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道南における小児期発症の神経筋難病と重症心身障害児(者)の移行

期医療ネットワーク 
 

国立病院機構八雲病院 小児科 ○石 川 悠 加・石 川 幸 辰 

 

【要旨】 

 2020年8月、当院は、筋萎縮症120床と重症心身障害児(者)120床を、国立病院機構函館病院60床と国立病院

機構北海道医療センター180床に新築移転となる。道南唯一の重症心身障害児(者)病棟となる国立病院機構函館病

院を拠点に、関連病院とクリニックが連携し、長期及び短期入院、外来、在宅の医療体制の充実が望まれる。 

 

【キーワード】：重症心身障害児(者)、神経筋難病、移行期医療 

 

【はじめに】 

 国立病院機構八雲病院は、陸軍病院、国立札幌病院

八雲分院、国立療養所八雲病院と変遷を重ねてきた。

療養所の結核患者の減少に伴い、1964年以降、筋ジス

トロフィー病棟 120 床、重症心身障害児(者)120 床の

長期療養を担ってきた。一等僻地で、医療過疎が北海

道の中でも最も深刻とされ、医師看護師不足が慢性化

する中、患者の高度で多様な医療ニーズに対応する体

制が八雲では今後困難と考えられるようになってきた。

2020年8月、国立病院機構函館病院と国立病院機構北

海道医療センターに機能移転する。国立病院機構函館

病院には、道南で初めて重症心身障害児(者)病棟（60

床）が新築される。 

 

【重症心身障害児(者)について】 

 重症心身障害児は、医学的診断名ではなく児童福祉

での行政上の措置を行うための定義である（児童福祉

法第7条第2項）。重症心身障害児の定義は、国による

明確な基準は無いが、一般的に、大島の分類という方

法を用いて判断されている。発達期に発症し、大島分

類1～4に相当する、歩行ができない肢体不自由と重度

の知的障害（IQ35以下）を重複して認める子ども達を

指す。児童福祉法の対象範囲（18歳未満）を超える18

歳以上の方についても児童福祉法が適用され、総称し

て、重症心身障害児(者)と言うこともある。 

 医療的ケアの必要な例がほとんどで、超重症児（者）

や準超重症児（者）は、人工呼吸や経管栄養を含めた

呼吸や栄養に関する医療的ケアを複数要する例である。

新生児集中治療室（neonatal intensive care unit：

NICU）や小児集中治療室（pediatric intensive care 

unit：PICU）における救命が可能になった中で、増加

している。 

 原因としては、脳性まひが最も多い（表1）。ただし、

当初は原因不明の重症心身障害児(者)と考えられてい

た子どもが、後に神経筋疾患や他の新しく解明された

病気の診断を受けることもある。脳性まひは、胎児が

おなかの中にいる時から出生直後（4週まで）の間に起

きた、脳の何らかの障害による「運動の異常」である。

脳の障害の要因は、遺伝、脳形成異常、脳血管障害、

中枢神経感染症（胎内でのサイトメガロウイルス感染

症、ヘルペス感染症など）、分娩時の低酸素性脳症など

幅広い。また現在の医学では原因がわからないことも

多い。重症心身障害児(者)の推計値は、平成12年度の

調査で、全国でおよそ 43,000 人（うち、入所 14,000

人、在宅29,000人）であったが、さらに増加傾向であ

ると考えられる。 

 

【神経筋疾患と“神経・筋疾患”】 

 国際分類に基づく神経筋疾患（neuromuscular 

disease）の病変は、運動ニューロン（脊髄前角細胞や

脳神経の運動神経核）、脊髄神経根、脳神経、末梢神経

、神経筋接合部、筋肉である。小児期に発症し、青年

期までに、呼吸の問題で、生命とQOLを脅かされる神経

筋疾患の代表として、デュシェンヌ型筋ジストロフィ

ー（Duchenne muscular dystrophy:DMD）などの筋ジス

トロフィー、ミオパチー、脊髄性筋萎縮症（spinal 

muscular atrophy:SMA）、ニューロパチー、多発性硬化

症、ギラン・バレー症候群、重症筋無力症、が挙げら

れる。 

 神経筋疾患とは別に、本邦には、“神経・筋疾患”と

いう枠組みがある（図1）。これは、神経筋疾患に加え

、“重症心身障害児”など、中枢神経障害が主体の疾患

や病態も含む。神経筋疾患の多くは、中枢神経障害が

無いか軽度であるが、神経筋疾患でも、重度の知的障
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害と肢体不自由を呈する例は、“重症心身障害児(者)”

に相当する場合がある。 

 中枢神経障害が重度な疾患や病態では、意思確認や

予後予測がより困難となり，治療選択において、欧米

でも倫理的議論が続いている。 

 

【神経筋疾患の呼吸の問題】 

 人工呼吸器の普及以前の死因のほとんどは呼吸不全

であった。現在でも、生命とQOLに影響が大きい長期呼

吸管理について、神経筋疾患のガイドラインや経験を

重症心身障害児（者）に応用することが勧められてい

る（表2）1)。 

 最近、欧米では、小児在宅人工呼吸のガイドライン

が新規や更新で公表され、なるべく気管切開を回避し

て非侵襲的陽圧換気療法（noninvasive positive pre

ssure ventilation=NPPV)にすることが推奨される2)3）

。咳が弱い児には機械による咳介助（mechanical ins

ufflation-exsufflation=MI-E）が不可欠であるとされ

ている（表2）4)5)。しかし、本邦には成人も小児も在宅

人工呼吸のガイドラインが無い。日本呼吸療法医学会

から2017年に「小児在宅人工呼吸療法マニュアル」が

刊行され、概要を学会ホームページから会員は閲覧可

能であるが、欧米のガイドラインのような、質が保証

された専門的なケア環境については言及していない6)。 

 MI-Eは、2010年度から、神経筋疾患等の在宅人工呼

吸患者に保険診療として認められるようになったが、

病院での使用に保険診療が認められていない。このた

め、病院でMI-Eを使用する体制整備が進めにくく、在

宅患者が体調不良時、手術の前後、レスパイト、災害

で入院時にMI-Eの使用が困難なことがある。病院にお

けるMI-Eの保険収載については、小児神経学会が中心

となり、呼吸ケア・リハビリテーション学会、神経治

療学会など7学会が要望を継続している。 

 

【小児期発症神経筋疾患の緩和ケア】 

 米国疾病予防管理センター（Centers for Disease 

Control and Prevention=CDC）の研究で、以下のよう

なことがあり、重症心身障害児（者）にも参考にでき

ると考える7）。「米国のデュシェンヌ型筋ジストロフィ

ーがいる48家族（全例裕福な保険加入、死亡例5例を含

む）において、緩和ケアという言葉を、85％が知らな

かった。若い神経筋疾患、長期にわたる慢性疾患のた

め、認めたくないという思いが強く、終末期ケアのイ

メージにとらわれる傾向があった。緩和ケアの活用率

のうち、最も高いのは、呼吸ケアで、68％であった。

他は、ケアマネージャー利用：50％、熟練した訪問看

護・介護：44％、宗教家・教師による指導：27％、レス

パイト：18％、外出介助：13％、ペイン・マネジメント

：12％、ホスピス・サービス：6％、食事サービス：3％

であった。事前指示書、リビングウィル、後見人制度

利用はほとんどできない状態で、実施しようとすると

本人家族と医師双方に苦痛や不快を伴った。呼吸ケア

を含めた緩和ケアはQOL維持向上に重要であった。しか

し、小児期の緩和ケアは、アクセスと利用に多面的要

素（個人、介護者、医療者、医療システム自体）の課題

があった」。 

 

【成育基本法をふまえたネットワーク】 

 令和元年12月に施行された成育基本法の基本理念と

して、「成育医療等の提供に関する施策は、我が国にお

ける急速な少子化の進展、成育医療等を取り巻く環境

の変化等に即応するとともに、多様化し、かつ、高度

化する成育過程にある者等の需要に適確に対応した成

育医療等が切れ目なく提供されるよう、当該施策相互

間の連携及びこれと関連する施策との連携を図りつつ

、総合的に推進する」ことや、「居住する地域にかかわ

らず等しく科学的知見に基づく適切な成育医療等の提

供を受けることができるように推進する」ことなどが

記載されている。 

 国立病院機構函館病院に移転となる重症心身障害児

(者)病棟を新たなベースキャンプとして、これまでの

道南における成人医療資源を活用し、小児の擁護や基

礎疾患を考慮した移行期医療のケアシステムの充実に

つなげたいと考える。 
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表1 当院重症心身障害児(者)117例の原因 

 

原因               例(%)                    原因                例 

脳性まひ（原因不明の例）        78（67％)        歯状核赤核ルイ体萎縮症          1 

小頭症                6            先天性多発性関節拘縮            1 

精神発達遅滞              5                       先天性粘液水腫               1 

ダウン症候群                     4                       脳炎後遺症                 1 

結核性髄膜炎後遺症             4                       脳梗塞後遺症                 1 

頭部外傷後後遺症             2                       蘇生後脳症                   1 

髄膜炎後遺症              2                       低酸素性脳症                 1 

染色体異常               2                       急性脳症後遺症               1 

ＧＭ１ガングリオシドーシス       1                       右片麻痺                  1 

コルネリア・デ・ランゲ症候群      1                       化膿性脳炎後遺症              1 

レット症候群           1                       オクシピタル・ホーン症候群        1 

 

表2 当院重症心身障害児(者)117例の主な呼吸または栄養ケア 

 

呼吸または栄養ケア                   例           

NPPV(終日まで)                      11 

口鼻腔吸引                                             10 

気管切開人工呼吸                                   4 

鼻咽頭チューブ                                         3 

気管切開チューブ留置                                  2 

酸素投与                                       1 

MI-E（カフアシスト）により気管切開チューブから吸引      1 

気道内吸引                                              1 

吸入（ジェットネブライザー）                            1 

高カロリー経腸栄養剤使用（経口含む）           90 

経管栄養(経鼻胃管栄養、胃ろう)                27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 重症心身障害児(者)と神経筋疾患 

 

 

重症心身障害児（者） 神経筋疾患 

神経・筋疾患 


