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SMA を特定疾患治療研究事業の対象に

皆様、今年の暖冬はいかがお過ごしでしたでしょう

か？

このたび、SMA 家族の会は、各方面の皆様からのご

協力を得て、SMA の特定疾患認定に向けて大きく動き

出しました。

今回は特定疾患の指定見直しの時期と重なり、現在

の行動が認定につながる可能性は非常に大きいと考

えております。

そこで我々は、2007 年 1月 16 日、厚生労働省と参

議院議員、衆議院議員に陳情し、その直後、2007年

1月 31日には、参議院本会議の代表質問で谷博之議員

原田議員(右から 3 人目)と当会代表者 (民主党)により、SMA が「難病中の難病」として紹介

されました。

厚労省への陳情当日、印象深かったのは、原田衆議院議員に直接お会いし、1 時間近く我々一人一

人の話に熱心に耳を傾けていただき、各方面にその場で直接電話していただいた事です。最後には直

筆色紙を頂戴し、特定疾患認定に向け協力を約束していただきました。

特定疾患認定のメリットはおおきく、医療費など経済的な補助の他、治療法の研究などにも大きな

前進が見られるのではないかと考えております。SMA の特定疾患認定は、当会の設立以来、患者・家

族の念願であります

今後も認定に向け、役員一同各方面に対してSMAの紹介と、陳情を続けて運動を続けていきたいと

考えております。会員の皆様には今後ともご助力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

SMA 家族の会 会長 小手 彰太
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安心して医療を受けるしくみとしての「特定疾患」

福島 慎吾

SMA では、病気の特性から重度の肢体不自由をともなうことが多いため、乳幼児期を除けば、身体障害者手帳を取

得し、障害者施策の対象となっている人がほとんどと思われます。障害者施策は、ヘルパー利用や補装具費給付のよう

な個別給付のほか、社会資本のバリアフリー化、特別支援教育など内閣府所轄の総合的な制度となっています。しかし

SMA は「病気のある障害者」であり、医療とのかかわりを軽視することはできません。しかも、その医療は治療のた

めの医療だけでなく、生活するための医療であることもしばしばです。そこで今回は、SMA の人たちが安心して医療

を受けることのできるしくみについて、皆さんといっしょに考えてみたいと思います。

■医療保険について

わが国では、短期滞在の外国人を除き、全員が何らかの医療保険（健康保険）に加入することになっています。つま

り、保険証を持参して病院へ行けば、原則３割の一部負担金で必要な保険医療を受けることができます。対象は保険医

療に限られますので、差額ベッド代などの選定療養、高度先進医療などの保険医療対象外の治療や薬剤、訪問看護の交

通費、おむつ代等は全額自費となります。

この原則３割の一部負担金への公的な助成制度が、今回の話題とする「公費負担医療制度」です。したがいまして差

額ベッド等は、そもそも公費負担医療制度の対象とはなりませんので、この点はお含みおきください。

■障害者医療費助成について

身体障害者手帳を取得し障害者施策の対象者と認められると、一定の要件を満たしていれば、障害者医療費助成の対

象者となります。この制度は国の制度ではなく、国からの補助も一切ない地方自治体の制度となっていますが、全国

1,800 あまりのすべての市町村で行われています。SMA とは直接関連のない病気や怪我、歯科治療などでも、保険医療

の範囲であれば、この制度の対象となる点が大きな特徴です。

現在、SMA の多くの人は、必要な医療を受ける場合に、この制度を利用していることが多いのではないかと思いま

す。しかし、この制度は地方自治体によって、その対象者、そしてその仕組みさえも大きく異なっており、近年の地方

財政の悪化にともない、対象者は限定される方向へ向かっていることは否めません。また制度上、直接の関係はないの

ですが、昨年施行された障害者自立支援法の定率負担の影響を受ける可能性も、今後は覚悟しなくてはなりません。

NPO 法人日本障害者センターが一昨年（2005 年）行った調査 iによりますと、以下のような制度の全体像が浮かび

上がっています。（註：この制度は市町村の制度のため、同じ都道府県内であっても市町村によってその詳細は異なる

ことがあります。）

・47 都道府県すべてで身体障害者手帳１・２級を対象としていますが、13 道府県では３級も無条件で対象となってい

ます。

・35 都道府県で所得による制限が設けられています。その所得の制限額もおおむね３つの基準に準拠しています。

① 特別児童扶養手当の限度に準ずるもの‥‥450 万円程度

② 特別障害者手当・障害児福祉手当の限度に準ずるもの‥‥360 万円程度

③ 老齢福祉年金の限度に準ずるもの‥‥150 万円程度

・17 都道府県で一部負担金が導入されています。とくに４都道県では１割の定率負担がすでに導入されています。

・給付の方法は 19 県で償還払いとなっています。

左記の調査結果は何を物語っているのでしょうか？対象者としては、SMAⅢ型の人や成人発症の人の一部は、お住ま

いの地域によってはそもそも対象者とならないことになります。所得の制限は、③の基準を導入している青森、福島、

石川、滋賀、奈良、岡山、広島、山口、徳島、大分、宮崎のお住まいの人は、とくに配偶者や扶養義務者の所得も勘案

される場合、単身者以外のほとんどのケースでは制度の対象から外れてしまうと思われます。12 県では所得制限がない

のにです。また、１割の定率負担が導入されたということは、公費からは２割しか補助がないことを意味しています。

償還払いとは、いったん病院の窓口で３割の全額の支払いを行って、その領収書を後日役所へ提出することによって支

払いを受けるものです。とくに入院時には、多額の現金を用意して、数ヶ月間は立替える必要があります。高額療養費

との調整が生じると、この立替えの期間はもっと延びることもあります。

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

注) i. NPO 法人日本障害者センター：どう変わる！患者・障害者の福祉医療．重度心身障害者（児）医療費助成制度全国実施状況調査

報告．０６年５月
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つまり対象者の制限、一部負担金の増額、医療費の立替え払いの問題が、この障害者医療費助成には存在していると

いうことができます。しかも、住んでいる地域によって、制度に相当な開きがあることを、是非これを機会に改めて認

識してみてください。

■乳幼児医療費助成について

特定の年齢に達するまでの乳幼児が対象で、地方自治体によって対象年齢や対象とする医療が異なっています。対象

年齢は就学前の６歳くらいまでの地方自治体が多いのですが、なかには中学生や高校生まで対象としているところもあ

り、また年齢によっては入院医療のみ対象となったり、通院医療も含めて対象となったりすることがあります。しかし

一般的には、少子化対策や子育て支援のために、対象年齢や対象とする医療は拡大傾向にあります。この制度も国の制

度ではなく、国からの補助も一切ない地方自治体の制度となっています。SMA とは直接関連のない病気や怪我、歯科

治療などでも、保険医療の範囲であれば、この制度の対象となります。この制度でも対象者の制限、一部負担金の増額、

医療費の立替え払いの問題が存在することになります。

■その他の公費負担医療制度について

養育医療

未熟児医療とも言われています。指定病院に入院している１歳未満の乳児が対象となります。

自立支援医療

育成医療や更生医療は、指定病院での入通院に利用できますが、主として外科手術のような医療が対象とされてい

ます。

小児慢性特定疾患治療研究事業

20 歳までの子どもの慢性疾患が対象です。現在 514 の疾患が指定を受けていますが、SMA は対象疾患に指定され

ていません。

措置制度

児童福祉法措置、進行性筋萎縮症児（者）措置による入院・入所です。

これらの制度は、いずれも指定病院における一定の範囲の医療に限られていますが、すべて現物給付となっているた

め、少なくとも医療費の立替え問題は発生しない点で大きな意味があると思います。国が負担金や補助金を出している

制度は、おおむね現物給付となっています。

■特定疾患について

さまざまな制度が縦割りで存在するなか、最後に特定疾患の制度の概要と、それに指定を受ける意義について考えて

みたいと思います。

特定疾患は、正式な名称を「特定疾患治療研究事業」といいます。国の難病対策には、調査研究の推進を目指す「難

治性疾患克服研究事業」（国庫補助対象 121 疾患 ii）と、医療費の助成を目的とする「特定疾患治療研究事業」（国庫補

助対象 45 疾患 iii）があります。SMA は前者の難治性疾患克服研究事業では「脊髄性進行性筋萎縮症（SPMA）」とい

う名称で指定を受けていますが、後者の特定疾患には残念ながら指定されていません。国は特定疾患の目的を「原因が

不明であって、治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、治療が極めて困難であり、かつ、医療費も高額であ

る疾患について医療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を図る」としています。そして難治性疾患

克服研究事業の対象疾患のなかから、学識者から成る特定疾患対策懇談会の意見を聞いて選定されています。

難治性疾患克服研究事業の対象疾患 SMA はすでにこれに指定されています。

次の４要素（①～④）から選定し、現在、121 疾患が対象となっている。

①希少性：患者数が有病率からみて概ね５万人未満の患者とする。

②原因不明：原因又は発症機序（メカニズム）が未解明の疾患とする。

③効果的な治療方法未確立 完治に至らないまでも進行を阻止し、又は発症を予防し得る手法が確立されてない疾患

とする。

④生活面への長期にわたる支障（長期療養を必要とする） 日常生活に支障があり、い

ずれは予後不良となる疾患或いは生涯にわたり療養を必要とする疾患とする。

※難治性疾患克服研究事業の対象となると、難病対策の福祉サービス（ホームヘルプ、

ショートステイ、日常生活用具給付）の対象となります。

（5 ページへ続く）

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

注）ii. 難病情報センター http://www.nanbyou.or.jp/what/nan_itiran_121.htm

iii. 同上 http://www.nanbyou.or.jp/what/nan_itiran_45.htm
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京ちゃんとの１年９ヶ月 愛知県 林 智宏 さん

皆様、はじめまして。名古屋市在住の林京香(SMA１型)の両親です。今回、脊髄性筋萎縮症という病気を少しでも沢

山の方に理解していただくため、またこれからこの病気に直面したご本人、ご家族の方の苦労を少しでも軽減できたら

と思い、この１年９ヶ月の間、私達が経験したことを書かせていただきます。

我が家の娘、京ちゃんは、生後10ヶ月で遺伝子検査により確定診断を受けました。1才5ヶ月で気管切開をしました。

私達はこの半年、区役所を何度も出入りしましたが、そのわずかな期間でも感じたことは、日常生活用具などが給付

されにくいこと、地域格差、SMA という病気が理解されていないため法律の枠内でしか対処されないということです。

特定疾患 45 疾患に認定されれば、これらが全て改善されるかどうかは分かりませんし、関係ないこともあるかもしれ

ません。諸先輩方はもうご存知の内容かもしれませんが、現在困っていることをあげていきます。

①日常生活用具がなかなか給付されない。

・ほとんどが原則3歳以上（吸引機、ネブライザー、入浴担架など）、学齢以上（パソコンなど）となっています。

吸引機、ネブライザーは『医師の意見書』をいただくことで給付されました。しかし「文書料と時間、病院に行く

子供への負担」があります。

・入浴担架はどういった理由で必要なのかを詳しく話す必要があり、区役所から市役所へ審査がありました。それに

より現在は給付を認めていただきました。

・パソコンは、学齢までは字を書く必要がないという理由により給付されませんでした。しかし、（1型で気管切開を

している）病状からすれば、声が出しにくいため、字を書く以前に意思の疎通が上手くできないのだから、タッチ

センサーやレッツチャットなどの代替機器に慣れるためにも、親としてはできるだけ早くパソコンやその他の機器

を準備することが大切と考えました。「字が書ける、書けないの問題ではなく、知能には問題がないのにコミュニ

ケーションがとりづらい。そのことで過大なストレスがかかっているということが重要」と、現在区役所の福祉課

に訴えかけています。

②手帳の内容にも地域格差がある

障害者情報バリアフリー化支援事業（購入金額の２/３が助成、10万円が限度）を利用してタッチセンサーやＰＣ周

辺機器などの助成をお願いしましたが、やはり６歳未満は不可という年齢制限と、身障者手帳上に上肢機能障害や視覚

障害の記載がないと不可とのことでした。身障者手帳を見直すと、京ちゃんには体幹機能障害と呼吸器障害の記載の

み！！ 問い合わせると、「国の通達で学齢までは上肢機能は判断しにくいからということになっています。しかし地

域によって認識、認定の差はあります。」とのことです。ＳＭＡの患者がどのような日常生活をしていくのか、理解さ

れていない表れだと思います。

③2才弱にしても、気管切開、全身脱力の状態で入浴させるのは今の私達にはとにかく大変

現在、看護士さんに週３回のペースで来ていただいています。お風呂は二人がかりでなければ入れない（バギングす

る人と洗う人）ので、どうしてもヘルパーさんかもう一人の看護士さんの手が必要なのです。しかし、障害者自立支援

法は3歳以下には特に厳しく（3歳まではみな親が付き添っているものという理由から）、自費でヘルパーさんに来て

もらわなくてはならないようです。これに対しても、保健所の保健婦さん、福祉課の担当の方に実際に家に来ていただ

いて、京ちゃんの生活や体の状態などを直接見ていただきました。これが良かったのか、現在特例として市役所の審査

にかけていただいています（ヘルパー派遣が認められるかは未定）。ヘルパーステーションも難病専門と一般的な二つ

があり、SMAの場合、吸引やバギングが必要となるため、前者でなければ法律上介護は難しいようです。

④訪問看護の時間が2時間

私のうちは自営業なのですが、2時間の間に妻が買い物を済ませ、その他の家事をするのは、サービスを受ける側と

してはかなり時間的に短いのが現状です。買い物などで、2時間を費やしてしまうため、結局、一人の看護士さんで入

浴ができず（③と関連します）、夜11時ごろに夫婦でお風呂に入れているのが現状です。夜中も痰の吸引や人工呼吸

器の管理、体位変換などで睡眠時間を削られている介護者としては、休養や心に余裕をもたせる意味でも、もう少し長

い時間見てもらえたらという気持ちもあります。また、次の子供ができた時点で、流産の予防のためにも看護時間の延

長などできればよいと考えます。
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⑤次の子供を望むにもリスクがある

京ちゃんの介護をしながらも、次の子供のことを考えます。しかし、子どもを産める最適な時期は限られています。

次の子供は健康な子でと望む人には、遺伝子検査をすることにより健康な子供を出産することが可能なわけですが（正

確にはSMA発症の有無しか判定できないようです。遺伝子検査に関しては様々な意見があると思いますが……）、両親

の遺伝子検査は自費です。私達は東京女子医大でカウンセリングを受けましたが、交通費などもかかるわけです。

母体にも負担がかかります。遺伝子検査の前に絨毛検査（胎盤から組織を採取）をしなくてはなりません。これによ

って流産の危険もあります。こういった負担も45疾患に認定されることで、緩和されればと思います。

遺伝子のレベルまで解明されているのですから、0歳の時点で遺伝子上確定診断されれば、その時点で身障者手帳も

交付されるべきだろうし、45疾患に認定されるべき難病だと思います。本人も家族も負担が減り、もっとSMAという病

気を理解していただけるようになると思います。（京ちゃんの身障者手帳が交付されたのは1才６カ月、ネブライザー、

吸引器は自費で購入しました。）

役所への訴えかけは、口頭では伝わりにくいので、両親が感じていること、子供の生活状況を具体的に文書化して提

出する、家に来ていただき直接生活を見ていただくのも一つの方法だと思います。必ず受け入れられるわけではないで

しょうがそういった積み重ねが大切だとこの半年で感じました。

以上、これはあくまで介護側だけの一方的な意見ですのでご理解下さい。
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安心して医療を受けるしくみとしての「特定疾患」 (3 ページから続く)

SMA は、すでに難治性疾患克服研究事業の指定を受けているだけでなく、治療が極めて困難な神経難病

あり、かつ医療費も高額となるなど、特定疾患に指定されるべき要件をすべて満たしていると思われます。

の証拠として東京都と埼玉県では都県の単独施策として、SMA はすでに特定疾患の指定を受けています。

特定疾患の指定を受けることができれば、年齢に関係なく、障害者医療費助成や乳幼児医療費助成の対象か

外れた人たち、あるいは高額の医療費立替え払いや過大な一部負担金の支払いをしなくてはならない状況を

しでも解消し、いつでも、全国のどこでも安心して医療を受けることが可能となります。これはとても大切

ことではないでしょうか。

次に特定疾患の制度の概要についてお話をします。特定疾患は国の補助金による都道府県の事業です。特定

患に該当するとの診断を受けた場合には、お住まいの地域を管轄する保健所において特定疾患の申請手続き

行うことができます。治療研究期間は原則１年間となっているため、毎年 10 月を前に更新の手続きをする

要があります。この制度は、指定病院においてその主治医がその特定疾患と関連あると認めた医療に対して

み適用となります。したがって、その特定疾患とは直接関連のない病気やけが、歯科治療などは対象になり

せん。しかし、この制度は現物給付となっており、入院時の食事療養費の標準負担額も対象となるため、入

頻度の多い人にとっては、医療費の立替えを行う必要が生じない点も含め、とても大きな意義があると思わ

ます。なお、対象とならない医療については、障害者医療費助成や乳幼児医療費助成の対象となる人であれ

、そちらを利用することが可能です。

特定疾患には、前年の所得税課税年額による応能負担の一部負担金が設定されていますが、重症認定を受け

ば全額公費負担となり、生計中心者が患者本人の場合には一部負担金の限度額が半額に減額されます。また

一生計内に２人以上の対象者がいる場合には、２人目以降の生計中心者でない方についての一部負担金の限

額は 1/10 に減額となります。ALS（筋萎縮性側索硬化症）の場合、身体障害者手帳の肢体不自由１，２級に

当する人は、ほとんど重症認定を受けられるようですので、SMA が特定疾患の指定を受けた暁には、多く

人も重症認定を受け、一部負担金なしで安心して医療を受けることができると思われます。

現在、会では SMA の特定疾患の指定に向けての具体的なアクションを始めています。制度は縦割りで複雑

ためにとてもわかりにくいのですが、私たちも、現在ある制度を知り、足りない制度を提言していくような
- 5 -
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必要なところへ必要なだけ 山口県 村上 通子 さん

私は SPMA と ALS と二つの名を使い分けている「こうもり」です。ここでは SPMA 、そして病院では ALS 、

して、その実体は・・・（笑）

50 代で介護保険を使わせていただけて助かりました。高価なもののレンタルは有難いです、寝返りベッドとか！ 私

は内臓(？)はけっこう元気なので治療費もかからないし、今のところあまり問題は感じていませんが、いくらレンタル

でも ちょっと長くなると、高価なものだとやはり大変（当然ですが (^_^;) ）

まだ「介護ヘルパー」と「レンタル」と「購入」だけですが、そのうち、他もいろいろ利用するでしょう。訪問看護

師さんとか……そして問題も出てくるに違いありません。

はじめはある病院で SPMA との診断が出て、最後に行った病院では ALS となっていました。本やネット上であち

こち調べても、二つの間にはっきりした境界線を引けるわけではありません。" ほぼ同一疾患と考えられている " とさ

え書いてあります。

ですから以前から思っていました。公共福祉という意味では、病名は違っても 症状で決めるのが公平じゃないかし

らと。

重度の 121 疾患内の病気 の方が、 軽度の 45 疾患内の病気 よりよほど大変ということもあるんですし。必要な所

へ必要なだけ、という具合にならないものかと、いつも感じています。

SMA の特定疾患指定に向け、国への要望と平行して、各自治体に対しても自治体独自の指定を行うよう働

きかけています。2006 年 6 月に栃木県在住の会員有志が県に対して要望書を出した時のことを、地元紙「下

野新聞」が次のように取り上げました。↓

筋肉が次第に萎縮する難病「脊髄性筋萎縮症(ＳＭＡ)」

の家族会が、同病を本県単独の特定疾患に指定して欲し

いという要望書を、件に提出した。医療費などの経済的

負担を軽減させるとともに、原因究明への働きかけなど

を求めている。

(中略)同家族会によると、全国のＳＭＡ患者は千人前

後と推定され、県内で把握されている患者は二歳から十

六歳までの五人。非常に少ないが、本格的な疫学調査は

行われておらず診断が確定していない患者も多いと思

われる。

国は現在、四十五の難病を特定疾患に指定し、治療費

の自己負担分の一部を公費で負担している。さらに本県

は一九七五年度から、一般特定疾患県単医療費助成制度

を設けて、国とは別に四疾患を指定している。県外でも

三十近くの自治体が単独の助成を行っている。

しかし、国の難病対策は厳しい財政状況下で後退を余

儀なくされ、自治体によっては単独の認定を取り消すと

ころも出始めている。(中略)

今回要望が出されたＳＭＡは、原因不明で有効な治療

法も確立されていない。慢性的な経過をたどるので、特

定疾患に指定されるための要件は十分に満たしている

と言えよう。

一方、国には心臓病など十一の小児の難病疾患群を対

象に支援する小児慢性特定疾患治療研究事業があり、神

経・筋疾患群も指定されている。SMA は神経・筋疾患

群に該当する疾患であるにもかかわらず、厚生労働省は

指定から除外するよう通知しているのが実情だ。専門医

からは「神経・筋疾患の代表的な疾患である SMA が除

外されているのはおかしい」という指摘がある。

(後略) 【2006 年 6 月 13 日 下野新聞 論説より】

記事にもあるとおり、特定疾患は国レベルに限らず、各自治体が独自の予算措置により指定することもできます。東京

都と埼玉県ではそうした措置がとられています。2007 年 3 月現在、広島、大阪、兵庫に対し、同様の対応を求める要

望書を会員有志が提出しています。要望書提出を「やってみよう！」とお考えの方は、家族の会事務局にご連絡くださ

い。サポートさせていただきます。
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特定疾患指定に向けて 埼玉県 大芝 隆 さん

厚生労働省が、国が特定疾患に指定している「45 疾患」を見直す動きがある……の情報を得て、ＳＭＡ家族の会も、

設立以来の懸案の一つの「特定疾患」取得に全力を向けています。この『ふぁみりー』第 11 号が皆様の手元に届く頃

には、皆様の声が国に届き、「SMA」が特定疾患指定を受けることが近い将来必ずくると、私は確信しています。

特定疾患については、皆様ご存知だと思いますが、わが国の難病対策では、原因不明で、治療方法が確立していない

など治療が極めて困難で、病状も慢性に経過し後遺症を残し社会復帰が極度に困難もしくは不可能であり、医療費も

高額で経済的な問題や介護等家族的にも精神的にも負担の大きい疾病で、その上症例がすくないことから治療研究が必

要な疾患を「特定疾患」と定義しています。しかし、特定疾患の実施主対は各都道府県の為、東京都と埼玉県では独自

の予算措置として、「SMAを特定疾患に指定」しています。

★特定疾患認定前の状況

平成13年 12月に入院、確定診断が出た翌年6月までの半年間、常に生命の危険と経済的破綻？に悩まされた、もっ

とも不安な時期でした。

子供の症状は皆様もお解かりですので、ここでは経済的破綻一歩手前？だった頃のお話をいたしましょう。入院時保

障預かり金として 15 万円（退院時に相殺）、入院生活では、確定診断まで日々検査が続き、月末には 40 万円の請求が

あり、3 ヶ月間要求されるまま支払っていました。その領収書を役場に持参して「乳児医療費」から償還があるものと

思っていた私達には、気が気ではなく、役場に問い合わせ、社会保健事務所から「高額医療費の払い戻し制度」の手続

きをしなければならないことを始めて知りました。私は仕事に、妻は面会にと動いていて、すべての手続きを両親に任

せっぱなしにしておいた私の落ち度です。「高額医療費貸付制度」の利用もこの時からです。地域によって違うと思い

ますが、申請後２～３週間から半年ぐらいで、支払った（立て替えた）分が償還されてきます。それでも毎月、平日に

休暇を取って申請に向かわなければならない事は、社会人として負担になりました。

★特定疾患認定後

平成 16 年、認定の連絡を受け、在宅準備を進めていた我が家に、ようやく明るい兆しが見えてきました。私達の生

活の基盤である住まいは、郡部の実家を離れ、病院から車で10分足らずの距離に構えていましたが、「在宅移行」とな

ると、生活環境の整備をしなければなりません。日常生活で必要な物品の申請、移動に必要な車両の購入、住宅物件探

しと購入費……etc。そう、経済的計画が立てられるようになったのです。

通常、30 万弱の入院費を用意しなければならなかった認定前とは違い、入院時に一ヶ月￥8,500（一ヶ月間で入退院を

何度繰り返しても￥8,500 です）、外来診療は一ヶ月￥4,250（物品費も含む）用意していればいいのです。精算（立て

替え）した領収書を市町村役所に「重度心身障害者医療支給申請書」と添えると、３ヵ月後に一部自己負担は有るにし

ても戻ります。前年度の所得により月額限度額が違います。

★在宅人口呼吸器使用特定疾患者訪問看護治療研究事業

特定疾患認定取得者で、在宅において人口呼吸器を使用している場合は、診療報酬以外の訪問看護事業で、一人当た

り年間260時間まで訪問看護が受けられます。医療行為の出来る医師、看護士以外で（講習を受ければ）ヘルパー事業

所でも吸引をお願い出来ますが、理解していただけないのが現実です。たとえ 30 分でも（24 時間）介護から目を離せ

る時間が取れます。

★埼玉県独自（東京に次ぐ）の認定について

平成１６年４月市役所の障害福祉課の職員から連絡をいただきました。

その頃、在宅に向けて準備の為、病院で付き添い介護をしていた時期です。

まさに、寝耳に水と言いますか、ほんの数か月前に県庁に訪問したばかりでした。その時は、いつもの社交辞令だと気

に留めていませんでしたが、「検討していますので・・・。」と回答がありまし事を思い出します。

私が県庁を訪問したのは、のべ5回になります。小学５年生の遠足で見学して以来の訪問のきっかけは、確定診断後

「障害者手帳」の取得（地元の役場では「乳児医療」があるので出ない）に始まりました。その際、会の小冊子と写真

を持参し、「難治性疾患１２１疾患」に指定されている疾患である。治療すれば治る病気ならば、必要ないが確定して

いるのだから早急に発行してくださいとお願いしましたが、応対に出た職員が「SMA」（脊髄性筋萎縮症）をまったく知

らなかったので、「東京都では独自に認定している。埼玉県でも認定してほしい」と、まずは口頭でお願いをしました。

２～３日たってから、県の保健課から勉強不足のお詫びの手紙がきまして、その中に「県として難治性疾患を研究する」

と書き添えてありました。このチャンスをいかすためにも半年に一回のペースで訪庁して、「ＳＭＡの特定疾患への早

期指定」を要求していきました。

埼玉県が特定疾患を認定した経路は、県のトップが野党系で「難治性疾患」に対し興味を持っていただいた事と、SMA

が重度障害であり、かつ、「人口が少ない＝財政負担が少なくすむ」があったのではないか。（私の憶測）真相は、わか

りませんが。

昨年末より厚生労働省で「特定疾患」見直し論が急浮上しておりますが、今回「ＳＭＡ」に対して、どのような結果に

なろうとも、会員一人一人がお住まいの自冶体にアクションを起こしましょう。
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〓〓〓〓 新医療アドバイザー紹介 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

九州労災病院 言語聴覚士 佐々木 千穂 先生

はじめまして。九州労災病院の言語聴覚士で佐々木千穂と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。ＳＭＡの家族の会との出会いは、ある会員の方との個

人的な出会いを通じてでした。それをきっかけに、昨年末に福岡で九州初の家族

の交流会があったときにお手伝いをさせていただきました。おかげさまで、会員

の皆様の熱心な活動の様子と、天使のようにかわいい子どもたちの表情に出会う

ことができました。

言語聴覚士は、聞こえとことばの障害や、摂食・嚥下（食べて飲み込む）障害に関わるリハビリの

専門職です。簡単に言いますと、コミュニケーションと食事（あるいは栄養補給）に関わることへの

支援をする職種なのですが、人間にとってこの 2 つはとても大きな意味を持つものだとつくづく感じ

ています。現在は病院で脳卒中の方々への支援が主な業務となっていますが、ALS をはじめとした難

病の方々への支援にも関わらせていただいています。以前は、わずかな期間ですが小児の施設に勤め

ていました。コミュニケーションの支援機器などは日進月歩ですが、使用に際し適切なアドバイスを

受けることや、実際に使用してみて購入を考えるといったプロセスも大切だと思います。その為には、

地域単位での支援体制が整うことが必要だと思います。必要なときに必要な支援を、必要なだけ受け

られることが大切です。相談したいことに関して、適切な情報を得るだけでも大きな意味がある場合

も多いのではないでしょうか。会員さんの力で、行政へのアプローチも進んでいると伺っています。

療育やコミュニケーションの問題に関して、居住地域で支援が受けられるようなお手伝いができれ

ば、と思っています。日本の（わりと）端っこに住んでいますので？間接的なお手伝いが主になると

思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

東京女子医大附属遺伝子医療センター 浦野真理先生

(ご本人の似顔絵です) →

SMA 家族の会の皆さん、私は東京女子医大附属遺伝子医療センターの浦

野真理です。この会のアドバイザーでもいらっしゃる斎藤加代子先生の元で

働いている臨床心理士です。このたびはアドバイザーのご依頼を頂き、私で

何かお役にたてることがあれば、と思い、お引き受けすることにいたしまし

た。元々、子どもが大好きで、大学では児童心理を専門に勉強していました。お子さんに関わる仕事

ができたらいいなと思って、卒業後は区立の教育相談所で不登校のお子さんや、お友だちとの関わり

がうまくもてないお子さんたちへの援助をしていました。それから５年くらいして、女子医大の小児

科の心理室に勤めるようになりました。

会とのつながりは、SMA 家族の会の準備会での会場手配などのお手伝いからでした。会の立ち上

げに携わってこられたお父様、お母様の熱意に感動しながら、準備会運営をお手伝いしたのを思い出

します。子どもさんたちもエネルギッシュで、一緒に楽しいときを過ごしたのを覚えています。

最近は、遺伝子医療センターで、遺伝子にまつわる様々なご相談に関わりながら、病気のことをお

子さんたちにお話するときに、気持ちの動揺が最小限になるように、サポートさせて頂いたり、病気

の方のご兄弟姉妹のことについてご相談にのったりしています。遺伝カウンセラーの方たちの役割に

似ているところもありますが、特に病気や遺伝のことから派生する様々な不安や落ち込みなどの気持

ちの面に対応するのが私たち心理職の役割です。

アドバイザーというより、皆さんと一緒に考えていくようなスタンスでいたいと思っています。微

力ではありますが、お手伝いできれば幸いです。どうぞよろしくお願いします。
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

第 26 回関東支部定例会報告

2006 年 12 月 3 日（日）、横浜ラポールにて「第 26 回関東支部定例会」を開催しました。今回は、

「横須賀市肢体不自由児者父母の会」の大武勲会長より、会の活動を通じた障害者自立支援法・介助

員制度についてご講演いただき、それらについて理解を深めるとともに、その後活発な質疑応答がな

され、盛会のうちに終了しました。

「横須賀市肢体不自由児者父母の会」は創立から 47

年を経過し、現在の会員数は 85 名、2006 年度は自立支

援法の活用とその評価、関連団体との連携をテーマに活

動をしてこられたそうです。

介助員制度について、横須賀市では制度の内容が不明

確であり、制度の整理・拡充・定着の運動を始めたこと、

障害者自立支援法については、

1．老人中心のサービスで、障害者のデイサービスの

利用が進まない、ケア実績が少ないこと

２．自己申告制のために制度自体を使っていないケー ↑ 大武氏の話に聞き入る参加者

スも多いこと、

３．身体障害系のグループホームは正式に認められていないこと

など今後の課題を指摘され、最後は、「これまでは単独の団体として何が出来るかが重要だったが、今

後は普遍的なテーマについて組織を横断して取り組む方向である。たとえば、自治体の福祉プランに

沿った要望は比較的簡単に実現できる。なるべく自治体に対して意見を述べて、審議員になるなどで

入り込んでいく。数年かけてケアハウスを建設したり、長期的な活動に注力する。」と締めくくられま

した。

報告：関東支部 原田 慎司（神奈川県）

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

第14回関西支部定例会（九州地区開催）報告

会員の皆さん、こんにちは。私は、現在小学校２年生になる娘（SMAⅡ型）を持つ父親です。

2007 年 12 月 3 日に、関西支部で九州定例会を福岡の「クロ－バ－プラザ」で開催しました。講師

には斉藤利雄先生（国立病院機構刀根山病院 神経内科医）と福島慎吾氏（難病こどもネットワーク勤

務）を迎え、九州各県並びに関西からもたくさんの家族が集まり，活発な質問や意見交換がありまし

た。

当日は玄界灘からの冷たい北風が吹いていましたが，子供達の未来を守るために集まった人達の熱

い思いで，会場の中はとても暖かいものでした。当日は妻と子も一緒に出席したのですが、同じ病気

を持つ家族の人達に出会えて本当に楽しそうでした。顔を見て話すということの大切さを、あらため

て感じた 1 日でもありました。また，この会を機に各

県の家族との交流・親睦を深めて、九州支部発足に向

けて新たな一歩を踏み出せたらの思いを強く感じた日

でもありました。最後に、皆さんに会えてとても嬉し

く、暖かい気持ちをもてたことを感謝します。

報告：関西支部 薗田 哲也（鹿児島県）

← フリートークに熱がこもる参加者

関 東 支 部

関 西 支 部
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電動デビュー 兵庫県 堀本 吉昭 さん

2006 年の 10 月 20 日は、記念すべき（？）私の電動デビューの日でした。

偶然にもその日は、神戸でアクサ生命さんの勉強会があり、当会の役員さんが家族の会等の説明を

行う日でもありました。厚かましくも私は、飛び入り参加させていただきました。

さて、40 歳を過ぎた頃より外出中に転倒したり、膝がカクンとなってずっこけたりということが年

に１～２回起きるようになりました。幸いにも青あざができるか、捻挫するか程度ですんでいました。

しかし、当会の会員さんのメールにもあったように、あちこち骨折ということも 45 歳を過ぎた頃よ

り心配になってきました（心配のしすぎかもしれないけど、最悪の場合には頭からドーンとアスファ

ルトに落ちていって脳挫傷で意識不明の重体とかも想像したりして）。

そこで、大けがをする前に車いすの利用を自力歩行と併用しようと考えて、2005 年秋から当会の車

いすメーカーのリンクなどを頼りに電動車いすのカタログ収集を始めました。また、支援費でお世話

になっていた介護事業所の福祉用具専門員の方にも、カタログを見せて欲しいとお願いしました。当

時からすでに通常の高さの椅子（床から座面まで 40 センチ前後）からは一人で立ち上がることはで

きなかったので、電動で座面の昇降機能付きという条件で探しました。

いろいろとあるにはあったのですが、メーカー既成品の 30 万円台から体格を細かに採寸しての特

注品 150 万円以上と、雲をつかむような話でした。決めかねていたところ、2006 年 7 月に福祉用具

専門員の方から、神戸の会社で実績のあるカワムラサイクル（株）を紹介していただきました。すぐ

に試乗の手配をお願いし、候補機種が決まりました。これですぐに入手できるのかと思っていたんで

すが（福祉事務所を通さずに全額自費購入すればすぐでしたが、使える制度はフルに活用した方がよ

いですし）、助成金を利用するには種々の手続きが必要でした。

その手続きはなかなか時間がかかる面倒なものでした。まず、福祉事務所に助成金の申請書と販売

業者からの正式な見積書を提出。続いて更正相談所を予約（７月中旬に電話を入れて９月中旬が予約

日－－「更正」という文字に、障がい者が何を間違えたというのかと一瞬ムッとしました）、さらに、

相談所に行くときに持参すると話が進みやすいと教えてもらって、主治医に病状の証明書を書いても

らいました。この書類は効果絶大でした。すんなりと相談所での聞

き取り調査は進み、その日に支給決定を口頭で伝えられて製品を正

式に発注。当初２～３ヶ月はかかると言われた製品組み立ては３週

間ほどで完成し、10 月 19 日に自宅に届きました。

電動チェアを使うようになってからは、安全に移動ができて、体

力的な疲れが激減し、転倒などの不安による気持ちの疲れも減り、

集中力も回復してきたように感じます。気が向くままに近隣のスー

パー、書店、CD 店、パソコン専門店などへ出かけるようになりま

した。

今回の電動チェア入手では、希望会（当会成人部）ML で手続き

や電動の操作などたくさんのことを丁寧に教えて頂けました。ネッ

トの威力とスピードを再認識しました。

↑ 座面昇降型電動車椅子



2007 年 4 月発行 第 11 号

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

- 11 -

念願の電動を GET！ 愛媛県 大林 和歌子 さん

松山の大林です。

電動車椅子の件では、みなさんに大変お世話になりました。先日やっと完成して子供の手元に届き、大

変喜んでいます。時間がかかったのは、ちょうど自立支援法への移行時期と重なり、市役所も車椅子の業

者さんもバタバタしていたからだそうです。

それでも、市役所の担当の方がとても頑張ってくださったんですよ。

事務局からの資料をもとに、何か所かの役所に問い合わせをして、その交付方法や現在の状況、法的な

手順などいろいろ調べたそうです。その結果、うちの子供にポンと出してしまったことで “なぜ祥平君

だけもらえたの？”と後ろ指をさされたり問い合わせがきた時のことを考えて、松山市としての交付マニ

ュアルを作成し、今後の子供たちに対応していくことが望ましいとなり、会議を何度も開いたそうです。

子供の場合でも、走行テストや練習を行ない、その状態をチェックして医師や PT、OT などの意見も兼ね

合わせて、安全面からも操作可能と判断されれば交付していくようになりました。ただ、こう決めてしま

うと、知的障害のある方々への交付が厳しくなってしまうことは避けられません。実際、こういった方向

性になりそうときいた親御さんから、“もらえなくなる子供がいるということも知ってくださいね”と、複

雑な心境のお電話を直接いただいてしまいました。

今回のことで、私のように門前払いはしないと担当の方もおっしゃっていましたので、松山も捨てたモ

ンじゃないなと少し見直しました。テレビの影響も大きかったようで（担当の方は見てくださいました）、

あのあと地方紙にも子供の記事が掲載され、頑張った甲斐があったなと一息つけそうです。お世話になり

っぱなしで、報告が遅くなりすみません。

次は学校です。最近、家の近所で電動車椅子に乗っていますが、まだ珍しいのもあって子供たちがまと

わりついて、正直危険だなと思うときが多々あります。あせっても仕方ないので、１つ１つ解決していこ

うとおもっています。

たくさんの方々の力をお借りして手にした電動車椅子です。安全に乗りこなすことで周囲の人達の理解

を深め、乗る側だけが気をつけて道の端を走るのではなくて、町全体が安全に乗れ、優しい環境にかわっ

てくれることを願います。

2007 年 1 月末のある日、事務局に次のようなメールが寄せられました。

この方は会員ではありませんが、胸にグッとくる内容でしたので、ご本人の了解

を得て、匿名で掲載させていただきます。

初めてこの会を知りました。私もこの病気で子どもを二人亡くし、お腹の子を一人堕ろしました。

余命１年の告知はあまりにも残酷で、今、思い出しても涙が出てきます。一人目は、一歳児検診でわかって５ヶ月足ら

ずで、二人目は 75％の確率にかけて出産し３ヶ月足らずで、三人目は（昔のことで、記憶が定かでないですが……）絨

毛検査でクロの判定、妊娠５ヶ月、みんな手の届かない所に逝ってしまいました。現在、三人の子どもがいます。

あのときは必死でした。すでに長男がいましたので、兄弟をどこに預けるかで苦労したのをおぼえています。幼稚園、

小学校は休むのが大変でした。その影響か、長女は反抗期がなく、今になって夜尿症に悩んで います。今は、何とか

毎日を楽しく暮らしていますが、ひとときも、三人のことを忘れたことはありません。あの世に逝ったら会おうね、と

仏壇にむかって話をしています。

今、懸命にがんばっていらっしゃる方々に何か声を掛けてあげたくてメ

ールを打ちましたが、何もしてあげることができないです。私は、家族と

の思い出を少しでも作ってあげるのに必死でした。皆さん、それぞれ病状

が違うと思いますが、この世に、この家庭に生まれてきた喜びを少しでも

感じさせてあげてください。とりとめのないメッセージでごめんなさい。
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☆☆ 編集後記 ☆☆

今年に入って、『特定疾患指定

に向けて』のビッグプロジェ

クトが動き出しました。残念

ながら国は、2007 年度中の見

直し作業は行わないという方

針を決めたようですが、この

取り組みは一朝一夕で成果が

でるほど単純なものではあり

ません。今日もどこかで

「SMA」と診断を受ける人は

います。医療や介護の負担軽

減は当然のこととして、さら

に「SMA」という疾患に対す

る世間の理解を促すため、そ

して何より重要なのは、SMA

について正しい知識を持ち適

切に治療に当たれる医師の増

加と、1 日も早い根本治療の

確立のために必要な主張を、

粘り強く続けていかねばなら

ないでしょう。会員のみなさ

ん、ご協力を、切にお願い申

し上げます。 by kana

事 務 局 よ り

2006年度、当会にご寄付・カンパをしてくださった個人・団体の

皆様は次の通りです。

・ ご寄付

ＭＤＲＴアクサ会 様 ソロプチミスト宇治 様

小島 幸子 様

・ 賛助会員

ソロプチミスト宇治 様 庵 喜美子 様

・ カンパ（『フレンズ』DVD、講演会DVDの購入に際し）

柊中 智恵子 様 宇津野 恵美 様

市原 慶和 様 江川 奈美 様

山内 泰子 様

皆様のご支援に心より感謝申しあげます。

ありがとうございました。 家族の会事務局

ホームページ新コーナーのご案内

●2006 年 10 月より「ＳＭＡ家族の会ブログ」を開設いたしました。

http://smajapan.blogspot.com/

サイトの更新情報、イベントのお知らせ、特定疾患指定に向けての記事も掲載

しています。

●「ＳＭＡ家族の会」携帯サイトをテスト開設しました。

http://www.sma.gr.jp/keitai/ez-home.html

現在は、「特定疾患指定に向けてのプロジェクト」案内、ブログの最新記事から

5 件を掲載しています。今後、定例会の簡単な案内も掲載する予定です。

●「会員専用コーナー」内に「特定疾患認定に向けてのプロジェクト」コーナーを

開設しました。

認定に向けて、全国の動きを掲載していきたいと思っています。

●「会員専用コーナー」内に「電動車いす図鑑（ＰＤＦファイル）」を掲載しました。

今後、情報を増やしていく予定ですので、電動車いすの情報をお持ちの方は

事務局、またはＨＰ担当( hp@sma.gr.jp )までご連絡ください。


