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はじめに
　サルコイドーシス（サ症）をはじめとする慢性炎症性肺
疾患は，その多様性が故に，その臨床研究（特に前向き介
入研究）の遂行がきわめて困難である．同じ疾患概念に相
当する疾患であっても，患者個人により臨床経過は大きく
異なる．特に肺サ症は，“自然寛解”という他の疾患には
ない臨床経過をたどる例が存在し，また，肺線維化をきた
す場合，多くは10年以上にわたり，きわめて緩徐な経過を
たどる．このような臨床経過の多様性が，新規治療薬の臨
床治験の遂行を困難にさせている要因と考えられる．しか
し，全身性ステロイドを必要とし，また，呼吸不全により
日常生活に支障をきたす症例は一定の割合で存在するこ
とは事実である．しかし，長年の研究の歴史を有する本疾
患であるが，いまだにその病態解明，画期的治療薬の発見
には至っていないのが現状である．本執筆者はこれまで，
肺サ症の多様性の理解に向け，複数の視点からの研究に携
わる機会を得，その概要を説明する．

１．難治性（重症）サ症の定義をどう考えるべき
か？

　疾患における難治性の定義は様々であり，サ症において
も明確な定義はない．時には，日常生活に支障をきたす場

合には，重症と定義される疾患もあるいっぽうで，治療抵
抗性，例えば，重症喘息のように，高用量のステロイドの
使用下でもコントロール不良を重症と呼ぶ疾患もある1）．
同じ呼吸器疾患という意味では，慢性閉塞性肺疾患は，従
来の呼吸機能（一秒量）のみではなく，複数のoutcome

（composite outcome）を捉えることが趨勢であり，また特
発性間質性肺炎は，いわゆる早期（stageⅠ）であっても，
急性増悪をきたす群がおり，これらを早期にピックアップ
することが重要とされている2）．“難治性”の定義の見解
は，個々の意見によるものと思い，筆者は明言はしない
が，個人的には，現在の個人調査票における重症度のよう
に，加療（内服ステロイドあるいは免疫抑制剤）を必要と
するサ症を重症と捉えることでよいように感じている．こ
のような患者さんにおいて，肺の線維化や呼吸機能の低下
を防ぎ，平均寿命を達せられるようにすることが，呼吸器
内科医の使命と考える．

２．なぜサ症の臨床研究の遂行は難しいのか？
　サ症は原因不明の疾患であり，現時点では完治させるこ
とができる特効薬はなく，本症の病態が遅延型アレルギー
に基づく反応であるとも考察されていることから，ステロ
イドをはじめとした多くの免疫抑制薬が病態のコント
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ロールに使用されてきた．しかし，本症は臨床症状，自然
経過，罹患臓器，重症度が多彩で，病変が自然にまたは治
療により改善することも多い．多くの慢性呼吸器疾患の臨
床経過の多様性が報告される中，サ症は，更に自然寛解と
いう特異な経過を呈することがあり，更に臨床経過の多様
性が増加する3）．また，慢性に悪化するとはいえ，時に
20-30年という単位で肺の線維化が悪化する症例も珍しく
なく，サ症の臨床経過は人生より長いとも言われる所以で
ある．よって，治療効果の評価が難しく，治療法の確立の
ためのエビデンスとなる無作為対照試験（RCT）を行うこ
とが難しく，エビデンスに基づく確立した治療ガイドライ
ンはない．また，サルコイド肉芽腫が抗原と生体の免疫シ
ステムとの相互作用によって形成されることから，生体に
とって肉芽腫性炎症は抗原を排除するのに必要であり，治
療によって肉芽腫性炎症を抑えることは，未知の抗原の排
除に不利に働く可能性もある4）．本症が必ずしも治療が必
要というわけではないことは多くの医師が理解している．
本症における治療は線維化などの不可逆的な変化を起こ
すのを一時的に抑え，良好な自然経過に戻るまでじっと待
つというスタンスである．ステロイドを含めた全身性の免
疫抑制薬を使用するにあたっては，患者の長期的な予後，
背景因子を考慮に入れながら，長い経過をみる覚悟で治療
にあたらなければならない．1999年に公表されたATS（米
国胸部疾患学会）／ERS（欧州呼吸器学会）／WASOG（国
際サルコイドーシス／肉芽腫性疾患学会）による本症に関
する合同ステートメントでは，皮膚病変，前部ぶどう膜
炎，咳などの軽症の病変に対しては局所ステロイドで対応
すべきであり，心病変，神経病変，腎病変，ステロイドの
局所投与が無効の眼病変，高カルシウム血症には全身性の
ステロイド投与が必要であると述べている5）．それ以外の
肺病変や肺外病変については，全身性ステロイドの必要性
については不明で，進行性の症状のある場合や，無症状で
も肺野病変があり，呼吸機能が著しく悪化していく場合に
は治癒したほうがよいと述べている．

３．ステロイド治療
　ステロイドはサルコイドーシスに対する治療薬として
1950年代に有効性が報告され，本症の治療薬として導入さ
れて以来，その効果および速効性から本症の治療の中心と
なっている．短期的には全身性ステロイドを使用して，症
状や病変が改善することは確かめられているが，長期的な
有効性については不明である．ステロイド治療の二重盲検
比較試験は，重症例では偽薬投与に倫理的問題があり，か
つ重症例が少ないことにより，軽症例および中等症例で行
われている．今まで米国，日本，東独での成績があるが，
いずれもステロイド投与早期（3～6 ヵ月）ではステロイド
群の病変改善率が高いが，1年以後では対照群と差はみら
れず，その後の長期の観察でも両群に差はみられなかっ
た．その他の報告でも，ステロイド治療はサルコイドーシ
スの自然経過に影響を与えるかどうかについては議論の
あるところである．長期予後に対する効果について否定的

な報告が多いが，これらの報告のほとんどは対象例が軽症
であり，一部にしかみられない重症サルコイドーシスにつ
いてもあてはまるかどうかは疑問のあるとことである．
Gibsonらは，対象を限定してステロイドの投与を行えば
有用性が高いとしている6）．一方，Gottliebらは長期的に見
た場合，ステロイド治療群のほうが自然寛解群よりも再発
率が高かったとして，ステロイドが自然治癒を遷延させる
可能性を指摘している．したがって，現在のところ本症に
全身性のステロイドを投与するのは，①ほかの薬剤ではコ
ントロールが不可能な症状を有するとき，②局所的治療で
はコントロールができない症状を有するとき，③著しく生
活の質が脅かされるとき，④生命を脅かす著明な臓器障害
が予想されるときに限定されるべきである．
　肺サ症に対して，いつ，どのように治療するかについて
エビデンスに基づいたガイドラインは存在しないが，日本
サルコイドーシス／肉芽腫性疾患学会は日本呼吸器学会，
日本心臓学会，日本眼科学会との共同研究として2003年
に「サルコイドーシス治療に関する見解―2003」を発表し
た7）．これは今までの報告を参考に，多くのサルコイドー
シス患者を診療している専門家の合意による「コンセンサ
スレポート」であり，いわゆるRCTによるエビデンスによ
るものではない．その後，約16年が経過し，専門の先生が
たからの意見も踏まえ，2018年に新たな指針「サルコイ
ドーシス診療の手引き」が発表された8）．この中で特記す
べきは，ステロイドの開始量を，少量，中等量，大量に分
けて記載されたことであり，従来の30 mg／日あるいは60 
mg／日隔日に限定されなくなった．この記載は，経験豊
富な先生がたの意見によるものと想像するが，実際サ症診
療をおこなっている臨床医にとっては，十分理解できる点
と思われる．

４．肺サ症に対する治療に関し，Scienceとして
我々ができることは何か？

　我々がおこなう臨床研究は，MINDS診療ガイドライン
作成の手引きによると，ランダム化比較試験　準ランダム
化比較試験　非ランダム化比較試験　横断研究　コホー
ト研究　症例対照研究　症例集積／症例報告　症例集
積／症例報告　個人の経験　動物実験　基礎研究　と順
列されている．そして，最後の項ほど，その不確実性が増
すとされており，この観点からすると，最も高いエビデン
スの蓄積には，ランダム化比較試験が必要ということにな
る．しかし，上記のようなサ症の多様性を考慮した場合に
は，決してその方法が得策とも言えず，この結果を期待し
ていたのでは，永遠にエビデンスを得ることができないと
も考えられるであろう．では，実際我々がすぐに着手でき
る臨床研究は何であろうか？　それは，各施設ごとに異な
るであろうし，また共同研究の規模の大きさにも左右され
るであろう．
　私は，皆さま臨床医の先生方が日常感じている疑問や，
従来のガイドラインに記載されていない治療法をおこな
う経験がある場合には，症例報告（複数の症例のまとめ）
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から始めることでも十分であると考える．身近な例をあげ
れば，2018年の「サルコイドーシス診療の手引き」に記載
された，ステロイドの3段階の使用量において，特に少量
ステロイドの使用とその成果に関してのエビデンスはな
く，少量でも効果を示した，という症例を提示していくこ
とから始めてもよいであろう．

５．難治性サ症に対する今後の展望
　上記のように，サ症の治療は長年の経験論に基づく，ス
テロイドを主とする加療が中心であり，今後は，症例報告
等の蓄積からでも一歩ずつ前進していく必要がある．いっ
ぽうで，サ症の病因論に基づいた治療戦略の構築も今後の
大きな課題であり，サ症の自然史を変える可能性を持って
いると思われる．江石らによるP. acnesによる内因性アレ
ルギー説に関するエビデンスが世界中に展開されつつあ
り4），全世界標準的な病因論が確立される日も近いかもし
れない．その上で，生体防御反応としての肉芽腫性病変の
形成を阻害するステロイドや免疫抑制剤の使用から，抗菌
薬への使用へと大きなかじ取りがなされる可能性もある
であろう．L型を主とするP. acnesに対する抗菌薬という
観点より，このかじ取りにはまだ時間を要するかもしれな
いが，今後の更なるサ症研究，臨床研究の発展を期待した
い．
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