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新型コロナウイルスの影響を受けて 
 

今年の春から全世界で新型コロナウイルスが猛威を振るっています。 

SMA家族の会として影響を受けた全ての方に寄り添うと共に、医療従事者の方々に感謝の気持ちをお伝えします。 

また、SMAはじめ感染症に注意しなければならない方々も多くいらっしゃるので、不安なことも多いと思います。 

そんな不安も一瞬だけでも忘れられるような『ふぁみりー』になれば嬉しいです。 

今は一人ひとりが無理せず、支え合いながらみんなでこの危機を一緒に乗り越えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長（関東親の会担当兼任）：大山 有子（東京） 
 

 

今期も会長を務めさせていただくことになりました大山です。長男（12歳）がⅠ型、24時間人工呼吸管

理で、この春中学生になりました。スカイツリーの近くに住んでいます。二期目となりますが、どうぞよろしく

お願い致します。 

ここ数年、役員として治療薬の誕生に立ち会えたこと、以前なら肺炎や入退院を繰り返し、時には命の選択を

迫られていた子供たちが、元気に成長できるようになってきた現実を目の当たりにし、SMAの発展に関われる

ことに心から感謝しています。 

患者の親としては正直、これがもし10年早かったら……と考えずにはいられません。しかし同時に、この10

年の歩み、そして先輩方による長年の積み重ねこそが、今のSMA患者さんの生活基盤を作り上げているのだと実

感します。SMAは困難な病ではありますが、患者さんも家族も、そして医療や福祉も、希望をもちながら育ち

合っていける疾患だと感じます。 

今年は新型コロナウイルスの影響が大きく、定例会等がなかなか開催できませんが、オンラインを活用しつ

つ、全国どこからでも参加できるような交流の場を考えたいと思います。また就学や就労に関する課題の発信、

そして早期診断・治療開始を目指して尽力して参りますので、引き続きご意見ご協力のほど、どうぞよろしくお

願い致します。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

5月23日（土）に開催した第21回定例総会において、役員改選を行い、今期役員が承認されま

した。 

今年は「密」を避けるため、みなさんにお集まりいただくことがかなわず、事前に録画した動画を

HP内で公開するという異例の形となってしまいましたが、新旧や年齢層、親と当事者がバランス

良く揃った役員体制になったと考えます。 

各役員からの皆さまへご挨拶も兼ねて紹介します。 
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副会長（Ⅰ型代表）：上高垣内 盛加 ＆ まり子（奈良） 
 

会員の皆さま、この度、副会長及び関西支部担当役員として務めさせていただくことになりました上髙垣内

（ウエタカガイト）です。 

三人兄弟の末っ子がⅠ型で５歳です。今期で２期目となりますが、この２年でSMAを取り巻く環境は本当に大

きく変わりました。 

素晴らしい医療の進歩により状態が変化し、日常生活にも変化がある方も多いかと思います。 

一方で治療を受けられていない方がいることも事実です。 

等しく治療が受けられるよう、まだできることがあると思いますので、できる範囲内ではありますが引き続き

役員を務めさせていただきます。今期もよろしくお願いいたします。 

 

 

副会長（Ⅱ型代表）：古川 智恵子（京都） 
 

引き続き役員をさせて頂きます京都府在住の古川智恵子です。 

6年生Ⅱ型のスポーツ好きな息子がいます。サッカーをしている中学生の兄がいるので、兄の試合はもちろ

ん、高校野球は機会があれば地方大会から、甲子園へは春夏1回ずつの恒例行事となっています。真夏の甲子

園で１日４試合も観戦することがあります。その連続も今年はついに途切れてしまったのですが、無観客でもい

いからやってほしい！と常々言っています。普段は開会式から録画をするので、少しあきれています。前代未

聞の事態に色々と不安が募りますが、元気に過ごしています。今は、お友達と遊ぶことに一生懸命で、みんなが

自転車に乗って集まる中、電動車いすで頑張っています。たっぷり遊んで、あー楽しかった！と言って帰ってく

ることも多いので、みんなと同じようにはできなくても、大人が思うほど今は大した問題でもないのかなと思い

ます。この一生懸命さを勉強、もっと大切なリハビリにも向けてくれて、積極的に率先してやってくれた

ら……と思う今日この頃です。 

今期の役員は副会長とⅡ型担当ということで、荷が重いのですが、気負わずにできることをさせて頂きたいと

思っております。SMAをとりまく状況が目まぐるしく変わる中、的確な対応をされている先輩役員さんには頭が

追いつけず、感心してばかりいます。前回よりは少しでもお役に立てるように頑張りますので、どうぞよろしく

お願い致します。 

 

副会長（成人代表）・広報、ＨＰ管理担当兼任：小澄 健一（北海道） 
 

副会長3期目になりました、北海道の小澄（SMAⅣ型 成人型）です。 

去年の12月まで一人暮らしをしていましたが、 訪問介護事業所の事情（在宅ヘルパーの大量退職）で急遽

介護サービス付きアパートで生活する事となり。自分の部屋の広さが 1/5に・持ち物のほとんどを処分・人間関

係の激変・生活様式の変化等々。さらにコロナ禍で外出・来客・通院リハビリ禁止になりさらに落ち込む日々で

した。 

でも最近は失くしたものを追うより、新しく得たものと、今目の前にあるもので工夫して生活を楽しんでい

こうと思い、気が乗らなかったデイサービスにも行き始め。大分軌道に乗ってきたところです。もし在宅生活を

していたら、ヘルパーの確保ができず施設も探せずもっと苦しい生活になっていた可能性が高かったので「塞

翁が馬」というところでしょうか。 

   インターネットでの参加しかできませんが、今期もよろしくお願い申し上げます。 

 

事務局：藤原 聡美（京都）  
 

今期も事務局を担当します藤原です。Ⅲ型の当事者です。「役員になりませんか？」と声をかけられて、軽い

気持ちで引き受けてからもう15年……その間、社会環境は大きく変わりましたし、プライベートでも役員を続

けていくことが難しいなぁと思うことも少なくありませんでしたが、他の役員の方たちからたくさんのサポー

トを受けながら今日に至っています。 

役員の仕事には大変な側面があり、確かに面倒なことも多いです。一方で、役員をやっていなかったら生涯

関わることもなかったような方たちとの出会いや、個人として行事に参加するだけではわからないたくさんの学

びもあります。私は在宅ワーカーで、普段は1人で黙々と作業をこなしていくだけの毎日ですが、役員としての

活動が個人の成長や生活の彩りにつながっていることも事実です。ということで、もう1期、もう1期、と、気

づけば一番の年長者になってしまいました。ただ長くやっているというだけで至らない点だらけですが、引き続

きよろしくお願い申し上げます。できれば、どなたか交代の手を挙げてください！！ 
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事務局（役員外・郵便物発送担当）：四谷 歩美（富山） 
 

今期も引き続き、郵便物発送を担当させていただきます、四谷歩美（しだに あゆみ）です。 

家族会で何か自分にできることを……と思い立候補し、2014年より担当させていただき、早いもので4期

目に突入しました。 

微力ですが今期も頑張りたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

会計：松本 聖子（埼玉） 
 

本年度会計（支出の部）担当の松本です。 

前年度に引き続き本年度も会計の役員を務めさせて頂く事となりました。 

前年度は、会の活動を手伝う事で精一杯、そして、あっという間でした。 

本年度は、会員の皆様と一緒に楽しめる活動を目指す事はもちろん、多くの会員の交流も深まる様な活動を

していきたいと思っております。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

会計：神原 文香（兵庫） 
 

兵庫県在住の神原(こうばら)です。役員2期目で今期からは会計（収入の部）を担当させていただくことになりま

した。小学４年生の娘が１型で、人工呼吸器をつけて支援学校に通学しています。 

６月からようやく新学期が開始されますが、行事やプールの中止も決まっており、今年はどんな１年になるので

しょう……少しでも早く安心して過ごせる日常が戻ってきて欲しいですね。 

家族会の活動も例年通りにはいかないこともあるかと思いますが、少しでも皆様のお役に立てるよう微力ながらお

手伝いできればと思っています。どうぞよろしくお願い致します。 
 

広報：鈴東 裕己（大阪） 
 

2期目の広報を担当させていただきます、大阪在住の鈴東裕己と申します。 

Ⅱ型の本人で､フリー講師としてSMAなど障がい者理解を深める講演活動をしています。 

SMAにとってはいい風が吹きつつある近年、できることが少ないかもしれないが、広報として様々な発信を

していけたらと思いますし、家族の会の会員の皆様が安心できたり、様々なチャレンジができるきっかけに

繋がるように努めたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

関東支部：伊澤 美佐子（埼玉） 
 

この度、SMA家族の会1型担当の役員になりました伊澤です。主人と息子、私の3人家族で、埼玉県に住んでいま

す。現在息子は3歳で、4月から保育園に通うことになっていますが、この新型コロナウイルスの影響で、今のとこ

ろまだ1日しか行けていない状況です。息子の様子は、スピンラザの効果で、ほとんど動かなかった足が動かせる

ようになったり、寝返りで移動したり、また座位も不安定ではありますが、取れつつあるようになってきました。 

家族の会に入ったのも1年前位で日が浅く、役員になるのも初めてのため、分からない事も多くあるかもしれま

せんが、皆様のお力をお借りして頑張りたいと思います。 

ここ数年、次々と新薬が生まれ、とても嬉しく感じています。それでも日々の生活の中で様々悩むことも多く、

試行錯誤しながら毎日を過ごしています。会員の皆さんと多くの情報を共有し、これからも前向きに生活していけ

ればと思います。 

どうぞよろしくお願いいたしします。 

 

関東支部：加我 純一（神奈川） 
 

神奈川県在住の加我と申します。2019年1月に当時2歳2ヶ月の長男がⅡ型と確定診断され、その後2019年4月か

ら家族の会に入会し、あっという間に1年が経過しました。家族の会に参加させていただく中で息子のために、同じ

SMAと闘う仲間のために何か出来る事はないかと考え関東支部役員への就任を決意しました。まだまだ分からない

ことが多い新参者ですが、何かひとつでもSMA家族の会に貢献できるよう積極的に取り組んでいきますので、よろしく

お願い致します。 
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関東支部：ウィルソン 美也子（神奈川） 
 

会員の皆さま、こんにちは。今期より新たに役員となりました神奈川県在住のウィルソンと申します。4人家

族で、娘（新6年生）と息子（新1年生）がおり、息子が2歳半のときＳＭＡⅡ型の確定診断を受けました。その際

家族の会のことも教えていただいたのですが、入会したのは何年も後です。おかしな話に聞こえるかもしれませ

んが、診断を受けてすぐはそこまで余裕がなかったように思います。 

息子が4歳のころ、年長から通える場所を探しましたが受け入れてもらえず、行政のサポートも必要なところには

届いておらず、やりきれない思いをしました。同時に、息子が診断を受けたとき、既に難病指定を受けていて、な

んの問題もなく身体障害者手帳や付随するサポートを受けることができたのは、家族の会の方たちが勝ち取っていて

くれたからなのだな、と思い至りました。 

コロナウイルスで世界中が大変な時です。病気の子どもを抱えていればなおさら不安も大きいですね。我が家も同

じで、感染のリスクを減らすため、残念ながら息子の入学式は欠席しました。今後、再開に合わせて行かせていいの

か判断が難しいです。そんな中、危ぶまれたゾルゲンスマの薬価収載も決まり、嬉しいニュースでした。厳しい状

況の中、陳述に行ってくださった皆さまありがとうございました。今後、年齢制限の撤廃に希望を繋ぎたいです。 

私は家族会会員歴もまだ浅いのですが、これまで活動を続けてくださった方々のおかげで今があり、現在闘ってい

る子どもたち、そして今後新たに診断されるお子さんが早く、より良い治療を受けられるように活動できたらと

思っています。できる範囲で、できるところから活動したいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。 

 

関東支部（関東親の会担当兼任）：大地 秋（千葉） 
 

千葉県在住の大地と申します。 

三人兄弟の2番目の息子はSMA II型で、夜間のみバイパップ着用しています。 

息子が3歳になる少し前に体調崩し入退院を繰り返し、1歳未満の末子も面倒を見なければならない大変な時

期がありました。息子は今5歳になり、妹も3歳になりました。歳が近い2人は共通の遊びがたくさんあって、

時には一緒に歌をうたいながら、妹が踊って楽しんでいて、時にはおもちゃの取り合いで喧嘩もしていました。

外出の少ない息子にとって兄妹は一番の遊び相手となり、笑いあり涙あり、楽しく過ごしています。 

今年4月から、息子も念願の保育所に入所ができました。来年の小学校就学に迎え就学相談を取り組んでい

るところです。家族の会のがっこう座談会で先輩たちの体験談を聞かせていただき、アドバイスもたくさんいた

だきました。保育所、これからの就学にとてもいい参考になりました。 

家族の会に入会の当時はまだ治療薬がない時でした、分からないことがあり過ぎて、精神的にも辛かったので

す。家族の会と付き合っている中で少しずつ解放され、本当に助かりました。この3、4年間で、初の治療薬ス

ピンラザをはじめ、遺伝子治療薬ゾルゲンスマも承認され、SMAはもう治療法がない時代から劇的に変わりま

した、SMAの患者本人にとっても、家族にとっても明るい世界に変わりました。家族の会に本当に感謝でいっぱ

いです。 

この度、役員2期目になります。できることは少ないですが、役に立ちたいと思っています。どうぞ、よろし

くお願いいたします。 

 

関東支部：角倉 恵美 (東京) 
 

今回で3期連続の役員になりました、東京の角倉です。役員1期目にスピンラザ、2期目にゾルゲンスマ、と

新薬絡みで貴重な経験をさせていただきました。個人的に興味のあるICTについても、家族会を通じて多くの学

びを得られています。 

さて、息子（1型）は小学2年生になりました。人工呼吸器を終日装着し、iPadと2スイッチ操作の電動車椅

子を相棒に、毎日よく頑張っています。好きな科目は国語（特に漢字と読書）、英語、生活で、苦手は算数で

す。 

1年生は特別支援学校の訪問籍でしたが、今年度より地域の小学校へ転学しました。専任看護師と学習支援

員のサポートで授業を受けられることになり、親の付き添いは近いうちに免除となる見込みです。 

息子の自立に向けた一歩に、まだ心配の方が大きいのですが、数年ぶりにやっと自分の時間が持てそうなのは

ありがたい限りです。 

SMA患者・家族の明るい未来のため、引き続き努力していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
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関西支部：木塚 厚志（佐賀） 
 

佐賀県在住の木塚と申します。５歳になる長男が１型っ子で、妻と１歳になる次男と４人で生活しています。 

家族会に加入して約４年半になります。家族会には、精神的に辛かった時期に本当に助けていただきました。 

この度、2期目の役員を務めさせていただくことになりました。 

役員就任時はスピンラザが、そして今回はゾルゲンスマが承認されたタイミングで、SMAを取り巻く状況は、大き

な変化が続いています。 

私自身、フルタイムの仕事を持ち、帰宅してからも子どもたちの相手で手いっぱいのため、なかなかお役にたてて

いませんが、会員の皆さまのために、微力ながら力になれればと考えています。 

また、数少ない地方在住の役員として、地方の実情を訴えていければと考えています。皆さま、どうかよろしくお

願いいたします。 

 

関西支部：鍋谷 清（滋賀） 
 

滋賀県近江八幡市在住の鍋谷清です。 

近江八幡市は人口8万人くらいで、まあまあ田舎です。近くに近江牛の産地である大中地区があります。め

ちゃ美味しいですが、風向きの悪い日は若干、牛舎くさいことが残念です。 

妻と娘と3人暮らしで、双方実家は遠いのでちょっと見てもらうとかは厳しいです。仕事は新規設備の電気設

計やメンテナンスなど工場の生産設備の電気関係をしています。 

趣味と言えるほどのものはないですが、ときどきスマホの将棋ゲームをしています。あと漫画のワンピースが

好きでよく読みます。 

娘の彩華（あやか）はⅡ型です。今5才で、幼稚園と県立病院の療育部と並行通園しています。来年は小学

校です。 

家族の会の活動やイベントにはほとんど参加できていなくて、役員の話をいただいたときも内容がわからな

いのと、機転がきくタイプではないので躊躇しましたが、人数が必要とのことでしたので、出来ることがあれ

ばとお引き受けました。どうお役に立てるかわかりませんが、よろしくお願い致します。 

 

関西支部： 増田 優花（奈良） 
 

今回初めて役員を務めさせていただくことになりました、奈良県在住の増田優花です。何度か治療薬関係の翻

訳をお手伝いさせていただいたご縁もあって、今後は役員として少しでも皆さまのお力になれればと思い、引き

受けさせていただきました。 

患者本人で、社会人二年目です。たくさんの方々に支えられて、地域の小・中・高、大学を卒業し、現在は、

自宅で少しずつ仕事を始めたばかりです。 

まだまだわからないことが多く、ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、今までお世話になってきた

会のお役に立てましたら嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

成人担当：山代 弘（北海道） 
 

皆様、こんにちは。 

今期より役員を務めさせていただくことになりました、Ⅲ型本人で北海道在住の山代弘45歳です。簡単に病

歴と現状の紹介させて頂きます。私は、身体に違和感を覚えてから15年以上経過した、30歳のときにSMAと診

断されました。現在でも何とか歩行が可能ですが、安全のために車椅子の導入を決意しました。 

車椅子に乗ることで歩けなくなってしまうのではないかという不安とは裏腹に、車椅子を選ぶ時は、新車を購

入する時と同じ位にワクワクしながら、色選びなどをしていました。今では納車が待ち遠しく思っています。車

椅子に頼りすぎず、一日でも多く歩ける日を保つことを心掛けなければなりません。 

現在は、スピンラザを投与しております。効果はというと主観的ではありますが手の震えが激減し、立ち上が

る時の動作が少し改善していると感じております。 

患者目線で、この病気を治すという強い気持ちを持ち、ＳＭＡ家族の会の活動に携わっていければと思ってお

ります。わからないばかりで、ご迷惑をお掛けするかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（続きは11ページで） 
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自分らしく生きること（関西支部定例会に参加して） 

大阪府 鈴東 裕己 

  

 「自分らしく生きる」というのは簡単ですが、なかなか難しいのも事実です。でも、そんな生き方がやっぱ

り素晴らしいと思わせてくれたのが映画『蹴る』だったように感じました。 

私はSMA当事者で、今でこそ様々なことにチャレンジし、出来ないと思わず、できる方法を考えようと

思っていますが、10代のころはどうせ自分なんて……と諦めてしまうことがほとんどでした。自分らしく生

きるという概念もなく、何かに打ち込むこともない日々を過ごしていました。 

 『蹴る』では一人の女性に密着しているドキュメンタリー映画で、電動車椅子サッカーを通して成長してい

く姿やリアルな人間模様が描かれていて、共感するところと羨ましいところが入り混じって、様々な感情が揺

さぶられる映画でした。 

 そんな素晴らしい映画の余韻に浸っていたのですが、実はもう１つ大役が残っていたのです。 

 トークショーでゲストとしてお話をしなければなりませんでした。 

 トークテーマはもちろん映画のことについてもありますが、自立や就職、社会参加についても話す予定で

した。ドキドキで映画のラストがうろ覚えなのはここだけの秘密でお願いします～笑 

 私は現在個人事業主として講演活動の仕事をしていますが、障がい者雇用で 6年半働いた経験もあるので、

その視点から伝えられることがあればと思って参加しました。 

 重度障がい者にとって就職はかなり大変で、私個人的には一番のハードルだと感じています。 

 職場での介助問題や同僚の理解など、全て揃わないとどこかで歯車が狂い、しんどくなってきます。私は運

よくどちらも問題なくクリアできましたが、そこで1番大事だと思ったことは、人との出会い・繋がりで

した。 
前職では私が就職する後押しをしてもらったり、プライベートでも支えてもらったり、何よりも自分の幅が

広がりました。 

そうやって多くの人との出会いを通して、自分の可能性が広がり、自分らしく生きることができるかもしれ

ないと思えるようになり、今の自分、講演活動の仕事をして障がい者理解を広めていき、誰もが過ごしやすい

社会にしたいと思って行動している自分がいました。 

そんな思いを蘇らせてくれる、1人の人間としての葛藤も見える映画を通して、自分と向き合い、会員の皆

様たちと１つになれる時間だったと思います。 

電動車椅子サッカー体験もあって、あっという間の5時間でした。 

こんな機会がもっと増えればいいなと思いますし、会員の皆様と一緒に作っていけたらいいなと思います。 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

関西支部第34 回定例会 
★日時：2019 年9 月8 日（日） 

12:00～17:00 
★会場：四天王寺大学 

あべのハルカスサテライトキャンパス 
★定員：70 名（事前申し込み制、先着順） 
★参加費：無料 
 
12:30 ～ 
電動車いすサッカーのドキュメンタリー 

『蹴る』上映会上映 
14:50 トークショー  
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電動車椅子サッカードキュメンタリー映画『蹴る』上映会 

 

 

横浜市 永岡真理 

 
私は電動車椅子サッカーという障害者サッカーをやっています。国内での大会に出場するために練習を積

んだり、日本代表での活動をしております。今年で競技歴21年目となり、2011年から中村和彦映画監督よ

りドキュメンタリー映画制作のお話をいただき、撮影が始まりました。約6年半の撮影を経て2018年に映

画『蹴る』が完成しました。上映に際し、各地で上映会をさせていただき、競技生活と両立しながら上映

会でのトークショー参加の活動もしています。 

2019年9月8日、大阪のあべのハルカス内にて、SMA家族の会関西支部映画『蹴る』上映会が開催され

ました。今回、上映会・トークショーのゲストとして参加させていただきました。関西支部開催なので、普

段お目にかかれないSMAのメンバーにお会い出来ることをとても楽しみにしていました！また国内遠征で

地方へ行くことはありますが、サッカーをしに行く関係で食事の制約や寄り道はいつもできないため、大阪

への旅も個人的にすごく楽しみにしていました。 

上映会には約30名の方が参加くださり、上映会の後のトークショーや大阪を拠点に置く電動車椅子サッ

カーチーム"大阪ローリングタートル"の選手によるデモンストレーションの披露もあり、たくさんのSMA

会員の方に電動車椅子サッカーを知っていただく事ができました。 

上映会終了後に新幹線で横浜へ帰る予定でしたが、台風15号の影響により関東の天気が荒れ新幹線が運

休となってしまいこの日は延泊することになるというハプニングが起きましたが、延泊に伴い役員の皆様に

手助けしていただいたり、宿泊先や医療機器メーカーさんによる迅速な緊急対応に感激致しました。そして

翌日無事に横浜へ帰京することができました！ 

そして12月15日には東京の品川シーズンテラスでの関東支部映画『蹴る』上映会・トークショーが開催

されました。中村和彦映画監督とSMAの会員でもあり千葉県の電動車椅子サッカーチーム"ウイニングフェ

ニックス"の益子千枝選手と共に参加しました。そして今回、日本障害者サッカー連盟の北澤豪会長もスペ

シャルゲストとして参加くださいました。上映会には100席ほどあった席がほとんど埋まるほどたくさんの

会員の方にお越しいただきました。 

北澤会長とのトークショーやその後には電動車椅子サッカーミニ体験会があり、参加者の皆さんと北澤会

長と共に一緒にパス交換やシュートをし盛り上がりました。体験をしたお子さんからは「電動車椅子サッ

カーやってみたくなった！」というお声もいただき、とても嬉しく感じました。 

上映会をきっかけに多くの会員さんと繋がることができ、こういう活動をしていることを知っていただ

けで私自身も貴重な経験をすることができました！ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              関東支部定例会参加者と  
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映画『蹴る』上映会で感じたこと 

神奈川県 加我純一 

  

 はじめに簡単に自己紹介させていただきます。私は神奈川県横浜市在住で SMAⅡ型の3歳の息子の父です。

2019年4月からSMA家族の会に参加させていただいおります。 

2019年12月15日に開催された関東支部第 43回定例会（映画『蹴る』上映会&クリスマス会）に参加させて

いただきました。会場となった品川シーズンテラスカンファレンス

ホールはたくさんの会員の皆様の他、TBS「報道特集」の取材班、元

サッカー日本代表で日本障がい者サッカー連盟会長の北澤豪さんなど

多数の参加者でおおいに賑わっていました。 

映画に出演されていた横浜クラッカーズ所属の永岡さんとは、家

族の会の場で何度かお話しさせていただいたことがあり、SMAの方も

多数参加している電動車椅子サッカーを一度は観戦してみたいと

思っていました。映画ではありますが、初めてプレーしている様子を

目にすることが出来、そのサッカーの質の高さ（技術面・戦術面）に

驚いたのと同時に、障がいを物ともせず情熱を持ってサッカーに取り

組む選手の姿勢やそれをサポートする家族の姿に非常に感動しま

した。息子にも何かスポー

ツをさせたいとかねてから

考えていましたが、身体

的・時間的に難しいので諦めかけていました。でもその考えは間違

いであると感じることができました。電動車椅子サッカーかどうかは

わかりませんが、息子が興味を持ってチャレンジしてみたいと感じる

ものに出会う時まで、親も一緒になって様々な新しい事に挑戦してい

きたいと思います。 

ここからは後日談ですが、どうしても生で電動車椅子サッカーを観

戦してみたいと思い、2020年1月18日に横浜クラッカーズの試合会

場に足を運びました。会場で観戦するとよりプレーの躍動感を感じる

ことが出来ます。フットガードから放たれるシュートするときの衝撃

音が特に印象的でした。またその日は会場に体験コーナーが準備さ

れたおり、実際に電動車椅子サッカーを体験することもできました。

是非みなさんも会場へ足を運んでみてください。 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

関東支部第43 回定例会 
★日時：2019 年12 月15 日（日）13:30～17:00 
★会場：品川シーズンテラス カンファレンスホール 
★定員：100 名（事前申し込み制、先着順） 
★参加費：無料 どなたでもご参加いただけます。 
 
13:30 電動車いすサッカーのドキュメンタリー 

『蹴る』上映会上映時間 
15:50 トークショー  
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Ⅰ型オンライン懇親会 

愛知県 鈴木浩子 
  

 非常事態宣言で多くのイベント等が中止となる日々。家族の会としても可能性を模索し、オンラインで

様々なことを行っていけるようにと、この度家族の会として ZOOMの有料アカウントを取得しました。そ

してその第１弾として、4月25日（土）の午後、SMA家族の会としては初の試みとなる１型オンライン懇親

会を開催しました。 

募集期間が大変短い急な呼びかけだったにも関わらず、８名の参加者が集まり楽しいおしゃべりをする

ことができました。 

 一番心配していたのはオンラインでの参加がみんなうまくいくかという点。ホスト役の私が不慣れなこと

もあり、はじめ一部うまくいかずご迷惑をおかけする部分がありましたが、なんとか解決！参加者全員、

顔を見ながらお話をすることができました！ 

 話す内容についてはあえてきちんと決めてはいませんでしたが、案の定話題は尽きることなく、様々な話

題に。 

 自粛、休校等の中での過ごし方から始まり、マスクや消毒など、不足している物品についても、仲間内だ

からこその話ができました。マスク、アルコール綿、精製水など……手に入りにくい中、足りないものを融

通し合う話題になる場面も。物品が足りないことで不安を感じる中で、こうして助け合うことができる仲

間の存在を心強く思います。 

また話は普段のケアや過ごし方の話にもなりました。ある参加者から、カフアシストのフィルター付け位

置の工夫のついての話が出た場面では、説明を聞いていても「それってどういうこと？」となかなか言葉で

伝わりにくい雰囲気に。すると、その参加者が一旦画面から消えたと思うと、実際のカフアシスト回路を

持って再登場。実物を見せてもらうことで、参加者一同「なるほど！そういうこと！！」と納得。これは、

オンラインで自宅から参加していることでのメリットですね！ 

こうして思い付くままおしゃべりをしていたら、２時間があっという間。とても楽しい時間となりま

した。参加者のみなさん、ありがとうございました。 

また、今後のオンラインでの可能性も強く感じることができました。大変な状況が続く中ですが、工夫を

することで楽しみを見つけながら過ごしていけたらと思います。 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ⅰ型オンライン懇親会 
★日時：2020 年4 月25 日（土）14:00～16:00      ★会場：Zoom 
★参加費：無料 会員限定 

休校になって困っている・・・・医療的ケア物資が手に入らない・・・ヘルパーや訪問看護を止めている？ 
どうやって過ごしてる？    その他、日頃からの困りごとなど 
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「初！SMA サミット」 

 
東京都 伊藤弾（一般） 

 
27人の同じ障害を持った人たちが1つのコンピュータースクリーンに映る光景は異様？いや、虹のように

鮮やかだった。同じ障害でもそれぞれカラーがある。自分たちがそれぞれの色を放ち、それが交互に合わさ

り、それは虹となった。梅雨を前にして、コンピュータースクリーンは晴れていた。 

令和2年5月5日に第6回SMAサミットが開催された。SMAサミットなんてものが既に過去5回も開

催されていたなんて知らなかった。 

私は2019年1月にアメリカから帰国し、一人暮らしを始めた。日本でのネットワークを広げようと去年

8月に参加したとあるイベントにて、歳が近い筋ジストロフィーのYoutuber男性と知り合った。彼にSMA

当事者を集めて座談会をやらないかと提案され、“SMA座談会”が毎月、彼を筆頭に行われることに

なった。その座談会で知り合った、またSMA Ship という団体の経営者の一人でもある射場桃子さんが

SMAサミットの宣伝をしていたので、今回サミットに申し込みをしようと思った。 

SMAサミットは当初大阪で開催される予定だったらしいが、COVID-19感染拡大防止のため、オンライ

ン（Zoom）で開催された。オンラインで開催されたおかげか、北は北海道、南は鹿児島と、全国から集ま

ることができた。まさにCOVIDが人にチャンスを与えた瞬間だ。Zoomのウィンドウにはいくつもの顔が

写っている。殆どが初めて見る顔だが、見慣れた顔と表情が並ぶ。同じ病気だからなのか。側湾で曲がった

体の形、肺活量が少ない精一杯の声等が自

分とシンクロナイズされる。自分以外にも

SMAというストーリーが様々な人の人

生にて再生されている。もちろん性格、

顔、背景は多種多様なのだが、辿って来た

道には、何処か通じる所があったのだろ

う。人見知り全開の自分はだいぶ緊張して

いたが、同時に、初めて会うのにそんな感

じがしない、そんな奇妙な気持ちがした。

27人が自己紹介をしたりコロナウイルスの

対策方法をシェアしたり、話は進んでゆ

く。人見知りの私は、中々溶け込めずに

いた。 

そうこうしているうちに、後半の部が始まり、少人数のグループトークが始まる。これでみんなと仲良く

なれるチャンスが広がる！ 私には楽しみな時間であった。5~6人ずつで別れ、ある特定の話題で話し合いを

した。私のグループは、“おしゃれ”と“一人暮らし”についてで、それぞれ前半・後半とで別々のメン

バーで話し合った。正直、時間が足りなかったというのが感想、というより不満だ（笑）。ファッションの

話は今まで健常者としかしたことがなかったから、障害者の視点からそれを語れるということで、非常に興

味深い時間となった。一人暮らしの話は、似たような悩みを持った仲間がたくさんいるということが、とて

も印象的だった。どちらのセッションでも、話し足りないと思うほどトークの時間は充実していた。オンラ

インだから、時間が来たら強制終了。実際に会っていたら、「また後でこのメンバーで話そう」とか「飲

みに行こう」とかできたんだろうなぁ。オンラインは便利ではあるが、このようなもどかしさもある。 

SMAサミットは私に多大な影響を与えた。私は今まで自分を客観的に見たときに、どこか“特別“とい

うことを意識していた。しかし、私はこのサミットのおかげで、自分は一人でこの人生を歩んでいるわ

けではないと悟り、”どうせ自分だけが～”という概念から少し離れることができた。ここでは“特別”と

思わなくていいんだ。自分にとって楽な場所、人間らしくいられた時間にいれた。きっとあの場にいたみん

なもそう感じていたのではないだろうか。どんどん広がっていくこのSMAコミュニティーに私は、大きな

可能性しか感じない。 

 
 
 
 

 

SMA サミット 2020 オンライン 
・日時：2020 年5 月5 日（火）14:00～17:00 
・場所：Zoom 

内容 
14:00 始まりのあいさつ 
14:05 自己紹介 
14:35 ときほぐしTIME 
14:50 全体トーク 

 
15:30 休憩 
15:45 グループ別トーク 
16:55 終わりのあいさつ 
17:00 終了 



 

 

2020 年 6 月発行 第 38 号 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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役員のおうち時間①       上髙垣内 まり子 

 

新型コロナウイルス拡大は全国的に少しずつ落ち着きつつありますが、一部の地域ではすでに第２波を思

わせる所もあるなど、状況は日々変化しています。会員の皆さまは、体調を崩すことなくお過ごしでしょう

か。先日初めて行われたオンライン懇親会でも話題にあがりましたが、自粛期間をどう過ごしているのか。

我が家（奈良市在住）がどう過ごしたかを少しだけ紹介したいと思います。 

三男（ＳＭＡⅠ型）のケアは４月上旬まで変わらず続けていました。

緊急事態宣言が出てから、サービスを減らしたり、止めている家庭がある

ことも知り、ようやく我が家も家に出入りする人を制限し始めました。ヘ

ルパー利用を止め、訪看はお風呂の１時間半のみの利用としました。月一

度の受診が２病院あるのですが、どちらも母のみの受診とし、その間は主

人にテレワークをしてもらい、対応しました。 

この春から幼稚園の年長さんになりましたが、まだ一度も登園してい

ません。幼稚園自体は４月に始業式のみ短時間で行い、そこから休園、６

月から時間差での登園となっていますが、小学校との兼ね合いや時間も短

いことから、６月半ばからの登園を予定しています。今までのようにお部

屋でお絵かきや製作、楽器で遊んだり大好きなことがあまりできず、外遊

びを主とした活動が多くなるようです。これからどんどん暑くなってくる

時期で、影のない園庭での活動は本人には厳しく、活動内容を含め、園と相談しているところです。 

まだまだ安心して以前の生活にすっかり戻ることは難しい時期ですが、感染予防に努め、体調管理をして

いきましょう。物品などは足りていますでしょうか。困った時はＭＬなどで助けを求めてください。力になれ

る方法をみんなで考えていきましょう。 

 

 

 

 

≪役員挨拶続き≫ 役員外・会計監査：中目 敏雄(福島) 

 家族の会の会計監査を務めさせていただいております。 

 長男が2型で現在26歳の成人です。おかげさまで、地元の IT企業に週30時間未満の勤

務をしております。テレワーク勤務ですが、週一回は出勤しています。 

 20数年前の家族の会の立ち上げの前から、当時はまだ古い建物の東京女子医大の教室で、

家族の会創立のために、毎回、子供達（長女と）と私たち夫婦と福島いわきから足を運びま

した。当時は、まだまだ SMAの状況が分からないこともあり、東京近県から沢山の家族の

方々が集まられていたのが、昨日のごとく思い浮かばれます。あれから20数年で、SMAに関

する研究も進み、『スピンラザ』が保険適用となり、投与されておられる方もいることに、

あの20年前のことを改めて涙する次第です。長男も、昨年から、『スピンラザ』投与を開始

しております。本当に、あの時まったく情報のない中で、私たち患者と家族は藁をもつかむ

思いで毎回会合に参加したことが昨日のごとく瞼に浮かびます（少しでも情報を知りたいと

いう強い気持ちだけでした）。 

 そして今年は、『ゾルゲンスマ』が開発され保険適用されます。医学の世界は、日進月歩、

日々進化し続けて行き、私たちが安心して暮らせる生活日常を営めることを祈るばかりで

す。 

 これからも、会としてやらなければならないことはまだまだ数えきれないほどあると思い

ますが、会計監査の立場として、会の発展の一助となるべく協力させていただきます。会

員の皆様にも、多方面からご協力をいただければ幸甚です。 

 

 



 

 

ＳＭＡ家族の会 会報『ふぁみりー』 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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編 集 後 記  記 
 

 

2020 年上半期は新型コロナウイル

スの影響を受けて数々のイベントが

中止や延期となりました。そんな中で

もオンラインなどを通して離れた場

所にいても繋がれる可能性も見えて

きて、より多くの会員の皆様へ寄り添

える機会を作っていきたいと思って

います。コロナの影響で大変な時だか

らこそ、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、一

緒に乗り越えましょう！その他ご意

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。 

SMA家族の会 

会報『ふぁみりー』第38号 

発行：SMA家族の会事務局 

編集：藤原・鈴東 

 

    

 

役員のおうち時間②       松本聖子 
 

 まだ新型コロナウイルスが猛威を奮う中、皆様はいかがお過ごしでしょうか。誰もが予期することのな

かったこの事態が、早く収束することを祈っています。 

 今年で 23歳になる娘は無事、大学を卒業しました。卒業式は中止となってしまったものの、とても良い

大学生活だった様です。そして、障がい者の就労を支援してくださるセンターと連携をとり、仕事を探そ

うと意気込んだ瞬間に、新型コロナウイルスが流行しました。 

 Ⅲ型である娘は幸い、呼吸器などは使用していません。しかし、主治医から「肺に関わる病気には絶対に

ならないように注意すること」と常に言われていました。そのため、肺炎を引き起こしてしまう新型コロナ

ウイルスには注意が必要でした。 

 ステイホーム期間、私と夫は仕事柄テレワークにすることが難しく、出勤していました。そのため、娘に

移すことのないように手洗い・うがい・消毒・マスクの着用は徹底していました。一方娘は元々かなりの引

きこもり気質なので、何の苦もなくステイホーム期間を楽しみながら毎日料理をしてくれました。 

 「うがい・手洗い・消毒・マスクの着用・家から出ない」我が家が徹底して行ったことはこれくらいで

すが、この基本を徹底したことで都内に勤めている者が2人いるものの、感染することなく過ごせていま

す。3ヶ月近くのステイホーム期間でも娘が少しも苦に思っていない、そんな家庭で本当に良かったと

思っています。 

 最後に、冒頭でも述べましたがこの事態が早く収束し、何気ない日常が戻ってくる事を心から願っていま

す。 

＝＝＝＝＝＝ 事 務 局 よ り ＝＝＝＝＝＝ 

【事務局宛郵便物の宛先変更】 

 

役員改選にともない、事務局宛郵便物の確認担当者が変わりました。 

2020年 7月より、会の郵便物は 

〒675-0057 

兵庫県加古川市東神吉町神吉 1027-2 

加古川東神吉郵便局留め 

「SMA家族の会」事務局 神原文香宛て 
へお願い申し上げます。なお、郵便物は定期的に確認しておりますが、お

時間のかかる場合もありますこと、ご了承ください。お急ぎの場合は、事

務局までメール連絡をお願い申し上げます。 

 

【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、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。 

 


