性
肺炎を高率に併発
する．

CLEIA
ステイシア MEBLux™ テスト
Jo-1
ELISA
MESACUP™-3 テスト Jo-1

◎

抗 MDA5 抗体
（抗 CADM-
140 抗体）

DM に特異的に検
出される．急速進
行性間質性肺炎を
高率に併発するこ
とが特徴的である．

ELISA
MESACUP™ anti-MDA5 テスト

抗 TIF1-γ 抗体 DMに特異的に検
出される．陽性例
では悪性腫瘍の併
発が高率である．

ELISA
MESACUP™ anti-TIF1-γテスト

抗 Mi-2 抗体 DM に特異的に検
出される．ステロイ
ド治療が奏効する．

ELISA
MESACUP™ anti-Mi-2 テスト

MESACUP™…anti-ARSテストにはOJ 抗原を含んでおりませんので
抗OJ 抗体を検出することはできません
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多発性筋炎・皮膚筋炎（PM/DM）の診断基準

1．診断基準項目…
（1）皮膚症状…

（a）ヘリオトロープ疹：両側または片側の眼瞼部の紫紅色浮腫性
紅斑…

（b）ゴットロン丘疹：手指関節背面の丘疹
（c）ゴットロン徴候：手指関節背面および四肢関節背面の紅斑

（2）上肢又は下肢の近位筋の筋力低下…
（3）筋肉の自発痛又は把握痛…
（4）血清中筋原性酵素（クレアチンキナーゼ又はアルドラーゼ）の上昇…
（5）筋炎を示す筋電図変化…
（6）骨破壊を伴わない関節炎又は関節痛…
（7）全身性炎症所見（発熱，CRP上昇，又は赤沈亢進）…
（8）抗アミノアシル tRNA合成酵素抗体（抗 Jo-1抗体を含む．）陽性
（9）筋生検で筋炎の病理所見：筋線維の変性及び細胞浸潤…
…
2．診断のカテゴリー…
皮膚筋炎：（1）の皮膚症状の（a）～（c）の1項目以上を満たし，か

つ経過中に（2）～（9）の項目中 4 項目以上を満たすもの．
なお，皮膚症状のみで皮膚病理学的所見が皮膚筋炎に合
致するものは，無筋症性皮膚筋炎として皮膚筋炎に含む．

多発性筋炎：（2）～（9）の項目中 4 項目以上を満たすもの．
…
3．鑑別診断を要する疾患…
感染による筋炎，薬剤誘発性ミオパチー，内分泌異常に基づくミオパ
チー，筋ジストロフィーその他の先天性筋疾患，湿疹・皮膚炎群を含
むその他の皮膚疾患

出典：厚生労働省ホームページ（2020 年 5月現在）
［情報提供元］…厚生労働省難治性疾患克服研究事業…「自己免疫疾患に関する
調査研究」班

筋炎特異自己抗体の臨床的意義

CQ2. 自己抗体は有用な指標となるか
厚生労働省「自己免疫疾患に関する調査研究」班

推奨文：
　筋炎特異（関連）自己抗体は筋炎の病型，病態，臨床経過，治
療反応性と密接に関連しており，抗 Jo-1抗体を含む抗アミノアシル
tRNA合成酵素（ARS）抗体だけでなく，可能であれば種々の特異
自己抗体の検索を行うべきである．（推奨度 A）

解説：
　筋炎に見出される筋炎特異抗体あるいは筋炎関連抗体の一部は，
筋炎および筋外合併症の治療反応性を予測できる可能性がある．
　これらの自己抗体のうちで，抗Mi-2 抗体，抗 U1RNP 抗体，抗
Ku 抗体陽性の症例は，比較的，副腎皮質ステロイド反応性が良好
で生命予後もよいことが報告されている．ただし，後 2者は筋炎オー
バーラップ症候群で認められる [エビデンスレベルⅣ ]．
　抗 Jo-1抗体およびその他の抗 ARS 抗体（抗 PL-7，PL-12，EJ，
OJ，KS 抗体を含む）は筋炎とともに高頻度に間質性肺炎（IP）を合
併する（抗 ARS 抗体症候群）．一般にこれらの抗 ARS 抗体陽性例の
筋症状はステロイド抵抗性を示すことが報告されているが，一方で初
期の治療には比較的よく反応するものの再燃率が高いとも報告されて
いる．このことは間質性肺炎（IP）の治療反応性にもあてはまり，初
期治療（副腎皮質ステロイド）反応性が期待できるが再燃率が高いた
め，呼吸機能の予後は必ずしも良好ではなく，再燃を防ぐために免疫
抑制薬の併用が勧められる [エビデンスレベルⅣ ]．
　抗 ARS 抗体の種類によっては臨床像・臨床経過・予後に若干の差
異が報告されている．抗 Jo-1抗体とその他の抗体で比較されること
が多く，抗 Jo-1抗体陽性例では筋症状の頻度が多いのに対し，抗
PL-7，PL-12，KS 抗体陽性例では筋症状が比較的少ない．また間質
性肺炎（IP）の頻度も，抗 PL-7，PL-12，KS，EJ 抗体陽性例では
抗 Jo-1抗体陽性例よりも多い．予後も抗 PL-7/PL-12 抗体陽性例の
ほうが抗 Jo-1抗体陽性例よりも悪いとする報告がある [エビデンスレベ
ルⅣ ]．
　抗 SRP 抗体は重症あるいは治療抵抗性，再発性筋炎のマーカーと
して報告されている．同抗体陽性例は筋生検像で筋線維の壊死再生
像が著明だが，炎症細胞浸潤に乏しい壊死性筋症を示すことが報告
されている．抗 SRP 抗体陽性筋炎は副腎皮質ステロイドに抵抗を示
すことがあり，早期からの免疫抑制薬や大量免疫グロブリン静注療法…

（次ページへつづく）

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

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

初期治療のアルゴリズム

遮光推奨のみ
ないし
皮膚局所療法併用

はい いいえ

はい いいえ

皮膚所見のみ

急速進行性間質性肺炎
ないし，その疑い

高用量副腎皮質ステロイド
および
免疫抑制薬

はい いいえ

副腎皮質ステロイド漸減 免疫抑制薬の追加ないし変更

高用量副腎皮質ステロイド
ないし
中等用量副腎皮質ステロイド
および免疫抑制薬

効果十分

　

出典：自己免疫疾患に関する調査研究班　多発性筋炎・皮膚筋炎分科会（2015）…
『多発性筋炎・皮膚筋炎治療ガイドライン』，p.ⅴ，診断と治療社

（IVIg）を必要とする場合が多い [エビデンスレベルⅣ ]．近年，抗 SRP
抗体陽性の治療抵抗性例に対してリツキシマブの有効性が報告され
ている [エビデンスレベルⅤ ]．
　抗 TIF-1γ/α（p155/140）抗体は DM全般に検出されるが，悪性
腫瘍合併例では同抗体陽性率が高いことが報告されている．したがっ
て，同抗体陽性例には悪性腫瘍の徹底した検索と，慎重な経過観察
を行うべきである [エビデンスレベルⅣ ]．
　抗MDA5（CADM-140）抗体は臨床的無筋症性皮膚筋炎（CADM）
に特異的な自己抗体であり，高率に急速に進行して死に至る予後の悪
い間質性肺炎（IP）を合併することが多い [エビデンスレベルⅣ ]．同抗
体陽性（あるいは陽性が疑われる）例では，早期から高用量副腎皮
質ステロイドとともに免疫抑制薬を同時に導入することが勧められる
[エビデンスレベルⅤ ]．

出典：自己免疫疾患に関する調査研究班　多発性筋炎・皮膚筋炎分科会（2015）…
『多発性筋炎・皮膚筋炎治療ガイドライン』，p.3-4，診断と治療社

PM/DM 治療の第一選択薬
　筋炎治療の第一選択薬としては，多くの専門家がプレドニゾロンを
第一次治療薬として推奨しており，異論は少ない．臨床の場では，プ
レドニゾロンの使用が困難であるという状況を除いては，大部分の症
例でプレドニゾロンが第一選択薬として用いられている．しかしなが
ら，第一選択薬としてのプレドニゾロン使用は経験に基づくものであ
り，有効性を前方視的なRCTで示した報告はない[エビデンスレベルⅥ]．
　なお，我が国では副腎皮質ステロイドとして複数の経口薬と静注薬
が使用可能であるが，その有効性と副腎皮質ステロイドの種類により
差があるとする研究はない．ステロイドパルス療法にはメチルプレドニ
ゾロンが用いられる．
　なお，小児 DMでは，副腎皮質ステロイドとメトトレキサート（MTX）
を初期治療から併用することで，副腎皮質ステロイドの早期漸減に有
効であることが示されている [エビデンスレベルⅤ ]．
　また，副腎皮質ステロイドにメチルプレドニゾロンパルス療法を併用
した群で改善率が高く，CKの正常化までの期間が有意に短かったと
する報告がある [エビデンスレベルⅢ ]．
　PM/DMには病態機序の異なるさまざまなグループが存在すると考
えられ，副腎皮質ステロイドの有効性が乏しい状態として，高齢者，
筋以外の臓器障害例（間質性肺炎，悪性腫瘍合併例）[エビデンスレベ
ルⅥ ]，抗 SRP 抗体陽性例などが知られている [エビデンスレベルⅤ ]．
今後グループごと，患者ごとに第一選択薬を検討していく必要がある．

出典：自己免疫疾患に関する調査研究班　多発性筋炎・皮膚筋炎分科会（2015）…
『多発性筋炎・皮膚筋炎治療ガイドライン』，p.8，診断と治療社

エビデンスのレベル分類

Ⅰ システマティック・レビュー，ランダム化比較研究のメタアナリシス
Ⅱ ひとつ以上のランダム化比較試験
Ⅲ 非ランダム化比較試験
Ⅳa 分析疫学的研究（コホート研究）
Ⅳ b 分析疫学的研究（症例対照研究，横断研究）
Ⅴ 記述研究（症例報告，ケースシリーズ）
Ⅵ 患者データに基づかない，専門委員会や専門家個人の意見

出典：自己免疫疾患に関する調査研究班　多発性筋炎・皮膚筋炎分科会（2015）…
『多発性筋炎・皮膚筋炎治療ガイドライン』，p.ⅳ，診断と治療社

詳細な治療法については，「多発性筋炎・皮膚筋炎治療ガイドライン」を
ご参照ください．
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