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効果的な排痰をするための呼吸リハビリテーション

独立行政法人国立病院機構八雲病院 理学療法士 三浦利彦

◇なぜ排痰が必要なのでしょう？

SMA や筋ジストロフィーなど筋力が低下する疾患では、呼吸をする筋肉も弱くなります。し

かし、「自分はまだ呼吸がそんなに苦しくないから」とか「人工呼吸器は使用していないから」

などと、それほど呼吸を問題にしていない方も多いかもしれません。実際に肺活量が正常値の半

分程度に低下していても、電動車いすに乗って、あまり身体を激しく動かすことがないような人

では、息切れで苦しくなるなどの症状がないので、より専門的な検査を病院で受けなければ呼吸

の問題に気づかれないこともあります。しかし、日常生活を問題なく過ごせていても咳の力が弱

くなっている方では、風邪を引いたときの痰詰まりや食事中の誤嚥により、たちまち呼吸困難や

窒息になる場合があります。また喉元の痰がすぐに吐き出せず、ゼロゼロ

した状態でいると呼吸筋が疲れやすくなったり、軽い風邪から肺炎

に悪化しやすくなったりします。ですから特に排痰は、喉元の痰や

異物を吐き出すための「咳」の評価や徒手や器械による介助が大

切になります。
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◇「咳」の力を計りましょう！

咳の力は、ピークフローメーターという器械にマス

クやマウスピースを付けて、ゴホッと意図的に咳をし

たときのスピードを測定します。これを咳の最大呼気

流量（Cough Peak Flow:CPF）といいます。12 歳以

上での指標として、この CPF が 270L/min というス

ピード以下になると、風邪を引いた時や誤嚥をした時

に窒息をおこす危険があります。160L/min 以下の弱

い咳では、日常的に気道の分泌物を排出することがで

きなくなっています。

◇咳を強くする方法（徒手的な介助と器械

徒手的な咳介助：

弱くなった呼気の筋を代償するため、介助

す（写真２）。圧迫介助する部位や強さは、

てもらいましょう。咳をする前には必ず深呼

蘇生バッグや舌咽頭呼吸（カエル呼吸）に

法を組み合わせることで咳を強くすることが

するほうが良い患者さんもいます。
写真1：ピークフローメーターによる咳の最大流量（CPF

の測定

写真はアセスの小児用ピークフローメーターにマウス
ピースを使用。

を使った介助方法）

者が咳に合わせて胸や腹部を圧迫して咳を強化しま

胸郭の変形や可動性によって一番良い位置を確認し

吸をしますが、息を吸う量が足りないときには救急

よって吸気の介助も行います（写真３）。これらの方

できます。

写真３：救急蘇生バッグ加圧による最大強制吸気

量（MIC）の介助

マウスピースやマスクを介して肺に強制的な他

動的吸気介助を行う。肺に空気送り、声帯を閉じ

て数秒息溜め（エアスタック）したあとにゆっく

りと呼出した空気量を簡易流量計などで計測し

たものが最大強制吸気量（MIC）となる。
写真２：胸郭徒手圧迫による咳の介助

下部胸郭に写真のように手を置き、息を吐

いたときに胸が沈む方向（内下方）にゆっ

くりと咳に合わせて圧迫します。「息を吸

って！せーのー、ゴホン!!」と必ず声かけ

をしながらタイミングを合わせます。胸が

硬い場合、変形が強い場合は、腹部を圧迫
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器械的な咳介助：

徒手的な咳介助だけでは不十分なときには、器械を使った咳介

助（Mechanically assisted coughing：MAC）があります（写真４）。

MACを行う器械にはカフマシーンやカフアシストがあります。MAC

は気道に陽圧（+40cmH20）を加えた後、急速に（0.1秒くらいで）

陰圧（-40chH20）にシフトすることにより、患者の気管支・肺に

貯留した分泌物を除去するのを助けます。つまり、肺に空気を送

り込んで深呼吸させた後に、急激に吸引するように息を吐き出さ

せることで、咳の介助をして排痰を行う器械です。医療機器です

ので適応や使用方法、導入などは必ず医師の処方のもとに病院で

行ってください。

◇肺や胸郭の可動性を維持するための呼吸リハビリテーション

咳介助の効果をより高めるためや非侵襲的換気療法（NIV）を安

全に効果的に継続するためにも、肺や胸郭の可動性を保つための

リハビリを行います。肺は十分に空気を吸ったり圧をかけたりし

なければ、空気が入らない小さな肺胞（微小無気肺といいます）

が増えてしまい、肺が膨らまなくなってしまいます。また、胸が

硬くなってしまうことでも肺が広がりづらくなり、咳介助の圧迫

がしづらくなります。喉の機能（発声や飲みこむこと）が悪くな

ると、咳をする直前の息こらえができなくなり、咳が弱くなる原

因になってしまいます。肺活量が低下して自力では十分な深呼吸

ができなくなったら、救急蘇生バッグや舌咽頭呼吸で1日に数回

は肺を膨らましてこれらを予防します。深呼吸の方法には他にも

MAC の陽圧や NIV の一回換気を数回肺に溜める方法もあります。

12歳以上で肺活量が正常値の半分以下になっている方は、このよ

うなリハビリが必要になります。胸郭の可動性を維持して心肺機

能を保つためには適度な活動も必要です。身体を無理なく上手に

使うようなアシストタイプ電動車いす（ヤマハ JW-２）や上肢を

使ったスポーツ（スティックホッケーなど）、条件が整えばハロウ

ィック水泳法など、SMA の患者さんでも可能で、呼吸リハビリに

適した活動を楽しみながら行っている地域もあります。

◇呼吸リハビリを受けるためには

SMAなどの神経筋疾患の呼吸リハビリは、喘息やCOPDなど広く知ら

なる部分もあります。また、呼吸リハビリはもちろん排痰だけではあ

吸筋の休息、不意な事態に遭遇したときの対処法が適切に行えない条

とはできません。神経筋疾患の専門病院、筋ジストロフィーやALSな

病院で医師の処方のもとで包括的に行います。
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写真４：カフアシストによる器
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『カフちゃん』 神奈川県 ジョン・シニア さん

３才の娘、愛里珠（ありす）は１型に近い２型です。１才

半まで、呼吸トラブルは一切ありませんでした。

１才８ヶ月の時、初めて風邪から肺炎になり入院しました。

入院後も痰詰まりや無気肺を繰り返し、呼吸不全で挿管され

るなどトラブルが続いたため、病院からは気管切開を勧めら

れました。しかし出来ることならそれだけは避けたいという

一心で、米国のジョン・バック教授が勧める非侵襲的呼吸管

理法を始めることになりました。バック教授が唱える呼吸管

理法の柱となるのは、バイパップとカフマシーンと吸引です。

バイパップは日本でも多くの患者の呼吸のサポートに導入

されるようになりましたが、それだけでは吸引で取りきれない痰や唾液が肺に垂れ込むリスクが残ります。

そこで救世主となるのがカフマシーンです。しかし日本ではまだ普及が進んでおらず、使い方や設定などに

詳しい医師が少ないため、バック教授の方針を本格的に医療現場で導入することは難しい状況です。

幸い娘の主治医は非常に協力的で、２歳を過ぎた頃にフジ・レスピロニクス社からカフマシーンを入手し

てくださいました。カフマシーンは気道に陽圧をかけ空気を送り込み、その後急速に陰圧に切り替え、肺か

ら咳痰などの分泌物を排出させる医療機器です。協力できる年齢になると、機器のタイミングに合わせて咳

をすることで効果が高まります。

娘はカフマシーンを使い始めてから肺の状態が以前より格段に安定し、無気肺もほとんどなくなりました。

最初は奇異な目で見られていたカフマシーンですが、今では『カフちゃん』と名付けられ、病院スタッフに

も娘の大事なお友達として可愛がられています。

バック教授の方針は、いわゆる医療のスタンダードに沿っていないため、疑問に思う医師も少なくない

ようですが、私としては呼吸管理法の進歩に合わせて改訂されないスタンダードにこそ疑問を感じます。

バイパップとカフマシーンの組み合わせについて医療関係者が積極的に情報収集をし、気管切開の選択を

迫られる家族にこの「もう一つの道」の存在も説明するべきだと思います。また、バイパップもカフマシ

ーンも、呼気や吸気の設定が極めて重要で、SMAの特徴、個々の呼吸状態に細かく合わせないと十分な効果

が得られません。したがって機器を良く知る医師、理学療法士のインプットが必要不可欠だと思われます。

在宅生活を目指しての取り組み 京都府 戸波 めぐみ さん

はじめまして。京都に住む戸波と申します。二人の兄妹がおり、二才になる下の娘、陽南莉（ひなり）がＳＭ

ＡⅠ型です。生後７ヶ月で気管切開、約一年の入院期間を経て、この５月から念願の在宅で過ごしております。

今回のテーマである「呼吸管理」について、未熟な私たちが胸を張ってみなさんにお伝えできることがなかな

か見つけにくいのですが、病院、行政の皆さんのお力をお借りしながらたどり着いたこれまでを書き記させてい

ただきます。

お世話になった府立の総合病院では、これまでＳＭＡ患者は初めて、住んでいる市もＳＭＡはおろか呼吸器を
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装着した小児は初めてという中で、わたしたち両親はもちろん、今思うと周りの皆さんも戸惑われたに違いあり

ません。

初カンファレンスでは、まず本当に稀なこの病気の理解を得るため、私たちの今の想いを含め、病気、病状説

明、在宅移行にむけての家族のニーズ、退院までに習得したい医療ケアや急変時の対処法、必要物品などを書面

に落とし、関係の皆さんにお見せしました。その後も、Ⅰ型親睦会でお聞きした情報も同じく内容をまとめお渡

ししました。

陽南莉は幾度となく体調を崩しましたが、在宅へ向け準備を進めて行きたい気持ちはありました。その中でひ

とつ困ったことがありました。訪問看護の問題です。京都府には利用者側にとって有用な制度がなく、それは市

に至っても同じであり、今ある制度を駆使するにも困難が多く、どうしたものかと困り果てていましたが、お世

話になった保健師さんが立ち回ってくださり、結果的に条例改正という形で制度を作り上げていただけました。

また、家族の会で教えていただいた貴重な情報は本当に役立ち、病棟では使ったことも見たこともないという

ような医療器具（低圧持続吸引機、カフマシーン、閉鎖式吸引カテーテルなど）はすべて、同じⅠ型家族の先輩

方に伺った情報です。こういったものを試しに一度使ってみたいと主治医に働きかけ、業者を呼んで協力してく

ださいました。経費の面であきらめざるを得ないこともありますが、問題のあるなしを問わず、私たちの疑問を

常に真摯に受け止め、応えてくださった主治医にもとても感謝しています。

在宅へ移行する中で、まず吸引機、電動ベッド、携帯パルスオキシメータ、ストレッチャー、以上のものは行

政の補助が受けられました。大きなものでは、福祉車両、アンビューバッグ、呼吸器のバッテリー、発電機など

は自己負担にて購入しました。あと自宅前の段差解消にスロープなど、手作りで色々とベッド周りも板をつけ、

ベッドへの呼吸器の取り付けや回路の固定法、色々試して一番使いやすい方法を模索中です。

初めのころは話す、座る、呼吸することさえも難しい、あまりに大きなハンデを抱えて生まれたわが子を、こ

の先どうやって育ててやったらいいのか全く先の見えない中で、途方にくれていた私たち家族でした。悲しみが

癒えたわけではありませんが、ささやかながら家族水入らずで過ごす時間を持てたのも、すべて周りの皆さんの

お陰です。

ありがたいことに、担当してくださった保健師さんは、お仕事以上にわたしたちに寄り添い、どんなことにも

耳を傾け、行政の立場でありながら、常に私たちの側に立った対応をしてくださり、平日休日問わず、必要とあ

らば奔走し、よりよい方向へ向くように、導き出していただきました。

病院の付き添いで身動きできない私に代わって、必要な情報をわざわざ病室に来て提供くださいましたし、救

急車が自宅に入り、万一時の搬送方法のシミュレーションなどもお世話になりました。こうしたひとつひとつの

積み重ねがわたしたち家族にとっての安心材料となり、地域で支えてもらっている実感へとつながります。

小さな市ですので、小児の呼吸器装着者は市に二人、かかわる皆さんも自分の子のようにかわいがってくださり、

ありがたいかぎりです。

在宅当初は、入ってくださる訪問看護師さんには入浴を一緒にお願いしておりましたが、完全に目を離せる時

間も少ない自分達の休息時間として使いたいと希望し、徐々に私から看護師さんへと介護が移行できるように努

力していただいています。

まだ小さいこともあるのでしょうが、起床時の痰の多さには閉口します。いくら吸引してもあとからあとから

痰が湧き出すように出、レートは 170 から 180 を超え、サチュレーションも下がります。呼気介助で出し切るま

で 1 時間くらいでしょうか、1 日で母子共に一番はらはら疲れる時間です。容態が急変してバタバタ慌てる頻度は

以前に比べ減りましたが、やはりそばから 5 分と離れることは今もこわくてできません。

娘にとって一番怖いのは、やはり痰を詰まらせることです。ものの言えない本人が顔をゆがめて苦しむ姿を見て

いても、なかなか思うようにいかず、いつもこの問題には頭を悩まされます。高価ですが、将来的には人工的に

咳を出す器械、カフマシーンを導入したいと考えています。

滋賀の守山市に続けとばかりに、市の補助が少しでもあればと、市には小出しにお願いをしています。財政難

と聞く中ではなかなか難しいと思いますが、徐々に意欲を示してくださりつつあると伺い、少し期待しています。

在宅を始めて特に、毎日があっという間に過ぎていきます。親も悩みが尽きることはありませんが、毎日勉強さ

せてもらっていると思いながら毎日一生懸命娘と共に生きています。
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人から人へ～在宅療養支援に関わって～

京丹後市役所 大宮市民局 市民福祉課 松下 恵美 さん

初めまして。京丹後市の保健師で松下恵美と申します。今回、陽南莉ちゃんの在宅療養支援に関わり、

保健師として多くのことを学ばせていただきました。行政の関わりについて、その一部を皆様にお伝えし

たいと思います。

在宅療養支援の中で、大きな壁となったのは訪問看護療養費のことでした。京都府では福祉医療として、

障害のある方の通院診療費・入院費・往診費を助成していますが、訪問看護療養費は該当していません。

ご承知のとおり、ＳＭＡは小児慢性特定疾患や特定疾患から除外されているため、家族が希望し、関係者

が必要と考える訪問回数を利用できない状況でした。

市役所の医療保険課・障害者福祉課・子育て支援課・健康推進課・市民福祉課（地域福祉係）の担当者

にて何度か会議を行いました。しかし、条例の改正を含め、担当者だけで判断出来るものはありませんで

した。在宅支援メンバーのカンファレンスでも、何度も議題に上り、状況を聞かれた京丹後市立病院の小

児科医師（往診医）は、「陽南莉ちゃんとご家族を自宅ですごさせてあげたい。そのために家族負担を少し

でも軽くする方法を考えて欲しい」と市長へメールを送られました。詳細を聞いた市長は、副市長・保健

福祉部長へ『処遇を検討するよう』指示。そこで再度会議を行い、「人工呼吸器装着による医療を必要とす

るものの訪問看護療養費」を市の独自措置として福祉医療に適用しました。

この改正は、市長が救いを求める声に耳を傾け、現場の思いを深く理解し検討指示をしたことはもとよ

り、検討を重ねた在宅支援メンバー、担当または担当外の職員、なによりもご家族の熱意と情報提供を快

く受けてくださった気持ちがあって初めて出来たことだと思っています。

悩み、声を上げると聞いてくれる人がいて、一人では解決できないことはみんなで知恵を出し合い、私

自身もそれに救われてここまでやってきたと思っています。すべてがうまくはいかないのが現実ですが、

これからも相談し、学び合いながら、ご家族と一緒に考えていけたらと思っています。

ひなりちゃんの在宅療養支援に関わって 丹後保健所 保健師 田辺文子

ひなりちゃんとご両親に初めてお会いしたのは、2006 年８月２日でした。入院中の病院で、初めて行政

と病院関係者、ご両親でカンファレンスを行った日。

その当時、レスピレーターを装着した９ヶ月の子どもが在宅で過ごすことは、途方もなく遠い事のよう

に思えました。

しかし、その時お母さんから出された手記を読んで、こんなに一生懸命生きているひなりちゃん、そし

て我が子が少しでも人間らしく生きられるよう、謙虚に「力を貸してほしい」と訴えられるご両親のため

に、できることは協力していこうと関係者一同が気持ちをひとつにした日でもありました。

それから退院までの９ヶ月間、京丹後市の保健師が中心となり、幾度となく、勉強会や話し合い、連絡

会議を積み重ねてきました。私自身は恥ずかしながらひなりちゃんに出会うまで、ＳＭＡという病名すら

知らなかったのですが、ＳＭＡの病態がＡＬＳと似ており、幸いＡＬＳについては丹後保健所の難病担当

保健師がこれまで事例を積み重ねてきており、そのネットワークや経験をひなりちゃんの支援体制づくり

に活かすことができました。

丹後という医療過疎地域で、１歳の難病の子どもが在宅で過ごすという不可能を可能にしたのは、第一

にご両親が自ら勉強し、「こうしてほしい」という願いを関係者に伝えてくださったこと。そして訪問診療

と訪問看護を引き受けてくださったK 病院スタッフのご尽力が大きいと思います。（他にもたくさんいらっ

しゃいますが）

丹後にはＳＭＡの専門家はいません。でも、ひなりちゃんに関わるスタッフ全員がＳＭＡについて勉強

し、関わっていく中で、知識や技術を身につけ、ケアを提供してきました。この１年で丹後地域の在宅ケ

ア力が確実にアップし、ネットワークも広がったように思います。

ひなりちゃんはまだ１歳９ヶ月。病状が不安定になり、再入院しなければならないことがあるかもしれ

ません。緊急時に適切に医療処置が受けられる事と、ご家族がゆとりを持ってお世話ができるよう在宅レ

スパイトの体制を整える事が今後の課題です。幸いもう１ヶ所、訪問看護に理解をしてくださるステーシ

ョンが最近増え、少しずつ支援の輪が広がっています。

病気のお子さんを持つご家族にとって、その病気を受け入れる事だけでも大変な事だと思います。しか

し、そこから一歩進んで、ひなりちゃんの御両親のように周りの誰かに「力を貸して」と言ってほしいで

す。自らＳＯＳを発するのはとても勇気のいる事だと思いますが、そこから支援の輪が広がるように思う

のです。 長文お付き合いくださりありがとうございました。
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挿管時の集中治療 原文：http://www.doctorbach.com/icu.htm

翻訳：藤原 聡美（SMA家族の会会員）

監修：石川 悠加 医師（独立行政法人国立病院機構 八雲病院 小児科）

【通常の処置】

1.酸素飽和度(SaO2)を 95％以上に維持するよう、酸素濃度（または酸素流量）を適宜調節する。

2.チューブを使い、頻回に気道吸引を行う。

3.酸素飽和度が低下した場合、酸素濃度（または酸素流量）を増やす。

4.高炭酸ガス血症（肺の低換気による血中炭酸ガスの貯留）にならないように注意しつつ、人工呼吸器（ベンチレー

ター）をはずしてみる。

5.人工呼吸器（ベンチレーター）をはずしても問題がなさそうな場合に限り、抜管を試みる。

6.抜管し、持続陽圧呼吸療法（CPAP）またはロー・スパン（気道内圧の最高圧と最低圧の差が少ない設定）のバイレ

ベル式気道陽圧（BiPAP）へ移行、酸素付加療法は継続する。

7.体位排痰法によるドレナージ、胸部理学療法とともに、上気道へのカテーテル挿入による深部気道吸引を行う。

8.高炭酸ガス血症、あるいは酸素投与量を増やしても改善しない低酸素血症になれば、再度挿管する。

9.再挿管後は、気管切開が唯一の長期的オプションと考えられる。または、抜管に成功した場合は、気管支拡張剤を

投与し、通常の胸部理学療法を継続する。

10.最終的には、気管切開をして、家族とともに訓練のためのリハビリを受けてから、在宅に移行する。

【Dr. Bachが推奨する処置】

1.酸素投与は、酸素飽和度(SaO2)が 95％にならない時に限って、慎重に行う。

2.気道に痰が溜まっているか、あるいは分泌物の貯留が胸部の聴診により確認された場合、気管内挿管チューブを通

しての器械による排痰介助（MI-E）を行い、酸素飽和度の低下を回復することができる。MI-E の機器（カフアシ

ストなど）の条件は、陽圧+25～+40 cm H2O、陰圧-25～-40 cm H2Oで使用する。必要に応じて最高 10分間隔で

使用する。呼気に合わせて徒手による腹部（胸部下部など）圧迫も行う。必要に応じて排痰介助を行った後で、気

管内挿管チューブ内や上気道吸引を行う。

3.酸素飽和度の低下が起こったら、排痰介助を実施する。

4.高炭酸ガス血症にならないように注意しながら、人工呼吸器（ベンチレーター）をはずしてみる。

5.次の A～F の状態にある場合、人工呼吸器（ベンチレーター）をはずしていられる時間があるかどうかにかかわら

ず、抜管を試みる。

A.発熱がない。

B.酸素吸入なしに酸素飽和度を 94％以上に維持できる。

C.胸部レントゲンで異常が認められない、あるいは改善している。

D.呼吸を抑制する薬剤（鎮静剤や催眠剤など）は中止されている（現在使用していない）。

E.気道吸引は、8時間で 1～2回以内しか必要としない｡

F.鼻風邪や鼻炎の症状が十分に改善され、鼻腔吸引は 6 時間に一回以内しか必要としない（抜管後に、鼻汁や鼻

閉により鼻マスクの使用を妨げられること無く、容易に使用できるために重要なポイント）。

6.抜管し、鼻マスクによる換気補助を継続する。酸素付加は行わない。

7.パルスオキシメーター（酸素飽和度モニター）を使用し、気道に分泌物が貯留することによる酸素飽和度の低下が

起こり、排痰介助、体位排痰、胸部理学療法の必要がないかをモニターする。

8.高炭酸ガス血症が生じたり、あるいはベンチレーターとの同期化が困難である場合は、鼻マスクなどのインターフ

ェイス周囲のエアリーク（空気漏れ）を減らす工夫をしたり、人工呼吸器の設定圧や呼吸回数を増やしたり、ある

いは BiPAP（圧設定型、従圧式）から量設定タイプ（従量式）の人工呼吸器に変更する。血中炭酸ガス濃度が正常

であり、排痰介助を積極的に導入しているにもかかわらず酸素飽和度の低下が改善されない場合は、呼吸困難の危

険が差し迫っている兆候ととらえ、再度挿管する必要がある。

9.再挿管後は、この手順に従い、もう一度抜管し、鼻マスクによる陽圧換気療法への移行を試みる。

また、抜管に成功したら、気管支拡張剤の投与および胸部理学療法を中止し、夜間の鼻マスクによる陽圧換気療法

に移行する。

10.酸素飽和度が正常内に維持できるようになって 2日経過し、排痰介助が一日に 4回以下ですむようになったら、自

宅へ返す。

（これは、神経筋疾患患者の呼吸管理のエキスパートであるアメリカのDr. John Bachのサイトにあるものを、特別

の許可を得て翻訳・監修したものです。治療上の参考として医師に見せても構いませんが、日本の医療現場での対応

とは異なる部分もありますのでご注意ください。また、無断転載・無断引用は絶対にしないでください。）
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2007年 4月～5月に実施いたしました「広報に関するアンケート」の集計結果を報告させていただきます。

（有効回答数：61件）

A． ホームページについて

SMA家族の会のホームページ( http://www.sma.gr.jp/ )をご覧にな

る頻度については、週 1、2 回～月 1、2 回までを含めた「時々」

という回答がもっとも多く、回答全体の 8割を占めました。「よく

見るコーナー」としては、『定例会・親睦会などの案内』『事務局

からのお知らせ』などの更新部分を中心に、『特定疾患プロジェク

ト』『成人部』『ブログ』といった新コーナーも人気でした。なか

には「たまにしか見ないので、見るときは一通り見ておく」と答

えた方もおられました。反対に「あまり見ないコーナー」として、

『SMA とは』『ハンドブックについて』のように、内容がやや固

定化している部分をあげられる声が多かったようです｡しかし、今

回のアンケートは会員を対象としたものであるため、すでに知っ

ている内容より、更新情報に目が向くのも当然かもしれません。

ホームページの構成については、回答者全員から「わかりやすくてよい」との評価をいただくことができました。

ま た 、 2007 年 か ら 開 始 し た 『 ブ ロ グ 』

（ http://smajapan.blogspot.com/ ）は、「よく見る」「たまに見る」

という回答が全体の 8割近くに登り、｢会の活動が身近に感じられ

てよい｣「活動内容やイベント情報が分かるのでよく見ている」「役

員のナマの声を発信するのも良いと思う」との評価をいただいた

反面、「ある事を知らなかった」という回答が 2割もあり、もっと

PR に力を入れる必要も感じました。また、「書き込みを役員の持

ち回りにしてはどうか」「会員投稿がもっと増えると楽しいと思

う」というご意見もいただき、今後のブログの作り方の参考にさ

せていただきたいと思います。ブログにはコメント書き込み機能

が付いておりますので、会員のみなさんの声を発信する場として

自由に書き込みをしていただいて、ブログを盛り上げていただけ

ればと思います。

同じく 2007年から試験的にオープンしている『携帯向けサイト』( http://www.sma.gr.jp/keitai/ez-home.html )につ

いては、一番多かった回答は残念ながら「見ない」で、こちらについてもPR不足を感じています。

『会員専用コーナー』に関して、「パスワードが短い期間によく変わるのでわからなくなる」「バスワードを入力する

が入れない」など、パスワードについてのご意見がいくつか寄せられました。手の自由がきかない会員さんにとっては

特に、キーボードによるパスワード入力は負担の多いことだとは承知しておりますが、長期間パスワードを変更せずに

放置しますと、本来はページを見る資格を失った途中退会者がいつまでも情報を閲覧することを許してしまうことにな

りますし、個人情報保護の観点からも、定期的な変更はやむを得ないこととご理解いただきますよう、お願い申しあげ

ます。なお、ブラウザにはパスワードを保存する機能もございますので、ご活用ください。また、パスワードがわから

なくなった場合は、事務局( mail@sma.gr.jp )またはホームページ管理担当( hp@sma.gr.jp )までお気軽にお問い合わせ

下さい。

会員専用コーナーに関してはこの他に、「専門医や専門医療機関(会員が通院している所）の案内を掲載して欲しい」

「相談や生活のアイデア等の情報を会員が簡単に共有できるコーナーがあるといい」「タイプによって悩みなど違うと思

うので、タイプ別で限定される情報があってもよい」「握力が弱い子や人が使える玩具や道具の紹介」「就学についての

経験者からのアドバイス」など様々な提案をいただきました。

さらにホームページ全体についても、「補装具や車椅子などの紹介コーナーがほしい」「会員さんや子どもたちが使っ

ていて便利というような物の紹介」などの生活関連情報や、「排痰の仕方、させ方、呼吸医療法的なもの」「ＳＭＡ患者

を診てくれる病院のリスト」など医療関連情報を求める声とともに、「会員同士による質問と回答ができるページ」「以

前あった掲示板の復活」など情報交換・共有の場としてホームページを利用したいという要望も多く寄せられていまし

た。こうしたご意見・ご提案を参考に、今後も内容の充実に努めていきたいと思います。

B． 会報『ふぁみりー』について

会報『ふぁみりー』に関しては、「必ず読む」「ときどき読む」という回答が全体を占めました。(「読まない」という

ＨＰの閲覧頻度 2%

80%

18%

毎日

時々

見ない

ブログコーナーについて 14%

65%

21%

良く見る

たまに見る

見ない
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SMA MAGAZINE の配信について

82%

18%

知っている

知らない

ご意見がなくて本当に嬉しく思います！ありがとうございます！！) また、『ふぁみりー』の分量やデザインについても

「適当である」との評価をいただき、ひとまずは合格点をいただけたようです。

ただ、発行頻度に関しては、現在の 6 ヵ月に一度を「ちょうど

いい」とされた意見の一方で、「少ない」という回答も約 2割に達

し、「2ヵ月に一度」｢3～4ヵ月に一度｣という声がありました。企

画・原稿集め・編集にかかる時間の問題、また、印刷・発送にか

かる費用の問題もあり、現在は半年に一度の発行が精一杯ですが、

今後はみなさんのご要望にこたえられるよう、方法を考えていく

必要を感じました。

会報に対する希望としては、「補装具など、便利だったものを紹

介して欲しい」「医療、リハビリ等の最新情報、各々の病気の実践

等を紹介して欲しい」といった情報提供のほかに、「会報を通じて

会員同士の交流を感じられる企画（我が家紹介やお友達紹介）」「悩

み相談コーナー」「投稿者のコーナーを増やして欲しい」という声も多くありました。投稿コーナーを充実させるために

はみなさんからの原稿が不可欠ですので、今後もご協力をよろしくお願い申しあげます。また「写真や挿絵を増やして、

子供も興味が持てるものにして欲しい」「写真はカラー印刷にして欲しい」「字を少し大きくして欲しい」など、編集上

の参考になるご意見もいただきました。

C．『SMA ＭＡＧＡＺＩＮＥ』について

『SMA ＭＡＧＡＺＩＮＥ』(通称『スママガ』)は、会からのお知らせや案内をみなさんにできるだけ早くお伝えする

とともに、ホームページや会報には掲載しにくい情報をお知らせするために、2005 年 4 月に創刊した会員向けメール

マガジンです。『スママガ』は、家族の会事務局より[sma-maga]メーリングリストを通じてみなさんのメールアドレス

宛に送信されていますが、その存在を知っているかという問いに対して、19％の方が「知らない」と回答され、その理

由として「パソコンのメールを使わない」「送られてこない」と答えられた方が合計で 8割に達しました。

様々な事情でパソコンメールを利用されない方がおられるのはやむを得ないことと考えます。「送られてこない」と回

答された方につきましては、今後配信を希望される場合、配信先となるメールアドレスを事務局までご連絡いただきま

すようにお願い申し上げます。また、『スママガ』は携帯電話のメールアドレスにもお送りできますので、携帯電話への

配信を希望される方も事務局へお知らせ下さい。（携帯電話で受信した場合、画面のサイズの関係でレイアウトが乱れ読

みにくくなることもある点のみご了解ください。）

『スママガ』を受け取っておられる方は、「必ず読む」「時々読む」が 9割以上で、内容、配信頻度についても「適当」

という回答をいただきました。

『スママガ』に対する希望としては、「会員のみんなを紹介するコーナーがあれば、会えない方ともコンタクトがとり

やすくなると思う」「投稿用メルマガを作って欲しい」など、積極的に参加を希望される声があったことがとても印象的

でした。今後はこうした希望を活かせるような方向に持っていきたいと思います。

今回のアンケートを通じて、単なる情報媒体としてでなく、会員同士の相互交流の道具としてホームページや会報に

みなさんが期待を寄せておられることを、改めて知ることができました。そうしたご期待に添えるよう、これからも頑

張っていきたいと思います。ホームページ、会報・メルマガに対するご意見やご提案がございましたら、家族の会事務

局または各担当（ホームページやメーリングリストに関することは hp@sma.gr.jp、会報・メルマガに関することは

kouhou@sma.gr.jp）まで、いつでもご遠慮なくお願いします。今後とも、家族の会ホームページ、『ふぁみりー』、『SMA

ＭＡＧＡＺＩＮＥ』をよろしくお願い申し上げます。

担当 緋田 ひろみ

藤原 聡美

SMA家族の会携帯サイト用のQRコードができました！ご利用ください。 ⇒

会報の発行頻度について
20%

80%

ちょうどいい

少ない

ＳＭＡ ＭＡＧＡＺＩＮＥ を知らない理由

40%

40%

20%

ＰＣメールを
使わない

送られてこな
い

その他
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第 1 回チャットを開催しました
2007年 7月 29日(日)、午後2時より、SMA家族の会成人部『希望(のぞみ)会』の第 1 回チャットを開催しました。

希望会の専用メーリングリスト[Nozomi-kai]には現在 30名の成人会員（中学卒業以上のSMA本人）が参加していま

すが、同県または近隣に在住している人は少なく、メールでは互いに「会いたいねぇ」といいながら、仕事や家庭の事

情で直接会って親睦を深めることが難しいのが現状です。4月の総会のときの茶話会で、「メール以外にもコミュニケー

ションする方法がないか？」という声があがり、「チャットは？」という意見が出ました。

これは、成人部の発足準備の段階から考えていたことであり、世話役はすでにメールとYahoo!のウェブチャットを併

用した打ち合わせを何度も行っていましたので、すぐにでも実現できそうに思えました。ウェブチャットなら必要なの

はブラウザのみで、誰でも簡単にできます。ところが、本番を前に確認してみたところ、Yahoo!サイトからウェブチャ

ットの機能がなくなっているではありませんか！

そこで急遽、専用ソフトをインストールし、成人部専用のチャットルームを用意して再び実験。途中で迷子になって

ルームに戻れなくなる、つながっているのにメッセージを入力できないなどのトラブルへの対処法を研究した後、ML

でメンバーに告知し、当日を迎えました。

大半の人にとってチャットは初体験であり、アカウントの取得やソフトのインストールなど面倒な手順を踏まねばな

らない点が心配でしたが、7人が約 3時間の交流を楽しみました。

7 人だと、普通の会話でも脱線したり、収拾がつかなくなったりすることもあるので、チャットではどうなるか不安

があったものの、2～3名ずつのグループで 1つの話題を論じつつ、普通の会話とちがって、よそのグループの話もあと

で読み直してコメントすることができるなど、不思議なペースで会話が進んでいく様子に驚き、顔こそ見えませんが「今

この瞬間を共有している」という充実感もありました。

これをきっかけに回を重ねていきたいと思いますので、次回開催時にお時間がありましたら、ぜひログインしてくだ

さい。

成人担当 藤原 聡美

成 人 部

人工呼吸器など医療的ケアを必要とする子ども（成人）と家族へのケア検討会

講演会・ミニライブへのお誘い

人工呼吸器など医療依存度の高い成人の方を含む小児とそのご家族を対象とし、地域支援活動を とおして在宅療

養支援の在り方を検討することを目的に、５月４日には呼吸リハビリテーションをテーマに京都で第一回目の会を開

催いたしました。例年、12月には在宅療養生活へのご理解、ご協力を賜るために地域の方達にも参加を呼びかけ、講

演会を開催しております。このたびのご講演は、春に続き八雲病院から石川悠加先生をお招きし「呼吸ケアって何？

なぜ、呼吸ケアが重要なの？ 日常生活の質に呼吸ケアがどう結びつくの？」等々についてご指導いただきたいと考

えています。人工呼吸器使用中、気管切開の有無にかかわらず痰の吸引を必要とする方達、「ゴロゴロいって痰のき

れが悪い」方達とそのご家族、支援者の方々（教育、医療、福祉関係者）も是非ご参加ください。

あわせて、筋ジストロフィーの専門病院である独立行政法人徳島病院に入所中のアカペラコーラスグループの方達

をお招きし、講演会の前にミニライブを開催したいと考えております。このコーラスグループの青年達は、24時間人

工呼吸器を使用、車椅子生活のため入所中の病院以外の場所で歌ったことがありません。このたびみんなで病院から

外へ、しかも県外での演奏活動に挑戦しようとしています。通常は人工呼吸器を使用している方が歌を歌う、しかも

グループとしてみんなで歌声を合わせて合唱するということは、考えられないことです。これもまた「呼吸ケア」、「自

律（から自立）」につながります。美しい男性コーラスの歌声がどのように作り出されるのか、乞うご期待！

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

記

開催日時 平成 19年 12月９日（日）１３：３０～1６：００

場 所 芝蘭会館 山内ホール（〒606-8501 京都市左京区吉田近衛町 京都大学医学部構内）

内 容 ★講演会

『呼吸ケアについて』 講師：独立行政法人 八雲病院 小児科部長 石川 悠加先生

★ミニライブ

独立行政法人 徳島病院 コーラスグループ・マウスピース リーダー 西池正人さん他

参 加 費 無料（文部科学省科学研究費助成事業）

問い合わせ先 鈴木 真知子 教授（京都大学医学研究科 人間健康科学系専攻 成育看護学 ℡：075-751-3933)
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ホームステイ体験 神奈川県 永岡 真理 さん

私は、7 月 24 日から 8 月 9 日まで、カナダとアメリカの 3 家族のホームステイに行きました。ホ

ームステイ先の家族には、みんな私と同じＳＭＡ2 型の子がいて、みんなで一緒に話をしたり、ゲー

ムをしたり、観光したりしました。

最初にホームステイをしたのは、バンクーバーのファ

ミリーで、家の周りは牧場だったので牧場見学をしたり、

友達を呼んでみんなでバーベキューをしたりしました。

観光に行った際にはどこへ行ってもほとんどバリアフリ

ーで、電動車椅子のままメリーゴーランドに乗ることも

できたので、とても驚きました。

家の中での生活は、大きなエレベーターもあり、トイ

レやお風呂にはリフトがついていたので自分の家より快

適に生活を送ることができました。

そして、バンクーバー島でホームステイをした際には、

みんなで海へピクニックに行き、電動車椅子のまま浜辺

の近くまで行くことができました。また大きなモールに買い 牧場にて ↑

物にいったり散歩をしたりなど、とても楽しい時間を過しました。

↓ 野球場にて 最後にアメリカのファミリーの家でホームステイをし

ました。そこでは、みんなでシアトルに野球を観に行き、

一回も野球の試合を観たことがなかったので、とても感動

しました。またＳＭＡの子が 16 歳で同じ年だったので、

話が弾んでとても楽しかったです。

そして今回、カナダの医療について話を聞くことができ

ました。カナダでは、側湾が 30 度以上になると側湾をま

っすぐにする手術を勧められるそうです。また、4 歳から

電動車椅子に乗ることができたり、5 年に一度は必ず車椅

子を買い替えることができたり、費用的な面でもほとんど

負担がないそうです。これを聞いて私はとても驚くと共に、

日本でもカナダの良い点を取り入れたら良いと思いました。

私は、このカナダとアメリカでのホームステイで本当にいろいろなことを学びました。日本語が通

じない中で、英語や向こうの文化、そして生活を送ることができてとても良い経験になりました。ま

たいつか、遊びに行きたいです！

5 歳の誕生日によせて 京都府 太田 雅之・紗世 さん

こんにちは、京都の太田です。我が家の娘の紹介をさせていただきたいと思います。次女の茉那は

平成 14 年 9 月 13 日生まれで、5 歳になりました。

生後 3 ヶ月で誤嚥性肺炎による呼吸不全を起こし、緊急入院をしました。入院後約 3 週間で気管切

開、1 ヶ月でSMA の確定診断を受けました。約 4 ヶ月の間、家族が交替で付き添わなければならず、

精神的・肉体的に限界を感じ始めていた頃、24 時間完全看護の南京都病院を紹介していただき、転院

することになりました。

転院後は気管切開部の拡大手術を現在まで計 4 回行い、その都度本人の苦痛、および家族の苦悩も

増していきます。原因不明の高熱、数々の呼吸困難を乗り越え、なんとか 9 月 13 日で 5 歳を迎える

ことができました。（次ページへ続く）
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2007年の夏は、体温より気温の方が高い状態が何日も続いて、本当に暑かったですね。ようやく秋風が吹き始めて、「避暑」に行っていた私の

食欲も戻ってきたようです。12号では「呼吸管理・呼吸リハビリ」を取り上げました。これから寒くなると風邪をひくこともあるでしょうが、

普段から自分の呼吸の状態を知っておくことが重症化を防ぐポイントにもなりますし、リハビリによって機能強化することも。どこの医療機関

でも対応できるというわけではないようですが、必要なものとして私たちから声をあげることも大切かもしれません。 by kana

編
集
後
記

事 務 局 よ り

2008 年家族の会本部・支部役員を公集します

SMA家族の会では、2008年3月末日に役員改正（2年任期）を行います。

これまで本部・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まいりましたが、会

員数も200名に達した現在、定例会・親睦会の地方開催やメーリングリストによる情報交換が活発になり、

各地の会員同士による自主的な活動の要望も増加しております。

そこで、これからの地方での活動をさらに円滑に進める意味も含めまして、みなさんの中から役員を公募

させていただくことに致しました。

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 2名（関東・関西の各支部長兼任）

・会計・財務 2名以上(うち1名は助成金担当)

・事務局 事務局長 1名、 その他補佐 若干名

・広報 『ふぁみりー』＆『SMA MAGAZINE』企画・編集担当 1名

ホームページ＆メーリングリスト管理担当 1名

・1型担当、成人担当、海外交流担当 各1名

関東支部： ・支部長 1名（本部副会長を兼任）、 ・会計 ・(1型担当)

関西支部： ・支部長 1名（本部副会長を兼任）、 ・会計 ・(1型担当)

九州支部： ・支部長 1名、 ・会計 ・(1型担当)

そ の 他： ・特定疾患プロジェクト担当、 ・冊子・パンフレット増刷プロジェクト担当など

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、プロジェクトへの参加をご希望

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は、家族の会事務局( mail@sma.gr.jp )までご連絡ください。

役員公募についてはHP(http://www.sma.gr.jp/private/yakuin-boshu-.htm )でもお知らせしています。ご

協力、よろしくお願いします。

（前ページから続く）5 年前、病名を告知された衝撃は言葉には言い表せな

いほどでした。今でもつらく、行く先不安が一杯ですが、それなりに成長して

いる茉那を何とかしてやりたい一心で毎日が過ぎて行っているような気がし

ます。 5歳になりました →

3 歳くらいまでは症状もひどく、そんなに長くは生きられないかなーと・・・

そんな茉那も最近ようやく穏やかに過ごせることも増えてきて、病室の外へち

ょっと散歩に行ったり、レッツチャットの練習をし始めたところです。目とわ

ずかに動く指先でお返事してくれたりもします。とても可愛いです。絵本を読んでもらうのが大好きで、

興味のあるものは食い入るように見つめます。好きなDVD はやっぱりアンパンマンかな！！

困った時には眉間にしわを寄せたり、しんどい時、怖い時はポロポロ涙を流して、とても表情が豊かで

す。今はとにかく茉那と意思疎通できることが最大のテーマです。早くお話してみたいけど、何を思って

いるのか知るのが怖い気もします。

小さな身体で私たちの一生分の苦しみを背負って生きていると思います。一日も早く特定疾患に認定さ

れ、治療研究が進歩することを切に願っております。


