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20周年に寄せて 
SMA家族の会 会長  大山 有子 

 

2019年 5月 11日、東京・品川で「SMA家族の会創設20周年記念式典」を執り行いました。医療アドバイザーを

中心としたたくさんのご来賓の皆さま、そして多くの会員の皆さまに全国からお集まりいただき、立派に開催でき

ましたことを心より嬉しく思います。開催に際し、数か月前から準備等にご協力いただきました方々、本当にあ

りがとうございました。 

SMA家族の会は 1999年 10月に東京女子医大病院に通院する患者家族と医療関係者が中心となり発足しました。

その後 20年をかけて少しずつ成長を続け、現在は会員数が 300に近づくまで増えております。これまでの 20年の

歩みは決して平坦なものではありませんでした。会員さんからの会費と寄付金や助成金、そして何より歴代の会員

さんや医療アドバイザーの方々のボランティア精神に支えられて、何とか運営が続いてきました。 

現在 SMAの患者さんは全国で充実した医療費助成や給付金が得られています。これは 2009年の指定難病、および

2015年の小児慢性特定疾患に認定された結果です。この認定を求める活動をしてくださったのは、歴代の役員さ

んでした。また 2012年には SMA患者登録システム「スマート」の開設によって、臨床試験や治験が円滑に進めら

れ、その結果、保険で治療することができるという大変恵まれた環境にあります。これは全国の SMA研究班の先生

方、および新薬承認に際して様々な活動を支えてくださった会員さんのお陰です。この 20年、会が行ってきた多

くの取り組みは確実に、SMA患者さんの生活の礎を築いてきたと同時に、これから生まれてくる新しい SMAの命が

生きていくための基盤を作り上げてきたと言っても過言ではありません。 

また、このような表だった活動の他にも、療育やコミュニケーション、電動車いすやリハビリ、就園や就学・就

職といった SMAの QOLをアップさせる取り組みも活動の軸となってきました。相談内容の大小にかかわらず、会員

さん一人ひとりに対するきめ細やかなサポート、当事者ならではの経験に基づいたサポートをできることが会の最

大の魅力です。今後も皆さまの貢献の気持ちに支えられた、あたたかい支援を続けていくことが、SMA家族の会の

存在意義につながると考えています。患者家族と医療関係者が一丸となり、「患者会にしかできないこと」「患者会

だからこそできること」に力を尽くしていければと思いますので、皆さまには今後も変わらぬご協力を賜わりた

く、お願い申し上げます。 
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アドバイザーの先生方からのメッセージ 
 

 

SMA家族の会では、創設 20年を機にアドバイザーの先生方に改めてアドバイザーへの就任をお願いし、

皆さま快くお引き受けくださいました。再任・新任にあたりメッセージをいただきました。 

（掲載は順不同） 

 

☆☆☆☆☆ 

 

SMA新時代に向けて 
 

東京女子医科大学遺伝子医療センター 
ゲノム診療科 齋藤 加代子 

 

この度の SMA家族の会のアドバイザーのご指名、謹んでお引き受けさせていただきます。 

振り返りますと、20世紀の最後に SMA家族の会が設立され、20年を超えました。1995年にSMAの原因遺伝子である

SMN1遺伝子とそのコピー遺伝子 SMN2遺伝子が発見され、遺伝学的検査による診断法が確立し、筋生検を受けないで採

血により診断ができることで、診療の現場に応用されました。現在では、SMAの確定診断法として保険収載されていま

す。2009年にはSMA家族の会の設立当初からの悲願である国の指定難病として承認を受け、2015年には小児慢性特定疾

患として承認され、「SMAってなに？」という時代から、多くの医療関係者や製薬企業が治療薬の開発の対象疾患として

認識する時代となっていきました。 

2012年のある日、製薬企業の方が面会に来られました。アメリカで実施しているSMAの治験がとても良い成績なので、

日本も国際共同治験のメンバーにならないか？という話でした。歩けなくなった SMAの方が、歩けるようになった、とい

う情報に、当時、耳を疑いました。日本では SMAに関しては「治験」の実施はそれまで 1件もありませんでしたので、当

時、適応外使用として、医療現場で医師の裁量で処方されているバルプロ酸ナトリウムの有効性と安全性を確認すべ

き、という考えで国の研究費による医師主導治験を実施しているところでした。フランクフルトでの治験打ち合わせ

会で、「寝返りができるようになるので、ベッドから落ちないように気を付けて」というコメントが新たな時代の到来を

予測させるものでした。そして、SMAの新薬による治療の時代が始まりました。 

SMA家族の会の皆様、SMARTコンソーシアム（SMA患者登録）に登録をしてくださっている皆様のご尽力のお蔭で、日

本はSMAの治験をきちんと実施する国として評価され、さらなる低分子医薬品、遺伝子治療薬の治験の申し込みが次々に

来ています。より良い治療法を希望する方たちが治療法を選択するという SMA新時代の到来は間近です。現在の SMA、そ

して未来の SMAのために、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

アドバイザー継続にあたり 
                        国立病院機構大阪刀根山医療センター 

 小児神経内科 齊藤利雄 
 

Up to dateの新規治療薬剤の登場で，SMAの治療環境はどんどん変わっていっています。現在投与可能な薬剤、臨床試

験が進行中の薬剤のいずれも、SMA患者さんの病状を大きく変えています。医学書のSMAの記述も、これから大きく書き

換えられていくでしょう。医療関係者の知識も、常にupdateが求められる状況です。 

患者さんの病状が変化すれば、患者さんの生活する環境も変わっていきます。社会は、この変化に対応できるように柔

軟であらねばなりません。社会もupdateが求められています。 

 安定した在宅生活を送りたい患者さん、社会に積極的に出て活躍したい患者さん、患者さんの病状によって思い描く生

活、人生はいろいろだと思います。医療関係者は、患者さんの病状の変化にのみ目を奪われがちですが、その病状の変

化によって、患者さんの生活がどのように変化していくのかということにも目を向けねばなりません。  

Up to dateの治療が患者さんの生活に何をもたらす可能性があり、そのためには社会がどのように updateされねばな

らないか、皆で考え、皆up to dateであらねばなりませんね。 
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アドバイザー就任にあたり思うこと 
 

四天王寺大学  鈴木 真知子 
 

SMA家族の会20周年、誠におめでとうございます。 

私と家族の会との出会いは、広島の大学にいた時に２型で家族会の役員をしていた方のご紹介によるものでした。 

SMAの方たちとは、ご縁があったようで、１型のお子さんとは、そのもっとずっと以前より関わりがありました。そのお子

さん「えりちゃん」は3歳で、当時、大学病院に入院中でした。お母さんは、農家のお嫁さんで、自宅に連れて帰ることはでき

ず、お母さんもずっと病院暮らし。先の見えない毎日を過ごしておられました。特に治療もなかったので医療者が訪室する機

会は少なく、その分、学生の実習で病棟へ行っていた私は、ゆっくりえりちゃんやお母さんとお話しする時間が得られました。

土日には、えりちゃんをストレッチャーに乗せて、アンビューで海の見える近くの公園へ散歩にでかけていました・・。 

今は、治療法も発見され、先への期待が持てるようになりました。しかしながら、治療によって得られた効果を生かし、子

育てを手助けする支援方法は充分に開発されているとは言い難く、身近で手を貸す専門職者を見つけるのは難しい状況にありま

す。私もお子さんの学習や「コミュニケーション」の環境を構築する方法を模索し続けていますが、今は科学も進展し、専門職

者の意識も変わり、AIやビッグデータなど多様な専門領域の知識や技術を結集できる機会も増えました。 

私は、２年前に京都大学を定年退職し、京都大学ビッグデータ解析分野の研究員をしながら往復６時間以上かけて、準備室か

らこの４月に誕生した四天王寺大学看護学部に勤めています。私事ですが、４年ほど前に発病し、体力勝負の毎日ですが、皆様

から学ばせていただいたことを思い返しながら「もうちょっと、もうちょっと・・」と自分に言い聞かせながら仕事をしていま

す。 

次の30周年は、どんな社会になっているでしょうか？ 

「何かできることがあるはず？」を問い続けながら、皆様とご一緒に「前へ」進んでいきたいと思っています。 

 

 

 

 

 
 

 

 

ＳＭＡ患者さんとの最初の出会いとそれから 
くま在宅クリニック 熊谷 俊幸 

 

SMA家族の会設立 20周年おめでとうございます。 

設立当時からアドバイザーに名を連ねてきましたが、最近長らくご無沙汰して行事への参加がほとんどなく申し訳なく

思っております。設立当時、若々しい創設当時のメンバーの皆様と交流した日々が懐かしく思い出されます。 

そもそも私が小児科学の分野の中でも神経筋疾患を専門としたきっかけは、小児科医局に入局して最初の赴任先の病

院でのことでした。顔は賢そうなのに首から下が全く動かない SMAの赤ちゃんを診て、このような不思議な病気の存在に

大きな感銘を受けたためでした。 

 神経筋疾患を専門にして仕事ができる職場ということで、大学院修了後に愛知県心身障害者コロニー（現愛知県医療療

育総合センター）に赴任しました。そこでたくさんのSMAをはじめとする筋疾患の患者さんの診療にあたり、今も形を変

え続けています。 

7年前にコロニーを定年退職後、「くま在宅クリニック」を自宅で開業し、コロニー在職中に診て来た SMA等で在宅人

工呼吸の患者さんなどの訪問診療を始めました。また、コロニーで週 1回の外来も続け、そこで SMAの主として２型の患

者さん等の経過を見ています。その中で、５人の患者さんから遺伝子治療を是非受けたいとの希望があり、大学病院等に

ヌシネルセン髄注治療をお願いし現在治療継続中です。どなたもすでに成人例ですが、それなりの効果が出ている印象で

す。 

SMAの患者さんと最初に出会って約 20年後に遺伝子診断ができるようになった時は大変な驚きでした。更にそれから

20年余たった現在、ついに遺伝子治療薬が開発され効果が上がっているのは重なる驚きです。SMAの医療からは本当に

目が離せません。 

 最後になりましたが、SMA家族の会の皆様の、ご健康とご多幸をお祈りいたします。 
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呼吸のアドバイザーとして 
国立病院機構八雲病院 石川 悠加 

 

 呼吸についてのアドバイザーとして関わらせていただいています。 

現在は国立病院機構八雲病院小児科にいますが、2020年8月に、札幌の国立病院機構北海道医療センターに新築移転

します。SMAなど神経筋疾患の非侵襲的換気療法（NPPVまたはNIV）センターを開設します。    

 ご存知のように、10年前から根本治療薬が使用されてきたポンペ病において、呼吸リハビリテーションの活用の機

会が増しています。SMAにおいても、病態を改善する治療薬が導入され、より積極的な呼吸リハビリテーションの成果が

期待されます。排痰のための咳介助の機械（カフアシスト）も条件の工夫が世界中で進められています。呼吸を健やかに

保ち、肺や胸郭の成長発達を育むために、深呼吸や、アクティブ・バランス・シーティングを用いた車いすも大事です。 

また、パソコン操作などに関しては、当院作業療法士田中栄一や SMAの方々によるウェブサイト「ひらけごま」も参

考にしていただければと思います。ｅスポーツに関するアシスティブテクノロジーも紹介されています。 
 

 

SMA 家族の会の 20 周年に参加して 
 

東京女子医科大学遺伝子医療センター 
臨床心理士 浦野真理 

 

家族の会の事務局から 20周年のお誘いを頂いて、とても感慨深く、お祝いさせて頂きたい思いを強く持ちました。そ

れというのも、家族会の設立にあたって、21年前の秋、当時小児科教授だった斎藤加代子先生から、お手伝いのご依

頼があり、以前の会長さんでいらした慎さんや福島さんとご一緒にお部屋やボランティア集め等の準備をさせていただ

いたからです。 

当初はまだ、バリアだらけの女子医大の会議室で不便をおかけしましたと思うのですが、活気あふれる話し合いに、同

じ思いを持った方たちとの交流の場を持ちたいというご家族の思いがひしひしと伝わってまいりました。お子さんたちは

ボランティアの医学部の学生さんたちと少し人見知りをしながらも、徐々にコミュニケーションを深めて笑顔を向けなが

ら遊んでおられたのを思い出します。 

事務局が動き出し、会員の数も増え、その後、Ⅰ型の会やおやじの会、おふくろの会と小グループでの活動にも

繋がってこられました。事務的なサポートは卒業しておりましたが、外来だけでなく、おふくろの会に顔を出させていた

だいたり、関西支部に呼んでいただいたりしながら、患者さんとご家族のさまざまな悩みを聞かせていただくことが自

分の経験にもなりました。この頃は遺伝カウンセリングという概念がまだ日本には本格的に根づいていなかった時代で

すが、当センターの外来には次のお子さんについての相談やご家系の方たちからの相談がたびたび舞い込んできていて、

会の皆さんから聞いたさまざまな思いがとても役に立ち、他のご家族へ還元できることが喜びにもなりました。 

5/11の会では、役員の方たちがご準備に慌しく動かれている様子を見ながら、昔の自分を思ったり、新しい会員の

方たちも多く、年月の重みを感じたり、様々な想いがよぎりました。会のますますの発展をご祈念すると同時に、これか

らも会員の方たちへのお手伝いを続けていきたいと思っています。 
 

 

 

シリーズ・役員の日常》  毎日全力疾走  事務局 藤原聡美 

 

いつもお世話になっております。事務局の藤原です。 

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、私はネットを使って翻訳をメインとした仕事を在宅でしてい

ます。スクリーンに映し出された原文を日本語にしてキーボードで打ち込むという作業を長い時には1

日7時間程度、週4日は担当します。その他の作業も請け負っているので、お風呂やトイレ、食事、就

寝以外、家にいる時間のほとんどをPCの前で過ごしています。 

翻訳の発注は「○曜日の何時」と決まってはいますが、遅れることもあります。そういう待ち時間や、

受け持ちが午前だけ・午後だけという時には、事務局としてのメール対応や文書の作成を行います。 

仕事には納期があるので、短くてわかりやすい内容のものなら早く仕上げて、残りの時間は自分の自由

時間になりますが、長くて込み入った内容ならば調べ物に時間がかかり、納期ギリギリまで格闘してい

ることも多いです。そういう時はメール対応にも時間がかかってしまうので、会員のみなさんや 
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“地域で育ち”、“地域で暮らす”ために 

 
熊本保健科学大学 

言語聴覚士 佐々木千穂 
 

SMA家族の会の設立 20周年おめでとうございます。私が家族の会のお手伝いをするようになって 10年弱ですが、この

10年間で「医療的ケア児」という用語を耳にすることが比較的多くなったように思います。異なるお子さんたちのそれ

ぞれの個性や特性を、１つの用語でくくって使うことには抵抗がありますが、一方でなかなか知っていただく機会の少な

かったお子さんたちのことを、社会に知っていただくためには良い面もあるのかもしれません。 

この間私自身は言語聴覚士の養成課程から、本学で新しく立ち上がった地域包括連携医療教育研究センターという部

署に自ら希望して異動になり、以前にも増して医療機関以外の支援に関わることが多くなりました。本センターのキャッ

チコピーは「地域で育ち、地域で暮らし、地域で看取る」ですが、どうしても地域支援の中で「子ども」の支援は後回

しになりがちです。そのような状況を少しでも変えるべく、この原稿の締切日である 8月31日の本日「医療的ケア児の

発達支援における合意形成に関するワークショップ」を開催しました。Zoomというオンライン会議システムを使い、全

国各地にお住いの会員の方々にもご協力をいただき、参加者の方々と発達支援についての諸問題について共有する機会を

持ちました。 

医療や介護・福祉はもちろん大切ですが、教育や発達支援をセットにして語られることが少なく、まだまだ全ての

ことにおいて当事者や家族の方々の自助努力に負うところが多いと感じています。多くの方々にこの病気のことを知って

いただき、どの地域に住んでいてもその人らしく生き生きとした生活が送れるようなお手伝いが少しでもできればと

思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

関係者の方に多々ご迷惑をおかけしていることと思います。また、ヘルパーの手を借りなければ動

けない身で、しかも生息地が関西なので、事務局をお預かりしながら東京での陳情など大事な活動には

関わることができず、心苦しく感じてもいます。 

翻訳とは単に「外国語を日本語に置き換える」作業ではなく、原著者の言いたいことを過不足なく適

格に日本語に直しつつ、いわゆる「翻訳調」ではなく日本語の読み物としても通用する文章を書く必

要があります。言葉は生き物で、毎日どこかで新しい用語が生まれています。それについていくために

も日々勉強が欠かせません。今も空き時間を利用してeラーニングで学び続けています。色々な経験を

積むことも大切なので、遊ぶことにも手は抜けません。 

さらに、仕事を続けていくためには身体機能の維持、体調管理が重要です。リハビリや通院のための時

間はどんなに忙しくても確保します。2018年末からはスピンラザの投与も始めました。 

というわけで、息をつく暇もなく、まさに全力疾走で毎日が瞬く間に過ぎていく感じですが、会の行

事でみなさんとお会いして情報交換できることを楽しみに会務にいそしんでいます。 
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アドバイザー就任のご挨拶にかえて ―SMA 治療の進歩― 
 

神戸学院大学総合リハビリテーション学部 西尾 久英 

 
はじめに：SMA家族の会の皆様、兵庫県の西尾久英です。30年以上、SMAの患者様を診てきました。アドバイザー就任のご

挨拶にかえて、私自身が目の当たりにしたSMA治療の進歩についてお話しさせていただきます。これは、皆様に、現在の（そ

してこれからの）SMA治療には大きな希望があることを知っていただきたいと思ったからです。 

 

SMAの呼吸管理：1980年代まで、「70～80％のSMA1型の赤ちゃんは、2歳までに死亡する」というような状況が続いていま

した。1990年代以降、SMA1型に対する人工呼吸管理が普及して、その「70～80％のSMA1型の赤ちゃんは、2歳までに死亡

する」というような状況を脱することができました。 

 

SMAの分子病態：しかし、SMAの根本的治療を目指すためには、SMAの分子病態を明らかにする必要があります。1990

年、SMAの疾患遺伝子は5番染色体にあることが分かりました。そして、1995年、ついにSMN1遺伝子とSMN2遺伝子が

同定されました。SMN1遺伝子はSMAの疾患遺伝子であり、SMN2遺伝子は疾患修飾遺伝子です。SMN1遺伝子が欠失した

り、変異を持ったりするとSMAになるのです。SMN2遺伝子が増えるとSMAは軽症化します。 

 

治療開発の歩み：確かに、SMN2遺伝子は、ある程度ならSMN1遺伝子の働きを補完できます。そこに注目した研究者た

ちは、SMA治療戦略として、SMN2遺伝子の働きを高める工夫を考えるようになります。現在、日本で広く使われるように

なったスピンラザ(一般名ヌシネルセン、アンチセンスオリゴ製剤)は、SMN2遺伝子のスプライシングを修正する作用を持って

います。乳児期発症のSMA（主にSMA1型）に対する治験で明らかな運動発達の改善が認められため、2016年米国で認可さ

れ、翌年には日本でも認可されました。 

 

スピンラザ治療から学んだこと：スピンラザ治療の経験が蓄積し、いろいろなことが分かってきました。それは、（１）全体

的に、乳児期早期からスピンラザ治療を開始した患者様のほうが運動発達の予後が良いこと、（２）3歳を過ぎてから治療して

も、いったん失った歩行能力を取り戻すことができた患者様もいること、（３）また、成人してから治療しても、歩行能力は再

獲得できなかったものの、上肢機能が著しく改善し、日常生活動作の範囲が拡大した患者様がいること、等々です。 

 

新生児スクリーニングとリハビリテーション：現在、スピンラザによる早期治療を目指して、新生児スクリーニングが始まろ

うとしています。また、リハビリテーションの領域では、スピンラザ等の薬物治療と、ロボット・スーツHALを使った理学療

法を組み合わせた新しい治療法が研究されています。また、スピンラザ治療で上肢機能が著しく改善することから、日常生活の

向上を目指す作業療法も新しい展開が図られています。 

 

おわりに：スピンラザが登場して、SMA治療が一変しました。スピンラザのおかげで、治療時期についても議論できるように

なり、リハビリテーションの重要性の理解も従来以上に深化しました。これからもSMAの治療は進歩し続けます。次世代の薬

剤も続々と出てきます。例えば、ゾルゲンスマ（遺伝子治療製剤）、リスジプラム（経口スプライシング修正製剤）は、ともに

各国政府の承認を待っている状況にあります。これら以外にも、さまざまな機序によって、SMAの病態を改善する薬剤の開

発が進められています。SMAは治る疾患になりつつあるのです。これからのSMA治療には大きな希望があります！ 
 

 

 

医療アドバイザーとしての 15年と今後について 
北海道大学 境 信哉 

 

この度、医療アドバイザーを継続させていただくことになりました北海道大学の境です。記憶が曖昧で申し訳ございま

せんが、平成 16年頃から医療アドバイザーとしてお世話になっております。普段、私は医学部作業療法学専攻で教員を

しており、日々、作業療法士の養成と研究活動に従事しております。医療アドバイザーに就任してからの約 15年間、SMA

家族の会の皆様には研究などを通して大変お世話になりました。この場をお借りしましてお礼申し上げるとともに、遅れ

ばせながら研究成果について報告させて頂きます。 

平成20年にご協力いただきました、Ⅰ型のお子様の親御様を対象としたお子様のスイッチ使用状況・言語発達・上肢

機能・QOLに関するアンケート調査の結果は、平成 24年に日本小児神経学会が発行する学術誌「脳と発達」に論文として

掲載されました。また、同時期にⅠ型のお子様を対象としたスイッチ活動の遠隔支援を開始しましたが、こちらは多くの

皆様にご協力いただいたにもかかわらず、十分な効果を上げることができませんでした。この場をお借りしましてお詫び
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申し上げます。平成 24年にはⅠ型のお子様のコミュニケーション手段に関するアンケート調査にご協力いただきま

した。この調査を基に作成しましたコミュニケーション発達里程票は、SMA家族の会ホームページの「Ⅰ型の子どもさ

んのコミュニケーション支援の手引き」に掲載しております。この研究は、医療アドバイザーの佐々木千穂先生との共同

研究によるもので、論文は平成 27年に熊本保健科学大学の保健科学研究誌に掲載されました。 

末筆ながら、今後も医療アドバイザーとして SMA家族の会の皆様に貢献できるよう努力したいと思っております。今

後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。 
 

 

Play is Serious Fun 
 

静岡県立大学短期大学部 松平千佳 
 

SMAの子どもたちに遊びを届け、そして保護者の皆さんに遊ぶことの重要性を伝えるた

めに協働してきました、日本ホスピタル・プレイ協会です。 

教育学、心理学、文化人類学、哲学などなど、「遊び」は、様々な分野の研究者によって研究されています。「遊び」の

定義は数百、いや数千あるといわれています。遊びは歴史を超え、文化を超え、生物の種を超えて（犬もカラスも遊びま

す）行われる活動です。また、遊びの目的は「遊び」以外になりません。遊びたいから人間は遊ぶのであって、目的は

他にありません。これほど、複雑でありながらシンプルな行為には、何がしかの意味づけがあるはずです。ある研究者は

神様とのコミュニケーションツールとして「遊び」を位置付けています。あっちの世界と交信しているのだと。 

残念なことに「遊び」は誤解されやすいです。大人になるため遊んできたにもかかわらず、成長した途端、遊ぶ必要は

ないという態度をとる大人も少なくはありません。病気を持つ子どもたちも、遊びにアクセスする可能性を簡単に奪わ

れてしまいます。遊びには子どもを癒す力もあるのに、治療の邪魔だと評価する人もいるぐらいです。「遊びを奪われた

子どもたちは囚人のようだ」と、HPS生みの母、スーザン・ハービーは書き残しています。遊びを奪われた子どもた

ちは、生きる意味や価値を見いだす機会を奪われてしまうと彼女は考えました。生まれてきてよかった、自分には役割が

ある、自分の存在が違いをもたらしている、このような「ともに生きよう」とする感覚の種は、遊びの中から生まれると

私は考えます。能動的に動くことが難しい子どもだからこそ、ケアをする者が薬や治療と同じぐらい「遊び」が必要なん

だと、意識し工夫し遊びを届ける必要があるのです。 

「遊び」はとても平和な活動です。「遊び」はとても豊かな活動です。先日も、1歳のSMAのお子さんと遊ぶ機会を持

ちましたが、遊びを通して目まぐるしく変わる子どもの表情、遊びたいがゆえにおきる体の動きや変化、そして何よりも

子どもの体からあふれる生きる喜びをお母さんは肌で感じ、心から感動していました。 

豊かに遊んだ子どもは創造力のある大人になっていきます。遊びはとても真剣な楽しみなのです。どうぞ、懸命に、真

剣に遊んでください。我々もお手伝いをさせて頂きます。 

 

 

あらためまして・・・・宜しくお願い致します。 
 

獨協医科大学埼玉医療センター 
理学療法士 長谷川 三希子 

 

みなさん、こんにちは。この度、SMA家族の会の医療アドバイザーとして関わらせていただくことになりました。獨協

医科大学埼玉医療センター理学療法士の長谷川三希子です。家族の会とは、設立の時からご縁があり、20年お世話に

なっています。その間、SMAの患者さんとそのご家族からは多くのことを学ばせていただきました。2017年にご協力いた

だいたアンケート調査では、多くの設問に加え、リハビリへの期待、励まし、日常感じる思いなどを寄せていただき、背

筋を正す思いで何度も読み返しました。この場をお借りしてお礼申し上げます。 

齊藤加代子先生のご指導のもと、東京女子医大在職中には臨床、治験等を通じ、多くの SMAの患者さんを担当してきま

した。今年より職場は変わりましたが、引き続き SMAのリハビリテーションについて新しい挑戦が出来たらよいなあと

思っています。継続して「幼児期からの電動車椅子の必要性」について検討していく予定ですし、それに加えて、SMAの

新しい治療と併用した効果的エクササイズについて発信していきたいと考えています。私にとって、SMAの患者さんとご

家族は、これらのテーマに一緒に取り組んでくださる仲間だと思う今日この頃です。同時に医療アドバイザーを機に、微

力ながらも私の経験を必要とされる方々へできる限り還元させていただけたらと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
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がっこう座談会に参加して 
東京都   日吉 有記 

 
我が家にはSMAⅠ型の5歳の息子と健常児の小学4年生になる娘がいます。 

今年度年長さんになる息子は4月から本格的に就学相談がスタートします。昨年の4月に区の就学説明会に参加してか

ら、娘の通う小学校の支援学級を見学したり、支援学校の学校公開や学園祭に参加したりと情報収集に努めましたが、

「姉の通う地域の小学校へ一緒に通いたい！でもバリアフリーではないし…。 

「特別支援学校なら設備は整っているし医ケア児の扱いも慣れていて安心！でも学習面は…？」と悩みは増すばかり。 

そんな時にがっこう座談会開催のお知らせを受け、一度に沢山の先輩達の学校生活を知る絶好の機会！とすぐに申し

込みをしました。 

当日は集中してお話を聞けるよう、主人と義母に子供達を預

け一人で会場に向かいました。 

第1部は地域の小学校、支援学校、それぞれに通う先輩

SMA小学生の学校生活についての発表でした。教育委員

会との就学相談や学校側との交渉、学校生活、学習方法、保護

者の付添いの有無等、リアルな内容は多岐に渡り、私は一言も

漏らすまいと必死にメモを取りました。写真もたくさんご用意

下さり学校での様子がイメージしやすかったです。 

第2部は質疑応答。すでにお聞きしたかった内容は伺えた

かなと思いましたが、更に電動車椅子やトイレ事情、健常児の 

保護者との関係、体育の授業はどうしているか、ICT機器は何を使っているか…質問は尽きませんでした。もちろん質

問の答えも一つではなく、複数の方が各々の意見、方法をア

ドバイスして下さりとても参考になりました。 

座談会を終えて感じた事は、地域の小学校も支援学校も市

区町村によって教育委員会の対応や学校側の受け入れ態勢が

全く違うという事。どこに就学してもメリットもデメリット

も有ると言う事です。その中で何が息子にとって一番重要

なのかを考え、就学先を考え直そうと思いました。地域の小

学校に通う先輩方が挙げていたメリットに「地域との繋が

り。友人関係の構築」という事が多く見受けられました。 

私達家族もこの部分が一番重要ではないかと考え、今のと

ころ地域の小学校の進学を希望しようと思っています。結

果はどうなるかわかりませんし途中で方向転換するかもしれませんが、息子にとって最良の環境を整え、来年の 4月に笑

顔で入学式を迎えられるよう頑張っていこうと思います。 

今回は前例のないところから道を切り開いてきた頼もしい先輩達の貴重な経験、体験を共有させて頂き、とても有意義

な時間を過ごす事が出来ました。お忙しい中企画、運営して下さった皆様本当にどうもありがとうございました。 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

がっこう座談会（第41回関東定例会） 
★日程：2019年3月21日（木・祝）13:00～17:00 
★会場：品川クリエイティブ・キャスト セミナールーム 
★参加費：無料（会員限定） 
13:00 座談会・音声配信・アンガーマネジメント同時スタート 
14:30 休憩 
14:45 質問＆おしゃべりタイムスタート 
16:30 終了、片付け 
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明るい未来 

北海道  山代 弘 

  

 このたびは、ＳＭＡ家族の会創設２０周年おめでとうございます。 

 私は、平成２９年１２月にＳＭＡ家族の会に入会し、入会

後、初めて定例総会、創設２０周年記念式典に家族で出席さ

せていただきました。 

 家族で東京に行ったのは今回が初めてで、お上りさんと化

していました。夜遅く東京に到着したものの、田舎者である

私たちは、大都会東京にドキドキ・ワクワクで夜も眠れませ

んでした。 

定例総会当日、迷子になりながらも会場にたどり着く

ことができました。会場に着くと驚いたことにＳＭＡ患

者とは思えないほど、元気な子どもたちが電動車いすを操り

楽しそうに風船でバトミントンをしていたのです。「おっさんも負けてはいられない！」と思った瞬間でした。 

定例総会終了後、創設２０周年記念式典に出席し、著名な先生方の貴重なお話、スピンラザや遺伝子治療についても詳

しくお聞きすることができました。治療法がないと言われてきたＳＭＡが治る時代が目の前に来ているのです。夢なん

かでも奇跡なんかでもありません。これは医療関係者の努力はもちろん、ＳＭＡ家族の会が存在したからこそ、実現で

きていると言っても過言ではありません。これまでご尽力いただいた医療関係者やＳＭＡ家族の会をけん引してきて下

さった方々に感謝いたします。そして、これからは私も微力ながらもＳＭＡ家族の会の発展に協力していければと思って

おります。 

記念式典終了後、祝賀会にも出席させて頂きました。会場内を見渡すと私と兄弟ではないかと思うくらい同じような歩

き方をしている人を発見しました。思い切って話しかけてみるとⅢ型の方でした。日常生活でのあるある話やこんなと

きはどうしているかなどの情報交換をすることが出来ました。このように同じ症状の持っている人同士が情報交換をする

ことで、普段どのような工夫をしているのか、いざという時はどのようにしているのかなど、一人では解決することの出

来ない答えを見つけ出すきっかけになってくれるものだと思いました。子どもたちのメッセージでは、心を打たれ涙腺が

崩壊してしまいそうになってしまいました。また、関西弁のおもろい司会者のじゃんけん大会で大喜びの子どもたちで

したが、その子どもたちを見ている大人たちはもっと大喜びでした。無邪気な子どもたちの笑顔にパワーをもらったとこ

ろでお開きとなってしまいましたが、有意義な時間を皆様と共有することができたことをうれしく思います。 

第２０回定例総会、創設２０周年記念式典に参加することが出来たことをうれしく思うとともに、ＳＭＡ家族の会の発

展と新薬の早期承認を心から願っております。 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第20回定例総会・創設20周年記念式典 
 ★日時 ：2019年 5月 11日(土) 
 ★場所 ：品川シーズンテラス・ホール 
 ★時間 ：●第1部（定例総会）開会 
   ●第2部（記念式典）開会 
     感謝状・記念品贈呈 
     来賓スピーチ 
     記念撮影 
   ●祝賀会 
     開会挨拶 
     歓談タイム 
     会の歩みを振り返る 
     会員代表のお話 
     余興 
     歓談タイム 
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SMA サミットを開催しました！ 

 
奈良県 増田 優花 

 
初開催を知らせる一通のメールから、私とSMAサミットの関係は始まりました。今まで車いすユーザーとのつなが

りがほとんどなかった私は「知り合いが増えたらいいかも！」と、ドキドキしながらも勇気を出して参加することに。そ

れから実行委員として関わらせてもらうようになって早2年。SMAサミットは今回で4回目を迎えることができま

した。 

18歳以上の当事者が集まるこのサミット。毎回いろいろ

な世代の参加者が集まり、日々の暮らしや身体のこと、仕事

やファッション、時にはディープな話題まで、話に花を咲か

せます。今回は関西を中心に、広島や福岡からもSMA仲

間が集結し、11名での開催となりました。アイスブレイクで

気持ちが和んだところで、全体トークで自己紹介や近況報

告。テーマ別に分かれてのグループトークでは、うなずいた

り驚いたりと、盛り上がっていました。中には「どっちも行

きたい～！」と迷う声も。私自身も「そうか、こういうやり

方もあるのか！」と、それぞれの工夫にいつも新鮮な思いで

す。普段の生活で知り合うことが少ないからこそ、それは貴

重な出会いであり、貴重な交流・経験共有の場、そして大切

な仲間作りの場であると感じています。 

さらに今回は、今まで以上にたくさんの方に関わっていただいたサミットになりました。休憩時間には国会議員の山本

かなえさんが、ぜひ当事者の生の声を聞きたい！と駆けつけてくださり、皆さんそれぞれの思いや困りごとを伝えていま

した。またメディアの方々も4社が取材に来られ、様々な媒体を通じて全国へ届けてくださいました。実行委員2名が体

調不良で欠席という大ピンチに際しては、参加者の方やメディアの方、ヘルパーさんなど様々な場面で多くの方にご協力

いただきました。このような形で、当事者だけでなく、社会ともつながることができたこと、私はとてもありがたく嬉し

く思います。参加者同士の交流だけにとどまらず、それを知った全国のSMA仲間や関わりのある方、SMAを知らない

方たちへとつながっていく。そうして少しでも何かが変わっていったら・・・サミットはそんな可能性も秘めているのか

なと思っています。 

盛りだくさんの一日が終わって私が思うことは、いい意味で“みんな違う”ということです。同じSMAでも状況は違

うし、考え方も生き方もさまざま。共通の悩みもたくさんありますが、解決方法もまた人それぞれです。でもだからこそ

刺激をもらえるし、明日から頑張ろうと思えます。みんなの思いをみんなで分かち合い、安心してありのままの自分でい

られる場所。参加者の皆さんにもそんなふうに感じてもらえていたとしたら嬉しいです。 

これからもSMAサミットは続いていきます！まだお会いしたことのない方にもお会いできる日を楽しみにしていま

す。もっともっと仲間の輪が広がっていくことを願って。 

皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

SMAサミット 2019 spring 
・日時：2019年5月5日（土）13時30分～ 
・場所：大阪市立生涯学習センター 

(大阪駅前第二ビル 5階) 
・内容： 
●14:00～17:00 
 第1部 自己紹介とテーマトーク 
①ナイス座位・ナイス臥位/これぞ私の健康法 
②How’s介助者と私の暮らし/SMAのおしゃれ
流儀 

③私の生き方に影響を与えた○○/SMAの
私ってなんだろう？ 

●18:00～  
第2部 打ち上げ 



 

 

2019 年 10 月発行 第 37 特大号 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

- 11 - 

 
手作りグッズのご紹介 

仲川 和男 
ＳＭＡ１型の双子女児（４歳）の孫を持つ祖父母として、手作りしたグッズをご紹介します。 

 
①リハビリ関係 

（１）在宅用レッドコード（風）               ゆりかご遊び（前後、左右に揺らしてます） 

手脚リハビリ（開脚してカスタネットが鳴ります） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（特徴）                      （材料構成） 

ベッドの上で、両手脚を同時にリハビリができる。   フレームは木製で塗装後、ゴムバンド、マジックテープ、 

遊び感覚でできるようにカスタネット、吊り輪や    手脚受け、滑車、ロープ、鏡、カスタネットを取り付け。 

着脱式のゆりかご及び脚の動きが自分で見えるように  ゆりかごは網・ベニヤ板・園芸支柱・ヨガマットなどを 

鏡も付けました。                  使用しました。 

 
②お風呂機器 

（１）浴槽運搬ワゴン                （２）浴槽とスロープ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

システムラックの支柱を必要な高さにカットし、     浴槽は樹脂製１８０Ｌ（外寸106.5Ｘ72.6Ｘ30.3㎝） 

上板はコンパネ板をラック枠に結束バンドで留め、    （内寸95X65.8X29.3㎝（上部）、92.5X59.1(下部) 

キャスターは大きなものに取替えています。       スロープは、水道管樹脂パイプにベルトをマジック 

棚にはビニールシートも結束バンドで留めています。   テープで留め、表面は洗濯ネットと滑り止めを 

張っています。スロープは浴槽枠にＳ字フック留め。 
 
 

その他リハビリグッズやバギー取付用品、ベッドサイド用品、おもちゃ用スイッチ類などもご紹
介いただいています。興味や関心のある方は SMA家族の会広報( kouhou@sma-kazoku.net )まで
是非ご連絡お願い致します。 

 



 

 

ＳＭＡ家族の会 会報『ふぁみりー』 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 - 12 - 

＝＝＝＝＝＝ 事 務 局 よ り ＝＝＝＝＝＝ 
 

【『SMA家族の会』本部・各支部役員を公募します】 

 

SMA家族の会では、2020年 3月末日に役員改選（2年任期）を行います。 

本部・各支部役員は、関東、関西地区を中心に、自薦・他薦により選出しております。新薬による治療が開始される

なか、さらなる治療研究に向けての働きかけ、治療に関する情報収集と共有など、会が担う役割は増えております。 

活動を迅速かつ効率的・効果的に進めるため、みなさんのご協力をお願い致します｡ 

今回募集する役員は以下の通りです。 

 

[本部] 

会長 1名 

副会長 若干名 

会計・財務 2名以上 

事務局 事務局長 1名 

その他補佐 若干名 

広報 『ふぁみりー』企画・編集担当 1名 

   『SMA MAGAZINE』編集・配信担当 1名 

   ホームページ管理担当 1名 

   メーリングリスト管理担当 1名 

1型担当 若干名 

成人担当 若干名 

 

条件：家族の会普通会員であること以外特にありませんが、日常的な連絡はメールが中心となりますので、パソコン・

スマートフォンなどでメール連絡できることが理想です。また業務内容にパソコンによる文書作成などが含ま

れるケースもあります。 

 

会の運営に関心をお持ちの方、お住まいの地方で支部を立ち上げたい方、

プロジェクトの企画をご希望の方、どうぞお申し出ください。本部・支部

役員に立候補される方、本部・支部活動にご協力いただける方は、家族の

会事務局( smajimkyoku@sma-kazoku.net )にご連絡ください。 

 

【メールアドレス確認のお願い】 

 

会から会員のみなさんへの連絡は、原則として会員専用メーリングリスト

[sma-maga]を通じて行います。[sma-maga]には、入会時または別途お申し

出がない限り、全会員を登録しておりますが、このところエラーとなるア

ドレスが増えております。特に携帯アドレス（ ○○@docomo.ne.jp や ×

×@ezweb.ne.jpなど）をお使いの場合、迷惑メール対策の設定をしておら

れるとこちらからの送信がエラーとなることがあります。各携帯電話会

社に確認の上、（sma-kazoku.net）を受信可能ドメインに指定していただき

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

[sma-maga]へのメールはそれほど頻繁に送られるものではありませんが、

会員にとっては貴重な情報交換の場のひと

つです。[sma-maga]というヘッダーがついた

メールが半年以上届いていないという方は、

確認用（または新規登録用）のメールアドレ

スを添えて、会事務局までご連絡いただきま

すようお願い申し上げます。 

編 集 後 記 
 

家族の会は今年 20 周年を迎えま

した。会員の皆様はもちろん、多

くの方々に支えられて、ここまで

来られたと思います。皆様に感

謝を申し上げると共に、これから

も情報発信や交流の場として、成

長していけたらと思います。 

緊急時の対応など、日常から助け

合いながら工夫や知恵などの情

報も提供して、会員のみなさんの

力になれたらと思いますので、ご

意見・ご感想などがございました

ら、SMA家族の会広報 

( kouhou@sma-kazoku.net ) 

まで是非お願い致します。 
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[関東支部] 

支部長 1名 

会計 1名 

(1型担当) 

その他役員 若干名 

 

[関西支部] 

支部長 1名 

会計 1名 

(1型担当) 

その他役員 若干名 
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