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〔総説〕

サルコイドーシスとその周辺疾患との関わり

膠原病

冨岡洋海

【要旨】

サルコイドーシス（サ症）の診断においては，その診断を決定付ける特異的な所見がないため，除外診断が基本となる．

全身性疾患であるという点から種々の膠原病との鑑別が問題となるが，乾燥症状，体重減少，発熱，リンパ節腫脹，呼吸器
症状，皮膚病変などは，共通して認められるものである．また，サ症は多様な免疫異常を呈し，これら膠原病との合併例の
報告も多く，注意深い診断的アプローチが必要である．サ症と膠原病との合併としては，関節リウマチ，シェーグレン症候
群，強皮症などとの合併例の報告が多い．また，関節リウマチに対するTNF-α阻害薬投与例では，サ症あるいは類似肉芽
腫性反応の発現にも注意する必要がある．サ症病変は膠原病の症候として認識されやすく，病理学的検索が不充分な場合に
は，合併が看過される可能性がある．
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１．はじめに

（SLE），強皮症（SSc），抗リン脂質抗体症候群に対し，サ

膠原病は全身性結合組織の疾患であり，病因として自己

症は，ベーチェット病と同じく，性差のない疾患として検

免疫を含む何らかの免疫異常が想定されている．全身性疾

討されている1）．次に，②に関して，サ症と主な膠原病に

患として認識されるべきサルコイドーシス（サ症）は，免

みられる全身の臓器罹患頻度の比較をTableに示す2）が，

疫異常という共通の病態からも，膠原病との鑑別，また合

膠原病の種類によって，様々なオーバーラップが認められ

併が問題となる．本稿では，まず，サ症と膠原病との鑑別

ている．

について，次に，それらを踏まえたうえで，サ症の合併症
としての膠原病について，概説する．

２．サ症と膠原病との鑑別

１）肺病変
膠原病は，間質性肺炎，細気管支炎，気管支病変，胸膜
炎，肺高血圧症，肺血栓塞栓症，血管炎，リウマチ結節，

サ症とその周辺疾患としての膠原病を考える時，次の3

肺門・縦隔リンパ節腫脹など，多彩な肺病変を呈する．特

つのポイントが重要である．①両者は共に免疫異常という

に問題となる間質性肺炎の病理組織所見では非特異的間

共通の病態を有していること，②全身性疾患としての認識

質性肺炎（NSIP）パターンが比較的多い．一方，サ症で

が必要であること，③サ症の診断においては，診断を決定

は，上葉優位の線維化病変を呈する場合が多いこと，気管

付ける特異的な所見がないため，除外診断が基本であるこ

支肺胞洗浄液（BALF）所見でのリンパ球比率増加，CD4/

と．よって，サ症と膠原病との鑑別はしばしば難しい場合

CD8比上昇が鑑別の参考となるが，まれに両下肺野の間質

がある．

性陰影を呈する場合もある．

まず，①，②について，特に欧米では，サ症は膠原病と
同じく，全身性自己免疫疾患として認識されている場合が

２）皮膚病変

多く，例えば，40万人近い全身性自己免疫疾患患者のbig

皮膚病変は，多くの膠原病で，またサ症においても，確

dataを解析した研究では，性差において女性優位の疾患で

実な生検が行いやすいことから，診断と経過をみるうえで

あるシェーグレン症候群（SS）
，全身性エリテマトーデス

重要な病変である．本邦ではまれであるが，欧米ではサ症
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Table.

サルコイドーシスと主な膠原病にみられる臓器罹患頻度＊

サ症
SS
RA PM／DM SSc SLE AOSD
肺
95.0％ ○
◎
○
◎
○
○
皮膚
15.9％ ○
○
○
◎
◎
◎
リンパ節
15.2％ ○
－
－
－
○
◎
眼
11.8％ ◎
○
－
－
○
－
肝臓
11.5％ ○
－
－
－
○
○
結節性紅斑
8.3％ －
－
－
－
－
－
脾臓
6.7％ －
－
－
－
○
◎
神経系
4.6％ ○
○
－
－
○
－
耳下腺／唾液腺 3.9％ ◎
－
－
－
○
－
骨髄
3.9％ －
－
－
－
－
－
高Ca血症
3.7％ －
－
－
－
－
－
－
－
－ ○§
－
耳鼻科領域
3.0％ ○ §
○
－ ○＊＊ ○＊＊
心臓
2.3％ ○＊＊ ○＊＊
腎臓
0.7％ ○
○
－
○
◎
○
骨／関節
0.5％ ○
◎
◎
－
◎
◎
筋肉
0.4％ ○
－
◎
－
○
○
レイノー現象
－
○
－
○
◎
○
－
◎頻度が高い，○高頻度ではないがあり，－まれ
サ症：サルコイドーシス，SS：シェーグレン症候群，RA：関節リウ
マチ，PM／DM：多発性筋炎／皮膚筋炎，SSc：全身性強皮症，SLE：
全身性エリテマトーデス，AOSD：成人スティル病
＊＊
心膜炎，§慢性甲状腺炎
＊
文献2）より．サルコイドーシスについてはBaughman RP, et al. Am
J Respir Crit Care Med 164：1754-1755, 2001より，各膠原病につい
ては，日内会誌96：2159-2213，2007，リウマチ・膠原病診療チェッ
クリスト（三森経世），p158-257．文光堂，東京，2004．を参考とし
た．

の重要な初発症状の一つである結節性紅斑は，ベーチェッ
ト病や溶連菌感染症などでも認められ，サ症に特異的なも
のではない．
３）関節病変
欧米では，サ症患者の約1/4が関節病変を呈し，比較的
頻度が高い3）のに対し，本邦での頻度は低く，サ症発見時
症状として，関節痛は1.6％に認めるとされている4）．サ症
の関節病変は，急性・一過性型と持続性・慢性型とに分類
される．急性型について，サ症関節炎55例と，その他の関
節炎524例を比較検討したオランダからの報告5）では，サ
症関節炎は，3月～6月の発症が37例（67％ ）と有意に多
く，また，喫煙者が有意に少ない（4例，7.3％）とされて
いる．さらに，①結節性紅斑，②2 ヶ月以内の発症，③40
歳未満，④対称性の足首関節炎のうち，3つを満たせば，感
度99％，特異度93％でサ症による関節病変と診断できる
とされている．多発関節炎，結節性紅斑，両側肺門リンパ
節腫脹（BHL）を呈する急性発症型のサ症はLöfgren症候
群として，欧米，特に北欧では比較的多く経験されるが，
日本人ではきわめてまれである．本邦での日常臨床におい
て，関節リウマチ（RA）の鑑別疾患として，サ症は想定
されない場合が多く，実際，当初RAと診断され，RAの治
療が行われていたサ症例も報告されている6）．
慢性型関節サ症では主に肩・膝・手・足関節が障害さ
れ，手足の小関節は免れることが多い．関節破壊，変形を
きたす場合もあり，滑液分析で，RAや感染性関節炎と比
較し， サ症関節炎は炎症性変化が弱いとされているが，
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RAとの鑑別のために，滑膜生検が必要な場合もある7）．な
お，サ症の骨病変として手指骨は好発部位でもあり8），サ
症による骨病変の可能性も考慮する必要がある．
４）眼科／耳鼻科的病変
ドライアイは原発性および二次性SSによるものが代表
的であるが，サ症においても，涙腺，唾液腺病変をそれぞ
れ3％，6％認め9），ドライアイを生じる場合がある．また，
SSにみられる耳下腺腫脹は，発熱，顔面神経麻痺，ブドウ
膜炎とともに，サ症の一亜型であるHeerfordt症候群の4
徴のひとつでもある．SSは涙腺，唾液腺を標的とした臓器
特異的自己免疫疾患であるが，同時に全身性自己免疫疾患
としての特徴を持ち，サ症同様，肺病変や皮膚病変をきた
し，臨床所見のみからの鑑別が難しい場合がある．欧米の
SS分類基準10）では，除外基準項目のひとつとしてサ症が
記載されている．
５）筋肉病変
サ症の筋病変の多くは無症状で，筋炎様の症状を呈する
ことは稀である．臨床的に，急性～亜急性筋炎型，慢性ミ
オパチー，腫瘤型ミオパチーの3型に分類される11）．この
うち，急性～亜急性筋炎型では，多発性筋炎（PM）
／皮膚
筋炎（DM）との鑑別が問題となる．本邦報告例の検討で
は，中高年の女性に多く，筋力低下に比し，CK上昇が軽
度であるとされている12）．骨格筋MRIでは，筋萎縮像に加
え，びまん性に高信号域，時に多数の小結節を認めるが，
多くは造影効果がなく，非特異的でPM／DMなどのほかの
炎症性ミオパチーとの鑑別は困難とされる．確定診断は筋
生検で非乾酪性類上皮細胞肉芽腫を確認することであり，
後述するPM／DMとサ症の合併例においては，組織学的検
索が行われなかった場合には，サ症の診断は難しくなる．

３．サ症と膠原病との合併
１）サ症と膠原病との合併に関する疫学
本邦サ症の合併症全国集計によると，877例のサ症の合
併症として，悪性腫瘍99例，感染症83例についで，膠原病
合併例は37例（4.2％ ）と多く，その詳細はRA 30例，SS
11例，SSc 6例，混合性結合織病（MCTD）4例，DM 2例，
SLE 1例（重複例あり）と報告されている4）．
一方， 欧米においては， 膠原病569例（RA 263，SLE
144，SS 19，その他143例）の経過観察で，6例（1.1％ ）
でサ症が発症したとの報告がある13）．その内訳は，SLE 1
例，RA 3例，SS 5例（原発性1例，二次性4例），SSc 1例
となっており，母集団の中でSSが比較的少ないことを考
えると，SSでのサ症発症率が高い印象がある．また，英国
において1510例のサ症を対象に行われた疫学調査14）によ
ると，自己免疫性疾患を含む慢性炎症性疾患はサ症と有意
な関連を認め，中でもSLEや自己免疫性肝炎との関連を強
く認めた．また，米国の2施設での15例と文献報告例53
例，計68例の合併例の検討15）では，SSc 29例，RAとSLE
各13例，PM／DM 9例，MCTDと 乾 癬 性 関 節 炎 各2例 と
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なっており，膠原病とサ症の診断時期に関しては，46％で
膠原病の診断が先行，25％はほぼ同時，28％はサ症診断が

３）関節リウマチ（RA）との合併
一般的にRAにサ症を合併する頻度は低いと考えられて
いる．本邦では，岡元ら21）が，RA診断後にサ症を合併し

先行していた．
膠原病患者において，サ症病変の出現は，病理学的検索

た7例の報告を集計し，RAの発症から合併まで1～15年

が不充分な場合には，膠原病の症候として合併が看過され

（平均7.5年）で，RA寛解期での合併が多いとしている．サ

る可能性があり，膠原病をはじめとする自己免疫疾患は，

症患者が，対称性多発関節炎，特に手の小関節炎を呈する

従来考えられているよりも高頻度にサ症を合併するとの

場合には，RAの合併について精査する必要がある．サ症

指摘もある13）．

におけるRA関連自己抗体の陽性率を検討した報告では，
リ ウ マ チ 因 子 は 高 頻 度 に 陽 性 と な り（42例 中7例，

２）シェーグレン症候群（SS）との合併
膠原病の中では特にSSとの合併の報告が多い．一次性
SSにおけるサ症の合併頻度は1～2％とされているが，実
際はより高い可能性が考えられている

16）

16.6％ 22），61例中16例，26.2％ 23））， 非特異的であるが，
RAのマーカー抗体として特異度が高い抗CCP抗体に関し
ては，陽性例ではRAの合併と診断されている24）．また，

．その合併の機序

近年，RAの治療は生物学的製剤の導入により格段の進歩

として，SSの病変部ではTh1タイプのサイトカインが優

を遂げているが，TNF-α阻害薬の投与によるサ症（あるい

勢になっている17）ことから，サ症との免疫学的共通性が推

は類似肉芽腫性反応）の発症にも注意が必要である．これ

測されている．

までに50例が集計され25），男／女＝16／33例（不明1例）
，

18）

福家ら

は，組織学的確定診断がなされたサ症とSSと

平均年齢51±12歳で，治療薬としては，エタネルセプトが

の合併例27例を集計し，平均年齢52歳，男／女＝2／25例

33例と最も多く，インフリキシマブ7例，アダリムマブ10

と，SSが女性に多く，また中年発症サ症も女性に多いこと

例であり，対象疾患は，RA 35例，強直性脊椎炎9例，乾

を反映し，中年女性に多く，胸部X線分類ではⅠ期が多

癬性関節炎5例などであった．エタネルセプトが多い理由

く，ほとんどの症例でSS発症が先行していること，また，

として，本剤は可溶性受容体製剤であり，遊離型TNFの

SSに加え，RAをはじめとするその他の膠原病や，甲状腺

みを阻害するという作用機序の違いが議論されている．

疾患，特発性血小板減少性紫斑病などの自己免疫疾患の合
併も多いとしている．Kurumagawaら19）は，乾燥症状を訴
えないサ症109例に対し，サクソンテストによるスクリー

４）多発性筋炎／皮膚筋炎（PM／DM）との合併
サ症とPM／DMとの合併例13例の集計26）によると，うち

ニング検査を行い，13例（11.9％）で唾液分泌低下を認め，

9例がDMであり，また，PM 4例のうち3例はSSを合併し

口唇生検を含めたさらなる精査の結果，3例（すべて女性）

ており，PM単独合併例はなかった．DMでは，B細胞およ

でSSの合併が診断されたと報告している．

びCD4陽性T細胞が筋内に浸潤することによって筋線維

は，両疾患の合併として報告された

の障害がおこると考えられており27），免疫学的な類似性か

症例のうち，外分泌腺生検が行われた53例（自験例5例を

ら，SSと同様，サ症との合併が理論づけられている．な

含む）を詳細に検討している．病理組織学的に，限局性リ

お，報告例13例中10例が日本人であり，遺伝的素因の関与

ンパ球性唾液腺炎と，外分泌腺あるいは他の組織において

も推測されている．

Ramos-Casalsら

16）

非乾酪性肉芽腫が認められたものを合併例とすると，28例
は合併例と確認されたが，残り25例（47.2％）はSS類似の
サ症であったとしている．さらに，これらSS合併例とSS
類似のサ症を比較すると，両者共に口腔・眼乾燥症状は高

５）全身性エリテマトーデス（SLE）／抗リン脂質抗体症
候群との合併
SLEとサ症の合併例の報告28,29）は少なく，ほとんどが女

率であったが，合併例では，関節病変の頻度や，抗核抗体，

性である．しかし，先に述べたように，英国における疫学

リウマチ因子，Ro／SS-A抗体の陽性率が有意に高かった．

研究においては，サ症とSLEは有意な関連が認められてい

両疾患の鑑別，あるいは合併の診断には，病理組織学的ア

る14）．また，サ症による中枢神経症状との鑑別が問題と

プローチが重要であり，乾燥症状や耳下腺・唾液腺腫脹な

なったCNSループスの症例が報告されている30）．

どの臨床症状・所見のみでは診断を誤る場合がある．な

抗リン脂質抗体症候群とサ症の合併もまれとされてお

お，この検討での外分泌腺生検の病理組織所見では，22例

り，2006年の集計で4例が報告されている31）．欧米では，

（42％）で非乾酪性肉芽腫を認めており（6例では同時に限

サ症患者には血栓性イベントの報告も多く，このような場

局性リンパ球性唾液腺炎もあり）
，サ症の診断における唾

合には抗リン脂質抗体症候群を疑うべきとされている．

液腺生検の重要性にも注目すべきである．また，肺野病変
に関しても，SSとサ症の鑑別は難しく20），SS症例におい

６）強皮症（SSc）との合併

て，肺野に多発結節影を呈する場合には，サ症を鑑別に挙

強皮症とサ症の合併は比較的まれであるが，30例を集計

げ，積極的な組織学的アプローチを試みるべきである．な

した報告32）があり，うち21例は女性で，18例は限局性SSc

お，SSとの異同が議論されていたミクリッツ病は，現在

であった．SSc先行が16例，同時発症が8例であった．

IgG4関連疾患と考えられており，サ症との合併，鑑別のう
えで，注意が必要である．

（本総説の要旨は，第35回日本サルコイドーシス／肉芽腫
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サルコイドーシスと膠原病

性疾患学会総会（2015年11月8日，大阪市）でのシンポジ

codosis or Sjögren’s syndrome?：clues to defining mimicry or

ウムにて講演した．
）

co-existence in 59 cases. Medicine. 2004; 83: 85-95.
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