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旨

多発性筋炎 ･皮膚筋炎は,約40%の症例に間質性肺炎を合併する.特に筋炎症状に乏しい皮

膚筋炎では,約 50%の症例に急速進行性間質性肺炎をともない,致死的となることが多い.こ

れらの間質性肺炎に対して,グルココルチコイド大量静注療法,シクロスポリンやシクロフホ

スフアミド大量静注療法などの免疫抑制薬の併周療法が行われてきた.しかし,これらの治療

にもかかわらず,進行して致死的となる間質性肺炎が経験される.近年,筋症状に乏しい皮膚筋

炎に特異的に見られる自己抗体,抗 CADM-140抗体が見出され,早期診断のマーカ-として

期待されている.抗 CADM-140抗体陽性の皮膚筋炎にともなう間質性肺炎に対して,シクロ

スポリンやミコプェノ-ル酸などの免疫抑制薬や,エンドトキシン吸着を用いた治療が試みら

れている.

キ-ワード'.間質性肺炎,多発性筋炎,皮膚筋炎,筋炎症状に乏しい皮膚筋炎,抗 CADM-140

抗体

は じ め に

多発性筋炎 ･皮膚筋炎 (PM-DM)は炎症性

筋疾患の一つで, 『主として四肢近位筋群,頬筋,

咽頭筋などの対称性筋力低下をきたす横取筋のび

ReprintrequeststO:ToshinoriTAKADA

DivisionofRespiratoryMedicineGraduateSchool

ofMedicalandDenhlSciencesNiigataUniversity

1-757Asahimachi-doriChuo-ku,

Ni短ata951-8510Japan

まん性炎症性筋疾患である,特徴的な皮疹を望す

るものは皮膚筋炎 とい う.』 と定義 されている

(難病情報センター).本疾患では,1)呼吸筋の障

害による肺胞低換気,2)嘩下筋力低下による誤

陸佐肺炎,3)ステロイ ド薬あるいは免疫抑制薬
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使用後の日和見感染,4)治療薬により惹起 され

る薬剤性肺炎,および 5)間質性肺炎,の 5つの

肺病変をきたしうる.間質性肺炎はPM-D掴 の

約 30-50%に合併し,しばしば症例の予後を左右

する 1).特に,筋症状に乏 しい皮膚筋炎 (CAD脚,

el豆nical漫yamyopathicdermatomyositis)にともな

う間質性肺炎は,急速進行性で多剤併用 免 疫抑制

療法に抵抗性で致死的となることがある2).本 稿

では,PM-DM にみられる間質性肺炎の 治 療 と

予後について,自験例を交えて概説する.

多発性筋炎,皮膚筋炎

1.診断基準

本邦では,(1)筋力低下,(2)筋痛,(3)血清

筋原性酵素増加 (クレアチンキナ-ゼ,アル ドラ

-ゼ),(5)筋電図変化,(6)関節炎または痛,(7)

全身性炎症,(8)抗 50-1抗体,(9)筋生検の特

徴的所見のうちの4項目があれば多発性筋炎と診

断 し,さらに,(iO)特徴的な皮膚症状 (へリオ ト

ロ-プ疹,ゴットロンの徴候,四肢伸側の紅斑の

いずれか)があれば,皮膚筋炎と診断する (難病

情報センタ-).pM-DM にみられる筋病変の炎

症病態に関する研究によればチPMではCD8陽性

細胞障害性 T細胞による筋線維の壊死が,一方,

DMでは補体の活性化と沈着による皮膚と筋での

微少血管障害が疾患の本態と考えられている.こ

れらの病態を鑑み,筋生検の病理所見に免疫染色

結果を加味 した診断基準を提唱しているブル-プ

もある3).

2.筋炎症状に乏しい皮膚筋炎

上記基準によって診断 される皮膚筋炎 とは別

に,筋炎症状に乏 しい皮膚筋炎の一群 CADM が

存在する.CADMは,厳密には,全く筋炎症状が

なく特徴的な皮膚症状が6ケ月以上持続する皮膚

筋炎 (ADM,amyopathicdermatomyositis)と,

皮膚症状が 6ケ月未満の前 ミオパチ-皮膚筋炎

(PRMDM,Premyopathicdermatomyosit豆S)を合

わせたものとして提唱 された.最近は,ADM と

PRMDM を合わせて,皮膚筋炎に特徴的な皮膚病

変がみられるが筋症状が全くない,あるいはごく

軽い症例をCADM と呼ぶことが多い 4).CADM

には,間質性肺炎を合併する頻度が高く,合併す

る間質性肺炎は急速進行性で難治性であることが

多い2)5)

多発性筋炎,皮膚筋炎にともなう間質性肺炎

1.臨床所見

PM-DMでは,約 400/Oの症例に間質性肺炎を

伴う.最近では,間質性肺炎はPM-DMに伴う

最も童篤な合併症で,予後を左右する主要原因で

あると認識 されてきている1)6)7).通常,労作時呼

吸因艶 乾性咳 轍で発症 し,身体所見上肺底部に

血eerackiesを聴取 し,時に急速に進行悪化する

こともある.高分解能 CT所見と呼吸機能検査を

同時に行うことで,間質性肺炎を早期に検出する

ことが可能となる8).病理学的には非特異的間質

性肺炎 佃SIP,nonspecificinterstitialpneumonia)

が鼻も多く,器質化肺炎 くOP,organizingpneu一

monia),通常型間質性肺炎 (U王P,usualinterstト

tialpneumonia),またびまん倖肺胞障害 (DAD,

d主動sealveolardama酢)もみられる6)7)9)10).DAD

は主に急速進行性間質性肺炎にみられ,しばしば

致死的な呼吸不全をきたす.

2.多発性筋炎.皮 膚茄炎にともなう間質性肺

炎の治療

pM-DM にともなう間質性肺炎の治療の開始

時期は,呼吸困難や呼吸機能検査の低下の程度に

加えて,筋炎に対する治療の必要性によって決定

される.胸部レントゲン検査やHRCTで間質性肺

炎がみられても,無症状であったり呼吸機能検査

の異常が軽微であったりした場合は,直ちに治療

を行わず経過観察をする選択肢もある.

1)グルココルチコイド

肺 病 変 が主 体 で あれ筋 炎 が主体 で あれ ,

PM-DM にともなう間質性肺炎の治療の第-選

択薬は,副腎皮質ホルモンの経口投与である.過

常,体重 1kgあたり1mg,最高用量 60mgのプレ

ドニゾロン (PSL,predonisolone)を初期投与量
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として用いる.なお間質性肺炎の組織型がなんで

あれ,PSLの初期投与量は変更する必要がない,

PSLは4週間にわたって初期投与量を継続したの

ち,自覚症状,血液ガス所見,呼吸機能検査所見,

胸 部 画 像 所 見 の 改 善 を 確認した後,2週間に 10%

の割合で漸減する.初期治療に対 して反応が悪い

場合,あるいは急速進行性間質性肺炎の場合には,

ステロイドパルス療法 (メチルプレドニゾロン

mPSLl冒1g静注,3日間連続)を行う.また免

疫抑制薬の併用も考慮する.PSL内服治療により

間質性肺炎が改善,安定すれば,半年から1年間

をかけて漸減 し,--月ヨ10mgの維持量とする.症

例によっては 10mg以下に減量,あるいは内服を

終了する場合もあるが,再燃の危険が伴う.グル

ココルチコイド治療が有効であるのは,おおむね

PM-DM にともなう間質性肺炎症例の半数とみ

られている,

2)免疫抑制薬

間質性肺炎が重篤あるいは進行性の場合や,グ

ルココルチコイドのスペア効果を期待する場合に

免疫抑制薬を併用する,間質性肺炎が軽症-中等

症であれば,グルココルチコイド単独治療で十分

であることもある.しかし,グルココルチコイ ド

の治療効果を待たずに免疫抑制薬を加えることも

多い 11)12).さらに,CADMでは肺病変が進行 L

やすいため,間質性肺炎が軽度であっても免疫抑

制薬を追加する,

追加する免疫抑制薬としては,アザチオプリン,

シクロホスファミド,シクロスポリン,タクロリム

ス,ミコフェ}-ル酸などが報質されている6).歓

米ではアザチオプリン,ミコフェノール酸が使用

されるが,両者の優劣は明らかではない.本邦で

は,PM -DM や CADM にともなうグルココルチ

コイド抵抗性の間質性肺炎に対してシクロスポリ

ンが有効であったと報告 されている 13)14).グル

ココルチコイドに上記の免疫抑制薬を加えても進

行する間質性肺炎の場合には,免疫抑制薬をもう

一利加えることもある.異体的には,グルココル

チコイ ド,シクロスポリン,さらにシクロホスフ

ァミド静注などが併用されている.
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3.多発性箭炎.皮膚筋炎にともなう間質性肺

炎の予後因子

PM-DM にともなう間質性肺炎で予後不良と

なる徴候には以下のようなものがある :PM よ

りは DM,CADM,急速進行性の経過,病初期か

らの高度の拘束性換気障害,肺胞洗浄液中好中球

の増多,胸部高分解能 CTで蜂巣肺,病理学的に

uIPなどである 9)15)捕 .病理所 見か らみて,

PMIDM にみ られるNSIPパ ターンは比較的予

後が良いことを意味するが6),cADM に限って言

えば,画像所見および病理所見がいずれもNS王P

パタ-ンであっても,しばしば急速進行性かつ難

治性となる17)

筋炎症状に乏しい皮膚筋炎にともなう間質性肺炎

当村において CADM にともなう間質性肺炎と

診断し,多剤併用免疫抑制療法が奏功 した 1例と,

無効であった 1例を提示する.

1.グルココルチコイドとシクロスポリン併用

が奏効した症例

症例は,31歳の男性.家妖厘,既往歴 とも特記

事項なし.非喫煙者.20ⅩⅩ年 10昂下旬から,鷲

熱と雨手足のこわばり感が出現 した.1月 19円,

A院整形外科を受診 し,皮膚科を紹介され受診 し

たところ,皮膚筋炎が疑われた.胸部レントゲン

写索で右肋横隔膜角にすりガラス影がみられたた

め,2月1軌 間院内科に入院 した.検査の結果,

間質性肺炎を伴う皮膚筋炎と診断された.入院後

も発熱が続き間質性肺炎の進行がみられたため,

2月 24日よりステロイ ドパルス療法を3日間施

行された.3月 豆乳 肺病変が改善しないため,当

科 に転院 した.転院時身体所 見で は,発熱

(38.1℃),両手指に凍癒様紅斑,ゴットロン徴候

あり,雨下肺野に威necracklesを聴取 したが,筋

力低下は認めなかった.

A院入院時の検査成績では,CKの上昇はなく

(136IU/L)間質性肺炎のマーカ-であるKL-6

の高値 拍500U/m豆)を認めた.血液ガス分析で

は異常なく,呼吸機能検査で軽度の拡散能低 下
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図 1 グルココルチコイドとシクロスポリン併用が奏効した症例

(A)前医入院時,(ち)当科入院第27病口,(C)退院6ケ月後,および,(D)退院5年後の胸部レントゲン写真を

示す.また,(E,Ⅰ)前医入院略 (F,I)当村退院時,脇,K)退院6ヶ月徽 および,(H,L)退院9年後の胸部CT
写勇を示す.蘭肺の食気低下,両側下葉の胸膜直下後位のすりガラス影,浸潤影,窮状影の増悪と改善がみられる.

(% DLco64.2%)を認めた.また筋電図では,ど

く軽度の筋原性変化がみられた.転院時の検査成

績では,CRP (2,35mg/dl),CK (55日 U/D,

KL-6 (2623U/ml)の上昇 と低酸素血症がみ ら

礼,胸部 レン トゲン写素,CT写頁でも両側下葉

背側のす りガラス影 と浸潤影の拡大が認められ

た.

皮膚所見,CK上昇,筋電図所見からCADM に

ともなう間質性肺炎と診断 した.前医でのステロ

イ ドパルス療法後も発熱が持続 し,低酸素血症の

改善がみ られないため,後療法 として PSL60mg

の内服治療を行 うとともに,シクロスポリンの内

服 を開始 した.本症例では,シクロスポ リンの ト

ラフ目標値 を300ng/mlと設定 し,徐々に増量 し

た.シクロスポ リンの増量中 CRPとCKはすみ

やかに低下 したが,低酸素血症が遷延 したため,

ステロイ ドパルス療法を計 3回施行 した.これら

の治療により間質性肺炎は徐々に改善 し,現在は

胸部 CTでわずかに索状影がみられるのみとなっ

た (図 1).

2.グル ココルチコイ ド.シクロスポリン,シク

ロホスファミド大量静注療法併用が無効で

あった症例

症例は,56歳の女性,家族歴で,父に胃がん,

母に糖尿病と脳梗塞がある.既往歴には特記事項

なし.20ⅩⅩ年 10月中旬,微熱 と手薄関節に発赤

が出現 した.10月25日,近医を受診 し,胸部 cT
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図 2 グルココルチコイ ド,シクロスポリン,シクロホスファミド大量静注療法併用が無効であった症例

(A)転院時,(B)第 5病 日,(C)第 19病臼 (死亡日)の胸部レン トゲン写鼻と,(D,E)第 5病日の胸部 HRCT

写鼻を示す.胸部レン トゲンでは,両肺の含気低下,両側下肺野優位のすりガラス影,および第 19縞目では縦隔

気腫と皮下気腫がみられる,胸部 HRCTでは,血管気管支東の肥厚と,胸膜直下にすりガラス影,浸潤影,索状影

がみられる.

で間質性肺炎が疑われた.11月1日,近医に入院

したところ,CK高値 (562IU/L)と皮膚筋炎に

特徴的な皮疹を認めたが,筋生検では筋炎の所見

はみられなかった.11月8日,呼吸困難を自覚 し,

9日にはPa02の低下 (室内気吸入Tで71.6Torr)

と胸 部 CT上異常陰影 の拡大 を認 めたため,

mPSLO.5g/日の治療 を開始 された.10日,Pa02

がさらに低下 (59.5Torr)したため,当科に転院

した.転院時身体所見では,両手指にゴットロン

徴候と顔面にヘリオ トロープ疹を認め,南下背に

畠necrack蓬esを聴取 し下肢優位の筋力低下がみら

れた.転院時の検査成績では,CK (199ⅠU凡)ど

KL-6(1027U/ml)の上昇,低酸素血症 (酸素

2L/分吸入下で PaO259.7Torr)を認めた.胸部レ

ントゲン写薬では南下肺野優位のすりガラス影 と

含気の低下,また CTではぬ管気管支索周囲と胸

膜直下を中心に浸潤影がみられた.

皮膚所見,CK上昇,徒手筋力テス トの所見か

ら,CADM にともなう間質性肺炎と診断 した.前

医の治療に弓は 続き,11月 10日にmPSLO.5gを,

ll- 13日には mPSLlgを三 日間連続 して静注

した.また 10日からシクロスポリン100mgの内

服 も開始 した.さらに,14日にはシクロホスファ

ミ ド750mgの静脈注射 (ⅠVCY,intravenous

cydophosphamide)も追加 した.その後 mPSLlg

を合計 10日間投与 したが呼吸状態,画像所見と

も夜着なく,縦隔気腫 も合併 し転院後第 19病 日

に呼吸不全で死亡 した (図2),
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3.多発性筋炎,皮膚箭炎にともなう間質性肺

炎の救済療法

上記のように,グルココルチコイドと複数の免

疫抑制薬を使用しても呼吸不全が進行する症例が

ある,これらの症例に対して,抗 CD20モjタロ～

ナル抗体であるリツキシマグ,免疫グロブリンの

大量静注 (m G,intravenousimmunegiobu豆in),

あるいは肺移植が有効であったという報告がある

が 18)~2鋸,これらの治療の有効性については確

定していない.最近,CAnMにともなう急速進行性

間 質性肺炎に対して,ポリミキシンB固定化ファイ

バ -によるエンドトキシン吸着療法 津MX-DHP,

polymyx豆n-aimmobilizedcolt且mndirecthemop-

effusion)が有効であった例が報菖 された 21)

PolymyxinBは,敗血症の際に循環血中に産生 さ

れるエンドトキシン(グラム陰性菌の外膜の成分)

と高親和性を持つ.エンドトキシンは敗血症性シ

ョックの病態に関与するため,PMX-DHP療法

により予後を改善する22).その後,本療法は,成

人呼吸促迫症候群や特発性肺線維症の急性増悪に

おいて,酸素化を改蕃する効果があると報告され

た 23)2隼 本療法は,CADM にともなう急速進行

性難 治 性間質性肺炎に対してひとつの治療選択肢

とな る可能性がある.

茄炎関連自己抗体

PM-DMのおよそ300/Oの症例では筋炎関連自

己抗体が見出され それぞれ特徴的な臨床徴候を

示すことが多い.筋炎関連自己抗体は大きく以下

の 3つに分類 される,すなわち,抗アミ}アシル

tRNA合成酵素 (ARS,am豆noaeyl-tRNAsyn-

thetase)自己抗軌 抗 SRP (S短na音recognition

particle,シグナル配列認識分子)自己抗体,およ

び抗 M卜2自己抗体である.しかし,ここでは間

質性肺炎の発症 と関連の深い,抗ア ミノアシル

収NA合成酵素自己抗体と,最近注目されている

抗CADM140抗体について述べる,

1.抗アミノアシル IRNJl合成酵素自己抗体

抗 ARS自己抗体は,間質性肺炎発症との関連

が指摘されている25).このうち,最も頻度の高い

抗Jo-1抗体は,ヒスチジンを対応 tRNAに結合

させる反応を触媒するヒスチジルtRNA合成酵素

を対応抗原とする.抗Jo-1抗体はDM症例の約

30%にみられ,間質性肺炎を伴う症例ではさらに

高頻度に検出される26).そのほかにも6種類の

アミノアシル 伐NA合成酵素 (スレオニル,アラ

ニル,ダリシル,アスパ ラギニル,イソロイシル,

フェニルアラニル ーRNA合成酵素)に対する自己

抗体 (抗PL-7,抗 PL-12,抗 EJ,抗 KS,抗 OJ,

抗 zo抗体)がみいだされ,抗 Jo-1抗体と併せ

て抗 ARS抗体と総称 される.抗 ARS抗体を持つ

疾患群は抗 ARS症候群と呼ばれ,間質性肺炎を

高頻度に合併する一方,抗 ARS抗体を持たない

急速進行性 間質性肺炎症例は予後が悪い,と報告

されている8).

盟.抗 CADM140抗体

抗 ARS自己抗体,抗 SRP自己抗体,抗 M卜2

日己抗体とは別に,CADM に特異的に発現 して

いる白己抗体が発見され,その抗体が 1購kDaの

蛋白を認識していることから抗 CADMH40抗体

と命名された 27).また,抗 CADM-140抗体陽性

症例は,急速進行性間質性肺炎を合併しやすいこ

とも見出された.抗 CADM-140抗体価と治療反

応性の関係は,現在検討中である.

多発性砿炎.皮膚笛炎にともなう難治性間質性

肺炎の治療方針

PM-DM にともなう急速進行性間質性肺炎は,

発症率が低く,病状の進行が連いため,ランダム

化比較試験に適 さない.そのため,現在当科では

過去の文献報菖および自験例の経験から,①ステ

ロイドパルス療法 (mPSLまgを3日間連続静注,

引き続いてPSL体重あたり1mg連日内服),②シ

クロスポリン (通常はネオーラル{R内服,トラフ

200ng/mL以下,2時闇値 800-lOOOng/mLを目

標に調整),③シクロホスファミド大量静注療法

(エン ドキサン食500mgを2過ごと,あるいは

500mg/m2を4週ごとに点滴静注),CADM ある
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いは治療抵抗性の場合にはシクロホスファミドの

代わりにミコフェノール酸モフェチル (セルセプ

ト貧,を一日1500mg内服),④抗凝固療法 (低分子

ヘパ リン,--田塞75国際単位/kgフラグミンlj{)杏

24時間持続静注),⑤非侵襲的陽庄換気 佃PPV,

noninvasivepositiveventilation),呼吸不全の進行

が早く重篤な場合に,⑥エンドトキシン塀着療法

(PMX-DHP,腎臓内科に依頼,2日間連続 して,

カラムが詰まるまでできるだけ長く吸着)を行な

っている.これ以外に,抗菌薬,利尿薬,抗濃塙

薬,ST合剤JgG製斉ILjub補充,ビスフォスフオ

ネ… ト製剤,抗葉蘭薬,好中球エラスターゼ阻害

薬などを病状に応 じて使用 している.

結 語

多発性筋炎,皮膚筋炎には,約 40%の症例に間

質性肺炎が合併する.特に筋症状に乏 しい皮膚筋

炎では,約 50%の症例に急速進行性間質性肺炎

をともない,致死的となることが多い.近年,筋

症状に乏 しい皮膚筋炎に特異的に見られる自己抗

体,抗 CADM-140抗体が見出され 早期診断の

泊1滴マーカーとして期待 されている.抗 CADM-

140抗体陽性の皮膚筋炎にともなう間質性肺炎に

対 して,シクロスポリンや ミコフェノ-ル酸など

の免疫抑制薬や,エンドトキシン吸着を剛 1た治

療が試みられている.
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