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強直性脊椎炎

強直性脊椎炎の治療指針

根治療法はなく，治療は，薬物療法及び各種物理療法・運動療法な
どの対症療法に終始する．症状軽減には非ステロイド性抗炎症薬が
有効であるが，関節リウマチに汎用される抗リウマチ薬（メトトレキサー
ト，サラゾスルファピリジンなど）の本疾患の主たる病態である脊椎
炎・仙腸関節炎に対する有効性は証明されていない．このように治療
薬の選択肢は少ないが，近年，生物学的製剤（TNFα阻害剤）の適
応が承認され，60％以上の患者でその有効性が証明されている．現
在 IL-17 阻害剤の国際的な治験が進行中である．高度の脊柱後弯変
形に対しては広範囲の脊椎矯正固定術，また関節の破壊・強直に対し
ては人工関節置換術が施行される．

出典：厚生労働省ホームページ（2020 年 5月現在）
［情報提供元］HLA多型が寄与する自己免疫疾患の発症機序の解明班

自己免疫性肝炎（AIH）
　自己免疫性肝炎（Autoimmune…hepatitis:…AIH）は中年以
降の女性で好発し，肝細胞障害を主な病態とする慢性肝疾患
で，血清中AST，ALTの上昇，IgGの上昇が特徴的です．ま
た，抗核抗体（ANA），抗平滑筋抗体（ASMA），肝腎ミクロゾー
ム（LKM）1型抗体など様々な自己抗体が血清中に出現します．
これらは診断の指標として有用で，出現する自己抗体の種類に
もとづくAIHの分類もなされています．

自己抗体による自己免疫性肝炎の分類
型 抗体

I
ANA 陽性，ASMA 陽性
ANA 陽性，ASMA 陰性
ANA 陰性，ASMA 陽性

II 抗 LKM-1 抗体陽性
Ⅱ型は欧米の特に若年例に多いが
我が国ではきわめて少ない．

約 20%が無症状．有症状例では，倦怠感，黄疸，食欲不振，関節痛，発熱，
嘔気．症例の約1/3に慢性甲状腺炎，関節リウマチ，シェ－グレン症候
群などの自己免疫性疾患との合併がみられます．

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 AIH で最も高頻度に検出さ

れるが，SLEなどの他の自
己免疫疾患でも高率に検出．

IIF 法
フルオロ　HEPANA-2 テスト ◎

抗平滑筋
抗体

通常SLEでは検出されない
ため，SLEに合併した肝障
害と自己免疫性肝炎の鑑別
に有用．（ウイルス性慢性肝
炎でも検出される．）

IIF 法
フルオロ AID-1テスト

◎

抗 LKM-1
抗体

II 型 AIH に特異的．II 型
AIH の診断に有用．

ELISA
MESACUP™ LKM-1テスト ◎

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

自己免疫性肝炎の腹腔鏡像

写真提供 :…東京女子医科大学
………………………………………橋本悦子先生臨床的特徴
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自己免疫性肝炎 自己免疫性肝炎

自己免疫性肝炎（AIH）の診断指針
厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班，2016 年

1．他の原因による肝障害が否定される
2．抗核抗体陽性あるいは抗平滑筋抗体陽性
3．IgG 高値（＞基準上限値1.1倍）
4．組織学的に interface…hepatitis や形質細胞浸潤がみられる
5．副腎皮質ステロイドが著効する
典型例
上記項目で1を満たし，2～ 5のうち3 項目以上を認める．
非典型例
上記項目で1を満たし，2～ 5の所見の1～2 項目を認める．

註
1. 副腎皮質ステロイド著効所見は治療的診断となるので，典型例・非典型例ともに，
治療開始前に肝生検を行い，その組織所見を含めて診断することが原則である．
ただし，治療前に肝生検が施行できないときは診断後速やかに副腎皮質ステロイ
ド治療を開始する．

2. 国際診断基準のスコアが計算できる場合にはその値を参考とし，疑診以上は自己
免疫性肝炎と診断する．

3. 診断時，既に肝硬変に進展している場合があることに留意する．
4. 急性発症例では，上記項目2，3を認めない場合がある．また，組織学的に門
脈域の炎症細胞を伴わず，中心静脈域の壊死，炎症反応と形質細胞を含む単核
球の浸潤を認める症例が存在する．

5. 診断が確定したら，必ず重症度評価を行い，重症の場合には遅滞なく，中等症
では病態に応じ専門機関へ紹介する．なお，1のみを満たす症例で，重症度より
急性肝不全が疑われる場合も同様の対応をとる．

6. 簡易型国際診断基準で疑診以上の場合は副腎皮質ステロイド治療を考慮する．
7. 抗ミトコンドリア抗体が陽性であっても，簡易型国際診断基準で疑診以上の場合
には副腎皮質ステロイド治療を考慮する．自己免疫性肝炎での抗ミトコンドリア
抗体陽性率は約10％である．

8.薬物性肝障害（Drug-induced… liver… injury:…DILI）の鑑別には DDW-J…2004
薬物性肝障害診断スコアリングおよびマニュアルを参考にする．

9.既知の肝障害を認め，この診断指針に該当しない自己免疫性肝炎も存在する．

出典：厚生労働省難治性疾患政策研究事業「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班
『自己免疫性肝炎（AIH）診療ガイドライン（2016）Ver.3（2020）』

ガイドラインは「厚生労働省難治性疾患政策研究事業…難治性の肝・胆道疾患に関
する調査研究」ホームページ（http://www.hepatobiliary.jp/）に掲載されています．

自己免疫性肝炎の簡易型スコア
International…Autoimmune…Hepatitis…Group,…2008

抗核抗体（ANA）or 抗平滑筋抗体（SMA）
抗核抗体（ANA）or 抗平滑筋抗体（SMA）
肝腎マイクロゾーム抗体（LKM）
SLA 抗体（SLA）

40 倍以上
80 倍以上
40 倍以上
陽性

1点
2点
2点
2点

IgG
＞正常上限
＞1.1倍

1点
2点

肝生検
適応像
典型像

1点
2点

ウイルス性肝炎の否定 可能 2点

　6点以上：疑診（probable…AIH）
　7点以上：確診（definite…AIH）

出典：厚生労働省ホームページ（2020 年 5月現在）
［情報提供元］難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究班

自己免疫性肝炎の国際診断スコア
International…Autoimmune…Hepatitis…Group,…1999

項目 点数 註
女性 +2
ALP：AST
または
ALP：ALT

＜1.5
1.5 ～3.0
＞3.0

+2
0
-…2

1.…ALPと ALT 値との比は，そ
れぞれを正常の上限値で除した
比で表される．すなわち，（ALP
値÷ALP正常上限値）÷（AST
値÷AST 正常上限値）．ALT
についても同様に計算する．

血清グロブリ
ンまたは lgG
値・正常上限
値との比

＞2.0
1.5 ～2.0
1.0 ～1.5
＜1.0

+3
+2
+1
0

ANA,…SMA
または
LKM-1抗体

＞1:80
1:80
1:40
＜1:40

+3
+2
+1
0

2. ゲッ歯目組織切片を用いた間
接免疫蛍光法による自己抗体力
価．ANA力値はHep-2 細胞を
用いた間接免疫蛍光法による測
定も可．小児は低力価でも陽性．

AMA 陽性 -…4

（次ページへつづく）

小冊子版にてご覧いただけます。
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項目 点数 註
肝炎ウイルス
マーカー

陽性
陰性

-…3
+3

3. Ａ型，Ｂ型，Ｃ型肝炎ウイ
ルスマーカー．（すなわち lgM…
anti-HAV,…HBs…Ag,… lgM…anti-
HBc,…Anti-HCV お よ び HCV…
RNA）．これらの肝炎ウイルス
マーカーが陰性であっても肝障
害を惹起し得るウイルス（CMV,…
EBV など）の関与が想定され
る場合には，それぞれのウイル
スマーカーを測定する．

薬物服用歴 陽性
陰性

-…4
+1

4. 肝障害出現時までに肝障害を
惹起し得る既知またはその可能
性のある薬物服用歴．

平均アルコー
ル摂取量

＜25…g/ 日
＞ 60…g/ 日

+2
…-…2

肝組織像 interface…hepatitis
リンパ球や形質細胞
優位の細胞浸潤
肝細胞のロゼット形成
上記のいずれの所見
も認めない

+3…
+1
…
+1
…-…5

胆管病変

他の病変

-…3

-…3

5. 胆管病変とは，PBC または
PSC に特徴的な病変（適切な
生検肝組織標本により確認され
た胆管消失を伴う肉芽腫性胆
管炎や胆管周囲の高度の同心
円状線維化）および／または
銅／銅関連蛋白の沈着を伴っ
た門脈周囲の顕著な胆管反応
（いわゆるmarginal…bile…duct……
proliferation…with…cholangiolitis）．
6. 異なる病因を示唆する明らかな
病変または複数の疑わしい病変．

他の自己免疫疾患の合併 +2 7. 患者または一親等での他の自
己免疫疾患の合併．

付加項目

他の自己抗体陽性 +2…

8. 他の自己抗体や HLA…DR3
または DR4 に対する加点は，
ANA,…SMA および LKM-1の
いずれも陰性の症例に限る．
9. 他の自己抗体とは測定方法
が 確 立され，AIH への関 連
が明らかとされた自己抗体で，
pANCA,…anti-LC1,…anti-SLA,…
anti-ASGP-R,…LSP,…anti-LP,…
anti-sulfatid などが含まれる…
（成書参照）．

自己免疫性肝炎の治療
厚生労働省…「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班…(2019)

IV.…治療
1. …診断が確定した例では原則としてプレドニゾロンによる治療を行う．…
2.…プレドニゾロン初期投与量は充分量（0.6…mg/kg/ 日以上）とし，
血清トランスアミナーゼ値と血清 IgG 値の改善を効果の指標に
漸減する．維持量は血清トランスアミナーゼ値の基準値範囲内へ
の改善，維持をみて決定する．…

3.…ウルソデオキシコール酸（600…mg/ 日）は，プレドニゾロンの減
量時に併用あるいは軽症例に単独投与することがある．…

4.…再燃を繰り返す例や副作用のため十分量のプレドニゾロンを使用
しにくい例では，アザチオプリン（1～2…mg/kg，成人では 50
～100…mg/ 日）の併用を考慮する．

出典：厚生労働省難治性疾患政策研究事業…「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班
『自己免疫性肝炎…(AIH)…診療ガイドライン…(2016)…Ver.3…(2020)』

項目 点数 註
付加項目 HLA…DR3または

DR4陽性治療反応性

寛解

再燃

+1……

＋2

＋3

10.HLA…DR3や DR4 は主とし
て北欧コーカソイドや日本民族に
関連している．他の人種ではAIH
との関連が明らかとされたDR3,…
DR4 以外のHLA…class…Ⅱ抗原
が陽性の場合1点加点する．
11. 治療に対する反応性（別表
に示す）の評価時期は問わず，
治療前の合計得点に加点する．

総合点数による
評価　治療前

AIH確診例（definite）
AIH疑診例（probable）

＞15
10 ～15

治療後 AIH確診例（definite）
AIH疑診例（probable）

＞17
12～17

出典：厚生労働省ホームページ（2020 年 5月現在）
［情報提供元］難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究班

  Memo：アザチオプリンと NUDT15 遺伝子多型  
　アザチオプリンの副作用の中で，服用開始後早期に発現する重度の急性白血球減少と
全脱毛が本剤の代謝に関連するNUDT15遺伝子多型と関連することが明らかとなってい
る．NUDT15…Arg139Cys遺伝子多型をホモ接合体（Cys/Cys）で有する頻度は1%程度，
ヘテロ接合体（Arg/Cys，Cys/His）で有する頻度は20% 程度と報告されている．また，
チオプリン製剤投与歴のある炎症性腸疾患患者1291例についてNUDT15…Arg139Cys…
遺伝子多型と有害事象に関する調査では，Cys/Cys…では白血球減少が 49…例中 45…例，
脱毛が 49…例中 46…例，Arg/Cys…では白血球減少が 275…例中 94…例で認められたと報
告されており，注意喚起がなされている．…
　したがって，新規にアザチオプリンを使用する際は，NUDT15遺伝子型検査（2019年
11月からAIHで保険適用）Cys/Cys 型の場合，重篤な副作用が出現するリスクが非常
に高いため，原則としてアザチオプリンの使用を回避する必要がある．一方，Arg/Cys，
His/Cys の場合には，低用量（通常の半量程度）からの使用を検討する．なお，これら
の副作用のリスクが低いとされるArg/Arg，Arg/His 型の場合でも，定期的な副作用モ
ニタリングが必要である．
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