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デュシェンヌ型筋ジストロフィーの可能性を指摘されたり、
診断を受けたお子さまを持つご家族の方は、病気や今 後の
生 活 などに 大きな 不 安 や 心 配を感じられ ていることと
思います。

デュシェンヌ型 筋 ジストロフィーの 治 療はまだ 限られて
いますが、今ある治療を適切に組み合わせることで、症状を
コントロールしながら日 常 生 活を送られている患 者さんが
たくさんいらっしゃいます。
また、近年デュシェンヌ型筋ジストロフィーの研究は進んで
おり、新しい治療法が開発され、臨床試験が進められています。

この冊子を通じて、デュシェンヌ型筋ジストロフィーを正しく
理解していただき、医師と相談しながら、少しでも不安のない
日常生活をお過ごしいただきたいと願っています。
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筋ジストロフィーとは、筋肉が壊れやすく、
筋肉の再生が追い付かなくなる病気です。
そのため、筋力が徐々に低下し、運動機能など、
さまざまな機能に障害が起こります。

筋ジストロフィーは原因や症状によってさまざまな種類に
分類されます。

正常な場合 筋ジストロフィー

筋力が徐々に低下

筋肉が壊れやすく、
再生が追い付かない

筋ジストロフィーとはどのような病気  ですか？

デュシェンヌ型筋ジストロフィーは、筋ジストロフィーの中で最も発症
頻度が高い病気で、体の中心に近いところから筋力低下の症状
が現れることが特徴です。

主な筋ジストロフィーの分類
病気の型 性別 症状がでる年齢

デュシェンヌ型

ベッカー型

肢帯型

顔面肩甲上腕型

主に男性

主に男性 幼児（3～5歳ごろ）

小児～成人

新生児～乳児男性及び女性

男性及び女性

男性及び女性

小児～成人

小児～成人

先天性（福山型など）
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デュシェンヌ型筋ジストロフィーではなぜ   筋力が低下するのでしょうか？

デュシェンヌ型 筋 ジストロフィーでは 、筋 肉 に 存 在
する「ジストロフィン」というタンパク質が作られない
ため、筋力が低下します。

ジストロフィンタンパク質は、筋肉を作る細胞の骨格を維持
するうえで重要な役割を担っています。デュシェンヌ型筋ジス
トロフィーの患者さんは、ジストロフィンタンパク質の設計図である
ジストロフィン遺伝子に変異があります。そのため、ジストロフィン
タンパク質を体内で作ることができず、筋肉が壊れやすくなり、
筋力が低下します。

タンパク質ができる 筋肉ができる

遺伝子の一部に
変異あり

タンパク質ができない 筋肉が壊れやすい

ジストロフィン
タンパク質

ジストロフィン
タンパク質

ジストロフィン遺伝子

ジストロフィン遺伝子

正常な遺伝子

デュシェンヌ型
筋ジストロフィー

の場合

正常な場合
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ストレッチやマッサージをすることで、筋肉の動きを保ち、関節が
硬くなることをある程度予防することができます。

●リハビリテーション

筋力低下の進行を遅らせることで、歩行が可能な期間を延長できる
可能性があります。

●ステロイド療法

変異した遺伝子に作用し、ジストロフィンタンパク質を発現させる
新しい治療法です。

●エクソンスキッピング療法

症状の進み方には
個人差があります。

●立ち上がる際に、ひざを手で押さえながら体を起こしていく

●ゆらゆらと体を揺らしながら歩く
●つま先で歩く
●ふくらはぎが太い
●クレアチン・キナーゼ（CK）の値が高い
●肝酵素（ASTやALT）の値が高い

初期にみられる症状や所見

症状の進行を抑えるための処置

筋力低下によってどのような症状が現   れますか？

症状の現れ方には個人差がありますが、
体の中心に近いところから筋力の低下が起こります。
病気が進行すると、運動するための筋肉だけではなく、
さまざまな機能が弱くなってきます。

気になる症状が現れた場合は、
早めに医師に相談するようにしましょう。

運動機能の低下によってみられる主な症状

運動機能が徐々に低下

歩くことが難しくなる

走れない、転びやすい、
ジャンプができない

３～５歳ごろ

10歳ごろ
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日常生活で気をつけることはありますか？

疲労や筋肉痛が生じない程度であれば、
特に日常生活の制限は必要ありません。
規則正しい生活やバランスのとれた食事を心がけ、
体重の変化にも目を配りましょう。

過度な運動は筋肉を傷める原因になります。
疲れや筋肉痛が生じない程度の運動を行いましょう。

無理のない範囲で動きましょう

ステロイド療法を続けていると、免疫力が低下し、
風邪などの感染症にかかりやすくなる場合があります。
手洗いやうがい、マスク着用などの対策を心がけ
ましょう。また、ステロイド療法の開始前に生ワクチン
の接種を済ませておくことも望まれます。

感染症に注意しましょう

筋力が低下するため、転びやすくなります。
ケガをして動けない時期があると、関節が硬くなる
ことや、筋肉が細くなることにつながります。
安心して過ごせる環境を整えましょう。

転ばないように注意しましょう

太りすぎや痩せすぎは体への負担となります。
栄養バランスのとれた食事を心がけ、こまめに体重を
チェックしましょう。状況によっては栄養管理を行う
こともあります。

定期的に体重をチェックしましょう
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幼稚園や保育園、学校生活では、周囲の人のサポートが
必要となる場合があります。その際にどのようなサポート
が必要かを伝えることが大切です。
自分で伝えることが難しい場合には直接医師から説明
してもらうこともできます。

周囲の人のサポートを受けましょう

同じ病気をもつ患者さんやその家族同士で同じ悩みを
打ち明けるなど、互いに支え合い課題を解決する活動を
ピアサポートと言います。
ピアサポートによって今抱えている不安や疑問を解消
できる可能性があります。

ピアサポートを利用してみましょう

病気の進行を抑えるためには、症状のチェックと
その対処が不可欠になってきます。専門医療機関を
定期的に受診し、検査を受けることが大切です。
異常が発見された場合は医師とよく相談して、早めに
治療を受けましょう。

定期的に専門医療機関を受診しましょう

日常生活で気をつけることはありますか？
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デュシェンヌ型筋ジストロフィーの治療はまだ限られて
いますが 、医療の進歩により患者さんの生活は変わり
つつあります。
さまざまな医療スタッフが患者さんの生活の質を向上
するためにサポートしていきます。

患者さんのサポート体制は、医療機関によってさまざま
ですが、どの医療機関においてもサポートスタッフは
常に患者さんやご家族のよりよい生活を願い、寄り添った
サポートをしています。治 療 や 症 状 のことで不 安 に
思うことなどがあれば、積極的に相談しましょう。

安心した生活を送るために さまざまな  サポート体制があります

サポートスタッフの役割サポートスタッフの役割

看護職

理学療法士

作業療法士

患者さんやご家族が不満や悩みを打ち
明けられる最も身近な存在です。患者さん
やご家族の身体的、精神的な問題を
把握し、他のサポートスタッフへの橋渡し
と調整役を担います。

座る、歩くなどの基本的な動作能力を
回復・維持するためのリハビリテーション
を行います。

食事や入浴など、日常生活に関わる
「作業」を行う能力を回復・維持する
ためのリハビリテーションを行います。

医療ソーシャル
ワーカー

治療による経済的な不安や悩みについて
相談を受けます。また、社会資源の活用
ができるように支援を行います。

その他 栄養士、社会福祉士、遺伝カウンセラー、
臨床心理士、ピアサポーター、保育士、児童
指導員なども、サポートスタッフの一員
として患者さんの治療や日常生活を
サポートします。
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デュシェンヌ型筋ジストロフィーと診断された患者さん
は指定難病や小児慢性特定疾病の医療費助成制度
などによる医療費の補助を受けられる場合があります。
デュシェンヌ型筋ジストロフィーは治療が長期に及ぶ病気ですので、
適切な時期に適切な治療を受けるためにも、これらの制度を上手く
活用しましょう。
詳しい情報は医師や医療ソーシャルワーカー、医療機関の専用窓口、
全国の自治体（保健所や保健センターなど）、福祉事務所などで相談
できます。

利用できる医療費助成制度について  教えてください

医療費助成制度における主な申請書類：申請書、診断書（医療意見書）、
住民票、市町村民税（非）課税証明書などの課税状況確認書類、
健康保険証の写しなど。
なお、上記書類の添付を省略できる場合やそれ以外の書類の提出が必要
になる場合があります。

診断
（診断書［医療意見書］の作成）

受診

認定・不認定

（必要書類の添付）
申請

自治体
認定の審査

医療機関を受診し、診断書（医療意見書）の交付を受ける。

必要書類を居住している自治体窓口へ提出する。

自治体にて審査が行われ、認定結果が通知される。

1

2

3

主な医療費助成の流れ

医療費助成制度など
助成制度名など 対象者

指定難病の
医療費助成制度

小児慢性特定疾病の
医療費助成制度

原則として指定難病と診断され、「重症度分類等」に照ら
して病状の程度が一定程度以上の方

自立支援医療
（更生医療）

身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害の治療に
より確実に効果が期待できる方（18歳以上）

自立支援医療
（育成医療）

身体に障害を有する児童で、その障害の治療により確実に
効果が期待できる方（18歳未満）

障害年金
（障害基礎年金／
障害厚生年金）

20歳以上で障害年金受給要件を満たす等級に該当
すると認定された方

身体障害者手帳 身体上の障害により日常生活に支障をきたす方

18歳未満で、指定された小児慢性疾病であると診断
された方（ただし、18歳に達した時点で引き続き治療が
必要と認められる場合には、満20歳まで延長可能）
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指定難病と小児慢性特定疾病の医療費助成制度は、病院や薬局の
窓口で支払う金額が、ひと月で上限額を超えた場合に、超えた分の
助成を受けられる制度です。
上限額は病気の程度やご家族の所得によって異なりますが、上限額
を超えた月はそれ以降の窓口での支払いがなくなります。

指定難病と小児慢性特定疾病が重複する場合は、小児慢性特定
疾病の給付が優先されます。

赤字：小児慢性特定疾病　青字：指定難病

指定難病と小児慢性特定疾病の医療  費助成制度について教えてください

医療費助成制度のしくみ

医療費全額

医療保険
による負担額

助成額

自己負担額

本来の負担額

負担上限額

所得区分
一般 重症 人工呼吸器

等装着者

所得区分の基準
（）内は夫婦２人・子１人世帯
の場合における年収の目安

自己負担上限額（外来＋入院）

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

市町村民税非課税（世帯）
本人年収：～80万円

ー 0円 0円 0円

1,250円
2,500円

1,250円
2,500円

2,500円
5,000円

2,500円
5,000円

5,000円
10,000円

10,000円
20,000円

2,500円
5,000円

5,000円
10,000円

10,000円
20,000円

15,000円
30,000円

市町村民税非課税（世帯）
本人年収：80万円～

市町村民税 7.1万円未満
（約200万円～約430万円）

市町村民税 7.1万円以上
25.1万円未満 

（約430万円～約850万円）

市町村民税 25.1万円以上
（約850万円～）

入院時の食費 半額自己負担
全額自己負担

500円
1,000円
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今やれること、できることがあります。
気になることがあれば、まず相談しましょう。

デュシェンヌ型筋ジストロフィーによって生じる問題は多岐にわたり
ます。そのため、病気とつきあいながら生活していくためにそれらの
問題を熟知して適切なアドバイスをしてくれる専門医や専門の
スタッフの存在は欠かせません。
医療は日々進歩していますので、定期的に専門の医療機関を受診し、
今の状態にあった最善の治療を受けられるようにしましょう。
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