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序　文

ベーチェット病は全身の諸臓器に急性の炎症発作を繰り返す難治性炎症性疾患です．ベーチェット病で
は特異的な検査所見がなく，多臓器にわたる症状や所見の組み合わせから診断がなされているため，診断
に苦慮することも少なくありません．そこで，厚生労働省の研究班が中心となって，日本を代表するベー
チェット病診療の専門医師が集まり，本病の臨床症状や治療法およびその効果に関する臨床実態調査およ
び文献的な科学的根拠の検索を行い，エビデンスに基づいた診療ガイドラインを作成しました．各項目に
ついて clinical question（CQ）形式で作成し，一般医が現場ですぐに理解し実践できる実用性の高いガイド
ラインの作成に努めました．
しかしながら，ベーチェット病においては，患者数が少なく，炎症の強さや組織傷害の不可逆性からラ
ンダム化比較試験（randomized controlled trial：RCT）や前向きコホート研究などエビデンスレベルの高い臨
床試験が困難であり，充分な科学的根拠（臨床試験や学術論文）が得られているとはいえません．したがっ
て，本ガイドラインでは，各診療科の専門医師が合議的に議論を重ね，各 CQと推奨文に対する同意度を
デルファイ法にて集計・評価し，エビデンスレベルの低い科学的根拠を補い最終的な推奨度を決定しまし
た．
また，多臓器にわたる症状を横断的に理解するために，あえて治療のみならず症状や所見の診断に関す
るアルゴリズムや CQも作成し，専門医師以外の一般医が自身の診療科以外の領域も理解できるようなガ
イドライン構成としました．診断や治療に苦慮する小児のベーチェット病に関しても可能な限り検討，記
載をしました．生物学的製剤（TNF阻害薬）に関する治療に関しては，先行する他疾患のガイドラインの
記載を引用し，他のいろいろ なガイドラインを検索せずに済むようにしました．このように本ガイドライ
ンでは，多診療科にわたるベーチェット病の多彩な症状や所見および治療方針をすべてこの１冊で網羅で
きるような all in oneのガイドラインを目指しました．
ベーチェット病患者がどこの施設を受診しても不利益がなく同様の適切な診療を受けられるように，本
ガイドラインがベーチェット病の標準化医療のバイブルとなることを期待しております．本ガイドライン
が，先生方の明日からのベーチェット病診療の一助となり，本病で苦しむ人々が少しでも減ることを願っ
ております．
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CQ9 慢性進行型神経型ベーチェット病は先行症状として急性型神経型ベーチェット病の症状

が必発するのか？
CQ10 慢性進行型神経型ベーチェット病の治療において脳脊髄液の IL-6 はどの程度まで下げ

なくてはいけないのか？
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略語 欧文 和文

数字

5-ASA 5-aminosalicylic acid 5-アミノサリチル酸

A

ACS acute coronary syndrome 急性冠動脈症候群

ADA adalimumab アダリムマブ

ANB acute neuro Behçet's disease 急性型神経型ベーチェット病

ANCA anti-neutrophil cytoplasmic antibody 抗好中球細胞質抗体

AR aortic regurgitation 大動脈弁閉鎖不全症

AUC area under the curve ―

AVR aortic valve replacement 大動脈弁置換術

AZA azathioprine アザチオプリン

C

CAPS cryopyrin-associated periodic syndrome クリオピリン関連周期熱症候群

CI confi dence interval 信頼区間

Col colchicine コルヒチン

CPNB chronic progressive neuro Behçet's disease 慢性進行型神経型ベーチェット病

CSF cerebrospinal fl uid 脳脊髄液

CTEPH chronic thromboembolic pulmonary hypertension 慢性血栓塞栓性肺高血圧症

CYA cyclosporine シクロスポリン

D

DAIBD disease activity index for intestinal Behçet's disease ―

DDS diaminodiphenyl sulfone ジアミノジフェニルスルホン

DSA digital subtraction angiography ディジタルサブトラクション血管造影

DVT deep vein thrombosis 深部静脈血栓症

E

ECCO European Crohn’s and Colitis Organization ヨーロッパクローン病・大腸炎会議

ECG electrocardiogram 心電図

ERAP1 endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 ―

EULAR European League Against Rheumatism ヨーロッパリウマチ学会

F・G

FMF familial Mediterranean fever 家族性地中海熱

GWAS genome-wide association study ゲノムワイド関連解析

H

HIDS hyper IgD syndrome 高 IgD症候群

HLA human leukocyte antigen ヒト白血球抗原

HR hazard ratio ハザード比

HSCT hematopoietic stem cell transplantation 造血幹細胞移植
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HSP heat shock protein 熱ショック蛋白

I・L

ICBD International Criteria for Behçet’s Disease ―

IFX infl iximab インフリキシマブ

IL interleukin インターロイキン

ISG International Study Group for Behçet’s Disease ―

IVCY intravenous cyclophosphamide シクロホスファミド間欠静注療法

LPS lipopolysaccharide リポ多糖

M

MAGIC mouth and genital ulcers with infl amed cartilage ―

MDS myelodysplastic syndrome 骨髄異形成症候群

MEFV Mediterranean fever 地中海熱

MHC major histocompatibility complex 主要組織適合遺伝子複合体

MICA major histocompatibility complex class I-related chain A ―

MRA magnetic resonance angiography 磁気共鳴血管造影

MTX methotrexate メトトレキサート

N・O

NIH National Institutes of Health アメリカ国立衛生研究所

NSAID non-steroidal anti-infl ammatory drug 非ステロイド系抗炎症薬

NUDT15 nudix hydrolase 15 ―

OR odds ratio オッズ比

P

PAMPs pathogen-associated molecular patterns ―

PEDBD the Paediatric Behçet’s Disease ―

PET-CT positron emission tomography-computed tomography 陽電子放出断層撮影－コンピューター
断層撮影

PFAPA periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis 周期性発熱・アフタ性口内炎・咽頭炎・
頸部リンパ節炎

PSL prednisolone プレドニゾロン

PTS post-thrombotic syndrome 血栓後症候群

R・S

RAS recurrent aphthous stomatitis 再発性口腔内アフタ

SAPHO synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis, osteitis ―

T

TINU tubulointerstitial nephritis and uveitis 間質性腎炎ぶどう膜炎

TNF tumor necrosis factor 腫瘍壊死因子
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第 1章
ガイドライン作成にあたって



1  背景・目的
ベーチェット病は全身の諸臓器に急性の炎症を繰り返す難治性炎症性疾患である．2014年のベーチェッ

ト病医療受給者証所持者数は 20,035件に達する．ベーチェット病では特異的な検査所見がなく，症状の
組み合わせから診断がなされており，本病診療の専門医師においても診断に苦慮することは少なくない．
ベーチェット病は症状が全身の多臓器にわたっているため，多くの診療科での患者データを統合して診断
する必要がある．しかしながら，自身の診療科とは異なる他科の診療科の診察内容に関しては十分に理解
していないことも多く，診療科を越えた横断的な所見理解の共有が必要とされていた．そこで，国内での
ベーチェット病の診療レベルの向上に寄与するために，多くの診療科にまたがる多数の本病専門医師が招
集され，本病の体系的な疾患概念の確立，疫学統計，また臨床症状，治療法やその効果などに関する臨床
実態調査および文献的な科学的根拠の検索を行い，エビデンスに基づいた「診療ガイドライン」の作成をす
ることとなった．本ガイドライン作成は，厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患政策研究事業）の「ベー
チェット病に関する調査研究」の一環として行われたが，腸管病変に関しては「難治性炎症性腸管障害調査
研究」との共同プロジェクトとして行われた．

2  ガイドラインの特徴
本ガイドラインは，Minds診療ガイドラインに準拠し，診療上重要度の高い医療行為について，エビデ

ンスに基づく医療を，益と害のバランスを考慮して，患者と医療者の意思決定を支援するために最適と考
える推奨を提示することを目的とした．各項目についてクリニカルクエスチョン（CQ）形式で作成し，一
般臨床医が現場ですぐに理解し実践できる実用性の高いガイドラインの完成と，その後の普及を目指して
作成した．ベーチェット病診療が専門ではない一般の医師向けに作成し，自身の診療科以外の領域も理解
できるように努めた．また，本病で用いる生物学的製剤（TNF阻害薬）に関する治療指針や注意事項に関
して，先行する他疾患のガイドラインに記載されているものも多いが，それらの内容に関しても重要なも
のは本ガイドラインでふれて，他のいろいろなガイドラインを見ないで済むような all in oneのガイドラ
インを目指した．そして，すべてのベーチェット病患者が同様に適切な診療を受けられるような標準化医
療のバイブルとなるガイドラインを目指して作成した．海外のガイドラインも参考にし，海外の臨床研究
者とも連携をとり，国際的にも協調性のあるガイドラインを心がけた．
本ガイドラインは，このようなコンセプトのもと，ベーチェット病診療のエキスパートが，臨床実態調
査および文献的な科学的根拠の検索を行い，エビデンスに基づいて作成したものである．しかしながら，
ベーチェット病においては，患者数が少なく，炎症の強さや組織傷害の不可逆性からランダム化比較試験
（randomized controlled trail：RCT）や前向きコホート研究などエビデンスレベルの高い臨床試験が困難であ
り，十分な臨床データの蓄積やエビデンスレベルの高い科学的根拠（臨床試験や学術論文）が得られている
とはいえない．したがって，本ガイドラインではシステマティックレビューは行わず，本分科会の専門医
師による推奨への同意度を集計・評価し，エビデンスレベルの低い科学的根拠を補うこととした．
本ガイドラインは，厚生労働省難治性疾患政策研究事業の「ベーチェット病に関する調査研究」および

「難治性炎症性腸管障害調査研究」の共同プロジェクトとして作成されたものであるが，日本リウマチ学
会，日本皮膚科学会，日本眼科学会など日本医学会分科会の関連学会の承認を得て，両研究班の共著とし
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て出版するものである．

3  エビデンスレベルと推奨度，同意度の決定基準
エビデンスレベルの評価は，Minds診療ガイドライン作成の手引き 2007 1）・2014 2）に準拠して表 1のよ
うに分類して評価した．
推奨度分類に関しても，表 2に示すようにMinds診療ガイドラインの推奨度分類を用いて評価した．

一般的に推奨度はエビデンスレベルに基づいて決定され，エビデンスレベルの高い臨床試験や学術論文に
基づいた検査法や治療法は推奨度が高くなる．したがって，表 2に示すようにエビデンスレベルを推奨
度分類と対比することとした．C2に関しては，有効なエビデンスがない，もしくは無効なエビデンスが
あるものとした．Dに関しては，無効もしくは有害であることのエビデンスの高い科学的根拠があること
とした．研究デザインや研究プロトコルが同様のエビデンスレベルであっても，臨床試験や学術論文の質
には少なからず隔たりがあるため，それらの質に関しても可能な限り考慮した．

Mindsの診療ガイドライン作成の手引きにあるように，エビデンスの強さがそのまま推奨の強さになる
わけではない．合意形成のための会議が行われ，偏りのない決定方法により推奨や推奨度が決定されるこ
とが望ましいとされている．前述したように，ベーチェット病診療に関しては，ランダム化比較試験
（RCT）や前向き研究などの臨床試験はほとんど行われておらず，エビデンスレベルの高い科学的根拠（臨
床試験や学術論文）はほとんど得られていないのが現状である．一方で，エビデンスレベルが高い科学的
根拠がなくても，古くから広く一般的に行われて有効性が実証されている治療法も少なからず存在する．
たとえば，後眼部，特に後極部黄斑付近の炎症発作は急激な視力低下をきたして不可逆的な視機能障害を
生じることがあるため，ステロイドレスポンダーなどの余程の副作用が懸念される患者を除き，外来受診
時にほぼ全例で副腎皮質ステロイドを後部テノン嚢下に注射する．このように，古くから眼科医の間では
当然のこととして行われていて，有効性も実証されている治療法であっても，RCTや前向き介入研究が
行われたことがないため，エビデンスレベルは低いものとなってしまう．したがって，このような治療に

表 1　エビデンスレベル

1
1a ランダム化比較試験のメタ解析

1b 少なくとも１つのランダム化比較試験

2
2a ランダム割り付けを伴わない同時コントロールを伴うコホート研究

2b ランダム割り付けを伴わない過去のコントロールを伴うコホート研究

3 症例・対照研究（後ろ向き研究）

4 処置前後の比較などの前後比較や対照群を伴わない研究

5 症例報告，ケースシリーズ

6 専門家個人の意見，専門委員会報告

表 2　推奨度分類　

推奨度 エビデンスレベル対比 同意度

A 行うように強く進める おもに 1 4.8 以上

B 行うように勧める おもに 2，3 4.5 以上

C1 行うことを考慮してもよいが，十分な根拠がない おもに 4，5，6 4.0 以上

C2 根拠がないので勧められない エビデンスなし

D 行わないように勧められる 無効，有害のエビデンス
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関しては，エビデンスレベルの低さを補うために，表 3のような 5段階の同意度分類を作成し，分科会
メンバー全員で推奨文に対する同意度の高さで，実際の治療への推奨度を補うこととした（表 2）．すなわ
ち，10回の臨床機会で 9回以上行う治療に関しては，同意度 5（強く同意する）として，合意形成会議の投
票で同意度の平均値が 4.8（10人の会議であれば 8人が同意度 5で残りの 2人が同意度 4のような場合）以
上の場合，エビデンスレベルが低くても推奨度を Aとすることとした．同様に同意度の平均値が 4.5（10

人の会議であれば半数の 5人が同意度 5で残りの半数の 5人が同意度 4のような場合）以上の場合，推奨
度を Bとし，同意度の平均値が 4.0以上の場合，推奨度を Cとすることとした．また，同意度のばらつ
きは 1以下とし，3以下の点数をつける場合には理由も記載することとした．そして，極端な意見に対し
ては再提出を求めることとして除外することも考慮した．このようにして，エビデンスレベルが低くても，
同意度の高い推奨文に関しては，実際に臨床の現場では強く推奨される治療法と考え，上位の推奨度へと
格上げすることとした．しかし，逆に，同意度が 4.0以上を得られなかった推奨に関しては，それなりの
エビデンスレベルがあったとしても，実際の臨床の場では一般には使われていない治療法と考え，CQ自
体を削除して，本ガイドラインへは記載しないこととした．

4  フォーマルコンセンサスの形成法
各 CQに対するフォーマルコンセンサスの形成法（フォーマルな合意形成方法）は，当初デルファイ

（Delphi）法で用いることを検討していたが，エビデンスレベルの高い臨床試験や学術論文などが少ない
ベーチェット病においては，round table discussionによる合意形成や同意度の検討が重要と考えられたた
め，Consensus Development Conferenceに即した合意形成会議により行うこととした．すなわち，検討すべ
き CQについて，パネル全体が参加する会議で，各パネルが互いに許容可能なコンセンサスを作る義務を
負い，文献検索・文献レビュー，プレゼンテーション，全体会議での議論を行い，それらの結果を経て推
奨への合意形成を行い終了とした．ただし，その後の推奨に対する同意度の集計は，後日無記名の投票を
行い，集計結果から平均値を算出し，前述したような表 2に基づく推奨度決定の参考材料とした．

5  資金源と利益相反
本ガイドライン作成にかかわる費用（交通費，会場費，弁当代，茶菓代など）は，すべて厚生労働省科学
研究費補助金 難治性疾患政策研究事業 ベーチェット病に関する調査研究班で拠出した．作成委員への報
酬は支払われていない．ガイドライン作成過程で，ガイドラインに扱われる製薬企業や医療機器製造，販
売企業など利害関係の生じる危険性のある団体からの資金提供は受けていない．また，ガイドライン作成
にかかわった委員や検証にかかわった委員は，利害関係を生じうるいかなる団体とも関係をもたない．

表 3　推奨への同意度

同意度 （10回の臨床機会で推奨に従う頻度）

同意度 5 強く同意する （9回以上）

同意度 4 同意する （7回以上）

同意度 3 条件付きで同意する （5回以上）

同意度 2 あまり同意できない （4回以下）

同意度 1 同意できない （1回以下）
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6  公開方法
本ガイドラインは，印刷物として出版し，パブリックコメントを求めるとき以外には，原則 web上で

は公開しない．

7  改定（パブリックコメント，患者の声，検証委員会）
本ガイドラインは，現時点までに蓄積されてきたベーチェット病の診療データや科学的根拠（臨床試験
や学術論文など）をもとにベーチェット病診療のエキスパートが合議的会議を経て現状での最善の診療法，
治療法を推奨して記載したものである．しかしながら，多岐にわたる難治性ベーチェット病患者のすべて
の臨床経過を網羅しているとはいえず，ベーチェット病研究班 HP，日本ベーチェット病学会 HPで公開
して医師や医療従事者などから広くパブリックコメントを求め，それらを反映して刊行するものである．
出版後は web上では公開はせず，厚労省ベーチェット病研究班や日本ベーチェット病学会および関連各
学会が中心となってその後の修正，改訂を行う．
また，効果的な治療法であっても，副作用やアレルギー反応（投与時反応）など患者に苦痛を強いている
治療法もある．したがって，医学的側面からのみでなく，実際に診療，治療を受けている患者の側面から
も本ガイドラインを再考，改定していく必要もある．幸いベーチェット病では，古くからベーチェット病
患者友の会が存在しており，ベーチェット病研究班班会議に常に何人も参加されており，勉強会，講演会
などを通して密に連絡をとっている．本ガイドライン作成に際してもベーチェット病患者友の会から代表
者に研究協力者として参画してもらい意見を伺った．今後，ベーチェット病患者友の会とさらに連携し，
患者の声を本ガイドラインに反映していく．
また，近年のめざましい医学の進歩により，ベーチェット病の病態の解明や新しい生物学的製剤（分子
標的薬）の開発がなされてきた．しかしながら，これらの治療薬の効果や副作用など実際の患者への使用
実績や臨床データは長期間，経過観察して蓄積していくことが大切であり，いまだ十分とはいえない．し
たがって，本研究班ではベーチェット病診療ガイドライン検証委員会を立ち上げており，定期的に本ガイ
ドラインを見直すこととしている．さらに，ベーチェット病においては，現在有効性が期待されている新
しい分子標的薬の臨床試験が海外で進行中であり，国内でも医師主導治験が計画されている．日進月歩の
医学の進歩にガイドラインが取り残されないように随時改定していくことが求められる．
このような観点から，本ガイドラインは定期的に改定していくこととしている．

 文　献
1.  福井次矢，他（編）：Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2007. 医学書院，2007.

2.  福井次矢，他（編）：Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2014. 医学書院，2014.

（水木信久）
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第 2章
ベーチェット病の疾患概念，病因・病態



1 疾患概念
ベーチェット（Behçet）病は慢性の経過をたどり，全身諸臓器に多彩な病変が繰り返し出没する原因不明

の炎症性疾患である1）．本病はトルコの皮膚科医であった Hulusi Behçetの学会報告，原著論文により，彼
の名前に由来してベーチェット病とよばれるようになったが，個々の症例によっては出現する病変の組み
合わせがしばしば異なる．たとえばすべての全身症状を有する完全型患者がみられる反面，一部の症状は
全く発現しない不全型患者も少なくない．したがって本病の診療にあたってはその疾患概念を十分に理解
しておくことが重要である．
ここでは，ベーチェット病の歴史的背景をもとに，本病の疾患概念の詳細について述べる．

1  ベーチェット病の歴史
ベーチェット病はトルコ・イスタンブール大学皮膚科の初代教授であったHulusi Behçet（1889～1948年）

が 1937年，ドイツの皮膚科学会雑誌である Dermatologische Wochenschriftに①再発性の口腔粘膜アフタ性
潰瘍，②ぶどう膜炎，③外陰部潰瘍という 3主徴を呈する症例を報告した1）ことから，Behçetの名前がそ
の病名につけられた．トルコでは疾患名にトルコ人の名前が冠されたのは Behçet教授だけであり，その
業績を讃えてトルコでは記念切手も発売されている（図 1）．ただし，1つ不思議なことは彼が皮膚科学の
教授であったのに，現在のベーチェット病の 4主症状のうち，皮膚症状については十分力点をおいていな
い点である．世界的にも，本病の詳細な臨床研究が始まる 20世紀半ばまでは，「ベーチェット病のトリア
ス」として再発性の口腔粘膜アフタ性潰瘍，ぶどう膜炎，そして外陰部潰瘍は広く知られていたが，結節
性紅斑（様皮疹）や毛包（嚢）炎様皮疹などの皮膚病変はほとんど重要視されていなかった点は謎である．
ところで，このような症候群を 20世紀に入って Behçet教授だけがはじめて経験し，報告したのかとい
えば，そうではない．歴史を振り返ってみると，古くは紀元前 5世紀に，かの医聖とよばれたギリシャの
ヒポクラテス（B.C.460～ 370年）が同様の疾患について，すでに詳細な報告をしている．ヒポクラテスは
①再発性の口腔内アフタ性潰瘍，②外陰部潰瘍，③前房蓄膿性虹彩毛様体炎，④敗血症，⑤結節性紅斑と
いう臨床像を今からなんと 2,400年も前に報告している（図 2）．これは現在知られているベーチェット病
の完全型患者に相当する．興味深いことに Behçetが記載していない結節性紅斑様皮疹までを紀元前 5世
紀にすでにヒポクラテスが報告していたことは驚嘆に値する．

第 章　2 ベーチェット病の疾患概念，病因・病態

図 1　 Behçet 教授の記念切手
（トルコ）

図 2　ヒポクラテス
（B.C.460～370年）

張　仲景（A.D.150 ～ 219 年）：A.D. 200 年，後漢
「傷寒雑病論」: 漢方のバイブル（傷寒論，金匱要略）

表 1　狐惑病

①  咽頭部潰瘍
②  外陰部・肛門部潰瘍
③  眼充血・膿形成
④  悪寒発熱
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一方，東アジアでは中国・後漢時代の紀元後 200年頃に，漢方の王といわれた張仲景（A.D.150～ 219年）
が，漢方のバイブルである「傷寒雑病論」の傷寒論，金匱要略のなかにやはり現在の典型的なベーチェット
病を記載している（表 1）．これは「狐惑病」と名づけられ，「狐」とは外陰部潰瘍，「惑」とは口腔の潰瘍を表
している．彼の記載によると，患者は①咽喉部潰瘍（＝惑），②外陰部・肛門部潰瘍（＝狐），③眼充血・膿
形成，④悪寒発熱を呈するという．さらに，金匱要略では本病の皮膚病変に合致する所見についても詳し
く述べられている（千葉大学東洋医学研究会：金匱要略データベース，2010）．
わが国では本病に関する 20世紀以前の報告は知られていない．黒澤潤三（東京帝国大学眼科）は 1923年
に「再発性前房蓄膿性虹彩毛様体炎の一例」という症例報告をしているが2），前房蓄膿性虹彩毛様体炎はヒ
ト白血球抗原（human leukocyte antigen：HLA）-B27関連疾患や炎症性腸疾患でも合併することがあり，ベー
チェット病であったか否かは不明である．一方で，翌年の 1924年，重田達夫（京都帝国大学眼科）は摘出
眼球の病理所見とあわせて前房蓄膿を伴う再発性虹彩炎についての症例報告を行っているが，本例はベー
チェット病であったと判断できる3）．したがって，日本からの本病の報告は 1924年，一方 Behçetによる
報告は 1937年であり，むしろわが国からの報告が早かったことになる．
これと類似の出来事はギリシャでも起こっている．つまり，ギリシャの眼科医であった Benediktos 

Adamantiades（1875～ 1962年）は 1930年にアテネ医学会総会で，20歳男性例が①再発性前房蓄膿性虹彩炎，
②口腔内アフタ性潰瘍，③外陰部潰瘍を発症したことをギリシャ語で発表4）し，さらに 1931年にはこれ
をフランス語でフランスの眼科雑誌に発表した5）．これは Behçetの症例報告より 7年も前であったことか
ら，ギリシャの医学界では Adamantiadesのプライオリティを優先すべきだと主張して，ギリシャ（系）人
は今でも本病を Adamantiades-Behçet’s disease（ABD）とよんでいる．しかし，この流儀でいえば重田達夫の
報告は Adamantiadesの報告よりさらに 6年も前のことであり，Behçetの報告よりも 13年も前の話である．
しかし，大変残念なことに重田の原著論文はすべて日本語で書かれており，ドイツ語やフランス語，英語
の要約すら添付されていなかった．今頃になって歴史を振り返り，日本で本病を「重田 -Adamantiades-

Behçet病」とよぶ意味は残念ながらなさそうである．たとえ短い症例報告であろうと，きちんと世界に通
じる英語などの共通言語で学会発表や論文を作成することの重要性を改めて感じさせる．

2  分子遺伝学と世界疫学
従来，ベーチェット病の発症に患者個体側の遺伝的要因が関与していることは知られていなかった．し
かし 1970年代になり，ベーチェット病の免疫遺伝学的発症機構の研究が世界ではじめてわが国で開始さ
れた6）．本病では第 6染色体短腕上（6p21.3）に位置する HLA領域の解析により，HLA-B*51との強い相関7）

が見出されるとともに，近年の新しい分子遺伝学的研究により，改めて HLA-B*51，特に HLA-B*5101の
生物学的重要性が再認識された．後年，HLA-A*26との相関も見出された．HLA-B*51，A*26以外の HLA

遺伝子，たとえば主要組織適合遺伝子複合体（major histocompatibility complex：MHC）クラス II遺伝子など
も多数検索されたが，結局最も重要な遺伝因子は HLA-B*51そのものであった．2010年には全ゲノムを
網羅的に相関解析するゲノムワイド関連解析（genome wide association study：GWAS）による新たな分子遺
伝学的研究により，上記の HLA相関に加えて IL23R-IL12RB2，IL10も疾患感受性遺伝子であることが報
告された8）．その後，さらなる詳細な解析により，ERAP1，CCR1，STAT4，KLRC4，TLR4，NOD2，
MEFVなどの疾患感受性遺伝子が次々と同定され 9），いずれも免疫応答や炎症にかかわる分子をコードし
ている．
ベーチェット病と HLA-B*51との相関は最初に日本人集団で見出されたが，日本人以外のトルコ人，ギ
リシャ人，イタリア人，サウジアラビア人など，多くの中近東地域の本病多発国では民族を越えて
HLA-B*51と相関していることが明らかにされた10）．ベーチェット病は北緯 30°から北緯 45°の中近東から
地中海沿岸，中央アジア，そして日本に至る東アジア地域一帯に多発するが，この地域はその昔東西交易
が盛んであった頃のシルクロードに一致している．これは本病が「シルクロード病」とよばれるようになっ
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た所以である11）．つまり，本病多発地域は世界的に HLA-B*51の高頻度地域（図 3）12）に一致している．た
だし，HLA-B*51はシルクロード以外のアメリカ原住民や日系人でも白人よりは高頻度を示すのに，ベー
チェット病患者の報告がみられない（表 2）ことから，本病の発症には HLA以外の他の遺伝因子，さらに
はシルクロード沿いの地域に特有な環境因子が本病発症のリスク因子として存在していることが強く疑わ
れる．しかし，たとえば日本と中近東諸国では気候風土，食習慣，宗教，伝統文化などが全く異なり，両
地域に共通する環境要因を見出すことは至難の業である．一方，24万人のハワイの日系人，130万人のア
メリカ本土の日系人，あるいは 160万人の日系ブラジル人はアラブ人よりは本土の日本人と生活習慣など
で多くの共通点がみられるのにベーチェット病患者は報告がなく，その解釈にはまだまだ多くの疑問点が
残されている13）．
また，ベーチェット病の家族内発症は人種によって異なり，日本人や中国人ではトルコ人，ユダヤ人な
どよりはかなり低い（表 3）．本病の遺伝要因は常染色体性劣性遺伝モデルへの適合も含め，今後さらに世
界規模で十分な国際共同調査研究が不可欠である．
ベーチェット病の外因となる発症契機の 1つとしては，連鎖球菌の一種である Streptococcus sanguinis

45N

30N

0

シルクロード

30万年から3万年前にかけての
人類の移動

2万年前のシベリアから
ベーリンジアへの移動
1万年前のアルバータ無氷回廊を
通っての移動

健常者における            ＊    頻度 :     　>15％　　10～15％ 　　5～10％　　<5％　　0％HLA-B  51

1.             ＊    陰性者はベーチェット病患者の 20～60％
2. アメリカインディアンは            ＊    頻度が高いもののベーチェット病患者の報告なし
3. アメリカの日系人は            ＊    頻度が高いもののベーチェット病患者の報告なし
4. トルコに居住するトルコ人に比べ，最近ドイツに移住したトルコ人ではベーチェット病の有病率が低下
5. HLA以外の他の遺伝因子，環境因子が本病発症の危険因子として存在

HLA-B   51
HLA-B   51

HLA-B   51

1. ベーチェット病の家庭内発症は人種によって相違
    1）高発症区　①トルコ（18.2％），②韓国（15.4％），③ユダヤ人（13.2％）
    2）低発症区　①中国（2.6％），②日本（2.2％），③ヨーロッパ諸国（0～4.5％）
2. 常染色体性劣性遺伝モデル
3. トルコでは兄弟間発症率が 4.2％と高い（high sibling risk ratio : λs＝11.4～52.2）

図 3　 HLA-B*51 の世界分布
〔Verity DH, et al.：Behçet’s disease, the Silk Road and HLA-B51: historical and geographical perspectives. Tissue 
Antigens 1999；54：213-220.〕

表 3　ベーチェット病の家族内発症

表 2　ベーチェット病の世界疫学
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との関連が疑われている．しかし，本病が単なる感染症ではないことは明白である．ベーチェット病患者
では Streptococcus sanguinis由来の網膜抗原共通領域をもつ合成ペプチドに対する抗体価は有意に高値を
示した．今後これらの外因としての細菌やウイルスなどの感染微生物が，どのようにベーチェット病の発
症機構に関与しているのか，そして HLA-B*51を始めとする遺伝要因とどのような相関関係がみられるの
か，今後さらなる検討がまたれる．

◎おわりに
ベーチェット病は 2400年以上の長い歴史をもつ，古くて新しい疾患である．本病は古代シルクロード
に沿って東は日本から中央アジア，ユーラシア，さらには西アジア，地中海沿岸，アラブ諸国に多発する
世界疫学的に偏位した分布を示す疾患である．分子遺伝学的にはこれらの人種に共通して HLA-B*51との
強い相関を示し，このほかにも IL23R-IL12RB2，IL10，ERAP1，CCR1，STAT4などの疾患感受性遺伝子が
次々と同定されている．今後，さらなる本病の環境要因の検索により，本病の一層明確な疾患概念の確立
が強く望まれる．
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2 病因・病態
ベーチェット病の主たる病態は，全身臓器における炎症反応の亢進とその制御不全であり，HLA-B*51，

HLA-A*26，MICA（major histocompatibility complex class I-related chain A）などの遺伝子素因の背景に，ヘル
ペスウイルスや Streptococcus sanguinisなどの微生物を始め多様な因子が関与する多因子疾患である．そ
れらは，これまで主として獲得免疫系および自然免疫系の異常で説明されてきた．
近年，遺伝子素因に関しては，HLA関連遺伝子のみならず，免疫応答や炎症に関与する多くの遺伝子
がベーチェット病の疾患感受性遺伝子として発見され，これまで仮説の域を出なかった現象がジグソーパ
ズルを埋めるように解明されつつある．一方で，自然免疫系の病態を形成する自己炎症疾患に病態が類似
していることから，ベーチェット病を自己炎症疾患として分類することもあり，両者の病態の解明が期待
される．

1  ベーチェット病の遺伝的素因について
ベーチェット病は，東アジアから地中海沿岸～中近東におよぶ，北緯 30°から 45°付近のいわゆる “シ
ルクロード ”とよばれる地域に多発することが知られ，“シルクロード病 ”ともいわれる．これらの地域
のベーチェット病患者は，HLA-B*51 の陽性頻度が 40～ 80%と高く（健常人 10～ 30%），発病に
HLA-B*51 自体，あるいは HLA-B*51 に連鎖する素因の役割が重視されている．実際に，日本人の
HLA-B*51 保有者でも，ベーチェット病に罹患する相対危険率は 7.9ときわめて高い．
一方で，シルクロード沿いのトルコでは，HLA-B*51 保有者のベーチェット病有病率は高いが，本国か
らドイツに移民した HLA-B*51 保有者のベーチェット病発症率は本国に比較して低頻度である．また，
ベーチェット病患者の家族集積性も，トルコ，韓国などでは高いが（13～ 18%），中国，日本では低い（2%）．
HLAに関しては，HLA-B*51 以外にも，HLA-A*26ほか MICAなどいくつかの遺伝子多型と疾患の関連が
報告されているが，HLA-A*26の発現頻度は，日本および韓国などでは高いが，シルクロード沿いの諸外
国では低い．これらから，ベーチェット病の発症に HLA-B*51や HLA-A*26以外の要因が関与しているこ
とが推察される．
近年，GWASを用いて，Mizukiらおよびアメリカ NIH（National Institutes of Health）グループから，HLA

以外の疾患関連遺伝子として IL23R-IL12RB2や IL10 が報告された1, 2）．そのなかで，NIHグループの解析
結果は，IL10は，ベーチェット病発症には抑制的に働くことを示した．IL-23Rは IL-23の受容体だが，
IL-23は炎症性サイトカインである IL-1，IL-6，IL-17そして TNF-αを産生する IL-17細胞の分裂を促進す
る．IL12RB2は炎症に重要な作用をもたらす IL-12の受容体鎖をエンコードする．近年，IL23R-IL12RB2

はベーチェット病と同じMHCクラス I疾患に分類される炎症性腸疾患，乾癬および強直性脊椎炎の疾患
感受性遺伝子としても報告されている．
その後，さらに，新たに ERAP1，CCR1，STAT4，KLRC4，TLR4，NOD2，MEFVなどのベーチェット
病疾患感受性遺伝子が次々と同定されたが3, 4），いずれも免疫応答や炎症にかかわる分子をコードしてい
る．そのなかで，病因的に特に注目されるのが ERAP1（endoplasmic reticulum aminopeptidase 1）で，ERAP1

の疾患感受性アリルは HLA-B*51 と遺伝子相乗効果（エピスタシス）を示すことである．ERAP1はMHCク
ラス I分子に提示される抗原ペプチドをトリミングする酵素で，MHCクラス Iに提示されるペプチドの
レパトアを規定しうることから，ベーチェット病の自己抗原の選択にも寄与している可能性がある．
強直性脊椎炎や乾癬は，ベーチェット病の HLA-B*51と同様にMHCクラス I感受性遺伝子として各々

HLA-B*27，HLA-Cw6を保有するが，同時に，ERAP1が疾患感受性遺伝子として報告されている．さらに，
HLA-B*27，HLA-Cw6を保有し，ERAP1のリスクアリルがホモの場合にはベーチェット病同様，遺伝子相
乗効果が生じることが報告されている．これらは，ベーチェット病，強直性脊椎炎，乾癬などのMHCク
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ラス I関連疾患の病因上の類似性を示唆する意味で興味深く，小胞体内でのペプチドの処理・抗原提示ま
での過程がベーチェット病を始め，MHCクラス I関連疾患の病態に重要であることが示唆される．
その後も，図 1に示すように IL1A-IL1Bを始め多くの疾患感受性遺伝子が発見されているが，紙面の都
合上省略する．今後，それらの機能解析を含め，ベーチェット病の病態（図 2）に迫る研究が待たれる．

2  環境要因など外因について
ベーチェット病の病因は遺伝的素因のみで説明することはできず，その発症には遺伝的素因以外の環境
要因を始め，多くの要因が関与することが報告されている．ベーチェット病が最初に特定疾患に認定され
た 1972年当時と比較するとインフラの整備により環境要因が大きく改善したが，この間，ベーチェット
病の重症型が少なくなったことと関連している可能性は否定できない．
外因のなかでは，口腔内に存在する Streptococcus sanguinisを始めとした病原微生物に関する研究報告
が多い．その研究過程で，細菌由来の 65 kd熱ショック蛋白（heat shock protein：HSP）と交差反応性を示す
宿主由来 HSPが自己抗原となり，自己免疫応答を惹起し，ベーチェット病において，抗原特異的 Th1型
リンパ球の反応による炎症が惹起されるという仮説がある．近年，微生物の認識にかかわる TLR4，NOD2

や NK細胞受容体である KLRC4，さらに CCR1が疾患感受性遺伝子として同定され，ベーチェット病発
症における微生物の関与の傍証となっている．CCR1発現と細胞遊走能は保護アリルをもつ個体で高く，
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・ゲノムワイド関連解析（GWAS）

図 1　これまでに報告されているベーチェット病の疾患感受性遺伝子

図 2　GWAS研究の成果から示唆されるベーチェット病の病態
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ベーチェット病における除菌能の低下が病因となる可能性が推測される．さらに，IL23R-IL12RB2，
STAT4も疾患感受性遺伝子として同定され，ベーチェット病において Th1型反応が主要な役割を担うこ
とが遺伝子レベルでも証明された．STAT4 の発現はリスクアリルをもつ個体で高く，STAT4 は IL-12 によ
り活性化され，IFN-γ産生 Th1 細胞のシグナル伝達をつかさどることから，Th1型といわれるベーチェッ
ト病の病因論を支持する．
ベーチェット病の病態形成のうえで，IL-17を分泌する Th17 細胞の役割も注目されている．Th17 細胞

は IL-23Rを発現しており IL-23 の刺激を受けて IL-17 産生が亢進する5）．血清 IL-23 値はベーチェット病
におけるぶどう膜炎の病勢と相関し，結節性紅斑様皮疹の病巣でも IL17 mRNA 発現の亢進が認められて
いる6）．IL-17 は好中球の遊走に関与しており，過剰な IL-17がベーチェット病における好中球機能の亢進
の一因とも考えられる7）．IL23R の多型による機能修飾が，結果として Th17細胞の機能亢進や IL-17 の過
剰分泌を惹起することも推測される．ヒト Th17 細胞の分化には IL-1βが重要とされているが，自己炎症
疾患のクリオピリン関連周期熱症候群（cryopyrin-associated periodic syndrome：CAPS）においても血清
IL-17 の上昇が報告されている8）．これらから，ベーチェット病における IL-17 過剰分泌に関しても IL23R 

遺伝子の多型のみならず，自己炎症疾患にみられる IL-1βの過剰分泌と同様の機序が関与している可能
性がある（図 3）．

3  獲得免疫の視点から
ベーチェット病は，人種を超えてMHCクラス I 抗原の HLA-B*51と強固に相関することが知られてお

り，その発症にMHCを介した獲得免疫の応答がトリガーとなっていることは疑いがない．また，本病の
発症に，獲得免疫と深く関与した自己免疫機序も以前より推察されている．MHCの関与に加え，HSP60

など候補となる自己抗原の関与（自己免疫）や，本病の治療薬としてシクロスポリンやアザチオプリンなど
の免疫抑制薬が有効であることなども，ベーチェット病が自己免疫として発症している可能性を示唆して
いる．
また，獲得免疫の異常として，MICAなどを介した T細胞の異常，特に Th1タイプの異常が指摘されて

いる．たとえば，MICAに対する自己反応性 T細胞が HLA-B*51拘束性に MICAの多型性領域を認識し，
MICAを発現する上皮や血管内皮細胞を傷害することによりベーチェット病の炎症性病態に関与する可能
性が指摘されている9）．

4  自己炎症の視点から
近年，自己炎症疾患の概念が NIHの Kastnerらにより提唱された10）．自己炎症疾患は，再発性の全身性
の炎症性疾患で，関節，皮膚，目，消化管などの部位に炎症を伴い，症状としては，感染症や膠原病に類

ベーチェット病感受性遺伝子

ベーチェット病
感受性遺伝子

ナイーブCD4陰性 T細胞

MEFV遺伝子変異など

細胞傷害性T細胞

自己免疫

自己炎症

好中球機能亢進

IL-4R

Th2 細胞

Th1細胞

Th17 細胞 Th17 細胞

IL-12R

IL-23R IL-23R
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IL-4

IL-23
IL-17
IL-17

IL-17
IL-17TGF-β

IL-6, IL-21, IL-23
IL-1β, TNF

IL-12
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図 3　自己炎症疾患の特徴
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似するが，自己免疫疾患やアレルギー，免疫不全などとは異なった疾患概念である（表 1）．明らかな病原，
自己抗体，抗原特異的 T細胞が認められない．すなわち，獲得免疫の障害はなく，血中や組織における
菌体成分であるリポ多糖（lipopoly saccharide：LPS）やペプチドグリカンのような病原と関連した病原体特
有の分子パターン（PAMPs；pathogen-associated molecular patterns）などの刺激の異常亢進反応により IL-1

や TNF-αなどの炎症性サイトカインの制御不全が生じ，発熱，炎症が惹起される疾患概念であり，好中
球の遊走による炎症を引き起こす．その背景にインフラマソーム関連分子や炎症性サイトカイン受容体な
どの変異などが報告されている．
ベーチェット病では，自己免疫疾患の特徴とされる自己抗体および自己反応性の T細胞を欠如する．
また，誘因不明に再発を発作的に繰り返し，好中球の遊走による炎症反応の亢進と制御不全が認められる
ため，自己炎症疾患に分類される疾患と非常によく類似している．実際，ベーチェット病の症状をこれら
の自己炎症疾患と比較してみると，口腔内潰瘍は高 IgD症候群（hyper IgD syndrome：HIDS），ぶどう膜炎
は新生児発症多臓器炎症性疾患（neonatal onset multisystem inflammatory disorder：NOMID），外陰部潰瘍は
HIDSなどと症状が類似しており（図 4）11），ベーチェット病を自己炎症疾患のなかの血管炎症候群に分類

●自己免疫
・MHCクラスⅠだが，MHCと相関する
・CYAや AZAなどの免疫抑制薬が治療薬として有効
・HSP60 などの候補となる自己抗原が示唆されている

●自己炎症
・自己抗体や自己反応性T細胞が見つかっていない
・誘因不明の発作性再発性炎症過程
・好中球の遊走による炎症
・家族性地中海熱との疾患類似性
　   家族性地中海熱と疾患感受性遺伝子（            ）が類似
　   家族性地中海熱と症状が類似
　   家族性地中海熱と治療薬（コルヒチン）が類似

MEFV

図 4　自己炎症疾患とベーチェット病
FMF；familial Mediterranean fever，家族性地中海熱．MWS；Muckle-Wells syndrome，マックル・ウェルズ症候群．
PFAPA；periodic fever・aphthous stomatitis・pharyngitis・cervical adenitis，周期性発熱・アフタ性口内炎・咽頭炎・
頸部リンパ節炎．HIDS；hyper IgD syndrome，高 IgD症候群．TRAPS；TNF receptor-associated periodic syndrome，
TNF受容体関連周期性症候群．PAPA；pyogenic sterile arthritis・pyoderma gangrenosum・acne，化膿性無菌性関節炎・
壊疽性膿皮症・アクネ．FCAS；familial cold autoinfl ammatory syndrome，家族性寒冷自己炎症性症候群．NOMID；
neonatal onset multisystem infl ammatory disease，新生児期発症多臓器系炎症性疾患．Blau syn；ブラウ症候群．CD；
Crohn's disease，クローン病．UC；ulcerative colitis，潰瘍性大腸炎 
〔 Gül A：Behçet’s disease as an autoinfl ammatory disorder. Curr Drug Targets Infl amm Allergy 2005；4：81-85.より改変〕

表 1　自己免疫 vs. 自己炎症
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MWS

無菌性髄膜炎
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することが提唱されている．図 512）は，これまで，自己免疫疾患および自己炎症疾患と位置づけられてい
る疾患を各々の関与する程度により分類したものであるが，ベーチェット病はその中間のポジションとし
て分類されている．
近年の Takeuchiらの解析により，ベーチェット病の新たな疾患感受性遺伝子として，らい菌などの感

染症で知られていた疾患感受性遺伝子が同定され，ベーチェット病の発症に感染が関与する可能性が示唆
された13）．すなわち，細菌などの微生物に対する局所の初期防御，初期免疫である自然免疫系がベー
チェット病の発症に関与することが示唆され，自己炎症疾患としてベーチェット病が発症する可能性が示
唆されている．
また，自己炎症疾患の代表的疾患である家族性地中海熱（familial Mediterranean fever：FMF）は，ベー
チェット病と同様にコルヒチンが治療薬として有効であり，病態の類似性が考えられている．さらに興味
深いことに，家族性地中海熱の原因遺伝子とされる MEFV 遺伝子（Mediterranean fever gene）はベーチェッ

家族性地中海熱
TNF受容体関連周期性発熱症候群

クローン病
サルコイドーシス
大動脈炎症候群（高安病）

強直性脊椎炎
反応性関節炎
ベーチェット病

自己炎症

自己免疫

関節リウマチ
全身性エリテマトーデス
皮膚筋炎
重症筋無力症
シェーグレン症候群
ANCA関連血管炎

図5　自己免疫疾患および自己炎症疾患の位置づけ
〔 McGonagle D, et al.：A proposed classifi cation 
of the immunological disease. PLoS Med 
2006；3：e297. より改変〕

図 6　MEFV 遺伝子とベーチェット病
〔Masters SL, et al.：Horror autoinfl ammaticus: the molecular pathophysiology of autoinfl ammatory disease （*）. Annu 
Rev Immunol 2009；27：621-668.〕
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ト病とも相関し，その遺伝子変異（E148Q）はシルクロードに沿って日本まで広がったと考えられている
（図 6）14）．これまで，ベーチェット病の疾患感受性遺伝子である HLA-B*51によりベーチェット病のシル
クロード周辺諸国への伝播が考察されていたが，自己炎症疾患の疾患感受性遺伝子からも証明されること
になった．

◎おわりに
このように，近年同定された種々の疾患感受性遺伝子が示唆するように，ベーチェット病の発症は，局
所の細菌感染がトリガーとなり，それに対する初期防御，初期免疫として自然免疫系が賦活され（自己炎
症），その後，獲得免疫系が，その細菌に対して誘導，活性化されて，HLA-B*51などの感受性のMHCが
細菌抗原を特異的に認識して強力に免疫応答を惹起（過剰応答）すると考えられる．その後，免疫系細胞や
サイトカインに関連した多くの疾患感受性遺伝子の異常（変異）により，炎症病態に拍車がかかり，閾値を
超えてしまったときに炎症発作を引き起こすのではないかと考えられている．
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第 3章
ベーチェット病の臨床



1 症状，身体所見

1  主症状
a  口腔内アフタ性潰瘍  
ベーチェット病では口腔内アフタ性潰瘍，外陰部潰瘍を生じ，これらは頻度が高く，初発症状である場
合が多い．
ベーチェット病の再発性口腔内アフタ性潰瘍の頻度は 90％以上と高い．口唇，頬粘膜，歯肉部，まれ
に口蓋に好発し，有痛性である（図 1）1）．初期には口腔内・口唇の浮腫性病変のみであるが，まもなく周
囲に紅暈を伴い，中央に黄白色調の偽膜を生じ中心部に潰瘍を生じる．時間をかけて上皮化し治癒に向か
う．初発症状として生じるが，しばしば長期にわたり消退・再燃を繰り返しながら継続する．国際診断基
準では年に口腔内アフタ性潰瘍を 3回以上生じることが診断に必須であるとされる．
鑑別は，本病と関連のない再発性口腔内アフタ性潰瘍 （recurrent aphthous stomatitis：RAS）である．RAS

は口唇，舌，頬粘膜に生じる潰瘍性病変である．潰瘍の臨床像はベーチェット病の潰瘍と臨床的に類似し
ているため鑑別は困難な場合が多いが，大型で深い潰瘍を認める場合には，ベーチェット病の口腔内潰瘍
を考える．急性期の口腔内潰瘍の鑑別として，RAS以外に，ヘルペス性口内炎，カンジダ性口内炎など
がある．慢性に経過する場合，扁平苔癬，天疱瘡，薬剤性口内炎，白板症などがあるため，これらの鑑別
のため，生検も検討する．
本病に関連のない RASの原因として疲労，ストレス，ビタミン不足，ホルモンとの関連などが指摘さ
れている．ベーチェット病の口腔内アフタ性潰瘍の発症の原因も確定的なものはないが，これらの因子の
関与が推測される．口腔内の細菌感染は潰瘍を悪化させ，ベーチェット病の口腔内潰瘍でもその発症や増
悪にウイルス感染や口腔常在菌の関与が指摘されている． また，まれではあるが歯科治療が誘因となる場
合がある．
口腔内アフタ性潰瘍の急性期の治療には，一般に口腔用副腎皮質ステロイド外用薬を使用する．トリア
ムシノロンアセトニド，デキサメタゾン含有軟膏などを外用する．
重症例では飲水や食事摂取などが困難になる．潰瘍病変は長期にわたり再発することが多いため，日常
生活上での予防などが必要となる．口腔内アフタ性潰瘍の予防として，口腔内うがいの励行，歯磨き，口

第 章　3 ベーチェット病の臨床

図 1　再発性口腔内アフタ性潰瘍
a：下口唇のアフタ性潰瘍，b：舌辺縁のアフタ性潰瘍，c：口腔内（頬粘膜）のアフタ性潰瘍 
〔中村晃一郎，他：ベーチェット病の皮膚粘膜病変診療ガイドライン．日皮会誌 2018；128：2087-2101.〕

 a　　　　　　　　　　　　　  b　　　　　　　　　　　　　  c

20



腔内の保湿・保温の維持などが有効である．また，う歯や歯周炎の確認を行い，これらがある場合には歯
科治療が必要である．

 文　献
1. 中村晃一郎，他：ベーチェット病の皮膚粘膜病変診療ガイドライン.  日皮会誌 2018；128：2087-2101.

（中村晃一郎）

b  皮膚症状  
ベーチェット病では毛包（嚢）炎様皮疹（痤瘡様皮疹），結節性紅斑，血栓性静脈炎などさまざまな皮膚病
変を生じるが，これらは好中球の機能亢進や病変部への好中球浸潤によるものである．また，しばしば外
界の刺激に対する皮膚の過敏反応として針反応が陽性となる．皮膚症状は初発症状として認められる場合
や，経過中に出現して再発し，長期にわたり再燃を繰り返す場合がある．
 （Ⅰ） 結節性紅斑（様皮疹）
ベーチェット病に認められる皮膚症状のなかで最も頻度が高い．結節性紅斑は淡紅色調の類円形で皮下
に浸潤や硬結を触れ，自発痛や圧痛を有する．しばしば下肢特に下腿に生じるが，上肢，手指，足趾など
に出現する場合も多い（図 2）1）．個疹は比較的小型でしばしば多発する．発症後に通常 1～ 2週間で瘢痕
を残さずに消退する場合が多い．多くで関節症状，倦怠感，発熱など全身症状を伴う．結節性紅斑自体は
ベーチェット病に特有な皮膚症状ではなく，咽頭炎などの細菌感染やウイルス感染症に伴って生じる場合
が多く，また潰瘍性大腸炎，スイート（Sweet）病，クローン（Crohn）病などに伴って生じる場合もある．臨
床的に結節性多発動脈炎，ANCA関連血管炎，血栓性静脈炎，バザン（Bazin）硬結性紅斑，うっ滞性脂肪
織炎などが類似症状を示すので，皮膚生検を行い，確定診断を行う．
結節性紅斑の組織像は，脂肪隔織内が主体の炎症反応（隔壁性脂肪織炎；septal panniculitis）である（図
3a）1）．脂肪織の隔壁内に好中球の浸潤を認める．初期には好中球が多く，経過するにつれて次第にリン

図 2　結節性紅斑
a：手の結節性紅斑，b：手指の結節性紅斑，c, d：下腿の結節性紅斑 
〔中村晃一郎，他：ベーチェット病の皮膚粘膜病変診療ガイドライン．日皮会誌　
2018；128：2087-2101.〕

 a　　　　　　　　　　　　　  b　　　　　　　　　　　　　

 c

 d
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パ球優位となる．真皮深層や脂肪織内の血管周囲にも多数の好中球やリンパ球が浸潤する（図 3b）1）．ベー
チェット病の結節性紅斑では，初期に好中球浸潤が顕著であること，真皮上層や下層の血管周囲にも著明
な好中球の浸潤を有すること，赤血球の血管外漏出がみられることが多く，ベーチェット病の結節性紅斑
の組織診断に有用である．
（Ⅱ） 毛包炎様皮疹（痤瘡様皮疹）・針反応
毛包炎様皮疹（痤瘡様皮疹）は顔面，上肢，体幹，大腿の小型の丘疹であり，無菌性膿疱を生じる

（図 4）1）．毛包炎様皮疹は丘疹に始まり短期間に膿疱を形成する．大きさは均一である．毛包に一致する
ものや，一致しないものがある．組織学的に毛包周囲や表皮直下に多数の好中球が浸潤し，膿疱を形成す
る．真皮の血管周囲に多数の好中球を認める．毛包炎様皮疹を認める場合に，皮膚生検を行い，組織学的
に好中球浸潤を多数認めることが本病の診断に有用である．臨床的に尋常性痤瘡，膿疱性痤瘡などが鑑別
となる．
針反応（pathergy）（図 5）1）は，注射針の先端を前腕に刺した刺入部に紅斑，膿疱を形成する反応であり
ベーチェット病でしばしば陽性となる．皮膚の易刺激反応を示しており，反応の活動期に認められること
が多い．海外（中近東）では患者の 50％程度に陽性であるが，わが国では陽性率は低く，また陽性率も近
年減少している．針反応は国際診断基準では主要症状の 1つとして組み入れられている．
（Ⅲ） 皮下の血栓性静脈炎
皮下の表在性の血栓性静脈炎は，おもに下腿に，静脈の走行に沿った索状硬結として触知する（図 6a）1）．
また，急性期に採血や静脈注射後に同部位に生じることがある．組織学的に皮下の表在性静脈内腔の狭窄

図 5　針反応陽性
左前腕の注射部位に一致して紅暈を伴う膿疱を認める 
〔中村晃一郎，他：ベーチェット病の皮膚粘膜病変診療
ガイドライン．日皮会誌 2018；128：2087-2101.〕

図 4　毛包炎様皮疹
a, b：体幹の膿疱と紅色丘疹 
〔中村晃一郎，他：ベーチェット病の皮膚粘膜病変診療ガ
イドライン．日皮会誌 2018；128：2087-2101.〕

 a　　　　　　　　　　　   b

図 3　結節性紅斑（組織像）
a：皮下脂肪織の隔壁内に稠密な好中球浸潤を認める 
b：血管周囲に多数の好中球浸潤を認める 
〔中村晃一郎，他：ベーチェット病の皮膚粘膜病変診療ガイドライン．日皮会誌　
2018；128：2087-2101.〕

 a　　　　　　　　　　　　　  b　　　　　　　　　　　　　
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や血栓を認める（図 6b）1）．ベーチェット病以外の一般の皮下血栓性静脈炎も有痛性の硬結で，組織学的に
静脈内腔の狭窄や静脈周囲のリンパ球の浸潤を認める．ベーチェット病では真皮や脂肪織の静脈周囲の好
中球浸潤が強く認められる．鑑別として下腿の硬結を生じる結節性紅斑，結節性多発動脈炎などがあげら
れるため，これらの疾患を疑う場合には皮膚生検が診断に有用である．深部静脈血栓症，動脈塞栓症の鑑
別には超音波検査，MRアンギオグラフィーなどの検索で血管の狭窄の有無や部位を確認する．ベーチェッ
ト病で皮下表在性静脈炎が多発する場合，深部静脈血栓を合併する場合がある．
（Ⅳ） その他の皮膚病変
ベーチェット病の主要な皮膚症状は毛包炎様皮疹，結節性紅斑，血栓性静脈炎であるが，まれに膿瘍，
指フルンケル，出血性水疱，スイート病様紅斑，壊疽性膿皮症などの臨床像を呈する．いずれも組織学的
に皮膚に好中球浸潤を認める．好中球が皮膚に浸潤する疾患は好中球性皮膚症とよばれ，ベーチェット病，
スイート病，壊疽性膿疱などが含まれる．スイート病は発熱と有痛性紅斑を生じる原因不明の疾患であり，
時に白血病に合併して生じる．壊疽性膿皮症は四肢などに再発性の深い潰瘍を生じる疾患であり，しばし
ば基礎疾患に炎症性腸疾患などを合併する．スイート病や壊疽性膿皮症に類似した皮膚症状はベーチェッ
ト病でも認められることがあるが，ベーチェット病では組織学的に毛包周囲や血管周囲の好中球浸潤が多
いことが特徴であり，皮膚の臨床像や多臓器の症状，病理組織像，検査所見から総合的に本病を診断する．

 文　献
1. 中村晃一郎，他：ベーチェット病の皮膚粘膜病変診療ガイドライン.  日皮会誌 2018；128：2087-2101.

（中村晃一郎）

c  眼症状  
（Ⅰ） 眼所見の特徴
ベーチェット病において眼症状としてぶどう膜炎がみられるが，ベーチェット病におけるぶどう膜炎は

「眼炎症発作」といわれるとおり，急性突発性に生じ，比較的速やかに消退するという特徴があり，眼炎症
発作と次の眼炎症発作の間には炎症所見がほとんどみられないことが多い．また，もう 1つの大きな特徴
は，眼炎症発作が繰り返し生じるということである．したがって，たった1度のぶどう膜炎所見をみてベー
チェット病に特徴的な眼所見かどうかを判断するのはむずかしく，複数回のぶどう膜炎所見（眼炎症発作）
から判断されるべきである．
ベーチェット病の眼炎症発作は，非肉芽腫性ぶどう膜炎を呈し，虹彩毛様体を中心とした前眼部の眼炎
症発作，網膜脈絡膜を中心とした後眼部の眼炎症発作，あるいはその両者にまたがる眼炎症発作としてみ
られるが，発作ごとにその部位を変えて生じる．また，眼炎症発作の多くは片眼性に生じ，毎回必ず左右
どちらか決まった眼ということは少なく，左右交互に生じることも多い．両眼同時に生じることもある．

図 6　足背の血栓性静脈炎
a：足背の血疱を伴った潰瘍を認める
b：組織像で皮下の静脈に血栓とリンパ球浸潤を認める 
〔中村晃一郎，他：ベーチェット病の皮膚粘膜病変診療ガ
イドライン．日皮会誌 2018；128：2087-2101.〕

 a　　　　　  b
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（Ⅱ） 前眼部所見
前眼部の所見として，毛様充血に加え，前房内，前部硝子体への炎症細胞の浸潤が細 灯顕微鏡検査で
観察される．その程度はさまざまであるが，炎症が強い場合には前房に大量の炎症細胞が前房内に浸潤し，
それらが沈殿した前房蓄膿を呈するが（図 7）1），線維素析出がみられることは少ない．したがって，前房
蓄膿はサラサラとしておりニボーを形成し，体位の変動により容易に形が変化する．角膜後面沈着物は微
細な形状であることが多く，豚脂様の形態をとることはない．虹彩後癒着を呈することは少なく，虹彩結
節や隅角結節はみられない．びまん性硝子体混濁を伴うこともある．
（Ⅲ） 後眼部所見
後眼部の所見として，1個から複数個の網膜白色斑が散在する網脈絡膜炎がみられ，時に網膜出血を伴

う（図 8）1）．黄斑部に出現すると直接的な視力低下につながる（図 9）1）．閉塞性血管炎や強い硝子体混濁を
伴うこともある．網膜白色斑は発作直後には毛羽立ったやわらかい印象の白色斑としてみられるが，時間
とともに辺縁がはっきりとしたやや硬い印象の白色斑となり，その後消退する．他のぶどう膜炎でみられ
る白色斑よりも比較的速やかに（5～ 10日程度で）消退するのが特徴である．網膜白色斑の消退の後には，
その程度に応じた網脈絡膜萎縮，網膜血管白線化，視神経萎縮が生じる（図 10）1）．これらの所見は不可逆
性であるため，後眼部の眼炎症発作を繰り返すことは恒久的な視力障害，視野障害などの視機能低下につ
ながっていく．

図 10　 眼炎症発作（網脈絡膜炎）後の
網脈絡膜萎縮

〔ベーチェット病眼病変診療ガイドライ
ン作成委員会：Behçet 病（ベーチェッ
ト病）眼病変診療ガイドライン．日眼会
誌 2012；116：394-426.〕

図 11　シダ状蛍光漏出
フルオレセイン蛍光眼底造影検査にてシ
ダ状蛍光漏出がみられる 
〔ベーチェット病眼病変診療ガイドライ
ン作成委員会：Behçet 病（ベーチェッ
ト病）眼病変診療ガイドライン．日眼会
誌 2012；116：394-426.〕

図 9　網脈絡膜炎（黄斑部）
黄斑部に網膜白色斑の散在および網膜出
血がみられる 
〔ベーチェット病眼病変診療ガイドライ
ン作成委員会：Behçet 病（ベーチェッ
ト病）眼病変診療ガイドライン．日眼会
誌 2012；116：394-426.〕

図 7　前房蓄膿
前房に浸潤した炎症細胞（ほとんどが好中球）が沈殿してニ
ボーを形成している 
〔ベーチェット病眼病変診療ガイドライン作成委員会：
Behçet 病（ベーチェット病）眼病変診療ガイドライン．日眼会
誌 2012；116：394-426.〕

図 8　網脈絡膜炎（周辺部）
網膜白色斑の散在および網膜出血がみられ，硝子体混濁も
伴っている 
〔ベーチェット病眼病変診療ガイドライン作成委員会：
Behçet 病（ベーチェット病）眼病変診療ガイドライン．日眼会
誌 2012；116：394-426.〕

24



（Ⅳ） 検査所見
（ⅰ） フルオレセイン蛍光眼底造影
フルオレセインを静脈内投与し眼底カメラあるいは走査型レーザー検眼鏡を用いて連続撮影を行う検査
である．ベーチェット病では，網膜血管の透過性亢進を示唆する「シダ状蛍光漏出」が広範囲にみられるこ
とが 1つの特徴であるが（図 11）1），そのほか，視神経乳頭過蛍光，血管壁の組織染がみられることが多い．
また，閉塞性血管炎を呈する場合には，無灌流領域を示す低蛍光領域がみられ，時には網膜新生血管を示
唆する蛍光漏出がみられることがある．
（ⅱ） 光干渉断層計
眼底に近赤外線を当て，その反射波を解析して網膜の断層像が得られる検査である．黄斑部に炎症発作
が生じた場合にびまん性黄斑浮腫として描出される．また，合併症としての嚢胞様黄斑浮腫の描出にも有
用である．
（Ⅴ） 合併症
（ⅰ） 併発白内障
長期に及ぶぶどう膜炎に伴って生じてくる白内障である．その成因にはぶどう膜炎の影響に加え，治療
として用いられる副腎皮質ステロイド（点眼，眼球周囲注射，全身投与）の影響も混在する．進行すると手
術が必要となるが，ベーチェット病では活動性のみられる時期に手術を行うと眼炎症発作を誘発すること
が知られており，術前 6か月以上の消炎期間をおくことが望ましいとされる．ただし最近では，事前にイ
ンフリキシマブ導入により術後の眼炎症発作誘発を抑えることが可能との報告もある．
（ⅱ） 続発緑内障
ぶどう膜炎の経過中に眼圧上昇がみられるものを続発緑内障といい，併発白内障と同様にぶどう膜炎の
罹病期間が長くなるにつれて多くみられる合併症であり，ベーチェット病でもよくみられる．多くは点眼
治療でコントロールされるが，重症な場合には手術が必要となる．
（ⅲ） 嚢胞様黄斑浮腫
嚢胞様黄斑浮腫は炎症の増悪とともにみられることもあるが，炎症の寛解期にも遷延してみられること
がある．副腎皮質ステロイド（後部テノン嚢下注射または内服）に反応し改善がみられることが多いが，反
応の悪い場合もある．
（ⅳ） 眼球癆
頻回の眼炎症発作による毛様体の組織障害が強いと，房水産生機能が低下し低眼圧となる．そのまま眼
球が萎縮し眼球癆に至ることもある．

 文　献
1.  ベーチェット病眼病変診療ガイドライン作成委員会：Behçet病（ベーチェット病）眼病変診療ガイドライン.  日眼会誌　

2012；116：394-426.

（南場研一）

d  外陰部潰瘍  
ベ ーチェット病で生じる外陰部潰瘍は口腔内アフタ性潰瘍とともに特徴的である．男性で陰嚢に生じる
が，陰茎や亀頭にも生じる（図 12）1）．女性で大小陰唇に好発し，しばしば初発症状として生じる．潰瘍は
円形の潰瘍で，激痛を伴い，しばしば多発する．時に肛門周囲や鼠径部にも生じる．潰瘍は痂皮・血痂を
付着し，しばしば穿掘性となる．潰瘍は瘢痕を残さずに治癒することが多いが，大型の場合には瘢痕を残
すことがある．頻度は口腔内アフタ性潰瘍よりやや低く，約 8割程度とされる．外陰部潰瘍は皮膚粘膜症
状のなかで特異度が高い．鑑別として，激痛を伴い水疱・潰瘍を生じる単純性ヘルペスを確認する．単純
性ヘルペスでは小型の潰瘍が集蔟して生じる場合が多い．診断には創部よりウイルス抗原の同定，病変部
のウイルス性巨細胞などを確認し，ベーチェット病と鑑別する．ほかに壊疽性膿皮症，固定薬疹，梅毒な
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どが鑑別となるため必要な場合には生検を行う．リップシュッツ（Lipschütz）潰瘍（急性外陰部潰瘍）は，若
年女性に生じる非感染性の外陰部潰瘍であり，発熱などの全身症状を伴い急激に生じる疾患であるため独
立疾患としての考え方がある．
外陰部潰瘍の急性期の治療には一般に副腎皮質ステロイド外用薬を使用する．ストロングクラスの軟膏
や，難治ではベリーストロングクラスの軟膏を選択する．大型で難治の場合には，時に内服などの副腎皮
質ステロイド全身投与が必要となる．

 文　献
1. 中村晃一郎，他：ベーチェット病の皮膚粘膜病変診療ガイドライン.  日皮会誌 2018；128：2087-2101.

（中村晃一郎）

2  副症状
a  関節炎  
ベーチェット病に生じる関節炎は，副症状として位置づけられており，診断においても重要な症候であ
る．
（Ⅰ） 疫　学
ベーチェット病に認められる筋骨格系の症状は，各国共通に認められる比較的頻度の高い症状である

（イラン 37％，日本 57％，中国 30％，韓国 38％，ドイツ 53％）．
（Ⅱ） 特　徴
関節炎は，通常，非対称的に大きな関節にみられ，回帰的に認められる特徴があり，骨びらんを伴う関
節炎は少ない．47名のベーチェット病患者を前向きに経過観察（47か月，平均 19.15か月）したところ，
計 80回の関節炎が認められたが，すべて 4か所までの寡関節炎で，54症例（68％）が単関節炎であった．
罹患関節としては膝，足，手関節が最も多く，脊椎，肩，仙腸関節炎はまれであった．また，変形はまれ
で，亜急性（2か月以下）が 82％，3か月から 4年持続するのは 18％と頻度的には低く，治療に関係せず自
然消退する場合も認められる．
（Ⅲ） 検査所見
間欠的に認められる場合，寛解時には CRPなどは陰性であるが，発作時には CRP，ESRは中～高等度

上昇する．関節液中の細胞数は上昇するが，約 6割でムチンクロットは良好に形成されており，関節リウ

図 12　外陰部潰瘍
a, b：陰嚢部の潰瘍 
〔中村晃一郎，他：ベーチェット病の皮膚粘膜病変診療ガイドライン．日皮会誌　
2018；128：2087-2101.〕

 a　　　　　　　　　　　　　  b　　　　　　　　　　　　　
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マチの所見と異なる．滑膜生検では，表在性の潰瘍，形質細胞の減少，リンパ球濾胞形成などがみられる．
X線所見では，骨関節びらんなど関節リウマチに認められる所見は通常みられないが，1～ 2％の頻度で
破壊性関節炎も報告されており，乾癬を含む他疾患の合併の有無とともに慎重な経過観察が必要である．
（Ⅳ） 鑑別診断
非びらん性関節炎の鑑別診断として，痛風，全身性エリテマトーデス，脊椎関節炎，HLA-B27関連疾患，

クローン病，潰瘍性大腸炎，自己炎症疾患，SAPHO （synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis, osteitis）症候群，
再発性多発軟骨炎，MAGIC（mouth and genital ulcers with inflamed cartilage）症候群，ANCA（anti-neutrophil 

cytoplasmic antibody）関連血管炎，線維筋痛症などがあげられる．この鑑別のためには，血清尿酸値，各
種自己抗体，補体の低下，HLA-B27の有無，消化器病変の有無，発熱の周期・程度，骨炎・骨膜肥厚，
軟骨炎，脊椎関節炎， 鞘炎，皮膚症状（乾癬，膿疱など），神経精神症状の有無などを詳細に検討する必
要がある．また，急性単関節炎の鑑別診断として痛風などの結晶性関節炎の鑑別が必要である．
（Ⅴ） 治　療
コルヒチン（1～ 2 mg/日）が推奨される．ランダム化比較試験において，コルヒチンの臨床的有用性が

確認されている（推奨 A：EULAR推奨，2008年）．コルヒチン 1～ 2 mgとプラセボの 2年間でのランダ
ム化比較試験においてコルヒチンは新規の関節炎発作の抑制と腫脹関節数が抑制された．さらに，コルヒ
チン 1 mg単独あるいはペニシリン G筋注（120万単位 /月）併用による 5か月間の加療で関節および皮膚
粘膜病変を抑制したとの報告があるが，この研究ではプラセボが設定されていない．また，アザチオプリ
ン 2.5 mg/kg 2年間の投与が，プラセボコントロールと比べて試験開始時に関節炎を認めなかった患者の
新規関節炎出現の抑制が報告されている．そのほか，コントロールのない少数例での検討であるが，イン
フリキシマブ，エタネルセプト，アダリムマブにおいて眼症状，皮膚症状，消化管症状などとともに関節
炎が抑制された報告は多い．なお，メトトレキサートについては，有効性を示す報告は乏しいが，TNF

阻害薬よりも先行して使用される．さらに，インターフェロン-α，ベンジルペニシリンの筋注などの報
告もあるがわが国では，保険適応となっていない．
一方，実臨床における治療では，関節痛の緩和のために急性期に非ステロイド系抗炎症薬（NSAID）や
副腎皮質ステロイドを使用し，それにコルヒチン，アザチオプリンなどを併用して，副腎皮質ステロイド
を減量する方法がとられることが少なくない．すなわち，コルヒチンやアザチオプリンは，新たな関節炎
の発作を抑制するための薬剤として用いられている傾向がある．この両者で効果不十分の場合には，TNF

阻害薬が考慮される．ただ，ベーチェット病の関節炎は，発作と寛解を繰り返し，治療を要さずとも自然
寛解する場合もあることから，関節炎の所見のみでは，急性期治療以上の治療は不要との考えもある．
（Ⅵ） 問題点
対照群をおいた二重盲検臨床試験で，関節炎に対する治療効果を検討した報告はほとんどないことか
ら，ガイドライン作成にあたりメタ解析を根拠とするエビデンスの高い推奨は困難である．生物学的製剤
など最近の治療に関してのエビデンスも不足している．

（齋藤和義／廣畑俊成）

b  精巣上体炎（副睾丸炎） 
ベーチェット病の副症状の 1つである精巣上体炎（副睾丸炎）＊は，わが国では男性ベーチェット病患者
の約 5.0％に合併し，そのほかの副症状と比較して発現頻度は決して多くない1）．原因はいまだ不明であ
るが，精巣上体に腫脹と 痛を認め，多くの場合抗菌薬や抗炎症薬が投与される．通常数日程度で治癒す
るが，ベーチェット病の重症例に併発することが多く，しばしば再燃を認めることから，副腎皮質ステロ
イドや免疫抑制薬を必要とする場合もある．これまで精巣上体炎に関する調査や研究はほとんど行われて
おらず，少数の臨床研究と症例報告，および帝京大学医学部附属病院での経験をもとに概説する．
＊厚生労働省ベーチェット病診断基準での表記は副睾丸炎であるが，現在，泌尿器科学的には精巣上体炎で統一されている．
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（Ⅰ） 病　因
精巣上体は精巣の上部に位置する小器官で，精巣上体からは精管が精嚢と前立腺につながっている．精
巣でつくられた精子は精巣上体を通過し，そこで分泌された精液とともに尿道に出ていく．よって，一般
的に精巣上体炎の原因は，尿から逆行性に細菌が精巣上体へ入り込み，そこで炎症を起こすことにより発
症する．原因菌としては大腸菌や，性行為感染症のクラミジア，淋菌などが多い．
一方，ベーチェット病の精巣上体炎の病態は明らかでないが，ベーチェット病の病勢に一致して認める
ことから，原因として血管炎の関与が指摘されている2, 3）．精巣上体炎の炎症が精巣に波及し精巣炎も併
発すると，両者をあわせて精巣上体炎（epididymo-orchitis）とよぶこともある4）．
ベーチェット病の精巣上体炎に関連する基礎的研究はないが，精巣特異的抗原（HSS-A）に対する自己抗

体が，ベーチェット病の男性例に特異的に検出され，神経型や血管型ベーチェット病と関連する可能性が
報告されている5）．
（Ⅱ） 疫　学
精巣上体炎の合併頻度は，国や地域により 0.6～ 44.0％と報告にばらつきがある6, 7）．トルコでは新規に
ベーチェット病と診断された連続 100人（うち男性 70人，女性 30人）の前向き調査から，精巣上体炎は
6.0％に認められたと報告されている2）．同じトルコでも Cetinelらは 19.2％（男性ベーチェット病患者 104

人の検討）と報告している8）．イランではベーチェット病患者 6,075人の調査から，精巣上体炎の合併頻度
は 4.6％（うち男性 3,404人では 8.3％）であると報告している9）．これらのばらつきには，遺伝的背景以外
にも衛生環境や診断精度などが関与していると考えられる．
一方，わが国における精巣上体炎の合併頻度は，2010年のベーチェット病臨床個人調査票新規申請デー

タ 968人の解析によると，35人（うち完全型に合併は 3人）で 3.6％であった10）．Ideguchiらもベーチェッ
ト病患者 412人（うち男性 184人）の臨床像の解析から，男性患者の 6.0％に合併していると報告している11）．
1991年（1991年 10月 1日から 1992年 3月末）に行われた，ベーチェット病患者の全国疫学調査の結果では，
3,316人（男性 1,638人，女性 1,678人）が対象となり，精巣上体炎は 167人（5.0％）であり，1972年の調査
および 1984年の調査における頻度とほぼ同様の結果であった12）．これらのデータより，わが国のベー
チェット病患者における精巣上体炎の発現頻度は男女を含めた全患者のほぼ 5.0％と考えられる．

HLA-B*51の陽性率に関して Kaklamaniらは，男性ベーチェット病患者 57例のうち 7例に精巣上体炎を
認め，これら全例が HLA-B*51陽性であったと報告している13）．わが国では中江らの全国調査のなかで症
状別に HLA-B*51陽性率を検討しており，精巣上体炎患者の HLA-B*51陽性率は 67.6％（33人中 23人が陽
性）と報告している12）．
（Ⅲ） 症　状
精巣上体炎の症状としては，精巣の 痛，陰嚢の発赤，腫大，腫脹があり，数日から 2週間程度続く．

再発を繰り返す精巣上体炎では，しこりとして触知されることもある．Choらは，精巣上体炎合併例と非
合併例を比較して，前者では外陰部潰瘍，皮膚病変，関節炎，中枢神経病変の合併率，針反応陽性率が高
く，比較的重症例に多い傾向にあるとしている6）．
一般に，ベーチェット病の精巣上体炎はベーチェット病の診断時またはその後に発症（数年後に合併す

る報告もあり）することが多いが13），精巣上体炎を契機に診断される症例も散見される4, 7, 14）．特に反復性
や両側性の場合には，鑑別診断としてベーチェット病の副症状の可能性を念頭におく必要がある．
（Ⅳ） 検　査
精巣上体炎は，陰嚢の腫脹， 痛などの臨床症状から診断するが，診断がむずかしい場合にはドプラ超
音波検査により病変部位を確認する．また，細菌尿，膿尿がないことを確認し，一般尿検査，尿培養検査
とともにクラミジア，淋菌，梅毒の検査なども行う．ムンプス精巣炎，精巣上体結核，精巣捻転なども鑑
別にあがるため必要に応じて検査を進める．また，MRIは腫瘍性病変を鑑別するのに有用との報告があ
る15）．
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（Ⅴ） 治　療
ベーチェット病の精巣上体炎に対する確立された治療方針はない．発症早期に感染症を除外するのは困
難な場合が多く，抗菌薬（尿路感染症に有効なペニシリン系，セフェム系，ニューキノロン系など）と抗炎
症薬を早期から使用することになる．さらに局所の安静と冷却を行う．軽症の場合には，数日の経過観察
のみで自然消退することもある．
コルヒチンやダプソン〔わが国ではハンセン（Hansen）病のみ適応〕，副腎皮質ステロイド，免疫抑制薬（ア
ザチオプリンやシクロスポリンなど）の使用が散見されるが，症例報告レベルにとどまる14）．黒沢らの報
告では，精巣上体炎を合併した患者 35人が受けていた治療の内訳は，対症療法が 7人（20.0％），局所薬
物療法が 8人（22.9％），副腎皮質ステロイド投与が 10人（28.6％），免疫抑制薬が 3人（8.6％），コルヒチ
ンが 19人（54.3％）であった（重複例あり）10）．
（Ⅵ） 予　後
黒沢らの報告では，2004年から 2008年の臨床個人調査票のうち，新規受給者 1,794例の 1年後の予後
に関連する因子を検討しているが，1年後の悪化（ベーチェット病の重症度 stageが進行したものを悪化）
と精巣上体炎には有意な関連は認めなかった16）．

◎おわりに
ベーチェット病の精巣上体炎は，厚生労働省ベーチェト病診断基準に副症状として記載されているが，
これまで精巣上体炎をターゲットにした臨床調査や研究はほとんど行われていない．今後，早期診断と治
療法確立のためにも，症例を蓄積し詳細な検討を行う必要がある．

 文　献
1.  Hirohata S, et al.：Behçet’s disease. Arthritis Res Ther 2003；5：139-146.

2.  Kirkali Z, et al.：Urological aspects of Behçet’s disease. Br J Urol 1991；67：638-639.
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（菊地弘敏）

c  消化器病変（腸管型ベーチェット病） 
腸管型ベーチェット病は，腸型ベーチェット，腸管ベーチェット病ともよばれ，英語では intestinal 

Behçet’s diseaseや entero-Behçet’s diseaseと表記される．厚生労働省ベーチェット病に関する調査研究班に
よる診断基準では特殊型に分類される．シルクロード病と称されるベーチェット病のなかでも韓国や日本
からの報告が多い．
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（Ⅰ） 腸管型ベーチェット病の臨床的特徴
腸管型ベーチェット病の内視鏡所見は回盲部に存在する類円形の深掘れ潰瘍が腸管定型病変（図 13）1）と
定義され，診断基準項目の副症状に含まれる．定型的な回盲部病変とともに完全型ないしは不全型ベー
チェット病の診断基準を満たす症例が腸管型ベーチェット病と診断される2, 3）（表 1）2）．すなわち，全身症
状を含めてベーチェット病と診断されることが，“腸管型ベーチェット病 ”という病名を用いる際の条件
となる．時に全身症状からベーチェット病の診断が確定した患者に多彩な消化管病変が出現することがあ
るが，現在それらは腸管型ベーチェット病とはよばない．一方，実際の診療現場では回盲部の典型病変を
有しながらも不全型の条件を満たさない疑い例が多く存在する．これらについてはあくまでも腸管型ベー
チェット病疑いにとどまる．さらに，日本にはベーチェット症候を伴わない回盲部の円形の深い潰瘍病変，
“単純性潰瘍”という疾患概念がある．単純性潰瘍は「回盲部近傍の慢性打ち抜き様の潰瘍」，あるいは「境
界明瞭な円形ないし卵円形で，下掘れ傾向が強く，回盲弁上ないしその近傍に好発し組織学的には慢性活
動性の非特異性炎症所見を示す Ul-IVの潰瘍」と定義され4, 5），腸管型ベーチェット病と単純性潰瘍を内視
鏡像あるいは病理像で鑑別するのは困難とされている．両者の鑑別は全身の症候や臨床経過で鑑別するこ
とになる．単純性潰瘍と診断されたのち消化管以外の症候が出現し腸管型ベーチェット病の診断がつくこ
とはありうる．
腸管型ベーチェット病の病変は深掘れの打ち抜き潰瘍を呈するため，突然の穿孔や大量出血のリスクを
伴う．このためベーチェット病において腸管病変の合併は時に生命予後をも左右するリスク因子とみなさ
れる．また術後再発率も高く複数の手術を必要とする患者も存在する．予後不良因子についてはまだ詳細
な解析はなされていないが，① 35歳未満の発症，② CRP高値，③高い疾患活動性が予後に関するリスク
因子として報告されている6）．本病の累積手術率については外科手術を受けた 72人の患者の 58.3％に再
発が認められ，30.6％の患者に再手術が必要になり，累積術後再発率は 5年間で 47.2％であったという報
告7）があり，複数回の外科手術が必要となるリスクを有する疾患であることがわかる．
（Ⅱ） 腸管型ベーチェット病の治療
腸管型ベーチェット病の治療については高いエビデンスレベルで確立したものはなく，全身性のベー
チェット病あるいはクローン病の治療経験に基づいて治療が行われてきた．厚生労働省難治性炎症性腸管
障害に関する調査研究班（日比班）により作成された「腸管ベーチェット病・単純性潰瘍の診療に関するコ
ンセンサス・ステートメント」8）において，消化器内科，消化器外科，リウマチ膠原病内科のエキスパー
トのコンセンサスとしてはじめて一定の方向性が提唱されている．その後，TNF阻害薬の有効性が数多
く報告されるようになり，さらにアダリムマブとインフリキシマブの臨床試験の結果9, 10）から有効性が確
認され，これら 2薬の腸管型ベーチェット病に対する適応が承認された．これをもって「腸管ベーチェッ
ト病・単純性潰瘍の診療に関するコンセンサス・ステートメント」の第 2版が作成された3）．

図 13　 典型的な腸管ベーチェット病
の回盲部潰瘍

〔久松理一：腸管 Behçet 病．診断と治
療 2017；105（Suppl.）：169-173.〕

表 1　腸管ベーチェット病の診断基準

1． 典型的には回盲部を中心に円形または類円形の深掘れの潰瘍が内視鏡や
X線造影で確認され，ベーチェット病診断基準の完全型あるいは不全型
の条件を満たす

2． 臨床所見から急性虫垂炎や感染性腸炎を否定できる．さらに臨床所見な
らびに内視鏡やX線造影で，クローン病や腸結核，薬剤性腸炎などを鑑
別できる

　上記 2項目を満たす症例を腸管ベーチェット病と診断する

〔石ヶ坪良明：腸管ベーチェット病診療ガイドライン平成 21年度案 －コンセンサ
ス・ステートメントに基づく－．厚生労働科学研究 難治性疾患克服研究事業 ベー
チェット病に関する調査研究（研究代表者；石ヶ坪良明）. 2010.〕
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腸管型ベーチェット病も再発性で複数回の手術を必要とする進行性の疾患であると考えられ，今後の課
題としては，まず長期予後すなわち累積手術率を明らかにすること，特に治療によってそれらが改善する
かどうかを明らかにすることが重要である．長期予後の改善には治療薬の開発はもちろん，適切な薬の使
い方，治療目標の設定，疾患活動性のモニタリング方法の確立が重要となる．

◎おわりに
今回の腸管型ベーチェット病の診療ガイドライン作成においては文献的エビデンスが少ないことから診
療経験の豊富な専門家が集まり会議のうえ合意度を形成した．内容としては専門家でも意見の分かれるよ
うな CQは含まれないように留意した．
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（久松理一）

d  血管病変（血管型ベーチェット病） 
（Ⅰ） 血管型ベーチェット病の定義
ベーチェット病における大血管病変はしばしば致死的な経過をとり，頻度は低いが予後を規定する重要
な臓器病変である．厚生労働省診断基準（2016年小改訂）では，完全型あるいは不全型の診断基準を満た
し，臨床的，画像的に比較的大きな動脈静脈に病変が確認される場合を血管型と定義する．表在性血栓性
静脈炎は皮膚症状に分類されることは留意すべきであるが，この病変が存在する場合は深部血管病変の頻
度も高いことは念頭におく必要がある．ベーチェット病様の血管病変があっても診断基準に基づき確定診
断できない症例の診療において，本ガイドラインの鑑別診断を含む診断の項目は参考になる可能性がある
が，それ以外のステートメントは原則適応されない．
（Ⅱ） 疫　学
わが国からの報告（対象ベーチェット病患者数 277～ 3,316例）に基づく血管型の発症頻度は 6.3～

15.3％であり，諸外国と比べ，低頻度である1, 2）．重症型，特に肺動脈瘤（厚生労働省ベーチェット病に関
する調査研究班の調査では血管型症例の 2％，わが国のベーチェット病患者の推定頻度は 0.2％程度）は若
年男性に多い．
本研究班の血管型症例 105例の検討では血管病変は静脈病変 71.4％（血栓 68.6％），動脈病変 29.5％（動
脈瘤 19.0％，閉塞 12.4％），肺病変 24.8％（肺塞栓 19.0％，動脈瘤 7.6％），心病変 6.7％に分布し，諸外国
の報告ともほぼ一致する1, 3）．ベーチェット病診断確定から血管病変発症までの期間は 7.1年± 7.9年だが，
血管病変の出現をもって診断確定時に至る例も少なくない（27例，25.7％）．この検討ではベーチェット病
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診断より血管病変が先行したのは少数（2例，1.9％）であったが，約 10％にみられるとする報告もある4）．
複数の血管病変が併存することはまれでなく，特に肺動脈病変は深部静脈血栓症を伴うことが多い4）．肺
動脈瘤からの出血，動脈瘤破裂，心病変はしばしば致死的となりうる5, 6）．
（Ⅲ） 病態病理
静脈病変は閉塞性炎症性血栓である．動脈病変は vasa vasorumを含む外膜の炎症が初期病態で，外膜側

からの動脈壁の傷害により閉塞または仮性動脈瘤の形成に至る7）．肺動脈病変も炎症細胞浸潤がおもな所
見で，壁在血栓を伴う真性動脈瘤を形成する6）．
（Ⅳ） 症　状
（ⅰ） 深部静脈血栓症
深部静脈血栓症は下肢，特に膝窩，大腿静脈に好発し，その遠位部の腫脹，うっ滞性皮膚炎，局所 痛，

皮膚潰瘍，側副血行路による表在性怒張などをきたしうる（図 14）．上大静脈症候群やバッド・キアリ
（Budd-Chiari）症候群など重篤化する例もある1, 8）．日本にまれな脳静脈洞血栓症は神経型の非実質型に分
類されるが 9），肺動脈病変など他の血管病変との併存が多く4），病態上は血管型として扱うべきかもしれ
ない．
（ⅱ） 動脈瘤・動脈閉塞
急性期には発熱，倦怠感などの全身症状，罹患血管支配領域の虚血症状が出現する．動脈瘤は腹部大動
脈を始め，比較的大型の動脈および中型の動脈に好発する10）．胸部上行大動脈の拡張による大動脈弁閉鎖
不全をきたす例は予後不良である10）．末梢動脈瘤は大腿，膝窩，頸動脈に多く，1/3の症例で多発する10）．
嚢状仮性動脈瘤は体表に近い場合，拍動性腫瘤として触知され，破裂，出血のリスクがある（図 15）．腹
腔内病変は無症候性に増大し，画像検査で偶発的に検出される場合もある11）．
動脈穿刺後の仮性動脈瘤の誘因12），術後は吻合部の動脈瘤再発に注意する11）．

（ⅲ） 肺動脈病変による症状
肺出血，咳，発熱，呼吸困難，胸膜痛などの症状が生じる．肺動脈瘤は下葉に好発し，多発することが
多く，破裂すると致命的喀血をきたすが，日本での頻度は低い3, 6）．ほとんどの症例で深部静脈血栓が先
行し，肺塞栓との鑑別が問題となる4, 6）．剖検結果，肺換気血流シンチグラムの所見は肺局所での血栓形
成を示唆し，塞栓はまれとされているが 6, 13），この考えに異論も少なくない．
（ⅳ） 心症状
剖検例での潜在性病変は多いが，臨床的に問題となることは少ない1, 3, 13, 14）．心外膜炎，心内膜炎，弁膜
病変（特に大動脈弁閉鎖不全），心筋線維症，冠動脈血管炎，心内血栓症などが報告されている．特に肺血
管病変がある患者の 1/3は心内血栓を合併する6）．

図 14　上大静脈の閉塞による上大静脈症候群
a：表在静脈が側副血行路として怒張している 
b：静脈造影で上大静脈の閉塞と発達した側副血行路が描出される

 a　　　　　　　　　　　　　  b　　　　　　　　　　　　　

図15　左鎖骨下動脈動脈瘤
三次元CT像
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（Ⅴ） 診　断
（ⅰ） ベーチェット病としての診断
すでにベーチェット病と診断されている症例に血管病変に基づく症状が出現した場合，ベーチェット病
の血管病変として矛盾ないかどうか評価する．ベーチェット病診断未確定の場合は，血管局所病変の評価
とともに眼科を含めた全身的評価が必要で，鑑別すべき疾患を除外しつつ，診断基準の充足度を検討する．
また，その時点で診断基準を満たさなくとも経過中にベーチェット病の診断に至る例もある．先行する血
管病変としては深部静脈血栓症が多く，特に若年男性で，多発性，再発性および炎症所見を伴う深部静脈
血栓症を呈する場合は他の原因を究明しながら，ベーチェット病の可能性も念頭におく必要がある．
診断基準で参考となる所見にあげられる針反応，HLA-B*51，HLA-A*26，血液炎症所見のほか，非特異
的ではあるが D-ダイマーなどの血栓マーカーが補助的指標として用いられるが，重要なのは次に述べる
局所病変の評価である．
（ⅱ） 局所の評価
画像的に血栓の存在，血管閉塞，動脈瘤を確認する必要がある．深部静脈血栓症の場合には超音波検査，
造影 CTで閉塞部位あるいは血栓の存在を確認する1, 3）．動脈病変，肺病変の評価は造影 CTが中心で，動
脈瘤あるいは閉塞性病変を検出する1, 3）．形態に加え，局所炎症も検出できる PET-CTの活用も有望で，治
験の評価項目にも使われている15, 16）．従来の動脈穿刺による造影検査は穿刺部動脈瘤誘発のリスクもあ
り，できるだけ治療目的などほかに代替法がない場合にとどめる．また，肺病変には随伴所見として器質
化肺炎様の浸潤影，空洞形成，胸水もみられることがある6）．心病変は X線，心電図，心臓超音波検査な
どを基本とし，必要に応じて冠動脈 CT，心カテーテル検査などを行う．
（Ⅵ） 治　療
まず，治療の目標は血管病変の炎症を制御することでこれに基づく諸症状を緩和し，その進展，再発を
抑制する．さらには動脈瘤破裂，肺血管からの出血などの致死的イベントを回避することにある．

EULARのベーチェット病管理の推奨で血管病変に対する治療として推奨されるのは免疫抑制療法で，
副腎皮質ステロイドとアザチオプリンなどの免疫抑制薬が中心である17, 18）．重症例にはシクロホスファミ
ド（間欠静注療法が主体），2015年に保険適用となったインフリキシマブも使用される6, 8, 16, 17, 18）．
一方，EULARは抗凝固療法を推奨しておらず，動脈瘤からの出血に注意喚起している14）．しかし，各
国の後ろ向き検討では静脈血栓症に対し，2/3以上の症例でワルファリンが使用されているが，重篤な出
血合併症は記載されていない3, 19）．
また，動脈病変は手術，血管内治療も行われる．手術はできるだけ免疫抑制療法により疾患活動性を制
御してからの施行が望ましい11）．動脈瘤切迫破裂など緊急度が高い場合でも免疫抑制療法下での手術を施
行することにより，術後合併症の頻度が抑えられる10, 11, 20, 21）．また，吻合部の動脈瘤など再発にも注意す
る．
（Ⅶ） 予　後
血管病変，特に動脈病変は男性，若年発症，頻回の再燃とともにベーチェット病の重要な生命予後因子
であることがフランスのコホート研究で示されている5）．このコホート研究ではベーチェット病患者 817

例中死亡例が 41例（5％）あり，平均死亡年齢は 34.8± 11.9歳である．死因として肺動脈瘤，胸部大動脈瘤，
心筋 塞などの動脈病変（26.8％）とバッド・キアリ症候群，肺血栓症などの静脈病変（17.1％）とあわせ，
死因の 43.9％が血管病変である．日本での頻度は低く，諸外国ほど予後に対する影響は大きくないが，若
年死亡のリスクもあり，血管病変の克服はベーチェット病全体としても重要な課題である．
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（岳野光洋）

e  中枢神経病変（神経型ベーチェット病） 
神経型ベーチェット病はその臨床症状と治療反応性などから急性型と慢性進行型の 2病型に分類される

ことが明らかになった1, 2）．神経型ベーチェット病については診断と治療のガイドラインが最近策定され
た．
（Ⅰ） 神経型ベーチェット病の臨床的特徴
ベーチェット病における中枢神経病変は上矢状静脈洞血栓症などの血管病変に起因するものと，脳実質
に起因するものに大別され，後者の頻度が圧倒的に高く狭義の神経型ベーチェット病とよばれている1）．
わが国においては前者の頻度はきわめて低いが，その取扱いは血管型ベーチェット病に準ずるべきであ
る．
神経型ベーチェット病においては多彩な精神神経症状が出現するが，その主要な症候が小脳・脳幹部お
よび大脳基底核の障害に基づく点に大きな特徴がある．このような神経病変の分布（特に脳幹・小脳の病
変）と寛解・増悪を繰り返す経過は，時として多発性硬化症と酷似し，両者の鑑別は困難な場合がある2）．
神経型ベーチェット病はその臨床症状と治療反応性などから急性型と慢性進行型の 2病型に分類されるこ
とが明らかにされている1, 2）．
（Ⅱ） 急性型神経型ベーチェット病（ANB）
急性型神経型ベーチェット病（acute neuro Behçet’s disease：ANB）は通常，発熱を伴った髄膜脳炎の型を

とるが，加えて片麻痺や脳神経麻痺などさまざまな脳局所徴候をきたすことが多い．障害部位はMRIの
FLAIR画像において高信号域として描出される．髄液検査では，細胞数および蛋白の中等度以上の上昇
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を示す．細胞分画では好中球の割合が増加する．髄液の IL-6も著明に上昇し，この点で多発性硬化症と
大きく異なる3）．一般的に副腎皮質ステロイドに対する反応性は良好であるが，無治療でも自然に軽快す
ることがある．
ベーチェット病の眼発作に用いられるシクロスポリンは ANBを誘発することが知られている4）．厚生
労働省ベーチェット病調査研究班（石ヶ坪班）において，1988～ 2008年までに，研究班に属する施設とそ
の関連施設におけるベーチェット病患者で神経症状を呈したものについて後ろ向きコホート調査を行っ
た．このなかで，ANB全症例 76例中 26例においてシクロスポリン（2例はタクロリムス）が使用されて
いた4）．シクロスポリン使用例では全例で，シクロスポリン非使用例でも 50例中 43例にぶどう膜炎の合
併がみられた．そのほか，性別，HLA-B51，臨床症状，MRI所見，血清 CRP，髄液所見，副腎皮質ステ
ロイドへの反応性などについては，両群間に有意な差はみられなかった4）．以上より，シクロスポリン使
用群も ANBとみなすべきであると考えられた．ただ，その後の中枢神経病変の発作の再発率はシクロス
ポリン非使用群で有意に高く5），シクロスポリン使用群での再発例はシクロスポリンの再投与例の 1例の
みであった．したがって，シクロスポリン使用により誘発された ANBはシクロスポリンの中止により，
発作の再発は防げると考えられる5）．
（Ⅲ） 慢性進行型神経型ベーチェット病（CPNB）
近年，ANBとは異なり，副腎皮質ステロイドなどによる治療に抵抗して認知症などの精神症状が進行し，
ついには寝たきりになってしまう一群が存在することが強く認識され，慢性進行型神経型ベーチェット病
（chronic progressive neuro Behçet’s disease：CPNB）とよばれている1, 3）．前述の厚生労働省研究班の後ろ向き
コホート調査では 35例の CPNBの症例が集積され，精神症状（認知症・人格変化）・体幹失調・構語障害
が各々 18例・17例・15例にみられた．これに一致して，MRIでは脳幹・小脳の萎縮が 25例に認められ
た4）．FLAIR画像での散在性の小さな高信号域は 19例に認められたが，必ずしも CPNBに特異的な変化
ではなく，神経症状のないベーチェット病患者（非 NB）33例中の 14例にも認められている4）．

CPNBの患者では，ANBの発作が先行症状として出現した後に，数年の間をおいて認知症・精神症状
や構語障害・体幹失調が出現し，これが徐々に進行し，ついには患者は寝たきりとなってしまうことが多い3）．
疫学的には，CPNBでは HLA-B51陽性の頻度がほぼ 90％で，男性に多く，喫煙率がきわめて高いという
特徴がみられる4）．検査所見では，髄液中の細胞数・蛋白は軽度の上昇であるにもかかわらず，髄液 IL-6

が数か月以上持続して異常高値を示すことが大きな特徴であり，必発である3）．これに対して，ANBでは
症状の軽快とともに髄液 IL-6は細胞数・蛋白と並行して低下する．一般的には，CPNBでは髄液 IL-6が
20 pg/mL以上の高値のまま存続する3）．

CPNBにおける脳幹の萎縮は定量的にも確認されている6）．この脳幹の萎縮は CPNB発症早期の 2年以
内が最も著明であり，またこの萎縮の程度は同期間の髄液 IL-6の積分値（area under the curve：AUC）と有
意に相関する6） ．したがって，IL-6に反映される脳内の炎症が脳幹の萎縮に深く関与すると考えられる．

CPNBに対しては副腎皮質ステロイドの大量療法やアザチオプリン /シクロホスファミドは無効である
ことを忘れてはならない3）．副腎皮質ステロイド中心の治療を受けた患者ではその予後はきわめて悪く，
ほぼ全例で日常生活が自立不可能となっていた3）．
（Ⅳ） 神経型ベーチェット病の診断基準
前述した厚生労働省研究班での後ろ向きコホート調査においては，髄液の細胞数は ANB＞ CPNB＞非

NBの順で有意に上昇しており，髄液細胞数を 6.2/mm3をカットオフ値とした場合，感度 97.4％，特異度
97.0％で ANBと非 NBを鑑別できた．MRIでのフレア高信号域は非 NBでも認められており ,感度と特異
度ともに不十分であった．一方，CPNBにおいては，MRIで脳幹の萎縮を認める割合が他の 2群に比して
高かった（71.4％）4）．また，CPNBと回復期の ANBの比較において，髄液 IL-6を 16.55 pg/mLをカットオ
フ値とした場合，感度 86.7％，特異度 94.7％で CPNBを診断できた4）．以上の結果に基づき，神経型ベー
チェット病の診断基準が策定された（表 2）7）．
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（Ⅴ） 神経型ベーチェット病の治療
（ⅰ） ANB

ANBの急性期には，パルス療法を含む中等量以上の副腎皮質ステロイドが寛解導入に有効である．寛
解後の経過では，ANBの発作の再発率はシクロスポリン非使用群で有意に高く，シクロスポリン使用群
ではその中止によりほとんど再発はみられていない5）．一方，シクロスポリン非使用例ではコルヒチンを
使用されている例で有意に再発が少なかった5）．
わが国においては，2007年からベーチェット病の難治性ぶどう膜炎に対して，2015年からは特殊病型

に対してもインフリキシマブが保険適応になった．しかし，ANBの発作予防に対してはインフリキシマ
ブの効果が期待できるが，そのエビデンスは確立していない．
（ⅱ） CPNB

CPNBに対しては，副腎皮質ステロイド，アザチオプリン，シクロホスファミドはいずれも無効であり，
髄液 IL-6は低下せず，症状は徐々に進行する3）．一方，CPNBに対してはメトトレキサートの少量パルス
療法が有効であることがこれまでに前向きのオープン試験により示されている8） ．実際に前述のコホート
により得られた CPNB患者を中心に，メトトレキサートを使用された患者と使用されたことのない患者

表 2　急性型および慢性進行型神経型ベーチェット病の診断基準

急性型神経型ベーチェット病の診断基準
1． 厚生労働省のベーチェット病の診断基準の不全型ま
たは完全型の基準を満たす

2． 急性ないし亜急性に発症した頭痛，発熱，局所神経
症状を示す

3． 髄液の細胞数が 6.2/mm3 以上
1～ 3のすべてを満たすものを急性型神経型ベーチェッ
ト病と診断する
除外：中枢神経系の感染症
注：シクロスポリンで誘発される亜型が存在する

慢性進行型神経型ベーチェット病の診断基準
1． 厚生労働省のベーチェット病の診断基準の不全型ま
たは完全型の基準を満たす

2． 認知症様症状・精神症状，体幹失調，構語障害が潜
在性に出現し進行する

3． 次の a，bのいずれかが認められる：
　a． 髄液 IL-6 の 17.0 pg/mL 以上の増加が 2 週間以

上の間隔で 2回認められる
　b． 髄液 IL-6 の 17.0 pg/mL 以上の増加がありMRI

で脳幹の萎縮が認められる
1～ 3 のすべてを満たすものを慢性進行型神経型ベー
チェット病と診断する
参考所見：HLA-B51 陽性，喫煙歴

〔廣畑俊成，他：神経ベーチェット病の診療のガイドライン．
厚生労働省研究費補助金難治性疾患克服研究事業 ベーチェッ
ト病に関する調査研究 平成 23～ 25 年度総合研究報告書（研
究代表者；石ヶ坪良明）．2014：247-252. より改変〕

表 3　急性型および慢性進行型神経ベーチェット病の治療指針

急性型神経型ベーチェット病の治療指針
急性期（発作）の治療
1． 中等量以上のステロイド（プレドニゾロン 20 ～
60 mg/日）を投与する（A）

2． 1 で効果不十分な場合はステロイドパルス療法を行
う（A）

注： 特に局所症状のない髄膜炎型では自然寛解もありう
る

発作の予防
1． 発作前シクロスポリンを使用していた場合は中止し
発作寛解後も使用しない（A）

2． ステロイドは徐々に減量し，再発がなければ中止す
る（A）

3． 発作後はコルヒチンを開始し，1～ 2 mg/日で維持
する（A）

4． インフリキシマブには発作予防効果は確認されてい
ない（C）

慢性進行型神経型ベーチェット病の治療方針
1． まずメトトレキサートを開始し，髄液 IL-6 が
17.0 pg/mL 以下になるまで増量する（最大 16 mg/
週まで）（A）

2． メトトレキサートだけでは効果不十分な場合は，イ
ンフリキシマブ（5 mg/体重1 kg）を追加併用する（B）

3． 中等量以上のステロイド，アザチオプリン，シクロ
フォスファミドは推奨されない．また，シクロスポ
リンは使用してはならない（D）

推奨度A　行うように強く勧められる
推奨度B　行うように勧められる
推奨度C　行うように勧めるだけの根拠が明確でない
推奨度D　行わないように勧められる

〔廣畑俊成，他：神経ベーチェット病の診療のガイドライン．
厚生労働省研究費補助金難治性疾患克服研究事業 ベーチェッ
ト病に関する調査研究 平成 23～ 25 年度総合研究報告書（研
究代表者；石ヶ坪良明）．2014：247-252. より改変〕
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の予後を後ろ向きに比較したところ，メトトレキサートを使用された患者のなかでは死亡例は 1例もな
かった．これに対して，メトトレキサートを使用されなかった患者 9例中 5例は死亡し，3例は寝たきり
の状態になっていた．その結果，メトトレキサートは CPNBの予後を有意に改善することが明らかにさ
れた9）．

CPNBのなかにはメトトレキサートへの反応が不十分な難治例も存在する．こうした難治性の CPNBに
対してもインフリキシマブが有用であることが前向きのオープン試験により確認されている10）．副作用は
1例において無症候性の肺のすりガラス陰影が出現したが，ST合剤の少量の併用で消失し，その後も再
燃していない10）．したがって，CPNBの治療においても，関節リウマチと全く同様のメトトレキサートと
インフリキシマブの併用が有用であると考えられる．
以上の結果を総合して，2014年に厚生労働省研究班より ANBと CPNBの治療指針が策定されている（表
3）7）．

◎おわりに
神経型ベーチェット病については，ANBと CPNBという治療方針と予後の全く異なる 2つの病型が認
識されたこと，さらにそれぞれの病型についての診断基準と治療方針が確立したことは最近の大きな進歩
である．本ガイドラインではこの診断基準と治療指針についての clinical questionを拾い上げて，それら
についての推奨を示していく．
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1.  広畑俊成：神経ベーチェット病の病態. 臨床神経 2001；41：1147-1149.

2.  Akman-Demir G, et al.：Clinical patterns of neurological involvement in Behçet’s disease: evaluation of 200 patients. Brain 1999；
122：2171-2182.

3.  Hirohata S, et al.：Cerebrospinal fluid interleukin-6 in progressive Neuro-Behçet’s syndrome. Clin Immunol Immunopathol 1997；
82：12-17.
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2012；22：405-413.
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7.  廣畑俊成，他：神経ベーチェット病の診療のガイドライン.  厚生労働省研究費補助金難治性疾患克服研究事業 ベーチェッ
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2 血液生化学検査所見
血液生化学検査ではベーチェット病に特異的な所見はないが，活動度によって末梢血白血球数増多，血
沈亢進，CRP上昇などの炎症反応高値がみられる．炎症反応の全くないものは，ベーチェット病として
疑わしい1）．また，血中の免疫グロブリンは一般に高値で，特に IgA，IgD，補体価および C3の上昇がみ
られ，免疫複合体が検出される2）．ベーチェット病は自己免疫疾患と考えられているが，特異的な自己抗
体や自己抗原反応性 T細胞は認められない．高γグロブリン血症が著しい場合や抗核抗体，自己抗体が
陽性であった場合には，むしろ膠原病を疑う．
また，ベーチェット病は骨髄増殖性疾患（myelodysplastic syndrome：MDS，骨髄異形成など）の合併がみ

られるので，特に高齢者では末梢血液像にも注意をはらう必要がある．
ベーチェット病はその病因の 1つに遺伝的素因があるとされ，これまで疾患感受性遺伝子として HLA

関連遺伝子（HLA-B*51，HLA-A*26，MICA）などが報告されている3～5）．もっとも強い遺伝素因は HLA-B*51

であり，わが国での保有率は健常者 13.8％に対し，患者 58.9％である6）．また近年では IL23R-IL12RB2や
IL10，ERAP1などの HLA以外の疾患感受性遺伝子が次々と同定され，自然免疫と自己免疫の双方が病態
に関与していると考えられている7～9）．

 文　献
1.  日本ベーチェット病学会：ベーチェット病の診断基準（2016年小改訂）.  2016.  http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~jbehcet/

jigyou/shindan.html （アクセス日：2019年 10月 23日）
2.  Lehner T, et al.：Recent advances in T-cell immunoregulation and in the microbial causes of Behçet’s disease. In：O’Duffy J et 

al.（eds）：Behçet’s disease-Basic and Clinical Aspects. Marcel Dekker, 1991：475-485.
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4.  Mizuki N, et al.：A strong association between HLA-B*5101 and Behçet’s disease in Greek patients. Tissue Antigens 1997；50：57-
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5.  Mizuki N, et al.：Triplet repeat polymorphism in the transmembrane region of the MICA gene: a strong association of six GCT 

repetitions with Behçet disease. Proc Natl Acad Sci U S A 1997；94：1298-1303.

6.  目黒　明,  他：HLAと Behçet’s病.  あたらしい眼科 2006；23：1521-1527.

7.  Mizuki N, et al.：Genome-wide association studies identify IL23R-IL12RB2 and IL10 as Behçet’s disease susceptibility loci. Nat 

Genet 2010；42：703-706.

8.  Kirino T, et al.：Genome-wide association analysis identifies new susceptibility loci for Behçet’s disease and epistasis between 

HLA-B*51 and ERAP1. Nat Genet 2013；45：202-207.

9.  Kirino T, et al.：Targeted resequencing implicates the familial Mediterranean fever gene MEFV and the toll-like receptor 4 gene TLR4 
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3 厚生労働省ベーチェット病診断基準（2016年小改訂）

1．主要項目
（1） 主症状
　① 口腔粘膜の再発性アフタ性潰瘍
　② 皮膚症状
　　（a） 結節性紅斑様皮疹
　　（b） 皮下の血栓性静脈炎
　　（c） 毛嚢炎様皮疹， 瘡様皮疹

参考所見：皮膚の被刺激性亢進
　③ 眼症状
　　（a） 虹彩毛様体炎
　　（b） 網膜ぶどう膜炎（網脈絡膜炎）
　　（c） 以下の所見があれば（a）（b）に準じる

（a）（b）を経過したと思われる虹彩後癒着，水晶体上色素沈着，網脈絡膜萎縮，視神経萎縮，併発白内障，
続発緑内障，眼球癆

　④ 外陰部潰瘍
（2） 副症状
　① 変形や硬直を伴わない関節炎
　② 精巣上体炎（副睾丸炎）
　③ 回盲部潰瘍で代表される消化器病変
　④ 血管病変
　⑤ 中等度以上の中枢神経病変
（3） 病型診断の基準
　① 完全型 : 経過中に 4 主症状が出現したもの
　② 不全型 : 
　　（a） 経過中に 3 主症状，あるいは 2 主症状と 2 副症状が出現したもの
　　（b） 経過中に定型的眼症状とその他の 1 主症状，あるいは 2 副症状が出現したもの
　③  疑い : 主症状の一部が出現するが，不全型の条件を満たさないもの，及び定型的な副症状が反復あるいは

増悪するもの
　④  特殊病変 : 完全型または不全型の基準を満たし，下のいずれかの病変を伴う場合を特殊型と定義し，以下

のように分類する．
　　（a） 腸管（型）ベーチェット病―内視鏡で病変（部位を含む）を確認する．
　　（b） 血管（型）ベーチェット病―動脈瘤，動脈閉塞，深部静脈血栓症，肺塞栓のいずれかを確認する．
　　（c）  神経（型）ベーチェット病―髄膜炎，脳幹脳炎など急激な炎症性病態を呈する急性型と体幹失調，精神症

状が緩徐に進行する慢性進行型のいずれかを確認する．

2．検査所見
　参考となる検査所見（必須ではない）
（1） 皮膚の針反応の陰・陽性
　  20 ～ 22G の比較的太い注射針を用いること
（2） 炎症反応
　  赤沈値の亢進，血清CRP の陽性化，末梢血白血球数の増加，補体価の上昇
（3） HLA-B51 の陽性（約 60％），A26（約 30％）．
（4） 病理所見
　   急性期の結節性紅斑様皮疹では中隔性脂肪組織炎で浸潤細胞は多核白血球と単核球の浸潤による．初期に多
核球が多いが，単核球の浸潤が中心で，いわゆるリンパ球性血管炎の像をとる．全身的血管炎の可能性を示
唆する壊死性血管炎を伴うこともあるので，その有無をみる．

（5）  神経型の診断においては髄液検査における細胞増多，IL-6 増加，MRI の画像所見（フレア画像での高信号域
や脳幹の萎縮像）を参考とする．

 （次ページに続く）
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３．参考事項
(1) 主症状，副症状とも，非典型例は取り上げない．
(2) 皮膚症状の (a) (b) (c) はいずれでも多発すれば１項目でもよく，眼症状も (a) (b) どちらでもよい．
(3)  眼症状について
　    虹彩毛様体炎，網膜ぶどう膜炎を経過したことが確実である虹彩後癒着，水晶体上色素沈着，網脈絡膜萎縮，
視神経萎縮，併発白内障，続発緑内障，眼球癆は主症状として取り上げてよいが，病変の由来が不確実であ
れば参考所見とする．

(4) 副症状について
　    副症状には鑑別すべき対象疾患が非常に多いことに留意せねばならない（鑑別診断の項参照）．鑑別診断が不
十分な場合は参考所見とする．

(5)  炎症反応の全くないものは，ベーチェット病として疑わしい．また，ベーチェット病では補体価の高値を伴
うことが多いが，γグロブリンの著しい増量や，自己抗体陽性は，むしろ膠原病などを疑う．

(6) 主要鑑別対象疾患
　　(a) 粘膜，皮膚，眼を侵す疾患
　　　    多型滲出性紅斑，急性薬物中毒，Reiter 病
　　(b) ベーチェット病の主症状の１つをもつ疾患
　　　    口腔粘膜症状： 慢性再発性アフタ症，Lipschutz 陰部潰瘍
　　　    皮膚症状： 化膿性毛嚢炎，尋常性 瘡，結節性紅斑，遊走性血栓性静脈炎，単発性血栓性静脈炎，

Sweet 病
　　　    眼症状：サルコイドーシス，細菌性および真菌性眼内炎，急性網膜壊死，サイトメガロウイルス網膜炎，

HTLV-1 関連ぶどう膜炎，トキソプラズマ網膜炎，結核性ぶどう膜炎，梅毒性ぶどう膜炎，ヘルペス性
虹彩炎，糖尿病虹彩炎，HLA-B27 関連ぶどう膜炎，仮面症候群

　　(c) ベーチェット病の主症状および副症状とまぎらわしい疾患
　　　    口腔粘膜症状：ヘルペス口唇・口内炎（単純ヘルペスウイルス１型感染症）
　　　    外陰部潰瘍：単純ヘルペスウイルス２型感染症
　　　    結節性紅斑様皮疹：結節性紅斑，バザン硬結性紅斑，サルコイドーシス，Sweet 病
　　　    関節炎症状：関節リウマチ，全身性エリテマトーデス，強皮症などの膠原病，痛風，乾癬性関節症
　　　    消化器症状：急性虫垂炎，感染性腸炎，クローン病，薬剤性腸炎，腸結核
　　　    副睾丸炎：結核
　　　    血管系症状：高安動脈炎，Buerger 病，動脈硬化性動脈瘤
　　　    中枢神経症状：感染症・アレルギー性の髄膜・脳・脊髄炎，全身性エリテマトーデス，脳・脊髄の腫瘍，

血管障害，梅毒，多発性硬化症，精神疾患，サルコイドーシス
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4 ベーチェット病重症度分類（2016年小改定）

Ⅱ度以上を医療費助成の対象とする．

ベーチェット病の重症度基準

Stage 内容

I 眼症状以外の主症状（口腔粘膜のアフタ性潰瘍，皮膚症状，外陰部潰瘍）のみられるもの

II
Stage I の症状に眼症状として虹彩毛様体炎が加わったもの

Stage I の症状に関節炎や副睾丸炎が加わったもの

III 網脈絡膜炎がみられるもの

IV
失明の可能性があるか，失明に至った網脈絡膜炎およびその他の眼合併症を有するもの
活動性，ないし重度の後遺症を残す特殊病型（腸管ベーチェット病，血管ベーチェット病，神経
ベーチェット病）である

V
生命予後に危険のある特殊病型ベーチェット病である
慢性進行型神経ベーチェット病である

注 1 　 StageI・II については活動期（下記参照）病変が 1年間以上みられなければ，固定期（寛解）と判定するが，
判定基準に合わなくなった場合には固定期からはずす．

　 2　失明とは，両眼の視力の和が 0.12 以下もしくは両眼の視野がそれぞれ 10度以内のものをいう．
　 3 　 ぶどう膜炎，皮下血栓性静脈炎，結節性紅斑様皮疹，外陰部潰瘍（女性の性周期に連動したものは除く），

関節炎症状，腸管潰瘍，進行性の中枢神経病変，進行性の血管病変，副睾丸炎のいずれかがみられ，理学
所見（眼科的診察所見を含む）あるいは検査所見（血清CRP，血清補体価，髄液所見，腸管内視鏡所見など）
から炎症兆候が明らかなもの．

※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1． 病名診断に用いる臨床症状，検査所見等に関して，診断基準上に特段の規定がない場合には，いずれの時期
のものを用いても差し支えない（ただし，当該疾病の経過を示す臨床症状等であって，確認可能なものに限
る）．

2． 治療開始後における重症度分類については，適切な医学的管理の下で治療が行われている状態で，直近 6ヶ
月間で最も悪い状態を医師が判断することとする．

3． なお，症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが，高額な医療を継続することが
必要な者については，医療費助成の対象とする．
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5 疫学（症状，重症度の変遷）
日本の難病対策が開始された 1972年に実施された第 1回ベーチェット病全国疫学調査1），その後 2002

年までに実施された 5回の全国疫学調査結果2～7），厚労省に累積されている 2004～ 2013年の臨床調査個
人票データの分析結果からベーチェット病の臨床疫学像を示す．

1  患者数，性比，発症年齢，年齢分布の推移
a  患者数の推移  
全国疫学調査で推計された日本のベーチェット病患者数は 1972年 8,500人，1979年 11,500人，1984年

13,000人，1991年 18,400人，2002年 15,000人であった1～7）．厚生労働省衛生行政報告例から得られた特
定疾患医療受給者数は 2001年まで増加したが，いったんはゆるやかに減少した．2011年以降再度増加傾
向がみられる（図 1）8）．ベーチェット病医療受給者証所持者数は 2014年に 20,035件9）となっており患者数
はゆるやかに増加していると考えられる．
b  性比の推移  
ベーチェット病の性比（男 /女）は 1972年の全国疫学調査1）では 1.19と男性のほうが多かったが，1988～

2013年度8, 10, 11） の医療受給者全体では 0.72～ 0.76と女性が多い傾向が続いている（表 1）8）．
c  発症年齢の推移  
発症時の平均年齢は 1972年の全国疫学調査1）では男女とも 30歳代前半であったが，2002年の全国疫学
調査2, 4），2004～ 2013年の臨床調査個人票データでは男女とも 30歳代後半で，この約 40年間でわずかに
高くなったが，大きな変化は認められない．
d  年齢分布の推移  
ベーチェット病患者の性別年齢分布は 1972年の全国疫学調査1）では男性のピークが 30～ 34歳，女性
のピークは 40～ 44歳であったが，2002年の全国疫学調査4）では男女ともピークは 50歳代にあり，2013

年の医療受給者11）では男性のピークが 60歳代，女性では 70歳以上であった．日本の高齢化に伴い，ベー
チェット病患者全体の年齢もこの約 40年間で高齢化していると思われる（図 21），図 3）．

図 1　ベーチェット病医療受給者数の推移

20,000

19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12

19
82

受給者数

（年）

（人）

〔厚生労働省 : 衛生行政報告例 : 結果の概要．http://www.mhlw.go.jp/
toukei/list/36-19a.html（アクセス日 : 2019年8月22日）より作成〕

 〔厚生労働省 : 衛生行政報告例: 結果の概要．http://
www.mhlw.go.jp/toukei/list/36-19a.html（アク
セス日 : 2019年 8月 22日）より作成〕

18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

0

表 1　ベーチェット病の性比の推移

西暦
（年）

調査患者数，
受給者数（人）

性比
（男/女）

男（人） 女（人）

1972

1988

1992

1997

2004

2013

2,031

11,102

13,409

16,287

16,294

19,147

1,169

4,645

5,640

6,904

7,041

8,220

862

6,457

7,769

9,383

9,253

10,927

1.19

0.72

0.73

0.74

0.76

0.75
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2  病型，症状，重症度，治療法
a  病型の推移  
1972年の全国疫学調査1） では全体に占める完全型の割合は男性 50.8％，女性 38.7％であったが，1984年，

1991年の全国疫学調査結果2, 3, 5～7） では男女とも完全型の割合は減少し，2002年の全国疫学調査2, 4）では完
全型の割合は男性 29.9％，女性 27.8％とさらに減少していた．2004年以降は臨床調査個人票データベー
スの結果を示す．臨床調査個人票データベースでは完全型，不全型のほかに特殊型の割合も示しているた
め，特殊型を除いて完全型と不全型の割合を示した．過去の全国調査結果と単純比較はできないが，約
40年前と比較して完全型は減少していると考えられる（図 4，図 5）．
b  症状の推移  
4主症状（口腔内の再発性アフタ性潰瘍，眼症状，皮膚症状，外陰部潰瘍）はいずれも近年，発現頻度が
減少している．眼症状は男性に多く，外陰部潰瘍は女性に多い傾向が続いている．
（Ⅰ） 口腔内の再発性アフタ性潰瘍の推移
口腔内の再発性アフタ性潰瘍は主症状のなかで最も頻度が高い．1972年は男性 97.9％，女性 98.8％と
ほぼ必発であったが，近年はやや減少し 2012年では男性 89.8％，女性 93.6％であった（図 6）．
（Ⅱ） 眼症状の推移
眼症状は男性の有病率が高い．1972年から 2002年にかけて，男女ともに減少し1～7），2002年で男性

70.0％，女性 45.3％であった．近年さらに減少しており，2012年には男性 46.6％，女性 28.3％であった
（図 7）．
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図 5　女性患者における病型別頻度の推移
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図 2　1972年におけるベーチェット病患者の
           性別および年齢の分布

図 3　2013年におけるベーチェット病患者の
           性別および年齢の分布
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図 6　口腔内の再発性アフタ性潰瘍の有病率の推移
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図 7　眼症状の有病率の推移
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図 8　皮膚症状の有病率の推移
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図 9　外陰部潰瘍の有病率の推移
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（Ⅲ） 皮膚症状の推移
1972年は男性 89.8％，女性 91.3％であったが 2012年には男性 75.7％，女性 81.6％に減少した．近年は
女性のほうが有病率が高い傾向が続いている（図 8）．
（Ⅳ） 外陰部潰瘍の推移
外陰部潰瘍は 1972年には男性 76.8％，女性 83.8％であったが近年減少しており，2012年は男性

44.2％，女性 70.5％であった．これまで一貫して女性に多くみられており，有病率の変化は女性のほうが
小さい．2012年の女性の有病率は男性より 25％ほど高い（図 9）．
（Ⅴ） 主症状の男女別推移
主症状の有病率を 1972年，1991年，2012年で比較すると，4主症状はすべてがこの約 40年で減少傾
向にある．男性では眼症状と外陰部潰瘍の減少が，女性では眼症状の減少が目立つ（図 10，図 11）．
c  重症度の推移  
男女で重症度分布は異なり，男性に重症度の高い人が多い．2002年全国疫学調査の Stage III～ Vの割
合は男性 49.6％，女性 23.1％2, 3）であったが，近年も男性で重症の割合が高いという傾向は変わらない
（図 12）．

d  治療法  
2010年の臨床調査個人票新規・更新データの治療状況を表 2に示す．ベーチェット病医療受給者で最
も多く選択されている治療法はコルヒチン 45.0％や副腎皮質ステロイド 36.4％であった．
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図12　ベーチェット病2010臨床調査個人票 （新規・更新）による
　10,926例のStage（重症度）分布（ただし，Stage不明を除く）
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〔厚生労働省臨床個人票データベースより作成〕

表 2　ベーチェット病2010臨床調査個人票
　（新規・更新）の治療状況（複数選択あり）

治療 　新規・更新（11,075例）

なし・経過観察

対症療法

局所薬物療法

副腎皮質ステロイド

免疫抑制薬

コルヒチン

333

1,813

1,944

4,029

1,325

4,985

（3.0％）

（16.4％）

（17.6％）

（36.4％）

（12.0％）

（45.0％）

〔厚生労働省臨床個人票データベースより作成〕

第 3章　ベーチェット病の臨床 

ベ
ー
チ
ェ
ッ
ト
病
の
臨
床

第

3
章

45



◎おわりに
ベーチェット病の疫学調査が始まり約 40年の推移を観察したが，完全型の減少や，主症状の有病率の
減少といったベーチェット病患者の軽症化が特徴であると考えられる．要因としては，本病自体の軽症化
に加えて，コルヒチンの普及や，シクロスポリンなどの強力な免疫抑制薬，抗ヒト TNF-α抗体製剤であ
るインフリキシマブ（レミケード ®）が本病に使用されるようになったことで治療が飛躍的に進歩したこと
が考えられる．また，同じ人種背景でも生後の環境によって有病率が異なることから，環境要因12）も指摘
されている．今後も臨床調査個人票データを長期にわたり蓄積することでベーチェット病の臨床疫学像が
いかに変化していくか，より詳細に解析することが可能になる．
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6 ベーチェット病患者の妊娠について
ベーチェット病患者の好発年齢は 20～ 40歳代で，近年，わが国では男女比は 1：1.5と女性優位の傾

向にある1, 2）．その診療のおいては妊娠も 1つの問題となるが，ベーチェット病に特化した妊娠管理の指
針やガイドラインはこれまでに示されておらず，国内ではベーチェット病患者における妊娠についてのま
とまった報告もない3, 4）．妊娠に伴うホルモン環境の変化は免疫系や凝固系への影響を介してベーチェッ
ト病の病態を修飾する可能性がある5, 6）．

1  疾患が妊娠・出産に及ぼす影響
表 1にベーチェット病患者の妊娠・出産の成績の報告をまとめた1, 7～15）．いずれも後ろ向き観察研究で，
妊娠許可あるいは制限の基準について十分な情報はないが，実臨床に照らし合わせると，重症例や毒性の
高い治療薬の使用例での妊娠機会は少ないと考えるのが妥当であろう．
フランスのNoelらの報告では 46症例 76妊娠で 9例に 12の産科的合併症を認めた14）．その内訳は流産・

死産 5例，帝王切開 3例（リステリア症 1，以前の帝王切開歴 2例），中絶 2例（シクロホスファミド，サ
リドマイド投与各 1例），HELLP症候群 1例，血小板減少症 1例であった．治療薬関連中絶の 2例を除く
と，7例中 5例に妊娠前から静脈血栓病変（深部静脈，脳静脈洞，腎静脈，肺塞栓症など）を認め，統計学
的に有意な産科合併症のリスク因子であることを示したが，全体としてはベーチェット病合併妊娠のリス
クは比較的低いと結論づけている．
一方，Jadaonらは 31症例 77妊娠を検討し，流産・死産，帝王切開などの頻度が健常コントロールより

有意に高く，ベーチェット病自体が妊娠合併症のリスクであると報告している13）．この報告では 9％（31

例中 9例）が血管症状を有する集団で，血管内皮細胞傷害と易血栓形成性が妊娠に影響するものと考察さ
れている．また，出産後および中絶時に得られた胎盤の病理学的な解析では好中球，リンパ球浸潤を伴う
壊死性絨毛炎および脱落膜血管炎が報告されており，ベーチェット病における妊娠合併症の発症機序を考
えるうえで興味深い知見といえる16）．
一般に，易血栓形成性は妊娠に影響するとされているが 6），ベーチェット病でも血栓症の存在・既往が
あり，血栓傾向がある症例では注意する必要がある．また，患者相談会などでは，妊娠以前に外陰部潰瘍
の 痛が性交渉の障害になることを悩みとしてきくこともある．

2  妊娠がベーチェット病に及ぼす影響
諸家の成績をまとめると，妊娠中の再燃頻度は特に増えるわけではなく，全般的には軽快傾向にあると
されている（表 1）．しかし，妊娠後期の外陰部潰瘍の悪化8），妊娠中および出産後に深部静脈血栓症17, 18），
心臓内血栓症17），脳静脈洞血栓症19），バッド・キアリ症候群10）の合併例も報告されている．
このようにみていくと，ベーチェット病の病変のなかで妊娠に最も影響しうるのは先行する深部静脈血
栓症であり，また妊娠中に出現するベーチェット病の症状として，最も注意すべきものも深部静脈血栓症
の出現，増悪であると考えられる．日本のベーチェット病患者における血管型の頻度は 10％以下で2, 20），
男性に多く，妊娠適齢期の女性は少ないのは幸いかもしれない．しかし，冒頭で述べたよう日本のデータ
がないため，日本に多い腸管型などに関する情報は乏しく，今後，症例を蓄積していく必要があろう．

3  新生児への影響
ベーチェット病発症には遺伝素因の関与があるものの，親子発症の頻度は日本では高くなく，親子発症
したとしても新生児期より問題になることはない．新生児に一過性のベーチェット病様症状が出現した症
例の報告があり3），新生児ループスとの類似性も考察されているが，頻度はきわめて低い．このような特
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殊な例を除けば，出生児にベーチェット病疾患特異的な問題を生じることは少ないと考えてよいであろ
う．

4  治療薬が妊娠・授乳に及ぼす影響
他疾患と同様，妊娠・授乳期の治療選択には，リスクとベネフィットを考慮した対応が必要となる．本
ガイドラインにおいて妊娠・授乳中の薬剤使用につき，その安全性について CQとして取り上げ，推奨を
述べているので，参照されたい．

 文　献
1.  Ishido T, et al.：Clinical manifestations of Behçet’s disease depending on sex and age: results from Japanese nationwide registration. 

Rheumatology（Oxford） 2017；56：1918-1927.

2.  Kirino Y, et al.：Continuous evolution of clinical phenotype in 578 Japanese patients with Behçet’s disease: a retrospective 

observational study. Arthritis Res Ther 2016；18：217.

3.  岳野光洋：ベーチェット病と妊娠.  リウマチ科 2014；52：69-75.

4.  Gatto M, et al.：Pregnancy and vasculitis: a systematic review of the literature. Autoimmun Rev 2012；11：A447-459.

5.  Erlebacher A：Immunology of the maternal-fetal interface. Annu Rev Immunol 2013；31：387-411.

6.  Battinelli EM, et al.：The role of thrombophilia in pregnancy. Thrombosis 2013；2013：516420.

7.  Carvalheiras G, et al.：Fetal outcome in autoimmune diseases. Autoimmun Rev 2012；11：A520-530.

8.  Hamza M, et al.：Behçet’s disease and pregnancy. Ann Rheum Dis 1988；47：350.

9.  Bang D, et al.：The influence of pregnancy on Behçet’s disease. Yonsei Med J 1997；38：437-443.

10.  Marsal S, et al.：Behçet’s disease and pregnancy relationship study. Br J Rheumatol 1997；36：234-238.

11.  Gül U：Pregnancy and Behçet disease. Arch Dermatol 2000；136：1063-1064.

12.  Uzun S, et al.：The clinical course of Behçet’s disease in pregnancy: a retrospective analysis and review of the literature. J Dermatol 

2003；30：499-502.

13.  Jadaon J, et al.：Behçet’s disease and pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2005；84：939-944.

14.  Noel N, et al.：Behçet’s disease and pregnancy. Arthritis Rheum 2013；65：2450-2456.

15.  Iskender C, et al.：Behçet’s disease and pregnancy: a retrospective analysis of course of disease and pregnancy outcome. J Obstet 

Gynaecol Res 2014；40：1598-1602.

16.  Hwang I, et al.：Necrotizing villitis and decidual vasculitis in the placentas of mothers with Behçet disease. Hum Pathol 2009；40：
135-138.

17.  Hiwarkar P, et al.：Deep vein and intracardiac thrombosis during the post-partum period in Behçet’s disease. Int J Hematol 2010；91：
679-686.

18.  Komaba H, et al.：Extensive deep vein thrombosis in a postpartumwoman with Behçet’s disease associated with nephrotic syndrome. 

Kidney Int 2007；71：6. 

19.  Wechsler B, et al.：Pregnancy complicated by cerebral venous thrombosis in Behçet’s disease. Am J Obstet Gynecol 1995；173：
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（岳野光洋）

表 1　ベーチェット病患者の妊娠・出産の成績

報告者 文献 年 国 症例数
妊娠
件数

人工
中絶

流産・
死産 そのほか

BD症状
再発・悪化

Hamza

Bang

Marsal

Gul

Uzun

Jadaon

Noel

Iskender

チュニジア

韓国

スペイン

トルコ

トルコ

イスラエル

フランス

トルコ

1988

1997

1997

2000

2003

2005

2013

2014

8

20

10

16

28

31

46

52

21

20

25

16

44

77

76

63

（43）

（60）

（8）

（56）

（27）

（16）

（36）

（8.3）

9

12

2

9

12

12

27

2

早産

0

0

1（4.0）

0

0

1（1.3）

0

6（14.6）

0

0

0

0

2（4.5）

0

2（2.6）

3（4.8）

0

0

1（4.0）

0

3（6.8）

16（21）

5（6.6）

8（16.3）

0

0

0

0

0

9（14.8）

3（3.9）

17（41.5）血管病変2例

BD ; Behçet’s disease，ベーチェット病.（　）内は％

HELLP症候群1例，
血小板減少症1例

産褥期バッド・
キアリ症候群1例

8）

9）

10）

11）

12）

13）

14）

15）

帝王切開

48



7 小児ベーチェット病の特徴
すべてのベーチェット病症例のうち 5.4～ 7.6％が小児期に発症する1）．日本における小児期発症ベー
チェット病症例（以下，小児例）の特徴を，2012年に日本小児リウマチ学会ベーチェット病ワーキンググ
ループ（代表：藤川敏）が実施した全国調査の結果をもとにまとめた．この調査は日本小児リウマチ学会に
所属する日本リウマチ学会専門医が勤務する医療機関を対象に調査票を用いて実施された．0～ 15歳に
発症しベーチェット病と診断され継続的に診療を受けた小児例の臨床的特徴2）について検討し，日本の成
人発症例（以下，成人例）3, 4），および海外の小児例5）との比較を行った．

1  疫　学
発症は 0～ 15歳のすべての年齢に認められ，小児期には発症のピークは存在せず，性差はなかった．
中央値は 7歳で，発症から診断までは平均 3年 4か月（0年 0か月～ 10年 0か月）であった．家族内発症
は約 20％の症例で認められ，成人例と比較して高かった．その一方で HLA-B*51陽性率は 38％で，日本
の一般人口（約 15％）より高いが，成人例と比較すると低かった．

2  症　状
成人例に認められる症状は小児例においても認められたが，その頻度には特徴が認められた．
口腔粘膜の再発性アフタ性潰瘍はほぼ必発（98％）の症状で，初期症状（発症 6か月以内に認められた症
状）としても最も頻度が高かった（92％）．
皮膚症状（約 60％），外陰部潰瘍（約 50％），眼症状（約 20％）は成人例と比較して少なかった．これらの
症状はベーチェット病を診断する際に重視されるものであり，このことが小児例の診断を複雑にしている
一因と考えられた．その一方で，消化器症状は成人例よりも高頻度（約 50％）に認められた．同じ傾向は
ヨーロッパと中近東と北アフリカより集積した小児例 156例を用いたコホート研究である PEDBD（the 

Paediatric Behçet’s Disease）でも認められ，民族差を越えて共通する特徴と考えられた5）．
関節症状（約 40％），中枢神経症状（約 5％），血管症状（約 5％），発熱（約 70％），腎合併症（約 10％）も
認められた．

3  検　査
白血球増多（好中球優位）（約 30％），血沈値亢進（約 80％），CRP陽性（約 60％），血清補体価（CH50）の
高値，高γグロブリン血症，高 IgD値（約 40％）などを認めた．小児例に特徴的な検査所見はなかった．
本病に特異的な検査異常は存在しない．針反応は約 40％の症例で陽性だった．

4  診　断
診断には，厚生労働省ベーチェット病診断基準（2016年小改訂）（以下，厚労省基準）や国際診断基準

〔Criteria of the International Study Group for the diagnosis of Behçet disease（1990）〕（以下，ISG基準）がしばし
ば用いられる．しかし，2014年に改訂された ICBD（International Criteria for Behçet’s Disease）国際診断基準
（以下，ICBD基準）を含め，小児例ではこれらの基準の感度は必ずしも高くない．上記の専門医がベー
チェット病と診断し継続的な診療を行っている小児例について厚労省基準を用いて検討したところ，完全
型 2％，不全型 58％（うち 10％は特殊型），疑い 40％となり，感度が 60％と低いことがわかった（図 1）．
それ以外の基準においても同様の傾向があり，感度はそれぞれ ISG基準で 約 50％，ICBD基準で 約 70％
にとどまる．その要因として，小児例では皮膚症状，外陰部潰瘍，眼症状といった主症状あるいは診断項
目として用いられる症状の頻度が低いことが関連していると推測される．海外においても同様に，小児例
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では診断基準の感度が低い（ISG基準で約 70％）点が指摘されていた．そのため，Koné-Pautらは小児例に
特化した基準を作成する目的でコホート研究を実施し PEDBD分類基準（以下，PEDBD基準）を作成した．
しかし，PEDBD基準をヨーロッパの小児例に用いた場合でも感度は 77％（特異度 88％）にとどまり，診断
基準を満たさないという理由のみで小児ではベーチェット病を否定しがたい状況は変わらなかった5）．

5  治　療
小児例においても，病変部位を清潔に保つことや口腔ケアは重要である．薬物治療は症状と重症度にあ
わせて選択する．わが国の小児例での使用頻度は以下の結果であった．コルヒチン（約 60％），副腎皮質
ステロイド（約 60％），NSAID（約 40％），サラゾスルファピリジン（約 10％），生物学的製剤（約 15％），ア
ザチオプリン（約 5％），シクロホスファミド（約 5％）．少数例では，メトトレキサート，ミゾリビン，シ
クロスポリン，免疫グロブリン製剤などが用いられており，外科手術は約 8％の症例で実施されていた．

6  長期予後
死亡例は約 2％であった．完全寛解（治療を終了し症状を認めない）を約 4％の症例が達成し，寛解（治療

を継続しているが症状は認めない）は約 30％の症例で認められたが，それ以外の症例では何らかの症状が
遷延しており治療が継続されていた．小児例でも，ベーチェット病は長期間にわたる通院加療が必要なこ
とが確認された．

7  今後の課題
小児例に関するいくつかの課題が明らかになった．
第一に，小児例ではいずれの診断基準を用いても感度が十分に高くないため，「基準を満たさない」とい

う理由のみで診断を否定した場合に，必要な治療を提供できない可能性がある．厚労省基準を満たした例
（完全型あるいは不完全型）約 60％と満たしていない例（疑い例）約 40％に関して治療および長期予後を比
較したところ，両者に大きな違いは存在しなかった．今後は，日本小児リウマチ学会が主導して全国規模
の症例登録を行い，疑い例に該当する小児例が成人年齢に達した場合に，成人例と類似の経過をたどるか
否かを確認する必要がある．
第二に，小児例の治療に関して十分なエビデンスに基づいた指針は存在せず，成人例での知見を小児例
に応用している場合が多い．その一方で，治療薬の一部は小児例に投与した際の安全性が十分に検討され
ていないという理由で，適応を有していないものがある．難治例に関する治療経験の集積が重要となる．
第三に，小児例のベーチェット病治療は成人同様に長期に及ぶことが確認された．そのため，移行医療
の整備が重要であることが確認された．

それ以外

0％

疑い

40％
不全型

58％

完全型

2％

特殊病型

10％

図 1　 全経過を通じて厚生労働省ベーチェット病診断基準を満たす
症例の割合

50



 文　献
1.  Ozen S：Behçet Disease. In：Petty RE, et al. （eds）：Textbook of Pediatric Rheumatology, 7th ed, Saunders, Philadelphia, 2016；

526-532：e2.

2.  山口賢一，他：小児 Behçet病.  別冊日本臨床 2015；34：867-873.

3.  藤川　敏：小児期発症ベーチェット病.  日児誌 2004；108：359-367.

4.  難病情報センター： ベーチェット病（平成 27年 5月 10日改訂版）.  http://www.nanbyou.or.jp/entry/187.（アクセス日：2018年
12月 31日）

5.  Koné-Paut I, et al.：Consensus classification criteria for paediatric Behçet’s disease from a prospective observational cohort: PEDBD. 

Ann  Rheum Dis 2016；75：958-964.

（山口賢一）

第 3章　ベーチェット病の臨床 

ベ
ー
チ
ェ
ッ
ト
病
の
臨
床

第

3
章

51





第 4章
ベーチェット病の診療ガイドライン



1 診断・治療に関するアルゴリズム

1  皮膚粘膜病変治療アルゴリズム
a  口腔内アフタ性潰瘍の治療アルゴリズム  

b  外陰部潰瘍の治療アルゴリズム  

第 章　4 ベーチェット病の診療ガイドライン

CQ1,4

中等症
～重症

軽症

CQ2,3,5,7

CQ6

局所療法
・ステロイド外用薬
・粘膜保護薬

寛解

寛解 増悪

寛解 増悪

増悪

口腔内潰瘍性病変

微生物学的検査
皮膚生検など

ベーチェット病に伴う口腔内アフタ性潰瘍

清潔・口腔内洗浄指導 ＋

ヘルペス・カンジダ・水疱症・
口腔がんなどの鑑別

・局所療法の
　続行
・経過観察

全身療法の追加
・Col全身投与
・抗菌薬全身投与
・アプレミラスト全身投与
・ステロイド全身投与

寛解

増悪

寛解

増悪*最重症例では慎重に適応を検討
TNF阻害薬（腸管・血管・神経病変・眼発作を伴う場合）

CQ8

中等症
～重症

軽症

CQ10

CQ11

局所療法
・ステロイド外用薬
・粘膜保護薬

寛解

寛解 増悪

寛解 増悪

寛解 増悪

増悪

ベーチェット病に伴う
外陰部潰瘍

TNF阻害薬（腸管・血管・神経病変・眼発作を伴う場合）

・局所療法の
　続行
・経過観察

全身療法の追加
・Col内服

ステロイド全身投与

寛解
増悪

寛解
増悪

CQ9

*最重症例では慎重に適応を検討

〔中村晃一郎，他：ベーチェット病の皮膚粘膜病変診療ガイドライン．日皮会誌 2018；
128：2087-2101.〕

〔中村晃一郎，他：ベーチェット病の皮膚粘膜病変診療ガイドライン．日皮会誌 
2018；128：2087-2101.〕
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c  結節性紅斑の治療アルゴリズム  

d  毛包炎様皮疹の治療アルゴリズム  

中等症

重症

軽症

治療

診断

ス
テ
ロ
イ
ド
外
用
薬

寛解 増悪

寛解 増悪

寛解 増悪

ベーチェット病による
結節性紅斑臨床像，病理組織学的所見，他の症状

ミノサイクリン
内服

DDS内服

NSAID内服

Col内服

ステロイド
全身投与

寛解 増悪

TNF阻害薬
（腸管・血管・
神経病変・
眼発作を伴う

場合）

CQ15

CQ12

CQ16

CQ17

CQ18

CQ14

CQ13

中等症
～重症

軽症

全身療法の追加
・抗菌薬内服
・Col内服

寛解

寛解 増悪
増悪

寛解
増悪

ベーチェット病に伴う
毛包炎様皮疹

・局所療法の
　続行
・スキンケア
・経過観察

局所療法
・ステロイド外用薬

CQ19

CQ20，21

〔中村晃一郎，他：ベーチェット病の皮膚粘膜病変診療ガイドライン．日皮会誌 
2018；128：2087-2101.〕

〔中村晃一郎，他：ベーチェット病の皮膚粘膜病変診療ガイドライン．日皮会誌 
2018；128：2087-2101.〕
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e  血栓性静脈炎の治療アルゴリズム  

2  眼病変治療アルゴリズム
a  眼病変アルゴリズム１：眼発作時の治療  

中等症
～重症

軽症

全身療法の追加
・消炎鎮痛薬全身投与
・ステロイド全身投与
・免疫抑制薬全身投与
・抗凝固薬全身投与
・Col全身投与

寛解

寛解 増悪 増悪

寛解

増悪

皮膚生検での病理組織所見
（必要に応じて生検）

皮下の血栓性静脈炎

血管炎（皮膚動脈炎など）
の識別

・局所療法の
　続行
・安静
・経過観察

局所療法
・ステロイド外用薬

CQ22

CQ23，24，25

安静 ＋

CQ5，6 CQ3

CQ1，2，4 CQ1，2

・ステロイドテノン嚢下注射
・ステロイド内服

・ステロイド点眼
・散瞳薬点眼

ベーチェット病に伴う
ぶどう膜炎の眼発作

±

・ステロイド結膜下注射

・ステロイド点眼
・散瞳薬点眼

±

後眼部を含む発作 前眼部発作のみ

〔中村晃一郎，他：ベーチェット病の皮膚粘膜病変診療ガイドライン．日皮会誌 
2018；128：2087-2101.〕
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b  眼病変アルゴリズム 2：眼発作抑制の治療  

ベーチェット病に伴う
ぶどう膜炎と診断

Step2Aへ進む

低用量ステロイド
（PSL）内服

Step2Bへ進む

CQ32

CQ8，9

CQ7 CQ15

臨床的寛解＊2

Col内服

視機能低下リスク

経過観察

治療の継続

治療不要＊1 治療必要

Yes

Step1

No
高い＊3低い

±

＊1 視機能に影響しない軽い眼炎症発作であると判断される場合
＊2 臨床的寛解は発作が6か月間以上みられない状態とし，達成できなくても低疾患活動性
　を目指す
＊3 眼発作を頻発する症例，後極部に眼発作を生じる症例，視機能障害が著しく失明の危機
　にある症例では早期のTNF阻害薬導入を検討する

Step1において効果不十分
または副作用で継続できない症例

Step1で効果不十分な視機能低下
リスクの高い症例
Step2Aにおいて効果不十分または
副作用で継続できない症例

Step2A Step2B
CQ22，29，32

CQ10，14

CQ11，13

CQ15

CYA内服

臨床的寛解＊2 治療の継続

Col PSL± ±

Yes

No

CQ16，23，24，30

CQ20，21，27，28

CQ19，26

CQ15

TNF阻害薬（IFXまたはADA）

臨床的寛解＊2 治療の継続

新たな治療方法を
試みる＊4Step2Bへ進む

CYA Col± ± PSL±

Yes

No

＊2 臨床的寛解は発作が6か月間以上みられない状態とし，達成できなくても低疾患活動性を目指す
＊4 保険外治療に関しては各施設における倫理委員会の承認が必要
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3  関節病変治療アルゴリズム

4  精巣上体炎診断治療アルゴリズム

ベーチェット病の不全型以上を満たす

他の疾患を識別

NSAID

ステロイド

急性炎症の治療 新たな発作の予防

急性または亜急性の
単関節炎または寡関節炎

必要な検査による
鑑別診断

No

Yes

CQ3

CQ4

漸減終了

効果不十分

再発

Col

AZA

CQ5

CQ1

CQ2

CQ6

CQ7TNF阻害薬

効果不十分（再発）

効果不十分（再発）

CQ4

完全または不全型のベーチェット病に
精巣上体炎を合併

ベーチェット病の活動性の評価

抗菌薬の投与
効果あり 効果あり

活動性あり 活動性なし

効果なし効果なし

効果なし

漸減

感染症の治療継続

Col，NSAIDの投与

ステロイドの併用

抗菌薬の投与

腫瘍や他の
自己免疫性
疾患の精査

MRIや組織検査を検討

終了

再発

免疫抑制薬（AZAなど）を検討

①一般採血，尿検査
②尿培養検査，PCR検査
③超音波検査

CQ3
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5  腸管型ベーチェット病診断治療アルゴリズム
a  腸管型ベーチェット病の診断アルゴリズム  

b  腸管型ベーチェット病の治療アルゴリズム  

腸管型ベーチェット病

完全型または不完全型

大腸内視鏡検査などにて
回盲部に典型的な深掘れ潰瘍

鑑別診断
　　クローン病
　　腸結核
　　NSAIDによる小腸潰瘍　など

右下腹部痛
血便　など

厚生労働省研究班ベーチェット病診断基準

他疾患
ベーチェット病に
伴う非定型病変

その他

他疾患

腸管型ベーチェット病疑い/単純性潰瘍

除外されない

除外されるあり

なし

絶対的手術適応
（穿孔，大出血，膿瘍など）

相対的手術適応 手術を考慮

5-ASA製剤

継続投与 ステロイド 抗TNF-α抗体

漸減・中止 継続投与

術後薬物維持治療禁食・中心静脈栄養手術

軽症～中等症

あり

あり

中等症以上

無効

なし

なし

有効
無効

免疫調節薬（AZA，
6-メルカプトプリン，MTX）の併用

経腸栄養療法
Colを
併用する場合がある

併用療養

無効・
効果不十分

無効・効果不十分
＊カルシニューリン阻害薬を
使用した報告がある
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6  血管型ベーチェット病診断治療アルゴリズム
a  静脈病変の診断・治療アルゴリズム  

b  動脈・肺動脈病変の診断・治療アルゴリズム  

深部静脈血栓症を疑う所見
　表在静脈怒張・静脈がん
　片側性浮腫，熟感，
　Homan徴候　
　うっ滞性皮膚炎
　皮膚潰瘍
特に再発性，多発性
±　他のベーチェット病活動性所見

画像診断
　①超音波
　②造影CT
炎症所見（血沈，CRP）
D-ダイマー
他疾患鑑別

原因に応じた治療
経過観察

肺動脈瘤・塞栓血栓症の
評価　胸部造影CT

下肢深部静脈血栓
＃1 PSL 少量～0.5 mg/kg
　AZA 50～100 mg
　あるいはMTX 8～16 mg/週

大静脈病変
（バッド・キアリ症候群など）
＃2 PSL1 mg/kg
　IVCY 500～1,000 mg/2～4週

寛解導入後，PSL漸減
AZA，MTXなど併用

IFX 5 mg/kg

リスク・ベネフィットを勘案し，
早期導入を考慮してもよい

抗凝固療法（ワルファリン）併用
（ただし，肺動脈瘤合併時は要注意）

　血管型ベーチェット病
否定的

血管型ベーチェット病
と診断

（治療抵抗性）

CQ5

CQ1

CQ9

CQ10

CQ13

CQ1，3

画像診断
　①超音波　②造影CT
　③MRA
 （④DSA　⑤PET-CT）
炎症所見（血沈，CRP）

PSL 0.5～1 mg/kg
IVCY 500～1,000 mg/2～4週

寛解導入後，PSL漸減
AZA，MTXなど併用

IFX 5 mg/kg

リスク･ベネフィットを勘案し，早期
導入を考慮してもよい

画像診断
　①単純Xp ②ECG
　③超音波　④造影CT
 （⑤右心カテ　⑥肺動
　脈造影）
炎症所見（血沈，CRP）
D-ダイマーなど

肺動脈瘤・血栓を疑う所見
　喀血・呼吸困難
　DVTの存在

手術・血管内治療考慮
（免疫抑制療法併用）

動脈瘤・動脈閉塞を疑う所見

緊急性あり
外科治療適応

（炎症寛解後）

（治療抵抗性）

CQ2，6

CQ3，7

CQ14，15，16，17

CQ11

CQ12

CQ13

IVCY ; intravenous cyclophosphamide，シクロホスファミド間欠静注療法
DVT ; deep vein thrombosis，深部静脈血栓症
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7  神経型ベーチェット病診断治療アルゴリズム

感染症の治療

感染症他の中枢神経疾患を
考慮する

無効または効果不十分

ステロイドパルス療法
またはIFX

ANBに対する治療
ステロイド（中～高用量）
CYAを投与中であれば中止

ステロイドを減量
Colを併用

有効

Panel B

 No

 No

 No

Yes

Yes

Yes

CSF IL-6が
17pg/mL以下

完全型または不全型のベーチェット病で，
急性または亜急性の頭痛や局所神経症状

CSF細胞数
6.2/mm3以上

CQ3
CQ2

CQ4

CQ2
CQ5

Panel A
急性型神経型ベーチェット病（ANB）

CPNBの精査

ANBと診断

他の中枢神経
疾患を考慮する

No

No
Yes

完全型または不全型のベーチェット病で，
発症時期不明の神経症状，性格変化，小脳失調

CSF IL-6が
17pg/mL以上

脳幹部萎縮または
2週間以上空けて検査した

CSF IL-6がいずれも17pg/mL以上

No

CSF IL-6が
17pg/mL以上

Yes

MTXを継続
Yes

他の生物学的
製剤を検討

No

Panel B
慢性進行型神経型ベーチェット病（CPNB）

CPNBと診断

MTX 16mg/週

IFX を追加併用

Yes

CSF IL-6が
17pg/mL以下

IFX を継続

ANB ; acute neuro Behçet’s disease
CPNB ; chronic progressive neuro Behçet’s disease
CSF ; cerebrospinal fluid，脳脊髄液

CQ8

CQ10

CQ11
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2 診断・治療のクリニカルクエスチョン（CQ）と推奨文，推奨度，解説

1  皮膚粘膜病変CQ
a  口腔内アフタ性潰瘍  

副腎皮質ステロイド外用薬はベーチェット病の口腔内アフタ性潰瘍に対して有効か？

推奨 1 ベーチェット病の口腔内アフタ性潰瘍に対し，副腎皮質ステロイド外用薬は有効であり，
投与を行うように強く推奨する．

 エビデンスレベル： 1b    同意度：4.67    推奨度：A

解　説

ベーチェット病の口腔内アフタ性潰瘍に対する局所治療については 1編のシステマティックレビュー1）

があり，そのなかで副腎皮質ステロイド外用薬の有用性に関する 1編のランダム化直接比較試験2）につい
て考察されている．60例の口腔内アフタ性潰瘍を有するベーチェット病患者を無作為に 0.1％トリアムシ
ノロン軟膏投与群 30例とフェニトインシロップ投与群 30例に分け，直接比較試験を行ったところ，0.1％
トリアムシノロン軟膏投与群では 86.7％で口腔内アフタ性潰瘍の改善を認めたのに対し，フェニトインシ
ロップでは 53.3％の改善にとどまり，有意な差がみられたとしている（p＜ 0.05）2）．以上よりエビデンス
レベルは 1bであり，ベーチェット病の口腔内アフタ性潰瘍に対し，副腎皮質ステロイド外用薬の投与を
強く推奨する．

 文　献
1.  Taylor J, et al.：Interventions for the management of oral ulcers in Behçet’s disease. Cochrane Database Syst Rev 2014；25：

CD011018.

2.  Mangelsdorf  HC, et al.：Behçet’s disease. Report of twenty-five patients from the United States with prominent mucocutaneous 

involvement. J Am Acad Dermatol 1996；34：745-750.

副腎皮質ステロイド全身投与はベーチェット病の口腔内アフタ性潰瘍に対して有効か？

推奨 2 口腔内アフタ性潰瘍に対して副腎皮質ステロイドの全身投与を提案する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：4.22    推奨度：C1

解　説

ベーチェット病の口腔内アフタ性潰瘍に対する全身治療については 1編のシステマティックレビュー1）

があり，そのなかで副腎皮質ステロイド全身投与の有用性に関する 1編のランダム化直接比較試験2）につ
いて考察されている．86例のベーチェット病患者をランダムにメチルプレドニゾロン 40 mg/日筋肉内投
与群とプラセボ群に分け，口腔内潰瘍，外陰部潰瘍，結節性紅斑，毛包炎などについて有用性を検討した
ところ，口腔内潰瘍，外陰部潰瘍，毛包炎では 2群間に有意な差は認められず，結節性紅斑のみにメチル
プレドニゾロンの有用性が認められた．しかしながら，本試験ではコルヒチン，非ステロイド系抗炎症薬
（NSAID）といった薬剤の投与が試験期間中も中断されておらず，高い報告バイアスの危険性があり，本
システマティックレビューでは十分な根拠にはならないとされている．そのほか，ベーチェット病の粘膜
病変に対してデキサメタゾンパルス療法の有効性を示した 1編の症例集積研究3）があり，エビデンスレベ
ル 5である．以上より，口腔内アフタ性潰瘍に対して副腎皮質ステロイドの全身投与を選択肢の 1つとし

CQ 1

CQ 2
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て考慮してもよい．

 文　献
1.  Taylor J, et al.：Interventions for the management of oral ulcers in Behçet’s disease. Cochrane Database Syst Rev 2014；25：

CD011018.

2. Mat C, et al.：A double-blind trial of depot corticosteroids in Behçet’s syndrome. Rheumatology（Oxford） 2006；45：348-352. 

3.  Verma KK, et al.：Severe mucocutaneous Behcet’s disease treated with dexamethasone pulse. J Assoc Physicians India2005；53：
998-999.

コルヒチンはベーチェット病の口腔内アフタ性潰瘍に対して有効か？

推奨 3 主要臓器病変を有さないベーチェット病の口腔内アフタ性潰瘍に対してコルヒチン全身投
与を行うことを推奨する．

 エビデンスレベル： 2    同意度：4.44    推奨度：B

解　説

ベーチェット病の口腔内アフタ性潰瘍に対するコルヒチン全身投与の有用性について 2編のランダム化
比較試験がある．Davatchiらは，169例の主要臓器病変を有さないベーチェット病患者を 2群に分け，コ
ルヒチンとプラセボによるクロスオーバー比較試験を行ったところ，コルヒチン投与期間ではプラセボ投
与期間と比較して有意に口腔内アフタ性潰瘍の改善を認めた1）．一方，Yurdakulらは 84例のベーチェット
病患者をランダムにコルヒチン（1～ 2 mg/日）全身投与群とプラセボ群とに分けて比較試験を行ったとこ
ろ，外陰部潰瘍，結節性紅斑，関節炎については有用性が示されたが，口腔内アフタ性潰瘍に対しては有
用性が認められなかったと報告している2）．ただし，本研究では口腔内アフタ性潰瘍に対する局所療法，
アセトアミノフェン，NSAIDの内服については制限されておらず，高いバイアスがかかっているため，根
拠としては不十分であると考える．また，わが国ではMiyachiらは，コルヒチンを投与された口腔内アフ
タ性潰瘍を有するベーチェット病 5例をまとめ3），コルヒチン（1 mg/日）の投与により全例で口腔内アフタ
性潰瘍の改善が認められたと報告している．以上より，ベーチェット病の口腔内アフタ性潰瘍に対するコ
ルヒチン全身投与は主要臓器病変を有さない例についてはエビデンスレベル 2であり，行うように勧める．

 文　献
1.  Davatchi F, et al.：Colchicine versus placebo in Behçet’s disease: randomized, double-blind, controlled crossover trial. Mod Rheumatol 

2009；19：542-549.

2. Yurdakul S, et al.：A double-blind trial of colchicine in Behçet’s syndrome. Arthritis Rheum 2001；44：2686-2692.

3. Miyachi Y, et al.：Colchicine in the treatment of the cutanesous manifestations of Behçet’s disease. Br J Dermatol 1981；104：67-69.

粘膜保護薬はベーチェット病の口腔内アフタ性潰瘍に対して有効か？

推奨 4 口腔内アフタ性潰瘍に対してレバミピド，スクラルファートの投与を行うことを推奨する．

 エビデンスレベル： 2    同意度：4.67    推奨度：B

解　説

ベーチェット病の口腔内アフタ性潰瘍に対するレバミピドの有用性について 1編のランダム化比較試験
がある1）

 ．Matsudaらは口腔内潰瘍を主症状とするベーチェット病患者をランダムにレバミピド（300 mg/

日）投与群 17例とプラセボ群 14例で比較し，口腔内潰瘍の数， 痛がレバミピド投与群で有意に改善し
たと報告している．しかしながら，本試験では併用薬の使用が制限されておらず，高いバイアスがかかっ
ているため，エビデンスレベルは 2とした．スクラルファートの有用性については 1編のランダム化比較

CQ 3

CQ 4
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試験がある2）．Alpsoyらは，スクラルファート 1日 4回外用群（16例）とプラセボ群（14例）に分けて 3か
月外用し，口腔内アフタ性潰瘍の発症頻度，治癒までの期間， 痛を比較した．スクラルファートの外用
は液体製剤を用いた 1～ 2分間の含嗽とした．スクラルファート投与群ではプラセボ群と比較して頻度，
治癒までの期間， 痛のいずれにおいて有意な改善が認められた．以上より，ベーチェット病の口腔内ア
フタ性潰瘍に対してレバミピド，スクラルファートの投与を推奨する．

 文　献
1.  Matsuda T, et al.：Efficacy of rebamipide as adjunctive therapy in the treatment of recurrent oral aphthous ulcers in patients with 

Behçet’s disease: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Drugs R D 2003；4：19-28.

2.  Alpsoy E, et al.：The use of sucralfate suspension in the treatment of oral and genital ulceration of Behçet disease: a randomized, 

placebo-controlled, double-blind study. Arch Dermatol 1999；135：529-532.

抗菌薬はベーチェット病の口腔内アフタ性潰瘍に対して有効か？

推奨 5 主要臓器病変を有さないベーチェット病の口腔内アフタ性潰瘍に対して抗菌薬の使用を提
案する．主要臓器病変を伴う例ではコルヒチンとの併用を提案する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.00    推奨度：C1

解　説

ベーチェット病の口腔内アフタ性潰瘍に対する抗菌薬全身投与の有用性について 1編のランダム化比較
試験1），1編の非ランダム化比較試験2）がある．Calgüneriらは，コルヒチン（1～ 1.5 mg/日）単独投与群 60

例とコルヒチン（1～ 1.5 mg/日）とペニシリン（1.2万単位 /3週）併用群 94例とで比較を行った．両群とも
に口腔内潰瘍の頻度，数，期間，重症度において有意な改善が認められたが，口腔内潰瘍の頻度，期間に
おいてペニシリン併用群でコルヒチン単独投与よりも有意な改善が認められた（p＜0.05）と報告している．
Al-Waizらは，66例の主要臓器病変を伴わないベーチェット病患者をペニシリン（1.2万単位 /月）単独投
与群 20例，コルヒチン（1 mg/日）単独投与群 21例，ペニシリン（1.2万単位 /月）とコルヒチン（1 mg/日）併
用投与群 25例の 3群に分け，比較検討を行った2）．いずれの群においても clinical manifestation index （CMI）
において投与前と比較して有意な改善を認めたが，ペニシリンとコルヒチン併用群では他群と比較してさ
らなる改善を認めた．以上より，ペニシリン投与はベーチェット病における口腔内アフタ性潰瘍に対して，
主要臓器病変を伴わない症例に対しては単独，もしくはコルヒチンとの併用で有効，主要臓器病変を伴う
症例に対してはコルヒチンとの併用が有効であり，治療の選択肢の 1つとして考慮する．

 文　献
1.  Calgüneri M, et al.：Effect of prophylactic benzathine penicillin on mucocutaneous symptoms of Behçet’s disease. Dermatology 

1996；192：125-128.

2.  Al-Waiz MM, et al.：Colchicine and benzathine penicillin in the treatment of Behçet disease: a case comparative study. Dermatol 

Online J 2005；11：3.

TNF阻害薬はベーチェット病の口腔内アフタ性潰瘍に対して有効か？

推奨 6 TNF阻害薬はベーチェット病の口腔内アフタ性潰瘍に対して有効性が期待できるため，適
応を慎重に考慮しつつ選択肢の 1つとして提案する．

 エビデンスレベル： 1b    同意度：4.00    推奨度：C1

解　説

TNF阻害薬の有用性に関しては 1編のランダム化比較試験1）と多数の症例報告2）があり，口腔内アフタ

CQ 5

CQ 6
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性潰瘍に対する有用性が示され，エビデンスレベルは 1bである．Melikogluらは，皮膚粘膜病変ならびに
関節炎を有するベーチェット病患者をランダムにエタネルセプト投与群（20例）とプラセボ群（20例）に分
け，針反応，皮膚粘膜病変，関節炎の評価を行った．口腔内アフタ性潰瘍について，エタネルセプト投与
群ではプラセボ群と比較して潰瘍の数の減少が認められ，有用性が示されている．また，インフリキシマ
ブ，アダリムマブなどの他の TNF阻害薬では口腔内アフタ性潰瘍に対する有用性を示した多数の症例報
告がある．しかしながら，TNF阻害薬は現時点では腸管，神経，および血管病変を有するベーチェット
病に対してしか保険適応がないことから，その適応を慎重に考慮する必要があるため，エビデンスレベル
は 1bであるが，推奨度は C1とした．

 文　献
1.  Melikoglu M, et al.：Short-term trial of etanercept in Behçet’s disease: a double blind, placebo controlled study. J Rheumatol 2005；

32：98-105.

2.  Almoznino G, et al.：Infliximab for the treatment of resistant oral ulcers in Behçet’s disease: a case report and review of the literature. 

Clin Exp Rheumatol 2007；25（Suppl 45）：S99-S102.

アプレミラストはベーチェット病の口腔内アフタ性潰瘍に対して有効か？

推奨 7 アプレミラスト内服はベーチェット病の口腔内アフタ性潰瘍に対して有効性が期待できる
ため，投与することを推奨する．

 エビデンスレベル： 1b    同意度：4.56    推奨度：B

解　説

主要臓器病変がなく，活動性の口腔内アフタ性潰瘍を有するベーチェット病に対する二重盲検ランダム
化比較試験（第 II相） 1）で，アプレミラスト（60 mg/日）治療群（55例）とプラセボ群（56例）で 12週間後の口
腔内潰瘍数を比較しており，治療群で潰瘍数は有意に減少し（p＜ 0,001）， 痛のベースラインからの変
化も有意に大きかった（p＜ 0.001）．主要臓器病変のないベーチェット病患者に対する二重盲検ランダム
化比較試験（第 III相）2）では，アプレミラスト治療群（104例）でプラセボ群（103例）と比べて 12週間後の
口腔内潰瘍総数の AUC（area under the curve）は有意に減少した（p＜ 0.0001）．また 痛のベースラインか
らの変化，完全寛解した割合は治療群で大きかった（p＜ 0.0001, p＜ 0.0001）．以上より，ベーチェット病
の口腔内アフタ性潰瘍に対してアプレミラストの投与を推奨する．

追記： アプレミラストは 2019年 9月に「局所療法で効果不十分なベーチェット病による口腔潰瘍」に対して適応が

承認された．

 文　献
1. Hatemi G, et al.：Apremilast for Behcet’s Syndrome – A phase 2, placebo-controlled Study. N Eng J Med 2015；372：1510-1518.

2. Hatemi G, et al.：Apremilast for Behcet’s syndrome: Abstract from EULAR Annual European Congress of Rheumatology, 2018.
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b  外陰部潰瘍  

副腎皮質ステロイド外用薬はベーチェット病の外陰部潰瘍に対して有効か？

推奨 8 外陰部潰瘍に対して，副腎皮質ステロイド外用薬の投与を提案する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：4.22    推奨度：C1

解　説

ベーチェット病による外陰部潰瘍に対する副腎皮質ステロイド外用薬の効果を検証した試験は実施され
ていない．しかし，ベーチェット病による外陰部潰瘍に対して副腎皮質ステロイド外用薬は日常診療にて
用いられており，効果があることはしばしば経験される．また，EULARによるベーチェット病の外陰部
潰瘍に対する治療の推奨報告では，副腎皮質ステロイド外用薬が first lineの治療として推奨されている1）．
さらに，Alpsoyらによるベーチェット病の皮膚病変に対する治療アルゴリズムにおいても，外陰部潰瘍
において副腎皮質ステロイド外用薬が推奨されている2）．以上より，エビデンスとしては確立されていな
いが，委員会判断として提案する．

 文　献
1. Hatemi G, et al.：EULAR recommendations for the management of Behçet disease. Ann Rheum Dis 2008；67：1656-1662.

2. Alpsoy E：New Evidence-Based Treatment Approach in Behçet’s Disease. Patholog Res Int 2012；2012：871019.

副腎皮質ステロイド全身投与はベーチェット病の外陰部潰瘍に対して有効か？

推奨 9 難治性の外陰部潰瘍に対しては，副腎皮質ステロイド全身投与を治療の選択肢の 1つとし
て提案する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：4.44    推奨度：C1

解　説

EULARによるベーチェット病の外陰部潰瘍に対する治療の推奨報告では，副腎皮質ステロイド外用薬
が first lineの治療として推奨されている1）． 痛の著しい症例や難治性の外陰部潰瘍では副腎皮質ステロ
イドの全身投与が治療の選択肢の 1つとして考慮されている．同様に，Alpsoyらによるベーチェット病
の皮膚病変に対する治療アルゴリズムにおいても，副腎皮質ステロイドの全身投与は，外陰部潰瘍を含め
た粘膜皮膚病変に対して有効とされている2）．ベーチェット病による外陰部潰瘍に対する副腎皮質ステロ
イド全身投与についての 1編のランダム化直接比較試験3）が存在しており，86例のベーチェット病患者を
ランダムにメチルプレドニゾロン 40 mg/日筋肉内投与群とプラセボ群に分け評価したところ，外陰部潰
瘍については 2群間に有意な差は認められなかったと報告している．しかしながら，本試験ではコルヒチ
ン，NSAIDといった薬剤の投与が試験期間中も中断されておらず，高い報告バイアスの危険性が存在する．
したがって，現時点ではベーチェット病による外陰部潰瘍に対する副腎皮質ステロイド全身投与について
は結論が出ておらず，エビデンスレベルも 6である．以上より委員会判断として，難治性のベーチェット
病の外陰部潰瘍に対して治療の選択肢の 1つとして提案する．

 文　献
1. Hatemi G, et al.：EULAR recommendations for the management of Behçet disease. Ann Rheum Dis 2008；67：1656-1662.

2. Alpsoy E：New Evidence-Based Treatment Approach in Behçet’s Disease. Patholog Res Int 2012；2012：871019.

3. Mat C, et al.：A double-blind trial of depot corticosteroids in Behçet’s syndrome. Rheumatology（Oxford） 2006；45：348-352.
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コルヒチンはベーチェット病の外陰部潰瘍に対して有効か？

推奨 10 外陰部潰瘍に対してコルヒチン内服は有効であり，投与することを推奨する．

 エビデンスレベル： 1b    同意度：4.44    推奨度：B

解　説

ベーチェット病の外陰部潰瘍に対するコルヒチン内服の効果については 3編のランダム化直接比較試験
が存在している．Aktulgaら1）は，28例のベーチェット病患者において，6か月間のコルヒチン（0.5 mg/日）
投与群とプラセボ群の比較試験を行ったが，外陰部潰瘍に有効性は認められなかった．Yurdakulら2）は，
84例（男性 45例，女性 39例）のベーチェット病患者において 2年間のコルヒチン（1～ 2 mg/日）全身投与
群とプラセボ群の比較試験を行い，女性で外陰部潰瘍の発生頻度（p＝ 0.04）および，数（p＝ 0.001）の有意
な減少を認めた．

Davatchiら3）は，169例の主要臓器病変を有さないベーチェット病患者をランダムに 2群に分け，コル
ヒチン（1 mg/日）とプラセボによる 4か月ごとのクロスオーバー比較試験を行い，コルヒチン投与期間で
はプラセボ投与期間と比較して有意に外陰部潰瘍の改善を認めた．3編の報告で相反する結果が報告され
ているが，Aktulgaらの報告では，症例数が 28例と少なく，患者背景が記載されていないことから，エビ
デンスが他の 2編に劣ると考えられる．以上より，ベーチェット病の外陰部潰瘍に対してコルヒチンの投
与を推奨する．

 文　献
1. Aktulga E, et al.：A double blind study of colchicine in Behcet’s disease. Haematologica 1980；65：399-402.

2. Yurdakul S, et al.：A double-blind trial of colchicine in Behçet’s syndrome. Arthritis Rheum 2001；44：2686-2692.

3.  Davatchi F, et al.：Colchicine versus placebo in Behçet’s disease: randomized, double-blind, controlled crossover trial. Mod Rheumatol 

2009；19：542-549.

TNF阻害薬はベーチェット病の外陰部潰瘍に対して有効か？

推奨 11 標準治療に抵抗性の難治性外陰部潰瘍に対して慎重に考慮しつつ選択肢の 1つとして提案
する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：4.00    推奨度：C1

解　説

TNF阻害薬の有用性に関しては，難治性の外陰部潰瘍に対して有効性を示した症例報告は多数存在し
ている1～5）が，ランダム化比較試験は存在しておらず，エビデンスレベルは 5である．標準的な治療に抵
抗性の外陰部潰瘍に限り選択肢の 1つとして考慮してもよいと考える．しかしながら，TNF阻害薬は現
時点では腸管，神経，および血管病変を有するベーチェット病に対してしか保険適応がないことから，そ
の適応を慎重に考慮する必要がある．

 文　献
1.  Chan WP, et al.：Combination therapy with infliximab and methotrexate in recalcitrant mucocutaneous Behçet disease. Cutis 2012；

89：185-190.

2.  Kasugai C, et al.：Infliximab treatment of severe genital ulcers associated with Behçet disease. J Am Acad Dermatol 2010；62：162-

164.

3. Connolly M, et al.：Infliximab treatment for severe orogenital ulceration in Behçet’s disease. Br J Dermatol 2005；153；1073-1075.

4.  Gulli S, et al.：Remission of Behcet’s disease with anti-tumor necrosis factor monoclonal antibody therapy: a case report. BMC 

Musculoskelet Disord 2003；4：19.

5.  Olivieri I, et al.：Successful treatment of recalcitrant genital ulcers of Behçet’s disease with adalimumab after failure of infliximab and 

etanercept. Clin Exp Rheumatol 2009；27（Suppl 53）：S112.
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c  結節性紅斑  

副腎皮質ステロイド外用薬はベーチェット病の結節性紅斑に対して有効か？

推奨 12 ベーチェット病の結節性紅斑に対して副腎皮質ステロイド外用薬の投与を提案する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：4.56    推奨度：C1

解　説

結節性紅斑に対する副腎皮質ステロイド外用薬の効果を検証した試験は実施されていない．しかし，こ
れまで結節性紅斑に副腎皮質ステロイド外用薬は用いられてきたし，ある程度効果があることは経験され
る．ベーチェット病の治療についての総説にも触れられている1）．副腎皮質ステロイド全身投与が結節性
紅斑に効果があるため，局所投与でもある程度の効果は期待できる．これらのことからベーチェット病の
結節性紅斑に対して副腎皮質ステロイド外用薬を考慮してもよい．

 文　献
1. Alpsoy E：New Evidence-Based Treatment Approach in Behcet’s Disease. Patholog Res Int 2012；2012：871019.

非ステロイド系抗炎症薬（NSAID）はベーチェット病の結節性紅斑に対して有効か？

推奨 13 ベーチェット病の結節性紅斑に対して非ステロイド系抗炎症薬（NSAID）を提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.44    推奨度：C1

解　説

ベーチェット病に対するオキサプロジン 400 mg/日の内服が結節性紅斑に効果があったという報告があ
る1）．ベーチェット病の診断基準を満たす 30例にインドメタシン 100 mg/日を投与した試験で，内服開始
時に存在していた結節性紅斑 4例中 2例が complete resposnse，1例が incomplete responseで，効果がみら
れたという報告がある2）．ただし，結節性紅斑の既往がある 2症例でインドメタシン内服中に結節性紅斑
が出現した．また，ベーチェット病の治療についての総説で軽症～中等症までの結節性紅斑に NSAIDが
効果があるかもしれないと述べられている3）．このように，少数症例の報告やエキスパートオピニオンで
あるため，エビデンスレベルとしては高くないが，副作用も比較的少ない薬剤であること， 痛に対する
効果も期待できること，ほかに選択肢が少ないことを勘案し，ベーチェット病の結節性紅斑に対して
NSAIDを考慮してもよい．ただし，消化管病変がある際には注意を要する．

 文　献
1.  Takeuchi A, et al.：Efficacy of oxaprozin in the treatment of articular symptoms of Behçet‘s disease. Clin Rheumatol 1984；3：397-

399.

2. Simsek H, et al.：Treatment of Behçet disease with indomethacin. Int J Dermatol 1991；30：54-57.

3. Davatchi F, et al.：How to deal with Behcet‘s disease in daily practice. Int J Rheum Dis 2010；13：105-116.
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ミノサイクリンはベーチェット病の結節性紅斑に対して有効か？

推奨 14 ベーチェット病の結節性紅斑に対してミノサイクリンの投与を提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.33    推奨度：C1

解　説

ベーチェット病の病態にある種の細菌に対する過敏反応が関与しているという考えがあるが，ミノサイ
クリンは抗菌作用に加え抗炎症作用を有しているので，細菌に対してだけでなくそれに対する過敏反応に
対しても抑制的に作用することが期待される．ベーチェット病に対してミノサイクリン 100 mg/日を 3か
月間投与した臨床研究では，結節性紅斑が 80％減少したと報告されている1）．臨床試験は少ないが，わが
国では抗炎症作用を期待して種々の炎症性皮膚疾患にミノサイクリンが使用され，一定の効果は経験され
ているため，ベーチェット病の結節性紅斑に対してミノサイクリンを選択肢の1つとして考慮してもよい．

 文　献
1.  Kaneko F, et al.：Streptococcal infection in the pathogenesis of Behçet’s disease and clinical effects of minocycline on the disease 

symptoms. Yonsei Med J 1997；38：444-454.

DDS（ジアミノジフェニルスルホン；ダプソン）はベーチェット病の結節性紅斑に対して有
効か？

推奨 15 ベーチェット病の結節性紅斑に対してDDSを提案する．

 エビデンスレベル： 1b    同意度：4.00    推奨度：C1

解　説

結節性紅斑では好中球が浸潤するが，DDSは好中球の作用を抑制する作用がある．また，結節性紅斑
に病理組織学的に血管炎がみられることがあるが，DDSは血管炎の治療薬にも用いられている．ベー
チェット病の患者 20人に DDSまたはプラセボを投与した二重盲検プラセボ比較試験がある．DDSは
100 mg/日で投与され，DDS投与群では結節性紅斑は投与前と比較して有意に減少したが，プラセボでは
変化がなかった1）． 臨床試験の数は少なく，保険適応はないが，DDSは皮膚科領域で使用されることが
多く，使用経験が豊富であることも考慮して，ベーチェット病の結節性紅斑に対して DDSを選択肢の 1

つとして考慮してもよい．

 文　献
1.  Sharquie KE, et al.：Dapsone in Behçet’s disease: a double-blind, placebo-controlled, cross-over study. J Dermatol 2002；29：267-

279.

コルヒチンはベーチェット病の結節性紅斑に対して有効か？

推奨 16 ベーチェット病の結節性紅斑に対してコルヒチンを推奨する．

 エビデンスレベル： 1b    同意度：4.11    推奨度：B

解　説

眼や主要臓器病変がなく活動性の皮膚粘膜病変を有するベーチェット病患者の男性 60人と女性 56人で
コルヒチン 1～ 2 mg/日を 2年間内服し，プラセボ群と比較した二重盲検ランダム化比較試験で，コルヒ
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チン内服群の女性はプラセボ群と比較して結節性紅斑の出現頻度が有意に少なく （p＝ 0.004），結節性紅
斑の数もコルヒチン内服群の女性で有意に少なかった（p ＝ 0.002）．一方，男性ではプラセボ群と差がな
かった1）．主要臓器病変のないベーチェット病患者 169人を対象に，二重盲検ランダム化クロスオーバー
比較試験が実施され，結節性紅斑はコルヒチン群で治療前と比較して有意に減少し，総合病勢指標である
IBDDAM（Iran Behcet’s Disease Dynamic Activity Measure）も有意に減少した2）．一方，プラセボ群では有意
差がなかった．ただし，コルヒチン群とプラセボ群を比較すると，コルヒチン群で IBDDAMは有意に改
善したが，結節性紅斑単独の比較では有意差がつかなかった．ベーチェット病の患者にコルヒチンとプラ
セボを投与して両群（コルヒチン群 17人，プラセボ群 18人）を比較した二重盲検ランダム化比較試験があ
る．コルヒチンは 1.5 mg/日が投与された．各種症状が比較されているが，両群で改善度に有意な差があっ
たのが，結節性紅斑と関節痛であった3）．このように二重盲検ランダム化比較試験が行われている．
Yurdakulらの報告では，女性でのみコルヒチン内服群がプラセボ群と比較して有意に結節性紅斑の出現頻
度や数が減少したが，男性では差がなかった． また，Davatchiらの報告では，コルヒチン内服群で結節
性紅斑は治療前と比較して有意に改善したが，プラセボ群では有意な改善はなかった．しかし，コルヒチ
ン群とプラセボ群の間に有意差がつかなかった．Aktulgaらの報告では，結節性紅斑はコルヒチン群でプ
ラセボ群と比較して有意に改善していた．これらを総合すると，コルヒチンはベーチェット病の結節性紅
斑に対して一定の効果はあると考えられるが，治療対象によってその効果が異なる可能性がある．ベー
チェット病に対する治療薬が少ないことも勘案して，ベーチェット病の結節性紅斑に対してコルヒチンを
勧める．

 文　献
1．  Yurdakul S, et al.：A double-blind trial of colchicine in Behçet’s syndrome. Arthritis Rheum 2001；44： 2686-2692.

2．  Davatchi F, et al.：Colchicine versus placebo in Behçet’s disease: randomized, double-blind, controlled crossover trial. Mod Rheumatol 

2009；19：542-549. 

3． Aktulga E, et al.：A double blind study of colchicine in Behçet’s disease. Haematologica 1980；65： 399-402.

副腎皮質ステロイド全身投与はベーチェット病の結節性紅斑に対して有効か？

推奨 17 ベーチェット病の結節性紅斑に対して副腎皮質ステロイド全身投与を推奨する．

 エビデンスレベル： 1b    同意度：4.56    推奨度：B

解　説

外陰部潰瘍を有する活動性のベーチェット病患者に対する二重盲検ランダム化比較試験で，メチルプレ
ドニゾロン 40 mg/日筋肉内注射を 3週間ごとに 27週間継続した治療群（42例）とプラセボ群（44例）を比
較しており，治療群で結節性紅斑の出現頻度が有意に少なかった（p＝ 0.0046） 1）．サブグループ解析では，
女性で有意差あった（p＝ 0.0148）が，男性では有意差がなかった（p＝ 0.1）．報告はごく少数であるが，プ
ラセボ群と比較して副腎皮質ステロイド投与群で結節性紅斑の数が有意に少なかったという二重盲検ラン
ダム化比較試験があり，経験的にも効果が高いことが明らかであることから，結節性紅斑に副腎皮質ステ
ロイドの全身投与を勧める．

 文　献
1． Mat C, et al.：A double-blind trial of depot corticosteroids in Behçet‘s syndrome. Rheumatology（Oxford） 2006 ；45：348-352.

CQ17

70



TNF阻害薬はベーチェット病の結節性紅斑に対して有効か？

推奨 18 ベーチェット病の重症の結節性紅斑に対してTNF阻害薬を提案する．

 エビデンスレベル： 1b    同意度：4.00    推奨度：C1

解　説

エタネルセプトとプラセボを比較した二重盲検比較試験では結節病変（結節性紅斑または表在性血栓性
静脈炎と定義されている）がプラセボと比較して有意に減少した1）．また，インフリキシマブで結節性紅
斑が速やかに消退したという症例報告もある2）．これらのことより，TNF阻害薬はベーチェット病の結節
性紅斑に効果が高いと考えられる．ただし，TNF阻害薬は効果も高いが，感染症などの副作用やコスト
の面から，重症例や従来の免疫抑制療法で難治な症例に限定して使用することが勧められている3）．よっ
て，重症の結節性紅斑に対してや他臓器病変を伴う場合には TNF阻害薬を考慮してもよい．

 文　献
1.  Melikoglu M, et al.：Short-term trial of etanercept in Behçet’s disease: a double blind, placebo controlled study. J Rheumatol 2005；

32：98-105.

2.  Estrach C, et al.：Behçet’s syndrome: response to infliximab after failure of etanercept. Rheumatology（Oxford） 2002；41：1213-

1214.

3.  Sfikakis PP, et al.：Anti-TNF therapy in the management of Behçet’s disease-review and basis for recommendations. Rheumatology 

（Oxford） 2007；46：736-741.

d  毛包炎様皮疹  

副腎皮質ステロイド外用薬は毛包炎様皮疹（痤瘡様皮疹）に対して有効か？

推奨 19 ベーチェット病の毛包炎様皮疹（痤瘡様皮疹）に対して副腎皮質ステロイド外用薬を提案す
る．

 エビデンスレベル： 6    同意度：4.11    推奨度：C1

解　説

ベーチェット病の毛包炎様皮疹（痤瘡様皮疹）に対しての副腎皮質ステロイド外用薬の有効性に関するエ
ビデンスとなる臨床試験はないが，臨床的に実際に使用されている．海外で毛包炎様皮疹の出現は針反応
陽性例に多いとの報告があり1），外来刺激に対する過敏反応であると考えると毛包炎様皮疹に副腎皮質ス
テロイド外用薬は有効であると思われる．以上より毛包炎様皮疹に対して副腎皮質ステロイド外用薬を考
慮してもよい．

 文　献
1.  Alpsoy E, et al.：A randomized, controlled and blinded study of papulopustular lesion in Turkish Behcet’s patient. Int J Dermatol 

1998；37：839-843.
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抗菌薬はベーチェット病の毛包炎様皮疹（痤瘡様皮疹）に対して有効か？

推奨 20 ベーチェット病の毛包炎様皮疹（痤瘡様皮疹）に対して抗菌薬内服を提案する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：4.00    推奨度：C1

解　説

ベーチェット病の毛包炎様皮疹に対してランダム化比較試験での抗菌薬に関する有効性を調べたエビデ
ンスはない．アジスロマイシン（1,500 mg/週）を週 3回，4週間，口腔潰瘍のあるベーチェット病の患者に
投与した研究で，内服したすべての症例で毛包炎様皮疹が消退したことが報告されている1）．以上から，
抗菌薬内服を考慮してもよい．

 文　献
1.  Mumcu G, et al.：Effects of azithromycin on intracellular cytokine responses and mucocutaneous manifestations in Behcet’s disease. 

Int J Dermatol 2013；52：1561-1566.

コルヒチンはベーチェット病の毛包炎様皮疹（痤瘡様皮疹）に対して有効か？

推奨 21 ベーチェット病の毛包炎様皮疹（痤瘡様皮疹）に対してコルヒチンを推奨する．

 エビデンスレベル： 2    同意度：4.56    推奨度：B

解　説

ベーチェット病の毛包炎様皮疹に対してランダム化比較試験でのコルヒチン内服に関する有効性を調べ
た検討として，169名の患者にコルヒチンを投与した群で，4か月後の評価で毛包炎様皮疹が有意に減少
した1）．以上から，コルヒチン内服を勧める．

 文　献
1.  Davatchi F, et al.：Colchicine versus placebo in Behcet’s disease: randomized, double-blind controlled crossover trial. Mod Rheumatol 

2009；19：542-549.

e  血栓性静脈炎  

ベーチェット病の皮下の血栓性静脈炎で，皮膚生検は必要か？

推奨 22 ベーチェット病の皮下の血栓性静脈炎の診断において，皮膚生検を検査の 1つとして推奨
する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：4.11    推奨度：B

解　説

皮下の血栓性静脈炎の診断における検査として，皮膚生検による組織所見は重要な位置を占めるので，
推奨度Bとした．鑑別として皮膚動脈炎（かつての皮膚型結節性多発動脈炎）などの血管炎があげられる1）．
Kawakamiらによると通常の皮膚生検病理標本で鑑別が困難な場合でも，皮膚病理標本の深切り（deep cut）
で 50枚目，100枚目，150枚目，時には 200枚目を切り出し，検討する姿勢が肝要であるとしている2）．

 文　献
1.  Kawakami T, et al.：Antiphosphatidylserine-prothrombin complex antibodies in 3 patients with Behçet disease involving superficial 

vein thrombophlebitis. Arch Dermatol 2009；145：171-175. 
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2.  Kawakami T, et al.：Significance of two skin biopsy performances with consecutive deeper sections in the differential diagnosis 

between cutaneous polyarteritis nodosa and livedo vasculopathy. Acta Derm Venereol 2014；94：84-85. 

副腎皮質ステロイドや免疫抑制薬の全身投与はベーチェット病の皮下の血栓性静脈炎に対
して有効か？

推奨 23 ベーチェット病の皮下の血栓性静脈炎の治療に，副腎皮質ステロイドやシクロスポリンな
どの免疫抑制薬の全身投与を選択肢の 1つとして提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.33    推奨度：C1

解　説

皮下の血栓性静脈炎の治療における副腎皮質ステロイドと免疫抑制薬の全身投与に関しては，それぞれ
症例集積研究 3編1～3）と症例報告 1編4）があり，ともにエビデンスレベル 4である．皮下の血栓性静脈炎
の治療には，抗炎症作用の強い薬として副腎皮質ステロイドが第一選択としてあげられ，即効性をもち有
効である．特に，発赤，腫脹などの皮膚症状，血清 CRP高値や血沈亢進といった炎症反応の上昇を伴う
症例には有効である．副腎皮質ステロイドの治療で効果不十分な例では，免疫抑制薬の併用が行われる．
また，副腎皮質ステロイドは血栓形成を起こしやすい傾向があるので，シクロスポリン，アザチオプリン，
シクロホスファミドなどの免疫抑制薬を投与する．副腎皮質ステロイドについては，必要に応じて抗血栓
療法を併用する．免疫抑制薬では，シクロスポリンの 5 mg/kg/日全身投与群とプレドニンとアザチオプリ
ン併用群の効果に有意な差がない1），シクロスポリン低用量 2～ 3 mg/kg/日で有効3, 4）との臨床結果がでて
いる．数ある免疫抑制薬のうちどの薬剤がより効果的であるのか，また，その投与方法をどうするのか，
副腎皮質ステロイドの投与方法も含めて，今後さらなる検討が必要といえる．

 文　献
1.  Assaad-Khalil SH：Low-dose cyclosporin in Behçet’s diseas: follow-up controlled study with emphasis on extraocular manifestations 

and neuro-Behçet’s disease. In：O’Duffy JD, et al.（eds）：Behçets Disease: Basic and Clinical Aspects. Marcel Dekker, New York, 

1991；603-612.

2.  Cantini F, et al.：Treatment of thrombophlebitis of Behçet’s disease with low dose cyclosporin A. Clin Exp Rheumatol 1999；17：
391-392.

3.  Wu X, et al.：Behçet’s disease complicated with thrombosis: a report of 93 Chinese cases. Medicine（Baltimore） 2014；93：e263.

4.  Vikas A, et al.：Behçet’s disease with relapsing cutaneous polyarteritis-nodosa-like lesions, responsive to oral cyclosporine therapy. 

Dermatol Online J 2003；9：9.

ワルファリンはベーチェット病の皮下の血栓性静脈炎に対して有効か？

推奨 24 ベーチェット病の皮下の血栓性静脈炎の治療に，ワルファリンは有効性が期待できるため，
副腎皮質ステロイドや免疫抑制薬の併用薬の 1つとして提案する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：4.33    推奨度：C1

解　説

皮下の血栓性静脈炎とワルファリンの直接的な有用性を示した報告はない．ベーチェット病の血栓形成
に関して，ワルファリンを副腎皮質ステロイドや免疫抑制薬と併用することは，日常診療で施行され
る1, 2）．ベーチェット病の皮下の血栓性静脈炎の病因に関して，抗リン脂質抗体が関与する報告がある3）．
ワルファリンは副腎皮質ステロイドや免疫抑制薬の併用薬の 1つとして，有効性が期待できるため，適応
を慎重に考慮しつつ選択肢の 1つとすることを提案する．
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 文　献
1.  Dogan SM, et al.：Right ventricular thrombus with Behçet’s syndrome: successful treatment with warfarin and immunosuppressive 

agents. Tex Heart Inst J 2007；34：360-362.

2.  福本智恵，他：下肢の血栓性静脈炎に対しワルファリンカルシウムが奏効したベーチェット病の 1例.  皮膚臨床 1998；
40：2075-2078. 

3.  Kawakami T, et al.：Antiphosphatidylserine-prothrombin complex antibodies in 3 patients with Behçet disease involving superficial 

vein thrombophlebitis. Arch Dermatol 2009；145：171-175. 

コルヒチンはベーチェット病の皮下の血栓性静脈炎に対して 有効か？

推奨 25 ベーチェット病の皮下の血栓性静脈炎の治療にコルヒチンの使用を提案する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：4.11    推奨度：B～ C1

解　説

ベーチェット病の皮下の血栓性静脈炎に対するコルヒチンの直接的な有用性を示した報告はない．コル
ヒチンはベーチェット病でみられる口腔内アフタ性潰瘍，結節性紅斑を改善する1, 2）．また，コルヒチン
は血小板の凝固を抑制し，血栓形成の予防に効果がある3）．小児ベーチェット病で静脈血栓症を合併した
7症例のなかで抗凝固薬とコルヒチンを併用し有効であった報告がある4）．以上から，ベーチェット病の
皮下の血栓性静脈炎にコルヒチンの有効性が期待できる．したがって，治療の選択肢の 1つとすることを
提案する．

 文　献
1.  Davatchi F, et al.：Colchicine versus placebo in Behçet’s disease: randomized, double-blind, controlled crossover trial. Mod Rheumatol 

2009；19：542-549.

2. Yurdakul S, et al.：A double-blind trial of colchicine in Behçet’s syndrome. Arthritis Rheum 2001；44： 2686-2692.

3.  Shah B, et al.：Effect of colchicine on platelet-platelet and platelet-leukocyte interactions: a pilot study in healthy subjects. 

Inflammation 2016；39：182-189. 

4. Ozen S, et al.：Behçet disease: treatment of vascular involvement in children. Eur J Pediatr 2010；169：427- 430.
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2  眼病変CQ
a  眼発作時の治療  

副腎皮質ステロイド点眼薬は前眼部発作に対して有効か？

推奨 1 前眼部炎症がみられれば，副腎皮質ステロイド点眼治療の開始を推奨する．

 エビデンスレベル： 2a    同意度：4.81    推奨度：A

解　説

ベーチェット病によるぶどう膜炎は基本的に自然寛解するので，前眼部炎症が軽度であれば副腎皮質ス
テロイド点眼薬なし（瞳孔管理のみ）で経過観察してもよい．しかし，一般的には前眼部炎症がみられれば，
副腎皮質ステロイド点眼薬を使用1, 2）することを推奨する．眼内移行性のよいベタメタゾンかデキサメタ
ゾンを用いるのが一般的である．点眼回数は 1日 3回から 1時間ごとまで，炎症の程度に応じて調整する．
炎症が軽減するとともに点眼回数も減量する．この間，瞳孔管理には十分留意する．
ベーチェット病の病態は急性炎症の反復であり，発作と寛解を繰り返すのが特徴である．また，副腎皮
質ステロイドの点眼持続により次の炎症発作を抑制することは困難であり，寛解期に長期に点眼を持続す
ることは，むしろ眼圧上昇や白内障進行のリスクも高まるので，副腎皮質ステロイド点眼薬は長期に使用
することは避け，消炎後は速やかに中止することが望ましい．

 文　献
1. Evereklioglu C：Ocular Behcet disease: current therapeutic approaches. Curr Opin Ophthalmol 2011；22：508-516.

2.  Dunne JA,et al.：Double-blind clinical trial of topical steroids in anterior uveitis. Br J Ophthalmol 1979；63：762-767.

前眼部発作時に散瞳薬点眼は必要か？

推奨 2 炎症による虹彩後癒着の予防または解除のため，散瞳薬の点眼使用を推奨する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：5.00    推奨度：A

解　説

前眼部発作によって虹彩後癒着が生じることがあり，また癒着が高度になると眼圧上昇が起こるため，
散瞳薬による瞳孔管理が必要である．そこで，前眼部発作がみられたら，副腎皮質ステロイドなどの抗炎
症薬の点眼とともに，トロピカミド・フェニレフリン点眼（ミドリン P

®）などの散瞳薬の点眼を 1～ 4回 /

日で開始1, 2）することを推奨する．虹彩後癒着が生じてしまった場合は， トロピカミド・フェニレフリン
点眼（ミドリン P

®）0.1～ 0.3 mLの結膜下注射の併用が有効である．結膜下注射時には，炎症の程度に応
じて，副腎皮質ステロイド（デキサメタゾン）0.3～ 0.5 mLを混注して行う．

 文　献
1. Evereklioglu C：Current concepts in the etiology and treatment of Behcet disease. Surv Ophthalmol 2005；50：297-350.

2. Evereklioglu C：Ocular Behcet disease: current therapeutic approaches. Curr Opin Ophthalmol 2011；22：508-516. 
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副腎皮質ステロイド結膜下注射は前眼部発作に対して有効か？

推奨 3 副腎皮質ステロイド結膜下注射は前眼部発作に対して有効であり，強い前眼部発作では行
うことを提案する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：4.71    推奨度：B

解　説

副腎皮質ステロイドの結膜下注射は，薬剤が結膜下に停滞するため，点眼に比べ薬剤が長時間前眼部に
作用し，消炎効果が持続して有効性が高い1）．
ベーチェット病によるぶどう膜炎は基本的に自然寛解するので，前眼部炎症細胞が 1＋程度の軽度であ

れば副腎皮質ステロイドの点眼のみでよい．しかし，前眼部炎症を早期に消退させたい場合や，前房蓄膿
または広範囲の虹彩後癒着を伴うような強い前眼部炎症が生じている場合には，副腎皮質ステロイドおよ
び散瞳薬の頻回点眼を続けたうえで，副腎皮質ステロイドの結膜下注射を施行することを提案する．通常，
デキサメタゾン 1.65 mg/0.5 mLを結膜下に注射する．その際は眼圧上昇や結膜下出血に留意する．虹彩後
癒着が生じている場合は，眼病変 CQ2（p.75）のように，トロピカミド・フェニレフリン点眼（ミドリン
P

®）0.1～ 0.3 mLを混注して行うとよい．

 文　献
1.  Ohno S, et al.：Behcet’s disease. In：Zierhut M, et al.（eds）：Intraocular Inflammation. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 

Heidelberg, 2016：785-795. 

副腎皮質ステロイド点眼薬は後眼部発作に対して有効か？

推奨 4 後眼部発作に対する副腎皮質ステロイド点眼薬の効果は限定的であり，他の眼局所治療ま
たは全身治療を提案する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：4.63    推奨度：B

解　説

副腎皮質ステロイド点眼薬は後眼部への移行は少なく，その効果も限定的である．したがって，後眼部
発作に対しては，炎症発作の程度により，副腎皮質ステロイドの眼局所治療（後部テノン嚢下注射）や全身
治療，または，その他の免疫抑制薬や生物学的製剤（TNF阻害薬）の全身治療を提案する．
しかしながら，ベーチェット病において，後眼部発作が生じている場合は，前眼部炎症も伴っているこ
とが多く，副腎皮質ステロイド点眼薬も基本的に前眼部発作時に準じて使用することが多い1）．
また，後眼部発作であっても，
①後眼部発作が周辺網膜に限局した白色斑が存在するのみの症例や
②視力低下を伴わない軽度の硝子体混濁のみの症例
には，副腎皮質ステロイド点眼薬のみで経過をみてもよい．
一方，
①白色斑と硝子体混濁が混在し，視力低下を伴う症例や
②後極部に白色斑や出血・浮腫が認められる症例
には副腎皮質ステロイド点眼薬のみでは不十分であり，副腎皮質ステロイドの眼局所治療（後部テノン嚢
下注射）や全身治療およびその他の免疫抑制薬や生物学的製剤（TNF阻害薬）の全身治療を提案する．

CQ 3

CQ 4
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 文　献
1. Evereklioglu C：Ocular Behcet disease: current therapeutic approaches. Curr Opin Ophthalmol 2011；22：508-516.

副腎皮質ステロイドの後部テノン嚢下注射は後眼部発作に対して有効か？

推奨 5 後眼部発作に副腎皮質ステロイドの後部テノン嚢下注射は有効であり，病態に応じて行う
ことを提案する． 

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.75    推奨度：B

解　説

副腎皮質ステロイドの後部テノン嚢下注射は，薬剤を病巣部に直接作用させることができるため，後眼
部発作に対して迅速な効果が期待できる．
ベーチェット病により，黄斑部や視神経乳頭に炎症性病変がみられるような発作を生じた場合，不可逆
的な視力低下をきたす可能性が少なくない．したがって，発作時の炎症を迅速に消退させる必要があり，
先ずは局所的な副腎皮質ステロイド治療（デキサメタゾン 3.3 mg/1.0 mLあるいはトリアムシノロンアセト
ニド 20 mg/0.5 mLの後部テノン嚢下注射）を検討する1, 2）．
その後，眼発作の再発を抑制することを目的に，免疫抑制薬あるいは生物学的製剤（TNF阻害薬）によ

る全身治療の開始または強化を検討する3）．眼発作に対する TNF阻害薬の投与は，副腎皮質ステロイドの
眼局所投与よりも有効であることが報告されている4）．硝子体混濁を伴う発作で眼底所見が不明瞭な場合
は，眼底にも炎症性病変が存在している可能性があり，上記と同様の治療を検討する．視力低下のない網
膜周辺部の炎症性病変の場合は，このような治療をせずに軽快することが多いが，その後，重篤な眼底発
作を引き起こす可能性もあるため，再診間隔を短くして，眼底所見に十分留意しながら経過観察をしてい
くことが大切である．

 文　献
1. Okada AA, et al.：Trans-Tenon’s retrobulbar triamcinolone infusion for the treatment of uveitis. Br J Ophthalmol 2003；87：968-971.

2. Sen HN, et al.：Periocular corticosteroid injections in uveitis: effects and complications. Ophthalmology 2014；121：2275-2286.

3.  Ohno S, et al.：Behcet’s disease. In：Zierhut M, et al.（eds）： Intraocular Inflammation. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 

Heidelberg, 2016；785-795. 

4.  Markomichelakis N, et al.：A single infliximab infusion vs corticosteroids for acute panuveitis attacks in Behcet’s disease: a 

comparative 4-week study. Rheumatology（Oxford） 2011；50：593-597.

副腎皮質ステロイドの内服は黄斑部やその近傍の眼発作に対して有効か？ 

推奨 6 黄斑部やその近傍の眼発作では，病態に応じて副腎皮質ステロイドの内服を提案する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：4.00    推奨度：C1

解　説

副腎皮質ステロイドの全身投与は，活動性の後眼部発作に対して，迅速な消炎効果が期待できる．
黄斑部やその近傍に白色斑や出血・浮腫が認められる後眼部発作を生じた場合，急激な視力低下を起こ
し，迅速に消炎させなければ不可逆性の視機能障害をきたす可能性があるため，副作用の発症に注意しな
がら，副腎皮質ステロイドを 1～ 2週間の短期間で全身投与することを提案する．
現行の治療は継続し，副腎皮質ステロイド 0.5～ 1 mg/kg/日（プレドニゾロン換算）の内服を 1週間程度
行い，症状経過をみて短期間で漸減中止する1）．硝子体混濁が強く，高度の視力低下を伴っている場合や，
後極部の詳細が不明瞭な後眼部発作でも，同様に副腎皮質ステロイドの短期間全身投与を考慮する．一方，

CQ 5

CQ 6
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後極部以外の網膜周辺部の発作の場合，不可逆的な視機能障害を残さずに白色斑は消退することが多いた
め，強い硝子体混濁による視力低下がなければ経過観察としてよい．

 文　献
1. Evereklioglu C：Current concepts in the etiology and treatment of Behcet disease. Surv Ophthalmol 2005；50：297-350.

b  眼発作抑制の治療（TNF阻害薬以外の治療） 

コルヒチンは眼発作抑制に対して有効か？

推奨 7  コルヒチンは眼発作抑制に有効であり，眼発作抑制の第一選択薬としての使用を推奨する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.44    推奨度：C1

解　説

厚生労働省ベーチェット病調査研究班の報告では，ベーチェット病網膜ぶどう膜炎患者においてコルヒ
チン投与（0.5～ 1.5 mg/日）開始後，眼発作回数が減少することが示されている1～5）．2012年に発表された
ベーチェット病眼病変診療ガイドラインでは，眼発作を繰り返す症例に対して最初にコルヒチンを導入す
ることが推奨されている6）．
コルヒチンの投与量，投与期間は，眼病変の寛解期における内服維持量として大多数の症例で 1日量 0.5～

1.5 mg（1錠 0.5 mg）の経口投与が行われ，眼発作の抑制効果が示されている1～5）．したがって，コルヒチ
ンは眼発作抑制に有効であり，眼発作抑制の第一選択薬としての使用を推奨する．ただし，1日あたり 4

錠以上の服用は下痢などの副作用をきたし，服用中止後に強い炎症発作をきたすおそれがあり好ましくな
いとされている2）．一方，厚生省特定疾患ベーチェット病調査研究班において，コルヒチンの有効，無効
の判定に関して，投与前の 1年間と開始後 1年間の眼発作回数を比較した結果はあるものの，コルヒチン
の効果判定時期および効果判定基準に関する検討はなされていない2, 4）．コルヒチン単独投与では炎症発
作を抑制できない患者も認められることから，重症例や重篤な視機能障害が懸念される症例に対してはそ
の他の免疫抑制薬や生物学的製剤（TNF阻害薬）の早期導入を検討する6～8）．

 文　献
1. Matsumura N, et al.：Leucocyte movement and colchicine treatment in Behcet's disease. Lancet 1975；2：813.

2. 三村康男：ベーチェット病の眼病変に対するコルヒチンの使用経験.  眼紀 1975；26：902-908.

3.  松尾信彦，他：ベーチェット病のコルヒチン療法.  厚生省特定疾患ベーチェット病調査研究班 昭和 51年度研究業績集（班
長；清水　保）.  1977：147-151.

4. 水島　裕，他：ベーチェット病のコルヒチン療法.  リウマチ 1978；18：112-115.

5. 熊代　修：眼疾患に対するコルヒチン療法の研究.  眼紀 1984；35：636-643.　
6. 大野重昭，他：ベーチェット病眼病変診療ガイドライン.  日眼会誌 2012；116：394-426.

7.  Levy-Clarke G, et al.：Expert panel recommendations for the use of anti-tumor necrosis factor biologic agents in patients with ocular 

inflammatory disorders. Ophthalmology 2014；121：785-796.

8. 蕪城俊克：これからの非感染性ぶどう膜炎の治療戦略.  あたらしい眼科 2017；34：505-511.

コルヒチンの減量・中止は可能か？ 

推奨 8 眼症状，全身症状が安定しており，疾患活動性が低い症例ではコルヒチンの減量，中止を
提案する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：4.63    推奨度：B

解　説

ベーチェット病眼病変に対するコルヒチンの減量・中止基準は確立されていない．しかしながら，コル

CQ 7

CQ 8

78



ヒチンの眼発作抑制効果は強くはなく，コルヒチン投与により長期間眼発作が抑制されている症例では，
疾患活動性が低下している可能性が高い．したがって，コルヒチンの投与により眼症状，全身症状が安定
しており，低疾患活動性が得られている症例ではコルヒチンの減量，中止を提案する．コルヒチンの減量，
中止に際しては，眼外症状の有無についても十分考慮し，他科と連携して判断することが大切である．

コルヒチン投与中の全身モニタリングはどのように行うか？

推奨 9 コルヒチン投与中は，診察時の問診や定期的な全身検査を行うことを推奨する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.88    推奨度：A

解　説

コルヒチンの副作用として下痢，ミオパチー，白血球減少，血小板減少，精子数減少などが報告されて
いる1～4）．またシクロスポリン併用例にミオパチーが発症しやすいことが報告されている5, 6）．コルヒチン
投与前，および開始後の自覚症状の問診，定期的な血液生化学検査（血液検査：赤血球，白血球，ヘモグ
ロビン，ヘマトクリット，血小板，血液像など，生化学検査：AST, ALT, アルカリフォスファターゼ，ク
レアチンキナーゼ，ビリルビン，総蛋白，コレステロール，中性脂肪，尿素窒素，クレアチニン，電解質
など）を行うことが推奨される．特にミオパチー発症症例では血清中クレアチンキナーゼ（血清 CK）の上
昇がみられることから，血清 CK値には注意が必要である．ミオパチーを生じた場合，コルヒチンの中止，
または減量を検討する6）．

 文　献
1. 三村康男：ベーチェット病の眼病変に対するコルヒチンの使用経験.  眼紀 1975；26：902-908.

2. 斎藤一宇，他：Behcet病のコルヒチン療法の検討.  眼科 1977；19：115-120.

3.  松尾信彦，他：ベーチェット病のコルヒチン療法.  厚生省特定疾患ベーチェット病調査研究班 昭和 51年度研究業績集（班
長；清水　保）.  1977：147-151.

4. Sarica K, et al.：Urological evaluation of Behçet patients and the effect of colchicine on fertility. Eur Urol 1995；27：39-42.

5. 柴田興一，他：サイクロスポリン使用中にミオパチーを呈した Behcet’s病の一症例.  臨床神経学 1991；31：847-852.

6. 高本光子，他：コルヒチンにより血清中 CK上昇を認めたベーチェット病の 6例.  臨眼 2005；59：1691-1694.

シクロスポリンは眼発作抑制に対して有効か？

推奨 10 シクロスポリンは眼発作抑制に有効であり，コルヒチンが効果不十分で眼発作を繰り返す
症例に対してはシクロスポリンの投与を提案する．

 エビデンスレベル： 1b    同意度：4.13    推奨度：C1

解　説

ベーチェット病ぶどう膜炎に対するシクロスポリン内服の治験は高用量（10 mg/kg/日）で行われ，コル
ヒチン内服（1 mg/日）よりも有意にぶどう膜炎の再燃を抑制した1）．しかし，高用量のシクロスポリン内服
は副作用として腎障害の発症リスクを上昇させるため，現在では比較的低用量（3～ 5 mg/kg/日）での投与
が推奨されている2, 3）．比較的低用量（3～ 5 mg/kg/日）でも眼発作の抑制効果が期待できるが，無効例も
28％ある2）．このように，シクロスポリンは眼発作抑制に有効であり，コルヒチンが効果不十分で眼発作
を繰り返す症例に対して，シクロスポリンの投与を提案する．しかしながら，シクロスポリンよりも
TNF阻害薬のほうがより有効であることが期待できるため，特に不可逆的な視力障害を引き起こしうる
重篤な網膜ぶどう膜炎を有する症例では，シクロスポリンよりも TNF阻害薬の投与が推奨されている4）．
シクロスポリンは，通常，導入時には 1日量 5 mg/kgを朝夕食後の分 2で経口投与を開始する3）．他剤

CQ 9
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の併用投与がある場合でも，原則 5 mg/kg/日からの導入でよい．12 時間間隔で食後に内服させるのが一
般的であるが，効果が弱いと判断される症例では，最高血中濃度を高くする目的で食前投与を行う場合も
ある．剤型は，マイクロエマルションタイプのネオーラル®が，腸管からの吸収がより安定している5）．

 文　献
1.  Masuda K, et al.：Double-masked trial of cyclosporin versus colchicine and long-term open study of cyclosporin in Behçet’s disease. 

Lancet 1989；1：1093-1096.

2. 小竹　聡，他：ベーチェット病の眼症状に対する低用量シクロスポリン療法.  日眼会誌 1992；96：1290-1294.

3.  大野重昭，他：Behçet病（ベーチェット病）眼病変診療ガイドライン.  日眼会誌 2012；116：394-426.

4.  Yamada Y, et al.：Comparison of infliximab versus ciclosporin during the initial 6-month treatment period in Behçet disease. Br J 

Ophthalmol 2010；94：284-288.

5.  Fujino Y, et al.：Ciclosporin microemulsion preconcentrate treatment of patients with Behçet’s disease. Jpn J Ophthalmol 1999；43：
318-326.

シクロスポリンの減量・中止はどのように行うか？

推奨 11 眼症状，全身症状が安定しており，低疾患活動性が得られている症例ではシクロスポリン
の減量を提案する．副作用が出現もしくは血中濃度が高値の際には，状況に応じて速やか
な減量または中止を推奨する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：4.69    推奨度：B

解　説

シクロスポリン投与により低疾患活動性が得られ安定している場合，シクロスポリンの減量を検討す
る．減量は症状をみながら 5 mg/kg/日→ 4 mg/kg/日→ 3 mg/kg/日のように 1～数か月単位でゆるやかに行
う1～3）．
日和見感染症，横紋筋融解症，あるいは急性型神経型ベーチェット病など重篤な副作用が疑われる場合
には，速やかにシクロスポリンの投薬を減量または中止し，関連診療科の医師による適切な治療を早急に
行う2）．
シクロスポリンによる肝・腎機能障害がみられた際にも，シクロスポリンを速やかに減量または中止す
る．肝・腎機能障害の確認のために定期的に血清中 AST，ALT，クレアチニン，BUNなどの測定を行う．
血清 AST，ALTは正常上限値の 1.5倍未満を保つようにする．この値を超えた場合はシクロスポリンを減
量する1）．また血清 AST，ALTが正常上限値の 2.0倍以上に上昇した場合は，速やかに中止する．血清ク
レアチニンは治療開始前基準値の 1.3倍未満，BUNは治療開始前基準値の 1.5倍未満を保つようにする．
この値を超えた場合はシクロスポリンを減量する．また血清クレアチニンが治療開始前基準値の 1.5倍以
上，または BUNが治療開始前基準値の 2.0倍以上に上昇した場合は，速やかに中止する1）．また，シクロ
スポリンのトラフ値（眼病変 CQ13，p.81参照）が 150 ng/mL以上で維持されると腎機能障害の発生頻度が
高くなるとの報告がある3）．したがって，開始初期はトラフ値が 200 ng/mLを超えないようにし，長期に
わたり使用する場合は症状の経過をみながら，トラフ値が 150 ng/mLを超えないように減量する．この値
を超えた場合にはシクロスポリンの減量を検討する1～3）．

 文　献
1. 望月　學，他：非感染性ぶどう膜炎におけるネオーラルの安全使用マニュアル 2013年版.  5-26.

2. ネオーラル添付文書.  日本標準商品分類番号 873999. 2018年 7月改訂（第 22版）.  
3.  大野重昭，他：Behçet病（ベーチェット病）眼病変診療ガイドライン.  日眼会誌 2012；116：394-426.
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❶シクロスポリンは神経型ベーチェット病を誘発する可能性があるか？
❷神経型ベーチェット病の既往のある患者にシクロスポリン投与は避けるべきか？

推奨 12 シクロスポリンは急性型神経型ベーチェット病症状を誘発する可能性があり，その既往の
ある患者にはシクロスポリンの投与をしないことを推奨する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.94    推奨度：A

解　説

シクロスポリンはベーチェット病患者において急性型神経型ベーチェット病を誘発することがある1～5）．
後ろ向き研究においてベーチェット病の全体の急性型神経型ベーチェット病となる患者は 6.6％であった
のに対して，シクロスポリン投与例では 25.5％にみられ，シクロスポリン未使用例よりも投与患者では有
意に発症率が高かった3～5）．シクロスポリンは他疾患（腎移植など）で神経症状を誘発することはきわめて
まれ（1％未満）であり，シクロスポリンによる神経症状の誘発はベーチェット病に特徴的な副作用である3）．
すなわち，ベーチェット病はもともと神経症状を発症しやすい病態であり，シクロスポリンに対する易刺
激性があると考えられる．したがって，ベーチェット病患者では，経過観察中に頭痛，発熱，感覚麻痺，
運動失調，めまい，意識混濁，構音障害，けいれん，感情失禁などの神経症状の発現には十分注意する1, 2）．
また，高血圧症状（頭痛，めまいなど），感染症状（発熱，咳，咽頭痛など）など他の副作用の発現にも注意
が必要である．ただし，シクロスポリン誘発の急性型神経型ベーチェット病は，シクロスポリンと無関係
で発症した神経型ベーチェット病とは異なり，シクロスポリンを中止すればその後再発しないことが知ら
れている5）．また，コルヒチンが急性型神経型ベーチェット病の再発を有意に抑制することが報告されて
いる5）．
したがって，シクロスポリンは急性型神経型ベーチェット病症状を誘発する可能性があり，その既往の
ある患者にはシクロスポリンの投与をしないことを推奨する．

 文　献
1. ネオーラル添付文書.  日本標準商品分類番号 873999. 2018年 7月改訂（第 22版）.  
2.  大野重昭，他：Behçet病（ベーチェット病）眼病変診療ガイドライン.  日眼会誌 2012；116：394-426.

3.  Kötter I, et al.：CNS involvement occurs more frequently in patients with Behçet’s disease under cyclosporin A（CSA） than under 

other medications--results of a retrospective analysis of 117 cases. Clin Rheumatol 2006；25：482-486.

4.  Kotake S, et al.：Central nervous system symptoms in patients with Behçet disease receiving cyclosporine therapy. Ophthalmology 

1999；106：586-589.

5.  Hirohata S, et al.：Analysis of various factors on the relapse of acute neurological attacks in Behçet’s disease. Mod Rheumatol 2014；
24：961-965.

シクロスポリン投与中の全身モニタリングはどのように行うか？

推奨 13 シクロスポリン投与中は，診察時の問診や定期的な全身検査を行うことを推奨する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：5.00    推奨度：A

解　説

シクロスポリンのおもな副作用は，腎障害，肝障害，胃腸障害，高血圧，多毛，歯肉腫脹，急性型神経
型ベーチェット病，感染症，などがある1～4）．またまれではあるが，急性膵炎，溶血性貧血，ミオパチー
なども起こしうる．したがって，診察時には，これらの副作用や体調不良の有無をていねいに問診，視診
することが大切である．
腎障害は特に頻度が高い副作用で，シクロスポリンの血中濃度が高いとリスクが高まる．シクロスポリ

ンは吸収の個体内差，個体間差が大きい薬剤であるため，定期的に血中シクロスポリン濃度（トラフ値）の

CQ12

CQ13

第 4章　ベーチェット病の診療ガイドライン　■ 眼病変 CQ

ベ
ー
チ
ェ
ッ
ト
病
の
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
〔
診
断
・
治
療
の
ク
リ
ニ
カ
ル
ク
エ
ス
チ
ョ
ン（
Ｃ
Ｑ
）と
推
奨
文
，
推
奨
度
，
解
説
〕

第

4
章

81



測定を行いながら臨床的有効性や副作用に注意して投与量を調節する2）．トラフ値とは，薬物を反復投与
したときの定常状態における最低血中薬物濃度のことで，次の内服直前の血中濃度である．実際の測定は，
定期診察時に朝の内服をしないで血液検査を行う．ベーチェット病での目標トラフ値は 100～ 250 ng/mL

とされるが，150 ng/mL以上で維持されると腎機能障害の発生頻度が高くなるとの報告がある2）．また，
シクロスポリン内服後 2時間値（ピーク値）は，シクロスポリンの薬効を反映すると考えられており，適宜
ピーク値の測定も行う．目標とするピーク値は 800～ 1,000 ng/mL程度とされている3）．
したがって，シクロスポリン投与中は，診察時の注意深い問診，視診に加え，定期的な血液生化学検査
や血圧検査を行うことを推奨する．

 文　献
1. ネオーラル添付文書.  日本標準商品分類番号 873999. 2018年 7月改訂（第 22版）.  
2.  大野重昭，他：Behçet病（ベーチェット病）眼病変診療ガイドライン.  日眼会誌 2012；116：394-426.

3. 望月　學，他：非感染性ぶどう膜炎におけるネオーラルの安全使用マニュアル 2013年版.  5-26.

4. Nussenblatt RB, et al.：Cyclosporine: immunology, pharmacology and therapeutic uses. Surv Ophthalmol 1986；31：159-169.

シクロスポリン導入後，他の発作抑制薬はどのようにするか？

推奨 14 シクロスポリン導入時には併用禁忌薬，併用注意薬に十分注意することを推奨する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.88    推奨度：A

解　説

ベーチェット病の眼発作抑制治療（寛解期治療）は，通常，コルヒチンから導入し，効果不十分の場合，
シクロスポリンの追加または変更を検討する．ただし，コルヒチンとシクロスポリンの併用は，シクロス
ポリンによる腎血流低下によりコルヒチンの血中濃度が上昇し1～4），コルヒチンの作用の増強および副作
用のミオパチー（コルヒチンミオパチー）が起きやすくなる1～3）．ベーチェット病におけるコルヒチンミオ
パチーの頻度はコルヒチン単独では 1.4％，コルヒチンとシクロスポリンの併用では 6.8％程度である1）．
したがって，シクロスポリン導入時には，コルヒチンは中止するか，1日量 0.5 mg以下に減量することが
提案されている1）．副腎皮質ステロイドやその他の併用薬については，症状をみながら可能であれば減量
する．急激な副腎皮質ステロイドの減量はぶどう膜炎の再燃や急性副腎不全（副腎クリーゼ）の危険がある
ため，ゆっくりと減量することが望ましい．
併用禁忌薬剤としては，タクロリムス（プログラフ®），ピタバスタチン（リバロ®），ロスバスタチン（ク
レストール®）， ボセンタン（トラクリア®）がある．そのほかにも併用注意薬が多数あるので添付文書を参
照されたい．グレープフルーツはシクロスポリンの血中濃度を高める作用があるため避けなければならな
い．
したがって，シクロスポリン導入時には併用禁忌薬，併用注意薬に十分注意することを推奨する．

 文　献
1. 高本光子，他：コルヒチンにより血清中 CK上昇を認めたベーチェット病の 6例.  臨眼 2005；59：1691-1694.

2. ネオーラル添付文書.  日本標準商品分類番号 873999. 2018年 7月改訂（第 22版）.  
3.  Ben-Chetrit E, et al.：Colchicine disposition in patients with familial Mediterranean fever with renal impairment. J Rheumatol 1994；

21：710-713.

4. コルヒチン添付文書.  日本標準商品分類番号 873941. 2016年 9月改訂（第 12版）.  
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副腎皮質ステロイド全身投与は眼発作予防に対して 有効か？

推奨 15 副腎皮質ステロイド全身投与の眼発作予防に対する効果は限定的であり，他の治療法が困
難な場合にのみ投与を提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.19    推奨度：C1

解　説

副腎皮質ステロイドは，高容量を全身投与することにより，現在活動性の網膜ぶどう膜炎の消炎効果を
期待できる．しかしながら，炎症消退後に眼発作抑制を目的として投与する場合，高用量を維持投与する
ことは困難であるため，その減量中に眼発作が誘発されることが知られている．したがって，副腎皮質ス
テロイドの全身投与は，現実的には，単独での眼発作抑制は困難である1, 2）．
ベーチェット病の眼発作を抑制する治療として，Step1でコルヒチン，Step2Aでシクロスポリンを用い

るのが一般的である（第 4章［ 1 ］-❷ - b 眼病変アルゴリズム 2：眼発作抑制の治療，p.57参照）．それ
でも眼発作が抑制できない場合に通常生物学的製剤（TNF阻害薬）の導入を検討するが，導入がむずかし
い場合には副腎皮質ステロイドであるプレドニゾロン内服を併用することがある3, 4）．その場合には 10～
20 mg/日程度から開始し，3か月につき 5 mg以下の速度で緩徐に減量する．その後は低用量（5～ 10 mg/日）
のプレドニゾロンを継続投与することが望ましい3～5）．他病変の治療のためにプレドニゾロンの内服が行
われることもあるが，その場合も減量をゆっくり行う必要がある．中止は  2.5～ 5 mg/日を継続した後に
慎重に行う．ただし，この投与量や減量スピードでは副作用の出現の可能性があり，注意深い経過観察が
必要である．
このように，副腎皮質ステロイドの全身投与は高用量の維持投与が困難であり，現在活動性のある炎症
発作を消退させる目的で短期間投与することはあるが，眼発作抑制を目的としての単独維持投与は効果お
よび副作用の面から原則として行わない．全身状態などにより，TNF阻害薬の導入が困難なときに，併
用薬として追加導入される限定的な使用を提案する．

 文　献
1.  Hayasaka, S et al.：Visual prognosis in patients with Behçet’s disease receiving colchicine, systemic corticosteroid or cyclosporin. 

Ophthalmologica 1994；208：210-213. 

2.  松浦岳司，他：眼ベーチェット病治療におけるステロイド薬全身投与の再評価.  臨眼 1998；52：670-674.

3. 藤野雄次郎，他：ぶどう膜炎治療の問題点－ベーチェット病.  眼科 1999；41：1401-1408.

4. 川野庸一，他：ベーチェット病眼病変に対するステロイド薬長期間継続併用投与.  眼科 2000；42：421-428.

5.  湯浅武之助，他：ベーチェット病の眼病変に対するステロイドの長期持続投与法.  厚生省特定疾患ベーチェット病調査研
究班 平成 6年度研究業績（班長；坂根　剛）.  1995；165-167.

c  TNF 阻害薬  

インフリキシマブは眼発作抑制に対して有効か？

推奨 16 インフリキシマブは眼発作抑制に対して有効であり，既存治療で眼発作抑制が困難な症例
において，インフリキシマブの投与を推奨する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.94    推奨度：A

解　説

インフリキシマブ（レミケード®）は，わが国で最初に発売された TNF阻害薬であり，世界に先駆けて
ベーチェット病ぶどう膜炎に対して適応を取得した薬剤である．複数の前向き試験により，インフリキシ
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マブの眼発作抑制効果が報告されている1～3）．
既存治療で効果不十分なベーチェット病ぶどう膜炎症例を対象とした国内の開発臨床試験1）では，本剤
投与前に比べ，投与後には有意な眼発作抑制効果が認められている．また，Okadaらの報告では，1年間
経過をみた 48例のうち約 60％で眼発作が消失し，約 90％で発作頻度の減少が認められている4）．また，
Takeuchiらは，164例 294眼を評価し，インフリキシマブ投与後に有意な眼発作抑制効果を報告している5）．
このように，インフリキシマブは眼発作抑制に対して有効であり，既存治療で眼発作抑制が困難な症例
において，インフリキシマブの投与を推奨する．

 文　献
1.  Ohno S, et al.：Efficacy, safety, and pharmacokinetics of multiple administration of infliximab in Behçet’s disease with refractory 

uveoretinitis. J Rheumatol 2004；31：1362-1368.

2.  Sfikakis PP, et al.：Infliximab for recurrent, sight-threatening ocular inflammation in Adamantiades–Behçet disease. Ann Intern Med 

2004；140：404-406.

3.  Tugal-Tutkun I, et al.：Efficacy of infliximab in the treatment of uveitis that is resistant to treatment with the combination of 

azathioprine, cyclosporine, and corticosteroids in Behçet’s disease: an open-label trial. Arthritis Rheum 2005；52：2478-2484.

4.  Okada AA, et al.：Multicenter study of infliximab for refractory uveoretinitis in Behçet disease. Arch Ophthalmol 2012；130：592-

598.

5.  Takeuchi M, et al.：Evaluation of the long-term efficacy and safety of infliximab treatment for uveitis in Behçet’s disease: a multicenter 

study. Ophthalmology 2014；121：1877-1884.

急性期の眼発作に対してインフリキシマブによる消炎効果は期待できるか？

推奨 17 インフリキシマブには急性の眼発作の消炎効果が期待できるが，十分な全身スクリーニン
グ検査を行った後に導入することを推奨する．

 エビデンスレベル： 2a    同意度：4.19    推奨度：C1

解　説

Markomichelakisらは，高用量メチルプレドニゾロン静注とトリアムシノロン硝子体内注射，インフリ
キシマブの単回投与の 3群間で眼発作時の急性炎症に対する短期有効性と安全性を検討している1）．この
報告によると，インフリキシマブは高用量メチルプレドニゾロン静注やトリアムシノロン硝子体内注射に
比べ早期に消炎効果および黄斑浮腫の早期退行がみられた．
このように，インフリキシマブは，速効性と強い抗炎症作用が期待できることから，急性の眼発作の消
炎に対しても有用であると考えられる．EULARの 2018年の推奨報告では，急性期の視機能低下が懸念
される眼炎症発作に対して，インフリキシマブが治療第一選択薬として推奨されている2）．一方，アダリ
ムマブは，インフリキシマブに比較して，急性期のベーチェット病に対する治療実績のエビデンスが十分
蓄積されていない．
インフリキシマブ導入に関しては事前の全身スクリーニング検査が必須であり，眼発作直後に導入する
ことは物理的に困難である．十分な全身スクリーニングを行った後に導入することを推奨する．

 文　献
1.  Markomichelakis N, et al.：A single infliximab infusion vs corticosteroids for acute panuveitis attacks in Behcet’s disease: a 

comparative 4-week study. Rheumatology（Oxford） 2011；50：593-597.

2.  Hatemi G, et al.：2018 update of the EULAR recommendations for the management of Behcet’s syndrome. Ann Rheum Dis 2018；
77：808-818.
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インフリキシマブの導入により，視力の回復は期待できるか？

推奨 18 インフリキシマブにより，視力の回復を期待できるが，視力の回復は眼組織の器質的傷害
により異なるため，個々の患者のリスクとベネフィットを勘案して導入の適応を決めるこ
とを推奨する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.38    推奨度：C1

解　説

インフリキシマブ投与により，視力の維持もしくは回復が得られた報告は数多くあり1～6），一定の効果
は期待できる．インフリキシマブにより得られる抗炎症作用や眼発作抑制作用が，視機能維持および回復
に寄与していると考えられる．しかしながら，炎症発作によりすでに不可逆的な，器質的組織傷害をきた
した症例においては，インフリキシマブによりその後の炎症発作による視機能低下を予防できたとして
も，現状の視力以上の回復は期待できないことが想定される．したがって，インフリキシマブの導入に関
しては，個々の患者のリスクとベネフィットを勘案して適応を決めることを推奨する．
インフリキシマブは強力な抗炎症作用により眼発作を予防するため，従来は，既存治療で効果不十分で，
失明の危険性のある低視力患者の最後の砦として使用されてきた．しかしながら，反復した眼発作により
不可逆的な組織傷害をきたした後の低視力患者にインフリキシマブを導入しても，十分な視力の回復は望
めない．したがって，現在は，組織傷害をきたす前の視力が良好な時期にインフリキシマブの治療介入を
行うことの重要性も提唱されている．また，長期観察における良好な治療成績も蓄積されつつある4～6）．

 文　献
1.  Ohno S, et al.：Efficacy, safety, and pharmacokinetics of multiple administration of infliximab in Behçet’s disease with refractory 

uveoretinitis. J Rheumatol 2004；31：1362-1368.

2.  Niccoli L, et al.：Long-term efficacy of infliximab in refractory posterior uveitis of Behcet’s disease: a 24-month follow-up study. 

Rheumatology（Oxford） 2007；46： 1161-1164.

3.  Al-Rayes H, et al.：Safety and efficacy of infliximab therapy in active behcet’s uveitis: an open-label trial. Rheumatol Int 2008；29：
53-57.

4.  Vallet H, et al.：Efficacy of anti-TNF alpha in severe and/or refractory Behçet’s disease: Multicenter study of 124 patients. J 

Autoimmun 2015；62：67-74.

5.  Takeuchi M, et al.：Evaluation of the long-term efficacy and safety of infliximab treatment for uveitis in Behçet’s disease: a multicenter 

study. Ophthalmology 2014；121：1877-1884. 

6.  Fabiani C, et al.：Ten-Year Retention Rate of Infliximab in Patients with Behçet’s Disease-Related Uveitis. Ocul Immunol Inflamm 

2019；27 ：34-39.

インフリキシマブが無効（一次無効）もしくは効果不十分（二次無効）の症例にはどのように
対応するか？

推奨 19 患者背景を考慮のうえ，併用薬の追加やインフリキシマブの増量，投与間隔短縮もしくは
アダリムマブへの変更を行うことを提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.63    推奨度：B

解　説

インフリキシマブは抗炎症作用が強く，多くの患者において非常に高い有効性を発揮する．しかしなが
ら一方で，インフリキシマブが最初から効かない一次無効症例，もしくは治療経過中に徐々に効果が減弱
してくる二次無効症例も一定の割合で存在する．Yamadaらは，インフリキシマブ投与後 7週もしくは 8

週頃（次回投与の 0～ 2週間前頃）に症状の再燃をきたすことが多いと報告している．すなわち，インフリ
キシマブの経時的な血中濃度の低下により，患者の病勢によっては，その疾患活動性を抑制できないレベ
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ルになっていることが推定されている．そのような場合は，シクロスポリンやプレドニゾロンの追加併用，
インフリキシマブの増量や投与間隔の短縮などにより，コントロールが可能であると報告している1）．ま
た，Takeuchiらの報告でも同様であり，インフリキシマブの投与間隔の短縮もしくはシクロスポリンなど
の併用薬の追加により，症状の再燃がみられた患者の約 90％で症状のコントロールが可能であった2）．
現在，ベーチェット病に対し使用可能な生物学的製剤は限られており，安易な切り替えは治療の選択肢
を減少させる可能性がある．そのため，インフリキシマブ治療で効果不十分な症例においては，併用薬の
追加，もしくはインフリキシマブの投与間隔の短縮または増量を検討することを推奨する． しかしながら，
ベーチェット病ではインフリキシマブの増量や投与短縮は認められていないため，そのような治療を行う
際は所属施設の倫理委員会での承認を得る必要がある．それでも無効もしくは効果不十分である場合は，
アダリムマブなど他の薬剤へ変更することを提案する．

 文　献
1.  Yamada Y, et al.：Timing of recurrent uveitis in patients with Behcet’s disease receiving infliximab treatment. Br J Ophthalmol 2011；

95：205-208.

2.  Takeuchi M, et al.：Evaluation of the long-term efficacy and safety of infliximab treatment for uveitis in Behçet’s disease: a multicenter 

study. Ophthalmology 2014；121：1877-1884.

眼発作が消失した患者では，インフリキシマブを中断できるか？

推奨 20 眼発作が消失した患者でも，一定の期間はインフリキシマブを中断しないことを推奨する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：4.81    推奨度：A

解　説

眼発作が消失した患者に対してインフリキシマブの投与中断後の経過を評価したエビデンスは少ない．
Kawaguchiらは，副作用や効果不十分によりインフリキシマブを投与中断せざるを得なかった患者 7例の
うち，5例は従来治療を行うことで1年間眼発作を生じることなく寛解状態が維持できたと報告している1）．
一方，インフリキシマブの国内第 II相試験終了後に実施された長期投与試験では，試験開始までのイン
フリキシマブ中断期間で眼発作の再燃が認められている2）．インフリキシマブは，ベーチェット病を治癒
させるのではなく，活動性の炎症を強力な抗炎症作用により強制的に押え込んでいるにすぎず，投与を中
断すると炎症が再燃することが危惧される．
ベーチェット病による網膜ぶどう膜炎においては，眼発作により失明に至るリスクが懸念される．また，
ベーチェット病は眼外症状を呈することも多いため，そのような症状がある場合には，眼症状が安定して
いる患者においても，インフリキシマブを継続的に投与することが望ましい．現在，インフリキシマブの
中断に対する臨床研究も進められており，ベーチェット病の非活動性の程度を慎重に判断する中止基準も
検討されている．非活動性の程度によっては，リスクとベネフィットを十分勘案したうえで，中断を検討
することは可能である．
一方，インフリキシマブ治療により 3年間寛解状態が継続したが，その後に重篤な血管病変をきたした
症例も報告されているほか，類似の報告が散見される3）．中止，休薬後も関連診療科と連携し，全身的な
観察が必要である．
したがって，眼発作が消失した患者でも，一定の期間はインフリキシマブを中断しないことを推奨する．

 文　献
1.  Kawaguchi T, et al.：Clinical course of patients with Behçet’s uveitis following discontinuation of infliximab therapy. Jpn J 

Ophthalmol 2014；58：75-80.

2.  申請資料概要（レミケード点滴静注用 100に関する資料.  2007年 1月 26日）.  http://www.pmda.go.jp/drugs/2007/P200700009/

index.html（アクセス日：2019年 8月 22日）.  
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3.  Magro-Checa C, et al.：Life-threatening vasculo-Behcet following discontinuation of infliximab after three years of complete 

remission. Clin Exp Rheumatol 2013；31（Suppl 77）：96-98.

眼発作が消失した患者では，インフリキシマブの投与間隔を延長することは可能か？

推奨 21 眼発作が消失した患者におけるインフリキシマブの投与間隔の延長は基本的に行わない
が，リスク・ベネフィットを十分に勘案し判断することを提案する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：4.20    推奨度：C1

解　説

ベーチェット病において，インフリキシマブにより眼発作が消失した患者に対して，投与間隔の延長を
行い，その後の経過を評価したエビデンスはない．
ベーチェット病患者におけるインフリキシマブの有効性は，血中濃度と相関するという報告があり1, 2），
長期的な有効性を保つためにも血中濃度を維持することが重要となる．また，一般的に，生物学的製剤に
対する抗製剤抗体は，薬剤の有効性を減弱させる要因の 1つと考えられており，その出現率は薬剤血中濃
度が低くなるほど高くなることが示唆される3, 4）．
眼発作が消失した患者では，インフリキシマブの投与間隔を延長しても十分な血中濃度が維持される症
例もあると考えられるが，一方で，血中濃度が十分維持されず，症状の再燃や抗製剤抗体の出現が助長さ
れる症例の存在も否定できない．したがって，抗製剤抗体の面からも，原則的にはインフリキシマブの投
与間隔を規定週数（8週間隔）より延長しないことが望ましいが，投与間隔の延長に際しては，リスク・ベ
ネフィットを十分に勘案し判断することを提案する．

 文　献
1.  Sugita S, et al.：Relationship between serum infliximab levels and acute uveitis attacks in patients with Behcet disease. Br J 

Ophthalmol 2011；95：549-552.

2.  大野重昭：ベーチェット病における眼炎症発作とインフリキシマブトラフ値，サイトカイン血中濃度との相関および抗イ
ンフリキシマブ抗体と投与時反応の関連について.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克
服研究事業） ベーチェット病に関する調査研究 平成 25年度総括・分担研究報告書（研究代表者；石ヶ坪良明）.  2013：51-

55.

3. Pradeu T, et al.：The speed of change: towards a discontinuity theory of immunity? Nat Rev Immunol 2013；13：764-769.

4.  Schaeverbeke T, et al.：Immunogenicity of biologic agents in rheumatoid arthritis patients: lessons for clinical practice. Rheumatology

（Oxford） 2016；55：210-220.

眼病変に対してインフリキシマブを導入する際の導入基準は何か？

推奨 22 インフリキシマブは既存治療に効果不十分な網膜ぶどう膜炎発作に対して導入するが，視
機能低下のリスクが高い症例に対しては，早期に導入することを提案する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：4.88    推奨度：A

解　説

インフリキシマブは，わが国では，過去の適切な治療においても予防困難な反復性の網膜ぶどう膜炎発
作に対する治療薬として承認されている．その使用については，EULARの推奨報告で，後眼部に炎症所
見を有する症例に推奨されている1）．さらに，初回，再燃を問わず，急性期に視機能を脅かすぶどう膜炎
を呈する症例に対しては，インフリキシマブによる治療が推奨されている1）．American Uveitis Societyの
Expert Panelでは，インフリキシマブは，ベーチェット病の眼病変における治療第一選択薬（good-quality 

evidence）として推奨されている．また，症状の急激な悪化に対してはインフリキシマブを第一あるいは第
二選択薬として検討するよう強く推奨されている2）．
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一方，ベーチェット病眼病変に対する診療ガイドラインでは，通常，ベーチェット病網膜ぶどう膜炎の
発作抑制治療はコルヒチンから導入し，効果不十分な場合にシクロスポリンまたはインフリキシマブの導
入を検討することとなっている．しかし，視機能低下のリスクが高い，①眼発作を頻発する症例，②後極
部に眼発作を生じる症例，③視機能障害が著しく失明の危機にある症例では，インフリキシマブの早期導
入を検討するとされている3）．
また，Takeuchiらは，視機能低下のリスク因子として，3回以上 /年の眼発作の再発，強い硝子体混濁，

網膜血管アーケード内の滲出斑をあげている4）．すなわち，コルヒチンなどで治療してもなお，視機能低
下のリスクが高い患者においては，早期にインフリキシマブを導入することを提案する．

 文　献
1.  Hatemi G, et al.：2018 update of the EULAR recommendations for the management of Behçet’s syndrome. Ann Rheum Dis 2018；

77：808-818.

2.  Levy-Clarke G, et al.：Expert panel recommendations for the use of anti-tumor necrosis factor biologic agents in patients with ocular 

inflammatory disorders. Ophthalmology 2014；121：785-796.

3.  大野重昭，他：Behçet病（ベーチェット病）眼病変診療ガイドライン.  日眼会誌 2012；116：394-426.

4.  Takeuchi M, et al.：Risk and prognostic factors of poor visual outcome in Behcet’s disease with ocular involvement. Graefes Arch Clin 

Exp Ophthalmol 2005；243：1147-1152.

インフリキシマブの導入後，他の発作抑制薬はどのようにするか？

推奨 23 インフリキシマブに併用薬の制限はなく，患者の状態を勘案して判断することを提案する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.38    推奨度：C1

解　説

ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎に対するインフリキシマブ投与に際しては，併用薬に関す
る制限は無い．通常，インフリキシマブ導入前にコルヒチンおよびシクロスポリン，症例によっては低用
量副腎皮質ステロイドなどが投与されていることが多いが，インフリキシマブ導入時に，これらの薬剤を
継続するか，あるいは中止するかについて検討された報告は少ない．後藤らは，インフリキシマブの単独
療法とシクロスポリンとの併用療法と比較し，眼発作抑制効果や全般的改善度に有意差がないことを報告
している1）．また，Takeuchiらは，インフリキシマブの単独療法とコルヒチンとの併用療法で有効性が同
等であったことを示している2）．これらのことから，ベーチェット病の網膜ぶどう膜炎に対してインフリ
キシマブ単独療法でも十分奏効する可能性がある．一方で，抗インフリキシマブ抗体の発現抑制を目的に
シクロスポリンなどの免疫抑制薬を併用する考え方もあるが，その効果については明らかになっていな
い．したがって，インフリキシマブ導入時の併用薬については，病勢や患者の状況を勘案して判断するこ
とを提案する．
また，インフリキシマブ投与中の併用薬について，減量もしくは中止が可能であることが複数の報告で
示されている3～5）が，いずれも小規模な検討でありエビデンスとしては不十分である．しかし，シクロス
ポリンや副腎皮質ステロイドは，長期使用による腎機能障害や耐糖能異常などの多彩な副作用発現リスク
がある．また，シクロスポリンについては白質脳症発症のリスク6）も含め，免疫低下状態を助長すること
で重篤な感染症を合併するリスクが増大する可能性もあるため，漫然とした併用は避けるべきである．し
たがって，インフリキシマブ投与により病勢がコントロールできている場合には，患者の状態に応じて併
用薬の減量・中止を検討する．

 文　献
1.  後藤　浩：ベーチェット病に関する調査研究.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服研

究事業） ベーチェット病に関する調査研究 平成 25年度総括・分担研究報告書（研究代表者；石ヶ坪良明）.  2013：65-68.

2.  Takeuchi M, et al.：Infliximab monotherapy versus infliximab and colchicine combination therapy in patients with Behçet’s disease. 
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Ocul Immunol Inflamm 2012；20：193-197.

3.  Tugal-Tutkun I, et al.：Efficacy of infliximab in the treatment of uveitis that is resistant to treatment with the combination of 

azathioprine, cyclosporine, and corticosteroids in Behçet’s disease: an open-label trial. Arthritis Rheum 2005；52：2478-2484.

4.  Capella MJ, et al.：Long-term efficacy and safety of infliximab in the treatment of Behçet’s disease. Ocul Immunol Inflamm 2012；
20：198-202.

5.  Takeuchi M, et al.：Evaluation of the long-term efficacy and safety of infliximab treatment for uveitis in Behçet’s disease: a multicenter 

study. Ophthalmology 2014；121：1877-1884.

6. Hinchey J, et al.：A reversible posterior leukoencephalopathy syndrome. N Engl J Med 1996；334：494-500.  

アダリムマブは眼発作抑制に対して有効か？

推奨 24 アダリムマブは眼発作抑制に対して有効であり，既存治療で眼発作予防が困難な症例にお
いて，アダリムマブの投与を推奨する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.38    推奨度：C1

解　説

アダリムマブ（ヒュミラ®）はヒト型抗ヒト TNF-αモノクローナル抗体製剤（TNF阻害薬）である．わが
国においては 2016年に既存治療で効果不十分な非感染性の中間部，後部または汎ぶどう膜炎に対して適
応となり，ベーチェット病ぶどう膜炎に対しても使用が可能となった．アダリムマブの非感染性ぶどう膜
炎に対する有効性については，前向きの開発臨床試験において報告されているが1, 2），ここではベーチェッ
ト病眼発作に対する抑制効果は検討されていない．
アダリムマブのベーチェット病眼発作の抑制効果については，国内外より複数の報告がある．Interlandi

らの報告では，アダリムマブを平均 21か月投与したベーチェット病ぶどう膜炎 12例 24眼のうち，1例
を除いた全例で眼炎症の改善と視力の向上が得られており，平均眼発作回数は 2回から 0.42回と有意に
減少した3）．また，Fabianiらの多施設共同後ろ向き研究では，40例 66眼のベーチェット病ぶどう膜炎に
アダリムマブを投与し，12か月後において，有意な矯正視力の向上，網膜厚の減少，網膜血管炎を有す
る患者数の減少とともに，眼発作回数は 200件 /100人年から 8.5件 /100人年と有意に減少したと報告さ
れている4）．
このように，アダリムマブは眼発作抑制に対して有効であり，既存治療で眼発作予防が困難な症例にお
いて，アダリムマブの投与を推奨する．

 文　献
1.  Jaffe GJ, et al.：Adalimumab in Patients with Active Noninfectious Uveitis. N Engl J Med 2016；375：932-943.

2.  Nguyen QD, et al.：Adalimumab for prevention of uveitic flare in patients with inactive non-infectious uveitis controlled by 

corticosteroids （VISUAL II）: a multicentre, double-masked, randomised, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet 2016；388：1183-

1192. 

3.  Interlandi E, et al.：Adalimumab for treatment of severe Behçet’s uveitis: a retrospective long-term follow-up study. Clin Exp 

Rheumatol 2014；32（Suppl 84）：S58-62. 

4.  Fabiani C, et al.：Efficacy and safety of adalimumab in Behçet’s disease-related uveitis: a multicenter retrospective observational 

study. Clin Rheumatol 2017；36：183-189.
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アダリムマブの導入により，視力の回復は期待できるか？

推奨 25 アダリムマブにより，視力の回復を期待できる．しかしながら，視力の回復は眼組織の器
質的傷害により異なるため，個々の患者のリスクとベネフィットを勘案して適応を決める
ことを推奨する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.19    推奨度：C1

解　説

アダリムマブ投与により，視力の維持もしくは回復が得られたとする複数の報告がある．Bawazeerら
の後ろ向き研究では，アダリムマブを平均 10.8か月投与したベーチェット病ぶどう膜炎 11例 21眼のうち，
17眼で視力の改善が得られたと報告している1）．Interlandiらの報告では，アダリムマブを平均 21か月投
与したベーチェット病ぶどう膜炎 12例 24眼のうち，59％で視力の改善が得られ，36.5％で視力の維持が
得られている2）．Calvo-Rioらの難治性ベーチェット病 124例の多施設共同前向き研究では，インフリキシ
マブ投与 77例とアダリムマブ投与 47例は 1年後に有意な視力改善がみられた3）．Fabianiらの多施設共同
後ろ向き研究では，40例 66眼のベーチェット病ぶどう膜炎にアダリムマブを投与し，12か月後において
有意な矯正視力の向上が認められた4）．
アダリムマブにより得られる抗炎症作用や眼発作抑制作用が，視機能維持および回復に寄与していると
考えられる．ただし，器質的組織傷害をきたした症例においては視力の回復は期待できないことが想定さ
れるため，個々の患者のリスクとベネフィットを勘案して適応を決めることを推奨する．インフリキシマ
ブ同様，不可逆的な組織傷害をきたす前に早期治療介入が重要と考えられる．

 文　献
1.  Bawazeer A, et al.：Clinical experience with adalimumab in the treatment of ocular Behçet disease. Ocular Immunol Inflamm 2010；

18：226-232.

2.  Interlandi E, et al.：Adalimumab for treatment of severe Behçet’s uveitis: a retrospective long-term follow-up study. Clin Exp 

Rheumatol 2014；32（Suppl 84）：S58-62. 

3.  Calvo-Rio V, et al.：Anti-TNF-α therapy in patients with refractory uveitis due to Behçet’s disease: a 1-year follow-up study of 124 

patients. Rheumatology（Oxford） 2014；53：2223-2231. 

4.  Fabiani C, et al.：Efficacy and safety of adalimumab in Behçet’s disease-related uveitis: a multicenter retrospective observational 

study. Clin Rheumatol 2017；36：183-189.

アダリムマブが無効（一次無効）もしくは効果不十分（二次無効）の症例にはどのように対応
するか？

推奨 26 患者背景を考慮のうえ，併用薬の追加やアダリムマブの増量もしくはインフリキシマブへ
の変更を提案する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：4.25    推奨度：C1

解　説

アダリムマブの無効例の対応における報告は限られている．Calvo-Rioらの難治性ベーチェット病 124

例の多施設共同前向き研究では，インフリキシマブ投与 77例とアダリムマブ投与 47例は 1年後に有意な
症状の改善が得られたが，アダリムマブに無効例の 3例においてインフリキシマブに切り替えた結果，有
効であったとされる1）．
現在，ベーチェット病に対し使用可能な生物学的製剤は限られており，安易な切り替えは治療の選択肢
を減少させる可能性がある．そのため，アダリムマブが効果不十分な症例においては，併用薬の追加もし
くは増量を検討する．しかしながら，ベーチェット病ではぶどう膜炎に対しても腸管型ベーチェット病に
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対しても，アダリムマブの増量は認められておらず，増量を検討する場合は，インフリキシマブ同様，所
属施設の倫理委員会での承認を得る必要があり，安易に増量することはできない．アダリムマブ治療に無
効もしくは効果不十分である場合は，インフリキシマブなど他の薬剤へ変更することを提案する．

 文　献
1.  Calvo-Rio V, et al.：Anti-TNF-α therapy in patients with refractory uveitis due to Behçet’s disease: a 1-year follow-up study of 124 

patients. Rheumatology 2014；53：2223-2231. 

眼発作が消失した患者では，アダリムマブを中断できるか？

推奨 27 眼発作が消失した患者でも，一定の期間はアダリムマブを中断しないことを推奨する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：4.56    推奨度：B

解　説

眼発作が消失した患者に対してアダリムマブの投与中断後の経過を評価したエビデンスはない．
アダリムマブもインフリキシマブ同様，ベーチェット病を治癒させるのではなく，活動性の炎症を強力
な抗炎症作用により強制的に抑え込んでいるにすぎず，投与を中断すると炎症が再燃することが危惧され
る．
ベーチェット病による網膜ぶどう膜炎においては，眼発作により失明に至るリスクが懸念される．また，
ベーチェット病は眼外症状を呈することも多いため，そのような症状がある場合には，眼症状が安定して
いる患者においても，アダリムマブを継続的に投与することが望ましい．
現在，他疾患ではアダリムマブの中断に対する臨床研究も進められており，ベーチェット病においても，
非活動性の程度によっては，リスクとベネフィットを十分勘案したうえで，中断を検討することは可能と
考えられる．したがって，眼発作が消失した患者でも，一定の期間はアダリムマブを中断しないことを推
奨する．

眼発作が消失した患者では，アダリムマブの投与間隔を延長することは可能か？

推奨 28 眼発作が消失した患者において，アダリムマブの投与間隔の延長は基本的に行わないが，
リスクとベネフィットを十分勘案して判断することを提案する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.06    推奨度：C1

解　説

Martín-Varillasらのベーチェット病患者 65例での多施設共同研究では，3～ 6か月以上の疾患活動性が
良好にコントロールされている症例において，アダリムマブの投与間隔を延長した群 23例とアダリムマ
ブ隔週投与群 42例を比較検討した．平均観察期間 34.7か月間において，投与間隔を延長した群は投与間
隔 3週が 6例，4週が 10例，5週が 1例，8週が 2例，休薬が 4例であり，寛解を維持していると報告さ
れている．再発した患者は 23例中 2例（3.0件 /100人年）であるが，アダリムマブを隔週投与にすること
により，再度寛解したと報告されている1）．しかし，アダリムマブの投与間隔延長に関するエビデンスは
少ないことから，眼発作が消失し，眼外症状の疾患活動性も良好にコントロールされている患者において，
アダリムマブの投与間隔の延長を検討する際には，リスクとベネフィットを十分勘案して判断することを
提案する．
他疾患において，アダリムマブの投与で症状の安定している乾癬患者において，アダリムマブの継続群
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と一時中断群を比較したオープンラベル試験が行われており，再投与により継続群と同程度の有効性に達
し，有害事象も同程度であったことが報告されている2）．また，アダリムマブとメトトレキサートの投与
で DAS（disease activity score）-28寛解を達成して半年以上経過した関節リウマチ患者に対し，継続群・休
薬群の 2群で臨床指標の評価を行った報告がある．アダリムマブ休薬の同意を得られた 52例（休薬群）に
おいては，1年後に 48％が寛解を維持，62％が低疾患活動性を維持していた．再発した患者においてアダ
リムマブの再投与を行った結果，6か月以内に 90％，9か月以内に 100％の患者で低疾患活動性を達成し，
休薬後のアダリムマブ再投与においても，重篤な副作用はみられていないと報告されている3）．

 文　献
1.  Martín-Varillas JL, et al.：Successful Optimization of Adalimumab Therapy in Refractory Uveitis Due to Behçet’s Disease. 

Ophthalmology 2018；125：1444-1451.

2.  Papp K, et al.：Long-term outcomes of interruption and retreatment vs. continuous therapy with adalimumab for psoriasis: subanalysis 

of REVEAL and the open-label extension study. J Eur Acad Dermatol Venereol 2013；27：634-642.

3.  Tanaka Y, et al.：Discontinuation of adalimumab after achieving remission in patients with established rheumatoid arthritis: 1-year 

outcome of the HONOR study. Ann Rheum Dis 2015；74：389-395.

眼病変に対してアダリムマブを導入する際の導入基準は何か？

推奨 29 アダリムマブは既存治療に効果不十分な網膜ぶどう膜炎発作に対して導入するが，視機能
低下のリスクが高い症例に対しては，早期にアダリムマブを導入することを提案する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：4.63    推奨度：B

解　説

アダリムマブはわが国においては 2016年 9月に既存治療で効果不十分な非感染性の中間部，後部また
は汎ぶどう膜炎に対する治療薬として承認されている．その使用については，American Uveitis Societyの
Expert Panelでは，アダリムマブはベーチェット病の眼病変における治療第一選択薬（moderate-quality 

evidence）として推奨されている．また，ベーチェット病の眼症状における副腎皮質ステロイド減量療法の
第二選択薬として推奨されている1）．
わが国において 2012年に報告されたベーチェット病眼病変に対する診療ガイドラインでは，通常，コ

ルヒチンから導入し，効果不十分と判断されればシクロスポリンまたはインフリキシマブの導入を検討す
るとされている2）．このガイドラインを踏まえ，TNF阻害薬としてアダリムマブの治療適応を考慮したフ
ローチャートを示した報告がある3）．
 したがって，アダリムマブは既存治療に効果不十分な網膜ぶどう膜炎発作に対して導入するが，視機能
低下のリスクが高い症例に対しては，早期にアダリムマブを導入することを提案する．

 文　献
1.  Levy-Clarke G, et al.：Expert panel recommendations for the use of anti-tumor necrosis factor biologic agents in patients with ocular 

inflammatory disorders. Ophthalmology 2014；121：785-796.

2.  大野重昭，他： Behcet病（ベーチェット病）眼病変診療ガイドライン.  日眼会誌 2012；116：394-426.

3. 蕪城俊克：これからの非感染性ぶどう膜炎の治療戦略.  あたらしい眼科 2017；34：505-511.
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アダリムマブを導入後，他の発作抑制薬はどのようにするか？

推奨 30  アダリムマブに併用薬の制限はなく，患者の状態を勘案して併用を判断することを提案す
る．

 エビデンスレベル： 6    同意度：4.38    推奨度：C1

解　説

ベーチェット病の眼病変に対するアダリムマブ投与に際しては，併用薬に関する制限はない．ただし，
メトトレキサートとの併用においては，アダリムマブのクリアランスが低下するおそれがあるとして，併
用注意と添付文書に記載されている点は留意する必要がある．
導入前にコルヒチンおよびシクロスポリンが投与されている症例が多いが，導入時に，これらの薬剤を
継続するか，あるいは中止するかについて検討された報告は少ない．

Fabianiらは，ベーチェット病の眼病変に対してアダリムマブの単独療法と免疫抑制薬との併用療法と
比較し，眼発作抑制効果を含めた症状の改善に有意差がないことを報告している1）．単独療法でも奏効す
る可能性はあるが，導入時の併用薬については，病勢や患者の状況を勘案して検討するのが望ましい．
Calvo-Rioらの難治性ベーチェット病 124例の多施設共同前向き研究では，インフリキシマブ投与 77例と
アダリムマブ投与 47例は投与後 1週間より有意に免疫抑制薬（シクロスポリン，アザチオプリン，メトト
レキサート）を減量したと報告されている2）．

Koikeらの報告では，アダリムマブを投与された日本人関節リウマチ患者の市販後調査において，副腎
皮質ステロイド用量が 5 mg/日以上，メトトレキサートの用量が 8 mg/週以上であることが感染症リスク
を上昇させたと報告している3）．Doranらの報告では，関節リウマチ患者における感染症の予測因子として，
シクロスポリンが感染症リスクを上昇させることを示唆している4）．
近年，白質脳症に対する注意喚起が厚生労働省よりなされており，重篤副作用疾患別対応マニュアルに
おいて，誘因となる代表的な薬剤としてメトトレキサートやシクロスポリンがあげられている5）．Hinchey

らの報告では可逆性後白質脳症がシクロスポリンおよびタクロリムスが誘因となることを示唆している6）．
これらの免疫抑制薬を併用する場合，さまざまな種類の感染症のリスクやその他の有害事象が上昇するお
それがある．
このように，アダリムマブに併用薬の制限はなく，患者の状態を勘案して併用を判断するが，アダリム
マブ投与により病勢がコントロールできている場合には，患者の状態に応じて併用薬の減量・中止を提案
する．

 文　献
1.  Fabiani C, et al.：Efficacy and safety of adalimumab in Behçet’s disease-related uveitis: a multicenter retrospective observational 

study. Clin Rheumatol 2017；36：183-189.

2.  Calvo-Rio V, et al.：Anti-TNF-α therapy in patients with refractory uveitis due to Behçet’s disease: a 1-year follow-up study of 124 

patients. Rheumatology 2014；53：2223-2231.

3.  Koike T, et al.：Safety and effectiveness of adalimumab in Japanese rheumatoid arthritis patients: postmarketing surveillance report of 

7740 patients. Mod Rheumatol 2014；24：390-398.

4. Doran MF, et al.：Predictors of infection in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2002；46：2294-2300.

5. 厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル（2006年 11月 21日）.  
6. Hinchey J, et al.：A reversible posterior leukoencephalopathy syndrome. N Engl J Med 1996；334：494-500.

CQ30

第 4章　ベーチェット病の診療ガイドライン　■ 眼病変 CQ

ベ
ー
チ
ェ
ッ
ト
病
の
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
〔
診
断
・
治
療
の
ク
リ
ニ
カ
ル
ク
エ
ス
チ
ョ
ン（
Ｃ
Ｑ
）と
推
奨
文
，
推
奨
度
，
解
説
〕

第

4
章

93



眼症状に対してTNF阻害薬を導入する際の医師および医療施設の条件は何か？

推奨 31 眼科医が TNF阻害薬を使用する際には，「非感染性ぶどう膜炎に対する TNF阻害薬使用
指針および安全対策マニュアル（2016）」に記載されている医師および施設要件を満たすこ
とを推奨する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：5.00    推奨度：A

解　説

TNF阻害薬は強力な抗炎症作用を有し，ベーチェット病による網膜ぶどう膜炎の消炎および発作抑制
効果が期待できる．しかしながら，その使用にあたっては，感染性ぶどう膜炎との鑑別はもちろんのこと，
適用の見極めが非常に重要である．さらに，使用中は重篤な感染症をはじめとした有害事象に対しても十
分な注意や適切な対処が必要である．
したがって，眼科医が TNF阻害薬を使用する際には，日本眼炎症学会が定めた「非感染性ぶどう膜炎に
対する TNF阻害薬使用指針および安全対策マニュアル（2016年版）」1）に記載されている下記の医師要件お
よび施設要件を満たすことを推奨する．また，その際は，ぶどう膜炎の診療に十分な経験がある眼科医が
診療にあたり，副作用などの発現時には呼吸器内科医，放射線専門医，感染症専門医などと密に連携し，
対処していくことが必要である．

〈医師基準：以下の 2項目を満たすもの〉
・日本眼科学会専門医かつ日本眼炎症学会会員
・日本眼炎症学会が定める e-learningを修了したもの
〈施設基準：以下のいずれかが求められる〉
《導入施設》
・ 重篤な副作用の発現などに対する定期的な検査や，投与時に急速に発症する可能性のある副作用に迅
速に対応できること
・呼吸器内科医，放射線専門医，感染症専門医などと連携した対応が十分可能であること
・TNF阻害薬の使用に精通した内科医との連携ができること
《維持施設》
・日常診療において，導入施設との連携が的確に行われていること
・緊急時には導入施設と連携し，迅速な対応が可能であること
・維持療法後も導入施設において定期的な経過観察を並行して実施可能であること

 文　献
1.  日本眼炎症学会 TNF阻害薬使用検討委員会：非感染性ぶどう膜炎に対する TNF阻害薬使用指針および安全対策マニュア

ル（2016年版）.  日眼会誌 2017：121：34-41.
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コルヒチンで効果不十分な網膜ぶどう膜炎にシクロスポリンを使用することなく，TNF阻
害薬を導入することは可能か？

推奨 32 失明のリスクが高いと考えられる患者に対しては，シクロスポリンを使用することなく早
期にインフリキシマブを導入することを推奨する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.86    推奨度：A

解　説

インフリキシマブの導入期について評価されたエビデンスは少ない．インフリキシマブは，シクロスポ
リンを含む既存の治療に比べ，眼発作の抑制効果が顕著に高いと報告されている1, 2）．したがって，ベー
チェット病網膜ぶどう膜炎患者においては失明のリスクも懸念されることから，特にその可能性が高いと
考えられる患者においてはインフリキシマブを早期に導入することを推奨する．

2012年に大野らが発表した「Behçet病（ベーチェット病）眼病変に対する診療ガイドライン」では，失明
のリスクが高いと考えられる次の患者においては，コルヒチンで効果不十分な場合，シクロスポリンを使
用することなく，早期にインフリキシマブを導入することが推奨されている3）．
①眼発作を頻発する症例
②後極部に眼発作を生じる症例
③視機能障害が著しく失明の危機にある症例
アダリムマブに関しては，非感染性ぶどう膜炎で適応承認後，ベーチェット病ではいまだ十分な症例検
討がなされていないが，同様の眼発作抑制効果が期待される．さらに，最近は視機能が悪化する前に
TNF阻害薬を導入することの意義や必要性に関しても提唱されている．

 文　献
1.  Tabbara KF, et al.：Infliximab effects compared to conventional therapy in the management of retinal vasculitis in Behçet disease. Am 

J Ophthalmol 2008；146：845-850.

2.  Yamada Y, et al.：Comparison of infliximab versus ciclosporin during the initial 6-month treatment period in Behçet disease. Br J 

Ophthalmol 2010；94：284-288.

3.  大野重昭，他：Behçet病（ベーチェット病）眼病変診療ガイドライン.  日眼会誌 2012；116：394-426.

d  眼科手術  

併発白内障に対する手術はどのように行うか？

推奨 33 併発白内障に対しては，眼発作が一定期間みられないことを確認した後に手術を行うこと
を推奨する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.81    推奨度：A

解　説

視機能が低下した併発白内障に対しては，手術による治療が適応となることがある．ただし，眼発作を
繰り返す症例や慢性炎症が持続している症例では，まず確実な消炎治療を行い，炎症が鎮静化した状態を
一定期間にわたって確認した後に白内障手術に踏み切ることを推奨する．重篤な炎症発作を繰り返す症例
には，必要に応じて TNF阻害薬を導入1）したうえで手術の計画を立てることが望ましい．

TNF阻害薬導入時の手術施行時期に関して，たとえばインフリキシマブでは通常 8週間隔での投与と
なるため，次回投与の直前（7週頃）は血中の薬物濃度が低下している可能性が高く，抗炎症作用の面から
手術施行時期として適しているとはいえない．一方，術後感染症や手術の創傷治癒に関しては，インフリ
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キシマブの血中濃度が高いほうがリスクがあると考えられており，点滴直後の手術も最適とはいえない．
したがって，これらを勘案して，点滴治療後あまり週数の経過しない時点で白内障手術を行うことが望ま
しいとされている2～4）．術式は加齢性白内障と同様，小切開白内障手術が，眼内レンズは小切開手術に適
応したアクリルレンズなどが推奨される5～7）．

 文　献
1.  Okada AA, et al.：Multicenter study of infliximab for refractory uveoretinitis in Behcet disease. Arch Ophthalmol 2012；130： 592-

598.

2.  Alfawaz A, et al.：Cataract surgery under systemic infliximab therapy in patients with refractory uveitis associated with Behcet 

disease. Ann Saudi Med 2014；34：328-333.

3. Sakai T, et al.：Intraocular surgery in patients receiving infliximab therapy for Behçet disease. Jpn J Ophthalmol 2010；54：360-361.

4.  Noda E, et al.：Cataract surgery under infliximab therapy in a patient with Behçet’s disease. J Ocul Pharmacol Ther 2009；25：467-

470.

5.  Mehta S, et al.：Outcomes of cataract surgery in patients with uveitis: a systematic review and meta-analysis. Am J Ophthalmol 2014；
158：676-692.

6.  Takayama K, et al.：Short-term outcomes of coaxial microincision cataract surgery for uveitis-associated cataract without postoperative 

systemic steroid therapy. Ophthalmologica 2014；231：111-116.

7. 永本敏之：ぶどう膜炎眼に対する白内障手術戦略.  眼科手術 2015；28：512-517. 

続発緑内障（開放隅角）に対する手術はいつ，どのように行うか？

推奨 34 薬物療法では十分な眼圧コントロールが得られない続発緑内障には，緑内障手術を行うこ
とを提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.38    推奨度：C1

解　説

続発緑内障（開放隅角）に対する外科的治療法のタイミングや術式の選択は，術前の眼圧の程度や緑内障
性視神経症の進行程度などを考慮して判断する必要がある．初回手術の場合は眼球の房水流出路再建術
（線維柱帯切開術）を行い，効果不十分な場合，あるいは初回手術から十分な眼圧下降効果を期待する場合
にはマイトマイシン C併用線維柱帯切除術が行われる．一方，線維柱帯切開術は，一般に隅角癒着がほ
とんど存在せず，high teenの術後眼圧を目標とする症例が適応となる．それ以外の多くの場合はマイトマ
イシン C併用線維柱帯切除術が適応となる 

1～3）．そのほかにも，緑内障インプラント手術では，ぶどう膜
炎による続発緑内障と非ぶどう膜炎の緑内障の比較において同等の効果が認められている4）．
したがって，薬物療法では十分な眼圧コントロールが得られない続発緑内障では，その病態や進行程度
およびベーチェット病の疾患活動性などを評価して，緑内障手術を行うことを提案する．重篤な炎症発作
を繰り返す症例では，TNF阻害薬を導入5）したうえで手術治療を行うことも提案する．

 文　献
1. Siddique SS, et al.：Glaucoma and uveitis. Surv Ophthalmol 2013；58：1-10.

2. 蕪城俊克，他：ぶどう膜炎による続発緑内障に対する外科療法.  眼科手術 2012；25：211-216.

3. 陳　進輝：ぶどう膜炎続発緑内障に対する手術戦略.  眼科手術 2015；28：518-524.

4.  Ramdas WD, et al.：Efficacy of glaucoma drainage devices in uveitic glaucoma and a meta-analysis of the literature. Graefes Arch 

Clin Exp Ophthalmol 2019；257：143-151.

5.  Okada AA, et al.：Multicenter study of infliximab for refractory uveoretinitis in Behcet disease. Arch Ophthalmol 2012；130：592-

598.
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瞳孔ブロックによる眼圧上昇には，どのように対処するか？

推奨 35 瞳孔ブロックによる眼圧上昇には，まずは薬物療法を行い，眼圧下降が得られない場合は
手術療法を推奨する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.50    推奨度：B

解　説

瞳孔ブロックによる眼圧上昇には，まず薬物療法として高浸透圧薬の点滴静注や炭酸脱水酵素阻害薬の
内服，散瞳薬の頻回点眼を行い，眼圧下降とともに虹彩後癒着の解除を試みる．これらの治療が奏効しな
い場合には周辺虹彩切除術，あるいは活動性の炎症がなければレーザー虹彩切開術が行われる1）．
ベーチェット病では，前眼部の強い炎症発作により瞳孔ブロックを呈することがあり，このような活動
性の眼内炎症がみられるときにレーザー虹彩切開術を行うと，激しい炎症の惹起とともに切開創の閉塞に
よる眼圧上昇をきたし，結果的に無効となることが多い．副腎皮質ステロイド点眼により消炎をはかりな
がら，確実な効果を得るために周辺虹彩切除術を行うことを推奨する．

 文　献
1. 陳　進輝：ぶどう膜炎続発緑内障に対する手術戦略.  眼科手術 2015；28：518-524.

硝子体手術はどのような場合に行うか？

推奨 36 薬物療法で効果が得られない，あるいは効果が期待できない網膜硝子体の病変がある場合
には，硝子体手術を行うことを提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.06    推奨度：C1

解　説

網膜あるいは視神経乳頭新生血管の破綻による硝子体出血や，黄斑上膜，薬物療法に反応しない硝子体
混濁が遷延する場合は，視機能の改善目的に硝子体手術が行われることがある1～3）．
裂孔原性網膜剥離を生じた場合，増殖性変化を伴わない症例には通常の強膜内陥術によって網膜復位を
得ることは可能だが，硝子体変性が進み，後部硝子体が未剥離で牽引性の要素が強い場合には硝子体手術
が適応となる4, 5）．術中のトリアムシノロンアセトニドの併用は硝子体の可視化を容易にし，術中操作の
向上とともに消炎効果も期待される6）．
したがって，薬物療法で効果が得られない，あるいは効果が期待できない網膜硝子体の病変がある場合
には，硝子体手術を行うことを提案する．しかしながら，網膜硝子体病変の程度によっては硝子体手術に
よる侵襲は少なくないため，ベーチェット病の活動性に応じ，TNF阻害薬を導入したうえで手術治療を
計画することを提案する7）．

 文　献
1. Becker M, et al.：Vitrectomy in the treatment of uveitis. Am J Ophthalmol 2005；140：1096-1105.

2. 外間英之，他：内眼炎 160眼の硝子体手術成績.  眼科手術 2004；17：249-256.

3. 川野庸一，他：硝子体手術を行ったベーチェット病症例の検討.  眼紀 2005；56：797-800.

4.  Dabour SA, et al.：Outcome of surgical management for rhegmatogenous retinal detachment in Behçet’s disease. BMC Ophthalmol 

2014；14：61.

5. Kerkhoff FT, et al.：Rhegmatogenous retinal detachment and uveitis. Ophthalmology 2003；110：427-431.

6.  Sonoda KH, et al.：Pars plana vitrectomy assisted by triamcinolone acetonide for refractory uveitis: a case series study. Br J 

Ophthalmol 2003；87：1010-1014.

7.  Okada AA, et al.：Multicenter study of infliximab for refractory uveoretinitis in Behçet disease. Arch Ophthalmol 2012；130：592-

598.
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❶網膜裂孔を発見したときはどのように対応するか？
❷蛍光眼底造影検査で網膜無灌流領域が検出された場合，光凝固術を行うか？

推奨 37 活動性のベーチェット病では網膜光凝固の施行後に眼内炎症の誘発や増悪をきたすことが
あるため，光凝固の適応や施行時には十分に注意することを推奨する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.33    推奨度：C1

解　説

ベーチェット病では網膜光凝固を施行することによって眼内炎症の誘発や増悪をきたすことがある．網
膜裂孔に対しては網膜剥離予防のために光凝固は行わざるを得ないが，炎症を誘発したときは副腎皮質ス
テロイドの局所注射などで対処する．
網膜無灌流領域に対する光凝固の是非については議論の分かれるところである．網膜新生血管を生じて
いないのであれば，あえて光凝固を行う必要はない．また，網膜新生血管は TNF阻害薬などの強力な薬
物療法1）によって消退することもあるので，一律に光凝固を行うことは眼炎症を誘発しかねないので避け
るべきである．
したがって，活動性のベーチェット病では網膜光凝固の施行後に眼内炎症の誘発や増悪をきたすことが
あるため，光凝固の適応や施行時には十分に注意することを推奨する．

 文　献
1.  Giansanti F, et al.：Infliximab for the treatment of posterior uveitis with retinal neovascularization in Behcet disease. Eur J Ophthalmol 

2004；14：445-448. 
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3  関節病変CQ

ベーチェット病の関節病変の臨床的特徴は何か？

推奨 1 ベーチェット病による関節炎は，非対称で回帰的に生じ，比較的大きな関節にみられる急
性ないし亜急性の単ないし寡関節炎であることを考慮することを提案する．

 エビデンスレベル： 2b    同意度：4.78    推奨度：A

解　説

ベーチェット病にみられる筋骨格系の症状は，各国共通によく認められる（イラン 37％，日本 57％，中
国 30％，韓国 38％，ドイツ 53％）．関節炎は，非対称で回帰的に生じることが特徴であり，罹患関節と
しては膝，足，手関節などの比較的大きな関節にみられる1）．一般に，関節リウマチのような骨びらんや
骨破壊を生じることは少ないとされてきたが，関節変形を伴う関節炎も報告される．関節症状を有した
20例のベーチェット病患者の X線を後ろ向き研究で解析した報告では 11例に関節近傍の骨吸収像，9例
に手根骨の carpal rotation，3例で関節裂 の狭小化を認めている2）．また，1～ 2％程度の症例では破壊性
関節炎が認められるとの報告もあり，X線での評価は必要である 

3）．
47名のベーチェット病の関節炎を前向き研究で経過観察した報告では（47か月，平均 19.15か月），計

80回の関節炎が認められたが，すべて 4か所までの寡関節炎で，54症例（68％）では単関節炎であった．膝，
足，手関節が罹患関節としては最も多く，関節炎の持続は 2か月以下が 82％，3か月から 4年持続するの
は 18％であり4），この点においても関節リウマチと異なる．
約 10年間 171名の慢性単関節炎の患者〔膝（24％），手関節（22.8％），足関節（18.7％）〕の経過を追ったと

ころ，最終的に 74名（43.3％）が最終診断に至ったが，31名（18.1％）が関節リウマチ，23名（13.5％）が末
梢型脊椎関節炎，19名（11.1％）がベーチェット病と診断された．手関節の罹患は，関節リウマチ（OR ＝ 

11.58, p < 0.001），足関節〔脊椎関節炎は末梢型脊椎関節炎（OR ＝ 6.19, p < 0.001），膝関節炎はベーチェッ
ト病（OR ＝ 3.43, p ＝ 0.014）〕の頻度が高いことが示されている5）．
その他の画像検査では，ベーチェット病患者 30例の膝関節を関節超音波検査で評価した報告において，

46％に滑膜増殖，13％にパワードプラ陽性，10％に骨表面のびらんを認め，関節超音波検査の有用性が指
摘されているが6）

 関節リウマチとの鑑別には役には立たない．さらにベーチェット病患者 4例の手をMRI

で評価した報告では 4例中 3例に骨びらんを認め，手根骨のみならず PIP関節や DIP関節などの小関節
にも骨びらんが認められたと報告されて いる7）．

 文　献
1. Hatemi G, et al.：EULAR recommendations for the management of Behçet disease. Ann Rheum Dis 2008；67：1656-1662. 

2.   Takeuchi A, et al.：Radiographic abnormalities in patients with Behçet’s disease. Clin Exp Rheumatol 1984；2：259-262.

3.  Frikha F, et al.：Destructive arthritis in Behçet’s disease: a report of eight cases and literature review. Int J Rheum Dis 2009；12：250-

255.

4. Yurdakul S, et al.：The arthritis of Behçet’s disease: a prospective study. Ann Rheum Dis 1983；42：505-515.

5.  Jeong H, et al.：Clinical courses and predictors of outcomes in patients with monoarthritis: a retrospective study of 171 cases. Int J 

Rheum Dis 2014；17：502-510. 

6. Ceccarelli F, et al.：Knee joint synovitis in Behçet’s disease: a sonographic study. Clin Exp Rheumatol 2007；25（Suppl 45）：S76-79.

7. Sugawara S, et al.：Hand and wrist arthritis of Behçet’s disease: Imaging features. Acta Radiol 2010；51：183-186.
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ベーチェット病の関節炎の鑑別に有用な検査は何か？

推奨 2 ベーチェット病に認められる関節炎の鑑別においては，尿酸値，HLA，抗 CCP抗体を含
めた自己抗体，補体などの血液検査，関節液の細菌学的検査などを行うことを推奨する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.89    推奨度：A

解　説

ベーチェット病の関節炎の特徴である非びらん性関節炎の鑑別疾患として，痛風，全身性エリテマトー
デス，脊椎関節炎，HLA-B27関連疾患，クローン病，潰瘍性大腸炎，自己炎症疾患，周期性好中球減少症，
synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis, osteitis（SAPHO）症候群，再発性多発軟骨炎，mouth and genital ulcers 

with inflamed cartilage（MAGIC）症候群，anti-neutrophil cytoplasmic antibody（ANCA）関連血管炎，線維筋痛
症などがある（表 1）1～6）．この鑑別のためには，血清尿酸値，各種自己抗体，補体の低下，HLA-B27の有
無などの検索が有用である（表 1）1～6）．また，一部に関節裂 の狭小化を認める例も報告されており7），関
節リウマチとの鑑別のために抗 CCP抗体の検索も必要である．さらに，急性単関節炎の場合は化膿性関
節炎の鑑別として，関節液の細菌学的検査が必要である．

表 1 　ベーチェット病の関節炎と鑑別を要する疾患

鑑別を要する疾患 重複する症状 鑑別に有用な所見

全身性エリテマトーデス 口腔潰瘍，非びらん性関節炎，神経，血管症候 抗核抗体陽性，低補体血症

HLA-B27 関連疾患 口腔潰瘍，非びらん性関節炎，虹彩炎，消化器病変，皮膚病変 HLA-B27 陽性

クローン病 口腔潰瘍，非びらん性関節炎，消化管症状，眼・皮膚病変 肉芽腫病変， 強膜炎

潰瘍性大腸炎 口腔潰瘍，非びらん性関節炎，消化管症状，虹彩炎，皮膚病変 直腸炎，大腸炎 

自己炎症疾患 外陰部潰瘍，皮膚病変，非びらん性関節炎，神経症状 
顕著な発熱，小児期発症，
遺伝子検索

サルコイドーシス 口腔潰瘍，肺病変，結節性紅斑，神経合併症，皮膚病変 生検にて肉芽腫病変

周期性好中球減少症 口腔潰瘍，全身症状 周期性全身症状

SAPHO症候群 関節炎，痤瘡，掌蹠膿疱症 骨肥大，骨炎

MAGIC 症候群 すべてのベーチェット病症状 軟骨炎 

ANCA 関連血管炎 血管炎，関節炎，全身症状，眼・皮膚病変 抗好中球細胞質抗体陽性

〔文献 1～ 6より作成〕

 文　献
1. Hatemi G, et al.：EULAR recommendations for the management of Behçet disease. Ann Rheum Dis 2008；67：1656-1662. 

2. Ambrose NL, et al.：Differential diagnosis and management of Behçet syndrome. Nat Rev Rheumatol 2013；9：79-89.

3. Yurdakul S, et al.：The arthritis of Behçet’s disease: a prospective study. Ann Rheum Dis 1983；42：505-515.

4. Khan MA, et al.：A wider spectrum of spondyloarthropathies. Semin Arthritis Rheum 1990；20：107-113.

5.  Colina M, et al.：Clinical and radiologic evolution of synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis, and osteitis syndrome: a single center 

study of a cohort of 71 subjects. Arthritis Rheum 2009；61：813-821.

6.  Firestein GS, et al.：Mouth and genital ulcers with inflamed cartilage: MAGIC syndrome. Five patients with features of relapsing 

polychondritis and Behçet’s disease. Am J Med 1985；79：65-72.

7. Ta keuchi A, et al.：Radiographic abnormalities in patients with Behçet’s disease. Clin Exp Rheumatol 1984；2：259-262.
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非ステロイド系抗炎症薬（NSAID）はベーチェット病の関節炎に対して有効か？

推奨 3 ベーチェット病の関節炎の急性期に対して短期間の非ステロイド系抗炎症薬（NSAID）の投
与を提案する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：5.00    推奨度：A

解　説

30名のベーチェット病に対して，経口インドメタシン 25 mg 1日 4回　投与 3か月のオープンスタディ
が行われた．関節症状を有する 23名のうち，80％の患者で効果がみられた．ベーチェット病の関節炎は，
間歇的な関節炎を特徴とすることより，その有効性を評価することは困難であるが NSAIDの有効性が示
唆された1）．しかしながら，長期の有効性や有害事象（胃腸障害，腎障害など）を考慮したときには，
COX-2選択性の高い薬剤が望ましいと考えられるが，製剤間比較などのエビデンスはない2, 3）．
実臨床では，関節痛の緩和には，急性期に副腎皮質ステロイドを使用し，NSAIDを併用して副腎皮質

ステロイドを減量することが多い．

 文　献
1. Simsek H, et al.：Treatment of Behçet disease with indomethacin. Int J Dermatol 1991；30：54-57.

2. Hatemi G, et al.：EULAR recommendations for the management of Behçet disease. Ann Rheum Dis 2008；67：1656-1662. 

3. Ambrose NL, et al.：Differential diagnosis and management of Behçet syndrome. Nat Rev Rheumatol 2013；9：79-89.

副腎皮質ステロイドはベーチェット病の関節炎に対して有効か？ 

推奨 4 ベーチェット病の関節炎の急性期に短期間の副腎皮質ステロイド使用を考慮することを提
案する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.89    推奨度：A

解　説

実臨床における治療は，関節痛の緩和のために急性期に非ステロイド系抗炎症薬（NSAID）や副腎皮質
ステロイドを使用し，それにコルヒチン，アザチオプリンなどを併用して，副腎皮質ステロイドを減量す
る方法がとられることが少なくない．しかし，十分なコントロールをおいた検証はなされていない．副腎
皮質ステロイドの筋肉内注射に関しては，関節炎の発作予防に対する有効性は認められなかった1）．
関節炎は，自然に改善することも少なくない．したがって，副腎皮質ステロイドに関しては長期使用時
のデメリット（易感染性，骨粗鬆症，動脈硬化，耐糖能低下，皮膚脆弱化など）のほうが多いために，長期
の漫然投与は慎むべきである．短期使用としては，急性単関節炎の場合は副腎皮質ステロイドの関節注射
を行ってもよい2）．

 文　献
1. Mat C, et al.：A double-blind trial of depot corticosteroids in Behçet’s syndrome. Rheumatology（Oxford） 2006；45：348-352. 

2. Hatemi G, et al.：EULAR recommendations for the management of Behçet disease. Ann Rheum Dis 2008；67：1656-1662.
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コルヒチンはベーチェット病の関節炎に対して有効か？

推奨 5 ベーチェット病の関節炎の発作予防に対してコルヒチンの使用を推奨する．

 エビデンスレベル： 1b    同意度：5.00    推奨度：A

解　説

コルヒチン 1～ 2 mgとプラセボの 2年間でのランダム化臨床試験にて，新規の関節炎発作の抑制と
痛関節痛がコルヒチン投与群で有為に抑制された．一方で，有害事象に差は認めなかった1, 2）．116 名のベー
チェット病患者にプラセボもしくはコルヒチン（1～ 2 mg）を投与し 2年間経過観察したところ，48名が
24か月の試験を完遂し，カプランマイヤー検定の結果においてコルヒチン群で関節炎の無発症率が抑制
され（p＝ 0.033），炎症関節数も有為に低かった （p＝ 0.014）1）．
コントロールをおいた薬剤の関節炎に対する有効性の検定試験はこの試験以外にはない．EULAR 2008

年および2018年での関節炎に対する推奨報告において，コルヒチン（1～2 mg/日）は推奨Aとされている3）．

 文　献
1.   Yurdakul S, et al.：A double-blind trial of colchicine in Behçet’s syndrome. Arthritis Rheum 2001；44：2686-2692.

2.  Aktulga E, et al.：A double blind study of colchicine in Behçet’s disease. Haematologica 1980；65：399-402.

3.  Hatemi G, et al.：2018 update of the EULAR recommendations for the management of Behçet’s syndrome. Ann Rheum Dis 2018；
77：808-818.

免疫抑制薬（アザチオプリン，メトトレキサート）はベーチェット病の関節炎に対して有効か？

推奨 6 ベーチェット病の関節炎の発症予防に免疫抑制薬（アザチオプリン，メトトレキサート）の
投与を行うことを提案する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.58    推奨度：B

解　説

アザチオプリンに関するプラセボ対照ランダム割り付け臨床試験があるが，これは眼病変を対象とした
ものである1）．眼病変あり（48例），眼病変なし（25例）に対してアザチオプリン2.5 mg/kgを2年間投与した．
アザチオプリン群では，プラセボと比較して試験開始時に関節炎を認めなかった患者の新規関節炎出現を
抑制した1）．また，眼症状のために試験を逸脱した症例はすべてプラセボ群であった．アザチオプリン群
では，関節炎，眼症状，口腔潰瘍，外陰部潰瘍のすべてに抑制的に作用した．一方，有害事象に関してア
ザチオプリンとプラセボの間に差は認めなかった1）．
関節炎に対してアザチオプリンの併用が副腎皮質ステロイド減量に有用である可能性が示唆されている
が，併用の有効性に関する臨床試験は行われていない2）．
メトトレキサートの関節炎に対する有効性を示す報告は乏しいが，実臨床では国内外で使用されており3, 4），
次の CQで取り上げるように，TNF阻害薬に先行して使用される．

 文　献
1. Yazici H, et al.：A controlled trial of azathioprine in Behçet’s syndrome. N Engl J Med 1990；322：281-285.

2.  Hatemi G, et al.：2018 update of the EULAR recommendations for the management of Behçet’s syndrome. Ann Rheum Dis 2018；
77：808-818.

3.  Sfikakis PP, et al.：Anti-TNF therapy in the management of Behcet’s disease--review and basis for recommendations. Rheumatology 

（Oxford） 2007；46：736-741.

4.  東野俊洋，他：関節症状を有するベーチェット病患者の臨床特徴.  第 63回日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・
抄録集 2019.  2019：796. 
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TNF阻害薬はベーチェット病の関節炎に対して 有効か？

推奨 7 再燃を繰り返す関節炎で，メトトレキサートを含む 2種類以上の免疫抑制薬にて効果不十
分で副腎皮質ステロイドを減量できない場合には，生物学的製剤投与を考慮することを提
案する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.56    推奨度：B

解　説

再燃を繰り返す関節炎で，メトトレキサートを含む 2種類以上の免疫抑制薬にて効果不十分でプレドニ
ゾロンで 7.5 mg/日以上要する場合に生物学的製剤が推奨されている 

1）．関節炎を主要評価項目としたコン
トロールをおいた臨床研究試験はないが，TNF阻害薬でベーチェット病の口内炎，眼症状，消化器症状
などとともに関節炎が抑制される症例報告は多い2～6）．Aridaの報告によれば，関節症状の改善がインフリ
キシマブにて 94％（50/53），エタネルセプト 100％（6/6），アダリムマブ 60％（3/5）の頻度で改善したとさ
れる3）．関節リウマチの場合と異なり，メトトレキサート非併用でも効果に差がなかったと報告している
が，長期の効果減弱の有無，抗製剤抗体などに関する検討はなされていない．

 文　献
1.  Sfikakis PP, et al.：Anti-TNF therapy in the management of Behcet’s disease--review and basis for recommendations. Rheumatology

（Oxford） 2007；46：736-741.

2. Atzeni F, et al.：Successful treatment of resistant Behcet’s disease with etanercept. Clin Exp Rheumatol 2005；23：729. 

3.  Arida A, et al.：Anti-TNF agents for Behçet’s disease: analysis of published data on 369 patients. Semin Arthritis Rheum 2011；41：
61-70.

4.  Iwata S, et al.：Effects of anti-TNF-alpha antibody infliximab in refractory entero-Behcet’s disease. Rheumatology（Oxford） 2009；
48：1012-1013. 

5.  Donghi D, et al.：Infliximab for the treatment of refractory Adamantiades-Behçet disease with articular, intestinal, cerebral and ocular 

involvement. Dermatology 2010；220：282-286.

6.  Melikoglu M, et al.：Short-term trial of etanercept in Behçet’s disease: a double blind, placebo controlled study. J Rheumatol 2005；
32：98-105.
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4  精巣上体炎CQ

ベーチェット病に特徴的な泌尿器病変は何か？

推奨 1 わが国の男性ベーチェット病患者の精巣上体炎合併頻度はほぼ 5％で，特徴的な泌尿器病
変として考慮することを提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.88    推奨度：A

解　説

厚生労働省のベーチェット病診断基準では副症状として精巣上体炎（副睾丸炎）＊が記載されているが，
ベーチェット病の国際診断基準1）には精巣上体炎の記載はない．また，ベーチェット病の精巣上体炎の合
併頻度は国により異なり，韓国 0.6％，中国 1.9％，中東ではイラク 31％，イラン 8.3％，トルコ 5.0～
10.0％と報告されており地域差が認められる2～5）．
わが国における精巣上体炎の合併頻度は，2010年のベーチェット病臨床個人調査票新規申請データ 968

人の解析によると，35人で 3.6％であった6）．Ideguchiらもベーチェット病患者 412人（男性 184人）の臨
床像の解析から，男性患者の 6.0％に合併していると報告している7）．1991年（1991年 10月 1日から 1992

年 3月末）に行われた，ベーチェット病患者の全国疫学調査の結果では，3,316人（男性 1,879人，女性 2,059

人）が対象となり，精巣上体炎は 167人（5.0％）であり，1972年の調査および 1984年の調査における頻度
とほぼ同様の結果であった8）．これらのデータより，わが国の男性ベーチェット病患者における精巣上体
炎の発現頻度はほぼ 5.0％と考えられるので，ベーチェット病が疑われる症例では精巣上体炎の有無を確
認する必要がある．
＊診断基準での表記は副睾丸炎であるが，現在，泌尿器科学的には精巣上体炎で統一されている．

 文　献
1. International Study Group for Behçet’s Disease：Criteria for diagnosis of Behçet’s disease. Lancet；335：1078-1080.

2. Kirkali Z, et al.：Urological aspects of Behçet’s disease. Br J Urol 1991；67：638-639.

3. Cho YH, et al.：Clinical features of patients with Behçet’s disease and epididymitis. J Urol 2003；170：1231-1233.

4. Cetinel B, et al.：Urologic screening for men with Behçet’s syndrome. Urology 1998；52：863-865.

5. Davatchi F, et al.：Adult Behcet’s disease in Iran: analysis of 6075 patients. Int J Rheum Dis 2016；19：95-103.

6.  黒澤美智子，他：ベーチェット病診療ガイドライン作成に向けて，臨床調査個人票新規申請データで患者の実態を示す.  
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業） ベーチェット病に関する調査研究 平成
27年度総括・分担研究報告書（研究代表者；水木信久）.  2016：52-58.

7. Ideguchi H, et al.：Behçet disease: evolution of clinical manifestations. Medicine（Baltimore） 2011；90：125-132.

8.  中江公裕，他：ベーチェット病患者全国疫学調査成績: 臨床疫学的成績と HLA-B51との関連.  厚生省特定疾患ベーチェッ
ト病調査研究班 平成 4年度研究業績（班長；坂根　剛）.  1993：70-82.

ベーチェット病の精巣上体炎は予後に影響するか？

推奨 2 長期にわたる再燃が少なく比較的予後は良好だか，発症早期には留意する合併症であるこ
とを提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.50    推奨度：B

解　説

ベーチェット病の精巣上体炎は，一般的にはベーチェット病の診断時またはその後に発症することが多
いと報告され1），精巣上体炎がベーチェット病に先行して発症することはまれとされている2～4）．
炎症は 1～ 2週間継続し，自然回復する場合もあれば治療を有する場合もある．再燃は一般的には少な

いが，2～ 3回 /年発症したとする報告もある5）．

CQ 1
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2004年から 2008年の臨床個人調査票のうち，新規受給者 1,794例の 1年後の予後に関連する因子が検
討されているが，1年後の悪化（ベーチェット病の重症度 Stageが進行したものを悪化）と精巣上体炎には
有意な関連は認めなかった6）．
ベーチェット病の精巣上体炎の予後を長期で検討した報告はないが，帝京大学医学部附属病院における
ベーチェット病患者 100例の予後調査では，精巣上体炎はベーチェット病発症時に多く合併し，その後再
燃を繰り返す症例は少なく，眼病変や特殊病型と比較し予後良好な合併症であった．

 文　献
1. Kaklamani VG, et al.：Recurrent epididymo-orchitis in patients with Behçet’s disease. J Urol 2000；163：487-489.

2. Sharquie KE, et al.：Epididymo-orchitis in Behçets disease. Br J Rheumatol 1987；26：468-469.

3. Callejas-Rubio JL, et al.：Recurrent epididymo-orchitis secondary to Behçets disease. J Urol 1998；160：496. 

4. Horii S, et al.：Case of Behcet’s disease diagnosed by bilateral epididymitis. Hinyokika Kiyo 2014；60：593-596.

5.  Ulukaradag E, et al.：Behçet’s Disease Detecting by Attacks of Recurrent Epididymo-Orchitis: Case Reports. Urol J 2015；12：2379-

80.

6.  黒沢美智子，他：臨床調査個人票を用いたベーチェット病の予後の研究方法 新規受給者の 1年後，5年後の予後と 1年後
の予後に関連する要因.  厚生労働省研究費補助金難治性疾患克服研究事業 ベーチェット病に関する調査研究 平成 23～
25年度総合研究報告書（研究代表者；石ヶ坪良明）.  2014：93-98.

ベーチェット病の精巣上体炎と鑑別診断が必要なのは何か？

推奨 3 最も頻度の高い感染症と緊急性の高い精巣捻転を鑑別し，ベーチェット病の疾患活動性を
認めないときは，他の自己免疫性精巣上体炎や腫瘍性病変を鑑別に入れることを提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.75    推奨度：B

解　説

ベーチェット病が原因の精巣上体炎と診断するためには除外診断が中心となる．急性の陰嚢の腫脹 痛
であれば手術適応のある精巣捻転を考慮する．侵襲のない超音波検査は必ず施行し，精巣が正常な解剖学
的位置に存在することを確認する．それ以外の場合は，徐々に陰嚢の腫脹・圧痛・ 痛が起こり全身の発
熱を伴うことが多い．
鑑別診断のための特に有用な検査はないが，尿検査や尿のグラム染色，尿培養検査さらに，Chlamydia 

trachomatisや Neisseria gonorrhoeaeなどの PCR検査を行う1）．精巣上体炎の原因としては感染症が最も多
く，14～ 35歳の年齢で最もよく認められる病原体は Chlamydia trachomatisや Neisseria gonorrhoeaeなど
である．ベーチェット病の発症年齢とほぼ同年齢であり，注意が必要である．それ以外の年齢では大腸菌
群の感染症の頻度が高い1）．
一般的に，ベーチェット病の疾患活動性が高いときに精巣上体炎を合併することが多く2, 3），全くベー
チェット病の活動性所見を認めず，感染症も除外できるのであれば，ベーチェット病以外の自己免疫性精
巣上体炎も考慮する必要がある4）．また，MRIは腫瘍性病変を鑑別するのには有用と考えられる5）．

 文　献
1. Trojian TH, et al.：Epididymitis and orchitis: an overview. Am Fam Physician 2009；79：583-537.

2. Kirkali Z, et al.：Urological aspects of Behçet’s disease. Br J Urol 1991；67：638-639.

3. Pannek J, et al.：Orchitis due to vasculitis in autoimmune diseases. Scand J Rheumatol 1997；26：151-154.

4. Silva CA, et al.：Diagnosis and classification of autoimmune orchitis. Autoimmun Rev 2014；13：431-434.

5.  Kenneth T, et al.：Miscellaneous Manifestations of Behçet’s Disease. In：Yazıcı Y, et al.（eds）: Behçet’s Syndrome. Springer 

Science+Business Media, Berlin, 2010：189-204.
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ベーチェット病の精巣上体炎の治療は何か？

推奨 4 感染症が否定できるまでは抗菌薬を投与し，適宜コルヒチンや非ステロイド系抗炎症薬
（NSAID）または低～中等量の副腎皮質ステロイド投与を提案する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：4.63    推奨度：B

解　説

ベーチェット病の精巣上体炎に対するエビデンスのある治療方法はない．よって，感染症が除外できる
までは適切な抗菌薬を投与し，ベーチェット病の病勢が強ければコルヒチンや NSAID，または低～中等
量の副腎皮質ステロイドの投与を行う1, 2）．ベーチェット病の精巣上体炎は，比較的副腎皮質ステロイド
に反応はよいが，減量とともに再燃することがあり，免疫抑制薬としてアザチオプリンやシクロスポリン
の投与報告がある1～5）．
また，ベーチェット病の精巣上体炎に対する生物学的製剤の投与報告はないが，特殊病型に対してイン
フリキシマブを使用した際に，精巣上体炎も改善したとする報告がある6）．

 文　献
1. Cho YH, et al.：Clinical features of patients with Behçet’s disease and epididymitis. J Urol 2003；170：1231-1233.

2. Kaklamani VG, et al.：Recurrent epididymo-orchitis in patients with Behçet’s disease. J Urol 2000；163：487-489.

3. Pannek J, et al.：Orchitis due to vasculitis in autoimmune diseases. Scand J Rheumatol 1997；26：151-154.

4. Callejas-Rubio JL, et al.：Recurrent epididymo-orchitis secondary to Behçets disease. J Urol 1998；160：496.

5.  黒沢美智子，他：ベーチェット病診療ガイドライン作成に向けて，臨床調査個人票新規申請データで患者の実態を示す.  
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業） ベーチェット病に関する調査研究 平成
27年度総括・分担研究報告書（研究代表者；水木信久）.  2016：52-58.

6.  Hibi T, et al.：Infliximab therapy for intestinal, neurological, and vascular involvement in Behcet disease: Efficacy, safety, and 

pharmacokinetics in a multicenter, prospective, open-label, single-arm phase 3 study. Medicine（Baltimore） 2016；95：e3863. 
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 5  腸管病変CQ
a  診　断  

腸管型ベーチェット病の臨床症状にはどのようなものがあるか？

推奨 1 特異的な症状はないが，腹痛，下血・血便，腹部腫瘤，下痢，体重減少などがみられるとき，
腸管型ベーチェット病を考慮することを推奨する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：4.91    推奨度：A

解　説

腸管型ベーチェット病は典型的には回盲部近辺に深掘れ潰瘍が生じ，右下腹部痛や血便がみられる．と
きに腸管狭窄，穿孔・穿通，多量出血を生じ，激烈な腹部症状を呈することもある1～3）．ベーチェット病（疑
い例を含む）の患者にこのような症状がみられた場合には，腸管型ベーチェット病を疑う1～3）．一方で，
ベーチェット病と診断されておらずにこれらの症状がみられた場合には，時に診断に苦慮する．反復する
口腔内アフタ性潰瘍などベーチェット病の部分症状の有無に注意しながら，クローン病などとの鑑別診断
を進める1～3）．

2009年度に実施された全国規模の実態調査では，（単純性潰瘍を除いて）完全型が 12.3％，眼病変を有
するものが 15.1％とベーチェット病全体と比較して少ない4）．また，腸管病変に関する因子解析では，眼
病変の非保有が有意に関連していた5, 6）．ベーチェット病全体でも完全型の割合が減少してきているが，
腸管病変との関連は不明である．このように腸管型ベーチェット病では完全型や眼病変を有するベー
チェット病は比較的少ない．

 文　献
1. 岡崎和一，他：腸管ベーチェット病の診断コンセンサス.  INTESTINE 2014；18：549-554.

2.  井上　詠，他：腸管ベーチェット病・単純性潰瘍.  山本博徳，他（編）：Visual小腸疾患診療マニュアル.  Medical View, 

2011：112-121.

3. Hisamatsu T, et al.：Diagnosis and management of intestinal Behçet’s disease. Clin J Gastroenterol 2014；7：205-212.

4.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服事業 原因不明小腸潰瘍症の実態把握，疾患概念，疫学，治療体系の確立に関
する研究 平成 23年度研究報告書（研究代表者；日比紀文）.  2012.

5. 黒澤美智子：日本におけるベーチェット病の臨床疫学像.  リウマチ科 2015；53：537-542.

6.  Ideguchi H, et. al.：Gastrointestinal manifestations of Behçet’s disease in Japan: a study of 43 patients. Rheumatol Int 2014；34：
851-856.

腸管型ベーチェット病の臨床検査所見の特徴は？

推奨 2 腸管型ベーチェット病に特徴的な臨床検査所見はない．炎症反応高値，低蛋白血症，貧血
が認められる．骨髄異形成症候群（myelodysplastic syndrome：MDS）合併例では，トリ
ソミー 8が多い．臨床症状に加えてこれらの臨床検査所見がみられたとき，腸管型ベー
チェット病を考慮することを推奨する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.64    推奨度：B

解　説

血液生化学検査では特徴的な所見はないが，活動度や栄養状態，消耗によって CRPなどの炎症反応高
値，低アルブミン血症，貧血などがみられる．韓国のグループからは CRP高値が予後不良因子の 1つと
報告されている1）．
ベーチェット病はその病因の 1つに遺伝的素因があるとされ，ベーチェット病全体では HLA-B*51に加
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えてゲノムワイド関連解析（genome-wide association study：GWAS）の進歩により IL23R, IL12RB2, IL10の
SNPが疾患感受性遺伝子として報告されている．しかし，腸管型ベーチェット病との関連を示す疾患感
受性遺伝子の報告は少ない．メタ解析の結果では，腸管型ベーチェットでは他病型と比較して HLA-B*51

陽性率が低い2）．ベーチェット病診断基準で参考となる所見にあげられる HLA-A*26の腸管型における頻
度については詳細なデータは示されていない．一方，トリソミー 8をもつMDSを合併したベーチェット
病は高率に腸管病変を呈する3, 4）．

 文　献
1.  Jung YS, et al.：Long-term clinical outcomes and factors predictive of relapse after 5-aminosalicylate or sulfasalazine therapy in 

patients with intestinal Behcet disease. J Clin Gastroenterol 2012；46：e38-45.

2.  Maldini C, et al.：Relationships of HLA-B51 or B5 genotype with Behcet’s disease clinical characteristics: systematic review and 

meta-analyses of observational studies. Rheumatology（Oxford） 2012；51：887-900.

3.  Tada Y, et al.：The association of Behçet’s disease with myelodysplastic syndrome in Japan: a review of the literature. Clin Exp 

Rheumatol 2006；24（Suppl 42）：S115-119.

4.  Kawabata H, et al.：Myelodysplastic syndrome complicated with inflammatory intestinal ulcers: significance of trisomy 8. Intern Med 

2006；45：1309-1314.

腸管型ベーチェット病の内視鏡所見の特徴は？

推奨 3 回盲部の深掘れないし円形の潰瘍が典型的所見である．他に食道に円形ないし深掘れの潰
瘍を認めることがある．これらの内視鏡所見がみられるとき，腸管型ベーチェット病を考
慮することを推奨する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：5.00    推奨度：A

解　説

腸管型ベーチェット病の診断は厚生労働省ベーチェット病研究班の診断基準において完全型ないしは不
全型を満たす患者で定型的な回盲部潰瘍病変を有するものと定義されている1）．ベーチェット病の診断が
ついている患者に回盲部以外の非定型的病変を認めることがあるが，それらは腸管型ベーチェット病とは
よばない．
国際的な診断基準には記載されていないが，ベーチェット病患者の消化管病変については，いくつかの
ケースコントロール研究や後ろ向き研究が存在する．Zouらは 148例のベーチェット病患者に上部および
下部消化管内視鏡検査を施行し，35.1％の症例で消化管病変を認め，12.2％の症例で回盲部に，2.7％の症
例で食道に活動性潰瘍を認めたと報告している2）．少数の過去の報告をまとめると，ベーチェット病患者
における消化管病変の頻度は，回盲部で 12.2～ 18.0％3），食道で 2.7～ 4.7％である4）．一方，腸管型ベー
チェット病患者では，96％の症例が回盲部に潰瘍性病変を認めたとの報告もある5）．
腸管型ベーチェット病の潰瘍性病変の形態や個数については，50.0～ 83.3％が深掘れ潰瘍で，ほかには

円形潰瘍や地図状潰瘍がみられ，72.2～ 76.0％が径 1 cm以上で，50.0～ 67.0％が単発と報告されている2, 5, 6）．
クローン病との比較で，円形潰瘍，5個以下，集中的な病変分布，不規則な地図状潰瘍がベーチェット病を
示唆する所見との報告もある7）．
食道病変は，食道中部に好発し，円形ないし深掘れの潰瘍が，単発ないし複数で存在し，穿孔や瘻孔形
成の原因となりうる．サイトメガロウイルスやヘルペスウイルスによる病変との鑑別診断を要する8）．

Cheonらは，145例の腸管型ベーチェット病患者に ileocolonoscopy（終末回腸までの下部消化管内視鏡）
を施行し，回腸終末部（61.4％）や回盲弁（42.1％）以外に，上行結腸に 12.4％，盲腸に 10.3％の病変を認め
たとしている9）．またカプセル内視鏡による小腸病変の検討では遠位小腸にびらんや小潰瘍を認めたとの
報告もある．食道以外の上部消化管を含め，こうした好発部位以外の病変の臨床的意義や非典型例の扱い
については，今後の検討が必要である．
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わが国独自の疾患概念として，「回盲部近傍の慢性打ち抜き様の潰瘍」あるいは「境界明瞭な円形ないし
卵円形で，下掘れ傾向が強く，回盲弁上ないしその近傍に好発し組織学的には慢性活動性の非特異性炎症
所見を示す Ul-IVの潰瘍」を単純性潰瘍（simple ulcer）とすることがある10, 11）．単純性潰瘍と腸管型ベー
チェット病の異同，口腔内アフタ性潰瘍合併の有無による治療反応性や長期経過などが検討されつつある
が，定義を含め，混乱が残った状態が続いている．

 文　献
1.  日本ベーチェット病学会：ベーチェット病の診断基準（2016年小改訂）.  2016.  http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~jbehcet/

jigyou/shindan.html （アクセス日：2019年 10月 23日）
2.  Zou J, et al.：Endoscopic findings of gastrointestinal involvement in Chinese patients with Behcet’s disease. World J Gastroenterol 

2014；20：17171-17178.

3. Köklü S, et al.：Ileocolonic involvement in Behçet’s disease: endoscopic and histological evaluation. Digestion 2010；81： 214-217.

4.  Yi SW, et al.：The prevalence and clinical characteristics of esophageal involvement in patients with Behçet’s disease: a single center 

experience in Korea. J Korean Med Sci 2009；24：52-56.

5. Lee CR, et al.：Colonoscopic findings in intestinal Behçet’s disease. Inflamm Bowel Dis 2001；7：243-249.

6.  Kim JS, et al.：Prediction of the clinical course of Behçet’s colitis according to macroscopic classification by colonoscopy. Endoscopy 

2000；32：635-640.

7.  Lee SK, et al.：Differential diagnosis of intestinal Behçet’s disease and Crohn’s disease by colonoscopic findings. Endoscopy 2009；
41：9-16.

8.  Chae EJ, et al.：Radiologic and clinical findings of Behçet disease: comprehensive review of multisystemic involvement. 

Radiographics 2008；28：e31.

9.  Cheon JH, et al.：Development and validation of novel diagnostic criteria for intestinal Behçet’s disease in Korean patients with 

ileocolonic ulcers. Am J Gastroenterol 2009；104：2492-2499.

10. 渡辺英伸，他：回盲弁近傍の単純性潰瘍の病理.  胃と腸 1979；14：749-767.

11.  Matsukawa M, et al.：Endoscopic therapy with absolute ethanol for postoperative recurrent ulcers in intestinal Behçet’s disease, and 

simple ulcers. J Gastroenterol 2001；36：255-258.

腸管型ベーチェット病の鑑別診断は？

推奨 4 クローン病，腸結核，非ステロイド系抗炎症薬（NSAID）による小腸潰瘍，単純性潰瘍，な
どを鑑別することを推奨する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：4.91    推奨度：A

解　説

腸管型ベーチェット病の典型的な内視鏡像は回盲部の類円形，境界明瞭な深掘れ潰瘍である．深い潰瘍
病変はしばしば 噴火口様（volcano-shaped ulcer）と称される．
回盲部に潰瘍病変を呈する疾患としてクローン病や腸結核があげられる．クローン病は縦走傾向，敷石
状配列といった特徴的な内視鏡像を呈し，病変が skipすることや，肛門病変の存在などから鑑別する．
しかし，これら典型的病変像を呈さない場合に腸管型ベーチェット病とクローン病の鑑別が内視鏡所見か
らだけでは困難な場合があり，全身症状，他の臨床検査所見などを含めて検討する必要がある．
腸結核との鑑別は治療方針を決めるうえで重要である．特に TNF阻害薬の使用に際して活動性腸結核
は鑑別されなければならない．腸結核の典型的内視鏡所見は輪状潰瘍や萎縮瘢痕帯として知られている
が，一方で腸結核は多彩な内視鏡像を呈することも知られており注意が必要である1）．腸結核の鑑別には
問診，身体所見，胸部 X線もしくは胸部 CT検査，インターフェロン-γ放出試験〔QuantiFERON

®（QFT），
T-スポット ®〕，ツベルクリン反応が用いられる．
単純性潰瘍は 1979年に武藤により “回盲部近傍の慢性打ち抜き様の潰瘍 ”として2），渡辺らより “境界
明瞭な円形ないし卵円形で，下掘れ傾向が強く，回盲弁上ないしその近傍に好発し組織学的には慢性活動
性の非特異性炎症所見を示す Ul-IVの潰瘍 ” 3）として提唱された疾患概念である．内視鏡所見および病理
学的所見から腸管型ベーチェット病と鑑別することは困難とされている．単純性潰瘍と腸管型ベーチェッ
ト病との違いは現段階では他のベーチェット病徴候の有無である．腸管型ベーチェット病は厚生労働省
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ベーチェット病に関する調査研究班の診断基準4）で完全型ないしは不全型ベーチェット病の条件を満たす
ものとされている．したがって典型的な回盲部の類円形深掘れ潰瘍病変と口腔内アフタ性潰瘍のみを呈す
る症例では腸管型ベーチェット病と診断することはできない（単純性潰瘍もしくは腸管型ベーチェット病
疑いとするべきである）．ただし，ベーチェット病徴候は時間差をもって出現することがあり，経過観察
中に腸管型ベーチェット病の診断基準を満たすことはありうる．

NSAIDによる小腸潰瘍では回盲部に深掘潰瘍病変を呈することは少ないが，小腸に多発する潰瘍病変
としてときに腸管型ベーチェット病との鑑別病変が必要となる．鑑別のうえで最も重要な点は NSAIDの
内服歴と服薬中止による潰瘍病変の改善である．
非特異性多発性小腸潰瘍症5）も回腸に多発する潰瘍病変を呈する疾患としてときに腸管型ベーチェット

病との鑑別が必要となる．比較的若年に発症し，女性に多く，慢性に続く鉄欠乏性貧血と低アルブミン血
症が臨床的特徴である．本症はプロスタグランジンの輸送蛋白をコードする SLCO2A1遺伝子変異による
常染色体劣性遺伝病であることが明らかとなった6）．

 文　献
1. 黒丸五郎：腸の局処病変観察について.  腸結核症の病理 結核新書 12. 医学書院，1952：28.

2. 武藤徹一郎，他：いわゆる “simple ulcer” とは.  胃と腸 1979；14：739-748.

3. 渡辺英伸，他：回盲弁近傍の単純性潰瘍の病理.  胃と腸 1979；14：749-767.

4.  日本ベーチェット病学会：ベーチェット病の診断基準（2016年小改訂）.  2016.  http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~jbehcet/

jigyou/shindan.html （アクセス日：2019年 10月 23日）
5.  岡部治弥，他：仮称 “非特異性多発性小腸潰瘍症 ”.  胃と腸 1968；3：1539-1549.

6.  Umeno J, et al.：A Hereditary Enteropathy Caused by Mutations in the SLCO2A1 Gene, Encoding a Prostaglandin Transporter. PLoS 

Genet 2015；11：e1005581.

腸管型ベーチェット病の評価にCTは有用か？

推奨 5 腸管型ベーチェット病の評価に CTは有用であり行うことを提案する．症例によっては
MRI や超音波検査も有用であり行うことを提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.73    推奨度：B

解　説

腸管型ベーチェット病では腸管壁の肥厚，炎症性腫瘤，穿通および穿孔を呈することがあり，病勢の評
価に造影 CTは有用である．特に強い右下腹部痛や炎症性腫瘤を伴う患者で膿瘍形成や穿孔を疑う症例に
は第一選択となりうる．MRIも腸管壁の肥厚や炎症性腫瘤の描出に有用である．さらに腸結核やクロー
ン病との鑑別における CTエンテログラフィーやMRエンテログラフィーの有用性が報告されている1）．
腹部超音波検査も術者の技術レベルや消化管ガスの影響などを受けるが腸管壁肥厚や炎症性腫瘤の描出は
可能であり低侵襲という利点がある．ただし，CT，MRI，腹部超音波検査などの cross sectional imaging（横
断的画像診断法）は潰瘍病変の形態診断には不向きであり確定診断には消化管造影検査や内視鏡検査ある
いは手術標本の所見が必要である．
頻回の CT検査が腸管型ベーチェット病患者における放射線被ばくリスクとなっているという報告があ
る2）．不必要な検査を行わないこと，他のモダリティ（MRIや腹部超音波検査など）を用いることも考慮す
べきである．

 文　献
1. Park MJ, et al.：Computed tomography enterography for evaluation of inflammatory bowel disease. Clin Endosc 2013；46：327-366. 

2.  Jung YS, et al.：Radiation exposure from abdominal imaging studies in patients with intestinal Behçet disease. Gut Liver 2014；8：
380-387. 
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腸管型ベーチェット病の病理学的所見の特徴は？

推奨 6 慢性活動性の非特異性炎症所見を示す深い潰瘍の病理組織学的所見を認めるとき，腸管型
ベーチェット病を考慮することを提案する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：4.82    推奨度：A

解　説

慢性活動性の非特異性炎症所見を示す深い潰瘍の組織所見である．潰瘍底には好中球，壊死層，リンパ
球と形質細胞を主体とするびまん性慢性炎症細胞浸潤と毛細血管に富む肉芽組織層，少量の慢性炎症細胞
と豊富な線維芽細胞を認める線維組織層の 3層がみられる1～6）．定型病変では潰瘍底は平坦で底辺で最も
広くなるフラスコ様を呈する．潰瘍辺縁は，粘膜内の慢性活動性炎症細胞浸潤が潰瘍周囲の狭い範囲に認
められ，毛細血管の増生，腺管の減少や配列の乱れ，上皮細胞の幼若化を伴う4）．クローン病と異なる点
はリンパ球の集簇が潰瘍底とその近傍に限局し，潰瘍周辺粘膜における炎症細胞浸潤は軽微であることで
ある．特異的な粘膜所見はないため内視鏡下生検による腸管型ベーチェット病の積極的診断は困難であ
る．

 文　献
1. 渡辺英伸，他：回盲弁近傍の単純性潰瘍の病理.  胃と腸 1979；14：749-767.

2. 岩下明徳，他：小腸の潰瘍性病変の病理.  外科 1985；47：1025-1033.

3. 太田敦子，他：腸管ベーチェット病と単純性潰瘍:病理像.  INTESTINE 2014；18：555-559.

4.  Hayasaki N, et al.：Neutrophilic phlebitis is characteristic of intestinal Behcet’s disease and simple ulcer syndrome. Histopathology 

2004；45：377-383.

5.  Imamura Y, et al.：Involvement of Th1 cells and heat shock protein 60 in the pathogenesis of intestinal Behcet’s disease. Clin Exp 

Immunol 2005；139：371-378.

6. 久松理一：腸管ベーチェット病診療コンセンサス・ステートメント改訂案（2013年度版）.

b  予　後  

腸管型ベーチェット病の臨床経過と予後は？

推奨 7 一部の患者では穿孔，出血，あるいは内科治療抵抗性のために外科手術が必要となり，術
後再発や再手術率も高い．若年発症や診断時の CRP高値が重症の経過のリスク因子であ
る．このような臨床経過と予後を考慮することを提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.64    推奨度：B

解　説

腸管型ベーチェット病は穿孔，出血により緊急手術となることも多く，術後再発および再手術率も高い．
このためベーチェット病患者において腸管病変を予後不良因子と考える捉え方がある．130人の腸管型
ベーチェット病の診断後 5年間の経過の検討では寛解もしくは軽症の疾患活動性が継続した疾患活動性パ
ターンの割合が 56.2％と最も多かった．しかし，16.2％の患者で複数回の再燃や持続する自覚症状を認め
た．重症な臨床経過を辿った群では診断時において若年者，高い血沈値と CRP，高い疾患活動性（disease 

activity index for intestinal Behçet’s disease：DAIBD），低アルブミン血症という要素が抽出された1）．また，
291人の患者の検討では診断時の年齢が若いほうが重症の経過を辿り，性差については男性患者で診断時
の臨床症状のいくつかが重症である傾向が認められたが，経過としては明らかな性差は認められなかった
という報告がある2）．また，35歳未満，CRP高値（≧ 1.5 mg/dL），高い疾患活動性（DAIBD≧ 60）が
5-ASA/サラゾスルファピリジンに抵抗性を示すリスク因子であるという報告がある3）．Naganumaらは回
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腸病変の存在と眼病変の合併が手術リスクであり，末梢血の CD8
＋

 DR
＋リンパ球の割合増加が再発のリス

クとなることを報告している4）．
Kimuraらは 34人の腸管型ベーチェット病患者を解析し，副腎皮質ステロイドあるいは 5-ASA以上の

治療（免疫調節薬や TNF阻害薬）が必要となった難治性の因子として HLA-B51陽性，高い CRP値，白血
球数高値，血便を報告している5）．
外科手術については 136人の日本人患者での検討では，男性に多く，穿孔による緊急手術の症例が多

かったと報告されている6）．術後再発も 2年以内の比較的早期から起きる例が多く4, 7, 8），再発率は累積 2

年で 30～ 75％と高い4, 9）．

 文　献
1. Jung YS, et al.：Clinical course of intestinal Behcet’s disease during the first five years. Dig Dis Sci 2013；58：496-503. 

2.  Jung YS, et al.：Influence of age at diagnosis and sex on clinical course and long-term prognosis of intestinal Behcet’s disease. 

Inflamm Bowel Dis 2012；18：1064-1071. 

3.  Jung YS, et al.：Long-term clinical outcomes and factors predictive of relapse after 5-aminosalicylate or sulfasalazine therapy in 

patients with intestinal Behcet disease. J Clin Gastroenterol 2012；46：e38-45.

4.  Naganuma M, et al.：Analysis of clinical course and long-term prognosis of surgical and nonsurgical patients with intestinal Behçet’s 

disease. Am J Gastroenterol 2000；95：2848-2851.

5.  Kimura Y, et al.：Characteristics of patients withintestinal Behçet’s disease requiring treatment with immunosuppressants or anti-TNFα 

antibody. Mod Rheumatol 2016；26：132-137. 

6.  Kasahara Y, et al.：Intestinal involvement in Behçet’s disease: review of 136 surgical cases in the Japanese literature. Dis Colon 

Rectum 1981；24：103-106.

7. Iida M, et al.：Postoperative recurrence in patients with intestinal Behçet’s disease. Dis Colon Rectum 1994；37：16-21.

8.  Baek SJ, et al.：Surgical Ttreatment and Outcomes in Patients With Intestinal Behçet Disease: Long-term Experience of a Single 

Large-Volume Center. Dis Colon Rectum 2015；58：575-581.

9.  Jung YS, et al.：Prognostic factors and long term clinical outcome for surgical patients with intestinal Behcet’s disease. Inflamm Bowel 

Dis 2011；17：1594-1602.

c  モニタリングと治療目標  

腸管型ベーチェット病の重症度はどのように判定するか？

推奨 8 症状，炎症反応および腸管潰瘍所見から総合的に判定することを提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.73    推奨度：B

解　説

現在，腸管型ベーチェット病自体の重症度判定基準は確立されていない．実際の重症度判定は，発熱や
腸管外病変などの全身症状の有無，腹部所見（腹痛の程度，炎症性腫瘤や反跳痛の有無），潰瘍の深さや腸
管合併症（出血，狭窄，瘻孔など）の有無，炎症反応（CRP，白血球数，血沈），貧血の程度などから総合的
に判断するのが望ましい1）．また，韓国のグループが提唱している新しい疾患活動性インデックス
（DAIBD）が重症度判定に有効であるとする報告がある．ただしDAIBDは十分にvalidationされてはいない．
DAIBDでは全身状態，発熱（38℃以上）の有無，腸管外所見，1週間以内の腹痛の程度，腹部腫瘤の有無
や圧痛の程度，腸管合併症（瘻孔，穿孔，膿瘍など）や 1週間以内の水様便の回数を点数化し，19点以下
が寛解期，20～ 39点が軽症，40～ 79点が中等症，75点以上が重症と定義している2）．内視鏡的重症度は，
DAIBDとの相関は弱いが（r＝ 0.434），腸管の潰瘍と噴火口様と称される深掘れ潰瘍の数は，DAIBDの重
症度の予測因子となりうる3, 4）．

 文　献
1. 久松理一：腸管ベーチェット病診療コンセンサス・ステートメント改訂案（2013年度版）.
2.  Cheon JH, et al.：Development, validation, and responsiveness of a novel disease activity index for intestinal Behcet’s disease. 

Inflamm Bowel Dis 2011；17：605-613.

3.  Lee HJ, et al.：Correlations between endoscopic and clinical disease activity indices in intestinal Behcet’s disease. World J 
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Gastroenterol 2012；18：5771-5778.

4. Skef W, et al.：Gastrointestinal Behçet’s disease: a review. World J Gastroenterol 2015；21：3801-3812.

腸管型ベーチェット病の疾患活動性はどのようにモニタリングするか？

推奨 9 CRPや潰瘍所見（数，大きさや深さ）の変化，粘膜治癒所見の有無を確認することを提案す
る．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.27    推奨度：C1

解　説

炎症反応（CRP）は，腸管炎症の程度，ベーチェット病の活動性を評価するバイオマーカーの 1つであ
る1）．また，内視鏡による潰瘍所見の変化，粘膜治癒所見は，腸管病変の疾患活動性の改善度を直接的に
評価することができる．そのほかに，疾患活動性をモニターする因子として疾患活動性インデックス
（DAIBD）を提唱する報告がある．DAIBDは，そのスコアの変化量を良好（≧ 20），やや良好（10～ 19），
変化なし（－ 9～ 10），やや悪化（－ 14～－ 11），悪化（≦－ 15）と点数評価することにより，疾患活動性
変化の経時的モニターにも有効であるとの報告がある2）．ただし，DAIBDは十分に validationされてはい
ない．基礎研究では soluble triggering receptor expressed on myeloid cells（sTREM）-1が DAIBD（r＝ 0.762）や
CRP（r＝ 0.383）と相関を示したとする報告がある3）．

 文　献
1. Skef W, et al.：Gastrointestinal Behçet’s disease: a review. World J Gastroenterol 2015；21：3801-3812.

2.  Cheon JH, et al.：Development, validation, and responsiveness of a novel disease activity index for intestinal Behçet’s disease. 

Inflamm Bowel Dis 2011；17：605-613.

3.  Jung YS, et al.：Expression of a soluble triggering receptor expressed on myeloid cells-1（sTREM-1） correlates with clinical disease 

activity in intestinal Behcet’s disease. Inflamm Bowel Dis 2011；17：2130-2137.

腸管型ベーチェット病の治療目標として血清CRP陰性化を目指すべきか？

推奨 10 腸管型ベーチェット病の治療において，血清CRP陰性化を目指すことを提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.73    推奨度：B

解　説

現時点で，CRPの陰性化を目指すことが腸管型ベーチェット病の予後（再燃率や手術率など）を改善す
ることを証明した前向き研究はない．しかしながら，後ろ向き研究では術後患者において，CRP高値群
（≧ 4.4 mg/dL）では CRP低値群（＜ 4.4 mg/dL）と比較しての再発率が高いことが報告されている1）．アダリ
ムマブの国内臨床試験において血清 CRPは粘膜治癒が得られた症例でより低値を示した2）．特殊型ベー
チェット病を対象に行われたインフリキシマブの国内臨床試験において臨床症状の改善に伴い CRPは減
少した3）．プレドニゾロンとエタネルセプトの有効性を比較した臨床研究報告においても有効性指標とし
て CRPが用いられている4）．エキスパートによるコンセンサス・ステートメントにおいて血清 CRPの陰
性化は臨床現場での治療目標になりうると判断されている5）．ただし，CRP陰性化が予後を改善したとい
う前向きな検証報告はない．また，CRPが陰性化しても内視鏡的に活動性潰瘍病変が残存している症例
もある．

 文　献
1.  Jung YS, et al.：Prognostic factors and long-term clinical outcomes for surgical patients with intestinal Behcet’s disease. Inflamm 

Bowel Dis 2011；17：1594-1602.

2.  Tanida S, et al.：Adalimumab for the treatment of Japanese patients with intestinal Behçet’s disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2015；
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13：940-948. 

3.  Hibi T, et al.：Infliximab therapy for intestinal, neurological, and vascular involvement in Behcet disease: Efficacy, safety, and 

pharmacokinetics in a multicenter, prospective, open-label, single-arm phase 3 study. Medicine（Baltimore） 2016；95：e3863. 

4.  Ma D, et al.：Etanercept in the treatment of intestinal Behcet’s disease. Cell Biochem Biophys 2014；69：735-739.

5.  Hisamatsu T, et al.：The 2nd edition of consensus statements for the diagnosis and management of intestinal Behçet’s disease: 

indication of anti-TNFα monoclonal antibodies. J Gastroenterol 2014；49：156-162.

腸管型ベーチェット病の治療目標として内視鏡的寛解（粘膜治癒）を目指すべきか？

推奨 11 臨床症状の消失や CRP値の正常化を達成した腸管型ベーチェット病患者が，さらなる治
療目標として内視鏡的寛解（粘膜治癒）を目指すことを提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.55    推奨度：B

解　説

腸管型ベーチェット病における寛解の定義は未確立であるが，臨床的症状の消失と CRP値の正常化が，
治療目標の第一段階となる．Choiらは，腸管型ベーチェット 43例を平均 73か月経過観察し，38％の症
例が治療開始 8週目で完全寛解導入され，それらの症例は非寛解導入例に比べ有意に手術率が低く（p＝
0.028），完全寛解導入例の消化管病変再燃率は 2年で 25％，5年で 49％であったと報告している1）．また，
CRP高値が予後不良因子とする報告も存在する2, 3）．しかし，臨床的寛解例でも内視鏡的には活動性病変
が残存することも多く，Leeらは内視鏡的活動性と DAIBDの相関性は弱い（r＝ 0.434）と報告し4），Yim

らは腸管型ベーチェット病患者 80例の検討で，臨床的寛解症例の 57％で内視鏡的活動性潰瘍を認めたと
している5）．
近年，TNF阻害薬治療効果の内視鏡的検討の報告が増えている6, 7）．わが国で施行された腸管型ベー
チェット 20例に対するアダリムマブ投与例の検討において，臨床的な著明改善率は投与 24週で 45％，
52週で 60％，内視鏡的粘膜治癒率は 24週で 45％，52週で 55％と報告されている8）．また，10例の既存
治療抵抗性の腸管型ベーチェットに対し，インフリキシマブとメトトレキサートを併用し，6か月で
50％，12か月で 90％の回盲部潰瘍性病変の消失を認めたとの報告も，わが国から出されている9）．
内視鏡的寛解（粘膜治癒）例のほうが，臨床的寛解で内視鏡的に活動性病変が残存する症例よりも良好な

予後が期待できることは予想されるが，臨床的寛解導入された後に，より高い治療目標として内視鏡的粘
膜治癒を目指すかどうかは，個々の症例の臨床経過からみた粘膜治癒の必要性，臨床的背景からみた治療
強化による有害事象のリスクなどを総合的に検討して決める．

 文　献
1. Choi IJ, et al.：Long-term clinical course and prognostic factors in intestinal Behçet’s disease. Dis Colon Rectum 2000；43：692-700.

2.  Jung YS, et al.：Prognostic factors and long-term clinical outcomes for surgical patients with intestinal Behcet’s disease. Inflamm 

Bowel Dis 2011；17：1594-1602.

3.  Cheon JH, et al.：An update on the diagnosis, treatment, and prognosis of intestinal Behçet’s disease. Curr Opin Rheumatol 2015；
27：24-31.

4.  Lee HJ, et al.：Correlations between endoscopic and clinical disease activity indices in intestinal Behcet’s disease. World J 

Gastroenterol 2012；18：5771-5778.

5. Yim SM, et al.：Mucosal healing predicts the long-term prognosis of intestinal Behçet’s disease. Dig Dis Sci 2014；59：2529-2935.

6.  Maruyama Y, et al.：A case of intestinal Behçet’s disease treated with infliximab monotherapy who successfully maintained clinical 

remission and complete mucosal healing for six years. Intern Med 2012；51：2125-2129.

7.  Naganuma M, et al.：Efficacy of infliximab for induction and maintenance of remission in intestinal Behçet’s disease. Inflamm Bowel 

Dis 2008；14：1259-1264.

8.  Tanida S, et al.：Adalimumab for the treatment of Japanese patients with intestinal Behçet’s disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2015；
13：940-948.

9.  Iwata S, et al.：Efficacy of combination therapy of anti-TNF-α antibody infliximab and methotrexate in refractory entero-Behçet’s 

disease. Mod Rheumatol 2011；21：184-191.
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d  治療（内科的治療）・総論  

腸管型ベーチェット病の寛解導入療法はどのようなものがあるか？

推奨 12 軽～中等症例には 5-アミノサリチル酸（5-ASA）製剤，サラゾスルファピリジン，中等症～
重症例には副腎皮質ステロイド，TNF阻害薬，栄養療法，難治例には外科手術による寛解
導入法があり，これらの治療法を考慮することを推奨する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：4.83    推奨度：A

解　説

腹痛，下痢，下血などの消化器症状，および全身症状の弱い軽～中等症例では，5-ASA，サラゾスルファ
ピリジン（SASP）が寛解導入に有効な場合がある1, 2）．
腸管病変が中等症以上の活動性の場合や，他治療による寛解導入が効果不十分な場合，全身症状が強い
場合は，寛解導入療法として副腎皮質ステロイドの投与を考慮する3, 4）．
副腎皮質ステロイドが無効な場合，あるいは副腎皮質ステロイド投与を回避する治療として，TNF阻
害薬投与を考慮する5～9）．
経験的にコルヒチンが使用されることもあるが十分なエビデンスはない．
成分栄養剤を用いた経腸栄養療法は，寛解導入に有効な場合がある10）．薬物療法抵抗例や，狭窄など腸
管障害の強い例で適応となる．
報告は少ないがカルシニューリン阻害薬（経口タクロリムス）が有効であったとする報告もある11）．
内科治療に抵抗性を示す難治例，瘻孔形成例には，外科治療による寛解導入の適応を考慮する．

 文　献
1.  Jung YS, et al.：Long-term clinical outcomes and factors predictive of relapse after 5-aminosalicylate or sulfasalazine therapy in 

patients with intestinal Behcet disease. J Clin Gastroenterol 2012；46：e38-45.

2.  Ikezawa K, et al.：A case of Behçet’s syndrome with esophageal involvement treated with salicylazosulfapyridine and prednisolone. 

Endoscopy 1998；30：S52-53. 

3.  Park JJ, et al.：Long-term clinical outcomes after the first course of corticosteroid therapy in patients with moderate to severe intestinal 

Behget’s disease. Gastroenterology 2010；138：S698-S699.

4.  Toda K, et al.：Therapeutic effect of intraarterial prednisolone injection in severe intestinal Behçet’s disease. J Gastroenterol 2002；
37：844-848. 

5.  Hibi T, et al.：Infliximab therapy for intestinal, neurological, and vascular involvement in Behcet disease: Efficacy, safety, and 

pharmacokinetics in a multicenter prospective, open-label, single-arm phase 3 study. Medicine（Baltimore） 2016；95：e3863.

6.  Naganuma M, et al.：Efficacy of infliximab for induction and maintenance of remission in intestinal Behçet's disease. Inflamm Bowel 

Dis 2008；14：1259-1264.

7.  Kinoshita H, et al.：Efficacy of infliximab in patients with intestinal Behçet’s disease refractory to conventional medication. Intern 

Med 2013；52：1855-1862. 

8.  Lee JH, et al.：Efficacy of infliximab in intestinal Behçet’s disease: a Korean multicenter retrospective study. Inflamm Bowel Dis 

2013；19：1833-1838. 

9.  Tanida S, et al.：Adalimumab for the treatment of Japanese patients with intestinal Behcet’s disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2015；
13：940-948.

10. 小林清典，他：腸型ベーチェット病に対する栄養療法の臨床的研究.  日本大腸肛門病学会誌 1989：42；1265-1271.

11. Matsumura K, et al.：Efficacy of oral tacrolimus on intestinal Behcet’s disease. Inflamm Bowel Dis 2010；16：188-189.
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腸管型ベーチェット病の寛解維持療法はどのようなものがあるか？

推奨 13 5-アミノサリチル酸（5-ASA）製剤，チオプリン製剤，TNF阻害薬，栄養療法などの寛解
維持療法があり，これらの治療法を考慮することを推奨する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：4.83    推奨度：A

解　説

寛解導入療法により症状が軽快した場合，腸管病変への維持療法として 5-ASA製剤を使用してよい1）．
副腎皮質ステロイドや TNF阻害薬による治療に抵抗する場合，副腎皮質ステロイドを漸減中に症状が

再燃する場合は，寛解維持療法として免疫調節薬（チオプリン製剤，メトトレキサート）を考慮する2～4）．
経験的にコルヒチンが使われることがあるが十分なエビデンスはない．
完全静脈栄養療法や絶食にて症状の改善が得られた例では，経腸栄養療法への移行を考慮してもよい5）．
TNF阻害薬有効例についてはその後維持投与へ移行する6～9）．

 文　献
1.  Jung YS, et al.：Long-term clinical outcomes and factors predictive of relapse after 5-aminosalicylate or sulfasalazine therapy in 

patients with intestinal Behcet disease. J Clin Gastroenterol 2012；46：e38-45.

2.  Park MS et al.：Leukopenia predicts remission in patients with inflammatory bowel disease and Behcet’s disease on thiopurine 

maintenance. Dig Dis Sci 2015；60：195-204.

3.  Jung YS, et al.：Clinical outcomes and prognostic factors for thiopurine maintenance therapy in patients with intestinal Behcet’s 

disease. Inflamm Bowel Dis 2012；18：750-757.

4.  Iwata S, et al.：Efficacy of combination therapy of anti-TNF-α antibody infliximab and methotrexate in refractory entero-Behç et’s 

disease. Mod Rheumatol 2011；21：184-191.

5. 小林清典，他：腸型ベーチェット病に対する栄養療法の臨床的研究.  日本大腸肛門病学会誌 1989：42；1265-1271.

6.  Naganuma M, et al.：Efficacy of infliximab for induction and maintenance of remission in intestinal Behçet’s disease. Inflamm Bowel 

Dis 2008；14：1259-1264. 

7.  Lee JH, et al.：Remission of intestinal Behçet’s disease treated with anti-tumor necrosis factor alpha monoclonal antibody（Infliximab）. 
Korean J Intern Med 2007；22：24-27.

8.  Tanida S, et al.：Adalimumab for the treatment of Japanese patients with intestinal Behçet’s disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2015；
13：940-948.

9.  Ariyachaipanich A, et al.：Intestinal Behçet’s disease: maintenance of remission with adalimumab monotherapy. Inflamm Bowel Dis 

2009；15：1769-1771.

e  治療（内科的治療）・各論  

5-アミノサリチル酸（5-ASA）製剤は腸管型ベーチェット病に対して有効か？

推奨 14 腸管型ベーチェット病の寛解導入や寛解維持に 5-アミノサリチル酸（5-ASA）製剤は有効で
あり投与することを提案する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：4.73    推奨度：B

解　説

腸管型ベーチェット病の寛解導入や寛解維持における 5-ASA製剤の有効性については，十分なエビデ
ンスを有する報告はみられない．なお，韓国の単施設での症例集積研究では，臨床的寛解導入や寛解維持
に 5-ASA製剤が有効であることが報告1）されている．わが国においては，有効例の症例報告がみられるの
みである．2012年に厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究 原因不明小腸潰瘍症の実態把握，疾患
概念，疫学，治療体系の確立に関する研究班（日比班）において作成され，2013年に一部が改訂された「腸
管ベーチェット病診療コンセンサス・ステートメント改訂案」2）では，5-ASA製剤は腸管型ベーチェット
病の標準治療の 1つとして位置づけられている．軽～中等症の寛解導入に 5-ASA製剤が有効な場合があ
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ること，臨床的寛解に導入された患者では，維持療法として 5-ASA製剤やコルヒチンを使用してもよく，
5-ASA製剤の至適投与量はメサラジンが 2.25～ 3 g/日，サラゾスルファピリジンが 3～ 4 g/日であること
が記載されている．なお，5-ASA製剤についてのステートメントは，専門医によるコンセンサスに基づ
いて作成されたものである．5-ASA製剤は比較的安全性の高い薬剤で維持療法にも向いているが，有効
例の頻度や特徴，腸管病変に対する治療効果などは明らかではない．

 文　献
1.  Jung YS, et al.：Long-term clinical outcomes and factors predictive of relapse after 5-aminosalicylate or sulfasalazine therapy in 

patients with intestinal Behcet disease. J Clin Gastroenterol 2012；46：e38-45.  

2.  Hisamatsu T, et al.：The 2nd edition of consensus statements for the diagnosis and management of intestinal Behçet’s disease: 

indication of anti-TNFα monoclonal antibodies. J Gastroenterol 2014；49：156-162.

副腎皮質ステロイドは腸管型ベーチェット病に対して有効か？

推奨 15 中等症以上の活動性を有する，あるいは他の寛解導入療法の効果が不十分な腸管型ベー
チェット病に対する寛解導入療法として副腎皮質ステロイドは有効であり投与することを
推奨する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.73    推奨度：B

解　説

これは蓄積した実臨床での経験に基づいたものであるが，一方で副腎皮質ステロイドの有効率に関して
高いエビデンスレベルを有する文献的データは乏しい．また，長期投与や他の免疫調節薬との併用による
有害事象に注意を要する必要がある．
副腎皮質ステロイドは，中等症以上の活動性や他治療による寛解導入が効果不十分な腸管型ベーチェッ
ト病の寛解導入療法として用いられる1～3）．0.5～ 1.0 mg/kgのプレドニゾロンを 1～ 2週間投与し，週 5 

mgを目安に減量するとわが国のコンセンサスステートメントで述べられている4～6）．また，入院を要する
重症例では，プレドニゾロンの経静脈投与やメチルプレドニゾロン 1 gの 3日間投与による副腎皮質ステ
ロイドパルス療法も検討する7, 8）．高用量副腎皮質ステロイドの投与前には結核や B型肝炎など，TNF阻
害薬投与前と同様のスクリーニング検査が必要である．こうした副腎皮質ステロイドによる寛解導入の有
効率は，寛解が 46％，有効が 43％，無効が 11％との後ろ向き研究による報告もあるが9），多数例の前向
き研究によるデータは存在しない．この後ろ向き研究では，1年後に寛解導入例の 35.2％が副腎皮質ステ
ロイド依存に陥り，7.4％の症例で手術が施行されていたとしている．
難治例の対処として，副腎皮質ステロイド抵抗例は TNF阻害薬，副腎皮質ステロイド依存例は免疫調

節薬の投与を検討する．副腎皮質ステロイド長期投与による眼，骨，副腎などの副作用は回避しなければ
ならないが，副腎皮質ステロイド減量中に再燃する例も比較的多く，緩徐な減量を行わざるをえない症例
も存在する．また，高用量副腎皮質ステロイドや他の免疫調節薬との併用は，日和見感染のリスクを高め
るため，ST合剤の併用を検討する．

 文　献
1.  Cheon JH, et al.：An update on the diagnosis, treatment, and prognosis of intestinal Behçet’s disease. Curr Opin Rheumatol 2015；

27：24-31.

2. Skef W, et al.：Gastrointestinal Behçet’s disease: a review. World J Gastroenterol 2015；21：3801-3812.

3. Hisamatsu T, et al.：Diagnosis and management of intestinal Behçet’s disease. Clin J Gastroenterol 2014；7：205-212.

4. Sakane T, et al.：Behçet’s disease. N Engl J Med 1999；341：1284-1291.

5.  Kobayashi K, et al.：Development of consensus statements for the diagnosis and management of intestinal Behçet’s disease using a 

modified Delphi approach. J Gastroenterol 2007；42：737-745.

6.  Hisamatsu T, et al.：The 2nd edition of consensus statements for the diagnosis and management of intestinal Behçet’s disease: 

indication of anti-TNFα monoclonal antibodies. J Gastroenterol 2014；49：156-162.

7.  Grigg EL, et al.：Mimicry and deception in inflammatory bowel disease and intestinal behçet disease. Gastroenterol Hepatol （NY） 
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2012；8：103-112.

8. Saleh Z, et al.：Update on the therapy of Behçet disease. Ther Adv Chronic Dis 2014；5：112-134.

9.  Park JJ, et al.：Long-term clinical outcomes after the first course of corticosteroid therapy in patients with moderate to severe intestinal 

Behget’s disease. Gastroenterology 2010；138：S698-S699.

免疫調節薬（チオプリン製剤，メトトレキサート）は腸管型ベーチェット病に対して有効
か？

推奨16-1 副腎皮質ステロイド依存例，抵抗例および TNF阻害薬無効例に対してはチオプリン製剤
を投与することを推奨する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.45    推奨度：C1

推奨16-2 腸管切除後の再発予防にチオプリン製剤の投与を提案する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.36    推奨度：C1

推奨16-3 メトトレキサート単独での効果は不明であり，単独で使用しないことを提案する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：4.82    推奨度：A

解　説

副腎皮質ステロイド依存例や抵抗例，また，TNF阻害薬治療の無効例では，チオプリン製剤の投与が
考慮される1）．その寛解維持効果について，前向き研究での検討はないが，Jungらは，単一施設での後ろ
向き研究にて，初回のチオプリン製剤投与の後に，寛解維持投与が行われた 39人の検討を行い，1，2，3，
5年でのそれぞれの再発率を 5.8％，28.7％，43.7％および 51.7％と報告している2）．同時に，多変量解析
による独立した再燃リスク因子として，「診断時 25歳未満」および「Hb＜ 11 g/dL」と報告している．Park

らは腸管型ベーチェット病患者 83名を含む IBD患者について，後ろ向きに検討し，白血球数減少（4,000 /

μ L）群は非減少群と比較して，すべての疾患（潰瘍性大腸炎，クローン病，腸管型ベーチェット病）にお
いて，有為に非再燃率が低かったと報告している3）．Choiらは，43人の腸管型ベーチェット病のうち，腸
管切除が施行された 40人の再手術を後ろ向きに検討し，アザチオプリン投与群では非投与群と比較して
再手術率が少なかったと報告している4）．一方，Leeらは単一施設にて腸管切除が施行された腸管型ベー
チェット病患者 77名を後ろ向きに検討し，術後，チオプリン製剤内服を行った患者は，5-ASA内服を行っ
た患者と比較して，再燃率が低かった（p＝ 0.050）（HR 0.636；95％ CI 0.130-1.016，p＝ 0.053）が，再手
術率などには差がなかったと報告している5）．
メトトレキサートについては，Iwataらは，インフリキシマブとの併用治療を行った 10例について検討

し，1年後には 9例の患者で潰瘍性病変が消失したと報告している6）．

 文　献
1.  Hisamatsu T, et al.：The 2nd edition of consensus statements for the diagnosis and management of intestinal Behçet’s disease: 

indication of anti-TNFα monoclonal antibodies. J Gastroenterol 2014；49：156-162.

2.  Jung YS, et al.：Clinical outcomes and prognostic factors for thiopurine maintenance therapy in patients with intestinal Behcet’s 

disease. Inflamm Bowel Dis 2012；18：750-757.

3.  Park MS, et al.：Leukopenia predicts remission in patients with inflammatory bowel disease and Behcet’s disease on thiopurine 

maintenance. Dig Dis Sci 2015；60：195-204.

4. Choi IJ, et al.：Long-term clinical course and prognostic factors in intestinal Behçet’s disease. Dis Colon Rectum 2000；43：692-700.

5. Lee HW, et al.：Postoperative Effects of Thiopurines in Patients with Intestinal Behçet’s Disease. Dig Dis Sci 2015；60：3721-3727.

6.  Iwata S, et al.：Efficacy of combination therapy of anti-TNF-α antibody infliximab and methotrexate in refractory entero-Behç et’s 

disease. Mod Rheumatol 2011；21：184-191.
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アザチオプリン，6-メルカプトプリンの副作用リスク予測に遺伝子検査は有用か？

推奨17-1 アザチオプリン，6-メルカプトプリン内服開始後早期に発症する重篤な脱毛と骨髄抑制・
白血球減少の予測にNUDT15 R139C の遺伝子多型検査は有用であり行うことを推奨する
(図 1)．

 エビデンスレベル： 3    同意度：5.00    推奨度：A

推奨17-2 NUDT15 R139C がリスクホモ（T/T）の場合には，アザチオプリンおよび 6-メルカプトプ
リンを投与しないことを推奨する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：5.00    推奨度：A

解　説

アザチオプリン，6-メルカプトプリンの副作用には，主として用量非依存性の副作用（発熱，発疹，関
節痛，筋肉痛，膵炎，消化器症状など）と，用量依存性の副作用（肝障害，遅発性の脱毛や骨髄抑制，一部
の悪心・嘔吐）などがある．
これらに加え，投与量が少なくても急性に発症する投与開始初期（＜ 8週）の重篤な脱毛と骨髄抑制につ
いては，わが国を含む東アジアでは約 1％の頻度で起きるとされ長年の課題であった．近年になり
NUDT15（nudix hydrolase 15） R139Cの多型と強い相関があることが報告され，特にリスクホモ（T/T）の場
合は全脱毛と重症の骨髄抑制がほぼ必発であることがわかった1～3）．腸管型ベーチェット病患者 60人を含
んだ 2,630人の炎症性腸疾患患者におけるわが国の多施設共同大規模研究で，R139Cの多型を同定するこ
とが急性脱毛と骨髄抑制の予測に有用であることが示されたが，遅発性の骨髄抑制との相関は必ずしも強
くなかった．欧米の報告と異なり TPMT（thiopurine S-methyltransferase）などのその他の遺伝子は，これら
の副作用（急性・遅発性とも）と相関しないことも示された4）．

NUDT15 R139Cは消化器症状とも弱い相関が報告されているが4），臨床的には急性期の脱毛・骨髄抑制
以外の副作用の予測には有用とはいえない．また，最近ではアザチオプリンによる膵炎の発症に HLA-

DQA1と HLA-DRB1が相関しているとする報告もされたが，日本人のデータはなく，また寄与も大きく
ないことから予測に有用とはいえない5）．

図 1　NUDT15 遺伝子多型検査に基づくチオプリン製剤の適応

 文　献
1.  Yang SK, et al.：A common missense variant in NUDT15 confers susceptibility to thiopurine-induced leukopenia. Nat Genet 2014；

46：1017-1020.

2.  Kakuta Y, et al.：NUDT15 R139C causes thiopurine-induced early severe hair loss and leukopenia in Japanese patients with IBD. 
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（T/T）
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Pharmacogenomics J 2016；16：280-285. 

3.  Asada A, et al.：NUDT15 R139C-related thiopurine leukocytopenia is mediated by 6-thioguanine nucleotide-independent mechanism 

in Japanese patients with inflammatory bowel disease. J Gastroenterol 2016；51：22-29. 

4.  Kakuta Y, et al.：NUDT15 codon 139 is the best pharmacogenetic marker for predicting thiopurine-induced severe adverse events in 

Japanese patients with inflammatory bowel disease: a multicenter study. J Gastroenterol 2018；53： 1065-1078.

5.  Wilson A, et al.：HLA-DQA1-HLA-DRB1 polymorphism is a major predictor of azathioprine-induced pancreatitis in patients with 

inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther 2018；47：615-620.

経腸栄養療法は腸管型ベーチェット病に対して有効か？

推奨 18 薬物療法でコントロールが困難な腸管型ベーチェット病に対して併用療法として経腸栄養
療法は有効であり行うことを提案する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：4.73    推奨度：B

解　説

腸管型ベーチェット病に対する経腸栄養療法の有効性については，十分なエビデンスを有する報告はみ
られない．なお，わが国での少数例のケーススタディでは，経腸栄養療法が腸管型ベーチェット病に合併
する腸潰瘍の改善に有効であることが報告1）されている．2012年に厚生労働科学研究費補助金特定疾患対
策研究 原因不明小腸潰瘍症の実態把握，疾患概念，疫学，治療体系の確立に関する研究班（日比班）にお
いて作成され，2013年に一部が改訂された「腸管ベーチェット病診療コンセンサス・ステートメント改訂
案」2）では，成分栄養剤を用いた経腸栄養療法は，腸管型ベーチェット病の標準治療の 1つとして位置づ
けられている．ステートメントとして，成分栄養剤を用いた経腸栄養療法は寛解導入に有効な場合がある
こと，特に薬物療法抵抗例や重症度の高い例，狭窄など消化管障害の強い例で適応となること，経腸栄養
療法を行う際には，患者の受容性や QOLに配慮する必要があることが記載されている．また，術後再発
予防に有効な治療法は確立されていないが，経腸栄養療法を考慮してもよいことが記載されている．これ
らの経腸栄養療法についてのステートメントは，専門医によるコンセンサスにより作成されたもので，文
献的エビデンスに基づくものではない．経腸栄養療法は薬物療法と比較して安全性の高い治療法である
が，有効例の頻度や特徴，長期での維持効果などは明らかではない．

 文　献
1. 小林清典，他：腸型ベーチェット病に対する栄養療法の臨床的研究.  日本大腸肛門病学会誌 1989；42：1265-1271.

2.  Hisamatsu T, et al.：The 2nd edition of consensus statements for the diagnosis and management of intestinal Behçet’s disease: 

indication of anti-TNFα monoclonal antibodies. J Gastroenterol 2014；49：156-162.

禁食下の中心静脈栄養は腸管型ベーチェット病に対して有効か？

推奨 19 有効性は明らかではないが，重症度の高い病変の治療時に限定して行うことを推奨する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：4.64    推奨度：B

解　説

ただし，中心静脈栄養自体の腸管型ベーチェット病に対する有効性は明らかではない．筋層の露出した
巨大潰瘍，内瘻，高度狭窄，出血，穿孔の危険性があるものなど重症度の高い病変の治療では禁食，中心
静脈栄養とともに他の薬物療法が必要となる1）．一般的な適応と同様に感染，血栓症に留意する必要があ
る．特に長期間の中心静脈カテーテル留置に伴う血流感染や血栓症は脱水や副腎皮質ステロイド使用によ
り，リスクが増加するため注意が必要である2）．

CQ18
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 文　献
1.  Hisamatsu T, et al.：The 2nd edition of consensus statements for the diagnosis and management of intestinal Behçet’s disease: 

indication of anti-TNFa monoclonal antibodies. J Gastroenterol 2014；49：156-162.

2.  Samama MM, et al.：Quantification of risk factors for venous thromboembolism: a preliminary study for the development of a risk 

assessment tool. Haematologica 2003；88：1410-1121.

コルヒチンは腸管型ベーチェット病に対して有効か？

推奨 20 腸管型ベーチェット病に対する効果は不明であり，腸管潰瘍病変に対しての単独使用は行
わないことを推奨する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：4.55    推奨度：B

解　説

腸管型ベーチェット病におけるコルヒチンの効果の検討はきわめて限られているため，有効性は不明で
ある．使用する際には，下痢，腹痛などの副作用に注意が必要である．腸管外の症状に対しての使用は制
限されない．

TNF阻害薬は腸管型ベーチェット病に対して有効か？

推奨 21 既存治療に抵抗性を示す活動性腸管型ベーチェット病（完全型，不全型，疑い）に対して，
TNF阻害薬は有効であり，投与することを推奨する．

 エビデンスレベル： 2b    同意度：4.91    推奨度：A

解　説

腸管型ベーチェット病（完全型，不全型）に対して，TNF阻害薬は有効である1～4）．回盲部に長径 1 cm

以上の典型的潰瘍を伴い，日常生活に支障をきたす強い消化器症状を示す既存治療（副腎皮質ステロイド，
免疫調節薬）抵抗性腸管型ベーチェット病症例に対する，TNF阻害薬（アダリムマブおよびインフリキシ
マブ）の効果は，24～ 30週および 52週時の消化器症状，回盲部潰瘍がともに消失した完全寛解率はそれ
ぞれ 20.0～ 54.5％，20.0～ 60.0％であった1, 2）．

 文　献
1.  Tanida S, et al.：Adalimumab for the treatment of Japanese patients with intestinal Behçet’s disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2015；

13：940-948.

2.  Hibi T, et al.：Infliximab therapy for intestinal, neurological, and vascular involvement in Behcet disease: Efficacy, safety, and 

pharmacokinetics in a multicenter prospective, open-label, single-arm phase 3 study. Medicine（Baltimore） 2016；95：e3863.

3.  Vallet H, et al.：Efficacy of anti-TNF alpha in severe and/or refractory Behçet’s disease: Multicenter study of 124 patients. J 

Autoimmun 2015；62：67-74.

4.  Kinoshita H, et al.：Efficacy of infliximab in patients with intestinal Behcet’s disease refractory to conventional medication. Intern 

Med 2013；52：1855-1862.
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カルシニューリン阻害薬（シクロスポリン，タクロリムス）は腸管型ベーチェット病に対し
て有効か？

推奨 22 既存治療に抵抗性の腸管型ベーチェット病に対してタクロリムスが有効な場合があり，
投与することを提案する． 

 エビデンスレベル： 5    同意度：4.45    推奨度：C1

解　説

腸管型ベーチェット病におけるカルシニューリン阻害薬の効果に関する報告はきわめて限られている．
Mastumuraらは 5-ASA，副腎皮質ステロイド，シクロスポリン無効の腸管型ベーチェット病症例に対し，
タクロリムスの投与を行い，粘膜治癒を含めた効果を報告している1）．一方，カルシニューリン系薬剤は
神経型ベーチェット病合併症例には禁忌であり，その使用の際は，中枢神経症状の誘発に注意する必要が
ある．

 文　献
1. Matsumura K, et al.：Efficacy of oral tacrolimus on intestinal Behcet’s disease. Inflamm Bowel Dis 2010；16：188-189.

f  治療（外科的治療） 

腸管型ベーチェット病に対する外科的治療の適応は何か？

推奨23-1 穿孔，高度狭窄，膿瘍形成，大量出血では外科的治療を推奨する（絶対的手術適応）．

 エビデンスレベル： 4    同意度：5.00    推奨度：A

推奨23-2 内科的治療に抵抗性する難治例，瘻孔形成，これらによりQOLが著しく低下した例では
外科的治療を行うことを提案する（相対的手術適応）．

 エビデンスレベル： 4    同意度：5.00    推奨度：A

解　説

腸管型ベーチェット病の手術適応についてエビデンスのある報告はない．過去の手術例の報告では，上
記の病態に対して行われた手術例が多い1, 2）．穿孔，膿瘍形成，線維化した高度狭窄，保存的治療で改善
しない大量出血では生命の危険があり，手術適応は明らかである．一方，内科治療に抵抗性する難治例，
瘻孔形成は手術適応で，また，これらの病変によって QOLが低下した例では術後経過を含めた本症の予
後も考慮し，患者，内科医，外科医が相談し，手術の適否を判断する．
また，本症では急性虫垂炎や消化管穿孔などの診断で手術が行われ1），術中あるいは術後に診断される

症例も少なくない点にも留意が必要である．
本症では病変が多発する症例もあることから，合併症の原因となった病変腸管を含めた広範囲切除に
よって，術後再発率が低下するとの報告もあるものの3），小範囲切除でも再発が少ない報告もあり4），現
況では可及的な小範囲切除術でよいと考えられている4, 5）．

 文　献
1.  Naganuma M, et al.：Analysis of clinical course and long-term prognosis of surgical and nonsurgical patients with intestinal Behçet’s 

disease. Am J Gastroenterol 2000；95：2848-2851.

2.  Baek SJ, et al.：Surgical Treatment and Outcomes in Patients With Intestinal Behçet Disease: Long-term Experience of a Single Large-

Volume Center. Dis Colon Rectum 2015；58：575-581.

3. 馬場正三：腸型 Behcet病の臨床.  胃と腸 1979；14：885-892.
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4. Iida M, et al.：Postoperative recurrence in patients with intestinal Behçet’s disease. Dis Colon Rectum 1994；37：16-21.

5.  Kasahara Y, et al.：Intestinal involvement of Behçet’s disease: Review of 136 surgical cases in the Japanese literature. Dis Colon 

Rectum 1981；24：103-106.

腸管型ベーチェット病の術後はどのような経過を辿るか？

推奨 24 腸管型ベーチェット病の術後には比較的早期から再発する症例が多い．特に噴火口様と称
される深掘れ潰瘍や穿孔，瘻孔を合併した症例に多く，吻合部付近に再発することが多い．
このような症例では術後再発に十分注意することを提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.82    推奨度：A

解　説

腸管型ベーチェット病の術後は病変の再発が多いことが知られ，2年以内の比較的早期から起きる例が
多く1～3），再発率は累積 2年で 30～ 75％と高い1, 4）．これらの再発による再手術率も高く，累積再手術率
はいずれも韓国からの報告で，2年で 12.5％，5年で 22.2％4），あるいは 5年で 31％とされ3），複数回の手
術を要する症例も少なくない1, 2, 5）．
再発は噴火口様の深い潰瘍があった症例や4），穿孔や瘻孔を合併した症例4, 6, 7），術後に吻合部縫合不全
や腹腔内膿瘍，瘻孔形成などの合併症があった症例や術後副腎皮質ステロイド使用例に多く3），再発部位
は吻合部に多いことが報告されている5, 8）．したがって，このような症例では術後再発に十分注意するこ
とを推奨する．

 文　献
1.  Naganuma M, et al.：Analysis of clinical course and long-term prognosis of surgical and nonsurgical patients with intestinal Behçet’s 

disease. Am J Gastroenterol 2000；95：2848-2851.

2. Iida M, et al.：Postoperative recurrence in patients with intestinal Behçet’s disease. Dis Colon Rectum 1994；37：16-21.

3.  Baek SJ, et al.：Surgical Treatment and Outcomes in Patients With Intestinal Behçet Disease: Long-term Experience of a Single Large-

Volume Center. Dis Colon Rectum 2015；58：575-581.

4.  Jung YS, et al.：Prognostic factors and long-term clinical outcomes for surgical patients with intestinal Behcet’s disease. Inflamm 

Bowel Dis 2011；17：1594-1602. 

5.  Kasahara Y, et al.：Intestinal involvement of Behçet’s disease: Review of 136 surgical cases in the Japanese literature. Dis Colon 

Rectum 1981；24：103-106.

6. Choi IJ, et al.：Long-term clinical course and prognostic factors in intestinal Behcet’s disease. Dis Colon Rectum 2000；43：692-700.

7.  Hur H, et al.：Patterns of recurrence and prognosis in patients with intestinal Behcet’s disease who underwent a bowel resection. J 

Korean Soc Coloproctol 2008；24：166-174.

8. 馬場正三：腸型 Behcet病の臨床.  胃と腸 1979；14：885-892.

腸管型ベーチェット病の術後再発リスクを下げるために治療介入するべきか？

推奨 25 術後再発リスクを下げるために治療介入することを提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.91    推奨度：A

解　説

術後再発，再手術を低減するエビデンスを有した治療法はいまだ確立されていない．しかし，腸管型
ベーチェット病は再発率，再手術率が高い疾患であり，そのため特に再発リスクが高いと考えられる患者
では寛解維持療法に準じた内科的治療が行われることが多い．
治療薬には術前と同様の栄養療法，薬物療法が選択されるが，再発リスクと副作用に鑑みた治療選択が
必要である．
再発のリスクには，噴火口様と称される深掘れ潰瘍1, 2），瘻孔の手術例1），手術時 CRP高値（4.4 mg/dL

CQ24
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以上）2），病理学的に存在する穿孔2）が，再手術のリスクには，噴火口様と称される深掘れ潰瘍2），術後副
腎皮質ステロイド使用2, 3），術後合併症発症例4），体重増加が少ない例3）が後方視的な検討で報告されてい
る．術後再発率は 29.2％ /2年，47.2％ /5年，再手術率は 12.5％ /2年，22.2％ /5年との報告がある3）．術
後再発率はクローン病と変わりがない（クローン病 vs.ベーチェット病：66.5％ vs. 79.1％ /10年，p＝ 0.724）
との報告もあるが決して低い再発率ではない4）．すべての症例に術後治療が必要であるかは明らかではな
いが，少なくとも再発，再手術のリスクを有する症例では術後治療を行うべきと考えられる．
治療薬の選択にも十分なエビデンスを有する報告はない．5-ASAとチオプリン製剤の術後再発予防効
果を後方視的に検討した報告では5），再発がチオプリン製剤でやや低い傾向にあったものの（HR 0.636； 

95％ CI 0.130-1.016, p＝ 0.053），再手術，再入院，死亡率には差がなかった．このように現状では術後治
療の選択に明確な基準はないが再発，再手術リスクが高いと予測される場合には，副作用を考慮しつつ免
疫抑制療法を中心とした治療選択が必要である．

 文　献
1.  Hisamatsu T, et al.：The 2nd edition of consensus statements for the diagnosis and management of intestinal Behçet’s disease: 

indication of anti-TNFa monoclonal antibodies. J Gastroenterol 2014；49：156-162.

2.  Baek SJ, et al.：Surgical Treatment and Outcomes in Patients With Intestinal Behçet Disease: Long-term Experience of a Single Large-

Volume Center. Dis Colon Rectum 2015；58：575-581．
3.  Jung YS, et al.：Prognostic factors and long-term clinical outcomes for surgical patients with intestinal Behcet’s disease. Inflamm 

Bowel Dis 2011；17：1594-1602．
4.  Jung YS, et al.：Long-term clinical outcomes of Crohn’s disease and intestinal Behcet’s disease. Inflamm Bowel Dis 2013；19：99-

105．
5. Lee HW, et al.：Postoperative Effects of Thiopurines in Patients with Intestinal Behçet’s Disease. Dig Dis Sci 2015；60：3721-3727.

g  その他（小児例，トリソミー 8など） 

小児期発症の腸管型ベーチェット病の特徴は何か？

推奨26-1 小児期発症のベーチェット病では，成人に比べて腸管病変の合併率が高いことを考慮する
ことを提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.64    推奨度：B

推奨26-2 小児期発症の腸管型ベーチェット病では，狭窄や穿孔のために手術を要する症例が多いこ
とを考慮することを提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.55    推奨度：B

小児期発症の腸管型ベーチェット病の治療に関する注意点は何か？

推奨 27 腸管型ベーチェット病の小児患者の治療は成人に準ずるが，成長障害などを考慮して，副
腎皮質ステロイドの使用を最小限にすることを推奨する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：5.00    推奨度：A

解　説

1997年に行われた，わが国の小児ベーチェット病の全国調査では，31人のベーチェット病患者〔完全型
（3），不全型（24），疑い（4）〕のうち，51.6％に消化器症状もしくは消化器病変を認め，38.7％では画像診断
により潰瘍性病変が確認されていた1）．一方で，1991年に行われたベーチェット病の全国調査では，3,316

人のベーチェット病患者のうち腸管病変を認めたのは 15.5％であり2），わが国のベーチェット病患者では，

CQ26
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成人よりも小児において，腸管病変の合併が多いことが示されている．
また，わが国の腸管型ベーチェット病の小児患者 22人のレビューでは，口腔粘膜の再発性アフタ性潰
瘍を全員に，皮膚症状を72.7％に，外陰部潰瘍を72.7％に認めたが，眼症状の合併は22.7％にとどまった3）．
腸管型ベーチェット病では，成人と同様に小児でも，眼病変の合併が，ベーチェット病全体と比較して少
なかった．同報告では，54.5％の小児腸管型ベーチェット病患者が，狭窄や穿孔のための手術を要してい
た．欧米のケースシリーズや疫学研究における，小児と成人のベーチェット病の消化器症状の比較でも，
小児患者において，腹痛や下痢といった消化器症状が，成人患者よりも高率にみられることが報告されて
いるが4, 5, 6），内視鏡などの画像所見により腸管の潰瘍病変を評価したものはなく，腸管病変の合併率を示
すものではない．
腸管型ベーチェット病の小児患者の治療については症例報告とケースシリーズが主で，RCTや成人と
の治療比較についての報告はない．内科的治療としては，5-ASA，副腎皮質ステロイド，免疫調節薬，経
腸栄養療法，コルヒチンに加え，小児であっても TNF阻害薬7）やサリドマイド8）が効果を示した症例も報
告されている．また，小児期に骨髄移植や手術を要する症例もある9）．このように，小児においても成人
と同様の治療が行われるが，小児患者で優先される治療についての報告はない．しかしながら，成長期に
ある小児患者に対して，漫然と副腎皮質ステロイド薬を使い続けることのデメリットは認識されるべきで
ある．

 文　献
1. Fujikawa S, et al.：Behcet disease in children: a nationwide retrospective survey in Japan. Acta Pediatr Jpn 1997；39：285-289.

2.  Nishiyama M, et al.：A study of comparison between the nationwide epidemiological survey in 1991 and previous surveys on behçet’s 

disease in Japan. Environ Health Prev Med 1999；4：130-134.

3.  Tabata M, et al.：Intestinal Behçet’s disease: a case report and review of Japanese reports in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 

1999；29：447-481.

4.  Krause I, et al.：Childhood Behçet’s disease: clinical features and comparison with adult-onset disease. Rheumtology（Oxford） 1999；
38：457-462.

5.  Koné-Paut I, et al.：Consensus classification criteria for paediatric Behçet’s disease from a prospective observational cohort: PEDBD. 

Ann Rheum Dis 2016；75：958-964.

6. Koné-Paut I：Behçet’s disease in children, an overview. Pediatr Rheumatol Online J 2016；14：10.

7.  Iwama I, et al.：Anti-tumor necrosis factor monoclonal antibody therapy for intestinal Behçet disease in an adolescent. J Pediatr 

Gastroenterol Nutr 2011；53：686-688.

8.  Yasui K, et al.：Thalidomide for treatment of intestinal involvement of juvenile-onset Behçet disease. Inflamm Bowel Dis 2008；14：
396-400.

9. 山澤弘州，他：ステロイド療法中に大量下血をきたした腸管ベーチェットの 1男児例.  臨床小児医学 2000；48：61-64.

骨髄異形成症候群に合併する腸管型ベーチェット病の特徴は何か？

推奨28-1 骨髄異形成症候群，特にトリソミー 8に合併する腸管型ベーチェット病は難治性であるこ
とを考慮することを提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.82    推奨度：A

推奨28-2 骨髄異形成症候群に対する治療により腸管型ベーチェット病が改善する可能性があり，血
液内科と協議のうえで治療にあたることを提案する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：4.73    推奨度：B

解　説

骨髄異形成症候群（MDS）に合併するベーチェット病では，腸管病変を高率に合併することが知られて
いる1, 2）．MDSの約 10％では骨髄細胞の染色体検査でトリソミー 8を伴っており3），特にMDS合併のベー
チェット病ではトリソミー 8を 54～ 86％と高率に認めていたという報告がある2, 4, 5）．ただし，これらの

CQ28
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報告では，患者の症状やベーチェット病の診断基準，消化管病変の内視鏡所見などの情報に不明確なもの
が含まれ，腸管型ベーチェット病とトリソミー 8との関係性についてはさらなる知見の集積が望まれる．

MDSがベーチェット病に先行する症例もあれば，ベーチェット病の加療中にMDSが発症する症例も
ある5）．腸管型ベーチェット病で汎血球減少が出現した際には薬剤の影響とともにMDSを念頭におく必
要がある．

MDSを伴うベーチェット病患者において，hematopoietic stem cell transplantation（HSCT, 造血幹細胞移植） 
によりMDSのみならずベーチェット病も完全寛解に至ったとの報告が複数ある．Soysalらのシステマ
ティックレビューでは HSCTを受けた 20例中 6例がMDSを適応としていたが，そのうちの 4例が腸管
型ベーチェット病で，いずれも完全寛解に至った6）．
また，トリソミー 8 のMDS合併腸管型ベーチェット病は難治例が多いが，アダリムマブが，腸管病変
のみでなくMDSをも改善した症例や7），MDS治療薬であるアザシチジンが，腸管病変の治療に効果を示
した症例も報告されている8）．

 文　献
1.  Esatoglu SN, et al.：A reappraisal of the association between Behçet’s disease, myelodysplastic syndrome and the presence of the 

trisomy 8: a systematic literature review. Clin Exp Rheumatol 2015；33（Suppl 94）：S145-151.

2.  Ahn JK, et al.：Behcet’s disease associated with bone marrow failure in Korean patients: clinical characteristics and the association of 

intestinal ulceration and trisomy 8. Rheumatology（Oxford） 2008；47：1228-1230.

3. Riccardi VM：Trisomy 8: an international study of 70 patients. Birth Defects Orig Artic Ser 1977；13：171-184.

4.  Tada Y, et al. ：The association of Behçet’s disease with myelodysplastic syndrome in Japan: a review of the literature. Clin Exp 

Rheumatol 2006；24（Suppl 42）：S115-119.

5.  Kawabata H, et al.：Myelodysplastic syndrome complicated with inflammatory intestinal ulcers: significance of trisomy 8. Intern Med 

2006；45：1309-1314.  

6.  Soysal T, et al.：Bone marrow transplantation for Behçet’s disease: a case report and systematic review of the literature. Rheumatology

（Oxford） 2014；53：1136-1141.

7.  Kimura M, et al.：Usefulness of Adalimumab for Treating a Case of Intestinal Behçet’s Disease With Trisomy 8 Myelodysplastic 

Syndrome. Intest Res 2015；13：166-169.

8.  Tanaka H, et al.：Successful treatment by azacitidine therapy of intestinal Behçet’s disease associated with myelodysplastic syndrome. 

Int J Hematol 2013；97：520-524.
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 6  血管病変CQ

頻度の高い静脈病変にはどのようなものがあり，疑ったとき行うべき検査は何か？

推奨 1 下肢深部静脈血栓症が好発し，D-ダイマー，可溶性フィブリンが高値の場合には超音波検
査，造影CTなどの画像検査を行うことを提案する．

 同意度：4.67    推奨度：B

解　説

ベーチェット病の血栓形成リスクは健常者の 14倍との報告があり1），下肢深部静脈血栓症（deep vein 

thrombosis：DVT）が，男性，若年者に好発する2, 3）．発症後数年以内に DVTを生じることが多く，通常，
他の血管病変に先行する．大腿 /外腸骨静脈に多く血栓後症候群（post-thrombotic syndrome：PTS）として
慢性下肢 痛，下腿浮腫，うっ滞性皮膚炎や静脈性跛行を呈することがある．多発性・両側性病変を認め，
再発性や長期に血栓が存在する場合も多い．D-ダイマー，可溶性フィブリン（soluble fibrin：SF）が上昇し
ている場合には，超音波検査を行い腸骨・大腿静脈血栓の有無，下大静脈への血栓伸展の有無を検索する．
造影 CTを行えば，下肢 DVTだけでなく肺塞栓も検索可能である2, 3）．妊婦，造影剤アレルギーの症例は
MRIで評価を行う．表在血栓性静脈炎は血管病変発症のリスク因子になる．本研究班 105例の検討では，
複数病変を有する例が 46.7％，再発が 24.8％にみられた2）．上大静脈 /下大静脈症候群，バッド・キアリ
症候群，脳静脈洞血栓症などの重症型を呈することもある3）．肺血栓塞栓症はフランスで 9.7％や中国で
15.1％との報告がある4, 5）．ベーチェット病の下肢血栓は血管壁への癒着が強く，通常の DVTと異なり肺
塞栓を起こしにくいとする考えもあるが6），中枢型 DVT（大腿静脈より中枢）では造影 CTで肺血栓塞栓症
の有無を検索することを推奨する．

 文　献
1.  Ames PR, et al.：Thrombosis in Behçet’s disease: a retrospective survey from a single UK centre. Rheumatology（Oxford） 2001；40：

652-655.

2.  石ヶ坪良明，他：血管ベーチェット病の臨床像: ベーチェット病研究班内調査－全国疫学調査と自験例との比較.  厚生労
働省研究費補助金難治性疾患克服研究事業 ベーチェット病に関する調査研究 平成 23年度総括・分担研究報告書（研究代
表者；石ヶ坪良明）.  2012：76-82.

3.  Takeno M, et al.：Vascular involvement of Behçet’s disease. In：Ishigatsubo Y（eds）：Behçet’s Disease. Springer Japan, 2015：79-

100.

4.  Desbois AC, et al.：Immunosuppressants reduce venous thrombosis relapse in Behçet’s disease. Arthritis Rheum 2012；64：2753-

2760.

5. Wu X, et al.：Behçet’s disease complicated with thrombosis: a report of 93 Chinese cases. Medicine（Baltimore） 2014；93：e263.

6.  Seyahi E, et al.：Pulmonary artery involvement and associated lung disease in Behçet disease: a series of 47 patients. Medicine 

（Baltimore） 2012；91：35-48.

動脈病変にはどのようなものがあり，疑ったとき行うべき検査は何か？

推奨 2 炎症に起因する大動脈および末梢動脈の動脈瘤あるいは動脈閉塞があり，超音波検査，造
影CTなどの画像検査，ABI 検査（足関節上腕血圧比）を提案する．

 同意度：4.57    推奨度：B

解　説

大動脈および末梢動脈に，炎症に起因する動脈瘤あるいは閉塞病変が生じる1～3）．急性期には発熱，倦
怠感などの全身症状を伴う．罹患血管の支配領域に虚血症状が生じ，多彩な症状が出現しうるが，閉塞性
動脈病変は無症候性のこともある．

CQ 1

CQ 2

第 4章　ベーチェット病の診療ガイドライン　■ 血管病変CQ

ベ
ー
チ
ェ
ッ
ト
病
の
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
〔
診
断
・
治
療
の
ク
リ
ニ
カ
ル
ク
エ
ス
チ
ョ
ン（
Ｃ
Ｑ
）と
推
奨
文
，
推
奨
度
，
解
説
〕

第

4
章

127



動脈瘤の多くは嚢状の仮性動脈瘤であり，腹部大動脈をはじめ比較的大型の動脈および肺動脈に好発す
る．末梢動脈瘤は有痛性の拍動性腫瘤として体外から触れる場合もあり，診断につながるが，胸腔内 /腹
腔内病変は無症候性に増大し，致死的破裂に至る場合もある．
病歴，症状，身体所見，血液検査の炎症反応などからベーチェット病による動脈病変を疑った場合，超
音波検査，造影 CT，MRAなどの画像検査で病変部を確認する1, 2）．動脈閉塞では ABI検査（足関節上腕血
圧比）などを施行し，虚血の程度を評価する．FDG-PET/CT（保険適用外）を用いて，炎症性血管病変の局
在診断と活動性が評価できるという報告もある4）．
動脈穿刺による外傷性動脈瘤の誘発が報告されており，検査目的での動脈穿刺は避けるのが望ましい5）．

 文　献
1.  石ヶ坪良明，他：血管ベーチェット病の臨床像: ベーチェット病研究班内調査－全国疫学調査と自験例との比較.  厚生労

働省研究費補助金難治性疾患克服研究事業 ベーチェット病に関する調査研究 平成 23年度総括・分担研究報告書（研究代
表者；石ヶ坪良明）.  2012：76-82.

2.  Saadoun D, et al.：Long-term outcome of arterial lesions in Behçet disease: a series of 101 patients. Medicine（Baltimore） 2012；91：
18-24.　

3.  Tuzun H, et al.：Management and prognosis of nonpulmonary large arterial disease in patients with Behçet disease. J Vasc Surg 2012；
55：157-163.

4.  Soussan M, et al.：Management of large-vessel vasculitis with FDG-PET: a systematic literature review and meta-analysis. Medicine

（Baltimore） 2015；94：e622.

5.  Reus M, et al.：Treatment of a radial artery pseudoaneurysm with ultrasound-guided percutaneous thrombin injection in a patient with 

Behçet’s syndrome. J Clin Ultrasound 2003；31：440-444.

肺動脈病変の特徴とその診断に必要な検査は何か？

推奨 3 血管壁の炎症に基づく肺動脈瘤と肺血栓症および肺塞栓症があり，胸部造影CT，必要に
応じてMRI/MRAや血管造影などの画像検査の施行を提案する．

 同意度：4.64    推奨度：B

解　説

肺動脈病変には血管壁の炎症に基づく肺動脈瘤と肺血栓症および肺塞栓症があるが1～3），動脈瘤形成を
伴わない血栓と塞栓との臨床的鑑別は容易でない4）．下肢深部静脈血栓症（DVT）の合併頻度が高いため，
肺塞栓症として対応すべきとの意見や，ベーチェット病の血栓は血管壁への癒着が強く，塞栓を起こしに
くいので，肺血管局所で生じた血栓症とする意見もある2～5）．20～ 30歳代に好発し1, 3），喀血，咳，発熱，
胸痛，呼吸困難などを呈するが，無症状のこともある．肺動脈瘤はおもに肺動脈下行枝に生じ，多発性の
こともあり，予後不良で，ベーチェット病の主要死因の 1つである2）．国際間比較では日本の肺動脈瘤の
頻度は少なく3），研究班調査では血管型ベーチェット病 105例中肺動脈瘤 8例，肺血栓塞栓症 20例であっ
た1）．
診断は胸部造影 CTを行い，必要に応じてMRIや血管造影などの画像検査で追加する．大腿より近位

の下肢 DVTでは，肺塞栓症の有無を調べるため肺動脈を含めた造影 CTを推奨する．肺血管病変の随伴
病変として胸部 CTで結節・空洞病変，器質化肺炎，胸水などが検出され，閉塞性換気障害が認められる
ことがある2, 5）．また，血栓が主体で肺循環にも影響が及ぶため，慢性血栓塞栓性肺高血圧症（chronic 

thromboembolic pulmonary hypertension：CTEPH）との鑑別困難な場合は右心カテーテル検査が必要となる．

 文　献
1.  石ヶ坪良明，他：血管ベーチェット病の臨床像: ベーチェット病研究班内調査－全国疫学調査と自験例との比較.  厚生労

働省研究費補助金難治性疾患克服研究事業 ベーチェット病に関する調査研究 平成 23年度総括・分担研究報告書（研究代
表者；石ヶ坪良明）.  2012：76-82.

2.  Seyahi E, et al.：Pulmonary artery involvement and associated lung disease in Behçet disease: a series of 47 patients. Medicine

（Baltimore） 2012；91：35-48.
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3.  Celik S, et al.：Pulmonary artery aneurysms in Behçet’s syndrome: a review of the literature with emphasis on geographical 

differences. Clin Exp Rheumatol 2015；33（Suppl 94）：S54-59.

4. Wu X, et al.：Behçet’s disease complicated with thrombosis: a report of 93 Chinese cases. Medicine（Baltimore） 2014；93：e263.

5.  Bilgin G, et al.：Systemic and pulmonary screening of patients with Behçet’s disease during periodic follow-up. Respir Med 2013；
107：466-471.

心病変にはどのようなものがあり，疑ったとき行うべき検査は何か？

推奨 4 おもなものとして大動脈弁閉鎖不全症，心内血栓症，冠動脈血管炎などがあり，心電図，
経胸壁心臓超音波検査，冠動脈CTなどを施行することを提案する．

 同意度：4.71    推奨度：B

解　説

心病変はまれではあるが，男性例に多く，動静脈あるいは肺血管病変の併存が多い．上行大動脈瘤が大
動脈弁領域まで進展すると，弁輪拡大による大動脈弁閉鎖不全症をきたし，しばしば重症化する．このよ
うな症例は手術適応であるが（血管病変 CQ14，p.136参照），術後合併症も少なくない1, 2）．心内血栓症で
は病理学的に炎症細胞浸潤がみられ，心内膜炎の波及と考えられる3）．冠動脈血管炎による急性冠動脈症
候群（acute coronary syndrome：ACS）の報告はまれだが，心筋シンチグラフィーなどにより潜在的な冠動脈
病変が検出されるとする報告もある4）．動脈穿刺による外傷性動脈瘤の誘発が報告されており，治療目的
以外の心カテーテル検査の適応は慎重に検討すべきである5）．
また，心病変で最も多いのは心外膜炎とする文献もあるが，国内での頻度は不明である．これ以外に心
内膜炎，心筋線維症，心伝導障害などが報告されている6）．

 文　献
1.  Jeong DS, et al.：Long-term experience of surgical treatment for aortic regurgitation attributable to Behçet’s disease. Ann Thorac Surg 

2009；87：1775-1782.

2.  Ma WG, et al.：Aortic regurgitation caused by Behçet’s disease: surgical experience during an 11-year period. J Card Surg 2012；27：
39-44. 

3. Mogulkoc N, et al.：Intracardiac thrombus in Behçet’s disease: a systematic review. Chest 2000；118：479-487.

4. Güllü IH, et al.：Silent myocardial ischemia in Behçet’s disease. J Rheumatol 1996；23：323-327.

5.  Reus M, et al.：Treatment of a radial artery pseudoaneurysm with ultrasound-guided percutaneous thrombin injection in a patient with 

Behçet’s syndrome. J Clin Ultrasound 2003；31：440-444.

6.  Geri G, et al.：Spectrum of cardiac lesions in Behçet disease: a series of 52 patients and review of the literature. Medicine（Baltimore） 
2012；91：25-34.

静脈病変（血栓症）の原因としてベーチェット病と鑑別すべきリスク因子や疾患は何か？

推奨 5 おもなものとして血栓性素因，抗リン脂質抗体症候群，トルソー（Trousseau）症候群の血
栓症リスク因子の鑑別を提案する．

 同意度：4.60    推奨度：B

解　説

血管型ベーチェット病は，典型的には皮膚粘膜症状，眼症状などのベーチェット病が先行し，血管病変
が遅れて出現する場合が多く1～4），完全型，不全型，あるいは疑い例のベーチェット病の診断が他疾患と
の鑑別に最も重要である．研究班の解析1）では血管病変の出現時にはじめてベーチェット病の診断基準を
満たす症例が血管型の約 1/4を占める．また，血管病変が先行する症例も存在するため4），再発を繰り返
す深部静脈血栓症（DVT）や原因不明の上大静脈症候群では経過中にベーチェット病の他の主症状，副症状
が出現しないかを注意深く経過観察することも必要である．ベーチェット病の血栓形成リスクは健常者の

CQ 4

CQ 5
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14倍であるが，血栓症を認めた場合にはほかに血栓をきたすリスク因子や疾患がないかを鑑別すること
が必要である5）．血栓症の 3大要因として血流の停滞，血液凝固機能の亢進，血管内皮の障害がある．通
常の DVTは血流の停滞により生じることが多い6）．長期臥床，長距離旅行，肥満や妊娠などによる血流
停滞の要因がないかを調べる．ベーチェット病では血液凝固機能の亢進や，好中球の機能過剰や血管炎に
よる血管内皮細胞障害が DVTの原因になっていると考えられている7）．血液凝固機能亢進の鑑別として
わが国で頻度が高いプロテインC欠損症，プロテイン S欠損症，アンチトロンビン欠乏症による先天異常，
抗リン脂質抗体症候群，トルソー症候群が主要な鑑別疾患で，患者の状態によっては表 2にあげるよう
な血栓の原因を鑑別する．

表 2　ベーチェット病による血栓症の要因と鑑別診断

血栓症の
3大要因

ベーチェット病による血栓症の
病態に関与する要因＊ ベーチェット病以外の血栓症の原因（鑑別診断）

血流の停滞

赤血球凝集能の亢進
フィブリノゲンの増加
血液粘稠度の亢進
微小循環不全
静脈瘤や動脈瘤による血流の乱れ
静脈や動脈の閉塞

長期臥床（下肢麻痺，脊椎損傷，脳血管障害）
長距離旅行（エコノミークラス症候群）
肥満，妊娠
心不全

血液凝固機能の
亢進

トロンボモジュリンの低下
vonWillebrand 因子の増加
一酸化窒素の減少
第V因子 Leiden 変異＊＊

Protein C 欠損症の合併
Protein S 欠損症の合併
血小板凝集能の亢進

Protein C 欠損症
Protein S 欠損症
アンチトロンビン欠乏症
多血症
抗リン脂質抗体症候群
悪性腫瘍
薬剤（経口避妊薬，止血薬，副腎皮質ステロイド）

血管内皮の障害

血管炎
好中球の機能過剰による血管内皮
細胞障害
静脈瘤

手術，外傷
骨折
熱傷
各種カテーテル検査・処置

＊　  文献 6，7を元に作成
＊＊　日本人では報告がない

 文　献
1.  石ヶ坪良明，他：血管ベーチェット病の臨床像: ベーチェット病研究班内調査－全国疫学調査と自験例との比較.  厚生労

働省研究費補助金難治性疾患克服研究事業 ベーチェット病に関する調査研究 平成 23年度総括・分担研究報告書（研究代
表者；石ヶ坪良明）.  2012：76-82.

2.  Takeno M, et al. ：Vascular Involvement of Behçet’s disease. In：Ishigatsubo Y（eds）：Behçet’s Disease. Springer Japan, 2015：79-

100.

3.  Ideguchi H, et al. ：Characteristics of vascular involvement in Behçet’s disease in Japan: a retrospective cohort study. Clin Exp 

Rheumatol 2011；29（Suppl 67）：S47-53.

4.  Tascilar K, et al. ：Vascular involvement in Behçet’s syndrome: a retrospective analysis of associations and the time course. 

Rheumatology（Oxford） 2014；53：2018-2022.

5.  日本循環器学会，他：肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断，治療，予防に関するガイドライン（2017年改訂版）.  
2018：68-77.

6. 太田覚史，他：静脈血栓塞栓症の発症機序とリスク因子.  EBNursing 2007；7：278-282. 

7. La Regina M, et al.：Behçet’s Disease as a Model of Venous Thrombosis. Open Cardiovasc Med J 2010；23：71-77. 
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ベーチェット病の動脈病変と鑑別すべき疾患は何か？

推奨 6 高安動脈炎，巨細胞性動脈炎，感染性動脈瘤，慢性動脈周囲炎を含む IgG4 関連疾患，結
節性多発動脈炎，バージャー（Buerger）病，閉塞性動脈硬化症，動脈硬化性動脈瘤など大
型および中型動脈に病変を生じる疾患を鑑別することを提案する．

 同意度：4.50    推奨度：B

解　説

高安動脈炎，巨細胞性動脈炎，感染性動脈瘤，慢性動脈周囲炎を含む IgG4関連疾患，結節性多発動脈炎，
バージャー病および閉塞性動脈硬化症などを鑑別する必要がある．静脈病変と同様，臨床経過，随伴する
皮膚粘膜症状，眼症状などの血管外症状が鑑別の決め手になるが，動脈病変で初発するまれな例において
は上記を鑑別する必要がある．
血管病変は腸管病変と共存する頻度が有意に高い1）．高安動脈炎に潰瘍性大腸炎が合併することがしば
しばあり，皮膚粘膜症状，眼症状も類似することがあるので特殊型ベーチェット病との鑑別を要する．
ベーチェット病が HLA-B*51と関連するのに対し，高安動脈炎は HLA-B*52と関連するので，両者の鑑別
に HLAは参考所見となると考えられる2）．

 文　献
1.  Ideguchi H, et al.：Characteristics of vascular involvement in Behçet’s disease in Japan: a retrospective cohort study. Clin Exp 

Rheumatol 2011；29（Suppl 67）：S47-53.

2.  Terao C, et al.：Takayasu Arteritis and Ulcerative Colitis: High Rate of Co-Occurrence and Genetic Overlap. Arthritis Rheumatol 

2015；67：2226-2232.

ベーチェット病の肺動脈病変と鑑別すべき疾患は何か？

推奨 7 肺動脈瘤をきたす高安動脈炎，巨細胞性動脈炎，ヒューズ・ストーヴィン（Hughes-
Stovin）症候群を，腫瘤を形成し，喀血をきたしうる疾患として感染症（肺アスペルギルス
症，肺結核症），悪性腫瘍，気管支拡張症などを鑑別することを提案する．

 同意度：4.79    推奨度：B

解　説

肺動脈瘤は無症状で経過することもあるが，喀血，胸痛などの原因となる．皮膚粘膜症状，眼症状など
のベーチェット病が先行し，血管病変が遅れて出現することが多いが，20～ 30％は血管病変が出現する
までベーチェット病の診断が確定しない例，あるいは血管病変が先行し，経過中にベーチェット病の診断
に至る例がある．
肺動脈瘤の鑑別には巨細胞性動脈炎，高安動脈炎，また，頻度は低いがヒューズ・ストーヴィン症候群＊，
マルファン（Marfan）症候群，ロイス・ディーツ（Loeys-Dietz）症候群＊＊，エーラス・ダンロス（Ehlers-Danlos）
症候群などがある．また，免疫抑制療法施行中に出現した新規肺病変では感染症の鑑別診断が必要であり，
腫瘤を形成し，喀血の原因になるという観点からは悪性腫瘍も鑑別にあげられる1）．ベーチェット病患者
で突然の胸痛や呼吸困難を生じた場合には肺動脈瘤や肺血栓塞栓症以外に心筋 塞や解離性大動脈瘤，気
胸なども鑑別する．
＊  ヒューズ・ストーヴィン症候群はベーチェット病の皮膚粘膜・眼症状を欠きながらも，その血管病変と同様の炎症性の肺動

脈瘤と深部静脈血栓症（DVT）を主徴とする疾患で，べーチェット病の類縁病態と考えられている1, 2）．
＊＊ ロイス・ディーツ症候群は TGF-β受容体遺伝子変異が原因の常染色体優性遺伝の疾患で，マルファン症候群に類似してい

るが，より広範囲な動脈瘤や動脈解離形成の傾向がある3）．

CQ 6

CQ 7
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 文　献
1.  Seyahi E, et al.：Pulmonary artery involvement and associated lung disease in Behçet disease: a series of 47 patients. Medicine

（Baltimore） 2012；91：35-48.

2. Khalid U, et al.：Hughes-Stovin syndrome. Orphanet J Rare Dis 2011；6：15.

3. Loeys BL, et al.：Aneurysm syndromes caused by mutations in the TGF-beta receptor. N Engl J Med 2006；355： 788-798.

血管病変の活動性はどのように判定するか？

推奨 8 臨床症状，CRPなどの血液検査炎症所見や凝固線溶系検査所見，画像検査所見より総合的
に評価することを提案する．

 同意度：4.60    推奨度：B

解　説

血管病変の活動性は急性の臨床症状がどのように推移するか経過を追跡しつつ，CRP，血沈，白血球な
どの炎症所見や D-ダイマーなどの凝固線溶系検査所見，画像検査所見（超音波検査，造影 CT，MRA，
PET-CTなど）を加味して総合的に判断する．

Behçet’s Disease Current Activity Form 2006など，いくつかのベーチェット病全体の包括的活動性指標が
提唱されているが1），血管型ベーチェット病の急性期には他の特殊型と同様に局所病変の把握がより重要
である．

 文　献
1.   Bodur H, et al.：Quality of life and life satisfaction in patients with Behçet’s disease: relationship with disease activity. Clin Rheumatol 

2006；25：329-333.

ベーチェット病の深部静脈血栓症に免疫抑制療法は必要か？

推奨 9 炎症を伴う静脈血管病変に起因する急性期の深部静脈血栓症には副腎皮質ステロイドで治
療を開始し，重症例，効果不十分の場合，アザチオプリンなどの免疫抑制薬の併用を提案
する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.33    推奨度：C1

解　説

他の原因を除外し（血管病変 CQ6，p.131参照），ベーチェット病の炎症を伴う静脈血管病変に起因する
深部静脈血栓症（DVT）と診断した場合には，血管病変と血栓症の治療（血管病変 CQ14，p.136参照）の両
面を考慮する必要がある．後方視的検討で免疫抑制療法施行群は非施行群より血栓再発が抑制されること
も示されている1～3）．
文献上，急性期には副腎皮質ステロイド中等量（0.5 mg/kg）単独またはアザチオプリン（2 mg/kg）併用で
開始し，状態をみながら漸減するプロトコールなどがあり，他の免疫抑制薬としてメトトレキサート，シ
クロホスファミドなどが使用される1～3）．国内では副腎皮質ステロイド投与量，併用する免疫抑制薬，治
療継続期間についてのコンセンサスは形成されてない．効果不十分の場合，バッド・キアリ症候群，心内
血栓合併例などの重症例では副腎皮質ステロイドパルス療法（ステロイドパルス施行時にはヘパリンを併
用），シクロホスファミド間欠静注療法（intravenous cyclophosphamide：IVCY）4），さらに難治性の場合はイ
ンフリキシマブが試みられている（血管病変 CQ13，p.135参照）5）．なお，コルヒチンの血管病変に対する
効果に関するまとまった成績は示されていないが，国内では使用例も少なくなく，その使用を制限する根
拠はない．

CQ 8

CQ 9
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 文　献
1.  Hatemi G, et al.：2018 update of the EULAR recommendations for the management of Behçet’s syndrome. Ann Rheum Dis 2018；

77：808-818.

2.  Alibaz-Oner F, et al.：Behçet disease with vascular involvement: effects of different therapeutic regimens on the incidence of new 

relapses. Medicine（Baltimore） 2015；94：e494.

3.  Ahn JK, et al.：Treatment of venous thrombosis associated with Behcet’s disease: immunosuppressive therapy alone versus 

immunosuppressive therapy plus anticoagulation. Clin Rheumatol 2008；27：201-205.

4.  Seyahi E, et al.：An outcome survey of 43 patients with Budd-Chiari syndrome due to Behçet’s syndrome followed up at a single, 

dedicated center. Semin Arthritis Rheum 2015；44：602-609.

5.  Hibi T, et al.：Infliximab therapy for intestinal, neurological, and vascular involvement in Behçet disease： Efficacy, safety, and 

pharmacokinetics in a multicenter, prospective, open-label, single-arm phase 3 study. Medicine（Baltimore） 2016；95：e3863.

抗凝固療法は深部静脈血栓症に対して有効か？

推奨 10 出血リスクがなければ，抗凝固薬を使用することを提案する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：4.56    推奨度：C1

解　説

後方視的検討におけるベーチェット病深部静脈血栓症（DVT）に対するワルファリン使用率はわが国で
69.6％1），英国 89％2），フランス 98.6％3）で，いずれのコホート研究でも懸念された肺出血などの重篤な出
血合併症は報告されておらず，他の原因の DVTと同様に治療することを提案する．2018年改定 EULAR

推奨では抗凝固療法に DVTの再発予防効果はないとしながらも，出血リスクが高く，DVTを併発するこ
とが多い肺動脈瘤が除外できれば，難治例，脳静脈洞血栓症での使用に言及している4）．
未分画ヘパリン皮下注射・静脈注射あるいはフォンダパリンクス皮下注射後，PT INR 1.5～ 2.5を目標

とし，ワルファリンを投与する．リバーロキサバン，アピキサバン，エドキサバンなどの Xa阻害薬，直
接経口抗凝固薬（direct oral anticoagulant：DOAC）が臨床的に標準となりつつあるが5），ベーチェット病で
の使用経験は限られている6）．抗凝固療法の中止基準はなく，疾患活動期は継続すべきと思われる．また，
抗凝固薬禁忌 DVT症例における下大静脈フィルター留置の有効性に疑問がもたれており7），ベーチェッ
ト病では血栓誘発のリスクが高いことを念頭に，リスクとベネフィットを勘案し，検討すべきである．

 文　献
1.  石ヶ坪良明，他：血管ベーチェット病の臨床像: ベーチェット病研究班内調査－全国疫学調査と自験例との比較.  厚生労

働省研究費補助金難治性疾患克服研究事業 ベーチェット病に関する調査研究 平成 23年度総括・分担研究報告書（研究代
表者；石ヶ坪良明）.  2012：76-82.

2. Mehta P, et al.：Thrombosis and Behçet’s syndrome in non-endemic regions. Rheumatology（Oxford） 2010；49：2003-2004.

3.  Desbois AC, et al.：Immunosuppressants reduce venous thrombosis relapse in Behçet’s disease. Arthritis Rheum 2012；64：2753-

2760.

4.  Hatemi G, et al.：2018 update of the EULAR recommendations for the management of Behçet’s syndrome. Ann Rheum Dis 2018；
77：808-818.

5.  日本循環器学会，他：肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断，治療，予防に関するガイドライン（2017年改訂版）.  
2009：68-77.

6.  Boban A, et al.：Successful Treatment and Secondary Prevention of Venous Thrombosis Secondary to Behçet Disease with 

Rivaroxaban. Case Rep Hematol 2016；2016：2164329.

7.  Mismetti P, et al.：Effect of a Retrievable Inferior Vena Cava Filter Plus Anticoagulation vs Anticoagulation Alone on Risk of 

Recurrent Pulmonary Embolism A Randomized Clinical Trial. JAMA 2015；313：1627-1635.
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ベーチェット病が原因の肺以外の動脈瘤に対する内科的治療は？

推奨 11 ベーチェット病の血管の炎症病変が原因で悪化する動脈瘤には副腎皮質ステロイドの投与
およびシクロホスファミド，アザチオプリンなどの免疫抑制薬の併用を推奨する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.89    推奨度：A

解　説

他の原因を除外し（血管病変 CQ7，p.131参照），ベーチェット病の血管の炎症病変により動脈瘤が悪化
する場合，その進行抑制のために副腎皮質ステロイドや免疫抑制薬による治療が行われているが，まと
まった治療成績は示されていない．しかし，血管炎の治療として中等量以上の副腎皮質ステロイドは必要
であり，効果不十分の場合には，副腎皮質ステロイドパルス療法，免疫抑制薬の併用，またはインフリキ
シマブの併用を考慮する（血管病変 CQ 13，p.135参照）1～5）．
具体的には他の血管炎症候群に準じ，プレドニゾロン（0.5～ 1 mg/kg/日）で開始し，以後漸減とシクロ

ホスファミド間欠静注療法（IVCY）による寛解導入療法およびアザチオプリン（2 mg/kg/日）併用による維持
療法などが報告されており3, 4），シクロスポリンやメトトレキサートも選択肢として可能性がある．
補助療法として，降圧治療は高血圧治療ガイドラインに則って行う5）．
また，大きな動脈瘤や増大する動脈瘤を伴う場合には，緊急に心臓血管外科専門医にコンサルトしたう
えで，手術，血管内治療も含め治療方針を検討する必要がある（血管病変 CQ14～ 16，p.136～ 139参照）3, 4）．

 文　献
1.  Hatemi G, et al. ：2018 update of the EULAR recommendations for the management of Behçet’s syndrome. Ann Rheum Dis 2018；

77：808-818.

2.  Saadoun, D. et al. ： Long-term outcome of arterial lesions in Behçet disease: a series of 101 patients. Medicine（Baltimore） 2012；
91：18-24.

3.  Tuzun H, et al. ：Management and prognosis of nonpulmonary large arterial disease in patients with Behçet disease. J Vasc Surg 2012；
55：157-163.

4.  Liu Q, et al. ：Outcomes of vascular intervention and use of perioperative medications for nonpulmonary aneurysms in Behçet disease. 

Surgery 2016；159：1422-1429.

5. 日本高血圧学会：臓器障害を合併する高血圧.  高血圧治療ガイドライン.  2014：58-74.

免疫抑制療法は肺動脈病変に対して有効か？

推奨 12 肺動脈病変に対して副腎皮質ステロイドとシクロホスファミドなどの免疫抑制薬の併用療
法を推奨する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.56    推奨度：B

解　説

急性期には高用量のプレドニゾロン治療（1 mg/kg/日），状態によってはメチルプレドニゾロンパルス療
法（mPSL 1,000 mg 3日間）を行い，症状の軽快を確認後，プレドニゾロンを減量する．免疫抑制薬併用に
よる治療成績の向上が報告されているので，シクロホスファミド間欠静注療法（IVCY）をはじめ1～4），メト
トレキサート，アザチオプリンなどの併用を積極的に考慮する．再発抑制に関する治療成績は蓄積されて
いないが，静脈病変と同様に，維持療法は臨床経過をみながらプレドニゾロンを漸減し，中止を目指す．
予後を考えると，免疫抑制薬の中止はより慎重にすべきであろう．初期治療に IVCYを選択した場合は血
管炎症候群に準じ，メトトレキサート，アザチオプリンなどの経口薬による維持療法を考慮する．IVCY

の導入により治療成績は著明に改善したが，なお，死亡率は 20～ 30％であることから，今後は TNF阻
害薬の使用経験の蓄積が必要である（血管病変 CQ13，p.135参照）5）．
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また，救命目的で手術が選択されることもあるが，成績不良であり，緊急性の高い出血に対して，免疫
抑制療法下での血管内塞栓術の有効性も報告されている1, 6）．

 文　献
1.  Hatemi G, et al.：2018 update of the EULAR recommendations for the management of Behçet’s syndrome. Ann Rheum Dis 2018；

77：808-818.

2.  Hamuryudan V, et al.：Pulmonary artery aneurysms in Behçet syndrome. Am J Med 2004；117：867-870.

3. Hamuryudan V, et al.：Pulmonary arterial aneurysms in Behçet’s syndrome: a report of 24 cases. Br J Rheumatol 1994；33：48-51.

4.  Seyahi E, et al.：Pulmonary artery involvement and associated lung disease in Behçet disease: a series of 47 patients. Medicine

（Baltimore） 2012；91：35-48.

5.  Hamuryudan V, et al.：Pulmonary artery involvement in Behçet’s syndrome: Effects of anti-Tnf treatment. Semin Arthritis Rheum 

2015；45：369-736.

6.  Voiriot G, et al.：Transcatheter embolotherapy of pulmonary artery aneurysms as emergency treatment of hemoptysis in Behcet 

patients: experience of a referral center and a review of the literature. Intern Emerg Med 2018 ；13：491-500.

TNF阻害薬は血管病変に対して有効か？

推奨 13 従来の免疫抑制療法抵抗例にも有効との報告があり，重症例には TNF阻害薬の使用を提
案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.44    推奨度：C1

解　説

症例報告，症例シリーズが主体であるが，肺動脈瘤，下大静脈血栓症，末梢動脈瘤，末梢動脈閉塞，心
内膜炎などに TNF阻害薬の有効例が報告されている1～7）．ただし，バッド・キアリ症候群では無効例の報
告もある3）．Hamuryudanらはシクロホスファミド間欠静注療法（IVCY）抵抗性の肺動脈病変をもつベー
チェット病患者 13例に対し TNF阻害薬を施行し，10例で有効であった．うち 4例で TNF阻害薬を中止し，
2例に再発を認めた．重症感染症（肺結核，アスペルギルス症）が 2例にみられた．インフリキシマブはわ
が国でも 2015年に保険適用が承認された．治験での血管型の組み入れ症例は 4例であったが，前向き試
験で症状や画像所見の改善や炎症所見消退が認められ2），今後の症例の蓄積が期待される．

TNF阻害薬に併用する副腎皮質ステロイド，免疫抑制薬についての報告はさまざまである．また，TNF

阻害薬の中止時期については一定の見解はまだない8, 9）．

 文　献
1.  Hatemi G, et al.：2018 update of the EULAR recommendations for the management of Behçet’s syndrome. Ann Rheum Dis 2018；
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3.  Seyahi E, et al.：Infliximab in the treatment of hepatic vein thrombosis（Budd-Chiari syndrome） in three patients with Behcet’s 

syndrome. Rheumatology（Oxford） 2007；46：1213-1214. 

4.  Adler S, et al.：Behçet’s disease: successful treatment with infliximab in 7 patients with severe vascular manifestations. A retrospective 

analysis. Arthritis Care Res（Hoboken） 2012；64：607-611.

5.  Chan E, et al.：Pulmonary artery aneurysms in Behçet’s disease treated with anti-TNFα: A case series and review of the literature. 

Autoimmun Rev 2016；15：375-358.

6.  Hamuryudan V, et al.：Pulmonary artery involvement in Behçet’s syndrome: Effects of anti-Tnf treatment. Semin Arthritis Rheum 

2015；45：369-373.

7.  Emmi G, et al.：Adalimumab-Based Treatment Versus Disease-Modifying Antirheumatic Drugs for Venous Thrombosis in Behçet’s 

Syndrome: A Retrospective Study of Seventy Patients With Vascular Involvement. Arthritis Rheumatol 2018；70：1500-1507.

8.  Magro-Checa C, et al.：Life-threatening vasculo-Behçet following discontinuation of infliximab after three years of complete 

remission. Clin Exp Rheumatol 2013；31（Suppl 77）：96-98.

9.  Nakamura A, et al.：Successful Discontinuation of Infliximab in a Refractory Case of Vasculo-Behçet Disease. Case Rep Rheumatol 

2016；2016：1467583.
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心血管病変に対する外科手術の適応は？

推奨 14 重症の大動脈弁閉鎖不全症の場合，弁膜症ガイドライン1）に従い人工弁置換術を推奨する．
また，大動脈基部拡大を伴う場合には基部置換術を行う．胸部・腹部大動脈瘤の場合，大
きさ，拡大速度，形状から破裂のリスクの高い場合，人工血管置換術を推奨する2）．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.43    推奨度：C1

解　説

外科手術の有効性に関しては，初回手術の早期成績は良好であるが，炎症の持続に伴う遠隔期の人工弁
縫着部離解や吻合・縫合部離解などを高率に認め，再手術もしくは血管内治療による修復を行う．防止の
ためには縫合（着）部の補強および副腎皮質ステロイドや免疫抑制薬による炎症のコントロールが重要とな
る．
1.　心臓外科領域
①  大動脈弁逆流（aortic regurgitation：AR）に対する大動脈弁置換術（aortic valve replacement：AVR）： 頻度
的にまれである3～6）．単独 AVRの早期成績は血栓形成傾向の強い本症において機械弁を用いた場合で
も良好であるが，遠隔期の人工弁縫着部離解（弁周囲逆流）を高頻度に認める3～7）．機序として，硬い人
工弁縫着リングが持続炎症による脆弱な弁輪組織を破壊するためとされている．したがって，発生防
止のために，人工弁縫着部の補強や縫着部位の移動，さらに大動脈基部置換術〔ベントール（Bentall）手
術〕の拡大適応などの工夫が必要である3～5, 8）．

②  ARを伴った大動脈基部拡大に対する大動脈基部置換術（ベントール手術）：早期成績は比較的良好であ
るが，遠隔期に基部縫合部の離解（仮性瘤）を高頻度に認める3～7）．①同様に，硬い人工弁縫着リングが
持続炎症に伴う脆弱な弁輪組織を破壊し，仮性瘤の発生の危険性があり，フェルトによる補強や人工
弁の縫着位置の移動（スカート法）などの工夫が用いられている3, 4）．ホモグラフト（同種大動脈弁）の使
用の報告もある9）．特に再手術（①の再手術を含む）は，大動脈弁輪の破壊を伴っており困難を極める4, 5）．
十分なフェルト補強を用いて弁輪形成後にベントール手術を行う必要がある10）．大動脈基部病変や冠
動脈病変の合併から，まれに心移植の対象とされているが，成績は良好とはいえない11）．

③  冠動脈病変：まれではあるが，冠動脈瘤が発生し，それに対する外科治療の報告がある12）．
④  心臓内血栓：おもに右心系に発生するため，ほとんどが外科治療の対象とならず，抗凝固療法を併用
した炎症コントロールの対象となる13）．

2.　大血管外科領域
①  胸部大動脈：前述の 1－②の大動脈基部病変の報告がほとんどで，弓部から下行大動脈病変に関する
外科手術の報告は少ない14）．

②  肺動脈：肺動脈瘤破裂に対する肺切除の報告があるが15），最近は血管内治療の対象とされる16）．
③  腹部大動脈（腸骨動脈瘤を含む）：大動脈瘤の多くが腹部大動脈瘤に関するものである17～24）．人工血管
置換後の吻合部仮性瘤の発生がしばしばみられる25～27）．最近では，この仮性瘤に対する治療を含め血
管内治療の割合が増加してきている28～32）．ただし，この場合もアクセス部の仮性瘤の報告があり，注
意が必要である．

3.　前処置，外科手術後の後療法
①  術前の炎症コントロール：副腎皮質ステロイドおよび免疫抑制薬による十分な炎症コントロールの重
要性が報告されている25～27）．

②  術後（遠隔期）の炎症コントロール：吻合部仮性瘤を中心とした関連合併症の防止には副腎皮質ステロ
イドおよび免疫抑制薬による十分な炎症コントロールの重要性を強調する報告が多い5, 6, 17, 18, 25～27）．
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ただし，①，②ともにランダム化比較試験はなく，エビデンスレベルは高くない．
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末梢血管病変に対する外科手術の適応と有効性は？

推奨 15 絶対的手術適応は破裂性，切迫破裂性，急速な拡大傾向で，瘤切除，代用血管による血行
再建，流入・流出血管の結紮を推奨する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.00    推奨度：C1

解　説

動脈瘤（真性・仮性）あるいは閉塞性病変を呈する．頻度は低いながら，ベーチェット病の死亡の主原因
となる．末梢動脈瘤は腹腔動脈，腎動脈，大腿動脈，膝窩動脈，前脛骨動脈，鎖骨窩動脈の報告があり，
好発部位は特に存在しない1～4）．絶対的手術適応は生命予後不良な，破裂性，切迫破裂性，急速な拡大傾
向で，術式は動脈硬化性動脈瘤に準じ瘤切除，代用血管による血行再建，動脈の結紮が行われる．代用血
管は動脈硬化性と同様に，膝窩動脈より中枢では人工血管（ポリエステル，ePTFE），自家静脈が口径に応
じて選択され，膝窩動脈末梢では自家静脈が選択されるが，血栓性閉塞，吻合部瘤を生じ再手術の頻度が
高い4～7）．膝上膝窩動脈より中枢側バイパスにおいては人工血管が望ましいが，最終的には外科医に委ね
られる．
閉塞性病変は瘤に比べ頻度は低く報告例は少ない．重症虚血肢は救肢のため，バイパス手術の適応とな
る．代用血管は瘤手術と同様であるが，自家静脈は血管炎の波及，血栓性静脈炎の合併のため，しばしば
使用できない場合が存在する．手術は可能な限り薬物療法を優先し，非活動期に行い，術後も免疫抑制薬，
副腎皮質ステロイド，コルヒチンで血管炎の管理を行う．活動期の血管型ベーチェット病では凝固系，血
小板機能の亢進がみられ，抗血小板薬，抗凝固薬で加療を行う．
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動脈瘤の血管内治療の有効性と安全性は？

推奨 16 血管型ベーチェット病による動脈瘤治療において，血管内治療（ステントグラフト手術）の
検討を提案する．

 エビデンスレベル： 4    同意度：4.00    推奨度：C1

解　説

血管型ベーチェット病による動脈瘤に対する血管内治療（ステントグラフト手術）は，従来の外科手術
（人工血管置換術）に比べて侵襲度が低く，合併症 /死亡率が同等か低いため，治療方法として考慮する．
しかしながら，重要な分枝を含む動脈瘤や四肢動脈瘤には適応困難という解剖的制限がある．また，新し
い治療法であるため，長期成績は明らかでなく，ステント留置部からの仮性動脈瘤形成も経験されており，

CQ15

CQ16
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注意を要する．
既報の血管型ベーチェット病による動脈瘤の治療に関する 14のケースシリーズで，手術（11報告，141

例）および血管内治療（6報告，54例）を比較すると，死亡率は手術 0～ 33％（全体 12.7％），血管内治療 0～
10％（全体 1.8％），再発率はそれぞれ 0～ 56％（全体 21.3％），0～ 22.2％（全体 11.1％），閉塞率は 0～
56％（全体 19.3％），0～ 28.6％（全体 9.5％）であった1～6）．患者背景，病変部位，手術および血管内治療の
適応は各研究で異なり，その成績は直接比較できるものではない．いずれを選択するかは動脈瘤の部位，
形態，患者背景，術者 /施設の経験に基づいて判断すべきである．

 文　献
1.  Takeno M, et al.：Vascular Involvement of Behçet’s disease. In：Ishigatsubo Y（eds）：Behçet’s Disease. Springer Japan, 2015：79-

100.

2. Kim SW, et al.：Outcomes of endovascular treatment for aortic pseudoaneurysm in Behcet’s disease. J Vasc Surg 2014；59：608-614.

3.  Tsuda K, et al.：Endovascular Treatment of a Ruptured Innominate Artery Aneurysm in Behcet Disease. Ann Vasc Surg 2016；33：
230.

4. Liu CW, et al.：Endovascular treatment of aortic pseudoaneurysm in Behçet disease. J Vasc Surg 2009；50：1025-1030.

5. Ulusan Z, et al.：Right common iliac artery stenosis and stent insertion in Behçet’s disease. Cardiovasc J Afr 2011；22：e4-6.

6.  Kwon TW, et al.：Surgical treatment result of abdominal aortic aneurysm in Behçet’s disease. Eur J Vasc Endovasc Surg 2008；35：
173-180.

周術期の免疫抑制療法は血管病変に対して 有効か？

推奨 17 手術は急性炎症期を避け，炎症消退期での待機的実施を推奨する．急性炎症期に手術する
際は術前から副腎皮質ステロイドによる免疫抑制療法の開始を推奨する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.53    推奨度：B

解　説

ベーチェット病患者の血管外科手術後には吻合部動脈瘤，グラフト閉塞の合併症が多い1～3）．針反応陽
性は術後合併症のリスク因子であり3），ベーチェット病特有の炎症病態が合併症発生に関与すると考えら
れ，免疫抑制療法の併用がその予防に有用であるとされている3, 4）．副腎皮質ステロイドと免疫抑制薬の
使用量は，諸家の報告では非手術例の動脈病変治療とほとんど変わりがない（血管病変CQ 11，p.134参照）．
待機的に手術ができる場合には，血管病変の活動性を副腎皮質ステロイドなどで抑制したのちに手術を行
う．術前にパルス療法を含む副腎皮質ステロイド単独あるいは副腎皮質ステロイドと免疫抑制薬（シクロ
ホスファミド，アザチオプリン，メトトレキサート）を併用することで術後の合併症を抑制できた報告が
ある3～6）．
緊急手術の場合でも中等量の副腎皮質ステロイド（プレドニゾロン 20 mg/日）を開始し，手術後に合併
症や再発抑制のために，さらに追加の免疫抑制療法（副腎皮質ステロイドの増量やメトトレキサートやア
ザチオプリンなどの免疫抑制薬）を検討する．

 文　献
1. Ozeren M, et al.：Reoperation results of arterial involvement in Behçet’s disease. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000；20：512-519.

2. Hosaka A, et al.：Long-term outcome after surgical treatment of arterial lesions in Behçet disease. J Vasc Surg 2005；42：116-121.

3.  Hatemi G, et al.：2018 update of the EULAR recommendations for the management of Behçet’s syndrome. Ann Rheum Dis 2018；
77：808-818.

4. Lé Thi Huong D, et al.：Arterial lesions in Behçet’s disease. A study in 25 patients. J Rheumatol 1995；22：2103-2113.

5.  Saadoun D, et al.：Long-term outcome of arterial lesions in Behçet disease: a series of 101 patients. Medicine（Baltimore） 2012；91：
18-24.

6.  Park MC, et al.：Surgical outcomes and risk factors for postoperative complications in patients with Behcet’s disease. Clin Rheumatol 

2007；26：1475-1480.
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 7  神経病変CQ
a  神経型ベーチェット病の一般的事項  

ベーチェット病の診断基準において，副症状に「中等度以上の中枢神経病変」とあるが，「中
等度以上」とは何を目安にするのか？

推奨 1 神経型ベーチェット病（急性型または慢性進行型）の診断基準を満たすものはすべて「中等
度以上」に含めることを推奨する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.80    推奨度：A

解　説

「神経ベーチェット病の診療ガイドライン」に従って急性型または慢性進行型の診断がつけば，その病型
に適した免疫抑制薬の投与や再発予防策の検討をする必要がある1）．放置すれば急性型でも約 40％に再発
を認め，また大発作を引き起こせば重篤な後遺症（片麻痺や意識障害）を残すことになる（厚労省診断基準
の重症度分類では Stage IVまたは Stage Vに相当する）2）．
一方，慢性進行型は治療抵抗性で，運動失調症状のため寝たきりになったり，認知機能障害により意思
の疎通が困難となったりする予後不良の病態である（厚労省診断基準の重症度分類では最も重症度の高い
Stage Vに相当する）3）．近年，メトトレキサートやインフリキシマブの投与により，その進行を抑制でき
ることが明らかとなり，早期診断と早期治療介入が重要である4）．
以上のことから，急性型または慢性進行型の「神経ベーチェット病の診断基準」を満たすものはすべて

「中等度以上」に含め，診断と治療にあたるべきである．

 文　献
1.  廣畑俊成，他：神経ベーチェット病の診療のガイドライン.  厚生労働省研究費補助金難治性疾患克服研究事業 ベーチェッ

ト病に関する調査研究 平成 23～ 25年度総合研究報告書（研究代表者；石ヶ坪良明）.  2014：247-252.

2.  Hirohata S, et al.：Analysis of various factors on the relapse of acute neurological attacks in Behçet’s disease. Mod Rheumatol 2014；
24：961-965.

3.  Hirohata S, et al.：Clinical characteristics of neuro-Behcet’s disease in Japan: a multicenter retrospective analysis. Mod Rheumatol 

2012；22：405-413.

4.  Hirohata S, et al.：Retrospective analysis of long-term outcome of chronic progressive neurological manifestations in Behcet’s disease. 

J Neurol Sci 2015；349：143-148.

b  急性型神経型ベーチェット病について  

急性型神経型ベーチェット病の急性期の治療で，副腎皮質ステロイドの使用量はどのよう
にするか？

推奨 2 20 mg/日以上のプレドニゾロンを（経口または経静脈）投与し，効果不十分の場合には副
腎皮質ステロイドパルス療法を含む大量療法を提案する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.50    推奨度：B

解　説

「神経ベーチェット病の診療ガイドライン」では急性型神経型ベーチェット病の治療には，まずは 20 mg/

日以上のプレドニゾロンの投与で炎症を鎮静化させることが推奨されている1）．効果不十分の場合には副
腎皮質ステロイドパルス療法を含む大量療法を考慮してもよいが，副作用（大腿骨頭壊死など）の出現頻度
が増える可能性がある2）．

CQ 1

CQ 2
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投与期間に関しては，炎症の鎮静化に必要な投与量を継続し，症状，脳脊髄液所見，脳MRIの経過を
みたうえで，改善傾向が明らかであれば副腎皮質ステロイドを徐々に減量する3）．急な減量は眼病変など
の誘発につながることに留意しておく必要がある．
副腎皮質ステロイドの減量途中で新たな発作の予防のためコルヒチンを併用しておく1）．
ただし，これらの薬物療法は個々の患者のリスクとベネフィットを勘案して適応を決めるべきである．

 文　献
1.  廣畑俊成，他：神経ベーチェット病の診療のガイドライン.  厚生労働省研究費補助金難治性疾患克服研究事業 ベーチェッ

ト病に関する調査研究 平成 23～ 25年度総合研究報告書（研究代表者；石ヶ坪良明）.  2014：247-252.

2.  Hirohata S, et al.：Analysis of various factors on the relapse of acute neurological attacks in Behçet’s disease. Mod Rheumatol 2014；
24：961-965.

3. Siva A, et al.：Behçet’s Disease. Curr Treat Options Neurol 2000；2：435-448.

急性型神経型ベーチェット病の急性期の治療で，インフリキシマブはどのような場合に使
用するか？

推奨 3 中等量以上の副腎皮質ステロイドで効果不十分なときインフリキシマブの併用を考慮する
ことを提案する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：4.40    推奨度：C1

解　説

インフリキシマブが単独で急性型神経型ベーチェット病に有効であるという報告はほとんどなく，中等
量以上の副腎皮質ステロイドとの併用が必要である．副腎皮質ステロイド単独で効果不十分なときには，
副腎皮質ステロイドパルス療法（神経病変 CQ2，p.140）またはインフリキシマブの併用を考慮する（第 4
章［ 1 ］-❼神経型ベーチェット病診断治療アルゴリズム Panel A，p.61）1～3）．
逆に，インフリキシマブの併用が必要であるかについてはエビデンスがないので，併用が治療効果を高
めるかについては不明である．インフリキシマブを導入した場合は，その投与期間と中止基準は眼病変に
準ずる．
また，インフリキシマブの急性型神経型ベーチェット病に対する安全性に関するエビデンスレベルは，
有効性に関するエビデンスレベルと比べいまだ十分とはいえず，個々の患者のリスクとベネフィットを勘
案して適応を慎重に決めるべきである．

 文　献
1.  Fujikawa K, et al.：Successful treatment of refractory neuro-Behcet’s disease with infliximab: a case report to show its efficacy by 

magnetic resonance imaging, transcranial magnetic stimulation and cytokine profile. Ann Rheum Dis 2007；66：136-137.

2. Di Filippo M, et al.：Infliximab monotherapy for neuro-Behçet’s disease: a case report. J Neurol Sci 2014；347：389-390.

3.  Hibi T, et al.：Infliximab therapy for intestinal, neurological, and vascular involvement in Behcet disease: Efficacy, safety, and 

pharmacokinetics in a multicenter, prospective, open-label, single-arm phase 3 study. Medicine（Baltimore） 2016；95：e3863.
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急性型神経型ベーチェット病の発作予防のためのコルヒチンはいつから開始し，どれくら
いの期間継続するべきか？

推奨 4 初回の発作が起こってからすぐにコルヒチン（1.0 ～ 2.0 mg/日）を開始し，5年間は継続
することを提案する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.50    推奨度：B

解　説

厚生労働省研究班での後ろ向き調査では，初回の発作が起こってから 5年以降の再発はほとんどみられ
ていないので，この 5年間はコルヒチン（1.0～ 2.0 mg/日）を継続することが望ましいと考えられる1）．
ただし，コルヒチンの投与および中止は，個々の患者のリスクとベネフィットを勘案して適応を慎重に
決めるべきである．

 文　献
1.  Hirohata S, et al.：Analysis of various factors on the relapse of acute neurological attacks in Behçet’s disease. Mod Rheumatol 2014；

24：961-965.

急性型神経型ベーチェット病にシクロスポリンが使用されている場合はどうするか？

推奨 5 シクロスポリンは中止することを推奨する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.90    推奨度：A

解　説

ベーチェット病の眼発作の抑制に有用であることが確認されているシクロスポリンは神経型ベーチェッ
ト病様の症状を誘発することが知られているが1），これは急性型神経型ベーチェット病の発作と考えられ
ている2）．
厚生労働省研究班での後ろ向き調査では，もともとシクロスポリンを服用しておらず急性型神経型ベー
チェット病を発症した患者では，約 40％で発作の再発を認めた．一方，シクロスポリンを服用中に急性
型神経型ベーチェット病の発作を起こした場合，シクロスポリンの中止により再発がほとんど起こらない
ことも明らかとなっている3）．
よって，急性型神経型ベーチェット病の患者には，シクロスポリンの投与を中止することが強く勧めら
れる．シクロスポリンの中止により眼病変の再燃が危惧される場合には，インフリキシマブの使用を考慮
する．タクロリムスが使用されている場合もシクロスポリンと同様に扱うべきである．
ただし，インフリキシマブの急性型神経型ベーチェット病に対する安全性に関するエビデンスレベル
は，有効性に関するエビデンスレベルと比べいまだ十分とはいえず，個々の患者のリスクとベネフィット
を勘案して適応を慎重に決めるべきである．

 文　献
1.  Kotake S, et al.：Central nervous system symptoms in patients with Behçet disease receiving cyclosporine therapy. Ophthalmology 

1999；106：586-589.

2.  Hirohata S, et al.：Clinical characteristics of neuro-Behcet’s disease in Japan: a multicenter retrospective analysis. Mod Rheumatol 

2012；22：405-413.

3.  Hirohata S, et al.：Analysis of various factors on the relapse of acute neurological attacks in Behçet’s disease. Mod Rheumatol 2014；
24：961-965.
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メトトレキサート，シクロホスファミド，アザチオプリンは急性型神経型ベーチェット病
の急性期の治療・発作予防に対して有効か？

推奨 6 再発予防効果はコルヒチンには劣ると考えられ，これらの薬剤の積極的使用は行わないこ
とを提案する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.20    推奨度：C1

解　説

メトトレキサート，シクロホスファミド，アザチオプリンが，急性型神経型ベーチェット病の急性期の
治療や発作の予防に有効であることを示すエビデンスはない．少なくとも急性型神経型ベーチェット病の
再発予防効果はコルヒチンには劣ると考えられる．

Hirohataらによる後ろ向き調査で，急性型の発作に対しては有意に予防効果を示したのはコルヒチンの
みであり，メトトレキサート，アザチオプリンにはそうした効果が認められなかった（表 3）1）．
ただし，コルヒチンの安全性に関するエビデンスレベルは，有効性に関するエビデンスレベルと比べい
まだ十分とはいえず，個々の患者のリスクとベネフィットを勘案して適応を慎重に決めるべきである．

 文　献
1.  Hirohata S, et al.：Analysis of various factors on the relapse of acute neurological attacks in Behçet’s disease. Mod Rheumatol 2014；

24：961-965.

CQ 6

表 3　急性型神経型ベーチェット病（シクロスポリン非使用例）に対する種々の薬剤の再発予防効果

ハザード比 95%信頼区間 p

単変量解析

コルヒチン 0.1726 0.0094 - 0.8879 0.0329

メトトレキサート 0.6078 0.0331 - 3.1817 0.6116

アザチオプリン 2.3299 0.3567 - 8.9038 0.3225

多変量解析

コルヒチン 0.1758 0.0093 - 0.9728 0.0457

メトトレキサート 1.2093 0.0628 - 7.2624 0.8653

アザチオプリン 1.8814 0.2845 - 7.4039 0.4532

Cox 比例ハザードモデル 
〔Hirohata S, et al.：Analysis of various factors on the relapse of acute neurological attacks in 
Behçet’s disease. Mod Rheumatol 2014；24：961-965. より改変〕
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インフリキシマブは急性型神経型ベーチェット病の発作予防に対して有効か？

推奨 7 コルヒチンを使用しても再発する場合にはインフリキシマブの使用を考慮することを提案
する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：4.20    推奨度：C1

解　説

インフリキシマブが急性型神経型ベーチェット病の発作予防に有効であるエビデンスはない．急性型の
再発予防目的でコルヒチンの使用が勧められるが1），コルヒチンを使用していても 1回でも急性型の再発
を認めた場合にはインフリキシマブの使用を考慮する．
インフリキシマブの投与により，数例の症例報告で有効であることが示されているが，今後前向きの臨
床試験で確認することが望ましい2～4）．
ただし，インフリキシマブの急性型神経型ベーチェット病に対する安全性に関するエビデンスレベル
は，有効性に関するエビデンスレベルと比べいまだ十分とはいえず，個々の患者のリスクとベネフィット
を勘案して適応を慎重に決めるべきである．

 文　献
1.  Hirohata S, et al.：Analysis of various factors on the relapse of acute neurological attacks in Behçet’s disease. Mod Rheumatol 2014；

24：961-965.

2.  Desbois AC, et al.：Efficacy of Anti-TNFα in Severe and Refractory Neuro-Behçet Disease: An Observational Study. Medicine

（Baltimore） 2016；95：e3550.

3.  Hibi T, et al.：Infliximab therapy for intestinal, neurological, and vascular involvement in Behcet disease: Efficacy, safety, and 

pharmacokinetics in a multicenter, prospective, open-label, single-arm phase 3 study. Medicine（Baltimore） 2016；95：e3863.

4.  Zeydan B, et al.：Infliximab is a plausible alternative for neurologic complications of Behçet disease. Neurol Neuroimmunol 

Neuroinflamm 2016；3：e258.

慢性進行型神経型ベーチェット病への移行の有無はどのようにチェックするか？

推奨 8 急性型の症状が治まり検査所見も改善し副腎皮質ステロイドが減量・中止できた時点で，
神経学的所見と頭部MRI を慎重に評価し，脳脊髄液の IL-6 を測定することを推奨する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.60    推奨度：B

解　説

慢性進行型神経型ベーチェット病であっても，大量の副腎皮質ステロイド投与下では一時的に脳脊髄液
IL-6は正常化することがある．そのため，急性型神経型ベーチェット病の発作の後，症状，神経学的所見，
脳脊髄液所見，頭部MRIの経過を慎重に評価しながら 1～ 2か月程度で徐々に減量し，プレドニゾロン
10 mg/日以下になったら，脳脊髄液の IL-6を測定する1）（プレドニゾロン 10 mg/日以上で検査を行っても
偽陰性となる可能性がある）．
この時点で脳脊髄液の IL-6が 17 pg/mL以上であれば，慢性進行型神経型ベーチェット病を疑い 2週間
後再度脳脊髄液の IL-6を測定する（第 4章［ 1 ］-❼神経型ベーチェット病診断治療アルゴリズム，p.61を
参照）1, 2）．
慢性進行型神経型ベーチェット病に対するメトトレキサートの前向き試験の 2論文では，髄液 IL-6 

20 pg/mL以下に保つことにより進行は抑制されること，メトトレキサートを早く中止すると髄液 IL-6が
20 pg/mL以上になり再発すること，またメトトレキサートを髄液 IL-6が 20 pg/mL以下を保つように徐々
に減量することにより再発が防げることが示されている3, 4）．さらに，インフリキシマブの前向き試験に
おいても髄液 IL-6をゼロにしなくても 20 pg/mL程度まで下げれば進行はしないことが示されている5）．

CQ 7
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以上より，overtreatmentにより闇雲に副作用を増加させないためにも，厚生労働省の研究班の多施設共同
研究で得られた 17 pg/mLをカットオフとすることが妥当であると考えられる．

 文　献
1.  Hirohata S, et al.：Cerebrospinal fluid interleukin-6 in progressive Neuro-Behçet’s syndrome. Clin Immunol Immunopathol 1997；

82：12-17.

2.  Hirohata S, et al.：Clinical characteristics of neuro-Behcet’s disease in Japan: a multicenter retrospective analysis. Mod Rheumatol 

2012；22：405-413.

3.  Hirohata S, et al.：Low-dose weekly methotrexate for progressive neuropsychiatric manifestations in Behcet’s disease. J Neurol Sci 

1998；159：181-185.

4.  Kikuchi H, et al.：Low dose MTX for progressive neuro-Behçet’s disease. A follow-up study for 4 years. Adv Exp Med Biol 2003；
528：575-578.

5. Kikuchi H, et al.：Effect of infliximab in progressive neuro-Behçet’s syndrome. J Neurol Sci 2008；272：99-105.

c  慢性進行型神経型ベーチェット病について  

慢性進行型神経型ベーチェット病は先行症状として急性型神経型ベーチェット病の症状が
必発するのか？

推奨 9 慢性進行型の先行症状として急性型神経型ベーチェット病の症状は必発ではないことを考
慮することを推奨する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.80    推奨度：A

解　説

慢性進行型神経型ベーチェット病の先行症状として急性型神経型ベーチェット病の症状が発現する割合
は約 90％である．なかには初発症状がはっきりしない症例もあるが，頭痛などの症状のみでは医療機関
を受診しないこともあり，患者に自覚がないまま徐々に神経症状や認知機能障害が進行していることもあ
る．
このように，先行症状が明らかでない場合もあるため，慢性進行型神経型ベーチェット病が疑われるよ
うな運動失調症状，認知機能障害，人格の変化が疑われる場合は，MRI所見とともに脳脊髄液検査を施
行し IL-6上昇の確認が必要である1）．
脳幹の萎縮がみられる疾患としては，脊髄小脳変性症などを鑑別する必要があるが，この場合は，脳脊
髄液 IL-6が持続的な上昇を示すことはない．

 文　献
1.  Hirohata S, et al.：Clinical characteristics of neuro-Behçet’s disease in Japan: a multicenter retrospective analysis. Mod Rheumatol 

2012；22：405-413.

慢性進行型神経型ベーチェット病の治療において脳脊髄液の IL-6はどの程度まで下げなく
てはいけないのか？

推奨 10 脳脊髄液 IL-6 が可及的に 17 pg/mL以下に下がるように努力することを提案する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.60    推奨度：B

解　説

急性型神経型ベーチェット病の回復期と慢性進行型神経型ベーチェット病の鑑別診断において，脳脊髄
液 IL-6の ROC解析結果から前者は 17 pg/mL未満であるのに対して，後者は 17 pg/mL以上で，これをカッ
トオフ値とすることで，有意に 2群に分類できる（感度 92.0％，特異度 94.7％）．よって，現在のエビデン

CQ 9
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スの範囲では可及的速やかに脳脊髄液の IL-6を 17 pg/mLを目標に低下させるように治療する1, 2）．
ただし，脳脊髄液 IL-6が 17 pg/mL以上であっても，神経症状やMRI所見に進行がみられない場合は，

治療を変更せず経過観察をしてよい．この場合は，慎重な観察に加えて，少なくとも 6か月から 1年に 1

回は脳脊髄液 IL-6の検査を行うべきである．

 文　献
1.  Hirohata S, et al.：Clinical characteristics of neuro-Behçet’s disease in Japan: a multicenter retrospective analysis. Mod Rheumatol 

2012；22：405-413.

2.  Hirohata S, et al.：Cerebrospinal fluid interleukin-6 in progressive Neuro-Behçet’s syndrome. Clin Immunol Immunopathol 1997；
82：12-17.

慢性進行型神経型ベーチェット病の治療においてインフリキシマブはいつから開始すべき
か？

推奨 11 メトトレキサート単独の治療では神経症状の改善がなく，脳脊髄液 IL-6 が 17 pg/mL 以
下にならない場合は，速やかにインフリキシマブを導入することを提案する．

 エビデンスレベル： 2b    同意度：4.60    推奨度：B

解　説

まずはメトトレキサートを関節リウマチの治療に準じて治療効果が確認できるまで（具体的には脳脊髄
液の IL-6が 17 pg/mL以下になるまで）増量する1, 2）．
メトトレキサートを最大で 16 mg/週まで投与しても神経症状の改善がなく，脳脊髄液 IL-6が 17 pg/mL

以下にならない場合，あるいは副作用でメトトレキサートが十分増量できない場合は，速やかにインフリ
キシマブの導入を考慮するべきである（第 4章［ 1 ］-❼神経型ベーチェット病診断治療アルゴリズム，p.61

を参照）3）．

 文　献
1.  Hirohata S, et al.：Low-dose weekly methotrexate for progressive neuropsychiatric manifestations in Behcet’s disease. J Neurol Sci 

1998；159：181-185.

2.  Kikuchi H, et al.：Low dose MTX for progressive neuro-Behçet’s disease. A follow-up study for 4 years. Adv Exp Med Biol 2003；
528：575-578.

3. Kikuchi H, et al.：Effect of infliximab in progressive neuro-Behçet’s syndrome. J Neurol Sci 2008；272：99-105.

慢性進行型神経型ベーチェット病の患者の治療目標はどのように設定するか？

推奨 12 脳脊髄液 IL-6 の低値の維持と症状の進行がないこと，および頭部MRI で脳幹などの萎縮
の進行がないことを治療目標とすることを推奨する．

 エビデンスレベル： 2b    同意度：4.70    推奨度：B

解　説

運動失調症状，認知機能障害，人格変化などの慢性進行型神経型ベーチェット病の症状が進行しないこ
と1），および頭部MRIで脳幹などの萎縮の進行がないこと2）を治療目標とする．ただし，脳脊髄液 IL-6が
低値で維持されている場合は頭部MRIで脳幹などの萎縮の進行がないことがわかっており，脳脊髄液
IL-6の低値維持を当面の治療目標とするべきであると考えられる3, 4）．
進行してしまった患者では，嚥下障害が強い場合，認知機能低下が著しく自覚的な訴えが十分にできな
い場合などは，感染徴候の発見が遅れないよう十分に管理する．

CQ11
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 文　献
1.  Hirohata S, et al.：Retrospective analysis of long-term outcome of chronic progressive neurological manifestations in Behcet’s disease. 

J Neurol Sci 2015；349：143-148.

2.  Kikuchi H, et al.：Quantitative analysis of brainstem atrophy on magnetic resonance imaging in chronic progressive neuro-Behçet’s 

disease. J Neurol Sci 2014；337：80-85.

3.  Hirohata S, et al.：Low-dose weekly methotrexate for progressive neuropsychiatric manifestations in Behcet’s disease. J Neurol Sci 

1998；159：181-185.

4. Kikuchi H, et al.：Effect of infliximab in progressive neuro-Behçet’s syndrome. J Neurol Sci 2008；272：99-105.

慢性進行型神経型ベーチェット病の治療において，頭部MRI や脳脊髄液の IL-6 はどれく
らいの頻度で検査を行うべきか？

推奨 13 治療内容が固まるまでは適宜検査を行うが，その後も頭部MRI は少なくとも 1年に 1回
は検査を行い，また可能な限り脳脊髄液 IL-6 も年に 1回は検査を行うことを提案する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.70    推奨度：B

解　説

治療内容が固まるまで（メトトレキサートの投与量やインフリキシマブの投与量および投与間隔が決ま
るまで）は，適宜頭部MRIや脳脊髄液の IL-6の測定を行う．
関節リウマチではメトトレキサートやインフリキシマブの効果減弱や二次無効も認められているため，
一度，慢性進行型神経型ベーチェット病の治療内容が固まっても，症状（運動失調症状や認知機能障害，
人格変化など）の進行がないこと，および頭部MRIで脳幹などの萎縮の進行がないことを定期的に確認す
る必要がある1, 2）．
よって，1年に 1回は頭部MRI，またこれに加えて可能な限り脳脊髄液 IL-6の測定を行ったほうがよい．

 文　献
1.  Kikuchi H, et al.：Quantitative analysis of brainstem atrophy on magnetic resonance imaging in chronic progressive neuro-Behçet’s 

disease. J Neurol Sci 2014；337：80-85.

2.  Hirohata S, et al.：Retrospective analysis of long-term outcome of chronic progressive neurological manifestations in Behcet’s disease. 

J Neurol Sci 2015；349：143-148.

◎おわりに 
今回，神経型ベーチェット病の診療ガイドラインとしてクリニカルクエスチョンを抽出してそれぞれに
ついて「推奨」を設定した．神経型ベーチェット病が急性型と慢性進行型に分かれて，それぞれの治療方針
が全く異なるということは，少なくともわが国においては確立された概念である．しかし，トルコを始め
とする海外の国々では十分に認識されていない．そのために，国際雑誌で使用可能な文献はほとんどなく，
そのためにエビデンス度は決して高くない．実際，今回のガイドライン作成にあたって使用された文献は
ほとんどが日本発の文献であったが，掲載された雑誌は神経学や臨床免疫学の国際誌も含まれており，国
際的にもある程度の審査を受けたものである．今後，日時を経て海外も含めた多施設でも検証されていく
ことが望まれる．
特に慢性進行型神経型ベーチェット病の認識にあたっては，厚生労働省の研究班（石ヶ坪班）により多数
の症例の経験を有する，複数の施設による横断的な班研究ができたこと，さらに脳脊髄液の IL-6の検査
がわが国では検査会社において可能であったことが大きいと考えられる．目下脳脊髄液の IL-6の検査の
公知申請の手続きが進んでいるとのことであるが，一刻も早い保険適応が望まれる．
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 8  小児ベーチェット病CQ

小児ベーチェット病の診断はどのように行うか？

推奨 1 厚生労働省ベーチェット病診断基準（2016 年小改訂）を参考に診断するが，小児例では診
断基準を満たしづらい傾向があることに留意する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.60    推奨度：B

解　説

ベーチェット病は，皮膚粘膜症状（反復する口内炎，皮膚症状，外陰部潰瘍）および眼症状（ぶどう膜炎）
を特徴とする，増悪と寛解を反復する全身性血管炎である1）．診断は，成人例および小児例ともに，厚生
労働省ベーチェット病診断基準（2016年小改訂）2）に基づいて，認められる典型的な臨床症状の組み合わせ
によって決められる．
一方で，2012年に日本小児リウマチ学会が実施したアンケート調査によると，本学会員がベーチェッ

ト病と診断し継続的に加療を行っている症例では，本基準に基づく完全型 2％，不全型 58％，疑い 40％
であった．すなわち，完全型と不全型および特殊型（完全型または不全型の基準を満たし，腸管・血管・
神経に特徴的な臓器障害を伴う）に該当し，ベーチェット病の基準を満たした症例は 60％であり，残りの
40％の症例は疑い例に分類されることが明らかになった3）．
基準を満たす症例と疑い例の症例の経過を比較すると，2群間に用いられている治療薬や長期予後につ

いて明らかな差は認められず，必ずしも疑い例が軽症でないことが明らかになった．
基準を満たしにくい原因として，小児例では主症状である皮膚症状，外陰部潰瘍，眼症状などの臓器合
併症の頻度が低く，副症状である消化器症状の頻度が高いことが推測された．小児ベーチェット病が診断
基準を満たしにくい傾向は海外でも報告されており，フランスの小児ベーチェト病 200例の検討では，
ISG（International Study Group for Behçet’s Disease）国際診断基準を満たす症例は半数にとどまった4）．イギ
リスからの報告では，ISG国際診断基準を満たす成人ベーチェット病 478例のうち 16歳未満に発症した
60例を検討したところ，小児期に診断基準を満たした割合は 43％にとどまり，その他の症例は内科に移
行する年齢になったのちに診断基準を満たしていた5）．
小児期にベーチェット病を発症し医療機関を受診しながら，成人例を対象に作成された診断基準を満た
さないために治療介入が遅れると，小児例に不利益が生じることになる．小児例では，完全型あるいは不
全型の基準を満たしてなくてもベーチェット病が疑われる場合には小児リウマチ専門医あるいは小児ベー
チェット病の診療に習熟した医師との連携をはかり，適切な診断と治療開始の遅れが生じないように配慮
することを提案する．

 文　献
1. Mittal S, et al.：Behçet’s Disease. In：Sawhney S, et al.（eds）：Pediatric Rheumatology. Springer, Singapore 2017：487-497.

2.  日本ベーチェット病学会：ベーチェット病の診断基準（2016年小改訂）.  2016.  http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~jbehcet/

jigyou/shindan.html （アクセス日：2019年 10月 23日）
3.  山口賢一，他：小児 Behçet’s病.  別冊日本臨床 2015；34：867-873.

4.  Kone-Paut I, et al.：Registries in rheumatological and musculoskeletal conditions. Paediatric Behçet’s disease: an international cohort 

study of 110 patients. One-year follow-up data. Rheumatology（Oxford） 2011；50：184-188.

5.  Paisal V, et al.：Childhood onset of behcet disease（BD） symptoms in an adult cohort of BD patients. http://dx.doi.org/10.1136/

annrheumdis-2017-eular.6077（アクセス日：2018年 12月 31日）．
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小児ベーチェット病の鑑別診断には，どのような疾患があるか？

推奨 2 小児ベーチェット病は，再発性アフタ性口内炎，単純ヘルペスウイルスなどの感染症，種々
の血管炎，若年性特発性関節炎などのリウマチ性疾患，炎症性腸疾患，免疫不全症，周期
性発熱・アフタ性口内炎・咽頭炎・頸部リンパ節炎（PFAPA）症候群やA20 ハプロ不全症
などの自己炎症疾患などを鑑別することを提案する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：5.00    推奨度：A

解　説

口内炎（境界が鮮明で有痛性）を反復しベーチェット病が疑われた小児例では，再発性アフタ性口内炎，
単純ヘルペスウイルス感染症，薬剤性の口内炎などの鑑別が行われるべきである1）．反復性口内炎に外陰
部潰瘍をはじめとする他の症状を合併しベーチェット病が疑われる場合には，認められる臨床症状にあわ
せて鑑別を進める2）．厚生労働省ベーチェット病診断基準（2016年小改訂）3）にあげられている主要鑑別対象
疾患を確認することは大切である．小児ベーチェット病の場合，それに加えて，若年性特発性関節炎，お
よび周期性発熱・アフタ性口内炎・咽頭炎・頸部リンパ節炎（periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis 

and adenitis：PFAPA）症候群や A20ハプロ不全症などの自己炎症疾患などの鑑別を行う2, 4）．ベーチェット
病に特異的な検査の異常はない．保険収載されていない検査であるが，健常人と比較してベーチェット病
患者では特定のヒト白血球抗原（HLA-B*51，HLA-A*26）を高頻度に認めるため参考となる．
おもな鑑別疾患として，以下のものがあげられる．
・ 口腔粘膜症状：再発性アフタ性口内炎，単純ヘルペスウイルス感染症，その他ウイルス感染症（HIV），
栄養障害，薬剤性
・ 皮膚症状：結節性紅斑，スイート病，サルコイドーシス，遊走性血栓性静脈炎，単発性血栓性静脈炎，
化膿性毛包炎，尋常性痤瘡
・外陰部潰瘍：性感染症（単純ヘルペスウイルス，梅毒），外傷，全身性エリテマトーデス
・ 眼症状：サルコイドーシス，フォークト（Vogt）・小柳・原田病，網膜静脈血栓症，若年性特発性関節炎
（抗核抗体陽性，付着部炎，乾癬性関節炎），HLA-B27関連疾患，炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎，クロー
ン病），間質性腎炎ぶどう膜炎（tubulointerstitial nephritis and uveitis：TINU）症候群
・ 関節炎：若年性特発性関節炎，全身性硬化症，全身性エリテマトーデス，シェーグレン（Sjögren）症候群，
反応性関節炎
・ 中枢神経症状：細菌性髄膜炎，ウイルス性髄膜炎，脳炎・脳症，全身性エリテマトーデス，多発性硬化
症，抗リン脂質抗体症候群，原発性中枢神経系血管炎，多発性硬化症，精神疾患
・消化器症状：炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎，クローン病）
・ 血管症状：抗リン脂質抗体症候群，深部静脈血栓症，高安動脈炎，ヒューズ・ストーヴィン症候群，結
節性多発動脈炎
・精巣上体炎：尿路感染症，結核，精巣捻転
・ 発熱などの全身症状：自己炎症疾患〔特に周期性発熱・アフタ性口内炎・咽頭炎・頸部リンパ節炎
（PFAPA）症候群，A20ハプロ不全症，高 IgD症候群（メバロン酸キナーゼ欠損症），家族性地中海熱
（familial mediterranean fever：FMF），クリオピリン関連周期熱症候群（cryopyrin-associated periodic 

syndrome：CAPS） など〕

 文　献
1. Mittal S, et al.：Behçet’s Disease. In：Sawhney S, et al. （eds）：Pediatric Rheumatology, Springer, Singapore 2017：487-497.

2. Ozen S：Behçet Disease. In：Petty RE, et al. （eds）：Textbook of Pediatric Rheumatology. 7th ed, Elsevier, 2016：526-532.

3.  日本ベーチェット病学会：ベーチェット病の診断基準（2016年小改訂）.  2016.  http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~jbehcet/
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jigyou/shindan.html （アクセス日：2019年 10月 23日）
4.  Kadowaki T, et al.：Haploinsufficiency of A20 causes autoinflammatory and autoimmune disorders. J Allergy Clin Immunol 2018；

141：1485-1488.

小児ベーチェット病の治療薬として使用できない成人ベーチェット病の治療薬はあるか？

推奨 3 小児ベーチェット病は成人ベーチェット病の治療指針に基づいた治療が行われるため使用
できない薬剤はないが，治療薬の選択に際しては小児リウマチ専門医などとの医療連携の
もとで行うことを提案する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：5.00    推奨度：A

解　説

ベーチェット病の治療は，主としていずれの臓器に障害が生じたかにより選択される1）．小児ベー
チェット病の治療を評価した比較対象試験は存在しないため，European League Against Rheumatism 

（EULAR） による治療推奨報告（2018年改定）2, 3） などの成人ベーチェット病の治療指針に基づいた治療を
提供することを余儀なくされている4）．小児例では成長障害が問題となるため，長期間の副腎皮質ステロ
イドの使用は望ましくない．副腎皮質ステロイドの減量が困難な症例では，生物学的製剤や免疫抑制薬の
併用を考慮する必要があろう．2012年に実施された日本小児リウマチ学会によるアンケート調査の結果
において，成人症例に用いられる薬剤は小児に対しても使用されていることが明らかになった．それらの
薬剤には，コルヒチン，副腎皮質ステロイド，NSAID，生物学的製剤（インフリキシマブ，アダリムマブ），
サラゾスルファピリジン，アザチオプリン，シクロホスファミド，メトトレキサート，シクロスポリン，
ミゾリビン，免疫グロブリン製剤，副腎皮質ステロイド外用薬が含まれていた．その一方で，小児ベー
チェット病の治療薬として効能・効果が記載されている薬剤はプレドニゾロンとシクロスポリンの 2剤の
み，用法・用量まで記載されている薬剤はシクロスポリンのみである．成人ではベーチェット病の治療薬
として用法・用量が明示されているインフリキシマブやアダリムマブは小児ベーチェット病に使用した際
の安全性は確立しておらず， 副腎皮質ステロイド点眼薬についても同様に小児例への使用の安全性は確立
していない．コルヒチン，メトトレキサート，アザチオプリンなどを含む多くの薬剤は，ベーチェット病
の治療薬としての効能・効果を有していない．特に低年齢児での薬剤の選択には配慮が必要で，1歳未満
の症例へのインフリキシマブ 5），2歳未満の児へのナプロキセン6），コルヒチン7），アザチオプリン8）およ
び 4歳未満の症例へのアダリムマブ 9）は，各添付文書において 適応を有する他疾患の小児例で投与する際
にも注意喚起がなされている．したがって，小児ベーチェット病の治療に際して，医師は過去の小児ベー
チェット病の治療経験，あるいは同じ薬剤を用いた他疾患の治療経験および小児に投与する際の薬剤の安
全性情報に基づいて適切に判断をすることが求められる．これらの状況を考慮すると，治療薬は小児リウ
マチ専門医あるいは小児ベーチェット病の治療に習熟した医師との連携のもとで選択されることを提案す
る．また全経過を通じて安全性に対する十分な配慮をしつつ継続されることを推奨する．

 文　献
1. Ozen S：Behçet Disease. In： Petty RE, et al. （eds）：Textbook of Pediatric Rheumatology. 7th ed, Elsevier, 2016：526-532.

2.  Hatami G, et al.：EULAR recommendations for the management of Behçet’s disease. Ann Rheum Dis 2008；67：1656-1662.

3.  Hatemi G, et al.：2018 update of the EULAR recommendations for the management of Behçet’s syndrome. Ann Rheum Dis 2018；
77：808-818.

4. Mittal S, et al.：Behçet’s Disease. In：Sawhney S, et al. （eds）：Pediatric Rheumatology. Springer, Singapore, 2017：487-497. 

5. インフリキシマブ添付文書.  日本標準商品分類番号 87239. 2019年 5月改訂（第 1版）.  
6. ナプロキセン添付文書.  日本標準商品分類番号 871149. 2017年 10月改訂（第 17版）.  
7. コルヒチン添付文書.  日本標準商品分類番号 873941. 2016年 9月改訂（第 12版）.  
8. アザチオプリン添付文書.  日本標準商品分類番号 873999. 2019年 2月改訂（第 17版）.  
9. アダリムマブ添付文書.  日本標準商品分類番号 873999. 2019年 4月改訂（第 36版）.  
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小児ベーチェット病患者および小児期にワクチン未接種や抗体陰性の成人患者へのワクチ
ンはどのように行うか？

推奨 4 小児および小児期にワクチン未接種や抗体陰性の成人のベーチェット病患者への不活化ワ
クチン接種は安全かつ有効であり推奨される．一方，生ワクチンは，個々の症例で検討す
べきである．

 エビデンスレベル： 不活化ワクチン 2～ 3　生ワクチン 4    同意度：4.80    推奨度：A

解　説

小児ベーチェット病患者および小児期にワクチン未接種，もしくはそれらの抗体が陰性の成人ベー
チェット病患者へのワクチン接種は重要な課題である．疾患活動性が安定していて，コルヒチンのみで管
理できていれば，不活化ワクチンも生ワクチンも原則的には接種可能である．一方，副腎皮質ステロイド・
免疫抑制薬・生物学的製剤使用下のベーチェット病患者のみを対象としたワクチンに関する研究はきわめ
て少ない．そのため，わが国の免疫不全状態の小児を対象とした予防接種ガイドライン，ヨーロッパリウ
マチ学会の小児および成人リウマチが患者を対象とした予防接種ガイドライン，その他の疾患を対象とし
た臨床研究の結果などを参考に判断せざるをえないという限界がある1～4）．
一般的に副腎皮質ステロイド・免疫抑制薬・生物学的製剤使用下の小児および成人リウマチ患者におい
ても，不活化ワクチン〔4種混合，肺炎球菌，インフルエンザ菌（Hib），日本脳炎，B型肝炎，インフルエ
ンザ，パピローマウイルス〕については，獲得抗体の軽度低下の可能性はあるものの，有効性，安全性と
もにおおむね問題はなく，患者の状態が安定していれば積極的に接種すべきであり，疾患活動性が安定し
ていれば推奨される．ただし，成人ベーチェット病患者への 23価の肺炎球菌ワクチンに限っては，少数
ながらも全身炎症を伴う副反応例が報告されており，接種に際し留意すべきである．一方で，ワクチン接
種を契機としたベーチェットの再燃や増悪の報告の関する文献はない5）．
一方，生ワクチン（MMR，水痘）については，添付文書には免疫抑制をきたす治療を受けている患者に
は禁忌と記されている．ワクチン株による感染症の発生，原疾患の再燃や増悪，有効な抗体価獲得が不確
実などの問題があるためである．しかしながら，免疫抑制中の患者における水痘，麻疹の感染は重症化し
時に致死的になるため，むしろそのような患者こそワクチン接種を必要としている．近年，免疫抑制薬で
治療されている肝移植後の患者やネフローゼ症候群患者に対する生ワクチンの有効性や安全性の研究結果
が報告され始めている6～8）．また，生物学的製剤で治療中の患者への生ワクチン（MMR，水痘）については，
少数の症例報告に限定されている．
原則的には高用量の副腎皮質ステロイド（プレドニゾロン換算で 2 mg/kg以上，あるいは体重 10 kg以
上で 20 mg/日以上を 2週間以上投与した場合），免疫抑制薬，生物学的製剤などの治療下における生ワク
チンの接種は禁忌とされている1）．そのため，高用量以外の副腎皮質ステロイドや免疫抑制薬使用下にお
ける生ワクチンの接種については，現時点では臨床研究として倫理委員会の承認のうえで，個々の症例ご
とに検討すべきである．なお，さらなる詳細についてはガイドラインを含む参考文献を参照されたい1）．

 文　献
1.  日本小児感染症学会：小児リウマチ性疾患患者に対する予防接種.  小児の臓器移植および免疫不全状態における予防接種

ガイドライン 2014.  協和企画，2014：77-85.

2.   Heijstek MW, et al.：EULAR recommendations for vaccination in paediatric patients with rheumatic diseases. Ann Rheum Dis 2011；
70：1704-1712.                               

3.  van Assen S, et al.：EULAR recommendations for vaccination in adult patients with autoimmune Inflammatory rheumatic diseases. 

Ann Rheum Dis 2011；70：414-422.

4.  Erkek E, et al.：Response to vaccination against hepatitis B in patients with Behcet’s disease. J Gastroenterol Hepatol 2005；20：
1508-1511.

5.  Hügle T, et al.：Streptococcal hypersensitivity reloaded: severe inflammatory syndrome in Behcet’s disease following 23-valent 

polysaccharide Streptococcus pneumoniae vaccine. Rheumatology（Oxford） 2012；51：761-762.
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6.  Kawano Y, et al.：Effectiveness and safety of immunization with live-attenuated and inactivated vaccines for pediatric liver 

transplantation recipients. Vaccine 2015；33：1440-1445. 

7.  Shinjoh M, et al.：Updated data on effective and safe immunizations with live-attenuated vaccines for children after living donor liver 

transplantation. Vaccine 2015；33：701-707.

8.  Kamei K, et al.：Prospective Study of Live Attenuated Vaccines for Patients with Nephrotic Syndrome Receiving Immunosuppressive 

Agents. J Pediatr 2018；196：217-222.

小児ベーチェット病患者の成人移行における目標は？

推奨 5 患者の自己支持，自立した医療行動，性的健康，心理的支援，教育的・職業的計画，健康
とライフスタイルの 6つの目標の達成のために，多職種がかかわり移行支援を行う．転科
は，心理的，社会的な発達および教育の達成後に行う．

 同意度：4.60    推奨度：B

解　説

治療の進歩に伴い，予後が改善した小児期発症の難病患者が成人に移行する機会が増加している．とり
わけ小児リウマチ疾患の患者においては，免疫抑制薬や生物学的製剤の治療への導入により，慢性疾患を
もたない健康な人と同様の生活が可能になった．一方でベーチェット病を含む，小児期発症のリウマチ疾
患は，良好な管理が可能となったものの完治することは少なく，生涯にわたり治療が必要となることが多
い．小児リウマチ疾患の多くは，成人リウマチ疾患と治療や管理において共通することも多く，その点は
移行しやすいといえよう．移行（transition）とは，単なる小児科から成人診療科への移動（transfer）ではなく，
医療以外の彼らの人生や社会生活全般におよぶ全人的概念である1, 2）．移行の準備は思春期早期から始め
るべきである．しかし，実際の移行のタイミングは疾患の状態，社会心理的発達，就学・就職など環境の
変化など，さまざまな事柄を総合的に考慮して決定するべきである．円滑な移行には，患者が自己支持，
自立した医療行動，性的健康，心理的支援，教育的・職業的計画，健康とライフスタイルの 6つの目標を
達成する必要がある（表 4）．移行の準備は，小児科医，リウマチ内科医，その他の関連診療科の医師，専
門看護師，心理職，ソーシャルワーカーなど多職種がかかわる移行プログラムの下で行われることが望ま
しい．移行領域で先行している小児腎臓病における移行医療についての提言は，小児リウマチ疾患におい
ても共通項が多く参考にしていただきたい3）．しかしながら，わが国では充実した移行医療プラグラムを
提供できる施設が限られており，小児リウマチ専門医も全国で 100人未満であるという構造的な問題があ
るが，「自己健康管理度チェックリスト」などの移行用のツールを活用することにより，日常診療の場で患
者の移行への準備段階をある程度評価しうる4）．

 文　献
1.  Royal College of Nursing：Adolescent Transitional Care; RCN Guidance for Nursing Staff. https://scadmin.rcn.org.uk/-/media/royal-

college-of-nursing/documents/publications/2013/december/pub-004510.pdf（アクセス日：2018年 12月 31日）
2.  Foster HE, et al.：EULAR/PReS standards and recommendations for the transitional care of young people with juvenile-onset 

rheumatic diseases. Ann Rheum Dis 2017；76：639-646.

3.  東野博彦：小児期発症の慢性疾患患児の長期支援について 小児-思春期-成人医療のギャップを埋める「移行プログラム」の
作成をめざして.  小児内科 2006；38：962-968.
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表 4　移行プログラムで目標とする 6つの領域

・患者が自分の健康状況を説明する（自己支持）
・自ら受診して健康状態について述べ，服薬を自己管理する（自立した医療行動）
・疾患による妊娠への影響，避妊の方法も含めた性的問題の管理（性的健康）
・さまざまな不安や危惧を周囲の人に伝えサポートを求める（心理的支援）
・自らの身体能力にあった就業形態（教育的・職業的計画）
・生活上の制限や趣味のもち方（健康とライフスタイル）
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4.  厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患等政策研究事業 「難治性腎疾患に関する調査研究」研究班 診療ガイドライン分科会
トランジションWG，他：小児慢性腎臓病患者における移行医療についての提言 －思春期 ･若年成人に適切な医療を提供
するために－.  https://www.jsn.or.jp/academicinfo/report.php（アクセス日：2018年 12月 31日）

 参考文献
  ・   石崎優子（編）：小児期発症慢性疾患患者のための移行支援ガイド.  じほう，2017. 
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 9  治療総論CQ
a  TNF 阻害薬に関する注意点  

TNF阻害薬の導入前スクリーニングは何を行うか？

推奨 1 TNF 阻害薬の導入前には，活動期の感染症や潜在性結核の有無，B型肝炎の既往歴（キャ
リアや既感染）などの全身スクリーニング検査を行うことが推奨される．

 エビデンスレベル： 6

解　説

生物学的製剤の投与中は，感染症や臨床検査値異常などさまざまな副作用が発現するが，感染症は発生
頻度，重症度から最も重要な副作用と考えられる．TNF阻害薬においても，国内外の開発臨床試験や市
販後調査から，感染症が重要な副作用としてあげられている．なかでも，結核や B型肝炎の再活性化に
は注意が必要である．そのため，「関節リウマチ（RA）に対する TNF阻害薬使用ガイドライン」1），「非感染
性ぶどう膜炎に対する TNF阻害薬使用指針および安全対策マニュアル（2016年版）」2），「生物学的製剤と
呼吸器疾患診療の手引き」3）および「B型肝炎治療ガイドライン」4）などおいて，以下の項目を導入前にスク
リーニングすることが推奨されている．

1） 活動期の感染症
2）  潜在性結核（問診，ツベルクリン反応，インターフェロン-γ遊離試験，胸部 X線，CTなどの画像検
査）：陽性の場合の対応は補足①を参照および「関節リウマチ（RA）に対する TNF阻害薬使用ガイドラ
イン」1）を参照

3）  B型肝炎：補足②および詳細は B型肝炎治療ガイドライン（第 3.1版）4）を参照
　（血液検査として，HBs抗原，HBs抗体，HBc抗体など）
さらに日和見感染症の危険性が低い患者として以下の 3項目も満たすことが望ましい．
　a. 末梢血白血球数 4,000/mm

3以上
　b. 末梢血リンパ球数 1,000/mm

3以上
　c. 血中β-Dグルカン陰性
また，NYHA（New York Heart Association；ニューヨーク心臓協会） III度以上の心不全患者は禁忌であり，

脱髄疾患およびその既往歴のある患者では，TNF阻害薬投与中に症状の再燃および悪化のおそれがある
ため，導入前に既往歴ならびに家族歴などの問診を行うことが推奨される．

補足①
結核に関する問診，ツベルクリン反応，インターフェロン-γ遊離試験，胸部 X線，CTなどの画像検

査などスクリーニング検査で 1つでも陽性所見があり，潜在性結核が疑われる患者においてはベネフィッ
トがリスクを上回ると判断された場合に限り，抗結核薬併用下で，TNF阻害薬の投与を開始する．活動
性結核であることが判明した場合は，結核の治療を優先する1, 3）（図 2）3）．
具体的には，TNF阻害薬の投与開始 3週間前よりイソニアジド内服（原則として 300 mg/日，低体重者

には 5 mg/kg/日に調節）を開始し 6～ 9 か月間予防投与を行う．イソニアジドの副作用出現時はリファン
ピシンの投与を考慮する．
また，非定型抗酸菌症（nontuberculous mycobacteriosis：NTM症）については原則禁忌であるが，菌種が

MAC（mycobacterium avium complex）で特定の条件を満たせば，TNF阻害薬の投与を考慮してもよいとされ
ており3），その判断に関しては呼吸器専門医に委ねるのが望ましい3）．

CQ 1
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図 2 　TNF阻害薬投与前の結核スクリーニング
＊TNF阻害薬投与に先立つ 3週間，抗結核薬（イソニアジド等）の投与を行い，以後も計 6～ 9か
月間並行して投与 
〔日本呼吸器学会生物学的製剤と呼吸器疾患・診療の手引き作成委員会： 生物学的製剤と呼吸器疾
患 診療の手引き．2014〕

補足②
B型肝炎感染症においては HBs抗原陽性（キャリア）患者のみならず，HBs抗原陰性でも HBs抗体ある
いは HBc抗体陽性例（既感染者）では，免疫抑制薬投与により肝炎ウイルスの活性化を引き起こして重症
肝炎を生じ，致死的な経過をたどることがある．特に，ウイルス中和活性のない HBc抗体のみ陽性の患
者には注意を要する．日本肝臓学会で策定された「B型肝炎治療ガイドライン（第 3版）」4）に従い，スクリー
ニングでキャリアや既感染者と判明した場合，キャリアにおいては必ず，既感染者についてはウイルス量
をモニターしつつ，適宜，肝疾患を専門とする内科医と連携し，治療にあたることが推奨されている
（図 3）4）．すべての症例の核酸アナログの投与開始および終了は肝臓専門医にコンサルトすることが望ま
しい．
一方，C型肝炎感染症においては，一定の見解は得られていないが，TNF阻害薬投与開始前に感染の
有無に関して適切なスクリーニングを行い，陽性者においては慎重な経過観察を行うことが望ましい．

十分な問診，胸部X線検査，胸部CT検査，IGRA and/or ツベルクリン反応検査

結核に関する総合的評価

疑わしいもしくは不明

呼吸器/放射線専門医の評価

診断結果

活動性結核 結核既感染（疑いを含む）

TNF阻害薬投与開始

活動性結核に
対する治療開始

抗結核薬＊

予防投与開始

結核の既往歴は
認められない
あるいは，結核の
確実な治療歴あり

評価可能
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図 3　免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策ガイドライン
補足：血液悪性疾患に対する強力な化学療法中あるいは終了後に，HBs 抗原陽性あるいはHBs 抗
原陰性例の一部においてHBV再活性化により B型肝炎が発症し，その中には劇症化する症例があ
り，注意が必要である．また，血液悪性疾患または固形癌に対する通常の化学療法およびリウマチ
性疾患・膠原病などの自己免疫疾患に対する免疫抑制療法においてもHBV再活性化のリスクを考
慮して対応する必要がある．通常の化学療法および免疫抑制療法においては，HBV再活性化，肝
炎の発症，劇症化の頻度は明らかでなく，ガイドラインに関するエビデンスは十分ではない．また，
核酸アナログ投与による劇症化予防効果を完全に保証するものではない．
注 1） 免疫抑制・化学療法前に，HBVキャリアおよび既往感染者をスクリーニングする．まずHBs

抗原を測定して，HBVキャリアかどうか確認する．HBs 抗原陰性の場合には，HBc 抗体およ
びHBs 抗体を測定して，既往感染者かどうか確認する．HBs 抗原・HBc 抗体およびHBs 抗
体の測定は，高感度の測定法を用いて検査することが望ましい．また，HBs 抗体単独陽性（HBs
抗原陰性かつHBc 抗体陰性）例においても，HBV再活性化は報告されており，ワクチン接種
歴が明らかである場合を除き，ガイドラインに従った対応が望ましい．

注 2） HBs 抗原陽性例は肝臓専門医にコンサルトすること．また，すべての症例において核酸アナ
ログの投与開始ならびに終了にあたって肝臓専門医にコンサルトするのが望ましい．

注 3） 初回化学療法開始時にHBc 抗体，HBs 抗体未測定の再治療例および既に免疫抑制療法が開始
されている例では，抗体価が低下している場合があり，HBV DNA定量検査などによる精査が
望ましい．

注 4）既往感染者の場合は，リアルタイム PCR法によりHBV DNAをスクリーニングする．
注 5） a. リツキシマブ・オビヌツズマブ（±ステロイド），フルダラビンを用いる化学療法および造血

幹細胞移植：既往感染者からのHBV再活性化の高リスクであり，注意が必要である．治療中
および治療終了後少なくとも 12か月の間，HBV DNAを月 1回モニタリングする．造血幹細
胞移植例は，移植後長期間のモニタリングが必要である．
b. 通常の化学療法および免疫作用を有する分子標的治療薬を併用する場合：頻度は少ないな
がら，HBV再活性化のリスクがある．HBV DNA量のモニタリングは 1～ 3か月ごとを目安
とし，治療内容を考慮して間隔および期間を検討する．血液悪性疾患においては慎重な対応が
望ましい．
c. 副腎皮質ステロイド薬，免疫抑制薬，免疫抑制作用あるいは免疫修飾作用を有する分子標的
治療薬による免疫抑制療法：HBV再活性化のリスクがある．免疫抑制療法では，治療開始後
および治療内容の変更後（中止を含む）少なくとも 6か月間は，月 1回のHBV DNA量のモニ
タリングが望ましい．なお，6か月以降は 3か月ごとのHBV DNA量測定を推奨するが，治
療内容に応じて高感度HBs 抗原測定（感度 0.005 IU/mL）で代用することを考慮する．

注 6） 免疫抑制・化学療法を開始する前，できるだけ早期に核酸アナログ投与を開始する．ことに，
ウイルス量が多いHBs 抗原陽性例においては，核酸アナログ予防投与中であっても劇症肝炎
による死亡例が報告されており，免疫抑制・化学療法を開始する前にウイルス量を低下させて
おくことが望ましい．

注 7） 免疫抑制・化学療法中あるいは治療終了後に，HBV DNA量が 20 IU/mL（1.3 LogIU/mL）以
上になった時点で直ちに核酸アナログ投与を開始する（20 IU/mL未満陽性の場合は，別のポ
イントでの再検査を推奨する）．また，高感度HBs 抗原モニタリングにおいて 1 IU/mL未満
陽性（低値陽性）の場合は，HBV DNAを追加測定して 20 IU/mL 以上であることを確認した

HBs抗原（＋）

核酸アナログ投与

HBs抗原（－）

HBc抗体，HBs抗体

HBc抗体（＋）またはHBs抗体（＋）

モニタリング
HBV DNA定量　1回/1～3か月
AST/ALT　1回/1～3か月

（治療内容を考慮して間隔・期間を検討する）

HBc抗体（－）かつHBs抗体（－）

HBV DNA定量 通常の対応

HBe抗原，HBe抗体，
HBV DNA定量

スクリーニング（全例）
HBs抗原

20  IU/mL
（1.3Log IU/mL）以上

注2），8），
9），10）

注6） 注6）

注3）

注7）

注2）

注1）

注4）

注5）a，b，c

20IU/mL
（1.3Log IU/mL）未満

20 IU/mL
（1.3Log IU/mL）以上

20IU/mL
（1.3Log IU/mL）未満
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上で核酸アナログ投与を開始する．免疫抑制・化学療法中の場合，免疫抑制薬や免疫抑制作用
のある抗腫瘍薬は直ちに投与を中止するのではなく，対応を肝臓専門医と相談する．

注 8）核酸アナログは薬剤耐性の少ない ETV，TDF，TAFの使用を推奨する．
注 9） 下記の①か②の条件を満たす場合には核酸アナログ投与の終了が可能であるが，その決定につ

いては肝臓専門医と相談した上で行う．
①スクリーニング時にHBs 抗原陽性だった症例では，B型慢性肝炎における核酸アナログ投
与終了基準を満たしていること．②スクリーニング時にHBc 抗体陽性またはHBs 抗体陽性
だった症例では，（1）免疫抑制・化学療法終了後，少なくとも 12か月間は投与を継続するこ
と．（2）この継続期間中にALT（GPT）が正常化していること（ただしHBV以外にALT異常の
原因がある場合は除く）．（3）この継続期間中にHBV DNAが持続陰性化していること．（4）
HBs 抗原およびHBコア関連抗原も持続陰性化することが望ましい．

注 10） 核酸アナログ投与終了後少なくとも 12か月間は，HBV DNAモニタリングを含めて厳重に
経過観察する．経過観察方法は各核酸アナログの使用上の注意に基づく．経過観察中にHBV 
DNA量が 20 IU/mL（1.3 LogIU/mL）以上になった時点で直ちに投与を再開する．

〔日本肝臓学会 肝炎診療ガイドライン作成委員会（編）：B型肝炎治療ガイドライン（第 3.1 版）2019
年 3 月．https://www.jsh.or.jp/medical/guidelines/jsh_guidlines/hepatitis_b（アクセス日：
2019 年 8月 28日）〕

 文　献
1.  日本リウマチ学会：関節リウマチ（RA）に対する TNF阻害薬使用ガイドライン（2019年 6月 9日改訂版）.  2019. 

2.  日本眼炎症学会 TNF阻害薬使用検討委員会：非感染性ぶどう膜炎に対する TNF阻害薬使用指針および安全対策マニュア
ル（2016年版）.

3. 日本呼吸器学会生物学的製剤と呼吸器疾患・診療の手引き作成委員会： 生物学的製剤と呼吸器疾患 診療の手引き.  2014.

4.  日本肝臓学会 肝炎診療ガイドライン作成委員会（編）：B型肝炎治療ガイドライン（第 3.1版）2019年 3月.  https://www.jsh.

or.jp/medical/guidelines/jsh_guidlines/hepatitis_b（アクセス日：2019年 8月 28日）

TNF阻害薬の投与禁忌はどのような場合か？

推奨 2 重篤な感染症や活動性結核，脱髄疾患など添付文書で禁忌とされている患者への投与は実
施しないことが推奨される．

 エビデンスレベル： 6

解　説

インフリキシマブの添付文書には，投与禁忌として以下の患者が記載されている．
〈禁忌〉

1） 重篤な感染症（敗血症等）の患者〔症状を悪化させるおそれがある．〕
2） 活動性結核の患者〔症状を悪化させるおそれがある．〕
3）  本剤の成分又はマウス由来の蛋白質（マウス型，キメラ型，ヒト化抗体等）に対する過敏症の既往歴
のある患者

4） 脱髄疾患 （多発性硬化症等） 及びその既 往歴のある患者〔症状の再燃および悪化のおそれがある．〕
5） うっ血性心不全の患者〔症状を悪化させるおそれがある．〕

アダリムマブの投与禁忌も 3） が “本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 ”，となっている以外
はインフリキシマブと同様である．各学会における指針やガイドラインにもこれらにつき注意換起されて
いる1～3）．
当初，TNF阻害薬はその作用機序から悪性腫瘍の発現率の上昇が懸念され，各学会のガイドラインで
も悪性腫瘍は禁忌とされてきた．しかし，現時点に至るまでその関連は明らかにされておらず，添付文書
の禁忌事項から悪性腫瘍が除外された．日本リウマチ学会の「関節リウマチ（RA）に対する TNF阻害薬使
用ガイドライン」では 2017年改訂以降，悪性腫瘍は禁忌からは除外されているものの，慎重な対応が求め
られている（補足③参照）．なお，日本眼科学会および皮膚科学会からの関連する指針においては改訂され
ていない．

CQ 2

第 4章　ベーチェット病の診療ガイドライン　■ 治療総論CQ

ベ
ー
チ
ェ
ッ
ト
病
の
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
〔
診
断
・
治
療
の
ク
リ
ニ
カ
ル
ク
エ
ス
チ
ョ
ン（
Ｃ
Ｑ
）と
推
奨
文
，
推
奨
度
，
解
説
〕

第

4
章

157



B型肝炎ウイルス感染者に対しては，B型肝炎治療ガイドラインに準拠して慎重に対応することが推奨
される（補足②参照）．

補足③
ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎のレミケード国内市販後調査では悪性腫瘍の報告はな
く4），クローン病領域の PMS（市販後調査）海外報告の TREAT試験5），イタリアで行われたマッチド・ペ
ア比較試験6）ほか，他の検討において TNF阻害薬投与群と非投与群で悪性腫瘍の発生率に差がないとされ
るなど7, 8），TNF阻害薬の悪性腫瘍発症に対する影響を明確に示したデータはない．炎症性眼疾患に対す
る免疫抑制療法が悪性腫瘍の発現に与える影響に関しては一定の見解が得られておらず，TNF阻害薬使
用中の悪性腫瘍の発現に留意し，経過観察を行うことが推奨されている9, 10）．2009年，アメリカ FDAか
ら TNF阻害薬治療小児患者における造血器腫瘍の発生に関する警告が出されたが，基礎疾患，併用薬な
ど複数の因子が関与している可能性もある11）．
日本リウマチ学会の「関節リウマチ（RA）に対する TNF阻害薬使用ガイドライン」では，「TNF 阻害薬は
その作用機序より悪性腫瘍発生の頻度を上昇させる可能性が懸念され，全世界でモニタリングが継続され
ているが，現時点では十分なデータは示されていない．今後モニタリングを継続するとともに，悪性腫瘍
の既往歴・治療歴を有する患者，前癌病変（食道，子宮頚部， 大腸など）を有する患者への投与は慎重に検
討すべきである」とされている3）．一方，アメリカリウマチ学会のリウマチ治療ガイドラインでは，皮膚
がんや悪性リンパ腫の既往患者については，生物学的製剤よりも抗リウマチ薬を使用することが推奨され
ているが，固形がんの既往患者では通常のリウマチ治療が推奨されており，生物学的製剤治療による制限
を設けていない12）．

 文　献
1.  日本眼炎症学会 TNF阻害薬使用検討委員会：非感染性ぶどう膜炎に対する TNF阻害薬使用指針および安全対策マニュア

ル（2016年版）.
2. 日本皮膚科学会：乾癬における生物学的製剤の使用ガイダンス（2018 年版）.
3.  日本リウマチ学会：関節リウマチ（RA）に対する TNF阻害薬使用ガイドライン（2019年 6月 29日改訂版）.  2019.

4.  レミケード点滴静注用 100特定使用成績調査（ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎）.  （2017年 6月 13日） https://

rctportal.niph.go.jp/s/detail/um?trial_id=UMIN000027733（アクセス日：2019年 8月 7日）.
5.  Lichtenstein GR, et al.：Drug therapies and the risk of malignancy in Crohn’s disease: results from the TREAT™ Registry. Am J 

Gastroenterol 2014；109：212-223.

6.  Biancone L, et al.：Infliximab and newly diagnosed neoplasia in Crohn’s disease: a multicentre matched pair study. Gut 2006；55：
228-233.

7.  Burmester GR, et al.：Adalimumab: long-term safety in 23 458 patients from global clinical trials in rheumatoid arthritis, juvenile 

idiopathic arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, psoriasis and Crohn's disease. Ann Rheum Dis 2013；72：517-524.
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TNF阻害薬の投与中に感染症を発症した場合はどうするか？

推奨 3 関連する診療科と連携して対応することが推奨される．

 エビデンスレベル： 6    

解　説

TNF阻害薬国内市販後調査および海外の成績において，重篤な有害事象で最も多いものが感染症であ
り，その発現に十分注意する必要がある．ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎を有する患者 464

例を対象としたレミケード市販後調査の感染症出現頻度は 8.84％，うち重篤なものは 3.23％であり，結核
0.43％，ニューモシスティス肺炎 0.22％であった1）．他疾患とほぼ同様で，病原体について特にベーチェッ
ト病に特徴的なものはない．感染症の対応に専門性が必要な場合もあるため，関連診療科と適宜連携をと
ることが望ましい．
たとえば，発熱，咳，呼吸困難など感染症を疑わせる症状が生じた場合，図 4 2）のフローチャートおよ
び「生物学的製剤と呼吸器疾患・診療の手引き」3）（日本呼吸器学会）を参考に細菌性肺炎，結核，ニューモ
システィス肺炎などを想定し，呼吸器専門医と連携をとりつつ対応する．
ニューモシスティス肺炎については関節リウマチ患者の解析から，① 65歳以上，②プレドニゾロン換
算 6 mg以上の副腎皮質ステロイド，③既存肺病変の存在などのリスク因子が同定されており，ハイリス
ク患者には ST合剤の予防投与（1～ 2錠 /日を連日あるいは週 3回投与など）やペンタミジン吸入などが
行われる2, 3）

 ．
また，呼吸器感染症にかかわらず，感染症急性期には TNF阻害薬をいったん中止し，感染症の治療を

優先する．

 文　献
1.  レミケード点滴静注用 100特定使用成績調査（ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎）.  （2017年 6月 13日） https://

rctportal.niph.go.jp/s/detail/um?trial_id=UMIN000027733（アクセス日：2019年 8月 7日）.
2.  日本リウマチ学会：関節リウマチ（RA）に対する TNF阻害薬使用ガイドライン（2019年 6月 29日改訂版）.  2019.

3. 日本呼吸器学会生物学的製剤と呼吸器疾患・診療の手引き作成委員会：生物学的製剤と呼吸器疾患 診療の手引き.  2014.

CQ 3

図 4　生物学的製剤治療中における発熱，咳，呼吸困難に対するフローチャート
BAL；broncho-alveolar lavage，気管支肺胞洗浄．PCP；pneumocystis pneumonia
〔日本リウマチ学会：関節リウマチ（RA）に対するTNF阻害薬使用ガイドライン（2019年 6月 29日改訂版）．2019．より引用，
一部改変〕

発熱，咳，呼吸困難（PaO2，SpO2の低下）

実質性陰影 間質性陰影

喀痰培養，血液培養
抗酸菌染色・培養

胸部X線，CT，身体所見，臨床検査，
生物学的製剤の一旦中止

呼吸器内科医，放射線専門医の読影

すべて陰性

β-DG，PCRおよび
他の病原体
すべて陰性

β-DGまたは
PCR陽性

β-DG，PCRとも陰性
他の病原体検査で陽性

抗菌薬治療が無効
ないし悪化で
病原体不明

いずれかで
陽性

ニューモシスティス肺炎
（PCP）

細菌性肺炎
または結核

薬剤性肺炎
間質性肺炎など

PCP以外の非定型肺炎

血中β-Dグルカン（β-DG）測定
可能なら誘発喀痰ないしBALで
Pneumocystis 菌体染色・PCR
インフルエンザ，マイコプラズマ，
クラミジア，レジオネラの検査
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TNF阻害薬投与中のワクチンの接種の注意点は何か？

推奨 4 TNF 阻害薬の投与中は，感染症の発症予防を目的とした不活化ワクチンの接種を行うこ
と，生ワクチンの接種は禁忌とすることを推奨する．

 エビデンスレベル： 6

解　説

TNF阻害薬を含む生物学的製剤は，長期間の投与により免疫力が低下し，細菌やウイルスなどの感染
症発症のリスクが高まる可能性がある．不活化ワクチンは，ウイルスや細菌の病原性（毒性）を完全になく
して，免疫を作るのに必要な成分だけを製剤にしたものである．したがって，不活化ワクチンによるその
病原菌感染症の発症の可能性はなく，TNF阻害薬の投与中においても不活化ワクチンの接種は可能であ
り，感染症予防のために，むしろ積極的に行うことが推奨される．不活化ワクチンの接種時期を明確にし
た報告はないが，不活化ワクチンの接種により副反応が生じる可能性もあるため，TNF阻害薬の副作用
と区別するためにも，不活化ワクチンの接種時期は TNF阻害薬の投与時期とずらすことが望ましい．
一方，生ワクチンは，生きたウイルスや細菌の病原性（毒性）を，症状が出ないように極力抑えて，免疫

が作れるぎりぎりまで弱めた製剤であり，TNF阻害薬などの生物学的製剤投与中で免疫力の低下した患
者では，生ワクチンによるその病原菌感染症の発症の可能性は否定できない．したがって，TNF阻害薬
投与中は，生ワクチンの接種は控えることとされている1, 2）．新たに生ワクチン接種をする場合には，TNF

阻害薬の投与との間隔を十分にあけ，リスクとベネフィットを勘案して慎重に判断する必要がある．
これらのことから，TNF阻害薬投与中の患者に対して，肺炎球菌ワクチンやインフルエンザワクチン

などの不活化ワクチンの接種は積極的に行い，感染症発症の予防に努めることを推奨する．一方，生ワク
チンに関しては，ワクチン接種により病原菌による感染症発症の可能性が否定できないことから，TNF

阻害薬の投与中は原則行わないことを推奨する．

 文　献
1. Ferreira I, et al.：Vaccines and biologics. Ann Rheum Dis 2014；73：1446-1454.

2.  日本リウマチ学会：関節リウマチ（RA）に対する TNF阻害薬使用ガイドライン（2019年 6月 29日改訂版）.  2019.

高齢者へのTNF阻害薬の投与は可能か？

推奨 5 高齢というだけは必ずしも TNF阻害薬の回避理由にはならない．合併症や免疫系をはじ
めとした生理機能低下を念頭に治療を選択することが推奨される．

 エビデンスレベル： 4

解　説

関節リウマチにおけるインフリキシマブおよびアダリムマブの使用成績調査（全例調査）では，感染症の
リスク因子として高齢があげられている1, 2）．また，少数例ではあるが，TNF阻害薬治療中の炎症性腸疾
患でも，高齢者でより感染リスクが高いことが報告されている3, 4）．実臨床では年齢だけでなく，高齢に
なればなるほど，臓器合併症，身体運動機能や認知機能低下など治療の制限要因が増えてくるため，これ
らを総合的に評価し，治療方針を検討する必要がある．近年，関節リウマチの場合，高齢者で臓器合併症
や副作用が懸念される場合には，経口薬より生物学的製剤主体の治療がオプションの1つになりつつある．
しかし，この際も感染症のスクリーニングなど，若年者以上に慎重な対応が要求される．
インフリキシマブのベーチェット病難治性網膜ぶどう膜炎を対象とした国内治験での最高齢者は 61歳

CQ 4

CQ 5
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であり3），市販後調査でも 65歳以上は 462例中 19例（4.1％）にすぎず5），関節リウマチの TNF阻害薬治療
患者と比べると，年齢層はかなり若い．しかし，国内ベーチェット病患者層は著明な高齢化傾向にあり〔詳
細は第 3章［ 5 ］疫学（症状，重症度の変遷），p.42参照〕，今後はベーチェット病においても高齢者に TNF

阻害薬を使用する機会が増える可能性がある．

 文　献
1. レミケード点滴静注用 100関節リウマチ使用成績調査（全例調査）報告書（田辺三菱製薬株式会社資料）.  
2.  Koike T, et al.：Safety and effectiveness of adalimumab in Japanese rheumatoid arthritis patients: postmarketing surveillance report of 

7740 patients. Mod Rheumatol 2014；24： 390-398.

3.  Ohno S, et al.：Efficacy, safety, and pharmacokinetics of mutiple administration of infliximab in Behçet's disease with refractory 

uveoretinitis. J Rheumatol 2004；31：1362-1368.

4.  レミケード点滴静注用 100ベーチェット病による難治性網膜ブドウ膜炎適正使用情報 使用成績調査（全例調査）の中間報
告（田辺三菱製薬株式会社資料）.

5.  Cottone M, et al.：Advanced age is an independent risk factor for severe infections and mortality in patients given anti-tumor necrosis 

factor therapy for inflammatory bowel disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2011；9：30-35. 

b  妊娠・授乳中の薬物治療リスク  

妊娠中の患者にコルヒチン投与は適切か？

推奨 6 病状が安定している場合は中止を検討し，少量の副腎皮質ステロイドなどで病状が安定し
ない場合，またはこれが使えない場合は，インフォームドコンセントを得たうえで投与す
ることを提案する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.35    推奨度：C1

解　説

コルヒチンは動物実験で催奇形性を示すことから妊娠への影響が懸念されるが1），治療量をはるかに凌
駕した投与の知見である．家族性地中海熱（familial mediterranean fever：FMF）患者の妊娠を対象にしたメ
タ解析では，コルヒチン服用群はコルヒチン非服用群（疾患コントロール群）と比較して，流産（10.9％ vs. 

16.7％, p＝ 0.12），大奇形率（1.0％ vs. 1.0％, p＝ 0.52），出産児低体重（2,956.03± 661.87 g vs. 3,104.52±
451.55 g，p＝ 0.12）のいずれにおいても有意な差は認められなかった2）．むしろ，FMFの場合，コルヒチ
ン中止により不妊や流産の原因となる腹膜炎やアミロイドーシスをきたすことが懸念され，妊娠・授乳中
も継続すべきとされている2, 3）．ヨーロッパリウマチ学会（European League Against Rheumatism：EULAR）
ではコルヒチンの投与は胎児催奇形性のリスクを上昇させず，妊娠中も 1.0 mg/日までは継続投与は可能
であるとされている4）．
国内の添付文書では FMF以外は妊娠中原則禁忌である5）．ベーチェット病患者を対象とした研究では
コルヒチンの妊娠への悪影響は示されていないが6），FMFと異なり，妊娠中のコルヒチン継続の妥当性に
関する根拠に乏しい．「産婦人科診療ガイドライン－産科編 2017（日本産科婦人科学会ほか）」において，
コルヒチンは「特定の状況下では妊娠中であってもインフォームドコンセントを得たうえで投与される代
表的医薬品」の 1つにあげられ，その特定の状況下の 1つに「他の医薬品では治療効果が不十分なベー
チェット病」があげられている7）．
実臨床では挙児希望時あるいは妊娠判明時よりコルヒチンを中止し，副腎皮質ステロイドの頓用，少量
継続で対応することもあるが，それでも病状が安定しない場合，あるいは副腎皮質ステロイドが使用でき
ない場合には，コルヒチンを考慮してよいものと考えられる．

 文　献
1. Ingalls TH, et al.：Colchicine-induced craniofacial defects in the mouse embryo. Arch Environ Health 1968；16： 326-332.

2.  Indraratna PL, et al.：Use of colchicine in pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Rheumatology（Oxford） 2018；57：

CQ 6
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382-387.

3. Ozen S, et al.：EULAR recommendations for the management of familial Mediterranean fever. Ann Rheum Dis 2016；75：644-651.

4.  Götestam Skorpen C, et al.：The EULAR points to consider for use of antirheumatic drugs before pregnancy, and during pregnancy 

and lactation. Ann Rheum Dis 2016；75：795-810.

5.  審査報告書（コルヒチン） 平成 28年 8月 30日　独立行政法人医薬品医療機器総合機構.  
6. Noel N, et al.：Behçet’s disease and pregnancy. Arthritis Rheum 2013；65：2450-2456.

7.  日本産科婦人科学会，他：産婦人科診療ガイドライン－産科編 2017.  http://www.jsog.or.jp/activity/pdf/gl_sanka_2017.pdf（ア
クセス日：2019年 8月 7日）

挙児希望男性患者にコルヒチン投与は適切か？

推奨 7 病状が安定していれば，中止も考慮するが，不安定な場合には男性不妊の原因としてコル
ヒチンが疑われない限り，継続使用することを提案する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.24    推奨度：C1

解　説

男性のベーチェット病患者においてコルヒチン内服により精子数の低下，運動能の減少がみられたとの
報告があるが1, 2），その後の検討では，常用量のコルヒチンによる造精能，精子機能への影響に関しては
否定的な報告が多い3, 4）．むしろ，家族性地中海熱（FMF）における精巣アミロイドーシスと同様，ベー
チェット病の男性不妊はまれではあるが，精索静脈瘤や精巣上体炎など疾患そのものが関与する可能性が
示唆されている3, 5）．
日本の添付文書では，コルヒチン服用の父親の配偶者よりダウン（Down）症候群およびその他先天異常

児が出生する可能性につき言及されているが6, 7），健常者，コルヒチン非服用ベーチェット病患者など適
切なコントロールをおいた研究で実証されてはいない8）．
コルヒチンはその薬理作用から造精能，精子機能を障害する可能性は否定できないが，治療量の服用に
よる精子機能障害はまれであり，挙児希望であっても通常は服用を回避する理由にならないと思われる．
EULARの FMF治療推奨では，コルヒチンに起因する無精子症の場合，挙児希望時は他の治療に代替の
うえ，3か月間のコルヒチンの一時休薬につき言及されているが，根拠は示されていない5）．

 文　献
1. Mizushima Y, et al.：Colchicine in Behçet’s disease. Lancet 1977；2：1037.

2. Sarica K, et al.：Urological evaluation of Behçet patients and the effect of colchicine on fertility. Eur Urol 1995；27：39-42.

3.  Haimov-Kochman R, et al.：The effect of colchicine treatment on sperm production and function: a review. Hum Reprod 1998；13：
360-362.

4. Uzunaslan D, et al.：No appreciable decrease in fertility in Behçet’s syndrome. Rheumatology（Oxford） 2014；53：828-833.

5. Ozen S, et al.：EULAR recommendations for the management of familial Mediterranean fever. Ann Rheum Dis 2016；75：644-651.

6. 吉田　篤，他：ベーチェット病患者のコルヒチン治療と出産.  眼科 1985；27：1359-1361.

7. 審査報告書（コルヒチン） 平成 28年 8月 30日　独立行政法人医薬品医療機器総合機構.

8.  Ben-Chetrit E, et al.：Pregnancy outcomes in women with familial Mediterranean fever receiving colchicine: is amniocentesis 

justified? Arthritis Care Res（Hoboken） 2010；62：143-148.

妊娠中の患者に副腎皮質ステロイドの投与が必要な場合はどうするか？

推奨 8 妊娠中も副腎皮質ステロイドの継続治療を必要とする場合は，胎盤移行性が低いプレドニ
ゾロンの使用を推奨する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.82    推奨度：B

解　説

副腎皮質ステロイドのなかでもプレドニゾロンは胎盤に豊富に存在する 11β-ヒドロキシステロイドデ

CQ 7
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ヒドロゲナーゼで不活化されるため胎盤通過性が低く，妊娠中も比較的安全に使えるとされている1, 2）．
その催奇形性についても否定的な研究が多いが，口唇口蓋裂の頻度上昇〔OR 3.35（1.97-5.69）〕の報告もあ
る3）．高用量では糖尿病，高血圧，妊娠高血圧腎症，37週未満の前期破水のリスクが高いこと報告されお
り，投与量は必要最小限とし，15 mg/日までで管理することが望ましい2）．
なお，ベーチェット病での使用機会は少ないと思われるが，フッ化ステロイドであるベタメタゾンは胎
盤通過性があり，妊娠中の使用には適さない．

 文　献
1.  Götestam Skorpen C, et al.：The EULAR points to consider for use of antirheumatic drugs before pregnancy, and during pregnancy 

and lactation. Ann Rheum Dis 2016；75：795-810.

2.  齋藤　滋，他：全身性エリテマトーデス（SLE），関節リウマチ（RA），若年性特発性関節炎（JIA）や炎症性腸疾患（IBD）罹患
女性患者の妊娠，出産を考えた治療指針.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事
業）「関節リウマチ（RA）や炎症性腸疾患（IBD）罹患女性患者の妊娠，出産を考えた治療指針の作成」研究班 平成 28年度～
29年度総合研究報告書（研究代表者；齋藤　滋）.  2018：28-35.

3.  Park-Wyllie L, et al.：Birth defects after maternal exposure to corticosteroids: prospective cohort study and meta-analysis of 

epidemiological studies. Teratology 2000；62：385-392.

妊娠中の患者に投与を考慮してもよい免疫抑制薬は何か？

推奨 9 副腎皮質ステロイドなどの治療で病状のコントロールが不十分な場合はリスクとベネ
フィットを考慮のうえ，シクロスポリン，タクロリムス，アザチオプリンの使用を提案する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.53    推奨度：C1

解　説

〈シクロスポリン〉
ベーチェット病の妊婦症例へのシクロスポリン投与の報告はない．一方，腎移植などの妊婦症例に対す
るシクロスポリン投与に関しては，2つのコホート研究と 1つのケースコントロール研究がある．それに
よると 1,126名の妊婦に対してシクロスポリンを投与した結果，14.4％に流産を，3.4％に出生後先天奇形
を認めたが，対照群と比較して有意差はなかった1）．したがって，妊婦中の患者に対しては，リスクとベ
ネフィットを十分考慮したうえで，必要最低限の量のシクロスポリンを投与することは許容されると考え
られる．
〈アザチオプリン〉
妊娠初期にアザチオプリンを使用した例で，先天異常の頻度が一般妊娠におけるそれと比較して高くな
るということは示されていない2, 3）．一方で，アザチオプリンを妊娠中に使用した母体から出生した児に
血球減少や免疫担当細胞の減少がみられたとの報告があり4, 5），これらは本剤の胎児毒性として考えられ
るため児の注意深い観察が必要である．

「SLE，RA，JIAや IBD罹患女性患者の妊娠，出産を考えた治療指針」ではシクロスポン，タクロリムス，
アザチオプリンは一般的には妊娠中に使用しないが，副腎皮質ステロイド単独で病状コントロール困難な
場合，許容されるとしている6）．また，「産婦人科診療ガイドライン－産科編 2017」（日本産科婦人科学会
ほか）では，他の医薬品では治療効果が不十分な自己免疫疾患に対してはインフォームドコンセントを得
たうえで投与される代表的医薬品として取り上げられている7）．なお，2018年 7月，これらの薬剤につい
て妊婦への投与禁忌は有益性投与へと変更された．
メトトレキサートは妊娠中禁忌であり，それ以外の免疫抑制薬服用患者の挙児希望にあたっては，疾患
活動性を踏まえてリスクやベネフィットについて専門医や産科医とコンサルトのうえ，計画的な中止また
は有益性投与が許容される薬剤（チオプリン系免疫抑制薬，カルシニューリン系免疫抑制薬，TNF阻害薬，
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副腎皮質ステロイドなど）への変更を検討することが望ましい．

 文　献
1.  Götestam Skorpen C, et al.：The EULAR points to consider for use of antirheumatic drugs before pregnancy, and during pregnancy 

and lactation. Ann Rheum Dis 2016；75：795-810.

2.  Viktil KK, et al.：Outcomes after anti-rheumatic drug use before and during pregnancy: a cohort study among 150,000 pregnant 

women and expectant fathers. Scand J Rheumatol 2012；41：196-201.

3.  Cleary BJ, et al.：Early pregnancy azathioprine use and pregnancy outcomes. Birth Defects Res Clin Mol Teratol 2009；85：647-654.

4.  Jharap B, et al.：Intrauterine exposure and pharmacology of conventional thiopurine therapy in pregnant patients with inflammatory 

bowel disease. Gut 2014；63：451-457.

5.  DeWitte DB, et al.：Neonatal pancytopenia and severe combined immunodeficiency associated with antenatal administration of 

azathioprine and prednisone. J Pediatr 1984；105：625-628.

6.  齋藤　滋，他：全身性エリテマトーデス（SLE），関節リウマチ（RA），若年性特発性関節炎（JIA）や炎症性腸疾患（IBD）罹患
女性患者の妊娠，出産を考えた治療指針.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事
業）「関節リウマチ（RA）や炎症性腸疾患（IBD）罹患女性患者の妊娠，出産を考えた治療指針の作成」研究班 平成 28年度～
29年度総合研究報告書（研究代表者；齋藤　滋）.  2018：28-35.

7.  日本産科婦人科学会，他：産婦人科診療ガイドライン－産科編 2017. http://www.jsog.or.jp/activity/pdf/gl_sanka_2017.pdf

（アクセス日：2018年 8月 7日）

妊娠中の患者に投与を回避すべき免疫抑制薬は何か？

推奨 10 妊娠中の患者に対してシクロホスファミド，メトトレキサートは禁忌であり，投与しない
ことを推奨する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.88    推奨度：B

解　説

〈メトトレキサート〉
流産率増加（流産率：妊娠初期曝露群 42.5％，非自己免疫疾患対照群 17.3％），催奇形性（大奇形率：妊
娠初期曝露群 6.6％，非自己免疫疾患対照群 2.9％）があり，禁忌である1，2）．少なくとも 1月経周期より以
前に他剤への変更が必要である．添付文書上，男性も精子の形成期間を考慮し，最終服用より 3か月間の
避妊を指導するよう記載されているが，男性側の使用による児への悪影響については否定的な報告もあ
り3），日本リウマチ学会のMTX使用ガイドラインでは 2016改訂時に避妊指導に関する記載は削除されて
いる．
〈シクロホスファミド〉
妊娠初期にシクロホスファミドに曝露したことにより，児に顔面や四肢の異常などが生じた例が報告さ
れ4, 5），催奇形率 26.7％とする報告もある1）．しかしながら併用薬の影響も考えられ，単剤でどの程度のリ
スクがあるのかは不明である．生命にかかわるような状態で他の治療法がない場合を除き，妊娠中の使用
は避ける．
「SLE，RA，JIAや IBD罹患女性患者の妊娠，出産を考えた治療指針」ではメトトレキサートは妊娠中禁
忌であり，シクロホスファミドは妊娠初期には禁忌，中期以降も原則禁忌ではあるが，SLEの重症病態に
よっては使用が考慮されるとしている6）．

 文　献
1.  Götestam Skorpen C, et al.：The EULAR points to consider for use of antirheumatic drugs before pregnancy, and during pregnancy 

and lactation. Ann Rheum Dis 2016；75：795-810.

2.  Weber-Schoendorfer C, et al.：Pregnancy outcome after methotrexate treatment for rheumatic disease prior to or during early 

pregnancy: a prospective multicenter cohort study. Arthritis Rheumatol 2014；66：1101-1110. 

3.  Weber-Schoendorfer C, et al.：No evidence for an increased risk of adverse pregnancy outcome after paternal low-dose methotrexate: 

an observational cohort study. Rheumatology（Oxford） 2014；53：757-763. 

4. Kirshon B, et al.：Teratogenic effects of first-trimester cyclophosphamide therapy. Obstet Gynecol 1988；72：462-464.

5.  Leyder M, et al.：Specific congenital malformations after exposure to cyclophosphamide, epirubicin and 5-fluorouracil during the first 

trimester of pregnancy. Gynecol Obstet Invest 2011；71：141-144.
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6.  齋藤　滋，他：全身性エリテマトーデス（SLE），関節リウマチ（RA），若年性特発性関節炎（JIA）や炎症性腸疾患（IBD）罹患
女性患者の妊娠，出産を考えた治療指針.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事
業）「関節リウマチ（RA）や炎症性腸疾患（IBD）罹患女性患者の妊娠，出産を考えた治療指針の作成」研究班 平成 28年度～
29年度総合研究報告書（研究代表者；齋藤　滋）.  2018：28-35.

妊娠中の患者にTNF阻害薬の投与は可能か？

推奨 11 妊娠患者に対する TNF阻害薬の投与はリスクとベネフィットを考慮のうえで使用するこ
とを提案する．

 エビデンスレベル： 3    同意度：4.88    推奨度：C1

解　説

TNF阻害薬の妊婦への投与に関しては，催奇形性を含み，妊娠および出産に対するリスクは低いと考
えられている1）．
インフリキシマブおよびアダリムマブは通常の IgGと同様，胎盤完成前の器官形成期に胎児に移行す

ることはないが，妊娠後期には胎盤を介して胎児へ移行し，出生後も一定期間残存するため，免疫抑制状
態となることが危惧される2）．そのため，ヨーロッパクローン病・大腸炎会議（European Crohn’s and Colitis 

Organization：ECCO）は，母体の疾患活動性を考慮したうえで抗 TNF-α抗体製剤は妊娠 24～ 26週で3），
Tronto concensusでは妊娠中も原則継続であり，限られた患者で 22～ 24週での中止を考慮するとされて
いる4）．また，関節リウマチに関してはヨーロッパリウマチ学会（EULAR）より 20週での中止を提案され
ている5）．
ベーチェット病では妊婦での使用経験の情報が限られているが 6, 7），中止による再燃の可能性が危惧さ
れ，中止もしくは継続の判断は個々の症例において慎重に行うべきである．

 文　献
1.  Mozaffari S, et al.：Pregnancy outcomes in women with inflammatory bowel diseases following exposure to thiopurines and antitumor 

necrosis factor drugs: a systematic review with meta-analysis. Hum Exp Toxicol 2015；34：445-459.

2.  Julsgaard M, et al.：Concentrations of Adalimumab and Infliximab in Mothers and  Newborns, and Effects on Infection. 

Gastroenterology 2016；151：110-119.

3.  van der Woude CJ, et al.：The second European evidenced-based consensus on reproduction and pregnancy in inflammatory bowel 

disease. J Crohns Colitis 2015；9：107-124.

4.  Nguyen GC, et al.：The Toronto Consensus Statements for th Management of Inflammatory Bowel Disease in Pregnancy. 

Gastroenterology 2016；150：734-757.

5.  Götestam Skorpen C, et al.：The EULAR points to consider for use of antirheumatic drugs before pregnancy, and during pregnancy 

and lactation. Ann Rheum Dis 2016；75：795-810.

6.  Takayama K, et al.：Successful treatment with infliximab for Behçet disease during pregnancy. Ocul Immunol Inflamm 2013；21：
321-323.

7.  Fujikawa K, et al.：Successful Treatment with Adalimumab for Intestinal Behcet’s Disease during Pregnancy. Intern Med 2016；55：
1375-1378.

TNF阻害薬の投与を受けた妊婦からの出生児について留意すべきことは何か？

推奨 12 胎盤形成期以降に TNF阻害薬投与を受けた母から生まれた乳児は免疫抑制状態にある可
能性があり，生後6か月から1年はBCGおよび生ワクチンの接種は控えることを推奨する．

 エビデンスレベル： 6    同意度：4.95    推奨度：A

解　説

治療総論 CQ11（p.165）で解説したように，インフリキシマブおよびアダリムマブは妊娠後期には胎盤
を介して胎児へ移行し，出生後も一定期間残存するため，免疫抑制状態となることが危惧される1）．

CQ11
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また，インフリキシマブ投与を受けた妊婦から出生した乳児が，BCG接種後に死亡した事例が報告さ
れており2），複数のガイドラインや推奨で，TNF阻害薬投与を受けた母から生まれた乳児には，生後 6か
月から 1年は BCGおよび生ワクチンの接種は控えることが推奨され，わが国の「SLE，RA，JIAや IBD

罹患女性患者の妊娠，出産を考えた治療指針」ではその期間が「6か月」とされている3, 4）．

 文　献
1.  Julsgaard M, et al.：Concentrations of Adalimumab and Infliximab in Mothers and  Newborns, and Effects on Infection. 

Gastroenterology 2016；151：110-119.

2.  Cheent K, et al.：Case Report: Fatal case of disseminated BCG infection in an infant born to a mother taking infliximab for Crohn’s 

disease. J Crohns Colitis 2010；4：603-605.

3.  van der Woude CJ, et al.：The second European evidenced-based consensus on reproduction and pregnancy in inflammatory bowel 

disease. J Crohns Colitis 2015；9：107-124.

4.  齋藤　滋，他：全身性エリテマトーデス（SLE），関節リウマチ（RA），若年性特発性関節炎（JIA）や炎症性腸疾患（IBD）罹患
女性患者の妊娠，出産を考えた治療指針.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事
業）「関節リウマチ（RA）や炎症性腸疾患（IBD）罹患女性患者の妊娠，出産を考えた治療指針の作成」研究班 平成 28年度～
29年度総合研究報告書（研究代表者；齋藤　滋）.  2018：36-38.

服用に際して授乳を避けるべき免疫抑制薬は何か？

推奨 13 メトトレキサート，シクロホスファミド服用時の授乳は許容されず，投与しないことを推
奨する．

 エビデンスレベル： 5    同意度：5.00    推奨度：A

解　説

乳中の薬剤移行性と安全性に関するいまだ十分な情報はないが，多くは児への悪影響は少ない．しかし，
抗悪性腫瘍薬として使用される薬剤は一般的に授乳禁忌とされている．したがって，ベーチェット病治療
に用いられる薬剤でメトトレキサート，シクロホスファミド服用時は授乳を回避すべきと考えられる1, 2）．
「SLE，RA，JIAや IBD罹患女性患者の妊娠，出産を考えた治療指針」では，パルス療法以外の経口のプ
レドニゾロン，コルヒチン，アザチオプリン，シクロスポリン，NSAID，サラゾスルファピリジン，メ
サラジンなどに関しては授乳が許容できるとされている2）．ただし，アザチオプリンでは児の血球減少や
肝機能障害，高用量のサラゾスルファピリジン，メサラジンでは下痢などが生じたという報告もあり，注
意が必要である．
また，授乳婦への TNF阻害薬投与時の乳汁への移行は微量であり，消化管からの吸収も悪いため，乳
児に対する影響についてはほとんどなく，授乳は許容できると考えられる2, 3）．

 文　献
1.  Götestam Skorpen C, et al.：The EULAR points to consider for use of antirheumatic drugs before pregnancy, and during pregnancy 

and lactation. Ann Rheum Dis 2016；75：795-810.

2.  齋藤　滋，他：全身性エリテマトーデス（SLE），関節リウマチ（RA），若年性特発性関節炎（JIA）や炎症性腸疾患（IBD）罹患
女性患者の妊娠，出産を考えた治療指針.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事
業）「関節リウマチ（RA）や炎症性腸疾患（IBD）罹患女性患者の妊娠，出産を考えた治療指針の作成」研究班 平成 28年度～
29年度総合研究報告書（研究代表者；齋藤　滋）.  2018：39-42.

3.  Julsgaard M, et al.：Concentrations of Adalimumab and Infliximab in Mothers and Newborns, and Effects on Infection. 

Gastroenterology 2016；151：110-119. 

CQ13

166



❶チオプリン製剤の副作用リスク予測に遺伝子検査は有用か？
❷遺伝子検査結果に基づき治療方針を変更すべきか？

推奨14-1 アザチオプリン，6-メルカプトプリン内服開始後早期に発症する重篤な脱毛と骨髄抑制・
白血球減少の予測にNUDT15 R139C の遺伝子多型検査は有用であり行うことを推奨する
（腸管病変 CQ17推奨 17-1，p.119 参照）．

 エビデンスレベル： 3 

推奨14-2 NUDT15 R139C がリスクホモ（T/T）の場合には，アザチオプリンおよび 6-メルカプトプ
リンを投与しないこと，ヘテロ（C/T）の場合は少量より開始することを推奨する（腸管病変
CQ17推奨 17-2，p.119 参照）．

 エビデンスレベル： 3

解　説

アザチオプリンはベーチェット病の諸病変に最もエビデンスが豊富な経口治療薬であり，EULARの推
奨報告においては，すべての病変の治療推奨に上げられ1），本ガイドラインでも各病変で推奨されている
（表 5）．さらに，腸管型においてはその活性型である 6-メルカプトプリンも使用される．
日本人においてチオプリン製剤による急性骨髄抑制と脱毛が NUDT15（nudix hydrolase 15） R139Cの多型

と強く相関し，特に約 1％にあたるリスクホモ（T/T，Cys/Cys）の場合は，少量投与でもこれらの副作用が
必発であることが報告された（詳細は腸管病変 CQ17，p.119参照）2～4）．したがって，チオプリン製剤使用
前に NUDT15 R139C遺伝子検査の施行が推奨される．その結果に基づき，ベーチェット病における治療
指針としてはリスクホモ（T/T，Cys/Cys）の場合はチオプリン製剤の投与を回避し，別の治療選択を行うこ
とを推奨する．また，ヘテロ（C/T，Arg/Cys あるいは His/Cys）の場合は少量より開始し，定期的にモニタ
リングすることを推奨する（表 6）5）．
ただし，NUDT15遺伝子多型は肝障害，膵炎などの他のチオプリン製剤の副作用との相関は示されてい
ないので4）（腸管病変 CQ17，p.119），使用する全例で定期的なモニターが必要である．

CQ14

病変 AZAの推奨に関連するCQ 2018 update EULAR推奨

皮膚粘膜 CQ23（血栓性静脈炎） 難治性の場合

眼病変 なし 第一選択薬の 1つ

関節病変 CQ6 難治性の場合

精巣上体炎 CQ4 項目なし

腸管型 CQ13，16，17 副腎皮質ステロイドなどとの併用

血管型 CQ9，11，12，17 副腎皮質ステロイドなどとの併用

神経型 なし 副腎皮質ステロイドなどとの併用

表 5　本ガイドライン，EULAR推奨におけるアザチオプリンに関する記載
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NUDT15 遺伝子
検査結果

日本人での
頻度

通常量で開始した場合の副作用頻度 チオプリン製剤の
開始方法急性高度白血球減少 全脱毛

Arg/Arg
81.10% 稀（＜ 0.1%） 稀（＜ 0.1%） 通常量で開始

Arg/His

Arg/Cys 17.80% 低（＜ 5%）
低（＜ 5%） 減量して開始

Cys/His ＜ 0.05% 高（＞ 50%）

Cys/Cys 1.10% 必発 必発 服用を回避

表 6　NUDT15 遺伝子多型と副作用の関連

〔日本炎症性腸疾患学会：炎症性腸疾患患者に対するチオプリン製剤使用に関する通知（NUDT15 遺伝子多
型判定キットの保険承認を受けて）．http://www.jsibd.jp/offi ce.html（アクセス日：2019 年 8月 6日）〕
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1 ベーチェット病国際診断基準（ISG, ICBD, PEDBDなど）との比較
ベーチェット病には血液検査，画像検査，病理組織学的検査において特異性の高い所見がなく，単一の
所見からは診断することはできない．そのため，歴史的には多数の診断基準が提唱されてきた．これらの
基準はいずれも経過中に出現した症状の組み合わせによる症候学的診断の指針を示したものである．先に
紹介したように日本では厚生労働省診断基準が長年，特定疾患の認定基準に用いられ，2014年指定難病
制度へ移行後も必要条件であることもあり，日常診療にもこれを用いることが多い．国際的な評価は低く
はないものの，その使用は日本と韓国にとどまっている．世界的に最も普及しているのは 1990年に作成
された International Study Group for Behçet’s Diseaseの国際診断基準（ISG基準）である1）．この基準では年 3

回以上の再発性口腔内アフタ性潰瘍を必須とし，再発性外陰部潰瘍，眼病変，皮膚病変，針反応陽性のう
ち 2項目以上あれば，ベーチェット病と診断される（表 1）1）．他の基準に比べると特異性は高いが，感度
は低い．名称は診断基準であるが，もともと国際比較研究を意識して作成された経緯もあり，性格的には
分類基準に近い．厚労省基準で診断されたベーチェット病患者の 90％は ISG基準を充足する2），厚労省基
準の副症状の項目がないため，特殊型に対してはその感度が低下する．われわれの検討では腸管型の
30％以上，神経型，血管型でも約 20％は ISG基準を満たさない2, 3）．また，少数ではあるが，口腔内アフ
タ性潰瘍が出現しない例は診断できない．針反応は判定時に外来では 2回の通院が必要なうえに，以前と
比べ陽性率は経年的に低下し，近年はその施行機会さえ減っている4）．
これらの問題点を克服するため 2014年 International Team for the Revision of the International Criteria for 

Behçet’s Disease （ITR-ICBD基準）が発表された（表 2）4）．この基準では眼病変，外陰部潰瘍，口腔内アフ
タ性潰瘍に 2点，皮膚，神経，血管病変に 1点，針反応の施行は必須ではないが，陽性であれば 1点とし，
計 4点以上でベーチェット病とされる．ISG基準より感度に優れ，特異度で劣るが，厚労省基準との一致
率も高い．われわれの検討では厚労省基準を満たす症例の 99％2）あるいは 97.1％3）は ITR-ICBD基準も満
たすが，非充足例は腸管型のみであり，この病型の患者に限ると約 15％は基準を満たさない．しかしな
がら，現時点ではこの基準に対する評価はまだ定まっていない．
さらに国際共同研究の結果を踏まえて，小児ベーチェット病の基準も提唱されている（PEDBD）5）．第 3
章 ［ 7 ］ 小児ベーチェット病の特徴（p.49）で詳細にふれられるが，小児では腸管病変の頻度が神経病変や
血管病変より多いにもかかわらず，この基準の項目にあげられてない．表 3は上記で紹介した基準を比
較したものである．
このように複数の診断基準が存在していることから，国際比較に際しては当然研究対象の選択基準に注
意する必要がある．先にあげたように特殊型，特に腸管型患者では各基準で充足率に差がある．この病型
が日本，韓国など東アジアで頻度が高いことはベーチェット病の病像の人種差を反映したものであるが，
この地域で厚労省基準が用いられていることにも留意すべきである．
厚労省基準では参考になる検査所見をあげているが，診断に直接寄与するものではなく，他の基準では

針反応以外に検査項目は明記されていない．TNF阻害薬などの強力な治療が導入され，今後，ベーチェッ
ト病の自然歴に大きな修飾が加わることも予想され6），臨床症状の有無に依存した症候学的診断では適切
に診断できないケースも出現する可能性もある．この点を補う特異的なバイオマーカーの開発も望まれる．
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 （岳野光洋）

表 1　国際ベーチェット病診断基準（ISG基準）

所見 定義

再発性口腔内アフタ性潰瘍
医師あるいは患者により観察された小アフタ性，大アフタ性あるいはヘルペス様潰瘍が
最低年 3回繰り返す

＋以下の 2つの所見

　再発性外陰部潰瘍 医師あるいは患者により観察されたアフタ性潰瘍またはその瘢痕

　眼病変
眼科医により観察された前部ぶどう膜炎，後部ぶどう膜炎，細 灯検査での細胞性硝子
体混濁あるいは網膜血管炎

　皮膚病変
医師あるいは患者により観察された結節性紅斑，あるいは副腎皮質ステロイド薬非服用
の思春期以後の患者で医師により観察された毛包炎様皮疹，丘疹膿疱性病変，痤様結節

　針反応陽性 24～ 48時間後に医師が判定する

いずれの所見も他の原因によるものを除く
〔International Study Group for Behçet’s Disease：Criteria for diagnosis of Behçet’s disease. Lancet 1990；335：
1078-1080. より改変〕

表 3　現在用いられるベーチェット病診断基準の比較

　 厚労省
ISG

（1990）
ITR-ICBD
（2014）

PEDBD
（2015）

口腔内アフ
タ性潰瘍

主症状 必須 2 1

皮膚症状 主症状 〇 2 1

眼病変 主症状 〇 2 1

外陰部潰瘍 主症状 〇 1 1

関節炎 副症状

精巣上体炎
（副睾丸炎）

副症状

腸管病変 副症状

血管病変 副症状 1 1

神経病変 副症状 1 1

針反応 参考所見 〇 1

HLA-B*51
（A*26）

参考所見

判定
主 3以上，
主2＋副2，
眼＋副 2

口腔内アフ
タ性潰瘍
＋ 2以上

4以上 3以上

表 2 　 国際ベーチェット病診断基準
（ITR-ICBD基準）

徴候 /症状 点数

眼病変 2

外陰部潰瘍 2

口腔内アフタ性潰瘍 2

皮膚病変 1

神経症状 1

血管症状 1

針反応陽性　 1＊

＊針反応は任意であり，もともとのスコアシステム
には含まれない．しかし，針反応を施行し，陽性の
場合には1点追加する
ポイントスコアシステム：4点以上でベーチェット
病
〔International Team for the Revision of the 
International Criteria for Behçet’s Disease（ITR-
ICBD）：The International Criteria for Behçet’s 
Disease（ICBD）: a collaborative study of 27 
countries on the sensitivity and specificity of 
the new criteria. J Eur Acad Dermatol Venereol 
2014；28：338-347. より改変〕
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2 神経型ベーチェット病メタ解析
ベーチェット病における中枢神経病変は実質型と非実質型に大別される1～3）．実質型は脳実質に起因し，
神経型ベーチェット病の大多数を占め，狭義の神経型ベーチェット病とよばれることもある．一方，非実
質型は主要な脈管の閉塞や出血，中枢神経系の動脈瘤に起因するとされる．非実質型はイギリス4）とトル
コ5, 6）の報告からでは神経型ベーチェット病患者全体の 10～ 20％と報告されているが，日本7, 8）ではまれ
とされている．

Hirohataらは，臨床経過より，実質型神経型ベーチェット病を急性型神経型ベーチェット病と慢性進行
型神経型ベーチェット病に分類した7, 9, 10）．急性型は，急性および一過性症状を特徴とし，発熱を伴った
髄膜炎症状を呈し，これに片麻痺や脳神経麻痺などの脳局所徴候を伴うことが多い．髄液検査では細胞数
および蛋白の上昇を認め，髄液の IL-6も著明に上昇する．慢性進行型は運動失調，認知機能の低下，失禁，
脳幹萎縮を特徴とし11, 12），髄液検査では細胞数や蛋白濃度はごく軽度の上昇か正常のことが多い一方，髄
液 IL-6は数か月以上持続して異常高値が続くこと報告されている．
過去 20年で，急性型神経型ベーチェット病と慢性進行型神経型ベーチェット病の臨床的特徴を示した
報告が数多くあるが，これらの報告では症状，MRI所見，脳脊髄検査に関する両病型の所見が必ずしも
一貫していない．このため，急性型神経型ベーチェット病と慢性進行型神経型ベーチェット病の主要な特
徴を明らかにする必要があった．急性型神経型ベーチェット病と慢性進行型神経型ベーチェット病の症
状・検査所見を提示している 10論文をシステマティックレビューにより検出して，症状などを解析した．
採択論文 10編の内訳は，日本から 5編，トルコから 2編，イタリア，イラン，フランスからは 1編ずつ
であった10, 12～20）．

10編中 8編は International Study Group for Behçet Disease 1990 criteria21）にてベーチェット病の診断を行っ
ていた．解析対象となったのは，急性型 205人，慢性進行型 115人である．
患者背景として，ベーチェット病の発症年齢（急性型：39.2歳，慢性進行型：39.3歳，p＝ 0.99），神経

型ベーチェット病の発症年齢（急性型：43.1歳，慢性進行型：43.3歳，p ＝ 0.98），男女比（急性型：男性
63.4％，慢性進行型：男性 72.1％，p ＝ 0.39），HLA-B51陽性率（急性型：46.2％，慢性進行型：56.1％，
p ＝ 0.55）は急性型と慢性進行型で有意差を認めなかった．喫煙歴（急性型：69.0％，慢性進行型：91.0％，
p ＝ 0.005）とシクロスポリン使用歴（急性型：34.0％，慢性進行型：2.9％，p ＜ 0.001）に関してはわが国か
ら報告された 1本の論文でのみで評価されていたが，両群を特徴づける背景であった（表 1）22）．
症状に関しては，発熱（急性型：56.6％，慢性進行型：2.9％，p ＜ 0.001）は急性型が多く，錯乱（急性型：

4.7％，慢性進行型：17.6％，p ＝ 0.04），認知機能低下（急性型：12.6％，慢性進行型：53.4％，p ＝ 0.03），
構音障害（急性型：18.5％，慢性進行型：42.9％，p ＝ 0.008），運動失調（急性型：16.5％，慢性進行型：
53.3％，p ＝ 0.002）は慢性進行型に多かった（表 1）22）．

MRI所見に関する解析では，急性型の 34.3％，慢性進行型の 28.7％（p ＝ 0.86）ではMRIでの異常所見
を認めなかった．脳幹萎縮（急性型：11.9％，慢性進行型：76.3％，p ＜ 0.001）および，小脳異常所見（急
性型：3.5％，慢性進行型：51.3％，p ＝ 0.03）は慢性進行型に多く認められた（表 1）22）．
脳脊髄液細胞数は急性型で 156.2 /mm3，慢性進行型で 27.2 /mm3と急性型で高値であった（p ＝ 0.02）．
一方，髄液 IL-6（急性型：65.4 pg/mL，慢性進行型：95.9 pg/mL，p ＝ 0.62），および髄液蛋白質（急性型：
112.9 mg/dL，慢性進行型：78.9 mg/dL，p ＝ 0.16）は，両群間で有意差を認めなかった（表 1）22）．
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表 1　急性型・慢性進行型神経型ベーチェット病の症状・MRI・脳脊髄液所見

急性型 慢性進行型
p 値

Pooled （95％ CI） Pooled （95％ CI）

患者背景
　男性（％）
　ベーチェット病発症（年齢）
　神経型ベーチェット病発症（年齢）
　HLA-B51 陽性率（％）
　喫煙（％）
　シクロスポリン使用（％）

63.4 （49.2 - 46.9）
39.2 （31.5 - 46.9）
43.1 （26.7 - 59.4）
46.2 （36.7 - 55.7）
69.0 （58.2 - 79.8）
34.0 （23.6 - 44.4）

72.1 （58.1 - 42.4）
39.3 （36.2 - 42.4）
43.3 （40.7 - 45.9）
56.1 （24.8 - 87.4）
91.0 （80.2 - 100）
2.9 （0 - 11.1）

0.39
0.99
0.98
0.55
0.005

＜ 0.001

症状・徴候
　発熱（％）
　頭痛（％）
　脳神経障害（％）
　錯乱（％）
　めまい（％）
　認知機能低下（％）
　構音障害（％）
　感覚障害（％）
　小脳症状（％）
　錐体路徴候（％）
　けいれん（％）
　片麻痺（％）
　膀胱直腸障害（％）
　運動失調（％）

56.6 （45.7 - 67.5）
45.1 （20.5 - 69.7）
27.3 （17.9 - 36.8）
4.7 （0 - 10.1）
43.9 （0 - 100）
12.6 （0 - 44.3）
18.5 （9.8 - 27.3）
13.5 （0 - 37.2）
66.7 （29.6 - 100）
100.0 （66.3 - 100）
2.6 （0 - 7.2）
10.0 （0 - 31.5）
7.9 （0 - 19.1）
16.5 （6.7 - 26.2）

2.9 （0 - 11.2）
38.9 （7.8 - 70.0）
36.6 （0 - 76.4）
17.6 （6.3 - 28.8）
26.0 （0 - 53.1）
53.4 （34.4 - 72.4）
42.9 （27.3 - 58.5）
27.3 （11.8 - 42.7）
88.0 （63.9 - 100）
88.0 （63.9 - 100）
0.0 （0 - 6.5）
0.0 （0 - 21.0）
21.6 （12.0 - 31.3）
53.3 （32.0 - 74.7）

＜ 0.001
0.76
0.66
0.04
0.62
0.03
0.008
0.34
0.34
0.57
0.53
0.51
0.07
0.002

MRI 所見
　正常（％）
　脳幹の異常所見（％）
　脳幹萎縮（％）
　小脳の異常所見（％）
　視床の異常所見（％）
　白質の異常所見（％）
　基底核の異常所見（％）

34.3 （0 - 86.2）
59.7 （28.9 - 90.4）
11.9 （0 - 29.9）
3.5 （0 - 8.5）
12.8 （0 - 44.6）
15.9 （0 - 48.6）
48.2 （0 - 98.6）

28.7 （0 - 62.0）
64.8 （38.1 - 91.4）
76.3 （47.2 - 100）
51.3 （8.7 - 93.8）
12.6 （0 - 27.7）
37.5 （9.4 - 65.6）
35.3 （9.4 - 65.6）

0.86
0.81

＜ 0.001
0.03
0.99
0.33
0.72

臨床検査値 
　髄液細胞数（/mm3）
　髄液 IL-6（pg/mL）
　髄液蛋白（mg/dL）

156.2 （53.8 - 258.7）
65.4 （0 - 161.3）
112.9 （75.4 - 150.4）

27.2 （0 - 54.4）
95.9 （21.5 - 170.2）
78.9 （50.8 - 107.0）

0.02
0.62
0.16

〔Ishido M, et al.：pistinct clinical features between acute and chronic progressive parenchymal neuro-Behçet’s 
disease: meta-analysis. Sci Rep 2017；7：10196.〕
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3 ベーチェット病臨床調査個人票（2016年改訂）

臨 床 調 査 個 人 票

□　新規　□　更新

056　ベーチェット病

■　基本情報   
受給者番号   
姓（かな）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名（かな）
姓（漢字）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名（漢字）   
郵便番号　　　　　　　　　　　住所
   
生年月日　　　　　　　　　　西暦　　　　　年　　　月　　　　日 　　　　性別　　1．男　　　2．女
出生市区町村   
出生時氏名（変更のある場合）　姓（かな）　　　　　　　　　　　　　　名（かな）
　　　　　　　　　　　　　　姓（漢字）　　　　　　　　　　　　　　名（漢字）  
家族歴 　　　　　　　　 1．あり　2．なし　3．不明
　　　　　　　　　　　　　　発症者続柄　1．父　2．母　3．子　4．同胞（男性）　5．同胞（女性）　6．祖父（父方）
　　　　　　　　　　　　　　7．祖母（父方）　8．祖父（母方）　9．祖母（母方）　10．いとこ　11．その他　続柄　　　（　　　）  
発症年月　　　　　　　　　　西暦　　　　　　　年　　　　　月  
社会保障　　　　介護認定　　1．要介護　2．要支援　3．なし 　　　　　　　　　　要介護度　　　1　　2　　3　　4　　5
生活状況   
　移動の程度　　　　　　　　1．歩き回るのに問題はない　　2．いくらか問題がある　3．寝たきりである  
　身の周りの管理　　　　　　1．洗面や着替えに問題はない　2．いくらか問題がある　3．自分でできない  
　ふだんの活動　　　　　　　1．問題はない　　　　　　　　2．いくらか問題がある　3．行うことができない  
　痛み／不快感　　　　　　　1．ない　　　　　　　　　　　2．中程度ある　　　　　3．ひどい  
　不安／ふさぎ込み　　　　　1．問題はない　　　　　　　　2．中程度　　　　　　　3．ひどく不安あるいはふさぎ込んでいる  
   
■　診断基準に関する事項（いずれの時期のものを用いても差し支えない）   
A．症状   
1．口腔粘膜の再発性アフタ性潰瘍　　　　　　　　　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明  
2．皮膚症状   
　結節性紅斑様皮疹　　　　　1．あり　2．なし　3．不明 　　皮下の血栓性静脈炎　　　　1．あり　2．なし　3．不明
　毛嚢炎様皮疹，痤創様皮疹　　　　　　　　　　　　　　　　 1．あり　2．なし　3．不明  
3．眼症状   
　虹彩毛様体炎　　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明　　　　網膜ぶどう膜炎（網脈絡膜炎）　 1．あり　2．なし　3．不明
　上記を経過した症状　虹彩後癒着，水晶体上色素沈着，網脈絡膜萎縮，視神経萎縮，併発白内障，　1．あり　2．なし　3．不明
　　　　　　　　　　続発緑内障，眼球癆
4．外陰部潰瘍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明  
筋骨格症状   
　a．変形や硬直を伴わない関節炎　　　　　　　　　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明  
腎・泌尿器症状   
　b．副睾丸炎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明  
消化器症状   
　c．回盲部潰瘍で代表される消化器病変　　　　　　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明  
　内視鏡で確認できる消化器病変　　　　　　　　　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明　　　部位  
　d．心・循環器症状（血管病変）　　　　　　　　　　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明  
　動脈瘤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明　　　部位  
　動脈閉塞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明　　　部位  
　深部静脈血栓症（皮下の血栓性静脈炎は含まない）　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明　　　部位  
　肺塞栓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明　　　部位  
精神・神経症状   
　e．中等度以上の中枢神経病変　　　　　　　　　　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明  
　急性型 髄膜炎・脳幹脳炎など　　　　　　　　　　　　　　  1．あり　2．なし　3．不明  
　慢性進行型 体幹失調・精神症状など　　　　　　　　　　　  1．あり　2．なし　3．不明  
合併症　　自由記載  
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B．検査所見
皮膚の針反応 被刺激性亢進　　1．あり　2．なし　3．不明
血液検査
　白血球　　　　　　　　　　　　　/µL　　　 末梢血白血球数の増加（＞10000/µL）　　1．あり　　2．なし　　3．不明
　赤沈　　　　　　　　　　　　　　mm/hr　  赤沈値の亢進　　1．あり　　2．なし　　3．不明
　CRP　　　　　　　　　　　　　　mg/dL　　CRP陽性　　1．あり　　2．なし　　3．不明
　CH50　　　　　　　　　　　　　　U/dL　　正常値　　　　U/dL　　補体価の上昇（＞40 単位）　1．あり　2．なし　3．不明
　HLA　　　　　　　　　　HLA-B51　1．陽性　2．陰性　3．不明　　　　HLA-A26　1．陽性　2．陰性　3．不明
　　　　　　　　　　　　　その他のHLAクラスⅠタイプ
結節性紅斑の生検組織像　　脂肪組織炎および血管病変　1．あり　2．なし　3．不明
髄液検査
　髄液細胞数　　　　　　　　　　　　　　　　/µL　　　　　　　　　髄液 IL-6 濃度　　　　　　　　　　　pg/mL
頭部MRI 画像所見
　高信号域（T2強調画像）　　1．あり　2．なし　3．不明　　　　　　　　脳幹の萎縮像　　　1．あり　2．なし　3．不明
非発作時の視力
　裸眼（右）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矯正（右）
　裸眼（左）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矯正（左）

C．鑑別診断（新規）
以下の疾病を鑑別し，全て除外できる。 除外できた疾病には□を記入する。　　1．全て除外可　2．除外不可　3．不明
粘膜，皮膚，眼を侵す疾患　　□ 1．多形滲出性紅斑　　　　□ 2．急性薬物中毒　　　　□ 3．ライター（Reiter）病
口腔粘膜症状をもつ疾患　　□ 1．慢性再発性アフタ症　　□ 2．Lipschutz 陰部潰瘍
皮膚症状をもつ疾患　　　　□ 1．化膿性毛嚢炎　　□ 2．尋常性痤創　　□ 3．結節性紅斑　　□ 4．遊走性血栓性静脈炎　
　　　　　　　　　　　　　□ 5．単発性血栓性静脈炎　　□ 6．Sweet 病
眼症状をもつ疾患　　　　　□ 1．サルコイドーシス　□ 2．細菌性および真菌性眼内炎　□ 3．急性網膜壊死　
　　　　　　　　　　　　　□ 4．サイトメガロウイルス網膜炎　□ 5．HTLV-1 関連ぶどう膜炎　□ 6．トキソプラズマ網膜炎　
　　　　　　　　　　　　　□ 7．結核性ぶどう膜炎　□ 8．梅毒性ぶどう膜炎　□ 9．ヘルペス性虹彩炎　□ 10．糖尿病性虹彩炎
　　　　　　　　　　　　　□ 11．HLA-B27 関連ぶどう膜炎　□ 12．仮面症候群
口腔粘膜症状をもつ疾患　　□ 1．ヘルペス口唇・口内炎（単純ヘルペスウイルス 1型感染症）
外陰部潰瘍　　　　　　　　□ 1．単純ヘルペスウイルス 2型感染症
結節性紅斑様皮疹　　　　　□ 1．結節性紅斑　□ 2．バザン硬結性紅斑　□ 3．サルコイドーシス　□ 4．スイート（Sweet）病
関節炎症状をもつ疾患　　　□ 1．関節リウマチ　□ 2．全身性エリテマトーデス　□ 3．強皮症などの膠原病　□ 4．痛風　□ 5．乾癬性関節症
消化器症状をもつ疾患　　　□ 1．急性虫垂炎　□ 2．感染性腸炎　□ 3．クローン病　□ 4．薬剤性腸炎　□ 5．腸結核
副睾丸炎をもつ疾患　　　　□ 1．結核
血管系症状をもつ疾患　　　□ 1．高安動脈炎　□ 2．バージャー（Buerger）病　□ 3．動脈硬化性動脈瘤
中枢神経症状　　　　　　　□ 1．感染症・アレルギー性の髄膜・脳・脊髄炎　□ 2．全身性エリテマトーデス　□ 3．脳・脊髄の腫瘍
　　　　　　　　　　　　　□ 4．血管障害　□ 5．梅毒　□ 6．多発性硬化症　□ 7．精神疾患　□ 8．サルコイドーシス

＜診断のカテゴリー＞（該当する項目に□を記入する）
□ 完全型：経過中に以下の主症状のうち 4項目が出現したもの
□ 不全型（a）：経過中に以下の主症状のうち3項目が出現したもの，あるいは主症状のうち2項目と以下の副症状のうち2項目が出現したもの
□ 不全型（b）：経過中に主症状の 3．眼症状とその他の項目のうち 1項目，あるいは副症状のうち 2項目が出現したもの
□ 疑い：主症状の一部が出現するが，不全型の条件を満たさないもの，及び定型的な副症状が反復あるいは増悪するもの
□ 特殊型：完全型又は不全型の基準を満たし，下のいずれかの病変を伴う
　□ 腸管（型）：内視鏡で病変部位を確認
　□ 血管（型）：動脈瘤，動脈閉塞，深部静脈血栓症，肺塞栓のいずれかを確認
　□ 神経（型）：髄膜炎，脳幹脳炎など急激な炎症性病態を呈する急性型と体幹失調，精神症状が緩徐に進行する慢性進行型のいずれかを確認
□ いずれにも該当しない
主症状　 1．口腔粘膜の再発性アフタ性潰瘍　2．皮膚症状　3．眼症状　4．外陰部潰瘍
副症状　 a．変形や硬直を伴わない関節炎　b．副睾丸炎　c．回盲部潰瘍で代表される消化器病変　d．血管病変　e．中等度以上の中枢神経病変

症状の概要，経過，特記すべき事項など（新規申請の際は必須）
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■　発症と経過
初回認定年月　　　　　　　　西暦　　　　　年　　　　月
生活状況　　　　　　　　　　1．就労，就学　　2．家事労働　　3．在宅療養　　4．入院，入所

■　治療その他（最近 1年の状況）
薬物療法の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明
　局所薬物療法　　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明　　　　全身薬物療法　　　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明
　副腎皮質ステロイド薬　　　1．あり　2．なし　3．不明　　　　プレドニゾロン換算最大量　　　　　mg/ 日
　シクロスポリン　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明　　　　インフリキシマブ　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明
　アダリムマブ　　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明　　　　コルヒチン　　　　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明
　その他の薬剤　　　　　　　1．あり　2．なし　3．不明　　　薬剤名
その他の治療法（手術など）　　1．あり　2．なし　3．不明　　　治療法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■　重症度分類に関する事項（直近 6か月で最も悪い状態）
活動状態　　1．活動期　　2．非活動期　　3．固定期
重症度　　　1．StageⅠ　　2．StageⅡ　　3．StageⅢ　　4．StageⅣ　　5．StageⅤ
　　Ⅰ　　　眼症状以外の主症状（口腔粘膜のアフタ性潰瘍，皮膚症状，外陰部潰瘍）のみられるもの　
　　Ⅱ　　　StageⅠの症状に眼症状として虹彩毛様体炎が加わったもの。StageⅠの症状に関節炎や副睾丸炎が加わったもの。
　　Ⅲ　　　網脈絡膜炎がみられるもの
　　Ⅳ　　　失明の可能性があるか，失明に至った網脈絡膜炎およびその他の眼合併症を有するもの。 活動性，ないし重度の
　　　　　　後遺症を残す特殊病型（腸管ベーチェット病，血管ベーチェット病，神経ベーチェット病）である
　　Ⅴ　　　生命予後に危険のある特殊病型ベーチェット病である。 慢性進行型神経ベーチェット病である。

■　人工呼吸器に関する事項（使用者のみ記入）
使用の有無　1．あり
開始時期　　西暦　　　　年　　月　　　　　　　　　　　　　　離脱の見込み　　　　　　　1．あり　　2．なし
種類　　　　1．気管切開口を介した人工呼吸器　2．鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器
施行状況　　1．間欠的施行　2．夜間に継続的に施行　3．一日中施行　4．現在は未施行
生活状況　　食事　　　　　　　□自立　□部分介助　□全介助　車椅子とベッド間の移動　□自立  □軽度介助  □部分介助  □全介助
　　　　　　整容　　　　　　　□自立　□部分介助 /不可能　　トイレ動作　　　　　　　□自立  □部分介助  □全介助
　　　　　　入浴　　　　　　　□自立　□部分介助 /不可能　　歩行　　　　　　　　　　□自立  □軽度介助  □部分介助  □全介助
　　　　　　階段昇降　　　　　□自立　□部分介助　□不能　　着替え　　　　　　　　　□自立  □部分介助  □全介助
　　　　　　排便コントロール　□自立　□部分介助　□全介助　排尿コントロール　　　　□自立  □部分介助  □全介助

医療機関名　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定医番号
医療機関所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　（　　　　）
医師の氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　記載年月日：西暦　　　　年　　月　　日　　　※自筆または押印のこと
・病名診断に用いる臨床症状，検査所見等に関して，診断基準上に特段の規定がない場合には，いずれの時期のものを用いても差し支えありません。
　（ただし，当該疾病の経過を示す臨床症状等であって，確認可能なものに限ります。）
・治療開始後における重症度分類については，適切な医学的管理の下で治療が行われている状態で，直近 6ヵ月で最も悪い状態を記載してください。
・診断基準，重症度分類については，「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」（平成 28 年○月○日健発○○第○号健康局長通知）を参照の上，
　ご記入ください。
・審査のため，検査結果等について別途提出をお願いすることがあります。

第 5章　参考資料・情報 

参
考
資
料
・
情
報

第

5
章

177



4 関連情報

1  ベーチェット病診療医情報

ベーチェット病診療医情報
https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~jbehcet/about/
doctorlist.html 

小児ベーチェット病診療医情報
日本小児リウマチ学会HP（http://plaza.umin.ac.jp/praj/）に
掲載されている小児リウマチ中核施設を参照のこと

2  関連学会および厚生労働省HP情報（2019年 8月時点）
厚生労働科学研究費補助金
ベーチェット病に関する調査研究班

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~behcet/

厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患等政策研究事業
難治性炎症性腸管障害に関する調査研究班

http://www.ibdjapan.org/

難病情報センター http://www.nanbyou.or.jp/entry/187

日本眼科学会 http://www.nichigan.or.jp

日本血管外科学会 http://www.jsvs.org/ja/

日本消化器病学会 http://www.jsge.or.jp/

日本小児リウマチ学会 http://plaza.umin.ac.jp/praj/

日本皮膚科学会 https://www.dermatol.or.jp/

日本ベーチェット病学会 http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~jbehcet/

日本リウマチ学会 https://www.ryumachi-jp.com/

北里大学医学部膠原病・感染内科学
https://www.kitasato-u.ac.jp/khp/section/department/
kougenbyou.html 

杏林大学医学部消化器内科学教室
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/faculty/medicine/
education/labo/gastroenterol/ 

埼玉医科大学病院皮膚科
http://www.saitama-med.ac.jp/hospital/division/81der
matology/index.html 

産業医科大学医学部第 1内科学講座 https://www.uoeh-u.ac.jp/kouza/1nai/intro_j.html

順天堂大学医学部衛生学講座 http://plaza.umin.ac.jp/~j-eisei/

帝京大学医学部内科学講座
リウマチ・膠原病グループ／研究室

http://www2.med.teikyo-u.ac.jp/rheum/

東京医科大学臨床医学系眼科学分野 http://team.tokyo-med.ac.jp/ganka/

日本医科大学アレルギー膠原病内科 https://www.nms.ac.jp/hosp/section/rheumatism.html

北海道大学大学院医学研究院眼科学教室 http://eye.med.hokudai.ac.jp/

横浜市立大学大学院医学研究科眼科学教室 http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~ganka/

横浜市立大学大学院医学研究科
幹細胞免疫制御内科学血液・リウマチ・感染症内科

http://www.ycuhri.com

横浜市立大学附属病院
ベーチェット病診療研究センター

https://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/section/center_
disease/behcet/index.html 

ベーチェット病友の会 http://behcets.web.fc2.com/
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5 ベーチェット病患者会情報（2019年 8月時点）

名称：

代表者：

住所：

電話番号：

メール：

ホームページ：

ベーチェット病友の会
会長　遠田日出子
〒 579-8033
大阪府東大阪市出雲井町 6-13　シャルマンコーポ牧岡公園　I棟 102
090-3272-7088
t4492a@sky.plala.or.jp
http://behcets.web.fc2.com/

ベーチェット病友の会支部連絡先一覧

宮城県 支部長　赤松雄二郎
〒 982-0212
仙台市太白区あすと長町 4-3-58
あすと長町市営 401
Ｅメール：wd822822@sd6.so-net.ne.jp
携帯番号：090-6840-4892

栃木県 支部長　福田　悟
〒 320-0056
宇都宮市戸祭 1-12-4
Ｅメール：bs-tochig@kuroreo.sakura.ne.jp
携帯番号：090-7707-8287

窓口担当　渡辺正一
〒 320-0072
宇都宮市若草 3-6-16
Ｅメール：s.watanebe@nifty.com
電話番号：028-625-3817

埼玉県 支部長　石井陵子
〒 330-0852
さいたま市大宮区大成町 2-233
電話番号：048-664-010

富山県 支部長　河合喜久
〒 939-1513
南砺市野尻野 35-2
Ｅメール：kawai2810@gmail.com

石川県 支部長　米田明三
〒 921-8012
金沢市本江町 5-11
電話番号：076-291-1544
FAX番号：076-262-9410

京都府 会長　曽根　隆
〒 604-8216
京都市中京区池須町 423-1
携帯番号：090-6248-8680

大阪府 支部長　遠田日出子
〒 579-8033
東大阪市出雲井町 6-13
シャルマンコーポ牧岡公園　I棟 102
Ｅメール：t4492a@sky.plala.or.jp
携帯番号：090-3272-7088

岡山県 支部長　芦田　徹
〒 711-0914
倉敷市児島味野城 2-1-39
携帯番号：090-3379-8504

山口県 支部長　藤井英雄
〒 742-0021
柳井市柳井 1078-3
Ｅメール：fuji06@hi2.enjoy.ne.jp
携帯番号：090-6840-4892

香川県 支部長　多田加代子
〒 769-1602
観音寺市豊浜町和田浜 1328-5
電話番号：0875-52-1787

長崎県 支部長　荒木茂則
〒 850-0903
長崎市寄合町 2-21
アーバンパレス寄合坂 1205
電話番号：095-821-6420
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名称：

代表者：

住所：

電話番号：

北海道ベーチェット病友の会
久保　潤
〒 064-8506
北海道札幌市中央区南 4条西 10丁目　北海道難病センター
011-512-3233
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6 ベーチェット病に関する調査研究班のあゆみ

歴代班長

期間 班長（所属；任期当時）

1972 年度～ 1978 年度 
1978 年度～ 1984 年度
1984 年度～ 1990 年度
1990 年度～ 1996 年度
1996 年度～ 2002 年度
2002 年度～ 2008 年度
2008 年度～ 2014 年度
2014 年度～ 2020 年度

清水　保（帝京大学内科）
稲葉午朗（帝京大学内科）
水島　裕（聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター）
坂根　剛（聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター）
大野重昭（～ 2000 年 8月：横浜市立大学眼科，2000 年 9月～：北海道大学眼科）
金子史男（福島県立医科大学皮膚科）
石ヶ坪良明（横浜市立大学リウマチ血液感染症内科）
水木信久（横浜市立大学眼科）

おもな業績

1972 年度～ 1978 年度　　班長：清水　保

研究 ・ウイルス感染説の検証
・環境汚染原因説，微量金属病因論の検討
・HLA-B5（HLA-B*51）の関連がはじめて提唱される（Ohno S, et al. Lancet 1973）
・口腔粘膜細胞に対する自己抗体と自己免疫機序の検討
・血清 IgDの意義の検討

その他 ・全国疫学調査

1978 年度～ 1984 年度　　班長：稲葉午朗

研究 ・病因としての環境汚染，病原微生物の検討
・口腔粘膜細胞に対する自己抗体と自己免疫機序の検討

その他 ・臨床症状による臨床型（完全型，不全型，疑い例，特殊型）の定義
・第 3回国際ベーチェット病会議（1981 年）

1984 年度～ 1990 年度　　班長：水島　裕

研究 ・コルヒチン治療の確立（Mizushima Y, et al. Lancet 1977）
・疾患感受性遺伝子としてのHLA-B*51 とその近傍遺伝子の解析
・口腔内常在連鎖球菌 Streptococcus Sanguinis に対する過敏反応を解析
・好中球機能亢進と発症機序の関連

その他 ・ベーチェット病診断基準（1987 年）
・眼病変に対するシクロスポリン治療ガイドライン

1990 年度～ 1996 年度　　班長：坂根　剛

研究 ・ 熱ショック蛋白（HSP） 60/65 に対する自己免疫説を検討（Kaneko S, et al. Clin Exp Immunol 1997）
・ HLA-B*51 トランスジェニックマウスの好中球機能異常を証明（Takeno M, et al. Arthritis Rheum 
1995）

・ Th1/Th2 バランスの異常とTh1制御による治療応用の可能性の検討（Kaneko S, et al. Clin Exp 
Immunol 1997）

・Th0 細胞の病因的意義（Yamashita N, et al. Clin Exp Immunol 1997）
・好中球機能過剰とHLA-B*51 の関連を解明（Takeno M, et al. Arthritis Rheum 1995）

その他 ・眼病変に対するタクロリムスの臨床試験．有効性は確認されたが，中枢神経副作用のため承認されず
・全国疫学調査
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1996 年度～ 2002 年度　　班長：大野重昭

研究 ・ 疾患感受性遺伝子としてのHLA-B*51 とその近傍遺伝子の解析（Mizuki N, et al. Proc Natl Acad Sci 
USA 1997）

・MICAの病因的意義の解析
・HLA-B*51，MICA 多型の免疫異常における役割の解析（Yasuoka H, et al. Arthritis Rheum 2004）
・Bes-1 DNAと網膜蛋白Brn-3b との相同性の証明
・実験的ブドウ膜炎モデルの病態解析とその知見の治療応用
・眼病変に対するインフリキシマブの臨床試験（Ohno S, et al. J Rheumatol 2004）
・顆粒球吸着カラム治療の検討

その他 ・重症度分類・活動性基準

2002 年度～ 2008 年度　　班長：金子史男

研究 ・Streptococcus Sanguinis 由来の Bes-1 DNAを病変部より検出し，その免疫応答の関与を示す
・Th1/Th17 の病態への関与（Shimmizu J, et al. Clin Exp Immnol 2005）
・MICAの病因的意義の解析（Yasuoka H, et al. Arthritis Rheum 2004）
・Bes-1 DNAの病変局在を証明（Tojo H, et al. Adv Exp Med Biol 2003）
・Th1 細胞の活性化（Nagafuchi H. Clin Exp Immnol 2005）
・NK1/NK2 バランスと疾患活動性（Yamaguchi Y, et al. Arthritis Res Ther 2010）
・インフリキシマブの薬理効果の免疫学的解析（Misumi M, et al. Cytokine 2003）

その他 ・ベーチェット病診断基準改訂（2003 年）
・重症度分類改訂（2003 年）
・腸管ベーチェット病診療ガイドライン（2007 年）
・眼病変に対するインフリキシマ保険承認（2007 年）

2008 年度～ 2014 年度　　班長：石ヶ坪良明

研究 ・ GWAS により疾患感受性遺伝子 IL-10，IL-23R/IL-12RB2 を同定（Mizuki N, et al. Nat Genet 2010）
・ マイクロサテライトGWASによるHLA-A*26 の疾患感受性の同定（Meguro A, et al. Ann Rheum 
Dis 2010）

・HLA-A*26 と視力予後の検討（Kaburaki T, et al. Clin Exp Rheumatol 2010）
・GWASの追加解析による疾患感受性遺伝子の同定（Kirino Y, et al. Nat Genet 2013）
・ レアバリアントの関連解析によるTLR4, NOD2 の同定（Kirino Y, et al. Proc Natl Acad Sci USA 
2013）

・ 疾患感受性遺伝子のコードする蛋白の発現異常（TLR4 など）の病態への寄与（Kirino Y, et al. Arthritis 
Res Ther 2010）

その他 ・第 1回日韓ベーチェット病合同会議（2007 年）
・ベーチェット病診断基準改訂（2010 年）
・眼病変診療ガイドライン（2010 年）
・腸管ベーチェット病診療ガイドライン平成 21年度案～コンセンサス・ステートメント（2010 年）
・第 3回日韓ベーチェット病合同会議（2011 年）
・第 15回国際ベーチェット病会議（2012 年）
・第 5回日韓ベーチェット病合同会議（2013 年）
・腸管ベーチェット病診療コンセンサス・ステートメント案（2013 年）
・神経ベーチェット病の診療のガイドライン（2013 年）
・血管ベーチェット病診療ガイドラインステートメント（2014 年）
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2014 年度～ 2020 年度　　班長：水木信久

研究 ・眼病変に対するインフリキシマブ治療の長期成績（Takeuchi M, et al. Ophthlmol 2014）
・ERAP1 のハプロタイプ解析（Takeuchi M, et al. Ann Rheum Dis 2016）
・日本人，トルコ人，イラン人集団の遺伝子解析研究（Takeuchi M, et al. Nat Genet 2017）
・日本人ベーチェット病患者の臨床症状の遷移（Kirino Y, et al. Arthritis Res Ther 2016）
・神経ベーチェット病の臨床像の多民族間のメタ解析（Ishido M, et al. Sci Rep 2017）
・ 日本人ベーチェット病患者の臨床症状の性別および年齢による層別解析（Ishido T, et al. Rheumatology 
2017）

・若年発症ベーチェット病患者の臨床症状の検討（Suzuki T, et al. Mod Rheumatol 2018）
・ 全国調査によるHLA-B51 と日本人ベーチェット病患者の臨床症状の相関解析（Mizuki Y, et al. Mod 
Rheumatol 2019）

その他 ・腸管型・神経型・血管型ベーチェット病に対するインフリキシマブの承認取得（2015 年）
・第 7回日韓ベーチェット病合同会議（2015 年）
・難治性ぶどう膜炎に対するアダリムマブの承認取得（2016 年）
・ベーチェット病に関する研究班小児病態分科会の発足（2016 年）
・非感染性ぶどう膜炎に対するTNF阻害薬使用指針および安全対策マニュアル（2016 年）
・ベーチェット病レジストリの構築（2016 年）
・日本ベーチェット病学会の創設（2017 年）
・第 9回日韓ベーチェット病合同会議（2017 年）
・ベーチェット病診療ガイドライン（2019 年）
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