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高安動脈炎の診断とPET検査

研究代表者　針谷 正祥
（東京女子医科大学）

横断研究分科会長　髙崎 芳成
（順天堂大学）

大型血管炎市民公開講座開催に寄せて

　高安動脈炎は眼科医の高安右人博士が約110年前に発見・報告された病気です。これまで大動脈炎症候

群とも呼ばれてきました。大動脈とその枝ばかりでなく、消化器、肺、皮膚、眼、耳など全身の臓器に病気が及ぶ

こともあり、名称が改められました。厚生労働省の特定疾患に指定されており、我が国には6000名余りの患者

さんが登録されています。日本では女性の患者さんが男性の8倍います。女性では15歳から20歳代前半の発

症例が最多です。比較的希少な病気であることと症状が多彩であることから診断までに時間がかかることが多

く、発症後数年を経て診断されることも珍しくありません。大動脈弁閉鎖不全など心臓、炎症性腸疾患などの

消化器の症状から見つかることもあります。

　症状として多いのは、発熱、全身倦怠などの全身症状と上肢、頸部、胸痛などの局所症状、失神、頭痛、視

力低下、歯痛、難聴などの頭部症状に分けられます。この病気に特有な症状が少なく、特に若い女性に多く発

症することも診断を難しくしています。これらの症状から高安動脈炎が疑われた場合は、CRPなど血液検査で

の炎症反応と画像検査での特徴的な変化から診断されます。画像検査としてこれまで行われてきた血管撮影

に代わってより負担の少ない検査として、CT、MRI、頸部の血管エコー、FDG-PET検査があります。画像検査

の精度が向上したため、血管が狭窄・閉塞する前に血管壁が肥厚する段階で診断することができ、早期診断が

容易になりました。特にPET検査は2018年4月から一部医療保険でカバーされるようになりました。PETは炎症

を起こしている血管の場所、免疫抑制治療中に再燃した場合の炎症の程度などを診断する検査です。これら

の画像検査の組み合わせで、高安動脈炎の診断はより安全に、容易に、正確に行われるようになりました。また

合併症の確認ため、必要に応じて繰り返し検査が行われます。高安動脈炎は治療法も大きく進歩していること

から、早期の診断・治療で患者さんを苦しめる合併症が大きく減ってきています。

略 歴

　本日は『大型血管炎市民公開講座　あなたと一緒に考える高安動脈炎と巨細胞性動脈炎（側頭動脈

炎）の診療』にご来場いただき有難うございます。この公開講座は、難治性血管炎に関する調査研究班（難

治性血管炎班）と公益財団法人日本心臓血圧研究振興会が主催し、あけぼの会にご後援いただいており

ます。難治性血管炎班は血管炎診療に携わる国内の代表的な基礎医学研究者および臨床医学研究者

が協力し、血管炎に対する難病対策の向上および難病支援体制の充実を目指して活動しています。臨床

医学研究者としてさまざまな診療科の専門家にご参加頂き、小児から成人までをカバーする体制を整えて

います。本日のテーマであります高安動脈炎、巨細胞性動脈炎を含めて、当班では全部で9種類の指定難

病を担当しています。

　以前から、診断・治療が難しいと言われてきた大型血管炎ですが、2017年8月から大型血管炎の治療に

抗インターロイキン6受容体抗体であるトシリズマブが、2018年の4月から大型血管炎の新しい検査法とし

て18F-FDG PET検査が、それぞれ保険診療で使用できるようになりました。今回の市民公開講座ではこれ

らの最近の進歩、および2018年に改訂された血管炎症候群の診療ガイドラインを踏まえて、わが国の大型

血管炎診療を代表する3名の内科医と1名の小児科医に診断・治療について判りやすくお話し頂きます。ま

た、大型血管炎などの慢性疾患と上手にお付き合い頂くためのセルフマネジメントについて、日本慢性疾

患セルフマネジメント協会の武田飛呂城様にお話し頂きます。

　本日の市民公開講座が患者様、ご家族の皆様にとって有意義な時間となることを心から願ってお

ります。

難治性血管炎に関する
調査研究班

難治性血管炎に関する
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巨細胞性動脈炎の診断と治療高安動脈炎の新しい治療指針

日本リウマチ学会認定専門医、指導医、評議員
日本内科学会認定医、総合内科専門医
東京医科歯科大学膠原病・リウマチ内科非常勤講師

1997年　東京医科歯科大学卒業、内科研修後
2000年から2007年　東京医科歯科大学　膠原病・リウマチ内科
2004年―2005年　理化学研究所　免疫アレルギー科学総合研究センター
2007年から東京都健康長寿医療センター膠原病・リウマチ科医長
2016年から東京都健康長寿医療センター膠原病・リウマチ科部長

東京都健康長寿医療センター　杉原 毅彦

　巨細胞性動脈炎は60歳代から70歳代の方に発症することがある血管炎で、膠原病（こうげんびょう）の1つ

です。免疫が自分自身を攻撃する異常な状態になり、血管の壁に炎症がおこって血管の壁が傷んでくる病気を

血管炎と呼んでいます。炎症は、身近な日常生活の中では、体のどこかをぶつけたときにおこります。ぶつけた

場所は赤く腫れて熱をもって痛くなりますが、これが炎症のイメージになります。血管炎は理由もなく血管に炎

症を起こしてしまうので、難病と言われています。血管炎は、病気がおこる血管の大きさの違いから、大型血管

炎、中型血管炎、小型血管炎に分類されています。巨細胞性動脈炎は大型血管炎に含まれます。

　巨細胞性動脈炎で病気がおこりやすい血管は、頭部の皮膚の下を流れている動脈です。特に、こめかみから

額、髪の毛の生え際あたりに流れている動脈に病気がおこりやすいです。この血管は医学用語では側頭動脈と

呼ばれています。血管炎になると、動脈の壁が厚くなり痛みを伴います。病気が進行すると、血管の中が狭くな

り血液が流れにくくなります。症状としては今まで感じたことがないような頭痛や顎の痛みで、発熱や体のだるさ

を伴うことがあります。血液検査や画像検査で特徴的な異常を示します。その他の血管では眼に流れている動

脈や心臓から頭部や手足に流れている動脈にも血管炎が起こることがあります。今回の講演では、巨細胞性

動脈炎がどのような病気なのか理解していただきたいと思います。

　この病気は２０１５年から国が指定する難病となりました。治療法は新しい発見があり進歩しています。２０１

７年から、より良い治療を受けていただくことができるようになりましたので、巨細胞性動脈炎で行われる治療に

ついて皆さんに伝えたいと思います。また、国が定めている難病の認定を受けるために必要な要件についても、

今回の講演の中で整理したいと思います。

略 歴1991年3月　東京大学理学部生物化学科卒業
1996年3月　大阪大学医学部医学科卒業
1996年6月　大阪大学医学部附属病院第3内科・研修医
1997年6月　国立大阪病院・内科系研修医
1998年6月　大阪府立成人病センター循環器内科・レジデント
2000年4月　大阪大学大学院医学系研究科博士課程入学（分子病態内科学）
2004年3月　大阪大学大学院医学系研究科医学博士取得
2004年4月　国立循環器病センター研究所循環器形態部・室員
2007年4月　大阪大学医学系研究科循環器内科・特任助教
2009年11月 同上・助教
2015年8月　同上・講師
2016年1月　国立循環器病研究センター研究所血管生理学部・部長

国立循環器病研究センター研究所血管生理学部 部長　中岡 良和

　高安動脈炎は大動脈とその１次分枝血管に自己免疫による炎症で血管の構造変化が誘導されて血管の狭

窄・閉塞や拡張を来す難病です。高安動脈炎の初期には発熱、全身倦怠感、頸部痛などの非特異的な症状が

見られて、診断に時間を要することがあります。診断は画像検査が中心となり、主に造影CT, 造影MRI, 頚動脈

エコーとFDG-PETが用いられます。早期診断から早期に治療を開始することは、患者さんの予後改善に繋がり

ます。

　高安動脈炎の治療の中心は副腎皮質ステロイド（ステロイド）で、通常はステロイドを中～高用量で投与す

ると、高安動脈炎の炎症所見と症状は改善します。しかし、ステロイドの減量過程で半数以上の症例で再燃が

見られます。ステロイド治療抵抗性の高安動脈炎に対する治療法には、以前の治療指針（日本循環器学会

2008年版）では免疫抑制剤またはTNF阻害剤を併用してステロイドの減量を進めることが推奨されていまし

た。しかし、これらの薬剤がステロイド減量に奏功しない症例も多く見られていました。

　最近、ステロイド治療抵抗性を示す難治性症例に対して抗interleukin-6受容体抗体トシリズマブ(TCZ)が

有効とする報告がなされて、ステロイド治療抵抗性の高安動脈炎に対するTCZの有効性と安全性を検討する

治験が日本で進められました。その結果、わが国では2017年8月にTCZは高安動脈炎に新たに承認が取得され

て、保険適用となりました。また、日本循環器学会と難治性血管炎に関する調査研究班の合同研究班によっ

て、9年ぶりに治療指針の改訂がなされましたが、新しい治療指針（日本循環器学会2017年改訂版）ではステ

ロイド治療抵抗性症例にはTCZをセカンドラインで使用することが推奨されています。一方で、TCZによる治療

中は、血液検査で炎症マーカーのCRPや血沈などが陰性化してしまうので、担当医は患者さんから注意深く症

状を問診する必要があります。医師と患者さんの良好なコミュニケーションは、高安動脈炎の治療を安全にうま

く進める上で不可欠です。

略 歴
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やりたいことをするためのセルフマネジメント小児高安動脈炎の診断と治療

生まれつき血友病Aをもち、1985年頃までに薬害エイズ事件によりHIVに感染
2002年3月 早稲田大学 社会科学部 社会科学科 卒業
2006年4月 NPO法人日本慢性疾患セルフマネジメント協会 事務局 入局
2007年9月 スタンフォード大学 医学部 患者教育研究センターで、慢性疾患
  セルフマネジメントプログラム マスタートレーニングコース
  （5日間の研修）を修了、同プログラムのマスタートレーナー資格を取得
2011年10月 NPO法人日本慢性疾患セルフマネジメント協会 事務局長

現在、東京医科大学 医学倫理審査委員、NPO法人Asrid倫理審査委員、
全国難病センター研究会 運営委員、社会福祉法人 はばたき福祉事業団 評議員、
NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス 監事などを兼務

NPO法人 日本慢性疾患セルフマネジメント協会 事務局長　武田 飛呂城

　大型血管炎をはじめ、難病などの慢性疾患をもつ人には様々な課題が生じます。スタンフォード大学医学部

患者教育研究センターの調査によると、慢性疾患をもつ人が直面する課題は、大きく分けると以下の3つに分

類されます。

①治療や症状に関する課題：

 病気について知り、服薬や生活の制限などに対処すること、痛みやだるさなどの症状に対処すること

②社会生活に関する課題：

 病気をもちながら仕事や家事、育児などをすること、友人とのつき合いや趣味を続けること

③感情に関する課題：

 病気から生じるイライラや不安、やるせない思いに対処すること

　同センターは、これらの課題に自己管理で対処できるようになれば、仮に病気が治らなくても、日常生活を送

る上で困ることを減らすことができるのではないかと考え、体系的な自己管理支援プログラム「慢性疾患セルフ

マネジメントプログラム」を開発しました。

　慢性疾患セルフマネジメントプログラムは、毎週1回2時間半の集いを全6回、ワークショップ形式で行い、自

分に合う運動はどんなものかや、健康な食事、良いコミュニケーションのとりかた、様々な感情に対処する方法

など、様々な自己管理方法を学べます。

　本日は、短い時間でありますが、慢性疾患セルフマネジメントプログラムの中からいくつかの自己管理の方法

をお伝えし、病気とうまく付き合っていく方法について一緒に考えていきたいと思います。
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平成5 年4 月 神奈川県立子供医療センター 小児科研修医
平成8 年4 月 横浜市立大学医学部 大学院 小児科学入学
平成10 年3 月 東京都立清瀬小児病院 腎内科　
平成12 年4 月 横浜市立大学付属市民総合医療センター 助手　　　
平成14 年6 月 米国FDA, CBER, Division of Viral Product postdoctoral fellow
平成20 年4 月 横浜市立大学付属市民総合医療センター 准教授　
平成20 年7 月 国立成育医療研究センター 腎臓科医長　
平成20 年7 月 国立成育医療研究センター 腎臓・リウマチ膠原病科医長　
平成26 年11 月 横浜市立大学 大学院医学研究科 発生成育小児医療学 主任教授
平成27 年12 月 横浜市立大学 遺伝子診療部 部長

横浜市立大学 遺伝子診療部 部長　伊藤 秀一

　高安動脈炎は大動脈とそこから枝分かれする血管に炎症が起き、血管が狭窄する、拡張する、時には閉塞す

るなどの障害の結果、様々な臓器障害の症状が出るリウマチ疾患です。わが国の患者数は6000名と推定され

ています。一方、小児の高安動脈炎は稀で、わが国では100名程度の患者数が推定されています。小児では男

女比1：7で女児に多く、10歳前後から思春期に発症する患者が多く、小児でもHLAB52陽性の患者が多くを占

めます。小児高安病は原因不明の発熱や倦怠感で発症することも多く、その検査過程で診断される事も多い

のです。また、成人よりも腹部大動脈やそこから枝分かれする血管に病変が多く見られます。しかし、近年では

FDG-PET検査などの優れた画像診断技術の進歩もあり、早期に発見される小児患者が増えています。

　治療は成人に準じステロイド薬を中心に、難治例にはシクロホスファミド大量静注療法や2017年に登場した

生物学的製剤であるトシリズマブが選択されます。しかし、一旦治療が効いて病気が鎮静化しても、再発するこ

とが少なくないため、メトトレキセートやアザチオプリンなどの免疫抑制薬が再発防止に併用されます。成長期の

小児ではステロイド薬による副作用として成長障害が問題となるため、ステロイド薬以外の薬剤を上手に併用

し、ステロイド薬を減らす工夫が必要な点が成人の患者の管理と異なる点です。小児患者でも血管に狭窄や

拡張などの後遺症を残した場合は、血液を固まりにくくする薬剤を服用し血栓症を防止する必要があります。再

発も多く長期間の治療を必要とするため、小児リウマチ専門医の連携の下で管理することが望ましい疾患で

す。
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