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ぶどう膜炎とは

ぶどう膜とは、光の量を調整する「虹彩」、ピントを調節する「毛様体」、
網膜に栄養を届ける「脈絡膜」の3つの組織から成り、眼にとってとても
大切な役割を果たしています。
これらは眼組織の中でも血管が多いため炎症を起こしやすく、炎症が
起こると前房や硝子体がにごり、「飛蚊症」「視力低下」「眼のかすみ」
などの症状が現れます。

こうさい

みゃくらくまく

ひぶんしょうしょうしたい

もうようたい

眼の中のぶどう膜に炎症が起きている状態

この冊子ではアダリムマブBS「FKB」の治療を始めるにあたって
知っておいて頂きたいことをまとめました。お読みになって
ご不明なことなどがありましたら、遠慮なく主治医や看護師、
薬剤師にご相談ください。

ぶどう膜炎とは 3
ぶどう膜炎の原因 5
ぶどう膜炎の症状 6
ぶどう膜炎治療の目的 7
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アダリムマブ BS「FKB」をもちいた治療の対象となる方 11
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この冊子の内容

視神経

網膜

硝子体

毛様体

脈絡膜

虹彩

前房
角膜

水晶体
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後部ぶどう膜炎と汎ぶどう膜炎は重症度が高い 非感染性ぶどう膜炎は
全身に症状が出ることがある

ぶどう膜炎とは

ぶどう膜炎は、炎症の起こっている場所により、前部、中間部、後部、
汎ぶどう膜炎に分類され、後部ぶどう膜炎と汎ぶどう膜炎は特に重症度
が高いといわれています。

ぶどう膜炎の原因は大きく分けると、免疫の異常が原因となる「非感染
性ぶどう膜炎」と、感染症が原因となる「感染性ぶどう膜炎」に分類され
ます。
非感染性ぶどう膜炎は全身にさまざまな症状が出るため、ぶどう膜炎
は眼の症状だけではなく家族歴や病歴なども確認しながら総合的に
判断します。

ぶどう膜炎の炎症部位による分類

ぶどう膜炎の原因による分類

非感染性ぶどう膜炎
感染症以外が原因となり、免疫の異常による
全身性の疾患と関連することがあります。

感染性ぶどう膜炎
ウイルス感染が原因のことが多く、
その他には細菌、真菌、結核菌の感染でも発症します。

前部ぶどう膜炎 中間部ぶどう膜炎

後部ぶどう膜炎 汎ぶどう膜炎
はん

ぶどう膜炎の原因

はん
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ぶどう膜炎の症状 ぶどう膜炎治療の目的

ぶどう膜炎とは、ぶどう膜(虹彩、毛様体、脈絡膜)に何らかの原因で炎症
が起きている状態です。炎症が強かったり、長期間続くと視力の低下が
起こります。さらに合併症(白内障や緑内障など)を引き起こすことも
あり、視力が回復しない場合もあります。
ぶどう膜炎の治療は、炎症を抑えてさらなる視力低下、失明につながる
合併症を防ぐことが目的です。
発作や再発をできるだけ少なくして、炎症のない状態を長く維持する
ことが大切です。

充実した毎日を過ごすためには、症状を
コントロールすることが重要です。

はくないしょう りょくないしょうベーチェット病

サルコイドーシス

フォークト・小柳・原田病

代表的なぶどう膜炎(三大ぶどう膜炎)

皮フ症状、口腔粘膜のアフタ性潰
瘍、外陰部潰瘍など、全身に症状
が現れます。炎症を繰り返すこと
で視力が低下します。

皮フ、リンパ節、眼、肺など全身
のさまざまな臓器に肉芽腫が現れ
炎症を起こします。

発熱、頭痛、全身倦怠感などの
風邪症状のあと、視力の低下が
起こります。その後、脱毛、白髪、
白斑もみられることがあります。

症状

きょうちょくせいせきついえん

じゃくねんせいとくはつせいかんせつえん かんせつしょうせいかんせん

にくげしゅ

以下のような全身に炎症の起こる疾患で、眼にも症状が出ていること
があります。

●関節リウマチ ●強直性脊椎炎
●若年性特発性関節炎 ●関節症性乾癬 など
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アダリムマブBS「FKB」の作用

TNFαは、受容体と結合することにより、
眼の中の炎症の原因となります。

作用
1

作用
2

アダリムマブBS「FKB」がTNFαと結合すること
により、眼の中の炎症を抑制する仕組み

（イメージ図）

TNFα

アダリムマブBS
「FKB」

過剰に放出されたTNFαが
受容体と結合することを防止します

TNFα産生細胞にあるTNFαに結合
することでTNFα産生細胞を壊します

TNFα産生細胞
細胞死

（イメージ図）（イメージ図）

TNFα

受容体

標的細胞

充血視力
低下

TNFαは受容体と結合して炎症の原因となります

TNFαとは

TNFαは、炎症を引き起こす主な原因であるといわれている
タンパク質です。
ぶどう膜炎の患者さんの病変部では、TNFαの増加がみら
れます。

（イメージ図）

TNFα

充血視力
低下
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今までの治療で十分な効果が得られなかった患者さん
のうち、以下に当てはまる方などがアダリムマブBS「FKB」
をもちいた治療の対象になります

今までの治療で十分な効果が得られなかった
中間部、後部、汎ぶどう膜炎の方

中間部ぶどう膜炎 後部ぶどう膜炎

汎ぶどう膜炎
はん

アダリムマブBS「FKB」の作用 アダリムマブBS「FKB」をもちいた
治療の対象となる方

体内に存在する抗体は、特定の抗原（ウイルスや異物）に結合すること
で、その抗原を生体内から除去する物質です。アダリムマブBS「FKB」
のような「抗体製剤」は、抗体の働きを利用して開発されました。
従来はマウス由来のタンパク質を含む抗体製剤のみが製造可能でした
が、アレルギー反応が生じるリスクや、中和抗体が産生されるリスクが
高いという難点がありました。遺伝子工学技術が進歩したことで、マウス
由来のタンパク質を全く含まないヒト抗体の製造が可能になり、アダリ
ムマブBS「FKB」もヒト抗体を用いています。

（イメージ図）

すべてマウスの
タンパク質

（キメラ抗体）（マウス抗体） （ヒト化抗体） （ヒト抗体）
部分的にマウスの
タンパク質が混在

マウスのタンパク質を
含まない

アダリムマブBS「FKB」

アダリムマブBS「FKB」の成分
こうげん
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以下の疾患がある方

フォークト・小柳・原田病サルコイドーシスベーチェット病

若年性特発性関節炎

関節症性乾癬

関節リウマチ

強直性脊椎炎

アダリムマブBS「FKB」をもちいた
治療の対象となる方 アダリムマブBS「FKB」の安全性

副作用の重症化は、早期の発見と適切な治療により防止し
ます。
「おかしいな」と感じた場合には、速やかに主治医に連絡して
ください。

▶注射部位反応
注射した部分に赤みや腫れがみられる場合が
あります。

▶感染症
副鼻腔炎等の風邪のような症状が
現れる場合があります。

▶アレルギー症状
発熱や発疹、皮フの赤みや痒み等の症状が
現れる場合があります。

▶重篤な感染症（結核、敗血症、肺炎など）
発熱や咳、息苦しい、全身のだるさといった
症状が現れることがあります。

主な副作用1

2 特に注意すべき副作用

ふくびくうえん
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▶悪性腫瘍
因果関係の有無については現在も調査中ですが、TNFαの働きを抑制
する生物学的製剤を投与された後に悪性腫瘍、悪性リンパ腫を発症
した例があります。

▶B型肝炎
B型肝炎の既往がある場合、症状が再度現れることがありますので、
治療を開始する前に、主治医に必ずその旨お申し出ください。

▶生ワクチンの接種
感染症が生じるリスクを否定できないため、生ワクチンの接種を希望
される場合は、主治医に相談してください。

その他の注意すべき事項3▶ループス様症候群
自身に対する抗体が現れ、筋肉や関節の痛み、
赤い斑点ができる等の症状が
現れる場合があります。

▶脱髄疾患
神経線維を被っている髄鞘が壊れてしまう病気です。
代表的なものとして、脱髄が多数発生し、
再発を繰り返す多発性硬化症があります。
脱髄疾患を患っている場合、既往のある場合、または、
脱髄疾患との診断を受けた方がご家族にいらっしゃる場合には、
主治医に必ずその旨お申し出ください。

▶アナフィラキシーショック
お薬を投与した後30分以内に、腹痛や嘔吐等の消化器症状や
呼吸困難等の呼吸器症状、血圧の低下等が起こる場合があります。

▶血液障害
血液中に存在する赤血球や白血球、血小板等の血液成分の量が
減少する場合があります。

▶間質性肺炎
咳や息切れ、息苦しさ等の症状が現れる場合があります。

▶肝機能障害、黄疸、劇症肝炎、肝不全
発熱、食欲の減退や身体のだるさ、
意識の低下、皮フや白眼が黄色くなる、
尿が茶色になる等の症状が現れる
場合があります。

しんけいせんい
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●腹部（おなか）、大腿部（太もも）または上腕部後ろ側から1ヵ所を選んで
注射します。
次のような場所には注射しないでください。

・皮フが赤くなっている部位　・傷がある部位　・硬くなっている部位

アダリムマブBS「FKB」を投与する部位

腹部（おなか）
おへその周囲は避けて
注射してください｡

大腿部（太もも） 上腕部後ろ側
ご家族が投与する

場合は、上腕部後ろ側に
注射してください。

注射部位は毎回場所を変えます。

アダリムマブBS「FKB」による治療の進め方

※アダリムマブBS「FKB」を使用しての治療については、主治医の指示に従って
　ください。

●薬液の入った注射器で皮下注射する方法により投与します。シリンジ
とペンの2種類の注射器があります。

●医師の許可が必要ですが、患者さんが病院やクリニックでの指導を
受け、ご自身で注射を行う「自己注射」という方法によることも可能
です。

アダリムマブBS「FKB」の投与方法

自宅医療機関
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●通院により生じる時間的な制約や生活への負担を減らすことにより、患者
さんそれぞれの生活スタイルに合わせた治療が可能となる。

●通院日に拘束されずに、仕事や旅行等の活動を行うことができる。

●アダリムマブBS「FKB」は、自己注射を簡単に行うことができるよう
に工夫が施されています。

●自己注射のメリットは以下のとおりです。

自己注射を希望する方へ

旅行の計画をされる際は、ご自身の体調、旅行のスケジュールを含めて
必ず医師と相談してください。特に、1週間以上の長期間の旅行や海外
旅行をご計画の際には、お薬の携帯
方法や体調悪化時の対処方法等
について、主治医とも相談し、ゆとり
のあるスケジュールを組むように
心がけましょう。

アダリムマブBS「FKB」治療中の旅行について

自己注射のメリット

治療のスケジュール

アダリムマブBS「FKB」の投与は１回目の1週間後に２回目を、３回目以降
は２週間ごとに行います。
・1回目　　  80ｍｇ
・2回目以降  40ｍｇ

13121110987

20191817161514

27262524232221

30 312928

654321

月 火 水 木 金 土
1ヵ月目

日

10987654

17161514131211

24232221201918

31302928272625

321

2ヵ月目
月 火 水 木 金 土 日

1回目投与の１週間後に
２回目を投与します。

３回目以降は２週間ごとに
注射していきます。

症状を見ながら、用量を調節し、
治療を続けていきます。

アダリムマブBS「FKB」による治療の進め方
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医療費の助成制度 (2021年12月現在)

2120

1ヵ月あたりの医療費が自己負担限度額を
超えた場合、その超えた額があとで払い
戻される制度です。（詳しくは23ページを
ご覧ください）

国民健康保険：市町村役場の国保窓口、国保組合の窓口
協会けんぽ、船員保険：全国健康保険協会の各都道府県支部窓口
その他：各健康保険組合・共済組合の窓口

高額療養費制度 公的介護保険

障害年金

お問い合わせ先

お問い合わせ先

お問い合わせ先

介護が必要になった40歳以上の方が、介護
サービスを受けることができる制度です。
65歳以上の方は「第1号被保険者」、40～
64歳の方は「第2号被保険者」となってお
り、それぞれ介護サービスが受けられる条
件などが異なります。

市町村役場、福祉事務所の窓口

お問い合わせ先

お問い合わせ先

お問い合わせ先

病気などによって日常生活や仕事が制限さ
れている場合に、受け取ることができる年
金です。国民年金、厚生年金などに加入して
いる方が対象になります。

国民年金：市町村役場の年金窓口、年金事務所
厚生年金：年金事務所
共済組合：共済組合の窓口、年金事務所

1年間に一定額以上の医療費を支払った場
合、確定申告をすれば所得税が軽減される
制度です。
また、障害者控除の対象に当てはまる方
は、所得金額から一定額を差し引くことが
できます。

税務署

所得税控除

「身体障害者手帳」の交付を受けると、その
障害の程度に応じてさまざまなサービスを
受けることができる制度です。

市町村役場、福祉事務所の窓口

身体障害者
福祉制度

制度の利用条件や支給金額はそれぞれ異なります。
詳細に関しては各相談窓口までお問い合せください。

付加給付制度
一部の健康保険組合が設けている制度です。
医療費が一定額を超えた場合、高額療養費
制度による法定給付に上乗せして支給され
ます。

ご加入の健康保険の窓口または会社担当者
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難病医療費助成制度の利用

●ベーチェット病やサルコイドーシスなどは「指定難病」に該当するため、
医療費助成制度の対象となります。

●これらの疾患の患者さんのうち、医療費助成制度による助成の対象
となる方は以下のとおりです。

●一定以上の重症度の方
●年間３回以上、月間の医療費総額が33,330円を超える方（医療保険
の自己負担割合が３割の方の場合：年間３回以上、月間の医療費の
自己負担が10,000円以上となる方）

●「指定医療機関」で「難病指定医」から臨床調査個人表(診断書)に記入
してもらい、必要書類を揃えて申請手続きを行う必要があります。
　（診断から認定までの流れは24ページをご覧ください）

●認定されると「医療受給者証」が交付され、指定医療機関で指定難病
にともなう治療を受けた場合に限り、医療費の助成を受けることが
できます。

高額療養費制度の利用

●高額療養費制度では、1ヵ月あたりの医療費が自己負担限度額を超え
た場合、その超えた額が助成の対象となります。

●自己負担限度額は、年齢や所得に応じて定められています。また、
「多数回該当」や「世帯合算」に当てはまると、さらに負担が軽減され
ます。

●「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関等の窓口での支払いが
自己負担限度額までとなります。「限度額適用認定証」の交付には
申請が必要です。

●医療費が高額となり支払いが困難な場合は、高額療養費貸付制度を
利用することで、高額療養費が支払われるまでの期間に無利子で貸付
を受けることができます。

医療費の助成対象になるのは、申請日(受理日)以降です。
医療受給者証が交付されるまでの

医療費については払戻し請求ができますので、
領収書等を大切に保管しておいてください。

2322

医療費の助成制度 (2021年12月現在)
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（難病指定医、または協力難病指定医）
●医療受給者証の有効期間は原則１年間です。
●難病指定医、協力難病指定医のいずれかに臨床調査個人票に
  記入してもらい、更新の手続きを行います。

指定医療機関で、難病指定医による
診察を受け、「臨床調査個人票
（診断書）」に記入してもらいます。

●認定（医療受給者証の交付）
●不認定（通知書）

（都道府県の難病認定審査会）

更新

指定医療機関および難病指定医、協力難病指定医については、
お住まいの都道府県のホームページなどをご覧ください。

結果の通知

12

3

4

5

　　　申請に必要な書類
申請書　
臨床調査個人票（診断書）
住民票
健康保険証のコピー　　
課税状況を確認できる書類

 （市町村民税（非）課税証明書など）
　 必要に応じて必要な書類
医療費の領収書など

  主な入手先
最寄りの保健所
最寄りの保健所
市区町村役場

市区町村役場、
勤務先等

指定医療機関 難病指定医

診断

申請のながれ

2524

医療費の助成制度 (2021年12月現在) アダリムマブBS「FKB」の薬剤費

通常、成人にはアダリムマブBS「FKB」を１回目に８０ｍｇ、１回目投与の
１週間後に40mgを皮下注射します。１回目投与の3週間後以降は、
40mgを2週に1回、皮下注射します。

ここに表示されている以外にも、診察料や検査料などの医療費が別途
かかるため、実際の支払金額とは異なります。

※1：75歳以上で3割負担以外の方
※2：70歳から74歳で3割負担以外の方
※3：70歳未満または70歳以上で現役並み所得者に該当する方

（市区町村の窓口）申請

審査

（2021年度薬価に基づいた推計金額）

薬剤費の
自己負担額

1 割※1

2 割※2

3 割※3

7,970 円

15,940 円

23,909 円

１回目
40mg×2

（注射器 2 本）
負担割合

2 回目以降
40mg×1

（注射器 1 本）

3,985 円

7,970 円

11,955 円



（難病指定医、または協力難病指定医）
●医療受給者証の有効期間は原則１年間です。
●難病指定医、協力難病指定医のいずれかに臨床調査個人票に
  記入してもらい、更新の手続きを行います。

指定医療機関で、難病指定医による
診察を受け、「臨床調査個人票
（診断書）」に記入してもらいます。

●認定（医療受給者証の交付）
●不認定（通知書）

（都道府県の難病認定審査会）

更新

指定医療機関および難病指定医、協力難病指定医については、
お住まいの都道府県のホームページなどをご覧ください。

結果の通知
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3

4

5

　　　申請に必要な書類
申請書　
臨床調査個人票（診断書）
住民票
健康保険証のコピー　　
課税状況を確認できる書類

 （市町村民税（非）課税証明書など）
　 必要に応じて必要な書類
医療費の領収書など

  主な入手先
最寄りの保健所
最寄りの保健所
市区町村役場

市区町村役場、
勤務先等

指定医療機関 難病指定医

診断

申請のながれ
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医療費の助成制度 (2021年12月現在) アダリムマブBS「FKB」の薬剤費

通常、成人にはアダリムマブBS「FKB」を１回目に８０ｍｇ、１回目投与の
１週間後に40mgを皮下注射します。１回目投与の3週間後以降は、
40mgを2週に1回、皮下注射します。

ここに表示されている以外にも、診察料や検査料などの医療費が別途
かかるため、実際の支払金額とは異なります。

※1：75歳以上で3割負担以外の方
※2：70歳から74歳で3割負担以外の方
※3：70歳未満または70歳以上で現役並み所得者に該当する方

（市区町村の窓口）申請

審査

（アダリムマブＢＳ皮下注40ｍｇペン0.8ｍＬ「ＦＫＢ」の
2022年度薬価に基づいた推計金額）

薬剤費の
自己負担額

1 割※1

2 割※2

3 割※3

6,820 円

13,640 円

20,460 円

１回目
40mg×2

（注射器 2 本）
負担割合

2 回目以降
40mg×1

（注射器 1 本）

3,410 円

6,820 円

10,230 円
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日常生活の注意点

世界中で使用されている
アダリムマブ製剤

アダリムマブ製剤は2002年に関節リウマチの治療薬として海外で承認され
てから、さまざまな免疫系の病気の治療薬として世界各国で用いられており、
現在、日本を含む世界90ヵ国以上で承認され、約100万人以上の患者さんに
使われています。

日本では、関節リウマチの治療薬として2008年に承認されました。
その後、日本人の成人患者における非感染性の中間部ぶどう膜炎、後部ぶどう
膜炎及び汎ぶどう膜炎の有効性と安全性が臨床試験で確認されたことから、
2016年に既存治療で効果不十分な非感染性の中間部、後部又は汎ぶどう
膜炎の適応が承認されました。

アダリムマブBS「FKB」は、バイオシミラー製剤※であり、先行バイオ医薬品の
アダリムマブ製剤と同等の有効性と安全性が認められています。

※先行バイオ医薬品と同等/同質の品質、安全性および有効性を有し、異なる
製造販売業者により開発される医薬品をバイオシミラー（バイオ後続品）
といいます。
　バイオシミラーは、先行バイオ医薬品と品質がほとんど同じで、同じ効果と
安全性が確認された薬剤です。臨床試験を含む多くのデータによって、先行
バイオ医薬品と同じように使えることが示されています。先行バイオ医薬品
よりも安価なため、患者さんの経済的負担や医療費の軽減が期待されます。

アダリムマブBS「FKB」による治療中は、免疫力の低下や副作用等
が起こることがあるので、体調の変化には十分注意するようにしてく
ださい。また、アダリムマブBS「FKB」の治療開始後は、ご自身の体調
や症状、不安な点等を体調管理ノートに記録し、診察時に主治医の
確認を受けるようにしましょう。

帰宅時には手洗いや
うがいを行い、

感染症を予防しましょう。

治療中は
「体調管理ノート」を活用して、
体調管理に努めましょう。
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世界中で使用されている
アダリムマブ製剤

アダリムマブ製剤は2002年に関節リウマチの治療薬として海外で承認され
てから、さまざまな免疫系の病気の治療薬として世界各国で用いられており、
現在、日本を含む世界90ヵ国以上で承認され、約100万人以上の患者さんに
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日本では、関節リウマチの治療薬として2008年に承認されました。
その後、日本人の成人患者における非感染性の中間部ぶどう膜炎、後部ぶどう
膜炎及び汎ぶどう膜炎の有効性と安全性が臨床試験で確認されたことから、
2016年に既存治療で効果不十分な非感染性の中間部、後部又は汎ぶどう
膜炎の適応が承認されました。

アダリムマブBS「FKB」は、バイオシミラー製剤※であり、先行バイオ医薬品の
アダリムマブ製剤と同等の有効性と安全性が認められています。

※先行バイオ医薬品と同等/同質の品質、安全性および有効性を有し、異なる
製造販売業者により開発される医薬品をバイオシミラー（バイオ後続品）
といいます。
　バイオシミラーは、先行バイオ医薬品と品質がほとんど同じで、同じ効果と
安全性が確認された薬剤です。臨床試験を含む多くのデータによって、先行
バイオ医薬品と同じように使えることが示されています。先行バイオ医薬品
よりも安価なため、患者さんの経済的負担や医療費の軽減が期待されます。

アダリムマブBS「FKB」による治療中は、免疫力の低下や副作用等
が起こることがあるので、体調の変化には十分注意するようにしてく
ださい。また、アダリムマブBS「FKB」の治療開始後は、ご自身の体調
や症状、不安な点等を体調管理ノートに記録し、診察時に主治医の
確認を受けるようにしましょう。

帰宅時には手洗いや
うがいを行い、

感染症を予防しましょう。

治療中は
「体調管理ノート」を活用して、
体調管理に努めましょう。



抗TNFα抗体薬 アダリムマブBS「FKB」をもちいた

ぶどう膜炎治療を
受けられる患者さんへ

ADA57M001A
2022年3月作成

マイランEPD合同会社

注射後に体調の変化がみられたときは､次の診察日を待たずに直ちに
主治医や看護師、薬剤師に連絡し指示を受けてください｡

0120-938-837フリーダイヤル

9：00～17:30 / 土・日・祝日・当社休業日を除く

施設名

マイランEPD合同会社

くすり相談室

アダリムマブBS「FKB」に関するお問い合わせ
九州大学大学院医学研究院眼科学 教授 園田 康平 先生監修

皮下注射剤




