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Question No.1671

コンサータを服用されている患者さんが受けら
れる医療費助成制度があるそうですが、 詳し
く教えてください。　　　　　　（2016年10月）

Answer

自立支援医療制度という、心身の障害を除去・
軽減するための医療について、医療費の自己負担
額を軽減する公費負担医療制度があります。自立
支援医療制度には、精神通院医療、更生医療、育
成医療があり、その中でも精神通院医療は精神疾
患（てんかんを含む）で通院による精神医療を続け
る必要のある病状の方が該当し、通院のための医
療費の自己負担を軽減する制度です。
◯対象となる方

何等かの精神疾患（てんかんを含む）により、通
院による治療を続ける必要がある程度の状態の方
が対象となります。対象となるのは全ての精神疾
患で、次のようなものが含まれます。
・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・不安障害
・薬物などの精神作用物質による急性中毒又はそ

の依存症
・知的障害
・強迫性人格障害など「精神病質」

・てんかん　　など
◯医療費の軽減が受けられる医療の範囲

精神疾患・神経障害や、精神障害のために生じ
た病態に対して、病院又は診療所に入院しないで
行われる医療（外来、外来での投薬、デイ・ケア、
訪問看護等が含まれる）が対象となります。
※注意：次のような医療は対象外となります。
・入院医療の費用
・公的医療保険が対象とならない治療、投薬など

の費用
・精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費
◯医療費の自己負担

認定を受けると医療費の自己負担割合は原則１
割ですが、世帯の所得の状況に応じて負担上限月
額が定められ負担が軽減されます。
◯手続き
・申請は市町村の担当窓口で行います。（※市町村

によって、担当する課の名称は異なりますが障
害福祉課、保険福祉課が担当する場合が多いよ
うです。）

・申請が認められると、「受給者証（自立支援医療受
給者証）」が交付されます。

〈医療費助成の申請に必要な書類〉
①申請書
②診断書
③健康保険証の写し

生活保護世帯 市町村民税非課税
本人収入≦80万

市町村民税非課税
本人収入＞80万

市町村民税（所得
割）＜３万３千円

３万３千円≦市町
村民税（所得割）＜

23万５千円

23万５千円≦市町
村民税（所得割）

自己負担
０円

上限月額
2,500円

上限月額
5,000円

上限月額：医療保険の自己負担限度額 公費負担対象外

上限月額
5,000円

上限月額
10,000円

上限月額
20,000円

（経過措置※２）
※１　「重度かつ継続」の範囲
・疾病、症状等から対象となる者

①統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害（依存症等）
②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者

・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
医療保険の多数該当の者

※２　平成30年３月31日まで

【 重 度 か つ 継 続 】※１
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④世帯の所得の状況が確認できる資料
自治体によって必要書類が異なることがあるの

で、市町村の担当課や精神保健福祉センターにお
問合せください。
◯医療を受ける時には
・交付された「受給者証（自立支援医療受給者証）」

と、自己負担上限額管理票を、受診の度に、医
療機関に提示します。

◯受給者証の有効期限
・受給者証の有効期限は、原則として１年です。
・１年ごとの更新が必要となります。
◯医療を受けられる医療機関や薬局について

各都道府県又は指定都市が指定した「指定自立支
援医療機関」（病院・診療所・薬局・訪問看護ステー
ション）に限られています。精神科の医療機関等の
多くは「指定自立支援医療機関」となっていますが、
利用されている医療機関等が対象となっているか
どうかは、医療機関におたずねいただくか、市町
村の担当課や精神保健福祉センターにお問合せく
ださい。

【参考資料】
厚生労働省ホームページ（2016年10月時点）
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/
hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/dl/03.pdf

〈執筆協力会社〉㈱セイエル 薬事医薬情報部

Question No.1672

乾癬治療に用いる生物学的製剤について
（2016年９月）

Answer

乾癬は分厚い鱗屑を付着する境界明瞭な紅斑が
全身のあらゆる部位に生じ、寛解増悪を繰り返す

【表１】乾癬の種類

尋常性乾癬 乾癬の中で最も多い種類であり、全体の約90％を占める。一般に乾癬といえばこの尋常性乾癬を指す。
主な症状は、紅斑、鱗屑、落屑。

関節症性乾癬 関節リウマチのように関節が腫れたり、痛んだり、ときに強い変形をきたすこともある。日本では近
年、少しずつ増えており、乾癬全体の３～５％程度を占める。

膿疱性乾癬 発熱、悪寒、全身倦怠感などを伴い、急激に全身の皮膚が赤くなり（紅斑）、その上に無菌性の膿疱が
多数現れてくる。治療は通常の乾癬とは異なり、入院による加療が必要。発生頻度は非常にまれである。

乾癬性紅皮症 尋常性乾癬の皮疹が全身に広がり、皮膚全体の80％以上が赤くなった状態（紅皮症化）をいう。未治療
や不適切な治療、薬剤や感染症などの影響により、尋常性乾癬から移行してしまう場合が多い。乾癬
全体の約１％を占める。

滴状乾癬 若い人に多く、溶連菌感染（扁桃炎）の後などに、水滴ぐらいの大きさ（直径１cm程度）の小型の皮疹
が、急に全身に現れる。多くの場合、溶連菌感染の治療によって治るが、尋常性乾癬に移行してしま
うこともある。乾癬全体の約３％を占める。

難治性の炎症性皮膚疾患である。発症年齢は20歳
代から50歳代にみられ、男女比は２：１と男性に
多い。日本での発症頻度は約0.1％で、現在10万人
以上の患者がいると推定されている。昔は日本人
には極めてまれと考えられていたが、徐々に増加
傾向にある。紅斑の大きさ、数、形は様々で、発
疹が癒合して大きな病変を作ることもあり、約
50％の患者にかゆみがみられる。乾癬にはいくつ
かの種類があり（表１）、尋常性乾癬は乾癬全体の
約90％を占め、一般に乾癬といえば尋常性乾癬を
指す。

乾癬発症の原因はまだ完全にはわかっていない
が、乾癬になりやすい遺伝的素因があることはわ
かっている。遺伝的素因に様々な環境因子（不規則
な生活や食事、ストレス、肥満、感染症、特殊な
薬剤など）が加わると発症するといわれている。最
近の研究では表皮細胞の異常な増殖と、これに免
疫の異常が加わることで炎症が起こり、乾癬を発
症することがわかってきた。乾癬の発症に影響す
る生体内の物質には、腫瘍壊死因子（TNF-α）や、
IL12、IL17、IL23、Th17細胞があり（図）、現在、
これらの因子を抑える薬による治療が行われてい
る（抗体療法）。

乾癬の治療は、上記の抗体療法のほか、外用療
法、内服療法、光線療法の４つが主なもので、こ
れらを症状にあわせ適宜選択することになる。さ
らにこれらを同時期に組み合わせたり、１つ１つ
の治療を時期的にずらしたりする方法もある。抗
体療法に用いるのが生物学的製剤で（表２）、2010
年１月から日本でも登場し治療の選択肢が拡大し
た。

生物学的製剤は、乾癬が発症する原因となる物
質をピンポイントで抑える治療薬で、従来の治療
方法では十分な効果が得られなかった患者にも効



アルフレッサ株式会社作成 新製品情報 2016
No ２より一部引用

 

 

 

Vol.41 NO.2  (2017) 25 (97)

果を発揮する治療方法として大いに期待されてい
る。しかし、生物学的製剤もすべての患者に必ず
効果があるとはいいきれず、多くの生物学的製剤
は免疫抑制作用をもたらすため、感染症の発症に
注意が必要である。高齢者や呼吸器疾患の合併、
免疫能を低下させる薬剤を使用中の患者ではその
リスクが高い。１）２）３）

【参考資料】
１）ヤンセンファーマ株式会社，乾癬ネット，http://

www.kansennet.jp/
２）乾癬治療に新しい時代の幕開け－生物学的製剤－，

石上剛史・久保宣明，四国医師，69巻１，２号３～６ 
APRIL25，2013 ．

３）公益社団法人日本皮膚科学会，皮膚科Q&A 乾癬．
４）アルフレッサ株式会社，SAFE-DI新製品情報，2016 

No ２．
５）在宅自己注射指導管理料の対象薬剤の追加に係る今

後の対応について，中医協 総-2-1，平成28年８月24
日．

６）各製品添付文書及びインタビューフォーム．
〈執筆協力会社〉㈱琉薬 DI室

【表２】乾癬治療に用いられる生物学的製剤

一般名 インフリキシマブ アダリムマブ ウステキヌマブ セクキヌマブ ブロダルマブ イキセキズマブ
商品名 レミケード ヒュミラ ステラーラ コセンティクス ルミセフ トルツ
標的 TNFα TNFα IL-12､ IL-23p40 IL-17A IL-17A IL-17

乾癬における
効能･効果

尋常性乾癬
関節症性乾癬
膿疱性乾癬
乾癬性紅皮症

尋常性乾癬
関節症性乾癬

尋常性乾癬
関節症性乾癬

尋常性乾癬
関節症性乾癬
膿疱性乾癬

尋常性乾癬
関節症性乾癬
膿疱性乾癬
乾癬性紅皮症

尋常性乾癬
関節症性乾癬
膿疱性乾癬
乾癬性紅皮症

乾癬における
用法･用量

5mg/kgを初回、
2､ 6週､ 以後
8週毎

初回80mg､
以後2週毎に
40mg

45mgを初回､
4週､ 以降12週
毎

300mgを初回、
1､ 2､ 3､ 4週､
以降4週毎

210mgを
初回、1､ 2週、
以降2週毎

初回160mg､
2～12週は
80mgを2週毎､
以降80mgを
4週毎

用法 点滴静注 皮下注射 皮下注射 皮下注射 皮下注射 皮下注射
自己注射 不可 可 不可 可 不可5） 不可5）

薬価収載年月 2002年4月 2008年6月 2011年3月 2015年2月 2016年8月 2016年11月

Question No.1673

新しい作用機序の脂質異常症の治療薬が発売
されたとのことですが、それはどのようなもの
ですか？　 　　　　　　　　　（2016年９月）

Answer

2016年 に 入 り、PCSK9（proprotein convertase 
subtilisin/kexin type 9）の阻害薬であるレパーサ
皮下注®（エボロクマブ）が発売され、続いて同じ

薬効を持つプラルエント皮下注®（アリロクマブ）
も８月31日に薬価収載され、９月５日に発売され
た。ここでは、これらPCSK9阻害薬の薬理作用と
特徴及び、その適応となる疾患について述べる。

〈PCSK9とPCSK9阻害薬〉
エボロクマブ及びアリロクマブの標的となる

PCSK9は、家族性高コレステロール血症（Familial 
Hypercholesterolemia：FH）の 原因の 一 つとして
2003年に発見され、以降その働きについての研究が
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進められてきた。PCSK9は血中に存在し、細胞膜
上のLDL受容体と結合した後、LDL-Cとともに細胞
に取り込まれたLDL受容体の分解を促進する。10） 
PCSK9に対するモノクローナル抗体であるエボ

PCSK9阻害薬の効能・効果

製品名 レパーサ皮下注® プラルエント皮下注®

会社名 アステラス製薬株式会社
アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社

サノフィ株式会社

一般名 エボロクマブ アリロクマブ

効能・効果 家族性高コレステロール血症、高コレステロール血症
ただし、心血管イベントの発現リスクが高く、HMG-CoA還元酵素阻害剤で効果不十分な場合に限る。

効能・効果に
関連する

使用上の注意

１．適用の前に十分な診療及び検査を実施し、家
族性高コレステロール血症又は高コレステロー
ル血症であることを確認した上で本剤の適用を
考慮すること。

２．家族性高コレステロール血症以外の患者で
は、冠動脈疾患、非心原性脳梗塞、末梢動脈疾
患、糖尿病、慢性腎臓病等の罹患又は既往歴等
から、心血管イベントの発現リスクが高いこと
を確認し、本剤投与の要否を判断すること。

１．適用の前に十分な診療及び検査を実施し、家
族性高コレステロール血症又は高コレステロー
ル血症であることを確認した上で本剤の適用を
考慮すること。

２．家族性高コレステロール血症以外の患者で
は、冠動脈疾患、非心原性脳梗塞、末梢動脈疾
患、糖尿病、慢性腎臓病等の罹患又は既往歴等
から、心血管イベントの発現リスクが高いこと
を確認し、本剤投与の要否を判断すること。

３．家族性高コレステロール血症のうちホモ接合
体については有効性及び安全性が確立していな
いので、本剤による治療の適否を特に慎重に判
断し、本剤に対する反応が認められない場合は
投与を中止すること。

用法・用量
（成人）

家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体及び高
コレステロール血症：

140mgを２週間に１回皮下投与　又は
420mgを４週間に１回皮下投与

家族性高コレステロール血症ホモ接合体：
420mgを４週間に１回皮下投与
効果不十分な場合は420mgを２週間に１回皮下
投与

家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体及び高
コレステロール血症：

75mgを２週間に１回皮下投与
効果不十分な場合は150mgまで増量可能

用法・用量に
関連する

使用上の注意

HMG-CoA還元酵素阻害剤と併用すること。 １．HMG-CoA還元酵素阻害剤と併用すること。
２．アフェレーシスと併用する場合には、アフェ

レーシスを施行後に本剤を投与すること。

※保険診療における使用については、厚生労働省保険局医療課長通知により、留意事項が発出されている。２），３）

ロクマブ及びアリロクマブは、PCSK9に結合して
PCSK9とLDL受容体の結合を阻害することによっ
て、LDL受容体の分解を阻止し、LDL-Cの吸収を促
進する作用を持っている。１）
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〈高LDL-C血症と心血管イベントの発現リスク〉
高コレステロール血症、特に高LDL-C血症は血

中のコレステロールや脂質量が異常を示す代表的
な脂質異常症である。高LDL-C血症は、冠動脈疾
患および脳梗塞の危険因子であることが明らかと
なっており、特に心血管イベントの発現リスクが
高い患者（冠動脈疾患の既往、糖尿病、慢性腎臓
病、家族性高コレステロール血症等）には、より厳
格なLDL-Cコントロールが必要不可欠となってい
る。11）

〈家族性高コレステロール血症（Familial Hypercho-
lesterolemia：FH）〉

FHはLDL受容体やPCSK9遺伝子の変異などによ
り発症する遺伝性疾患で、高LDL-C血症、早発性
冠動脈疾患、腱・皮膚黄色腫を３主張とする。FH
には１対の遺伝子のうちの片方に変異を持つFHヘ
テロ接合体と、両方に変異を持つFHホモ接合体が
あり、FHホモ接合体はより重篤な症状を呈する。
わが国ではFHヘテロ接合体患者は500人に１人以
上、FHホモ接合体患者は100万人に１人以上居る
と言われ、遺伝性代謝疾患の中では最も頻度が高
い。治療を受けている高LDL-C血症の患者の約8.5%
を占めるとする報告もある。５），６），８）

〈家族性高コレステロール血症（Familial Hypercho-
lesterolemia：FH）の治療〉

FHの治療の基本は、LDL-Cの厳格な管理によ
る早発性冠動脈疾患などの動脈硬化の発症予防で
ある。生活習慣の改善のみではLDL-Cの治療目標
値への低下は困難な場合が多く、スタチン（HMG-
CoA還元酵素阻害薬）を中心とした薬物治療を実施
する。薬物治療で効果が不十分な場合は、体外循
環装置により血漿LDLを直接取り除くLDLアフェ
レーシスが行われる。６），８）

〈スタチンとPCSK9阻害薬の併用〉
FHのような高LDL-C血症の薬物治療において、

スタチン単剤で投与量を増やしても一定までしか
効果が得られない頭打ちの現象が知られている。
これは、スタチンの常用が腸管からのステロール
吸収を亢進させるためであるが、加えてスタチン
によってPCSK9が増加するためであることも報告
されている。この増加したPCSK9とLDL受容体の
結合を阻害するため、スタチンとPCSK9阻害薬の
併用は非常に理にかなった組み合わせであると期
待されている。７），９） なお、PCSK9阻害薬の発売を
踏まえて、「動脈硬化疾患予防ガイドライン」の見
直しが進められており、次期改定は2017年の予定

である。10）

〈高額なPCSK9阻害薬の話題〉
効果が期待されているPCSK9阻害薬であるが、

その薬剤料は非常に高額である。そのため中央社会
保険医療協議会では抗がん剤であるオプジーボ®と
共にPCSK9阻害薬を「最適使用推進ガイドライン」
の対象とし、患者の選択基準や使用する医師、医
療機関の要件を決める方針だ。４） PCSK9阻害薬は
他の抗体医薬品と違い、生涯にわたる長期的投与
が必要となるため、適正使用がより重要となる。
効果が期待される一方で、適正使用とエビデンス
の獲得が今後の課題だと言える。
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