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抗好中球細胞質抗体（ANCA）関連血管炎はわが国で増加の著しい

血管炎の一つである。この血管炎には顕微鏡的多発血管炎（MPA）、

Wegener肉芽腫症（WG）、アレルギー性肉芽腫性血管炎/Churg-

Strauss症候群（AGA/CSS）、腎限局型血管炎（RLV）の4疾患が含

まれる。WGではプロテイナーゼ3（PR3）特異的なANCAの陽性

率が高く、他の3疾患ではミエロペルオキシダーゼ（MPO）特異的

なANCAの陽性率が高い。わが国のANCA関連血管炎のなかでは

MPO-ANCA陽性のMPA患者が、PR3-ANCA陽性のWG患者の約

3倍以上を占めている。一方、欧米では逆に、WGがMPAより頻度

が高い。このようにわが国のANCA関連血管炎患者の疫学や病態は

欧米と大きく異なっており、わが国独自の診療ガイドラインが求めら

れてきた。

ANCA関連血管炎は予後不良とされていたが、寛解導入における

大量糖質コルチコイド（GC）＋シクロホスファミド（CY）の併用療

法により予後は改善された。しかし、維持療法中の高い再燃率やCY

の副作用などの問題があり、その解決のためにランダム化比較対照

試験（RCT）が欧米で盛んに行われた。その結果、GC+CYの寛解導

入療法による高い寛解導入率（約90%）や、少量GC+アザチオプリン

（AZA）の寛解維持療法としての有用性が明らかとなった。しかし、

疫学の違いを反映して、これらのRCTでは対象患者の多くはWGで

あり、MPAの多いわが国のANCA関連血管炎患者への適用には問

題があった。そのような背景に基づき、これまでの難治性血管炎研究

の成果に基づいた診療プロトコールを立案し、エビデンスに基づく日

本人患者のための治療法確立の第一歩が厚生労働省の三つの研究班合

同で施行された。これがJMAAV試験である。

この前向き臨床試験では6カ月の寛解導入期間と、その後の12カ月

の寛解維持期間にわたる、計18カ月間の経過が観察された。17施設

より52症例が登録され、2008年3月に試験が終了した。除外症例を

除く48症例が解析対象となり、その内訳は最重症例2例、重症例23

例、軽症例23例であった。18カ月まで経過を追えた47症例において、

寛解率89.4％、死亡率10.6％、末期腎不全移行率2.1%、再燃率19.0

％という結果が得られた。

今回、ANCA関連血管炎の診療ガイドラインを策定するにあたり、

本疾患の診療に携わるリウマチ専門医、腎臓専門医、呼吸器専門医、
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皮膚科専門医などに寄与することを第一義的に考慮した。発刊にあた

っては日本内科学会、日本リウマチ学会、日本腎臓学会、日本呼吸器

学会、日本皮膚科学会などの関連学会からも意見を求めて修正を加え

ている。2008年に日本循環器学会から公表された血管炎症候群の診

療ガイドラインは大型血管炎を主体としたため、ANCA関連血管炎

の記述は制限されたが、本診療ガイドラインではわが国の研究成果の

みならず、欧州の二つのガイドラインの紹介も取り入れて、現時点に

おけるANCA関連血管炎の診療に関する標準的なガイドラインの作

成に努めた。

本診療ガイドラインの対象疾患はMPAとRLVが主体であるが、

WGとAGA/CSSについても必要に応じて記載した。構成としては

総論（第1章）に続き、疾患概念（第2章）、診断と分類基準（第3章）、

治療法（第4章）の順に記載した。各章においては、まず欧州のガイ

ドラインのまとめを中心にグローバルスタンダードを紹介し、つい

で日本の現状についてJMAAVの解析結果を中心に紹介した。特に、

治療法においては、評価法、寛解導入療法、寛解維持療法、合併症対

策、再燃時の治療法、難治性症例に対する治療法に分けて、現時点で

わが国の診療に最良と考えられる方法を提示した。最後に、ANCA

関連血管炎についての今後の課題（第5章）として、関連学会の意見

も踏まえて、現時点で残された問題点と、その解決のために今後取り

組むべき方向性への提言を掲げた。

本診療ガイドラインがANCA関連血管炎の診療に携わるすべての

医師の診療現場でお役に立ち、患者さんが等しく最良の治療を受けら

れる指標となることを祈念して、序文とさせていただく。

2011年2月
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treatment protocol for Japanese patients 
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KIR killer inhibitory receptor キラー細胞抑制受容体

LEF lefl unomide レフルノミド

LILR leukocyte immunoglobulin-like receptor 白血球免疫グロブリン様受容体
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MPA microscopic polyangiitis 顕微鏡的多発血管炎
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MTX methotrexate メトトレキサート
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with methotrexate
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RCT randomized controlled trial ランダム化比較対照試験

RiCRAV r ituximab treatment of 
cyclophosphamide-resistant patients with 
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ANCA関連血管炎に対する
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型AAVに は、顕微鏡的多発血管炎（microscopic 

polyangiitis；MPA）、Wegener肉 芽 腫 症（Wegener’s 

granulomatosis；WG）、アレルギー性肉芽腫性血管炎

（allergic granulomatous angiitis；AGA）［Churg─

Strauss症候群（Churg─Strauss syndrome；CSS）とも

呼ばれる］の3疾患がある1）。ANCAの対応抗原としてプ

ロテイナーゼ3（proteinase 3；PR3）およびミエロペルオ

キシダーゼ（myeloperoxidase；MPO）が知られるが、そ

れらに対する抗体はおのおのPR3─ANCA、MPO─

ANCAと呼ばれる。PR3─ANCAはWGの、MPO─

ANCAはMPAとAGA/CSSの疾患標識抗体であるが、

対象疾患1.1

原発性血管炎は罹患血管のサイズから大型血管炎、中型

血管炎、小型血管炎に分類される。このうち小型血管炎は

細動脈、毛細血管、細静脈の血管炎で、ときに小動脈も障

害の対象となる。この群は免疫複合体の関与するものと関

与しないもの（pauci─immune）とに大別される。後者の

中には、抗好中球細胞質抗体（anti─neutrophil cyto-

plasmic antibody；ANCA）という共通の疾患標識抗体

に基づいてANCA関連血管炎（ANCA─associated 

vasculitis；AAV）と総称される疾患群がある。これはさ

らに、全身諸臓器に血管炎を発症する全身型と、一つの臓

器のみに血管炎を発症する臓器限局型に分類される。全身

表1 .1  ANCA関連血管炎（AAV）

分類 疾患 特徴

全身型 顕微鏡的多発血管炎
（MPA）

小血管（毛細血管、細静脈、細動脈）の壊死性血管炎で免疫複合体の沈着を認めない。小～中動脈の動脈
炎を伴うこともある。壊死性糸球体腎炎の頻度が非常に高く、しばしば肺毛細血管炎を伴う

Wegener肉芽腫症
（WG）

気道の肉芽腫性炎症と小～中血管（毛細血管、細静脈、細動脈、小動脈）の壊死性血管炎。通常、壊死性
糸球体腎炎を伴う

Churg─Strauss症候群
（AGA/CSS）

好酸球浸潤を伴う気道の肉芽腫性炎症。小～中血管の壊死性血管炎。気管支喘息や好酸球増多症を伴う

臓器
限局型

腎限局型血管炎
（RLV）

MPAの腎限局型。壊死性半月体形成性糸球体腎炎で、免疫複合体の沈着を認めない

（文献1より引用）
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疫学1.3

AAVは希少性で原因不明の難治性疾患であり、厚生労

働省特定疾患として難治性血管炎に関する調査研究班の研

究対象疾患になっている。なかでも、MPAとWGの2疾

患は治療研究対象疾患として治療費の一部が公費で負担さ

欧米ガイドラインの紹介1.2

本診療ガイドラインを作成するにあたり、欧州のガイド

ラインを欧米で推奨されるグローバルな治療法として紹介

した。そのおもな論文は以下の二つである。

一つは、BSR and BHPR guidelines2）である。この論

文は、これまでの欧州血管炎研究グループ（European 

Vasculitis Study Group；EUVAS）の治療に関するラン

ダム化比較対照試験（randomized controlled trial；

RCT）や非ランダム化試験も含め、現在までに報告されて

いる血管炎に関する診断や治療についてMEDLINEで検索

し、英国リウマチ協会（British Society of Rheumatology；

BSR）、英国リウマチ医療従事者協会（British Health 

Professionals in Rheumatology；BHPR）のメンバーが

2007年にAAVの英国治療ガイドラインをまとめて発表し

たものである。ここでは適正な診断について、鑑別診断に

ついて述べたのち、AAVの症例を重症度別に、① 局所病

変のみ、あるいは早期全身性だが重篤な臓器病変のない症

例、② 全身性で臓器病変のある症例、③ 生命の危機に関

わる病変をもつ症例に分類し、それぞれに対する治療方針

を示している。白血球数によるシクロホスファミド

（cyclophosphamide；CY）の投与量の調節やステロイド

の減量について、また治療に伴う合併症への対策について

詳細に述べられている。

もう一つは、EULAR recommendations3）である。こ

の論文は、欧州リウマチ学会議（European League 

Against Rheumatism；EULAR）において10名のリウマ

チ専門医、3名の腎臓内科医、2名の免疫学者、2名の内科

医からなる欧米のメンバーが修正デルファイ法を用いて

PubMedでキーワード入力による文献検索を行い、川崎

病やHenoch─Schönlein紫斑病を除く、成人の小型およ

び中型血管炎を中心に809文献の検討を行ったものであ

る。その結果、早期診断、寛解導入療法、寛解維持療法、

疾患のモニタリング、活動性評価、経過観察、合併症など

について、推奨度やエビデンスレベルとともにトピックス

がまとめられている。腎機能に応じたCYの投与量の調

節、ステロイドの役割や血漿交換療法、維持療法の期間、

合併症の予防、再燃時に検討すべき新規代替療法などにつ

いても言及している。AAVについて、上下気道限局型、（重

要臓器障害のない、または生命予後に影響しない）早期全

身型、広範全身型、重症型、治療抵抗型に分類し、定義を

述べている。さらに長期の経過観察の必要性と早い時点で

の専門医への紹介を勧めている。

形成性糸球体腎炎が知られ、腎限局型血管炎（renal─

limited vasculitis；RLV）と呼ばれる（表1.1）。RLVは

MPAの腎限局型とも考えられるが、その疾患標識抗体も

MPO─ANCAである。

本診療ガイドラインの疾患対象はMPA＋RLVを主とす

るが、WG、AGA/CSSも一部に含む。MPA、WG、AGA/

CSSの診断基準が厚生省特定疾患調査研究班から公表され

ている。

AAV内での移行もみられる。MPAは肺や腎に好発する、

細動脈、毛細血管、細静脈の壊死性血管炎であるが、他の

2疾患と異なり肉芽腫をきたすことはない。WGは壊死性

血管炎に加えて肉芽腫を認めるが、AGA/CSSと異なり気

管支喘息が先行することはない。AGA/CSSは気管支喘息

が先行し、好酸球増多に続き肉芽腫性血管炎を発症するも

のである。一方、臓器限局型AAVには、腎にのみ血管炎

を発症する病型としてpauci─immune型の壊死性半月体
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1.4 JMAAV試験の背景

JMAAV試験の背景1.4

AAVの中で最も予後不良の病型はPR3─ANCA陽性の

全身型WGで、欧米での成績では無治療では2年後に90％

が死亡する。しかし、大量ステロイド薬＋CYの併用療法

で予後は大きく改善した1）。これを基盤として、AAVの

標準的治療に関するRCTがいくつか報告されている。

ANCA関連血管炎の寛解維持療法としてのシクロホスフ

ァミドとアザチオプリンの比較検討試験（cyclophosphamide 

versus azathioprine as remission maintenance therapy 

for ANCA─associated vasculitis；CYCAZAREM）は、

標準療法による寛解導入後の寛解維持療法におけるCYと

アザチオプリン（azathioprine；AZA）の効果を比較した

RCTである。その結果、全体における寛解導入率93％、

維持療法中の再燃率は17％で2群間に有意差はなかった5）。

非腎症血管炎におけるメトトレキサート治療（non─renal 

の増加を示した。これらのAAVの患者数の増加は、図

1.1に示した他の血管炎がこの15年間で微増［高安動脈炎

と悪性関節リウマチ（malig-nant rheumatoid arthritis；

MRA）］ないし減少（Buerger病）を示しているのと対照

的である。AGA/CSSの近年の疫学調査はされてないが、

WGよりは少ないと推定されており、わが国のAAVの中

では、MPO─ANCA陽性のMPA患者がPR3─ANCA陽

性のWG患者の約3倍以上を占め、最も多いAAVといえ

る。一方、欧米では逆に、WGがMPA患者より頻度が高

く、国内外での疫学的な差異が存在する。このようにわが

国のAAV患者の疫学や病態は欧米と大きく異なってお

り、それがわが国独自の診療ガイドラインが求められてき

た背景でもある。

れ、認定された患者には医療受給者証が交付される。これ

らの疾患においては、毎年、認定が更新されて医療受給者

証が交付されるため、その件数から患者数が推定される。

1994年～2008年までの15年間の交付件数の推移を図1.1

に示す4）。

特定疾患の申請システムから、MPAと結節性多発動脈

炎（polyarteritis nodosa；PAN）の2疾患は、2005年度

までは「結節性動脈周囲炎（periarteritis nodosa；PN）」

として一括して登録されていた（2006年度からは個別に登

録されるようになっている）。したがって、両疾患の個別

の患者数は不明であるが、1990年代の調査ではMPAが

PANに比し圧倒的多数含まれていたことから、図1.1の

MPA＋PANの患者数の大半はMPAであると推定される。

MPA＋PANはこの15年間で3.5倍、WG患者数は2.7倍

12,000

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

受
給
者
証
交
付
件
数

MPA＋PAN

WG

高安動脈炎

MRA

Buerger病

年

図1 .1   受給者証交付件数からみた血管炎患者数の推移

厚生労働省特定疾患（治療研究対象疾患）に指定された血
管炎の患者数の1994年～2008年の推移を、受給者証
交付件数で示した。わが国で多い血管炎はBuerger病、
高安動脈炎、MRAである。最も多いBuerger病の患者
数は、この15年間で9,977人から7,789人に減少した。
高安動脈炎は4,697人から5,489人、MRAは4,791
人から5,905人と微増している。一方、MPA＋PANと
WGは年々増加の一途をたどり、MPA＋PANはこの15年
間で1,851人から6,459人と3.5倍の増加を示し、WG
患者数は563人から1,511人と2.7倍の増加を示した。

（文献4よりデータを入手して作成）
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は「MPO─ANCA関連血管炎に関する重症度別治療プロ

トコールの有用性を明らかにする前向き臨床研究

（prospective study of the severity─based treatment 

protocol for Japanese patients with MPO─ANCA─

associated vasculitis）」であり、略称はJMAAVとされた。

この臨床試験では6カ月の寛解導入期間と、その後の12

カ月の寛解維持期間にわたる、計18カ月間の経過が観察

された。患者登録期間は2004年7月1日～2006年9月30

日で、17施設より52症例が登録され、2008年3月31日に

試験が終了した。それ以降は、新たな横断的研究班（AAV

のわが国における治療法の確立のための多施設共同前向き

臨床研究班）が組織され、データ解析を行った。その結果、

除外症例を除く48症例が解析対象となり、重症度別には

最重症例2例、重症例23例、軽症例23例であった。18カ

月まで経過を追えた47症例において、寛解率89.4％、死

亡率10.6％、末期腎不全移行率2.1％、再燃率19.0％とい

う結果が得られた。さらに同研究班ではJMAAVデータ

について六つのサブ解析を行い、それらの一部は本診療ガ

イドラインに盛り込まれている。

一方、研究班では、標準的治療の無効な症例に対するパ

イロット試験も施行され、新規治療法としてリツキシマブ

（rituximab）が検討された。「シクロホスファミド抵抗性

ANCA関連血管炎に対するリツキシマブの有用性の検討

（rituximab treatment of cyclophosphamide─resistant 

patients with ANCA─associated vasculitis；RiCRAV

試験）」では、7例の患者が登録され、その有用性や安全性

が検討された。血管炎病変に対して7例中半数以上の症例

でrituximabの短期的有効性がみられたが、1例が4年後

に血管炎の再燃・増悪により死亡に至っている。現在まで

に有害事象（adverse events；AE）として日和見感染に

よる死亡1例、網膜血管の血栓症によると考えられる視力

障害1例を認めている。またHBs（hepatitis B surface）

抗原陰性HBs抗体陽性患者よりB型肝炎ウイルスの再活

性化によるde novo肝炎の発症を認めた。さらに悪性腫瘍

の合併2例（肝癌、前立腺癌）を認めた。本診療ガイドラ

インには、その解析データも記載されている。

vasculitis alternative treatment with methotrexate；

NORAM）は非盲検前向きRCTであり、寛解導入における

CYの代替薬物としてのメトトレキサート（methotrexate；

MTX）の有用性が検討された。対象は新規に診断された

早期・非腎症の全身型AAVであった。その結果、6カ月後

の寛解導入率はMTX群（90％）とCY群（94％）で有意差

がなかったが、18カ月後までの再燃率はMTX群（70％）

がCY群（47％）に比し有意に高かった6）。

紹介した欧米の二つのRCTでは合計250例のAAV患

者を対象としているが、その内訳はWGが184例、MPA

が66例と、WGがMPAの3倍を占める。そのため、

MPAの多いわが国のAAV患者にそのまま応用するには

問題点がある。そのような背景に基づき、エビデンスに基

づく日本人患者のための治療法確立の議論が、2002年度

から厚生労働省の研究班で提起された。

当時、わが国では厚生労働省難治性血管炎に関する調査

研究班のプロトコールに準じた治療が行われてきた。全身

型、臓器限局型、最重症型で治療プロトコールが異なり、

全身型のAAVでは、大量ステロイド薬＋CYの併用療法

が基本であり、最重症型ではこれに血漿交換療法が加わる

ものであった。急速進行性糸状体腎炎（rapidly 

progressive glomerulonephritis；RPGN）症例には進行

性腎障害に関する調査研究班のプロトコールが公表されて

いた。これらのプロトコールの有用性を前向きに検証し

て、エビデンスに基づくわが国におけるAAVの治療法を

確立するために、厚生労働省の研究班を中心にして多施設

共同前向き臨床研究が2004年7月に開始された。

この研究は難治性血管炎に関する調査研究班（主任研究

者：尾崎承一）の中小型血管炎の臨床研究分科会（分担研

究者：中林公正）に加え、厚生労働科学免疫アレルギー疾

患予防・治療研究事業・免疫疾患の合併症とその治療法に関

する研究班（主任研究者：橋本博史）の腎病変における研

究分科会（分担研究者：槇野博史）、および厚生労働省難

治性疾患克服研究事業・進行性腎障害に関する調査研究班

（主任研究者：冨野康日己）の急速進行性腎炎分科会（分担

研究者：小山哲夫）が中心となり計画された。研究課題名
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1.5 ガイドライン作成の基本方針

入療法の項では、JMAAVプロトコールの紹介にとどま

らず、進行性腎障害に関する調査研究班の解析に基づき、

「腎障害時の免疫抑制薬の注意点」の項目立てをして充実

を図った。最後に、AAVについての今後の課題（5章）と

して、関連学会の意見もふまえて、現時点で残された問題

点と、その解決のために今後取り組むべき方向性への提言

を掲げた。

ガイドライン作成の基本方針1.5

AAVの診療ガイドラインを策定するにあたり、本疾患

の診療に携わるリウマチ専門医、腎臓専門医、呼吸器専門

医などに寄与することを第一義的に考慮した。プライマリ

ケアに従事する一般医家においては、本診療ガイドライン

にてAAVが疑われる場合は、早期診断と早期治療のため

に速やかに専門医に紹介することを勧める。

本診療ガイドラインの対象疾患は表1.1にあげる4疾患

である。特にわが国に多いMPAとRLVについての記載

を多くとり、WGおよびCSSについては要点の記載にとど

めた。

本診療ガイドラインではわが国の研究成果（JMAAV）

のみならず、欧州の二つのガイドラインの紹介も取り入れ

て、現時点におけるAAVの診療に関する標準的なガイド

ラインの作成に努めた。患者数が限られていること、およ

びRCTが少ないことから、エビデンスレベルの低い研究

成果も採用した。欧州のガイドラインにならい、治療法推

奨度とエビデンスレベルは表1.2の分類に従った。

構成は総論（1章）に続き、疾患概念（2章）、診断と分

類基準（3章）、治療法（4章）の順に記載した。各章にお

いては、まず欧州のガイドラインのまとめを中心にグロー

バルスタンダードを紹介し、ついでわが国の現状について

JMAAVの解析結果を中心に紹介した。特に、治療法（4

章）においては、（1）評価法、（2）寛解導入療法、（3）寛解維

持療法、（4）合併症対策、（5）再燃時の治療法、（6）難治性

症例に対する新たな治療法に分けて、現時点でわが国の患

者診療に最良と考えられる方法を提示した。特に、寛解導

表1 .2  治療法のエビデンスレベルと推奨度

エビデンスレベル

レベル 基づいているエビデンス

1A 複数のRCTのメタアナリシス

1B 少なくとも一つのRCT

2A 少なくとも一つのランダム化されていない比較研究

2B 少なくとも一つの準実験的研究

3 比較研究、相関研究、症例対照研究などの非実験的記述
的研究

4 専門家委員会の報告や意見、あるいは権威者の臨床経験

推奨度

強さ 根拠となるエビデンスレベル

A レベル1A/1Bのエビデンス

B レベル2A/2Bのエビデンス、またはレベル1A/1Bの
エビデンスから推定された推奨

C レベル3のエビデンス、またはレベル1A/1B/2A/2B
のエビデンスから推定された推奨

D レベル4のエビデンス、またはレベル2A/2B/3のエビ
デンスから推定された推奨

（文献3より引用）
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5 ） Jayne D, et al. A randomized trial of maintenance therapy for vasculitis associated with antineutrophil cytoplasmic autoantibodies.  N 
Engl J Med. 2003; 349 : 36-44.
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Consensus Conference；CHCC）による分類では、病理

学的観点からの分類がなされている。すなわち、障害血管

のサイズによって、高安動脈炎や巨細胞性動脈炎などを大

型血管炎に、PANや川崎病などを中型血管炎に、WG、

CSSにMPAが加えられて中小型血管炎に分類され、PAN

とMPAが明確に区別されるようになった。しかしこれま

での分類基準では、ANCAは必須項目としては取り入れ

られておらず、ANCAが陽性で臨床的な特徴をもってい

たとしても、病理学的検討が困難な症例では、分類が困難

になるという問題が指摘されていた。最近では前述のとお

り、EULAR recommendationsで のAAVの 定 義 や、

Wattsらのアルゴリズムなど、ANCAを取り入れた基準

も提唱されており3）、今後ANCAを取り入れた診断基準

の確立が期待される。

厚生省難治性血管炎に関する調査研究班では、1997年

にAAV（MPA、WG、AGA、PN、他の膠原病を含む）

に関してANCAを有した場合の各疾患の特性を検討すべ

く、疫学調査研究班と共同で全国疫学調査を行っている。

この疫学調査の結果によると、AAVは受療推計数が

2,700人で，人口10万人あたりの受療者数は1.86人であ

り、ANCA陽性をみる各疾患の臨床的特徴、治療、転帰、死

AAVの疾患概念2.1

AAVは、原発性血管炎の中で、特に中小型血管が障害

され、その血中にANCAが検出されることを特徴とした

疾患群であり、EULAR recommendationsでは「4週間

以上持続する慢性炎症性疾患で、感染症や悪性腫瘍が除外

され、特徴的な生検組織所見を認めるかANCA陽性であ

る」と定義される1）。MPA、WG、AGA/CSSの3疾患が

含まれるが、欧米とわが国ではこれらの疾患割合が大きく

異なっていることが明らかとなってきており、わが国では

AAVの90％以上をMPAが占めるのに対し、欧米では

WGが多数を占めている。

原発性血管炎は血管壁の炎症を特徴とする全身性炎症疾

患である。病理学的には炎症による血管壁の破壊を伴うフ

ィブリノイド壊死を認め、壊死性血管炎と呼ばれる。

KussmaulとMaierによってPNが報告され2）、その後

MPAがPNの亜型として認識されるようになった。これ

に加えてWG、AGA/CSSなどの疾患も報告され、1990

年 に は 米 国 リ ウ マ チ 学 会（American College of 

Rheumatology；ACR）より臨床的特徴と病理学的特徴を

合わせたかたちでWG、CSS、PNの分類基準が報告された。

このACR分類にはMPAは組み入れられていなかったこ

ともあり、チャペルヒルコンセンサス会議（Chapel Hill 
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害をきたす。

AGA/CSSは、病理学的には中小型血管の壊死性血管炎

とともに、血管外の組織の肉芽腫性病変と好酸球浸潤を特

徴とする。わが国での疫学調査によれば、約半数の患者で

MPO─ANCA陽性を認める8）。臨床的には気管支喘息が

先行し、その後好酸球の増多を伴って発症に至る。多発単

神経炎を80％以上で認め、そのほか呼吸器障害などの臓

器障害を伴う。

PANは病理学的には中型血管炎を中心とした壊死性血

管炎でありMPAとは区別される疾患である。ANCAは

通常陰性であり、原因が不明の特発性のものとB型肝炎ウ

イルス感染に関連したPANとに大別される。発熱などの

全身症状とともに、末梢神経や筋関節、消化管、腎など虚

血によるさまざまな臓器障害を引き起こす。

臓器限局型AAVとして、腎臓のみに血管炎を発症する

RLVが知られている。RLVは、多くの場合MPO─ANCA

陽性であり、MPAの腎限局型と考えられる9）。しかし、

RLVは腎臓のみに限局する血管炎の総称ととらえること

が で き、 抗 糸 球 体 基 底 膜（glomerular basement 

membrane；GBM）抗体陽性の肺病変を有さないタイプ

もRLVの範疇に入る。RLVと診断された症例の中には、

剖検などで腎臓以外の血管炎所見を確認されるものが少な

からず存在し、臓器限局型AAVとMPAは本質的には同

一の疾患とする報告もある10）。

AAVの治療に関して、これまで多くの臨床研究が特に

EUVASを中心に行われてきた。これまでの研究成果か

ら、寛解導入療法として副腎皮質ステロイド（糖質ステロ

イド、glcocorticoid；GC）とCYを併用した治療が、維持

療法としてはAZAを併用した治療が標準治療として行わ

れている。最近ではこれらの研究結果を基にしたAAVに

関する診療ガイドラインがEULARおよびBSR/BHPRな

どから提唱された。ただし、これらのガイドライン作成の

基礎となっている研究結果については、AAVの中でも

WGが多い欧米型の疾患割合になっていること、RCTの

ため80歳以上の高齢者については除外されているなど、

除外基準が細かく設定されていることなどもあり、わが国

の患者における適用については慎重を要する。わが国で

は、これまで厚生労働省難治性血管炎に関する調査研究班

や進行性腎障害に関する調査研究班、循環器学会などで診

因、予後などについて解析され、平成10年度の研究報告

書に報告されている4, 5）。この結果から日本におけるAAV

の特徴がとらえられ認定基準が策定されている。この基準

はANCAを取り入れた各疾患の認定基準となっており臨

床現場ではよく使用されているが、これまで欧米の基準と

の比較が行われておらず、諸外国の患者と比較するうえで

その位置づけが不明確であった。現在進行中の「抗好中球

細胞質抗体（ANCA）関連血管炎の寛解導入治療の現状と

その有効性と安全性に関する観察研究（observational 

cohort of remission induction therapy in Japanese 

patients with ANCA─associated vasculitis ; RemIT─

JAV）」においてわが国の認定基準の検証が行われる予定

である。

AAVでは病理学的に血管壁に免疫複合体の沈着を認め

ない（pauci─immune型）ことが特徴である。しかし、臨

床的にANCA値が疾患活動性や再燃の指標になりうるこ

とや、さまざまな基礎研究の結果から、現在のところ

ANCAは血管炎を誘発する中心的な役割を果たしている

と考えられている。

MPAは、病理学的にはpauci─immune型の肉芽腫を伴

わない壊死性小型血管炎であり、中型の血管もしばしば障

害される。耳鼻咽喉病変が存在することはまれで、多くの

症例で腎病変を伴う。腎組織ではpauci─immune型の壊

死性半月体形成性腎炎を認めるが、腎病変のみでWGとの

鑑別を行うのは困難である。欧米の報告ではMPO─

ANCA陽性が60％程度、PR3─ANCA陽性が30％程度と

されているが6）、わが国の特定疾患登録患者の個人調査票

の解析では、基準の違いもあるがMPO─ANCA陽性が90

％、PR3─ANCA陽性は3％程度であった7）。障害臓器と

しては腎障害が最も多く70～80％の患者で認め、そのう

ち60％程度がRPGNを呈していた。また肺障害は40～

50％でみられており、その多くが間質性肺炎を呈してい

るのがわが国の特徴である。ついで末梢神経障害を20％

程度の患者で認めている。

WGは、病理学的には気道における肉芽腫性炎症を特徴

としており、腎臓では壊死性半月体形成性腎炎を認める。

わが国のWGではPR3─ANCAの陽性率は60％程度と報

告されている。眼窩、副鼻腔、中耳などの上気道の炎症を

初発として、気管、気管支、肺などの下気道、さらに腎障
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療指針が示されている。

MPAの予後の差は、腎障害の程度、患者年齢の違いが

大きく影響することが明らかとなっており、欧米の成績と

単純な比較は不可能である。そのような中で本診療ガイド

ライン作成の基礎となるJMAAVにおいて、初めてわが

国におけるMPAを中心としたMPO─ANCA陽性血管炎

患者において生命予後が比較的良好であることが報告され

ている。

明である。またMPAの79％に腎障害を認める11）。他臓器

障害としては呼吸器、消化管、循環器、神経系などに障害

を起こす。特に、肺胞出血と間質性肺炎は合併頻度も高く

（25～72％）、生命予後を規定する20）。

MPAの1年生存率は82～ 92％で、推定5年生存率は

45％～76％である16）。MPAでは診断時に重症な腎機能障

害があれば生存期間が短縮する（ハザード比3.69、CI 

1.006～ 13.4）21）。したがって、腎障害はAAVの生命予

後に最も影響する臓器障害であり、WGより高い腎疾患発

現頻度がMPAの生命予後不良の原因と推察される。

一方、わが国のMPAの予後については、厚生労働省進

行性腎障害に関する調査研究班のRPGNについての報告

がある。アンケートによる後ろ向き調査ではあるものの、

2003年以降のMPA症例の6カ月生存率82.6％、1年生存

率79.3％、2年生存率73.3％で、欧米の生命予後とほぼ同

程度であった22）。予後不良因子については年齢、性別、肺

病変の有無、罹患臓器数、治療開始時腎機能、治療開始時

C反応性タンパク質（C─reactive protein；CRP）が、

ANCAサブクラスで調整後の予後に影響を与える因子と

しては、生命予後因子には年齢、肺病変の有無、治療開始

時腎機能が、治療開始時CRP  10 mg/dLより高値が有意

な予後不良因子としてあげられ、ANCAサブクラスは生

命予後に影響を与えなかった（『RPGNの診療指針 第2

版』）。末期腎不全への進展には治療開始時腎機能、CRP

が有意な予後不良因子であったが、ANCAサブクラスは

腎予後には影響なく、ANCAならびに抗GBM抗体が同

時に陽性となっている症例で腎予後が不良であることが明

らかとなった。

MPAの自然歴2.2

MPAは1994年のCHCCで疾患定義されるまではPAN

の亜型として分類されていたことから、WGと比較すると

その自然歴に関する解析データはきわめて少ない。CHCC

分類発表以前から、進行性腎機能障害を伴う壊死性糸球体

腎炎を特徴とする全身性小型血管炎がMPAと診断され、

その臨床症状・所見と予後が報告されていた11-14）。腎障害

に加え、肺（肺胞出血、胸水）、皮膚、消化管、神経系、

筋骨格系などに多彩な臓器障害が起こり、GCや免疫抑制

薬による治療にも関わらず、高率に再燃し、しばしば腎不

全に至る生命予後不良な全身性疾患として認識されつつあ

った。1994年以前のコホート研究では、1年生存率は54

％11）/ 62％14）、5年生存率は38％11）/ 65％12）/ 74％15）と報

告されている。死亡原因は、早期では原疾患に関連した臓

器不全が多く、長期では治療による感染症が多い。GC単

独の初期治療（48.4％）に比較して、免疫抑制薬併用（24.1

％）は生存率を改善することが示唆されている15）。しかし

ながら、分類のための明確な基準がなく、MPAの解析研

究にWGが含まれていた可能性も指摘されている。

2008年、EULARの全身性血管炎タスクフォースであ

るEUVASが、AAV  3疾患の寛解、再燃、腎障害・臓器

障害、生存などアウトカムについて、システマティクレビ

ューによる解析結果を報告している16）。この検討では

MPA寛解率（2研究）は75％と89％で、CSSとWGを加

えた現在の標準的治療によるAAVの寛解率はほぼ80～

90％と推定される17）。通常、寛解到達までの期間は6カ月

未満である。

MPAの再燃率（3研究）は70カ月で34％（再燃までの平

均期間：43カ月）15）、32カ月で41％（22.5カ月）18）、18カ月

で8％と報告されている19）。MPAの再燃リスク因子は不
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2.3.2 遺伝因子
AAVは稀少疾患であり、個々の研究のサンプルサイズ

が限られること、分類基準の問題でメタアナリシスが難し

いことから、大規模研究により確立した疾患感受性遺伝子

は限られている。特に、これまでの遺伝学研究を主導的に

進めてきた北欧・北米ではWGが多くMPAが少ないこと

から、MPAについて確立した知見はきわめて限定されて

いる。

A. HLA

WGとHLAとの関連に関しては、いくつかの報告が認

められるが、ドイツにおけるサンプルサイズの大きな研究

では、DPB1＊04:01の有意な増加が報告されている26）。

また、オランダにおける研究では、DR13の有意な減少、

DR4および欧州系集団において多くの自己免疫疾患に関

連するA1─B8─DR3ハプロタイプの増加が報告されてい

る。症例数は少ないものの、MPAにおいても同様の傾向

が検出されている27）。

日本人では、MPA  50例を対象とした研究により、

DRB1＊09:01、DQB1＊03:03との顕著な関連が見いだ

されている28）。これらは強い連鎖不平衡にあるアリルであ

り、DRB1＊09:01陽性率は患者群で50.0％、健常対照群

31.2％、オッズ比は2.2であり、DQB1＊03：03でもほぼ

同様の関連が検出される。HLA─DR9とWG  29）、MPO─

ANCA陽性腎炎  30）との関連を報告した小規模の先行研究

もあり、日本人集団においては、HLA─DR9はAAVの

確立した遺伝因子と考えられる。

HLA─DRB1＊09:01─DQB1＊03:03は、アジア系集団

においてきわめて頻度の高いハプロタイプであるが、欧州

系集団、アフリカ系集団にはきわめてまれである。また、

日本人集団においては、Ⅰ型糖尿病、若年型重症筋無力

症、関節リウマチなど、多くの自己免疫疾患との関連が認

められる。HLA分子自体が病因に寄与するのか、これら

と連鎖不平衡にあるほかの遺伝子が重要であるのかについ

ては、今後の検討が必要である。

されており、これも大気中の環境化学物質が発症の誘因に

なることを示唆する知見と考えられる25）。PTU投与と

AAVとの関連についても、多数の研究で支持されている。

この場合もMPO─ANCA産生がみられることが多い23, 24）。

環境因子としての微生物感染も示唆されている。WGに

おいては、Staphylococcus aureusが発症および再燃に関

連することが示されている23, 24）。

いずれにしても、これらの環境要因のみで発症を説明す

ることはできず、遺伝的な感受性を有する個体に環境因子

が作用して発症に至ると推測される。今後、遺伝子環境相

互作用を考慮に入れた解析が必要である。

環境因子と遺伝因子2.3

2.3.1 環境因子
AAVの環境因子としては、シリカおよび抗甲状腺薬で

あるプロピルチオウラシル（propylthiouracil；PTU）の

関連が確立している。シリカは、鉱物中に大量に含まれる

ほか、砂に含まれガラスの原料となり、土壌、植物にも含

まれる。鉱山、石切、掘削、農業、陶磁器・ガラス製造、

研磨、林業などの職業で、シリカの職業性曝露が発生す

る。欧米の多数の研究により、シリカ曝露とAAVとの関

連が示されており、オッズ比は研究によりばらつきがある

ものの、1.9～ 14.0と報告されている23, 24）。PR3─ANCA

よりもMPO─ANCA、WGよりもMPAのリスクと強く

関連することが示唆されている。わが国では、阪神淡路大

震災後の数年間、MPO─AAVあるいは腎炎の多発が観察



第
1
章　

総　

論

第
2
章　

疾
患
概
念

第
3
章　

診
断
と
分
類
基
準

第
4
章　

治
療
法

第
5
章　

今
後
の
課
題

2.4 ANCAの意義

11

2.4.3 ANCAのエピトープ解析の必要性
血管炎疾患患者血清中のANCA抗体価の変動は、必ず

しも疾患の病態と連動していない場合もあり、病態と密接

に関与するANCAは何か？との疑問が提示されている。

このため、ANCAの抗原との反応部位（エピトープ）と病

態との関係を解析することが必要になっている。欧米では

PR3─ANCAが多いことから、Specksらのグループによ

2.4.2 ANCAによる好中球活性化：MPO-H2O2系が作動して血管傷害を進展させる
MPO─H2O2系を有する好中球が条件・状況によって生体

側に不利な細胞傷害を引き起こす。実際、感染によって

MPOやPR3などが血液中に放出され、炎症が治まると同

時にクリアされ、CRPと同様の血中レベルの変動を示す。

血管炎や川崎病の患者の血中には、高MPO活性とともに

活性化好中球が循環していることが明らかになっている。

このようにして、生体の防御に加えて、生体側に不利な細

胞傷害を引き起こす好中球の活性化にMPO─ANCAや

PR3─ANCAが深く関わっている。

ANCAの意義2.4

2.4.1 ANCAの作用による血管炎誘発：機構解析によってわかっていること
好中球は、感染症や炎症惹起により活性化されると細胞

内分子のMPOやPR3を細胞表面に表出し、MPO─

ANCAやPR3─ANCA抗体のFabが結合し、それに呼応

してFc受容体が反応して好中球をさらに活性化すると推

定されている。事実、Fc受容体欠損マウスでは血管炎を

発症しない。そして、MPOがMPO─ANCAの対応抗原

であることは、MPO欠損マウスを用いて裏づけられてい

る35）。本抗体の対応抗原のMPOは、H2O2を基質として細

胞傷害を示す酵素で、血管炎の発症機構に関与していると

考えられている。

連が報告されている32）。

MPO─ANCA陽性血管炎については、欧州系集団にお

いて、CD18、MPO、IL10、C3、C4などの多型との関

連が報告されているが23）、いずれも30～50例という少数

例の解析に基づくものであり、再現性の確認が必要であ

る。日本人MPAにおいては、ナチュラルキラー受容体で

あるKIR（killer inhibitory receptor、キラー細胞抑制受

容体）とそのリガンドであるHLAクラスⅠとの組合せ33）

や、顆粒球系細胞に発現する活性化型受容体であるLILR

（leukocyte immunoglobulin like receptor、白血球免疫

グロブリン様受容体）A2多型との関連が検出されてい

る34）が、これらについても、MPA  50例前後を対象とし

た研究であり、確立したとはいえない状況で、今後サンプ

ルサイズを増やして確認する必要がある。

B. HLA以外の遺伝子

WGでは、欧米において、小規模の研究により多くの疾

患感受性遺伝子が示唆されているが、再現性が確認された

ものはあまりない。詳細は文献23を参照されたい。

近年、複数の自己免疫疾患に共通の感受性遺伝子が多い

ことを根拠として、北欧集団において、全身性エリテマト

ーデス（systemic lupus erythematosus；SLE）、関節リ

ウマチやⅠ型糖尿病などの自己免疫疾患において確立した

感受性遺伝子とWGとの関連を検討したサンプルサイズの

大きな研究が報告され、ドイツ人集団においてCD226

（DNAM─1）、IRF5、CDK6、TNFAIP3との 31）、英国

人集団においてはCTLA4、PTPN22、IL2RAとの関
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2.4.5 診断の補助検査としてのANCA測定の問題点と留意点
抗原特異的酵素抗体法（ELISA）によるANCA測定に

は世界各国で種々のキットが臨床的に使用されている。し

かし現時点ではまだ国際単位が統一されていないこと、

ELISAキットの構成（direct ELISA、capture ELISA）

や抗原の精製方法の違いにより抗原エピトープ認識部位が

キット間で異なること、標準血清が統一されておらず、キ

ットにより基準値、測定範囲が異なることなどが問題点と

してあげられる。現在わが国では、3社のELISAが体外

診断用医薬品として販売されている。わが国で使用されて

いる3社のELISA間で同時再現性、希釈試験、日差再現

性を検討したところ、各キットの変動係数が国際的ガイド

ラインの基準（20％以下）を満たし良好であり40）、またわ

が国でおもに使用されている2社のELISAと、欧州で使

用されているELISAの診断的価値は、活動期血管炎の感

度と特異度において同等であると報告がなされている41）。

しかしながら、異なるキットによる測定結果の絶対値を直

接比較することはできないことに留意する必要がある。な

お、PR3─ANCA測定は、WGで保険適用に認可されてい

るが、MPO─ANCA測定はRPGNの診断または経過観察

で保険適用となっており、MPAでは認可されていない。

EULAR recommendationsにおいては、間接蛍光抗体

法（indirect immunofluorescence；IIF）によるp─（perinuclear、

核周囲型）/c─（cytoplasmic、細胞質型）ANCA同定と

ELISAによる抗体測定の両者を行うことが推奨されてい

る42）。わが国で体外診断用医薬品として販売されている

IIF─ANCAキットによる検査施設間の定性/染色パター

ン一致率は84～87％と報告され41）、活動期血管炎に対す

る感度81.3％、特異度94.5％と報告されている41）。IIFは

定量的検討が困難なこと、判定に熟練を要するなどの技術

的問題点があることなどにより、わが国ではおもに

ELISAによる抗体測定が用いられている。しかし、IIFで

はMPO─ANCAやPR3─ANCA以外のANCAを同定で

きることより、IIFによるANCA同定も依然として重要

と考えられる43）。IIFによるANCA測定はWGで保険適

用検査として利用でき、ELISAキットでのANCA陰性例

の場合には特に有用である。

2.4.4 AAVの病態解析や治療法開発に有用なモデルマウス
血管炎を自然発症するマウスには、NZB/WF1、

MRL/lpr、SCG/Kjがある。SCG/Kjマウスは、半月体形

成性糸球体腎炎を急速に自然発症し、発症・進行に好中球

機能亢進が関与し、血清MPO─ANCA値が半月体形成に

先立ち上昇することから、MPO─ANCAが血管炎誘導に

関与していることが示されている35, 37, 38）。誘導型モデルマ

ウスとしては、マウスMPO─ANCA、マウス抗MPO抗

体を産生する脾細胞投与によって誘導されるAAVモデル

マ ウ ス39） やCandida albicans由 来 分 子（CADSや

CAWS）によって誘導される冠状動脈血管炎マウスもあ

る35）。

してH鎖のN末端およびC末端に単独で反応するエピト

ープをもつMPO─ANCA抗体が重症化と関連してい

た30）。さらに、「厚生省難治性血管炎に関する調査研究班

（班長：橋本博史）1997─1999」において、種々の血管炎患

者176例の血清におけるMPO─ANCAのエピトープを解

析し、特にMPA患者およびRPGN患者の血清は、H鎖の

N末端およびC末端に単独で反応するエピトープを示し

た36）。

るエピトープ解析法が、わが国に多いMPO─ANCAのエ

ピトープは解析用パネルデータを報告したSuzukiらのグ

ループによるエピトープ解析法34）が、それぞれEUVAS

会議（Parma、2010年6月）で採用が決定された。MPO─

ANCAエピトープ解析の結果について簡単に解説すると、

MPOを七つの部分に分けて、Escherichia coliにて産生

した組換えフラグメントからなるパネルセットを作製し、

血管炎関連患者血清のMPO─ANCA抗体のエピトープを

解析したとき、MPOのL鎖とはまったく反応せず、主と
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はじめに、血管炎の ① 診断用語、② 疾患の定義、③ 

分類基準、④ 診断基準などの意味・用語の使用法などを理

解する必要がある。CHCCのJennetteらの論文に掲載さ

れた表を示す1）（表3.1）。この表に①～④の意味が記載さ

れている。血管炎の基本を考えるうえで重要である。

また、重要なことは、各基準の意義・目的が異なること

を理解されたい。CHCC分類は「血管炎の概念の分類」で

あり、ACRの基準は、典型的な症例を定義して、他の疾

患から区別し、合致する症例群を基礎・臨床研究に使用す

るための「分類法」である。このため、臨床の現場でこの

ACRの基準に合致しない非特異的な症例も存在すること

を認識しなければならない。分類基準には、鑑別診断や除

外疾患は基本的には記載されていない。このため、さまざ

まな血管炎の鑑別作業が安易になることがあるため注意が

必要である。厚生労働省の診断基準は、臨床の現場での

「診断」のための基準であり、特定疾患（難病）に対する医

療給付の目的もあるため、典型的かつ確実な症例に適応さ

れる。これらのさまざまな基準の目的が異なることを理解

することが重要である。

表3 .1   診断用語、定義、分類、診断する際の用語の
説明

用語 説明 例

診断用語 疾患の名前 WG

疾患の定義 症例が複数の異常な症
状をもち、その症状が
割り当てられた診断の
ための専門用語を確証
すること

気道に起こる炎症性肉
芽腫であり、かつ、小
型から中型血管（毛細
血管、細静脈、細動
脈、動脈）に起こる懐
死性血管炎である

分類基準 症例を研究のための標
準的なカテゴリーに分
類して観察すること

2項目または2項目以
上の項目を満足する。
①鼻・口腔の炎症、②
胸部X線上、結節、固
定した浸潤像、または
空洞を示す。③血尿ま
たは尿沈査で、赤血球
円柱、④生検によって
得られた肉芽腫性炎症
像（ACR基準より）

診断基準 個々の症例が、疾患に
関する確実な症候をも
つ、または、上記確実
な症候の出現を明らか
に予想できる診察状態
をいう

まだ実証されたものは
ない。確実な症候が明
確に存在する多くの症
例の解析を行って決定
すべきである

（文献1より）
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（probable）の判定となる。しかし、MPO─ANCA

陽性のpauci─immune型壊死性（半月体形成性）糸

球体腎炎は、腎限局型のMPAとみなされている。

MPAの厚生省の診断基準、病型分類3.1

3.1.1 診断基準
1998年に作成されたMPAの診断基準（表3.2）2）に関し

て、MPAは障害される血管サイズの違い、大半の症例が

ANCA陽性を示すことから、PANから分離・独立した疾

患である。

本診断基準の特徴は、① 組織所見が得られなくとも、

臨床症候・検査所見のみでMPAと診断できること、② 

MPAの臓器障害として高頻度に認められる急速な腎障害

（RPGN）と肺病変（肺胞出血、間質性肺炎）の二つを主要

症候として取り入れてあること、③ わが国に多いMPO─

ANCA陽性を主要検査所見の中に組み入れてあること、

④ 判定を確実（defi nite）と疑い（probable）の二つにして、

発症早期例の見逃しを少なくする配慮がなされていること

である。

なお、注意事項として以下があげられる。

（1） 本診断基準の使用には、まず感染症や悪性腫瘍、他

の膠原病などによる血管炎、血管炎様所見を除外す

ることが前提である。ANCAは血管炎以外に、感

染性心内膜炎などの感染症、SLEなどの膠原病でも

陽性を示すことがある。

（2） 上記疾患（二次性血管炎、感染症など）が除外され

た全身性血管炎（原発性血管炎）では、他の原発性

全身性血管炎との鑑別が必要である。MPAを疑っ

た場合には、表3.3、表3.4に示す診断基準を参考

にして、まずCSSを除外し、さらにWGとの鑑別が

必要である。MPAの診断基準の主要検査項目には、

MPAで高頻度にみられるMPO─ANCA陽性があ

げられているが、低頻度ながらPR3─ANCA陽性の

MPAやMPO─ANCA陽性のWGが存在すること

に注意が必要である。

（3） 他疾患が除外され、MPO─ANCA陽性で1臓器の

みが障害されている場合には、MPAとしては疑い

表3 .2  厚生省MPAの診断基準

主要項目

（1）主要症状
① RPGN
② 肺胞出血、もしくは間質性肺炎
③  腎・肺以外の臓器症状：紫斑、皮下出血、消化管出血、多発性
単神経炎など

（2）主要組織所見
細動脈・毛細血管・後毛細血管細静脈の壊死、血管周囲の炎症性
細胞浸潤

（3）主要検査所見
① MPO─ANCA陽性
② CRP陽性
③ 蛋白尿・血尿、BUN、血清Cr値の上昇
④ 胸部Ｘ線所見：浸潤陰影（肺胞出血）、間質性肺炎

（4）判定
① 確実（defi nite）
（a）主要症状の2項目以上を満たし、組織所見が陽性の例
（b） 主要症候の①および②を含め2項目以上を満たし、MPO─

ANCAが陽性の例
② 疑い（probable）
（a）主要症候の3項目を満たす例
（b）主要症候の1項目とMPO─ANCA陽性の例

（5）鑑別診断
① PAN
② WG
③ AGA（CSS）
④ 川崎病血管炎
⑤ 膠原病（SLE、関節リウマチなど）
⑥ 紫斑病血管炎

参考事項

（1） 主要症候の出現する1～ 2週間前に先行感染（多くは上気道感
染）を認める例が多い

（2） 主要症状①、②は約半数例で同時に、その他の例ではいずれか
一方が先行する

（3） 多くの例でMPO─ANCAの力価は疾患活動性と並行して変動
する

（4）治療を早期に中止すると、再燃する例がある
（5） 除外項目の諸疾患は壊死性血管炎を呈するが、特徴的な症候と

検査所見から鑑別できる

BUN：blood urea nitrogen、血中尿素窒素
Cr：creatinine、クレアチニン
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表3 .3  厚生省AGA（CSS）の診断基準

主要項目

（1）主要臨床所見
① 気管支喘息あるいはアレルギー性鼻炎
② 好酸球増加
③  血管炎による症状：発熱（38℃以上、2週間以上）、体重減少（6カ月以内に6 kg以上）、多発性単神経炎、消化管出血、紫斑、多関節痛（炎）、筋肉痛、
筋力低下）

（2）臨床経過の特徴
主要所見①、②が先行し、③が発症

（3）主要組織所見
① 周囲組織に著明な好酸球浸潤を伴う細小血管の肉芽腫またはフィブリノイド壊死性血管炎の存在
② 血管外肉芽腫の存在

（4）判定
① 確実（defi nite）
（a） 主要臨床所見のうち気管支喘息あるいはアレルギー性鼻炎、好酸球性増加および血管炎による症状のそれぞれ一つ以上を示し、同時に主要組織所見

の1項目を満たす場合（AGA）
（b）主要臨床所見3項目を満たし、臨床経過の特徴を示す場合（CSS）
② 疑い（probable）
（a）主要臨床所見1項目および主要組織所見の1項目を満たす場合（AGA）
（b）主要臨床所見3項目を満たすが、臨床経過の特徴を示さない場合（CSS）

（5）参考となる所見
① 白血球増加（1万/μL）、② 血小板増加（40万/μL）、③ 血清 lgE増加（600 lU/mL以上）、④ MPO─ANCA陽性、⑤ リウマトイド因子陽性、⑥ 胸部
X線所見にて肺浸潤影

表3 .4  厚生省WGの診断基準

主要項目

（1）主要症状
① 上気道（E）の症状

E：鼻（膿性鼻漏、出血、鞍鼻）、眼（眼痛、視力低下、眼球突出）、耳（中耳炎）、口腔・咽頭通（潰瘍、嗄声、気道閉塞）
② 肺（L）の症状

L：血痰、咳嗽、呼吸困難
③ 腎（K）の症状
血尿、蛋白尿、急速に進行する腎不全、浮腫、高血圧

④ 血管炎による症状
（a）全身症状：発熱（38℃以上、2週間以上）、体重減少（6カ月以内に6 kg以上）
（b）臓器症状：紫斑、多関節炎（痛）、上強膜炎、多発性単神経炎、虚血性心疾患（狭心症・心筋梗塞）、消化管出血（吐血・下血）、胸膜炎

（2）主要組織所見
① E、L、Kの巨細胞を伴う壊死性肉芽腫性炎
② 免疫グロブリン（ Ig）沈着を伴わない壊死性半月体形成腎炎
③ 小・細動脈の壊死性肉芽腫性血管炎

（3）主要検査所見
PR3─ANCA（蛍光抗体法でcytoplasmic pattem、c─ANCA）が高率に陽性を示す

（4）判定
① 確実（defi nite）
（a）上気道（E）、肺（L）、腎（K）のそれぞれ1臓器症状を含め主要症状の3項目以上を示す例
（b）上気道（E）、肺（L）、腎（K）、血管炎による主要症状の2項目以上および、主要組織所見①、②、③の1項目以上を示す例
（c） 上気道（E）、肺（L）、腎（K）、血管炎による主要症状の1項目以上と主要組織所見①、②、③の1項目以上およびc（PR3）─ANCA陽性の例
② 疑い（probable）
（a）上気道（E）、肺（L）、腎（K）、血管炎による主要症状のうち2項目以上の症状を示す例
（b）上気道（E）、肺（L）、腎（K）、血管炎による主要症状のうちいずれか1項目および、主要組織所見①、②、③の1項目を示す例
（c）上気道（E）、肺（L）、腎（K）、血管炎による主要症状のいずれか1項目とc（PR3）─ANCA陽性を示す例

（5）参考となる検査所見
① 白血球、CRPの上昇
② BUN、血清Crの上昇

（6）識別診断
① E、Lの他の原因による肉芽腫性疾患：サルコイドーシスなど
② 他の血管炎症候群：MPA、AGA（CSS）など

参考事項

（1） 上気道（E）、肺（L）、腎（K）のすべてがそろっている例は全身型、上気道（E）、下気道（L）のうち単数もしくは二つの臓器にとどまる例を限局型と呼ぶ
（2）全身型はE、L、Kの順に症状が発現することが多い
（3）発症後しばらくすると、E、Lの病変に黄色ブドウ球菌を主とする感染症を合併しやすい
（4）E、Lの肉芽腫による占拠性病変の診断にCT、MRI、シンチ検査が有用である
（5）PR3─ANCAの力価は疾患活動性と並行しやすい。まれにp（MPO）─ANCA陽性を認める例もある
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RPGNの診断基準3.2

RPGNはWHOにより「急性あるいは潜在性に発症する

肉眼的血尿、蛋白尿、貧血、急速に進行する腎不全症候

群」と定義されている4）。日本腎臓学会から提唱された診

断の必須項目5）は、① 数週～数カ月の経過で急速に腎不全

が進行する。② 血尿（多くは顕微鏡的血尿、肉眼的血尿も

みられる）、蛋白尿、赤血球円柱、顆粒円柱などの腎炎性

尿所見を認める、となっている。

厚生労働省の診断基準としては、厚生労働省進行性腎障

害に関する調査研究班を中心に作成され2010年度の刊行

を予定している『急速進行性腎炎症候群の診療指針 第2

版』に記述されるRPGNの診断指針がある。RPGNの予後

改善のためには、腎機能障害の軽度な早期にRPGNを疑

い、腎生検を含めた病型診断および治療が可能な腎疾患専

門医療機関に速やかに紹介することが重要である。そのた

め、この診断指針は腎疾患を専門としない一般医家向けの

3.1.2 病型分類
MPAの予後推測および治療法選択に役立つよう、臓器

障害の部位・数・程度から、MPAの重症度を、重症例、最

重症例、軽症例の三つに分類する3）（表3.5）。なお、重症

例の3臓器以上の障害とは生命予後に影響を及ぼす臓器の

障害の数である（皮膚障害や関節障害は含まれない）。

表3 .7  RPGN確定診断指針

（1）数週～数カ月の経過で急速に腎不全が進行する
　  （病歴の聴取、過去の検診、その他の腎機能データを確認する）
（2） 血尿（多くは顕微鏡的血尿、まれに肉学的血尿）、蛋白尿、赤

血球円柱、顆粒円柱などの腎炎性尿所見を認める
（3） 過去の検査歴などがない場合や来院時無尿状態で尿所見が得ら

れない場合は、臨床症候や腎臓超音波検査、CTなどにより、
腎のサイズ、腎皮質の厚さ、皮髄境界、尿路閉塞などのチェッ
クにより、慢性腎不全との鑑別を含めて、総合的に判断する

表3 .5  MPAの病型分類

重症例

① 全身性血管炎型：3臓器以上の障害
② 肺腎型：限局性肺出血または広範囲間質性肺炎と腎炎を合併
③  RPGN型：血清Cr値が1カ月に2倍以上に増加するRPGN

最重症例

① RPGNで血清Cr値5 mg/dL以上
② びまん性肺胞出血
③ 脳出血
④ 抗GBM抗体併存RPGN
⑤ 急性膵炎
⑥ 消化管穿孔

軽症例

限局型：一つの臓器のみの障害
① 腎限局型（RPGN型を除く）
② 肺線維症型（肺出血型は除く）
③ その他の型
（a）筋・関節型
（b）軽症全身型
（c）未梢神経炎型

（文献3より）

表3 .6  早期発見のためのRPGN診断指針

（1）尿所見異常（主として血尿や蛋白尿、円柱尿）a）

（2）eGFR＜60 mL/分/1.73 m2 b）

（3）CRP高値や赤沈促進

上記の（1）～（3）を認める場合、「RPGNの疑い」として腎専門病
院への受診を勧める。ただし、腎臓超音波検査を実施可能な施設で
は、腎皮質の萎縮がないことを確認する。なお、急性感染症の合
併、慢性腎炎に伴う緩徐な腎機能障害が疑われる場合には、1～ 2
週間以内に血清Cr値を再検し、eGFRを再計算する。

a） 近年、健診などによる無症候性検尿異常を契機に発見される症例が増
加している。最近出現した検尿異常については、腎機能が正常であっ
てもRPGNの可能性を念頭に置く必要がある

b） 推 算 糸 球 体 濾 過 率（estimated glomerular fi ltration rate；
eGFR）計算は、わが国のeGFR式である下式を用いる。 
　eGFR（mL/分 /1 .73 m2）＝194×Cre－1 .094×Age－0 .287 
　（女性はこれに×0 .739） 
ただし、血清Crの測定は酵素法で行うこと
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「早期発見のためのRPGN診断指針」（表3.6）および腎疾

患専門医療機関向けの「RPGN確定診断指針」（表3.7）か

ら成り立っている。

一般医家は、炎症所見を伴い血蛋白尿とわずかな腎機能

低下がある場合、即座に腎疾患専門医療機関への紹介を行

うことが重要であり、この点を特に注意喚起している。さ

らにごく早期のRPGNを発見するには、腎機能が正常範

囲であっても、新たな腎炎性尿異常が出現し、明らかに感

染症とは異なる炎症所見を伴う場合、あるいは炎症所見が

陰性であっても慢性糸球体腎炎による腎機能低下に比べ、

腎機能悪化速度が明らかに早い場合や腎機能の割に高度の

貧血を伴う場合など、臨床経過によりRPGNが疑われる

症例については、積極的に腎疾患専門医療機関への紹介を

行うべきである。近年このような、無症候で健診などでの

検尿異常を契機に発見されるRPGN症例が増加傾向にあ

る（『急速進行性腎炎症候群の診療指針 第2版』）。

腎臓専門医は「RPGN確定診断指針」を用いRPGNの確

定診断を行う。RPGNの定義にもあるように、腎炎性尿所

見と同時に、過去の検診その他による検査データの確認に

より、急速に腎機能の悪化をきたしたことを確認すること

が必要である。また、検診などの受診歴がなく、過去の腎

機能データが存在しない場合には、腎の超音波検査やCT

検査により腎のサイズ、皮髄境界、腎皮質の厚さなどか

ら、総合的に慢性腎不全との鑑別をするが、可能な限り腎

生検を施行し確定診断を行うことが望ましい。

病型分類は、腎組織所見およびANCA、抗GBM抗体、

表3 .8  わが国のRPGN症候群の臨床病型

症例数 ％

一次性
半月体形成性糸球体腎炎

抗GBM抗体型半月体形成性腎炎   81   4.6
免疫複合体型半月体形成糸球体腎炎   35   2.0
pauci─immune型半月体形成性糸球体腎炎  745  42.0
混合型半月体形成糸球体腎炎   31   1.7
分類不能な一次性半月体形成性糸球体腎炎   28   1.6

半月体形成を伴う糸球体腎炎
膜性増殖性糸球体腎炎   15   0.8
膜性腎症    5   0.3
IgA腎症   43   2.4
非 IgA型メサンギウム増殖性糸球体腎炎    8   0.5
その他の一次性糸球体腎炎    3   0.2

全身性
Goodpasture症候群   27   1.5
SLE   66   3.7
WG   46   2.6
MPA  344  19.4
その他の壊死性血管炎   15   0.8
紫斑病性腎炎   36   2.0
クリオグロブリン血症   12   0.7
関節リウマチ   24   1.4
悪性腫瘍    3   0.2
その他の全身性疾患   40   2.3

感染症
溶連菌感染後糸球体腎炎   10   0.6
感染性心内膜炎、シャント腎炎    6   0.3
C型肝炎ウイルス    2   0.1
その他   20   1.1

薬剤性   10   0.6
その他   17   1.0
不明  100   5.6

全体 1,772 100.0

（文献6より一部改変）
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3.3.2 CHCC分類
1994年にCHCCにおいて血管炎の名称・定義に関する会

議が行われ、罹患する血管の口径と病理組織の特徴に基づ

いた分類が提唱された  1）。またこの中でMPAが提唱され

た。ANCAに関しての記載はあるが、規定はされていな

い。解説を表3.11に示す。MPAの概念が提案され、これ

までのPANの頻度が少なくなった。なお、血管炎の分類

の変遷については、editorialとして記載されたLie8）の論

文もぜひ読まれたい。

グローバルな現状3.3

3.3.1 ACR分類
ACRによって、48施設から1,020症例の血管炎の記録

表が集計され、主要な原発性血管炎7疾患の分類基準が作

成された7）。この分類基準には、MPAやANCAの記載は

ない（表3.9、表3.10）。

RPGN（MPAを含む）とPR3─ANCA型RPGN（WGを含

む）、ANCA陰性型に病型分類される。『急速進行性腎炎

症候群の診療指針 第2版』に記述されるわが国のRPGN

の臨床病型を表3.8に示す6）。

抗DNA抗体、免疫複合体などの血清学的指標を加味して

pauci─immune型RPGN、抗GBM抗体型RPGN（Good-

pasture症候群を含む）、免疫複合体型RPGNの三つに大

別され、さらに pauci─immune 型はMPO─ANCA型

表3 .9  ACRのWGの分類基準

基準項目 定義

1．鼻あるいは口腔内炎症 有痛性あるいは無痛性口内内潰
瘍、または化膿性あるいは血性鼻
汁の発現

2．胸部X線における異常陰影 結節、固定性浸潤、あるいは空洞
の存在を示す胸部X線像

3．尿沈渣 尿沈渣において顕微鏡的血尿（＞
赤血球5個/高倍率1視野）ある
いは赤血球円柱を認める

4．生検における肉芽腫の証明 動脈壁内、血管周囲または血管外
領域（動脈または小動脈）に肉芽
腫を認める

分類上、上記4項目中少なくとも2項目以上が認められる場合、
WGと判定する。項目の種類を問わず2項目以上認めれば、感度
88.2％、特異度92.0％である

表3.10  ACRのCSSの分類基準

基準項目 定義

1．喘息 喘鳴あるいは呼気時にみられるび
まん性の高音のラ音の既往

2．好酸球増多症 白血球分画における好酸球増加＞
10％

3． 単神経障害あるいは多発神
経炎

全身性血管炎に起因する単神経障
害、多発性単神経障害あるいは多
発神経障害（すなわちグローブ/
ストッキング状分布）

4．肺浸潤（非固定性） 全身性血管炎に起因する移動性あ
るいは一過性の肺浸潤影示すX線
像（固定性浸潤は含まない）

5．副鼻腔異常 急性あるいは慢性副鼻腔痛または
圧痛の既往、あるいは副鼻腔のX
線像にみられる混濁化所見

6．血管外組織への好酸球浸潤 動脈、細動脈あるいは細静脈の生
検査において血管外組織への好酸
球浸潤を認める

分類上、上記6項目中少なくとも4項目以上が認められる場合、
CSSと判定する。項目の種類を問わず4項目以上認めれば、感度
85.0％、特異度99.7％である

表3.11  CHCC分類

疾患名 定義

WG 1．気道における肉芽腫性炎症所見
2． 小・中型血管の壊死性血管炎（壊死性糸球体腎炎がよく
みられる）

CSS 1．気道における好酸球を多数認める肉芽腫性炎症所見
2．小・中型血管の壊死性血管炎
3．喘息と好酸球増多症

MPA 毛細血管、小動脈、小静脈の小・中型血管の壊死性血
管炎で、免疫複合体沈着は少ない、あるいは認めない 
（小・中型血管の壊死性血管炎を認めることがある。壊
死性糸球体腎炎がよくみられる。肺の毛細血管炎もし
ばしばみられる）

小血管と細静脈、毛細血管、細動脈、および細動脈につながる実質内
梢動脈根幹である。すべての項目を満たすものを各疾患に分類する。
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A. エントリー基準と代用マーカー

このアルゴリズムが適用されるのは、AAVあるいは古

典的PANに合致する臨床症状・所見を有し、その原因とし

て血管炎以外の疾患が否定される原発性全身性血管炎患者

である（表3.12）。血管炎類似病態の鑑別のため、最終診

断には少なくとも3カ月の観察期間が推奨されている。な

お、ANCAの対応抗原はPR3およびMPOのいずれでも

よい。生検組織あるいは確定的な組織所見が得られない場

合には、肉芽腫性炎症代用マーカーと壊死性糸球体腎炎代

用マーカーを用いる（表3.13）。

B. 分類方法

分類方法を図3.1に示す。第1段階はAGA/CSS分類で、

3.3.3 Wattsらの分類アルゴリズム
2007年にWattsらは、疫学研究への適用を目的として、

ACR分類基準、CHCC分類、血管炎代用マーカー、さら

にANCA所見を利用したAAV  3疾患と古典的PANの段

階的分類アルゴリズムを提唱した  9）。AAVの疫学的特徴

として、欧州では北部にWGが多く、南部にMPAが多い

ことが指摘されている。このような疫学的特徴を明確にす

るためには、高い研究者間一致率により単一の疾患に診断

できる分類方法が不可欠である。Wattsらの分類アルゴリ

ズムは、疫学研究への適用を目的として作成されたもの

で、ACR分類基準、CHCC分類、WGの肉芽腫性炎症お

よび腎血管炎の代用マーカー、ANCA所見を用いて、

AGA/CSSからWG、MPA、さらに古典的PANへと順

次分類することにより単一疾患に分類できる方法である。

表3.12  原発性全身性血管炎：エントリー基準と病態定義

原発性全身性血管炎（AAVあるいはPAN）の臨床診断を行う。可能であれば少なくとも3カ月は観察を継続する。診断時年齢は16歳以上である。
以下の三つの項目（A、B、C）をすべて満たすものを原発性全身性血管炎と定義する
（A）症候がAAVまたはPANに特徴的であるか、あるいは矛盾しないこと

組織学的に血管炎が証明されていれば症状や徴候は矛盾しないものであればよい。組織学的証明がない場合は症状や徴候は特徴的なものでな
ければならない。

（B）以下の項目のうち少なくとも一つを満足すること
1．組織学的に診断された血管炎または肉芽腫性病変

  血管炎には壊死性糸球体腎炎が含まれる。肉芽腫性病変はACRのWG分類基準で定義されているものとする：血管壁あるいは動脈・細動
脈の血管周囲と血管外領域での肉芽腫性炎症所見

2．ANCA陽性
 　MPO─ANCAまたはPR3─ANCAが陽性である（ELISA測定ができない施設では IIFによるANCA陽性でもよい）
3．血管炎および肉芽腫症が強く示唆される以下の特異的な検査所見

 ・神経生理学的検査による多発性単神経炎
 ・血管造影（MR血管画像または腹腔内血管造影）によるPAN所見
 ・頭頸部と胸部のCTまたはMRIによる眼窩後部と気管病変

4．好酸球増多（＞10％または＞1.5×109/L）
（C）症候を説明する他の疾患のないこと、特に以下の疾患を除外できる

1．悪性腫瘍
2．感染症（B型・C型肝炎感染、ヒト免疫不全ウイルス、結核、亜急性心内膜炎）
3．薬剤性血管炎（hydralazine、PTU、allopurinolを含む）
4．二次性血管炎（関節リウマチ、SLE、Sjögren症候群、結合組織病）
5． Behçet病、高安動脈炎、巨細胞性動脈炎、川崎病、本態性クリオグロブリン血症、Henoch─Schöenlein紫斑病、抗GBM抗体関連
疾患

6．血管炎類似疾患（コレステロール塞栓症、calciphylaxis、劇症型抗リン脂質抗体症候群、心房粘液腫）
7．サルコイドーシス

（補足）腎あるいは皮膚生検組織の lgA沈着はHenoch─Schönlein紫斑病を、また抗GBM抗体の検出はGoodpasture症候群を疑う所見である。
しかし、lgA組織沈着と抗GBM抗体はAAVでも認めることがあり、Henoch─Schönlein紫斑病とGoodpasture症候群の除外は個々の医師
が判断する。

（文献9より）
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3.3.4 新分類基準策定の動向
2003年以降、Wattsらにより分類アルゴリズムが検討

され、作成された  9）。その後、2008年からEULARと

ACRを中心に、国際的に統一された基準が必要であると

の考えの下、「新しい血管炎の概念・定義、分類基準、診断

基準の作成」が進んでいる［主任研究者（Watts RA、

Luqmani R）および日本からの参画も含めた33人の

steering group members］10）。

新分類基準策定は、目の前の患者が血管炎か否か、続い

て血管炎であれば原発性か続発性かと、段階的に鑑別し分

類（階層的分類）していこうという意図で行われた。さら

に、障害される血管のサイズが特異的である群（大・中・小

血管）、特異性のない群、および分類不能の項目を設け、

分類の壊死性中型血管炎あるいは典型的血管造影所見（小

動脈瘤など）があれば診断する。上記のすべての条件に該

当しない場合は「分類不能」とする。

特異度の高いACR分類基準、さらに感度の高いLanham

の分類基準により診断する。

第2段階はWG分類で、① ACR分類基準を満足するも

の、② 生検によりCHCC分類のWG肉芽腫性炎症の組織

所見が得られたもの、③ AAVに共通する壊死性小型血管

炎の生検組織所見が得られ、WG代用マーカーを有するも

の、④ 組織所見はないが、WG代用マーカーがありPR3─/

MPO─ANCA陽性のものを診断する。

第3段階はMPA分類で、① 壊死性小型血管炎の生検組

織所見および臨床症状・所見があり、WG代用マーカーの

ないもの、② 組織所見はないが、WG代用マーカーがな

く、腎血管炎代用マーカーがありANCA陽性のものを診

断する。

なお、最終段階の古典的PAN（cPAN）分類は、CHCC

表3.13  血管炎の代用マーカー

血管炎 代用マーカー

WG
（上・下気道の肉芽腫性炎症）

1． 胸部Ｘ線検査で1カ月を越えて
存在する固定性肺浸潤、結節あ
るいは空洞（感染症や悪性腫瘍
が除外されること）

2．気管支狭窄
3． 1カ月を越える血清鼻汁と鼻垢、
あるいは鼻の潰瘍

4． 3カ月を越える慢性副鼻腔炎、
中耳炎あるいは乳様突起炎

5． 眼窩後部の腫瘤あるいは炎症
（偽腫傷）

6．声門下狭窄
7．  鞍鼻または破壊性副鼻腔疾患

腎血管炎（糸球体腎炎） 1． 10％を超える変形赤血球または
赤血球円柱を伴う血尿

2． 検尿検査で2＋以上の血尿と蛋
白尿

1項目が認められた場合、血管炎による臓器障害と判定する

 （文献9より引用）

原発性全身性血管炎の臨床診断

ACRあるいは LanhamのCSS分類
基準を満足AGA/CSS

WG

MPA

cPAN

ACRのWG分類基準を満足

いいえ

はい

CHCC分類のWGに合致する組織
所見

いいえ

CHCC分類のMPAに合致する組織
所見でWG代用マーカーあり

いいえ

組織所見なし。WG代用マーカーあり，
PR3─/MPO─ANCA陽性

いいえ

小型血管炎に合致する臨床徴候および
組織所見でWG代用マーカーなし

いいえ

組織所見なし。WG代用マーカーなし，
腎血管炎代用マーカーあり，
PR3─あるいはMPO─ANCA陽性
（RLV）

いいえ

CHCC分類の cPANに合致する組織
所見または典型的血管造影所見

いいえ
はい

分類不能

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

はい

図3 .1   原発性全身性血管炎（AAVおよびPAN）
分類アルゴリズム

（文献9より改変）
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鑑別診断3.4

3.4.1 AAV以外の小型血管炎
MPAは半月体形成性糸球体腎炎と肺胞出血・間質性肺

炎の肺腎症候群を呈することが多く、WGとは肉芽腫性病

変の有無により、AGA/CSSとは気管支喘息先行と好酸球

増多症により鑑別される1）。しかし、肺・腎以外にも臓器

障害が起こり、類似する病態を示す炎症性疾患や血管疾患

は多い  9）。MPA診断には表3.14にあげた疾患を除外する

ことが重要である。

Goodpasture症候群は腎糸球体や肺胞に対する抗GBM

抗体を原因とし、RPGNと肺胞出血をきたす自己免疫疾患

である。Henoch─Schöenlein紫斑病はIgA免疫複合体に

よる小型血管炎で、紫斑・皮下出血、腹痛・消化器出血、関

節痛、メサンギウム増殖性糸球体腎炎が起こる。本態性ク

リオグロブリン血症は冷却沈降性IgG/IgM複合体による

血管炎で、紫斑・網状皮斑、膜性増殖性糸球体腎炎が特徴

的で、補体活性化による血清補体低下を認める。いずれの

疾患も、AAVでは認めない糸球体など微小血管のIg沈着

を認める。

Classifcation Criteria for Primary Systemic Vasculitis；

DCVAS）が日本も含め国際的に行なわれ、最終的には診

断基準も策定される予定である。Wegener肉芽腫症は、

国際的会議においてgranulomatosis with polyangiitis（GPA）

に変更されることが内定しているが、本診療ガイドライン

では従来のWegener肉芽腫症の名称を使用する。

すべての状態が「classifi cation tree」に個別に分類される

かたちで検討された。ACR、CHCCの基準では取り上げ

られていなかったANCAの重要性が確認され、初めて定

義・分類の中に含まれ、ANCA─associatedの項目も検討

された。現在はまだ試案の段階であるが、新たな分類に則

った症例の鑑別（分類）の確認研究（Diagnostic and 

表3.14  MPAの鑑別診断

AAV以外の小型血管炎

1．Goodpasture症候群
2．Henoch-Schönlein紫斑病
3．本態性クリオグロブリン血症
4．皮膚白血球破砕性血管炎

膠原病関連血管炎

1．SLE
2．MRA
3．皮膚筋炎
4．強皮症
5．Sjögren症候群
6．混合性結合組織病
7．Behçet病

血管炎類似病態を呈する疾患

1． 塞栓性疾患（アテローム塞栓性、抗リン脂質抗体症候群、溶血性尿毒症症候群/血栓性血小板減少性紫斑病、
心疾患、過粘稠症候群、褐色細胞腫、α1─アンチトリプシン欠損症、caliciphylaxisなど）

2．悪性腫瘍（心臓粘液腫、悪性リンパ腫など）
3． 細菌性・ウイルス性・真菌性感染症（亜急性細菌性心内膜炎、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、ヒト免
疫不全ウイルス、サイトメガロウイルス、パルボウイルスB19、結核など）

4．薬剤性血管炎（PTU、hydralazine、D─penicillamine、allopurinol、TNF阻害薬など）
5．その他（サルコイドーシスなど）
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3.4.3 血管炎類似病態を呈する疾患

A. 塞栓性疾患

アテローム塞栓症では動脈粥状硬化巣からコレステロー

ル結晶が剥離・散布された結果、小動脈を閉塞し、炎症反

応とともにblue toe syndrome、腎不全、脳梗塞など多

臓器障害が起こる。抗リン脂質抗体症候群は動・静脈の血

栓症を繰り返し、習慣性流産と臓器障害を認める。抗カル

ジオリピン/β2─GP1抗体やループスアンチコアグラント

が陽性である。溶血性尿毒症症候群と血栓性血小板減少性

紫斑病は小血管内皮細胞の障害または血漿von 

Willebrand因子切断酵素ADAMTS13の活性低下を原因

とし、血小板減少症と溶血貧血に、腎不全や精神障害が出

現する。

B. 悪性腫瘍

悪性腫瘍は、免疫学的機序による炎症、腫瘍自体の塞

栓、凝固活性の亢進、パラプロテイン血症など異常タンパ

ク質の産生、血管壁への直接浸潤など多様な機序により血

管障害をきたす。心臓粘液腫はおもに左房内に発生し、全

身性炎症症状とともに、脳、腎、四肢などに全身性の腫瘍

血栓が起こる。悪性リンパ腫の血管内大細胞型B細胞リン

パ腫は高齢者に多く、免疫異常と血管親和性リンパ腫細胞

による全身臓器の小血管閉塞症状が起こる。リンパ腫様肉

芽腫症ではWG様の多発性結節影を認める。

C. 感染症

感染症は、直接的（感染・毒性）あるいは免疫学的機序（抗

体依存性・細胞性免疫異常）により血管障害を誘発し、炎

症症状とともに皮膚などに臓器障害を起こす。緑色連鎖球

菌を原因とする亜急性細菌性心内膜炎では、免疫異常（関

節炎、糸球体腎炎など）、微小塞栓による皮膚・粘膜症状

や臓器塞栓が起こる。ウイルス関連の小・中型血管炎をき

たすものとして、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、

ヒト免疫不全ウイルス、サイトメガロウイルス、パルボウ

イルスB19がよく知られている。

D. 薬剤性血管炎

血管収縮、血栓形成、血管内皮細胞障害を起こす可能性

のある薬剤は、多彩な血管障害を誘発しうる。一方、抗甲

状腺薬（PTU）、D─penicillamine（D─ペニシラミン）、

hydralazine（ヒドララジン）などの薬剤では自己抗体

MPO─ANCAが出現し、血管炎を誘発することがある。

近年関節リウマチなどに治療適応された腫瘍壊死因子

（tumor necrosis factor；TNF）阻害薬が、ループス腎炎、

PAN型血管炎、AAVを発生させる可能性が指摘されて

いる。

患者に小葉間動脈の内膜肥厚・狭窄による高血圧性腎クリ

ーゼが発生する。一方、MPO─ANCA陽性の半月体形成

性糸球体腎炎を合併し、腎不全に進行することもある。

Behçet病の皮膚・粘膜・眼病変の基本病態は閉塞性血管炎

であり、中・大型血管炎により血栓性静脈炎や動脈閉塞・動

脈瘤が起こる。血管炎による臓器障害を認めた場合、膠原

病の存在を精査する必要がある。

3.4.2 膠原病関連血管炎
SLEの臓器病変には血管炎や血栓・血管障害を認め、ル

ープス腎炎、神経障害など重症病態に関与する。病期の進

行したリウマトイド因子強陽性の関節リウマチでは血管炎

など関節外臓器病変を認めることが多く、PAN型血管炎

の合併もある。皮膚筋炎では血管炎による皮膚潰瘍、消化

器障害、神経障害を合併する。強皮症では血管障害は基本

病態であり、びまん性皮膚硬化やステロイド治療歴のある
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3.5.2 組織所見
RPGNは病理学的には多数の糸球体に細胞性から線維細

胞性の半月体の形成を認める壊死性半月体形成性糸球体腎

炎が典型像である。『急速進行性腎炎症候群の診療指針 第

2版』では、腎予後の推定を目的とした腎病理組織学的病

期分類（表3.16）が掲載される。この病期分類は、半月体

形成率、半月体病期、腎間質病変の程度をそれぞれスコア

化し、末期腎不全への移行率をその組織重症度別に判定す

るものである。しかし、近年の症例に関して、早期発見、

治療法の進歩により、この病期分類では腎機能予後の層別

化は困難となっている。さらに腎病理専門医にその使用を

推奨しているgrading & staging分類（『急速進行性腎炎

症候群の診療指針（初版）』11）に掲載）は非常に詳細な反面、

観察者間の一致性に乏しいことが判明している。また世界

的評価法の一つとしてEUVASが作成した腎組織評価法

が提唱されている12）。このEUVAS分類の要素を取り入

れ世界的基準との隔たりをなくすとともに、わが国の

RPGNの特徴を反映させることを念頭に置き、治療前評価

を主目的としたMPO─ANCA型の腎病変評価分類を新た

に作成した13）。

用しての検討（図3.2）でも、予後予想は可能であり6）【推

奨度B】、引き続き生命予後予測や治療法選択の有力な分

類法であることが明らかである。

腎病変の評価3.5

3.5.1 重症度分類
『急速進行性腎炎症候群の診療指針（初版）』では臨床重

症度に基づいたMPO─ANCA型RPGNの診療アルゴリズ

ムが提唱されている11）。臨床所見をスコア化した重症度分

類を示す（表3.15）。臨床重症度分類は、最近の症例を使

表3.15  臨床所見のスコアによる重症度分類

スコア 血清Cr値
（mg/dL）a）

年齢（歳） 肺病変の
有無

血 清CRP値
（mg/dL）a）

0 ［　］＜3 ＜60 無 ＜2.6
1 3≦［　］＜6 60－69 2.6－10
2 6≦［　］ ≧70 有 ＞10
3 透析療法

臨床所見学的重症度 総スコア

グレードⅠ 0～ 2
グレードⅡ 3～ 5
グレードⅢ 6～ 7
グレードⅣ 8～ 9

a）初期治療時の測定値 （文献11より改変）

1.0
n＝109

n＝290

n＝109

n＝18

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0.00 60.0050.0040.0030.00
治療開始からの時間（月）

20.0010.00

生
存
率

グレードⅠ

グレードⅡ

グレードⅢ

グレードⅣ

図3 .2   急速進行性腎炎症候群における臨床学的重
症度別の生存曲線

2002年以降の526例が解析対象である。 （文献6より一部改変）

表3.16  病理組織所見のスコア化と病期分類

病理組織所見スコア

スコア 半月体形成率a） 半月体病期 尿細管・間質病変

0 なし
1 ＜30％ 細胞性 軽度
2 30─50％ 線維細胞性 中等度
3 50─80％ 線維性 高度
4 ＞80％

病理組織学的病期分類

病理組織学
的病期

トータルスコア 症例数

ステージⅠ 2～ 6 207
ステージⅡ 7～ 8 214
ステージⅢ 9～ 10  73

a）係蹄壊死・フィブリノイド壊死を含む （文献11より一部改変）
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3.5.3 評価法
『急速進行性腎炎症候群の診療指針（初版）』の発刊を機

に、RPGNの病型診断は全国的に標準化されてきている。

ANCAや抗GBM抗体の測定の保険収載から一定の年月

が経過し、血清学的病型診断が一般化し、RPGNの診断精

度は向上している。RPGNの原因の内訳には大きな変化は

みられず、わが国のRPGNの多くは近年においてもMPO

─ANCA型RPGN、すなわちAAVによる腎障害である。

その点から、「不明熱、炎症反応を伴うRPGNの高齢者」、

「間質性肺炎を伴うRPGNの高齢者」という臨床的特徴の

周知・徹底はわが国のRPGN診断の精度をさらに確実にす

るうえで重要である。そのほか、半月体形成を伴う一次性

糸球体腎炎の診断には腎生検による組織診断が重要であ

り、可能な限り腎生検を実施することが望ましい。全身性

疾患、感染症に伴うRPGN、薬剤性RPGNの診断の際に

は、病歴・薬剤服用歴を含む臨床情報の聴取、他臓器病変

の確認・組織診断、血清学的特異的マーカー測定などが重

要であり、必要時には腎生検を含む精査が必要となる。再

度の腎生検による病理組織評価での活動性病変の確認が治

療内容を決定する可能性もあり、RPGN再燃の際には無

理のない範囲での腎生検の実施を考慮してもよい。

5名の腎病理医の評価の一致性を表3.17に示す。病理組織

評価の統一基準の作成は、全国の病理診断医が共通の判定

をできることを第1目標としており、これらの組織指標の

抽出には大きな意義がある。同時に抽出された組織指標と

治療開始前腎機能との関連性が明らかとなった。

この評価分類を用いてわが国のRPGNの特徴的腎生検

所見を明らかにすると同時に、より的確な腎予後類推の評

価法の作成に向けた検討がJMAAVの一環として行われ

ている。JMAAV登録症例のうち20例の腎病理組織所見

を解析した。5名の腎病理医が腎病理組織所見を観察し、

観察者間で評価の一致する組織指標の抽出作業を行った。

表3.17  JMAAV腎病理組織病変評価において一致性のある組織指標

糸球体病変

全病変のいずれかa）

急性期病変（血管内細胞増殖、係蹄壊死または血栓、細胞性半月体、細胞線維性半月体のいずれか）
係蹄壊死または血栓
細胞性半月体または細胞線維性半月体a）

慢性期病変（全節性硬化、分節性硬化、線維性半月体、癒着）a）

全節性硬化
分節性硬化、線維性半月体、癒着のいずれかa）

ボウマン囊病変

尿細管間質病変

尿細管萎縮a）

間質線維化a）

血管病変

小葉間動脈もしくは細動脈の血管炎もしくは壊死

糸球体病変は観察可能な糸球体に占める割合（病理医5人の平均値）から計算した
一致性は級内相関係数、Fleissのκ係数、KendallのW係数から総合的に評価し、一致性がgood以上である
指標を抽出した
初期値治療開始時腎機能（eGFR）との関連性は、Pearsonの相関係数 rを計算した
a）初期治療開始時腎機能（eGFR）との相関あり（p＜0 .05）
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応性に関しJMAAVの成績では、シクロホスファミド間

歇静注療法（intravenous cyclophosphamide；IVCY）を

受けた症例に改善例が多くみられ、特発性肺線維症との大

きな相違と考えられた。したがって、特発性間質性肺炎が

疑われる患者では、MPO─ANCAまたはp─ANCAの測

定を行い、間質性肺炎の増悪徴候を認めた場合、あるいは

持続性の尿潜血を認めた場合、肺以外の血管炎病変の検索

を行うとともに、早期の治療介入を検討することが推奨さ

れる。

今後の課題として、腎限局型AAVと対比的に、肺限局

型として一つの亜分類に加えた疫学調査、ならびにMPO─

AAVの広い疾患スペクトラムを考慮した新しい疾患分類

基準の作成が必要と考えられる。

B. びまん性肺胞出血

腎不全とともに、AAVの生命予後に影響する重大な合

併症である。その頻度は、RPGN症例では17％21）、わが

国の前向き調査では11％にみられた18）。血痰・喀血、新た

な肺浸潤陰影、貧血を三徴とされるが、血痰や喀血を認め

ない例が少なくない。

間質性肺炎と異なり、血管炎の発症（多くは腎病変）と

同時に、あるいは遅れて発症することが多い。まれに他臓

器の血管炎症状に先行する例があるので、Goodpasture

症候群、特発性ヘモジデローシスなどとの鑑別のため、肺

生検を必要とする場合がある。

C. 肺高血圧症

最近、AAVに合併した肺動脈性肺高血圧症4例が報告

され、うち1例は血管炎の治療のみで肺動脈性肺高血圧症

が改善した23）。わが国の前向き臨床試験JMAAVにおい

肺病変の評価3.6

3.6.1 病型
AAVに合併する肺病変は、基礎疾患により異なる。

MPAでは肺胞毛細管炎による肺胞出血がよく知られてい

るが、間質性肺炎の合併がわが国では高頻度にみら

れ14,15）、この点で欧米と異なる16）。これに対して、CSSで

は気管支喘息と肺好酸球増多症候群、WGでは壊死性肉芽

腫性気管支肺病変（画像では結節、浸潤、空洞）および肺

胞出血を呈する。

4年間にわたりAAVの新規発症例を調査したわが国初

の前向き研究17）において、56例のMPO─ANCA関連腎炎

患者の中に間質性肺炎が16例（29％）、肺胞出血が6例（11

％）合併していた18）。これに対してフランスにおける後ろ

向き研究では、MPA  85例中で肺胞出血が10例（12％）、

肺臓炎が9例（11％）であった19）。

A. 間質性肺炎

厚生労働省研究班によるJMAAVにおいて、MPO─

AAV  48例のうち、間質性肺炎は22例（46％）に認められ

た。このうち1例は治療の経過中に肺胞出血を併発した。

また、肺病変以外の臓器障害を伴わない肺限局型が4例（8

％）にみられた。治療開始前のCT画像が得られた21例の

画像所見は、通常型間質性肺炎（usual interstitial 

pneumonia；UIP）パターン10例（48％）、気腔内充填像/

結節影ならびに淡いすりガラス陰影が各5例（24％）、線状

陰影のみが3例（14％）にみられた。興味深いことに、10

例（48％）に肺気腫の合併がみられ、最近提唱された

combined pulmonary fi brosis and emphysema（CPFE）

症候群20）に近似していた。

後ろ向き研究において、間質性肺炎は血管炎発症から数

年先行して認められる例が多く、経過中に血管炎を発症し

てくる16,21）。

一方、わが国での疫学調査では、特発性間質性肺炎の約

9％にMPO─ANCA陽性例がみられる22）。また、治療反
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3.6.2 重症度
血管炎症候群において肺病変の病型は前項であげられた

ように多岐にわたり知られている。しかしながら肺病変に

おける重症度はいままで定義されていない。また、生存率

との相関を示したRCTもない。本診療ガイドラインでは

下記に各病型における重症度分類を暫定的な案として示し

た。

A. 間質性肺炎

日本呼吸器学会の特発性間質性肺炎の重症度分類（表

3.18）27）に準じてUIPパターンを呈することの多いMPA

が主となる間質性肺炎の重症度を定める。

重症度Ⅱ度以上で6分間歩行時動脈血酸素飽和度（SpO2）

が90％未満となる場合は、重症度を1段階高くする。ただ

し、安静時動脈血ガスが59 Torr以下のときには、6分間

歩行時SpO2は測定する必要はない。

B. びまん性肺胞出血

MPAの25～55％、WGの5％においてびまん性肺胞出

血の合併が認められる28）。肺病変合併例の中で集中治療室

への入室が必要となる最多の病態がびまん性肺胞出血であ

るという報告  29）もある。びまん性肺胞出血の存在を認め

れば重症度はsevereとなり、間質性肺炎合併例も少なか

らず存在する事実より、重症度分類は必要ないと考えられ

る。

C. 肺高血圧症

肺高血圧症の臨床症状に基づく重症度分類として、

WHO肺高血圧症機能分類（表3.19）30）とNYHA（New 

York Heart Association）心機能分類の両者が用いられ

ている。それぞれの分類で各重症度レベルの内容はほぼ同

一であることより、本診療ガイドラインではWHO機能分

類を用いることとした。

D. 気管支喘息

気管支喘息はAGA/CSSにおいて診断基準に含まれる

病態である。日本アレルギー学会の気管支喘息重症度分類

（表3.20）31）に準じて重症度を定めるが、必ずしもAGA/

CSSの活動性との相関は明らかでない。重症度は喘息症状

の強度、頻度、および日常のPEF（peak expiratory 

fl ow）値、1秒量とその日内変動、日常の喘息症状をコン

トロールするのに要した薬剤の種類と量により判断され、

軽症間欠型、軽症持続型、中等症持続型、重症持続型に分

類される。各重症度を症状の頻度で簡略化すると、症状が

毎週ではないのが軽症間欠型、毎週だが毎日ではないのが

軽症持続型、毎日ではあるが日常生活に支障をきたさない

のが中等症持続型、毎日で日常生活に支障をきたしている

ことが明らかとなった26）。肺動脈血栓塞栓症による肺高血

圧症を合併するリスクが高い。

今後、わが国におけるMPO─AAVにおいても肺動脈性

肺高血圧症の合併に注目した臨床研究が必要である。

て、CPFE症候群に合致する症例が多いことが明らかとな

った。最近、フランスでの検討で、CPFE症候群には高率

に肺動脈性肺高血圧症の合併がみられ、重大な予後因子で

あることが報告された20,24,25）。一方、AAVには深部静脈

血栓塞栓症が高頻度にみられ、血管炎の活動期に特に多い

表3.18  間質性肺炎重症度分類

重症度
安静時動脈血ガス
（PaO2：room 
air）

6分間歩行時最SpO2

Ⅰ 80Torr以上
Ⅱ 79─70Torr 90％未満の場合はⅢにする
Ⅲ 69─60Torr 90％未満の場合はⅣにする
Ⅳ 59Torr以下 測定不要

（文献29より）
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3.6.3 評価法
肺病変の評価は、まず第1に他の病因の鑑別、第2に病

変の進行度および治療効果の判定を目的に行う。

A. 画像診断

特発性肺線維症と同様に、AAVの肺病変も、臨床、病

理、画像を統合して診断に導くことが期待されるが、実際

には病理が容易に得られない症例も多く、高分解能CT

（high-resolution computed tomography；HRCT）を含

めた画像所見は重要な評価法である27,32）。

（1）MPA
間質性肺炎の所見としては蜂窩肺、肺の含気量低下（60

％以上）15）が認められ、蜂窩肺の分布は下肺に多く、両側

性、非対称性といわれている33）（図3.3）。

CTでは、すりガラス陰影が90％以上の症例で、肺実質

陰影（コンソリデーション）は78％の症例で認められ、胸

膜直下や気管支血管束に沿って内層に分布しやすい。すり

ガラス陰影（図3.4）は、肺胞出血、肺胞壁の慢性炎症、

小血管の血管炎あるいは軽度線維化巣に対応し、肺実質陰

影の部分はびまん性肺胞出血や好酸球浸潤を伴う血管炎に

相当するとされる33）。CTにて肺野の3分の2以上の浸潤

を認める症例では予後不良であり15）、CTによる評価にお

いて、すりガラス陰影や肺実質陰影の広がりも注目すべき

生存率との相関を重視した重症度分類を作成する必要があ

ると考える。

のが重症持続型となる。

血管炎における肺病変の重症度分類は存在していないの

が現状である。今後症例を積み重ね、血管炎自体ならびに

表3.19  WHO肺高血圧症機能分類

Ⅰ度： 身体活動に制限のない肺高血圧症患者 
通常の身体活動では過度の呼吸困難や疲労、胸痛や失神などの症状を生じない

Ⅱ度： 身体活動に軽度の制限のある肺高血圧症患者 
安静時には自覚症状がないが、通常の身体活動で過度の呼吸困難や疲労、胸痛や失神などが起こる

Ⅲ度： 身体活動に著しい制限のある肺高血圧症患者 
安静時に自覚症状がないが、通常以下の軽度の身体活動で過度の呼吸困難や疲労、胸痛や失神などが起こる

Ⅳ度： どのような身体活動もすべて苦痛となる肺高血圧症患者 
これらの患者は右心不全の症状を表している 
安静時にも呼吸困難および/または疲労がみられる 
どのような身体活動でも自覚症状の増悪がみられる

（文献30より）

表3.20  喘息の重症度分類

重症度 軽症間欠型 軽症持続型 中等症持続型 重症持続型

頻度 週1回未満
週1回以上だが毎日で
はない 毎日 毎日

喘息症状
の特徴

強度 症状は軽度で短い 月1回以上日常生活や
睡眠が妨げられる

週1回以上日常生活や
睡眠が妨げられる
短時間作用型吸入β2
刺激薬頓用がほとんど
毎日必要

日常生活に制限　治療
下でもしばしば増悪

夜間症状 月に2回未満 月に2回以上 週1回以上 しばしば

PEF ％ FEVI、％PEF 80％以上 80％以上 60％以上80％未満 60％未満
FEV1.0 変動 20％未満 20─30％ 30％を超える 30％を超える

（文献31より）
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の症例で多発浸潤影を認め、その17％に空洞形成を認め

る。

HRCTにおいて結節病変は90％で認められ、辺縁が不

整で、周囲に出血によるすりガラス陰影を有することがあ

り、85％は多発性、67％は両側性、89％は胸膜下、41％

が気管支血管束周囲に分布している（図3.5）。区域あるい

は亜区域気管支壁肥厚は73％の症例でみられる36）。コン

ソリデーションやすりガラス陰影も25～50％の症例で認

められ、血管炎による肺胞出血を示している。末梢の楔状

影は肺梗塞を示唆している可能性がある。胸水は10％で

みられるが、縦隔リンパ節腫大はまれである。また中枢気

道浸潤も30％の症例でみられ、気管支壁肥厚や結節性病

変として描出され、内腔の狭窄や石灰化を招く37）。

（3）AGA/CSS
AGA/CSSの画像所見はまだ十分に特徴づけられておら

ず、胸部単純X線像の25％、CT像の10％38）の症例で無

所見である。単純X線像で最も多い所見は移動性の非区

域性限局性陰影で、その他非空洞性結節や網状影が報告さ

れている。

HRCTにおいても、肺実質陰影は頻繁に認められる所

見（42％）で、好酸球性あるいは肉芽腫性炎症性病変を示

し39,40）、好酸球性肺炎の画像所見である。小葉中心性結節

（63％）、気管支壁肥厚（53％）、気管支拡張（53％）は気道

病変41）（図3.6）、すなわち細気管支の好酸球あるいはリン

である。実際の診療では、すりガラス陰影を観察した場

合、ニューモシスチス肺炎（pneumocystis pneumonia；

PCP）やサイトメガロウイルス肺炎などを鑑別する必要が

ある。β─D─グルカンやMPO─ANCA値あるいは細菌検

査を参考にすることとなるが、MRIの信号パターンも肺

胞出血の診断に有効なことがある34,35）。

（2）WG
WGでは、胸部単純X線所見において約70％の症例で

多発性結節影や腫瘤影が認められ、その半数に空洞形成を

認める。一方、20～25％の症例では孤発結節影あるいは

塊状影を呈し、悪性腫瘍との鑑別が問題となる。約50％

図3 .3  MPA

HRCT。両肺野や末梢優位に網状影、線状影、すりガラス陰影がみられ
る。牽引性気管支拡張症もみられ間質性肺炎が生じている。

図3 .4  MPA

HRCT。両肺に多巣性に末梢優位にすりガラス陰影が分布している。肺
胞出血を示している。

CT冠状断再構成像。両肺に辺縁不整な大小の結節影を認める。一
部空洞性結節も認められる。

図3 .5  WG
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ある。

C. 気管支肺胞洗浄液検査

血痰を伴わない肺胞出血の診断に必要である。洗浄を行

うごとに出血が増強した場合、または洗浄液のプルシアン

ブルー染色でヘモジデリン貪食マクロファージを確認した

場合、肺胞出血と診断できる。間質性肺炎の診断には必要

ないが、細菌学的検査や細胞診により感染症特に日和見肺

感染症などの鑑別に有用である。

D. 肺生検

侵襲性と肺病変増悪の危険性を考慮すると、肺胞出血や

間質性肺炎の診断目的にルーティンに施行することは推奨

されない。しかし、他の臓器病変を伴わない、肺限局型の

ANCA関連肺胞出血や間質性肺炎では、経気管支鏡的な

いし胸腔鏡下肺生検が有用である。肺胞毛細管炎の検索、

免疫組織染色による免疫複合体や補体の沈着の有無を確認

したり、基底膜に沿った線状のIgG沈着（Goodpasture症

候群）、ヘモジデローシスなどを鑑別するうえで有用であ

る。

パ球浸潤を示し、しばしば合併する喘息との関連が示唆さ

れる。さらに小葉間隔壁の肥厚や半数以上に胸水も報告さ

れている。すなわち心病変に伴う心不全の要素も加わるこ

とがある。

B. 血清マーカー

血清KL─6濃度はANCA関連間質性肺炎の活動性を反

映するとの報告があり42）、治療により低下する。肺病変の

重症度や予後との関連性については、今後の検討が必要で

図3 .6  AGA

HRCT。右肺の比較的広範囲に小葉中心性結節影や分岐状影を認め、気
管支壁肥厚も存在し、広範囲に気道病変が認められる。小葉間隔壁肥厚も
みられる。
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とが重要である。わが国では腎限局型や腎肺型の頻度が高

く、いわゆるRPGNが多い。腎病変の項目は総点数が12

点と他の項目に比して高く、血清Cr濃度の上昇が著しい

だけでも8点になる。一方、血尿も赤血球1視野10個を超

えて認め、尿蛋白が1日0.2 gを超えて認める場合でも10

点となる。BVASで胸部の項目は最大総数6点である。浸

潤影は4点であるが、その読影が難しい。ANCA陽性の

間質性肺炎などの病変との関連性が明確でない。

治療開始時の活動性評価のみならず治療効果の評価に

も、BVASが使用されている。治療の前後の総合点数、あ

るいは特定臓器項目の点数を算出し、統計的に解析をす

る。治療開始後の活動性をBVASの総合点数で評価した

場合、各項目の最高点数が異なること、障害の回復度は各

臓器によって異なる可能性があることから、一概に総合点

数での比較で、治療の優劣を決めることはできないと考え

られる。そのため治療法の比較を目的とした報告の多く

は、初診時の血管炎活動性の評価と観察期間終了時の寛解

率を比較する程度にとどめられていることが多い3,4）。さ

らに2008年にはBVAS version 3が発表されている5）。

治療と関連した用語の定義と評価法4.1

4.1.1 BVAS
バーミンガム血管炎活動性スコア（Birmingham vascu-

litis activity score；BVAS）は、1994年にLuqmaniらに

よって発表され、今日最も使用される頻度の高い活動性指

標である1）。BVASは血管炎の主要症候に基づいて評価9

項目が設定されており、簡便かつ実用的な指標であるが、

北欧に多くみられるWGについて多数の項目があげられて

いる。1997年および2007年にEUVASによって改訂さ

れ2,3）、JMAAVで使用された（表4.1）。このようなBVAS

が普及することで、早期診断が可能となる。このときから

加わった「持続（persistent）」では4週間以前より認めら

れている項目である。「新規/増悪（new/worse）」は4週

間以内に新たに出現した項目を記載する。診断時、臨床経

過の時間軸で認められる臨床徴候をすべてチェックできる

点において血管炎の病態把握にも適している。

血管炎に起因する非特異的徴候は「全身症状」であげら

れている。「持続」と「新規/増悪」の点数がもともと低く、

点数があまり違わないことは、治療に反応がよいことと関

連しているかもしれない。BVAS点数は低いが、むしろ血

管炎の診断のきっかけになることも多いので、熟知するこ
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る治療に起因する合併症（感染症、圧迫骨折など）による

臓器障害に関して、非可逆的病変として、症状や状態が3

カ月以上持続する際に、11臓器について点数化する。

4.1.2 VDI
中小型血管炎の予後を考えるとき、生命予後（生存率）

や臓器予後（透析移行など）が考えられる。臓器予後は、

① 血管炎自体による臓器障害、および、② 血管炎に対す

表4 .1  BVAS2003
患者名：
患者 ID： 生年月日：T S H　　年　　月　　日
・それぞれの所見が血管炎によると考えられている場合にのみ所見ありとして◯をつけてください。
・所見がある場合、「4週間以前から持続」あるいは「4週間以内に新規または増悪」のどちらか一方に◯をしてください。
・（1）から（9）のセクションで、すべての所見がみられないときには「なし」に◯をつけてください。
・どうしても不明の場合にはその項目には「？」をつけてください（なるべく「？」は避けてください）。
 評価年月日：　　年　　月　　日

4週間以前
から持続

4週間以内
に新規/増悪

喘鳴 1 2
結節または空洞（胸部X線） 3
胸水/胸膜炎 2 4
浸潤影（胸部X線またはCT） 2 4
大量喀血/肺胞出血 4 6
気管内の偽腫瘍/潰瘍 2 4
呼吸不全（人工呼吸を必要とする） 4 6

（6）心血管系病変（maximum scores） 4 6
なし
血管雑音
脈拍消失 1 4
心外膜炎 1 3
心筋症 3 6
心弁膜症 2 4
狭心痛 2 4
うっ血性心不全 3 6

（7）腹部（maximum scores） 4 9
なし
胆囊穿孔、腸管梗塞、膵炎による腹膜炎 3 9
血性下痢 3 9
虚血による腹痛 2 6

（8）腎病変（maximum scores） 6 12
なし
高血圧（拡張期圧96以上） 1 4
蛋白尿（＞1＋または＞0.2 g/1日） 2 4
血尿（＞1＋または＞10 RBC/hpf） 3 6
Cr　1.4─2.79 mg/dL 2 4
Cr　2.8─5.69 mg/dL 3 6
Cr　5.7 mg/dL─ 4 8
Cr増加＞30％またはCCr低下＞25％ 6

（9）神経系病変（maximum scores） 6 9
なし
頭痛 1 1
髄膜炎 1 3
器質性錯乱/痴呆 1 3
痙攣（高血圧性ではない） 3 9
卒中発作 3 9
脳神経麻痺 3 9
脊髄病変 3 6
末梢神経障害（知覚） 3 6
運動性多発単神経炎 3 9

4週間以前
から持続

4週間以内
に新規/増悪

（1）全身症状（maximum scores） 2 3
なし
疲労感
筋痛 1 1
関節痛/関節炎 1 1
発熱（38.0度以上） 2 2
体重減少（＞2 kg） 2 2

（2）皮膚病変（maximum scores） 3 6
なし
梗塞 1 2
紫斑 1 2
他の皮膚血管炎 1 2
潰瘍 1 4
壊疽 2 6

（3）粘膜/眼病変（maximum scores） 3 6
なし
口腔潰瘍、口腔内肉芽腫 1 2
陰部潰瘍 1 1
唾液腺炎あるいは涙腺炎 2 4
結膜炎 1 1
上/強膜炎 1 2
眼球突出（炎症による） 2 4
眼瞼炎 1 1
角膜炎 1 3
視力低下 2 3
突発性視野欠損 6
ブドウ膜炎 2 6
網膜血管炎 2 6
網膜血栓症 2 6
網膜滲出物 2 6
網膜出血 2 6

（4）耳鼻咽喉部病変（maximum scores） 3 6
なし
副鼻腔炎 1 2
鼻腔内の潰瘍あるいは肉芽腫
鼻出血、痂皮形成 3 6
中耳炎
伝音性難聴 1 3
感音性難聴 2 6
声門下病変/狭窄 3 6

（5）胸部（maximum scores） 3 6
なし

CCr：creatinine clearance，クレアチニンクリアランス
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の差異はない。実際の記載上の問題点として、① ある症

状が血管炎の発病以前からあったのか、そうでないのか不

明なことが多い。② 慣れない記載者では多くの点数をつ

けやすい。③ BVASと混同して、VDI点数が最終観察時

に減少することが多いが、これは誤りである。発症初期の

6カ月に多くはVDI点数2～4である。約5％はVDI点数

0である。一般的にVDI＞5は予後不良と考えられる。

BVASは血管炎の活動性を示すが、血管炎障害指標（vasculitis 

damage index；VDI）（表4.2）は非可逆的なダメージを

示し、VDI点数は変化がないか増加するかどちらかであり、

減少することはない3,6,7）。関節リウマチの治療を例にあげ

れば、関節リウマチの活動性を示すDAS28がBVASであ

り、VDIは関節リウマチのX線変化のsharp scoreのよう

な意味がある。BVASと異なって臓器別の点数化の比重

　項　　　　目 なし あり
Ⅰ．筋骨格症状
　　1．明らかな筋萎縮、筋力低下
　　2．変形または骨ビランを伴った関節炎
　　3．脊椎圧迫骨折
　　4．無腐性骨壊死
　　5．感染性骨髄炎
Ⅱ．皮膚症状
　　1．脱毛
　　2．皮膚潰瘍
　　3．口腔潰瘍
Ⅲ．耳・鼻・咽喉頭症状
　　1．難聴
　　2．鼻閉・慢性鼻汁分泌・痂皮形成
　　3．鞍鼻・鼻中隔穿孔
　　4．慢性副鼻腔炎・X線による骨破壊所見
　　5．声門狭窄（未手術）
　　6．声門狭窄（手術後）
Ⅳ．呼吸器症状
　　1．肺高血圧
　　2．肺線維症/空洞所見
　　3．胸膜の線維化
　　4．肺梗塞
　　5．慢性気管支喘息
　　6．慢性呼吸不全
　　7．呼吸機能検査異常
Ⅴ．循環器機能
　　1．狭心症・冠動脈バイバス
　　2．心筋梗塞
　　3．2回目の心筋梗塞
　　4．心筋症
　　5．心弁膜障害
　　6．心外膜炎
　　7．高血圧
Ⅵ．腎症状
　　1． 予測または実測の糸球体濾過率（GFR）

が50％未満
　　2．蛋白尿0.5g/日以上
　　3．腎不全末期
Ⅶ．消化管症状
　　1．腸管の梗塞

表4 .2  VDI

VDIは、臓器の障害を血管炎の発症時から記載する。血管炎発症前の障害は記載しない。血管炎の活動性（BVAS）と異なり、臓器の非可逆的な障害を
記載するため、点数は改善しない。初発の症例のVDIは0である。（a）3カ月以上継続する障害を点数化する。（b）VDIの点数は不変または増加し、改善
することはない。

患者名：　　　　　　ID番号：　　　　　　　評価医師：
疾患名：　　　　　　評価年月日：

　項　　　　目 なし あり
　　2．腸間膜動脈循環不全・膵炎
　　3．慢性腹膜炎
　　4．食堂狭窄・上部消化管の手術
Ⅷ．末梢循環症状
　　1．一肢における脈の欠損
　　2．一肢における2回目の脈の欠損
　　3．二肢以上の脈の欠損
　　4．大血管の狭窄
　　5．間欠性跛行・上肢運動に伴う虚血症状
　　6．静脈血栓症
　　7．小さな部位の組織欠損
　　8．大きな部位の組織欠損
　　9．2回目の大きな部位の組織欠損
Ⅸ．眼症状
　　1．白内障
　　2．網脈病変
　　3．視神経萎縮
　　4．視力低下・複視
　　5．1眼の失明
　　6．もう1眼の失明
　　7．眼窩の破壊
Ⅹ．精神神経症状
　　1．認知障害
　　2．精神障害
　　3．痙攣
　　4．脳血管障害
　　5．2回目の脳血管障害
　　6．脳神経障害
　　7．末梢神経障害
　　8．横断性脊髄障害
Ⅺ．その他の障害
　　1．早期閉経
　　2．骨髄障害
　　3．糖尿病
　　4．薬剤性による慢性的な血尿
　　5．悪性腫瘍
　　6．その他の所見

合　計

（www.vasculitis.org/より）
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VDIの定義

Ⅰ　筋骨格症状
　1．明らかな筋萎縮、筋力低下：臨床所見による（脳血管障害に起因しない）
　2． 変形または骨ビランを伴った関節炎：変形は臨床所見により、X線所見によって確認される（無腐性骨壊死を除外する）。骨ビランはX線所見によって確認

される
　3． 脊椎圧迫骨折：既往歴やX線所見で確認（無腐性骨壊死を除外する）
　4．無腐性骨壊死：血管炎発症後に適切なX線撮影方法にて証明される
　5．感染性骨随炎：臨床所見で証明され、X線所見かつ/または細菌培養にて確認される

Ⅱ　皮膚症状
　1． 脱毛：臨床上記載され慢性の脱毛（かつらを必要とする）、不可逆性の瘢痕病変はあってもなくてもよい
　2．皮膚潰瘍：有痛性皮膚潰瘍。静脈血栓症に起因するものを除外すること
　3．口腔潰瘍：治療を必要とした再発性潰瘍または口腔潰瘍

Ⅲ　耳・鼻・咽喉頭症状
　1． 難聴：中耳の病変や聴神経/蝸牛の障害に起因する難聴、オージオメトリによって確認することが望ましい
　2． 鼻閉・慢性鼻汁分泌・痂皮形成：鼻からの呼吸障害、かつ/または膿汁分泌、かつ/または殻皮形成。多くは鼻洗浄を必要とする
　3．鞍鼻・鼻中隔穿孔：鞍鼻、かつ/または、鼻中隔の穿孔
　4． 慢性副鼻腔炎・X線による骨破壊所見：副鼻腔の疼痛を伴った慢性鼻膿汁分泌、かつ/または骨の破壊を伴った、または伴わないX線により確認される副鼻

腔炎
　5． 声門狭窄（未手術）：持続する嗄声、かつ/または磋嗄、内視鏡かつ/またはX線にて確認することが望ましい
　6．声門狭窄（手術後）：耳鼻科医の確認による

Ⅳ　呼吸器症状
　1． 肺高血圧：右室の拡大または、肺性2音の亢進（正しくは心機能検査によって確認される）
　2． 肺線維症/空洞所見：症候とX線所見による（適切な検査で確認する）。肺切除が必要な患者も含める
　3．胸膜の線維化：胸部X線による
　4．肺梗塞：胸部X線または呼吸機能/肺血流シンチによる
　5．慢性気管支喘息：著明な可逆的気道狭窄
　6． 慢性呼吸不全：著明な呼吸困難症状、かつ/またはX線上または呼吸機能上重篤な所見のない呼吸促迫
　7．呼吸機能検査異常：1秒量または肺活量が70％以下、または、拡散能は70％以下

Ⅴ　循環器機能

　1． 狭心性・冠動脈バイパス：病歴による、少なくとも心電図の変化によって確認する
　2． 心筋梗塞：血管炎発症後からの病歴による、少なくとも心電図の変化によって確認する、または心由来酵素の上昇
　3． 2回目の心筋梗塞：1回目の心筋梗塞から少なくとも3カ月後
　4．心筋症：慢性心機能不全、臨床症状の記載または適切な検査による
　5． 心弁膜障害：明らかな拡張期または収縮期雑音、正しくは心機能検査によって確認される
　6． 心外膜炎：少なくとも3カ月以上続く心外膜炎または収縮性心外膜炎による症状、または心外膜石開術
　7．高血圧：拡張期血圧＞95 mmHgまたは降圧剤使用を必要とする

Ⅵ　腎症状
　1．予測または実測GFRが50％未満：それぞれの施設の計測法による
　2．蛋白尿0.5g/日以上：それぞれの施設の計測法による
　3．腎不全末期：透析にもかかわらず3カ月以上続く腎不全、または腎移植

Ⅶ　消化管症状
　1． 腸管の梗塞：血管炎発症後に起こった十二指腸・胆囊・脾または肝の梗塞または切除
　2．腸間膜動脈循環不全・膵炎：血管造営や酵素上昇にて確認される典型的な腹痛
　3．慢性腹膜炎：臨床所見から確認される典型的な腹痛と腹膜刺激症状
　4． 食道狭窄・上部消化管の手術：食道狭窄は内視鏡またはX線によって確認され、上部消化管手術は血管炎発症後による

Ⅷ　末梢循環症状
　1．一肢における脈の欠損：臨床症状から確認される
　2．一肢における2回目の脈の欠損：一肢による。第1回目から3カ月以上経ている
　3．二肢以上の脈の欠損：臨床上検出される。少なくとも二肢以上に及ぶ
　4． 大血管の狭窄：ドプラー心超音波や血管造影によって確認された頸動脈や腎血管の狭窄
　5．間欠性跛行・上肢運動に伴う虚血症状：3カ月以上続く運動の伴う末梢大血管による虚血性疼痛
　6．静脈血栓症：持続する腫脹、潰瘍、または、臨床上の静脈うっ滞
　7．小さな部位の組織欠損：血管炎発症後の指尖欠損
　8．大きな部位の組織欠損：血管炎発症後の指趾や四肢の欠損、外科切除を含む
　9．２回目の大きな部位の組織欠損：第１回目から３カ月以上経ること

Ⅸ　眼症状
　1．白内障：どちらかの瞳孔の混濁（白内障）、検眼鏡で確認される
　2．網膜病変：検眼鏡検査で確認される明らかな変化、視野欠損や失明

〈つづく〉
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4.1.5 難治性の定義
難治性（refractory）とは、① 急性期のAAVにおいて、

急性期AAVに対する4週間の標準的な治療法にて治療し

ても疾患活動性が変化しない、または悪化する状態、② 6

週間の治療に対しても、治療に反応しない状態、すなわ

ち、疾患活動性指数の減少が50％未満であること、③ 慢

性･持続性の疾患であること。つまり、12週間を超えた治

4.1.4 再燃の定義
再燃（relapse）は、活動性のある炎症に基づく、再発や

新たな血管炎症状の出現と定義される。重症（major）再

燃と軽症（minor）再燃とがある。前者は、疾患の再燃を

示唆する臨床症状や検査所見が出現し、その所見が、臓器

障害や生命の維持に関わる活動性を示し、ステロイド単剤

の増加では対処できず、次の段階の治療（CYなどの免疫

抑制薬の追加）を必要とする状態をいう。後者は、上述以

外の状態をいう8）。

4.1.3 寛解の定義
寛解（remission）は、血管炎の活動性が消失したこと

と定義される。「活動性」とは、血管炎だけではなく、WG

の肉芽腫やAGA/CSSの好酸球の組織浸潤などの他の炎

症性所見も含まれた意味である8）。JMAAVでの「完全寛解」

とは、血管炎による新しい臨床症状を認めず、かつ、

BVASが0～ 1点の状態をいう。なお、腎炎に関しては、

腎炎所見、腎機能の悪化を認めず、かつ赤血球円柱が消失

している状態をいう。CRPは正常範囲内で、かつBVAS

が0～1点とは、4週間以内に血管炎による臨床症状が新

しく出現したり、または悪化したりする所見がない状態を

意味する9）。また、「不完全寛解」とは、疾患の活動性や悪

化を示唆する臨床症状や検査成績を認めない状態をいう。

VDIの定義
　3．視神経萎縮：検眼鏡検査で確認される
　4． 視力低下・複視：神経麻痺によらない眼球運動障害、視力低下、複視または視野狭窄
　5．1眼の失明：１眼の完全な失明
　6．もう1眼の失明：第１眼の失明から３カ月経ること
　7．眼窩の破壊：単純Ｘ線またはCTにて確認する

Ⅹ　精神神経症状
　1． 認知障害：記憶障害・計算障害・集中障害・会話，書字障害・行動障害。簡単な精神テスト、正式な精神認知試験による
　2． 精神障害：精神障害のため日常生活における機能障害を起こす。妄想・聴覚や視覚の幻覚・錯乱・関連性の欠如・思考内容の貧困化・非倫理的思考。奇行・まと

まりのない行動・緊張病性の行動
　3． 痙攣：脳からの発作性放電のため、特徴的な間代性や強直性痙攣、または特定の行動異常が起こる。痙攣は治療が必要であり、３カ月以上経てダメージと

して記載される
　4． 脳血管障害：血管炎発症後、不全麻痺、力が入らないなどの病巣症状、悪性腫瘍以外の原因による外科切除
　5．2回目の脳血管障害：1回目より3カ月以上経る
　6．脳神経病変：視神経と感音性難聴を除いた脳神経障害
　7．末梢神経障害：運動または感覚障害を起こす
　8．横断性脊髄障害：膀胱・直腸の括約筋障害を伴う下肢の運動機能・感覚機能障害

Ⅺ　その他の障害
　1．早期閉経：40歳未満に閉経が起こる
　2． 骨髄障害：白血球減少（白血球＜4,000/uL）または血小板減少（血小板＜14万/μL）または貧血（ヘモグロビン＜10＜/dL）。骨髄穿刺にて確かめること

が望ましい
　3．糖尿病：治療を必要とする
　4． 薬剤性による慢性的な血尿：持続性血尿、萎縮性膀胱。急性出血性膀胱炎は含まない。薬剤による副作用として評価される
　5．悪性腫瘍：病理学的検査による。異形成は含まれない
　6． その他の所見：血管炎の発症後起こった患者または医師が重要と考えた障害や併発症
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寛解導入療法4.2

4.2.1 グローバルな現状

A. 重症度分類

AAVはいずれも肺および腎病変を伴う可能性があり、

それらの重症度は患者の生命予後、機能的予後に影響を与

える。EUVASが実施した複数の臨床試験結果から、患者

を重症度別に分類し、治療法を選択することがEULAR 

recommendation1）では推奨されている【推奨度B】。表

4.3にEUVASによるAAVの重症度分類を示す。分類は

罹患臓器の種類と臓器障害の重症度によって定義され、難

治型は標準治療であるGC＋CYにも関わらず進行する疾

患として定義される。これらの重症度分類は個々の患者に

おいて経過とともに変化する可能性があり、それに伴っ

て、当然治療方針も変更する必要がある。

ほぼ同様な考え方に基づいた重症度分類が、BSR/

BHPRガイドライン2）にも記載されている（表4.4）。

EUVASによる重症度分類にANCA検査結果が加えられ、

限局型および早期全身型の血清Crレベルも規定されてい

る。さらに、これらの病型で典型的に使用される寛解導入

療法が記載され、寛解導入療法の免疫抑制効果はその患者

の重症度を反映すると解説されている。米国の文献で使用

される限局型WGは、この分類では限局型・早期全身型に

最も近いと考えられる。

療に対しても、BVASによる活動指数において、少なく

とも1主要項目、または3小項目が存在すること。①～③

のどれかを満足する状態と定義される7）。

文　献

1 ） Luqmani RA, Bacon PA, Moots RJ, et al. Birmingham vasculitis activity score（BVAS）in systemic vasculitis.  QJ Med. 1994; 87 : 671-
678.

2 ） Luqmani RA, Exley AR, Kitas GD, et al. Disease assessment and management of systemic vasculitides. Baillieres  Clin Rheumatol. 
1997; 11 : 423-446.

3 ） Flossmann O, Bacon P, de Groot K, Jayne D, Rasmussen N, Seo P, Westman K, Luqmani R. Development of comprehensive disease 
assessment  in  systemic vasculitis.  Ann Rheum Dis. 2007; 66（3）: 283-292.

4 ） 湯村和子，伊藤千春．ANCA関連血管炎の活動性と臓器傷害の評価．脈管学会誌．2009; 49 : 63-74.

5 ） Mukhtyar C, Lee R, Brown D, Carruthers D, Dasgupta B, Dubey S, Flossmann O, Hall C, Hollywood J, Jayne D, Jones R, Lanyon P, 
Muir A, Scoot D, Young L, Luqmani RA. Modifi cation and validation of the Birmingham Vasculitis Activity Score （version 3）. Ann 
Rheum Dis. 2009; 68 : 1827-1832.

6 ） Exley AR, et al. Development and initialvalidation of the vasculitis damage index for the standardized clinical assessment of damage in 
the systemic vasculitoides.  Arthritis Rheum. 1997; 40 : 371-380.

7 ） Luqumani L. Measuring disease activity and outcome in clinical study.  Clevland Clin J Med. 2002; 69 : SII-100-102.

8 ） Hellmich B, et al. EULAR recommendation for conducting clinical studies and/or clinical trials in systemic vasculitis: focus on ANCA-
assocaited vasculitis.  Ann Rheum Dis. 2007; 66 : 605-617.

9 ） 尾崎承一，富野康日己．MPO-ANCA関連血管炎に対する重症度別プロトコールの有用性を明らかにする前向きコホート研究．厚生労働省難
治性疾患克服研究事業　難治性血管炎に関する調査研究班　総括・分担研究報告書　平成16年度．2005: 217-253.

表4 .3  EUVASによるAAVの重症度分類

重症度 定義

限局型（ localized） 上・下気道病変以外の臓器病変、発熱など
の全身症状を認めない病型

早期全身型
（early systemic）

臓器機能あるいは生命に危険を及ぼす病
変を伴わないすべての病型

全身型
（generalized）

腎あるいは他の臓器機能に危険を及ぼす
病変を伴う病型、腎病変では血清Cr 
5.66 mg/dL未満

重症型（severe） 腎不全または重要臓器の機能不全を伴う
病型、腎病変では血清Cr 5.66 mg/dL
超

難治型（refractory） GCおよびCY治療に反応しない進行性の
病型

（文献1より）
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表4 .4   BSR/BHPRガイドラインにおける血管炎
の重症度分類

臨床的
病型 

全身
症状

典型的な
ANCA
検査結果

重要臓
器機能
障害 

血清Cr
（mg/dL）

寛解導入療法

限局型・
早期全
身型

あり 陽性また
は陰性

なし <1.70 MTXまたは
CY

全身型 あり 陽性 あり <5.66 CY
重症型 あり 陽性 あり >5.66 CY＋ 血 漿 交 換＋

methylprednisolone

（文献2より）

解導入率を保ちつつ感染症死や白血球減少の発生を減少さ

せるとされている3）。感染症は原発性血管炎患者における

早期死亡の主要な原因の一つであり、高齢者や腎機能障

害、白血球減少などが危険因子となる。これらのプロトコ

ールにより、3カ月で80％程度、6カ月で90％の寛解導入

が期待できる。

GCについてもEUVASの臨床研究の投与プロトコール

に基づいて投与1週間後から減量を開始するプロトコール

が提案されている（「C．GC減量のプロトコール」参照）4）。

ステロイドパルス療法については、特にIVCYの際に嘔気

の予防・免疫抑制の観点から用いられる。初回IVCY前に

methylprednisolone（メチルプレドニゾロン）500 mgの

投与、2回目のIVCY前にmethylprednisolone  250 mg

の投与を行うプロトコールが用いられる5）【推奨度A】。ス

テロイドパルス療法を併用する際は、GCの初回投与量を

減量する【推奨度D】。またステロイドパルス療法は重症の

血管炎、特にRPGNを呈した際にしばしば用いられる【推

奨度B】。

臓器限局型または早期全身型に対する初期治療には、

MTX（15 mg/週から増量し、最大20～ 25 mg/週）と

GCの併用が推奨されている【推奨度A】。これらのプロト

コールは寛解導入療法におけるCYとMTXの有用性比較

試験であるNORAM研究に基づいて設定されている6）。

寛解率については同等性が示されているが、再燃や全身型

へ移行する可能性がある。限局型においても重篤な後遺症

の残存が懸念される場合はCYを使用するべきである【推

奨度D】。MTXを使用する際は毒性を減じるため常用量の

葉酸を併用する。治療前には末梢血検査（白血球分画を含

む、以下同様）、腎機能、肝機能、胸部X線などの検査の

評価が必要である。血清Cr  1.70 mg/dL以上の腎機能障

害を伴う患者では投与を避ける。投与量の調整中は1回/2

週の頻度で末梢血検査を行い、投与量の固定後は1回/月

の頻度での末梢血液検査を行う。肝機能は血液検査をする

たびに、腎機能検査も半年に1回以上は行う。詳細につい

てはBSRのMTXモニタリングに記載されている7）。

重篤な腎障害（血清Cr≧5.66 mg/dL）を認める場合【推

奨度A】や肺胞出血などの生命に関わる重篤な臓器障害を

合併する場合【推奨度D】はGCとCYに加え、血漿交換療

法（2週間以内に4Lを7回）を併用する。最近の報告では、

B. 治療プロトコール

前述の重症度分類の項（表4.4）に示した全身型を呈す

る血管炎では、経口GC［プレドニゾロン（prednisolone；

PSL）換算1 mg/kg/日）］に加えて経口CY（2 mg/kg/日

またはIVCY 15 mg/kgを2～3週ごと）の併用が推奨さ

れている【推奨度A】。

経口CYの場合は2 mg/kg/日（最高で200 mg/日）を3

カ月間投与する。3カ月で寛解に達しない場合は寛解に達

するまで同量で継続する。寛解後は1.5 mg/kg/日に減量

する。CYの総投与期間は6カ月を超えないようにする。3

カ月の寛解療法後（寛解が遅れた場合は3～6カ月以内）

は維持療法へ移行する。感染症のリスクの低減のため白血

球数4,000/μL以上または好中球数2,000/μL以上を維持

するよう投与量を調整する【推奨度B】。年齢【推奨度B】

や腎機能【推奨度D】によって投与量の調整も必要である。

経口CY療法のモニタリングについては「D．CY投与量の

調整」に委ねる。

IVCYは15 mg/kgが標準投与量となり、年齢・腎機能

に応じて調整するが、1回投与量が1,500 mgを超えないよ

うにする。投与前後に十分な補液または十分な飲水を指示

することが望ましい。最初の3回は2週間ごとに行い、そ

の後は3週間おきに行う。最近の実地診療では3～6カ月

で維持療法への移行が検討されているが、十分な寛解導入

を目的とする場合には、6カ月間の治療が行われている。

IVCY療法のモニタリングについても「D．CY投与量の調

整」に委ねる。

最近の報告では、IVCYは経口CYと比較して同等の寛
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するメタアナリシスでは、GC維持療法群に比較して早期

減量群の再燃リスクが高いことが報告された10）。このよう

に、GC減量速度および維持療法に関しては、まだコンセ

ンサスが得られていない。これらの海外プロトコールはい

ずれも免疫抑制薬併用が原則であり、GC単独治療による

減量プロトコールを示すものではない。

D. CY投与量の調整

経口CY
2007年BSR/BHPRガイドライン2）では、寛解導入とし

て経口CY  2 mg/kg/日を最低3カ月継続することが推奨

されているが、好中球減少症を避けるため、年齢60歳以

上は25％、75歳以上は50％減量すべきである1,2）【推奨度

B】。末梢血検査を最初の1カ月は毎週、2カ月目と3カ月

目は2週間ごと、その後は毎月チェックする。白血球

4,000/μL未満、好中球2,000/μL未満に減少した場合は

経口CYを一時的に中止する。白血球数が回復したら少な

くとも1日投与量を25 mg減量して再開し、その後4週間

は毎週検査する。重篤な白血球減少/好中球減少（白血球

1,000/μL未満、好中球500/μL未満）あるいは遷延する

白血球減少/好中球減少（白血球4,000/μL未満、好中球

2,000/μL未満が2週間以上）をきたした場合には経口CY

を中止し、白血球数回復後に50 mg/日で再開して、白血

球数が許容範囲内であれば、1週間ごとに目標量まで増量

する。白血球6,000/μL未満でかつ以前に比して2,000/

μL以上低下した場合には25％減量する2）【推奨度D】。

IVCY
末梢血検査はIVCY当日あるいは前日に実施する。

IVCY施行前に白血球4,000/μL未満、好中球2,000/μL

未満である場合には、IVCYを延期し、毎週末梢血検査を

実施して、白血球4,000/μL以上でかつ好中球2000/μL

以上になったら25％減量して再開する。その後に白血球

減少/好中球減少をきたした場合には、同様な方法で減量

する。最初のIVCY  10日後から次のIVCYまでの間に末

梢血検査をチェックする。白血球nadir  3,000/μL未満、

好中球nadir  1,500/μL未満の場合には、次のIVCY直前

重篤な腎機能障害患者に対する血漿交換療法の併用により

腎予後は改善したが生命予後の改善はなかったとされてい

る8）。血漿交換療法とステロイドパルス療法の併用療法は

確立された治療法ではないが広く使用されている。CYが

使用できない患者に対しては、代替薬としてMTX、

AZA、レフルノミド（lefl unomide；LEF）、ミコフェノ

ール酸モフェチル（mycophenolate mofetil；MMF）など

が使用されているが、MTX以外には寛解導入療法に関す

る確立したエビデンスはない。

これらの治療ガイドラインはRCTを中心としたデータ

に基づいて作成されているため、対象症例は80歳未満で

ある。また多くの研究でPR3─ANCA陽性患者、WG患

者の割合が多い。わが国では疾患比率としてWGよりも

MPAが圧倒的に多く、また80歳以上の高齢者での発症が

まれではないこともあり、これらのガイドラインのわが国

の患者への適用については慎重を要する。

C. GC減量のプロトコール

グローバルにおいてもGCの減量方法には複数の考え方

がある。血清Cr  5.66 mg/dL以下の全身型血管炎に対す

る寛解導入後の維持療法を検討したCYCAZAREM4）では、

PSLを1 mg/kg/日から開始し、1週間ごとに0.75、0.5、

0.4 mg/kgと減量し、以後漸減するプロトコールが用いら

れた【推奨度A】。CYCAZAREMの患者内訳はWG  61％、

MPA  39％、PR3─ANCA陽性57％、MPO─ANCA陽性

37％、腎症94％、耳鼻咽喉領域［ear, nose, throat（region）；

ENT］病変50％、肺病変55％であり、平均年齢58歳（20

～77歳）であった。このプロトコールによる治療により3

カ月までに77％、3カ月～6カ月までの間に16％が寛解に

至っており、再燃率はAZA維持療法群15.5％、CY維持

療法群13.7％であった。一方、2009年EULAR recom-

mendation1）では、最初の1カ月はGCの初期高用量を維

持し、3カ月以内でPSL  15 mg/日未満に減量すべきでは

ないと記されている【推奨度C】。PSL  20 mg/日以上の投

与期間が2.75カ月未満の患者群で有意に再燃率が高かっ

た報告  9）などに基づいたrecommendationと考えられる。

また、最近発表されたGCの減量速度および維持療法に関
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4.2.2 JMAAVプロトコール

A. 重症度分類

各症例の重症度および病型を表4.6に基づいて分類す

る。その際に、表4.7を用いて臓器障害の有無を判定す

る。

B. 治療プロトコール（RPGNを除く）

寛解導入療法（初期治療）
各症例の重症度分類に基づいて治療プロトコールを選択

し、3～6カ月を要して治療する。

（1）軽症例

表4.6の腎限局型、肺線維症型、その他の型は次のプロ

の白血球4,000/μL以上でかつ好中球2,000/μL以上であ

っても以下のような減量をする。

（1） 白血球nadir  1,000 ～ 2,000/μLあるいは好中球

nadir  500～ 1,000/μLの場合には前回量の40％減

量する。

（2） 白血球nadir  2,000 ～ 3,000/μLあるいは好中球

nadir  1,000～ 1,500/μLの場合には前回量の20％

減量する【推奨度B】。

CY投与量、投与間隔の調整を必要としなかった場合、

その後は末梢血検査をIVCY当日あるいは前日に実施す

る。調整を必要とした場合、末梢血検査は10日後にも実

施すべきである。腎機能をIVCY当日あるいは前日に測

定し用量を調整する。年齢、腎機能による減量方法を表

4.5に示す1,2）【推奨度D】。

表4 .5  年齢と腎機能による IVCY用量調節

年齢 血清Cr
1.7─3.4 mg/dL

血清Cr
3.4─5.7 mg/dL

60歳未満 15 mg/kg/回 12.5 mg/kg/回
60歳以上70歳未満 12.5 mg/kg/回 10 mg/kg/回
70歳以上 10 mg/kg/回 7.5 mg/kg/回

（文献1、2より一部改変）

表4 .6  重症度分類
分類 病型 備考

軽症例 腎限局型 RPGN型は除外
肺線維症型 肺出血型は除外
その他型 筋・関節型、軽症全身型、

末梢神経炎型など

重症例 全身性血管炎型 3臓器以上の障害
肺腎型 限局性肺出血または広範

囲間質性肺炎と腎炎の合
併

RPGN型 血清Cr値が1カ月以内
に2倍以上に増加

最重症例 びまん性肺出血型
腸管穿孔型、膵炎型
脳出血型
抗基底膜抗体併存陽性例
重症例の治療抵抗性症例

臓器障害の定義は表4 .7を参照のこと

表4 .7  臓器障害の定義

臓器障害の種類 定義および解説

（a）限局性肺出血 両側肺野の30％以下の肺出血陰影

（b）広範囲間質性肺炎 PaO2 60 Torr以下の呼吸不全を伴わず、
両側肺野の30％以上の罹患面積を示す
間質性肺炎

（c）腎炎 臨床的に血清Crの上昇、CCrの低下を
急速に示し、血尿/蛋白尿を認める
RPGN、または腎生検にて50％以上の
広がりをもつ壊死性半月体形成性腎炎
AAV症例は高齢者に多いことを考える
と、従来のRPGNの定義（数週間～数
カ月の間に腎不全に至る症例）では不十
分と考える。すなわち、高齢者で元来腎
硬化症などを有している症例で、脱水な
どの要素が加わると、3カ月間で血清Cr
値が2倍以上になることがある。したが
って、血清Cr値が1カ月以内に2倍以
上に増加する腎炎症例と定義した

（d）心筋障害 新しい心筋梗塞、心膜炎、心筋炎などの
存在を裏づける所見

（e）神経障害 新しい脳出血・梗塞、多発性単神経炎、
器質性意識障害などの存在

（ f）消化器 下血または便潜血強陽性を呈する、また
は膵臓壊死・肝機能異常を示す所見

（g）皮膚病変 多発性の紫斑、または皮膚潰瘍の存在

（h）耳鼻咽喉 急性中耳炎/内耳炎、出血性鼻炎、強膜
炎/ブドウ膜炎/網膜炎/視神経炎など

（a）～（h）の項目を認めるときには、その臓器障害を認めることとする
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寛解維持療法
寛解導入後は、PSL  10～ 5 mg/日で再燃に注意して経

過観察する。なお、血管の内腔狭窄および血栓形成に関

し、抗凝固療法［warfarin（ワルファリン）など］、血管拡

張剤［prostaglandin（プロスタグランジン）製剤］、抗血

小板剤［dipyridamole（ジピリダモール）など］を投与する。

経口CY投与は投与開始後6カ月以内に中止するのが好

ましいが、AZAに変更して投与継続するのも可である。

C. JMAAVの解析結果

この臨床試験では、重症度別に設定された寛解導入プロ

とコールに基づいて治療される約6カ月の寛解導入期間

と、その後の12カ月の寛解維持療法期間にわたる、計18

カ月間の経過が観察された。患者登録期間は2004年7月1

日～2006年9月30日で、17施設より52症例が登録され、

2008年3月31日に試験が終了した。

除外基準に抵触して4例が除外され、計48例が解析さ

れた。男性は17名、女性は31名。年齢は26歳～79歳ま

でにわたり、中央値は70歳であった。重症度別には最重

症例2例、重症例23例、軽症例23例であった。病型を表

4.8にまとめた。

最重症例では脳出血型1例と重症例の治療抵抗症例1例

であった。重症例では全身性血管炎型3例、肺腎型4例、

RPGN型16例であった。軽症例では腎限局型4例、肺線

維症型4例、その他型15例であった。重症度別に行われ

た寛解導入療法の内訳を表4.9に示す。2例は寛解導入前

に転院し脱落したため、以後の解析対象は46例であった。

46例中42例（91.3％）が寛解導入された。寛解導入時期

は、治療6週間後が最も多く、肺腎型の軽症例でPSL 10 

mg＋MTX 4 mgで治療された1例を除くと、すべての症

例は6カ月以内に寛解していた（図4.1）。

一方、寛解に至らなかった症例は、寛解導入療法中の急

性期死亡3例［脳出血型1例、重症肺腎型1例（出血性脳梗

塞）、その他型1例（急性呼吸促迫症候群〈acute respira-

tory distress syndrome；ARDS〉）］および末期腎不全（腎

死）に移行した1例であった（表4.10）。

死因は治療開始3カ月以内は血管炎によるものが多く、

トコールで治療する。

●　 PSL  0.3 ～ 0.6 mg/kg/日（15～ 30 mg/日）経口投

与する。

●　 免疫抑制薬の経口CYまたはAZAは0.5～ 1.5 mg/

kg/日（25～100 mg/日）を適宜併用する。

（2）重症例

表4.6の全身性血管炎型、肺腎型は次のプロトコールで

治療する。

●　 ステロイドパルス療法（methylprednisolone 0.5 ～

1.0 g/日）×3日間、あるいはPSL  0.6～ 1.0 mg/kg/

日（40～60 mg/日）経口を投与する。また、4週間以

内にIVCY  0.5～ 0.75 g/m2または経口CY 0.5～ 2.0 

mg/kg/日（50～100 mg/日）の投与を開始し、併用

療法を行う。なお、腎機能障害（血清Cr≧1.8 mg/

dL）時や75歳以上の高齢者では、IVCY、経口CYの

投与量を75～50％に減量する。ステロイドパルス療

法後は上記のPSL経口投与量に準ずる。PSL 40～ 60 

mg/日の初期投与量を1カ月以上続け、以後病状に応

じて漸減する。IVCYの投与間隔は、3～4週間とし、

IVCYの総投与回数は3～6回とする。症例により12

回まで可とする。なお、IVCY投与2週間後の白血球

数が3,500/μL以上を保つように、投与量を調節する。

経口CY投与は3～6カ月間とする。CYを服用できな

い症例ではAZAを1.0 ～ 2.5 mg/kg/日（50 ～ 150 

mg/日）投与する。投与期間は6カ月以上とする。

上記治療期間は感染症リスクが高いので、トリメトプリ

ム/ス ル フ ァ メ ト キ サ ゾ ー ル（trimethoprim/

sulfamethoxazole；ST）合剤2錠/日を週2日、または1

錠/日を連日予防的に投与する。

（3）最重症例

表4.6のびまん性肺出血型、腸管穿孔型、膵炎型、脳出

血型、抗基底膜抗体併存陽性例、重症例の治療抵抗性症例

は次のプロトコールで治療する。

●　 重症例と同様に、IVCY/経口CYとPSL治療を施行

する。それとともに血漿交換を行う。血漿交換は、2.0

～ 3.0 L×3日間を1クールとして施行する。血漿交換

時には感染症リスクが高くなるので、ST合剤2錠/日

を週2日または1 錠/日を連日予防的に投与する。
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それ以降は治療関連の日和見感染症であった。Kaplan─

Meier生命表法による推定生存率は、6カ月で94％、1年

で89％であった（図4.2）。

治療開始前のBVAS点数は新規/増悪が12.2点、持続

が3.0点であり、治療開始後は新規/増悪の急峻な低下が

認められた。VDI点数は登録時2.1が最終観察時には3.1

表4 .8  JMAAV解析対象の重症度別背景

重症度 型 n 年齢 性（男/女）
（％男）

腎病変
n（％）

間質性肺炎
n（％）

BVAS
平均（SD）

MPO─ANCA
（EU/mL）
平均（SD）

s─Cr
（mg/dL）
平均（SD）

最重症
型

 2 66.5（62─71） 0/2（0） 2（100） 2（100） 11.5（12.0） 406.5（19.1） 3.70（1.90）

重症 23 67.6（56─76） 12/11（52.2） 23（100） 9（30.1） 15.3（9.0） 648.7（1112.9） 3.33（2.71）
全身型  3 64.3（57─74） 3/0（100） 3（100） 2（66.7） 25.7（7.2） 522.7（78.2） 1.40（0.53）
肺腎型  4 68.8（56─75） 1/3（25） 4（100） 4（100） 15.8（5.7） 448.5（353.0） 2.36（2.15）
RPGN 16 67.9（56─76） 8/8（50） 16（100） 3（18.8） 13.2（13.2） 722.4（1330.8） 3.93（2.91）

軽度 23 65.7（26─79） 5/18（21.7） 11（47.8） 11（47.8） 9.2（8.2） 199.6（169.4） 0.96（0.67）
腎限局型  4 59.3（45─69） 1/3（25） 4（100） 0（0） 14.3（7.9） 164.2（172.3） 1.78（1.14）
肺限局型  4 66.3（57─75） 1/5（16.7） 0（0） 4（100） 3.3（3.1） 135.3（94.0） 0.61（0.18）
その他型 15 67.4（26─79） 3/10（23.1） 9（60） 7（44） 10.3（9.0） 240.2（193.0） 0.87（0.43）

総計 48 66.6（26─79） 17/31（35.4） 36（75） 22（45.8） 12.2（9.1） 423.4（801.6） 2.20（2.28）

表4 .9  病型別寛解導入療法の内訳

重症度 型 n
ステロイ
ドパルス

ステロイ
ド単独

IVCY
（%）

経口CY AZA─
MTX

血漿交換 PSL平均
（mg/日）

最重症型 2 2 0 2（100） 0 0 1 50

重症 23 13 7 15（65） 2 0 0 41
全身型 3 2 0 3（100） 0 0 0 55
肺腎型 4 2 1 3（75） 0 0 0 39
RPGN 16 9 6 9（56） 1 0 1 38

軽症 23 4 9 7（30） 3 0 0 33
腎限局型 4 3 1 2（50） 0 0 0 46
肺限局型 4 0 3 1（25） 0 0 0 27
その他型 15 1 5 5（33） 2 2/1 0 37

総計 48
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0.6
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0.2

0.0
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54

時間（週）

累
積
寛
解
率

図4 .1  累積寛解率

表4.10  転帰

症例数

脱落（寛解導入前の転院） 2例
寛解 42例
腎死（RPGN型） 1例
死亡（寛解導入前） 死亡時期
脳出血（最重症型） 1週
出血性脳梗塞（重症肺腎型） 11週
ARDS（軽症その他型） 14週

100

80

60

40

20

0
0 6 12 18

時間（月）

累
積
生
存
率 （
％
）

図4 .2   解析対象48例のKaplan-Meier生命表
法による推定生存率
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4.2.3 RPGNの治療
根拠と解説
AAVの治療については、欧米においてWGを中心とし

て、前向き比較臨床試験の結果が報告されている2,4,9,11）。

と上昇した。最終観察時のVDIは死亡例、最重症例/重症

例、登録時のBVAS/持続高値群、非寛解群が、おのおの

生存例、軽症例、BVAS/持続低値群、寛解群より高値で

あり、いずれも登録時より悪化した。血清MPO─ANCA

値は、いずれの重症病型においても治療後に急速に低下し

た。平均の血清Crは治療後に減少したが、軽症型以外で

は、寛解導入療法後においても正常化しなかった（図

4.3）。腎機能を温存するためのより有効な治療法の開発

が必要と考えられた。

4

3

2

1

0
0 6 12 18

時間（月）

最重症型
重症型
軽症型

血
清

C
r（

m
g/

dL
）

図4 .3  重症度別血清Crの推移

ステート
メント

 70歳以上または透析施行中のグレードⅠまた
はⅡ群の患者では経口GC単独で開始する

 70歳未満でグレードⅠまたはⅡ群の患者では
ステロイドパルス療法＋経口GC、若年者では
ステロイドパルス療法＋経口GC＋CYで治療
開始する

 70歳以上または透析施行中のグレードⅢまた
はⅣ群の患者では、ステロイドパルス療法＋
経口GC、高齢者では経口GC単独の治療を
考慮する

 70歳未満でグレードⅢまたはⅣ群の患者では
ステロイドパルス療法＋経口GC＋CYを基本
とするが、腎機能、合併症を勘案し、治療法
の選択をする

 抗GBM抗体にANCAが同時陽性の場合、

RPGNの診療指針における抗GBM抗体型

RPGNの治療を行うことを基本とする

 高度腎機能障害例に対して、血漿交換療法の
施行が腎予後改善に良好との海外の結果があ
るが、わが国のANCA関連腎炎では、血漿交
換療法追加による腎予後、生命予後とも改善
を認めていない

表4.11   ANCA陽性RPGNにおける各患者群の生
命予後および腎生存予後

70歳以上または透析施行中のグレードⅠまたはⅡ群の患者

生存率（%） 腎生存率（%）

治療法 症例数 6カ月 12カ月 6カ月 12カ月
経口GC 30 87.4 81.5 96.7 96.7
MP＋経口GC 58 84.6 84.6 92.1 92.1
経口GC＋CY  4 0 0
MP＋経口GC＋CY 14 92.9 82.5 92.9 92.9

70歳未満でグレードⅠまたはⅡ群の患者

　 　 生存率（%） 腎生存率（%）

治療法 症例数 6カ月 12カ月 6カ月 12カ月
経口GC 20 100 100 93.8 83.3
MP＋経口GC 78 92.6 90.7 88.7 88.7
経口GC＋CY  5 60 60
MP＋経口GC＋CY 19 100 100 100 100

70歳以上または透析施行中でグレードⅢまたはⅣ群の患者

　 　 生存率（%） 腎生存率（%）

治療法 症例数 6カ月 12カ月 6カ月 12カ月
経口GC 23 60.3 48.2 72.1 72,1
MP＋経口GC 31 73.6 62.3 57.9 57.9
経口GC＋CY  1
MP＋経口GC＋CY  5 60 70 0 0

70歳未満でグレードⅢまたはⅣ群の患者

　 生存率（%） 腎生存率（%）

治療法 症例数 6カ月 12カ月 6カ月 12カ月
経口GC  3 100 100 50 50
MP＋経口GC 11 81.8 46.8 41.7 41.7
経口GC＋CY  1 0 0
MP＋経口GC＋CY  4 75 75 100 100

MP：methylprednisolone
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いずれの検討もWGが過半数（全体の85％）であり、初期

治療におけるGC＋CYの治療による寛解率は90％で、腎

機能障害の軽度な軽症例での検討では、免疫抑制薬の中で

CYとMTXの効果は同程度であった。表4.11に進行性腎

障害RPGN分科会の調査による2003年以降のわが国の

RPGN症例の初期治療法をまとめた12-14）。近年の早期発見

の効果、疾患に対する理解、治療法の進歩により、免疫抑

制療法をまったく受けないで経過観察される症例は減少し

た。病型別では最も症例数の多いMPO─ANCA型RPGN

では、経口GC単独あるいは、ステロイドパルス療法＋経

口GCを行い、免疫抑制薬を使用しない症例が全体の76.9

％を占めていた。一方、ステロイドパルス療法＋経口GC

に加え免疫抑制薬を投与する、強力な免疫抑制療法を選択

される患者も増加しており、症例により治療法選択が行わ

れていることが示唆される。さらに経口GCの初期治療に

おける投与量は体重あたりPSL換算0.71 mg/kg/日まで

減少していた。その結果、AAVにおいて、治療法も加味

した予後へ有意な影響を与える因子を検討すると、生命予

後については、年齢、肺病変の有無、治療開始時腎機能に

加え、経口GC体重あたりPSL換算＞0.8 mg/kg/日にお

いて有意に生命予後が不良であることがわかった。また腎

予後については、治療開始時腎機能、ANCAに加え抗

GBM抗体が同時陽性であることが有意な腎予後不良因子

であるが、CYを投与することは腎予後を有意に改善させ

ることが明らかとなった。

今回の解析で、ANCAのサブクラス、ならびにMPO─

ANCA、PR3─ANCAの両者陽性であっても、予後には

有意な影響を与えず、唯一ANCAに抗GBM抗体が陽性

である場合において有意に腎予後に影響を与えることが明

らかとなったため、治療指針においては、ANCAのサブ

クラスごとの表記はやめ、ANCA陽性血管炎とANCAに

抗GBM抗体が同時に陽性となった場合の治療法を示す。

基本的にはこれまで12-14）に示したMPO─ANCA型RPGN

の治療法に準拠し（図4.4）、治療開始時のグレード、年齢、

透析施行の有無により、4群に分類して治療法を示した（表

4.11）。すなわち、① 70歳以上または透析施行中のグレ

ードⅠまたはⅡ群の患者、② 70歳未満でグレードⅠまた

はⅡ群の患者、③ 70歳以上または透析施行中のグレード

ANCA陽性RPGN

経口GC　20　mg/日未満に減量

グレードⅠまたはⅡ

70歳以上または透析

経口GC単独（PSL　0.6─1.0　mg/kg/日） MP＋経口GC
MP　500　─1,000　mg/日×3
＋PSL　0.6─0.8　mg/kg/日

疾患活動性持続時
MP追加クール or CY　25　─50　mg/日

または
IVCY　250─750　mg/日/月

MP＋経口GC＋CY
MP　500─1,000　mg/日×3
＋PSL　0.6─0.8　mg/kg/日
＋CY　25～50　mg/日

または
IVCY　250─750　mg/日/月

グレードⅢまたはⅣ

70歳以上または透析

はい いいえ はい＊ いいえ

図4 .4  ANCA陽性RPGNの治療指針

＊：高齢者ではステロイドパルス療法（MP）を行わないなど、さらにもう1ランク弱めた治療法も考慮される
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ⅢまたはⅣ群の患者、④ 70歳未満でグレードⅢまたはⅣ

群の患者である。なお年齢については、暦年齢よりも実年

齢を重視し、70歳以上であっても、日常生活活動度、身

体活動状況なども考慮し、1ランク上の治療を行う場合が

ある。

なお、ステロイドパルス療法については、ANCAなど

の検討がなされる以前において、RPGNの予後を改善した

とする報告があり15）、わが国においても歴史的に、RPGN

の初期治療に多数例が使用されている事実から、基本治療

に加わるが、ANCA関連腎炎におけるステロイドパルス

療法については前向き研究などのエビデンスがきわめて少

ないのも事実であり、今後の検討課題と考えられる。

（1） 70歳以上または透析施行中のグレードⅠまたはⅡ群

の患者

表4.11に治療時期別、6カ月、12カ月時点での治療法別

腎予後、生命予後を示した。経口GC単独群よりもステロ

イドパルス療法＋経口GC群のほうが多く、これは患者の

一般状況を見ての判断と考えられる。しかしながら、腎予

後、生命予後とも経口GC単独群とステロイドパルス療法

＋経口GC群で同等腎予後では経口GC単独群のほうが若

干良好であった。

（2） 70歳未満でグレードⅠまたはⅡ群の患者

推奨されるステロイドパルス療法＋経口GC群での良好

な予後が確認できた。さらにステロイドパルス療法＋経口

GC＋CY群でさらに良好な治療成績が得られており、若

年者で腎機能の比較的保たれた症例には、このような治療

に対する忍容性も高いことが理由としてあげられる。

（3） 70歳以上または透析施行中のグレードⅢまたはⅣ群

の患者

推奨治療である、ステロイドパルス療法＋経口GCが最

も多くの症例で行われていた。しかしながら、腎予後では

経口GC単独群のほうが若干良好であり、高齢者に対して

は、ステロイドパルス療法についても慎重な適応の判断が

必要と判断された。このランクの患者では、ステロイドパ

ルス療法を行わず、経口GCのみの治療も選択肢と考えら

れた。

（4） 70歳未満でグレードⅢまたはⅣ群の患者

初期治療として免疫抑制薬の投与を行うのは限られた症

例であり、治療の選択が行われていた。しかし同病型の生

命予後、腎予後とも改善を認めた。

　（ⅰ）抗GBM抗体とANCAの同時陽性の患者

　ANCAと抗GBM抗体同時陽性例では、腎機能予

後が有意に不良である。基本的に抗GBM抗体型

RPGNの治療法に準じる（『急速進行性腎炎症候群の

診療指針 第2版』を参照のこと）。

　（ⅱ）RPGNに対する血漿交換療法

　血漿交換療法はANCAの発症早期の積極的除去に

よる治療効果が期待できる治療法である。欧米では

腎不全進行例に行うことにより透析離脱患者の増加、

予後改善が期待できると報告された。さらに腎機能

の高度悪化例に対し、ステロイドパルス療法と血漿

交換療法を前向きに比較した検討では、血漿交換療

法を施行したほうが腎機能回復の可能性が有意に上

がることが示された。しかしながら、わが国の症例

では、腎機能高度低下例での検討でも血漿交換療法

追加の腎予後、生命予後改善は認められていない。

　（ⅲ）RPGNに対する抗凝固療法、抗血小板療法

　『急速進行性腎炎症候群の診療指針（初版）』12）に示

されているように、わが国のRPGN症例において、

抗凝固療法、抗血小板療法が併用されることがある。

半月体形成機序を考慮すると、抗凝固療法、抗血小

板療法は一定の効果が期待できるとされ、以前は主

たる治療法であったが、近年は多くのエビデンスか

ら主たる治療法は免疫抑制療法に代わっている。抗

凝固療法、抗血小板療法の近年のRPGNに対する前

向き研究などのエビデンスはない。特に経口薬の

warfarinや抗血小板薬併用群での予後が良好であっ

たが、これはwarfarin、抗血小板薬を併用された患

者が、肺出血を含めた出血症状のない症例、あるい

は重症合併症などがなく経口投与の可能な患者に限

られたための結果の可能性がある。したがって、肺

出血などの出血症状に十分注意しながら慎重に投与

を行うことが望ましい。血管炎の場合、RLVがよい

適応となる。
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4.2.4 腎障害時の免疫抑制薬の注意点
AAVの治療における免疫抑制薬の適応は、炎症反応が

高度で臓器不全に至る危険性のある障害を認める場合であ

る。重篤な臓器障害には腎障害も含まれるため、免疫抑制

薬を使用する際には腎機能障害が高度に進行している場合

も少なくない。腎障害時の薬物動態は、腎機能正常者とま

ったく異なることに配慮する必要がある。治療効果が最大

限発揮され、かつ副作用が最小となるために、腎障害時に

は以下の項目について検討すべきである。

A. 免疫抑制薬の種類

肝でほとんど代謝され、消失する薬物は減量する必要が

ない。一方、全身のクリアランスにおいて腎クリアランス

の占める役割が大きい薬物は、通常量を投与すると相対的

な過量投与となり、副作用の発現率が上昇するため減量を

考慮しなければならない。腎クリアランスが大きい薬物の

中でも、特に活性体排泄率（尿中未変化体および活性代謝

物の排泄率）の高いものは注意を要する。尿中活性体（多

くは未変化体と同義）排泄率が不明でも、以下の性質を有

するものは、水溶性が高く尿中活性体排泄率が高いことが

示唆される。① 分布容積（Vd）が1 L/kg以下と小さい。

② n─オクタノール/水分配係数が0.1以下と小さい。③ 

肝での薬物相互作用がない。④ 消化管からの吸収が不良

である。これらの情報は、各薬物の添付文書やインタビュ

ーフォームから入手可能である（表4.12）。

B. 腎機能に応じた投与量および投与
間隔の設定

腎機能低下の状態では、水溶性の薬物と代謝物が蓄積し

やすいため、腎機能に応じて適切な減量や投与間隔の延長

が必要である。薬物が腎から排泄される際の腎クリアラン

スを決定する最も重要な因子は、GFRである。したがっ

て、患者のGFRを指標に投与量や投与間隔を決定する。

正確なGFRはイヌリンクリアランスによって測定される

が、すべての患者に対し同検査を行うことは困難であり、

CCrを代用することが多い。薬物の添付文書においても、

実地臨床に則してCCrのレベルごとに、投与量が指示さ

れている。尿中活性（未変化）体排泄率とCCrが明らかで

あれば、Giusti and Hayton法＊1を用いて、個々に投与量

ないし投与間隔を設定することも可能である16,17）。薬物動

態に影響するのは患者個人の腎機能実測値であるが、それ

に準ずるものとして、eGFRに個人の体表面積を考慮した

GFR＊2や、Cockcroft─Gaultの式を用いた推算CCrで代

用されることもある＊3。なお、Cockcroft─Gaultの式から

GFRを推算するための係数として0.789が算出されてい

る＊4。

C. 副作用のモニタリング

AAV患者は、高齢かつ肺や腎などの臓器障害を中心と

した自己免疫性の全身性血管炎をきたし、治療としてGC

＊1　Giusti and Hayton法16,17）：薬物の減量ないし投与間隔を延長する方法として、① 腎障害時の半減期の延長の程度、または、② 薬物の尿中活性（未
変化）体排泄率と患者の腎機能から推測する方法がある。

 ① 投与補正係数R＝（健常者の半減期）/（腎障害患者の半減期）
 ② 投与補正係数R＝1－尿中活性（未変化）体排泄率×（1－腎障害者のCCr/健常者のCCr）
 　 （健常者のCCr＝100 mL/分としてよい）
 　 投与量 ＝ 常用量×投与補正係数R
 投与間隔を延長し、常用量を投与する場合は、
 　 腎障害者の投与間隔 ＝ 健常者の投与間隔×（1/投与補正係数R）
＊2　eGFRから実測GFRを算出する方法：実測GFR＝eGFR×体表面積/1.73
 体表面積はDuBoisの式：体表面積（m2）＝（体重kg）0.425×（身長cm）0.725×7184×10－6で求められる。
＊3　Cockcroft─Gaultの式によるCCrの推算法：CCr＝（140－年齢）×体重 / （72×Cr）　（女性はこれに×0.85）
＊4　Cockcroft─Gaultの式により算出したCCrからGFRを推算する方法：GFR＝0.789×（Cockcroft─Gaultの式によるCCr）
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が投与されているため、感染制御機能が低下している免疫

不全の状態にあるといえる。免疫抑制薬に共通する副作用

として、骨髄抑制、易感染性、消化器症状、後期合併症と

しての不妊や催腫瘍性などがあげられるが、AAVの診療

においては、易感染性の上昇に伴う日和見感染症の予防が

重要である。血清Cr値、年齢、肺病変の有無、血清CRP

値、ANCA価、BVAS点数18,19）などから、血管炎の活動

性を評価し、病型および重症度を勘案した適切な免疫抑制

療法を行う。RPGNの活動性が鎮静化してから、3日以

上続く発熱やCRPの再上昇などがみられる場合には、感

染症の併発を疑う。CD4リンパ球200/μL以下は細胞性免

疫不全、IgG  600 mg/dL以下は液性免疫不全、好中球

600/μL以下は好中球減少症として判断し19）、それぞれ好

発する細菌、ウイルス、真菌に対して、培養検査、組織学

的検査、遺伝子検査を駆使して原因微生物を早期に同定

し、対応することが重要である（「4.4 合併症対策」参照）。

腎障害により免疫抑制薬は、治療可能域（therapeutic 

index）が狭まるものが多くなると考えられるため、その

使用に関しては、AAVの病型および腎機能を勘案した薬

剤の選択と使用量の調節および感染症を中心とした副作用

のモニタリングを行うことが肝要である。
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表4.12   おもな免疫抑制薬の尿中活性体排泄率、分布容積、n─オクタノール /水分配係数

添付文書上の腎機能障害時の注意点 尿中活性体（未変化体）
排泄率（％）

分布容積（Vd）
L/kg

n─オクタノール/
水分配係数

AZA17, 20, 21） 慎重投与 2以下a） 0.81（参考値） 資料なし
CY17, 22） 慎重投与 5─25b） 0.763±0.161 4.27
CsA23） 慎重投与 2以下 382±68 2.92
LEF24） 慎重投与 0 14.0±10 3.49
MMF17, 25） 重度の慢性腎不全・腎移植後臓器機能

再開遅延者は慎重投与
0.7 資料なし 238

MTX17, 26） 禁忌 90 資料なし 0.0002
MZR17, 27） 慎重投与 81.1 資料なし 測定不能

（油に溶けない）

CsA：cyclosporin A（シクロスポリンA）、MZR：mizoribine（ミゾリビン）
a） AZAの代謝物（6─チオ硫酸、尿酸）が腎障害時に蓄積し、キサンチンオキシダーゼを阻害することで活性代謝産物（6─メルカ
プトプリン）を増加させる

b）CYは活性代謝物が出血性膀胱炎の原因になる
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寛解維持療法4.3

4.3.1 グローバルな使い方

A. 免疫抑制薬の使い方

一般的な考え方
AAVではGCとCYによりまず寛解導入を達成すること

が大切である。寛解が得られたら、再燃予防のための寛解

維持療法（remission-maintenance therapy）を継続する【推

奨度A】。WGに対して、以前は寛解導入のみでなく寛解

維持療法としてCYが用いられてきたが、出血性膀胱炎、

膀胱癌、その他の悪性腫瘍などの発生が多いことが報告さ

れてきた。したがって寛解が得られた場合には、CYを

AZAかMTXに変更し、低用量のGCとの併用を行うこと

が望ましい1,2）。なおMTXあるいはAZAで寛解が12カ月

維持されたら、慎重に減量を開始してよいが、少なくとも

18カ月1）あるいは24カ月2）継続する【推奨度B】。また寛解

が得られてもc─ANCAあるいはPR3─ANCAが完全に陰

性化しなかった場合には再燃が高頻度であるため3,4）、寛

解後5年間の治療継続を考慮する2）【推奨度C】。

（1）寛解維持療法における免疫抑制薬の使い方

●  寛解維持療法に際して、少量のGC（PSL）にAZA【推

奨度A】、あるいはMTX【推奨度B】を併用する。

●  寛解維持療法は12～ 18カ月継続する。しかし、合併

症や再燃のリスクを考慮し、期間を適宜、延長・短縮す

る【推奨度B】。

寛解維持療法におけるそれぞれの免疫抑制薬の
エビデンス
（1）MTX

WGに対して、経口MTXによる寛解維持療法の有効性

と安全性が前向き研究で示されている5,6）。GC（PSL 1 mg/

kg/日から漸減）＋経口CY（2 mg/kg/日）による寛解導

入後に経口MTX（0.3 mg/kg/週あるいは15 mg/週で開

始し、その後週2.5 mgずつ増量）で寛解維持療法を行った

オープンラベルの前向き試験  6）では、平均32カ月の寛解

12） 急速進行性糸球体腎炎診療指針作成合同委員会．急速進行性腎炎症候群の診療指針．日本腎臓学会誌．2002; 34 : 2-22.

13） Yamagata K, Hirayama K, Mase K, et al. Apheresis for MPO-ANCA-associated RPGN-indications and effi  cacy: lessons learned from 
Japan nationwide survey of RPGN. J Clin Apher. 2005; 20 : 244-251.

14） Koyama A, Yamagata K, Makino H, et al. A nationwide survey of rapidly progressive glomerulonephritis in Japan: etiology, prognosis 
and treatment diversity. Clin Exp Nephrol. 2009; 13（6）: 633-650

15） Wegener ’s Granulomatosis Etanercept Trial（WGET）Research Group.Etanercept plus standard therapy for Wegener ’s 
granulomatosis. N Engl J Med. 2005; 352（4）: 351-361.

16） Giusti DL, Hayton WL.  Dosage regimen adjustment.  Drug Intel Clin Pharm. 1973; 7 : 382-387.

17） 平田純生 編．腎不全と薬の使い方Q＆A．じほう．2005

18） Luqmani RA, Bacon PA, Moots RJ, et al.  Birmingham Vasculitis Activity Score（BVAS）in systemic necrotizing vasculitis. QJMed. 
1994; 87 : 671-678.

19） 吉田雅治．腎機能障害を考慮した免疫抑制薬の使用法，感染症対策．日腎会誌．2009; 51 : 114-120.

20） Brunton LL, et al. Goodman & Gilman’s Th e pharmacological Basics of Th erapeutics 11th ed. McGraw-Hill. 2007.

21） 医薬品インタビューフォーム．アザチオプリン錠　アザニン錠50 mg（第7版）

22） 医薬品インタビューフォーム．シクロホスファミド錠　エンドキサン錠 50 mg（第11版）

23） 医薬品インタビューフォーム．シクロスポリン製剤　ネオーラル（内溶液10％、10、25、50 mgカプセル）（第11版）

24） 医薬品インタビューフォーム．レフルノミド　アラバ（10、20、100 mg　錠）（第4版）

25） 医薬品インタビューフォーム．ミコフェノール酸モフェチルカプセル　セルセプトカプセル250（第12版）

26） 医薬品インタビューフォーム．メトトレキサート錠　メトトレキセート錠 2.5 mg（第9版）

27） 医薬品インタビューフォーム．ミゾリビン錠　ブレディニン（25、50 mg 錠）（第4版）
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後観察期間で1例が死亡、2例が副反応で離脱、22例で再

燃を認めたが、いずれも重篤例はなく、腎機能悪化も一時

的であった。この報告ではMTXを最大週25 mgまで増量

されていたが、WG患者に対してMTX寛解維持療法は有

用であると結論された【推奨度A】。一方、低用量の静注

MTX（週1回0.3 mg/kgから開始してその後増量、平均

22.5 mg）により寛解維持療法を試みたgeneralized（気道

病変のみに病変が限られない）WGでは、GC併用の有無

にかかわらず、平均25.2カ月の間に約3分の1の症例で再

燃が認められ、半数以上で腎機能が悪化した7）。わが国で

静注のMTXを使用するケースはきわめてまれと考えられ

る。なおWGに比して、MPAに対するMTX寛解維持療

法のエビデンスは乏しい【推奨度B】。後述するWGにおけ

る寛解維持試験（Wegener’s  Granulomatosis─Entretien 

trial；WEGENT）8）では、対象症例の約4分の1がMPA

であるが、AZAと同様、MTXが有用であると報告され

ている。

（2）AZA【推奨度A】

寛解維持療法としてのAZAの有用性を示した報告が

CYCAZAREM試験  9）である。本試験では寛解が達成さ

れたANCA陽性のWG（61％）およびMPA（39％）に対し

てCY（1.5 mg/kg/日）継続例とAZA（2 mg/kg/日）を

ランダムに割りつけ、18カ月経過観察した前向き研究で

あるが、その両者で再燃頻度は有意差がなく安全性も同等

であった。このことからAAVの寛解維持療法として

AZAはCYの代用薬として有用であると結論された。な

お再燃率はWGよりもMPAで有意に低率であった。特に

寛解達成時にPR3─ANCAが陽性であると再燃が多い3,4）

ことに注意すべきである。また最近、寛解が達成された

WGとMPA患者に対して、MTX（0.3 mg/kgから開始し

て25 mgまで増量、週1回）とAZA（2 mg/kg/日）のラ

ンダム割りつけを行う多施設の前向き研究（WEGENT）8）

が発表されたが、平均29カ月の観察期間で、安全性、再

燃率に差は認めなかった。したがって、AAVの寛解維持

療法において、MTXとAZAの有用性は同等と考えられる。

（3）LEF【推奨度C】

WGの寛解維持療法にLEF（30 mg/日）を用いた報告

がある10,11）。MTXとLEFを比較した多施設の前向き試験

では、肺や腎における重篤な再燃頻度はMTX使用例より

もLEF使用例で有意に低かったが、LEF使用例で高血圧、

末梢神経障害、白血球減少などの副反応の頻度が高かっ

た11）。わが国では、LEF使用中の重篤な間質性肺炎が高

頻度であり、関節リウマチ以外の疾患に対するLEF使用

については副作用に十分に注意する。

（4）その他

GCとCYで寛解が達成されたWGに対して、プラセボ

とST合剤（sulfamethoxazole 800 mg＋trimethoprim 

160 mg）を連日2錠服用し、寛解維持率を検討したところ、

ST合剤使用例が有意に高率であった12）。しかしgeneral-

ized WG患者に対して、静注MTX（0.3 mg/kg、週1回）

とST合剤を比較した寛解維持試験では、ST合剤より

MTXのほうが有効性および安全性の両者で優れていた13）。

この成績はGCの併用とは無関係であり、generalized 

WG患者の寛解維持療法にST合剤は不十分であると結論

されている。したがって、ST合剤は他の免疫抑制薬が使

用困難なWGに限り考慮してよい薬剤と考えられる【推奨

度C】。

また最近、MMF（1 g/日から開始、最大3 g/日）を

AAVに用いた検討が報告された14,15）。安全性は比較的高

いと考えられたものの、経過中に約50％の患者で再燃を

認め15）、MMFの使用量は今後の課題と考えられている。

わが国ではMMFがリウマチ性疾患に適応がないため、

AAVに対して使用が困難であること、また他の薬剤に比

しエビデンスが不十分であることから、寛解維持療法とし

て推奨しがたい【推奨度C】。

さらに寛解導入が達成されたWG患者にetanercept（エタ

ネルセプト）を寛解維持療法として使用した報告、WGにお

けるエタネルセプト試験（the Wegener’s Granulomatosis 

Etanercept trial；WGET）16）があるが、プラセボ群に比し、

再燃を予防する効果が得られなかったばかりか固形腫瘍の

発生が有意に多く、有用性は乏しい【推奨度D】。

合併症を有する患者の寛解維持療法
WGに対してはMTXとAZA両者が適応となるが、高

度の腎機能障害を有する例（CCr＜30 mL/分）では、

MTXは使用不可である。特にわが国ではAAVに対する

MTXの保険適応がないため、高齢者（＞70歳）、非ステ

ロイド抗炎症薬を含む多数薬剤併用例、低アルブミン血症
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例では骨髄抑制の発症に細心の注意を要する。なお透析例

でMZR（75 mg/日）を使用して寛解が維持されたMPA

症例が報告されている17）【推奨度C】。一方、肝機能障害を

有する例に対しては、いずれを用いた場合にも定期的に肝

機能をフォローし、その増悪に留意すべきである。ST合

剤は、病変が副鼻腔病変に限局し他の血管炎症状を欠く寛

解例では選択肢の一つとなるが、腎機能障害例では注意

（減量）が必要である。またMPAではST合剤やMTXの

エビデンスが乏しいため、AZAが寛解維持療法の第1選

択薬となるが、IVCYも考慮される【推奨度C】。欧米では

MPAよりもWGがはるかに高頻度であり、わが国に多い

MPAにおける寛解維持療法の検証が望まれる。

B. ステロイドの使い方：
GC減量のプロトコール

2007年BSR/BHPRガイドライン2）で推奨されている

GC減量プロトコールを表4.13に示す。これは血清Cr  

5.66 mg/dL以下の全身型血管炎に対して、寛解導入期

PSL  1 mg/kg/日＋CY（3カ月まで 2 mg/kg/日）に続く

寛解維持期の免疫抑制薬として、AZA（3カ月以後 2 mg/

kg/日）の有効性を立証した臨床試験CYCAZAREM9）で

用いられたPSL減量プロトコールに基づいている【推奨度

A】。CYCAZAREMの患者内訳はWG  61％、MPA  39％、

PR3─ANCA陽性57％、MPO─ANCA陽性37％、腎症

94％、ENT病変50％、肺病変55％であり、平均年齢58

歳（20～ 77歳）であった。このプロトコールによる治療

により3カ月までに77％、3～6カ月までの間に16％、計

93％が寛解に至っており、18カ月間における再燃率は

AZA群15.5％、CY群13.7％であった。

2009年EULAR recommendations1）では、最初の1カ

月はGCの初期高用量を維持し、3カ月以内でPSL  15 

mg/日未満に減量すべきではないと記されている【推奨度

C】。PSL  20 mg/日以上の投与期間が2.75カ月未満の患

者群で有意に再燃率が高かった報告18）などに基づいた

recommendationと考えられる。このように、初期1カ月

間のGC減量に関する推奨プロトコールは、2007年BSR/

BHPRガイドラインと2009年EULAR recommendations

では異なっている。これらの海外プロトコールはいずれも

免疫抑制薬併用が原則であり、GC単独治療による減量プ

ロトコールを示すものではない。

GC継続期間と再燃率との関連に関するメタアナリシス

結果が最近報告された19）。計13のRCTないしコホート研

究のメタアナリシスにおいて、治療開始から12カ月以内

にGCを漸減中止した群（n＝517、うちMPA 91例17.6％）

の再燃率が48％（95％CI 39～ 58％）であったのに対して、

12カ月後にPSL 5～ 7.5 mg/日または22カ月後に5 mgま

で漸減された群（n＝288、MPA 133例46.2％）の再燃率

は14％（95％CI 10～ 19％）と有意に低かった。18、22、

27カ月後にGCを終了した群（n＝190）の再燃率は29％（95

％CI 16～ 42％）とその中間であった。単変量モデルにお

いては、免疫抑制薬の早期中止や再燃例を含めたものが有

意に再燃率が高かったが、多変量モデルでは、有意差がな

かった。

C. モニタリング
（再燃率、ANCAモニタリング）

再燃率
AAVは、寛解後数年以上経ってから、初発臓器とは異

なる臓器に再燃をきたすことがある。維持療法を中止した

あとも、長期にわたるフォローアップが必要であることを

患者に指導するとともに、維持療法中止後も最低6カ月ご

とに経過をみるべきである【推奨度C】。

表4.13   免疫抑制薬併用時におけるステロイ
ド減量法

治療開始から
の期間（週） PSL（mg/kg/日） 体重60kgの場合

（mg/日）

0 1 60
1 0.75 45
2 0.5 30
3 0.4 25
4 0.4 25
6 0.33 20
8 0.25 15

PSL（mg/日）
12 15 15
16 12.5 12.5

6カ月 10 10
12-15カ月 7.5 7.5
15-18カ月 5 5

（文献2より改変）
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4.3.2 日本の現状：JMAAVの解析結果
JMAAV臨床試験では、既述のように寛解導入療法に

より43例（93.5％）が寛解導入された。寛解導入後に転院

して脱落した1例を除く42例の寛解維持療法の内訳を表

4.14に示す。この42例のうち、8例（19％）（重症型3例、

軽症型5例）が再燃した。再燃時期は、寛解導入後、12～

28週の間にみられた（図4.5）。再燃の8例中2例が重症再

燃で、うち1例が再治療後の感染症で死亡し、残り7例は

再治療により再び寛解導入された。

結局、18カ月の観察期間内の死亡例は5例（最重症例1

例、重症例3例、軽症例1例）であった。死因は寛解導入

至った全例でMPO─ANCAが陰性化したと報告がある23）。

また、寛解期においてANCA値が4倍以上に上昇した場

合、免疫抑制薬を増量すると再燃のリスクが減ったとし

て、ANCA値のモニタリングが再燃予知に有効との報告

もある24）。しかしながら、逆説的な報告もあり、現在のと

ころEULAR recommendationsおよびBSR/BHPRガイ

ドラインには、ANCAの測定値と病勢との間には密接な

関係はなく、ANCA値のみによって免疫抑制治療を調整

するべきではないと記載されている。初期治療において

ANCA値を低下させなければいけないというエビデンス

はない【推奨度B】。寛解期におけるANCA値の上昇と再

燃との関係については、ANCA値が上昇した症例のうち

48％が血管炎の再燃をきたし、再燃症例のうち51％が先

行するANCA上昇がみられたとの報告がある25）。ANCA

値と再燃との関係がみられる症例もあるため、寛解期には

ANCA値を3～6カ月ごとにルーチンで測定し、さらに

治療や病勢が変化したときには必ず測定するべきである

【推奨度C】。

その他のモニタリング項目
尿検査は腎病変再燃の指標のみならず、尿路感染症の有

無や治療反応性、さらにはCYによる出血性膀胱炎の合併

症をみるためにも、毎回の受診ごとにチェックする必要が

ある。特に、尿沈査における赤血球の出現は、CYによる

膀胱障害を除くと腎病変の再燃を示唆するものである。

CRPなどの炎症マーカーや血清Crおよび尿素窒素は1～

3カ月ごとにチェックし、腎機能の低下時には免疫抑制薬

の減量や変更を考慮する。また、血算や肝機能は薬剤の副

作用をチェックするために必要である。急激なもしくは進

行する白血球減少は、骨髄抑制を考慮し、免疫抑制薬の中

止や減量を検討する。

2年間の再燃率は、WGが18～ 40％、MPAが 8％、

CSSが35％と報告されている1）。WGの再燃に関与する因

子として、治療内容、ANCA値および罹患臓器の三つが

あげられている。治療では、発症後6カ月以内に行った初

期治療において、CYの総投与量が10 g未満である症例は、

10 g以上の症例と比較すると再燃しやすいという報告18）

や、寛解期にST合剤を使用していない場合に、再燃率が

高かったとする報告がある12）。ANCA値については、発

症時にANCAが陰性であった症例に比し、陽性であった

症例で再燃のリスクが高く12）、経過中にPR3─ANCAが4

倍以上上昇した場合に再燃率が高いという報告がある20）。

罹患臓器では、心臓病変がある場合や鼻粘膜に

Staphylococcus aureusを保菌している場合に再燃のリス

クが高いとされている21）。

WGに比しMPAの再燃率についての検討は少なく、70

カ月で34％（平均43カ月）、32カ月で41％（平均22.5カ月）

および18カ月で8％とされ、WGやCSSと比較すると

MPAでは再燃が少ないと報告されている9）。

AAVについては、Hoganらが標準治療を行い寛解に至

った258例の全身性血管炎について再燃予知因子を調査

し、MPO─ANCA陽性者に比しPR3─ANCA陽性者は

1.87倍再燃のリスクが高く、肺と上気道に病変があるもの

は他の臓器に比べ1.7倍再燃のリスクが高いと報告してい

る22）。

ANCA値のモニタリング
ANCA値のモニタリングは重症度や病勢の評価、さら

には再燃予知になりうるか、議論の余地が残されている。

ANCA値の陰性化と病勢の鎮静化とに関連があったとす

る報告は多くあり、MPO─ANCA関連血管炎やRLVを対

象とした観察研究においても、初期治療により寛解維持に
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期間内は血管炎によるものが多く、寛解維持療法中は治療

関連の感染症（敗血症とPCP）であった。その他のAEと

しては感染症が最も多く、糖尿病、骨折、脳血管障害など

が重篤なAEであった（表4.15）。その主因はステロイド

によるものと推定され、ステロイド投与量をいかに少なく

するかが今後の主要課題の一つと考えられる。

寛解導入後18カ月間の疾患活動性とANCA値の推移を

図4.6に示す。軽症例に再燃例が多かったことの原因とし

て、初期ステロイド投与量が少なかったこと、免疫抑制薬

の使用が少なかったことなどが推定される。
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図4 .5  寛解導入療法後の寛解維持率

表4.14   病型別寛解維持療法の内訳

重症度 型 n PSL
単独 ＋ IVCY ＋AZA ＋MZA ＋TAC 寛解維持 再燃

重症/軽症

最重症型 1 0 1 0 0 0 1 0

重症 20 14 1 4 1 0 17 1/2
全身型 3 0 0 3 0 0 2 1/0
肺腎型 3 3 0 0 0 0 3 0
RPGN 14 11 1 1 1 0 12 0/2

軽症 21 17 2 1 0 1 16 1/4
腎限局型 3 3 0 0 0 0 2 0/1
肺限局型 6 4 1 0 0 1 2 1/2
その他型 12 10 1 1 0 0 12 0/1

総計 42 34 2/6

TAC：tacrolimus、タクロリムス
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図4 .6   寛解導入後の疾患活動性（BVAS）と
ANCA値の推移

表4.15   重篤なAE

AE 事象数（死亡）

感染症（グレードⅢ以上） 29（2）
細菌 11（1）
肺 5
尿路 4
軟部組織 2
真菌 6
PCP 3（1）
ウイルス 7
不明 2（1）

糖尿病 10
骨折 4
脳血管障害 3（2）
心血管障害 1
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合併症対策4.4

4.4.1 グローバルな現状

A. 感染症

根拠と解説
（1）P.  jiroveci感染

P. jiroveci（以前はP. cariniiと呼称されていた）肺炎

（PCP）は、免疫抑制状態にある宿主においてよくみられ

る合併症であり、死亡率が高い。RCTの成績はないが、

臨床試験や症例報告からは、CYとGC薬を使用している

患者は、予防としてST合剤960 mgを週に3回使用すべき

である。EULARの推奨では、禁忌がなければCYを使用

する患者はST合剤（800/160 mg隔日または400/80 mg

連日）によりPCPの予防を行うことが推奨されている1-3）。

CYとGC薬で治療を受けている患者でのPCPの頻度は、

20％と高いものから4）、NIHのコホート研究の6％1）、ドイ

ツのコホート研究の1％5）とさまざまである。Guillevinら

のフランスの研究によると、この違いは大量のGC薬が使

用されていたこと、ドイツの研究ではST合剤が治療のレ

ジメとして使用されていたことによると考えられる。費用

対効果の検討では、ST合剤の予防投与は、予後を改善し、

全体的な医療費を低下させることが示唆されている。ST

ステート
メント

（1）Pneumocystis jiroveci感染 
CYとGC薬を使用している患者は、予防と
して、ST合剤960 mgを週に3回使用すべ
きである【推奨度C】。ST合剤が使用できな
い場合は、月に1回のpentamidine（ペン
タミジン）300 mgの吸入またはdapsone
（ダプソン）100 mgの連日投与が同等の効
果が期待される【推奨度B】

（2）真菌感染症 
免疫抑制療法下の患者では、nystatin（ニス
タチン）、経口のfl uconazole（フルコナゾ
ール）、amphotericin（アンホテリシン）B
などの抗真菌薬の予防的投与を考慮すべきで
ある

（3）黄色ブドウ球菌の抑制 
原発性全身性血管炎の治療を受けているすべ
ての患者は、長期のmupirocin（ムピロシン）
の経鼻治療を受けることが望ましい【推奨度

C】

（4）抗酸菌感染症 
すべての患者において詳細な病歴をとり、診
察を行い、胸部X線を撮影して結核の危険性
を評価すべきである。抗TNF抗体製剤の投
与を開始する患者が遵守すべきガイドライン
を参考にすることが推奨される

（5）ワクチン 
生ワクチンの使用は、免疫抑制療法終了から
少なくとも3カ月間は避けるべきである。免

疫抑制療法を受けている患者は、肺炎球菌ワ
クチン、インフルエンザワクチンの接種を受
けることが推奨される。インフルエンザワク
チンは毎年接種しなければならない。CY治
療を行う場合、開始前にすべての患者で帯状
疱疹ウイルスの抗体価を測定するべきであ
る。帯状疱疹ウイルスとの接触のリスクが確
実であれば、帯状疱疹ウイルスに特異的なγ
グロブリンの投与を考慮する【推奨度C】

（6）B型肝炎、C型肝炎、その他 
原発性全身性血管炎では、強力な免疫抑制療
法を行うため、パルボウイルス、B型肝炎ウ
イルス、C型肝炎ウイルス、ヒト免疫不全ウ
イルスの適切な血清学的検査を行うべきであ
る
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は、BSRのガイドラインを参考にすること。

免疫抑制療法を受けている患者は、肺炎球菌ワクチン、

インフルエンザワクチンの接種を受けることが推奨され

る。肺炎球菌ワクチンとは対照的に、インフルエンザワク

チンは毎年接種されなければならない。患者は肺炎球菌に

対する抗体価を測定し、必要ならば再接種を受けなければ

ならない9）。

帯状疱疹ウイルスの抗体価は、CY治療を開始するすべ

ての患者で測定されなければならない。しかしながら、そ

の結果によって治療開始を遅らせるべきではない。接触の

危険性が確実であれば、帯状疱疹ウイルスに特異的なγグ

ロブリンの投与を検討する【推奨度C】。

ワクチンへの反応が減弱する可能性があること、全身性

の感染に発展する危険性があることから、免疫抑制療法中

の患者には生ワクチンを使用すべきではない。免疫抑制状

態にある患者では、抗体価は早急に減少し、頻回の追加投

与が必要になることによる8）。

（6）B型肝炎、C型肝炎、その他

原発性全身性血管炎では、強力な免疫抑制療法を行うた

め、パルボウイルス、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイル

ス、ヒト免疫不全ウイルスの適切な血清学的検査を行うべ

きである。

C型肝炎関連のクリオグロブリン血管炎では、抗ウイル

ス療法を行う【推奨度B】。各種インターフェロンα製剤が

寛解をもたらすことが報告されている10-14）。インターフェ

ロンα単剤よりも、ribavirin（リバビリン）を併用したほ

うが有効性が高いようである15,16）。しかし、インターフェ

ロンα中止による再燃も多く、そのような症例では長期に

わたる治療が必要である。治療は肝臓専門医との連携の下

で行うべきである。

B型肝炎関連のPANでは、抗ウイルス療法、血漿交換

とGC薬の併用療法が推奨される【推奨度C】。抗ウイルス

薬とともに、高用量のGC薬を使用し、2週間おきに減量

することを推奨する。この治療法に血漿交換を併用した場

合、高率に寛解に導入することが可能である17）。難治例に

おけるrituximabの使用に関するデータは限られてい

る18）。この状態での治療も肝臓専門医とともに行うべきで

ある。

合剤に対してアレルギーがある場合はpentamidineの吸

入またはdapsoneの連日投与を行うべきである。

pentamidineの吸入は、費用は増加するが、いくらかの予

後改善が期待できる2）。

ST合剤予防投与の毒性は、薬剤中のスルホンアミドの

部分によるものである。また、MTXとの相互作用も骨髄

抑制の危険性を増大させる。しかし、理論的にはMTXと

ST合剤には相互作用があるが、血管炎においてMTXが

使用された研究では、低用量のST合剤では臨床的にはほ

とんど問題がなかった【推奨度C】。しかし、MTX使用中

の患者では、ST合剤は特に注意をして使用しなければな

らない。PCPの危険性は、CYとGC薬の量に関係するので、

現在使用されている両剤の総使用量を少なくすれば、おそ

らく危険性を減らせるものと思われる【推奨度C】。

（2）真菌感染症

免疫抑制療法下の患者では真菌感染の危険性が高いた

め、EUVASの研究では、免疫抑制療法下の患者は、

nystatin、経口のfl uconazole、amphotericin Bなどの抗

真菌薬の予防的投与を考慮すべきであると示唆している。

（3）黄色ブドウ球菌の抑制

疾患の原因となっているかどうかや、その機序は不明で

あるが、鼻腔内における黄色ブドウ球菌の保有は、WG患

者における再燃増加と関係が示唆されている6）。このこと

から原発性全身性血管炎の治療を受けているすべての患者

は、長期のmupirocinの経鼻治療が推奨される。

（4）抗酸菌感染症

強力な免疫抑制療法を受ける患者は、潜在性の結核の再

活性化の危険がある。それよりも頻度は低いが、新たな結

核の発症の危険性もあるため、すべての患者において詳細

な病歴をとり、診察を行い、胸部X線を撮影して結核の

危険性を評価すべきである。抗TNF抗体製剤を開始する

患者が遵守すべき、英国胸部疾患学会による、結核の危険

性の評価ならびにマネージメントのガイドラインを参考に

することが推奨される7）。

（5）ワクチン

生ワクチンの使用は、免疫抑制療法終了から少なくとも

3カ月間は避けるべきである8）。免疫抑制療法中の患者に

おける生ワクチンの使用についてのさらなるアドバイス
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根拠と解説
出血性膀胱炎の臨床症状は、膀胱刺激症状、排尿時痛、

下腹部の違和感などが主で、無症候性血尿のみの場合も多

いので、早期発見のためには定期的な尿検査を施行すべき

である。

経口または経静脈的に投与されたCYは肝で代謝された

あと、非アルキル化代謝物アクロレインとして腎臓を経由

して膀胱内に排泄される。出血性膀胱炎は、そのアクロレ

インが直接膀胱に作用し、粘膜に発赤、浮腫、潰瘍などが

生じ、その結果組織は虚血に陥り、創傷治癒が障害され、

毛細血管の拡張・新生が起こり易出血性になると考えられ

ている19）。膀胱内に尿を長時間貯留しておくと、アクロレ

インが濃縮され、さらに炎症が起こりやすくなる。そのた

め予防方法としては、点滴や経口水分摂取を多くし、頻繁

に排尿をすることにより代謝物を薄めることが推奨されて

いる。具体的には、IVCY前から投与終了後数時間は点滴

を行い、その後は3日間経口水分摂取を積極的に行うこと

が推奨されている20）。またBSR/BHPRのガイドライン21）

では、1日3 Lまでの水分摂取を推奨している。

CYの間欠的静注療法に比べて連日経口服用療法は治療

期間が長く、総投与量が多くなることなどから、膀胱毒性

が強くなる。一方、リウマチ性疾患に対するCY療法とし

ては、間欠的静注療法が標準的になってきており、ループ

ス腎炎では20年以上も前から標準療法となっている22）。

血管炎やリウマチ領域におけるCYの間欠的静注療法で

は、癌治療の際に使用される大量CYの経静脈投与で経験

する出血性膀胱炎の頻度に比べて非常に低い。

ifosfamide（イホスファミド）やCYの膀胱毒性の予防

薬として、mesnaが非常に有効な薬剤であることが報告

されている。Howsら23）は、CY使用後の骨髄移植患者に

対する前向きランダム化試験で、対照群である強制利尿群

に比してmesna使用群では有意に出血性膀胱炎の発症を

抑えると報告している。またMonachら20）は、CYの間欠

的静注療法を受けた471例のうち3例のみに出血性膀胱炎

を認め、その3人ともmesnaを使用していなかったと報

告している。

しかし、mesnaの血管炎症候群に対するCY使用時の膀

胱保護効果については、いまだ議論の余地がある。BSR/

BHPRガイドライン21）では、CYの間欠的静注療法を受け

るAAVの患者には膀胱毒性に対する保護を目的とした

mesnaの使用を検討するべきであるとしている。同様に

EULARガイドライン24）でも、CYパルス療法を受ける患

者には、経口または静注のmesnaの投与をするべきであ

るとし、CYの連日経口服用療法の患者にも有効であるか

もしれないとしている。

いったん出血性膀胱炎を発症したら、CYの使用を中断

することが望ましい。しかし、血管炎などの状態が生命に

危険を及ぼすような状況であれば中止はできないが、さら

なるCYでの加療は膀胱障害をさらに悪化させる危険性が

あるため、MTXなどその他の免疫抑制療法に切り替える

必要がある。

B. 膀胱毒性

ステート
メント

（1）出血性膀胱炎の早期発見のためには定期的な
尿検査を施行すべきである【推奨度C】

（2）CYの膀胱毒性を最小限に抑えるために、水
分の摂取（～ 3 L/日）【推奨度B】とmesna
（2-mercaptoethane sulphonate sodi-
um、メスナ）の使用が推奨される【推奨度D】

（3）出血性膀胱炎を発症したら、CYの使用を中
断することが望ましい。血管炎などの状態が
生命に危険を及ぼすような状況であれば、

MTXなどその他の免疫抑制療法に切り替え
る必要がある【推奨度D】
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根拠と解説
免疫抑制薬投与中の二次発癌の危険性は常に問題とな

る。多くの報告では、CYの総投与量および投与期間は出

血性膀胱炎のみならず、膀胱癌発症に関係があるとしてお

り、Monachら20）は先行する出血性膀胱炎は将来的な膀胱

癌発症に関連があるとしている。出血性膀胱炎と同様に

acroleinの膀胱粘膜上皮に対する直接の障害が発癌を誘発

すると考えられている。膀胱癌以外にも、悪性リンパ腫、

皮膚癌なども報告  25,26）されており、以下にいくつかの報告

を示す。

Faurschouら27）は、WGにおいて、2,121人・年で50例

の癌が発症し（standardized incidence ratios; SIR 2.1）、

なかでも急性骨髄性白血病ではSIR  19.6、膀胱癌では

SIR  3.6、非メラノーマ皮膚癌ではSIR  4.7と高率である。

CYを36 g以上投与した群に限ってみると、急性骨髄性白

血病はSIR  59.0、膀胱癌はSIR  9.5とさらに高率になる

ことを報告している。Westmanら28）は、WGまたは

MPAにおいて、皮膚癌の危険性は10.4倍、膀胱癌では

4.8倍、リンパ腫で3.7倍増加し、なかでもCYを12カ月

以上投与した群においては、膀胱癌で11.5倍、リンパ腫

で8.5倍とさらに危険性が増加することを報告している。

Talar─Williamsら29）は、CY治療を受けているWGの

50％に非糸球体性血尿を認め、その57％が膀胱鏡でCY関

連膀胱障害と診断され、5％に膀胱癌を認めた。これは一

般住民の31倍という高率であり、さらに65歳未満に限っ

てみると51倍にもなると報告している。特にCYを100 g

以上投与している群では、12％という高率で膀胱癌を発症

しているが、残念ながら統計学的にはCYの総投与量、投

与期間は膀胱癌の危険因子にはならなかった。Kaplan─

Meier法を用いた解析では、膀胱癌の累積危険率がCY投

与後5年で2％、10年で5％、15年で16％と報告している。

一方、Knightら30）は、WGにおいて膀胱癌の発症にはCY

の総投与量と投与期間の両方が関与するとし、膀胱癌の累

積危険率はCY投与後10年で2％、16年で10％と報告し

ている。

CY以外の免疫抑制薬では二次発癌についてはっきりし

ていないが、種々の免疫抑制薬を使用する腎移植患者にお

いて、non─Hodgkinリンパ腫、皮膚扁平上皮癌などが増

加することが報告されている31）。Westmanら28）は、WG

またはMPAにおいて、12カ月以上のAZAの投与で皮膚

癌のリスクが16倍、膀胱癌のリスクが6.1倍、また48カ

月以上のGC薬の投与で皮膚癌のリスクが20.8倍、膀胱癌

のリスクが6.9倍増加すると報告している。近年、WGに

対して抗TNF─α療法が行われるようになったが、CY単

独投与群に比べて併用療法群で癌の発生が多くなることが

報告されている32）。Faurschouら27）も、CY単独よりも

DMARDs［disease-modifying antirheumatic drugs、

疾患修飾（性）抗リウマチ薬］を併用した群において、膀

胱癌、皮膚癌のSIRが上昇したと報告している。しかし、

解析に十分な症例数がなく、今後の研究が必要である。

二次発癌を少しでも抑えるためには、まずCYの総投与

量を少なく抑えることが重要である。また、EULARガイ

ドライン24）でも喫煙者には特に注意が必要としており、非

喫煙者に比して早期に、そしてより少量のCYでも膀胱癌

を発症する危険性があるとしているため、禁煙を心がける

必要がある。Talar─Williamsら29）は、CYによる出血性

膀胱炎や膀胱癌の最も感度のよい検査は、定期的（3～6

カ月に一度）な尿検査であり、非糸球体性血尿の有無に注

意し、投与終了後も定期的に検査することを推奨してい

る。BSR/BHPRガイドライン21）でも、非糸球体性血尿や

C. 催腫瘍作用

ステート
メント

（1）CYによる出血性膀胱炎や膀胱癌の最も感度
のよい検査は、定期的（3～ 6カ月に一度）
な尿検査であり、非糸球体性血尿の有無に注
意し、投与終了後も定期的に検査することで
ある【推奨度C】。また、非糸球体性血尿や出
血性膀胱炎再発がみられた場合は、尿細胞
診、膀胱鏡を行うことが望ましい【推奨度B】

（2）二次発癌を抑えるためには、まずCYの総投
与量を少なく抑えることが重要である。ま
た、禁煙も必要である【推奨度C】
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根拠と解説
（1）心血管合併症/AAVの患者は一般的に死亡リスク

が高く、しばしば腎機能障害を伴う33）。AAVにおいても、

内皮機能障害、頸動脈内膜肥厚、ankle-brachial 

pressure indices（ABI）などの動脈硬化性マーカーが亢

進していることが報告されている34-36）。さらに、心血管イ

ベントも慢性腎臓病（chronic kidney disease；CKD）よ

りも頻度が高い（ハザード比　2.23、CI  1.1-4.4、p＜

0.017）ことも報告された37）。このMorganらの報告にお

いても、AAV群の平均eGFRは、43 mL/分/1.73m2で

あり、CKDステージ3の症例が多く含まれていた。この

ように、原発性全身性血管炎/AAVの患者は、CKDを呈

することが多く、さらにCKDよりも心血管リスクが高い

ことが示されており、心血管合併症の予防と早期発見、早

期治療が大切である。

心血管合併症の予防は、『CKD診療ガイドライン2009』

に準じて行う38）。減塩6 g/日未満は、高血圧の発症予防

のためにも大切である38,39）。高血圧症例の降圧目標血圧

は、130/80 mmHg未満であり、蛋白尿が1 g/日以上では、

125/75 mmHg未満を目標とする。第1選択薬の降圧薬は、

レニン─アンジオテンシン系阻害薬であるアンジオテンシ

ン変換酵素阻害薬あるいはアンジオテンシンⅡ受容体拮抗

薬である。第2選択薬は、カルシウム拮抗薬あるいは少量

のサイアザイド系利尿薬である。hydralazineは、AAV

の発症と関連するとした症例報告が散見されているので、

併用時には注意する。

AAVでは、ステロイドを用いることが多く、糖尿病の

発症には十分に注意する。糖尿病がある場合は、目標

HbA1c  6.5％未満に厳格な血糖コントロールを行う。脂

質異常症がある場合は、LDLコレステロールの目標は120 

mg/dL未満（できれば100 mg/dL未満）が推奨される。

statin（スタチン）を用いた治療により、CKDおよび脳血

管障害の進行・発症予防が期待される。AAVの発症に喫

煙はリスクとならないとの報告があるが  40）、喫煙は心血

管疾患の重要な危険因子である。AAVと診断された場合

は、禁煙を守り心血管リスクの低下を試みる。

（2）炎症性疾患の発症時には、血栓塞栓症の発症するリ

スクが高まる41）。Merkelらによる前向き研究により、

WG患者では、静脈性血栓塞栓症を0.7/100人・年発症す

ることが示され、健常者の実に20倍近いリスクがあるこ

とが報告された42）。特に、原発性全身性血管炎/AAVの

活動期に血栓塞栓性疾患合併のリスクが高い  43,44）。さら

に、ネフローゼ症候群を合併しているとリスクが高まる。

そこで、長期臥床、75歳以上、血栓塞栓症の既往など古

典的危険因子の有無を検討し、血栓塞栓症の発症予防策の

必要性を検討する。特に40歳以上の患者で、3日以上運動

制限される場合は、血栓塞栓症の予防が必要である45）。『肺

血栓塞栓症/深部静脈血栓症（静脈血栓塞栓症）予防ガイ

ドライン』を参考に、リスクレベルを検討し予防する46）。

リスクレベルに付加的な危険因子を加味して、総合的なリ

スクを考える。同ガイドラインによると、ネフローゼ症候

群や炎症性腸疾患では中等度の基本リスクがあるとされて

いる。AAV自体のリスクに関しては言及されていない。

血管炎にネフローゼなどの腎病変を合併している場合や

感染症を合併すると、リスクはかなり高まると考えられ

る。中リスクでは弾性ストッキングあるいは間欠的空気圧

迫法、高リスクでは間欠的空気圧迫法か低用量未分画

出血性膀胱炎再発がみられた場合は、尿細胞診、膀胱鏡を

行うことを推奨している。

D. 心血管（血栓含む）

ステート
メント

（1）心血管合併症/AAVの患者は、高血圧、高コ
レステロール血症、糖尿病のスクリーニング
を行い、適切に治療されるべきである【推奨
度C】。また、患者は禁煙することを強く推
奨する【推奨度C】

（2）血栓塞栓症/AAVの患者に対して、長期臥床
時には予防的抗凝固療法の導入について検討
する【推奨度B】。これらの患者には、血栓塞
栓性疾患の危険因子を除去することに努め、
血栓塞栓性疾患の合併を強く疑うべきである
【推奨度B】
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根拠と解説
（1）AAVの治療に経口および静注ステロイド薬を基本

とした免疫抑制療法が用いられる。GCは、小腸でのカル

シウム吸収を低下させ、尿中カルシウム排泄を増加させ

る。よって、AAV患者ではステロイド性骨粗鬆症の発症

リスクが高まる。実際、AAVに関する報告で、ステロイ

ド使用と腰椎骨密度低下との関連性が報告されてい

る47,48）。さらに、AAVの多くの症例では、腎臓合併症を

有する49）。腎臓合併症の発症3カ月を経過しても、尿所見

あるいは腎機能が完全に回復しないことが多く、CKDへ

と移行することから、骨ミネラル代謝異常を念頭にいれた

対応も必要となる。このように骨粗鬆症は、AAVや腎機

能障害と共存し、特に高齢者ではよく認められる重要な合

併症である。

（2）ステロイド性骨粗鬆症に対する治療指針は、2002

年に英国内科学会、英国骨粗鬆症学会、英国骨と歯学会か

ら、2004年に日本骨代謝学会のステロイド性骨粗鬆症診

断基準検討小委員会などから、『ステロイド性骨粗鬆症の

管理と治療に関するガイドライン』が提案されている50,51）。

骨密度の変動を観察するため、ステロイド治療前には骨密

度および胸腰椎X線をルーチンに測定することが望まれ

る（6カ月～1年ごと）。経口ステロイドを3カ月以上使用

中または使用予定で、脆弱性骨折、骨密度YAM 80％未

満、PSL換算5 mg/日以上投与のいずれかを認める場合

に治療を開始する。第1選択薬は多くのエビデンスを有す

るBP製剤である。しかし、腎機能が低下した症例では、

薬剤の排泄が遅延する可能性がある。また巣状糸球体硬化

症、急性尿細管壊死および腎機能悪化などとの関連が報告

されており、BP製剤の使用に関して注意が必要である。

一方、米国においては、BP製剤がCKDステージ3～4

の患者に対して処方されている実態52）や一部有効性を示す

データが報告されている53）。日本では、腎機能が高度に低

下している場合は、etidronate（エチドロネート）、

risedronate（リ セ ド ロ ネ ー ト）は 禁 忌 で あ り、

alendronate（アレンドロネート）およびminodronate（ミ

ノドロネート）は慎重投与となっている。BP製剤の有用

性を十分に評価するために、今後の臨床データの蓄積が必

要である。このようにBP製剤の使用は、腎機能、骨粗鬆

症の程度やリスクを総合的に判断して使用の可否を判断す

る。また、使用時には腎機能の変動に注意する。2010年

ACRから「ステロイド性骨粗鬆症の予防と治療に関する

勧告」が発表された54）。同勧告では女性は閉経前後、男性

は50歳以上/未満で分け、ステロイドの使用量・投与期間

により分類し、さまざまなBP製剤やヒト組換え型副甲状

腺ホルモン（teriparatide）を推奨している54）。第2選択薬

は、活性型ビタミンD、ビタミンK2製剤である。活性型

ビタミンD製剤は、CKD─MBD（骨ミネラル代謝異常、

heparin（ヘパリン）（8時間もしくは12時間ごとに未分画

heparin  5,000単位を皮下注射する方法）、最高リスクで

は弾性ストッキングあるいは間欠的空気圧迫法と低用量未

分画heparinの併用を行うが、用量調節未分画heparin療

法［最初に約3,500単位の未分画heparinを皮下注射し、

投与4時間後のAPTT（activated partial thromboplastin 

time）が正常上限になるように、8時間ごとに未分画

heparinを前回投与量±500単位で皮下注射する］単独で

もよい。また、warfarinの内服単独により、PT─INRが

1.5～ 2.5となるようにコントロールしてもよい。AAVの

症例を管理する場合には、血栓塞栓症の合併の可能性を考

え、発症予防、早期発見・早期治療を心がける。

E. 骨粗鬆症

ステート
メント

（1）原発性全身性血管炎の標準的治療を受けてい
る患者は、高用量のステロイドおよび長期の
治療を受けるため、ステロイド性骨粗鬆症の
リスクが高まる【推奨度C】

（2）ステロイド性骨粗鬆症を予防するために、カ
ルシウムやビタミンDの補給とともにビスホ
スホネート（bisphosphonate；BP）治療
を受けるべきである【推奨度A】。腎機能障害
時および閉経前の女性では、運動の必要性に
注意する。最近のステロイド性骨粗鬆症予防
ガイドラインに沿って治療を行う【推奨度A】
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AAVと不妊との関連性については、直接因果関係がある

か否かは明らかではない。しかし、生殖可能年齢で罹患し

た場合は、AAVの治療の副作用としての不妊に注意を要

する。男性および女性の不妊は、CY治療の合併症として

知られている。CYは、米国では10％以上の症例で、卵形

成および精子形成を障害し、場合によって不可逆性の性腺

抑制作用を有すると考えられている。日本のCY内服錠の

添付文書には、無精子症、卵巣機能不全、無月経の発生が

0.1～ 5％とされている。しかし、注射用CYでは、再評価

結果における安全性評価例の集計で、無月経は5％未満で

あるが、無精子症および卵巣機能不全は、頻度不明とされ

ている。

不妊などのエビデンスは、おもにSLEなどの他の病態

において確立されている。女性の不妊は、CYの蓄積量と

治療時の年齢が高いことに関連していると報告されてい

る。0.5～ 0.75 mg/m2のCY静脈投与を受けた増殖性ル

ープス腎炎患者女性67人（平均年齢31.1±8.4歳、17～

46歳）の研究では、18カ月の治療期間内に、CYの平均投

与量888.1±268.8 mg/パルス、平均パルス数8.8±2.4（2

～ 12回）であったが、比較的少ない蓄積量の若年の患者

で不妊や無月経が可逆的であった58）。よって、CYの投与

量は最小量にとどめるべきである。

（2）すでに配偶者が存在する女性患者で妊娠を希望する

場合は、CY治療前に凍結胚の保存を検討する。凍結胚か

らの妊娠に関しては、治療法が確立しつつある59）。配偶者

がいない未婚の女性では、卵子の保存を検討するが、日本

産婦人学会では正式に卵子の凍結保存を治療行為として認

めていない。研究的にART（assisted reproductive 

technology）登録施設で施行される例がある。卵子の保存

やそれを用いた受精の成功率は低く、いまだ十分に確立さ

れているとはいえない60）。卵子の採取には、排卵誘発剤の

使用や卵の採取などの侵襲的手技を要すること、1カ月以

上の期間がかかることなどを考慮する。

近年、GTH作働薬を用いた卵巣保護について検討され

ている。九つの研究のメタアナリシス（合計366名の女性）

では、CYなどの化学療法時のGTH療法による卵巣保護

作用は、不使用症例に比較して68％の改善（RR＝1.68、

95％  CI 1.34-2.1）、妊娠率に関しても65％の高率（RR＝

1.65、CI 1.03-2.6）であった61）。今後、日本人でのデータ

mineral and bone disorder）における二次性副甲状腺機

能亢進症の治療としても推奨されており38）、生命予後を改

善する可能性が示唆されているが  55）、高カルシウム血症

の発症リスクが高まることが知られており注意して使用す

る。ステロイド性骨粗鬆症においても原発性骨粗鬆症と同

様に、生活指導、栄養指導、運動療法が必要である。最近

の報告では、エストロゲン受容体作働薬であるraloxifene

（ラロキシフェン）が閉経後のCKDにおいても有用である

との報告がある56）。

骨粗鬆症の予防は、その存在を認識することから始ま

る。AAVの治療開始前に骨粗鬆症の評価をすることが大

切であり、積極的な治療を早期から開始する必要がある。

WHOにより骨折リスク評価ツール（Fracture Risk 

Assessment Tool；FRAX）が開発された57）。簡便なソフ

トウェアであり参考にするとともに、その有用性について

今後検討する必要がある。

F. 不妊

ステート
メント

（1）生殖年齢および若年の患者に対して IVCYを
行うと不妊のリスクが高まり、蓄積量と年齢
が、妊孕性および無月経と関連する【推奨度

B】

（2）父親になることを望む男性患者、小児および
閉経前の女性に対しては、精子および卵子の
凍結保存を含めた対策を含めたカウンセリン
グを行う。配偶者のある挙児希望のある女性
では、凍結胚の保存を検討する【推奨度C】。
卵巣保護には、ゴナドトロピン（性腺刺激ホ
ルモン；GTH）アナログが有用である【推奨
度B】

根拠と解説
（1）AAVは、比較的高齢者に発症することが多いので、

SLEのような膠原病ほど妊娠や出産報告がない。そこで、
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4.4.2 日本の現状：JMAAVの結果をふまえて

A. 感染症予防ガイドライン

基本指針
臨床病型・CYの使用・ステロイド薬初期投与量やパルス

療法自体は統計学的に有意な感染リスクではなく、標準治

療に沿った治療をためらうべきではない。AAVの寛解が

最重要課題であることが前提である。

根拠と解説（JMAAVの結果を含む）
推奨度については、BSR/BHPRのガイドライン21）およ

びEULARの推奨24）に基づき記載した。JMAAVの結果

はカテゴリー3のエビデンスレベルであり、それに基づく

推奨は基本的には【推奨度C】とした。合併症小委員会で

議論し得られた結論で班会議で承認されたものは、カテゴ

リー4のエビデンス（from expert committee reports or 

opinions and/or clinical experience of respected 

authorities）と考えられ24）、【推奨度D】とした。

し、CYを大量あるいは長期使用する場合には、挙児希望

のある男性では精子の凍結保存が有用な場合がある。精子

の凍結保存は、自己免疫疾患や腎疾患患者の精子を治療前

に採取することにより、将来の妊娠を可能にする確立され

た治療法である62,63）。しかし、化学療法時の精子凍結保存

に関する保険適応はない。治療前の精子の凍結保存に関し

ては、どの施設でも行っているわけではないので、主治医

と十分に相談して検討する。喫煙は精子の濃度を20％低

下させることが知られており、挙児希望の男性患者には禁

煙を勧めることも必要である64）。

の集積が必要であるが、期待できる薬剤である。ただし、

日本では化学療法時の卵巣保護を目的とした、保険適応は

いまのところない。また、日本人におけるGTH療法につ

いてもデータは不十分である。よって、挙児希望のある女

性患者では、主治医とよく相談し、これらの治療を含めた

カウンセリングを受けることが重要である。

思春期以降の男性についても、同様にCY治療時には不

妊の可能性を検討する。しかし、SLE治療にCYを必要と

する多くの症例は女性であるため、自己免疫疾患に対する

CYの男性不妊に与える影響はよく知られていない。ただ

ステート
メント

（1）わが国の標準治療を行う際の重症感染症の合
併率は高いことに注意すべきである【推奨度

D】

（2）CY＋ステロイドパルス併用療法を要した場
合は、特に感染症発症に留意することが推奨
される【推奨度C】

（3）治療により寛解に至ったら、ステロイド薬の
減量速度や維持量に留意することを推奨する
【推奨度C】

（4）結核のリスクを考慮し、必要に応じて結核に
対する予防投与を行うべきである【推奨度C】

（5）PCP発症の予防のため、全例、とりわけ

CY使用例においては、ST合剤の予防投与
が推奨される【推奨度B】

（6）既存の肺障害があるなど重篤な肺真菌症のリ
スクがある症例には、経口アゾール系抗真菌
薬の予防投与が推奨される【推奨度C】

（7）一度感染症を合併した症例は、反復する可能
性が高いことに留意すべきである【推奨度D】

（8）免疫抑制療法を受けている患者は、肺炎球菌
ワクチン、毎年のインフルエンザワクチンの
接種を受けることが推奨される。生ワクチン
の使用は、免疫抑制療法終了から少なくとも

3カ月間は避けるべきである【推奨度C】

（9）治療前にB型肝炎、C型肝炎の適切な血清学
的検査を行うべきである【推奨度B】
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うべきである。

　（2）CY＋ステロイドパルス併用療法をする場合は、特

に感染症発症に留意することが推奨される【推奨度C】

感染症合併リスク因子を抽出する目的で、感染症合併群

と非合併群を比較した多変量解析を行った。JMAAV症

例全データの中から、候補リスクとして年齢・性別・臨床病

型（治療開始前に登録する重症度分類）・ANCA値・eGFR・

糖尿病の有無・ステロイド初期投与量・ステロイドパルス療

法の有無・CY投与の有無をあげ、ロジスティック回帰分

析、さらにステップワイズ変数選択法を用いて解析した。

結果、「CY投与かつステロイドパルス療法」のみが統計学

的に有意なリスク因子であった。

　（3）治療によりAAVが寛解に至ったら、ステロイド薬

の減量速度や維持量に留意することを推奨する【推奨度C】

JMAAV試験では、細菌感染症（11件）、真菌感染症（6

件）、PCP（3件）、ウイルス感染症（7件）、未分類（2件）

の5群おのおのについて、前述と同様の説明因子を用いて

多変量解析を行った（各種感染症ごとの詳細は他項参照）。

ウイルス感染症で「CY投与かつステロイドパルス療法」

がリスクになる傾向がみられたが［オッズ比20.18（0.91─

1319.04）］、他においては有意な因子はあげられなかった

（症例数不足による解析不能も含む）。統計学的には証明

できなかったが、以下に述べる留意すべき重要事項が見つ

かった。

すべての感染症の発症日（治療開始後の病日）は、中間

値137日、平均値200日であったため、この2時点につい

　（1）わが国の標準治療を行う際の重症感染症の合併率は

高いことに注意すべきである【推奨度D】

JMAAV解析対象48症例についての「有害事象報告書」、

「VDI報告書」および合併症に関する個別の2次アンケー

トにより情報抽出し解析した結果、感染症19例・29件（軽

微なものを除く）を認め、うち重症感染症グレードⅣが2

件、感染症による死亡例（グレードⅤ）が2例あった。感

染症の発症時期は平均約200日であり、その内訳は、細菌

感染症（11件）、真菌感染症（6件）、PCP（3件）、ウイル

ス感染症（7件）、未分類（2件）であった（表4.16）。

これは、代表的な海外の試験CYCAZAREM（18カ月

観察）における144例中33件の感染症と比較しても感染症

合併率が高い可能性があるが  65）、MPAに比べてWGが多

く（MPA  39％とWG  61％）、患者平均年齢が低い（58歳）

同試験とは単純な比較はできない。一方、死亡または死亡

のおそれのある感染症（グレードⅣ以上）は、JMAAV試

験は3/48（6.3％）、CYCAZAREM試験は11/155（7.1％）

であり、ほぼ同じ確率であった。

他の維持療法オープンラベル比較試験（MTX vs CY、

対象の87％がWG、平均年齢58歳）では、寛解導入後12

カ月の観察で、全体の感染症が21％、重篤な感染症が5

％66）、寛解導入オープンラベル比較試験（MTX vs CY、

WG 94％、平均年齢53歳、18カ月観察）は、中等度以上

の感染症が18％、重篤8％67）であった。

JMAAV試験、海外の試験とも、感染症がAAVの合併

症としては最も頻度が高く重篤であり、最大の注意をはら

表4.16   細菌感染症の一覧

内容 発症時期
（病日） AAV病型 CY

呼吸器感染症

肺炎 14 全身 有
誤嚥性肺炎 29 肺・腎 有
気管支炎 101 腎 無
非結核性抗酸菌症再燃 125 RPGN 無
肺炎（血培よりγ連鎖球菌） 371 腎・神経 有

尿路感染症

尿路感染症などで死亡（大腸菌）グレードⅤ 270 RPGN・肺・神経 有
尿路感染症（尿培よりKlebsiella） 425 全身 有
尿路感染症→敗血圧（大腸菌）グレードⅣ 476 重症・抵抗性 有
腎盂腎炎→敗血圧（大腸菌）グレードⅣ 495 肺・腎 有

軟部 蜂窩織炎（培養なし。いずれも臨床診断）2件は同一患者
200 胸膜・心膜炎 無
462

AE重症度：死亡に至った感染症グレードⅤ、生命を脅かす感染症グレードⅣ
［有害事象共通用語規準v3.0（CTCAE v3.0日本語訳JCOG/JSCO版 2004年10月27日）より］
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　（5）PCP発症予防のため、全例、とりわけCY使用例

においては、ST合剤の予防投与が推奨される【推奨度B】

JMAAVの48例中ST合剤投与31例、非投与17例で、

後者にのみ3例PCPを発症した（表4.17）。うち1例は肝

障害のためST合剤中止後、約2カ月でPCPを発症した。

3例中1例はPCP感染を契機に呼吸状態が悪化し、死亡し

た。比率の検定により、ST合剤非投与がPCP発症リスク

の傾向となり、PCP予防にST合剤予防投与の効果が示さ

れた。ST合剤非投与群（17例）でのPCP発症リスクを抽

出することは不可能であったため、PCP発症予防のため

ST合剤投与が推奨される（特にCY使用例）。

　（6）既存の肺障害があるなど、肺の重篤な真菌感染リス

ク症例には、経口アゾール系抗真菌薬の予防投与が推奨さ

れる【推奨度C】

JMAAVに真菌感染症は6件（5例）生じており、その特

徴として肺真菌症が多く、うち3件はアスペルギルス症で

あった（表4.18）。経口アゾール系抗真菌薬で予防投薬し

ていた3例には真菌感染症を生じなかったが、

amphotericin Bシロップ含嗽による予防群11例中1例で

真菌感染症を生じた。また、これらの真菌感染予防の行わ

れていなかった35例中4例（5件）で真菌感染症を生じた

が、両群間に統計学的有意差は見いだせなかった（表

4.19）。肺の重篤な真菌感染リスクとなりうる症例には、

経口アゾール系抗真菌薬の予防投与が推奨される。

アスペルギルス感染症予防について、EULARや英国の

本疾患治療のガイドラインには具体的な方針はなく、真菌

感染症予防について英国のガイドライン内に「EUVASの

臨床試験より、免疫抑制療法を受ける患者はnystatin（ナ

イスタチン）、経口fl uconazole、amphotericin Bなどの

抗真菌薬の予防投与を考慮すべき」とあるが、その根拠は

PCPのように具体的ではない21）。

てステロイドの積算総投与量を解析した。この2時点にお

けるステロイド総投与量は、感染群において非感染群に比

し、統計学的に有意に多いことが示された（いずれの時点

においてもp＝0.03）。また200病日でのステロイド量は

非感染群10.2±3.4 mg/日に対し、感染群は13.4±5.8 

mg/日と多かった（p＝0.05）。すなわち、感染症発症群

においてはステロイドの漸減速度が遅いか、維持量が高か

った可能性がある。

細菌感染症は全体としてみると全期間にわたって発症し

ていたが、3件あったグレードⅣ以上の重篤な感染症はい

ずれも大腸菌による尿路感染症で、全例が治療開始後長期

経過してから（200病日以降）発症し、すべてCY併用群で

あったということは特記すべき事項である。また、ウイル

ス感染症の大半を占めた帯状疱疹4件はいずれもCY投与

群だったが、全例とも適切な治療により重篤化せず軽快し

た（グレードⅢ）。

　（4）結核のリスクを考慮し、必要に応じて潜在する結核

症に対する治療を行うべきである【推奨度C】

JMAAVの48例には、再燃・新規感染を含めて、結核症

の発症はなかった。BSR/BHPRガイドライン21）では、抗

酸菌感染症に関する項目があり、すべての患者に詳細な病

歴をとり、診察、胸部X線検査を行って、結核のリスク

を評価すべきである、とされている。AAVに用いられる

ステロイドやCYには、抗TNF抗体とは異なりマクロフ

ァージ系細胞を直接障害する作用はないので、治療早期の

結核発症の頻度は高くないことは予想される。しかし、長

期にわたる免疫抑制療法が行われた場合は、AAVが長期

間経過してから、潜在する結核の再燃、もしくは新規発症

の可能性があるため、十分注意すべきである。

表4.17   PCP発症3例の一覧
背景 発症時

転帰
症例 病型 初期治療 病日 PSL（mg） CY 全mg

76歳　女 3 PSL  30 mg＋CY
（p.o pulse） 71 20 1,600

（3回目投与の2日後）
ST合剤  4錠で治療し軽快。以後ST合剤予防投
与

71歳　男 1 PSL  40 mg＋IVCY 273 10 500 ST点滴しいったん軽快したが、呼吸不全で死亡

69歳　女 3 PSL  30 mg＋CY
（p.o pulse） 60 20 1,000

（2回目投与の9日後）
ST合剤＋ステロイドパルスで軽快。以後ST合
剤予防投与
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はわが国では未販売、voriconazole（ボリコナゾール）の

予防効果に対するデータはない］。

　（7）一度感染症を合併した症例は、反復する可能性が高

いことに留意すべきである【推奨度D】

JMAAV試験中の感染症29件（19例）のうち6例が複数

回感染した。そのうち4例がCY非投与群、2例がCY投与

群であった。複数回感染した症例のリスクについて検討し

たが、有意な因子は見つからなかった。したがって、一度

感染した症例は二度目以降の感染に注意が必要であること

の注意喚起とする。

　（8）免疫抑制療法を受けている患者は、肺炎球菌ワクチ

ン、毎年のインフルエンザワクチンを受けることが推奨さ

れる。生ワクチンの使用は、免疫抑制療法終了から少なく

とも3カ月間は避けるべきである【推奨度C】

この項目は、BSR/BHPRガイドライン21）からの引用で

ある。ワクチンへの反応が減弱する可能性があること、全

身性の感染に発展する危険性があることから、免疫抑制療

法中の患者には生ワクチンを使用すべきではない。また、

免疫抑制状態にある患者では、各種抗体価は急速に減少す

ることがある。帯状疱疹ウイルスへの接触の危険性が確実

であれば、場合によってはγグロブリンの投与を検討すべ

きである。（「4.4.1 グローバルな現状」参照）。

ヒト免疫不全ウイルス感染患者に対する日和見感染予防

ガイドライン（CDC2009）には、アスペルギルス感染症の

一次予防に関するデータはないが、血液腫瘍と好中球減少

症患者においてはposaconazole（ポサコナゾール、欧米

でNoxafi lⓇとして販売されるトリアゾール系薬剤）が

fl uconazoleに比して有効であるとの記載がある68）。米国

感染症学会（IDSA）ガイドラインが推奨する侵襲性アス

ペルギルス症の予防法は上述のposaconazoleをリスクの

高い移植片対宿主病（graft versus host disease；GVHD）

患者、急性骨髄性白血病または骨髄異形成症候群

（myelodysplastic syndromes；MDS）患者に使用するこ

とで  69）、itraconazole（イトラコナゾール）も効果的かも

しれないが副作用などの観点から使用できる症例が限られ

るとしている。腐食性アスペルギルス症（アスペルギロー

マや慢性肺アスペルギルス症など）に対する推奨予防法の

記載はない。先天性免疫不全症である慢性肉芽腫症患者に

ついてのitraconazoleによる真菌感染予防効果を示した

報告がある70）。

これらの他分野の情報より、推奨できるのは、既存の肺

障害があるなどの肺アスペルギルス症のリスクが高いと思

われる症例への抗真菌薬の投与を考慮すべきで、その際

fluconazoleやitraconazoleの内服が候補となる［posaconazole

表4.18   真菌感染症6件の一覧
病日 型 CY

肺4件

肺アスペルギローマ 282 RPGN・肺・神 有
肺アスペルギルス 150 RPGN 有
肺空洞症（アスペルギルス血清診断）＊ 34 肺・腎 無
カンジダ肺炎 134 RPGN 無

他2件
食道カンジダ症＊ 107 肺・腎 無
カンジダ眼内炎 137 RPGN・肺・神 無

＊：同一症例

表4.19   真菌感染予防の有無と真菌感染症
予防投与（例） 真菌感染発症（例） 発症率（％）

真菌予防あり fl uconazole 1 0 0
itraconazole 2
fungizone（ファンギゾン）含嗽 11 1 9.1

計 13a） 1 7.7

真菌予防なし 35 4b） 11.4

a）重複投与
b）真菌予防なし群において4例・5件の真菌感染症あり。全体では5例・6件
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なく、C型肝炎については詳細なデータは存在しないが、

わが国ではウイルス性肝炎が多く注意を喚起すべきものと

考え、【推奨度B】とした。

B. 合併症全般

JMAAV登録52症例のうち、除外症例を除く48症例が

解析対象となった。これらについての「有害事象報告書」、

「VDI報告書」より抽出し解析した結果、前述の感染症19

例（29件：うち重症感染症グレードⅣが2件、死亡例グレ

ードⅤが2例）以外に、心血管系イベント1例、脳血管イ

ベント3例、糖尿病9例、脊椎圧迫骨折を含む骨折3例を

認めた。CYの合併症として危惧された骨髄抑制・出血性膀

胱炎についてアンケートで再調査した結果、これらについ

てグレードⅢ以上の発症はなかった。

感染症以外の対策や予防については、「4.4.1 グローバル

な現状」を参照されたい。

　（9）治療前にB型肝炎、C型肝炎の適切な血清学的検査

を行うべきである【推奨度B】

原発性全身性血管炎では、強力な免疫抑制療法を行うた

め、B型肝炎、C型肝炎の適切な血清学的検査を行う必要

がある。HBs抗原陽性またはHBc抗体陽性の場合は、免

疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策（厚生労働

省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班劇症肝炎分

科会および「肝硬変を含めたウイルス性肝疾患の治療の標

準化に関する研究」班合同報告）に準ずる。C型肝炎ウイ

ルス抗体陽性の場合は、トランスアミナーゼなどの生化学

検査およびC型肝炎ウイルス量をモニターすることが勧め

られる。

JMAAVではB型肝炎の再燃・増悪の報告はなかったが、

C型肝炎と関連する死亡例が報告された。B型肝炎に関す

る上記ガイドラインは基本的にrituximabを使用する場合

の免疫抑制療法に対するものであるが、rituximab以外の

免疫抑制療法の場合も適応されると記載されている。

BSR/BHPRガイドライン21）には特記事項としての記載は
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4.5.1 再燃の判定
現時点では、活動性血管炎を原因とする臓器障害が再び

あるいは新たに出現することにより再燃と判定する。この

際、症例により症状、検査所見が異なるため、注意深い観

察が必要である。下記に示すように、重症あるいは軽症の

再燃に分類する報告もある4,5）。

（1）重症再燃は、血管炎による症状として以下に示す障

害の一つが再びあるいは新たに出現した状態と定義する。

● 3カ月以内の血清Crの30％を超える上昇あるいは

CCrの25％を超える低下、または活動性巣状壊死性

糸球体腎炎（血尿再発あるいは予測できない血清Cr

の上昇では腎生検が推奨される）

●  臨床的、画像上、気管支内視鏡検査における肺胞出

血または肉芽腫の出現（診断できない異常陰影には肺

生検が推奨される）

● 視力障害（眼窩内肉芽腫の増大や視神経血管炎）

● 重大な声門下あるいは気管支狭窄

● 脳動脈の血管炎を示唆する脳MRIにおける新たな多

発性病変

● 運動神経の多発性単神経炎

● 胃小腸の出血と穿孔

（2）軽症再燃は、血管炎による症状として以下に示す障

害の一つが再びあるいは新たに出現した状態と定義する。

●  ENT（鼻出血、痂皮形成、疼痛、新たな難聴、内視

鏡検査により判明した活動性鼻腔潰瘍と増殖性腫瘤）

● 口腔内潰瘍

● 皮疹・発疹

● 筋肉痛、関節痛、関節炎

● 上強膜炎、強膜炎

●  画像変化の有無に関わらない呼吸器症状（咳嗽、喘鳴

音、息切れ）

JMAAVにおけるMPO─ANCA関連血管炎48症例の

18カ月の解析では、寛解導入された42症例中8症例が、

寛解導入後30週以内に再燃をきたした（再燃率19.0％）。8

例中7例は再寛解に達したが、1例は感染症により死亡し

た。また、厚生労働省進行性腎障害に関する調査研究班が

実施したRPGN  1,772例の全国アンケート調査では、

MPO─ANCA関連血管炎の再燃率は17.4％に対し、PR3─

ANCA関連血管炎の再燃率は25.9％に達している。

一方、米国ならびにフランスのコホート研究において、

AAVの寛解後の再燃率はそれぞれ42％、54％と記載され

ている1,3）。このうち、PR3─ANCA陽性例、上気道また

は肺病変を有する症例に再燃が多いことが示されている。

さらに、再燃により、末期腎不全への進展のリスクは4.7

倍増大する。寛解による治療中止例の検討では、再燃率と

CYの治療期間とは関連が乏しいことが示されている5）。

再燃の予測も重要な問題である。再燃を予知する検査と

して、血清ANCA値の経時的モニターの重要性を示唆す

る報告が出されているが、いまだ議論がある。Wonらは、

19例のAAVの寛解期において、4倍以上のANCA抗体

価上昇を認めた21回のうち、免疫抑制療法を強化した11

回ではその後の再燃率が18％であったのに対し、強化し

なかった10回では全例で1年以内に再燃したことを報告

再燃時の治療法4.5

近年、AAVにおいて生命予後の改善がみられている。

それに伴い、寛解後の再燃が臨床的な問題となってきてい

る1-3）。しかしながら、これまで、わが国における再燃率、

危険因子とその管理について十分なエビデンスはない。本

節では再燃判定のグローバルな基準と、再燃時の治療法に

ついて述べる。

guidelines of the Infectious Diseases Society of America.  Clin Infect Dis 2008; 46（3）: 327-360.

70） Gallin JI, Alling DW, Malech HL, Wesley R, Koziol D, Marciano B, et al. Itraconazole to prevent fungal infections in chronic 
granulomatous disease.  N Engl J Med. 2003; 348（24）: 2416-2422. （レベル1B）
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4.5.2 再燃時の治療
目下のところ、再燃時の治療に関して、わが国では明確

な基準はない。これまで、再燃した場合、CY、AZA、

MTX、PSL投与量を寛解導入期の投与量に戻すことが示

されている9）。わが国で頻度が高いMPO─ANCA陽性例

では再燃率が高く、特に治療を早く中止すると再燃する例

がある10-12）。そのため、臨床的に再燃予防のため長期間の

免疫抑制療法を要するのが現状である10）【推奨度A】。

BSR/BHPRガイドラインでは、重症な再燃に対しては、

寛解導入時と同様に、CY、PSL  30 mg/日までの増量に

て治療し、ステロイドパルス療法、血漿交換療法も考慮す

ると記載されている13）。一方、軽症な再燃では、PSL  30 

mg/日までの増量とその後の減量、症例に応じて免疫抑

制薬の併用が記載されている13）。また、血管炎症状の再燃

時には、免疫グロブリン静注療法（intravenous immuno-

globulin；IVIG）14-16）、血漿交換治療  12,17,18）の追加も考慮

する【推奨度C】。さらに、AAVに対するリツキシマブと

シクロホスファミドの比較検討試験（rituximab versus 

cyclophosphamide for ANCA─associated vasculitis；

RAVE）試験では、WGの再燃例に対して、rituximabの

有用性が示されている19）【推奨度A】。EULARガイドライ

ンでは、AAVを含む血管炎症候群の再燃時の治療法とし

て、IVIG、15─デオキシスパーガリン（15-deoxyspergualin；

15─DSG）、抗胸腺細胞グロブリン（anti─thymocyte 

globulin；ATG）、infl iximab（イ ン フ リ キ シ マ ブ）、

rituximabの投与量、期間を示している20）。

一方、長期間の免疫抑制療法は、治療に伴う種々の副作

用（感染、骨合併症など）を生じやすい。ことに、ANCA

陽性例は高齢者に多く、臨床的には重要な課題である21）。

なお、免疫抑制薬の追加時には、活動性の感染症の併発を

否定することが必須である。特に、WGは上気道、肺に二

次性感染症を起こしやすいので、細菌感染症対策を十分に

行う必要がある9）。

上の結果から、寛解時期のANCA再陽性化に加え、持続

的にANCA値が上昇傾向にあるときは再燃を疑い、病勢

の変化に注意する。さらに、WGにおいて、年齢、c─

ANCA陽性、心病変合併例が寛解後の再燃の危険因子と

する報告もある8）。

している6）。有村らは、MPO─ANCA再陽性化時に再燃

徴候を認めなかった18回に対し、免疫抑制療法を強化し

た4回はいずれもANCA陰性化したのに対し、強化しな

かった14回のうち4回は自然陰性化したが、陽性が持続

した10回のうち8回が再燃したことを報告している7）。以

文　献

1 ） Hogan SL, Falk RJ, Chin H, et al. Predictors of relapse and treatment resistance in antineutrophil cytoplasmic antibody-associated 
small-vessel vasculitis.  Ann Intern Med. 2005; 143 : 621-631.

2 ） Koyama A, Yamagata K, Makino H, et al. A nationwide survey of rapidly progressive glomerulonephritis in Japan: etiology, prognosis 
and treatment diversity.  Clin Exp Nephrol. 2009; 13 : 633-650.

3 ） Pagnoux C, Hogan SL, Chin H, et al. Predictors of treatment resistance and relapse in antineutrophil cytoplasmic antibody-associated 
small-vessel vasculitis: comparison of two independent cohorts.  Arthritis Rheum. 2008; 58 : 2908-2918.

4 ） Kallenberg CG, Tervaert JW, Stegeman CA. Criteria for disease activity in Wegener’s granulomatosis: a requirement for longitudinal 
clinical studies.  APMIS 1990; 19 : 37-39.

5 ） Hellmich B, Flossmann O, Gross WL, et al. EULAR recommendations for conducting clinical studies and/or clinical trials in systemic 
vasculitis: focus on anti-neutrophil cytoplasm antibody-associated vasculitis.  Ann Rheum Dis. 2007; 66 : 605-617.

6 ） Han WK, Choi HK, Roth RM, et al. Serial ANCA titers: useful tool for prevention of relapses in ANCA-associated vasculitis.  Kidney 
Int. 2003; 63 : 1079-1085.

7 ） 有村義宏，川嶋聡子，吉原 堅．ANCA関連血管炎とRPGN．日腎会誌．2009; 51 : 88-93.

8 ） Pierrot-Deseilligny Despujol C, Pouchot J, Pagnoux C, et al. Predictors at diagnosis of a fi rst Wegener’s granulomatosis relapse after 
obtaining complete remission.  Rheumatology（Oxford）. 2010; 49（11）:2181-2190.

9 ） 橋本博史．難治性血管炎の診療マニュアル．難治性血管炎に関する調査研究班．2002

10） De Groot K, Rasmussen N, Bacon PA, et al. Randomized trial of cyclophophamide versus methotrexate for induction of remission in 
early systemic antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis.  Arthritis Rheum. 2005; 52 : 2461-2469. （レベル1B）
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4.6.1 グローバルな現状
EULARガイドライン1）では、最大用量の標準療法に対

して抵抗性をもつ寛解導入困難例や再燃例における新たな

治 療 法 と し て、IVIG、infl iximab、rituximab、15─

DSG、ATG、MMFなどのいずれかを、専門施設におけ

る臨床試験に参加することでの使用を勧めている【推奨度

C】。本項ではそれらについて述べる。

A. IVIG

Jayneら2）が1991年、7人のAAV患者に対してIVIGを

実施し、その有効性を示唆する報告を行って以来、種々の

施設においてIVIGが試みられてきた3-8）。これら大部分の

報告はいわゆるオープンラベル試験であり、エビデンスに

乏しかった。これに対して、Jayneらは2000年に、WG  

24例、MPA  10例の症例を対象とし、0.4 g/kg/日で5日

間連続投与するIVIGの二重盲検RCTを行い、プラセボの

35％に対して実薬群で85％と有意な寛解が認められたと

報告している6）。

BSR/BHPRのガイドライン9）ではこのRCTに加え、

1996年のJayneらの報告 4）や2006年のIto─Iharaらの報

告  8）を引用し、IVIGを難治性の病態を有する患者や、合

併する感染症や非常に重篤な状態にある場合、さらに妊娠

などの理由によって既存の治療が行えない症例に対する治

療法として推奨している【推奨度B】。

一方、EULARのガイドラインでは、標準治療の最大用

用で使用ができない症例が依然として存在する。それらの

難治性症例に対する新たな治療法が開発されてきた。以下

にグローバルな現状と日本の現状を述べる。

難治性症例に対する新たな治療法4.6

AAVに対する治療として高用量GCと免疫抑制薬の併

用療法が積極的に用いられるようになり、その予後は著し

く改善した。しかし、標準治療に抵抗性を示したり、副作

11） Nakabayashi K, Arimura Y, Yoshihara K, et al. Classifi cation of clinical subtypes, patients survival, kidney prognosis, and relapse in 
patients with MPO-ANCA-associated vasculitis: a single-center experience.  Mod Rheumatol. 2009; 19 : 420-426.

12） Yamagata K, Hirayama K, Mase K, et al. Apheresis for MPO-ANCA-associated RPGN-indications and effi  cacy: lessons learned from 
Japan nationwide survey of RPGN.  J Clin Apher. 2005; 20 : 244-251. （レベル3）

13） Lapraik C, Watts R, Bacon P, et al. BSR and BHPR guidelines for the management of adults with ANCA associated vasculitis.  
Rheumatology. 2007; 46 : 1-11.

14） Ito-Ihara T, Ono T, Nogaki F, et al. Clinical effi  cacy of intravenous immunoglobulin for patients with MPO-ANCA-associated rapidly 
progressive glomerulonephritis.  Nephron Clin Pract. 2006; 102 : c35-42. （レベル3）

15） Jayne DR, Chapel H, Adu D, et al. Intravenous immunoglobulin for ANCA-associated systemic vasculitis with persistent disease 
activity.  QJMed. 2000; 93 : 433-439. （レベル2A）

16） Muso E, Ito-Ihara T, Ono T, et al. Intravenous immunoglobulin（IVIg）therapy in MPO-ANCA related polyangiitis with rapidly 
progressive glomerulonephritis in Japan.  Jpn J Infect Dis. 2004; 57 : S17-18. （レベル3）

17） Hasegawa M, Ohashi A, Kabutan N, et al. Cytapheresis for the treatment of myeloperoxidase antineutrophil cytoplasmic autoantibody-
associated vasculitis: a pilot study of 21 patients.  Th er Apher Dial. 2006; 10 : 412-418. （レベル3）

18） Hasegawa M, Watanabe A, Takahashi H, et al. Treatment with cytapheresis for antineutrophil cytoplasmic antibody-associated renal 
vasculitis and its eff ect on anti-infl ammatory factors.  Th er Apher Dial. 2005; 9 : 297-302. （レベル3）

19） Stone JH, Merkel PA, Spiera R, et al. Rituximab versus cyclophosphamide for ANCA-associated vasculitis.  N Engl J Med. 2010; 363 : 
221-232. （レベル1B）

20） Mukhtyar C, Guillevin L, Cid MC, et al. EULAR recommendations for the management of primary small and medium vessel 
vasculitis.  Ann Rheum Dis. 2009; 68 : 310-317.

21） Wattts RA, Scott DG, Jayne DR, et al. Renal vasculitis in Japan and the UK-arethere differences in epidermiology and clinical 
phenotypes?  Nephrol Dial Transplant. 2008; 23 : 3743-3745.
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な改善を認めず、抗核抗体や抗ds─DNA抗体を伴うルー

プス様症候群、血管炎、心不全死などの重篤なAEのため

試験は途中で中止された。一方、Marcouxらは関節リウ

マチなどに対する抗TNF療法により、39例の抗TNF療

法誘因性の血管炎を認めたと報告しており、必ずしも

AAVに対する抗TNF療法有用性を支持しているとはい

えない。

抗TNF療法の一つであるetanerceptについては、WG

についてRCT（WGET）が行われたが、etanerceptは維

持療法には無効であり、悪性腫瘍の増加を認めたと報告し

ている。これについてはinfl iximabが抗TNF─αモノクロ

ーナル抗体であるのに対し、etanerceptは可溶性TNF受

容体であり、作用機序の相違が原因と考えられている。

同じ抗TNF抗体であるadalimumab（アダリムマブ）

において、従来のGCとCYの併用療法にadalimumabを

併用することでAAVの寛解導入までの期間を短縮できた

とする報告15）もあり、今後のさらなる検討が期待される。

以上より、AAVに対する抗TNF療法の有効性、安全

性は現時点で確立しているとはいえない。

C. rituximab

B細胞を枯渇させるrituximab療法は、難治性血管炎に

対して寛解を導入し、それを維持することが期待できる新

たな治療法である16）。さらに、rituximabを投与すること

で、感染症のリスクを増加させることなく、免疫抑制薬を

中止することやGCを減量・中止することが可能であると

されている。

rituximabは、難治性の血管炎や従来の治療薬が禁忌の

ため使用できない血管炎の治療として検討される可能性が

ある【推奨度B】。難治性あるいは再燃性の血管炎に対して、

これまでに行われた五つの非ランダム化試験では、46例

中42例（91％）で6カ月以内に寛解に達した16-20）【推奨度C】。

血管炎に対するrituximabの検討が二つの大規模な

RCT［RAVE  21）およびAAVにおけるリツキシマブとシ

クロホスファミドの比較検討試験（rituximab versus 

cyclophosphamide in ANCA─associated renal 

vasculitis；RITUXVAS  22））、いずれも【推奨度B】］で行

量を用いても寛解を導入できなかったり、再燃する症例に

対する新たな治療法の一つとしてIVIGが取り上げられて

いる。IVIGの有効性を示唆する報告として、2000年の

Jayneら6）の報告や2004年のMusoら7）の報告があり、【推

奨度C】の治療として評価されている1）。

投与量は総量2 g/kgを5日間で点滴するが、（0.4 g/kg/

日で5日間連続投与）、その際、治療を開始する前に血清

中の免疫グロブリン濃度を測定し、選択的なIgA欠損を

認める症例ではアナフィラキシーショックの誘発、また高

度な高γグロブリン血症を認めている症例では過粘稠度症

候群に留意する必要があることを喚起している。

B. infl iximab

AAVの病態にはTNF─αが中心的な役割を担っている

と考えられており、infl iximabをはじめとする抗TNF療

法の有用性を示唆する基礎的研究がある。実際の臨床にお

いても、2004年までにWGを中心としたAAVにおけるオ

ープンパイロット試験が4件報告されている10-13）。これら

の試験をまとめると、AAV計54例中、WG  35例と

MPA  16例が含まれていた。54例中37例は標準的免疫抑

制療法で寛解導入できない難治例であり、従来の免疫抑制

療法に加えinfl iximab  3～ 5 mg/kgを0、2、6、以後4

～8週ごとに投与された。これにより43例（80％）が寛解

導入され、28例（52％）で長期寛解が得られた。安全性に

ついては6例（11％）に感染症、2例（3.7％）に死亡例を認

め、死因は血管炎による肺胞出血とCYによる骨髄抑制時

に合併した気管支肺炎によるものであった。

それらに基づき、EULARガイドラインでは、最大容量

の標準療法に対して抵抗性をもつ寛解導入困難例や再燃例

における治療法の一つとして、infl iximabを含む新たな治

療法の臨床試験に参加することでの使用を推奨している

【推奨度C】。また、BSR/BSHRガイドライン9）においても、

infl iximabは難治性AAVに対する使用、寛解導入時の他

剤との併用により、GC減量の可能性が示唆されている【推

奨度B】。

しかし、最近のWGを中心とするAAVの前向き臨床試

験14）ではinfl iximab（5 mg/kg）投与によるBVASの有意
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ANCA titerは再上昇する症例と陰性のまま持続する症

例が報告されている16-20）。一般的に、臨床症状の改善と

ANCA titerの低下は比較的相関するとされているが、

臨床症状が改善したにも関わらず蛍光抗体法で測定した

ANCA（IF─ANCA）が陽性であった報告もあり18）、

ANCA titerと疾患活動性の関連には、十分な注意が必

要である。

● CRPおよび赤血球沈降速度（erythrocyte sedimen-

tation rate；ESR）：　rituximab投与後、6カ月でCRPおよ

びESRは有意に低下することが報告されている16,18-20）。

● 免疫グロブリン：　血清IgG、IgA、IgMはrituximab

投与前後で明らかな変化は認められなかった。このた

め、rituximabによる治療は感染症のリスクを軽減でき

ると考えられる16,18-20）。

● GCの減量：　rituximab投与後、すべての症例でGCの

減量が可能であった。また、rituximab投与6カ月後には、

原疾患の再燃なくGCを中止できる可能性も報告されて

いる。Keoghらは、GC療法中止後、9例中2例で再燃

を認めたと報告している16）。

● 再燃：　五つの非ランダム化試験の報告では、

rituximab投与後9例（18.8％）で再燃を認めた。再燃ま

での期間は、7～24カ月で、再燃の多くは、rituximab

投与前と同部位の臓器障害であった。さらに、再燃例で

は、全例で再燃時にB細胞の回復を認めた。しかし、B

細胞が回復後も再燃しない症例も多く、両者は必ずしも

相関しない。また、観察期間が3年程度と比較的短期間

であるため、再燃率や寛解維持に対する評価はさらなる

追跡調査が必要である16,18-20）。

（2）AE

rituximab投与におけるAEとしては、投与時反応

（infusion reaction）や感染症の報告が多い。投与時反応

に関しては、併用するGCやrituximab投与前の前処置薬

にて副作用を軽減できる可能性がある19）。これまでの報告

によると投与時反応は、初回投与時が多く、発熱や悪寒、

嘔気などの症状を認める19,20）。しかし、rituximabの投与

を中止する必要はなく、短時間作用型のGCの投与にて

rituximabの投与は継続可能である。

また感染症では、呼吸器感染症（細菌性気管支炎、ウイ

ルス性上気道炎、細菌性・ウイルス性肺炎など）やヘルペ

われた。これら二つのRCTは、AAV患者における寛解

導入療法としてrituximabとCYを比較したもので、2010

年7月にその結果が公表された。

ここでは、難治性血管炎症例に対する新たな治療法とし

てrituximabのグローバルな現状について、五つの非ラン

ダム化試験16-20）のまとめと二つのRCTについて概説する。

五つの非ランダム化試験
対象患者はGCやCYで効果不十分な症例、CYが禁忌と

なる症例、治療の中止後に繰り返し再燃する症例であっ

た。治療プロトコールとして、体表面積あたり375 mgの

rituximab（375 mg/m2）を週1回、計4回（1、8、15、22

日後）行った。評価方法としてBVAS、末梢血B細胞およ

びANCAの測定がなされた。完全寛解はBVAS＝0で新

たな血管炎症状の出現や増悪がない状態、部分寛解は1臓

器に疾患活動性が持続する状態とした。

（1）有効性

● 疾患活動性：　五つの非ランダム化試験では、

rituximab投与後、ほとんどの症例で完全寛解あるいは

部分寛解を到達した。完全寛解率が85.4％、部分寛解以

上では95.8％であった。一方、rituximabの効果が認め

られなかった症例は2例（4.1％）であった16-20）。具体的に、

臓器障害に対しての効果例は、肺陰影の改善、腎機能の

改善、下肢壊疽の進展阻止、上肢末梢神経障害の改善、

関節炎の消失、強膜炎の改善などが認められた18）。腎機

能の改善は、血清Crの低下、CCrの上昇、蛋白尿の減

少、赤血球円柱を伴う尿潜血の消失を認めた。さらに、

血液透析を離脱できた症例も報告されている16）。

● 末梢血B細胞：　末梢血のB細胞はrituximab投与開始

後、1～4週間以内にすべての症例で検出されなくなっ

た。その後、6～9カ月後に末梢血B細胞は回復し始め、

12カ月～15カ月でrituximab投与前のレベルまで回復

した。再燃した難治性血管炎の症例では、早期（4～6

カ月）からB細胞が回復していたが、rituximabの再投

与により、再びB細胞は検出されなくなり、活動性も低

下したとの報告がある20）。

● ANCA titer：　多くの症例でANCA titerはrituximab

投与後、B細胞の消失とともに低下した。しかし、全例

が陰性化するとは限らない。また、B細胞の回復に伴い
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を基本とした治療法はIVCYと同等に高い寛解率を示した

が、早期の重篤なAEの減少とは関連しなかったと結論づ

けている。

D. MMF

（1）寛解導入療法におけるMMF【推奨度C】

MMFのAAVに対する治療に関しては唯一のRCTが報

告されている23）。この試験では、腎病変を伴ったAAVと

診断された35人（MPA＝34、WG＝1）を寛解導入治療

のためにGC併用下にMMF投与群（n＝18）とCY投与群

（n＝17）に割りつけた。6カ月後までに寛解導入を達成し

たのは、MMF群が18人中14人（77％）であったのに対し、

CY群では13人中8人（61％）であった。AEおよび6カ月

後の腎機能には群間で有意差がなかった。この試験は、寛

解導入に対しMMFがCYと同等の効果をもつことを示す

が、CYの使用量が他の研究と比して少ないことや、CY

群では多くの離脱者が出たことなど、いくつかの限界が指

摘されている。しかし、中国人症例であり大部分がMPA

であることは、わが国の疾患プロファイルに近いという点

で大きな示唆を与える試験である。

非ランダム化試験については数多くの報告がある。Joy

らの試験24）では6カ月後に7/12（58％）しか寛解導入され

なかったと報告されている。Stassenら25）は、難治性

AAV 32症例をMMF（2 g/日）＋PSL（1 mg/kg/日）で

治療開始し2.2カ月後、25/32（78％）が完全寛解、6/32（19

％）が部分寛解導入したと報告した。また、MMFによる

維持療法では59％の患者が12カ月（中央値）で再燃したと

報告し、CY抵抗性AAVにPSLとMMFの組合せが有効

であるとした。

このようにMMFには急性期病変を抑制することができ

るようであるが、現時点でのデータだけではMMFの寛解

導入に対する効果を支持するのには不十分である。現在

MMFをCYと比較したRCT（MYMYC試験）が患者をリ

クルート中であり、寛解導入療法におけるMMFの効果と

安全性がさらに評価されることであろう。

（2）寛解維持療法におけるMMF【推奨度C】

2004年、Langfordらは、14名のWGでCYとGCによ

スウイルス感染症、脊椎骨髄炎に伴うMRSA（メチシリ

ン耐性黄色ブドウ球菌）敗血症などが報告されている16）。

感染症の多くは、広域スペクトラム抗生剤や抗ウイルス薬

にて治療される。

その他のAEとしては、血小板減少や高血圧、血管浮腫

などの報告がある16）。また、五つの非ランダム化試験にお

いてrituximabの再投与後に効果が減弱した症例はないが、

報告例が少ないためヒト抗キメラ抗体（human anti-

chimeric antibody；HACA）の存在は常に念頭において

おく必要がある。

二つのRCT
（1）RAVE

米国では、AAV患者に対する寛解導入療法として

rituximabの有効性と安全性についてCYと比較検討が行

われた21）。このRCTでは、ANCA陽性のWGまたは

MPA患者197名を対象に、rituximab投与群とCY（また

はAZA）治療群（コントロール群）で治療開始後、6カ月

の結果で評価された。この試験では血清Crが4.0 mg/dL

以上あるいは人工呼吸器管理中の症例は除外された。

治療開始後6カ月における完全寛解率は、rituximab投

与群で64％、コントロール群で53％であった。また、再

燃例に対する寛解率はrituximab投与群で67％、コント

ロール群で42％であった。rituximabはAAVの寛解導入

療法において経口CYとほぼ同等であり、さらに再燃例に

対してはCYよりも優れている可能性があるとしている。

（2）RITUXVAS

EUVASは、rituximabにおける治療効果と重篤なAE

率を評価するために、腎障害を有しAAVと新たに診断さ

れた44症例に対する寛解導入療法について検討した22）。

このRCTは、rituximab投与群とIVCY投与後AZAで3

～6カ月治療を継続した群（コントロール群）で行われた。

平均年齢は68歳で、平均GFRは18 mL/分/1.73 m2であ

った。12カ月の観察期間で、rituximab投与群の76％、

コントロール群の82％が寛解を維持でき、両群間で統計

学的に有意差は認められなかった。重篤なAEは

rituximab群で42％、IVCY群で36％と有意差は認めら

れなかった。死亡率はrituximab群、コントロール群と

もに18％であった。重篤なAAV症例に対してrituximab
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標準治療後、GCは中止しMMF単独治療（平均1.5 g/日

を18カ月間）へ移行した。その結果、再燃31.6％（21.5カ

月）、透析依存   3/22（14％）であったが、BVAS、Cr、

蛋白尿、血尿、ANCA改善を19/22（86％）に認め、18カ

月間は19名全員が腎機能を維持し、さらにそのうち16名

（84％）は42カ月間の長期にわたり腎機能を維持した。副

作用は軽微で耐用性があった。このように、18カ月間再

燃を予防し腎機能と全身所見を安定化したという結果か

ら、MMFは中等度から重度の腎機能障害を有するAAV

患者の寛解維持療法にきわめて有効であることを示した。

この報告は、RCTではないものの、MPA症例が多数を占

める報告であり、わが国のAAV治療方針に大きく示唆を

与えるものである。

Haubitzら31）は末期腎不全患者におけるMMFの耐用性

を報告している。5名のAAVによる末期腎不全患者に対

し、最短17カ月のCYによる治療を行ったのち、寛解維持

療法としてMMF  1 g/日から開始した。うち4例では重

度の貧血をきたし、1例で白血球減少を認めた。消化管症

状が頻発したため用量を減量あるいは投与を中止した。3

例では長期投与が可能であったが、使用量は1 g/日を超

えなかった。以上から、MMFはAAVの寛解維持療法と

してもきわめて有望な薬剤であることが示唆されるが、末

期腎不全を伴う患者においては消化器副作用や骨髄毒性を

生じやすいため、1 g/日以下の少量投与が安全であり、同

時に副作用の注意深い観察が必要である。詳細について

は、2010年Hiemstraらの総説32）を参照されたい。

E. その他の新たな治療法

EULARガイドラインでは、その他の新たな治療法とし

て、15─DSG、ATG、抗CD52抗体を紹介している。また、

末梢血幹細胞移植も試みられている。

（1）15-DSG【推奨度C】

15─DSGはBaccilus laterosporus菌の天然産生物であ

るspergualin（スパーガリン）の合成アナログで、1981年、

竹内ら35）により、ニワトリ胚線維芽細胞のRous肉腫ウイ

ルスによる形質転換を阻害する天然物質をスクリーニング

する過程で培養濾過液から発見された。1999年、堀田

る標準治療後のMMFの寛解維持効果を調べた26）が、高率

の再燃率（43.8％、平均10カ月）であった。しかし、この

研究ではステロイド離脱までの平均期間が8カ月と短期間

であった。

2006年、KoukoulakiらによるAAV  51症例の後ろ向

き試験  27）では、29症例が寛解維持療法を受け14/29（48％）

が平均20カ月の経過観察で再燃した。また、別の22症例

では再燃に対する寛解導入にMMFを用い、その後も

MMFで寛解を維持した。このうち、19/22（86％）は寛解

を達成したが、9名は経過観察中に再燃した。この試験に

おけるMMFの平均使用量は1.6 g/日であった。

2008年、Kazderovaらは、後ろ向き試験  28）でAAVに

よる糸球体腎炎を有する34症例において蛋白尿と血清Cr

を疾患活動性の指標に、寛解導入あるいは維持療法として

MMFを用いた試験を報告している。MMFは大部分の患

者において再燃予防に有効であったが、消化管の副作用を

主とするAEによる治療の離脱が高率に起きた。MMFに

耐用性を示した症例においては、腎機能は安定化し蛋白尿

は大多数の患者で減少していた。

2010年、MMFの寛解維持における有効性と安全性を

評価することを狙いとした、血管炎における寛解維持のた

めのミコフェノールによるランダム化試験（the 

international mycophenolate protocol to reduce 

outbreaks o f vascu l i t ides randomized tr ia l；

IMPROVE）の結果が公表された29）。オープンラベル試験

ではあるがAAVに対する寛解維持療法の比較試験として

はこれまでで最も大規模かつ長期間（観察期間中央値39カ

月）のRCTである。CYとGCによる標準的治療により寛

解導入されたAAV  156症例（MPA 56名、WG 100名）

をMMF投与群とAZA投与群に割りつけて比較したとこ

ろ、AEには有意差はなかったものの、MMF群はAZA

群より有意に再燃率が高かった。この結果から、難治性症

例を除きMMFはAAVに対する寛解維持療法としては第

1選択にはならないと結論された。

（3） 腎機能障害患者におけるMMF療法【推奨度C】

MMFは腎機能障害を有する症例では副作用が出現しや

すく注意して使用する必要がある（表4.20）。2009年、

Iatrouら30）は腎機能障害を有した22名のAAV患者（MPA

＝16、WG＝4、RLV＝1、CSS＝1）に対し、6カ月の
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これまで二つのオープンラベル試験では、再燃性WG

症例の70～ 95％に寛解導入効果が認められており、7患

者を含む長期投与による一つの症例報告では寛解維持効果

ら36）は、半月体形成性糸球体腎炎の患者4名に対して、低

用量の15─DSG（0.25～ 0.5 mg/kg  1時間経静脈投与28

日間）による良好な治療効果を報告した。

表4.20   AAV患者におけるMMF療法

報告者（報告年） 対象 治療内容 観察
期間 結果

Hu（2008）23） n＝35（MPA＝34、WG＝1）
軽度の腎機能障害を有する症例
中国人

導入　RCT
GC併用下にMMF投与群とCY
投与群に割りつけ

6カ月
MMF群18人中14人は6カ月後には寛
解、CY群では13人中8人が寛解。完全
寛解78％

Stassen
（2007）25）

n＝32
CYによる治療に抵抗性（中央値
6年間の治療歴、4回の再燃）

導入
MMF 1,000 mg×2＋PSL 1 
mg/kg

19
カ月

完全寛解78％、部分寛解19％
再燃率59％（中央値12カ月）
再燃なく生存16カ月
軽微な消化管副作用と感染は頻発

Joy（2005）24） n＝12（WG＝7、MPA＝2、
壊死性半月体形成性糸球体腎炎
＝2、CSS＝1）
前向き研究
再燃性あるいは難治性

導入

12
カ月

完全寛解50％、部分寛解25％

Yalcindag
（2008）33）

n＝5
眼病変

導入
MMF 2 g/日

36
カ月

完全寛解100％
GC減量効果（PSL 27 mgから7 mgへ
減量）

Langford
（2004）26）

n＝14 維持 18
カ月

再燃率43％（10カ月）
CYによる標準寛解導入後MMFによる寛
解維持期の再燃が6/14

Koukoulaki
（2006）27）

n＝51
後ろ向き研究

導入、維持
MMFの平均使用量は1.6 g/日

24
カ月

維持療法：14/29（48％）が平均20カ月
の経過観察で再燃
再燃に対する寛解導入および維持：19/22
は寛解を達成したが、9名は経過観察中に
再燃
MMFの平均使用量は1.6 g/日

Kazderova
（2008）28）

n＝34
WG 68％
AAVによる腎炎
後ろ向き研究

導入、維持
2 g/日で開始し、1 g/日まで減
量 11.5

カ月

改善あるいは症状安定 73％
Crは安定化し蛋白尿減少、再燃予防に有
効であったが、消化管の副作用を主とす
るAEにより6か月までに11人（32％）の
患者が離脱

Hiemstra
（2010）29）

n＝156（MPA＝56、WG＝
100）
オープンラベル RCT
（ IMPROVE試験）

維持
CYとGCによる寛解導入後に
MMF（初期量2,000 mg/日）群
とAZA（初期2 mg/kg/日）群
に割りつけて比較

39
カ月

再 燃 率：MMF 42/76（55 ％） vs AZA 
30/80（38％）
AE：MMF 8/76（11％） vs AZA 13/80
（16％）
AEに有意差はなく再燃はMMF群が有意
に高率
寛解維持療法としてMMFはAZAに劣る
と結論

Iatrou
（2009）30）

n＝22（MPA＝16、WG＝4、
RLV＝1、CSS＝1）
腎機能障害を有したAAV

維持
6カ月の標準治療後
PSLは中止しMMF単独治療
1.5 g/日 18カ月間へ移行
副作用は軽微で耐用性あり

42
カ月

再燃率32％（21.5カ月）
透析依存　3/22
BVAS、Cr、蛋白尿、血尿、ANCA改善   
19/22
19名全員18カ月間腎機能維持16/19は
42カ月間腎機能維持

Haubitz
（2002）31）

n＝5
末期腎不全

維持
MMF 1 g/日より開始

消化管症状により
1 g/日まで減量40％、中止20％
MMF治療継続60％

Nowack
（1999）34）

n＝11（MPA＝2、WG＝9） 維持
標準的寛解維持療法（CY  2 
mg/kg/日＋経口GC 1 mg/kg 
3カ月以上）に続き、MMF  2 g/
日 と低用量経口GCとによる寛
解維持

15
カ月

再燃率9％
腎機能維持、蛋白尿、BVASが改善
観察期間が短く再燃の評価は難しい
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日へ減量が可能であった。しかし、寛解導入後43％で再

燃（平均170日）した。治療と関連した重篤なAEは53％

で生じ、その多くは白血球減少によるものであった。以上

のように15─DSGは6カ月間の投与により難治性あるいは

再燃性WG症例において高率に寛解導入を実現しPSLの

減量を可能とした。AEは頻発したが治療の中止に至る例

はまれであった。

長期使用による寛解導入および寛解維持【推奨度C】

15─DSG長期投与による寛解導入および維持効果に関す

る報告は、2005年Schmittらによる報告と、2010年

Flossmannらによる報告がある（表4.21）。

Schmittら39）は、難治性WGの7例に対し、WBC＜

3,000/μLとなるまで2～ 3週間続け、その後WBC＞

4,000/μLに回復するまで休薬するという方法で、全例の

寛解導入および維持に成功している。しかし、15─DSG投

与を中断した場合には高率に再燃した。

Flossmannら40）は、15─DSGの長期治療（治療期間中央

値6.8カ月）により、再燃性および難治性WGの11例にお

いて6/11（55％）が7.7カ月後に寛解を達成したと報告した。

2/11（18％）が15─DSG投与中に再燃したが、他の患者で

は15─DSG投与中は寛解が維持され、BVAS中央値は開

始時10から投与終了時には3に低下し、PSL投与量は20 

mgから10 mgに減量できた。しかし、7/8（88％）が15─

DSG中断後に再燃した。

が報告されている。以下にその概要を記載する（表4.21）。

短期使用による寛解導入効果【推奨度C】

2003年、Birckら37）は15─DSGのAAVに対する有効性

と耐用性を評価するために、標準的免疫抑制薬に抵抗性の

活動性WG（n＝19）とMPA（n＝1）症例に対し、オープ

ンラベル多施設共同研究を施行した。15─DSG（0.5 mg/

kg/日）をWBC（白血球数）＜3,000/μLとなるまで2～3

週間続け、その後WBC＞4,000/μLに回復するまで休薬

するというサイクルを、6サイクル繰り返した。この試験

では、ステロイドを除く免疫抑制薬は使用しなかった。そ

の結果、15─DSG治療による疾患改善は70％の患者でみ

られた。また、副作用である白血球減少はサイクルの中で

規則的に観察されたが一過性であり、死亡や敗血症に至る

例はなかった。呼吸器に軽～中等度の感染を認めたが、適

切な治療により回復した。

また、2009年Flossmannら38）は、多国間の多施設前向

きオープンラベル試験で、活動性の難治性WG 44例に対

し15─DSGを0.5 mg/kg/日の自己皮下注射により21日

間投与して7日間wash outするサイクルを6サイクル（6

カ月間）繰り返した。WBC＜4,000/μLとなったら早期に

サイクルを中止した。6サイクルの治療後はAZAを開始

しさらに6カ月間経過観察した。その結果、96％が部分寛

解以上の効果を認め、BVASは中央値12から2まで改善し、

45％の患者で完全寛解した。PSLは20 mg/日から8 mg/

表4.21   AAV患者における15─DSG療法
報告者（報告年） 対象 治療内容 観察期間 結果

Birck（2003）37） n＝ 2 0（M PA＝ 1 
WG＝19）
標準治療抵抗性：短期

15─DSG  0.5 mg/kg/日2-3週間 × 6サイクル
寛解導入

6カ月 完全寛解30％
部分寛解40％

Flossmann（2009）38） n＝44
難治性、再燃性
WG（BVAS＞4）

15─DSG  0.5 mg/kg/日3週間 × 6サイクル
その後AZAで6カ月 経過観察
寛解導入

12カ月 完全寛解45％
部分寛解50％
再燃43％
AE53％
BVAS 12から2へ改善

Schmitt（2005）39） n＝7
標準治療抵抗性：長期

15─DSG  0.5 mg/kg/日  2-3週間 × 6サイクル
WBC＜3,000/µLとなるまで2-3週間続け、その
後WBC＞4,000/µLに回復するまで休薬、寛解維
持

26.5カ月
平均

完全寛解71％
部分寛解29％

Flossmann（2010）40） n＝11
難治性、再燃性
WG

15─DSG  0.5 mg/kg/日 3週間を1サイクルとし
て WBC＞4,000/µLを保ちながら繰り返す長期
投与
寛解導入、維持

6.8カ月
（中央値）

寛解55％
再燃（投与中）18％
15─DSG中止で88％
再燃
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組み込むことによって得られたCD52に対するラットモノ

クローナルヒト化抗体である。CD52抗原はヒトリンパ球、

マクロファージ、単球上に特異的に発現するため、

CAMPATH─1Hはリンパ球とマクロファージを免疫学的

に除去する。1990年にMathiesonら45）はCAMPATH─

1Hとラット抗CD4モノクローナル抗体との併用によって

難治性のAAV患者を寛解に導いたと報告した。その後

Lockwoodらは、少数例での報告であるが、CAMPATH─

1Hをラット抗CD4モノクローナル抗体との併用で、難治

性のMPA46）とWG47）を高率に寛解に導いている。Walsh

らは1991～ 1999年の間に難治性・再燃性のAAV患者71

名に対し、PSLを10 mg/日まで減量して他の免疫抑制薬

は中止したうえでCAMPATH─1Hを投与するというプ

ロトコールによる臨床試験を施行し、良好な治療成績を報

告 し た48）（表4.23）。 こ れ ま で の 治 療 成 績 か ら

CAMPATH─1Hは難治性のAAVを高率に寛解導入する

ことができ、代替的寛解導入療法として遜色ないが、再燃

や感染症を主とするAEは頻発する。また、甲状腺疾患は

CAMPATH─1Hの晩期合併症として認識されつつある。

（4）末梢血幹細胞移植【推奨度C】

自家末梢血幹細胞移植は難治性AAVの治療選択肢の一

つである。Kotterら49）はWG、CSS/AGAの各1例に対

する自家末梢血幹細胞移植を施行し有効性を報告し、特に

WGの症例は6年間という長期の寛解維持を達成している。

また、日本の塚本ら50）は、1例のWGに対して自家末梢血

幹細胞移植を行い肉芽腫の改善を報告した。移植前治療

（conditioning）は、高用量CYを用い、幹細胞の動員は

CYと顆粒球コロニー刺激因子（granulocyte-colony 

以上から、15─DSGは再燃性および難治性WGの寛解導

入および維持療法として有望な薬剤でありPSLの減量に

寄与するが、白血球数をモニターしながら使用する必要が

あり、また休薬により再燃するという問題点がある。今後

15─DSGのAAV治療における有効性を確立するためには、

RCTが必要である。

（2）ATG【推奨度C】

ATGは活性化リンパ球の表面抗原に対するポリクロー

ナル抗体であり、急速にリンパ球を除去することにより自

己免疫誘発性の炎症に効果を発揮する41）。1995年には、

難治性WG症例5人中4人の患者での良好な成績が報告さ

れた42）のに端を発し、2004年EUVASはSOLUTION 

protocol（prosoectively studied ATG in an open, multi-

center protocol）を策定し、標準治療に難治性のWG症

例におけるATGの効果を検証している43）（表4.22）。

副作用として発熱や悪寒はほとんどの例に認められるも

のの、他の副作用は少数例である。しかし、感染症に対し

ては特に注意を要し、細菌、真菌、およびサイトメガロウ

イルスなどのウイルス感染に対して予防薬の投与が必要で

ある。感染が否定できない症例や、肺出血を伴う場合など

感染症に罹患しやすい症例は他の治療法を考慮すべきであ

る。また、肺水腫を起こすことがあるので体液過剰である

場合は十分な体液管理が必要である。いまだRCTは施行

されていないが、ATGは難治性血管炎症例に対し有望な

寛解導入療法であることが示唆される。

（3）抗CD52抗体【推奨度C】

CAMPATH─1H［alemtuzumab（アレムツズマブ）］は、

遺伝子工学的にラットIgGの超可変領域をヒトIgG骨格に

表4.22   AAV患者におけるATG療法
報告者（報告年） 対象 治療内容、AE 結果

Schmitt（2004）43） n＝15
難治性WG
オープンラベル試験、
前向き研究、非対照研
究
（SOLUTION）

2.5 mg/kg（経中心静脈ある
いはcaliber vein投与）
ウ サ ギ 抗 ヒ ト ATG 抗 体
（thymoglobulin）
5/15 感染症
2/15 血清病

完全寛解 4/15（27％）
部分寛解9/15（60％）
再燃7/13 平均8.4カ月
6/13は再燃なし平均22.3カ月
2/15 死亡（肺病変）
平均観察期間　21.8カ月

Hagen（1995）42） n＝5
標準治療に難治性WG

寛解導入 部分寛解 4/5
AE　悪寒、発熱
2/5 血清病

Lukas（1998）44） n＝1
MPA（肺腎症候群）
血液透析施行

ステロイドパルス、CY後
ATG  3 mg/kg/日  10 日間

完全寛解　
入院時血液透析施行（Cr 690 μmol/L）したが9日間で離脱
6週間後にはCr  192 μmol/Lに改善
観察期間　4カ月
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4.6.2 日本での現状

A. IVIG

わが国ではMPAのRPGN症例を対象とし、通常治療前

に単独でIVIGのみを使用する期間を設け、その後少量の

ステロイド後療法を12症例に施行し、その経過が報告さ

れた8）。5日間のIVIG治療後約1週間の時点で、BVAS、

CRP、WBCの有意な低下を認め、Cr値も続いていた上

昇が停止した。さらに、各種炎症性サイトカインのうち

TNF─αは有意に低下した。後療法ののち3カ月の時点で、

再燃は1例、腎死が1例あったが死亡例はなく、また重篤

な感染症の発症もみていない【推奨度C】。

さらに、この症例を含む全国でのIVIG治療例30例の集

計を行ったが、上記症例を含む20症例が標準治療前に単

独IVIG療法を施行しており、炎症所見が軽減し、後療法

を経て6カ月時点で、腎死が全国平均に比し有意に少な

く、重篤感染症発症が皆無であることが確認された7）。以

上の所見はMPAに対するIVIG治療の初期治療への補助

療法としての有効性と安全性および予後改善性を示唆する

ものであった【推奨度C】。その後、わが国でRPGNを呈

する比較的軽症のMPAへのRCTが計画されたが、BVAS

については、1カ月時点で有意にIVIGが抑制力を示して

いたが、腎機能低下抑制作用としては、GC治療への上乗

せ効果は確認に至らなかった。

一方、AGA/CSSにおいては、多発性単神経炎に対する

IVIG療法の有効性のエビデンスが最近明らかとなり51）【推

奨度B】、2010年1月に保険適応が認められた。原則とし

てPSL換算で40 mg/日を4週間以上投与しても神経症状

の改善がみられない症例に、400 mg/kg/日で5日間連続

投与し、その効果が減弱し再度投与する際は少なくとも4

週間以上間隔をあけることが求められている。また実施に

際しては、高分子タンパク質である免疫グロブリン製剤は

水分負荷となりやすいことから、5 gを約2時間程度かけ

て投与し、特に心拡大のある症例や心拍出量低下例では、

おもな副作用は末梢血幹細胞移植後5～7カ月後に起こる

ヘルペスウイルス、EBウイルス、サイトメガロウイルス

などの再活性化である。

stimulating factor；G─CSF）投与により誘導し、CD34

陽性細胞を選択することにより純化するという方法を採用

している。WGの症例において寛解導入および維持期にお

いても、ANCA titerは高値を推移することは興味深い。

表4.23   AAV患者における抗CD52抗体（CAMPATH─1H）療法
報告者（報告年） 対象 治療内容 結果

Mathieson（1990）45） n＝1 2 mg× 8日間（抗CD4抗体と併用） 寛解導入に成功

Lockwood（1993）46） n＝2（難 治 性
MPA＝2）

寛解導入
2 mg× 8日間（抗CD4と併用）
12 mg×5 日間（抗CD4抗体と併用）

2例ともに寛解導入に成功
1例は42カ月間寛解維持
1例は3回再燃

Lockwood（1996）47） n＝6（WG＝6）
標準治療に6カ月
以上抵抗性

CAMPATH─1Hを40 mg/日×10日
まで
抗CD4抗体との併用

寛解導入100％
4/6は再燃だが本治療で治癒
ステロイドは2カ月以内に10 mgまで減量、4/6では
6カ月で中止
3年後5/6は健康

Walsh（2008）48） n＝71
他治療に抵抗性、
再燃性、難治性
42％腎機能障害あ
り（8％血液透析）
18％集中治療室
MPA＝11％
WG＝89％

PSL 10 mg/日で継続し、他の免疫抑
制薬は中止
CAMPATH─1Hを連日静注
4-10-40-40-40 mg（計134 mg）

85％が臨床的寛解
60％が再燃（9.2カ月）
31/71 死亡（中央値106カ月）
1991年から1999年の観察で40/71生存、28/71
寛解、　7/71慢性化
再燃：5/71
末期腎不全
AE：28/71（39％）感染、3/71（4％）悪性腫瘍、
8/71（11％）甲状腺疾患
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週と合計5回投与し、その間IVCYは月に1回で継続し

PSLは漸減した。血清Cr値は2.3～ 2.5程度で安定し、尿

沈渣は正常化した。IVCYの効果もあったと思われ、

infl iximabの併用効果については十分な評価ができなかっ

たが、AEはなく、2010年6月現在IVCYも中止し、PSL  

5 mg/日のみで順調に経過している。

症例2（AGA/CSS）は、大量GC＋IVCYによる治療で

効果不十分であった難治性症例であり、infl iximabを併用

したが効果なく、多数のポリープ様病変と縦走潰瘍がほぼ

全大腸におよび、全大腸切除術を余儀なくされた54）。切除

標本の組織学的検索で好酸球の浸潤を伴う粘膜下層の浮腫

を認め、infl iximab併用は無効であったと考えられた。

一方、虎の門病院腎臓センターからは、infl iximab療法

中にAAVを併発した関節リウマチの症例が報告されてい

る55）。抗TNF療法では抗核抗体や抗ds─DNA抗体など

の自己抗体産生がみられることも知られており、AAVに

対するinfl iximab療法では血管炎を増悪させる可能性も示

唆される。このように、infliximabなどのTNF阻害療法は、

AAVに対しては現時点ではまだ有用な治療とはいえない

ため、今後、国内でもさらに使用症例を集積し、その有用

性を確かめていく必要がある。

C. rituximab

（1）国内での症例報告

これまで国内でのAAVに対するrituximab治療につい

て表4.24に示す9例の症例報告がある56-64）。いずれもCY

による免疫抑制療法で疾患がコントロールできず、

rituximab投与が行われた。投与方法は悪性リンパ腫に準

じ、375 mg/m2を1週ごとに4回投与する方法以外に500 

mg、600 mgの複数回投与する方法が行われている。9例

中7例が軽快しており、有効と考えられた。9例中2例が

死亡し、死因は消化管出血による出血性ショック、肺から

の出血であった。rituximabによるAEの報告はない。

（2）多施設共同前向き臨床試験（RiCRAV試験）

厚生労働省難治性血管炎に関する調査研究班において

RiCRAV試験が施行され、7例が登録された65）（表4.25）。

厚生労働省特定疾患の診断基準を満たすANCA陽性の

ゆっくりした投与速度を心がけ、場合によっては利尿剤を

併用することが勧められている。また、中年以下の症例で

は頭痛が起こりやすいため、これを予防するためと血液の

高粘稠化を避ける目的で維持補液500 mL程度を併用しな

がら投与することが推奨されている。効果の発現は投与直

後の早期から認められることが治験の結果より示されてお

り、非高齢者、発症早期の症例、ステロイド薬や免疫抑制

薬が先行投与されている症例などでの有効性がより高くな

るとされている。

B. infl iximab【推奨度D】

日本でもAAVに対する抗TNF製剤の使用経験がいく

つか報告されている。症例報告52,53）は42歳の男性のWG

症例の報告である。本症例は三叉神経、顔面神経、迷走神

経および舌下神経が障害され、PSL  60 mg/日とCY  100 

mg/日の併用で2カ月間治療されたが、効果不十分のため

infl iximab（3 mg/kg）の併用が開始された。6週後には臨

床的に明らかな改善傾向がみられ、14週後には寛解（BVAS

＝0）となった。以後もPSLを5 mg/日まで減量し、78週

目でBVAS＝0を維持できたと報告されている。

埼玉医大ではAAV症例に対してinfl iximabを使用する

機会が得られた。症例1（WG）は29歳の男性で、2008年

4月頃から多関節炎が出現、8月同大学総合医療センター

リウマチ・膠原病内科を受診し分類不能関節炎として非ス

テロイド抗炎症薬（nonsteroidal anti-infl ammatory 

drugs；NSAID）が継続された。その後、結膜炎、副鼻腔

炎などが出現し、9月に水溶性下痢と腹痛のため同大学消

化器内科に緊急入院した。入院中の10月にRPGNのため

腎臓内科に転科し、PR3─ANCA陽性、腎生検所見（壊死

性半月体形成性糸球体腎炎）よりWGと診断され、ステロ

イドパルス療法（methylprednisolone  500 mgを3日間）

を2クール施行された。その後、PSLを漸減されたが、尿

沈渣所見（赤血球、顆粒円柱）、腎機能の改善が不十分（Cr

＝2.69 mg/dL）のため11月リウマチ・膠原病内科に転科

した。直ちにIVCYを2週間隔で2コース施行したが、効

果が不十分のため、さらにinfl iximab（300 mg：5 mg/

kg）を併用した。infl iximabは0週、2週、6週、14週、22
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原陰性HBs抗体陽性患者よりB型肝炎ウイルスの再活性

化によるde novo肝炎の発症を認めた。さらにHBc抗体

陽性患者より肝癌の1例、前立腺癌の合併を1例認めた。

rituximab投与により発癌のリスクが増加するという報告

はこれまでない。また3例で再燃を認め、うち1例が5年

の経過後にWGの再燃による気道閉塞が原因で死亡した。

今後の課題として、日和見感染症予防対策、B型肝炎ウ

イルスキャリア、HBs抗体・HBc抗体陽性症例に対する

対応、癌のスクリーニング、再燃に対するrituximabの再

WG、またはMPAで、CY治療抵抗性、または副作用な

どでCYの投与が困難な重症例を対象とした。rituximab 

375 mg/m2を1週間間隔で計4回投与した。

有効性としては、末梢血CD19陽性細胞の速やかな消失

とともに、5症例でrituximabの短期的有効性がみられた。

うち4例はrituximab治療開始時ANCA陰性にも関わらず、

rituximabは有効であった。

AEとしては、網膜血管の血栓症によると考えられる視

力障害1例、日和見感染による死亡1例を認めた。HBs抗

表4.24   rituximabによるAAVの症例報告

症例 1 2 3 4 5 6 7 8 9

性 男 女 女 女 女 女 男 男 男

年齢 35 21 55 35 14 21 46 57 63

疾患 WG WG WG WG WG WG WG MPA WG

障害臓器
耳鼻、神経
肺、肥厚性
硬膜炎

眼 眼、消化管、
神 経、 脳、
肺

眼、耳、
肥厚性
硬膜炎

鼻、肺、眼 眼、肺 鼻、肺 消化管、肺、
腎

肺、鼻、神経
肥厚性
硬膜炎

既治療
IVCY
AZA

IVCY IVCY
IVIG
CsA

IVCY IVCY
MTX

IVCY CY
IVCY

CY IVCY

転帰

軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 死亡（肺よ
り大量出血
し、呼吸不
全）

死亡（消化
管出血によ
る出血性シ
ョック）

軽快

文献 56 57 58 59、60、62 57、59、62 61 62 63 64

表4.25   AAVに対する rituximabによる臨床試験（RiCRAV）患者一覧

症例 1 2 3 4 5 6 7

性 男 女 男 女 女 女 男

年齢 62 50 39 70 34 71 70

疾患 WG WG WG MPA WG WG CSS/AGA

ANCA c-ANCA c-ANCA c-ANCA MPO PR3 PR3 MPO

障害臓器 眼窩 眼窩、肺 鼻肺腎神経 腎 眼窩内腫瘤、
副鼻腔

副鼻腔、内耳、
肺

腎

既治療 CY、MTX、
CsA、IFX

経口CY、
AZA、IVCY

IVCY IVIG、
IVCY、MZR

経口CY、
MTX

CY IVIG、
IVCY、MZR

rituximab 治
療時ANCA 

＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 15

効果 改善 改善 軽快 改善 無効 軽快 不明

転帰 部分寛解 寛解 死亡 死亡 不変 寛解 寛解

AE
HBV再活性化
による肝機能
障害

なし 非結核性
抗酸菌症

UTI、敗血症
CMV感染症

なし HBc抗体陽性
肝細胞癌

網膜血栓症
視力障害　
前立腺癌　

IFX: infl iximab、HBV：B型肝炎ウイルス、CMV：サイトメガロウイルス、UTI：尿路感染症
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いて検討されるべきである。投与あるいはrituximabによる寛解導入後の維持療法につ
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5.1.1 診断基準
今回エントリー基準として採用したのは厚生労働省が特

定疾患認定基準として用いている「MPAの診断基準」で

ある。本診断基準の特徴は、組織所見が得られない症例も

診断できること、臓器障害として高頻度に認められる急速

進行性腎障害と肺病変（肺胞出血、間質性肺炎）の二つを

主要症候としたこと、わが国に多いMPO─ANCA陽性所

見を主要検査所見の中に組み入れたこと、および判定を確

実（defi nite）と疑い（probable）の二つにして発症早期例

の見逃しを少なくする配慮がなされていることである。し

かし、この基準とグローバルな基準（例えばCHCCの定義

やACR分類基準など）との整合性の検証を経ていない点

は、今後に残された課題の一つである。また、JMAAV

では臓器障害の部位、数、程度から、重症度を重症例、最

重症例、軽症例の三つに分類して、それぞれに別個の標準

治療法を規定した。これは、MPAの予後予測や治療法選

択に役立つよう配慮したものであるが、これと欧州におけ

る重症度分類（例えばfi ve factors score；FFS）との比較

検討も今後の重要な課題である。

移行率、再燃率などについて一定の結果が得られた。本試

験は単一肢の前向き臨床試験であったが、将来のわが国に

おけるRCTの礎ともなる貴重な成果をもたらした試験と

とらえることができる。また本試験の解析から今後に向け

ていくつかの課題も浮かび上がる。それらを、診断基準、

評価方法、治療法、合併症対策の項目に整理して述べる。

JMAAV解析結果からの提言5.1

JMAAV研究とは、「後ろ向き研究とエキスパートの経

験に基づき考案された標準治療」の有用性を、わが国に多

いMPO─ANCA陽性AAVにおいて検証した初めての前

向き臨床試験である。多施設共同試験で52症例のMPA

の症例がエントリーされ、うち48症例が解析対象となっ

た。重症度別に規定された「標準治療」を行い18カ月にわ

たる観察期間で有用性が検証され、寛解率、死亡率、透析
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5.1.4 合併症
AEの解析からは、GC減量以外にもいくつかの問題点

が指摘された。JMAAVにおける感染症合併例の特色と

して、治療開始後200日以降に重症感染症グレードⅣが2

件、死亡例（グレードⅤ）が2例の発症が報告された。こ

れらの症例は大腸菌による尿路感染症やPCPで、CYの併

用例であった。GC投与量の少ない寛解維持期においても

感染症を発症しうることと、CY使用例における寛解維持

期での重症感染症に注意すべきであることは、重要な情報

としてあげられる。本研究結果から重症感染症の防止に

は、GCの可及的速やかな減量に加え、寛解維持期のCY

長期投与の回避（他の維持療法への変更など）も重要であ

ることが明らかとなった。

JMAAVの48例中、ST合剤投与31例、非投与17例で、

後者にのみ3例のPCPを発症した（うち1例は肝障害のた

めST合剤投与中止後約2カ月でPCPを発症したものであ

る）。比率の解析の結果により、ST合剤非投与がPCP発

症リスクの傾向となり、PCP予防にST合剤予防投与の効

果が示された。PCPの予防のためST合剤の予防投与の徹

底が推奨される（特にCY使用例）。

また、真菌感染症6件の特徴として、肺真菌症が多く、

そのうち3件はアスペルギルス症であった。経口アゾール

系抗真菌薬の予防投薬していた3例には真菌感染症を生じ

5.1.3 治療法
JMAAVにおける寛解導入療法は、重症度別に若干の

違いはあるが、GCと免疫抑制薬の併用療法である。これ

はグローバルスタンダードであり異論のないところであろ

うが、細部においては今後の課題が残されている。一つは

併用される免疫抑制療法（特にCY）の徹底である。年齢

と腎機能により投与量を減じるプロトコールではあった

が、病型によってはCYの併用は必ずしも義務づけられて

はいなかった。その結果、3病型のうち重症例においては、

治療後の血清Cr値の平均値は減少したが、正常化はみら

れなかった。また、再燃例が軽症例のCY非服用患者から

高頻度に出現した。一方で免疫抑制による大きな副作用が

みられたのもRPGN型でCY併用例であった。これらの

点を改善させるためのより有効な治療法の開発が必須であ

る。また、GCの初期投与量はプロトコールに明記された

が、その後の漸減プロトコールは明記されていない。結果

として、欧州のAAV治療ガイドラインと比較して、GC

の総投与量が多くなっている。その結果、AEとして感染

症、糖尿病、骨折、脳血管障害などGCに起因する事象が

多く観察されたと推定される。GC投与量をいかに少なく

するかが今後の主要課題の一つと考えられる。

MPA患者の疾患活動性評価にBVASを用いることの妥当

性の検証、さらには、わが国患者の解析に最適の評価方法

の提唱がなされねばならない。また、JMAAV軽症例の

肺限局型の症例が6例認められたことも特筆すべき点であ

る。グローバルに認知された臓器限局型AAVは唯一RLV

であり、JMAAVで解析された病型が肺限局型血管炎

（pulmonary─limited vasculitis；PLV）という疾患単位

であることが認証されれば、AAVの理解に新たな展開を

生じる。この点は今後の広範な前向き臨床試験での検討課

題である。

5.1.2 評価方法
JMAAVにおける患者の疾患活動性評価は、グローバ

ルな指標であるBVASを用いた。BVASは血管炎の主要

症候に基づいて評価項目が設定されており、簡便で実用的

な指標であるが、北欧に多いWGに頻発する項目が多く取

り入れられている。例えば粘膜/眼病変の項目の「眼球突

出」、耳鼻咽喉部病変の項目の「副鼻腔炎」、「声門下病変

/狭窄」、胸部の項目の「結節または空洞」などである。

MPAでみられる間質性肺病変に由来する症候は「浸潤

影」の項目しかない。JMAAVは MPAの活動性評価に

このBVASを用いたわけであるが、本解析から、わが国
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5.2.3 再燃時の治療法の確立
再燃を血管炎症状の出現に限れば、初期治療と同様の治

療を行うことが基本である。しかしながら、血管炎症状が

ないのにも関わらず、血清ANCA値上昇あるいは血清

CRP値などの炎症所見の変化のみが出現する症例に対す

る治療法についてはエビデンスに乏しく、今後の検討課題

である。

5.2.2 寛解維持療法の確立
マイルドな治療法の推進のためMPO─ANCA型RPGN

の再燃率は近年増加傾向にある。わが国における寛解維持

療法の開発として、現在MZR使用の有無による血清

ANCA値再上昇、再燃率への効果の検討が開始されてい

る（MPO─AAVの寛解維持療法におけるMZRの有効性・

安全性および血中濃度の関連性に関する多施設共同研究、

UMIN000000708、登録日2007年5月6日）。このような

わが国独自の検討の結果が待たれる。

RPGN分科会の解析結果からの提言5.2

5.2.1 初期治療法における免疫抑制薬
免疫抑制薬については経口CYに代わり、感染などの副

作用を軽減、総投与量を減らし、しかも同等の臨床効果が

あるとの報告がみられるIVCY1）やMTX、MMFなどの

治療法が検討されている2）。また、TNF─α阻害療法や抗

CD20抗体による治療法が欧米を中心に行われている。本

療法もWGに代表される高度の急性炎症を呈する症例を中

心に検討が進められているが、現時点では効果についての

一定の見解が得られるまでには至っていない3,4）。わが国

に高頻度なMPO─ANCA型RPGNに対する免疫抑制薬、

新規治療薬の有効性の検討が必要である。また歴史的にわ

が国のRPGN症例においてはステロイドパルス療法が実

施される症例が多いものの、その要否、有効性についての

前向き研究はきわめて限られている。わが国のRPGNの

治療ではいまだ大半の症例において、初期治療法の選択肢

としてステロイドパルス療法が実施されているのは事実で

あり、この要否、効果について客観的に評価する必要があ

る。

が最も高頻度かつ重篤な合併症であることが明らかとなっ

た。その背景因子の解析から、GCの可及的速やかな減量、

寛解維持期のCY長期投与の回避、PCPの予防のためST

合剤の予防投与の徹底、肺の重篤な真菌感染リスクとなり

うる症例への経口アゾール系抗真菌薬の予防投与などが推

奨された。今後は、この点を組み入れた総合的な治療プロ

トコールの前向き検証が望まれる。

なかったが、amphotericin Bシロップ含嗽による予防群

11例中1例で真菌感染症を生じた。また、これらの真菌感

染予防の行われていなかった35例中4例（5件）で真菌感

染症を生じたが、両群間に統計学的有意差は見いだせなか

った。肺の重篤な真菌感染リスクとなりうる症例には、経

口アゾール系抗真菌薬の予防投与が推奨される。

JMMAV試験においてMPO─ANCA陽性AAVの標準

治療の有用性がわが国で初めて前向きに検証され、感染症



第5章　今後の課題

 90

5.2.5 腎病理組織評価基準の検討
今回の診療指針に用いた腎病理予後判定基準では、

JMAAV研究の解析症例のアウトカムとして腎死に至っ

た腎生検実施症例が存在しなかったことより、十分な腎病

理所見の指標の抽出には至らなかった。多変量解析を実施

するに十分な症例数で予後の判明した腎組織を用いた再度

の検証を行う必要がある。またEUVASから腎病理評価

に関する新たな報告がなされており、今後わが国の症例を

用いた評価法の検証が必要である5）。

を示すエビデンスを創出する必要がある。さらに、高度腎

障害時の血漿交換療法が腎予後回復にどの程度寄与するの

か、改めてわが国の症例で検討する必要がある。

5.2.4 血漿交換療法の位置づけ
すでに欧米では標準的治療とされる抗GBM抗体型

RPGNならびに肺出血を伴うAAVにおいて、保険適応の

問題もあり実施率が低いことがわかった。何よりこれらの

疾患、病態におけるわが国での治療実績ならびに治療効果

5.2.6 合併症対策
RPGNの大半の治療において免疫抑制療法が実施される

ことから、感染症を含めた合併症対策が重要であるが、腎

機能障害の合併などにより他疾患における合併症対策とは

異なる対応が必要となる。特に疾患活動性マーカーと日和

見感染症発症を明確に分ける指標の開発、日和見感染に対

する予防的治療の確立が望まれる。またGCを高齢者に多

用するため骨粗鬆症対策がきわめて重要であるが、わが国

での腎機能障害時のbisphosphonate製剤の投与に関して

は一部では禁忌として扱われ、今後腎障害への影響、副作

用調査を含めその安全性の再評価が望まれる。

難治性血管炎に関する調査研究班からの提言5.3

5.3.1 現在行われている血管炎臨床研究
わが国のAAV患者の特徴が欧米の患者と大きく異なっ

ており、欧米のガイドラインをそのまま適用することの可

否については議論がなされてきた。肉芽腫性血管炎である

WGと比較して非肉芽腫性MPAが多い、このため腎障害

の頻度が高い、また高齢者が多いなどの特徴が、認識はさ

れているものの十分な科学的な検証はされてこなかったた

めである。JMAAV研究において、特にMPO─ANCA陽

性AAV患者に対する一定の評価がなされ、本診療ガイド

ラインに生かされている。臨床個人調査票からみた実際の

診療実態として、免疫抑制薬の併用割合が低いことについ

ては、これらの背景の差異が影響しているためと推察さ

れ6）、わが国のAAV患者に対する免疫抑制薬の併用の必

要性についてはいまだに議論がされるところである。欧米

の患者と比較したわが国の患者の特徴を把握し、わが国の

患者に適した治療薬の選択、投与量の設定を確立するため

には、欧米の分類基準、評価法を用いた臨床研究で治療効

果が解析されなければならない。2009年より難治性血管

炎に関する調査研究班で行っている前向きコホート研究

（RemIT─JAV）の成果から、グローバルな基準でのわが

国の患者の特徴が明らかとなり、わが国のAAV患者に対

する適切な治療の選択、投与量設定がさらに明らかになる

ことが期待される。

また診断基準については国際的な標準化をふまえた研究

にわが国も参加しており、今後わが国のAAV患者の特徴
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5.3.2 臓器限局型血管炎の診断
わが国では肺に限局した血管炎がみられることが

JMAAVで指摘された。Wattsらのアルゴリズムでは、腎

限局型血管炎のみが臓器限局型血管炎として取り上げられ

ているが、わが国の患者に当てはめた場合、分類不能とな

る患者が多くなってしまう可能性がある。また、上気道症

状のみを呈するWGの患者の診断の困難さも指摘されてい

る。組織学的な所見が得られれば診断はさほど困難ではな

いが、組織学的な評価が困難な場合は、WattsらがWGの

サロゲートマーカーとして提唱するような臓器別のサロゲ

ートマーカーの設定が必要かもしれない。

評価を行う必要がある。グローバルには標準的治療とされ

ているCYおよびAZAの公知申請が認められ保険を適用

しての使用が認められた。今後、医師主導型治験を行う体

制が整えば、わが国からもRCTの成果を基にした新規治

療の根拠に基づいた医療（EBM）の発信が可能となるかも

しれない。

も加味されたグローバルな診断基準が策定されるものと思

われる。

わが国では医師主導型治験での介入研究を行う体制が十

分に整っているとは言いがたく、特に難治性血管炎のよう

な希少疾患においては医師主導型治験を行うことは現実的

に困難であった。現時点では、質の高い観察研究で治療の
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