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この冊子ではアダリムマブBS「FKB」の治療を始めるにあたって
知っておいて頂きたいことをまとめました。お読みになってご不明
なことなどがありましたら、遠慮なく主治医や看護師、薬剤師に
ご相談ください。関節リウマチとは 4

アダリムマブ BS「FKB」の作用 8

アダリムマブ BS「FKB」の効果 10

アダリムマブ BS「FKB」の安全性 12

アダリムマブ BS「FKB」による治療の進め方 15

アダリムマブ BS「FKB」についてのQ&A 18

アダリムマブ BS「FKB」の治療を始めるにあたって 19

日常生活の注意点 21

参考：医療費負担が少なくなる制度 22

この冊子の内容
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関節破壊の進行と治療効果

関節リウマチには、朝のこわばり、関節の痛みや腫れ等の症状があります。
症状が進行した場合には、様々な機能不全が引き起こされ、歩くことや
繊細な作業を行うことが難しくなり、日常生活にも支障が出てしまいます。

関節リウマチによる機能不全は炎症による関節破壊が原因です。関節
破壊は発症後の早期の段階で急速に悪化します。関節は一度破壊され
てしまうと元の状態には戻らないため、有効な薬剤を用いた早期の治
療により関節破壊を抑えることが重要です。

関節リウマチとは

関節リウマチの症状 早期診断・早期治療の重要性

※炎症につきましては6ページをご確認ください。

写真提供：埼玉医科大学病院 リウマチ膠原病科 教授 三村俊英 先生

治療開始前

治療しなかった場合
発症後
早期に
急速に進行

治療開始

治療開始

関節破壊の進行中に
治療を開始した場合

発症後早期に
治療を開始した場合

（イメージ図）発症からの期間

関
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関節破壊が進行

痛み、腫れ

えんしょう

歩行困難

朝のこわばり

微熱、倦怠感



54

関節破壊の進行と治療効果

関節リウマチには、朝のこわばり、関節の痛みや腫れ等の症状があります。
症状が進行した場合には、様々な機能不全が引き起こされ、歩くことや
繊細な作業を行うことが難しくなり、日常生活にも支障が出てしまいます。

関節リウマチによる機能不全は炎症による関節破壊が原因です。関節
破壊は発症後の早期の段階で急速に悪化します。関節は一度破壊され
てしまうと元の状態には戻らないため、有効な薬剤を用いた早期の治
療により関節破壊を抑えることが重要です。

関節リウマチとは

関節リウマチの症状 早期診断・早期治療の重要性

※炎症につきましては6ページをご確認ください。

写真提供：埼玉医科大学病院 リウマチ膠原病科 教授 三村俊英 先生

治療開始前

治療しなかった場合
発症後
早期に
急速に進行

治療開始

治療開始

関節破壊の進行中に
治療を開始した場合

発症後早期に
治療を開始した場合

（イメージ図）発症からの期間

関
節
破
壊

関節破壊が進行

痛み、腫れ

えんしょう

歩行困難

朝のこわばり

微熱、倦怠感



76

関節リウマチとは

関節リウマチになると・・・

（イメージ図）

写真提供：埼玉医科大学病院 リウマチ膠原病科 教授 三村俊英 先生

関節の内部で引き起こされた炎症を放置すると、
関節破壊が進んでしまいます。

関節リウマチに罹患
した方の関節には、
炎症を引き起こす主
な原因であるといわ
れるTNFαの増加が
みられます。

拡大すると…

炎症

りかん

関節リウマチは、主に免疫の異常によって引き起こされます。
本来免疫は、ウイルスや細菌等の異物から身体を守る役割を果たしてい
ますが、関節リウマチになると、免疫は、自身の関節を異物として認識し
てしまい、攻撃します。その結果、関節の炎症が引き起こされ、関節の痛
みや腫れ、関節破壊等につながります。

関節リウマチの患者さんの関節には、炎症を引き起こす主な原因である
といわれるTNFαという物質の増加がみられます。
TNFαは、それ自体が炎症性サイトカインの一つであり、関節の痛みや
腫れ、関節破壊等につながる炎症を引き起こします。さらに、他の炎症性
サイトカインを作らせて、関節リウマチをより悪化させます。
そのため、関節リウマチを治療する上では、過剰に産生されたTNFαの
働きを抑制することが重要です。それが、炎症を鎮めること、関節の破壊
を早い段階で防止することにつながります。

ティーエヌエフアルファ

関節リウマチの原因

TNFα
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作用

1
作用

2

アダリムマブBS「FKB」の作用

アダリムマブBS「FKB」は生体内に存在する抗体によく似たお薬です。
抗体は、本来外敵から身体を守る免疫タンパクで、特定の抗原（ウイルスや異物）に結合する
ことにより、その抗原を生体内から除去する役割を担っています。アダリムマブBS「FKB」のよう
な「抗体製剤」は、この抗体の働きを利用する薬剤です。アダリムマブBS「FKB」は、炎症を引き
起こすTNFαと結合するように設計されています。
従来はマウス由来のタンパク質を含む抗体製剤のみが製造可能でしたが、アレルギー反応が
生じるリスクや、中和抗体が産生
されるリスクが高いという難点が
ありました。遺伝子工学技術が進歩
したことで、マウス由来のタンパク
質を全く含まないヒト抗体の製造
が可能になり、アダリムマブBS
「FKB」もヒト抗体を用いています。

TNFαは、その受け手となる受容体と結合して
関節の炎症などを引き起こします

（イメージ図）

（イメージ図）

TNFαは受容体と結合して炎症の原因となります アダリムマブBS「FKB」がTNFαと結合すること
により、関節の炎症や破壊を抑制する仕組み

こうげん

マウス由来の
タンパク質のみが

含まれる

（キメラ抗体）（マウス抗体） （ヒト化抗体） （ヒト抗体）
マウス由来の
タンパク質が
一部含まれる

マウス由来の
タンパク質が全く
含まれない

アダリムマブBS「FKB」

アダリムマブBS「FKB」の成分

アダリムマブBS
「FKB」

過剰に放出されたTNFαが
受容体と結合することを防止します

TNFα産生細胞にあるTNFαに結合
することでTNFα産生細胞を壊します

TNFα

（イメージ図）

TNFα産生細胞

TNFα

標的細胞

受容体

（イメージ図）

TNFα

炎症関節
破壊

炎症関節
破壊

細胞死

（イメージ図）
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アダリムマブBS「FKB」は関節の炎症や破壊を抑制することに
より、「臨床的寛解」、「構造的寛解」、「機能的寛解」の3つの目標
を達成することが期待できます。

治療目標の達成
寛解の維持

アダリムマブBS
「FKB」

どうなったら、治療目標が達成されたと判断されるのですか？

「臨床的寛解」が達成できたかどうか
→関節の痛みや腫れが完全に取り除かれたか、触診や問診、血液検査等の
結果から総合的に評価します。

「構造的寛解」が達成できたかどうか
→関節破壊の進行を抑制することができたか、X線検査の結果から評価
します。

「機能的寛解」が達成できたかどうか
→将来的に身体機能を保つことができるか、日常の動作についての質問へ
の患者さんの回答結果から評価します。

関節リウマチ治療の 3 つの目標

関節リウマチの治療について

関節リウマチ治療の基本はメトトレキサートという抗リウマチ薬を用い
ることですが、このお薬だけでは効果が不十分な場合もあります。
その場合にアダリムマブ製剤のような生物学的製剤などが併用され、
治療目標の達成を目指します。

アダリムマブBS「FKB」の効果

現在の関節の
痛みの緩和・除去

臨床的寛解1

これ以上の
関節破壊進行の抑制

構造的寛解2
将来における
身体機能の保持

機能的寛解3
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副作用は早期発見し適切な治療を行うことで重症化を防ぎ
ます。
少しでも異常を感じたらすぐに主治医に連絡してください。

▶注射部位反応
注射した部分に赤みや腫れがみられる場合が
あります。

▶感染症
副鼻腔炎等の風邪のような症状が
現れる場合があります。

▶アレルギー症状
発熱や発疹、皮フの赤みや痒み等の症状が
現れる場合があります。

▶重篤な感染症（敗血症、肺炎、結核等）
咳、発熱、だるさや息苦しさ等の
症状が現れる場合があります。

▶ループス様症候群
自身に対する抗体が現れ、筋肉や関節の痛み、
赤い斑点ができる等の症状が現れる場合が
あります。

▶脱髄疾患
神経線維を被っている髄鞘が壊れてしまう病気です。
代表的なものとして、脱髄が多数発生し、
再発を繰り返す多発性硬化症があります。
脱髄疾患を患っている場合、既往のある場合、または、
脱髄疾患との診断を受けた方がご家族にいらっしゃる場合には、
主治医に必ずその旨お申し出ください。

▶アナフィラキシーショック
お薬を投与した後30分以内に、腹痛や嘔吐等の消化器症状や
呼吸困難等の呼吸器症状、血圧の低下等が起こる場合があります。

▶血液障害
血液中に存在する赤血球や白血球、血小板等の血液成分の量が
減少する場合があります。

▶間質性肺炎
咳や息切れ、息苦しさ等の症状が現れる場合があります。

▶肝機能障害、黄疸、劇症肝炎、肝不全
発熱、身体がだるい、食欲不振、
皮フや白目が黄色くなる、尿が褐色になる、
意識の低下などの症状が
あらわれることがあります。

主な副作用1

2 特に注意すべき副作用

ふくびくうえん

しんけいせんい

たはつせいこうかしょう

ずいしょう

はんてん

かんしつせいはいえん

かんきのうしょうがい おうだん げきしょうかんえん かんふぜん

だつずいしっかん

よう

アダリムマブBS「FKB」の安全性
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よう

アダリムマブBS「FKB」の安全性
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▶悪性腫瘍
因果関係の有無については現在も調査中ですが、TNFαの働きを抑制
する生物学的製剤を投与された後に悪性腫瘍、悪性リンパ腫を発症し
た例があります。

▶B型肝炎
B型肝炎の既往がある場合、症状が再度現れることがあります。
治療開始前に主治医に申し出てください。

▶生ワクチンの接種
感染症が生じるリスクを否定できないため、生ワクチンの接種を希望
される場合は、主治医に相談してください。

その他の注意すべき事項3

※アダリムマブBS「FKB」を使用しての治療については、主治医の指示に従ってください。

アダリムマブBS「FKB」による治療の進め方

自宅

アダリムマブBS「FKB」の安全性

●お薬の入った注射器で皮下注射します。注射器はシリンジとペンの
2つのタイプがあります。

●医師の許可があれば、病院やクリニックで注射指導を受けたあと、
患者さん本人が注射する「自己注射」も可能です。

アダリムマブBS「FKB」の投与方法

医療機関
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腹部（おなか）
おへその周囲は避けて
注射してください｡

大腿部（太もも） 上腕部後ろ側
ご家族が投与する場合は、

上腕部後ろ側に注射してください。

●2週間に1回、投与するお薬なので、 
　治療に手間がかかりません。
●医師の許可があれば、自己注射が
　可能です。

アダリムマブBS「FKB」の特徴

●腹部（おなか）、大腿部（太もも）または上腕部後ろ側から1ヵ所を選ん
で注射します。
  次のような場所には注射しないでください。
  ・皮フが赤くなっている部位　・傷がある部位　・硬くなっている部位

アダリムマブBS「FKB」を投与する部位

分からないことが
ありましたら主治医
や看護師、薬剤師に
ご相談ください。

治療のスケジュール

アダリムマブBS「FKB」は2週間
に1回、40mg（効果不十分の場合
は80mg）を皮下注射します。

13121110987

20191817161514

27262524232221

302928

654321

月 火 水 木 金 土
1ヵ月目

日

2週間ごとに注射
していきます。

10987654

17161514131211

24232221201918

31302928272625

321

2ヵ月目
月 火 水 木 金 土 日

症状を見ながら、用量を調節し、
治療を続けていきます。

注射部位は毎回場所を変えます。

アダリムマブBS「FKB」による治療の進め方

●通院により生じる時間的な制約や生活への負担を減らすことにより、患者
さんそれぞれの生活スタイルに合わせた治療が可能となる。

●通院日に拘束されずに、仕事や旅行等の活動を行うことができる。

●アダリムマブBS「FKB」は、自己注射を簡単に行うことができるように
工夫が施されています。

●自己注射のメリットは以下のとおりです。

自己注射を希望する方へ

旅行の計画をされる際は、ご自身の体調、旅行のスケジュールを含めて
必ず医師と相談してください。特に、1週間以上の長期間の旅行や海外
旅行をご計画の際には、お薬の携帯
方法や体調悪化時の対処方法等
について、主治医とも相談し、ゆとり
のあるスケジュールを組むように
心がけましょう。

アダリムマブBS「FKB」治療中の旅行について

自己注射のメリット
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Q

Q

A

A
アダリムマブBS「FKB」は2週間に1回の皮下注射で、治療
するお薬です。医師が認めた場合、医療機関で注射指導
を受けたあと、自宅での自己注射も可能です。
生活スタイルに合わせた場所や時間で投与を行いたい方
は主治医や看護師、薬剤師にご相談ください。

はいけつしょう

だつずいしっかん たはつせいこうかしょう

はんけっきゅう

ししんけいえん おうだんせいせきずいえん

アダリムマブBS「FKB」についてのQ&A アダリムマブBS「FKB」の治療を
始めるにあたって

できれば、仕事や家事、育児などを続けていき
たいです。アダリムマブBS「FKB」の治療を始め
ても、今の生活を続けることは可能でしょうか。

関節リウマチ治療の目標は、今の生活ではなく、
発症前の生活を取り戻すことで、アダリムマブBS
「FKB」はそのために用います。

アダリムマブBS「FKB」の治療を続けるうえ
で、経済的な不安があります。
ずっと続けなくてはいけないのでしょうか？

アダリムマブ製剤での治療により、痛みや腫れの症状や炎症が
ない状態を目指し、その状態を持続させましょう。
アダリムマブ製剤での治療を中止した後も痛みや腫れの症状や炎症が
ない状態が持続する患者さんもいらっしゃいますが、主治医と相談の上で
可能となります。ご自身の判断のみで治療を中止することは危険ですので、
必ず主治医と相談しましょう。一旦中止しても、再び症状が出現した場合
アダリムマブ製剤を再開すれば効果があります。
また、医療費が高額な場合は、医療費負担が少なくなる制度もあります。
（22ページをご確認ください。）
バイオシミラーなど様々な治療の選択肢がありますので、主治医に
ご相談ください。

アダリムマブBS「FKB」の治療を始める前には、以下のような問診・検査
を行います。
これらは、副作用などを防ぎ、より安全に治療を続けていくために重要です。

　●現在あるいはこれまでにかかったことのある病気　
□ 感染症（敗血症、肺炎など）　　□ 肝炎（特にB型肝炎）
□ 脱髄疾患（多発性硬化症、視神経炎、横断性脊髄炎など）
□ 重篤な血液疾患（汎血球減少、再生不良性貧血など）　　□ 間質性肺炎　　
□ うっ血性心不全　　□ 悪性腫瘍　　□ 結核（ご家族も含めて）
□ その他の合併症（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　●服用中のお薬（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　●アレルギーの有無
　●「生物学的製剤」の治療歴
　●生ワクチン接種の予定
　●女性のみ：妊娠・授乳について

治療開始前に行われる確認事項

問診事項

[結核に対する主な検査]
　●ツベルクリン反応検査、インターフェロン-γ遊離試験など
　●画像検査（胸部X線、胸部CTなど）
[感染症に対する主な検査]
　●血液検査（白血球数、リンパ球数など）
　●β-D-グルカン検査
[B型肝炎に対する主な検査]
　●血液検査（HBs抗原、HBs抗体、HBc抗体など）

治療前に行う検査　

※治療開始後も定期的に一部の検査を行います。
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下記の方はアダリムマブBS「FKB」を投与することができません。
該当する方は必ず主治医に伝えてください。

アダリムマブBS「FKB」を投与できない患者さん アダリムマブBS「FKB」の治療を受けている間は、身体の抵抗力が
弱まったり副作用が出ることがありますので、体調変化に十分注意して
ください。また、アダリムマブBS「FKB」の治療が始まったら、体調管理
ノートなどにご自分の症状、体調や気になることなどを記録しておき、
診察時に主治医に確認してもらいましょう。

感染症を予防するために、
外出から帰ったら

手洗いやうがいを心掛けましょう。

治療中は「体調管理ノート」を活用して、
体調管理に努めましょう。

アダリムマブBS「FKB」の治療を始めるにあたって 日常生活の注意点

●重い感染症（敗血症、肺炎など）にかかっている方
●活動性結核（治療が必要な結核）にかかっている方
●アダリムマブBS「FKB」の成分で過敏症が出たことがある方
●脱髄疾患（多発性硬化症など）にかかったことがある方
●うっ血性心不全の方

だつずいしっかん

はいけつしょう

たはつせいこうかしょう
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参考：医療費負担が少なくなる制度

医療費控除（1年間の自己負担額が一定額を超える場合）
→お問い合わせ：税務署

高額療養費制度（1ヵ月の自己負担額が一定額を超える場合）
→お問い合わせ：加入保険によって異なります。
　・協会けんぽ（旧・政管健保）の場合→全国健康保険協会
　・船員保険の場合→全国健康保険協会
　・国民健康保険の場合→市区町村
　・その他の場合→健康保険の保険者

その他医療費負担が少なくなることのある場合
・障害者手帳を持っている場合
・医療保険の付加給付がある場合
・生活保護の認定を受けている場合
・「悪性関節リウマチ」などの指定難病の場合

以下のような場合は、制度により医療費負担が少なくなることがあり
ます。詳しくはそれぞれの機関にお問い合わせください。
また治療にかかった領収書などはまとめておきましょう。

世界中で使用されている
アダリムマブ製剤

アダリムマブ製剤は2002年に関節リウマチの治療薬として

海外で承認されてから、さまざまな免疫系の病気の治療薬と

して世界各国で用いられており、現在、日本を含む世界90ヵ国

以上で承認され、約100万人以上の患者さんに使われています。

日本では、関節リウマチの治療薬として2008年に承認されま

した。さらに、罹病期間が2年以内の発症早期の関節リウマチ

患者さんにおいて関節破壊進展防止効果が臨床試験で確認

されたことから、2012年には関節リウマチ（関節の構造的損傷

の防止を含む）の効能・効果が承認されました。

アダリムマブBS「FKB」は、バイオシミラー製剤※であり、先行

バイオ医薬品のアダリムマブ製剤と同等の有効性と安全性が

認められています。

※先行バイオ医薬品と同等/同質の品質、安全性および有効性を有し、異なる製造販売業者により開発される
医薬品をバイオシミラー（バイオ後続品）といいます。

　バイオシミラーは、先行バイオ医薬品と品質がほとんど同じで、同じ効果と安全性が確認された薬剤です。臨床
試験を含む多くのデータによって、先行バイオ医薬品と同じように使えることが示されています。先行バイオ
医薬品よりも安価なため、患者さんの経済的負担や医療費の軽減が期待されます。
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参考：医療費負担が少なくなる制度

医療費控除（1年間の自己負担額が一定額を超える場合）
→お問い合わせ：税務署
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→お問い合わせ：加入保険によって異なります。
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・障害者手帳を持っている場合
・医療保険の付加給付がある場合
・生活保護の認定を受けている場合
・「悪性関節リウマチ」などの指定難病の場合

以下のような場合は、制度により医療費負担が少なくなることがあり
ます。詳しくはそれぞれの機関にお問い合わせください。
また治療にかかった領収書などはまとめておきましょう。

世界中で使用されている
アダリムマブ製剤

アダリムマブ製剤は2002年に関節リウマチの治療薬として

海外で承認されてから、さまざまな免疫系の病気の治療薬と

して世界各国で用いられており、現在、日本を含む世界90ヵ国

以上で承認され、約100万人以上の患者さんに使われています。

日本では、関節リウマチの治療薬として2008年に承認されま

した。さらに、罹病期間が2年以内の発症早期の関節リウマチ

患者さんにおいて関節破壊進展防止効果が臨床試験で確認

されたことから、2012年には関節リウマチ（関節の構造的損傷

の防止を含む）の効能・効果が承認されました。

アダリムマブBS「FKB」は、バイオシミラー製剤※であり、先行

バイオ医薬品のアダリムマブ製剤と同等の有効性と安全性が

認められています。

※先行バイオ医薬品と同等/同質の品質、安全性および有効性を有し、異なる製造販売業者により開発される
医薬品をバイオシミラー（バイオ後続品）といいます。

　バイオシミラーは、先行バイオ医薬品と品質がほとんど同じで、同じ効果と安全性が確認された薬剤です。臨床
試験を含む多くのデータによって、先行バイオ医薬品と同じように使えることが示されています。先行バイオ
医薬品よりも安価なため、患者さんの経済的負担や医療費の軽減が期待されます。



抗TNFα抗体薬 アダリムマブBS「FKB」をもちいた

関節リウマチ治療
を受けられる患者さんへ

注射後に体調の変化がみられたときは､次の診察日を待たずに直ちに
主治医や看護師、薬剤師に連絡し指示を受けてください｡
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0120-938-837フリーダイヤル

9：00～17:30 / 土・日・祝日・当社休業日を除く

施設名

マイランEPD合同会社

くすり相談室

アダリムマブBS「FKB」に関するお問い合わせ

マイランEPD合同会社


