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監修医のことば

CIDPは、症状がよくなったり、再発したりを繰り返すことが多いため、患者

さんと医師の二人三脚で治療に取り組むことが大切です。

これまでは症状の再発がおこってから免疫グロブリン製剤などを投与する

治療が中心に行われてきました。しかし、再発を繰り返すことで末梢神経の

損傷が進行してしまうことから、最近では再発抑制のために定期的に免疫

グロブリン製剤を投与する維持療法の重要性が注目されています。

長い間、医療機関で投与する静注用製剤しかなかった免疫グロブリン製剤

ですが、このたび、皮下注用製剤であるハイゼントラ®が使用できるように

なりました。

皮下注用製剤は在宅で自己注射することもできるため、通院の手間が少なく

なります。

新しい治療薬ハイゼントラ®の登場によって、患者さんが治療を行いながらも

より充実した生活が送れるよう、一緒に取り組んでいきましょう。

千葉大学医学部附属病院
脳神経内科

准教授 三澤 園子 先生

監修

免疫グロブリン療法を受ける
CIDPの患者さんへ

ハイゼントラ®
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注 意

2ヵ月以上にわたって進行する、手足の
筋力低下や感覚障害を生じる末梢神経
の病気です。
人の神経系には、中枢神経と末梢神経
があります。
末梢神経は、軸索とこれを外側から
覆う髄鞘（ミエリン）からできています。
CIDPでは炎症により髄鞘が壊される
ため、神経の電気信号の伝達がスムー
ズに行えなくなり、さまざまな症状が
あらわれます。

◉慢性炎症性脱髄性多発根神経炎
（chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy：CIDP）とは

難病情報センター　慢性炎症性脱髄性多発神経炎 /
多巣性運動ニューロパチー（指定難病 14）http://www.nanbyou.or.jp/entry/4089

全国 CIDP サポートグループ　http://www.cidp-sgj.org/index.html

慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー，多巣性運動ニューロパチー診療ガイドライン作成委員会編集：
慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー，多巣性運動ニューロパチー診療ガイドライン 2013

（日本神経学会監修）, 2013, 南江堂

症状やその程度は患者さんによって異なりますが、よくみられるのは手足の運動障害と
感覚障害です。
手足に力が入りづらい、転びやすい、物をうまくつかめない、じーんとしたしびれを感じる
などの症状がみられます。
また、疲れやすさもよくみられる症状の一つです。
これらの症状がゆっくりと進行したり、一旦おさまった症状が再発したりします。

◉CIDPの症状は

CIDPの治療法には次のようなものがあります。

・免疫グロブリン療法　　　　・副腎皮質ステロイド療法

・血しょう浄化療法　　　　　・免疫抑制薬投与

◉CIDPの治療法

CIDP治療において免疫グロブリン療法は第1選択治療の一つとされています。
日本においては、1999年にはじめて静注用の免疫グロブリン製剤がCIDP治療薬として
承認され、それ以来多くのCIDP患者さんに用いられてきました。
さらに静注用の免疫グロブリン製剤は、2016年にCIDP維持療法の治療薬としても承認
され、最近では、症状がおさまった後にも再発を防ぐために定期的に反復投与する維持
療法の治療薬としても用いられるようになってきました。

◉CIDP治療における免疫グロブリン療法の位置づけ

これまでの免疫グロブリン療法には、静注用製剤しかありませんでしたが、2019年3月に
皮下注用の免疫グロブリン製剤として、ハイゼントラ®が登場しました。
ハイゼントラ®は、CIDP治療において維持療法として用いられます。
静注用製剤では医療機関での投与が必要でしたが、皮下注用製剤では十分なトレーニングを
受ければ在宅で投与することができます。
これによって患者さんの通院による負担が軽減でき、CIDP維持療法がより行いやすくなる
ことが期待されています。
静注：点滴により静脈内に投与する方法
皮下注：皮膚のすぐ下に注射針を刺入し投与する方法

◉皮下注用の免疫グロブリン製剤の登場

末梢神経

CIDP

じくさく

軸索

ずいしょう

髄鞘
ずいしょう

じくさく

CIDPってどんな病気？ CIDPの治療
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ハイゼントラ®による   免疫グロブリン維持療法

CIDP維持療法において、ハイゼントラ®は、週1回、1日または連続する2日に分けて皮下
投与します。ハイゼントラ®の1回あたりの投与量は、200～400mg（1～2ｍL）/kg体重で、
必要に応じて増減することがあります。

週1回の皮下注射です。

ハイゼントラ®による皮下注の免疫グロブリン維持療法では、投与されたグロブリンが皮下
組織をとおして緩やかに吸収されるため、安定した血清免疫グロブリンG（IgG）濃度を維持
することができます。

安定したグロブリン値を維持することができます。

皮下注用人免疫グロブリン製剤（ハイゼントラ®）による治療では、主治医からトレーニング
を受ければ、在宅でハイゼントラ®を注射することができます。
ハイゼントラ®は20％の高濃度に濃縮された製剤であり、週1回、200～400mg（1～2mL）/
kg体重を投与します。
1ヵ月あたりの投与回数は増えますが、投与1回あたりに必要な量、時間は少なくなり、
かつ在宅で好きな時間に投与できるため、グロブリン投与のために会社や学校を休む
回数が減り、生活の質が向上することが期待できます。

1 在宅自己注射ができます。3

2

ハイゼントラ®投与後の血清中IgG濃度の推移（イメージ図）

5 6 743210

投与後の経過（日）

血
清
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※ 針のイラストはハイゼントラ®

　専用翼状針（直角タイプ）です。
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ハイゼントラ®の投与には、薬剤を一定速度で皮下に投与するためのシリンジポンプが必要
です。
また、投与に必要な注射器や針など、関連する医療器具が必要です。
在宅での治療を行う場合には、必要なシリンジポンプ、器具の選定について、各医療機関、
主治医の指示に従うとともに、操作方法、廃棄法、トラブル時の対応など、一連の取り扱い
法についてよく説明を受けるようにしてください。
なお、在宅でのハイゼントラ®の使用にあたっては、24時間365日対応の専用電話窓口
 （TEL：0120-663-440）にて質問を受けつけています。

投与にはシリンジポンプが必要です。

ハイゼントラ®を投与された多くの患者さんが、治療開始時に腫れ、紅斑、痛み、かゆみ、
硬結、刺激感、温感などの局所反応を経験しています。こうした局所反応を避けるためにも、
推奨投与速度および注射手技を守り、投与ごとに注射部位を変えてください。
ただし、局所反応が数日続く場合や、ひどい場合は、主治医に連絡してください。

投与の際、局所反応がおこることがあります。

4

5

ハイゼントラ®による在宅治療を希望される患者さんには、３回以上の医療機関での
トレーニング実施を推奨しています。
ハイゼントラ®の投与にあたっては、シリンジポンプをはじめとした必要な器具のセット
アップ、清潔操作、トラブル時の対処などに
ついての知識を習得する必要があります。
医療機関、主治医による十分な説明とトレー
ニングを受けるようにしてください。

在宅自己注射の開始にあたっては、
医療機関でトレーニングを受けてください。

ハイゼントラ®は、原料となる血液を採取する際に感染症関連の検査を実施するとともに、
製造工程におけるウイルスの混入を防止するための安全対策（不活化・除去処理など）が
施されています。ただし、ヒト血液を原料とすることによるHIV、肝炎ウイルスなどのリスク
を完全に否定するものではありません。

ハイゼントラ®のウイルスに対する安全性

6

次のような症状に気づいたら、主治医や医療機関のスタッフに申し出てください。

● アナフィラキシー反応
体がだるい、ふらつき、意識の低下、ほてり、眼と口唇のまわりの腫れ、しゃがれ声、息苦しい、息切れ、

動悸、じんましん

● 無菌性髄膜炎症候群
発熱、頭痛、嘔吐

● 血栓塞栓症
めまい、胸の痛み、胸をしめつけられる感じ、足の激しい痛み、足の腫れ

ハイゼントラ®の副作用について

むきんせいずいまくえんしょうこうぐん

どうき

けっせんそくせんしょう
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医療費助  成制度

※1 CIDPの重症度は、食事、歩行、着替えといった日常動作の状態の指標（バーセル・インデックス）から判定されます。
※2 バーセル・インデックスが85点以下の場合に重症と認定されます。

※「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
　（例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上）。

難病医療費助成制度

CIDP患者さんが利用できる主な医療費助成制度として、難病医療費助成制度と高額療養費
制度があります。
難病医療費助成の対象として認定されたCIDP患者さんでは、CIDP治療にかかわる医療費
の自己負担額が少なくなります。

また、高額療養費制度（「P9」参照）はCIDPの治療およびその他の医療費の総額が高額と
なる場合に利用できる制度です。

◉CIDP患者さんが利用できる医療費助成制度

難病指定医によりCIDPと診断され、下記の①または②に該当する方が助成の対象となります。
①重症度分類※1によりCIDPの病状が重症※2であると認定された患者さん
②重症度分類で重症とは認められないが、CIDP治療にかかわる月ごとの医療費の総額が
　33,330円を超える月が、年間に3回以上ある患者さん

◉制度の対象となる方

難病医療費助成の対象となった患者さんは、外来・入院の区別なく、指定医療機関での
医療費の自己負担割合が3割から2割に軽減されます。
また、毎月の自己負担上限額（所得に応じて2,500～30,000円）が設定されており、それ
以上の医療費を負担することはありません。

◉自己負担上限額

助成後の
自己負担

難病
医療費
助成

本来の自己負担額
CIDP治療にかかわる医療費

医療保険負担

入院時の食費

階 層
区 分

生活保護

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

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～）

本人年収
～80万円

一般

0 0

2,500 2,500

5,000 5,000

10,000 5,000 1,000

（単位：円）

20,000 10,000

30,000 20,000

高額かつ
長期※

自己負担上限額（外来＋入院）
（患者負担割合：2割）

人工呼吸器
等装着者

本人年収
80万円超～

－

（                  ）

低所得Ⅰ

低所得Ⅱ

一般所得Ⅰ

一般所得Ⅱ

上位所得

全額自己負担
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注 意

訪問看護によるサポート

訪問看護の費用は、保険の種類（介護保険または健康保険）、年齢や所得によって異なります
が、原則として1～3割が自己負担となります。 

なお、CIDP治療のための訪問看護については医療保険が適用されます。また、難病医療費
助成制度の対象となる患者さんでは、CIDP治療の訪問看護にかかわる医療費も助成対象
となります。

◉訪問看護の費用

受診している医療機関、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、お住まいの
地域の介護保険や障がい福祉の担当窓口などにご相談ください。

◉訪問看護を受けるには

看護師が患者さんのお宅に訪問して、患者さんの
病気や障がいに応じた看護を行います。主治医の
指示に従って、注射などの医療処置を行うことが
できます。

CIDP患者さんは、医療保険による訪問看護の対象
となっています。ハイゼントラ®は在宅での自己注射
が可能ですが、訪問看護を利用して、在宅で看護師
によるハイゼントラ®の注射を受けることもできます。

◉訪問看護とは

難病指定医

難病情報センターホームページ http://www.nanbyou.or.jp/entry/5460（2021年5月27日閲覧）

手続きは都道府県により異なる場合があります。詳しくは主治医または最寄りの保健所
などにお問い合わせください。
難病指定医については、難病情報センターホームページで検索するか、お住まいの都道府県
窓口にお問い合わせください。

CIDPの治療に限らず、1ヵ月間に医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定額を超えた
場合に、超えた金額の払い戻しを受けられる制度です。自己負担の上限額は年齢や所得に
応じて決まります。 
申請の手続きは、年齢や所得、加入している健康保険組合（国民健康保険、共済組合など）
などによって異なります。
詳しくは、保険証に記載されている健康保険組合の窓口にお問い合わせください。

高額療養費制度

◉難病医療費助成制度の申請の流れ

① 特定医療費の支給認定申請書、診断書
② 住民票、課税状況の確認書類（世帯全員分）
③ 健康保険証の写し　　　など

難病指定医を受診して、
診断書の交付を受ける。

必要書類を都道府県の窓口に提出し、
審査を受ける。

承認（医療受給者証の交付）

必要書類

難病医療費の助成を受けるためには、必要書類をそろえて都道府県に申請し、医療受給者証
交付の審査を受けます。

※ 高額療養費制度の詳細は、厚生労働省ホームページ（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」をご覧ください。


