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・・・薬剤師が知っておきたい、
ぶどう膜炎の基礎知識

ぶどう膜炎

ぶどう膜炎は、ぶどう膜を中心として眼内に炎症を生じる疾患の総称です。

一口にぶどう膜炎と言っても、その原因となる疾患は多岐にわたり、

疾患によって病態は非常に多彩で、治療法も大きく異なります。

今回は、ぶどう膜炎の主な原因疾患とその治療についてご紹介いたします。



多岐にわたる原因疾患とその治療

▶  ぶどう膜炎は眼内の炎症性疾患の総称
ぶどう膜炎とは、眼球のぶどう膜（虹彩、毛様体、脈絡膜とそれに
隣接する組織）を中心として眼内に炎症を生じる疾患の総称です。
そのため、ぶどう膜炎では虹彩、毛様体、脈絡膜のみならず、網膜や
強膜、硝子体、視神経など、疾患によって様々な部位に多彩な眼炎症
所見がみられます1) 2)（図1）。炎症の起こる部位によって、虹彩、毛様
体前部や前房を中心とした炎症は「前部ぶどう膜炎」、毛様体後部と
硝子体を中心として網膜・脈絡膜の前部に及ぶ炎症は「中間部ぶどう
膜炎」、網膜・脈絡膜や視神経を中心とした炎症は「後部ぶどう膜
炎」、眼球の前部・中間部・後部のいずれにも炎症がみられる場合は

「汎ぶどう膜炎」と分類されます1)。後部または汎ぶどう膜炎では、
網膜や視神経に強い炎症が及ぶと不可逆な視機能障害をきたす
恐れがあるため、発症早期から強力な治療を行う場合があります3)。
ぶどう膜炎では自覚症状として、眼の痛み、充血、かすみ（霧視）、
虫が飛んでいるように見える（飛蚊症）、眩しく感じる（羞明感）、視力
低下などがみられます。全身性の疾患によってぶどう膜炎をきたして
いる場合では、眼以外の臓器にも疾患に伴う症状が現れていること
があります。

▶   感 染 性ぶどう膜 炎
感染性ぶどう膜炎では「ヘルペス性虹彩炎」「急性網膜壊死」「サイト
メガロウイルス網膜炎」「真菌性眼内炎」「HTLV-1関連ぶどう膜炎」
などが多く（表1）5)、近年はヘルペス性虹彩炎の増加が報告されて
います5)。ヘルペス性虹彩炎と急性網膜壊死はいずれも水痘・帯状
疱疹を引き起こすヘルペスウイルスなどが原因ですが、両疾患の
病態や重症度は明らかに異なります。感染性ぶどう膜炎でも、疾患
を正確に診断して疾患に応じた治療を行うことが重要です。特に、
ステロイド薬などの免疫抑制薬のみで治療すると原因微生物が
増加し眼内の炎症が悪化する可能性があるため、治療開始前に
非感染性ぶどう膜炎を鑑別することが非常に重要となります7) 8)。
感染性ぶどう膜炎では、原因微生物を特定することが治療の第一

条件になります。そのため、既往歴・生活歴・家族歴を含む詳細な
問診、眼科的検査と全身検査に加えて、血液検査や眼内液の培養
や抗体検査・PCR検査などを用いて原因微生物を診断します7)。
そして治療は、原因微生物に応じた抗ウイルス薬や抗菌薬などを
全身投与することが基本です。疾患によっては、眼炎症を抑えるため
にステロイド薬の点眼や全身投与を併用することもあります3)。

▶   ぶどう膜炎の原因疾患
ぶどう膜炎の原因疾患はおよそ50種類にのぼるとされ4)、原因疾患に
よって炎症が生じる部位やその特徴は異なり、推奨される治療も
様々です。したがって、ぶどう膜炎の治療にあたっては可能な限り
原因疾患を特定して、病態に合った治療法を選択することが重要と
なります。ぶどう膜炎は原因疾患によって、「非感染性ぶどう膜炎」と
病原体の感染によって起こる「感染性ぶどう膜炎」とに大きく分けられ
ます。日本の大学病院を受診したぶどう膜炎患者の調査結果では、

「サルコイドーシス」「Vogt-小柳-原田病」「急性前部ぶどう膜炎」
「強膜炎」「ベーチェット（Behçet）病」といった全身性の炎症性疾患や

自己免疫疾患に伴う非感染性ぶどう膜炎が多く報告されています
（表1）5)。一方で、特徴的な眼科所見がみられず全身の検査を行って

も原因疾患が特定できないぶどう膜炎は多く、分類不能とされた
症例は3割を超えています5)。また、仮面症候群と呼ばれる、眼内に
発生した悪性リンパ腫によってぶどう膜炎に類似した眼所見が現れ
ている場合もあるため、慎重な鑑別診断が求められています6)。

図1   眼球の構造とぶどう膜炎による眼所見

日本脊椎関節炎学会/厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患政策研究事業）「強直性脊椎炎に代表
される脊椎関節炎の疫学調査・診断基準作成と診療ガイドライン策定を目指した大規模多施設研究」
班 編. 脊椎関節炎診療の手引き2020. 診断と治療社, p128, 2020. 図1より改変

表1   ぶどう膜炎の原因疾患（2016年4月～2017年3月の疫学調査結果）

Sonoda K, et al. Jpn J Ophthalmol. 2021; 65(2):184-190.

サルコイドーシス
Vogt-小柳-原田病
ヘルペス性虹彩炎
急性前部ぶどう膜炎
強膜炎
Behçet病
悪性疾患
急性網膜壊死
Posner‒Schlossman症候群
糖尿病虹彩炎
サイトメガロウイルス網膜炎
中間部ぶどう膜炎
真菌性眼内炎
HTLV-1関連ぶどう膜炎
細菌性眼内炎
眼結核
眼トキソプラズマ症
多発消失性白点症候群
網膜血管炎
リウマチ関連ぶどう膜炎
Fuchs虹彩異色性虹彩毛様体炎
炎症性腸疾患に関連したぶどう膜炎
その他の色素上皮性脈絡膜炎
水晶体起因性ぶどう膜炎
間質性腎炎ぶどう膜炎症候群（TINU）
若年性虹彩毛様体炎（JIAを除く）
梅毒関連ぶどう膜炎
若年性特発性関節炎関連ぶどう膜炎（JIA）
急性後部多発性斑状色素上皮症（APMPPE）
多発性脈絡膜炎
地図状網脈絡膜症
Bartonella henselaeぶどう膜炎
乾癬性ぶどう膜炎
交感性眼炎
眼トキソカラ症
その他のウイルス性後部ぶどう膜炎
風疹関連ぶどう膜炎
EBウイルス関連ぶどう膜炎
その他
分類不能
計 

570例
435例
352例
298例
238例
228例
141例

92例
89例
74例
63例
54例
51例
51例
50例
50例
50例
45例
43例
38例
38例
37例
34例
30例

 29例
 28例
26例

 25例
25例
20例
13例
12例
11例

8例
7例
7例
6例
2例

38例
1970例
5378例

（10.6％）
（8.1％）
（6.5％）
（5.5％）
（4.4％）
（4.2％）
（2.6％）
（1.7％）
（1.7％）
（1.4％）
（1.2％）
（1.0％）
（0.9％）
（0.9％）
（0.9％）
（0.9％）
（0.9％）
（0.8％）
（0.8％）
（0.7％）
（0.7％）
（0.7％）
（0.6％）
（0.6％）
（0.5％）
（0.5％）
（0.5％）
（0.5％）
（0.5％）
（0.4％）
（0.2％）
（0.2％）
（0.2％）
（0.1％）
（0.1％）
（0.1％）
（0.1％）
（0.0％）
（0.7％）

（36.6％）

強膜
・強膜炎
・上強膜炎

水晶体
 ・白内障

角膜
・ドライアイ
・角膜後面沈着物
・帯状角膜変性

前房
・前房炎症細胞
・前房蓄膿

涙腺

虹彩
・虹彩炎
・虹彩後癒着
・周辺虹彩
  前癒着

・瞳孔ブロック

毛様体
・毛様体炎

脈絡膜
・脈絡膜炎

ぶどう膜
・ぶどう膜炎

硝子体
・硝子体混濁

黄斑
・黄斑浮腫

視神経
・続発緑内障

網膜
・網膜滲出液
・網膜血管炎

球結膜
・結膜充血
・結膜毛様充血

対象・方法：ぶどう膜炎専門クリニックをもつ全国の66病院を対象に、2016年4月1日～2017年3月31日に
ぶどう膜炎専門外来を初診した患者総数についてアンケート調査を行った。
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▶  主な非感染性ぶどう膜炎とその治療
最も頻度が高い原因疾患5)である「サルコイドーシス」は、肺・眼・皮膚
のほか、肺門・縦隔のリンパ節、心臓、神経、筋肉、腎臓など様々な
臓器に病変が現れる、全身性の肉芽腫性炎症疾患です9)。症状や
経過は非常に多彩です。サルコイドーシスの眼病変として日本人では
汎ぶどう膜炎が多くみられ、その治療には炎症の部位や活動性と
視機能障害を考慮し、ステロイド薬の点眼、局所注射または内服が
用いられます10)11)。

「Vogt-小柳-原田病」はメラノサイト（色素細胞）に対する自己免疫
疾患です。メラノサイトが多い部位に炎症が生じて眼に汎ぶどう膜炎
が現れるほか、耳鳴りや難聴、発熱、頭痛、頭髪の感覚異常や白髪化、
皮膚の白斑などがみられることがあります。メラノサイトがある脈絡膜
や網膜の炎症によって網膜剥離や視力低下が急激に進行するため、
治療にはステロイド大量全身投与（ステロイドパルス療法）が用い
られます12)。

「ベーチェット病」は、全身の臓器に多彩な病変が繰り返し現れる慢性
の炎症性疾患です13)。患者さんによって現れる症状・病変は様々
ですが、口腔潰瘍、皮膚症状、眼症状、関節炎、消化管潰瘍、血管
病変、中枢神経病変などが現れる可能性があります。ベーチェット
病のぶどう膜炎は、眼発作と呼ばれる急性の眼炎症が現れては1～
2週間のうちに消失することを繰り返すことが特徴です。発作期の
治療には炎症部位によってステロイド薬の点眼、局所注射または
内服を用います。眼発作を繰り返し視機能への影響が懸念される
場合は、発作の再発抑制を目的としたコルヒチン（本邦承認効能
効果外）などの内服も続けていきます14)15)。

表2   リウマチ性疾患および炎症性腸疾患におけるぶどう膜炎の有病率

▶  リウマチ性疾患や炎症性腸疾患に関連した非感染性ぶどう膜炎
強直性脊椎炎、乾癬性関節炎などの脊椎関節炎（SpA）の患者さん
に現れる非感染性ぶどう膜炎には、「急性前部ぶどう膜炎」（AAU）
があります（表2）。特にHLA-B27という遺伝子型をもった患者さん
でAAUの発症頻度が高く1 6 ) 1 7 ) 、HL A -B27陽性AAUの場合は
HLA-B27関連ぶどう膜炎とも呼 ばれます。AAUは眼球前部の
強い炎症による激しい眼痛、充血、視力低下で急激に発症し、
典型的な眼所見として粘性の高い線維素が前房に蓄積したこと
による前房蓄膿がみられます5) 18)。
潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患（IBD）の患者さん
には、ぶどう膜炎や上強膜炎・強膜炎などの眼症状が現れることが
あります19)（表2）。SpAを合併したIBDの患者さん（炎症性腸疾患関連
関節炎）ではぶどう膜炎の頻度がより高いことも報告されています16)。
この他、若年性特発性関節炎（JIA）の患者さんにもぶどう膜炎がみら
れます20)（表2）。なかでも少関節型JIAに伴うことが多いぶどう膜炎は
若年性慢性虹彩毛様体炎と呼ばれ、充血や眼痛などの自覚症状も
前房蓄膿もみられないため発見が難しく、治療が遅れると視力低下
をきたすことがあるため定期的な眼検査が必要とされます21)22)。

　強直性脊椎炎（AS） 25.8％＊2)～33.2％1)（海外）
＊：AAUの有病率

疾　患

脊椎関節炎（SpA）
（AS、PsA、炎症性腸疾患関連関

節炎、反応性関節炎などを含む）

32.7％（海外）1)

HLA-B27陽性例では39.8％
HLA-B27陰性例では13.6％

　乾癬性関節炎（PsA） 0.9％（日本）3)～25.1％（海外）1)

炎症性腸疾患（IBD） 0.5～3.5％（海外）4)

上強膜炎は2～5％（海外）4)

炎症性腸疾患関連関節炎：36.9％（海外）1)

若年性特発性関節炎（JIA）

ぶどう膜炎の有病率

1)Zeboulon N, et al. Ann Rheum Dis. 2008; 67(7): 955-959.
2)Stolwijk C, et al. Ann Rheum Dis. 2015; 74(1): 65-73.
3)山本俊幸 他. 日皮会誌. 2018; 128(13): 2835-2841. 
4)Troncoso LL, et al. World J Gastroenterol. 2017; 23(32): 5836-5848.
5)Yasumura J, et al. Pediatr Rheumatol Online J. 2019; 17(1): 15.
6) Nordal E, et al. Pediatr Rheumatol Online J. 2017; 15(1): 66.

6.1％（日本）5)～20.5％（北欧）6)

少関節型JIAでは16.1％（日本）5)

▶  非感染性ぶどう膜炎に対する全身療法
多くの非感染性ぶどう膜炎では、治療はステロイド薬による局所治
療で開始し、炎症部位・炎症の強さと原因疾患を踏まえて、視機能
への影響が懸念される場合には、ステロイド薬〔疾患によっては
コルヒチン、メトトレキサート（ともに本邦承認効能効果外）など〕
の内服といった全身療法を行います3)8)。ステロイド薬などの全身
療法で効果不十分な場合や再燃を繰り返す場合には、他の免疫
抑制薬やTNFα阻害薬の導入が検討されます（図2）8)。免疫抑制薬を
併用することでステロイド薬の減量を進めていきますが、それでも
効果不十分なときにはTNFα阻害薬が用いられます。TNFα阻害薬
のうちインフリキシマブの適 応 は「 既 存 治 療で効 果 不 十 分 な

ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎」のため、原因疾患が
ベーチェット病で、既存治療を行っても効果不十分な難治性網膜
ぶどう膜炎の場合に検討されます。アダリムマブは「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」に適応
があり、既存治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が
残る非感染性の中間部、後部、または汎ぶどう膜炎に使用すること
ができます23)。TNFα阻害薬は非感染性ぶどう膜炎に対して高い
有効性を示しており24) 25)、患者さんの視力予後の改善が期待されて
います。
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【 略 語 】
HTLV-1: human T cell lymphotropic virus type-1 
PCR: polymerase chain reaction
SpA: spondyloarthritis
AAU: acute anterior uveitis
IBD: inflammatory bowel disease
JIA: juvenile idiopathic arthritis
TNFα: tumor necrosis factor-alpha

図2   全身療法で再燃を繰り返す非感染性ぶどう膜炎への対応
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後部または汎ぶどう膜炎である

重症例・視力が
脅かされている症例

重症例・視力が
脅かされている症例

Behçet病と診断 Vogt-小柳-原田病と診断 サルコイドーシス、その他、診断不能例

感染性ぶどう膜炎の可能性を再検討し、非感染性ぶどう膜炎（感染性ではない）と判断

全身治療〔Behçet病ではコルヒチン＊（シクロスポリン）、その他のぶどう膜炎ではステロイド内服〕を
行っても、中間部、後部、または汎ぶどう膜炎が再燃する。減量すると再燃を繰り返す

ぶどう膜炎の病勢をみながら、ステロイド内服を
漸減し、中止をめざす

コルヒチン＊、シクロスポリンなどは、ぶどう膜炎の
病勢をみながら漸減または中止

ステロイド薬内服を増量し、消炎後にアダリムマブ（ヒュミラ®）を導入。
シクロスポリンなどは低容量で継続

ステロイド薬内服を増量し、消炎後に
シクロスポリンなどを併用開始

シクロスポリン（またはアザチオプリン＊）内服を
併用または切り替え

TNF阻害薬〔インフリキシマブ（レミケード®）、
アダリムマブ（ヒュミラ®）〕の導入を行う
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