
デュシェンヌ型筋ジストロフィーの
検査、治療、医療費助成制度
デュシェンヌ型筋ジストロフィーの
検査、治療、医療費助成制度

監修：独立行政法人 国立病院機構
大阪刀根山医療センター 脳神経内科 松村 剛 先生

本冊子は、医師の説明と共にご活用ください。

 VIL-4（EM/EM） 2020年6月作成



　デュシェンヌ型筋ジストロフィーとは
　どのような病気ですか？ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　遺伝子の変異はどのように起こりますか？・・・・・・ 

　デュシェンヌ型筋ジストロフィーの
    診断のための検査について教えてください  ・・・・・・・・・

　  遺伝子検査を受けるとどのようなことがわかりますか？ 

　 遺伝子検査を受ける前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　 デュシェンヌ型筋ジストロフィーの治療法について
　教えてください  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　利用できる医療費助成制度について教えてください ・・・

　 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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

現在、デュシェンヌ型筋ジストロフィーに対して、さまざまな
治療法が開発されており、それらの治療を受けるために、
まずは診断が確定している必要があります。
遺伝子変異が明らかになることで受けられる治療もあり、
遺伝子検査を受けることで治療の選択肢が広がる場合も
あります。
一方、遺伝に関する情報はその家系の中で共有されている
ことがあり、検 査 結 果 によっては 、ご 家 族 に 不 安を生じ
させる可 能 性があります。
そのため 、遺 伝 子 検 査を受ける際には、医 師から十 分な
説明を受けて検査の意義を理解し、検査結果を受けとめる
準備をすることが大切です。

この 冊 子 では 、デュシェンヌ型筋ジストロフィーにおける
遺 伝 子 検 査の意 義から治 療までを詳しくご紹 介します。
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デュシェンヌ型筋ジストロフィーとは   どのような病気ですか？

正常な遺伝子 タンパク質ができる 筋肉ができる

デュシェンヌ型
筋ジストロフィー

の場合

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

正常な場合

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

デュシェンヌ型筋ジストロフィーは、
タンパク質の設計図である遺伝子に変異があり、

「ジストロフィン」というタンパク質が作られなくなる病気です。
ジストロフィンタンパク質は筋肉に存在し、
筋肉の細胞骨格を維持する役割を担っています。

ジストロフィンタンパク質が作られないと、筋肉が壊れやすく、
再生が追い付かなくなるため、徐々に筋力が低下していきます。
その結果、運動機能などさまざまな機能に障害が起こります。
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遺伝子の変異はどのように起こりますか？

デュシェンヌ型筋ジストロフィーは、突然変異に
よっても生じていることが報告されており、必ずしも遺伝
によって発生する病気ではありません。

ジストロフィン遺伝子はX染色体上に存在します。
女性の場合、片方のX染色体に遺伝子変異があっても、
もう一方にある遺伝子が正常であれば、
一般的にはデュシェンヌ型筋ジストロフィーを発症しません。
しかし、男性にはX染色体が1本しかないため、
その中に遺伝子変異があれば、病気を発症します。
そのため、デュシェンヌ型筋ジストロフィーは、主に男児に
みられます。

遺伝子は私たちの体の中で染色体という形をとって、存在
しています。
染色体の１つに性別を決定する
性染色体（X染色体とY染色体）があります。
男性はX染色体とY染色体を1本ずつ、
女性はX染色体を2本持ちます。

ジストロフィン
遺伝子変異は
X染色体上で
起こります。

：遺伝子変異あり

X Y
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デュシェンヌ型筋ジストロフィーの診断の    ための検査について教えてください

デュシェンヌ型筋ジストロフィーを診断するための
検査にはジストロフィン遺伝子の変異を調べる

「遺伝子検査」や筋肉中のジストロフィンタンパク質の
量や状態を調べる「筋生検」などがあります。

デュシェンヌ型筋ジストロフィーの診断の流れ

病歴・身体所見の確認

遺伝子検査・筋生検などの検査

尿検査・血液検査※

デュシェンヌ型筋ジストロフィーの診断

遺伝子変異を確認することは、
診断や治療方針の決定に役立ちます。

ジストロフィンの遺伝子検査では、まずMLPA法を行います。
MLPA法で遺伝子変異が特定できない場合にシーケンス解析
という検査を行います。どちらも血液検査で行うことができ、
デュシェンヌ型筋ジストロフィーが疑われる場合に保険適用
となります。

また、筋肉組織の一部を採取して検査する筋生検を行う場合も
あります。

※その他にも筋CTやMRIなどの検査を受ける場合があります。
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遺伝子検査を受けるとどのようなこと  がわかりますか？

遺伝子変異の例遺伝子検査を受けると、
遺伝子変異の種類や場所がわかります。
デュシェンヌ型筋ジストロフィーの治療は進歩しており、
遺伝子変異の種類によっては新しい治療法を
取り入れることができる場合があります。

ジストロフィンタンパク質を作る遺伝子には79個の「エクソン」と
呼ばれる部分があります。デュシェンヌ型筋ジストロフィーの原因
となる遺伝子変異には、「一部のエクソンが抜けている」「同じ
エクソンが重複している」「エクソンの中身が置き換わっている」
などがあります。
遺伝子検査は、遺伝子変異の種類や場所を特定するための
検査で、主にMLPA法やシーケンス解析という方法で行われます。

MLPA法では一部のエクソンが抜けている、同じエクソンが重複
していることを検査することができます。
MLPA法では、約70%のデュシェンヌ型筋ジストロフィー
患者さんの変異を特定することができます。

MLPA法

正常な遺伝子

ジストロフィン遺伝子

ジストロフィン遺伝子

遺伝子に変異あり
一部のエクソンが抜けている

同じエクソンが重複している

エクソンの中身が置き換わっている

正常な場合

隣り合ったエクソンがうまくつながっている。

タンパク質の元になる部分を
エクソンという

隣り合ったエクソンがうまくつながらない。
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シーケンス解析では、MLPA法で発見できないエクソンの中の
細かな変異を見つけることができます。

MLPA法を含めて、遺伝子検査が保険適用となるのは原則1回
ですが、遺伝子変異が特定できなかった場合は、追加で行う
シーケンス解析も保険適用となります。

遺伝子検査を受けるとどのようなことがわかりますか？

シーケンス解析

エクソンの中身が置き換わっている

シーケンス解析によって特定できる

正常な場合

変異がある
変異
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遺伝子変異についての詳しい情報を得るためには、
遺伝子検査を受ける必要があります。
しかし、遺伝子検査は病気を引き起こす遺伝子を
持っているかどうかがわかる検査でもありますので、
原因となる遺伝子を持っていることがわかった場合、
患者さんやご家族が不安を感じられることがあります。
また、病気の遺伝について悩まれることがあるかもしれません。

遺伝カウンセリングとは、このような遺伝子検査や診断に
関する不安や疑問点を解決に導くためのカウンセリングのことです。

遺伝カウンセリングでは遺伝性のある病気や、
発症のリスクを知ることで生じる患者さんやご家族の心の葛藤、
ご不安などに専門のスタッフが対応します。

遺伝専門医や遺伝カウンセラーなどの専門のスタッフが
一人ひとりに合わせたアドバイスを行います。
最近では、遺伝子検査を実施する前に、
遺伝カウンセリングを受けるよう勧めている医療機関も
増えてきています。
遺伝カウンセリングを希望される場合は、
主治医や医療機関の窓口にご相談ください。

遺伝子検査を受ける前に

13 14



デュシェンヌ型筋ジストロフィーの治療   法について教えてください

デュシェンヌ型筋ジストロフィーの治療では、
リハビリテーションやステロイド療法、
エクソンスキッピング 療 法 などの 薬 物による治 療を
行い、運動機能の低下を抑えます。

リハビリテーション

薬物治療

リハビリテーションは症状に合わせて行います。
デュシェンヌ型筋ジストロフィーでは運動するための
筋 力 だ けでなく、呼 吸 をするた め の 筋 肉 の 動きも
少しずつ低 下していきます。
また、筋肉が使いづらくなると、関節が硬くなり、変形
するようになります。
これらの症状の進行を抑えるために、さまざまなリハ
ビリテーションを行います。

●関節の変形などを防ぐための
　トレーニングやストレッチ、マッサージ
●肺の動きを保つための呼吸リハビリテーション

リハビリテーションの例

そく  わん

一 般 的に5 歳 頃になり運 動 機 能の低 下がみられ た
段 階で、ステロイド療 法が 検 討されます。
筋力が低下するのを遅らせることで、歩行が可能な
期間を延長できるとされています。また、側弯症 などの
合 併 症の発 症を遅らせる効 果も期 待できます 。

●エクソンスキッピング療法

変異のある遺伝子に働きかけ、ジストロフィンタンパク質
を作れるようにする効果が期待されています。
エクソンスキッピング療法は全ての患者さんが対象と
なるわけではありませんので、遺伝子検査で変異の
種類を確認する必要があります。

●ステロイド療法

ジストロフィンタンパク質
正常より短いが

機能するタンパク質ができる
筋肉を

壊れにくくする
エクソンがうまく

つながる

エクソンがうまく
つながらない

特定のエクソンに
薬がくっつく

エクソンが
取り除かれる

一部のエクソンが
抜けている

エクソンスキッピング薬
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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

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

自治体
認定の審査

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。

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）

17 18



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。

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 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。

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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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。

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。
近年では、新しい治療薬の開発も進められています。

デュシェンヌ型筋ジストロフィーの医療は日々進歩していますので、
ご家族だけで悩まず、定期的に専門の医療機関を受診し、
医師や専門スタッフのアドバイスを受けられるようにしましょう。
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