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旨

要
膠原病においては経過中に多くの皮疹が出現するため，
役割は大きい． 本邦では近年皮膚エリテマト

ー

その診断や治療に果たす皮膚科医の

デスおよび全身性エリテマト

ー

デス(systemic

lupus erythematosus ; SLE)に対するヒドロキシクロロキン(hydroxychloroquine ; HCQ)と，
全身性強皮症(systemic sclerosis ; SSc)の手指潰瘍の抑制に対するボセンタンが適応となり，
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治療に大きな進歩がみられている. HCQ は皮膚エリテマト ー デス， 特に円板状エリテマト ー
デスに対し有効性を示す報告が多いが， 副作用として最も注意すべきものは網膜症であり， 眼
科との連携が大変甫要となる. SSc の末梢循環障害による難治性手指潰瘍に対してはボセンタ
ンが発症抑制において有効であるが， 肝障害や併用禁忌薬剤に十分注意が必要である． これら
の薬剤の使用に関する注意点とその有効性について解説する．
キ ー ワ ー ド：全身性エリ テマト

ー

デス， 皮膚エリ テマト
全身性 強皮症， ボセンタン

膠原病にはさまざまな皮膚病変を伴うが， 特に

SLE および SSc の皮膚病変に対する治療薬とし

て近年2つの薬剤が承認され脚光を浴びている．

これらの治療薬に対する膠原病の皮膚症状への有
効性が蓄積されてきており ， 主にこの2剤に対し
て紹介する．

ー

デス， ヒドロキシクロロキン ，

ため， これらの診断に際し ， 皮膚科医の役割は

はじめに

エリテマト

ー

大きい．

皮膚エリテマト

ー

デスの治療

前 述 の SLE の 診 断 分 類に含まれ る ACLE,

SCLE, CCLE を皮膚エリテマト ー デス (cutaneous

lupus erythematosus ; CLE) と呼称する 一 方で，

皮膚に限局した SLE という独立した疾患概念と

デスに伴う皮疹

一

して CLE と扱う場合もある．

SLE には多彩な皮膚病変が出現し ， 疾患の診

断にとって菫要なだけでなく， 皮疹が疾患活動性

を反映することもある. SLE の病態はまだ不明

なことが多いが ， 診断には分類基準が用いられて

般に CLE の治
療としては， まず局所治療として， 遮光， ステロ
イド外用療法， カルシニュ ー リン阻害薬外用療法

などが行われる． 軽症の場合はこれらの治療のみ

で症状が軽快することも多いが ， 改善がない場合
全身療法として， ステロイド全身投与， ダプソン

いる． これまで 1982 年に発表 1997 年に改定さ

内服などを検討する. 2015 年これらの従来の治

の分類基準が本邦では 主に使われている． この分

の皮膚症状の治療の新しいオフ ションとなった．

れた American College of Rheumatology (ACR)

類基準では 「頬部紅斑」「円板状皮疹 」「日光過敏
症 」「口腔潰瘍 」 が 皮膚症状として含まれる見

2012 年には The systemic lupus intern ational
collaborating clinics (SLICC) による改定基準が

療に加え， 全身療法として HCQ が上市され SLE
゜

HCQによる治療とその注意点
HCQ は 1955 年に米国で SLE の治療薬として

発表され ，皮膚症状としては「急性皮膚｝レ プス」

承認をうけてからすでに60年以上におよぶ歴史

に変更され， 項Hの詳細が規定された乳 特に

の 一つとされている． 本邦では 2015 年に発売さ

ー

「慢性皮膚ル ー プス 」「口腔潰瘍 」「非搬痕性 脱毛」
「 急 性皮 膚 ル

ー

がある薬剤であり， 欧米では SLE の標準治療薬

プ ス (acute cutaneous lupus

れ， その適応は 「限局的な皮膚症状のみを呈する

ル ー プス (subacute cutaneous lupus erythematosus
: SCLE) を 含 み， ま た 「慢性 皮 膚）レ ー プ ス

不十分な場合 又は 外用剤の使用が適切でない皮膚

には ACR 分類の円板状皮疹だけではなく深在性
ル ー プスや凍癒状ル ー プスなども含まれている

場合 」とされる． 作用機序としては， ライソゾ ー

erythematosus ; ACLE) 」においては 亜急性皮膚

(chronic cutaneous lupus erythematosus ; CCLE) 」

CLE 患者に対し， ステロイド等の外用剤が効果

状態にある場合 」と 「 SLE 患者に対して， 皮膚症
状， 倦怠惑等の全身症状， 筋骨格系症状等がある

ム内に蓄積して pH を上昇させることで細胞内で
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ム内に貯留し， TLR活性化

ただし， 副作用に注意が必要である． 投与初
期には下痢や頭痛が出現することがあり， また

を介しだ梢報伝達や抗原提示を阻害することなど

重症薬疹を含む薬疹の報告もある． 最も注意す

があげら れる． これらの作用は， 自己抗原につい

べき点はHCQ網膜症である． 添付文書上は1 B

て阻害する一 方， 外来抗原への免疫応答は障害し

平均投与量として6.5mg/kg (理想体重）を超え

ないため， 免疫抑制なく免疫調節作用を現すとさ

ると眼障害の発現リスクが高くなるため， 用法

れている．

および用量を遵守することが記載されている．

の貪食， 抗原処理など様々な細胞機能を抑制する
ことや，

エ ンドソ

ー

HCQは投与中， 全身のあらゆる組織へ分布す
るが脂肪織内の濃度が低いことから， 1 日の投与

長期投与では網膜症のリスクが上昇するが， 発
症初期には自覚症状がないため， 治療開始前と，

量は理想体重に基づく用量（患者身長から算出）

治療中は年に1-2回の定期的な眼科健診が必須

が規定されていることに注意する（表I). また

である. 2016 年には日本皮膚科学会やH本眼科

生体内で平衡状態に達するまで 4 か月要し， 臨床

学会により「ヒドロキシクロロキンの適正使用

的な効果の出現まで通常 1 か月以上かかる． その

の手引き」

4) 5)

が発表され， そ れに則った診療す

有効性については， SLEの疾患活動性や関節痛，

ることが重要である． これらのガイドラインで

皮疹に対するものだけでなく，脂質代謝改善作用，

は眼科の必須検杏を 7 項目定めているが， 網膜

抗血栓作用， 血糖降下作用， 紫外線防御作用， 腎

層の薄さを計測するスペクトラルドメイン光千

保護作用， 感染リスク予防作用など多様なベネフ
ィットがある薬剤であり， さらには SLE患者の

渉断層計(SD-OCT) による検査はすべての眼
科で行えるわけではないため注意が必要である．

生命予後の改善作用があるとされている立

網膜症の初期の変化は中心視野検査で傍中心暗

表1 HCQの用法用量
1 H平均投与量として理想体甫1kgあたり6.5mgを超えないよう規定されている．
ブロ ー カ式桂変法による理想体菫(kg) : 女性（身長(cm) -100) X0.85男性（身長(cm) -100) X0.9)
文献4より引用し作成
理想体重
31kg以上46kg未満
46kg以上62kg未満
62kg以上

曇玉三
性別・身長と理想体重の対応表

悶4

i悶::

1日量
1 錠 (200mg)
1 錠と2 錠を 1日おき(300mg)
2 錠 (400mg)

表2 HCQ内服時および内服中の眼科必須検査7項目
SD-OCT: Spectral-Domain Optical Coherence Tomography
文献5より引用し作成
①視力検査
②細隙灯顕微鏡検査
③眼圧検査
④眼底検査
⑤スペクトラルドメイン光干渉断層計(SD-OCT)
⑥視野検査（静的視野検査，10度以内可能なら30度以内）
⑦色覚検査（石原式Panel D-15, SPP2のいずれか）
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点や輪状暗点， SD-OCT で局所的な網膜層にお
ける罪薄化であり (5 年以上の治療で約 5% 6l),
ガイド ライン上は少なくとも年1回，

ハ イリス

ク患者（①腎機能障害・ 肝機能障害のある患者

② 累積投与量が 200g を超えた患者③視力障害

のある患者④ 高齢者） ではより頻回に検杏をす
ることとされる． しかし， 実際の網膜症は海外
の報告では 5 年以上の投与で約 1-2% 7)であり，

定期的なモニタリングを行い， 異常の早期発見，

投薬中止に努めることができれば 大きな問題に

ならないと考えられている．

HCQ による CLE 治療効果
本邦の HCQ の pilot study, および治験におい

て活動性皮膚病変を有する CLE 患者および SLE

患者に有効であった

8

) 9).

当科では 2017 年 7 月

から 1 年間に 10 数例 CLE の治療に HCQ を使用

しているが投与継続可能であったすべての症例

で改善を認めている（論文投稿準備中）． 特に円
板状エリ テマト ー デスに対しては良好な結果で，

これまで外用治療や ダプソンの内服， ステロイ
ド全身 投与で改善のなかった症例でも軽快を認

めており 発症早期に 投与開始することで搬痕

形成なく病勢コントロ ー ルができる可能性があ

ると考える．

だ不明である．皮膚症状としては皮膚硬化の他に，
血管障害によるレイノ ー 現象や手指潰瘍などが生

じ ，疼痛や二次惑染が問題となる． 従来の治療と

しては抗血小板療法や血液循環改善薬の投与， 潰
瘍形成時には局所外用治療が主体であったが， 最

近これまで肺高血圧症の治療薬として使用されて
いたエンドセリン受容体拮抗薬である ボセンタン

が 「手指潰瘍の発症抑制 」の適応で上市された．
以下で詳述する．

ンドセリンの 2 つの受容体 ETA と ETB の両者

を阻害するエンドセリン受容体拮抗薬であり， 両

受容体を阻害することにより， ET-1 による血管

収縮， 細胞増殖及び肥 大， 細胞外マトリックス産

生を抑制することで薬効を発揮する. 2014 年 12
月から肺動脈性肺高血圧症から適応拡 大され， 添

付文書上は， 手指潰瘍を現在有している， または

手指潰瘍の既往歴のある SSc に限るとされる．

臨床試験により， 既存の手指潰瘍の治癒効果は証
明されなかったが 「手指潰瘍の発症抑制 」 効果に
は明確なエビデンスがある

10
).

しかし， 実臨床

において， 現存する皮膚潰瘍の治癒が促進される

報告は多く， 当科でも潰瘍の改善だけではなく冷

感疼痛などの自覚症状の改善も認めた症例が複

数ある．

通常， 投与開始から4週間はボセンタンとして
1 回 62.5mg を 1 日 2 回， 投 与 5 週目か ら 1 回

125mg を 1 日 2 回経口投与する． 副作用として

肝障害を来す可能性があるため， 中等度以上の肝

障害がある患者には投与を禁止されている． 催奇
形性の可能性があることから妊産婦にも禁忌であ
り， また シクロスポリン， タクロリムス， グリベ
ンク ラミドとの併用も禁止されているため注意が

必要である．

語

SSc は皮膚・内臓の線維化， 血管障害， 免疫異

常を特徴とする膠原病であり， その発症機序はま

ボセンタンは， 強力な血管収縮性物質であるエ

結

SSc に伴う手指潰瘍の治療

ボセンタン

膠原病の診断や治療経過において皮膚科の果

たす役割は大きい． 前述したように， 近年膠原
病の皮膚病変に対する治療薬の研究が進歩し，

実臨床での治療効果も実惑する． 今後は適応の
ある症例への治療介入を積極的に進め， 症例を

蓄積する必要があるが， 副作用の観点からはさ

らに安全性の高い治療法や新たな治療薬が期待
される．
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