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自己抗体の発現を伴うサルコイドーシス患者

自己抗体の発現を伴うサルコイドーシス患者の臨床的特徴
－特に多臓器病変との関連について－
杉崎勝教1)，松本哲郎1)，重永武彦1)，宮崎英士1)，津田富康1)，澤部俊之2)

【要旨】
サルコイドーシス患者のうち自己免疫疾患を合併したり自己抗体の発現をともなう患者について検討した．その結果，抗核
抗体及びリウマチ因子はサルコイドーシス患者では高頻度に陽性になることがわかった．一方自己免疫疾患を合併したり抗
核抗体が陽性となったサルコイドーシス患者では多臓器に病変が進展する傾向が認められた．さらにこれらの患者には中高
年女性が多く含まれ，皮膚病変を合併する頻度が高かった．こうした患者では疾患が重症化する可能性があり注意深い経過観
察が必要である．
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Characteristics of Sarcoidosis Patients with Autoantibodies,
Focusing on the Multi-organ disease
Katsunori Sugisaki1), Tetsuro Matsumoto1), Takehiko Shigenaga1), Eishi Miyazaki1),
Tomiyasu Tsuda1), Toshiyuki Sawabe2)

【ABSTRACT】
We investigated the incidence and characteristics of sarcoidosis patients who were positive to autoantibodies or complicated
with autoimmune diseases. The results revealed that antinuclear antibody and rheumatoid factor were highly positive in sarcoidosis patients. In addition, those patients who were positive to autoantibodies or complicated with autoimmune diseases had a
tendency to develop multi-organ disease of sarcoidosis and to be complicated frequently with skin lesions, compared with those
who were negative to antinuclear antibody. They also included greater number of female patients older than 40 year-old. We
have to pay much attention to those sarcoidosis patients positive to autoantibodies or complicated with autoimmune diseases,
because they have the risk to develop a refractory disease.
[JJSOG 2000;20:27‑30]
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2.

次にサ症患者を明らかな自己免疫疾患に合併したA群，

サルコイドーシス（以下サ症）では自己免疫疾患が合併

明らかな自己免疫疾患の合併のない者で抗核抗体が20

したり自己抗体が出現することが報告されており1-4)，サ症

倍以上の B 群，及び明らかな自己免疫疾患の合併のな

と他の自己免疫疾患との間に何らかの共通性が存在するこ

い者で抗核抗体が20倍未満のC群の3群に分けた．各群

とが推測されている 5)．しかし自己免疫疾患が合併したり

の臨床的背景と臓器障害点数及び主要臓器障害の頻度

自己抗体が出現したサ症患者が臨床的にどのような特徴を

をTable 2に示した．3群間では年齢でC群がやや若年で

もっているかについてはこれまであまり詳しく検討された

ありまた性別でA群，B群はC群に比べ有意に女性が多

ことがなかった．そこで今回我々はサ症患者のうち自己免

かった．ACE値や肺機能などの検査所見に有意差はな

疫疾患を合併した群，明らかな自己免疫疾患は合併してい

かった．一方サ症の重症度の一つの指標と考えられる

ないが抗核抗体が陽性である群，いずれも陰性の群の3群に

臓器障害点数では C 群に比べ A 群（ p<0.005）や B 群

わけ，その臨床像，特にサ症の重症度と関連性が強いと考

（p<0.05）が有意に高値であった（Figure 1）．臓器別病

えられる多臓器病変の程度とその内容について検討した．

変の有無について見ると自己免疫疾患合併の A 群では

C群に比べ高頻度に皮膚病変を合併しており（p<0.001）

対象と方法

（Figure 2）
，肺や心病変でも C 群より高頻度に障害され
る傾向があった．またB群でもC群に比べ皮膚病変が有

サ症患者 61名，性別・年齢を一致させた喘息患者29名お

意に高い頻度で出現していた（p<0.05）
（Figure 2）
．眼

よび当院の職員を中心にした健常成人 167 名を対象とし

病変については3群間で有意差を認めなかった．

た．喘息患者のうち内服ステロイド剤を常用している患者
は除外した．サ症患者については全例抗核抗体，RAテスト

3.

及び血清免疫グロブリンの値を測定した．抗核抗体は HEp2 細胞を用いた蛍光抗体間接法（MBL 社製）で測定した．
RA テストは日水製薬社製 RAテスト−Ｎ「ニッスイ」を用

いて40歳以上の女性が占める割合を比較検討した．そ
の結果，A 群プラス B 群 31 名中 40 歳以上の女性は 26 名
で 84％であり，一方 C群では30 名中15 名，50％で有意

いて測定した．多臓器病変の程度を臓器障害点数で示した．

に前者に40歳以上の女性が多かった（Figure 3）．

即ちサ症により障害をうけた臓器があればおのおの１点と
し経過中の点数の総和を臓器障害点数とした．このとき肺
は Wurm-Heilmyer 分類のⅡ期とⅢ期を臓器障害１点とし 0
期とⅠ期は臓器障害0点とした．またリンパ節病変も臓器障
害0点とした．基本的に初診時までと初診より1年間経過を
観察した段階での臓器障害点数で評価した．統計処理には
カイ二乗検定，unpaired student T-test を用い，一部Cochran-

Mantel-Haenszel 検定法を用いた．

A群やB群では女性が有意に多く，また平均年齢がC群
に比べて高齢であることから，A群，B群及びC群にお

4.

以上の検討により自己免疫疾患合併群や抗核抗体陽性
群は陰性群に比べ多臓器病変をおこしやすく皮膚病変
を合併しやすいことが考えられた．しかし自己抗体発
現は単に中高年女性の属性の一つであり，単独で多臓
器障害のリスクとなるかどうか疑問が残った．そこで
性別を女性に限定したうえで抗核抗体陽性群が多臓器
病変を起こすリスクを Cochran-Mantel-Haenszel 検定
法による解析により計算した．その結果相対危険度

結果
1.

サ症患者61名中自己免疫疾患を合併した患者は７名で
あり，その内訳は慢性関節リウマチ3名，シェーグレン
症候群2名，慢性甲状腺炎2名であった．20倍以上を陽
性とした時の抗核抗体陽性者は 61 名中 30 名で陽性率
は 49％であった．これは喘息患者群の 11％（p<0.001）
や健常対照群の35％（p<0.05）と比べ有意に高値であっ
た．RAテストの陽性者は61名中16名で陽性率は26%で
あった．これは喘息患者群の 11％とくらべ高い傾向が
あったが有意差は得られなかった．血清中のlgG値はサ
症群で平均 1864mg/ml で喘息群より有意に高値であっ
た（p<0.0002）
．（Table 1）
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（Relative risk）は2.17（95％信頼区間0.5-10）と抗核抗
体陽性はサ症における多臓器病変のリスクになること
が考えられた．
Table 1

The positive rate of serum autoantibodies and the
concentration of serum IgG in the patients with
sarcoidosis, asthma and in the healthy controls.
Values represent means ± SD for age and serum IgG
concentration.
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Table 2

自己抗体の発現を伴うサルコイドーシス患者

Characteristics of sarcoidosis patients who were complicated with autoimmune diseases (Group A), positive to anti-nuclear antibody (Group B), and negative
to anti-nuclear antibody (Group C). Values represent
means ± SD for age, SACE, serum IgG concentration,
%VC, and total score of involved organs.

Figure 3 The percentage of female sarcoidosis patients older
then 40 year-old,in the two groups; who were
complicated with autoimmune diseases or positive to
anti-nuclear antibody (Group A+B), and negative to
anti-nuclear antibody (Group C).

考察
サ症では従来から種々の自己抗体の出現率が高いことが
報告されてきた．即ちOreskesらは64例のサ症中 38％の頻度
でリウマチ因子を検出し1)，Wissenhutterらはサ症の 5-30％
に抗核抗体が陽性，20-40％にリウマチ因子が陽性であった
ことを報告している 2)．サ症は一般に細胞性免疫の賦活化
Figure 1 Total score of involved organs, compared among the
three groups who were complicated with autoimmune
diseases (Group A), positive to anti-nuclear antibody
(Group B), and negative to anti-nuclear antibody
(Group C). Data represent means ± SEM.

によりおこる疾患と考えられているが，病巣局所でのヘル
パー T 細胞の活性化の結果，Ｂ細胞系も活性化されてポリ
クローナルに高γグロブリン血症をきたし，一部自己抗体
や免疫複合体を形成すると考えられる 5)．こうした自己抗
体がサ症の病態形成にどのような影響を与えるかについて
は明らかでないが，最近甲状腺組織や唾液腺組織といった
分泌腺に対する自己抗体がサ症患者で高率に発現してお
り，これらの自己抗体の発現がサ症患者の甲状腺や唾液腺
での障害に関連していることを示唆する報告がでてきてい
る3-4)．さらに慢性甲状腺炎やシェーグレン症候群などとサ
症の合併例がしばしば報告されており，これら両者におけ
る病態の共通性が指摘されている 6)．さらに自己免疫疾患
のうち慢性関節リウマチ，慢性甲状腺炎及びシェーグレン
症候群などは病巣部での Th1 優位のリンパ球浸潤が病巣形

Figure 2 The incidence of skin lesions in sarcoidosis patients;
who were complicated with autoimmune diseases
(Group A), positive to anti-nuclear antibody (Group B),
and negative to anti-nuclear antibody (Group C).

成に重要とされている．サ症は代表的な Th1 優位な疾患で
あり先の様な自己免疫疾患が合併した場合症状が相乗的に
増悪する可能性が考えられる．
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抗核抗体は最も日常的に測定される自己抗体であり，そ

結論

の産生は自己免疫疾患の発症機序ち密接に関連しているこ

サルコイドーシス患者 61名について自己抗体の発現とそ

とが推測されている．今回我々が使用した HEp-2 細胞を用

の患者背景について検討した．その結果抗核抗体陽性率は

いた蛍光抗体間接法（MBL社製）で20倍をカットオフ値と

49％で対照群に比し高率であった．またリウマチ因子も25

したときの抗核抗体陽性率はサ症で 49 ％で，これは人間

％の患者に陽性で高率となる傾向を認めた．抗核抗体陽性

ドック受診 100 名健常人で 24％の陽性率であったとする報

もしくは自己免疫疾患合併群は抗核抗体陰性群に比較し

告 7) と比べても高い陽性率と考えられた．またリウマチ因

て，多臓器病変を起こしやすくまた皮膚病変を合併しやす

子の陽性率もサ症で26％と，健常人における陽性率が3-5％

い傾向を認めた．

であったとする報告 8) とくらべるとやはり高い傾向が認め
られた．サ症でこうした自己抗体が高率に陽性となること
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