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ゴーシェ病とは

グルコセレブロシド
（グルコシルセラミド）

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。

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。

〈健康な細胞〉 〈ゴーシェ病の細胞〉

グルコース セラミド

グルコセレブロシドが分解されず内臓や骨などに蓄積して、さまざまな症状を引き起こします。
ゴーシェ病では、グルコセレブロシダーゼがない、もしくは不足しているため、
通常、グルコセレブロシドは「グルコセレブロシダーゼ」と呼ばれる酵素によって分解されます。
糖と脂質が結合した糖脂質のひとつにグルコセレブロシドがあります。
私たちの体に必要な栄養素には、脂質、糖質、たんぱく質などがあります。

井田博幸. ライソゾーム病-最新の病態,診断,治療の進歩-. 衞藤義勝(編),初版, 診断と治療社, 2011; 14, 144-148
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症 状

脳にグルコセレブロシドが変化した
グルコシルスフィンゴシンという物質が蓄積して
発現
水平性眼球運動障害 
斜視
喉頭痙攣(こうとうけいれん）
全身性強直間代性痙攣
(ぜんしんせいきょうちょくかんたいせいけいれん）
進行性ミオクローヌスてんかん
精神運動発達遅滞（せいしんうんどうはったつちたい） 
嚥下障害（えんげしょうがい）
喘鳴（ぜんめい） 
後弓反張（こうきゅうはんちょう）
開口障害（かいこうしょうがい） 
筋緊張亢進（きんきんちょうこうしん）

●神経の症状：

骨の細胞にグルコセレブロシドが蓄積して発現
骨痛
エルレンマイヤーフラスコ変形
骨壊死
病的骨折
骨クリーゼ
小児の低身長

●骨の症状：

肝臓や脾臓の細胞にグルコセレブロシドが蓄積
して発現
脾腫
肝腫大

●内臓の症状：

グルコセレブロシドが蓄積したゴーシェ細胞がどこに蓄積するかによって、発現する症状が変わります。

酒井規夫，総論，ゴーシェ病UpDate（衞藤義勝，井田博幸 責任編集），26-28，2016，診断と治療社より参考 

症状の程度・進行には個人差があります。

脾臓が腫れて大きくなり、働きが活発になることで
発現
血小板減少（血が止まりにくくなる、鼻出血）
貧血（疲れやすい、顔色不良）

●血液の症状：
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症状の程度・進行には個人差があります。症 状(つづき)

不自然な眼球運動として認められます。左右の物を見るときに、目で追うのではなく頭を動かす
という特有の動きをします。この症状にご両親が気づかれることがあります。

水平性眼球運動障害（Ⅱ型、Ⅲ型）

自分の意思とは無関係に筋肉が動く症状です。手足がピクピクと震えるように動きます。全身が痙攣する
ような大きな発作はてんかん発作の一種で、大発作（だいほっさ）と呼ばれます。大きなてんかん発作が
起こると意識を失うことがあります。

痙攣（けいれん）（Ⅱ型、Ⅲ型）

ゴーシェ病の患者さんが感じる骨痛の実際の症状は、関節が痛い、皮膚と骨の間が痛い、呼吸をして血流を
感じるところが痛い、血管が痛い、など多様です。症状がひどい場合は、激しい痛みにより動けない、
眠れないなど、日常生活に影響することもあります。ゴーシェ病の治療を受けることで痛みの軽減に
つながったという声もあります。

骨痛（Ⅰ型、Ⅲ型）

肝臓や脾臓が腫れて大きくなり、見た目でわかるくらいお腹がふくれることがあります。お腹の張りに
違和感をおぼえる患者さんもいます。ゴーシェ病の診断のきっかけとして多い症状です。

脾腫/肝腫大（Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型）
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病型の分類

ゴーシェ病は神経の症状があるかないか、また、
神経症状の重さによりⅠ～Ⅲ型の3つのタイプに分類されます。

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―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」調査研究班ホームページより一部改変（www.japan-lsd-mhlw.jp）（2022年2月16日アクセス確認）

ゴーシェ病の3つのタイプ

発症時期

病型

神経の症状
（痙攣、斜視、眼球運動異常、

発達の遅れなど）
なし

Ⅰ型
幼児～成人 乳児 幼児～成人

Ⅱ型 Ⅲ型

なし

あり あり

あり
（強い）

あり
（Ⅱに比べ軽い）

なし～あり

なし～あり なし～あり

肝臓、脾臓の症状
（肝臓や脾臓の腫れ）

骨の症状
（骨痛、骨折など）
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症状の程度・進行には個人差があります。病型の特徴

酒井規夫，総論，ゴーシェ病UpDate（衞藤義勝，井田博幸 責任編集），26-41，2016，診断と治療社 
Tajima, A. et al. Molecular Genetics and Metabolism 2009;97:272-277
　

Ⅰ型（非神経型）
・幼児から成人まで幅広い年齢層で発症します。
・痙攣などの神経症状は認められません。
・主な症状として、肝臓や脾臓が大きくなる、貧血や血が止まりにくい、 骨の痛みなどがみられます。
・Ⅰ型からⅢ型に移行される方もいます。

Ⅱ型（急性神経型）
・乳児期に発症します。
・痙攣、斜視、口を開けにくい、発達の遅れなどの神経症状が認められます。
・神経症状が急速に進行します。
・骨症状が認められることはあまりありません。

Ⅲ型（亜急性神経型）
・幼児から成人まで幅広い年齢層で発症します。 
・神経症状が出現しますが一般的に、Ⅱ型と比べ進行は遅く緩やかです。
　進行の度合には個人差があります。
・神経症状は多様で、眼球運動障害や痙攣、ミオクローヌス発作、精神運動発達遅滞・退行、失調、
　不随意運動などが認められます。

 5



ゴーシェ病を診断するための検査

スクリーニングや鑑別のために実施される検査

 確定診断をするために必要な検査

 小児慢性特定疾病情報センターホームページ ゴーシェ(Gaucher)病 診断の手引きより参考　　
＊骨髄穿刺：胸骨、もしくは腰にある腸骨に針を刺して、骨の中にある骨髄組織を採取する検査。

グルコセレブロシダーゼ酵素活性測定
グルコセレブロシダーゼの働きが十分かを
血液や培養した皮膚の細胞で調べます。

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。

グルコセレブロシドが蓄積した細胞（ゴーシェ細胞）がないかを
骨髄穿刺＊で調べます。

骨髄検査 ： ゴーシェ細胞の有無

ゴーシェ病の場合に変動する検査値を調べます。

血液検査 ： ヘモグロビン値（低下）、血小板数（減少）、
アンジオテンシン変換酵素（ACE）値（上昇）

大腿骨の変形（エルレンマイヤーフラスコ変形）や骨髄へのゴーシェ細胞浸潤を調べます。
画像検査 ： X線やMRI
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治療法

酵素補充療法（ERT）
・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
　実施されている標準的な治療法です。
・血液の症状（貧血、血小板減少など）、肝臓や脾臓の腫れ、骨の痛みなどを正常化したり
　改善したりすることが期待できます。
・神経症状への効果は期待できません。

保険適用 点滴静注

ゴーシェ病には治療法があります。
以下の治療によって症状の改善が期待できます。

ERT：Enzyme Replacement Therapy

酵 素

グルコセレブロシド
（グルコシルセラミド）

〈ERTによる治療〉

グルコース
セラミド

酵 素

補 充

酵素活性低下

〈ゴーシェ病〉 グルコセレブロシド
（グルコシルセラミド）

グルコセレブロシドが
分解されずに蓄積していく

補充した酵素が
グルコセレブロシドを
分解する
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治療法(つづき)

基質合成抑制療法（SRT）
・グルコセレブロシドを作る酵素の働きを抑えて、ゴーシェ病の症状を改善させる治療法です。
・ERTと同様に神経症状の改善は期待できません。
・投与前の検査で適切に使用できると判断された場合に限り、実施することができます。

保険適用 経口薬

グルコース
セラミド

グルコース
セラミド

働きを抑える

グルコセレブロシドの合成が抑制された結果、
グルコセレブロシドが体にたまりにくくなり、
ゴーシェ病の症状に対して効果を発揮する

グルコセレブロシドが体にたまると、
ゴーシェ病になる

基質合成酵素 基質合成酵素

〈SRTによる治療〉〈ゴーシェ病〉

グルコセレブロシド
（グルコシルセラミド）

グルコセレブロシド
（グルコシルセラミド）

SRT：Substrate Reduction Therapy
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治療法(つづき)

保険適用

・健康なドナー（提供者）から採取した造血幹細胞を患者さんに
   移植する治療法です。
・移植した造血幹細胞が生涯にわたって正常なグルコセレブロシダーゼを
   作るため、 血液、内臓、骨症状の改善が期待できますが、神経症状に対する
   効果には個人差があります。
・ドナーの必要性があることや手技が侵襲的なので、
　移植適応の患者さんは限られています。

造血幹細胞移植

ケミカルシャペロン療法 研究中

・神経症状の改善を期待する治療法ですが、現在、研究中で
　保険適用されていません。
・全ての患者さんに効果が認められる治療法ではありません。
　特有な遺伝子変異を持った患者さんのみに効果が認められるので、
　投与前に遺伝子変異を調べる必要があります。
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＊ABR：Auditory brainstem response

ヘモグロビン値、血小板数、アンジオテンシン変換酵素（ACE）値など
血液検査

肝臓・脾臓の検査
肝臓容積、脾臓容積

眼球運動検査、脳波、聴性脳幹反応検査（ABR＊）、発達知能検査など
神経の検査

単純X線、MRI、骨密度†、骨代謝マーカー††
骨の検査
†大腿骨、腰椎の骨密度をDEXA法で測定し、ZスコアまたはTスコアと呼ばれる健常者と比較した値（スコア）で評価します。

††骨吸収マーカーおよび骨形成マーカーを測定します。骨吸収マーカーには、酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ（TRACP-5b）、1型コラーゲン架橋N-テロペプチド（NTX）など、
骨形成マーカーには、骨型アルカリフォスファターゼ（BAP）、オステオカルシン（OC）などがあります。

その他の検査
心電図、胸部X線、胸部CTなど

治療を継続していくなかで実施する検査

 10



ゴーシェ病とのつきあいかた

肝臓や脾臓が腫れている方は、お腹を打つ可能性のある激しい運動を
控えるようにしましょう。血小板数が少ない方は、血が止まりにくくなる
ことがあるためにケガに注意をしたり、貧血の方は、疲れやすくなる可能性が
あるのでこまめに休憩をとったりするなどして、無理をせずにゴーシェ病と
うまくつきあっていきましょう。

不安なことやわからないことがあれば、ひとりで悩まずに、かかりつけの
医師や遺伝カウンセラー、患者さんやご家族で構成されている患者の会
に相談してみましょう。

現在の治療法は症状の改善や進行を抑える治療であり、
ゴーシェ病を完治させるものではありません。
症状の程度・進行には個人差があり、継続的に治療を
続けていく必要があります。
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遺伝カウンセリングについて

NPO法人 遺伝カウンセリング・ジャパン　http://www.npo-gc.jpn.org/about_GC.html#01

「遺伝の病気ってどういうこと？」
「遺伝子検査って何？」「これからどうしたらいいの？」
「家族が結婚を控えているけれど、相手の家族にはどう話したらいいの？」
「出産を考えているけれど不安」など、心配や不安なことがありましたら、
患者さんだけでなく、ご家族の方も、かかりつけの先生にご相談いただくことはもちろん、
遺伝カウンセラーが相談に応じる「遺伝カウンセリング」を受けることが可能です。
遺伝カウンセリングを受けられる病院は、
「全国遺伝子医療部門連絡会議」のホームページより検索することが可能です。
 

遺伝カウンセリングとは

http://www.idenshiiryoubumon.org/cgi-bin/search1.cgi?CAT1=4&CAT2=1（2022年2月16日アクセス確認）

 
遺伝子や遺伝のメカニズムが関与する疾患や体質について、患者さんやご家族の
お話を伺いながら、医療情報をわかりやすく説明したり、心理社会的なサポートを
行って、患者さんの理解と納得を支える医療サービス

（2022年2月16日アクセス確認）

 1２　



相談できるところがあります

●福祉事務所

https://www.nanbyou.or.jp/entry/1361難病情報センター 都道府県・指定都市難病相談支援センター一覧
● 都道府県・指定都市難病相談支援センター

●お住まいの自治体の保健所　など

厚生労働省　生活保護・福祉一般:福祉事務所
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/fukusijimusyo/index.html

公共機関

ホームページ　https://www.gaucherjapan.com/
Tel　080-3727-5454
Email　gaucherjapan@gmail.com
Facebook　https://www.facebook.com/gaucherjapan

患者およびその家族より構成される団体です。
病気や治療に関する情報共有を行っています。お気軽にご連絡ください。

（2022年2月16日アクセス確認）

（2022年2月16日アクセス確認）

（2022年2月16日アクセス確認）

（2022年2月16日アクセス確認）
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ゴーシェ病に関する情報を多数ご用意しています。
日当たりの良い穏やかなテラスで時を過ごすように、
ゆっくりとご覧ください。

https://www.gaucherterrace.jp

●

●

●

●

●

●

ゴーシェ病について
（ゴーシェ病の原因、症状、診断方法、治療法を解説）
患者さん・ご家族のお話
（症状について・学校や職場生活・将来のことなどのお話）
動画で見る専門医のゴーシェ病講座
（専門医がイラストなどを使用し説明）
世界各国のゴーシェ病患者さんの動画
（日本を含む世界各国の患者さんのご経験や希望を伝える動画）
社会保障制度（医療費助成制度の内容紹介）
用語集（医師・医療従事者らとの会話でよく出てくる用語の解説）

主なコンテンツ

ゴーシェ病患者さんとご家族のための専門サイト：ゴーシェテラス

 14



医療費を助成してくれる制度があります

公益財団法人  難病医学研究財団/難病情報センター
　https://www.nanbyou.or.jp/entry/3756 

国の難病対策

医療費に関係する支援制度
（2022年2月16日アクセス確認）

厚生労働省  小児慢性特定疾病対策の概要
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078973.html 

小児慢性特定疾病対策
（2022年2月16日アクセス確認）

●医療費控除
国税庁 医療費を支払ったとき（医療費控除）　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm（2022年2月16日アクセス確認）

厚生労働省  高額療養費制度を利用される皆さまへ
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html?utm_source=echofon

●高額療養費制度

（2022年2月16日アクセス確認）

など

・自立支援医療制度
・重度障害者医療費助成制度
・重度心身障害者医療費助成制度

厚生労働省 自立支援医療 　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/
お住まいの自治体　

お住まいの自治体　

●その他の医療機関の窓口で支払う自己負担額が軽減される制度
（2022年2月16日アクセス確認）

 15



ゴーシェ病：常染色体劣性遺伝
私たちの体は、父親と母親から体をつくる情報となる遺伝子を
１つずつ受け継ぎます。ゴーシェ病に関与する遺伝子を両親から１つずつ
受け継いだ場合、ゴーシェ病を発症します。

ゴーシェ病に関与する遺伝子を1つ受け継いだだけでは、ゴーシェ病は発症しません。

理論上、お子さまがゴーシェ病を発症する確率は4分の1となります。

25% 25% 25% 25%25% 25% 25% 25%

ゴーシェ病

父親父親

ゴーシェ病に関与する
遺伝子を1つ保有して
いる

ゴーシェ病に関与する
遺伝子を1つ保有して
いる

子供は、父親と母親から
遺伝子を1つずつ受け
継ぐ

ゴーシェ病に関与する
遺伝子を両親から
それぞれ1つずつ
受け継いだ場合、
ゴーシェ病を発症

〈常染色体劣性遺伝〉
母親母親

子 子 子子 子 子 子子

：ゴーシェ病に関与する遺伝子
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疫 学

日本での患者さんは、2000年までに約150人が
確認されています。
厚生労働省難治性疾患等政策研究事業　ライソゾーム病（ファブリー病含む）に関する調査研究班

日本人では、約33万人に１人の割合で発症すると
いわれています。
Owada MY,et al.Journal of the Japan Pediatric Society. 2000;104（7）:717-722.

日本人では、神経症状を示すⅡ型、Ⅲ型が多く、
全体の約６割を占めます。
井田博幸.ゴーシェ病 別冊 日本臨牀 新領域別症候群シリーズNo.20 先天代謝異常症候群（第2版）下. 2012;465-467.
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