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IgG4 関連疾患

自己免疫性膵炎の治療についてのコンセンサス

出典：…日本膵臓学会・厚生労働省難治性膵疾患に関する調査研究班．自己免疫性膵炎
診療ガイドライン2013，膵臓…28 巻 6 号，775，2013．

IgG4 関連疾患の治療戦略フローチャート

札幌医科大学…高橋裕樹先生よりご提供

血管炎症候群
　血管炎とは血管壁に炎症をきたす病態であり，それによりも
たらされる多彩な臨床症状，疾患群を総称して血管炎症候群
とよびます．この中には血管炎そのものを主体とする独立した
疾患（原発性血管炎）と，他疾患に血管炎を伴う病態（続発
性血管炎）が含まれます．このうち原発性血管炎については，
1994 年に発表されたChapel…Hill…Consensus…Conference
の名称と定義（CHCC1994）が用いられてきましたが，2012
年に続発性血管炎を含めた多くの血管炎につき，新たな名
称 と 定 義 が Chapel…Hill…Consensus…Conference…2012
（CHCC2012）によって定められました．
　CHCC1994 同様，CHCC2012においても，その分類は
罹患血管サイズを根幹としています．大型血管炎，中型血管炎，
小型血管炎に分類される中で，小型血管炎には毛細血管，細
動脈，細静脈，および小動脈などの障害が含まれます．また小
型血管炎は，免疫複合体が関与する疾患群と関与しない疾患
（pauci-immune…vasculitis）群に大別され，後者のうち，顕
微鏡的多発血管炎（Microscopic…polyangiitis:…MPA），好酸
球性多発血管炎性肉芽腫症（Eosinophilic…granulomatosis…
with…polyangiitis:…EGPA）および多発血管炎性肉芽腫症
（Granulomatosis…with…polyangiitis:…GPA）などの疾患群は，
抗好中球細胞質抗体（anti-neutrophil…cytoplasmic…antibody:…
ANCA）と呼ばれる共通の自己抗体が高頻度で検出されるこ
とから，ANCA 関連血管炎（ANCA-associated…vasculitis:…
AAV）と称されています．

大血管の血管炎
巨細胞性動脈炎
高安動脈炎

結節性多発動脈炎
川崎病

多発血管炎性肉芽腫症
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
顕微鏡的多発血管炎

 IgA 血管炎
クリオグロブリン血症性血管炎
低補体血症性蕁麻疹様血管炎

抗 GBM 病
中血管の血管炎

ANCA関連血管炎

免疫複合体性血管炎
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血管炎症候群の新たな分類

カテゴリー 疾患名
大型血管炎（LVV） 高安動脈炎（TAK）

巨細胞性動脈炎（GCA）
中型血管炎（MVV） 結節性多発動脈炎（PAN）

川崎病（KD）
小型血管炎（SVV）
抗好中球細胞質抗体（ANCA）
関連血管炎（AAV）

顕微鏡的多発血管炎（MPA）
多発血管炎性肉芽腫症（GPA,…ウェゲ
ナー肉芽腫症）
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
（EGPA,…チャーグ・ストラウス症候群）…

免疫複合体性小型血管炎 抗糸球体基底膜抗体病（抗 GBM病）…
クリオグロブリン血症性血管炎（CV）
IgA 血管炎（IgAV，ヘノッホ・シェー
ンライン紫斑病）
低補体血症性蕁麻疹様血管炎
（HUV,…抗 C1q 血管炎）

多様な血管を侵す血管炎（VVV）ベーチェット病（BD）
コーガン症候群（CS）

単一臓器血管炎（SOV） 皮膚白血球破砕性血管炎
皮膚動脈炎
原発性中枢神経系血管炎
限局性大動脈炎

全身性疾患関連血管炎 ループス血管炎
リウマトイド血管炎
サルコイド血管炎

推定病因を有する血管炎 C型肝炎ウイルス関連クリオグロブリ
ン血症性血管炎
B型肝炎ウイルス関連血管炎
梅毒関連大動脈炎
薬剤関連免疫複合体性血管炎
薬剤関連 ANCA 関連血管炎
がん関連血管炎

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「難治性血管炎に関す
る調査研究」班ホームページ
https://www.vas-mhlw.org/pdf/results/chcc2012.pdf
参考年月　2020 年 5月

血管炎症候群の診断のアプローチ

出典：前田聡彦，尾崎承一．血管炎症候群，Mebio…30（10），75-81…（2013）

血管炎の症候・炎症所見：あり

感染症・膠原病・悪性腫瘍などを……
除外できる

罹患血管のサイズ
小型～毛細血管

血管造影

組織生検

続発性
血管炎

組織生検

-

MPO-
ANCA

TAK PANGCA MPA EGPA GPA IgAV CV HUV BD CSanti-
GBM
disease

KD

PR3-
ANCA

anti-
GBM

IgA
IC

cryo-
glob.

anti-
C1q

＋
免疫複合体（IC） 特徴的な所見

種々の血管大型 中型

除外
できない

TAK: 高安動脈炎，GCA: 巨細胞性動脈炎，PAN: 結節性多発動脈炎，KD: 川崎病，
MPA: 顕微鏡的多発血管炎，EGPA: 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症，
GPA: 多発血管炎性肉芽腫症，anti-GBM disease: 抗 GBM 病，
IgAV: IgA 血管炎，CV: クリオグロブリン血症性血管炎，
HUV: 低補体血症性蕁麻疹様血管炎，BD: Behcet 病，CS: Cogan 症候群
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皮膚血管炎の診療アルゴリズム
日本皮膚科学会

出典：古川福実，他．血管炎・血管障害診療ガイドライン，日皮会誌：127（3），299-
415，2017（平成 29）

©…日本皮膚科学会

臨床症状あるいは皮膚生検で血管炎の疑い（※1）

全身症状が主体

はい
（※2）

はい

はい

はい

はい いいえ いいえ

はい
はい

いいえ

はい いいえ

はい
いいえ

皮膚症状が主体

クリオグロブリン陽性

蛍光抗体直接法で罹患血管に IgA 沈着

再検査で IgA 沈着

診断の再考

クリオグロブリン血症性
血管炎

IgA 血管炎
(Henoch-Schönlein)

はい
真皮細静脈に

白血球破砕性血管炎

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
厚労省診断基準に合致

多発血管炎性肉芽腫症
厚労省診断基準に合致

いいえ

いいえはい

はい はい

蕁麻疹様血管炎
はい

いいえ

MPO-ANCA 陽性あるいは PR3-ANCA 陽性

いいえ

血中好酸球増多（>10% 以上か >1.5×109/L）

Palpable purpura（浸潤を触れる紫斑）
いいえ

蕁麻疹様紅斑
いいえ いいえ

いいえ
真皮上中層ときに
下層細静脈に
白血球破砕性

血管炎

真皮下層から
脂肪織に
小動脈炎

皮膚白血球
破砕性血管炎

皮膚動脈炎
（皮膚型結節性多発動脈炎）

好酸球性多発血管炎性
肉芽腫症 (Churg Strauss)

多発血管炎性肉芽腫症
(Wegener’ s)

顕微鏡的多発血管炎
厚労省診断基準に合致

顕微鏡的多発血管炎

結節性多発動脈炎
厚労省診断基準の組織所見に合致

結節性多発動脈炎

本アルゴリズムは原発性血管炎のみを扱っており，CHCC2012 で採用された全身性疾患に
続発する血管炎，誘因の推定される続発性血管炎は扱っていない．

（※1）血管炎には動脈炎と静脈炎が存在する．本アルゴリズムは簡便性を重んじているので，
　　　個々の症例に関しては充分な吟味が必要である．

（※2）今後，ANCA 測定法がより改善される可能性がある．従って，ANCA 陰性であっても
　　　ANCA 関連血管炎を否定できない症例が存在する．

（※3）灰色は病名を指す．

AAV の治療レジメンの選択
厚生労働省「難治性血管炎に関する調査研究」班

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（難治性疾患政策
研究事業）難治性血管炎に関する調査研究班…有村義宏，難治性腎疾患に
関する調査研究班…丸山彰一，びまん性肺疾患に関する調査研究班…本間…
栄（2017）『ANCA 関連血管炎診療ガイドライン2017』，診断と治療社，
p.xiv-xv　より改変

※1：GC+IVCYが GC+POCYよりも優先される．
※ 2：AAVの治療に対して十分な知識・経験をもつ医師のもとで，RTXの使用が適切と判

断される症例においては，GC+CYの代替として，GC+RTXを用いてもよい．
※ 3：GC+IVCY/POCYが GC+RTXよりも優先される．
※ 4：POCYではなく…IVCYが用いられる場合がある．
※ 5：AZA以外の薬剤として，RTX,…MTX*，…MMF* が選択肢となりうる．
＊：…保険適用外 .…クイックリファレンス「2.…診療ガイドラインの使い方」（p.viii）および
Part1…I「4.…使用上の注意」（p3）参照．

・…図には一般的な治療法を示してあり，個々の患者さんの状況には必ずしもあてはまるとは
限らない．

・…白矢印（　）は，MPAまたはGPAの診断，臓器障害・病態の評価が確定した場合，およ
び寛解導入治療が有効であった場合を示す．

・…実線矢印（　）･実線の四角（　　）は，ガイドラインの推奨文で提案した治療またはそ
の代替治療を表す．

・…点線矢印（　）は，それ以外の治療を表す．

GC+IVCYまたは
GC+POCY※1GC単独

GC単独

MPAまたはGPAの診断

臓器障害・病態の評価

GC+RTX※3

GC+MTX*

GC+MMF*

GC+POCY※4+
血漿交換 *

寛解維持治療

GC+AZA※5

CY，RTXともに
使用不可

重症な腎障害
を伴う場合

重症臓器病変
がなく腎機能
障害が軽微

上記以外

寛解導入治療

RTX が適切と判
断される場合※2
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免疫抑制・化学療法により発症する B 型肝炎対策ガイドライン

日本肝臓学会
肝炎診療ガイドライン作成委員会

補足：血液悪性疾患に対する強力な化学療法中あるいは終了後に，HBs 抗原陽性あるい
はHBs 抗原陰性例の一部においてHBV再活性化によりB型肝炎が発症し，その中
には劇症化する症例があり，注意が必要である．また，血液悪性疾患または固形癌
に対する通常の化学療法およびリウマチ性疾患・膠原病などの自己免疫疾患に対す
る免疫抑制療法においてもHBV再活性化のリスクを考慮して対応する必要がある．
通常の化学療法および抑制療法においては，HBV再活性化，肝炎の発症，劇症化の
頻度は明らかでなく，ガイドラインに関するエビデンスは十分ではない．また，核
酸アナログ投与による劇症化予防効果を完全に保証するものではない．

注 1）… 免疫抑制・化学療法前に，HBVキャリアおよび既往感染者をスクリーニングする．
まずHBs 抗原を測定して，HBVキャリアかどうか確認する．HBs 抗原陰性の場合
には，HBc 抗体およびHBs 抗体を測定して，既往感染者かどうか確認する．HBs
抗原・HBc 抗体およびHBs 抗体の測定は，高感度の測定法を用いて検査すること
が望ましい．また，HBs 抗体単独陽性（HBs 抗原陰性かつHBc 抗体陰性）例にお
いても，HBV再活性化は報告されており，ワクチン接種歴が明らかである場合を除
き，ガイドラインに従った対応が望ましい．

注 2）… HBs 抗原陽性例は肝臓専門医にコンサルトすること．また，すべての症例において
核酸アナログの投与開始ならびに終了にあたって肝臓専門医にコンサルトするのが
望ましい．

注 3）…初回化学療法開始時にHBc 抗体，HBs 抗体未測定の再治療例および既に免疫抑制
療法が開始されている例では，抗体価が低下している場合があり，HBV…DNA定量
検査などによる精査が望ましい．

注4）…既往感染者の場合は，リアルタイムPCR法によりHBV…DNAをスクリーニングする．
注 5）a.…リツキシマブ・オビヌツズマブ（±ステロイド），フルダラビンを用いる化学療法お

よび造血幹細胞移植 :…既往感染者からの…HBV再活性化の高リスクであり，注意が必
要である．治療中および治療終了後少なくとも12か月の間，HBV…DNAを月1回
モニタリングする．造血幹細胞移植例は，移植後長期間のモニタリングが必要である．

b.…通常の化学療法および免疫作用を有する分子標的治療薬を併用する場合 :…頻度は
少ないながら，HBV再活性化のリスクがある．HBV…DNA量のモニタリングは 1
～ 3か月ごとを目安とし，治療内容を考慮して間隔および期間を検討する．血液
悪性疾患においては慎重な対応が望ましい．

c.…副腎皮質ステロイド薬，免疫抑制薬，免疫抑制作用あるいは免疫修飾作用を有す
る分子標的治療薬による免疫抑制療法 :…HBV再活性化のリスクがある．免疫抑制
療法では，治療開始後および治療内容の変更後（中止を含む）少なくとも 6か月
間は，月 1回のHBV…DNA量のモニタリングが望ましい．なお，6か月以降は 3
か月ごとのHBV…DNA量測定を推奨するが，治療内容に応じて高感度HBs 抗原
測定（感度…0.005…IU/mL）で代用することを考慮する．

注 6）… 免疫抑制・化学療法を開始する前，できるだけ早期に核酸アナログ投与を開始する．
ことに，ウイルス量が多いHBs抗原陽性例においては，核酸アナログ予防投与中で
あっても劇症肝炎による死亡例が報告されており，免疫抑制・化学療法を開始する
前にウイルス量を低下させておくことが望ましい．

注 7）…免疫抑制・化学療法中あるいは治療終了後に，HBV…DNA 量が 20…IU/mL（1.3…
LogIU/mL）以上になった時点で直ちに核酸アナログ投与を開始する（20…IU/mL
未満陽性の場合は，別のポイントでの再検査を推奨する）．また，高感度HBs 抗原
モニタリングにおいて 1…IU/mL 未満陽性（低値陽性）の場合は，HBV…DNAを追
加測定して20…IU/mL以上であることを確認した上で核酸アナログ投与を開始する．
免疫抑制・化学療法中の場合，免疫抑制薬や免疫抑制作用のある抗腫瘍薬は直ちに
投与を中止するのではなく，対応を肝臓専門医と相談する．

注 8）…核酸アナログは薬剤耐性の少ない ETV，TDF，TAFの使用を推奨する．
注 9）…下記の①か②の条件を満たす場合には核酸アナログ投与の終了が可能であるが，そ

の決定については肝臓専門医と相談した上で行う．
①スクリーニング時にHBs 抗原陽性だった症例では，B型慢性肝炎における核酸ア
ナログ投与終了基準を満たしていること．②スクリーニング時にHBc抗体陽性また
はHBs 抗体陽性だった症例では，（1）免疫抑制・化学療法終了後，少なくとも 12
か月間は投与を継続すること．（2）この継続期間中にALT（GPT）が正常化してい
ること（ただしHBV以外にALT 異常の原因がある場合は除く）．（3）この継続期
間中にHBV…DNAが持続陰性化していること．（4）HBs 抗原およびHBコア関連
抗原も持続陰性化することが望ましい．

注10）…核酸アナログ投与終了後少なくとも 12か月間は，HBV…DNAモニタリングを含め
て厳重に経過観察する．経過観察方法は各核酸アナログの使用上の注意に基づく．
経過観察中にHBV…DNA量が 20…IU/mL（1.3…LogIU/mL）以上になった時点で直
ちに投与を再開する．

出典：日本肝臓学会…肝炎診療ガイドライン作成委員会（2019）『B型肝炎治療ガ
イドライン（第 3.1版）』p.129-130…
URL　http://www.jsh.or.jp/medical/guidelines/jsh_guidlines/hepatitis_b…
参考年月　2020 年 5月
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