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自己抗体と関連疾患 Index

改訂一覧
検査・疾患名 項目 出典元 ページ
― 膠原病が疑われた場合の

検査フローチャート
臨床検査のガイドラインJSLM2018 
検査値アプローチ/ 症候 / 疾患 より
改変

3

― 自己免疫疾患が疑われた時
に行う自己抗体検査項目

自社作成 6-7

関節
リウマチ

各種ガイドライン 一般社団法人日本リウマチ学会ホー
ムページ
https://www.ryumachi-jp.com/
publish/guide/
参考年月 2020 年 5 月

12

全身性エリテ
マトーデス

小児 SLE の推奨文 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．

15
ISN/RPS によるループス
腎炎の 2003 年分類

17

SLE 治療のアルゴリズム 18

アザチオプリン（AZP）
の効果予測

19

抗リン脂質
抗体症候群

抗リン脂質抗体症候群の
治療

阿部 靖矢，渥美 達也．日本血栓止
血学会誌 29 巻（2018）3 号

22

習慣流産 日本産科婦人科学会／日本産婦人科
医会（2020）『産婦人科診療ガイド
ライン産科編 2020』（CQ204 より
抜粋転載）

23

混合性結合
組織病

結合組織病に伴う肺動脈
性肺高血圧症診療ガイド
ライン （2019 年 5 月1
日）

日本肺高血圧・肺循環学会 編．結
合組織病に伴う肺動脈性肺高血圧診
療ガイドライン（2019 年 5 月1日）

39-40

シェーグレン
症候群

Sjögren 症候群の治療 住田孝之 編．EXPERT 膠原病・リ
ウマチ 改訂第 4 版．診断と治療社，
2019．

43

診療のアルゴリズム（成
人）

住田孝之 編．EXPERT 膠原病・リ
ウマチ 改訂第 4 版．診断と治療社，
2019．

44

IgG4 関連
疾患

自己免疫性膵炎臨床診断
基準 2018

日本膵臓学会・厚生労働科学研究
費補助金「IgG4 関連疾患の診断基
準並びに治療指針の確立を目指す研
究」班．報告 自己免疫性膵炎臨床
診断基準 2018．膵臓 33 巻 6 号，
906-907，2018．

47-48

IgG4 関連硬化性胆管炎
臨床診断基準 2012

厚生労働省 IgG4 関連全身硬化性疾
患の診断法の確立と治療方法の開発
に関する研究班・厚生労働省難治性
の肝胆道疾患に関する調査研究班・
日本胆道学会．報告 IgG4 関連硬化
性胆管炎臨床診断基準 2012，胆道
26 巻 1 号，59-63，2012．

48-49

自己抗体または血清学的指標 関連疾患 ページ
抗 LKM1抗体
（肝腎ミクロゾーム1型抗体）

自己免疫性肝炎 89

抗MDA5 抗体
（抗 CADM-140 抗体）

多発性筋炎…/…皮膚筋炎 30

抗Mi-2 抗体 多発性筋炎…/…皮膚筋炎 30
PAIgG
（血小板結合性免疫グロブリンG）

特発性血小板減少性紫斑病 120

抗 PCNA 抗体 全身性エリテマトーデス 13
RF（リウマトイド因子） 関節リウマチ 8
抗 RNA ポリメラーゼⅢ抗体 全身性強皮症 24
抗 RNP 抗体
（抗 U1-RNP 抗体）

全身性エリテマトーデス 13
全身性強皮症 24
混合性結合組織病 36

抗 Scl-70 抗体 全身性強皮症 24
抗 Sm抗体 全身性エリテマトーデス 13
抗 SS-A 抗体 全身性エリテマトーデス 13

シェーグレン症候群 41
抗 SS-B 抗体 シェーグレン症候群 41
抗 Tg 抗体
（抗サイログロブリン抗体）

慢性甲状腺炎 109
バセドウ病 111

抗 TIF1-γ抗体 多発性筋炎…/…皮膚筋炎 30
抗 TPO 抗体
（抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体）

慢性甲状腺炎 109
バセドウ病 111

抗 TSHレセプター抗体 バセドウ病 111
抗核小体抗体 全身性強皮症 24
抗核膜抗体 原発性胆汁性胆管炎 94
抗カルジオリピン抗体 抗リン脂質抗体症候群 20
抗血小板自己抗体 特発性血小板減少性紫斑病 120
甲状腺刺激抗体 バセドウ病 111
抗セントロメア抗体 全身性強皮症 24

原発性胆汁性胆管炎 94
抗デスモグレイン1抗体 落葉状天疱瘡 98
抗デスモグレイン3抗体 尋常性天疱瘡 98
抗トポイソメラーゼⅠ抗体 全身性強皮症 24
抗ホスファチジルセリン・
プロトロンビン抗体

抗リン脂質抗体症候群 20

抗リボゾーム P 抗体 全身性エリテマトーデス
（CNSループス）

13

抗リン脂質抗体 全身性エリテマトーデス 13
抗リン脂質抗体症候群 20

リンパ球親和性抗体 潰瘍性大腸炎 113
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改訂一覧 改訂一覧

検査・疾患名 項目 出典元 ページ
IgG4 関連大動脈周囲炎 /
動脈周囲炎および後腹膜線
維症の診断の指針

日本循環器学会・IgG4 関連疾患研
究班合同ワーキンググループ．IgG4
関連大動脈周囲炎 / 動脈周囲炎およ
び後腹膜線維症の診断の指針．平
成 30 年 5 月 28 日．http://www.
j-circ.or.jp/topics/IgG4_doc.pdf
参考年月 2020 年 5 月

52-53

血管炎症候
群

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（2019）『B 型肝炎治療
ガイドライン（第 3.1 版）』p.129-130
http://www.jsh.or.jp/medical/
gu i d e l i n e s/ j s h _ gu i d l i n e s/
hepatitis_b
参考年月 2020 年 5 月

60-61

ベーチェッ
ト病

急性型神経ベーチェット
病の診断基準
慢性進行型神経ベーチェッ
ト病の診断基準

厚生労働科学研究費補助金（難治性
疾患克服研究事業）「ベーチェット
病に関する調査研究班」（2013）『神
経ベーチェット病の診療ガイドライン

（平成 25 年 12 月）』

81

急性型神経ベーチェット病
の治療指針
慢性進行型神経ベーチェッ
ト病の治療指針

82

自己免疫性
肝炎

自己免疫性肝炎の治療 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）』

93

類天疱瘡 類天疱瘡（後天性表皮
水泡症を含む）重症
度判定基準（Bullous 
Pemphigoid Disease 
Area Index :BPDAI に基
づく）

氏家英之，他．類天疱瘡（後天性表
皮水疱症を含む）診療ガイドライン．
日皮会誌 127 巻 7 号，1483-1521，
2017（平成 29）

105

潰瘍性大腸
炎

潰瘍性大腸炎（UC）の
診断基準

厚生労働科学研究費補助金 難治性
疾患等政策研究事業 「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」（鈴
木班）『潰瘍性大腸炎・クローン病 
診断基準・治療方針（令和元年度 改
訂版 ）』

114

潰瘍性大腸炎フロー
チャート

115

潰瘍性大腸炎　難治例の
治療

116

チオプリン製剤の副作用
と NUDT15 遺伝子多型

117

クローン病 クローン病 （CD） の診断
基準

119

特発性血小
板減少性紫
斑病

成人 ITP 治療の流れ
（2019 年版）

柏木浩和ほか．「成人特発性血小板減
少性紫斑病治療の参照ガイド 2019 
改 訂 版 」 臨 床 血 液．2019；60：
877-896．から一部改変

123

検査・疾患名 項目 出典元 ページ
肺胞蛋白症 PAP の診断基準 厚生労働省難治性疾患克服研究事業

『肺胞蛋白症の難治化要因の解明と
診断，治療，管理の標準化と指針の
確立』に関する研究班 平成 21 年度
研究報告書より一部改変

125
PAP 診断のアルゴリズム 126-127
重症度分類 128
PAP の治療法 128

― 抗核抗体・自己抗体の特
異性検査のフローチャート

自社作成 巻末




