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天疱瘡

天疱瘡治療アルゴリズム

出典 : 天谷雅行，他．天疱瘡診療ガイドライン，日皮会誌：120(7)，1443-1460，2010（平
成 22）

©…日本皮膚科学会

類天疱瘡
（後天性表皮水疱症を含む）
　表皮基底膜構成タンパクに対する自己抗体（IgG）によって，
表皮下水疱をきたす自己免疫性水疱症です．全身の皮膚および
粘膜に，水疱やびらんを生じます．類天疱瘡には，水疱性類
天疱瘡…（主に皮膚に症状）と粘膜類天疱瘡（ 主に粘膜に症状）
の亜型が存在します．後天性表皮水疱症は，水疱性類天疱瘡
と臨床症状が類似しており，病理学的所見，蛍光抗体法所見
から両疾患を鑑別することは困難であり，現時点では同一の疾
病として取り扱われています．
　類天疱瘡でみとめられる自己抗体の標的抗原は，表皮基底
細胞と基底膜を結合する接着構造であるヘミデスモゾームに
存在する230…kDa 類天疱瘡抗原（BP230,…BPAG1）と180…
kDa 類天疱瘡抗原（BP180,…BPAG2）です．後天性表皮水疱
症では抗Ⅶ型コラーゲン抗体が検出されます．

類天疱瘡：緊満性水疱と紅斑（皮膚・粘膜）
後天性表皮水疱症：機械的刺激にともなう水疱やびらんの形成

皮膚病変

写真提供：慶應義塾大学　天谷雅行先生

臨床的特徴

小冊子版にてご覧いただけます。

小冊子のお取り寄せをご希望の方は、

下記ウェブページの

よりお申し込みください。

https://ivd.mbl.co.jp/diagnostics/print/
autoimmune_pocketbook.html#print02

小冊子お取り寄せ申込フォーム

https://ivd.mbl.co.jp/diagnostics/print/autoimmune_pocketbook.html#print02?pdf
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類天疱瘡 類天疱瘡

類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む）の診断基準

A 臨床的診断項目
1. 皮膚に多発する，瘙痒性紅斑
2. 皮膚に多発する，緊満性水疱およびびらん
3. 口腔粘膜を含む粘膜部の非感染性水疱およびびらん

Ｂ検査所見
1. 病理組織学的診断項目
1）表皮下水疱を認める．

2. 免疫学的診断項目
1）蛍光抗体直接法により，皮膚の表皮基底膜部に IgG，あるいは
補体の沈着を認める．

2）蛍光抗体間接法により，血中の抗表皮基底膜部抗体（IgG）を検
出する．あるいはELISA（CLEIA）により，血中の抗BP180 抗
体（IgG），抗 BP230 抗体（IgG）あるいは抗 VII 型コラーゲン
抗体（IgG）を検出する．

C 鑑別診断
以下の疾患を鑑別する．
表皮水疱症，虫刺症，蕁麻疹様血管炎，ポルフィリン症，多形紅斑，
薬疹，アミロイド―シス，水疱型エリテマトーデス

＜診断のカテゴリー＞
Definite：以下の①又は②を満たすもの
①:Aのうち1項目以上かつB-1と，さらにB-2のうち1項目以上を
満たし，Cの鑑別すべき疾患を除外したもの．

②:Aのうち1項目以上かつB-2の 2 項目を満たし，Cの鑑別すべき
疾患を除外したもの．

出典：厚生労働省ホームページ（2020 年 5月現在）
［情報提供元］…稀少難治性皮膚疾患調査研究班

関連自己抗体
自己抗体 MBL 関連製品 診断基準

抗 BP180 抗体（IgG）
（抗表皮基底膜部抗体）

CLEIA
ステイシア MEBLux™ テスト BP180
ELISA
MESACUP™ BP180 テスト

◎

抗 BP230 抗体（IgG）
（抗表皮基底膜部抗体）

ELISA
BP230 ELISA Kit （研究用試薬） ◎

抗Ⅶ型コラーゲン抗体
（抗表皮基底膜部抗体）

ELISA
Anti-Type VII collagen ELISA Kit

（研究用試薬）
◎

類天疱瘡（後天性表皮水泡症を含む）重症度判定基準（Bullous Pemphigoid Disease Area Index: BPDAI に基づく）
Murrell…DF,…et…al.…J…Am…Acad…Dermatol.…2012…;…60…:…479-485.

皮膚… びらん／水疱… 膨疹／紅斑
部位 点数 点数

頭部・顔面 ０・１・２・３・５・10 ０・１・２・３・５・10
頚部 ０・１・２・３・５・10 ０・１・２・３・５・10
胸部 ０・１・２・３・５・10 ０・１・２・３・５・10
左上肢 ０・１・２・３・５・10 ０・１・２・３・５・10
右上肢 ０・１・２・３・５・10 ０・１・２・３・５・10
手 ０・１・２・３・５・10 ０・１・２・３・５・10
腹部 ０・１・２・３・５・10 ０・１・２・３・５・10
陰部 ０・１・２・３・５・10 ０・１・２・３・５・10
背部・臀部 ０・１・２・３・５・10 ０・１・２・３・５・10
左下肢 ０・１・２・３・５・10 ０・１・２・３・５・10
右下肢 ０・１・２・３・５・10 ０・１・２・３・５・10
足 ０・１・２・３・５・10 ０・１・２・３・５・10

合計 　　　　　　　／120 　　　　　　　／120

粘膜… びらん／水疱
部位 点数

眼 ０・１・２・５・10
鼻腔 ０・１・２・５・10
頬粘膜 ０・１・２・５・10
硬口蓋 ０・１・２・５・10
軟口蓋 ０・１・２・５・10
上歯肉 ０・１・２・５・10
下歯肉 ０・１・２・５・10
舌 ０・１・２・５・10
口腔底 ０・１・２・５・10
口唇 ０・１・２・５・10
後咽頭 ０・１・２・５・10
外陰部 ０・１・２・５・10

合計 　　　　　　／120

皮膚：　びらん／水疱
０点… ＝　なし
１点… ＝　１～３個… かつ　長径１cm以上の皮疹はない
２点… ＝　１～３個… かつ　長径１cm以上の皮疹が１個以上
３点… ＝　４個以上… かつ　長径２cm以上の皮疹はない
５点… ＝　４個以上… かつ　長径２cm以上の皮疹が１個以上
10点… ＝　４個以上… かつ　長径５cm以上の皮疹が１個以上又は領域の全体に認める
注：上皮化した部分は含まない

皮膚：　膨疹／紅斑
０点… ＝　なし
１点… ＝　１～３個… かつ　長径６cm以上の皮疹はない
２点… ＝　１～３個… かつ　長径６cm以上の皮疹が１個以上
３点… ＝　４個以上… あるいは　長径10cm以上の皮疹が１個以上
５点… ＝　４個以上… かつ　長径 25cm以上の皮疹が１個以上
10点… ＝　４個以上… かつ　長径 50cm以上の皮疹が１個以上又は領域の全体に認める
注：炎症後の色素沈着は含まない

粘膜：　びらん／水疱
０点… ＝…なし
１点… ＝…１個
２点… ＝…２～３個
５点… ＝……４個以上　又は……

長径２cm以上の粘膜
疹が２個以上

10点… ＝…領域の全体に認める

小冊子版にてご覧いただけます。

小冊子のお取り寄せをご希望の方は、

下記ウェブページの

よりお申し込みください。

https://ivd.mbl.co.jp/diagnostics/print/
autoimmune_pocketbook.html#print02

小冊子お取り寄せ申込フォーム

https://ivd.mbl.co.jp/diagnostics/print/autoimmune_pocketbook.html#print02?pdf
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類天疱瘡 類天疱瘡

水疱性類天疱瘡治療アルゴリズム

出典：氏家英之，他．類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む）診療ガイドライン，
日皮会誌：127巻7号，1483-1521，2017（平成29）………………©…日本皮膚科学会

局所外用療法局所外用療法

中等症 /
重症および難治例

（治療開始 2～ 4週後）

（治療開始または増量 2～ 4週後）

再燃なし

ステロイド
内服あり

水疱性類天疱瘡の診断

治療開始前に必要な検査の実施

重症度判定（BPDAI）
治療導入期

治療維持期

治療目標

軽症

BPDAIによる効果判定

BPDAIによる効果判定

BPDAIおよび ELISA（CLEIA）…
index 値による効果判定

効果あり

漸減

効果あり

効
果
な
し

プレドニゾロン…0.5 ～ 1.0…mg/kg/日+テトラサイクリンまたはミノサイクリン
＋ニコチン酸アミド（Tc/NA…or…Mc/NA）+

免疫抑制剤+

IVIG 療法+

シクロフォスファミドパルス療法+

（Tc/NA…or…Mc/NA）+

ステロイドパルス療法+

血漿交換療法+

リツキシマブ（抗CD20抗体）+

（DDS）+
強力ステロイド全身外用療法
（Clobetasol…propionate）

強力ステロイド全身外用療法
（Clobetasol…propionate）

DDS+

プレドニゾロン…0.2 ～ 0.3…mg/kg/日+

ステロイド内服量を1～ 2週で1回に
プレドニゾロン5～ 10…mg/日減量

（ステロイド内服量プレドニゾロン…0.3…mg/kg/日以下になったら）
ステロイド内服量を1～2か月で1回に1～3…mg/日の減量を目安とする

免疫抑制薬を併用していれば漸減

BPDAIおよび ELISA（CLEIA）…index 値による効果判定

無治療，あるいはステロイド内服（プレドニゾロン0.2…mg/kg/日以下），
及び /又は最小限の補助療法にて寛解を維持

粘膜類天疱瘡治療アルゴリズム

出典：氏家英之，他．類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む）診療ガイドライン，
日皮会誌：127巻7号，1483-1521，2017（平成29）………………©…日本皮膚科学会

高リスク群
・広範囲あるいは進行性の口腔粘膜病変

・眼，外陰部，鼻咽腔，食道あるいは喉頭病変

（治療開始 2～ 4週後）

（治療開始または増量2～4週後）

再燃なし

粘膜類天疱瘡の診断

治療開始前に必要な検査の実施

重症度判定（BPDAI）
治療導入期

治療維持期

治療目標

低リスク群
・口腔粘膜±皮膚の限局性病変

BPDAIあるいはMMPDAIに
よる効果判定

BPDAIあるいはMMPDAIに
よる効果判定

BPDAIあるいはMMPDAIに
よる効果判定

効果あり

漸減

効果あり

効
果
な
し

ステロイド外用療法

プレドニゾロン0.5 ～ 1.0…mg/kg/日

免疫抑制剤+

IVIG 療法+

シクロフォスファミドパルス療法+

ステロイドパルス療法+

血漿交換療法+

リツキシマブ（抗CD20抗体）+

ステロイド外用療法

テトラサイクリンまたはミノサイクリン
＋ニコチン酸アミド（Tc/NA…or…Mc/NA）+

DDS+

ステロイド内服量を1～ 2週で1回に
プレドニゾロン5～ 10…mg/日減量

（ステロイド内服量プレドニゾロン…0.3…mg/kg/日以下になったら）
ステロイド内服量を1～2か月で1回に1～3…mg/日の減量を目安とする

免疫抑制薬を併用していれば漸減

BPDAIあるいはMMPDAIによる効果判定

無治療，あるいはステロイド内服（プレドニゾロン0.2…mg/kg/日以下），
及び /又は最小限の補助療法にて寛解を維持

小冊子版にてご覧いただけます。

小冊子のお取り寄せをご希望の方は、

下記ウェブページの

よりお申し込みください。

https://ivd.mbl.co.jp/diagnostics/print/
autoimmune_pocketbook.html#print02

小冊子お取り寄せ申込フォーム

小冊子版にてご覧いただけます。

小冊子のお取り寄せをご希望の方は、

下記ウェブページの

よりお申し込みください。

https://ivd.mbl.co.jp/diagnostics/print/
autoimmune_pocketbook.html#print02

小冊子お取り寄せ申込フォーム

https://ivd.mbl.co.jp/diagnostics/print/autoimmune_pocketbook.html#print02?pdf
https://ivd.mbl.co.jp/diagnostics/print/autoimmune_pocketbook.html#print02?pdf


108 109

類天疱瘡

後天性表皮水疱症治療アルゴリズム

出典： 氏家英之，他．類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む）診療ガイドライン，
日皮会誌：127巻7号，1483-1521，2017（平成29）………………©…日本皮膚科学会

中等症 /
重症および難治例

（治療開始 2～ 4週後）

（治療開始または増量2～4週後）

再燃なし

ステロイド
内服あり

後天性表皮水疱症の診断

治療開始前に必要な検査の実施

重症度判定（BPDAI）
治療導入期

治療維持期

軽症

BPDAIによる効果判定

BPDAIによる効果判定

BPDAIによる効果判定

BPDAIによる効果判定

効果あり

漸減

効果あり

効
果
な
し

局所外用療法

プレドニゾロン…0.5 ～ 1.0…mg/kg/日+

コルヒチン+

DDS+

免疫抑制剤+

IVIG 療法+

シクロフォスファミドパルス療法+

ステロイドパルス療法+

血漿交換療法+

リツキシマブ（抗CD20抗体）+

局所外用療法

DDS+

プレドニゾロン…0.2 ～ 0.3…mg/kg/日+

コルヒチン+

ステロイド内服量を1～ 2週で1回に
プレドニゾロン5～ 10…mg/日減量

（ステロイド内服量プレドニゾロン…0.3…mg/kg/日以下）
ステロイド内服量を1～2か月で1回に1～3…mg/日の減量を目安とする

免疫抑制薬を併用していれば漸減

治療目標

無治療，あるいはステロイド内服（プレドニゾロン0.2…mg/kg/日以下），
及び /又は最小限の補助療法にて寛解を維持

慢性甲状腺炎（橋本病）
　慢性甲状腺炎（橋本病）は，甲状腺における慢性の炎症の
ために，びまん性の甲状腺腫大や甲状腺機能低下症を生じる，
中年の女性に多い疾患です．
　甲状腺刺激ホルモン（TSH）は上昇，総トリヨードサイロニ
ン（T3），総サイロキシン（T4）は低下し，甲状腺の組織成分に
対する自己抗体として，抗サイログロブリン（Tg）抗体，抗甲
状腺ペルオキシダーゼ（TPO）抗体などが検出されます．生検
組織ではリンパ球浸潤，リンパ濾胞や胚中心の形成，濾胞上
皮細胞の変性を認めます．

写真提供：伊藤病院　吉村弘先生，伊藤公一先生

硬いびまん性甲状腺腫，
皮膚乾燥・浮腫，筋力低下，動作緩慢，寒がり・発汗減少，記憶障害

関連自己抗体
自己抗体 疾患，病態との関連 MBL 関連製品 診断

基準
抗サイログロブリン

（Tg）抗体
慢性甲状腺炎（橋本病）
の他，バセドウ病でも高
率に出現．他の甲状腺疾
患でも検出される．

◎

抗甲状腺
ペルオキシダーゼ

（TPO）抗体
◎

慢性甲状腺炎の細胞診所見
リンパ球浸潤と甲状腺濾胞細胞の
好酸性変性が認められます．

慢性甲状腺炎の組織診所見
リンパ球浸潤，甲状腺濾胞細胞の
好酸性変性，甲状腺濾胞の破壊が
認められます．

臨床的特徴

小冊子版にてご覧いただけます。

小冊子のお取り寄せをご希望の方は、

下記ウェブページの

よりお申し込みください。

https://ivd.mbl.co.jp/diagnostics/print/
autoimmune_pocketbook.html#print02

小冊子お取り寄せ申込フォーム

https://ivd.mbl.co.jp/diagnostics/print/autoimmune_pocketbook.html#print02?pdf



