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1. シェーグレン症候群における自己抗体産生機序

Autoantibody production mechanism in Sjögren's syndrome

17:25-17:30
渥美 達也（北海道大学大学院医学研究院 免疫・代謝内科学教室）

2021年2月20日（土）14:00～17:30
Cutting edge research topics on disease-specific marker

2021疾患特異的マーカー研究の最前線
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自己免疫疾患の診断基準と治療指針【第10版】発行のご案内
   

弊社では 20年前より小冊子「自己免疫疾患の診断基準と治療指針」の発行を始め、
2年に一度の改訂を重ねてまいりました。

第 10版は、第 9版に最新の診断基準や治療ガイドラインの改訂を行い、
新たに肺胞蛋白症の診断基準を取り入れております。

臨床の最前線でご活躍される皆様の
日常診療の一助としていただけましたら幸甚でございます。

本冊子は無償にて配布しております。
郵送をご希望の方は、弊社ウェブサイトの問い合わせフォームよりお申込みください。

https://bit.ly/35NxXvK

表紙・本文ページ見本
サイズ：150mm x 80mm、ページ数：全 134ページ
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自己免疫疾患が疑われた時に行う
自己抗体検査項目

自己免疫疾患が疑われた時に行う
自己抗体検査項目

RA：関節リウマチ，SLE：全身性エリテマトーデス，SSc：全身性強皮症，
PM/DM：多発性筋炎/皮膚筋炎，SS：シェーグレン症候群，MCTD：混合性結合組織病，
APS：抗リン脂質抗体症候群，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,
RPGN：急速進行性糸球体腎炎，AIH：自己免疫性肝炎，PBC：原発性胆汁性胆管炎，
ITP：特発性血小板減少性紫斑病，PAP：肺胞蛋白症
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肺胞蛋白症（PAP）
　肺胞蛋白症（PAP）とは肺胞にタンパク様物質が貯留する希
少肺疾患です．症状として，労作時呼吸困難（40%），咳（10％），
喀痰，体重減少，発熱などが認められます．約 30%の患者
は無症状です．PAPは，先天性 PAP（あるいは遺伝性 PAP)，
自己免疫性 PAP，続発性 PAP，未分類 PAPの 4 種に分類さ
れ，成人発症型 PAPの 9 割は自己免疫性 PAP です．本邦で
は自己免疫性 PAPと先天性 PAP が厚生労働省の指定難病と
なっています．
　自己免疫性 PAP患者には，顆粒球マクロファージコロニー
刺激因子（GM-CSF）に対する中和自己抗体が存在し，肺胞
マクロファージの機能が障害され，タンパク様物質の異常貯留
が生じます．

抗 GM-CSF 抗体

関連検査
自己抗体 疾患，病態との関連 MBL 関連製品 診断

基準
抗 GM-
CSF 抗体

自己免疫性 PAP で特異的
に検出

ELISA
Anti-GM-CSF ELISA 
Kit
（研究用試薬）

◎

関連自己抗体
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改訂一覧
・疾患名 項目 出典 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

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
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性エリテ
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

ン脂質
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

性結合
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

ーグレン
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．
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IgG4 関連 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
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