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全身性エリテマトーデス（SLE） について
全身性エリテマトーデスは、
「膠原病」の代表的な病気のひとつです。
膠原病とは、全身の血管や皮膚、筋肉、関節などに炎症がみられる病気の総称で、

SLE の症状

女性に多い病気です。

SLE では、発熱や倦怠感のほか皮膚炎や関節炎など、全身にさまざまな症状が現

全身性エリテマトーデスは、英語で Systemic Lupus Erythematosus といい、

れます。

その頭文字をとって SLE と呼ばれています。

症状は個人差が大きく、症状の組み合わせ、現れる時期、強さなどは人によって
異なります。

SLE の原因
SLE は、自分自身の体を、自分の免疫系が攻撃してしまう病気です。
免疫系は本来細菌やウイルスなどから自分自身を守ってくれる大切な役割をし
ていますが、SLE になると免疫系が自分の体を攻撃するようになり、その結果、

全身症状

全身倦怠感、発熱、易疲労感

全身にさまざまな炎症が引き起こされます。

免疫の正常なはたらき
ウイルス

B リンパ球などの免疫細胞は、
体内に入ってきた細菌やウイル
スなどの異物を攻撃します。

自分の細胞

痙攣を起こす、
うつ状態になる
口腔、鼻咽腔に
潰瘍ができる

前頭部から
頭頂部にかけての脱毛

蝶形紅斑

心臓に水がたまる

Bリンパ球
抗体

自分の細胞

BLyS

SLE 患者さんの免疫

指が白くなったり、
紫色になったりする
（レイノー現象）

SLE 患者さんの免疫細胞は、自

紅い斑点が出る

分の正常な細胞を攻撃してしま
自己抗体

います。

ループス腎炎

ふしぶしが痛む

Bリンパ球

足がむくむ

免疫がなぜ自分を攻撃してしまうかは、はっきりとはわかっていませんが、家族
3

に SLE 患者さんがいる人は、いない人よりも発症しやすいことが知られています。

すねに紫斑（あざ）が
出やすくなる

紅い斑点が出る
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全身性エリテマトーデス
（SLE）
について

SLE の治療

治療を継続する重要性

SLE の症状は患者さんによって多岐にわたるため、治療方法は炎症の起きてい

SLE は病気の経過のなかで、症状が再燃したり持続したりすることがあります。

る臓器や、疾患活動性 (P6参照 ) によって決められます。

その病態は、炎が燃え盛ったり、勢いが弱く小さくなったりを繰り返すイメー

疾患活動性が高い場合、主に薬による治療を行います。

ジで例えられます。

薬物療法で効果がみられない場合または副作用が強く出てしまう場合は、他の
治療法を試みることもあります。

主な薬の種類
● 副腎皮質ステロイド
免疫の働きを抑える効果のある薬剤です。SLE の治療の中心として使用されて
います。

病気の勢いや強さは「疾患活動性」という言葉で表されます。

専門医の指示のもとで、症状の強さに合わせて分量を調節しながら服用します。

異常な免疫システムが体を勢いよく攻撃して、全身に炎症を起こしているよう

疾患活動性が特に高い人には、通常より多い量のステロイドを点滴する「ステ

な時には、
「疾患活動性が高い」と表現します。反対に、攻撃の勢いが弱く、症状

ロイドパルス療法」という治療が行われることもあります。

が落ち着いている時は、
「疾患活動性が低い」と表現します。

● 免疫抑制剤

できるだけ
この状態を
キープ！

免疫細胞に作用して免疫抑制効果をもたらす薬剤です。
副腎皮質ステロイドの効果が得られに

治療

くい人や副作用が強い人に使います。

疾患活動性が高い

疾患活動性が低い

● 生物学的製剤
（抗体医薬品）
生物から作られるタンパク質などを参
考にして使用される薬です。
自分自身を攻撃する抗体を作る細胞が
生き残るために必要な物質の働きをピ
ンポイントで阻害することで、疾患活
5

動性を抑えます。

SLE の治療は、この疾患活動性を
できる限り低く抑えて、
症状をコントロールすることを目指して行います。
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ベンリスタについて
ベンリスタは、生物学的製剤（抗体医薬品）に分類されるお薬です。SLE の患者
さんの血液中には B リンパ球刺激因子（BLyS：ブリス）というタンパク質が過剰
に存在し、それによって自分の体を攻撃する免疫細胞が産生されてしまうこと

ベンリスタの使い方
ベンリスタは、点滴静注製剤と、皮下注射製剤の2種類があります。

が知られています。
ベンリスタはBLySの働きを抑えることで、SLEの疾患活動性の抑制が期待できます。

点滴静注

ベンリスタの点滴は1回1時間以上かけて行われます。
2回目の点滴は初回の2週間後となり、さらに2週間後に3
回目の点滴をします。3回目以降は4週ごとに点滴します。

B リンパ球などの免疫細胞が、自己抗体を産生して、
SLE の
状態

自分の正常な細胞を攻撃してしまいます。
1回目

自分の細胞

2回目

3回目

4回目

5回目

BLyS

点滴静注

2週間

4週間

2週間

4週間

３回目以降は４週ごと

自己抗体
Bリンパ球

皮下注射

ベンリスタの皮下注射は、1週間ごとに行います。
点滴から皮下注射に切り替えることも可能です。
切り替える時は、最後の点滴から1～4週間後に皮下注射を
始めます。
1回目

ベンリスタが BLyS に結合し、自己抗体の産生を抑えます。
ベンリスタを
投与すると

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

ベンリスタ
皮下注射

ベンリスタ
Bリンパ球

BLyS

1週間

1週間

1週間

1週間

1週間

1 週間ごとに投与

自分の細胞

患者さんの希望があり、医師の許可があれば、自宅での自己注射によ
る皮下注射を選択することも可能です。
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ベンリスタについて

自己注射
（皮下注射）
の手順
ベンリスタは冷蔵保存してください（冷凍不可）。

ベンリスタの
外箱に入れたまま遮光保存してください。
保管

❶ キャップをはずす

自己注射 注射の直前までキャップをはずさないでください。また、一度
（皮下注射）
はずしたキャップは本体に戻さないでください。
の手順
❷ 注射部位を決め、注射する

注射部位にオートインジェク

お子様の手の届かないところに保管してください。

ターを押しあて、確認バーが停

注射前の
準備

❶ 手洗い

止するまでそのまま待ちます。

投与前には机を拭き、手を洗ってください。

投与が終わるまでに約15秒ほ

❷ 投与前にベンリスタを常温に戻す（30分間待ちます）

どかかります。

冷蔵庫から出して12時間以内
に使用してください。
12時間以上経ったものは使用

カチッ!
2 回目

3 秒 待つ

注入終了

紫色の確認バーが停止するまで、
オートインジェクターを注射部位

しないでください。

から絶対に離さないでください。

❸ 薬液を確認する

2回目のカチッという音がしてか
紫色の確認バーが
停止するまで待つ

未使用の製品であることを確認します ( 薬液確認窓から薬液が
見えず、紫色の確認バーが見えるものは一度使用した製品です )。

ら3秒間は、
そのまま押しあて続け、
手を離さないでください。

❹ 注射部位を消毒する
注射部位を選び、アルコール綿で拭いて消毒します。注射する

❸ 注射部位を軽く押さえる

部位は「腹部」または「太もも」です。

注射部位をアルコール綿などで軽く押さえます。注射部位から血が出ていない
ことを確認したら、注射は終了です。

注意
●ベンリスタを電子レンジなどで加熱しないでください。
●使用期限が切れたものは使用しないでください。
●薬液に濁りや粒子がみられる場合は、使用しないでください（薬液が透明
またはやや黄色みがかっている、いくつか気泡が入っているのは正常です）
。
●同じ箇所に繰り返し注射しないでください。皮膚が赤い、傷がある、硬くなっ
ている部位には、注射しないでください。
●消毒した部位には、再度手が触れないよう注意してください。
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注意
●オートインジェクターは1回ごとの使い捨てです。 使用後は再度使用せず
に、医療機関の指示に従って廃棄してください。
●ベンリスタを注射する時には「カチッ」という音が2回します。
1回目は薬液の注入が始まる時の合図で、2回目の音は注入が終わりに近づ
いたことを知らせる合図です。
●ベンリスタを床やじゅうたんの上に落とした場合、その製品は使用しない
でください。
10

M E M O

ベンリスタの保管・取扱い方法について
ベンリスタ プレフィルドシリンジ／オートインジェクターを使用される場合、
以下にご注意ください

保管に関する注意
● 冷蔵保存してください。
（冷凍しないでください）
● 外箱に入れたまま遮光保存してください。
● お子様の手の届かないところに保管してください。

取扱いに関する注意
● 振らないでください。
● 硬い場所に落とした場合は使用しないでください。

使用済みのデバイスの廃棄に関する注意
！

使用済みのプレフィルドシリンジ／オートイ
ンジェクターは医療廃棄物です。絶対に自分
で廃棄せず、医療機関の指示に従い、取扱い
には十分注意してください。

！

お子様が触れないように注意してください。

！

自然災害等で冷蔵保存が困難な状況になった
場合には、かかりつけの医療機関にお問い合
わせください。
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ベンリスタについて

主な副作用
ベンリスタの投与中に次のような疾患を疑わせる症状が出た場合には、

重篤な感染症
● 発熱、
悪寒、倦怠感などの症状が出ることがあります。

ベンリスタの投与を中止し、すぐに医療機関に連絡してください。

進行性多巣性白質脳症
（PML）
重篤な過敏症
● 自己注射した直後に低血圧や心拍数の低下、まぶたや唇、皮膚などの腫れ、

● 意識障害や麻痺、うまく話せない、などの症状が出る

ことがあります。

呼吸困難といった症状が出ることがあります。

間質性肺炎

● 場合によっては、注射から少し遅れて発疹や吐き気、疲労感、筋肉痛、頭痛、

顔面の腫れなどが出ることもあります。

● 発熱、
から咳、息苦しい、息切れなどの症状が出ること

があります。

うつ病、自殺念慮、自殺企図
● 眠れなくなった、不安やイライラが出た、物事に興味

がなくなった、いろんなことが面倒になった、食欲
がなくなった、気分が落ち込んだ、などの症状が出る
ことがあります。

これらの症状や体調不良、
または症状の再発に気づくことができるよう、
日ごろからご自身の体の調子に注意しましょう。
13
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ベンリスタについて

ベンリスタ投与中に日常生活で注意したいこと
ベンリスタの投与中には、次のことに注意しましょう。

自己注射を忘れないようにしましょ

旅行などの予定がある場合、
投与スケジュールを
主治医に相談しましょう

う。忘れた場合、忘れたことに気づ

旅行などのスケジュールを立てる際

疲労やストレスを
溜めないようにしましょう

いたら、主治医に連絡して、できるだ

には、予め主治医に連絡し、投与日

けすぐに注射をしてください。その

の調整等の対応について相談しま

細菌から身を守る力も弱くなるので、

日光と同じく、疲労やストレスも病

後の投与スケジュールに関しても主

しょう。

感染症にかからないよう、十分に注

状悪化につながる可能性があります。

治医と相談してください。

意しましょう。

疲れすぎないよう、ストレスは適切

また生ワクチンの接種は行わないで

に解消しましょう。

感染症に注意しましょう
ベンリスタの投与中は、ウイルスや

ください。
体調の変化に敏感になりましょう

治療を継続しましょう
妊娠・出産を考えている方は
主治医に相談しましょう

健康的な生活習慣を
身につけましょう

発熱や痛み、皮疹の

食生活のバランスに気を配り、健康

増加、
頭痛やめまいな

的な体重の維持につとめましょう。

ど、
これまでなかった

運動は、体重のコントロールだけで

新しい症状に気がつ

なく関節の強化や気持ちのリフレッ

いたら、
すぐ主治医に相談しましょう。

シュに有用です。主治医に相談のう

妊娠・出産は SLE の疾患活動性を高

臓器に炎症が起こっている場合もあ

え、取り入れてみましょう。

めるリスクがあるといわれていますが、

ります。また、今は自覚症状がなく

病気の状態や使用している薬によっ

ても、炎症が強まれば症状が悪化す

ては、妊娠・出産が可能な場合があり

るおそれがあります。自己判断で治

ます。妊娠・出産については、計画前

療を中止しないでください。

なるべく日差しを避けましょう
日光
（紫外線）
は病気の悪化と関係す
ることがあります。屋外で活動する

注射部位は
強くこすらないようにしましょう

時は日焼け止めを塗ったり、帽子や

ベンリスタ注射後、注射した部位を

長袖の服を着るなどして、可能な限

強くこすらないようにしましょう。

り影響を避けましょう。

また、入浴は可能ですが、注射部位
への刺激を避けるため、注射直後の
入浴は避けてください。
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自己注射を
忘れないようにしましょう

SLE は自覚症状が出ていなくても、

に主治医とよく相談しましょう。

治療を開始してからも、わからないことが出てきたら、
主治医にご相談ください。
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難病に対する医療費の助成制度
難病に対する医療費助成制度は、難病の患者さんに対して医療費の助成を行う
制度です。SLE は国の指定難病の1つに定められているため、一定以上の重症度

申請方法

であることが認められた場合、難病法による医療費の助成制度を活用すること

申請に必要な書類を揃

ができます。

住民票の写し
など請求

受診

えて都道府県に申請し
ま す。受付窓口 は、都

助成内容

指定医

診断書記載

患者さん

申請

通常、
医療機関での窓口負担は、医療費総額の1〜3割となりますが、難病法の医

住民票の写し
など交付

市町村など

すので、お住まいの都

受給者証交付

数カ月後

療費助成では、患者さんの窓口負担は2割
（後期高齢者では1割）
となっています。

認定・医療
受給者証交付

また、患者さんの1ヵ月の窓口負担には上限額が定められており、負担上限額を

道府県により異なりま
道府県の窓口にお問い
合わせください。

超えた場合、超えた分の医療費が助成されます。
都道府県・指定都市の窓口

自己負担上限額
（月額）
階層区分

（

階層区分の基準

）
内の数字は、夫婦2人世帯の
場合における年収の目安

生活保護
低所得 Ⅰ
低所得 Ⅱ
一般所得 Ⅰ

一般所得 Ⅱ
上位所得

ー

単位
（円）

自己負担上限額（外来 + 入院）
（患者負担割合：2割）
一般

高額かつ
長期※

0円

0円

本人年収
～80万円

2,500円

2,500円

本人年収
80万円超～

5,000円

5,000円

市町村民税
課税以上7.1万円未満

10,000円

5,000円

市町村民税
7.1万円以上25.1万円未満

20,000円

10,000円

30,000円

20,000円

市町村民税
非課税
（世帯）

（約160万円～約370万円）

（約370万円～約810万円）

市町村民税25.1万円以上
（約810万円～）

入院時の食費

人工呼吸器等
装着者
0円

● 申請書（特定医療費支給認定申請書）
保健所などの都道府県窓口もしくは都道府県などのホームページから入手できます。
● 公的医療保険の所得区分確認に関する同意書
保健所などの都道府県窓口もしくは都道府県などのホームページから入手できます。
● 世帯全員の住民票の写し

1,000円

全額自己負担

※「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者（例えば医療保険の2割負担の場合、
医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上）。
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認定に必要な書類

市区町村の窓口で入手できます。
● 市町村民税の課税状況が確認できる書類
市区町村の窓口で入手できます。
● 診断書（臨床調査個人票）
難病指定医に記入してもらう必要があります。
診断書の様式は病気によって異なるため、保健所などの都道府県窓口もしくは
都道府県などのホームページから入手します。

難病指定医療機関であれば、複数の医療機関でかかった医療費を合計すること

● 公的医療保険の被保険者証の写し

ができます。なお、自己負担額は上限額管理表で管理されます。

加入する保険種別により世帯内の提出範囲が異なります。
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難病に対する医療費の助成制度

助成の「認定基準」
難病法の医療費助成は、対象疾患と診断された方のうち、一定以上の重症度の
方と、軽症であっても高額な医療を継続的に受ける必要のある方が対象となり
ます。

参考

軽症でも助成される特例があります

◇医療費助成対象の認定基準に該当しない軽症者の場合
高額な医療の継続が必要＊2であれば、医療費助成の対象となります。

高額な医療費がかかる治療の継続が必要な場合には、申請することで医療費
助成が受けられる場合もあります。
医療費の総額が33,330円＊1を超える月が、申請する月以前の12ヵ月以内に

2回

3回

1回

33,330 円

3回以上あれば、助成の対象となります。発病から12ヵ月たっていない場合は、
医療費総額が33,330円を超える月が発病から3回あれば支給認定されます。
しかし、助成を受けるには、軽症かつ高額用の申請が必要ですので、都道府県・
指定都市の窓口で申請書などを入手し、医療機関に医療費の記載を受けたう
えで提出します。
＊1 医療費総額が33,330円の場合の自己負担額
9月
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医療保険の自己負担割合

自己負担額 / 月

3割

10,000円

2割

6,670円

1割

3,330円

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

助成を受けられない期間
医療保険の自己負担割合に応じて支払う

6月

7月

8月

申請
手続き

9月

10月

助成認定期間
2割負担または
自己負担上限額の
低い方を支払う

＊2 医療費総額が33,330円を超える月が、申請する月以前の12ヵ月以内に3回以上あると該当します。発病から12ヵ
月たっていない場合は、発病から医療費総額が33,330円を超える月が3回あれば支給認定されます。
そのため治療によって症状が改善し、更新時には軽症となっていても、高額な医療の継続が必要であれば助成の対
象となります。
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難病に対する医療費の助成制度

難病に対する医療費の助成制度 Q ＆ A

難病法による医療費助成は、

Q SLEと診断されれば誰でも
受けられますか

A

SLE と診断され、
一定以上の
重症度の方が対象です。

難病法による医療費助成を受けられ

難病法による医療費助成は

Q どんな費用が対象ですか

A

SLEとそれに付随して
発生する傷病の治療に
かかった医療費が
対象です。

A

難病法による
医療費助成の対象となる
医療機関です。

受給者証が届くまでに

Q かかった医療費にも

助成は受けられますか。

A

申請後にかかった
医療費にも
助成が受けられます。

難病指定医療機関とは、難病法によ

受給者証の有効期間は、基本的には

る医療費助成の対象となる医療機関

申請を行った日からとなります。申

です。難病指定医療機関には病院や

請から受給者証が届くまでの間に、

クリニック、薬局、歯医者、訪問看護

SLE の治療で医療費の支払いが発生

ステーションなどがあります。

した場合、受給者証発行後に請求の

るのは、SLE で一定以上の重症度の

SLE とそれに付随して発生する傷病

指定医療機関は、都道府県のホーム

手続きをすることで、一部の医療費

方ですが、軽症であっても高額な医

の治療で、難病指定医療機関で受け

ページで確認できます。

について後から払い戻しを受けるこ

療を継続的に受ける必要がある方に

た医療費が対象となります。医療機

対する助成制度もあります。

関による診察や治療代のほか、調剤、
訪問看護ステーションの訪問看護に

Q

難病法による医療費の
助成制度は
どのように使うのですか

か か る 医療費 や 介護保険 の 医療系
サービスも対象となります。
ただし、SLE で入院した場合でも、食

とができます。

Q 受給者証に有効期限は
ありますか

A

特定医療受給者証の
有効期限は
原則1年以内です。

費は助成の対象外です。また、対象疾

特定医療受給者証の有効期限は原則

患であっても難病指定医療機関以外

1年以内です。有効期限を過ぎると

の医療機関で受けた治療の医療費は

医療費助成は受けられなくなるので、

難病指定医療機関を受診の際に「特

助成されませんので注意が必要です。

有効期限を過ぎても治療の継続が必

定医療受給者証」を健康保険証とと

なお、SLEとは無関係の風邪やケガな

要で助成を受けたい場合には、有効

もに窓口にご提出ください。

どに対する医療費は対象となりません。

期間が終了する前に更新の申請が必

A
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Q 難病指定医療機関とは
どのような医療機関ですか

特定医療受給者証と
健康保険証を窓口に
ご提出ください。

「特定医療受給者証」は都道府県の

要です。有効期間中に更新の申請が

窓口に申請し、難病と認定されると

できなかった場合、新たに申請し直

送付されてきます。

す必要があります。

請求にも書類の提出が必要ですので、
都道府県・指定都市の窓口にご確認
ください。
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