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ベーチェット病

　齊藤　ベーチェット病についてうか
がいます。まず、疾患の概念はどのよ
うなものなのでしょうか。
　岳野　ベーチェット病は、口腔内の
再発性アフタ性潰瘍、皮膚症状、眼症
状、外陰部潰瘍など、炎症性の病変を
繰り返しつつ慢性に経過する難治性の
疾患です。
　齊藤　この４つが重要なのですね。
　岳野　そうですね。主症状としてこ
の４つが挙げられていますが、このほ
かにも、腸管、神経、血管などに、重
篤な臓器病変を起こすこともあります。
　齊藤　関節炎はどうでしょう。
　岳野　リウマチのように変形を伴う
ことはありませんが、関節炎も一つの
重要な症状です。また、男性において
は副睾丸炎も起こすことがあります。
　齊藤　病名はいつごろからいわれて
いるのですか。
　岳野　病気としては古くからあった
と思うのですが、体系的にまとめたの
はトルコの皮膚科医のHulusi Behcet
先生で、その先生の名前にちなんでこ

の病名がつけられました。
　齊藤　病気がトルコに多いのでしょ
うか。
　岳野　そうですね。トルコの先生が
この病気をまとめられたのは決して偶
然ではありません。実際に、疫学的な
データを見ると、地中海沿岸から中東、
中央アジアのあたりはちょっとデータ
がありませんが、日本や韓国といった
東アジアにかけて、昔のシルクロード
沿いに多く、別名シルクロード病とい
われるほど、患者分布に地域的な偏り
があり、それが一つの特徴でもありま
す。
　齊藤　日本では今、どういう状況な
のですか。
　岳野　日本では約２万人の患者がい
るといわれています。発症年齢は20～ 
30歳で、男女比は１対１～1.5ですけれ
ども、男性のほうに重症型である眼病
変や臓器病変が多いとされています。
　齊藤　比較的地域的に限られている
ということですが、この病因はわかっ
てきているのでしょうか。

　岳野　地域的な偏在というのは、病
因を考えるうえで非常にヒントになり
ます。遺伝素因が関与しているだろう
と考えられ、その中でも白血球の血液
型であるHLAのB51というタイプがこ
の病気に多いことが明らかにされてお
り、一番重要な遺伝素因と考えられて
います。
　齊藤　遺伝に加え、環境との関連は
何かあるのですか。
　岳野　これも疫学のデータによる知
見ですが、例えば日本人がベーチェッ
ト病になる頻度は世界的に見ると高い
のですが、ハワイや米国に移住した日
系移民にはほとんどベーチェット病は
見られません。同じようなデータがト
ルコからドイツへ移住した移民の検討
ででています。トルコ人で、トルコに
ずっと住んでいる方が一番多く、移住
するとその比率が減るとされています。
しかし、移住した人でも、ドイツに住
んでいるドイツの方よりはベーチェッ
ト病患者数がはるかに多いというデー
タが示されています。
　齊藤　となると、やはり何か食べ物
などに原因がありそうだということで
すか。
　岳野　はっきり何が、ということは
同定できていません。病原微生物が想
定されています。遺伝素因だけではな
くて、環境要因も関係していると考え
られています。
　齊藤　病態的には、自己抗体はある

のですか。
　岳野　リウマチ性疾患であり、膠原
病類縁疾患として挙げられ、いろいろ
な臓器が侵されるということについて
は、膠原病と同じような分類、そうい
うカテゴリーに入ります。しかし、疾
患に特徴的な自己抗体は研究室レベル
では報告されていますけれども、臨床
に使えるような自己抗体は残念ながら
見いだされていません。
　齊藤　ということは、いわゆる自己
免疫疾患とは言いにくいと。
　岳野　最近はやりの全ゲノム解析は
この疾患でも行われていますが、その
結果からは、自己免疫の要素と自己炎
症、好中球や単球などの自然免疫系が
過剰に活動して、両方が病態を形成し
ている側面がありそうです。
　齊藤　診断の流れとしてはどうなり
ますか。
　岳野　膠原病のような疾患特異的な
自己抗体がありませんので、どうして
も症状の組み合わせになります。先ほ
どの４つの主症状と、関節炎や副睾丸
炎、消化器病変、血管病変、中枢神経
病変、これら副症状を組み合わせて診
断をつけていくことになります（表）。
　齊藤　症状がたくさんあって、すべ
てが同時になるわけではないのですね。
　岳野　そのとおりです。一時点で横
断的に全部の症状がそろわなくても、
経過を通じて症状があれば、それは一
つと数えて診断に結びつけることがで
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がいます。まず、疾患の概念はどのよ
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何かあるのですか。
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見ですが、例えば日本人がベーチェッ
ト病になる頻度は世界的に見ると高い
のですが、ハワイや米国に移住した日
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見られません。同じようなデータがト
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などに原因がありそうだということで
すか。
　岳野　はっきり何が、ということは
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病類縁疾患として挙げられ、いろいろ
な臓器が侵されるということについて
は、膠原病と同じような分類、そうい
うカテゴリーに入ります。しかし、疾
患に特徴的な自己抗体は研究室レベル
では報告されていますけれども、臨床
に使えるような自己抗体は残念ながら
見いだされていません。
　齊藤　ということは、いわゆる自己
免疫疾患とは言いにくいと。
　岳野　最近はやりの全ゲノム解析は
この疾患でも行われていますが、その
結果からは、自己免疫の要素と自己炎
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　齊藤　診断の流れとしてはどうなり
ますか。
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も症状の組み合わせになります。先ほ
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炎、消化器病変、血管病変、中枢神経
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てが同時になるわけではないのですね。
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きます。
　齊藤　最初は症状が少ないというこ
とで、疑いのようなことになるのです
か。
　岳野　そうですね。ほとんどの患者
さんで最初に口腔内再発性アフタ性潰
瘍が出ます。これが子どものころから

出て、自分でも体質だと思っていて、
特に病気だと思わず、病院にも行かず
過ごしていたけれども、これに加えて、
皮膚症状や外陰部潰瘍や眼の症状が出
て、受診して診断される、というケー
スが多いようです。
　齊藤　それが先ほど話された20～30

代、40代なのですね。
　岳野　比較的若い働き盛りの人に多
いことから、そこも問題になるところ
です。
　齊藤　４つの主症状と、あとは腸と
血管と脳ですか。腸はどんなことにな
るのでしょうか。
　岳野　腸のほうは、回盲部、ちょう
ど虫垂炎が起こるようなところですが、
そこに病変が多いです。できるのは潰
瘍病変で、それが穿孔して急性腹症に
なって緊急手術、ということもありま
す。手術した後に口内炎、関節炎や皮
膚症状の病歴がさかのぼって確認され
て、ベーチェット病の腸管病変だと診
断されることもあります。
　齊藤　血管はどうでしょうか。かな
り重症になることがあるのでしょうか。
　岳野　世界的に見ると血管が一番問
題になるのですが、日本では幸い５～ 
10％と低頻度です。動脈にも静脈にも
両方とも起きてしまうのがこの病気の
特徴です。
　齊藤　どのようなことが起こります
か。血栓でしょうか。
　岳野　そうですね。静脈だと深部静
脈血栓症が多いのですが、全体として
も血管病変では深部静脈血栓症が中心
になります。動脈にも動脈瘤や動脈閉
塞が生じることがあり、また肺の血管
系にも動脈瘤や血栓ができることがあ
ります。
　齊藤　非常に多彩ですね。脳神経系

ではどうでしょう。
　岳野　脳神経系では大きく２つの病
型があり、急性型といって、髄膜炎み
たいなかたちで脳幹髄膜炎で来るタイ
プと、炎症性疾患というよりも変性疾
患のように、小脳失調や構音障害、認
知症のような精神症状を主体に徐々に
進行していく慢性進行型があります。
　齊藤　眼の症状については、失明す
るのですか。
　岳野　20世紀といいますか、20年ほ
ど前までは、失明の非常に大きな原因
だったのです。糖尿病に次ぐ成人の失
明の原因とされていましたが、今は治
療法がよくなって、特に新しい治療で
ある抗TNFα抗体を使う患者さんでは、
失明の危惧は小さくなったと思います。
　齊藤　治療について、治療の目標は
何かあるのでしょうか。
　岳野　治療は、いろいろな症状の組
み合わせで診断をつけますから、患者
さんごとに、非常に軽症の方から非常
に重症の方まで様々ですので、その患
者さんで一番問題になる病変を抑える
ことが目標になります。眼が悪い方で
あれば眼が標的になりますし、腸管、
血管、神経、これらそれぞれに対する
治療が必要になってきます。
　齊藤　重症度に応じて治療戦略があ
るのですか。
　岳野　そうですね。病型と重症度と、
その両方を見ながら治療を選択してい
くことになります。

表　厚生労働省ベーチェット病診断基準

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：結節性紅斑様皮疹、皮下の血栓性静脈炎、毛囊炎様皮疹、痤瘡様皮疹
　　　（参考所見：皮膚の被刺激性亢進）
　　③ 眼症状：虹彩毛様体、網膜ぶどう膜炎（網脈絡膜炎）、またはこれらを経過し

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：３主症状、２主症状＋２副症状、定型的眼症状＋その他の１主症状 or 

２副症状
　　③疑い：主症状の一部が出現する、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
　　　（a）腸管（型）ベーチェット病─内視鏡で病変確認
　　　（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
　　　（c）神経（型）ベーチェット病─髄膜炎、脳幹脳炎などの急性型
　　　　　　　　　　　　　　　　　　体幹失調精神症状が緩徐に進行する慢性進行型
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きます。
　齊藤　最初は症状が少ないというこ
とで、疑いのようなことになるのです
か。
　岳野　そうですね。ほとんどの患者
さんで最初に口腔内再発性アフタ性潰
瘍が出ます。これが子どものころから

出て、自分でも体質だと思っていて、
特に病気だと思わず、病院にも行かず
過ごしていたけれども、これに加えて、
皮膚症状や外陰部潰瘍や眼の症状が出
て、受診して診断される、というケー
スが多いようです。
　齊藤　それが先ほど話された20～30

代、40代なのですね。
　岳野　比較的若い働き盛りの人に多
いことから、そこも問題になるところ
です。
　齊藤　４つの主症状と、あとは腸と
血管と脳ですか。腸はどんなことにな
るのでしょうか。
　岳野　腸のほうは、回盲部、ちょう
ど虫垂炎が起こるようなところですが、
そこに病変が多いです。できるのは潰
瘍病変で、それが穿孔して急性腹症に
なって緊急手術、ということもありま
す。手術した後に口内炎、関節炎や皮
膚症状の病歴がさかのぼって確認され
て、ベーチェット病の腸管病変だと診
断されることもあります。
　齊藤　血管はどうでしょうか。かな
り重症になることがあるのでしょうか。
　岳野　世界的に見ると血管が一番問
題になるのですが、日本では幸い５～ 
10％と低頻度です。動脈にも静脈にも
両方とも起きてしまうのがこの病気の
特徴です。
　齊藤　どのようなことが起こります
か。血栓でしょうか。
　岳野　そうですね。静脈だと深部静
脈血栓症が多いのですが、全体として
も血管病変では深部静脈血栓症が中心
になります。動脈にも動脈瘤や動脈閉
塞が生じることがあり、また肺の血管
系にも動脈瘤や血栓ができることがあ
ります。
　齊藤　非常に多彩ですね。脳神経系

ではどうでしょう。
　岳野　脳神経系では大きく２つの病
型があり、急性型といって、髄膜炎み
たいなかたちで脳幹髄膜炎で来るタイ
プと、炎症性疾患というよりも変性疾
患のように、小脳失調や構音障害、認
知症のような精神症状を主体に徐々に
進行していく慢性進行型があります。
　齊藤　眼の症状については、失明す
るのですか。
　岳野　20世紀といいますか、20年ほ
ど前までは、失明の非常に大きな原因
だったのです。糖尿病に次ぐ成人の失
明の原因とされていましたが、今は治
療法がよくなって、特に新しい治療で
ある抗TNFα抗体を使う患者さんでは、
失明の危惧は小さくなったと思います。
　齊藤　治療について、治療の目標は
何かあるのでしょうか。
　岳野　治療は、いろいろな症状の組
み合わせで診断をつけますから、患者
さんごとに、非常に軽症の方から非常
に重症の方まで様々ですので、その患
者さんで一番問題になる病変を抑える
ことが目標になります。眼が悪い方で
あれば眼が標的になりますし、腸管、
血管、神経、これらそれぞれに対する
治療が必要になってきます。
　齊藤　重症度に応じて治療戦略があ
るのですか。
　岳野　そうですね。病型と重症度と、
その両方を見ながら治療を選択してい
くことになります。

表　厚生労働省ベーチェット病診断基準

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：結節性紅斑様皮疹、皮下の血栓性静脈炎、毛囊炎様皮疹、痤瘡様皮疹
　　　（参考所見：皮膚の被刺激性亢進）
　　③ 眼症状：虹彩毛様体、網膜ぶどう膜炎（網脈絡膜炎）、またはこれらを経過し

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：３主症状、２主症状＋２副症状、定型的眼症状＋その他の１主症状 or 

２副症状
　　③疑い：主症状の一部が出現する、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
　　　（a）腸管（型）ベーチェット病─内視鏡で病変確認
　　　（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
　　　（c）神経（型）ベーチェット病─髄膜炎、脳幹脳炎などの急性型
　　　　　　　　　　　　　　　　　　体幹失調精神症状が緩徐に進行する慢性進行型
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　齊藤　最初の皮膚だけの症状だと比
較的軽症なのですか。
　岳野　そう言っていいと思います。
　齊藤　それはステロイドなども使う
のでしょうか。
　岳野　ステロイドよりも、私たちが
使う薬剤としてはコルヒチンです。
　齊藤　のみ薬ですね。
　岳野　免疫の異常の中でも、好中球
の機能過剰が一つの病気のカギを握っ
ていると考えられているので、その好
中球の機能を抑えるという意味で、コ
ルヒチンがよく使われます。
　齊藤　コルヒチンで足りない場合は
何かで補うのですか。
　岳野　眼だと、眼発作が起こってい
るときはステロイドの局所注射や点眼
になりますが、発作がおさまったとき
にコルヒチンで足りない場合は、シク
ロスポリン、アザチオプリンなどの免
疫抑制剤が併用されます。さらに効か
ない場合は、インフリキシマブ、抗
TNFα抗体ですが、これが今新しい治
療薬として使われています。

　齊藤　それはどのような場合に使う
のですか。
　岳野　これまでの治療で治療抵抗性
である場合です。さっき言ったコルヒ
チン、それから免疫抑制剤に十分反応
しないような場合には使いますし、ま
た最初からコルヒチンを使っている段
階でも、強い眼発作が起こったり、あ
るいは治療抵抗性が予想されるような
例については、できるだけ視力を守る
ために早くから抗TNFα抗体を使うこ
とも最近は多くなっています。
　齊藤　ほかの特殊病型での治療はど
うでしょう。
　岳野　従来はこれもステロイドや免
疫抑制剤が中心だったのですが、病型
ごとに若干の違いはあるものの、今は
それに加えて、眼と同じように、やは
り抗TNFα抗体が使われるようなって、
今後、治療成績の向上が期待されると
ころです。
　齊藤　かなり最近は進歩が著しい領
域ということですね。ありがとうござ
いました。

リウマチ・膠原病の最新情報（Ⅴ）

東京女子医科大学膠原病リウマチ内科教授
谷　口　敦　夫

（聞き手　大西　真）

痛風・偽痛風

　大西　谷口先生、痛風および偽痛風
についてうかがいたいと思います。
　まず、この２つの疾患、痛風と偽痛
風がなぜ大切なのかということからお
話しいただけますか。
　谷口　２つとも急性関節炎を起こす
疾患です。ずっと続くというわけでは
ないのですが、２週間ぐらい痛みがた
いへん強いので、患者さんのQOLは著
しく障害されます。
　それから、痛風の場合は男性で最も
多い炎症性関節疾患、偽痛風の場合は
高齢者の関節炎疾患として重要で、日
常の臨床でもお目にかかることが多い
頻度の高い疾患です。さらに、急性関
節炎ですので、診断と治療を迅速に行
う必要がある。２つの疾患が大切な理
由はここにあります。
　大西　偽痛風に性差はあるのでしょ
うか。
　谷口　偽痛風の場合はほぼ男女差が
ないか、やや女性に多い。これに対し
て痛風は男性に非常に多い。ほとんど
が男性です。

　大西　偽痛風は、女性の比較的若い
方にも見たことがあるのですが、各年
齢に起こりうるのでしょうか。
　谷口　基本的には偽痛風の原因にな
るピロリン酸カルシウム結晶の形成が
老化と関係するものですから、平均発
症年齢も70歳ぐらいと高齢者に多いで
す。
　大西　この２つの疾患は、日本でか
なり多くの患者さんがいるのでしょう
か。
　谷口　痛風は、最近の厚生労働省の
調査では100万人を超えているといわ
れます。偽痛風の場合は、偽痛風の原
因になる結晶、ピロリン酸カルシウム
結晶が軟骨内に沈着するので骨エック
ス線で軟骨内の石灰化として見ること
ができます。この関節軟骨石灰化症は、
以前の緒方先生たちのデータでは50歳
以上で９％台です。もっと年齢が高く
なると、もっと増えるでしょう。です
から、頻度は非常に高いといえます。
　大西　ただ、偽痛風は診断が難しい
場合もあるのですね。
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