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日　　程

●平成25年11月26日く火）国立病院機構本部講堂

8：25～8：30 �開会挨拶研究代表者：松尾秀徳 � 
ご挨拶　厚生労働省 

8：30～9：06 �インターネット・lTを活用した療養支援法の �座長： 
開発と利用－Ⅰ �峯石裕之（松江医療センター） 

9：06～9：42 �インターネット・汀を活用した療養支援法の �座長： 
開発と利用一Ⅰ �三谷真紀（兵庫中央病院） 

9：42～10：18 �教育入院を利用した在宅療養支援法の �座長： 
開発 �荒畑創く大牟田病院） 

10：18～11：12 �筋ジストロフィー診療における患者や家族 �座長： 
の生活の貫に関する評価法の開発－Ⅰ �中島　孝（新潟病院） 

11：12～12：06 �筋ジストロフィー診療における患者や家族 �座長： 
の生活の茸に関する評価法の開発－Ⅱ �石川悠加く八雲病院） 

12：06～13：06 �昼　食（専門部会） � 

13：06～14：00 �呼吸管理と呼吸券使用に関連したリスク 管理－Ⅰ �座長： 大矢寧（国立精神・神経 医療研究センター） 

14：00～15：03 �呼吸管理と呼吸器使用に関連したリスク 管理－Ⅱ �座長： 橋口修二く徳島病院・四国 神経筋センター） 

15：03～15：21 �筋ジストロフィー患者に関する種々のデータ �座長： 
ベース構築 �藤村晴俊（刀根山病院） 

15：21～15：57 �プロジェクト研究 �座長： 藤村晴俊く刀根山病院） 

15：57～ �閉会挨拶研究代表者：松尾秀徳 � 

16：00～18：30 �雄三　員　会議 � 

≪演者の先生方へ≫
・発表の30分前までには受付をお済ませください。

・発表時間は、9分間（発表7分、質疑応答2分）です。

・発表時間の終了は、ベル（終了1分前に1回、終了時に2回）でお知らせいたします。

時間厳守でお廉いいたします。

・発表演題はPCプロジェクターのみを使用して行います。

・OSはWindow＄7上におけるPowerPoint2003、PowerPoint2007、またはPowerPoint2010です。

－1－



讐讐禦汀を活用した療養支援法の開発と利旧H　【8‥30～9＝06】座長：峯石裕之（松江医療センタ‾） 

1 �　　′ 筋ジストロフイ－病棟患者におけるソ－シャルネットワ－キングサ－ビス（SNS） �小関　敦 �国立病院機構あきた病院 
がもたらす効用に関する研究 

2 �各施設の筋ジストロフィー患者のインターネット・IT利用の活用に関する具体 �奥野信也 �国立病院機構刀根山病院 
的事例調査（多施設協働研究） 

3 �iPadを使用した行事活動について（第2報） �吉川　満典 �国立病院機構刀根山病院 

4 �高齢・重症化する患者へのPC支援内容の検討 �菊池恒成 �国立病院機構兵庫中央病院 

讐讐禦汀を活用した療養支援法の開発と利用－Ⅱ　【9：06～9＝42】座長＝三谷真紀（兵庫中央病院） 

1 �筋ジストロフィー病棟におけるSkypeを使用した他院との交流活動を実施して �溝口あゆみ �国立病院機構下志津病院 ー第2報一 

2 �療養介護病棟におけるインターネット利用時のトラブル防止について �市河　裕智 �国立病院機構松江医療センター 

3 �顔の動きでパソコン操作するソフト（Facemouse）を導入して �森　達也 �国立病院機構松江医療センター 

4 �フェイスブックを活用した在宅筋ジス患者のネットワークの構築 �鈴木菜耶 �国立病院機構西多賀病院 

器用した在宅療養支援法の開発　　　【9：42－10＝18】座長＝荒畑創（大牟田病院） 

1 �療養介護病棟家族調査から見る在宅療養支援の課題 �高原　和恵 �国立病院機構箱根病院 

2 �筋ジスポートサービス患者の在宅療養支援の充実を図る～退院時ADL報告 �馬場　真子 �国立病院機構大牟田病院 
書改訂を行って～ 

3 �先天性筋ジストロフィー患者の在宅復帰支援一家族指導と地域連携の充実 �久徳　博子 �国立病院機構南九州病院 

4 �在宅人工呼吸器患者での問題点 �大矢　寧 �国立精神・神経医療研究セン ター 

諾漂監診療における患者や家族の　　　【1。‥18～旧2】座長＝中島孝（新潟病院） 
生活の �質に関する評価法の開発－Ⅰ 

1 �筋ジストロフィー児童における社会的認知に関する研究 �松井美也子 �大阪大学人間科学研究科 国立病院機構刀根山病院 

2 �筋ジストロフィー患者の価値の辛云換の過程について－SEtQoL－DWを用い て �船越　愛絵 �大阪大学人間科学研究科 国立病院機構刀根山病院 

3 �筋強直性ジストロフィー患者の口腔状況と口腔ケアマニュアルの効果第三 報 �川上さやか �国立病院機構旭川医療センター 

4 �ジストロフィン異常症患者へ認知機能評価結果をフィードバックすることの意 義 �上田　幸彦 �沖縄国際大学 国立病院機構沖縄病院 

5 �ジストロフィン異常症患者の認知機能の特徴一記憶実験課題にもとづく検討 �前堂　志乃 �沖縄国際大学 
その②：有意味請、数字、線画刺激を用いた場合－ ��国立病院機構沖縄病院 

6 �患者参加型のサービス提供体制をめざして一第3報－ �末永　紀子 �国立病院機構熊本再春荘病院 

監禁監＿診療における患者や家族の　　　【，1‥，2～12‥。6】座長：石川悠如く八雲病院） 
生活の �質に関する評価法の開発－Ⅱ 

1 �活動意欲の見られない患者のQOLの変化について～個人の生活の質評価 �岡田ひかり �国立病院機構新潟病院 
法（SEIQoL）を利用した関わり～ 

2 �筋ジストロフィー病棟患者のQOLに関する評価法の－取り組み～日中活動支 援の評価～ �斉藤　健一 �国立病院機構西多賀病院 

3 �デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の活動支援における作業療法の役割に �田中　栄一 �国立病院機構八雲病院 
ついて 

4 �筋ジストロフィー患者における体組成分析（lnBody）を用いた栄養評価の検 討 �阿部　真世 �国立病院機構西別府病院 

5 �在宅筋ジストロフィー患者に対しての食事提案前後での栄養摂取量の比較 �青木　緩美 �国立病院機構東埼玉病院 

6 �筋ジストロフィー患者の食事改善と栄養管理に向けた取り組み（第3報） �平島　由絵 �国立病院機構奈良医療センター 

～　昼　　食　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12：06～13：06 



濫器使用に関連した。スク酔Ⅰ　【13‥0州：00】座長‥孟宗七男警精朴神経医療 

1 �長期人工呼吸用器機トラブル対応ネットワークシステム �斉藤　利雄 �国立病院機構刀根山病院 

2 �筋強直性ジストロフィー患者の人工呼吸器の日中離脱一経皮PCO2／SpO2 �橋口　修二 �国立病院機構徳島病院・四国神 
モニタノングによるリスク管理－ ��経筋センター 

3 �筋ジストロフィー病棟におけるNIPPV呼吸回路のディスポーザブル化の試み �岡田　康弘 �国立病院機構下志津病院 

4 �安全な人工呼吸器移動に関する取り組み �池田　宏奈 �国立病院機構宮崎東病院 

5 �気管切開された筋萎縮症患者に対するPEEP弁付き救急蘇生バックを用いた �佐藤　書信 �国立病院機構広島西医療セン 
深吸気療法の効果検証 ��ター 

6 �新人教育において人工呼吸器に対する看護ケアの教育方法の検討について �加茂　恒樹 �国立病院機構広島西医療セン ー指導者の人工呼吸器管理に対するアンケート調査－ ��ター 

濫鮒耶関連したリスク管瑠卜Ⅱ　　【14‥00～15：03】座長‥弘器（徳島病院●四国神経 

1 �24時間人工呼吸器を長期に装着している易骨折性患者の体動時のケアの留 �品田　葉月 �国立病院機構　新潟病院 
意点を明らかにする～2例の上腕骨骨折事例を振り返って～ 

2 �ポータブル型人工呼吸器に使用される呼吸回路の評価【多施設共同研究】 �阿部　聖司 �国立病院機構西別府病院 

3 �NtPPV患者における鼻マスクと鼻プラグが開口と岨囁機能に与える影響 �鈴木　幸久 �国立病院機構鈴鹿病院 

4 �呼吸と膝下の協調訓練が奏功して経口摂取が可能になった筋強直性ジスト �佐藤　伸 �国立病院機構鈴鹿病院 
ロフィーの1例 

5 �Duchenne型筋ジストロフィーにおける息溜め能力と囁下機能との関連性 �田島夕起子 �国立病院機構東埼玉病院 

6 �筋ジストロフィー患者の口腔機能訓練（機能的口腔ケア）の取り組み継続後 の報告 �豊田　健太 �国立病院機構熊本再春荘病院 

7 �気管内吸引時における気道内分泌物の飛沫状況調査～神経筋疾患の気管 �元木　健介 �国立病院機構青森病院 
切開者に対して～ 

琵漂乳患者に関する種々のデ＿タベ＿ス構築　【15：03－15＝21】座長‥藤村鵬（刀根山病院〉 

1 �NPPV用マスクのデータベースについて【多施設共同研究】 �斎藤　雅典 �国立病院機構あきた病院 

2 �筋ジストロフィー病棟データベース �斉藤　利雄 �国立病院機構刀根山病院 

プロジェクト研究　　　　　　　　　　　　　　　　　【15：21～15：57】　座長：藤村晴俊（刀根山病院） 

①－1 �気管内喀痍自動持続吸引システムが神経・筋難病患者の療養に及ぼす効果 �川下　洋美 �国立病院機構長崎川棚医療セン の検討第2報 ��ター 

②－1 �人工呼吸器の機種に関連したインシデントに関する研究 �三橋　寿子 �国立病院機構宇多野病院 

③－1 �摂取栄養量とDMDの体組成～DEXA法からの検討・多施設共同研究～ �藤村真理子 �国立病院機構刀根山病院 

③－2 �摂取栄養量からみたDMDの栄養状態について～多施設共同研究～ �藤村真理子 �国立病院機構刀根山病院 

～　班員会議　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16：00～18：30 



課題①・Ⅰ・1

筋ジストロフィー病棟患者におけるソーシャルネットワーキングサービス（SNS）が

もたらす効用に関する研究

分担研究者：国立病院機構あきた病院　神経内科　和田千鶴（医）

共同研究者‥国立病院機構あきた病院　○小関敦（指）、渡遽ちひろ（指）、深沢仁（指）、

松浦世志子（OT）、佐々木尚子（看）熊谷昌江（看）

【目的】病棟生活により社会的行動範囲が狭くなっている筋ジストロフィー病棟患者にとって、外部との人間関

係を形成するためにどのようなツールを使用するかという問題は、QOLにも関わるため非常に重要な課題の‾

っである。そこで本研究では、FacebookのようなSNS（S∝ialnetworkingservice）が、このような患者にとっ

て人間関係形成の補完および拡充的な役目を担うものではないかという視点からSNSの効用について分析する0

【方法】塑重量‥パソコンでインターネットを利用しているDMD、BMI）、LGMD、SMA、CMTの患者18

名（平均年齢39．0±14，8歳、男性15名、女性3名）左堕‥1）インターネットリサーチを行っている株式会

社Maα。mi11の調査票を参照し、インターネットの利用目的をa．ネットサーフィン（調べ物）、b・動画・音楽

の視聴やダウンロード、C．メール、d．Skypeなどの電話の利用、e．ネットショッピング、fネットバンキング、

g．sNS（Faceb00k，mixiなど）への書き込みの7項目に分け、利用項目を選択してもらう02）SNS利用者対し半

構造化面接により、利用状況などの聞き取り調査をする。全堕：1）本利用調査結果から得たSNS利用率を日本

全体調査結果（Macromin杜2012．5調べ、及びICT総研，2012．12調べと比較する。2）SNS利用者に対する聞き

取り調査結果から、他者の交流の広がりについて定性的に分析する。

【結果】1）対象者の利用日的7項目については、a．ネットサーフィン倒用率100％）、b・動画・音楽の視聴や

ダウンロード（100％）、d．メール194％）、Lネットショッピング（78％）の利用が高く、反対にh・SNS（Faceb00k，

mixiなど）への書き込み（28％）、e．Skypeなどの電話の利用（22％）などの利用は低かった。利用の全体的傾向は

全国調査と類似していた。他者との交流を目的としたアプリケーションを比較するとメール＞SNS＞Skypeの

順であり、この利用優先順は全国調査伽acromill社2012．5調べと同じだった。SNSの利用率（対象者28％）

について全国調査と比較するとMacromill社の全国29％とは同等、ICT総研の全国52％（スマートホンでの利

用を含緑であり、対象者の利用率の方が低かったこ2）SNSの利用状況について、Faceb00kは「仲間は20～30

名いるが、趣味などの差し障りのない話題での交流をしている」、「自己の内面（心愉のことは書き込まない」、「次

第に薄っぺらい交流になっていく」。「知らない人との交流もあるが、継続的にはならない」、「親しい人、重要な

要件はメールを使う」といった意見があった。m血は「匿名性が高いので、触手に）遠慮なく書き込みしやすい」、

「仲間は増えるけど、信頼のある情報のやり取りはしない」といった意見があった。

【考察】本研究では、身体活動にハンディキャップがあり、社会的行動範囲が狭くなっている対象者にとって

SNSは外部者（他都との交流を補完および拡充する役目をもつツールなのではないかという仮説を立てた。しか

し、実際のSNSの利用率は全国結果より低く、またメール利用率と比べてもSNS利用率は低い。この理由と

してインタビュー結果から、Fa（黒tX氾kは、まず実際の交友関係の成立が先立たなければ関係性は脆弱になるこ

と、またmi滋は匿名性が高く仲間が増えやすい一方、責任のない書き込みしやすく相手への信頼性が形成でき

にくいことが推察された。これらより、SNSは外部者との浅い関係性を継続することに有効かも知れないが、

利用開始動機に見られるように「流行り」といった社会文化的要素の影響が強く、新しく人間関係を形成してく

ためのツールになっているとはいいがたい。そのため療育的な観点からは、患者のSNS利用にあっては、まず

外部者との払αbh促の人間関係形成を促進していくことが優先されるべきと考えた。



課題①－ト2

各施設の筋ジストロフィー患者のインターネット・IT利用の活用に関する

芸悪霊芸芸‥：詔書慧竿完㌍禁忌三雲雷㌣ト露語＼警這慧讐諾濫美知子4（保，、
峯石裕之5（指）、馬場亜伊子6（指）

1刀根山病院、2鈴鹿病院、3あきた病院、4東埼玉病院、5松江医療センター、6長崎川棚医療

【目的】全国の筋ジストロフィー病棟におけるインターネット等の活用状況について実態を明

らかにし、その活用の新たな可能性について検討することにより、「インターネット・ITを活

用した療養支援法の開発」に繋げていくことを目的とする。

【方法】2013年8月現在の状況を調査票により、1・パソコン使用についての教育（パソコン

の使い方、ネットワーク利用のエチケット（以下ネチケット）等2・セキュリティーについて（情

報の漏洩、ウイルス感染、書き込み等）3・管理運営について等、13項目について自由記述で回

答をもとめた。対象は、国立病院機構筋ジストロフィー施設（療養介護・指定医療機関）27施

設とした。

【結果】27施設中22施設から回答があり、回収率は81％であった0

調査項目1パソコン使用の教育については、使い方を必要に応じて指導している施設は6。

指導内容としては「書き込みや著作権について特に指導。パスワードは書面で記録」「理解力

の低い利用者には外部への書き込み内容をチェック」などがあげられた。また複数のサイトに

不適切な書き込みをしてマスコミに報道され社会問題になった施設では、運営管理方法からネ

チケットの周知徹底にわたり強力に指導したとしている。小児病棟では日課の中でのルール作

りをしている施設がある。

調査項目2　セキュリティー　過去にウイルスの感染があった施設は3。ウイルス対策ソフト

導入を義務づけている施設は6。導入を義務づけていないが勧めている施設は3。病院で一括し

てセキュリティーを管理している施設、技術ボランティアが定期的にウイルススキャン等の管

理をしている施設がある。問題点はウイルス対策ソフト体験版を使用している場合無料期間が

過ぎていることがある。また院内の業務用ネットワークを利用者に開放している施設では、情

報の漏洩等はなかったものの、利用者のパソコンが迷惑メールを送り出すウイルスに感染した

例がある。

調査項目3　管理運営については、病院で管理し利用者に無料で開放している施設は4。他は

自治会やサークルで管理し使用料を徴収している。問題としては、管理している団体との乱轢

があり利用を諦めたり、加入せずイーモバイル等の移動型データ通信端末を使用している利用

者がある。また管理している団体が徴収した使用料の保管方法に悩んでいる施設もあった0利

用に際し管理している病院や自治会などの団体に対し申請書や同意書を求め、責任の所在や義

務などを明確にしている施設は3施設であった。

4以下の調査項目については紙面の都合で省略。

【考察・結論】
昨年度の結果に加え、具体的な問題点、そしてその施設としての具体的な解決方法が明らか

になった。ネット利用の問題点としては、セキュリティー対策上の問題点の指摘は多い0特に

ァダルトサイトの閲覧制限をしている施設が少ない中で、ワンクリック詐欺の表示があり支払

いかけた例が8施設。そのためウイルス対策ソフト使用を義務づけることは必要かもしれない。

有料のウイルス対策ソフトは機能も多く不正なポップアップウインドウ（ワンクリック詐欺等）

を防止するだけでなく、感染してしまったときの対策も知ることができる。

今後、患者のQOLをより向上させていくためには、多職種による協力や外部機関との連携の

検討、セキュリティー面での安全性やトラブル、機器の保守等について、院内における一定の

ルールの検討が必要である。今回の調査を元に来年度は他職種と協力し入力デバイスの工夫や

役に立つウェブサイトなど各施設にとって役立つ冊子発行につなげたい。



課題①・卜3

貯adを使用した行事活動について（第2報）

研究分担者‥国立病院機構刀根山病院　神経内科　藤村晴俊（医），斉藤利雄（医）

共同研究者‥国立病院機構刀根山病院　一療育指導室　2神経内科

○吉川満典（指）1，奥野信也（指）1，久原百合（保）一，西澤悦子（保）1，松村剛（医）2

【目的】当院では患者の重症化高齢化により日中活動や行事活動の実施方法に工夫が求められている

ことから，個別活動，行事活動の充実と患者同士が交流する手段として「iPad」を導入したことは既に

第1報で報告したとおりである。導入から約一年が経過した現在においては，iPadは個別活動や行事

活動に欠かすことのできない存在となっており，活動の質を保障するためにも必要なツールの一つとし

て使用されている。そこで，患者の側でもどれだけiPadの使用が認識されてきたのかを検討するため

に調査を行ったのでここに報告する。

【方法】療養介護の契約入院患者に調査を求め，回答が得られた31名を分析対象とした。なお，アン

ヶート用紙は第1報で使用したものと同様とし，前回の結果との比較検討を行うこととした。アンケー

トの内容は，「患者間の面識・交流について」「iPadの認知について」「iPadを行事で使用したことにつ

いて」の3つである。

【結果と考察】先ず，「患者間の面識・交流について」は「大体知っているが，名前も顔も知らない人

が増えてきている」の割合が47％から38％に低下しており，「名前を知っていても・顔は知らないこと

が多い」が33％から22％に低下していた。また，「他の患者と交流していますか？（メールなども含む）」

は「はい」が39％から74％にと大幅に上昇する結果となった○なお，交流の場所としては，「病室」以

外にも「食堂」「行事」「自治会活動」「サークル活動」「メール」などが挙げられていた。以上のことか

ら考察すると，退院と入院による患者の入れ替わりによって患者間の面識は低下しているものの，顔を

合わせたり，直接声をかけたりしなくとも「電子メール」や「行事」「サークル活動」などによって何

らかの場を共有していることを「交流」と捉える患者が増えてきたことの現われではないかと考えられ

た。

次いで，「iPadの認知について」は「iPadを知っていますか？」は「ある程度知っている」が47％

から63％に上昇しており，「聞いたことはあるがよく知らない」が47％から26％に低下していた。ま

た，「iPadについてもっと知りたいと思いますか？」では「知りたい」が83％から70％に低下してい

た。これについては，行事や自治会のお誕生日紹介でのiPadの度重なる使用によって・ある程度はiPad

を活用した行事活動などが患者にも認知されてきたということであり，また，それに伴う真新しさの減

少によって興味が幾分か低下したものと考えられた。

また，riPadを行事で使用したことについて」は「自治会のお誕生日紹介での利用」は「とても良か

った」が36％から33％となっており，「良かった」が40％から50％に上昇している0そして，「行事

で利用したことについて」では「とても良かった」が41％から40％となっており，「良かった」が47％

から53％となっていた。これについては，自治会のお誕生日紹介や行事でのiPadの使用が患者からも

良い評価をされたものとして受け取ることができた。

【総合考察】本研究の結果からは，患者の入退院によって患者間の面識は低下しているものの・必ずし

も直接に顔を合わせたり声をかけずともメールや行事を介して何らかの場を共有していることが「交流」

として捉えられてきている傾向にあることが伺われた。また，自治会のお誕生日紹介や行事でのiPad

の使用は患者にも認知されており，良い評価を受けていることも分かった。ただし，「交流」の捉え方

の変化とiPadの使用との因果関係は不明であることから，それについては今後の研究課題となった。



課題①・Ⅰ・4

高齢・重症化する患者へのPC支援内容の検討

研究分担者‥国立病院機構兵庫中央病院　神経内科　三谷真紀（医）

共同研究者：国立病院機構兵庫中央病院　神経内科

○菊池恒成（指）、藤田貴子（保）、辻本和代（指）、松本浩幸（指）江森千賀子（看）、

高須朝恵（看）、三谷真紀（医）

【目的】高齢化・重症化してADLが低下しても、充実した療養生活を過ごすために、PC

を有効活用できるように支援内容を検討する。

【方法】①入院患者にPCの経験年数や使用状況についてアンケート調査を実施する。

②充実したPC活動ができるように、希望者を対象にワード、エクセルの基本的な操作か

ら始め、写真の編集やスライドの制作などの応用編も含めたPC講習会を実施する。

③PCの使用状況によっては、必要に応じて個別に指導を実施する。

【結果】①アンケートの有効回答は、69人（入院患者の78％）であった。入院患者の54％、

48人がPCを使用しており、その内41人は、PC経験年数が6年以上であった。しかし使

用状況としては、トランプゲーム32人、音楽鑑賞30人、DVD鑑賞32人、動画鑑賞24

人など、限られた活動をしている患者が多かった。

②PC講習会においては、エクセルやワードの説明の時は、あまり積極的に取り組まない

患者も見られたが、外部の講師によるスライド制作の説明会の時には、自ら質問し積極的

に取り組む患者も出てきた。

③PC個別指導の一例‥74歳、女性。自分一人では何もできないと思い、入院してから

は気分も落ち込みがちだった。PC入力方法の工夫・援助や操作方法の指導の後、家族との

メール、思い出の写真アルバム作りなどを自分で行えるようになり、PC活動に積極的に取

り組むようになった。

【考察】近年、一定の社会経験をした後、本人及び介護者の高齢化、病状の進行に伴い、

介護困難となって入院する高齢患者が増加している。遠方からの入院も多く、限られた面

会時間の中、家族や社会との交流が途絶えがちである。また病状が進行し、ベット上での

生活を余儀なくされる患者も増えているが、日々受け身の生活になりがちである。このよ

うに入院患者の高齢化・重症化に伴い、PCやPCに代わるタブレット端末などを有効活用

し、療養生活の充実を図り、さらに一歩進んで、自己実現ができるよう積極的に支援をし

ていく必要がある。具体的には家族や友人との交流、余暇活動の充実、金銭管理など自己

管理、文章や絵画、音楽などでの自己表現活動などが考えられる。

【結論】アンケート調査から、PCを限られた活動のみに使用している入院患者が多いこと

がわかった。療養生活を充実させるためにPCを有効活用できるよう講習会、個別指導を通

して今後とも積極的に支援していく必要がある。



課題①・Ⅱ・1

筋ジストロフィー病棟におけるSkypeを使用した他院との交流活動を実施して一第2報一

研究分担者‥独立行政法人国立病院機構下志津病院　神経内科　三方　崇嗣（医）

共同研究者：独立行政法人国立病院機構下志津病院　○溝口あゆみ（保）向井優美子（保）沼倉晃子（保）

糸川香奈恵（保）佐竹弘美（保）木下智美（指）木村早希（指）山等利紘（指）杉山浩志（指）本吉慶

史（医）

【目的】

当院筋ジストロフィー病棟では以前は野球大会等、管内の利用者同士が直接交流する機会があった。し

かし症状の重度化により直接交流が途絶えた状態にある0そこでインターネットを利用したテレビ電話

システムrSkype」を使用して定期的に他院の筋ジストロフィー病棟と交流する環境設定を行い、新潟病

院と交流することができた事を昨年の本会において報告した。

その中で利用者から新たに「Skype交流会内で何か活動を行いたい」「話しのきっかけが欲しい」「今まで

通り会話を楽しみたい」など様々な要望や医療度が高い方からの参加希望が上がったため、活動内容の

見直しと参加対象者の拡大を行った。

【方法】
・昨年に引き続き新潟病院と交流会を行った。

対象者計9名（DMD5名、BMDl名、先天性ミオパチー1名、MyDl名、LGMDl名）

・事前に利用者と活動内容等の検討をし、新たに活動計画を作成する。

（1部はテーマに沿った話やゲームを行い、2部はフリートークを行う。）

・インタビュー形式によるアンケートを実施する。アンケートは全8間で、回答は選択式や自由記述式

を取り入れ、利用者の率直な意見や感想を聴取する。

・発話が難しい利用者の参加方法として意思伝達装置を使用する。

【結果】

・利用者からは「テーマを設定した事で話しやすかった」「他院の筋ジストロフィーの方とメー

ルではなく顔を合わせて会話ができる機会がとてもよかった」などの意見が聞かれた。

・1部のテーマに沿った話やゲームでほとんどの時間を費やした。そこで2部のフリートークのみの日

を設定したが交流がはかどらなかった。

・ほぼ全員がアンケートでテーマを決めた方が話しやすかったと回答した。

・「実際に会いたい」「知り合いを増やしたい」「面と向かって会話できる機会が持てた」という意欲的な

発言が見られた。

・設定時間以外にメールやフェイスブックで個人的にやりとりを始めた。

・意思伝達装置での会話では時間がかかり、スムーズな会話はできなかった。

【考察】

・事前に利用者と具体的な活動内容の検討を行うことで、利用者自身が話すことへの準備ができ、交流

をより一層楽しむことができたため、「会いたい」といった昨年より意欲的な発言が聞かれた。また、

個人への興味が更に深まり、一部の利用者は自発的に交流の幅を更に広めることができた。

・会話が難しい方の継続的な参加希望があるため、参加方法の検討が今後の課題となった。



課題（彰一Ⅱ・2

療養介護病棟におけるインターネット利用時のトラブル防止について

研究分担者：国立病院機構松江医療センター　療育指導室　峯石裕之（指）

共同研究者‥国立病院機構松江医療センター　療育指導室　○市河裕智（指）有吉博史（指）

佐々木智也（指）笠置龍司（ME）

勝部典子（事）峯石裕之（指）

番田泰子（医）

【目的】

近年、療養介護病棟における筋ジストロフィー患者のインターネット利用時のトラブルが多発してい

る。これらのトラブルを受け、現在、インターネット利用中の患者と新規入院患者を対象としたインタ

ーネット利用時の取り決めや一般的なルールなどをまとめた手引き書などの必要性を感じている。

本研究では、入院中の筋ジストロフィー患者向けの手引き書の策定とそれを活用したトラブル防止策

について効果を検証することを目的とする。

【対象】

松江医療センターに入院中の筋ジストロフィー患者を対象とする。

【方法】

1・インターネット利用についてのトラブル事例を検討し、手引き書の作成を行うこと。

2・手引書を用いたトラブル防止策について患者に対し講習を行い、アンケートにより効果を検証する。

【結果】

患者からのトラブル事例の聴取や過去の児童指導員の指導記録から、トラブルがあった場合、患者が

自身で対処しようとしたが、最終的に、職員に相談せざるを得なくなったケースが大半を占めることが

分かった。そこで、これまでのトラブル事例を紹介し、トラブルに陥った時の対応や対処法をよく理解

した上で、インターネットを利用する必要性を強く感じ、手引き書に反映させることとした。

また、これらのインターネット利用についてのトラブル事例を検討するとともに、利用に関するマナ

ーや常識を取り入れた項目と療養介護病棟の特有の問題と思われた事例について載せることとした。

一般的なインターネット利用に関する常識やマナーについては①設備に関する事項、②ソーシャルネ

ットワークサービス（以下、SNSと略）に関する事項、③成人向けサイトに関する事項、④電子メー

ルに関する事項、⑤インターネット通販に関する事項、⑥セキュリティに関する事項に焦点を当てた。

設備に関する事項では、無線LANの使用制限や準備していただく機材などについて、SNSに関す

る事項では、患者以外の不特定多数の閲覧があること、書き込みなどのマナーについて一般的に気を付

けなければならない事柄について記載した。成人向けサイトに関する事項と電子メールに関する事項で

は、ウイルス感染や不正なアプリケーションソフトのインストールについての注意喚起について記載し

た。インターネット通販に関する事項とセキュリティに関する事項では、決済方法やパスワードの管理

などについて記載を行った。

現在、患者に対するトラブル防止策として、作成した手引きを用いて療養介護病棟の特有の問題と思

われた事例を中心に講習会を実施し、これらの結果を改めて、当日報告することとする。



課題①－Ⅱ・3

研究分担者

共同研究者

顔の動きでパソコン操作するソフト（Facemouse）を導入して

独立行政法人国立病院機構松江医療センター　峯石　裕之（指）

国立病院機構松江医療センター　○森　達也（作）

宇田山俊子（理）佐々木早苗（作）加藤伸一（作）

【目的】病状が進行した筋ジストロフィー（以下、筋ジスと略す）患者にFacemouseというソフトを導

入することでパソコンの操作性が向上したので現状と課題を報告する。病状が進行した筋ジス患者は、

上肢機能の低下によりパソコン操作が困難になり、特殊なマウスや改造したマウスを用いることが多いo

Facemouseはパソコンに取り付けたWebカメラで使用者の顔の一部を映し、その部位を動かすことで動

作を認証してマウス操作と文字入力が行えるソフトである。

【対象・方法】症例：ベッカー型筋ジス患者A氏　年齢51歳。筋ジス機能障害度の分類ステージⅧ、上

肢機能障害分類11（立方体が母指対立位で握れる）024時間NIPPVを装着し、仰臥位で過ごしている。

パソコン操作は、トラックボールマウス（以下、マウスと略す）を腹部に乗せて操作している0　しかし

指先の位置がずれてカーソル操作できなくなり、介助者に修正してもらうのに時間がかかることが起こ

っていた。今回、マウスのクリックは安定して行えていたのでFacemouseでカーソル操作のみ導入した。

Ⅵkbカメラで、下顎の動きを認証させ、操作性を安定させるために下顎には目印となる直径1cmの黒

い紙を貼って行った。操作時間でマウスのみとFacemouseを併用した時と同じ動作で行い、平均タイム

を計測した。次の動作について計測した。①文字入九スクリーンキーボードで「おはようございます。」

と打ち込む。②インターネット操作、特定のサイトを開き、画面下までスクロールする。①②ともに2

回ずつ行い、その平均タイムをとった。

【結果】①マウスのみは平均68秒、Facemouseと併用は平均40秒を要する。併用することで平均2

8秒短縮された②マウスは平均69，5秒、Facemouseと併用は平均16，5秒。併用することで平均

53，0秒短縮された。特にスクロールする際に時間が短縮された。併用した結果、マウスでのカ‾ソ

ル操作がなくなり、疲労感も少なかった。マウスの載せた指先が動くとカーソル操作ができなくなるこ

とがあったがFacemouseでは、それがなかった。しかし、夜間は暗くなるためFacemouseでのカーソ

ル操作が安定せず、認証しなくなることがあった。そのため、夜間は下顎をLED照明などで照らす必

要があった。

【考察】利点としては、Facemouseを併用したときはマウスのみのときに比べて、「カーソル操作が速い」

「疲れが少ない」「マウスからの指のずれが少ない」。欠点として、Facemouseは、価格が35万円と高

額。夜間はWebカメラがはっきりと下顎を映しだせないため、部位認証がうまくいかず操作が不安定と

なる。そのためLEDランプで本人の顎周囲を明るく照らすなど環境整備が必要である0パソコンを起動

した際にFacemouseの部位認証を毎回行わなければならない。

【結論】今後、マウス操作が難しくなった際は、この機器も選択肢のひとつとなる0また、操作できる

だけでなく、快適で安楽に使用できることが大切である。今後も常に新しい情報を得て、患者やスタッ

フと情報共有していきたい。



課題①－Ⅱ－4

フェイスブックを活用した在宅筋ジス患者のネットワークの構築

研究分担者：国立病院機構西多賀病院　神経内科吉岡勝（医）

共同研究者：国立病院機構西多賀病院　医療福祉相談室

○義気謀爺（SW）、相沢祐一（SW）

【目的】在宅福祉サービスの普及や医療の進歩に伴い、常時介護や医療を必要とする方々

が地域に拠点を置いて生活することが増えている。しかし、在宅で生活する重度障害者

同士の交流やつながりは非常に少なく孤立している現状がある。さらに、東日本大震災

直後は、通信環境の悪化に伴い各種機関や家族・友人との連絡に困難を極めた。そのよ

うな中、FacebookやSkype・LINE等のSNSは比較的連絡が取りやす

かった。そこで、当院に外来通院する在宅筋ジストロフィー症患者同士が、情報交換や

交流が図りやすく、自然災害時でも連絡が取りやすいネットワークを、Fe ceboo

kの活用を中心に構築することを目的とする。

【方法】

対象‥当院に受診歴のある筋ジストロフィー症患者、及び当院職員、元職員

方法‥①医療福祉相談室がサポートする形で、在宅筋ジストロフィー症患者自身による

仙台西多賀在宅療養者　地域連携サポートネットワーク「仙台西多賀　ENJ

OY LIFE STATION」を立ち上げる。

②規約、広報用チラシの作成を行う。

②実名登録が原則のFacebookの利用をメインに、その中のグループ機能

を活用した交流の場を設ける。加えて、ビデオ通話ができるSkypeの活用

でマンツーマンやグループで会話ができるようにする。

場所‥自宅でのSNSの活用を中心に、定期的なオフ会の企画・運営を行う。

体制‥患者自身が企画・運営を行うことを基本として、医療福祉相談室で周知活動や事

務局を担いサポートする体制とする。

【結果】平成25年7月1日に代表患者2名及び医療福祉相談室職員2名でネットワークを

立ち上げた。スカイプ会議や顔を合わせての打ち合わせにより、フェイスブックの運営

方法について検討を重ね、非公開承認制のグループとした。平成25年9月30日時点で

16名の会員数となっている。第一回オフ会については、会員の顔合わせと今後の運営に

っいての話し合いを兼ねて平成25年11月16日（土）昼食会を開催予定としている。

【今後の展望】在宅筋ジストロフィー患者が地域で孤立することなく、人と人とのつなが

りをつくり、それぞれの生活の質の向上を図ることが目標である。特に若い患者が、進学

や就労、その他日々の生きがいある生活を実現している在宅患者を目の当たりにして、夢

や希望、目標を持ってこれからを生きてもらうためのネットワークを目指している。



課題②－1

療養介護病棟家族調査から見る在宅療養支援の課題

研究分担者：国立病院機構箱根病院　神経内科　小森哲夫（医）

共同研究者‥国立病院機構箱根病院○嵩凝縮（指）、小平美咲（指）、阿部和俊（指）

【目的】

近年、ノーマライゼーションの観点から地域移行が推進される一方、医療・介護度の高い筋ジストロフ

ィーをはじめとする神経筋疾患患者は入院生活を継続せざるを得ない現状がある。たとえ本人や家族が

希望していても、家庭や地域での受け皿が整っていなければ在宅での生活が困難となる場合もある。こ

れまで、実際に長期入院している患者の家族が在宅療養に対しどのように考えているかについては充分

に把握されてこなかった。そこで今回、家族に対するアンケート調査を行い、在宅療養支援の課題を分

析した結果を報告する。

【方法】
1）当院療養介護病棟に入院中の患者80名中77名（3名は回答可能な家族なし）の家族を対象にアンケ
ート調査を実施した。

2）アンケートにおいては、在宅で利用していたサービス、在宅継続できなかった理由、現在も在宅を

継続していると仮定した場合に必要なサービスなどの項目を設けた。

【結果】
ァンケートの回収率は68％であった（平成25年10月15日現在）。在宅で利用していたサービスについ

ては「特になし」（29％）が最も多く、次いで「ヘルパーの訪問」（21％）、「訪問看護」（13％）と

なった。在宅療養を継続できなかった理由については「自宅での介護が困難」（58％）が最も多く、次
いで「充分な医療が受けられない」（25％）となった。また、現在も在宅を継続していると仮定した場

合に必要なサービスとしては、「訪問診療」、「訪問介護」、「短期入所・レスバイト入院」などを複

数回答で挙げる家族が多かった。一方で、無記入や「在宅は考えられない」「現状では不可能」などと
いった回答が目立ち、全体的な傾向として療養介護病棟での入院継続を希望していることが伺えた。

【考察】
在宅療養が継続できなくなった背景には、病状の進行に伴い充分な医療的ケアを受けることが困難とな
ったことや、両親の高齢化や死別により家庭の介護力そのものが低下したことなどの理由が伺えた。一

方で訪問診療や訪問介護、短期入所といったサービスを利用することなくすぐに長期入院へ移行したケ
ースも多く、在宅療養を支える地域でのネットワークの構築及び運用が重要な課題と考えられる。また

患者の長期入院により、家族側も患者を除いた生活スタイルが確立していることは言うまでもなく、そ
の現状から在宅への移行を考えた場合には身体的・精神的・経済的な負担が予想される。実際、今回の

調査では「在宅は困難」と考えている家族が圧倒的に多かった。地域で生活を営むためには、患者本人
のADLや経済力を含めた生活能力が維持されていることや家庭及び地域の充分な受け入れ体制が必要で

あり、実現するにはハードルが高い現状があると考えられる。

【結論】

今回の調査により、療養介護病棟の患者の家族の在宅療養に関する考え、またこれまで表出されること
の少なかった要望などについても伺い知ることができた。在宅から長期入院となった患者の家族が再度

在宅への移行を希望することはほとんどなく、充分な医療と介護が受けられる入院を継続したいと考え
ている。在宅患者が地域での生活を継続するためには、常時対応可能な訪問診療などはもちろん、家庭
の実情を踏まえたきめ細かいサービスの保障が可能となるよう、地域における在宅療養支援体制の整備

が求められている。



課題②－2

筋ジスポートサービス患者の在宅療養支援の充実を図る
～退院時ADL報告書改訂を行って～

独立行政法人国立病院機構大牟田病院

○馬場　菓子　高野　昭江　小柳佳代　穴井　久美子

【目的】

筋ジスポートサービス（以下ポートサービス）患者に対して入院期間に検査やADLの評価を他職種間で実施

している。退院日に在宅療養上の指導も含めて本人、家族へ結果を伝え退院後、他職種間の結果や指導内容等

を記載した報告書を郵送している。平成22年から「退院時ADL報告書」（以下報告書）として使用している

が在宅療養に対する指導内容が希薄なものもあり、記載内容が統一できていない現状であった。また、患者・

家族にその報告書について意見を聞いたことがなく、その内容や書式に対してどのように思い、考えているの

かまた在宅療養支援となっているのかと疑問に感じた。そこで今回、平成24年度ポートサービス入院経験患

者・家族へ報告書に対してのアンケート調査を実施し、得られた回答をもとに必要な情報や観察点を評価基準

に取り入れ、在宅療養に役立つ内容の改訂を行ったことをここに報告する。

【対象・方法】

研究期間：平成25年7月～10月

研究対象：筋ジスポートサービス利用患者・家族50名

方法‥アンケート調査①アンケート結果より優先度の高い上位3項目を抽出する。②評価基準を見直す。

③備考欄やコメント欄に統一した内容が記入出来るように検討する。

【結果】

50名に郵送し、26名の回答があった。集計を行い、上位3項目を選択し「呼吸」「体位変換」「移乗・移動」

が多かった。

評価基準の5段階の「全介助」「半介助」「自立」で表現していることに関しては「理解できる」に全員の回答

があった。また「役立っている」と回答が22名、「どちらでもない」が3名、無回答が1名とあった。報告書

については「看護師のコメントは日常生活にとても役立ち、気づかない点や良いアイディアも教えてもらうこ

とが出来る」と意見もあった。5段階の評価の点数化は排除し、各項目の内容は現状況を細かく記載し、また、

前回、今回と比較出来るように項目を設けた。そして備考欄とコメント欄を「退院後の療養生活上の注意点や

アドバイス、指導について」と変更した。

【考察】

この3年間報告書についての使用状況の把握や理解度、記入方法など評価ができていなかった。今回アンケ

ート調査を実施したことで内容の見直しや在宅療養に必要なアドバイスなど見直し改訂につなげることが出来

たと考える。備考欄やコメント欄はアドバイスや指導的な内容には不十分な点が多かったので、今回は「退院

後の療養生活上の注意点やアドバイス・指導について」とテーマを変更したことで、統一した内容を書くこと

が出来ると考える。前回と今回の比較が出来るようにしたことで、誰が担当しても患者情報が把握しやすく患

者家族も、療養生活上の変化を知ることができるのではないかと考える。

【結論】

患者・家族に報告書についてのアンケートを行い回答を得た。評価基準や在宅療養における指導内容を見直

し、報告書の改訂を行った。



先天性筋ジストロフィー患者の在宅復帰支援一家族指導と地域連携の充実一

研究分担者：国立病院機構南九州病院　神経内科　丸田恭子（医）

共同研究者：国立病院機構南九州病院　○久徳博子（看）平田順子（看）中塩屋裕香（看）

川村朋香（看）的場浩二（看）前田　宏（SW）

【目的】先天性筋ジストロフィー患者が臥床状態になり、人工呼吸管理になると医療処置が多

く、在宅での療養が困難になる。今回、患者と家族が在宅療養を強く希望したことから入院生

活2年を経て自宅療養に移行できたので、退院までの問題点と取り組みを報告する。

【対象・方法】症例は34歳女性、先天性筋ジストロフィー。身長140cm、体重49・5kg。現病歴、

6カ月健診で下肢筋力低下を指摘され、生後8カ月で診断された02008年5月に誤醒闇市炎を

生じ胃管を挿入した。施設に入居していたが、2010年12月に呼吸状態が酎ヒし、気管内挿管後、

気管切開による人工呼吸管理に至った。2011年8月に胃療を造設、2012年8月に糖尿病を指摘

され、治療が開始された。人工呼吸器を装着し、胃塵から注入している。知能は正常で意志伝

達装置を使用している。寝返りはできず、移動は不可能。四肢・体幹の筋力は著明に低下して

ぉり日常生活は全介助である。両親（ともに59歳）と同疾患の妹（30歳）が同居、妹は電動車椅子

で移動は可能だが全介助である。在宅復帰にむけて1．家族指導と2・地域連携について検討した。

【結果】1．家族指導：①呼吸管理、②栄養管理、③清潔・裾瘡予防について行った。①気管内

吸引の方法や体位ドレナージ、スクウイージングなどの排疾方法、アンビューバッグの使用方

法を説明し、呼吸器のアラームの対応（「回路外れ」では接続確認を、「吸気圧上限」では疾の

吸引を行う）、内部バッテリーは4時間、患者の急変や呼吸器本体に異常が生じた場合には救急

受診することにした。気管カニューレの交換は2週間に1回、訪問診療にて行っている。②注

入は1日3回、胃療チューブを接続し、注入速度は100－200止／時にした。半年ごとの胃療交換

を予定した。訪問看護師により血糖チェックを1日2回施行している。③入浴は訪問看護師や

ヘルパーにアンビューバッグ使用での入浴介助についで情報提供をした。体重が重く筋緊張が

低下しているため更衣は介助者一人でできるように前開きの衣類を準備し、着替えの方法を指

導した。裾癒予防のために2時間ごとの体位変換を行っている。

2．地域連携：退院調整会議では、連携室を中心に患者、家族、主治医とともに在宅療養に関

わる8施設23名がカンファレンスを行った。退院前に①人工呼吸器、アンビューバッグ、予備

バッテリー、吸引器、唾液の低圧持続吸引器、パルスオキシメーター、②イリグ一夕一、注入

器、血糖測定器、③おむつを準備した。なお、低圧持続吸引器、テスト肺、パルスオキシメー

ター、鈴子、イリゲ一夕一、血糖測定機器とチップは購入を要した。

在宅にむけて2時間の外出から4泊5日の外泊まで徐々に外出期間を延長した。事前に在宅

を訪問し、寝室やスロープの確認を行った。主に母親が介護しているが、父親も勤務後世話を

している。ヘルパーは午後2時から4時までと午前1、3、5時に体位変換のため訪れているが、

疾の吸引ができないことから家族の負担が大きく、ヘルパーの吸疾を切望している。

【考察・結論】在宅復帰支援開始から9カ月後に自宅療養に移行できた。患者が安全に、家族

が安心して生活できる在宅環境の整備が必要である。



課題②・4

在宅人工呼吸器患者での問題点

研究分担者：国立精神・神経医療研究センター　病院　神経内科　大矢　寧（医）

共同研究者：同　病院　RST，小林庸子（医）、大泉里香（看）、立石貴之（理）、寄本恵輔（理）、板東杏太（理）、

有明陽佑（理）、渡部琢也（理）、小川順也（理）、脇田瑞木（理）、丸山昭彦（理）ほか

【目的】在宅人工呼吸療法患者は増加傾向にある0教育入院などでもカバーできない問題も多い0

【方法】2013年6月から10月までの在宅人工呼吸療法の神経内科外来患者での問題点を抽出した。

【結果】

1：鼻マスク：鼻マスクや固定ベルトなどが当たるための皮膚症状は相変わらず多い0

鼻孔に入れるタイプは、視野が広くなり、経口摂取もしやすいなど、日中の使用では利点も多い。従

量式ないしアクティブ回路での使用では、呼気ポートを塞ぐ改造が必要であり、その場合は呼吸器会社

から供与を受けることができず、自費購入していることが多い。パッシブ回路で従圧式の使用では、呼

気ポートのある鼻マスクが使用でき、選択肢が広がる。

呼吸器会社からの供与は年に原則1個で、状況により2個以上だが、他社製晶は自費購入になる。高

額のため希望はあっても購入できない例もある。

マスクのモデルチェンジも多いため、フィットしていた鼻マスクの替えがなく、苦労することも多い。

2‥排疾補助機器：カファシストは大きく、バッテリーが内在していず、消費電力も大きいために、交

流電源がないと動かせない。ミニベガソなどの選択肢が広がったが、病院ではまだ契約会社を増やせず、

人工呼吸器とともに往診医で対応してもらうことになる0直接には点検報告書が来なくなってしまうな

ど、確認が不十分になりがちになる。

3：バッテリー‥　災害対策には現在、供与されるバッテリーのみでは不十分であり、自費購入も必要に

なってきている。呼吸器の機種変更では、バッテリーを購入し直す必要もある。夜間睡眠中のみの使用

ではあるが、他院呼吸器内科契約で、情報提供しても、まだバッテリーなしの契約条件の患者もいる。

4：蘇生バッグ‥　Pompe病などの国指定の特定疾患では公費助成制度があるが、筋ジストロフイ‾では

助成がなく、自費購入になる。すぐに購入することにならない事例もある。

5：呼吸リハビリテーションの継続：舌咽呼吸で可能ならばよいものの、そのような事例は少なく、蘇

生バッグ使用では、在宅で継続して行えるようにするのが容易でないこともまだ多い。

えない例が多い。6：外来通院頻度＝　月1回の来院ができないと自院契約が難しいが、往診医などとの

連携は十分とはい

7：入院時の人工呼吸器：転居などでの紹介や他の医療機関の都合で、当院に採用されていない人工呼

吸器を使用している患者も多くなっている。入院した場合に、当院採用の呼吸器で同等の機能の物に交

換するという方針が以前にあったが、条件が微妙に異なる、患者にも不安が生じるなどで、交換ができ

ないことが多い。新たな人工呼吸器の使用方法に関し、あらかじめ看護などのスタッフの勉強会を開く

必要が出てきた。

【考察】制度の改善を図ることができればよいが、努力するしかない現状がある。

【結論】鼻マスクの種類、排疾補助機器、バッテリー、蘇生バッグ、人工呼吸器の機種など問題がある0



課題⑤－ト1

筋ジストロフィー児童における社会的認知に関する研究

研究分担者‥国立病院機構刀根山病院藤村晴俊，賓藤利雄

共同研究者＝大阪大学大学院人間科学研究科，国立病院機構刀根山病院

○松井美也子（マツイミヤコ）1，藤野陽生1，前田直子1，船越愛絵1，上野紘子1，阪上由衣1，松村

剛2，小山隆義3，中村辰江3，大野真紀子∠1，久保田千恵5，吉川満典5，奥野信也5，井村修1
1大阪大学人間科学研究科，国立病院機構刀根山病院2神経内科，3看護部，4心理，5指導室

【目的】

近年、筋ジストロフィー児は自閉症の割合が高い傾向があることや、社会的交流やコミュニケーショ

ンに問題のある子どもの割合が高いとする研究がある。一方、社会的認知とは、他者の情動表出や内的

な心理状態など、コミュニケーションに重要な情報処理を担う、より良い人間関係を築くために必要な

機能である。社会的認知は脳病変の影響を受けやすく、自閉症スペクトラムやそれ以外の神経学的・精

神医学的疾患において機能不全が確認されているが、筋ジストロフィー患者については末だ検討が少な

い。そこで、筋ジストロフィー患者の情動的表情認知と心の理論能力が障害されているか、その実態を

把握し、発達障害との関連性を検討する。

【方法】

2013年7月から9月の期間に国立病院機構刀根山病院の外来筋ジストロフィー児22名（5歳～15

歳、平均年齢11．5歳）を対象に、表情認知課題と心の理論課題を施行した。表情認知は、16枚の顔写

真（Ekmanのラべリング課題の京大版から4情動×4枚）を使用し、それぞれの表情に対してふさわ

しい感情を、幸福・悲しみ・怒り・恐怖の中から一つ選んでもらった。心の理論は、DIK教育出版のア

ニメーション版「心の理論課題」ver．2を使用し、その中から「ボールの問題」（第一次誤信念課題）、

「やきいもの問題」（第二次誤信念課題）、「ハムスターの問題」（ストレンジ・ストーリー課題）の

三つを実施した。また、保護者を対象に広汎性発達障害日本自閉症協会評定尺度（PARS）、および対人

応答性尺度（SRS）を実施した。

【結果】

表情認知課題における正答率は83％（幸福94％、悲しみ78％、怒り86％、恐怖74％）。幸福表情

の認知は良好で、誤りの多くは不快感情で見られた。恐怖表情における誤りが最も多く、全体の4割を

占めた。幸福、悲しみ、怒りの各表情における誤りは、恐怖感情へ誤る傾向が見られたのに対し、恐怖

表情では、悲しみと怒りへの誤りが同じだけ見られた。年齢別に見ると、13～15歳の10名（平均年齢

14歳）の正答率は91％、5～12歳の12名（平均年齢9．3歳）は77％であった。心の理論の「ボール

の問題」において、統制質問に正答した20名の通過率は85％（17人）0全体の22人では77％0「や

きいもの問題」において、統制質問に正答した14人のうち、信念課題に通過したのは67％（10人）、

信念に対する理由も正答したのは29％（4人）。全員での通過率はそれぞれ45％、18％であった0「ハ

ムスターの問題」における通過率は82％（22人中18人）であった。

【考察】

対照群10名（13～15歳、平均年齢14歳）の表情認知課題の正答率は93％。5～12歳患者群の表情

認知が低い可能性が考えられる。対照群には見られない誤りパターンより、患者群では恐怖表情の認識

力が低下しているのかもしれない。先行研究と比較して、筋ジス児童群では誤信念課題の通過率の低さ

が示唆される。ただし第二次誤信念課題は、心の理論能力の他にワーキングメモリーなどの認知能力も

必要とするので、課題の難しさが正答率を低くしている可能性がある。ストレンジ・ストーリー課題は

より高次の心の理論課題であるとされ、第二次誤信念課題に通過している自閉症スペクトラムの人たち

でも正解できない場合が多いと言われているが、筋ジス児童群では意図理解は概ねできていると考えら

れる。現在、患者群と年齢を統制した対照群（小中学生）を対象に調査を継続中であり、対照群に比べ、

患者群の表情認知・心の理論能力が障害されているかどうかについては今後検討する0



課題⑤－Ⅰ・2

筋ジストロフィー患者の価値の転換の過程について一一SEIqoLDWを用いて

研究分担者：国立病院機構刀根山病院藤村晴俊，賓藤利雄

共同研究者‥大阪大学大学院人間科学研究科，国立病院機構刀根山病院

○船越愛絵（フナコシマナエ）1，藤野陽生1，前田直子】，松井美也子1，上野紘子1，阪上由衣1

松村剛2，小山隆義3，中村辰江3，大野真紀子4，久保田千恵5，吉川満典5・奥野信也5

井村修1
1大阪大学人間科学研究科，国立病院機構刀根山病院2神経内科・3看護部，4心理，5指導室

【目的】筋ジストロフィーの症状進行に伴って生じる身体機能喪失は，社会参加機会や他者との関係などの

喪失ももたらし，患者の自己価値に重大な影響を及ぼすといえる・この病状の変化に伴って患者がどのように

自らの価値観を転換させていくのかが，主観的なqOLに大きく関わるのではないかと思われる・この価値の

転換のプロセスを研究することは，筋ジストロフィー患者の心理支援に繋がると考える・患者の主観的なqoL

を評価できる尺度であるSETQoL－DWでは，患者自身が生活における重要な領域5つを挙げ，その充足度と

相対的な重要度を評価する．この評価の変遷を検討することで，価値の転換のプロセスがより明確になるもの

と考える．これまでにSEIQoL－DWを用いて患者の価値観が変化する過程を詳細に検討した研究は見当たら

ない．そこで本研究ではSEIQoL－DWを用いて価値の転換の過程について検討する・

【方法】国立病院機構刀根山病院に長期入院中の筋ジストロフィー患者8名（27歳～50歳）に研究協力を

依頼し，病状が大きく変化する時点と現在のそれぞれについてSEIQoL－DWを評定してもらった・病状が大き

く変化する時点については，患者によって最も強く想起する時点が異なると考えられるため・患者自身に提

示してもらうこととした．縦軸を重みづけ・レベルの「0～100までの評価値」，横軸を「病状の大きな変化時点

から現在までの時間」とした図にSEIQoL－DWの各領域の重みづけやレベルの変遷を記入してもらい，その

詳細や理由について図に基づいてインタビューを行った．これらを分析・検討することで，価値の転換のプロ

セスを明らかにする．

【結果】現在分析中のため、結果についてはA氏の1例のみ提示する・当日8例の結果をまとめて分析し、

発表する予定である。A氏は40歳男性，Duchenne型筋ジストロフィー・A氏が挙げた病状の大きな変化時

点は「車イスに座りにくくなった時」であった．

〈病状の大きな変化時点でのSEIQoL－DW評価〉　外出すること［レベル：90，重みづけ‥0・19（以下同

順）］：病室では変化も季節感も感じられないが，外の景色や空気に触れることでストレス発散になる／人と喋

ること［75，0．22］：一人でいることが好きではないため，誰かと会話をすることそのものが重要／スポーツを観る

こと［47，0朋］：スポーツが好きで，選手の頑張る姿を見ていると元気になれる／絵を描くこと［33，0・15］：子ど

もの頃学校の先生に褒められたことや，毎日漫画のキャラクターを描いていたことから楽しいと思うようになり，

今はパソコンで描いている／食べること［98，0・35］：昔から食べることそのものが好きで・いつもは栄養を流し

込んでいるが，たまに経口摂取できることが嬉しい．／SEIQoL－DWlndex‥77・08

〈現在のSEIqoL－DW評価〉外出すること［58，0・31］／人と喋ること［40，0・25］／スポーツを観ること［45，

0．12］／絵を描くこと［13，0．12］／食べること［25，0．2］．／SEIQoL－DWlndex‥39・94

【考察】領域は現在も病状の大きな変化時点も同じであったが，重みづけやレベルに変化が見られた・病状

が進行した時期や治療方法に変化があった時期に各領域に対する意欲の変動が語られたことから，病状や

治療方法の変化に伴って各領域に対する意欲が変化し，その結果重みづけも変化していると考えられた・各

領域への意欲の変化の補償として，価値を置く領域が変化することが推測された・



課題⑤－Ⅰ・3

筋強直性ジストロフィー患者の口腔状況と口腔ケアマニュアルの効果　第三報
研究分担者‥国立病院機構旭川医療センター　脳神経内科　黒田健司（医）

共同研究者：国立病院機構旭川医療センター

○川上さやか（看）中原朋子（看）三浦やよい（看）亀屋初江（看）

【目的】筋強直性ジストロフィー（以降MyDとする）は進行性の四肢筋力低下と筋萎縮を呈する疾患

で、嘆下機能も徐々に低下し誤嘆性を含む肺炎によって死亡することが多い。口腔ケアは、口腔局所・

ぉよび全身の感染予防だけでなく、食欲増進や嘆下機能の維持、会話・発声などの口腔機能の維持な

どQOLの向上に繋がる。またMyD患者にとって食べることは「生命」を維持するだけでなく、大き

な「楽しみ」となっているため口腔環境を清潔に保つことは重要である。

今回は過去3年間の本研究の有効性を調査し、効果的な口腔ケアを継続していくための取り組みにつ

いて報告する。

【対象と方法】車椅子に乗車し自力で口腔ケアを行っているMyD患者のうち、研究に同意を得られた

前年度からの患者6名と新たに加わった3名を加えた計9名を対象とした。昼食後に超音波電動歯ブ

ラシ（フィリップス・ソニッケア）と液体歯磨き剤を使用した歯磨きに加え介助者によるブラッシン

グの一部介助を実施。効果的な口腔ケアが継続できるように毎月口腔内残存歯垢の付着状況をplaque

c。ntr。lrec。rd（以降PCRとする）にて評価、個別シートの見直しを行い、歯科にも介入を依頼、そ

の結果をカンファレンスの場でスタッフへ情報提供した。

また、本研究の前後で、誤酸性肺炎による発熱、むせりや食塊の詰りおよびそれによる食事形態の変

更の有無を分析した。

【結果】定期的な歯科の介入とPCRの実施により個別シートを見直し、スタッフへ情報を共有してい

ったことでスタッフも意欲的に取り組むことができ、統一した手技で手磨きによる一部介助が行える

ようになった。その結果PCRの値も改善が見られた。データーの分析結果、口腔ケア開始前は誤嚇性

肺炎を起こしていた患者が2名、うち1名はPEGを増設し1日1回のおやつ摂取可となった。他7

名は食事のむせりや食塊の詰りはあるが肺炎を起こすことはなかった。口腔ケア開始後は全患者で誤

嘆性肺炎を起こすことがなく、食事形態を変更された患者はいなかった。

【考察】本研究期間内に誤嘆性肺炎を起こす患者はいなかったため、今回の口腔ケアは効果的であっ

たと考えられた。効果的な口腔ケアを継続して行っていくためには定期的なPCRの評価と歯科の介入

に加え、個別シートの定期的な見直しが必要であることが分かった。またスタッフへの指導を継続し

て行うことで、手技の統一を図ることができ口腔内環境の維持に繋がったと考える。

【結論】疾患の進行に伴い嘆下機能も低下していることが考えられるが、口腔ケア開始後より誤嘆性

肺炎を起こした患者がいなかったことや食事形態の変更がなかったことは、食事が「楽しみ」である

MyD患者にとってQOLの維持に繋がったと考える0今後もMyD患者にとって効果的な口腔ケアを

提供し現在のQOLを維持できるよう関わっていきたい。



課題⑤・卜4

ジストロフィン異常症患者へ認知機能評価結果を
フィードバックすることの意義

研究分担者：国立病院機構沖縄病院　神経内科　諏訪園秀吾（医）

共同研究者：沖縄国際大学1）、国立病院機構沖縄病院2）
。上田幸彦（クエダユキヒコ）（心）1）、喜屋武弓子（心）1）、新里円（心）1）、大城梨良（心）1）、

奥間めぐみ（心）2）、北島竜一（指）2）、山田桃子（指）2）

【目的】
ジストロフィン糖タンパク質複合体（DGC）の欠陥は認知機能の異常と関連があり（Waite，Brown＆

Blake，2012）、本邦においてもデュシェンヌ型筋ジストロフィー症児において認知機能のアンバランス

が障害早期から生じていることが報告されていた（小野・藤田，1992）。そこで我々は昨年、成人のジ
ストロフィン異常症患者に認知機能評価を実施し、聴覚的情報の継時処理能力に関連する検査において

50％以上の者が本邦の平均値よりも1標準偏差以上低いことを確認した。その後、評価結果を患者本人

にフィードバックすることが計画された。しかし、スタッフからは「検査自体負担が強すぎる」「悪い

結果は動揺を与える」「結果を伝えても本人の利益にならない」「本人はフィードバックを望んでいな
い」などの懸念が示されていた。そこで本研究ではこれらの懸念を十分考慮してフィードバックを行い、

評価結果を伝えることが患者本人にどのような影響を与えるかについて調査を行った。

【方法】
フィードバックの内容‥評価結果の内容は2部で構成された。前半部には各検査の沖縄病院全体の平均

値と全国平均値との比較が示され、後半部には患者個人の認知機能の特徴（強い部分と弱い部分）、弱
い部分の改善のための提案が示された。

フィードバックの方法‥まずフィードバックを希望するか、また家族・スタッフにも伝えて良いかを確

認した。その後、評価実施者が1対1で上記内容を書面に表したものを示しながら評価結果を伝えた。
その後、フィードバックへの反応として、結果を聞いての感想、今後どうしたいかについて質問した。

【結果】
認知検査を受けた21名全員がフィードバックを希望した。しかし、その内の6名（28・6％）は家族・ス

タッフに結果を伝えることを希望しなかった。評価結果を伝えた後の「結果を聞いての感想」に対して
は、「予想通りだった・当たっている」（26．5％）、「結果に驚いた」（2・0％）、「思っていたより悪

くなかった・良かった」（14．3％）、「自分の得意・不得意が分かりためになった」（8・2％）、結果と

普段の生活を照らし合わせた発言（34．7％）、「テストは面白かった・良い経験だった」（6・1％）、
「結果を聞くことが不安だった」（4．1％）という反応がみられた。「今後どうしたいか」に対しては

「得意なところを伸ばしたい」（10．3％）、「弱いところを改善したい」（27・6％）、「特に何かしよ

うとは思わない」（24．1％）、「周りにこうして欲しい」（6．9％）、「周りにお願いしたいこと特にな

い」（31．0％）という反応がみられた。

【考察】
スタッフの予想に反してフィードバックに対して肯定的な反応が多かった。反応からは、患者本人は認

知機能のアンバランスさを普段から何となく感じており、また自分の認知能力を実際より低く見積もっ
ていることが伺われた。また評価結果を聞くことは、日頃の自分を振り返り、苦手なところを改善した
い、得意な面を伸ばしたいという今後の意欲に繋ることが示唆された。スタッフにとっては、これらの

結果をもとにQOL向上に向けたより効果的な対処法を講じることができると思われる0

【結論】
伝え方に十分配慮すれば、認知機能評価を実施し結果を患者本人にフィードバックすることはQOL向
上にとって意義がある。



課題⑤－Ⅰ・5

ジストロフィン異常症患者の認知機能の特徴一記憶実験課題にもとづく検討

その②：有意味語、数字、線画刺激を用いた場合一

研究分担者‥国立病院機構沖縄病院　神経内科　諏訪園秀吾（医）

共同研究者：沖縄国際大学1）、国立病院機構沖縄病院2）

○前堂志乃、上田幸彦（心）1）、山人端津由（心）1、平山篤史（心）1、喜屋武弓子（心）1）、新里

円（心）1）、大城梨良（心）1）、奥間めぐみ（心）2）、北島竜一（指）2）、山田桃子（指）2）

【目的】
小野・藤田（1992）は、デュシェンヌ型筋ジストロフィー症児において認知機能のアンバランスが障

害早期から認められ、中でも継時処理能力の弱さがあることを指摘している。そこで我々は、昨年、継

時処理能力と関連が深い記憶機能に焦点をあて、成人のジストロフィン異常症患者に無意味綴りを記銘

材料とする記憶実験課題を課した。課題の記憶負荷を操作し（記銘数が少ない低負荷条件一記銘数多い
高負荷条件）、反応潜時と誤反応率を指標とした課題遂行成績を統制群と比較した0低負荷条件では、

反応潜時、誤反応率ともに患者群と健常群の差は少なく、高負荷条件では健常群に比べて患者群の誤反
応率が増加することが確かめられた。これに続き、本研究では、記憶実験課題の記銘材料に有意味語、

数字、線画刺激を取り上げ、成人ジストロフィン異常症患者の記憶機能の特徴を調べることを目的とし
た。有意味語、数字、線画刺激に対する課題成績を比較することで患者群の記憶機能の得意・不得意を

理解するとともに、どのような補償手段や援助が可能なのかを探りたい。

【方法】
対象：茎塵壁入院中のジストロフィン異常症患者で本研究の主旨に同意を得た者、また言語によるやり
取りが可能でPC・マウスの操作が可能な者約6名（昨年度と同じ協力者に依頼）。塵剋壁患者と年代
をマッチングさせた学生および社会人約6名。

塞塗詮垂ターゲット；記銘材料（有意味語・線画・数字）×記銘個数（1個・2個・5個）の2要因の実
験参加者内要因計画。ターゲットの記銘材料が有意味語と線画の場合は記憶負荷が低い条件とし、記銘

材料が数字の場合は記憶負荷が高い条件とした。さらに、ターゲットの記銘個数が1個・2個の場合は
記憶負荷が低い条件、ターゲット5個を記銘する場合は記憶負荷が高い条件とした。刺激材料〔有意
味語刺激〕梅本・森川・伊吹（1955）と秋田（1964）より2文字のつづりを有意味度が高いものから

ランダムにターゲットとディストラクタを選定し、表記はひらがなとした。〔線画刺激〕、吉川・乾

（1986）の検討した線画よりランダムにターゲットとディストラクタを選定した。〔数字〕2桁の数値

をランダムに選び（例えば22など記銘しやすい特徴を持つものを除く）ターゲットとディストラクタ

とした。ターゲットとディストラクタの出限率は全条件とも50％とした0課題と手続き先に、反応潜

時のベースライン測定と練習を兼ね単純反応課題を実施。次に、対象者にターゲット刺激を示し記銘し
てもらい、PC画面に1個ずつ提示される刺激を見て、事前に記銘したターゲットか否かを判断しても

らった。反応は、PC画面上に提示された「はい」・「いいえ」のボタンをマウスで選択する方式で、

ターゲットは「はい」ボタン、ディストラクタは「いいえ」ボタンをワンクリックしてもらった。実験

は、記銘材料によってブロック化し、有意味単語、線画、数字の順序で実施した。各ブロックとも低負

荷条件、高負荷条件の順序で実施した。施行中、適宜休憩を入れた○反応指標反応潜時と正再認率、
虚報率を指標とした。反応潜時は刺激語の提示からクリックまでの時間を測定した。実験装置刺激は、
患者群は各々が使い慣れたデスクトップPCで、統制群は沖縄国際大学実験室のデスクトップPCで提

示した。

【結果と考察】
現在データ収集中である。実験結果の詳細については当日報告し議論したい0



課題⑤・卜6

患者参加型のサービス提供体制をめざして一第3報一

研究分担者　独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院　西田泰斗

共同研究者　独立行政法人国立病院機構　熊本再春荘病院

○末永紀子（指）酒井英佑（指）福島優美（指）霜田久美子（保）
坂本郁江（保）橋本繁和（理）祁答院知佳（栄）名越美奈子（看）
山田理恵（看）市野和恵（指）石崎雅俊（医）西田泰斗（医）
上山秀嗣（医）今村重洋（医）

【緒言】
当病棟におけるモニタリングは、2年前に個別支援計画に関する患者意向聞き取り調査を

導入したことで、そこで得られた個人の要望等を多職種間で検討し、サービス内容を変更し

ていくモニタリングへと変更した。さらに、昨年は聞き取り調査から得られた余暇活動支援

のニーズに関して、看護部と連携することで余暇活動支援の時間や対象者を拡充することが

できた。今回は、これまでの経過を整理し、サービス提供体制の在り方について考察する。

【方法】
1．個別支援計画の書式改定

2．個別支援計画に関する患者意向聞き取り調査の継続（患者参加型のモニタリング）

3．多職種間による中間評価シートの作成

4．病棟広報誌によるサービス提供の様子紹介

【結果】

個別支援計画の書式を選択式にして、文章で記載する箇所は患者・家族に分かり易い文章

に変更した。患者・家族より「見た目がすっきりして分かり易くなった」との意見が聞かれ

た。個別支援計画に対する患者意向聞き取り調査を継続し、支援に対する満足度や新たなニ
ーズを抽出し、患者の意向が反映されたモニタリングの実施を行った。これまで個別支援評

価は年度末に患者・家族に提示していたが、今年度より4月～9月中に実施したモニタリン

グの結果を院内電子カルテ上に多職種間で記載し、半年間の中間評価として患者家族に提示

した。療養介護病棟で毎月作成している病棟広報誌「くぬぎ通信」にて、余暇活動支援の様

子を紹介した。本人のニーズが把握しにくい重度の患者様への支援の様子（散歩、アロママ

ッサージ、足浴等）についても広報誌で伝えることで、家族からも「日頃の様子をより知る

ことができた」との意見があった。

【考察】

個別支援計画に関する患者意向聞き取り調査は、患者参加型のモニタリングとして定着化

している。継続して行うことで、患者のニーズを捉える機会となり、支援者にとっても支援
へ取り組む姿勢を振り返ることができる機会となっていると考える。また、半年毎にモニタ

リングの結果をふまえた中間評価を作成して提示することにより、患者へのニーズのフィー

ドバックにも繋がると考える。今後も患者主体の支援を行うためには、モニタリングにおい

て患者のニーズに関する検討や意見交換、また情報共有を行い他職種間の共通理解を図るこ

とが必要不可欠なことである。重度の患者様におけるニーズ把握においては今後も課題とす

るところであり、多職種間は勿論、家族を含めた検討を重ねる必要があると考える。



課題⑤一Ⅱ・1

活動意欲の見られない患者のQOLの変化について　～個人の生活の質評価法（SEIQoL）

を利用した関わり～

研究分担者：国立病院機構新潟病院　副院長　中島　孝（医）

共同研究者：国立病院機構新潟病院14病棟　○岡田ひかり　オカダヒカリ（看）、吉和沙也加（看）、桐生明希子（看）、

佐野陽子（看）白井良子（看）

【目的および方法】

H19年より、当病院ではAI）Lの程度に依存しないQOL評価尺度である半構造化面接法を利用したSEIQoL－DW

を看護ケアの評価に取り入れてきた。既に、「患者の語る言葉に焦点を当てたケアを行なうことでQOL向上させるこ

とが出来る」「SEIQoL－DWを利用することで患者自身の重要な領域を探り、より意識的なケアを行なえるためQOL

向上に繋がる」という結果を発表してきた。今回の研究では入院当初自ら要望を言うことはなく趣味活動にも意欲が

みられなかった、S氏（45歳、男性、Duchenne型筋ジストロフィー）について報告する。

【結果】

S氏は24時間人工呼吸器装着、ベッド上臥床で過ごしていた。看護師との会話は体位の調整だけであり、活動への

要望を自ら話すことはなかった。日中も臥床のまま何をするでもなく要望も出さず過ごしていた。そのためH19年に

趣味活動に関する看護計画を立案し、看護師側から積極的にコミュニケーションを図り本人の気持ちに則したTV、

DVD、音楽鑑賞などの趣味活動を提案した。その結果少しずつその様な趣味活動に興味を持ち始めTV、CD鑑賞など

をするようになり、自らの要望も表現できるようになった。SEIQoL－DWはH24年6月Pre－teSt（看護介入前のテスト）

として、SEIQoL－index＝73・45。「CDを聴くこと、DVDを見ること、TV、看護師、インターネット」のCueが得ら

れ、それぞれのレベルは全体的に高かった。趣味活動を始めたことにより生活全般の満足度が高い水準であったと解

釈できる。この面接時に「インターネットを始めてみたい」という語りが聞かれCueとして得られたため、看護師が

中心となり療育指導室、リハビリ、家族の協力を得てPCを購入した○以前は他者にディスクの入れ替えやチャンネ

ル変更を依頼しなければならなかったがPCを購入したことでインターネット、CD、DVD、TV鑑賞を1人で行える

環境となった。H25年7月Post－teStのSEIQoL・Index＝78．8。「CD、TV、DVD、インターネット、会話」のCue

が上り、今回の面接でも全体のレベルは高かった。同時に行ったThen－teStのSEIQoL－Index＝82・47。Cueは「CD、

TV、DVI）、会話、ラジオ」のCueだった。Then－teStの「CD、DVD、TV」のCueのレベルと重みがわずかである

がP。St－teStと比較して高値を示した。一方で「会話」のレベルと重みはPost－teStの方が高値を示した。

【考察】

pre－teStの面接ではCueを戸惑いながら語っていたが、Post－teStの面接では戸惑うことなくCueを語ることがで

きたことから、面接を行うことで自分を語ることを通し心の中の望みを意識し整理できたと考えられた0また意欲が

みられなかった趣味活動の看護計画を立案し、本人の気持ちに合わせ看護師側から積極的にコミュニケーションを図

りケアを継続したことで満足度が高く生活全般に満足している状態であるという結果を得ることができたo Then‾teSt

のrCD、DVD、TV」のCueのレベルと重みがわずかであるがPost－teStと比較して高値を示していることは、PCの

購入により趣味活動への関心がさらに強まり自身で行いたいことが増えPCの操作方法や時間的な制限など現在の自

分に満足できていないからであると考えられ、またさらなる趣味活動への関心と意欲の向上を推測することができた0

一方で「会話」のレベルと重みはPost－teStの方が高値を示しているのは、趣味活動を介しての関わりにより以前より

会話の機会が増え、他者との会話の重要度を増したと考えられた。

【結論】

sEIQoL－DWを用いたことにより、患者自身が考えの整理を行うことができ、適切なケア介入が可能となり、新しい

活動への意欲に繋がった。SEIQoL－DWの面接は傾聴の場となり語られる言葉そのものに着目して関わることでタイ

ムリーな介入が行える。



課題⑤－Ⅲ－2

筋ジストロフィー病棟患者のQOLに関する評価法の一取り組み
～日中活動支援の評価～

研究分担者：国立病院機構西多賀病院　神経内科　吉岡勝（医）

共同研究者：国立病院機構西多賀病院　療育指導料　〇番藤健一（指）、田代裕子（保）、八重崎友美（指）、

太田真奈美（指）、田渕峰子（指）

【目的】

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年9月29日厚生労働省第171号）第57条第3項

には、指定療養介護事業者は、その提供する指定療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなけ

ればならないと規定されている。そこで本研究では、患者ニーズと提供サービスの双方向充足状態が質

の高いサービスと定義し、患者ニーズから児童指導員及び保育士が関わる日中活動支援の内容を検証す

ることを目的とした。

【方法】

（1）期間

平成24年8月～平成25年7月。

（2）対象

当院入院中の筋ジストロフィー患者38名（A病棟）。

男性30名、女性8名。

平均年齢27．0歳。

DMD24名、福山型筋ジストロフィー7名、顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー2名、その他5名。

呼吸器使用患者26名。

（3）方法

①児童指導員・保育士が関わる日中活動支援の内容を個別記録等から整理。

②ニーズの整理、分析。

③日中活動支援の内容に関して患者満足度調査を実施。

④ニーズと日中活動支援の比較検討。

【結果】及び【考察】

現在、調査・分析中であり、結果と考察については当日報告する。



課題⑤・Ⅱ－3

デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の活動支援における作業療法の役割に
ついて

研究分担者：国立病院機構八雲病院　石川悠加（医）

共同研究者‥国立病院機構八雲病院　0田中栄一（作）林哲也（作）加藤佳子（作）石川悠加（医）

【目的】

成人期でのデュシェンヌ型筋ジストロフィー（以下DMD）は、延命した時間を有効活用できずにいるこ

とが指摘され、成人への移行プロセス支援の必要性が強調されているl）。成人期に限らず、目標となる

作業活動が継続して行えることは、適切な医療を受ける上で大切な高い自己効力感を養うためにも重要

な要素である。当院でも同様な課題を共通化しており、作業療法では、身辺処理や趣味余暇活動に加え、

2006年より仕事などの生産的活動や、社会参加への活動支援をおこなっている。今回、作業療法の日中

の作業活動支援を整理し、作業課題の達成を困難にしている要因を検討した。

【方法】

当院入院中で電動車いす移動が可能な18歳以上のDMD患者52名（年齢：平均27・9歳（19～42歳）睡

眠時～終日NPPV使用者41名））の中で、週に数回以上の日課がある30名を対象に、日中活動支援での

作業療法について以下の項目を調査した。1．作業目標の達成を困難にしている遂行能力を、作業工程

別に分析（PLAN（企画・準備力）DO（実行力）sEE（評価力：出来栄えの確認や続ける意識））。2・作業

活動での達成に必要な支援。3．介入の前後での目標とする作業活動への取り組みかたへの変化を比較。

【結果】

企画一実行一評価のどの作業工程においても、課題達成を妨げる要因があった。企画・準備の段階では、

「いつ・どこで・どうやって・どのように」と、目標とする作業活動において具体的な手順の抽出が困

難な場合がある。実行の段階では、課題が機械的だと高い実行力を示すが、困難場面で他者に相談せず

に、自己解決の手段を試行錯誤するが、解決できずに「面倒」「飽きた」「諦めた」など課題を中断して

しまう。評価の段階では実施された課題を振り返る機会がないまま活動が終了されることも多く、「より

ょくするには？」と、活動の質を深める機会を逸していることがある。作業療法では、企画・評価過程

での介入度を多くし、課題遂行プロセスに留意してすすめられ、課題を整理して手順を少なくし、課題

を明確にした支援が行われている。これらの支援により、「自分には無理」と作業活動に消極的であった

症例でも、作業療法介入後は、課題に対して自らの行為を肯定的なイメージへと変換できていた。

【考察】

DMDにおける課題遂行困難な要因には、身体・認知などの心身機能面が大きな要因であると考えられる

が、Plan－D。一Seeの課題遂行プロセスにおいて、課題への蹟く要素に対し、手がかりの提示や練習、また

は介護者の支援があれば、十分に目標とする作業活動を継続しておこなえていくことが可能であると考

える。学校や企業などのコミュニティーに所属していない場合では、課題遂行のサポートが受けられな

いことが課題となる。このため、Plan－DorSeeサイクルを意識した活動支援が必要である。欧米6カ国の

DMDの成人移行の専門会議も参考にしたいl）。

【文献】

1）schrans DGM，et al：Neuromuscular Disorders2013；23：283J286



課題⑤－Ⅱ・4

筋ジストロフィー患者における体組成分析（In Body）を用いた栄養評価の検討

研究分担者：国立病院機構西別府病院　神経内科　島崎里恵（医）

共同研究者：国立病院機構西別府病院

○阿部真世（あべ　まよ）（栄）、唐原和秀（医）、春田典子（栄）、安西直子（看）、

伊坂満里子（看）、花岡拓哉（医）、石川知子（医）、島崎里恵（医）、後藤勝政（医）

【目的】

デュシェンヌ型筋ジストロフィー（以下DMD）患者は筋萎縮・骨格筋量の減少を認める疾患であるが、

加えて低栄養による体重減少がみられることが多い。患者の臨床経過には栄養状態が大きく影響してい

ると考えられる。今回体組成分析（Biospace社製InBodyS20、以下InBodyと略す）を用い、体脂肪率、

骨格筋量を測定しDMD患者の栄養評価について検討を行った。

【対象・方法】

対象は入院中のDMD患者15名（平均年齢29．5±5．3歳）、InBodyを用いて体組成分析測定を行った0

体組成データ、血液検査データ、栄養摂取量を基準とし、栄養必要量に対しての充足率が60％以上と

60％未満に振り分け栄養状態の判定を行った。DMD患者の必要量算出法は確立されていないため、今

回はハリスベネディクトの式を用いて必要栄養量の算出を行った。

【結果】

栄養充足率が60％以上（n＝8）の各平均値は年齢27．2±4．9歳、身長149・3±8・8cm、体重28・3±8・1kg、

骨格筋量7．8±1．7kg、体脂肪量10．5±8．0kg、Alb4．3g／dl、T・Cho143mg／dl、TG64・7mg／dl、Hb13・7g／dl、

血清Zn67．3FLg／dl、摂取栄養量1143kcal、摂取蛋白質41．5gであった。このうち食事を経口から食事

を摂取している患者は7名、経管栄養は1名であった。栄養充足率が60％未満（n＝7）の各平均値は年齢

31．1±5．2歳、身長158．8±7．3cm、体重40．6±14．3kg、骨格筋量8．9±2．9kg、体脂肪量20・8±10・7kg、

Alb4．1g／dl、T－Cho138．4mg／dl、TG85．Amg／dl、Hb14．4g／dl、血清Zn75・4FLg／dl、摂取栄養量908kcal、

摂取蛋白質38gであった。このうち経口から食事を摂取している患者は2名、経管栄養は5名であった。

体重、BMI、体脂肪量、TG値は充足率60％未満で有意（P＜0．05）に高値になっていた。

【考察】

今回の結果では必要量に対して60％以上補給できている患者が60％未満の患者と比較して体組成、

検査データで低値を示していた。これは経口摂取者の割合が高く、摂取する食品に噂好が強く影響して

いる症例もある為栄養素に偏りがあったと考えられる。経管栄養剤はPFC比やビタミン、微量元素の

配合が食事摂取基準に沿ったものになっている為、経口摂取者に比べバランスよく栄養補給できる。た

だし、必要量に対して投与量が少ない症例が見られた。これはDMD患者にはハリスベネディクトの式

で算出した必要栄養量の設定が合わない事、特に経管栄養患者では算出した必要栄養量の60％で充足で

きることが示唆される。DMD患者は徐々に筋肉量の減少が現われてくるが、経口摂取では十分な栄養

補給に限界がみられる。可及的に早期の経管栄養などを含めた摂取栄養量、たんばく質量、その他栄養

素の確保を検討することにより、その減少率が抑えられると考える。



課題⑤－Ⅱ・5

在宅筋ジストロフィー患者に対しての食事提案前後での栄養摂取量の比較

研究分担者：国立病院機構東埼玉病院　神経内科　川井　充（医）

共同研究者：国立病院機構東埼玉病院　○青木緩美（栄），江頭有一（栄），藤田かほる（栄），

松本健太（栄），暫藤育実（栄），尾方克久（医），田村拓久（医），本間　豊（医），

鈴木幹也（医），中山可奈（医），門間一成（医），赤谷　律（医），田中裕三（医），

重山　俊喜（医）

【目的】

筋ジストロフィー患者は食生活での問題・不安を抱えている人が多く、医師からの栄養食事

指導の依頼内容でも体重コントロールや食形態に関する事項が多い。前回の研究では、食事摂

取の中で、魚類や野菜類の摂取が少ないことが示唆された。このことは食事形態にも関係して

いると考えている。そこで、今回は魚類・野菜類の摂取に関する食事提案を行い、食事内容の

変化による摂取量の変化を比較検討する。

【対象・方法】

在宅療養中の筋ジストロフィー患者9名に対して、魚類・野菜類の食事提案を行い、提案前後

での摂取量の変化を検証した。

【結果】
一般のやせ判定とされるBMI18．5未満を基準とし、18．5未満（以下、やせ群）4名と18．5以上

（以下、非やせ群）5名の2群に分けた。やせ群は全員、形態調整を必要とする食事を摂取し

ていた。反対に、非やせ群は全員、固形食（形態調整を必要としない食事）を摂取していた。

魚類の摂取量は提案前→提案後で、やせ群37．2±22．1g→52．0±43．5g、非やせ群54・5±12・5g

→90．2±4．9g（p＝0．025）、野菜類の摂取量は提案前→提案後で、やせ群93．7±49・Og→104・5

±38．3g、非やせ群168．0±118．6g→204．2±66．2gであった。提案後ではやせ群、非やせ群と

もに、摂取量の増加傾向がみられた。

【考察】

有意差があった非やせ群の魚類の摂取量については、提案後、魚類の食べる回数が増えた結果

が影響したと考える。やせ群については、形態調整食としての食事提供（介助者の負担）や1

回の摂取量が多く取れないという点が影響していると考えられる。食事提案を行うことで、や

せ群、非やせ群ともに、魚類・野菜類の摂取量の増加傾向を示した。

【結論】

在宅筋ジストロフィー患者に対しての食事提案は、個人の岨囁能力や介助者の負担を考慮する

とともに、継続的な情報提供やアプローチが必要である。



課題⑤－Ⅲ一6

筋ジストロフィー患者の食事改善と栄養管理に向けた取り組み（第3報）

研究分担者：国立病院機構　奈良医療センター　松村隆介

共同研究者：国立病院機構　奈良医療センター

○平島由絵（栄）　永原伸美（看）　坂本美紀（看）井上千佳代（看）

越智　孝（調理師）　北岡義弘（調理師）　野尻由子（栄）

【目的】

1報で、筋ジストロフィー病棟における食事に関する実態調査を行い、患者は「喫合力

が弱く、食事が食べにくい」「栄養をバランス良く摂りたいが、嗜好面を優先させたい」と

いう現状が分かり、それらの食習慣がビタミン・ミネラル・食物繊維などの栄養素の不足

につながっていることが分かった。2報で、嘆合力に合わせた食事の立ち上げを行い、副

食の喫食量を上昇させることができた。そこで3報では、患者の自主的な栄養摂取を促す

ために、食青を実施し、行動変容につなげることを目標とした。

【対象】
一般食を摂取している筋ジストロフィー患者9名．（DMD：3名、BMD；2名、FSH‥1

名、MyD：1名、LG：1名、遠位型ミオパチー1名）

【方法】

病棟協力のもと、対象者に個別の摂取量に合わせた個人栄養指導、3回の集団栄養指導

を行った。集団指導では患者参加型にするため、各種栄養素についての講義を行い、指導

内容に合わせた栄養素の含まれる料理を一品バイキングの形式で提供を行った。栄養指導

終了後、1報で実施した食意識に関するアンケートと同等の内容を聞き取り、食意識につ

いて変化があったか検討を行った。

【結果】

個人栄養指導と集団栄養指導を実施した。指導実施後、78％の対象者が「栄養素に関す

る内容に興味がある」と答えた。食意識に関するアンケートでは、1報同様「バランス良

く食事をとりたい」との答えが得られ、さらに1報より多くの対象者が栄養素を充足させ

るために「食事でバランス良くとりたい」との声が得られた。

【考察・結論】

筋ジストロフィーの食事改善と栄養管理において、患者参加型の栄養指導を実施するこ

とで栄養に関する意識を変えることができた。患者の状態に合わせた食事の導入と食青の

実施で患者の食事に対する行動変容が可能なことが分かった。


