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小児全身性エリテマトーデス
（SLE）
とは
全身性エリテマトーデス
（Systemic Lupus Erythematosus：SLE）
は免疫が自分の
体を攻撃してしまう自己免疫性疾患の一つです。免疫反応によって全身のさまざまな場所に

さまざまな症状が起こる理由

炎症が起こることで、症状が現れます。

SLEは、免疫の異常、B 細胞の過剰な活性化と自己抗体の産生によって引き起こされる疾患です。

SLEは16歳未満で発症した場合「小児 SLE」となります。有病率は小児人口10万人当たり3.9

免疫は体内に入ってきた細菌やウイルスなどの異物を排除する役割を持っていますが、SLEなど

～4.7人 で、患者さんの男女比は1：5.5 です。

の自己免疫疾患では、免疫が自分自身の体を異物と判断して攻撃してしまいます。その結果、体

1）

2）

1) 横田俊平 . 若年性関節リウマチの実態調査と QOL 向上の医療・行政的政策立案 ,
平成 12 年度厚生科学研究補助金研究報告書 2001.
2) Takei S, et al., Acta Paediatr Jpn 1997; 39:250-256.

小児 SLE で起こりうる症状の例

のさまざまな場所で炎症が起こり、P3に示すような症状が引き起こされます。

免疫のしくみ

SLEでは体のさまざまな場所に症状が現れます。現れる症状の種類や重さは個人で異なりますが、

分化

❶

多くの患者さんで関節の痛みを伴う発熱や蝶形紅斑
（ちょうけいこうはん）
が最初に現れます。

❷

作用

抗原

❸

全身性の症状として、全身倦怠感や日光過敏症、溶血性貧血などがあります。また、口内炎、ルー
プス腎炎、神経症状、精神症状、漿膜炎などが起こる可能性があります。

症状の例

全身

発熱、疲れやすい、だるい
（全身倦怠感）
、日光を浴びると皮膚に赤みや
かゆみが出る
（日光過敏症）
、息苦しい、眼球が黄色くなる
（溶血性貧血）
、
感染症にかかりやすくなる など

顔
蝶が羽を広げた形に
似た赤く大きな
紅斑
（蝶形紅斑）

胸・肺

胸の痛み、息切れなど
（漿膜炎）

関節の痛み など

関節

頭痛、
うつ、けいれん、
神経症状／ 幻覚を見る、
精神症状 支離滅裂な行動をとる
など

口

口内炎

血尿、タンパク尿、
むくみ、高血圧、
腎臓
腎機能障害など
（ループス腎炎）

抗原提示細胞

Th0細胞

Th2細胞

B 細胞

形質細胞

❶体内に入った異物
（抗原）
を抗原提示細胞がとらえ、Th0細胞に報告します。
❷ Th0細胞はTh2細胞に分化し、B 細胞を活性化します。活性化したB 細胞は、抗原を攻撃するための
「抗体」を作る能力を持った形質細胞になります。
❸形質細胞から放出された抗体は、抗原を攻撃して体内から排除します。

SLE 患者さんの体内では、
免疫が自分の体を「抗原」としてとらえ、
攻撃をしてしまいます。
免疫がなぜ自分の体を攻撃してしまうようになるのかは明らかになっていませんが、家族内にSLE
患者さんがいる方は、いない方よりも発症しやすい傾向にあることが知られています5）。また、紫外
線はSLE 発症の要因のひとつと考えられています。
5）橋本博史 . 全身性エリテマトーデス臨床マニュアル＜第3版＞ . 2017. 日本医事新報社 .

現れる症状は患者さんによって異なりますが、小児 SLEは成人のSLEにくらべて症状の進行が早く、
重くなる傾向にあります3）。また、ループス腎炎を発症する可能性が成人 SLE 患者さんよりも高い
といわれています4）。抗リン脂質抗体症候群
（APS）
やシェーグレン症候群
（SS）
、血栓性微小血
管障害
（TMA）
などの合併症が起こることがあります3）。
3）一般社団法人 日本リウマチ学会 . 小児全身性エリテマトーデス
（SLE）
診療の手引き . 2018年版 . 羊土社 .
4）Brunner HI,et al., Arthritis Rheum. 2008; 58(2): 556-562.
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疾患活動性
（重症度）
SLE 患者さんに現れるさまざまな症状の強さは、常に一定ではありません。症状は軽くなったり、
重くなったりをくり返します。症状の程度は「疾患活動性」という言葉で表され、症状が軽い時期
は「疾患活動性が低い」
、症状が重い時期は「疾患活動性が高い」
といいます。
4

小児SLEの検査
SLEの診断をするためには、現れている症状の丁寧な観察と、さまざまな検査が必要になります。

SLE の治療方針はSLEであることが確定したうえで、疾患活動性の程度と腎生検の結果から総

小児 SLE で行われる検査の例

合的に判断されます。

治療開始前には、次のような検査が行われます。

小児 SLE の分類基準

問診、聴診

自覚症状、既往歴、家族歴

血液検査

CRP、赤沈、白血球数、リンパ球数、血小板数、溶血性貧血の検査

血液検査
（自己抗体検査）
血液検査
（補体成分の検査）
血液検査
（生化学検査）

小児 SLE の病態による分類

など
など

抗核抗体、抗 ds-DNA 抗体、抗 Sm 抗体、抗β2GPI 抗体、抗 SS-A/Ro 抗
体、抗 SS-B/La 抗体、抗 RNP 抗体、抗 Scl-70抗体、RF（リウマトイド
因子） など
血清補体価（CH50、C3、C4）
肝臓の機能評価：AST、ALT、LD、
腎臓の機能評価：BUN、クレアチニン、電解質、尿中β2MG、
膵臓の機能評価：アミラーゼ

次の項目のうち、4項目以上に該当すると、SLEの可能性が高くなります。
①蝶形紅斑がある
②円板状紅斑がある
③日光に対して過敏である
④口腔内や鼻腔内に潰瘍がある
⑤関節炎が2ヵ所以上にある
⑥漿膜炎が起きている

⑦腎炎が現れている
⑧神経症状がある
⑨血液異常がある
⑩免疫異常がある
⑪抗核抗体陽性
⑫低補体血症

疾患活動性
疾患活動性は国際基準であるSLEDAIスコアに基づいて決められます
（P7参照）
。

中枢神経の検査

MRI、CT、脳波、脳血流シンチグラフィー

など

腎臓の検査

尿検査、腎生検、腎機能評価

心臓・肺の検査

胸部 X 線、胸部 CT、心電図、心臓エコー

眼の検査

眼圧、眼底検査、涙液量の測定、白内障検査、網膜の検査

骨の検査

骨量測定、骨年齢、骨代謝マーカー、大腿骨頭部 MRI

手足の血流

サーモグラフィー

その他

唾液量の測定、腹部エコー、身長、体重、体脂肪測定

など

腎生検の結果
（分類）

など
など

など
など

ループス腎炎は次の6つの型に分類されます。
Ⅰ型：微小メサンギウムループス腎炎
Ⅱ型：
メサンギウム増殖性ループス腎炎
Ⅲ型：巣状ループス腎炎※1

Ⅳ型：びまん性ループス腎炎※2
Ⅴ型：膜性ループス腎炎※3
Ⅵ型：進行した硬化性ループス腎炎

※1 さらに3つの型に分類される ※2 さらに6つの型に分類される
※3 Ⅲ型またはⅣ型と複合することがある

腎生検

SLE 患者さんの多くにみられるループス腎炎を調べるためには、腎臓の組織の
一部を採取して顕微鏡で観察する「腎生検」が行われます。
腎生検の結果から、ループス腎炎の分類を行い、進行具合を調べます。

低リスク群

軽度～中等度の臓器障害があり、
経過によっては重篤な臓器障害に進む可能性がある状態。

中等度
リスク群
進行具合を
確認する
背中側から腎臓の
組織の一部を採取する
5

顕微鏡で腎組織の
状態を観察する

明らかな臓器障害がない。
経過によって軽度から中等度の臓器障害へ進む可能性がある状態。

高リスク群

生命予後や臓器機能予後に、重篤な結果をもたらす可能性がある状態。

小児 SLE の治療方針は、このリスク分類に基づいて決定されます。
一般社団法人 日本リウマチ学会 . 小児全身性エリテマトーデス（SLE）診療の手引き . 2018年版 . 羊土社 .
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小児SLEの検査
疾患活動性の評価：SLEDAI スコア
重みづけ

項目

定義

8

痙攣

最近発症。代謝性、感染性、薬剤性は除外。

精神症状

現実認識の重度の障害による正常な機能の変化。幻覚、思
考散乱、連合弛緩、貧困な思想内容、著明な非論理的思考、
奇異な、混乱した、緊張病性の行動を含む。尿毒症、薬剤性
は除外。

器質的脳障害

見当識、
記憶、
その他の知能機能障害による認知機能の変化、
変動する急性発症の臨床所見を伴う。注意力の低下を伴う
意識混濁、周囲の環境に対する継続した注意の欠如を含み、
かつ以下のうち少なくとも2つを認める：知覚障害、支離滅
裂な発言、不眠症あるいは日中の眠気、精神運動興奮。代
謝性、感染性、薬剤性は除外。

8

8

重みづけ

項目

定義

4

尿円柱

顆粒円柱あるいは赤血球円柱。

4

血尿

＞ 5 赤血球 /HPF。結石、感染性、その他の原因は除外。

4

蛋白尿

＞0.5 g /24時間。新規発症あるいは最近の0.5g /24時間
以上の増加。

4

膿尿

＞ 5 白血球 /HPF。感染性は除外。

2

新たな
皮疹

炎症性皮疹の新規発症あるいは再発。

2

脱毛

限局性あるいはびまん性の異常な脱毛の新規発症あるい
は再発。

2

粘膜潰瘍

口腔あるいは鼻腔潰瘍の新規発症あるいは再発。

2

胸膜炎

胸膜摩擦あるいは胸水、胸膜肥厚による胸部痛。

8

視力障害

SLE による網膜の変化。細胞様小体、網膜出血、脈絡膜に
おける漿液性の浸出あるいは出血、視神経炎を含む。高血
圧性、感染性、薬剤性は除外。

8

脳神経障害

脳神経領域における感覚あるいは運動神経障害の新出。

2

心膜炎

少なくとも以下の1つ以上を伴う心膜の疼痛：心膜摩擦、心
嚢水、あるいは心電図・心エコーでの証明。

8

ループス頭痛

高度の持続性頭痛：片頭痛様だが、麻薬性鎮痛薬に反応し
ない。

2

低補体血症

CH50、C3、C4の正常下限以下の低下。

8

脳血管障害

脳血管障害の新出。動脈硬化性は除外。

2

抗 DNA
抗体上昇

Farr assay で＞ 25 ％の結合、あるいは正常上限以上。

8

血管炎

潰瘍、壊疽、手指の圧痛を伴う結節、爪周囲の梗塞、線状出
血、生検又は血管造影による血管炎の証明。

1

発熱

＞ 38 ℃、感染性は除外。

1

血小板減少

＜ 100,000 血小板 /㎣

4

関節炎

2関節以上の関節痛あるいは炎症所見
（例：圧痛、腫脹、関節
液貯留）。

1

白血球減少

＜ 3,000 白血球 /㎣、薬剤性は除外。

4

筋炎

CK・アルドラーゼの上昇を伴う近位筋の疼痛／筋力低下、
あるいは筋電図変化、筋生検における筋炎所見。

難病情報センター 全身性エリテマトーデス（SLE）
（指定難病49）
https://www.nanbyou.or.jp/entry/215（2021年12月確認）
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小児 SLE の治療
SLE 治療の目的は、臓器障害の発症やその進行を抑えることです。
また、治療によって疾患活動性が下がってきたら、
その状態を維持するための治療を継続します。

ベンリスタとは

SLEの治療には、免疫による攻撃を抑えるために、副腎皮質ステロイド剤、免疫抑制剤、免疫

SLE 患者さんの血液中には B リンパ球刺激因子（BLyS：ブリス）というタンパク質が過

調整剤、生物学的製剤などが使われます。

剰に存在し、それによって自分の体を攻撃する免疫細胞が産生されてしまうことが知られてい

また、合併症の治療目的に抗血小板薬などが使われることがあります。

ます。

注意：使われる薬の種類は患者さんによって異なります

自己抗原

副腎皮質ステロイド剤や免疫抑制剤にはさまざまな種類があります。
患者さんの症状や体質、合併症の有無やその種類などで、適した種類の薬が選ばれますので、
SLE の患者さん同士であっても、治療法は異なります。
治療について疑問に思ったこと、不安なことは主治医や薬剤師、看護師などにご相談ください。

Th1細胞

攻撃

細胞傷害性 T 細胞
自己抗原

IL-4

Th0細胞
IL-4

小児 SLE の治療方針

作用

IFN- γ
IL-2

IL-12
IFN- γ

抗原提示細胞

分化

Th2細胞

自己反応性 B 細胞

SLEの治療はリスク分類に基づき、次のような方針で行われます。

形質細胞

BLyS
単球

寛解導入

寛解維持

治療の目的

臓器障害の発症やその進行を抑制する。 疾患活動性が低い状態を維持する。

低リスク群

経口ステロイド剤を減量して服用す
る。必要に応じて免疫調整剤や免疫
抑制剤を服用する。

経口ステロイド剤を服用する。

中等度
リスク群

ステロイド剤を数日かけて点滴する。 経口ステロイド剤を減量して服用す
点滴が終わったら、経口ステロイド剤 る。必要に応じて免疫調整剤や免疫
を服用する。
抑制剤を服用する。

高リスク群

中等度よりも高用量のステロイド剤を
数日かけて点滴する。点滴が終わった
ら、経口ステロイド剤を服用する。必
要に応じて免疫調整剤や免疫抑制剤
を服用する。

経口ステロイド剤を減量して服用す
る。必要に応じて免疫調整剤や免疫
抑制剤を服用する。

IFN- γ
IL-2

IL-12
IFN- γ
Th1細胞

抗原提示細胞

一般社団法人 日本リウマチ学会 . 小児全身性エリテマトーデス
（SLE）
診療の手引き . 2018年版 . 羊土社 .
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ベンリスタはBLySの働きを抑えることで、疾患活動性を抑制することが期待されます。

細胞傷害性 T 細胞

Th0細胞
IL-4

Th2細胞

IL-4
ベンリスタの
作用点
BLyS
単球
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小児 SLE の治療
ベンリスタを投与する前に

ベンリスタ投与に伴う副作用の例

ベンリスタを投与する前に、次のことを主治医とご確認ください。
●

5歳以上である

●

ステロイド剤、免疫抑制剤を用いた適切な治療を行っても疾患活動性を有している

ベンリスタの投与方法

ベンリスタの投与によって、次のような副作用が起こる可能性があります。

ベンリスタは点滴で投与されます。

症状

ベンリスタの点滴は1回1時間以上かけて行われます。
3回目の点滴をします。3回目以降は4週ごとに点滴します。

2回目

3回目

4回目

5回目

・ 発熱、悪寒、倦怠感 など
・ 意識障害、麻痺、うまく話せない
・ 発熱、から咳、息苦しい、息切れ

2週間

2週間

4週間

副作用

・ 注射直後に低血圧や心拍数の低下、まぶたや唇、皮膚など
の腫れ、呼吸困難
過敏症
・ 注射から少し遅れて発疹や吐き気、疲労感、筋肉痛、頭痛、
顔面の腫れなどが出ることもある

2回目の点滴は初回の2週間後となり、
さらに2週間後に

1回目

SLE の治療は、さまざまな症状あるいは合併症などの改善を目的に行われます。
それぞれの症状に適した治療が選択されるため、起こりうる副作用もここに記載したもの以
外にも多岐にわたります。副作用の発現、症状の進行に早く気がつけるよう、日頃から体調
の変化には注意しましょう。
気になることがありましたら、わずかな変化であっても主治医にご相談ください。

4週間

生物学的製剤とは

感染症
など
など

進行性多巣性白質脳症
（PML）
間質性肺炎

・ 眠れない、不安やイライラが出る、物事に興味がなくなる、
色々なことが面倒になる、食欲がなくなる、気分の落ち込 うつ病、自殺念慮、自殺企図
み など
・ 注射した場所が痛くなったり、赤く腫れたり、硬くなった
りする

注射部位反応

・ 投与後に熱が出る

発熱

「生物学的製剤」とは、人やその他の生物
（植物を除く）
の細胞、組織等に由来する原料または材
料を用いて作られる製剤です。血液製剤、ワクチン、細胞培養 / 遺伝子組換え製剤、細胞組
織医療機器などがあります。
生物学的製剤は生物に由来するため、製造の段階で品質や安全性に関するさまざまな対策がさ
れていますが、何らかの感染因子を含有する可能性を否定できません。
そのため、生物学的製剤を使用する前には、その薬剤を使用した場合のリスクとベネフィット
に関する説明を受け、施設によっては同意書へのサインが必要になることがあります。
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この他に、膿痂疹、帯状疱疹、好中球減少症、
トランスアミナーゼ※上昇などが報告されています。
これらの症状や何らかの体調不良、変化を感じた場合は、主治医にご相談ください。
特に、黄色の枠内の症状は、重篤な副作用の発症を示している可能性があります。これらの
症状を感じた場合、すぐに主治医または医療機関を受診してください。
※ AST
（GOT）
、ALT
（GPT）
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日常生活の注意点
SLEは症状が治まっていたとしても、その状態を維持するために治療を継続する必要があります。
安定して治療を続けられるよう、日常的に注意していただきたいことがあります。

薬をきちんと服用しましょう
● 医師から処方された薬は服用方法を守

日常生活で注意してほしいこと
食事に気をつける

● 外出時には帽子をかぶる、
日傘を使う、長

● 臓器障害や合併症などで腎臓や心臓に何

そで・長ズボンで肌の露出をなるべく減ら

らかの症状がある場合、症状の強さに応じ

すようにしましょう。

て食事内容に注意が必要になることがあ

● 肌が露出している部分には日焼け止めク

リームを塗りましょう。

また、傷ついた場合は化膿しやすくなって

服用を中止したりすると、症状が悪化する

いますので、ケガをしないよう注意しましょう。

● 日焼け止めクリームは汗や水で落ちにくい

ものを選び、外に出る30分前には塗って

● 主治医からの指示以外の薬を服用する場

ンスのとれた、消化のよい食事を心が
けましょう。

また、サプリメントなども主治医にご確認の

を使いましょう。

うえで服用してください。

感染症に注意しましょう
SLE 治療中であることを
伝えましょう
● 主治医以外の医師の診察を受ける場合

は、SLE の治療中であること、服用中の

なるべく2時間ごとに塗りなおしましょう。

薬の種類をお伝えください。
（歯医者であっ

しょう。

必要に応じて
安静にしましょう

ても申告が必要です）

SPF（Sun Protection Factor）：

● 感染症にかかりやすくなることがあります。

手洗い、うがい、インフルエンザなどの
流行期にはマスクの着用、人混みはな
るべく避けるようにしましょう。
● 感染症の兆候に早く気がつけるよう、体温

を測る習慣を身につけましょう。
● ワクチン接種については主治医にご相談

● 疾患活動性が高い時期には安静が必要

日焼け止めの
「SPF」
と
「PA」

袋などを着用し、洗剤やせっけんを素手で
触らないようにしましょう。手洗いには温水

おきましょう。大量の汗をかくようなときは、
● 室内・電車・車など、窓際の席は避けま

● 指先や手に紅斑などがある場合、
ゴム手

合、主治医に薬の種類をご連絡ください。

ります。
● 食事療法が必要ない場合は、栄養バラ

● SLEでは皮膚が弱く、
傷つきやすくなります。

りましょう。自己判断で薬の量を減らしたり、
ことがあります。

紫外線を避けましょう

ケガや刺激に注意しましょう

のうえ、受けるようにしてください。

です。疲れやすい、休んでも疲れがとれ
ない期間は無理をせずに、安静を心が

予防接種
（ワクチン）
について

けましょう。

ワクチンには生ワクチンと不活化ワクチンがあり、SLE 患者さんの場合、生ワクチンの接種
は推奨されていません。

主にUV-Bを防ぐ指標で、塗らない場

● SLE の合併症、薬の副作用による脂質

合と比べ、何倍の量の紫外線を浴び

異常症、肥満などは動脈硬化につながる

ると翌日に日焼けの症状が現れるか

おそれがあります。疾患活動性が低く、体

を示します。

調がよいときには適度に運動するよう心が

：
PA（Protection Grade of UVA）

けましょう。

生ワクチン：生きた細菌やウイルスの毒性を弱めたワクチン
例）
BCG、風疹、麻疹
（はしか）
、水痘、おたふくかぜ
不活化ワクチン：細菌やウイルスを殺し、毒性をなくしたワクチン
例）
インフルエンザワクチン など

主に UVAを防ぐ指標で、＋の多さが
UVAを防ぐ強さを示します。
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日常生活の注意点
学校生活で注意してほしいこと

授業中・朝礼時の工夫

体育・休み時間の工夫

学童期や青年期における治療の大きな目的は
「学校行事に参加し、普段と変わらない学校生

● 座りやすい椅子・机を用意する。

● 成長期の運動は骨量獲得に影響するため、

活を送る」ことです。そのためには、患者さんご本人、ご家族、学校関係者、主治医をはじめ

● 軽くて持ちやすい筆記用具を選ぶ。

可能な範囲で体育に参加する。

とする医療チームの連携による支援が大切です。

● 担任教諭から他教科の教諭への説明を

骨粗しょう症の予防には若年期に高い最
大骨量
（peak bone mass）
を獲得するこ

お願いする。
（例えば、指関節の痛みによって楽器の演

入学・転入前に大切なこと

奏などが難しくなることなどがある）

■ 施設・設備を確認する

● できる運動、
できない運動、体調に応じた

● 朝礼など、長時間の起立がつらい場合は

SLEでは経過中に関節の痛み、指の痛み、筋の痛み、筋力低下を認めます。

椅子に座って参加する。

など

入学や転入を検討している学校に、エレベーターや多目的トイレなどの設備があるかどうか、
または建設予定があるかどうかを確認しましょう。

SLEの症状は、必ずしも見た目からわかるものばかりではありません。

● 足の関節に症状がある場合、登山や長時

とれない」
「 移動に時間がかかる」
「 参加できない授業がある」
「 給食当番ができない」
「掃

● エレベーターや多目的トイレの有無を事前

に確認しておく。

など

除当番ができない」ことなどに困難や疎外感を感じます。また、治療や検査で欠席が多く
なることもあります。
医療上の理由でできること、できないことを担任の教諭から説明してもらい、特別扱いでは
ないことの理解を求めましょう。

をする。
● 水泳の時はラッシュガード、
ウォータープルー

● 関節の症状が強い場合は体育は見学する。
● 球技・格闘技・陸上・鉄棒など関節に負担

間の歩行は避ける。

小児 SLE 患者さんは関節の痛みや倦怠感などによって「荷物を持つのがつらい」
「疲れが

ので、主治医と相談して決める。

フの日焼け止めなどを使用する。

● 紫外線対策を行う。

■ 担任の教諭や校長先生、保健の先生などに SLE について説明し、理解を求める

運動内容は症状の種類やその程度による
● 屋外の体育、外遊び時には紫外線対策

遠足・社会科見学・修学旅行

水道の蛇口、ドア・鍵の開閉も可能なものかどうかを確認しましょう。

とが重要なため。

がかかる競技は参加しない。
● 水泳は動かしやすい方の関節を用いた泳

法を行う。
（水中ウォーキングは問題ない）
● 競泳や飛び込みは関節に負担がかかるの

感染症の予防

で行わない。

など

● 定期検査以外に、感染症が疑わしい場合

などはたびたび受診する可能性があること
を伝えておく。
● 学校でインフルエンザや風疹、麻疹、水痘

登校・移動時の工夫
● 長距離の歩行が困難な場合は、車での送

迎を検討する。
● 校内での移動が困難な場合、可能であれ

ば1階の教室にしてもらうなどして移動距
離を最小にする。

などが流行した場合、治療内容によっては
● 関節への負担を減らすため、登下校には

自宅学習を検討する。

など

軽い鞄を使用する。
● 教科書を複数用意して学校と家庭にワン

セットずつ置いておく。

MEMO

● 教科書を分冊する。

など
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小児慢性特定疾病対策による医療費助成 制度
SLEは「小児慢性特定疾病対策」の対象疾患に定められているため、病気の治療方法の確立
と普及、医療費の負担軽減を目的とした医療費助成制度を受けることができます。
原則、18歳未満の児童等が対象となる制度ですが、18歳到達時点に対象になっていて、かつ、

申請方法
小児慢性特定疾病の申請は次のように行います。

18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳までが対象となります。
なお、18歳
（または20歳）
の誕生日を迎えた日から助成の対象は外れ、3割負担になります。同等
の制度の利用を希望する場合は対象から外れる前に、特定医療費
（指定難病）
助成制度などへ
の申請を検討しておきましょう。
小児慢性特定疾病審査会

指定医療機関

助成の内容
SLE の治療にかかった医療費総額の2割が窓口での自己負担額になります。

都道府県・指定都市・中核市・
児童相談所設置市

❷診断

また、窓口での支払額が自己負担の上限額を上回った場合、超えた分の医療費が助成されます。
なお、指定小児慢性特定疾病医療機関 において行われた保険診療に関してのみ医療費助成
※1

❶受診

の対象となりますのでご注意ください。
※ 1 指定医療機関は各自治体から公表されています

■ 小児慢性特定疾病の医療費助成に係る自己負担上限額（月額 ; 円）
階層区分

自己負担上限額
（患者負担割合：2割、外来 + 入院）
人工呼吸器等
一般
重症※2
装着者

年収の目安
（夫婦2人子1人世帯）

Ⅰ 生活保護等
Ⅱ 市町村民税
Ⅲ 非課税

-

0

低所得Ⅰ
（〜約80万円）

1,250

低所得Ⅱ
（〜約200万円）

2,500

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
Ⅴ
（〜市区町村民税25.1万円未満、
〜約850万円）
上位所得
Ⅵ
（市区町村民税25.1万円以上、約850万円～）

Ⅳ

入院時の食費

❸申請

患者（患児）、ご家族

❹認定

❶指定小児慢性特定疾病医療機関を受診する
❷小児慢性特定疾病指定医に、医療意見書を記載してもらう
❸医療意見書とその他の必要書類をそろえ、居住している自治体窓口へ申請する
❹自治体の小児慢性特定疾病審査会で認定審査が行われ、認定結果が通知される

■ 申請に必要な書類
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書、小児慢性特定疾病医療意見書、同意書、世帯全
員の住民票、健康保険証、印鑑、所得がわかる書類などをそろえて、自治体窓口へ申請します。
必要書類は自治体によって異なることがあるので、お住まいの地域の担当窓口にお問い合わせく

5,000

2,500

10,000

5,000

15,000

10,000

ださい。
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1/2自己負担

※2「重症」とは：
①高額な医療費が長期的に継続する者（医療費総額が5万円 / 月（例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円 /
月）を超える月が年間6回以上ある場合）
②現行の重症患者基準に適合するもの、のいずれかに該当。
SLE の場合は SLEDAI スコア
（P7）の合計点が4点以上で「重症」とされます。
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