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日本で使われている全て同じ原因遺伝子の 

筋細胞膜の修復に関係する病名用語です。 
 

        「Dysferlin」 

        ディスファーリン もしくは ジスフェルリン 
 

        「Dysferlinopathy」 

        ディスファーリノパシー  もしくは ジスフェルリノパチー 
 

        「三好型」 

        三好型筋ジストロフィー もしくは 三好型ミオパチー 

        ＊海外ではMiyoshi myopathy（三好型ミオパチー）とも呼ばれています 

【はじめに】 



ディスファーリノパシー 

Dysferlinopathyとは？ 

ディスファーリン遺伝子異常（Dysferlin遺伝子異常）が 

原因で発症する筋原性疾患（筋疾患）を総称した病名です。 
 

 

     １．肢帯型筋ジストロフィー2B/R2 

       （LGMD2B / LGMD R2） 

     ２．三好型筋ジストロフィー 

     ３．遠位前方コパートメントミオパチー 
 

 

これらは、原因遺伝子が同じなので共に臨床試験、治験、 

治療を受けることが出来ます。 



筋原性疾患（筋疾患）とは？ 
ミオパチー/Myopathy  

筋肉そのものに原因があり筋肉が萎縮してゆく病気を総称して 
筋原性疾患（筋疾患）と言い広義のミオパチーと呼びます。 
筋病理診断では、筋ジストロフィーと狭義のミオパチーに区分 
されます。 

【筋原性疾患（ミオパチー/Myopathy）】 
（広義のミオパチー） 

「筋ジストロフィー （Dystrophy）」 
 

「筋疾患の定義」 
筋細胞の壊死・再生を主病変とする物 
 
「筋細胞の構造」 
筋細胞に特殊な構造物が無い物 

「ミオパチー（Myopathy）」 
（狭義のミオパチー） 

「筋疾患の定義」 
筋ジストロフィー以外の筋疾患 
 
「筋細胞の構造」 
筋細胞に特殊な構造物がある物 



【筋原性疾患（ミオパチー/Myopathy）】 
（広義のミオパチー） 

「筋ジストロフィー （Dystrophy）」 
 

肢帯型筋ジストロフィー2B/R2 
ジストロフィノパチー（DMD/BMD） 
顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー 
筋強直性筋ジストロフィー 
先天性筋ジストロフィー 
眼咽頭型筋ジストロフィー その他 

「ミオパチー（Myopathy）」 
（狭義のミオパチー） 

 
 
 
 
 
先天性ミオパチー その他 

遠位型ミオパチーとは？ 
Distal Myopathy 

体幹から遠い筋肉（遠位筋）から萎縮してゆく筋疾患を総称して 
遠位型ミオパチーと言います。筋病理診断では、筋ジストロフィーと 
狭義のミオパチーに区分されます。三好型筋ジストロフィーは筋病
理診断で筋ジストロフィーに区分されるので、遠位型ミオパチーに
三好型を含めていることには医学的にもかなり無理があります。 

「遠位型ミオパチー」 
三好型筋ジストロフィー 
GNE myopathy 
眼咽頭遠位型ミオパチー その他 



【筋原性疾患（ミオパチー/Myopathy）】 
（広義のミオパチー） 

「筋ジストロフィー （Dystrophy）」 
 

肢帯型筋ジストロフィー2B/R2 
ジストロフィノパチー（DMD/BMD） 
顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー 
筋強直性筋ジストロフィー 
先天性筋ジストロフィー 
眼咽頭型筋ジストロフィー その他 

「ミオパチー（Myopathy）」 
（狭義のミオパチー） 

 
 
 
 
 
先天性ミオパチー その他 

遠位型ミオパチーは遠位筋優位？ 
Distal Myopathy 

初期症状で三好型筋ジストロフィーは遠位筋優位で肢帯型筋ジスト
ロフィー2B/R2は近位筋優位とされていますが、Jain Foundationが
行ったDysferlinopathy臨床アウトカム研究では、三好型筋ジストロ
フィーと肢帯型筋ジストロフィー2B/R2では筋力障害分布（近位筋遠
位筋）の差はなかったと報告されています。 

「遠位型ミオパチー」 
三好型筋ジストロフィー 
GNE myopathy 
眼咽頭遠位型ミオパチー その他 



遠位型ミオパチーと 
Dysferlin遺伝子異常の筋疾患 

筋病理診断で、ディスファーリン遺伝子異常が原因で発症する筋疾患は
全て筋ジストフィーに区分されます。また、Jain Foundationが行った
Dysferlinopathy臨床アウトカム研究では、三好型と肢帯型2B/R2では筋
力障害分布（近位筋遠位筋）の差はなかったと報告されていますので、
三好型は遠位型ミオパチーから医学的にも区分しなければなりません。 

【筋原性疾患（ミオパチー/Myopathy）】 
（広義のミオパチー） 

「筋ジストロフィー （Dystrophy）」 
 

肢帯型筋ジストロフィー2B/R2 
ジストロフィノパチー（DMD/BMD） 
顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー 
筋強直性筋ジストロフィー 
先天性筋ジストロフィー 
眼咽頭型筋ジストロフィー その他 

「ミオパチー（Myopathy）」 
（狭義のミオパチー） 

 
 
 
 
 
先天性ミオパチー その他 

「遠位型ミオパチー」 
GNE myopathy 
眼咽頭遠位型ミオパチー その他 

三好型筋ジストロフィー 
遠位前方コパートメントミオパチー 



遠位型ミオパチーと 
Dysferlin遺伝子異常の筋疾患 

「平成２７年度 第１回 厚生科学審議会 疾病対策部会 議事録」でも 
三好型は遠位型ミオパチーに無理に含められた 

と報告されています。 
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000092594.html 

【筋原性疾患（ミオパチー/Myopathy）】 
（広義のミオパチー） 

「筋ジストロフィー （Dystrophy）」 
 

肢帯型筋ジストロフィー2B/R2 
ジストロフィノパチー（DMD/BMD） 
顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー 
筋強直性筋ジストロフィー 
先天性筋ジストロフィー 
眼咽頭型筋ジストロフィー その他 

「ミオパチー（Myopathy）」 
（狭義のミオパチー） 

 
 
 
 
 
先天性ミオパチー その他 

「遠位型ミオパチー」 
GNE myopathy 
眼咽頭遠位型ミオパチー その他 

三好型筋ジストロフィー 
遠位前方コパートメントミオパチー 



ディスファーリン遺伝子異常の筋疾患は指定難病で 
筋ジストロフィーと遠位型ミオパチーに区分されてしまいました。 

Dysferlinopathyが指定難病（告示病名）に認定されなかったことで 
大きな問題が２つあります！ 

難病法における指定難病の問題 

【難病の患者に対する医療等に関する法律】（難病法） 

「筋ジストロフィー 」 
（Dystrophy） 

肢帯型筋ジストロフィー2B/R2 
ジストロフィノパチー(DMD/BMD) 
顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー 
筋強直性筋ジストロフィー 
先天性筋ジストロフィー 
眼咽頭型筋ジストロフィー その他 

「遠位型ミオパチー」 
（Myopathy） 

（狭義のミオパチー） 
 

三好型筋ジストロフィー 
GNE myopathy 
眼咽頭遠位型ミオパチー 
その他 

「先天性ミオパチー」 
（Myopathy） 

（狭義のミオパチー） 
 
ネマリンミオパチー 
セントラルコア病 
ミニコア病 
その他 



公的機関への研究費やその他の申請は個別になるので 
時間とお金も掛かり治験対象者を募ることも困難で 

全ての患者さんを救えなくなります！ 

難病法における指定難病の問題 
- 問題１ - 

【筋ジストロフィー（告示病名）】 
肢帯型筋ジストロフィー2B/R2 
（LGMD2B / LGMD R2） 

【遠位型ミオパチー（告示病名）】 
三好型筋ジストロフィー 

遠位前方コパートメントミオパチー 
区分 

「厚生労働省」  「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」（Pmda）」 
「国立研究開発法人 日本医療研究開発機構（AMDE）」 
１．難治性疾患政策研究事業    ２．障害者政策総合研究事業 
３．難治性疾患実用化研究事業  ４．科学研究費助成事業研究費 
５．未承認薬・適応外薬  ６．先駆的医薬品指定制度 ７．臨床試験・治験 
８．その他 



難病法における指定難病の問題 
- 問題２ - 

「難病法 第４条第１項」 
「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」 
 
１．正確な患者数の把握 
２．診断基準や重症度分類等に係る臨床情報の収集 
３．医薬品等の開発を含めた難病研究に有効活用 
４．難病の病因や病態を解明し難病の患者を早期に正しく診断し効果的な  
  治療が行えるよう研究開発を推進 
５．医薬品医療機器及び再生医療等製品の研究開発を積極的に支援 
６．正確な指定難病患者データの収集と指定難病患者データベースの 
  構築及び運用 

指定難病は、医療費助成の対象になるだけではなく治療研究を推進させ 
治療方法が確立するまでのデータ収集が含まれています。 

しかし、ディスファーリン遺伝子異常の筋疾患は筋ジストロフィーと 
遠位型ミオパチーに区分されているので、以下の項目の 

指定難病患者データ収集は困難であり 
十分な難病対策や研究の促進を望むことは出来ません！ 



Dysferlinopathyが 
指定難病（告示病名）に認定 

１．難病法 第４条第１項に基づいた「難病の患者に対する医療等の 
  総合的な推進を図るための基本的な方針」での十分な難病対策を 
  受けることが出来ます。 
２．公的機関への研究費やその他の申請が可能になり、研究の促進に 
  期待が出来ます。 
３．研究班の設置が可能になり、研究の促進と共に早期治療法の確立 
  に期待が出来ます。 
４．Dysferlin遺伝子異常が原因で発症する全ての患者さんを対象にした   
  患者登録（Remudy）、自然歴調査、臨床試験、治験、治療を行うこと    
  が出来ます。 

ディスファーリノパチーが指定難病（告示病名）に 
認定されると以下の項目が出来るようになり 
研究や治療に関する問題が解消されます！ 



２０１７年、本会の要望が審議！ 

以下の病名が「標準病名マスター作業委員会」並びに 
「日本医学会医学用語管理委員会」にて審議され採用されました。 

 
「標準病名マスター作業班」 
１．ディスファーリノパシー    ２．三好型筋ジストロフィー 
 
「診療報酬情報提供サービス 傷病名マスター」 
１．ディスファーリノパシー    ２．三好型筋ジストロフィー 
 
「日本医学会 医学用語辞典」 
１．英語名：Dysferlinopathy   ２．日本語名：ディスファーリノパシー 

医学用語・標準病名・指定難病名（告示病名・指定病名/行政病名）を
統一することは重要で、診断書、電子カルテシステム、 
医療保険請求システムなどの情報の整合性がとれます。 



私たちの想い 

日本には優秀な医師・研究者がおられます。 

病気の進行に耐え忍ぶより悩みを分かち合い協力してQOL（生活

の質）を向上させ様々な問題を解決出来れば心から望むものを手

にする日が必ず来ると思います。指定難病の問題を解決する為に

は、多くの方のご支援ご協力が必要になります。 

どうぞ、よろしくお願い致します。 

１．治療法治療薬 
 
２．病気を発症する前の生活 
 
３．Dysferlinopathyを指定難病（告示病名）に認定 


