
1



2



4 1

はじめに

　現在日本で「難病」に指定されている病気は 330 以上あります。SMA（脊髄性筋萎

縮症）もそのひとつです。症状は幅広く、自立歩行が可能な人から 24 時間人工呼吸

器を必要とする人まで、さまざまです。全身の筋肉が動かしにくくなる重篤な病気で

すが、患者さんは豊かな心をもち、さまざまな ICT 機器を駆使しながら、車イスと共

に社会にでて活躍しています。

　この冊子では、医療の専門家による治療やリハビリについての基礎知識、社会福祉

制度や教育についてのアドバイスなどをまとめました。さらに、『SMA 家族の会』の

会員さんにご協力いただき、さまざまな症状をもった患者さん本人とそのご家族から

「生の声」を集めました。SMAの特徴や日常の様子、生活上の課題などを多くの方に知っ

てもらい、正しく理解してもらうためです。

　診断された方はもちろん、周囲の医療関係者や介助者、学校の先生や友達、職場の

同僚など、たくさんの方に読んでいただくことで、この冊子が SMA 患者さんの QOL を

アップさせる一助となれば幸いです。

　SMA には長いあいだ治療薬がありませんでしたが、2017 年にはじめて症状を改善さ

せる薬が発売されました。さらに、2020 年には遺伝子治療薬が承認され、「SMA を治

療する」新しい時代に突入しました。SMA の新薬研究は急速に進んでおり、治療の選

択肢が増えつつあります。この冊子を手にとった方が未来に希望をもって SMA と共に

歩めることを、心より願っています。

　最後になりましたが、本冊子の制作に際し多大なご支援をいただいた東京女子医科

大学病院、ならびに国立病院機構八雲病院の先生方、また寄稿くださった患者さんと

ご家族に厚く御礼申し上げます。

SMA（脊髄性筋萎縮症）家族の会　会長　大山有子
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本冊子に掲載している医療・福祉・教育に関する各制度の内容は、2020

年 5 月現在の情報です。制度は定期的に見直し・改訂が行われます。

記載内容が必ずしも現状を表しているわけではないことをご了承くだ

さい。

また、会員投稿は原稿執筆時（2017 年夏～ 2019 年夏）の状態です。会

員のプライバシー保護のため、氏名や在住地、通院先医療機関等はす

べて伏せています。ご理解のほどお願い申し上げます。
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会員投稿① -1

うちの次男うちの次男
( 文：SMA Ⅰ型､ 男児の母）

　脊髄性筋萎縮症と診断された私の息子は、現在９か月になろうとしています。息子

は、我が家の次男として、3394g と立派にお腹の中で育った状態で産まれてきてくれ

ました。そんな息子に違和感を覚えたのは入院中の頃からでした。漠然とした違和感

を抱きながらも、それがなにかもわからないまま、子供も一人一人違うと思い、深く

気にすることもなく退院しました。今思えば、臨月に入ったころから、胎動が弱くなっ

てきたように感じていたのでその頃から発症していたのかと思います。

　そんな息子は、生後 17 日目、地域の訪問助産師の方に「モロー反射がないように

感じる。成長しながら徐々に反射が見られるようになるのか？」と、漠然と持ってい

た違和感の一つを伝えました。その場で、助産師さんは、体の反射を見てくださいま

した。「１か月検診を待たずに小児科にかかっていいと思います」と伝えられました。

生後 19 日目、次男を産んだ病院の小児科を受診しました。すぐに、筋ジストロフィー

をはじめ、筋肉の病気についての検査をしてくださいました。ですが、この時点で私

は、いろいろ調べ脊髄性筋萎縮症という病気を疑っていました。検査結果は、神経の

病気が考えられるため、違う病院の小児科の神経の医師への受診を勧められました。

　生後21日目、１泊２日の検査入院をすることになりました。その時点で医師からは、

脊髄性筋萎縮症が疑われる、と告げられました。ただ、遺伝子検査の結果には３週間

程かかると言われました。この病気は早くに発症すると進行が早く、３週間待ってい

る間に呼吸状態の悪化や嚥下機能の低下が著しく進行してしまうのではないかと懸念

した私たち家族は、それを伝え、どうにか早く結果が出るように医師にお願いしまし

た。医師も、すぐに掛け合ってくれたため、３日程で検査結果がでるであろうと伝え

られました。

　生後 22 日目、夕方に医師から連絡が入り、脊髄性筋萎縮症だったため、明日から

でも入院してスピンラザを打ちたいと言われました。医師は結果を見込んで薬の手配

をして下さっていました。とても迅速な対応をしてくださいました。

　生後 23 日目、１回目のスピンラザを無事に打つことができました。そして、現在

生後８か月になる息子は、５回の投与が終わりました。５回目の投与後に風邪をこじ

らせ、肺炎にこそなりましたが、がんばって毎日笑顔で生きていてくれています。嚥

下機能はなかなか向上していませんが、自分の口からミルクと離乳食で毎日の栄養を

摂取することが出来ています。呼吸もしっかりと自発呼吸をすることが出来ています。

　自宅にある医療機器としては、肺炎予防として、痰の吸引器とパルスオキシメーター

がありますが、これらは常用していません。体調を崩したときなどのために、一つの

目安として持っているような感じです。主治医には、月に１回、東京女子医大の齊藤

先生には、無理のない範囲で必要な時に、リハビリには、PT を 10 日に１回、ST を月

に１回を目安に通っています。PT の方はこの病気の子供を他にも見ており、勉強熱

心で、専門性のある方なので、絶大な信頼をして任せることが出来ています。そして、

何より早期のスピンラザ投与のおかげもあり、運動機能が向上傾向にあります。首は

ほぼ座っているような状態で、寝返りも頭を自分で起こすことは出来ませんが、うつ

伏せになったり、戻ってまた反対側まわりでうつ伏せになったりしています。自分の

足を自分の手で持ったり、玩具を持ち上げて遊んだりしています。

　診断を受けた頃は、明日が無事に来ることを祈りながら恐る恐る眠りにつく毎日で

したが、今は、不安がないかと言えば嘘になりますが、それよりも明日はどんな動き

が出来るようになるかなと考えるのが楽しい毎日を過ごしています。今は何より、リ

ハビリに行く日を家族でとても楽しみに過ごしています。息子のおかげで沢山のこと

に気づけました。恵まれた出会いに感謝しています。
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会員投稿① -2

家族手を取り合って家族手を取り合って

（文：SMA I 型、男児の父）

　こんにちは。4歳になる我が家の息子との生活を紹介します。

　息子は、生後２か月ごろ SMA Ⅰ型の診断を受けました。その後、半年を待たずに

気管切開をし、人工呼吸器を装着しました。10 か月ごろから在宅生活に戻り、もう

すぐ３年が経とうとしています。今でこそ、忙しいなりに生活が落ち着いてきました

が、特に在宅に戻ってから最初の頃は本当に気持ちが落ち着く暇もなく、嵐のように

過ぎ去ったというのが実感です。

　出生時、息子は元気に生まれました。しかし、２週間くらい経った頃、腕の力が弱かっ

たことから、総合病院を受診することに。総合病院で様々な検査を行った結果、SMA

と診断され、「治療法がない」、「人工呼吸器を着けなければ２年以上生きられない」、

想像もしなかった宣告を事実として受け止めきれなかったのを覚えています。今にし

て思えば、こんなに早く診断がついたのはありがたかったのですが、そのときはそん

な余裕はありませんでした。

　診断後もしばらくは元気に過ごしていましたが、生後４か月頃、呼吸状態が悪くな

り緊急入院しました。その後は、日に日に病状が悪化し、約１か月で気管切開をお願

いする決断をしなければならなくなりました。声と引き換えの苦渋の選択でしたが、

結果として息子の負担を減らすことができたので、このタイミングで気管切開をして

よかったと感じています。

　その後、在宅に戻る準備を整え、１歳の誕生日を迎える前に在宅へと戻ることがで

きました。

　在宅に戻ってからは、入浴中にカニューレが抜けたり、外出中に人工呼吸器の電源

が落ちて気を失い救急車で運ばれるといったハプニングも経験しましたが、ほとんど

体調を崩すことはなく元気です。訪問看護に訪問リハビリ、療育施設への通所など、

なんだかんだと忙しい日々を送っています。外の刺激に触れる機会を増やすため、休

みの日も出来る限り外出するように心がけていますが、まだまだ十分とは言えないの

が実情です。もっと気軽に負担を感じることなく外出できるようになるのが目下の課

題です。

　また、スイッチ操作やコミュニケーション機器のトレーニングも２歳からスタート

し、少しずつ意思の疎通を実感できるようになってきました。最近では、絵本、テレ

ビ、音楽がお気に入りで、意思伝達装置を使ってアピールしてきます。気管切開をし

たときは、こんな日が来るとは考えられませんでしたので、本当に嬉しいです。

　息子が病気を持って生まれたこと、そのことにより、私たち夫婦は、そうでなけれ

ば知ることもなかった多くのことを学ぶことができました。また、この家族会もです

が、他の医療的ケア児のご家族など知り合えなかった多くの方々と知り合うことがで

きました。そう考えると、息子が私たちの元にやってきたのは何か意味があるのでは

ないかと、ときどき感じることがあります。

　これから先も、就学や就職など多くの課題が立ちはだかると思いますが、後ろを向

くことなく、息子が将来自立して生活できるように、親としてできることを精一杯与

えてあげられるよう、家族みんなで手を取りあって頑張っていきたいと考えています。
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SMA について
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SMAとは、どんな病気で、どのような症状があるのでしょうか。
Q＆ A形式で SMAについてわかりやすく解説をしましょう。

QQ：：SMA（脊髄性筋萎縮症）とはどんな病気ですか？

：SMA（Spinal Muscular Atrophy）とは、脊髄の運動神経細胞（脊髄前角
細胞１）の病変によって起こる運動神経に原因がある筋萎縮症２で、ALS（筋
萎縮性側索硬化症）と同じ運動ニューロン病３の範疇に入る病気です。「広

義の SMA」とは図１のように、様々な原因をもつ症候群と考えられますが、いずれ
も体幹４や四肢の近位部に優位の筋の脱力、筋萎縮を示します。一方、「狭義の SMA」
は第５染色体に病因遺伝子を持つ常染色体劣性遺伝病５のことを指し、発症年齢と重
症度によって 4 つの型に分類されます。

　なお、国際的にはこの「狭義の SMA」のことを一般的に SMA と呼び、国際分類では「広

義の SMA」「狭義の SMA」という分け方をしていません。

Ａ

Ⅰ型、ウェルドニッヒ・ホフマン（Werdnig-Hoffmann）病
　発症は出生直後から生後 6 か月まで。体はやわらかく、生涯坐位保持不可能です。
息を吸った時におなかが膨らみ胸がへこむ呼吸（奇異呼吸）を示します。母乳やミル
クの吸いが弱く、飲み込む力が弱く、誤嚥（ごえん）することもあります。人工呼吸
管理を行わない場合、多くは 2 歳までに亡くなるとされています。適切な人工呼吸
管理を受けている人の中には、成人に達している人もいます。また、II 型や III 型の
人の中には、乳児段階でⅠ型（ウェルドニッヒ・ホフマン病）という確定診断を受け、
後になってから II 型もしくは III 型であると言われているケースもあります。

II 型、デュボビッツ（Dubowitz）病　
　発症は１歳６か月まで。坐位保持は可能ですが、生涯、起立や歩行は不可能です。
乳児期早期に亡くなることはありません。舌の線維束性収縮６や萎縮、手指の振戦７

がみられます。腱反射８は減弱または消失。次第に側弯９が著明になるため、それを
予防するための早期介入（リハビリ）が必要となります。

III 型、クーゲルベルグ・ヴェランダー（Kugelberg-Welander）病
　発症は１歳６か月以降。自立歩行を獲得しますが、次第に転びやすい、歩けない、
立てないという症状がでてきます。後に、上肢の挙上も困難になります。

IV 型、成人型
　成人から老年にかけて発症し、緩徐進行性です。手の先に始まる筋萎縮、筋力低下、
筋線維束性収縮がみられます。症状は徐々に全身に拡がり、運動機能が低下します。
四肢の近位部、特に肩周りの筋の萎縮で初発する場合もあります。

QQ：：SMA の症状について、
　もう少し詳しく教えてください。

：Ⅰ型は筋力低下が重症で全身性です。妊娠中の胎動が弱い場合がありま
すが、それは胎内から発症しているものだと考えられます。発症後、運動
発達は停止し、体幹を動かすこともできず、筋緊張や筋力が低下している、

Ａ
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いわゆるフロッピーインファント１０の状態を示します。支えなしに座ることができ
ず、哺乳困難、嚥下困難、誤嚥１１、呼吸不全を伴います。舌の線維束性収縮がみら
れ、深部腱反射は消失しています。人工呼吸器を用いない場合、死亡年齢は平均 6
～ 9 か月、95％は 2 歳までに死亡するといわれており、生命を救うためには、気管
内挿管や気管切開と人工呼吸管理が必要です。侵襲的な人工呼吸管理 12 が主流ですが、
非侵襲的な人工呼吸（NIPPV）13 で助けられる可能性は、日本でも近い将来に出てく
るものと期待されています。またその一方で、Ⅰ型の中で II 型に近い症例では、呼
吸器なしに経過をしている人がいます。世界的な呼吸管理の権威者である Bach 教授
によれば、「Ⅰ型の小児の両親は、通常、患児が１年から 2 年以内に亡くなるであろ
うといわれるが、３か月以降に発症した症例では、介助なしに食事ができ、自発呼吸
があり、20 歳の時点で、発症の遅い患児よりも強いことがある。」（ジョン・バック『神
経筋疾患の評価とマネジメント』診断と治療社、1999 年、17-18 頁）。

　II 型は支えなしに立ったり、歩いたりすることができません。舌の線維束性収縮や
萎縮、手指の振戦がみられます。腱反射は減弱または消失。成長とともに側弯が著明
になります。II 型の子ども達においては、関節拘縮 14 と側弯の予防がリハビリテー
ションの目的です。また、上気道感染に引き続いて、肺炎や無気肺になり、呼吸不全
に陥ることがあります。普段からの排痰の訓練と感染時の適切な医療対応が必要です。
SMA の子ども達の知能が優れていることが、SMA の古典である Hoffmann の論文に
も記載されています。SMA による身体的な活動の制限を、情報機器やさまざまな福
祉機器によってカバーできることが望まれます。

　III 型では立ったり歩いたりできていた
のに、転びやすい、歩けない、立てない
という症状がでてきます。次第に、上肢
の挙上も困難になります。発症の時期は
幼児期、小児期のこともありますが、思
春期の発症も多く見られます。思春期の
発症の場合は側弯は見られませんが、小
児期以前の発症では側弯が生じます。で

きていた事ができなくなるという喪失感や不安感をもつこともあり、年齢に応じた
SMA 理解と心のケアが必要です。

　成人の発症のⅣ型では、発症年齢が遅いほど進行のスピードは緩やかです。成人に
おいては、特に、できていた事ができなくなるという喪失感や不安感が強い場合が多
く、十分なカウンセリングが必要です。IV 型も下位運動ニューロン 15 のみの障害で
あり、筋萎縮性側索硬化症（ALS）が上位運動ニューロン 16 も障害されるのと比較さ
れます。（Q：SMA と ALS（筋萎縮性側索硬化症）の違いは？ 参照）

QQ： ： 大人の方でウェルドニッヒ・ホフマン（Werdnig-
Hoffmann）病と診断されている方もいますが……

：SMA の各型の分類は長いこと、診断する医師によって統一されたものでは
ありませんでした。1992 年頃から、原因の遺伝子を発見するために明確な
分類と診断基準を確立することが必要であるという考えのもとに国際 SMA

協会（International SMA Consortium）が組織されて、上記の分類が合意されました。
また日本では、2006 年、特定疾患としての承認のため、診断基準と臨床分類が整備
されました。しかし、まだ「SMA ＝ウェルドニッヒ・ホフマン病」という診断をし
ている医師もいるようです。

QQ：：SMA はどのように診断をするのですか ?

：SMA には「厚生労働省特定疾患調査研究班（神経変性疾患調査研究班）
による診断基準」があります。医師は、この基準に沿って診断をします。

Ａ．臨床所見
　（１）脊髄前角細胞の喪失と変性による下位運動ニューロン症候を認める。
　　　　筋力低下（対称性、近位筋＞遠位筋、下肢＞上肢、躯幹および四肢）
　　　　筋萎縮
　　　　舌、手指の筋線維束性収縮

Ａ
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　　　　腱反射減弱から消失
　（２）上位運動ニューロン症候は認めない。
　（３）経過は進行性である。

B．臨床検査所見
　（１）血清クレアチンキナーゼ 17（CK）値が正常上限の 10 倍以下である。
　（２）筋電図で高振幅電位や多相性電位などの神経原性所見を認める。
　（３）運動神経伝導速度 18 が正常下限の 70％以上である。

C．以下を含む鑑別診断ができている。
（１） 筋萎縮性側索硬化症
（２） 球脊髄性筋萎縮症
（３） 脳腫瘍・脊髄疾患
（４） 頸椎症、椎間板ヘルニア、脳および脊髄腫瘍、脊髄空洞症など
（５） 末梢神経疾患
（６） 多発性神経炎（遺伝性、非遺伝性）、多巣性運動ニューロパチーなど
（７） 筋疾患

　　　　筋ジストロフィー、多発筋炎など
　（８） 感染症に関連した下位運動ニューロン障害
　　　　ポリオ後症候群など
　（９） 傍腫瘍症候群
　（10）先天性多発性関節拘縮症
　（11）神経筋接合部疾患

Ｄ．遺伝学的検査
　　以下の遺伝子変異が認められる。
　　　（１）SMN1 遺伝子欠失
　　　（２）SMN1 遺伝子の点変異または微小変異
　　　（３）IGHMBP2 の変異
　　　（４）その他の遺伝子変異

＜診断のカテゴリー＞
確定：（１）下位運動ニューロン症候を認め、（２）上位運動ニューロン症候は認めず、

（３）経過は進行性で、かつＢの（１）～（３）を満たし、Ｃの鑑別すべき疾患を全
て除外したもの 
確定：（１）下位運動ニューロン症候を認め、（２）上位運動ニューロン症候は認めず、

（３）経過は進行性で、かつＤを満たし、Ｃの鑑別すべき疾患を全て除外したもの
注：厚生労働省の診断基準では、SMA の臨床症状を持っている方は、遺伝子診断で
確定できなくても、Ｂの臨床検査所見を有している場合に確定としています。

QQ：：SMA は遺伝病なのですか ?

：「狭義の SMA」は常染色体性劣性遺伝の病気です。ミクロのレベルで説明
をしましょう。ヒトの細胞の中には核があります。この核には父親由来、母
親由来の 2 本 1 組の染色体が全部で 46 本、23 組あります。１組が性染色

体で、残りの 22 組が常染色体です。常染色体には 1 番から 22 番まで番号がついて
います。このうち 5 番の染色体の長腕の 13 という場所（5q13）に SMA の原因遺伝
子（SMN1 遺伝子）が存在することがわかりました。I、II、III 型とも、この SMN1
遺伝子の変異によって生じるのです。父親由来の SMN1 遺伝子と母親由来の SMN1
遺伝子が共に変異を示している場合に、その子は SMA になります。父親由来または
母親由来の遺伝子がどちらか１つだけ変異している場合は全く無症状であり、この場
合を保因者といいます。保因者は全く症状はありません。保因者同士の結婚の場合、
お子さんがこの病気になる可能性は 1/4（25％）です。Ⅰ型の保因者の頻度は欧米
では 40 ～ 80 人に１人、II 型、III 型は 76 ～ 111 人に 1 人、といわれていますが、
日本では欧米より少ないようです。保因者の頻度を 100 人に 1 人と仮定すると、保
因者同士の結婚は 1/100 × 1/100 ＝ 1/10,000 であり、お子さんが SMA となる可
能性は 1/10,000 × 1/4 ＝ 1/40,000 となります。従って、患者さん本人やその兄弟
姉妹が結婚されても、いとこ同士などの血族結婚でなければ、お子さんが SMA にな
る可能性はほとんどありません。

Ａ
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QQ : : 遺伝や遺伝子変異とはどういうことなのですか？

：ヒトのゲノムプロジェクトが進み、多くの遺伝子が分かるような時代になっ
てきました。ヒトの遺伝子は全部で約 2.5 万個あると推定されています。遺
伝子の研究をしていると良く分かってくることなのですが、遺伝子を形作る

DNA とは A（アデニン）、T（チミン）、C（シトシン）、G（グアニン）の 4 つの塩基
から成っており、遺伝子変異とは、その塩基配列が例えば ATCG のはずが、ATGG に
なったり、ATT になったりしている「だけ」のことなのです。親から DNA 情報をも
らう場合に、また自分の細胞が DNA 情報によって増える場合に、誰においても、60
億の DNA と約 2.5 万の遺伝子が読み間違いを起こさないはずはないのです。解析の
進展によって、ヒトは誰でも、それらの遺伝子に数個の変異を持っていると考えられ
るようになってきました。つまり、私たちはみんな、症状はなくても何らかの病気の
遺伝子変異を持っていて、保因者であるといえます。劣性遺伝のため「偶然」病気が
発症していないだけだとも言うことができるのです。例えば SMA という病気は、「偶
然」しかも「だれの責任でもなく」そのような遺伝子変異が SMN 遺伝子に生じてい
ることによって起こるのです。

QQ：：SMA の遺伝子について、
もう少し詳しく教えてください。

：1995 年に SMA の原因遺伝子ではないかと考えられる遺伝子が 2 つ発見
されました。運動神経細胞生存（survival motor neuron 1：略して SMN1）

遺伝子と神経細胞アポトーシス抑制蛋白（neuronal apoptosis inhibitory protein：略
して NAIP）遺伝子です。この２つの遺伝子は染色体 5q13 において非常に接近して
存在しています。この２つの遺伝子のうち、SMN1 遺伝子の方が SMA の原因遺伝子
であると考えられてきています。この SMN1 遺伝子のセントロメア側には、SMN2
遺伝子と名付けられた、SMN1 遺伝子とは 5 塩基対のみが異なっている遺伝子が、
影武者のように存在しています。SMN1 遺伝子から SMN 蛋白質が作られますが、
SMN2 遺伝子は SMN1 遺伝子と塩基配列が異なっているために、SMN 蛋白質をわ

Ａ

Ａ

Ａ

ずかしか作れません。SMN 蛋白質は細胞の核に存在し、RNA 結合蛋白と反応し、転
写（DNA が RNA に読まれるプロセス）に関係するものであると考えられています。
NAIP は昆虫細胞のアポトーシス 19 を抑制する蛋白質と構造が似ているため、神経細
胞のアポトーシスを抑制する蛋白質と考えられています。

QQ：：SMA ではこの遺伝子が
どのようになっているのですか？

：SMA では SMN1 遺伝子や NAIP 遺伝子が欠損しています（欠失といいます）。
SMA の全ての患者さんで欠失がみられるのではなく、SMN1 遺伝子は SMA
の患者さんの約 90％に欠失を認めます。欧米では欠失を示す例がわが国よ

り多いです。Ⅰ型では SMN1 遺伝子と NAIP 遺伝子の欠失を認め、重症例では欠失が
大きい傾向があることを示唆しています。III 型 II 型の一部では SMN1 遺伝子の DNA
配列が SMN2 遺伝子の配列に変わり、コピー数（遺伝子の数、最も多くの方は２コピー
です）が増えていることが明らかになってきました。SMA の確定診断として、採血
により SMN1 遺伝子、NAIP 遺伝子の欠失を調べることは有効です。発症の早期に診
断を受け、新規の治療、場合により治験をお受けになる事で、症状を軽症化する可能
性が出てきています。欠失を示さない場合には、細かい DNA 配列まで検査をして小
さな変異があるか確認できるようになりました。また、SMN2 遺伝子のコピー数も、
後に述べる核酸医薬品の治療の判断には重要となっています。

QQ：：SMA の遺伝子診断ができるとありましたが、
どのように行うのですか？

：遺伝子診断において用いる DNA は体のどの細胞から採ってもよいのです。
一般には 5 ～ 10 ml ほどの採血を行います。SMN1、SMN2、NAIP 遺伝子
を調べます。「SMA における遺伝学的検査」として保険収載されています。

Ａ
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QQ：：SMA の治療について教えてください。

：日本も参加した国際共同企業治験の結果により、2017 年に核酸医薬品（ヌ

シネルセン：【スピンラザ髄注 12mg®】）の髄腔内投与が SMA における治療と

して承認されました。影武者のような存在の SMN2 遺伝子に作用して SMN 蛋白質を産

生する機序です。発症前や発症早期に治療を開始することにより、I 型においては気

管切開や人工呼吸管理を回避できる可能性、他の型においても順調な運動機能獲得の

可能性があります。しかし、リハビリテーションの重要性はむしろ高くなってきてお

り、SMA における骨格筋の発達や再生、バランス良い筋力獲得のために重要です。バ

ルプロ酸ナトリウム内服の医師主導治験では、その有効性と安全性の判定作業を進め

ています。さらに、低分子医薬品の経口投与の治験も順調に成果を出しています。

 また、2017 年に I 型において、アデノ随伴ウイルスベクターを用いた静脈投与によ

る遺伝子治療（ゾルゲンスマ ®）の成功が医学雑誌に報告され、2018 年から日本も参

加した国際共同治験で有効性が証明されました。2 歳未満の I 型をもつ子ども達にこ

の治療が届く日も間近です。より有効で安全な薬が次々に開発され、複数の選択肢か

ら適切な治療法を選ぶことも夢ではなくなってきました。

　新しい治療薬による治療を受けている方も増えてきている一方で、従来の「ケア」

の概念も重要です。例えば、SMA のⅠ型やⅡ型の乳児期発症の方では、授乳や嚥下が

困難な場合には、チューブ栄養が必要な場合もあります。胃瘻の造設が必要となるこ

ともあります。また、治療を受けていても、呼吸器感染、無気肺を繰り返すことにも

注意しなければなりません。鼻マスク人工呼吸法（NIPPV）は有効と考えられますが、

乳児例への使用には多くの困難を伴います。また、筋力にあわせた運動訓練、関節拘

縮の予防などのリハビリテーションが必要です。Ⅲ型では歩行可能な状態をなるべく

長期に維持できるように、また関節拘縮の予防のためにもリハビリテーションを行い、

装具の使用などを検討し、小児神経医、神経内科医、整形外科医、機能訓練士の連携

が必要です。

Ａ
Ａ

QQ：：SMA と ALS（筋萎縮性側索硬化症症）は
　　　同じ運動ニューロン病だとありましたが、
　　　　　　　　　　　　　その違いはなんですか？

：SMA も ALS も同じ運動ニューロンの変性を主体とする疾患であり、運動

ニューロン病の範疇に入る病気です。

SMA ALS

　　
遺伝性

狭義の SMA は常染色体劣
性遺伝

一部は常染色体優性遺伝（多く
は孤発例）

　　
病変部位 主に脊髄前角細胞、下位運

動ニューロンに影響
下位運動ニューロンだけでなく
上位運動ニューロンへも影響

       
腱反射 弱い、または消失 病初期に亢進（過度に反射）

　　
       発症時期 0 歳から成人まで 早くても 10 歳代以降

　  　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　 

QQ：：神経内科で脊髄性進行性筋萎縮症と
診断されましたが……

：成人を対象とする神経内科では脊髄性進行性筋萎縮症（SPMA）という診
断が行われることがあります。2006 年に厚生労働省の「神経変性疾患に関
する調査研究班」では、成人になってから発症する SMA を SMA IV 型と定

義しました。SMA IV 型の進行はゆるやかで、呼吸障害や嚥下障害をほとんど認めま
せん。SMN1 遺伝子の変異を示す場合は少なく、これは「狭義の SMA」を含むより

Ａ
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広義の症候群と考えられます。場合によっては ALS との境界が不明確なケースも見
られます。

本文中の番号について、解説します。

1　脊髄にある運動神経細胞。脊髄の灰白質の前に位置しており、ここから末梢神経
が骨格筋に到達してその筋を支配している。

2　筋肉の細胞（筋線維）が何らかの原因で萎縮する（細くなる）病気の総称。
3　運動ニューロンとは、骨格筋を支配している末梢神経の母体となっている脊髄前

角細胞と、その脊髄前角細胞に運動のための刺激を錐体路や脊髄の側索を通して
送ってくる大脳皮質の運動神経細胞をいう。運動ニューロン病とは、筋萎縮性側
索硬化症 (ALS) のことを狭義には示すが、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症（ケ
ネデイ・オルター・スンク症候群）などを含めて用いている。

4　体の胴の部分。
5　ヒトには父親由来、母親由来の２本１組の染色体が全部で４６本ある。これは性

染色体１組と常染色体２２組から成り立っている。この常染色体に遺伝子が存在
し、父親由来・母親由来の両方そろって遺伝子変異を有するときに発症する遺伝
形式の病気。

6　筋肉の細胞を支配している神経細胞の変性（脱神経）によって、筋線維がピクピ
クと収縮したり弛緩したりして細かく動くこと。

7　細かいふるえ。SMA では筋線維束性収縮と同様のメカニズムによって起こる。
8　脊髄反射のひとつ。腱（筋肉の骨への付着部）を叩いたときに、瞬間的に収縮して、

関節が動く反射。
9　脊柱が体の側方に弯曲したり、ねじれたりする症状。
10　筋緊張が極端に低下して柔らかくグニャグニャしている（= フロッピー）乳児（=

インファント）のこと。
11　食べ物が飲み込みにくくなること。水分や固形物が誤って気管に入ってしまっ

たり、流れ込んだりすること。

12　首から気管へ外科的に作られた穴にチューブを通し、人工的に呼吸を補助する
方法。

13　気管内挿管や気管切開をするのではなく、鼻マスクやマウスピースを用いて、
気道に周期的に圧力を掛けることにより呼吸を補助する方法。

14　関節が固くなり、動く範囲が狭くなり変形すること。
15　脊髄前角細胞から末梢神経が骨格筋に到達してその筋を支配しているが、この

脊髄前角細胞以下の運動性末梢神経を下位ニューロンといい、その障害を下位
運動ニューロン病という。

16　大脳皮質の運動神経細胞から脊髄前角細胞に運動のための刺激を錐体路や脊髄
の側索を通して送ってくるが、この神経系を上位ニューロンという。

17　血中にある筋酵素のひとつ。筋組織が壊れると細胞内のクレアチンキナーゼが
血中に漏れ出し、血液検査でこの値が高くなる。

18　末梢神経の機能検査法のひとつ。末梢運動神経を刺激して皮膚の表面に張り付
けた電極で筋電図を記録して、末梢運動神経における電気活動が伝わる速度を記
録する。

19　細胞の寿命を決めるＤＮＡ自己消滅プログラムによって、細胞がある時期に急
速な死を迎えることがある。「ブログラムされた細胞死」ともいう。

20　非侵襲的な人工呼吸法のひとつ。人工呼吸器と患者を鼻マスクでつなぐ。

監修　東京女子医科大学遺伝子医療センターゲノム診療科　
特任教授　　　齋藤加代子
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会員投稿② -1

コミュニケーションの土台作りコミュニケーションの土台作り
（文：SMA I 型、女児の母）

　私の娘は SMA Ⅰ型で、現在 21 歳です。

　一昔前の環境なので、皆さんのお役に立つか不安ではありますが、日々の生活の様

子や、これまでの経緯が少しでも参考になれば幸いです。療育と学校ですが、療育セ

ンター、地域の幼稚園と併用、地域の小・中学校の特別支援学級（病弱虚弱児学級で

9年間担任と一対一の恵まれた状況でした）、高校から養護学校の訪問籍になり、週 4

回の訪問教育を受けました。

　卒業後は生活介護と医療型短期入所と合わせて月 5回の通所、月 2～ 3回の重度訪

問介護制度を利用し、外出をしています（医療ケアが必要なため私も同行しています

が、距離を置いてヘルパーさんとの時間を楽しんでいます）。他には、週 1回ヘルパー

さんに来ていただきシャンプーやクッキング、話し相手をしていただいています。

　体調管理の面では、週 2回の訪問入浴・訪問看護、月 1回の訪問歯科・小児科の訪

問診療。各週にカニューレ、月 1に胃瘻ペグ交換、月 1回のリハビリとＳＴ（言語訓

練）に通院しています。

　皆さんの大きな関心の一つにコミュニケーションがあるのではないかと思います。

私自身、娘の確定診断を受けた時は、意思疎通がとれるとは思ってもいなく、ビデオ

やテレビを見せたり、絵本の読み聞かせをしてあげることしか出来ないと思っていま

した。

　1 歳になり主治医から、この子には言語訓練が必要だからと言われ、訓練が始まり

ました。

　このスタートが大きい一歩でした。ST の先生との始まりは、ワンスイッチで玩具

を動かすことからでした。スイッチを押せば犬の玩具が鳴いて動くを繰り返し、訓練

が終わると泣き出す娘を見て、嬉しさで胸がいっぱいになったことを覚えています。

　同時に公文のカードを使い選択することも始まりました（好きなのどっち？）。自

身で玩具を動かすことで因果関係を理解し、二者選択から三者選択が出来るように

なったことがとても大切で、今に繋がっていると感じています。機器を与えるだけ、

通常学級に籍を置くだけでは、語彙も増えませんし、コミュニケーション力もつきま

せん。出来る限りの経験と言葉の訓練（習得）が必要だと、学校や自宅で娘を見てい

て思いました。

　現在の ICT 機器の環境は、在宅中は視線入力装置と PPT スイッチ（圧電式入力装置）

を併用し、miyasuku.Eyecom（意思伝達システム）を使用しています。用途としては、

コミュニケーション、facebook、メールを楽しみ、投稿や返事をする事で、コミュニ

ケーション力の向上や、お友達との大切な交流の場となっています。YouTube で動画

を楽しんだり、自治会や通所先のチラシを作成したりもしています。最近 AI スピー

カーを購入し、便利でもあり話し相手にもなり楽しんでいます。

　iPad は在宅でも外出先にも持ち歩き使用しています。LINE や Twitter をしたり、

音楽を聴いたり、アプリを使って絵を描いたり写真を撮ったりしています。外出時の

コミュニケーションはレッツチャットを使用しています。

 娘の幼少期は視線入力装置や視線訓練ソフトもありませんでした。現在、たくさん

の機器やソフトがありますが、いきなり文字の習得ではなくワンステップずつ前に進

めてあげることで確実にコミュニケーション力を豊かに出来るのではないかなと思い

ます。

 障害者差別解消法や福祉の制度も変わってきていますが、SMA っ子達自身の出来る

限りの教育も大切だと思っています。親や周りの思い＝子供の思いではなく、子供自

身から発信できるように支援していってあげて欲しいなと思っています。ICT 機器を

使用すれば楽しく出来る事がたくさんあります。そして、SNS 等で発信すれば、支援

をしてくださる方がたくさんおられます。これからの子供達の生活が楽しく過ごせる

事を願いたいと思います。
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会員投稿② -2

2003 年 10 月 9 日の朝2003 年 10 月 9 日の朝
（文：SMA I 型、男児の母）

　2003 年 10 月 9 日の朝。緊急の帝王切開で我が家の長男が生まれました。

　泣き声も哺乳力も弱いほうでしたが、その時、子育てが初めての私は息子の病気に

気づきもしませんでした。ましてや、病院側も気づきませんでした。

　そのまま退院しましたが、自宅での母乳の授乳には１時間ぐらいかかることもあっ

たり、やっと飲ませたミルクや母乳を全部滝のように吐いてしまうこともよくありま

した。

　それでも、1か月検診も 3か月検診も何事もありませんでした。

　8 か月検診の時にまだ寝返りを全然しないことを指摘され、県内で一番大きな国立

病院を紹介され、初めて何かが違うことが分かり不安に陥りました。

　その後、病院の受診では色々検査しましたが、異常はありませんでした。他の県立

病院や県の療育リハビリ施設でも診察しましたが、なんの病気かわかりませんでした。

　1 歳を過ぎて、先生より筋肉の病気の可能性があるので、筋生検のお話がありまし

た。それと同時に主人の会社の社長の奥様より、東京の大学病院を紹介してくれると

いうお話がありました。私たちはそこに行ってみようということにしました。

　大学病院では小児神経科の教授を紹介していただきました。診察までだいぶ待ちま

したが、診察室に入って、ほんの５分程度で SMA の可能性が高いということを告げら

れました。これには主人も私も本当に驚きました。SMA はネットで調べて知っていた

ので、やっぱりそうなんだ・・・と思いましたが、なんとなく病名がはっきりして、

少し安心しました。

　その大学病院では色々な検査をしましたが、確定診断の採血は地元の病院から東京

女子医大に送ってもらい、しばらくして SMA 確定の通知が届きました。当時、県内で

は第一号だったようです。呼吸器は着けていませんが、座位は一人で取れないので、1.5

型ぐらいだと思います。

　県内にはまだいない病名だったので家族の会の存在は情報を得たり交流したりする

のに本当に助かりました。今まで、介護・医療・福祉にまったく無縁の生活を送って

いたので、未知の世界で戸惑うことが多かったのですが、いつも傍で無邪気に笑って

いるわが子に励まされました。

　長男は 2歳ごろから肺炎で入院することが頻繁にありました。東京女子医大を受診

した際にそのことを話すと、逆流が原因ではと言われ、地元の病院で検査をすると、

明らかに手術をした方がよい値に達しているということでした。でも、私たちはまだ

小さな体にメスを入れることに躊躇して先送りにしていました。それが、６歳になっ

て、ひどい肺炎になり医師より胃ろうの手術を進められ、決心しました。その後、急

に熱が出たりすることが少なくなり、それまで 20 回以上入院していましたが、年々

減って今では年に１回するかしないか程度になりました。

　学校は特別支援学校に通っています。本人が地域の学校と特支校を見学して楽しそ

うだったから選んだこともありますが、体調面や医療行為のことを考えると看護師の

いる特支校がベストだったと思います。ゆっくりではありますが、個別でお勉強も教

えてもらい、中学 1 年生になった今「学校楽しいよ。」と言ってくれ、地理や歴史は

私より詳しいです。

　側彎のことや電動車椅子を怖がって乗れないことなど問題はまだ色々ありますが、

本人は毎日楽しく生活している様です。

　去年、同じ SMA の弟が産まれました。兄に似て本当にかわいい子です。

　2 人育てるのは大変ですが、この子のお陰で、新薬が研究されていて、もうすぐ私

達の所に届くということが分かりました。届くまであとどれだけ待つのかは分かりま

せんが、希望を胸に一日一日を楽しく過ごしていきたいと思います。
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会員投稿② -3

双子ちゃん成長記録 -- 生きてくれてありがとう --双子ちゃん成長記録 -- 生きてくれてありがとう --
（文：SMA Ⅰ型、女児の母）

　妊娠中に一卵性双生児とわかり大学病院で管理入院して、2015 年 5 月早産、低体

重で NICU → GCU に 1 か月程いました。スクリーニング検査でも問題なく、体重も増

えてきたので退院し、その後は順調で 2 人の育児に追われていました。ところが鼻

水、痰が頻繁にからむので耳鼻科で吸引してもらっていました。また母乳の飲みが弱

く、首が座らないことや手足の動きが弱くなってきたことが気になりました。毎月の

NICU 外来にも経過観察と言われ、双子なので成長も遅いのかと思いましたが、6か月

検診にて明らかに他の子との差があるため同大学病院の小児外来を受診。すぐに検査

入院することになり、1か月ほどで SMA Ⅰ型と診断され、いつ亡くなってもおかしく

ないと言われました。入院してすぐに母乳も飲んでくれなくなり、悲しかったことを

今でも鮮明に覚えています。口からの栄養が難しくなり経管栄養が始まり、1 回に 5

時間以上かかりました。私も吸引などの必要な手技を覚えるのに無我夢中でした。寝

ている時だけ経鼻酸素カニューレを付けていましたが、それでも時折サチュレーショ

ンが下がるので 8 か月過ぎには NPPV マスクを付ける練習を始めました。1 歳には 24

時間人工呼吸器 NPPV マスク、口腔内の持続吸引も必要となりました。カフアシスト・

コンフォートカフ（排痰補助装置）を使用して吸引する際には NPPV マスクを外すため、

苦しそうで時には顔色が真っ白になり、その都度アンビューバックを使用するので本

当に可哀想でした。普通は意識することなく、呼吸するのが当たり前のはずが、呼吸

の大切さを痛感しました。レントゲンでは二人の肺がベル型形状になっていました。

　2 歳になり人工呼吸器にも慣れてきて、調子がよい時にはツインズベビーカーで院

内のお散歩に行ったりしていました。その頃は手足を多少動かし、笑ったりもしてい

ました。新薬の話はありましたが、今の状態では治療が難しいと言われ、先が見えな

い不安の中、在宅の準備が進められました。不安が的中し、在宅をスタートしてすぐ

に妹が洗髪中に痰を詰まらせ心肺停止になりました。すぐに救急車で蘇生してもらい、

そのまま入院生活に戻りました。冬の季節によることもあってサチュレーションが頻

繁に下がるようになり、その度に胸を痛めました。

　その後セカンドオピニオンを受け転院し、スピンラザの治療を 2 歳 10 か月から

NPPV マスクのままで開始しました。今後の生活を考えて半年後に気管切開、胃瘻

をして体調も安定し手術して本当に良かったです。その後、慎重に在宅準備を行い

2019 年 1 月に退院しました。程なくして朝はペースト食、昼はラコール半固形、夜

はエネーボの食事をし、更に手作りレッドコードで運動して毎日便通もあります。

　これから少しでも座位をとりたいと思うので座位保持椅子を作る予定です。今は 2

人とも側わんはありませんが、足の変形があるため両長下肢装具や短下肢装具を使用

しています。在宅になって家族の助けや福祉サービスを利用することは 2人にとって

絶対に必要だと思っています。4 歳の時、誕生日をはじめて家で祝うことができ、家

にいるのが信じられず涙が止まりませんでした。なぜなら一度在宅で妹が心肺停止に

なったので、二度と同じ思いをしたくないと言う気持ちがあったからです。治療する

前までは、明日のことさえも考えられなかった状態でしたが、2 人の可能性も広がり

もっといろんなことを経験させてあげたいという思いが強くなりました。就学のこと

を考えたり、やることは沢山あって毎日忙しくしています。

　2人は、訪問看護、訪問リハビリ（PT、OT、ST）、訪問診療、訪問歯科、訪問栄養指導、

居宅介護を利用しています。2 人ともお風呂が大好きで毎日入っています。週 1 の児

童発達デイ（送迎あり）にも慣れてきたので週 2、3に増やしていこうと思っています。

重症デイサービスが少ないので、2 人一緒に同じ場所に通わせるのは難しく何箇所か

断られました。幸いにも今のデイサービスは思いを叶えてくださり 2人仲良く通って

います。また、療育センターにも通いたいと思っていますが、送迎の手段がないので

困っています。

　計約 3 年という長い入院生活から在宅へと環境が変化しても、2 人の娘は直ぐに順

応して逞しく育っています。スピンラザ投与以外の入院は今のところありません。最

近は 2 人で張り合ったり、自己主張が強くなったのでコミュニケーションツールを

もっと上手く利用できたらと思っています。家族をはじめ皆様に助けられて私も救わ

れています。自宅でのカンファレンスは毎回内容の濃い話し合いとなります。何より

も 2人がみんなに愛されてすごく幸せそうなので嬉しい限りです。今では生きてくれ

てありがとうと心から思っています。
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呼吸ケアについて

［はじめに］
　重症度や年齢により、呼吸筋やのどの機能に違いがあります 1)2)。ここで紹介する

予防策をタイムリーに取り入れましょう 1)-3)。そして、家や学校や職場で、呼吸の問

題で困ることが起きないようにします。

[ 本邦の神経筋疾患の呼吸ケア・リハガイドライン ]
　国際ガイドラインや欧米先進国のガイドラインに加え、日本でも、2014 年に「神

経筋疾患、脊髄損傷の呼吸リハビリテーションガイドライン」（日本リハビリテーショ

ン医学会）4)、2015 年に「NPPV ガイドライン改定第 2 版」（日本呼吸器学会）が公表

されました 5)。これらを活用して、生命と QOL を最良にできる専門医療環境作りが求

められます。

［呼吸の問題］
１．症状の現れ方

　呼吸の問題は、突然に起こるものと、ゆっくりと進行するものがあります。

　突然に起こる呼吸の問題は、風邪をひいたり、食べ物が気管の方に入ってうまく出

せなくなったり、便秘や呑気でお腹が張ったり、手術の後にみられます。症状は呼吸

苦を訴えるとは限らず、呼吸が早く、咳が弱く、脈が速くなり、不機嫌や活気がない

などです。これらの症状に気づかないと、突然チアノーゼやショックになります。

　ゆっくり進行する呼吸の問題は、運動機能低下のため、階段を駆け上がって息苦し

いなど訴えることがなく、気づくのが遅くなります。まず、睡眠時に呼吸が弱くなる

ことから始まります。よく見られる症状は、１）夜に良く眠れない、何度も目覚める、

２）朝の頭痛、３）昼間の眠気、４）疲れ、５）集中力低下、学習障害、学業成績低下、

記憶障害、６）やせ、７）悪夢を見ることが増える、８）痰がからみやすい、９）息

苦しい、10) ドキドキする、脈が速い、11）顔色や唇や爪の色が青白い、くすんでいる、

12）食べ物をのみこみにくい、13）腹部不快や便秘、などです。

２．タイプによる違い

　SMA Ⅰ型では、典型的には、7 ～ 9 か月頃、風邪などをきっかけに、急性呼吸不全

になります。以前は、鼻や口から気管にチューブを入れる気管挿管人工呼吸を要して

いました。抜管困難時は、気管切開を考慮することがあります。しかし、近年、非侵

襲的換気療法（noninvasive positive pressure ventilation=NPPV）と機械による咳

介助（mechanical insufflation-exsufflation=MI-E）を用いて、気管挿管や気管切開

を回避したり、抜管を促進することがあります。また、急性呼吸不全出現前に、腹式

呼吸や多呼吸に対して、睡眠時～終日までの NPPV を、急性呼吸不全前から適応する

こともあります。SMA Ⅰ型の中には、6 か月より早期から（2 か月頃）呼吸不全にな

る重症例もいます。一方、1 才を過ぎでも呼吸不全が目立たない軽症例については、

SMA Ⅱ型に準じて考えます。

　SMA Ⅱ型は、重症度により様々ですが、乳幼児期～青年期までに、急性や慢性の呼

吸不全が起きます。NPPV と MI-E で、気管挿管や気管切開を回避、または抜管するこ

とができます。典型例では、小児期～青年期から、睡眠時の NPPV や、風邪をひいた

時の終日までの NPPV と MI-E を要します。

　SMA Ⅲ型は、やはり重症度で差がありますが、風邪をひいた場合に、咳介助や NPPV

を要することがあります。ただし、加齢によって肺活量や咳の力が低下すると、睡眠

時の NPPV や、むせた時の MI-E の適応もあるかもしれません。気管挿管や気管切開は、

インフルエンザの重症肺炎以外では、必要ないか、抜管が可能です。

［呼吸機能の検査］
　SMA では、年１回、または気になる症状があった時に行う呼吸機能の検査は、以下

の通りです 6)。血液ガス分析は、急を要する時に行うことがあります。息を吸ったり

吐いたりする検査は、通常６才くらいの理解度を要します。

１．肺活量（vital capacity ＝ VC）

　一杯に吸ってからはき出す空気の量を測るものです（写真１）。坐った時より横に

なると低くなることがあります。また、車いすが合っていないと、坐った時に低くな

ることもあります。
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　肺活量が低下すると、息を吸うこと、特に深

呼吸や咳が弱くなります。

                          写真 1．簡易流量計で肺活量を測定

２．咳のピークフロー（cough peak flow ＝ CPF）

　気管支喘息で使うピークフローメータで測ります。咳の強さを表します。

　12 才以上になると、以下のような指標が使えます。CPF が 270L/ min 以下では、風

邪をひいたら痰が出しにい可能性があります。CPF が 160/ min 以下では、普段から

痰を出しきれません。自力の咳が弱くなってきたら、徒手や機械による咳介助により、

CPF を上げることができます（写真 2）。
　　4 才から 18 才の小児の CPF の標準値がイタリア

から公表されていますが、１2 才以下の咳が弱いと

判断する基準値はまだなく、研究中です。7)　略語は

PCF（peak cough flow）が使われることもあります。

　写真 2．呼気時の徒手咳介助による咳のピークフローの増強

３．最大強制吸気量（maximum insufflation capacity ＝ MIC）

　肺の中にどれだけ空気を溜められるか、すなわち肺や胸郭の柔らかさとのどの機能

を見るものです。肺活量が低下してきたら行います。

　以下の方法のどれかで行います。

１）救急蘇生用バッグを、フェイスマスク、

鼻マスク、マウスピースに接続して空気

を送ります（写真 3）。肺に吸い込んだ

空気を一度溜めてから、流量計で測定し

たのが MIC です。

　　　　　　　　　　　写真 3．救急蘇生バッグを用いた深呼吸

２）NPPV の従量式人工呼吸器（換気量を設定するタイプ）から送られる空気を、

２回分～３回分肺に溜めます。最近は、深呼吸を設定すると普段より多い空

気の量が送られる NPPV 機種もあります。

３）舌咽頭呼吸（glossopharyngeal breathing ＝ GPB）は、別名カエル呼吸と

呼ばれます。下顎とのどの間に溜めた空気を舌で奥に押し込むものです。こ

の動作を数回～ 20 回で、MIC に到達します。舌咽頭呼吸のやり方は、風船

ガムを膨らませてからその中の空気をすっと吸い込む動作と似ています。

４）MI-E の吸気で肺を膨らませます。乳幼児では、これが一番やり易いかもし

れません。

　自力の深呼吸が不充分な場合（胸の上りが少ない場合や、％肺活量で 50％以下）、

１度に３回程度の MIC を、１日に２～３回行います。

４．酸素飽和度（SpO2 または SaO2）

　酸素飽和度は、体に十分酸素がいきわたっていることを確かめるものです。パルス

オキシメータという器械を使って、指先などで測ります。SpO2 が 94％以下になるよ

うでしたら、呼吸に問題があるので、対策が必要です。昼間の測定だけでなく、症状

を訴える時や肺活量が低下している時には睡眠時にも測ります。

５．経皮炭酸ガス分圧（TcCO2）または呼気終末炭酸ガス分圧（EtCO2）

　呼吸筋の筋力低下では、血液中の CO2 が増加します。SMA では酸素飽和度が正常で

も動脈血 CO2 が上昇（正常値は 35 ～ 45mmHg）することがあります。昼間だけでなく、

症状があったり、肺活量が低下している時には睡眠時にも測定します。

　経皮炭酸ガス分圧（TcCO2）は TOSCA（トスカ、ラジオメータ社、デンマーク、IMI 輸入）

などの機械を使って測定できます。動脈血ガス分析とほぼ同じ値です。

　呼気終末炭酸ガス分圧（EtCO2）は、呼出した息の CO2 分圧です。カプノメータ（携

帯型もあり）を使って、鼻カニュレや呼吸器回路の呼気から測定します。通常は、

EtCO2 は、動脈血ガス分析による CO2 分圧よりやや低めですが、近い値です。しかし、

高度な低換気（% 肺活量が 20% 以下など）、NPPV 使用中（呼気と人工呼吸器の送気が

混和するため）、重症心不全では、EtCO2 は、動脈血ガス分析による CO2 分圧よりかな

り低く、解離し、あまり参考になりません。
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［排痰介助］
　痰を出しやすくするために、咳介助があります。神経筋疾患の気道クリアランスの

国際ワークショップで推奨されている方法をご紹介します。8)

　姿勢の変更など肺理学療法によって、痰を上気道に移動する場合、上気道から喀出

ができなければ痰づまりになり、気管挿管を要する可能性があります。咳の弱い患者

に肺理学療法で痰を移動する時には、以下の確実な咳介助を習得しておきましょう。

１．徒手による呼気介助：

　咳をする時に、介助者の両手（または片手）で、胸部下部や腹部上部を圧迫します。

医師の処方のもと、呼吸理学療法の経験のある理学療法士に指導を受けてください。

２．吸気介助：

　前述の最大強制吸気量（MIC）の方法のどれかを使います。

３．機械による咳介助（mechanical insufflation-exsufflation=MI-E）

１）MI-E の機械

最新機種は、カフアシスト E-70 （フィリップス・レスピロニクス社、米国）です（写
真４）。人工的に咳を起こします。機械の陽圧で肺に一杯空気を送った後、一瞬

で陰圧により上気道へ空気を吸い上げます。陰圧の際は、ちょうど掃除機で空気

を一気に吸い取るようになります。フェイスマスク、気管挿管チューブ、気管切

開チューブに接続して使います。

MI-E の 呼 気 時 に、 徒 手 に よ る 呼 気 時 の 咳 介 助（mechanically assisted 

coughing=MAC）を合わせて行うと、さらに咳を強くします（写真５）。

写真 4．機械による咳介助 写真 5．徒手介助併用の機械による咳介助

　２）MI-E の適応

適応は、咳が弱い例、例えば、徒手による咳介助の CPF が低下している例や、風

邪や発熱や痰がらみが頻回で長引く例、急性呼吸不全や誤嚥や痰づまりのエピ

ソードがあった例です。SpO2 が 94% 以下に低下したり、痰や気管内の異物が疑

われる際に、使用します。

誰でも気管に食べ物がうっかり入ってしまうことがありますが、咳で出すことが

できれば、窒息や誤嚥性肺炎になりません。徒手による咳介助は、実際にむせて

いる最中にはうまくできないこともあります。そこで、自力の咳が弱いと、気

管に入ってしまった食べ物を出すために、MI-E を要することがあります。MI-E

により、気管挿管や気管支ファイバーで食べ物を取り出す必要はなくなります。

３）M-E の条件

12 才以上では、画面上に現れる PCF（peak cough flow、CPF と同意）が 270L/min

以上になるように設定します。それより低年齢の場合は、前述のイタリアの CPF

標準値を参考にするか、十分に胸が動いているかを目安に条件を調整します。

陽圧と陰圧は、同じくらいの強さがよく用いられ、40 ～ 55 ヘクトパスカル（hPa）

とします。中には、胸郭の柔らかい乳幼児例では 30、痰の粘稠度が高い場合や

胸が硬い例では 60 も使われます。吸気時間と呼気時間は 1 ～ 2 秒、休止時間は

0 ～ 1 秒が使われます。カフトリガといって、吸気で送気が誘発される設定もあ

ります。導入時や普段はこれで使用しても、気道異物や痰づまりで吸気のトリ

ガが検知されない場合は、トリガを使わない条件に変更します。

 

［呼吸サポート］
１．NPPV とは

　近年、呼吸が弱くなることに対して、まず、NPPV を適応します 9)。鼻マスク、鼻

ピロー、口鼻マスク、顔マスク、マウスピースと人工呼吸器をつないで、呼吸をサポー

トします 10)11)。気管挿管や気管切開などをしなくてもできる人工呼吸です（写真５）。
風邪をひいた時、睡眠時、昼間にも追加して行う場合があります。気管切開孔の合

併症や、気管切開の吸引ができる

　　人の付き添いの必要も無く、QOL が維持され易いです。肺や胸郭の変形を

予防します 12)13)。一方、上気道を空気の通り道として保てないと換気ができません



36 37

ので、適切な観察、モニター、首や頭の位置の確認、必要に応じて咳介助を行うこ

とで、効果が維持されます。

２．NPPV の導入

長期の NPPV は、症状と、肺活量、覚醒時と睡眠時

の酸素飽和度低下や呼気終末か経皮 CO2 濃度が 45mmHg

以上の場合、睡眠時に行うことにします。もちろん、

最初は昼間に練習します（写真６）。SpO2 と TcCO2 の

正常化と良眠、症状の軽快をめざして、NPPV のイン

ターフェイスや条件を調整します。ただし、NPPV を

いろいろ調整しても不快で眠れない場合は、3 か月程

度待って、再検査します。急性呼吸不全では、できる

だけ早期に NPPV を適応します。

３．NPPV の機器

　１）インターフェイス

NPPV を効果的に行うためには、顔の形に合ったインターフェイスと固定用ベル

トやキャップの選択が第一です。成長と共にタイムリーに変更し、マスクの圧迫

により顔の変形が起こらないようにインターフェイスを複数使います。インター

フェイスのあたる部位に褥瘡ができたり、風邪で 24 時間使用になった時には、形

の違うマスクに代える必要があります。褥瘡予防に、インターフェイスのあたる

部位にカブレステープ（インターネットで購入可）などを貼ることも有用です。

小児期に使えるマスクの選択肢はまだ世界的

に少ないのですが、少しずつ種類が増えていま

す。大人用の鼻マスクを口鼻マスクとして利用

する方法もあります（写真７）。風邪やアレル

ギーで鼻が詰まったら、鼻マスクではなく口鼻

マスクに切り替えて使います。

　　口の周りからのエアリーク対策として、クッ

  キングペーパーを折りたたんで口をマスクのよ

写真 6. NPPV 導入

写真 7.　睡眠時の NPPV

  うに覆い、テープやアイマスク、チンストラップ（フィリップス・レスピロニクス

社）で留めることも効果的です。

　

　２）NPPV の人工呼吸器

　・人工呼吸器の選択

　どんな人工呼吸器でも、気管挿管や気管切開チューブの代わりに、鼻マスクなど

のインターフェイスに接続すると、NPPV ができます。在宅などで使いやすい携帯

型が便利です。

　通称バイパップ（BiPAP）と呼ばれるbilevel positive airway pressure (bilevel 

PAP) は、高い陽圧と低い陽圧との圧の差でエアを送るものです。乳幼児やのどの

機能が低下している例では、バイパップが好まれる場合もあります。

　一方、呼気弁のある回路を使うと、呼気は呼気弁から排出されます。このため、

呼気時の圧（PEEP または EPAP）をゼロにできます。呼気時に息が吐きやすく、会

話や嚥下もし易いです。理解度が高く、のどの機能が維持されている場合は、通常、

呼気弁のある回路を使います。

　・人工呼吸器の設定条件

　比較的新しい人工呼吸器のモードであるアダプティブ・サーボ・ベンチレーショ

ン（ASV）やエーバップス（AVAPS）は、睡眠時に換気が不足すると自動的に圧を増

加するといわれています。しかし、SMA など呼吸筋力低下を主体とする病態に効果

的かはわかっていません。SMA に対しては、コントロールモード（VCV、PCV、T）や、

息を吸う時にトリガを感知する補助換気モード（アシストコントロール、PACV、S/T）

が使用されています。補助換気モードでも、十分なバックアップ換気を設定します

6)。

肺活量が低下して、CO2 が上昇している例に、一定の陽圧をかける持続気道内圧

（シーパップ＝ continuous positive airway pressure=CPAP）は、使いません。CO2

がさらに上昇するからです。

４．気管挿管の必要性

NPPV では病態が改善しない場合、気管挿管を行います。病態が改善したら、NPPV

と MI-E を活用して気管挿管を抜管します。SMA Ⅰ型では抜管困難となる可能性があ
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ります。

５．SMA Ⅰ型における気管切開の選択肢 14-28)

　SMA Ⅰ型の乳幼児で、何かあった時に近くの病院で気管挿管が困難な場合や、在宅

ケアにおけるリスクが高い場合、気管切開を考慮することがあります。しかし、適応

により、NPPV と MI-E を活用して気管切開を回避できる例もいます。米国の Bach JR

らは、SMA Ⅰ型の重症例（2 か月で気管挿管後、NPPV 使用）の兄弟で、NPPV と MI-E

で 20 歳と 18 歳になる例を報告しています。

　英国の筋力低下のある小児の呼吸ガイドラインや、SMA のガイドラインでは、SMA

Ⅰ型に対する気管切開は、全例に適応するものではなく、よく考えて選択するとされ

ています。一方、呼吸苦を取り除くための NPPV と MI-E は、全例に行うべきで、緩和

ケアでもあるとしています。

［風邪をひいた時の呼吸ケア］
　風邪の時には、疲労と痰の多さや粘稠度が増し、排痰しにくくなります。仰臥位だ

けでなく、側臥位やギャッジアップ位を短時間でも行い、痰の移動に役立てます。

　肺活量や CPF が低下した例、風邪が長引いたり呼吸不全のエピソードがあった例

は、NPPV や MI-E を習得します。そして、必要時には数時間以内に使えるように手配

しておきます。風邪をひいたらパルスオキシメータでモニターし、SpO2 が 95％未満

に低下したり、痰がからんだら、咳介助を行います。そして、NPPV をなるべく 24 時

間使用し（加湿器使用）、酸素を付加せずに SpO2 を 95％以上に保ちます。もし、SpO2

を 95％以上に保てなかったり、呼吸苦、脱水、高熱、不機嫌や活気の無さが続くなら、

病院に行きます。胸郭の変形が高度になると、胸部 X-P だけでなく、必要に応じて胸

部 CT により、肺炎や無気肺を診断します。

　経口摂取が不十分な場合は、ただちに点滴で水分、電解質、エネルギーを補給しま

す。必要なら、経鼻胃管で、栄養補給します。飲み薬の中で、鼻汁を少なくするのに

効果的な抗ヒスタミン剤は、眠気や、気道の乾きを伴います。それにより、咳が不十

分になり、感染が悪化するので使わないようにします。鼻汁に対しては、眠気が出な

い抗アレルギー剤や、点鼻薬を使います。MI-E で鼻をかむこともできます。

　インフルエンザは特に重篤になり易いので、ワクチンを毎年接種します。

[ 咳の弱い子どもの保育・教育環境 ]
１．保育・教育環境整備

　幼稚園や学校における医療的ケアの体制整備として、咳の弱い患者に対する配慮も

進めることが重要です。授業中に唾液や痰で呼吸困難になったり、食事でむせた時に、

徒手咳介助や MI-E の緊急使用が欠かせません。しかし、新しい手技のため、古くから

おこなわれている気管切開の吸引に比べて理解や協力を得られにくいことが課題です。

　当院に併設する特別支援学校では、障害者に適しているハロウィック水泳法を実施

しています。咳の弱い患者を対象にプール学習をする前に、救急の ABC 講習として、

教師など関係職員に、徒手咳介助、MI-E について知ってもらいます。万が一の水の

誤嚥に対して、咳介助により、喀出できるような体制を整え、患者と介助者の双方に

とって、安心で安全な活動環境の充実に努めています。

２．腹部術後に MI-E

　MI-E によりかかる腹部の陽圧は、自力の咳より低く、腹部手術後に MI-E 使用を考

慮できます。ただし、術前に使用経験のない例では、本人の拒否や抵抗などが加わる

と、MI-E の方が自力の咳より腹圧がかかる可能性もあり、術前の導入が奨められま

す 29)30)。

３．ロンドンの SMA Ⅰ型のケアシステム

　ロンドンにある 1000 例の在宅人工呼吸をしているセンターで、1993 年以降、SMA

Ⅰ型 13 例が NPPV を活用しました 14)。そのうち 5 例は死亡し、家族が気管切開人工

呼吸への移行は希望しなかったそうです。NPPV により、声を失うことなく、胸郭変

形改善し、苦痛を軽減し、生存が可能でした。ただし、経験ある多職種のいる三次専

門病院で気管挿管の抜管が可能でしたが、他の病院での SMA Ⅰ型の NPPV 活用への認

識は未知数としています。家族には、「どこの病院でも　気管内挿管をプロトコルで

抜管して NPPV に戻せるわけではない」ことを周知するとしています。また、MI-E の

機器は、どこの病院にもあるわけではないので、緊急時にすぐにできるように家族が

常時持参することを指導します。小児神経筋疾患の呼吸マネジメントに NPPV や MI-E

を活用する“新環境順応”を提言しています。

[ 体幹装具や車いすと呼吸 ]
　車いす上で呼吸がしやすく、肺や胸郭の発育を妨げないようにします 31)。筆記や
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食事時の動作がしやすい上体の前傾・前屈位を長時間とると、肺が膨らみにくい時間

が多くなります。上体を支えるために、片側のアームレストに肘をつくと、脊柱や胸

郭変形が進行します。リクライニング位を自動でできるようにして、体幹を伸展した

り、臀部や肘にかかる圧を分散する時間を作ります。

　脊柱固定術後も、車いす上の姿勢管理を進行や成長に合わせて適切に行わなければ、

臀部への圧の分散が難しく、痛みにより坐位時間に制限が出てきます。また、頭部の

重みをヘッドレストなどで保持しないと、頸部の後屈が進行し、嚥下や排痰がしにく

くなります。

　アクティブ・バランス・シーティング（active balance seating・ABS）は、 “良い

姿勢”の指標を“頭頸部の良好なコントロールの状態”としています 31)。この状態

は、呼吸や嚥下にとっても必要な条件とされています 31)。患者と家族、介助者のニー

ズをふまえて、専門の医師とリハ工学エンジニアと理学療法士、車いす作成業者らが、

車いすの作成、再調整、更新を行います。

　体幹装具は、シーティングによりできるだけ使用を回避するか、使う場合は、呼吸

や腹部の運動を妨げないように工夫していただきましょう。

［気管切開をしている患者さんからのメッセージ］
　SMA 家族の会から、最初の本原稿の依頼にいただいたメッセージがあります。承諾

を得て紹介します。「呼吸ケアにつきましては、一人でも多くの患者が小さいうちか

ら適切な対応をとるべきだと、日頃から痛感しております。私事で恐縮ですが、15

才の春に突然肺炎になり入院し、無気肺のため気管内挿管になりました。一度は回復

しましたが、抜管後に肺炎を繰り返したため、気管切開を受けました。以来、14 年間、

吸引のため 24 時間の介護を家族に強いる生活となり、外出にも吸引器が手放せなく

なりました。もちろん、気管切開をしたことでこれまで生きてこられたとは思ってい

ます。しかし、それまで呼吸リハビリなど全く知らなかったこと、気管切開に至る前

に対処の可能性があることなどを、SMA 家族の会に入会し最近になって初めて知った

次第です。もっと " 呼吸 " に気を遣っていればと、今になって思うことがあります。

今回のハンドブックによって、適切なケアを患者が知る機会ができれば、どんなに素

晴らしいことかと思います」。
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会員投稿③ -1

諦めない気持ち諦めない気持ち
（文：SMA Ⅱ型、女児の母）

　皆様はじめまして。私の娘は１歳 7か月の時にⅡ型の診断を受け、現在は電動車椅

子で地域の小学校に通っています。

　診断を受けた当初は治療法はなく、今程情報もありませんでした。しばらくは娘の

将来を悲観し泣いてしまうこともありましたが、子育てに休みなどなく落ち込んでば

かりではいられず、治療については主人が、生活やリハビリについては私が情報収集

をと、役割が自然と出来ていきました。

　少しでも情報（治療の事だけでなく、生活やリハビリについて）が欲しかったので

診断後すぐに家族会に入会し、少々遠い所での開催のイベントにも積極的に参加しま

した。

　主人は「10 年頑張ろう！ 10 年後にはきっと新薬が出来ているはず！」と確信を持っ

ていました。ですのでその日をより良い状態（側わん・肺炎予防）で迎えられるよう

にと過ごして来ました。

　2 歳を過ぎた頃から療育に母子通園す

るようになり、外では電動車椅子に。室

内では自走出来る車椅子に乗るようにな

り、出来ることや行動範囲を広げていき

ました。

　より良い状態でいられるために色々と

気を付けてきましたが、3 歳を過ぎた頃

からRSウィルスやヒトメタニューモウィ

ルス等の感染症や肺炎で入院することが

増え、夜間のみ呼吸器を使うようになり

心配が続きました。

　

　

そんな娘にとって大きな成果が得られるようになったのが、地域の幼稚園に通うよう

になったことです。たくさんのお友達と遊ぶことで自然と地域の小学校へ行くことを

娘自身が望み、楽しく学校生活を送っています。

　また、主人が言っていた新薬は 10 年経たずして現実のものとなりました。承認さ

れる以前より主治医と話をしていたため、承認後早急に投与して頂くことが出来感謝

するとともに、投与して頂いた薬を最大限活かせるようリハビリに重点を置くように

なりました。

　少しずつではありますが、治療薬の効果と思われる変化を感じられるようになりま

した。

・首、体幹がしっかりしてきた。

・立位を取る傾斜、時間が伸び、足の内反が改善

・呼気量・ピークフロー値（咳をする力）が向上し、呼吸筋が強くなった。

・大浴場の湯船やプールで何にもつかまらず歩ける様になった。

など、娘にとって薬のおかげとしか考えられない成果を得ることが出来ています。

　また、ここ 2年以上体調不良による入院がないこと。インフルエンザにかかっても

自力で回復出来たことは大きな効果だと思っています。

　確定診断を受けたあの日、「歩くことはありません」と言われ絶望しました…。が、

主人の力強い言葉で諦めず頑張って来ました。

　これからの我が家の目標は、歩く娘を見たい。一緒に手を繋いで歩きたい…。我が

家の挑戦はまだまだ続きます。

　最後までお読みくださいましてありがとうございました。
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会員投稿③ -2

長男の生活長男の生活
（文：SMA Ⅱ型、男児の父）

　長男（現在小学校 4 年生）は、１才半の時に SMA Ⅱ型の診断を受けました。それ

から約８年が経過し間もなく 10 才を迎える今、これまでの生活を紹介したいと思い

ます。

・就学前

　小学校に上がるまでは療育センターに通い、同じハンディキャップをもつ子ばかり

の少人数のクラスで過ごしました。横のつながりは少なかったですが、先生や看護師

さん、ボランティアさんと密接に関わりあいながら幼年期を過ごしました。５才頃か

らは就学後を見据え電動車椅子の操作練習を始めました。

・就学後～現在

　学校は自宅から数分の所にあり、毎日電動車椅子で通っています。車椅子の児童は

全校でも１人だけ、近隣の小学校を見回しても他におらず、大変稀少な存在です。市

には肢体不自由児を対象とした支援学校が用意されているため、普通小学校にはそう

した児童を受け入れるノウハウがなく、試行錯誤の学校生活が続きます。

　災害時の避難をどうするかは東日本大震災以降特に大きな課題です。長男の避難に

ついても色々な方法が検討されました。当初はエレベーターが使われましたが、停電

への備えがありませんでした。すると次は女性用務員さん２人がかりによる担架運び

に変わりましたが、今度は時間が掛かり過ぎました。今では（そのために配員された

のかは不明ですが）若い男性用務員さんが１人で長男を抱きかかえて避難する方法が

定着しました。

　校内のバリアフリー化は元々進んでいる方でしたが、新たに２か所のスロープが設

置されました。授業中の介助は付き添い先生や支援員さんが行ってくれます。しかし

トイレや食事介助は親の出番が多く、代わりを見つける事が課題です。

　毎年、宿泊付き校外学習がありますが、毎回付き添い介助の問題が発生します。夜

だけ自宅に戻ったり、最近では親が宿泊に付き添ったりもしました。それでも知恵を

絞って少しでも参加の機会を増やせる工夫をしています。次回５年生の行先は車椅子

参加が難しい所でしたが、設備の整った行先に変更する決定をしてくれました。

　この原稿を書いているときにも新たな問題が起こりました。クラスの友達が車椅子

のタイヤに踏まれてケガをしたというのです。幸いにも大事には至らなかったのです

が、これからも同様の心配は尽きません。今回本人に過失は少なかったのですが、乗

り物に乗る側に責任が生じるのがルールだと伝えました。

・放課後や休日のこと、車椅子や自宅のこと

　就学後側彎が進むようになりました。電動車椅子も次第に体に合わなくなったため

に、２年の時に簡易型から普通型に乗り換えました。シートを体型に合わせ自分でリ

クライニングができるようにしました。合わせて福祉車両の購入や自宅のバリアフ

リー改修を行いました。

　放課後は仲良しの友達が毎日のように遊びに来ています。ただそのうちの１人が最

近転校してしまい、寂しい経験をしました。夕方は自宅でＰＴを受けたりヘルパーさ

んに風呂に入れてもらったりしています。夜間は人工呼吸器を付けて寝ています。最

近投与を始めた薬の効果なのか寝返りが増えてきました。

・最後に

　色々問題は生じますが、本人が楽しく毎日を送れているのがまず何よりです。今の

バリアもこれからのテクノロジーの進化でかなり解決に向かうと期待しています。車

椅子が階段を登ることや、自動で動くことも可能になると思います。移動の概念も変

わるでしょうし、介助の負担も軽減されるはずです。

　画一性の現在に対し、未来は多様性への転換が進むなどと最近良く言われているの

で、そんな社会は追い風かも知れません。そんな希望を持ちたいものです。
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リハビリについてリハビリについて

QQ：リハビリについて教えてください。

Ａ :リハビリテーションには、主に病気や障害を持つ人がひとりの人間として

自分らしく生活できるように、医学的、教育的、社会的、精神的、職業的な

どの生活全般に関わるあらゆる方面からの介入があります。この項では医学

的リハビリテーションの介入について説明します。医学的リハビリテーションとは、

医師や理学療法士、作業療法士など医療の各分野の専門職が行う医学的治療や支援な

どを通して、機能の向上や障害の回復をはかるもので、予防的な介入も含みます。

QQ：SMA の医学的なリハビリは、
主にどのような目的で行われますか？

Ａ ：SMA 患者が、介助を含めた自立した生活を快適に過ごせるようにすること

とスムーズに社会参加できるようにすることが目的となります。また、家族・

介助者の介助量の軽減など患者周囲の人への対応も含まれます。SMA に生じ

る筋力低下は、運動を障害し日常生活や社会参加を大きく妨げるため、各専門職が、

各々の状態に合わせた身体面からの運動機能や日常生活動作の維持・改善をはかりま

す。具体的には、運動能力を最大限に引き出し活用するために筋力、体力、および、

四肢・体幹・胸郭などの関節へのアプローチを行います。また、福祉機器・用具の早

期からの導入により、体力を温存、機能の代償、能力の維持、社会参加を促します。

各患者の身体状況を把握し、経過を踏まえ現在の身体的目標を立案し対応していきま

す。

QQ：：関節の拘縮はどうして起こるのですか？

Ａ :関節の拘縮や脊柱側彎は、筋力の不均衡による運動の偏り、日常の習慣的

肢位姿勢、不動、自動・他動的伸張の減少などが主な原因です。たとえば、

SMA の膝筋力について考えると屈曲筋（曲げる筋）力の方が伸展筋（伸ばす筋）

力より強いため、曲げる方に動かすことが多くなり、膝を曲げて過ごすことが増えま

す（筋力の不均衡と同一肢位）。また、膝を伸ばす筋力が少ないと膝を完全に伸ばす

機会が減少し（自動的伸張の減少）、次第に伸ばす範囲が狭まってくることになります。

また長時間同じ姿勢をとり続けることは関節を動かさないことなので筋も伸ばされ

ず、関節内外の組織も硬くなり、一層動かしづらくなります。そして、拘縮となり関

節の動く範囲が減少していきます。

QQ：：拘縮や側彎の予防は
どのようにしたらいいのでしょうか？

Ａ ：SMA では前腕・手首・手指・股・膝などの関節が拘縮となりやすいため、

各関節をゆっくりと優しくしっかり伸ばすようにストレッチし可能な範囲ま

で動かします。また、同じ姿勢で長時間過ごさず、途中で少しでも伸びをし

たり姿勢を変えたりすることです。仰向けやうつ伏せに寝て手～体～足先までしっか

り伸びをすること（バンザイ姿勢で全身を伸ばす「大の字姿勢」）は、簡単にできる

全身のストレッチです。また、背中を伸ばして捻ることで脊柱・胸郭のストレッチに

なります。側彎は主に座位姿勢から生じるため、座位姿勢での作業時はある程度の時

間が過ぎたら一回休息をとり、前記した全身の伸びや伸びた状態で体を捻ったりする

ことをお勧めします。座位姿勢を保ちやすくするために、座位保持装置の作成、座椅

子の工夫やコルセットを併用したりします。
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QQ：：筋力のトレーニングは
どのように行うのでしょうか？

Ａ ：SMA 患者の筋力に対しては、個々の筋にアプローチするよりも、基本動作

や獲得すべき運動の反復を通してアプローチすることが多く、その内容は年

齢や体調など介入する時々で違ってきます。発達期には運動機能の獲得を目

的とします。機能の維持期では適量な運動により筋力を維持すること、また、過度の

保護や不使用による筋活動不足からくる廃用性筋力低下を防ぐことが主な目的となり

ます。過度の筋疲労を伴う動作はよくありません。成人発症の SMA 患者も同様です。

可能である日常の動作（歩行、四つ這い、寝返り、起き上がりなど）を継続して行い、

体調が良い時は動く量を少し増やしたり、四肢の自動運動を加えたりします。また抵

抗のない（少ない）ペダル漕ぎ運動など四肢の自動運動は運動機能維持に良いとされ

ています。運動は低負荷で自動または自動介助の運動が適します（おもりをつけて動

くなどの抵抗運動は適しません）。また下肢装具や立位装具、歩行器などを利用して

立位保持や歩行なども行ったりします。いずれも運動後、強い疲労感が生じない程度

の内容と量を考慮する必要があります。SMA 患者の運動能力や経過は個人差がありま

すので、医師や療法士とよく相談し、その時期の適した運動内容と運動量を指導して

もらうことが大切です。

　最近では、ヌシネルセンナトリウムなど画期的な治療法が登場し、筋力や運動機能、

動作に良い変化がみられたという報告も多数あり、今後、最新治療と共に筋力へのア

プローチが期待されています。

QQ：：運動量は多いほどいいのですか？

Ａ ：適量がいいです。適量とは、強い疲れが残らない程度の量が良いとされて

います。運動後の倦怠感、強い疲労感、動作速度の低下、楽にできていた動

作に時間がかかるなどが認められたら、次回から運動量を減らします。SMA

では、過度の運動による疲労で筋力低下を招くことがあるため過剰の運動量は逆効果

です。運動強度は低く、量は少ないところから始め、可能なら少しずつ増やしていき

ます。幼児の場合、周囲の人が「もっと頑張れ」と言うと、頑張りすぎてしまう場合

があるので注意が必要です。運動後の様子を注意深く観察してください。日々の動作

を継続して行い日常の活動量を極端に増減させないことが筋力・体力維持につながり

ます。水泳では浮力により体が動きやすいため楽しく体を動かせますが、運動量が過

度となりやすいこと、また体温低下を招きやすいことに注意して、児とコミュニケー

ションをとりながら行います。

QQ：：自発呼吸に関しては、
どのようなリハビリがありますか？

Ａ
：肺に空気がたくさん入るように胸郭や脊柱の動く範囲を広げるストレッチ

と呼吸筋を意識的に使う運動があります。前者には背中を伸ばして両手を広

げ胸を広げたまま体を左右に捻ったりして胸郭や肋間筋をストレッチしま

す。意識して息をたくさん吸い、ゆっくりと少しずつ吐く深呼吸、深く息を吸った後

の息ごらえなどを数回行ったり、笛を長く吹く、カラオケで大きな声で歌うなども呼

吸への良い運動となります。また、肺をきれいに保つための排痰に必要な強い咳をす

る練習も行います。たくさん息を吸って、その後、一気に強い咳で吐き出します。家

族や介助者は呼吸や咳の介助方法の指導を受けておきます。児と協力して、必要な時

に効果的な排痰ができるようにしておきます。
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QQ：：シーティング（座位姿勢・座位保持）について

Ａ ：シーティングでは安心で楽な姿勢の中で、できるだけ不良姿勢を抑えるた

めの工夫をします。座面は除圧素材を工夫し臀部全体に体重が分散するよう

にします。また、骨盤を安定させるよう臀部を包み込むなどの形状や素材の

工夫も行います。体幹が一方向にだけ傾かないように背もたれや側方から体幹を支え

るパットなどで工夫します。臀部や体幹など体重を受ける部分が広くなるように工夫

します。いくら姿勢が良くても本人が楽と感じないものは適していません。本人が楽

と感じその中で可能な限り姿勢を修正していきます。

QQ：：その他、注意はありますか？

Ａ
：SMA の特徴として疲労し易いことが挙げられます。過度な疲労を残すよう

な運動は避けることは重要です。また、骨折への注意も必要で、運動はゆっ

くりと、介助はしっかりと行います。リハビリは日常的に行いますから、苦

痛を伴ったり、長時間を要したりでは長続きしません。日々の体調を確認しながら、

できるだけ習慣的に自発的に行えるよう方法（内容や回数、時間）を考えます。また、

運動内容、自分に適した運動量、装具や器具の使用と工夫など、医師や療法士と充分

に話し合い、楽に楽しく行える工夫を一緒に考えることが大切です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京女子医科大学病院 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リハビリテーション部 　安達みちる
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会員投稿④ -1

私の思い私の思い
（文：SMA Ⅱ型本人、女性）

　私は 3歳の終わり頃から電動車いすを使っています。今ではあまり珍しくないのか

もしれませんが、その頃は、特に私が住む県では画期的で、例がないと言われていま

した。現在は、電動車いすで移動はするもののほぼ全介助の状態で、24 時間両親の

サポートのもと生活しています。私は小さい頃から好奇心旺盛で、とにかく何でもやっ

てみたいという気持ちをいつも持っていました。そんな私の気持ちを母はよく理解し

てくれ、同じ形でなくてもできる限り友達と一緒に楽しむにはどうしたらよいかと、

いつも工夫してくれていました。だから今まで私は、他の人と“違う”と感じたこと

はありませんでした。

　小学校から高校まで地域の学校に通いました。学校側にとって初めてのことでなか

なか理解してもらえないこともありましたが、何でもやりたい私は、他の人と同じよ

うにはできないという壁も様々なアイデアでやり方を工夫し、家族や先生方、友達の

協力でたくさんの経験を友達と共有することができました。

　中学に入学すると、それまで母やサポートの先生がしてくださっていた環境設定の

ための依頼や交渉なども、自分ですることが求められました。戸惑うことも多く、時

にはつらい思いもしましたが、今思えば社会で生きていくための大切な力を身につけ

る第一歩だったと思っています。そして私は、周りの人に自分のことを理解してもら

おうと、進んで伝えていく努力をするようになりました。

　高校入学時には、初日に時間をもらいクラスメイトの前で自分の状態や気持ち、配

慮してほしいことなどを話しました。中学の時に自分の殻に閉じこもってしまった経

験から、自分を変えたいと思ったのです。かなり勇気が必要でしたが、話したことで

皆も理解し、温かく接してくれ本当によかったと感じています。

　今私は大学に通っています。高校では進学を希望しましたが、様々な制約があるこ

とで本当にできるだろうかという先の見えない不安でいっぱいでした。学びたいこと、

設備面、通学のしやすさなど、ぴったり合うところはなかなか見つからず、悩む日々

が続きました。ですが、やはり学びたい気持ちは強く、学びたいことが学べること、

見学時の印象と大学の理念がとてもよかったということで今の大学を受験しました。

家から離れているため家族で引っ越し、週末毎に自宅に帰るという二重生活になって

しまうのですが…。受験に際しては特別な配慮が必要でしたが、初めてのケースゆえ

なかなか状況を理解してもらえず、何度も話し合いを重ねたことを覚えています。

　入学した現在では、大学の方々がとても親身になって考えてくださり、たくさんの

ご配慮をいただきながら充実した日々を送っています。体力、筋力的に長時間の座位

を保つことが難しいのですが、講義中は NPO の方を配置してくださり、ビデオ撮影、

ノートテイク等のサポートで、後半 60 分のみの出席を特例として認めてもらってい

ます。また休憩のための部屋の用意、教室配置等、いつも何かと気にかけていただい

ています。また少人数形式での授業の時には、先生方は遅れて入ってきた私にも気軽

に声をかけてくださることが嬉しいです。クラスメイトも、私が困っていたらさりげ

なく手伝ってくれるなど、たくさんの方から温かい気持ちをいただく日々です。

　これからもいろいろなことがあると思います。上手くいかないことも当然あります

が、あきらめてしまったらそこで終わってしまいます。でもあきらめない限り、どん

な形であれ道は開けるのだと私は思います。道は一つではありません。たとえ細くて

も前向きな気持ちがあれば、必ず広がっていくのだと思います。好奇心と、やる気と、

少しの工夫とで……。そしていつも感謝の心を忘れずにいたいと思います。
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会員投稿④ -2

私の日常私の日常
（文：SMA Ⅲ型本人、女性）

　私は SMA Ⅲ（クーゲルベルグ・ヴェランダー病）を 3歳頃に発病し、6歳で診断が

確定しました。現在は 21 才の大学生です。

<診断の確定まで＞

　県の小児医療センターでの受診のスタートは整形外科でした。しかし、足の筋力が

弱く、よく転ぶ原因が判明しなかったため、次第に神経疾患が疑われるようになりま

した。そして、神経科を受診することになりました。これは 4歳の頃だそうです。

　こうして神経科を受診し、筋生検により 6歳で SMA Ⅲと診断されました。

＜幼少期＞

　3 歳頃に頻繁に転ぶ、ジャンプが出来ない、マット運動が出来ないなどの症状が現

れ始めました。しかし、5 ～ 6 歳頃までは補助輪付きの自転車を自分で漕ぐことが出

来ていましたし、スイミングスクールに通い始め、泳ぐことも出来ていました。ピア

ノもこの頃から習い始め、中学 3年生まで続けました。

<小学校時代 >

　入学から卒業まで教室は、階段を上らなくてもすむように配慮してもらい、6 年間

を 1階の教室で過ごしました。現在も同様ですが、平らで滑らない道ならば自力歩行

が出来るので、ランドセルを背負い通学しました。

　この時期は、転ぶと膝に大怪我をするので、両膝にサポーターを着けての通学でし

た。給食も自分で机まで運び食べていました。体育は見学でしたが、大縄跳びの時は

縄を回す役目を任され、みんなと一緒に参加していました。林間学校、修学旅行など

の行事も先生方や友人たちのサポートのおかげで参加することが出来ました。

＜中学・高校時代＞

　自宅から中学校までは距離があるため、自力での通学は断念し、家族に車で送迎を

してもらいました。施設に関しては入学前に校舎全ての階段に手すりを付けてもらい、

玄関にスロープを設置してもらいました。小学校と同じように１階の教室で過ごすこ

とは難しく、3 年間は 2 階で過ごすこととなってしまいました。階段を上がる際に教

科書等を持ち運ぶことは難しかったですが、行き帰りは家族に運んでもらい、学校内

では友人達に運んでもらっていました。部活動も音楽部に所属し、みんなと同様の学

校生活を過ごしました。

　高校時代は、自宅の最寄駅から 3駅の距離だったので、自力で電車通学をしました。

教科書は全て 2 冊ずつ購入し、1 冊は学校に置き、もう 1 冊は自宅用とし、持ち帰ら

なくてもすむように工夫していました。

　部活動は放送部に所属し、良い友人達に囲まれとても楽しい女子校での高校生活を

送る事ができました。

＜現在の日常生活＞

　現在は、自宅から電車で片道 40 分ほどの距離にある大学にて臨床心理学を学んで

います。自分自身の経験を活かし、カウンセラーとして、病気と闘う方達の助けにな

ることが出来たらと考えています。

　駅から大学までの道は少し坂道がありますが平坦なので、自力で通学することが出

来ています。風が強い日や雪が降ってしまった場合などは行くことが出来ませんが、

大学の相談員や友人達の力を借りながら、とても楽しい大学生活を過ごしています。

　人と比べて体力がないため、通学と勉強で精一杯で、アルバイトやサークル活動は

出来ませんし、同世代の子達と同じようにヒールを履いたりすることも出来ません。

鞄も、両手を空けるためにリュックしか選択肢がありません。また、私の場合、見た

目で障害があるということに気がついてもらいにくいため、苦労することも多いです。

しかし、この苦労を苦労と思う暇がないほど毎日が楽しく充実しています。

　大学では自分が勉強したいことを勉強し、同じ趣味を持つ友人と話しながら大笑い

し、家に帰れば飼い猫に癒されるという、私には勿体ないくらい、幸せな生活をして

います。

　なかなか人とは違う経験を人生の中でしてきましたが、その経験の中でたくさんの

良いご縁がありました。そうして出会えた方達へ、そして何より家族へ恩返しできる

ようにこれからも頑張っていこうと思います。
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医療費助成
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難病にかかる医療費助成について難病にかかる医療費助成について

脊髄性筋萎縮症（以下 SMA）は、「難病の患者に対する医療等に関する法律」（平成 26

年法律第 50 号、難病法）に基づく指定難病で、所定の手続きを行うことで公費によ

る医療費助成を受けることができます。

【申請手続きについて】

SMA と診断を受けたら都道府県・指定都市の窓口で「臨床調査個人票 ( 診断書 )」な

どの申請用書類を入手します。お住まいの市区町村を管轄する保健所や健康福祉事務

所が担当窓口となっています。そのうえで難病指定医を受診します（確定診断をした

主治医・担当医が指定医であることが多いかと思いますが、万一違う場合は、かかり

つけ医療機関から紹介を受ける、あるいはお住まいの都道府県の「健康・保健・医療」

に関する窓口にお問合せください）。必要事項を記載した臨床調査個人票(診断書)に、

住民票や世帯の所得を確認できる書類など、自治体が定める必要書類を添えて担当窓

口に提出します。

認定されると、都道府県・指定都市から指定難病医療受給者証（以下、医療受給者証）

が交付され、自己負担上限額管理票と共に送付されます。

医療受給者証の有効期限は原則 1年以内です。すでに認定されている患者には、期限

前にお住まいの市区町村を管轄する保健所等から継続用申請書類が郵送されてきます

ので、定められた期間内に指定医を受診し継続申請を行ってください。継続申請は毎

年必要です。継続申請を行わないと医療費助成を受けられなくなる可能性もあります

のでご注意ください。

【自己負担上限額について】

医療受給者証を使って医療機関を受診した場合

・病院または診療所での診察や治療代

・薬局等でのお薬代

・病院や訪問看護ステーションからの訪問看護や訪問リハビリの費用

など、指定難病およびその指定難病に付随して発生する傷病に関する医療費の補助を

受けることができます。

※指定難病およびその指定難病に付随して発生する傷病以外での受診（例：虫歯の治

療）はこの範囲ではありません。

公的健康保険加入者が医療機関を受診した場合、窓口で支払うのは医療費の 3割です

が、難病法では患者の一部負担金は 2割が上限となっています。この 2割の負担がさ

らに、負担上限月額を超えている場合は窓口での支払いは負担上限月額となります。

負担上限月額は世帯の所得（課税状況）に応じて変わります。

（参照：難病情報センター HP）

医療受給者証には原則として、申請時に患者から利用希望のあった指定医療機関名が

記載されています。記載された医療機関を「指定医療機関」と言います（医療機関名

については複数記載して差し支えありません）。また、医療受給者証による医療費助

成を受けられるのは指定医療機関に限られ、通常は医療受給者証に名称が記載されて

いる指定医療機関での診療等が医療費助成の対象となります。ただし（旅行先での急

人工呼吸器装着者等

生活保護 0円 0円 0円
低所得Ⅰ 本人年収～80万円 2,500円 2,500円
低所得Ⅱ 本人年収80万円超～ 5,000円 5,000円

層区分
負担上限月額（外来＋入院）（患者負担割合2割）階層区分の基準

　（夫婦2人世帯の場合の
　　　　　　　　　　　年収の目安）

一般 高額かつ長期※

――――

10,000円 5,000円

20,000円 10,000円

市町村民税非課税

市町村民税課税以上7.1万円未満
（約160万円～約370万円）

市町村民税課税以上7.1万円以上25.1万円未満
（約370万円～約810万円）

30,000円 20,000円

全額自己負担

1,000円

※「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

一般所得Ⅰ

一般所得Ⅱ

上位所得

入院時の食費

市町村民税課税25.1万円以上
（約810万円～）
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病など）緊急その他やむを得ない場合には、医療受給者証に名称が記載されていない

指定医療機関での診療等も医療費助成の対象となります。

難病の治療には複数の医療機関を受診する場合もあります。受診の際に医療受給者証

とともに交付された「負担上限額管理票」を持参すると自己負担額が管理されるので、

負担上限月額を超えたら窓口での支払いはなくなります。

指定難病に関する情報は『難病情報センター』ホームページ

（ http://www.nanbyou.or.jp/ ）をご確認ください。

小児慢性特定疾病について小児慢性特定疾病について

子どもの慢性疾患のうち、治療期間が長く、医療費負担が高額となる特定の疾患を「小

児慢性特定疾病」（小慢）といい、児童の健全育成を目的として、疾患の治療方法の

確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補

助しています。

SMA は指定難病であるとともに小慢でもあり、医療費補助の対象となっています。

小慢による医療費助成も世帯の所得に応じた自己負担上限額があります。( 次ページ

の表参照）

指定難病と小慢の違い指定難病と小慢の違い

指定難病と小児慢性特定疾病の申請のメリット・デメリットについては、患者の状況

と各自治体の独自の取り組みから一概には言えませんが、医療費助成のみで考える場

合には、自己負担上限額が半額である小慢が有利と考えられます。また、指定難病で

は食費は全額自己負担ですが、小慢では半額が助成されます。

ただし、指定難病はその疾患と診断されたすべての方を対象としているの対し、小慢

（参照：小児慢性特定疾病情報センター HP）

は「18 歳未満の児童等」が対象となります。申請については法令上どちらか一方に

限られることはありません。

　小慢以外にも未成年の患者が対象となる医療費助成がある自治体があります。20

歳未満が対象となる重度心身障害児（者）医療費助成や、未就学児や 15 歳未満が対

象となる医療費助成もあります。また、医療費だけでなく生活費全般をサポートする

ための手当もあります。20 歳未満が対象となる特別児童扶養手当や障害児福祉手当

などです。

　これらは支給条件に所得制限があったり、都道府県・市区町村によって年齢制限が

違ったりしますので、担当窓口にお問い合わせ・ご相談ください。

小児慢性特定疾病に関する情報は『小児慢性特定疾病情報センター』ホームページ

　　　　　　　　　　　　　　　　（https://www.shouman.jp/ ）をご確認ください。

人工呼吸器装着者等

Ⅰ 　 0円 　
Ⅱ 低所得Ⅰ(～約80万円）
Ⅲ 低所得Ⅱ(～約200万円)

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/月を超える月が年間6回以上ある場合）
②重症患者基準に適合するもの、のいずれかに該当

階層
負担上限月額（患者負担割合：2割、外来＋入院）年収の目安

　（夫婦2人・子1人世帯の場合） 一般 重症※

生活保護

5,000円 2,500円

10,000円 5,000円

市町村民税非課税

一般所得Ⅰ
（市町村民税課税以上7.1万円未満、～約430万円）
一般所得Ⅱ
（市町村民税課税以上25.1万円未満、～約850万円）

1,250円
2,500円

15,000円 10,000円

1/2自己負担

500円

※重症

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

入院時の食費

上位所得
（市町村民税課税25.1万円～、約850万円～）
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福祉

高額療養費制度について高額療養費制度について

医療機関で治療を受けると、医療費の 1～ 3割を一部負担金として本人が窓口で支払

い、残りは加入している医療保険が負担します。しかし医療費が高額になると一部負

担金も高額になるので、医療保険には医療費の負担が大きくなりすぎないように負担

の上限が設定されています。これを高額療養費制度といい、健康保険組合や共済組合、

国民健康保険などの公的医療保険に設けられています。1 カ月 ( 暦月の初めから月末

まで )にかかった医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に、申請することで超え

た額が払い戻されます。1カ月の自己負担限度額は年齢や所得に応じて決まります。

高額療養費制度に関する情報は厚生労働省ホームページの該当部分

（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/

juuyou/kougakuiryou/index.html ）　　　　　　　　　　　　　をご確認ください。
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障害者手帳について障害者手帳について

　「障害者手帳」とは、障害のある人が取得することができる手帳の総称です。疾病

などが原因で日常生活や就学・就労の場で身体的障害がある方に対して発行される手

帳を「身体障害者手帳」と言います。外から見てわかる障害・損傷などの他に、外か

らは見えない障害である血液疾患、内臓疾患、視力や聴覚の障害もこの手帳の区分に

含まれます。

　身体障害者手帳の取得条件は「疾病によって障害が永続し、生活動作が不自由であ

ること」が証明できることです。指定医による診断書を各都道府県・市区町村の担当

窓口へ申請し受理されれば手帳を持つことができます。

　原因となる疾病を発病して間もない時期は「障害が永続するかどうか」の判断が難

しいため認定の対象となりにくいことがあります。また、加齢や知的障害が主な原因

で生活動作が不自由な場合、身体障害の区分に入らないこともあります。

　SMA と確定診断を受けた小児は、発症時からの歩行不能、呼吸管理・経管栄養など

生活全般に介助が必要な状態が認められるケースが多く、早期から障害者手帳を取得

し、補装具交付など必要なサービスを利用しています。一方、ある程度成長されてか

ら、あるいは成人後に発症された方は、確定診断が出た時点では必要がなくても、将

来的には障害者手帳の取得も視野に入れた相談をしておかれることをお薦めします。

障害者手帳所持者は、障害者総合支援法に基づく福祉サービスの利用に加え、保育・

教育面の援助を受けることや、障害者雇用枠（オープン枠）への求人応募が可能にな

ります。その他、税制の特別措置が受けられるほか、医療費の割引・助成制度、公共

交通機関の運賃割引などが受けられます。

福祉医療について福祉医療について

　重度な障害がある人を対象にした医療費助成制度もあります。実施母体はお住まい

の都道府県・市区町村です。対象となるには一定の条件（所得・障害の程度）があり

ます。認定には申請が必要です。助成の額は自治体によって異なります。また、福祉

医療と指定難病の医療費助成を併用できる場合もあります。詳細は担当窓口でご確認

ください。

障害者総合支援法について障害者総合支援法について

　障害者総合支援法（旧：障害者自立支援法）は、障害のある人たちが地域で暮らす

ための様々なサービスの仕組みを定めた法律です。

　障害者総合支援法に基づく福祉サービスには、ホームヘルパーの利用、補装具（車

椅子など）や日常生活用具（移動用リフトや介護用ベッドなど）の交付、デイサービ

スやショートステイの利用など多彩な内容があります。

　平成 25 年 4 月より難病が「障害者総合支援法」の対象に追加されました。前述の

とおり SMA は指定難病ですので、所定の手続きをとることにより、障害者手帳の取得、

障害者総合支援法に基づく福祉サービスの利用が可能となります。障害者手帳がなく

ても指定難病であれば、日常生活用具の給付などのサービスを受けられます。

　サービスの利用には申請が必要です。また世帯の所得に応じて負担金が発生するこ

とがあります。詳細についてはお住まいの都道府県・市区町村の担当窓口にお問い合

わせ・ご相談ください。

　また、18 歳未満が対象となる児童福祉法では、児童発達支援により手厚い福祉サー

ビスが受けられます。未就学児など小児期ならではの療育や相談支援、訪問・通所サー

ビスといったサポートがあります。児童発達支援の利用には、申請が必要です。障害

者手帳が交付されていなくても、受給者証が発行される場合があります。

　さらに、小児慢性特定疾病では医療費助成の他にも、自立支援事業や日常生活用具

の給付事業などがあります。自立支援員による相談サポートや、ネブライザー・パル

スオキシメーターといった医療機器の給付などが受けられます。都道府県・市区町村

の担当窓口にお問い合わせ・ご相談ください。

障害者総合支援法に関する情報は厚生労働省ホームページの該当部分

（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/

shougaishahukushi/sougoushien/index.html ）　　　をご確認ください。
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障害年金について障害年金について

【障害年金とは】

　障害年金は、公的年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金で

す。

　障害状態になるきっかけとなった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日（初

診日）に加入していた公的年金で支給される障害年金が決まります。

　国民年金の加入者であれば「障害基礎年金」が支給され、厚生年金の加入者であれ

ば、障害基礎年金にプラスして「障害厚生年金」も支給されます。

【障害基礎年金について】

　障害や病気について、初めて診療を受けた日（初診日）に、国民年金に加入してい

た方が受給できる障害年金です。

　また、20 歳未満（国民年金に加入前）、もしくは 60 歳以上 65 歳未満（年金制度に

加入していない期間で日本に住んでいる間）の間に障害が生じ、その状態が続いてい

る人にも給付されます。

　障害の度合いに応じて、1 級と 2 級に該当します。この場合の等級は、障害者手帳

の等級とは関係ありません。

　　障害基礎年金 1級 年間　約 97 万 5 千円／月額　約 8万 1千円

　　障害基礎年金 2級 年間　約 78 万円／月額　約 6万 5千円

18 歳年度末（高校卒業時）までのお子さんがいる場合は子の加算が付きます。

【障害厚生年金について】

　障害や病気について、初めて診療を受けた日（初診日）に、厚生年金に加入してい

た方が受給できる障害年金です。

　障害の度合いに応じて、1 ～ 3 級に該当します。なお、障害厚生年金を受けるより

も軽い障害の場合には、一時金である障害手当金が支給されます。

　障害厚生年金は、その人の平均標準報酬額（厚生年金保険料の計算の元となる額）

や厚生年金に加入していた期間などによって年金額は変わります。

【障害年金の請求の仕方】

　障害年金を受給するには、必要書類を取り寄せ担当医に書類要綱を書いてもらうな

ど、申請に手間と時間がかかりますので、病院のソーシャルワーカー、社労士、支援

ネットワークなど専門家のアドバイス受けることを強くおすすめします。

　役所で決定が降りなくても、障害年金を受給できる場合があります。決して自分の

判断で終わらせず、情報を集めてみてはどうでしょうか。

社会手当について社会手当について

　社会手当には国が実施（特別児童扶養手当等の支給に関する法律）しているものと、

都道府県や市町村が単独事業として実施しているものがあります。ほとんどの場合で

所得制限があり、本人および配偶者または扶養義務者の所得が制限額を超えた場合は

受給対象外となります。またこれらの社会手当は、支給金額が年金と同じく物価スラ

イドで改定される場合がありますのでご注意ください。また受給には手続きが必要で

す。

　　　国の社会手当

特別障害者手当　　月額 27,200 円

障害児福祉手当　　月額 14,790 円

特別児童扶養手当　1級　月額 52,200 円、2級　月額 34,770 円

　都道府県や市町村単独の社会手当についてはここでは網羅しきれませんので、住所

地の市区町村の窓口にご相談ください。　
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会員投稿⑤ -1

発症から確定診断まで発症から確定診断まで
( 文：SMA Ⅲ型本人、男性 )

　私は今 43 歳です。

　幼稚園、小学校、中学校と順調に成長しているものだと思っていましたが、下肢に

違和感を覚えることもしばしばありました。この頃は、特に下肢には疲労が溜まりや

すいし、疲れが取れにくいなどの症状はあったものの、ただ単に筋力が弱いだけで、

鍛えれば何とかなると自分では思っていました。現に中学生時代はバレーボール部に

所属して積極的に活動をしていましたし、中学校を卒業してからは大工の見習いとし

て働いていましたので、まさか自分が難病だなんて思ってもいませんでした。

　しかし、大工時代は躓きやすく転びやすいなどの症状とともに立ち上がりにくさを

感じており、工事現場ではかなりの頻度で転倒して流血をしていました。また、何か

に掴まらなければ足が震えて立ち上がれないようになってきたので、病院を受診する

ことになりました。当時は腰痛の持ち主ということもあって、医療知識のない私は、

整形外科を受診しては、複数の整形外科の医師から、軽いヘルニアですね、と診断を

受けたのです。この頃は、就寝中に足が重くて（床に引き込まれるような感じ）耐え

られなくなったこともありました。

　症状は徐々に進み、大工を続けることが困難になってきたため、退職を余儀なくさ

れました。身体の調子が悪いからといっても、生活の面倒を見てくれる人もいなかっ

たので、何か仕事をしなければなりません。元々自動車の運転が好きだったこともあっ

て、大型二種免許を取得し、タクシードライバーになりました。それから４年が経過

しようとしていたある日の朝、首に激痛が走り、整形外科を受診して、これまでの経

過と症状を医師に打ち明けたところ、神経内科を受診することをすすめられました。

自分の身体に異変を感じてから十数年が経過していました。

　その後、神経内科クリニックから大学病院を紹介され、検査入院をしました。これ

はただ事ではないぞと初めて感じました。この時 28 歳。大学病院の検査は痛くて辛

いものばかりで大変な記憶しかありません。特に苦痛を伴う針筋電図、筋肉に針を刺

してそこに力を入れるなんて「拷問」のように感じました。最終的には遺伝子検査を

することになりました。２か月にも及ぶ検査の結果が言い渡される日が来ました。「遺

伝子検査の結果が出ました。ご家族の方ですか？」などと物々しい雰囲気に包まれた

のです。

　「あなたの病名は脊髄性筋萎縮症です」。さっぱり意味がわかりませんでしたが、同

時に安心しました。自分が病気だったことに。この病気を治せば調子が良くなると思っ

ていましたが、「この病気は現在の医学では治療法がありません」と言われたあの日

から、15 年もの歳月が経過しました。病気の進行スピードはというと、５年前と比

べると出来ていたことが出来なくなっていたりします。私の場合、進行スピードは緩

やかであると感じています。今後、根治することのできる新薬が承認されるまでは、

既存の筋肉を維持していかなければなりませんので、日々の身体のメンテナンスが必

要であると考えております。現在は、週１回のリハビリ（軽い筋トレ）と、スピンラ

ザ投与の時期には医療用ロボットスーツを装着してのリハビリを行っています。スピ

ンラザを投与してからは、手の震えが激減しました。また、足に力が入りやすいと感

じるようになりました。一方、仕事はというと、病気が進行するにつれ、やりたい仕

事から出来る仕事へと変化してきているのも事実ですが、病気のせいにばかりするわ

けにもいきませんので、自分自身も進行すべく、司法書士の資格を取得して、現在は

地元で司法書士事務所を開業しております。
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会員投稿⑤ -2

2015 年生まれの SMA I 型の毎日2015 年生まれの SMA I 型の毎日
（文：SMA I 型、男児の両親）

　我が家の４歳の息子は SMA I 型です。首がすわらず、寝たきり、自力で呼吸できま

せん。気管切開をして 24 時間呼吸管理、食事は胃ろうから、指先のわずかな動きの

他はほとんど動けないので日常生活のすべてを介護者による介助に頼っています。

　家にいる時はリビングの介護ベッドの上で一日のほとんどを過ごします。ベッド回

りに人工呼吸器、吸引器、カフアシスト、SpO2 モニタ、酸素濃縮器とボンベ、アンビュー

を置いています。唾液の量が多いので金魚ポンプを改造した持続吸引器が欠かせませ

ん。

　絵本、テレビ、視線入力のゲーム、タッチセンサーでおもちゃを動かして遊んでい

ます。最近は特にプラレールをスイッチで動かすことにはまっています。まばたきす

る、一方を見る、声を出す（呼吸器の吸気圧を利用して声が出ます）、指を動かすなど、

いろいろコミュニケーション方法を試していますが、意志疎通ができるまでにはまだ

まだ根気がいりそうな状態です。

　我が家の場合は両親が共に会社勤めです。日中は両親のうちどちらかが在宅勤務で

家に残り、息子は訪問介護ヘルパーさんと過ごします。訪問看護士さん・ヘルパーさ

んと一緒に毎日シャワー浴をします。夜は両親のどちらかが一緒に眠り、アラームが

なったときの対応をするほか、3 時間ごとに呼吸器の回路の水を払い、体位交換をし

ます。息子は夜寝てしまうと落ち着いて、吸引も何もしないことが多いです。

　病院には主治医の先生の診察が月に 1 回あり、それとは別に OT/ST/PT で療育施設

に月１～２回通っています。また、児童発達支援施設に週１～２回通っています。急

変がこわいので、両親か、片親＋ヘルパーさんの２人で付き添って出かけます。移動

は自家用車かボランティアタクシーを利用します。医療機器類を一式持っての移動と

なると大荷物で、車が便利だなと感じます。

　今でこそ落ち着いて在宅生活していますが、最初に病気がみつかったころの衝撃は

相当なものでした。息子の将来を案じ、両親でとても思い悩みました。セカンドオピ

ニオン外来を受診したり同じ病気の先輩宅を訪問したりして相談しました。症状が悪

化の一途をたどる中で、本当につらく、精神的に追いつめられていった時期もありま

した。

　息子は生後１か月の検診で筋緊張低下を疑われ、４か月でシーソー呼吸をしている

と大学病院に緊急入院しました。すぐに経鼻経管栄養と酸素療法がはじまりました。

血液検査、MRI、CT、筋電図、そして遺伝子検査によって脊髄性筋萎縮症 I 型と診断

がつきました。入院後２週間での確定診断でした。

　入院中にも呼吸状態は悪化し、フェイスマスクで人工呼吸器を装着しました。装着

時間が徐々に長くなり、人工呼吸器のマスクをはずすと意識が飛んでアンビューで蘇

生される、ということを何回か繰り返し、気管切開を決断したのが生後５か月。実際

に手術をしたのが生後６か月でした。

　気管切開をした後は、２か月半の準備期間を経て在宅に移行しました。在宅移行に

あたっては何件か先輩宅を訪問し、実際の生活を見させていただきました。当時いろ

いろ教えていただいた先輩方には今も感謝しています。

　在宅に移行してからは大きく体調を崩すこともなく過ごし、その後３歳になって経

鼻経管栄養から胃ろうに移行しました。経管栄養のときは毎週の経鼻チューブの入れ

替えでいつも苦しそうにしていたので、もっと早くに胃ろうにしてもよかったなと思

いました。

　スピンラザは 2017 年 11 月ころに投薬をはじめて、今は４か月に１度の投薬を続け

ています。劇的な変化といったものはありませんが、手指や足首の動きが少し力強く

なったり、呼吸状態が以前より良くなっているように感じます。成長に伴う新たな心

配事もありますが、今後も安定した状態を保っていってくれたらと思っています。
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教育
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　一般的に SMA の子どもたちには知的な障害がないと言われていますが、他の子ども

と同様に症状や発達には多様性があります。とくに学校教育に対してはさまざまな期

待や不安を感じることが多いのが一般的ではないでしょうか。学習環境はもちろんの

こと、友だちとの人間関係の形成、きょうだいとのつながりなど、将来を見据えてど

のような教育環境が望ましいのかを保護者が悩むこともあるでしょう。

　近年、障害を持つ子どもの教育環境は大きく転換しています。2014 年、障害者権

利条約（資料 2、以下：条約）を日本も批准し、国内の施策も「共に、育つ、学ぶ、

働く」インクルーシブ社会への転換が始まりました。文部科学省も条約や国内法改正

を受けて 2012 年から「インクルーシブ教育 *1 システム構築のための特別支援教育の

推進（資料 7）」と位置付け共生社会の実現へと施策を進めており、障害を持つ子ど

もの保育、学校環境は改善されてきました。

　この本でも、子どもの人権や学校生活がどのような制度で守られているのかを、関

連制度の要約で分かり易く提示しています。学校生活を視野に入れたとき、学校や行

政との話し合いの中で親が迷ったり不安になったりすることもあるでしょう。教育制

度の内容は心配事、困りごとを改善するため学校との話し合いや障害の理解への基準

（ものさし）となりますので参考になさってください。お子さんにとっても有意義な

学校生活への手助けとなるでしょう。

◆療育、保育園、幼稚園

　子どもが成長する過程で（Ⅰ型の場合、在宅生活が落ち着いたころ）保育園、幼稚

園、療育センターなどを考えるのが地域や社会参加への第一歩となります。地域の役

所が相談窓口となります。障害のある子には療育センターを勧められることが多いと

思いますが、地域の同世代のお友達、きょうだいと一緒に過ごすことを大切にしたい

と考えた時、一般の保育園や幼稚園、その後の小学校通常学級、支援学級なども選択

肢にあることを知っておきましょう。

　「でも障害のある子は介助員や医療的ケアができる方の支援が必要なのにどうした

ら……」と不安に思う方もいるかもしれません。そこで現在は合理的配慮 *2 という

内容が大切になります。介助員や看護師の支援を得て保育園や学校に通うことは特別

な扱いではなく同世代の子どもと同じ生活環境をととのえることなのです。

　自治体によって支援の格差があるのも現状ですが、保育園に加配の保育士、介助員

や看護師が配置され障害のあるこどもや医療的ケアのある子どもも少しずつ通園でき

るようになってきました。この頃はみんなと一緒に給食、遠足、運動会やお遊戯会に

も工夫して参加できるなど楽しい経験も増えていく時期です。コミュニケーションは

タブレットなどを使って少しずつとっていける子もいますが、焦らずその子にあった

ペースでの生活を心がけると良いでしょう。

　早期の医療や療育においても、地域の「身近な場所において」受けることができる

とあり、生まれた時からずっとインクルーシブで地域の保育園や学校でも医療的ケア

が受けられるような方向性が示されています（資料３）第１４条（医療）、第１７条（療

育）。

◆小学校入学（就学）まで

　日本は 2013 年、条約批准のため、文部科学省では、障害のある子どもが原則とし

て特別支援学校に就学するという仕組みを改め、障害の状態、教育的ニーズ、専門家

の意見、学校や地域の状況などから市町村教育委員会が「総合的判断」をして就学先

を最終決定する仕組みにしました。その際には、「本人保護者の意向を最大限尊重す

ること」とされました (資料 5)。

　小学校入学にあたり、通常学級、特別支援学級、特別支援学校（訪問学級籍を含む）、

副籍と選択肢があり、みなさんが就学先に迷ったり悩んだり、思うような支援を受け

られず学校との話し合いがスムーズに進まないこともあるため、最も考え込む時期で

はないでしょうか。

　学校での保護者の付き添いについては、入学の条件や強制されることがないよう「本

人の自立を促す観点、真に保護者の付き添いが必要と考えられる場合に限ること、付

き添いが不要になる見通しを丁寧に説明すること」や「医療的ケアの必要な子どもが

スクールバスに乗れるよう看護師の同乗での登下校」が示され（資料８）安心した学

校生活が送れるよう制度も充実してきました。

　教育については、自らの住む地域社会で「他者との平等に基づいて」クラスの一員

として受け入れられることや、特性を踏まえた十分な教育を受けられること、個別支

援が必要な場合であっても、ともに学ぶことを妨げられないことが主張されています

（資料２　第 24 条　教育）。また就学先については、本人、保護者の意向を大切にす

ること、特別支援教育は通常の学級でも提供されること、そして人材の確保、育成、
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適切な教材等の提供、学校施設の整備、環境の促進が必要であることが明記されてい

ます（資料４　第 16 条　教育）。

【小学校・中学校（義務教育）】

　小学校、中学校で子どもも親も考えさせられるのは、学習や学校行事参加の工夫や

支援体制ではないでしょうか。この点でもインクルーシブや合理的配慮が重要です。

　特別支援学校では看護師が配置されてはいますが、人工呼吸器のポートの着脱行為、

気管の吸引は保護者が行い、１日別室で待機をしなければいけない事例があります。

一方、付き添いを入学の条件とされない例や、通常学級や特別支援学級でもクラスや

児童生徒本人に看護介助員等が配置され円滑に医療的ケアや学習支援が行われている

例も増えています。保護者の助言や協力がなければ学校生活や学習が円滑に進まない

こともある反面、親の付き添いが続くことによる家族への経済的、精神的、身体的負

担が問題となる場合もあります。制度改正により、その子のニーズに合わせた学習環

境作りと、家族の負担がなくなるような学校での支援体制は整いつつあります。

　ただ最近では、学校には通えているが、学習が思うように進まないという悩みも多

く聞かれるようになりました。特にⅠ型の子どもたちへの教育については、ノウハウ

が確立しておらず、どの学校でも試行錯誤の段階のようです。学習の方法については、

ICT の活用なども含め、今後の課題と言えるでしょう。

　各自治体や学校によって制度の認知や支援の格差はありますので、家族の会で情報

を共有、先輩たちの経験談も参考にし「良い先例を教育行政や学校へ」「私はこうい

う学校生活をおくりたい」と伝えていくことが大切でしょう。それぞれ希望の学校現

場を実際に見て感じて就学先を選択することになると思います。就学 1年前くらいか

ら就学時健康診断がある秋くらいまでに、学校での支援体制やどのような学校生活を

していきたいかイメージしておくと良いでしょう。幼稚園や保育園時代から個別の支

援計画を作成してもらえる場合もありますが、小学校からでも遅くはありません。就

学後の「個別の教育支援計画 *4」作成も視野に入れ、入学前から教員や支援者等と相

談しつつ本人・保護者の気にかけてほしいことや頑張りたいことなどを学校へ伝えま

しょう。「個別の教育支援計画」の内容が充実することで、介助員や学習支援などが

整い、「障害の社会モデル *3」の視点をもった学校環境への発展が期待されます。

　インクルーシブな方向性（志向）（資料１）、障害の社会モデル、合理的配慮の考え

方について学校も責任を持ち、地域の人たちや他の子ども、保護者等に啓発すること

の重要性が障害者差別解消法 ( 資料 6) に記されていて、障害をもつ子ども、家族側

ばかりが頑張らなくても良いことが示されています。

【高校・大学】

《高校受験》

　特別支援学校の場合は高等部までの進学環境が整っていますが、一般高校へ進学す

る場合、入学試験での配慮は中学校での学校生活が基礎となります。中学校へ入学し

たら高校受験を想定し、定期試験や実力テスト時にどのような合理的配慮（例えば試

験時間の延長や選択問題への変更、コミュニケーションツールやパソコンの持ち込み

など）をしてほしいか具体的に上げていきましょう。中学校生活の間にさまざまな配

慮を受けていた経験を受験時も活用してもらえるように、普段からのテストで工夫や

配慮の実績をつくるのも大切です。

《大学受験》

「全国障害学生支援センター」

大学案内障害者版などを出版し障害を持つ学生のサポートをしています。

http://www.nscsd.jp/?fbclid=IwAR3gFtdHiskng5S9X9g7SwHEsQiEovrjuVCmQ_7PGm2yvx

iLq6CNlPGrQxI 

《就労》

　近年、「分けない社会は分けない教育から」と言われるようになりました。それが

将来の就労環境にもつながっていきます。

◆学校での実例は、本冊子の会員投稿、SMA 家族の会発行の『SMA っ子の教育・生活

ハンドブック』、定例会の「がっこう座談会」から提供される情報が参考になるでしょ

う。SMA 家族の会ホームページにも情報を掲載しています。就園・就学や学校生活で

のお悩みは、家族の会事務局に遠慮なくご相談ください。
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【用語解説】　
*1《インクルーシブ教育》

　1994 年、ユネスコの世界会議で採択された「サラマンカ宣言」( 資料 1) のなかで

初めて、国際的に「インクルーシブ教育を原則に」と提言されました。通常の学級に

障害を持つ子どもが在籍することだけがインクルーシブ教育なのではなく、学校の人

員体制、授業方法の変更・調整をし、「周囲が変更、調整すること」で障害を持つ子

どもがともに学び、生活しやすくなることを示しています。

　インクルーシブとは「包含」とも訳され、教育や就労、生活の場を分けず、ともに

学びともに育つ、多様性にもつながりますが、日本ではまだ分離教育がなされている

のが現状です。障害をもつ子どもの教育を考える時、人権、ニーズを大切にした学習

環境を整えることが重要です。また分けることが差別を生むという条約の理念、その

ような時代となってきていることを私たち大人が理解し、障害をもつ子どもの教育を

今一度考えることが大切ではないでしょうか。

*2《合理的配慮》

　○合理的配慮は社会的障壁を取り除くもの

　具体的には学校やクラスをその子に合わせて変更調整することです。障害を「乗

り越えるべきもの」としてその子だけに努力を求めるのではなく、クラスや学校が

学習内容や方法を変化させることで教育、成長・発達を実現しようとするものです。

　障害を克服した人だけが社会（学校）に出てくることができるのではなく、障害

をあるがままに受け入れ、障害の種別や程度 ( 重い、軽い ) を問題とせず、その状

態で生活できるように社会や学校側の変化を求めているのが合理的配慮です。障害

を持つ子どもが学校やクラスで学ぶことを実現する際に発生する障壁を除去するも

のとも言えます。また障害のある人だけの配慮ではありません。妊婦さんやお年寄

りが安心して過ごせる工夫や、小さい子どもと一緒に遊ぶときにそのためのルール

を考えることも合理的配慮にあたります。大切なことは、「あなたのためを思って

配慮しました」というやり方ではなく、障害のある子どもの意見を聞くことです。

学校生活では、クラスメイトの意見も聞き、合理的配慮についてみんなで話し合っ

て試行錯誤する過程が大切です。

　○合理的配慮は社会の義務

　合理的配慮は「本人、保護者の要請により成立」します。それを受け教育委員会

や学校が、学校やクラスをその障害のある子に合わせて調整・変更して教育を実現

します。すべての公立の小中高大学等の学校には合理的配慮の提供が義務付けられ

ています。

　もし本人や保護者が要請する合理的配慮の内容が学校や教育行政にとって過度の

負担になるというのであれば、これに代わるものが提供されなければなりません。

単に抽象的に「困難である」「負担が大きい」といった理由では足りず、技術やコ

スト等に関する具体的な根拠資料を示して、負担が実際に「過重」であることが示

されなければなりません。

　合理的配慮の例として次のようなものがあります。

　　◆共通

a　バリアフリー・ユニバーサルデザインの観点を踏まえた障害の状態に応じ

た適切な施設整備

b　障害の状態に応じた身体活動スペースや遊具・運動器具等の確保 

c　障害の状態に応じた専門性を有する教員等の配置

d　移動や日常生活の介助及び学習面を支援する人材の配置

e　障害の状態を踏まえた指導の方法等について指導・助言する理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士及び心理学の専門家等の確保

f　点字、手話、デジタル教材等のコミュニケーション手段の確保

g　ひとりひとりの状態に応じた教材等の確保（デジタル教材、ICT 機器等の

利用）

h　障害の状態に応じた教科における配慮（例えば、視覚障害の図工・美術、

聴覚障害の音楽、肢体不自由の体育等）

　　◆肢体不自由

a　医療的ケアが必要な児童生徒がいる場合の部屋や設備の確保

b　医療的支援体制（医療機関との連携、指導医、看護師の配置等）の整備 

c　車いす・ストレッチャー等を使用できる施設設備の確保



82 83

d　障害の状態に応じた給食の提供

　　◆病弱・身体虚弱

a　個別学習や情緒安定のための小部屋等の確保 

b　車いす・ストレッチャー等を使用できる施設設備の確保

c　入院、定期受診等により授業に参加できなかった期間の学習内容の補完

d　学校で医療的ケアを必要とする子どものための看護師の配置 

e　障害の状態に応じた給食の提供

　　　出典：http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/

　　　　　　1297377.htm

　○入学試験・定期試験に関して（適正に学力の判定ができるための配慮：時間延

長、ルビ付き試験問題、代筆者、介助者の配置、個室利用等）

*3《障害の社会モデル》

　障害とは「その人の身体的、精神的などの機能がなんらかの原因で損障しているこ

と」で克服しなければならない対象ではなく、「社会との関わりの中で障害は生まれ、

重くもなり、軽くもなり、あるいは障害を意識する必要さえなくなる」というとらえ

方を障害の社会モデルといいます。これに対し身体的、精神的損傷や克服の対象とし

ているのが「障害の医学モデル」です。段差のある場所に行けないこと、コミュニケー

ションに困難がある人などこれらの不便、不自由はからだの障害だけが原因なのでは

なく例えば段差がある学校、柔軟なコミュニケーション手段がないこと、誰でもわか

る表現がない社会のあり方によって障害は生じています。

　条約ではこの障害のとらえ方を医学モデルから社会モデルへとパラダイムシフト

（物事の捉え方を転換）するよう示しています。このことに気づかれ始めたのは 1970

年代のことです。この「障害の社会モデル」の考え方を学校や教育行政、一般の障害

を持たない人たちに広げることがこれからの子どもたちには大切になってきます。

*4《個別の教育支援計画》　文科省 HP より抜粋

　障害のある子どもが地域で生き、自立し、社会参加していくためには、その子ども

にかかわる多くの関係者や機関によって、生涯にわたる一貫した支援を進めていくこ

とが必要です。「個別の教育支援計画」は、障害のある児童生徒の一人一人のニーズ

を正確に把握し、教育の視点から適切に対応していくという考えの下、長期的な視点

で乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な教育的支援を行うことを目的

とされています。その作成・実施にあたっては保護者や地域社会との連携が大切とさ

れています。目的は、子どもを取り巻く様々な関係機関が連携し、具体的に支援して

いくための指標づくりであり、学校等が中心となり保護者、関係機関とともに支援の

方向や目標について共通理解を図りながら役割を分担し対象の子どもに対して一貫し

た適切な支援ができる体制を構築することです。どのような学校生活をおくりたいか

の基準となるもので、個別の教育支援計画を作成するため学校との対話が重要となり

ます。



84 85

【法令資料】

資料１：ユネスコ「特別ニーズ教育：そのアクセスおよび質に関する世界会議」【サ
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（general comment）第４号」（2016 年）

資料４：障害者基本法（2011 年 8 月 5 日施行）

資料５：学校教育法施行令（2013 年 9 月 1 日施行）

資料６：障害者差別解消法「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

　　　　（2016 年 4 月 1 日施行）

資料７：共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援

教育の推進（報告）　概要　文科省 HP

資料８：学校における医療的ケアの今後の対応について（通知、別添、別紙）
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会員投稿⑥ -1

中学校生活の今日まで中学校生活の今日まで
（文：SMA Ⅰ型、女児の母）

　娘は 5人家族の長女で現在 14 歳。次女（6年生）と三女（1歳 4か月）の三姉妹で

す。地域の小学校 (通常学級 )を卒業し、現在は通常学級の中学 2年生です。

　生後 3 か月ごろ成長に疑問を感じ病院に通院しましたが原因が分からず、7 か月の

とき障害児専門の病院を紹介され、そこで SMA Ⅰ型と確定しました。私たち夫婦は、

気管切開してしまったら「ことばを獲得できない」と思い、なんとか NIPPV（鼻マスク）

を活用し、気管切開を避けていました。しかし 1歳を過ぎたころから何度も痰詰まり

をおこし救急車で運ばれ、入院中でも呼吸状態は限界でした。医師や看護師から気管

切開への説得を受けても「生活が今以上に制限されるのではないか？ 人工呼吸器を

つけるくらいなら自然にまかそう」とまで考えるほど行き詰まった状態でした。

　そんなとき在宅患者をよく知る看護師から「呼吸器をつけていても、海外旅行へ行っ

たり楽しんで生活されている方はいますよ」と。この言葉を聞いて驚き、やっと気管

切開を受け入れる気持ちが芽生えたのです。前向きな生活が待っているなどわたした

ちには想像すらできていませんでした。在宅医療をよく知る医療職の言葉は、医学的

な予後の話ではなく、これから未来へと向かう生活に見通しが立つ内容だったのです。

それにより娘の人生は大きく変わり、私たち親の無意識な偏見や差別にも気がついた

瞬間でした。気管切開し呼吸が楽になった時の娘の笑顔が今でも忘れられません。

　1 歳半で気管切開し、1 か月後には在宅生活をスタート。そして 2 歳には胃ろうを

つくりました。3 歳になり、最初は重度重複障害児が通う療育センターへの通園を希

望しましたが「呼吸器の子は前例がない」という理由で最初は入園拒否されましたが、

何度も話し合いを重ねやっと入園することができました。ところが年中になったころ

に関西では人工呼吸器をつけていても保育園や地域の小学校に通っている子がいるこ

とを知り衝撃を受け、普通保育園へ挑戦することにしました。ここでも正式入園は叶

わずでしたが、療育センターと保育園のダブル通園が可能となり、療育センターから

保育園に月に 3回ほどの交流として通園させてもらい、健常児との楽しい生活で表情

がとても豊かになりました。親の心配をよそに、子どもたちはすぐにうちとけました。

小学校でも同じように地域の学校へ行きたいという想いが芽生え、障害児の就学を支

援する会と出会い、市の教育委員会へ看護師配置を要望し学校とも話し合いを重ねま

した。そして市で初めて人工呼吸器の子どもが通常学級籍での入学を認められました。

　2011 年、改正障害者基本法に「分け隔てられることなく」「共生社会の実現」「共

に教育を受ける」が規定されたことで小学校入学への大きな力となりました。しかし、

入学できたとしても、最初は「合理的配慮 (障害を持つ子どもが他の子どもと平等に

生活できるようにする配慮 )」と「特別扱い」の違いを学校は把握できていませんで

した。制度の内容が学校内に浸透していなければ、知らぬ間に学校生活で「制限」を

かけられたり、「配慮したつもりが結果的に排除につながる」こともあります。

　小学校 6年間では、遠足や修学旅行等すべての行事に参加できるように話し合いが

なされ、親の付添いを求められることなく積極的に先生方も娘と向き合いました。そ

れは、普段の学校生活の中で障害を理由に区別・排除・制限されることなく、授業も

工夫し「完全参加と平等」を基礎として、学校内の意識改革がされたからです。本人、

家族と学校が同じ視点で目標に向かっていけることがとても重要だと思います。私た

ちは娘が学校生活を送る中で、障害者権利条約や障害者基本法等の「他の者との平等」

や「合理的配慮」の内容に助けられ、その大切さを実感しました。

　学校、家族双方が制度の内容を共有し、同じ基準で話し合える関係性を築いてきた

こと、また、障害を克服するよう能力を高めたり、健常者に近づく視点のみではなく、

まわりの人の変更、調整、工夫があってこそ現在の娘の充実した学校生活へと変化し

てきました。中学校でも合理的配慮として、看護師、ミキサー食に調理する栄養士、

そして学習保障をするための主幹教諭も配置。ケアルーム（冷暖房・冷蔵庫設置の休

憩室）、3 階屋上のプールにも入れるように連絡通路も造設。卒業した小学校には足

の不自由な校長先生が赴任され、中学校では車いすユーザーの教員も勤務されていま

す。どちらも娘の入学によってエレベーターが設置されました。インクルーシブな志

向は誰にとっても快適な環境をつくります。「理想の学校」など日本中どこにもなく、

理解ある学校を探し求めても実情は測りきれません。自分の住む地域の学校を理解し

合える学校へと変えていくことが「理想の学校」に近づく一番の近道ではないかと実

感しています。
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会員投稿⑥ -2

楽しい学校生活を送る音楽好きなごく普通の女の子楽しい学校生活を送る音楽好きなごく普通の女の子
（文：SMA Ⅲ型女児本人＆母）

 

　娘は現在 11 歳の SMA Ⅲ型（ⅡとⅢの間）です。確定診断は２歳前でした。

　娘にどんな学校生活をしているかを書いて、と頼んだら、次のような作文を書いて

くれました。

私は、学校で楽しいことが三つあります 。

一つ目はブラスバンドでアルトサックスを吹くことです。友達も一緒に入ってい

るので、朝練は早いけれど頑張って行きます。友達や先輩達と一緒に合奏するの

がとっても楽しいです。後輩にも教えています。自分が知っている曲をやるとき

は嬉しいです。演奏会ではいろいろな仕掛けをしています。例えば美女と野獣と

いう曲だったら指揮者が野獣で、OB の人が美女の格好をしています。お客さん

を楽しませることがとっても楽しいです。

二つ目は、友達と一緒に遊ぶことです。中休みにトランプをしたり、外に出て遊

んだり、絵を書いたりして遊んでいます。また、友達と一緒の音楽クラブに入っ

て、リコーダーを吹いたり、ピアノを弾いたり、木琴をやったりしています。私

は、リコーダーで魔女の宅急便や、ルージュの伝言を演奏したりします。そして

今度、体育館で学校のみんなの前で演奏をします。

三つ目は、学校の行事で学芸会をやったことです。学芸会は 2 年に 1 度で今年は

小学校最後の学芸会でした。今年の学芸会で私たちがやった劇の題名は「魔法を

捨てたマジョリン」でした。私が新潟にリハビリをしに（※）行っていたときに

役を決めたので、自分のやりたい役を決められなかったけど、友達と一緒だった

から頑張ってやれました。私の目標は、大きい声でセリフを言うことでした。最

初は小さい声だったけれど、友達にがんばれと言われたので頑張って声を大きく

することができるようになりました。

私は学校が大好きです。友達に会えるし、楽しいことがいっぱいあるからです。

これからも、友達と元気にたくさん遊びたいです。

　　　　　※学校を休み、新潟病院にロボットスーツ HAL の集中リハビリに三週間行っていました。

　作文を読むかぎり、リハビリのことが書いてある程度で、車いすや SMA であること

がわかる記述はありません。娘は SMA の中では比較的動けるほうで、「困っているこ

とはない？」と聞いても、いつも「別にない」と言います。傍から見ていても、娘が

本当に困っていないのか、言わないだけなのかがわかりづらいです。

　HAL のリハビリ入院は三週間だったのですが、そのうちの一週間は付き添わず一人

にしたことがありました。私が一時帰宅する前日、引き出しの中身や棚の上など、「こ

れは届かないからこっち、これはあまり使わないからあっちにしまって」と、娘にす

べて細かく置く位置を指示されました。本人なりに、トイレに行くとき、歯を磨くと

き、シャワーに行くとき、など一人になったときに困らないように、事前に準備をし

ていました。日頃はあまり口に出さないけれど、いろいろと考えてがんばっているの

だなぁと感心しました。

　この文章を書いていて、そういえば小学校入学前後の頃は、電動車いすの申請や就

学相談、支援員の確保など、いろいろ大変だったことを思い出しました。授業・遠足・

運動会、何をするにも交渉や事前打ち合わせをしていました。ですので、3年生になっ

て、突然思いついたように「ブラスバンド部に入りたい」と言いだしたときには、受

け入れてもらえるのだろうか、入れたとしても付き添いは必須だろうなぁと身構えて

いたら、代表の方があっさり受け入れてくださり拍子抜けしました。娘の肺活量や腕

力で演奏できる楽器があるのか、平日は毎日朝練、土日もほぼ休みなく一日中練習が

あり、ちゃんとこなしていけるのだろうかなどいろいろと心配もしましたが、入部し

てしまえば友達と一緒なのがとても楽しいようでせっせと通っています。特別練習熱

心というわけではなく、「あーそろそろ休みたいなー」「たまには家でのんびりしたい

～」とか言いながらも、休まず行く、という感じです。かと思うと、家では、よくブ

ラバンで演奏しているメロディーを大声で歌っています。アルトサックスのような重

くて大きな楽器を娘が演奏することができたことも驚きでした。

　このように、今のところ、ごく普通の小学生生活をゆる～く満喫しています。これ

からもきっと、周囲に助けを求めたり、交渉が必要な場面があるかもしれませんが、

娘の成長を見守りつつ、一緒に楽しんでいきたいと思います。
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SMA（脊髄性筋萎縮症）家族の会
について
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●「SMA( 脊髄性筋萎縮症 ) 家族の会」とは

　「SMA( 脊髄性筋萎縮症 ) 家族の会」は SMA（脊髄性筋萎縮症：ウェルドニッヒ・ホ

フマン病とクーゲルベルグ・ヴェランダー病を含む）本人とその家族を中心として、

それを支援する医療関係者をはじめとする専門職やボランティアなどから構成される

会です。東京女子医科大学付属病院に通院する本人・家族たちと医療関係者たちが中

心となり、1999 年より発足の準備が進められ、同年 10 月 23 日に開催された設立大

会をもって「SMA 家族の会」は正式に発足の運びとなりました。

　いままで SMA の本人とその家族は互いに孤立し、共に支えあう場を持つことができ

ませんでした。私たちは、SMA（脊髄性筋萎縮症）家族の会を結成することによって、

本人とその家族及び関係者が集まり、相互の知識及び経験を交流する場を作りたいと

考えています。そして、SMA という病気に固有の問題を解決するため、治療研究を促

進するための活動を行い、SMA に関する医療情報を収集し、あらゆるメディアを通じ

て発信していきます。

　SMA の本人とその家族は異なる地域に住みながらも、共通した日常的問題を抱えて

います。私たちは本人の個性に立脚した自立を援助するという観点から、医療問題の

みならず、福祉や教育や就労の問題にも積極的に取り組む運動を展開していきます。

SMA が自立の障害になるかどうかはその病状にかかっているのではなく、社会全体が

障害や自立をどのように考え、本人に対してどのような対応をとるかにかかっていま

す。したがって、社会全体の考え方の転換と社会資源（行政や民間による各種の施設

や援助組織）の充実が必要であり、私たちは SMA の本人とその家族の抱える問題から

出発しつつも、より普遍的な問題解決へ向けて、他の患者・家族団体とも連帯してい

けるものと確信しています。

　本会は、SMA の本人とその家族を中心としながらも、それを支援する医療関係者・

各種専門職・ボランティアの方々に開かれた組織として、本会そのものが共生のネッ

トワークとなることを目指していきます。

（設立趣意書より）

● SMA 家族の会の活動内容

SMA 家族の会では、次のような活動を行っています。

　　会員向け活動

・ホームページ（ https://www.sma-kazoku.net/ ）の運営、管理

・医療、福祉、教育などをテーマに、専門家を招いての定例会（勉強会）

開催（年に数回、不定期）

・親睦会の開催（各支部、1型、成人など、年数回）

・会員専用メーリングリストを通じての交流や意見・情報交換

・会員向け会報『ふぁみりー』の発行と会員向けメールマガジン『SMA 

MAGAZINE』の配信

・会員相談への対応、お友達紹介　　　など

　　対外活動

・医療・福祉関係の学会参加（パネル展示、チラシ配布など）

・啓発活動のための冊子や DVD の制作

・国内・国外の各患者・家族団体との交流　　など
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●普通会員・入会手続きのご案内

本会の設立趣旨、会則にご賛同いただける方なら、どなたでも普通会員となることが

できます (ただし所定の入会金・会費を納めた後、役員会の承認を経てから正式な会

員となります。また、設立趣旨文、会則については当会 HP をご覧ください）。普通会

員になると、会則に定められた会員としての権利を行使できるほかに、会員向け会報

およびメールマガジンの購読、会 HP 内の『会員専用コーナー』へのアクセス、会員

専用メーリングリスト（ML）への参加ができます。

普通会員入会ご希望の方は

１．お名前　(該当するものに○　SMA 本人・SMA 家族・医療関係者、その他 ) 

２．郵便番号、住所 　　　　　

３. 電話番号　　　　　　

４. FAX 番号 ( お持ちの場合のみ記入 )

５．電子メールアドレス 

６．会員情報開示の可否‥‥近隣地区に在住する普通会員同士の紹介を希望す

る場合「開示可」と明記ください。また開示内容 (お名前、住所、電話番号、

メールアドレス )や開示をする対象者 (乳幼児、小学生、中高生、成人、医

療関係者 )を選択することもできます。 

７．その他 ( 自己紹介、SMA との関わりなど ) 

を記載したメールを会事務局（ smajimkyoku@sma-kazoku.net ) までお送りください。

折り返し、必要書類を郵送致します。

　　　　　　

年会費のお支払方法……普通会員の年会費は 3,000 円です （ただし、初年度のみ入会

金 2,000 円を別途いただきます）。会からお送りする振込用紙をご利用ください。　

入会のお申し込みはホームページ（https://www.sma-kazoku.net/）でも受け付けて

おります。

●賛助会員・入会手続きのご案内

本会の目的にご賛同いただける方なら、個人、法人を問わず、どなたでも賛助会員と

して入会いただくことができます。本会は、SMA 患者とその家族によって運営される

ボランティア組織であり、資金的な問題も恒常的に抱えています。会の様々な活動を

行うためにも賛助会員の皆様のご理解、ご協力が欠かせません。賛助会員の皆様から

寄せられた資金は、今後の SMA 治療、研究の開発の分野、福祉・教育の充実に関する

分野、会員間の親睦や交流の分野に利用をさせていただくことになります。賛助会員

になると会則に定められた会員としての権利を行使できるほかに、会報の購読ができ

ます。

賛助会員入会ご希望の方は

１．お名前、または法人名（法人の場合は担当者名も併記ください） 

２．郵便番号、住所 　　　　　

３．電話番号 　　　　　

４．FAX 番号 (お持ちの場合のみ記入 ) 

５．電子メールアドレス

を記載したメールを会事務局 ( smajimkyoku@sma-kazoku.net ) までお送りくださ

い。折り返し設立趣旨文、会則、賛助会員入会案内書等をお送りいたします。（賛助

会員の申込であることをはっきりと明記してください）

年会費のお支払方法……賛助会員の年会費は一口 5,000 円です。何口でもお入りいた

だけます。お支払い方法は普通会員の場合と同じです。

　　SMA 家族の会マスコット「おひるねうさこ」

作：くぼりえ

（SMA 家族の会会員、

　　　　　　　イラストレーター）
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● SMA 家族の会制作の冊子・DVD のご紹介

　冊子『わたしたちの電動車いす』

2013 年度に実施した「未就学児の電動車いす

交付についてのアンケート」の集計結果に皆様

の体験記を合わせた冊子です。『わたしたちの

電動車いす』を多くの方にお読みいただくこ

とで、自分の意思で動くという経験を通して、

電動車いすが乳幼児期の子ども達の心身の成

長を促す大切なものであることを周知させる

機会になればと願います。

　冊子『SMA っ子の教育・生活ハンドブック』

SMA の子どもを育てるうえで大切になってくる

就園、就学について、福祉サービスについて、

また生活上の工夫など、これまで試行錯誤しな

がら挑んできた先輩ママさんたちの声や経験談

をまとめた一冊です。SMA Ⅱ型の子どもたちが

中心になってはいますが、Ⅲ型はもちろん、Ⅰ

型の子どもを育てている親御さんにも参考にな

る部分はたくさんあると思います。

DVD『自立するための電動車いす』

電動車いすを操作する子どもの姿は、「SMA

家族の会」の中では当たり前の光景になって

おりますが、一歩外に出ると、SMA の子ども

を取り巻く環境には、まだまだ理解が得られ

ていない現状があります。その現状に風穴を

開けるために企画・作成されたのがこの映像

です。

DVD『SMA 患者の呼吸ケア　～気管切開を選ぶ前にできること～』

SMA 患者のうち、特に生命予後や日常生活に

直結する呼吸ケアに関して焦点を当て、何が

その人に合った呼吸管理なのかを考える上

で、選択肢があることを紹介させていただく

ために企画・作成されたのがこの映像です。

              　　

　　　　　　　　　 冊子・DVD についてのお問い合わせは SMA 家族の会事務局まで
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●「SMA 患者登録システム」について

医学研究の急速な進歩は、脊髄性筋萎縮症の治療法の開発に反映されてきています。

欧米において、脊髄性筋萎縮症の新しい治療法の臨床試験や治験が進んでいます。

それらの新しい臨床試験や治験に関する情報を患者さんに迅速にお届けすることを目

的として、「脊髄性筋萎縮症の患者登録システム」を立ち上げました。また、このシ

ステムは、臨床試験や治験が始まった時に、それを速やかにお受けいただけるような

体制を作ることを目的としております。

現在、日本では脊髄性筋萎縮症の患者さんの正確な総数さえ明らかではありません。

脊髄性筋萎縮症の患者さんの状態を、患者さんと主治医の先生のご協力により登録し

ていただくことは、脊髄性筋萎縮症の現状把握と治療開発に重要なことであると考え

ております。

これらの登録システムの意義をご理解いただき、日本においても臨床試験や治験を円

滑に進めていく事ができるように、ご登録いただけますようお願い申し上げます。

「患者登録システム」登録までの流れ「患者登録システム」登録までの流れ

１　脊髄性筋萎縮症と確定診断      　　

↓
２　SMART コンソーシアムホームページ

　　（ https://www.sma-rt.org/ ）

　　もしくは SMA 家族の会 HP の「患者登録システム」のリンク

　　（ https://www.sma-kazoku.net/blank-10 ）から

　　　　　①登録用紙

　　　　　②患者さんへの説明文書・同意書

　　　　　③担当医師への説明文書　

　　をダウンロードし印刷

↓

↓
　３ 患者さんが登録用紙の記入可能な箇所（登録用紙の二重

線より上部はすべて、下部は分かる範囲で）について記

入

↓
４　かかりつけ医受診の際に①および③を持参し、

担当医師が登録用紙を記入（登録用紙の二重線より下

部）、その際に遺伝子検査結果のコピーを入手

↓
５　患者さんが、登録用紙、同意書、遺伝子検査結果のコピー

を、書留にて下記へ郵送

登録用紙が到着後、事務局から登録証等を発送

【送付先】　〒 162-8666 

東京都新宿区河田町 8-1

東京女子医科大学臨床ゲノムセンター

SMART コンソーシアム事務局

↓
６　登録用紙が到着後、事務局から登録証等を発送

このシステムに関するお問い合わせは……

・「SMA 家族の会事務局 < smajimkyoku@sma-kazoku.net >」

・「東京女子医科大学臨床ゲノムセンター　SMART コンソーシアム事務局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　< office.ba@twmu.ac.jp >」

のいずれかへメールにてお願いします。（電話でのお問い合わせは受け付けておりま

せん）

ご自身で書類をダウンロード・プリントできない場合は、SMA 研究班 HP または家族

の会 HP から必要書類を取りだしていただくよう ､主治医に相談・依頼してください。

研究班または家族の会事務局にご相談いただきましても、書類の郵送は致しかねます。
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