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健康な細胞 ゴーシェ病の細胞

グルコセレブロシド

細胞内のグルコセレブロシドは分解
されて細胞の外に排出されます。

細胞内のグルコセレブロシドは分解
されず細胞の中に蓄積されていきます。

糖質、脂質、たん白質は三大栄養素です。また糖脂質は細胞を構成するうえで重要な

物質であり、「グルコセレブロシド」はこの糖脂質の1つです。

通常は、この「グルコセレブロシド」は細胞の中の「ライソゾーム」という
しょうきかん

小器官にある「グルコ

セレブロシダーゼ」という酵素によって分解されます。しかし、ゴーシェ病では、生まれつき

この酵素がなかったり、働きが弱まったりしているので「グルコセレブロシド」を分解する

ことができず、内臓や骨などに蓄積されて全身にさまざまな症状が引き起こされます。

聞いたことのない病名ですが、
どんな病気ですか？

ゴーシェ病とは

「ゴーシェ病」と診断された患者さんと

そのご家族の方へ　

「ゴーシェ病」という今まで聞いたことのない病名に、

患者さんもご家族の方も、とまどいや不安を抱えていることと思います。

ゴーシェ病は日本人では約33万人に1人の有病率 1）と推定されている

非常にまれな病気で、日本国内での患者さんの数は

約150人 2）ほどです。

病気についての情報も少なく、お困りの方も多いと思います。

病気についての情報を得て、病気を正しく理解することは、

治療を進めていく上でもとても大切になります。

この「ゴーシェ病ガイドブック」では、

ゴーシェ病の症状、診断、治療について分かりやすくまとめています。

この冊子により、患者さんとご家族の方などのゴーシェ病への

ご理解が深まれば幸いです。

１）大和田操、ほか. 日本小児科学会雑誌. 2000; 104: 717-722.
２）厚生労働省難治性疾患等政策研究事業ライソゾーム病に関する調査研究班の調査、2006.
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神経の症状

ゴーシェ病の症状 ゴーシェ病の3つのタイプ

ゴーシェ病は、その症状や発症時期から以下のように3種類に分類されます。

Ⅰ型は幼児～成人にみられ、肝臓・
ひぞう

脾臓・骨・血液症状が中心で神経の症状はありません。

Ⅱ型とⅢ型では神経の症状がありますが、その症状の強さや発症時期が異なります。

発症時期

神経の症状
（けいれん、

しゃし

斜視、口を開けにくいなど）

肝臓、
ひぞう

脾臓、血液の症状
（肝脾腫、貧血、血が止まりにくいなど）

骨の症状
（骨の痛み、骨折、成長の遅れなど）

Ⅰ型

幼児～成人

なし

なし～あり

なし～あり

Ⅱ型

乳児

あり（強い）

あり

なし

Ⅲ型

幼児～成人

あり

あり

なし～あり

ゴーシェ病では、グルコセレブロシドが肝臓や
ひぞう

脾臓の細胞に蓄積するので、これらの

臓器が肥大化し、おなかが大きくなります（
かんぴしゅ

肝脾腫）。この結果、
ひぞう

脾臓の血液を壊す

機能が活発になって貧血が起こったり、出血を止めるときに働く「血小板」が減るために

血が止まりにくくなったりします。

骨に蓄積すると、骨に痛みを感じたり、骨折が起きます。成長期の子供の場合、骨の

成長が遅れ、発育に影響が出る場合もあります。

脳に蓄積すると、けいれん、
しゃし

斜視、口を開けにくいなど神経の症状があらわれます。

けいれん
しゃし

斜視
口を開けにくい

血液の症状
貧血
血が止まりにくい

内臓の症状
かんぴしゅ

肝脾腫

骨の症状
骨の痛み
骨折
成長の遅れ

ゴーシェ病とは

どんな症状があるのでしょう？

ゴーシェ病の病型

厚生労働科学研究難治性疾患政策研究事業　ライソゾーム病、ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィーを含む）における良質
かつ適切な医療の実現に向けた体制の構築とその実装に関する研究ホームページ
（http://www.japan-lsd-mhlw.jp/lsd_doctors_gaucher.html）より作成
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ゴーシェ病が疑われたら、まず培養した皮膚の細胞で酵素の働きの程度を調べます。

また、遺伝子解析によりゴーシェ病に特有な遺伝子変異がないかを調べます。

補助的な検査として、骨髄の状態や血液中の酵素の値を調べることもあります。

ゴーシェ病を完治できる治療法はまだありませんが、以下の治療によって症状を改善

させることができます。

酵素補充療法のお薬は日本にはこれまで1種類しかありませんでしたが、新たなお薬

が登場し、患者さんに合わせて治療を選択することができるようになりました。

主治医の先生と相談しながら、治療していきましょう。

ゴーシェ病とは

どんな検査や診断をするのでしょう？ どんな治療をするのでしょう？

ゴーシェ病の診断 ゴーシェ病の治療法

酵素補充療法

不足しているグルコセレブロシダーゼを点滴によって体外から補う、現在最もよく行われている治療法です。

血液の症状（貧血、血小板減少など）、
かんぴしゅ

肝脾腫、骨症状を正常化したり改善したりすることができます。

神経症状の改善は期待できません。

基質合成抑制療法

グルコシルセラミド（＝グルコセレブロシド）を合成する酵素の働きを阻害して、グルコセレブロシドが

作られるのを抑えゴーシェ病の症状を改善させる治療法です。

経口で投与できるお薬です。神経症状の改善は期待できません。

骨髄移植

血液の症状や骨症状だけではなく、神経の症状の進行抑制にも効果が期待できます。ただし、

移植に伴う拒絶反応などの合併症の可能性があるため、限られた患者さんにのみ行われています。

確定診断をするために必要な検査

グルコセレブロシダーゼ酵素活性

遺伝子解析
ゴーシェ病特有の遺伝子変異がないかを調べます。

グルコセレブロシダーゼの働きが弱まっていないかを、培養した皮膚の細胞で調べます。

補助的に行われる検査

ゴーシェ細胞の有無

血清酸性ホスファターゼ値、アンジオテンシン変換酵素値
血液中の酵素の値が上昇していないかを調べます。

グルコセレブロシドが蓄積した細胞（ゴーシェ細胞）がないかを、骨髄で調べます。
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こんなことに気をつけましょう

妊娠でゴーシェ病と知る

たんせき

胆石で入院した際（19歳当時）に
ひぞう

脾臓が大きいことがわかり、後から考えるとそれが

ゴーシェ病の前兆でした。しかし、そのときはゴーシェ病だとはわかりませんでした。

専門学校を卒業後、就職して結婚し、一人目の子供を妊娠したとき（23歳当時）に、

血小板減少と
ひしゅ

脾腫の原因の精査の結果、ゴーシェ病と診断されました。ゴーシェ病は

専門医が少ないようでしたが、運がよく、たまたま同じ病院の小児科でゴーシェ病を

ご存じの先生に診ていただくことができました。症状も体がだるくめまいがあった

程度ですし、当時はインターネットもないので情報がなく、ゴーシェ病について詳しく

知ることもできませんでした。

ある患者さんのおはなし

ゴーシェ病発症後に妊娠・出産

その後、二人目（25歳当時）と三人目（32歳当時）を出産しました。一人目を妊娠した

ときにゴーシェ病とわかり、まずは「子供は産めるのか？」ということが心配でしたが、

無事に三人とも出産することができました※。

ほかの患者さんとも交流しています

患者会に参加して、ほかの患者さんや、ゴーシェ病のお子さんを持つ保護者の方 と々

交流しています。ママさんたちはみなさんがんばっていらっしゃるので、私も同じ子供

を持つ身としてお力になれればと。ほかの患者さんとの情報交換やはげましあいが

できますし、一人でがんばっている方は参加されるとよいのではないかと思います。

42歳 事務職・主婦 /ゴーシェ病Ⅰ型

ゴーシェ病とともに

患者さんによって異なりますが、

一般的には以下のようなことに注意して生活してください。

そのほか、主治医の先生の指示にしたがってください。

かんぴしゅ

肝脾腫がある方は、おなかを打ったりする危険性のある激しい運動や、

格闘技など接触の多いスポーツはできるだけしないほうがよいでしょう。

骨の症状がある方は、激しい運動や転倒などによる

骨折のリスクがありますので注意しましょう。

血小板が少ない方は、血が止まりにくいことがあります。

ケガに注意しましょう。

貧血がある方は、運動や疲れやすい作業をするときには

こまめに休憩を取るようにしましょう。

※すべての患者さんが同様ではありません。妊娠・出産の際は主治医にご相談ください。
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※すべての患者さんが同様ではありません。妊娠・出産の際は主治医にご相談ください。



平成27年1月1日より「難病の患者に対する医療等に関する法律」、「児童福祉法の一部を改正する

法律」が施工され、新たな難病医療費補助制度が導入されています。

小児慢性特定疾病医療費助成制度（18歳未満の方が対象※１）

指定難病医療費助成制度（成人の方が対象）

小児慢性特定疾病と診断された※2小児の患者さんが受けられる医療費助成制度です。保険診療で自己負担した金額
の一部が助成されます。（自己負担上限額が世帯の「市町村民税（所得割）の税額」を基準として設定されています。）

難病医療費助成制度を利用すると医療費の自己負担割合は2割となりますが、医療費助成制度における自己負担の上
限額は、外来・入院の区別を設定しないで、世帯の所得に応じて設定されます

小児慢性特定疾病医療費助成制度による医療費の自己負担上限金額（月額・円）

難病医療費助成制度による医療費の自己負担上限金額（月額・円）

※「重症」とは、①高額な医療が長期的に継続する者（医療費が5万円/月を超える月が年間6回以上ある場合）
②小児慢性特定疾患治療研究事業の重症患者基準に適合する者

※「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者（たとえば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が
　1万円を超える月が年間6回以上）。

※１引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の方も対象となります。
※２ライソゾーム病（ゴーシェ病含む）の診断は、重症度分類でステージ1以上の方が対象となります。

平成27年1月より医療費助成制度が変わりました。

詳しくは、お住まいの市区町村や保健所、保健センター、「難病相談・支援センター」などにお問い合わせ下さい。

ゴーシェ病は、「指定難病」および
「小児慢性特定疾病」として国から指定されており、
支援制度を利用することができます。

ゴーシェ病とともに

指定難病と診断された※2患者さんが受けられる医療費助成制度です。保険診療で自己負担した金額が助成
されます。（自己負担上限額が世帯の「市町村民税（所得割）の税額」を基準として設定されています。）

階
層
区
分

生活保護等　

低所得Ⅰ（～約80万円）

（本人年収 ～80万円）

（本人年収 80万円超～）

-

低所得Ⅱ（～約200万円）

一般所得Ⅰ
（～市区町村民税 7.1万円未満、～約430万円）

一般所得Ⅱ
（～市区町村民税 25.1万円未満、～約850万円）

上位所得
（～市区町村民税 25.1万円～、約850万円～）

入院時の食費

入院時の食費 全額自己負担

15,000

10,000

10,000

5,000

5,000

2,500

2,500

1,250

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅵ

Ⅴ

Ⅳ
500

階層区分

上位所得

一般所得Ⅱ

一般所得Ⅰ

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

生活保護

0

一般 重症（※） 人工呼吸器等
装着者

一般 高額かつ
長期（※）

1/2自己負担

年収の目安
（夫婦2人子1人世帯）

階層区分の基準
（（ ）内の数字は、夫婦２人世帯の場合に

おける年収の目安） 

自己負担上限額
（患者負担割合：２割、外来＋入院）

市町村民税
非課税

市町村民税非課税
（世帯）

市町村民税 課税以上 7.1万円未満
（約160万円～約370万円）

市町村民税 7.1万円以上25.1万円未満
（約370万円～約810万円）

市町村民税 25.1万円以上
（約810万円～）

人工呼吸器等
装着者

5,000

2,500

5,000

2,500

20,000

10,000

5,000

30,000

20,000

10,000
1,000

0 0 0

自己負担上限額
（患者負担割合：２割、外来＋入院）

小児慢性特定疾病情報センター ホームページ（https://www.shouman.jp/assist/expenses）より作成

難病情報センター ホームページ（http://www.nanbyou.or.jp/entry/5460）より作成
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ゴーシェ病患者さんとご家族のための専門サイト

ゴーシェ病に関する情報を多数ご用意しています。
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