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麻痺障害リソース・センターからの
メッセージ

麻痺リソース・ガイドをご覧いただきありがとうございます。本書
は、クリストファー・アンド・デイナ・リーブ財団麻痺障害リソー

ス・センター（PRC）によって作成され、包括的な情報を提供するとと
もに、数多くの団体を紹介しています。私たちの目的は、麻痺者が可
能な限り健康で、活動的で、独立した状態を保つために必要な情報
を提供することです。本書は、麻痺障害の影響を受けているすべての
人々を対象としています。これには麻痺者の身近な人や介護者はもち
ろん、麻痺が家族に及ぼす影響を理解しているすべての人々を含み
ます。

当財団の創立者であるクリストファーとデイナは、突然体が麻痺
することの恐ろしさを理解していました。昨日まで自由に動いていた
体が、次の日に動かなくなったとき、自分自身がまったく違う存在にな
ってしまいます。その変化はあまりにも大きく、抗いがたいように思わ
れます。

麻痺者の皆様にまず知っておいていただきたいのは、麻痺者は
孤独な存在ではないということです。米国には、脊髄損傷による麻痺
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を持つ人々だけでも125万人存在します。それ以外に、その他の種類
の外傷や疾患による麻痺者が何十万人もいます。希望して麻痺者と
なる人はいませんが、麻痺者の中には、過去の自分と同じような経験
をしている他の患者が少しでも健康で幸せな生活を送れるように手
助けしたいと考えている人々が少なからず存在します。

PRCは、麻痺障害を引き起こすさまざまな症状（脳卒中や外傷、
疾患など）についての具体的な健康情報や臨床情報をはじめ、麻痺
関連の多種多様なトピックに関する情報サービス／リソースの提供
を目的として設置されました。有意義で正確な情報を提供するため、
全米の各組織と強力な連携関係を構築しています。

当然のことながら、麻痺障害は単なる医療上の問題にとどまりま
せん。PRCは、麻痺者が自分の思うように活動し、コミュニティに参加
できるように、旅行やレクリエーション、特別な支援機器や自動車に
関するリソース、さらには医療システムや保険システムの上手な利用
に関する重要な情報を提供しています。

また本書では、米国各地で複数の組織によって実施されている、
麻痺を持つ子供や成人の独立した生活を支援するプログラムについ
ても紹介しています。ユーザー補助機能、健康増進、アドボカシー、研
究などに関する数多くの組織のリストも用意しました。米国全土のこ
のような組織に対しては、PRCおよびクリストファー・アンド・デイナ・リ
ーブ財団を通じて、数多くの「クオリティ・オブ・ライフ」助成金を付与
しています。

必要な情報が本書に見つからないばあいは、PRCのWebサイトを
探してみてください。 www.paralysis.org. トレーニングを受けた情報
スペシャリストに問い合わせることもできます。電話（フリーダイヤル  
1-800-539-7309）または電子メール （infospecialist@ChristopherReeve.org） 
でお問い合わせいただければ、必要な情報をお探しします。

最後に、そしておそらく最も重要なことですが、麻痺は絶望的
な不治の病ではありません。脳や脊髄の疾患および損傷について、
その複雑なメカニズムの解明が着実に進んでいます。将来的に、急
性麻痺や慢性麻痺の治療法が開発されると確信が持てます。有望
な研究の詳細、および当財団の使命を支援する方法については、 
www.ChristopherReeve.org のWebサイトをご覧ください。

—PRCスタッフ一同
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社長兼CEOからのメッセージ
麻痺障害リソース・ガイドをご覧

いただきありがとうございます。
このガイドは、困惑に満ちた麻痺の世
界を手探りで進む麻痺者やそのご家
族が、必要な情報を素早く入手できる
ように作成されたハンドブックです。

本書およびクリストファー・アン
ド・デイナ・リーブ財団麻痺リソース・
センターは、数百万人の麻痺者の生
活の向上を目的としています。読者の
皆様が、充実した活動的な生活を送る
ことができるよう、最良の選択を行う
ための信頼できる情報を提供します。

リーブ財団は、長年にわたり、損
傷した脊髄の機能を回復するための
研究を助成してきました。治療と治癒

という長期的な成果を期待していますが、同時に今、この時点で麻痺
者が日々、日常生活に困難を感じていることも理解しています。それ
に対応するため、当財団では、「クオリティ・オブ・ライフ」助成プログ
ラムと麻痺リソース・センターを通じて、今すぐ役立つツール、サービ
ス、リソースを提供しています。

当財団はまた、障害者の権利向上のためのアドボカシー活動も
行っています。必要な情報と知識を得て、クリストファーとデイナ・リー
ブが持ち続けた強い意思の力と勇気をもって麻痺の世界に立ち向か
われることを祈念してやみません。

当財団には、クリストファーとデイナのビジョンを引き継ぎ、2人
が遺した希望と忍耐という遺産を守り続ける素晴らしい献身的なチ
ームがあります。しかし、私たちの行く手には解決すべき多くの問題
が横たわっていることも事実です。さらにすべての市民の機動性、十
分な参加、独立という目標を達成する必要があります。それが達成さ
れる日まで、今日のケアと将来の治癒に向けて、財団はこれからも活
動を続けていきます。
  ピーター・ウィルダーロッター
 社長兼CEO
  クリストファー・アンド・デイナ・リーブ

財団
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理事からのメッセージ
麻痺障害リソース・センター

は、2002年、健康の増進、コミュ
ニティ関与の醸成、麻痺者とその大切
な人々、介護者のQOLの向上を目的と
した総合的な全米レベルのリソース
の提供を目的に設立されました。当リ
ソース・センターのスタッフは、皆様
が麻痺に伴う混乱を乗り切れるよう、
道筋を見つけるお手伝いを献身的に
行っています。

私たちからのメッセージは、創立者
であるクリストファーとデイナからのメ
ッセージと同様、希望に満ちています。
楽観的で勇気がわき、信頼でき現実的
です。麻痺は、本人はもちろん、家族や
友人にとっても衝撃的な出来事です。

麻痺障害リソース・センターは、疾病対策予防センターとの
共同契約に基づいて設立され、情報スペシャリスト・チームが、電
話（フリーダイヤル1-800-539-7309）や電子メール (infospecialist@
ChristopherReeve.org）で対応しているほか、オンライン（www.paralysis.org）
やこの「麻痺障害リソース・ガイド」という印刷物を通じて情報を提供
しています（英語、スペイン語、および中国語、ベトナム語、韓国語を
含むアジア言語に対応）。リーブ財団のリソース・センターは、さまざ
まなサービスとプログラムを提供しています。
ピア&家族支援プログラム：麻痺患者とその家族、介護者に対し、

重要な心情面での支援に加え、地域および全米の情報およびリソー
スを提供する全米規模のピア・メンタリング・プログラムです。このピ
ア・メンタリング・プログラムは、麻痺患者やその家族は孤独ではない
というメッセージが底流をなしています。詳細については、172ページ
を参照してください。
情報スペシャリスト・サービス：経験豊富なスペシャリスト（自らも

脊髄損傷者であるスタッフを含む）が、麻痺に関する質問に答えて、
信頼できる情報を提供するとともに、お住まいの地域、州、国のリソー
スを紹介します。スペシャリストは、保険適用から、機器のニーズ、健
康に関する情報、住宅改造まで、あらゆるトピックの質問にお答えし

（次ページへ続く）

W
IN

FI
EL

D
 W

ET
H

ER
B

EE



|  クリストファー・アンド・デイナ・リーブ財団viii

ます。このチームは、通訳サービスを介して、150か国語以上の情報を
無償で提供しています。
図書の貸し出し：当財団が保有する麻痺に関する5,000点以上の

書籍やビデオを無償で貸し出します。書籍は、全米規模の図書館提携
プログラムを利用して受け取るか、自宅に直接配送されます。図書は、
ニュー・ジャージー州ショート・ヒルズで一般に貸し出されています。
クオリティ・オブ・ライフ助成金プログラム：このプログラムでは、

障害者、その家族および介護者にサービスを提供する組織に対し、経
済的支援を提供します。クオリティ・オブ・ライフ助成金は、障害者に
配慮した行楽地、車椅子用のスポーツ、乗馬療法、自然災害後の救急
サービスなどを提供する広範な非営利団体に付与されています。
軍および退役軍人：リーブ財団のこのイニシアティブは、戦闘関

連、軍関連、または軍に関係のない事故で麻痺障害を負った軍関係
者のニーズに対応しています。軍や退役軍人のためのシステムを案
内し、また軍から離れて一般社会へ復帰する手助けをします。318ペ
ージ、第8章を参照してください。
多文化サポート：このプログラムでは、米国内の多様な人々にサー

ビスを提供します。また、社会的サービスを利用しにくいコミュニティ
の麻痺者に対し、QOLを高める活動をしている組織と提携しています。
オンライン・コミュニティ：財団のWebサイトであるwww.paralysis.org

には、人とのつながりや仲間を得るための豊富な情報が蓄積されて
います。オンライン・コミュニティでは、他の麻痺者とコミュニケーシ
ョンを図ったり、さまざまな問題の解決策を共有したりすることがで
きます。リーブ・コミュニティは、積極的で親しみやすく、有意義なコミ
ュニティです。専門家チームが情報を提供しているほか、ブログ「Life 
After Paralysis（麻痺後の人生）」では、自立性、創意工夫、楽観性が明
確に語られています。ブログの筆者はいずれも、麻痺のある人生を悔
いなく生きることを明言しています。

本書と当財団の他の情報サービスが、皆様のお役に立てれば幸
いです。麻痺リソース・センターはいつでも皆様のお役に立ちたいと
願っています。どうか1人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

 マギー・ゴールドバーグ
 ポリシーおよびプログラム担当副社長

（前ページから続く）
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1
麻痺は、外傷、疾患、出生時の状態により、脳または精髄の神経
が損傷した結果です。この章では、主要な原因の特徴について説
明します。

状態別の基礎事項



麻痺障害リソース・ガイド  | 2

ALS
この病に冒されたニューヨーク・ヤンキースの野球選手の名を取っ
てルー・ゲーリック病とも呼ばれるALS（筋萎縮性側索硬化症）は、急
速進行性の神経疾患で、現在3万人の米国人が罹患し、毎年6,000件
近くの新規患者が報告されています。

ALSは、運動ニューロン疾患と呼ばれる疾患群に属します。運動
ニューロンは、脳、脳幹、脊髄に分布する神経細胞であり、随意筋の制
御ユニットであると同時に、神経系と全身の随意筋との間の、伝達リ
ンクとして機能します。運動ニューロンが失われるすると、その制御下
にある筋肉が衰弱し、消耗して麻痺に至ります。ALS患者の大部分は、
症状の診断から5年以内に主に呼吸不全のために死亡します。ただ
し、嚥下筋および呼吸筋の障害が生じた後、栄養チューブと人工呼吸
器の永久使用を選択した患者は、一般に、それ以上の期間生存し続
けます。

ALSの症状として、頻繁につまづいて転倒する、手や腕の自由が
きかない、発話、嚥下、呼吸の困難、慢性疲労、痙攣やこむら返りが挙
げられます。ALSの多くは中年期に発症します。理由は不明ですが、男
性の有病率は、女性の約1.5倍にのぼります。

ALSは運動ニューロンに作用するものであり、この疾患によって
精神、性格、知能に障害が生じることはありません。また、視覚、嗅覚、
味覚、聴覚、触覚にも影響は及びません。通常、眼球筋肉や排便・排尿
機能は維持されます。

ALSには既知の治療法がなく、予防や進行を食い止める方法もあ
りません。リルゾールは、FDA（米国食品医薬品局）の承認を受けた唯
一の薬剤で、ALS患者に対して延命効果がありますが、それも数か月
の効果でしかありません。リルゾールは、神経伝達物質であるグルタミ
ン酸の放出を抑制して、運動ニューロンの損傷を緩和すると考えられ
ています。ALS患者の脳脊髄液は、グルタミン酸濃度が上昇します。リ
ルゾールはまた、人工呼吸器の補助が必要になるまでの時間を遅ら
せることができます。しかし、リルゾールはすでに破壊された運動ニュ
ーロンを修復することはできません。またこの薬物を投与されている
患者の肝障害やその他の副作用を常時監視する必要があります。

2011年、FDAは、呼吸障害を持つALS患者を対象としたNeuRx 
DPS（Diaphragm Pacing System：横隔膜ペーシング・システム）を承認しま
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した。臨床試験では、DPS神経刺激装置を使用した場合、通常の治療に
比べて延命効果があり、睡眠が促進されることが証明されました  
www.synapsebiomedical.com (詳細については、152～153ページを参照)。

これまでALSの治療薬として、効果が期待できる数多くの化合
物が専門家によって特定されています。また現在、複数の薬物と細
胞療法が、患者に対して試験的に行われています。ニューラルステム

（Neuralstem）という企業は、数十例の患者を対象に神経幹細胞の臨
床試験を実施し、その結果、安全上の問題は存在せず、神経幹細胞の
有効性が一部認められました。詳細については、www.neuralstem.com
を参照してください。

ALSの動物モデルでは、栄養因子、つまり細胞に栄養を与えて保
護する分子が、壊死しつつあるニューロンを救えるという有力な証拠
があります。確かに、脆弱な細胞への標的化導入は、有効である可能
性があります。しかし、これまでのところ、動物での追試には成功して
いません。この研究はまだ進行中です。

アリモクロモルという、元々は糖尿病の合併症の治療のために
開発された薬物が、ALSのマウス・モデルでこの疾患の進行を抑制し
ています。アリモクロモルは、身体のすべての細胞に通常含まれている

「分子シャペロン」タンパク質を増幅することにより、これらの細胞が
運動神経細胞を毒性タンパク質から保護し、ALSなどの疾患の原因と
見られる毒性タンパク質を正常化すると考えられています。アリモク
ロモルは、動物の損傷した神経の再生を促進すると見られています。
初期段階の臨床試験では、この薬物の人間に対する安全性が確認さ
れましたが、投薬量と治療法について、追加の試験が継続中です。
薬物のカクテル投与：最近行われたALSのマウス・モデル研究に

おいて、リルゾール、ニモジピン（カルシウム・チャネルをブロックす
る薬物で、急性脳卒中や片頭痛の治療に使用される)、およびミノサイ
クリン（抗炎症作用のある抗生物質）という3種類の薬物の組み合わ
せを使用することで、劇的な効果が得られました。これらの薬物を一
緒に投与すると、細胞の壊死を遅らせ、神経細胞の損失を防止し、炎
症を軽減すると見られます。ALSの臨床試験の詳細については、 
www.clinicaltrials.govを参照してください。

理学療法や作業療法、専用の機器の使用により、ALSの疾患経過
を通じて、患者の自律性と安全性を確保できます。散歩、水泳、エアロ
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バイクなどの軽度のエアロビクス運動は、罹患していない筋肉の増
強、体調不良の防止、心臓血管の健康増進を促し、疲労感やうつ病の
予防に役立ちます。関節可動域訓練やストレッチ運動は、痛みを伴う
痙縮性や筋拘縮（筋肉の短縮、関節の動きの制限）の防止に役立ちま
す。作業療法の側面からは、患者のエネルギーの消耗を抑え、機動性
を確保するとともに、日常生活のさまざまな動作を容易にするため、
傾斜路、ブレース、歩行器、車椅子などの機器の使用が推奨されます。
呼吸衰弱：ALS患者は、肺炎や肺塞栓のリスクが増大します。呼吸

状態の悪化を示す兆候として、特に横になったときや食後の息苦し
さ、無気力、眠気、困惑、不安、イライラ、食欲不振、疲労感、起床時の
頭痛、うつ病が挙げられます。呼吸を補助する筋力が低下した場合、
換気補助（間欠的陽圧換気[IPPV] や二相性陽圧換気[BIPAP]）を使用し
て、睡眠中の呼吸を補助することができます。筋肉が酸素や二酸化炭
素の濃度を維持できなくなった場合には、これらの機器が常時使用
されることもあります。

多くのALS患者に共通のもう1つの問題として、咳が十分にできな
いために、通常分泌される量の痰をうまく喀出できないことがありま
す。これに対応するためには、水分を十分に摂取して痰を柔らかくする
ことが重要です。また、グアイフェネシン（痰を薄くする去痰薬）配合の
市販の咳止め薬を服用することも考えられます。咳が弱い場合は、ク
オッド・カフィング（患者が咳をしているときに、ハイムリッヒ法に似た
方法で咳を補助する）、アンビューバッグを使用した呼吸補助による
咳の改善、または「排痰補助装置」などの装置の使用（マスクを通じて
肺に空気を十分に送り込んで溜めた後、その空気を一気に吸い込ん
で咳と同じ動作を再現する）により、排痰を補助することができます。
よだれ：ALS患者は唾液が特別多いわけではありませんが、嚥下

障害のために流涎症（唾液分泌過多とよだれ）が問題になることがあ
ります。流涎症の治療には、いくつかの薬物を試して不快な副作用な
しに効果のある薬物を見つける必要があるため、適切に治療できな
いことがあります。
筋肉に関連する問題：一部のALS患者では、痙性が起こることがあ

ります。痙性が起こると筋肉がこわばり、腕、脚、背中、腹部、首が硬直し
ます。痙性は触れただけで起こることがあります。特に、筋肉が疲労し
ているALS患者に共通の症状である痙攣が起こった場合は痛みを伴い
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ます。痙攣は激しい痛みを伴いますが、時間とともに痛みは緩和され
ます。これは、衰弱した筋肉は、硬直できなくなり痙攣に至らないため
です。線維束性攣縮（筋肉が細かく痙攣のような動きをする）もよくあ
る症状ですが、不快ではあるものの、それほどの痛みは伴いません。
コミュニケーション障害：コミュニケーション能力の喪失は、生命

を脅かしたり、痛みを伴ったりはしませんが、「不自由な状態に拘束さ
れる」ことは、ALSがもたらす苦痛の1つです。支援技術を使用した数
多くの解決策が提供されていますが、認知度が低いためにあまり利
用されていません。補助器具は、単純な呼び出しボタンやセンサー付
きスイッチから、事前に録音された言葉やメッセージを再生する小
型のコミュニケーション・ボードまでさまざまです。弱弱しいつぶやき
を通常の話し声に増幅する装置もあります。身体のどこかを動かすこ
とさえできれば、基本的な意思伝達を行える可能性があります。現在、
数多くのコミュニケーション装置が販売されており、多くの在宅介護
専門店やインターネット・ショッピング・サイトで見つけることができ
ます。製品および取り扱い業者のリストについては、www.alsa.orgを参
照してください。

脳波を使用した実験では、ALSで体が不自由な患者が、コンピュ
ーターを通じて自分の思考だけで意思を伝達できるようになってい
ます。たとえば、ブレインゲート・システム（BrainGate System）が行っ
た、脳にセンサーを埋め込む臨床実験では、一肢を動かすための神
経信号がコンピューターによってリアルタイムで「解読」され、ロボッ
ト・アームなどの外部デバイスを操作することができました。この臨
床試験は今も継続中です。詳細については、http://cyberkineticsinc.com
を参照してください。

この他にも、ほとんど全身麻痺の患者がコンピューターを利用
する方法がいくつか存在します。手を使わずにカーソルを制御して、
意思を伝達したり、エンターテインメントを楽しんだり、さらには仕
事をしたりする方法の詳細については、276ページを参照してくださ
い。ALSの治療法については、薬物、細胞移植、遺伝子療法、免疫系の
調節などの研究で大きな成果が得られています。

出典：
国立神経疾患・脳卒中研究所、ALS協会
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ɶɶ リソースへのリンク：

ALS協会（ALS Association（ALSA））は、ニュース、研究報
告書、およびリソースを提供しています。また支援グ
ループ、クリニック、専門病院の全米ネットワークを運
営しています。ALSAは、ALSの原因と治療法の解明の
ために、約7千万ドルの資金を提供しました。問い合
わせ先：202-407-8580、www.alsa.org 

ALS治療法開発財団（The Therapy Development 
Foundation）は、治療法の開発に取り組む非営利の
バイオテクノロジー企業です。問い合わせ先：617-
441-7200、www.als.net 

プロジェクトALS（Project ALS）では、数多くの学問領域の
研究者や医師が結集し、基礎研究、遺伝学、幹細胞、
薬剤スクリーニングの4つの主要領域で協力してデー
タをオープンに共有しています。問い合わせ先：212-
420-7382またはフリーダイヤル1-800-603-0270、

	 www.projectals.org 

動静脈奇形
動静脈奇形（AVM）は、胎児期の発達過程または出生直後に起こると
考えられている循環系の異常です。動脈と静脈がひとかたまりになっ
ているため、通常であれば、酸素が飽和した血液が心臓から動脈を通
って身体の各細胞に送られ、酸素を使った後の血液が静脈を通って
肺や心臓に戻るという生命サイクルが正常に働きません。AVMでは
動脈が静脈に直接つながっているため、神経系組織への酸素供給が
減少し、出血の危険性が高まります。

動静脈奇形は、動脈と静脈が存在するあらゆる箇所で起こる可
能性があります。動静脈奇形があっても、ほとんどの場合は症状が現
れません。しかし、脳や脊髄の中で形成されたAVMは特に問題があり
ます。出血や著しい酸素欠乏がなくても、大規模なAVMが存在するだ
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けで脳や脊髄が損傷を受けます。AVMのサイズは、直径1インチ（約
2.5cm）程度の小さなものから、大きなものでは2.5インチ（約6,4cm）
以上に及びます。病変部位が大きいほど、周囲の脳や脊髄構造に大
きな圧力がかかります。

脳や脊髄のAVM（神経系のAVM）に罹患している米国人は、約30
万人です。あらゆる人種や民族的背景を持つ男女にほぼ等しい割合
で発生します。

AVMの一般的な症状は、発作と頭痛です。他の神経的症状とし
て、身体の一部の筋力の低下や麻痺、協調障害（運動失調）が起こる
ことがあります。また、AVMによって痛み、視力障害、言語障害が起こ
ることもあります。精神錯乱や幻覚が生じることもあります。小児期に
は、AVMが学習障害や行動障害の原因となる可能性があることが証
明されています。

AVMの診断は、CT（コンピューター制御による体軸断層撮影）ス
キャンまたはMRI（磁気共鳴映像法）スキャンによって行われます。 
奇形の正確な位置を厳密に特定するには、血管造影法が使用されま
す。この方法では、脚の動脈から細い管を挿入して脳まで誘導し、造
影剤を注入します。これらのスキャンによって、AVMの異常血管塊が
明らかになります。

AVMの場合、血流の勢いを緩和する毛細血管を経由しないため、
静脈に大きな圧力がかかることがあります。これが長期間続くと、AVM
が破裂し、出血の原因となります。出血のリスクは小さくても、時間の経
過とともにリスクが拡大するので、治療を受けることが推奨されます。
治療法：技術の進歩により、現在ほとんどのAVMの症例は、安全

で効果的な手術が可能です。頭蓋骨内部の手術では、レーザーで
AVMを摘出するか焼き切ります。またAVMが小さい場合は、定位的放
射線治療による治療を行うこともできます。この治療法では、AVMの
ある血管に放射線を照射して徐々に病変を除去します。この方法で
は、AVMの除去に1～3年かかります。

3つ目の治療法として、血管造影と同様の方法で行う血管閉塞術
があります。この方法では、脚の動脈からカテーテルを挿入し、身体を
通って病変のある動脈まで誘導します。接着剤のような閉塞物質を注
入してAVMにつながっている主要な血管を閉塞することで、AVMが縮
小し、放射線治療や従来の外科手術が可能になります。
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手術の判断は、あらゆるリスクを十分に理解した上で行う必要が
あります。AVMは治療を行わなければ、重大な神経障害や死につなが
る可能性があります。しかし中枢神経系の手術には、既知のリスクが
あります。AVMの手術は侵襲的で極めて複雑です。
出典：
国立神経疾患・脳卒中研究所、メイヨー・クリニック、全米希少疾病患
者団体
ɶɶ リソースへのリンク：

メイヨー・クリニック（Mayo Clinic）は、動静脈奇形に関す
る多くの教育的資料を提供し、3か所の施設で治療を
行っています。問い合わせ先：507-284-2511、 
www.mayoclinic.orgでarteriovenous-malformationを検
索してください。

国立神経疾患・脳卒中研究所（The National Institute 
for Neurological Disorders and Stroke（NINDS））
は、AVMの臨床上の詳細とリソースを提供していま
す。問い合わせ先：301-496-5751、フリーダイヤル
1-800-352-9424、 
www.ninds.nih.gov/disorders/avms/avms.htm

全米希少疾病患者団体（National Organization for Rare 
Disorders（NORD））は、AVMを含む各種資料を用意し
ています。問い合わせ先：203-744-0100またはフリー
ダイヤル1-800-999-6673、www.rarediseases.org
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腕神経叢損傷
腕神経叢損傷は、脊椎から肩、腕、手への神経ネットワークに、過度の
伸張や断裂やその他の外傷が起こることによって発症します。この症
状には、跛行や、腕の麻痺や、腕、手、手首の筋肉制御喪失や、腕や手
の感覚や痛覚の低下があります。多くの患者にとって、慢性的な痛み
が大きな問題です。この障害の多くは、交通事故、スポーツ中の事故、
銃創や外科手術の二次障害として発症します。また、新生児の肩が分
娩中に嵌入して腕神経叢が伸張したり断裂すると、腕神経叢損傷が
発生することも多々あります。

腕神経叢損傷は、特に治療を施さなくても治癒することがありま
す。乳児の多くは、生後3～4か月までに、症状が改善したり治癒しま
す。腕神経叢損傷の治療には、作業療法や理学療法がありますが、場
合によっては手術を施すこともあります。裂離（断裂）や破裂の場合、
適切な時期に手術を行って再接続しなければ、治癒の可能性はあり
ません。神経腫（傷）やニューロプラキシー（伸張）の場合、回復の望
みが高くなります。ニューロプラキシー傷害の患者のほとんどは、自
然に回復します。
出典：
腕神経叢損傷連合ネットワーク、国立神経疾患・脳卒中研究所
ɶɶ リソースへのリンク：

腕神経叢損傷連合ネットワークは、腕神経叢損傷に関する
支援を提供しています。問い合わせ先：1-866-877-7004（
フリーダイヤル）、www.ubpn.org
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脳損傷
脳は、意識的な活動（歩行や会話）および無意識な活動（呼吸や心 
拍など）を含む、各種の身体機能の中枢として機能しています。また、
脳は、思考、理解、言語、感情も制御しています。重大な頭部外傷、ま 
たは頭蓋骨の挫傷や頭蓋骨への穿通のない閉鎖性頭部損傷の結
果、脳に損傷が生じると、こうした機能の一部またはすべてが崩壊し 
ます。

外傷性脳損傷（TBI）は、主に、交通事故や、転落、暴力行為、スポ
ーツ中の事故により生じます。男性の発生率は、女性の2倍以上で
す。10万人中100人の割合で発生すると推計されています。米国疾病
対策予防センターの推計によると、530万人の米国人が脳損傷による
障害を持ち、年間に約5万人以上が死亡しています。年齢別では、15
歳から24歳の間、および75歳以上で最も多く発生しています。脳損傷
の際に、加害者または被害者がアルコールを摂取していた割合は、
全体の半分を占めます。

脊髄損傷の患者、特に脳に近い上頸部を損傷した患者の多く
は、脳損傷を併発しています。

頭蓋骨の骨格に保護された脳は、脳脊髄液中に浮遊するゼラ
チン状の物質です。この液は、急激な頭部の動きから脳を保護す
るショックアブソーバーの役目を担っています。脳損傷は、頭蓋骨
の挫傷や頭蓋骨への穿通（交通事故や転落、銃創）や、疾病（神経
毒、感染症、腫瘍、代謝異常など）、揺さぶられっ子症候群や頭部の
急激な加速や減速などの閉鎖性頭部損傷によって引き起こされま
す。頭蓋骨の外表面はなめらかですが、内表面はギザギザである
ため、頭部の急激な動きによって脳が跳ね返ると、頭蓋骨内側の激
しい凹凸で重大な損傷（閉鎖性頭部損傷）が引き起こされます。外
傷による脳傷害では、脳への損傷は、衝撃発生時に起こることもあ
れば、衝撃発生後に起こる膨張（脳水腫）や脳への出血（大脳内出
血）、脳周囲の出血（硬膜外または硬膜下出血）が原因で起こること
もあります。

大きな力によって頭を打った場合、脳は軸（脳幹）を中心として回
転し捩れ、通常の神経通路が遮断されて意識を失います。意識を失っ
ている時間が長い場合、その人は昏睡状態（脳幹から皮質までの神
経伝達が途絶した状態）になったと考えられます。
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閉鎖性頭部損傷は、しばしば外部に症状が現れない状態で起こ
りますが、閉鎖性頭部損傷と穿通性頭部外傷との差は極めて大きい
ことがあります。たとえば、頭部への銃創によって脳は広範囲に破壊
されますが、重要な部位への破壊でない限り、それによる結果がさほ
ど大きくないこともあります。閉鎖性頭部損傷は、多くの場合、部分的
麻痺または完全麻痺、認知・行動・記憶の障害、遷延性植物状態など、
広範囲な損傷や大規模な神経障害を招きます。

損傷した脳組織は、時間とともに回復することもあります。しか
し、脳組織が死んだり破壊されたりしたときに新たな細胞が生まれ
る、という証拠は見つかっていません。新しい細胞は再生されません
が、通常、おそらくは脳の他の部分が、破損した組織の機能を引き継
ぐことによって、回復過程が継続されます。

脳震盪は一種の閉鎖性頭部損傷であり、ほとんどの患者は脳震
盪から完全に回復します。しかし脳への損傷は、中等度のものであっ
ても蓄積すると長期的な影響が生じます。

脳損傷は、意識を失ったり、記憶や人格が損なわれたり、部分的
または完全な麻痺になるなど、一生にわたって、肉体的および精神的
な機能に重大な影響を及ぼすことがあります。一般的な行動障害に
は、攻撃的な発言や行動、興奮、学習障害、自己認識の低下、性的機
能の喪失、衝動性、社会的脱抑制があります。軽度、中等度、重度のTBI
によって、自殺、離婚、慢性的失業、薬物乱用の危険性の増大など、数
多くの社会的影響が生じます。米国では、新しいTBIの症例に対する
救急措置やリハビリに、年間900万～1,000万ドルという莫大な費用
が支出されています。重度のTBI患者の介護に必要な平均生涯コスト
は、60万～200万ドルと推計されています。

リハビリプロセスは、脳損傷後直ちに開始されます。一旦記憶が
戻れば、普通、回復速度が早くなります。しかし、運動、記憶、注意力、
複雑な思考、発話、言語、行動の変化などに関連した、多くの問題が残
ることがあります。脳損傷を被った人は、うつ病、不安、自信喪失、人格
変化などの後遺症に悩まされることがあります。さらに、場合によって
は、怪我を克服した人が、その怪我を自覚できないこともあり得ます。

リハビリには、注意力、記憶力、管理能力を改善するための認知
訓練が含まれることがあります。このようなプログラムは、構造化さ
れていて体系的で目標指向型であるとともに、個人別に設計され、学
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習、練習、社会的接触が含
まれます。場合によっては、
特定の機能を改善し障害
を補うために、忘備録や電
子ページング・システムを
使用することもあります。総
合的リハビリテーション・プ
ログラムの重要な要素で
ある心理療法では、うつ病
や自尊心の喪失を治療し
ます。リハビリテーションで
はまた、TBIに伴う行動障害
に対応する投薬治療も行
われます。このような薬物

には、TBIの患者に対して重大な副作用をもたらすことがあるため、や
むを得ない状況でのみ使用します。

TBIが性格や行動にもたらす影響を抑え、社会性を取り戻すた
め、行動療法が行われています。職業訓練も、多くのリハビリ・プロ
グラムに共通の要素です。国立衛生研究所（National Institutes of 
Health）の脳損傷に関する合意声明によると、TBI患者とその家族は、
個人別のリハビリ・プログラムの計画と設計において、中心的な役割
を果たすべきだとされています。
出典：
国立神経疾患・脳卒中研究所、脳損傷リソース・センター
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ɶɶ リソースへのリンク：

米国脳損傷協会（Brain Injury Association 
of America（BIAA））は、脳損傷患者の生活のほか、
治療、リハビリ、研究、予防法に関するリソースを提
供しています。また各州に支部があります。問い合わ
せ先：703-761-0750またはフリーダイヤル1-800-444-
6443、www.biausa.org 

脳損傷リソース・センター/頭部損傷ホットライン（Brain 
Injury Resource Center/Head Injury Hotline（BIRC）
）は、「ニーズを満たす方法を自分で探し、悪徳業者
の犠牲にならないように防止する」ためのリソース・
センターを運営しています。問い合わせ先：206-621-
8558、www.headinjury.com

軍および退役軍人脳損傷センター（Defense and 
Veterans Brain Injury Center（DVBIC））は、脳損傷を
持つ現役軍人とその扶養家族、および退役軍人にサ
ービスを提供しています。www.dvbic.org

外傷性脳損傷モデル・システム・オブ・ケア（Traumatic 
Brain Injury（TBI）Model Systems of Care）は、連邦政
府の助成金を受けて、TBIに関する専門知識の進展と
実践に取り組んでいる複数の頭部損傷専門クリニッ
クです。これらのセンターでは、この種の損傷の経過、
治療法、結果に関する新しい知識を取得し、広く提供
しています。また協調的な治療システムの利点を実
践で示しています。www.tbindc.org

 クレイグ病院（Craig Hospital）、コロラド州エングルウッド
 ケスラー財団（Kessler Foundation Inc.）、ニュージャージー州

ウェスト・オレンジ
 アルバート・アインシュタイン医療ネットワーク（Albert 

Einstein Healthcare Network）、ペンシルバニア州フィラデル
フィア
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 オハイオ州立大学（The Ohio State University）、オハイオ州
コロンバス

 ワシントン大学（University of Washington）、ワシントン州シア
トル

 インディアナ大学（Indiana University）、インディアナ州ブルー
ミントン

 リハビリテーション＆リサーチ研究所（The Institute for 
Rehabilitation and Research）、テキサス州ヒューストン

 スポルディング・リハビリテーション病院（Spaulding 
Rehabilitation Hospital）マサチューセッツ州ボストン

 ニューヨーク大学医科大学院（New York University School of 
Medicine）、ニューヨーク州ニューヨーク

 ベイラー研究所（Baylor Research Institute）テキサス州ダラス
 バージニア・コモンウェルス大学（Virginia Commonwealth 

University）、バージニア州リッチモンド
 マウント・シナイ医科大学院（Mount Sinai School of 

Medicine）、ニューヨーク州ニューヨーク
 ピッツバーグ大学（University of Pittsburgh）、ペンシルバニ

ア州ピッツバーグ
 メイヨー・クリニック（Mayo Clinic）ミネソタ州ロチェスター
 アラバマ大学（University of Alabama）アラバマ州バーミンガム
 マイアミ大学（University of Miami）、フロリダ州マイアミ
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外傷性脳障害に関する研究：脳は、髪、地肌、頭がい骨、衝撃となる液
体で保護されていますが、非常に壊れやすいものです。過去には、ほ
とんどの場合、これらの保護で十分でしたが、威力の大きな武器や、
高速で走る新しい方法が開発されて、必ずしもそうではなくなってい
ます。

脳損傷は、損傷を受けた部位によってさまざまです。海馬に衝撃
を受けると、記憶喪失になります。脳幹の損傷では、高レベルの脊髄
損傷に類似の症状が発生します。脳幹神経節の損傷は運動に影響を
及ぼし、前頭葉の損傷は情緒的な問題につながることがあります。大
脳皮質の特定の部位を損傷した場合は、言語能力と理解力に影響が
生じます。各症状は、専門の看護と治療を必要とすることがあります。

脳損傷はまた、脳細胞（軸索）の損傷、打撲（打ち身）、血腫（血栓）
、腫れなど、多くの生理学的プロセスを伴います。脳卒中や脊髄損傷、
またその他の種類の神経的外傷と同様、脳損傷は一時的なプロセス
ではなく、複数の事象が連続的に発生し、最初の損傷から数日、時に
は数週間にもわたって、波状的に破壊が続きます。現在の医療では、
最初の損傷を十分に修復することができず、場合によっては神経細
胞を大幅に失うこともあります。

しかしながら、脳の2次損傷は食い止めることができます。2次要
因には、脳虚血（血液の流失）、脳血流の低下、脳酸素レベルの低下、
興奮性アミノ酸（グルタミン酸など）の放出があり、これらに関する研
究が行われてきました。浮腫は、かつて血管からの少量の出血が原因
だと考えられていましたが、今では損傷した組織細胞の継続的壊死
が原因だと考えられています。

脳外傷に伴う多様な2次的影響を管理するための薬物として、こ
れまで数多くの薬物について臨床試験が行われました。たとえば、グ
ルタミン酸毒性に対するセルフォテル、セレスタット、デクサナビノー
ル、カルシウム損傷に対するニモジピン、細胞膜の破壊に対するチリ
ラザッドやPEG-SODなどです。また成長ホルモン、抗痙攣薬、ブラジキ
ニン（血管の浸透性を高める）、および脳かん流圧（脳への血流を促
進する）の適用についても臨床試験が行われました。脳外傷後の急
速な低体温（冷却）についても複数の臨床試験が行われました。冷却
は一部の集中治療ユニットで適用されていますが、その使用は明確
に推奨されていません。神経防護薬については、さまざまな治療法が
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動物では効果があるように見えるものの、臨床試験は一般に成功に
至っていません。これは、動物モデルと人間の臨床実務のかい離が非
常に大きいためだと専門家は言います。人間の脳損傷は非常に多種
多様なため、小さな実験動物で再現するのは困難だからです。また、
人間は多くの場合、最大の効果が期待できるほど迅速に治療を始め
ることができません。動物では許容しがたい副作用が、人間と同程度
に現れるとは限りません。さらに動物モデルでは、脳外傷が人間の知
性、記憶、行動に及ぼす、複雑で時には一生続く影響を扱うことがで
きません。

確かに、損傷を受けた脳はある程度の回復力を持っています。専
門家は、脳は「可塑的」だという言葉でこれを表します。つまり、神経の
成長因子、組織移植、またはその他の技術を使用することで、脳の再
構築を促進し、機能を回復することができるのです。回復に際しては、
時期によって働くメカニズムが異なるので、特定の時期に介入を行う
のが効果的だと言えます。脳損傷後の各生化学プロセスに対応して、
一連の薬物を時限的に投薬する方法もあります。細胞交換（幹細胞を
含む）は理論的には可能ですが、人間に応用するには多くの調査研
究が必要です。
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脳性麻痺
脳性麻痺（CP）とは、運動や姿勢に影響を与える一連の状態を指しま
す。脳性麻痺は、筋肉や神経の問題が原因ではなく、脳の一部の発達
障害や損傷によって、運動や姿勢を正常に制御できないことが原因
です。その症状は、軽度から重症まださまざまで、その中には、各種の
麻痺も含まれています。

脳性麻痺によって、必ずしも深刻な障害が生じるとは限りませ
ん。深刻な障害を持つCPの子供は歩行不能で広範な介護を必要とし
ますが、中等度の脳性麻痺の子供は若干バランスが崩れるものの、
特別な支援は必要ありません。脳性麻痺は伝染せず、通常、遺伝しま
せん。ほとんどの子供は、治療によってその機能を著しく改善させる
ことができます。その症状は時とともに変化することはありますが、基
本的に脳性麻痺は進行性ではありません。したがって、時間がととも
に症状が進行する場合は、通常、脳性麻痺以外の疾患または状態が
原因です。

脳性麻痺を持つ子供の多くは、治療を要する他の問題も抱えて
います。それらには、精神遅延、学習障害、発作、視覚障害、聴覚障害、
言語障害などがあります。脳性麻痺は、通常、子供が2、3歳に成長する
まで診断されません。3歳以上の子供1000人のうち、約2、3人が脳性
麻痺を持っています。米国では、約50万人の子供と大人が、脳性麻痺
患者です。脳性麻痺には、主に以下の3種類があります。
痙性脳性麻痺：脳性麻痺患者の70～80%は痙性脳性麻痺であ

り、筋肉が硬直するために運動困難になります。両脚とも罹患してい
る場合（痙性両側麻痺）、臀部と脚部の筋肉が硬直して脚が内側に屈
曲し膝部で交差する（鋏状脚と呼ばれる）ために歩行困難になること
があります。また別の症状として、身体の片側のみが影響を受けるこ
とがあり（痙性半側麻痺）、この場合、多くは脚よりも腕の症状が重く
なります。最も重症の脳性麻痺は、四肢と体幹が影響を受けている痙
性四肢麻痺で、通常、口や舌を司る筋肉にも障害が現れます。
運動障害性（アテトーゼ型）脳性麻痺：脳性麻痺患者の10～20%

は運動障害性脳性麻痺であり、全身が影響を受けます。これは、筋緊
張の変動（過度の硬直または弛緩）が特徴で、中には動きの不制御 

（動きが遅く身をよじる、または、動きが速くぴくっとする）を伴うこと
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があります。この症状を持った子供の多くは、身体の制御がうまくでき
ないため、座ったり歩いたりすることが困難になります。顔面および
舌の筋肉にも影響が出ることがあり、その場合には嚥下や発話に障
害が現れます。
運動失調性脳性麻痺：脳性麻痺患者の5～10%は運動失調性脳

性麻痺であり、身体のバランスや協調に影響が出ます。歩調が不安定
であり、字を書くなど、協調を必要とする動きが困難です。

米国では、CPを持つ子供の10～20%は、生後数か月間に発生す
る脳損傷が原因で、後天的に障害が発生します。このような障害に
は、脳の感染症（細菌性髄膜炎やウィルス性脳炎）や頭部損傷があり
ます。出生時に脳性麻痺があっても、多くは、生後数か月まで診断で
きません。ほとんどの場合、先天性脳性麻痺の原因は不明です。しか
し、妊娠・分娩時に、発育中の脳の運動中枢に損傷を与えうる特定の
事象がいくつか指摘されています。最近まで、医師の間では、脳性麻
痺の主要原因は、分娩の際の酸素不足であると信じられていました。
近年の研究では、これは、症例の原因の10%に過ぎないことが判明し
ています。

脳性麻痺、脳卒中、脳障害の治療法として高圧酸素法の研究が
進められています。一部のクリニックやメーカーが、脳性麻痺への高
圧酸素の使用を推進していますが、有効性についての合意は得られ
てません。

脳性麻痺と診断された子供には、通常、診断後直ちに理学療法
が開始されます。これによって運動スキル（座る、歩くなど）が向上し、
筋力が改善され、痙縮（関節の動きを制限する筋肉の短縮）を防止で
きます。場合によっては、痙縮の防止や手脚の機能の改善のために、
ブレース、副木、ギプスを用いることもあります。痙縮がひどい場合に
は、患部筋肉を長くするための手術が推奨される場合もあります。

CIT（強制誘発運動法）と呼ばれる一種の理学療法が、片腕が衰弱
した成人患者に使用されて効果をあげています。この治療法では、影
響受けていない腕をギプス包帯などで固定し、衰弱した腕での作業
を強制します。脳性麻痺を持つ子供に対する無作為化比較試験で、
従来の理学療法を行った群と、連続する21日間にわたってCITを行っ
た群とが比較されました。そして障害を持つ腕の機能の向上、治療終
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了後も効果が継続したかどうか、体の他の分野（胴体の制御、可動性、
コミュニケーション、自助スキル）での有意な向上につながったか、に
ついて結果が検討されました。CITを受けた子供は、あらゆる尺度に
おいて従来の理学療法を受けた子供を上回り、6か月経過後も腕を
動かす能力が対照群よりも優れていました。

痙性状態の筋肉を集中的に強化する方法も開発されています。
たとえば、FES（機能的電気刺激）は、微小な無線装置を特定の筋肉や
神経に埋め込み、遠隔制御で電気刺激を与えます。この方法は、脳性
麻痺のほか、脳卒中患者に対しても、手、肩、足首の筋肉の活性化と
強化に使用されています。詳細については、179ページの「FES（機能
的電気刺激）」を参照してください。

痙性を緩和したり異常な動きを低減するために、薬剤が投与さ
れることがあります。場合によっては、皮膚の下に、バクロフェンなど
の抗痙性薬を継続的に投与するポンプが埋め込まれます。ボトック
ス注射により、筋肉を局所的に弛緩させる効果について、成功例が報
告されています。両脚に形成を持つ子供では、脊髄後根遮断術によっ
て、痙性を永続的に軽減し、座る・立ち上がる・歩くなどの能力を改善
できる場合があります。この療法では、痙性の主な原因となっている
一部の神経繊維が切断されます。

脳性麻痺の子供の成長に伴い、治療法や他の支援サービスが変
化します。理学療法の補完として、職業訓練、レクリエーションや余暇
プログラム、特殊教育が必要に応じて追加されます。思春期には、情
緒的問題や心理的問題に関するカウンセリングが重要です。

出典：
脳性麻痺連合協会、10セントの行進、疾病対策予防センター、国立神
経疾患・脳卒中研究所
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ɶɶ リソースへのリンク：

米国脳性麻痺協会（United Cerebral Palsy（UCP)）は、CP
患者の健康管理と健康増進に加え、ライフスタイル、
教育、支援のためのリソースを提供しています。UCP
は、障害者の完全な受容を推進しています。脳性麻痺
以外の障害を持つ人々による利用が、全利用者の3分
の2を占めます。問い合わせ先：UCP 202-776-0406

 www.ucp.org
10セントの行進・先天異常財団（The March of Dimes 

Birth Defects Foundation）は、先天異常、幼児死亡、
低出生体重、不適切な出生前健康管理に対処するた
めのリソースとネットワークを提供しています。問い
合わせ先：1-888-663-4637（フリーダイヤル）、 
www.modimes.org

脳性麻痺国際研究財団（The Cerebral Palsy 
International Research Foundation（CPIRF））は、CP
および関連の発育障害の原因、治療法、介護法を発
見するための研究資金を提供しています。問い合わ
せ先：609-452-1200、www.cpirf.org
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フリードライヒ運動失調症
フリードライヒ運動失調症（FA）は、徐々に神経系を冒す遺伝性疾患
で、筋力の低下、言語障害、心臓疾患を引き起こします。初期症状とし
て歩行失調が生じ、徐々に悪化して腕や体幹に広がります。四肢の感
覚障害が、身体の他の部分に広がることもあります。他の特徴として、
特に膝や足首の腱反射が消失します。フリードライヒ運動失調症患
者のほとんどは、脊柱側弯症（脊椎が片側に曲がる）を発症し、外科的
介入が必要になることもあります。

その他の症状として、胸の痛み、息切れ、動悸が挙げられます。こ
れらの症状は、フリードライヒ運動失調症の多くで併発する、肥大型
心筋症（心臓肥大）、心筋線維症（心臓の筋肉内に繊維状の物質が形
成される）、心不全などの心臓疾患が原因です。

フリードライヒ運動失調症という名前は、1860年代にこの病状を
最初に記述した医師ニコラス・フリードライヒにちなんで名付けられ
ました。「運動失調症」とは、各種の疾病や状態に見られる協調障害
や不安定状態を示します。フリードライヒ運動失調症では、脊髄内の
神経組織および腕や脚の動きを司る神経が退化します。脊髄が細く
なり、神経細胞から、神経中のインパルス伝達を補助する絶縁体であ
るミエリンが失われます。

フリードライヒ運動失調症はまれな疾患で、米国での発生率は5
万人に1人程度です。男女とも同じ割合で発生します。通常は、5歳な
いし15歳の年齢で発症しますが、早ければ18ヶ月、遅ければ30歳代で
発症することもあります。

現在のところ、フリードライヒ運動失調症に関する効果的な治療
法は確立されていません。しかし、多くの症状やそれに伴う合併症を
治療することはできます。研究によると、フラタキシンは、複数の臓器
が正常に機能するために重要なミトコンドリア・タンパク質であるこ
とがわかっています。しかしフリードライヒ運動失調症患者では、こ
の蛋白質が激減します。フラタキシンが減少すると、特に神経系や心
臓、膵臓が活性酸素（過剰な鉄分が酸素と反応して生成される）によ
る損傷に対して敏感になります。抗酸化物質を使用した治療により、
活性酸素のレベルを抑制する試みが続けられています。ヨーロッパ
における最初の臨床試験では、コエンザイムQ10、ビタミンE、イデベ
ノンなどの抗酸化物質が限定的な効果を持つことが示されてます。 
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しかし、米国における臨床試験では、フリードライヒ運動失調症患者
に対するイデベノンの効果を明らかにすることはできませんでした。
これをさらに強化した物質や他の抗酸化物質が現在試験中です。そ
れと同時に、薬物治療、遺伝子工学、タンパク質の送達システムによっ
て、フラタキシンを増加させ、鉄代謝を管理する方法の解明も進めら
れています。

出典：
国立神経疾患・脳卒中研究所、全米希少疾病患者団体、フリードライ
ヒ運動失調症研究連合、筋ジストロフィー協会
ɶɶ リソースへのリンク：

フリードライヒ運動失調症研究連合（Friedreich’s Ataxia 
Research Alliance（FARA)は、フリードライヒ運動失
調症および関連の運動失調症の最新の研究動向に
関する情報のほか、研究者、特許、家族、介護士に関
する情報を提供しています。FARAはまた、新しい患者
のための支援と情報も提供しています。問い合わせ
先：703-413-4468、www.curefa.org 

National Ataxia Foundation（全米運動失調財団（NAF））
は、遺伝的運動失調症を支援しています。米国および
カナダ国内に数多くの支部とサポート・グループがあ
ります。問い合わせ先：763-553-0020、www.ataxia.org	

全米希少疾病患者団体（National Organization for Rare 
Disorders（NORD））は、フリードライヒ運動失調症を
はじめとする6,000以上の希少疾病の同定と治療のた
めの取り組みとして、教育、アドボカシー活動、研究、
サービスを行っています。

 www.rarediseases.org
筋ジストロフィー協会（MDA）は、運動失調を含む神経筋

疾患に関するニュースと情報を提供しています。問い
合わせ先：1-800-344-4863（フリーダイヤル）、 
www.mdausa.org
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ギラン・バレー症候群
ギラン・バレー症候群は、身体の免疫系が、末梢神経系を攻撃する障
害です。この障害に見られる最初の症状は、脚部のさまざまな程度の
筋力低下や刺すような痛みです。筋力低下や痛感異常は、腕や上半
身まで広がることがあります。こうした症状の程度が悪化し、最後には
完全な麻痺状態になります。特に人工呼吸器が必要な場合、患者の
多くは疾病の初期段階で集中的な治療が必要です。

ギラン・バレー症候群はきわめて稀な疾患です。この疾病は、通
常、患者が呼吸器や胃腸系統のウィルス感染症症状を発症した後、数
日ないし数週間で発症します。最も深い関連性があるのはバクテリア
感染ですが、60%の症例は原因が不明です。場合によっては、インフ
ルエンザ・ウィルスや、インフルエンザ・ウィルスに対する免疫反応に
よって引き起こされることもあります。時には、手術やワクチン接種に
よって誘発されることもあります。障害は数時間から数日で現われま
すが、最長で3～4週間かかることもあります。ギラン・バレー症候群を
発症する人と発症しない人がいる理由については、判明していませ
ん。重症のギラン・バレーの症例でも、ほとんどの患者は回復します
が、一部の患者はある程度の筋力低下が続きます。ギラン・バレー症
候群の治療法はまだ知られていませんが、症状を軽減し回復を加速
させる治療法を施すことができます。この疾病の合併症を治療するに
は多くの方法があります。プラスマフェレーシス（血漿交換法）は、血
流から自己抗体を機械的に除去します。免疫グロブリンを大量に投与
して、免疫系を強化する療法も使用されています。現在、免疫系の働
きを解明して、神経系に対する攻撃を起こす元となる細胞を同定する
ための研究が進められています。

出典：
国立神経疾患・脳卒中研究所
ɶɶ リソースへのリンク：

国際GBS/CIDP財団は、ギラン・バレー症候群および慢性
炎症性脱髄性多発神経炎に関する情報を提供してい
ます。問い合わせ先：610-667-0131またはフリーダヤ
ル1-866-224-3301、www.gbs-cidp.org	
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大脳白質ジストロフィー
大脳白質ジストロフィーは、脳、脊髄、および末梢神経に影響を与え
る進行性、遺伝性の障害です。大脳白質ジストロフィーの具体的な疾
患には、異染性白質ジストロフィー、クラッベ病、副腎白質ジストロフ

ィー、カナバン病、アレキサンダー病、
ツェルヴェーガー症候群、レフサム
病、脳腱黄色腫症があります。ペリツ
ェウス・メルツバッハー病は、麻痺に
つながることもあります。

副腎白質ジストロフィー（ALD）
は、1993年の映画、「ロレンツォのオ
イル/命の詩」のモデルとなった少年
ロレンツォが冒されていた病です。こ
の疾患は、脳の神経線維を覆ってい
る脂肪性の物質（ミエリン鞘）が失わ
れ、副腎が変性して進行性の神経障
害が起こります（詳細については、ミ
エリン修復に関する研究の促進を目

的としたオーギュストとミケーラのオドーネ夫妻が1989年に設立した
www.myelin.orgを参照してください）。

ɶɶ リソースへのリンク：

全米大脳白質ジストロフィー財団（United 
Leukodystrophy Foundation（ULF））は、募金活動を
行い、大脳白質ジストロフィーに関するリソースや臨
床上の詳細に関する情報を提供しています。問い合
わせ先：1-800-728-5483または815-748-3211、 
www.ulf.org 
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ライム病
ライム病は、クロアシダニ（マダニの一種）にかまれた人間に感染す
るバクテリア（ライム病ボレリア）感染症ですが、ライム病の患者でダ
ニにかまれた覚えのあるのは50%未満です。ライム病の典型的な症
状には、発熱、頭痛、疲労感があります。ライム病は、腕や脚の機能喪
失を含む神経症状に発展する可能性がありますが、筋萎縮性側索硬
化症や多発性硬化症と誤って診断されることがよくあります。ライム
病の専門家によると、標準の診断方法では、40%もの症例が見過ごさ
れる可能性があります。ライム病のほとんどの症例は、数週間にわた
る抗生物質の投与で十分に治療できます。ライム病は場合によって
は症状が長引き、長期間抗生物質を投与
することもある疾患であるにもかかわら
ず、ライム病を慢性的な感染症だと考えて
いる医師はほとんどいません。公開され
た医学文献によると、慢性ライム病と診断
された患者の多くは、過去に感染した兆
候が見られません。ある専門機関の患者
のうち、現在または過去におけるライム
病ボレリアへの感染によって症状を説明
できる患者は、わずか37%でした。高圧酸
素法およびハチ毒が、この疾患の症状を
治療するうえで、一部効果をあげたという
報告があります。多くの慢性ライム病患者
が、国外で高価な無認可の幹細胞治療を受
けています。
ɶɶ リソースɶのリンク：

国際ライムおよび関連疾患学会は、教育資料を提供して
います。http://ilads.org

米国ライム病財団は、リソースおよび治療情報を提供し
ます。www.aldf.com

ライム病協会は、情報を提供し、専門家を紹介しま
す。www.lymediseaseassociation.org	

ライム病ボレリア
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多発性硬化症
多発性硬化症（MS）は、慢性的で、多くの場合、身体に障害を引き起
こす中枢神経系の疾患です。症状には、手足の無感覚のような一時
的で軽度の症状と、麻痺、認知欠損、失明などの重度の症状がありま
す。MSでは、神経細胞を覆うミエリンに傷ができることで神経機能が
低下します。ミエリンを破壊する炎症が何回も発現し、神経細胞を覆
う部分に沿って多数の瘢痕組織（硬化症）部分が形成されます。その
結果、それらの部分で、神経インパルスの伝播が遅延したり阻止され
るようになります。MSは、多くの場合、数日間、数週間、または数か月
間にわたって症状が出現（「増悪」と呼ばれる）する期間と症状が軽減
または消失（寛解）する期間を繰り返しながら進行します。症状が再発

（ぶり返し）するのが普通です。
MSの症状には、一肢または複数肢の筋力低下、震え、麻痺のほ

か、筋痙性（抑制不能な痙攣）、運動機能障害、無感覚、疼き、痛み、失
明、協調やバランスの喪失、失禁、記憶や判断力の喪失がありますが、
最も多い症状は疲労感です。

疲労感はMS患者の80%に見られ、患者の労働や作業の能力を大
幅に阻害します。疲労感以外にほとんど自覚症状がない患者の場合、
疲労感は最も顕著な症状と言えます。一般に、MS患者の疲労感は日
常的に発生し、日が経つにつれ悪化する傾向があります。暑さや湿気
によって悪化する傾向があります。MSに伴う疲労感は、うつ病や物理
的障害との相関関係は認められません。

MSでは、症状の激しさや進み方は、患者によって大きく異なりま
す。最も一般的な経過は、発作の後に部分的または完全な回復が訪
れる「再発と寛解」で、MS患者の75%は、最初、再発と寛解の経過をた
どります。

再発寛解型MSの多くは、やがて症状が継続的に悪化していきま
す。発作と部分的な回復が継続的に起こることもあります。これは二
次進行性の多発性硬化症と呼ばれます。再発と寛解で始まった患者
のうち、半数以上が10年以内に、90%が25年以内に二次進行性の多
発性硬化症に進展します。

これに対して、疾患の最初から絶えず症状が悪化するものを一
次進行性の多発性硬化症と呼びます。一次進行性では、一般に寛解
は起こりません。
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MSの正確な原因は未だに不明です。いくつかの研究は、環境が
原因であることを明らかにしています。世界的に見ると、北欧、米国北
部、オーストラリア南部、ニュージーランドで特に症例が多くなってい
ます。日光の照射の多い地域でMSの発生率が小さいことから、ビタミ
ンDのレベルを対象とした研究が行われており、確かに、ビタミンDの
レベルが低いこととMSの間に何らかの関連性が存在します。人間は
日光に当たることで、肌で自然にビタミンDが合成されます。いくつか
の研究で、北方の地域に居住する人々の多くは、ビタミンDレベルが
低いことがわかっています。日光の照射の少ない4月生まれの赤ん坊
は、後にMSを発症するリスクが最も高く、逆に日光の照射の多い10月
生まれの赤ん坊は、最も低リスクです。

多発性硬化症は、遺伝する傾向があるとも考えられています。 
多くの場合、20歳から40歳の年齢で始まります。疾患の進行、深刻度、
症状は患者によって異なり、いまだ予測できません。

多発性硬化症は、中枢神経系（CNS）に対する一種の特異免疫反
応であると考えられています。身体の免疫系の細胞とタンパク質は、通
常、感染から身体を防御しますが、CNSの血管から放出されて脳と脊髄
を攻撃し、ミエリンを破壊します。免疫系が自己のミエリンを攻撃する
に至る具体的なメカニズムはまだ不明ですが、ウィルス感染と遺伝に
よる遺伝子の感受性の組み合わせを原因とする説が有力です。多発
性硬化症の原因として数多くのウィルスが考えられていますが、原因
を1つのウィルスに関連付ける決定的な証拠は見つかっていません。

多発性硬化症は、科学的に記述された最初の疾患の1つです。 
19世紀の医師たちは、観察・記録したものを完全に理解していたわ
けではありませんが、早くも1838年に解剖所見として作成された図で
は、今日、多発性硬化症として知られる症状が明確に記録されていま
す。1868年、パリ大学の神経学者であったジャン＝マルタン・シャルコ
ーは、それまで見たことがない種類の腫瘍がある若い女性を詳細に
診察しました。そしてその女性の不明確な発話や眼球運動の異常に
着目し、それまでに診察した他の患者と比較しました。この患者の死
亡後、シャルコーはその脳を検証して、MSに特徴的な傷、すなわち「プ
ラーク」を発見しました。

シャルコーは、この疾患の症状とそれに伴う脳の変性について
詳細な所見をまとめました。原因について見当が付かず、電気的刺激
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やストリキニーネ（神経刺激物質、毒薬）を含め、治療がことごとく効
果がないことに悩まされていました。金や銀の注射も試しました（金
や銀の注射は、当時最も多く見られた神経疾患である梅毒に一定の
効果があった）。

MSの治療に関して、初めて科学的な臨床試験に成功したのは、
それから100年後の1969年のことです。この臨床試験では、重度のMS
患者のグループにステロイド薬物が投与されました。ステロイドは今
日もなお、急性増悪の患者に対して使用されています。

それ以降の臨床試験により、複数の薬物が免疫反応への有効性、
ひいてはMSの経過に対する有効性が認められて承認に至っています。
ベタセロンは、発作の軽減に効果があります。アボネックスは、1996年
に承認された薬物で、身体障害の進行を遅らせ、発作の深刻度と頻度
を緩和します。コパクソンは再発寛解型MSの治療薬です。レビフは再
発の回数と頻度を抑え、身体障害の進行を遅らせます。ノバトロンは進
行性または慢性のMSの治療薬で、再発回数を低減します。

2006年に、再発寛解型MSの治療薬としてタイサブリが承認されま
したが、免疫関係の副作用のリスクが高いため、処方が厳しく制限さ
れています。この薬物はモノクローナル抗体であり、脳に損傷を与える
可能性のある免疫細胞が、血液脳関門から脳や脊髄に入り込むのを
防止すると考えられています。FDAのタイサブリに関する処方情報に
は、PML（進行性多巣性白質脳症）という、通常、死亡または重大な障
害に至る感染症に関する「ブラックボックス」警告が含まれています。

近年、MSの治療薬として、3種類の経口薬が承認されました。ジレ
ニアは、再発型のMSで再発の頻度を低減し、身体障害を遅延させま
す。オーバジオは、MSに関係する特定の免疫細胞の機能を抑制しま
す。テクフィデラは、再発と脳病変を緩和するととともに、長期的な障
害の進行を抑制します。

アムピラという薬物は、MS患者の歩行速度改善を目的とした治
療薬として承認されました。この薬物の薬効成分である4APは、神経
刺激剤として長年MSまたは脊髄損傷の患者に対して広く使用されて
おり、処方箋により調剤薬局で入手できます。アムピラは、精製された
持続放出型の製剤です。

現在、MSの治療に関して、以下のような数多くの研究が行われて
います。
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• 感染を防止する抗生物質が、MS疾患の活動性を抑制する可能
性。 MSは、さまざまな感染体（エプスタイン・バール ウィルス、ヘル
ペス ウィルス、コロナウィルスなど）を原因とする説が存在します。
ミノサイクリン（抗生物質）は、再発寛解型のMSで炎症防止剤とし
て有望な成果を挙げています。

• 血漿交換とは、体外に取り出した血液を、抗体およびその他の免
疫感度の高い成分を含む血漿とその他の血液成分に分離する治
療法です。その後、病因物質を含まない血漿を患者に輸血して戻
します。血漿交換法は、重症筋無力症、ギラン・バレー、その他の
脱髄性疾患の治療に使用されます。一次進行性MSおよび二次進
行性MSの患者での血漿交換に関する研究結果は、肯定と否定の
両方が入り混じっています。

• 現在、MS患者に対する骨髄移植の研究が進められています。化学
療法で患者の骨髄から免疫細胞を除去した後、健康な間充織幹
細胞を使用して免疫細胞を再増殖すれば、再生された免疫システ
ムが自己の神経を攻撃しなくなることが期待されています。

• この他にも、MSの治療に関していくつかの幹細胞に大きな期待
が寄せられています。ES細胞（胚性幹細胞）、嗅神経被覆グリア（成
体幹細胞の一種）、および臍帯血幹細胞について、実験的研究が
現在進められています。米国国外には、多様な細胞株を使用した
治療を謳うクリニックが数多く存在しますが、これらのクリニック
を評価するデータはないため、利用する場合は注意が必要です。

• 他のMS関連の研究：T細胞と呼ばれる免疫系防御細胞は、小さな
化学信号（サイトカイン）を産生してマクロファージ細胞を活性化
し、ミエリンを侵食します。人工の抗体であるゼナパックス（腎臓
移植の患者に対する使用を承認されている）は、突然変異T細胞
に付着して、損傷プロセスでT細胞が役割を果たさないように阻
止します。この治療法は、初期の再発寛解型MSの臨床試験で有望
な結果が得られています。

• 現在、MSワクチンの一種であるTcelnaの臨床試験が実施されてい
ます。Tcelnaは、各MS患者自身の血液から製造されるため、ミエリ
ンを攻撃するミエリン反応性T細胞（MRTC）に対する各患者の免
疫対応に正確に適合します。

• 既にガンや関節リウマチの治療に使用されているリツキサン
は、6か月の期間で、MS患者の再発率を半分以下に低減しました。
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また初期の研究では、リツキサン投与群の患者は、プラセボ群の
患者に比べて、脳病変が少ないことがわかっています。この薬物
は、フェーズ3の臨床試験を完了する前に、特許の保護が期限切れ
になる見通しなので、これがMSの治療薬として承認されることは
おそらくありません。

• ミエリンの修復（再ミエリン化）の可能性にも期待が寄せられてい
ます。シュワン細胞などの多様な細胞型は、実験的な病変部分に
直接移植すると、脳や脊髄神経を移動して再ミエリン化すること
ができます。

症状軽減のための選択肢：MSの症状を軽減するための一般的な
薬物には、バクロフェン、チザニジン、ジアゼパムがあり、通常、筋痙性
を軽減するために使用されます。排尿の問題を軽減するには、抗コリ
ン薬が投与されます。感情や行動に関する症状には、抗鬱剤で対処
することができます。疲労対策にはアマンタジン（抗ウィルス薬）を投
与します。疲労を改善するため、ペモリン（多動児の鎮静化の目的で
よく処方される刺激剤）を投与することもあります。MSに関しては、鍼
治療、ハチ毒、歯科アマルガム除去など、数多くの代替医療が行われ
ています。また、MSの治療効果を高める多くの食事療法が提唱され
ています。

患者の外見を改善し、うつ病を軽減し、身体機能を最大限に改善
し、現状に対処させる技能を養うには、理学療法や言語療法や職業
療法が役立つことがあります。MS罹患後、早期に計画的運動プログラ
ムを実行すると、筋緊張を維持するために役立ちます。どんな療法を
施すにしても、患者の疲労やストレス、肉体的な衰弱、体温の異常上
昇、他の病気など、MS発作の誘発因子が発生しないようにしなけれ
ばなりません。この疾病は慢性病であり、経過の予測がつかず、現在
のところ治癒不可能ですが、平均余命は通常の場合と同程度です。

出典：
国立神経疾患・脳卒中研究所、全米多発性硬化症協会、多発性硬化
症センター・コンソーシアム、多発性硬化症補完代替医療/ロッキー・
マウンテンMSセンター
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ɶɶ リソースへのリンク：

全米多発性硬化症協会は、MSとの共存、治療、科学的進
歩、MS専門センター、臨床研究の知見、各種団体の地
方支部、および医療専門家のリソースに関する情報
を提供しています。問い合わせ先：1-800-344-4867（フ
リーダイヤル）、www.nationalmssociety.org

多発性硬化症補完的ケアは、ロッキー・マウンテンMSセ
ンターの一部で、MS患者の間に普及している補完代
替医療として、鍼治療、植物薬、ホメオパシーなどの情
報を提供し、議論を紹介しています。

 http://livingwell.mscenter.org/complementary-care.html、
要登録。

多発性硬化症センター・コンソーシアム/北米MS調査委員
会は、MS患者に関する豊富な臨床情報および調査情
報を提供しています。またInternational Journal of MS 
Careを発行しています。www.mscare.org

カナダ多発性硬化症協会は、多発性硬化症に関する情
報のほか、MS研究の進歩、各種サービス、募金イベン
ト、寄付の方法に関する情報を提供しています。

 www.mssociety.ca
多発性硬化症財団は、対話的なマルチメディアMSライブ

ラリとオンライン・フォーラムを提供しています。
 www.msfacts.org
アメリカ多発性硬化症協会は、ニュースと情報を提供し、

患者や関係者のネットワーク作りを促進します。
 www.msaa.com
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鍼治療

いくつかの研究において、中国の伝統的な医療である鍼治療が、MS患者に効果的であ
るという結果が得られています。鍼治療の理論によると、疾患は「気」のアンバランス

または乱れから生じます。カナダで217例のMS患者を対象に鍼治療を行った調査では、患
者の3分の2が、疲労感、痛み、痙性、歩行困難、排便・排尿困難、刺痛としびれ、筋力低下、睡
眠障害、協調障害、視神経炎、MS発作などの症状の改善に効果があったと答えました。この
結果は有望だと考えられますが、患者の自己評価による調査であるため、正式な臨床試験と
しての厳格な要素には適合しません。全米多発性硬化症協会によると、MS患者の4人に1人
が、症状の緩和を目的として鍼治療を試したことがあり、約10～15%が、鍼治療を続けるつも
りだと答えています。MS患者に対する鍼治療の安全性と効果を評価する比較臨床試験はこ
れまで例がありませんが、この治療法は副作用がなく、既知のリスク要素が存在しません。こ
れについては、さらなる研究が必要です。詳細については、全米多発性硬化症協会のサイト 

（www.nationalmssociety.org）を参照してください。
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神経線維腫症
神経線維腫症（NF）は、遺伝性の神経系疾患で、進行性であり、予測す
ることができません。この疾患では神経に腫瘍ができますが、身体の
どの神経にも、いつでもできる可能性があります。NFに関連する腫瘍
のほとんどは癌ではありませんが、脊髄や末梢神経を圧迫すると問
題が生じることがあり、その場合、麻痺につながるおそれがあります。
最もよく見られる腫瘍は、末梢神経の周囲の組織にできる神経繊維
腫です。神経繊維腫には、以下の3種類があります。1型では、皮膚の変
化や骨の変形が生じます。脊髄や脳に影響が及び、しばしば学習障害
の原因となります。通常、出生時に発症します。2型では、難聴や耳鳴
り、平衡機能障害が生じます。通常、10代で発症します。シュワン細胞
症は、稀な疾患ですが、強い痛みを伴います。神経線維腫症は、すべ
ての型を合計すると、米国人の罹患者は10万人以上に上ります。いず
れのNFにも既知の治療法はありませんが、NF-1型、NF-2型とも原因遺
伝子が同定されています。

出典：
国立神経疾患・脳卒中研究所、神経線維腫症ネットワーク
ɶɶ リソースへのリンク：

神経線維腫症ネットワーク（Neurofibromatosis	Network）
は、NF研究を支持し、NFに関する医療情報や科学情
報を拡散します。また臨床ケアの全国的な紹介デー
タベースを提供し、NFの認知を高める活動を行って
います。www.nfnetwork.org

小児腫瘍財団（Children’s	Tumor	Foundation）は、神経線
維腫症の治療法の研究開発を支援し、情報を提供す
るとともに、臨床センター、ベスト・プラクティス、およ
び患者支援メカニズムの構築を援助しています。 
www.ctf.org

神経線維腫症インク・カリフォルニア
（Neurofibromatosis Inc.	California）は、医療シンポ
ジウム、家族への支援、患者へのアドボカシーを提供
し、NF研究を支援しています。www.nfcalifornia.org	
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ポリオ後症候群
ポリオは、運動機能を制御する神経を攻撃するウィルスが原因で発
生する疾患です。ポリオ（小児麻痺）は、ソーク（1955年）およびセービ
ン（1962年）の開発したワクチンの使用が承認されて以来、ほとんど
すべての国で根絶しました。1988年の時点でポリオが風土病である
国は、世界125か国にわたりましたが、2013年にはわずか3か国（アフ
ガニスタン、ナイジェリア、パキスタン）にまで減少しました。

世界保健機能（WHO）は、世界中で、1,200万人が小児麻痺によっ
て何らかの障害を持っていると推計しています。米国保健統計センタ
ーでは、米国内で、100万人が過去に小児麻痺に罹患したと推計して
おり、そのうちの約半数が、麻痺に起因する何らかの障害が残ってい
ると報告しています。ポリオの最後の大流行は、1950年代初頭でした。

過去何年にもわたって、こうした小児麻痺罹患者は活発な日常
生活を営んでおり、彼らから小児麻痺の記憶は消え去り、健康状態は
安定しています。しかし最初の診断から20年以上経過した1970年代
後半、小児麻痺罹患者の疲労、痛み、呼吸・嚥下困難、その他の筋力
低下などの新しい問題が注目されるようになり、医学関係者はこれを

「ポリオ後症候群（PPS）」と呼んでいます。
一部の患者は、PPSに関連するインフルエンザに似た疲労を感じ

ており、それが日が経つにつれて悪化しています。この種の疲労は、
身体的活動中に亢進し、集中力や記憶力が減退することがあります。
また運動によって悪化し休息すれば回復する筋肉疲労を訴える患者
もいます。

研究によると、小児麻痺の後遺障害を持って生きてきた期間が、
生活年齢と同程度の重大なリスク要因であることが判明しています。
また、罹患時の小児麻痺の症状が重く、身体機能回復の度合いが大
きかった患者は、元々の症状が軽かった患者に比べて、現在、より重
大な問題を抱えていると思われます。

ポリオ後症候群は、身体の酷使および、おそらくは神経的ストレ
スと関係していると思われます。ポリオウィルスによって運動ニューロ
ンが破壊または損傷したとき、筋肉繊維が孤立し、その結果麻痺が起
こりました。小児麻痺の経験者が運動機能を回復できたのは、影響を
受けなかった近傍の神経細胞が「発芽」し始め、孤立したであろう筋
肉と再連結したためです。
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フランクリン・D・ルーズベルトがポリオ経験者だということを知る人はほとんどい
ません（1941年、ルーシー・バイ、ファラとともに撮影された写真）。

再構築された神経筋系とともに長年生きてきた患者は、生き残
った細胞、筋肉、関節を酷使しており、それに本人の加齢が加わった
結果、ポリオ後症候群が発症したのです。ポリオ後症候群が、小児麻
痺ウィルスの再感染であることを結論付ける証拠はありません。

小児麻痺の経験者は、定期的に医師の診断を受け、栄養に留意
し、肥満に注意し、喫煙を止め、過度の飲酒を避けて、自分の健康を
管理する必要があります。自分の身体が発する警告に耳を傾け、痛み
を感じる活動や筋肉の酷使を避けてください。重要でない仕事はせ
ずに済ませ、必要に応じて補装具を使用して体力を温存しましょう。

通常、PPSは命とりではありませんが、著しい不快感や障害の原
因となることがあります。PPSによる最も典型的な障害は可動性の減
退です。PPS患者は、料理や掃除、買い物、車の運転といった日常生活
に困難を感じることもあります。杖、松葉杖、歩行器、車椅子、電気スク
ーターなどの補助具が必要な患者もいます。
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PPS患者としての生活は、多くの場合、新しい障害への対応が不可
避です。人によっては、小児麻痺に苦しんだ子供時代の再体験となり、
耐え難いこともあります。たとえば、手動の車椅子から電動式の車椅子
への変更が困難なこともあります。幸い、医学会でも、PPSは注目され
るようになり、PPSを理解し適切な医学的・心理学的援助を与える医学
関係者も増えてきました。さらに、PPSサポートグループやニュースレ
ター、教育ネットワークもあり、PPSに関する最新情報を提供するだけ
でなく、悩みや苦しみを分かち合える仲間を得ることができます。

出典：
国際ポリオ・ネットワーク、モントリオール神経学病院ポストポリオ・ク
リニック

ɶɶ リソースへのリンク：

ポストポリオ・ヘルス・インターナショナルは、ポリオの
元患者のための情報を提供し、ポストポリオ患者の
ネットワーク作りを促進します。PPHIは、季刊のPolio 
Network News（ポリオ・ネットワーク・ニュース）の他、
年次刊行物のPost-Polio Directory（ポリオ後症候群団
体・人名簿）、およびThe Handbook on the Late Effects of 
Poliomyelitis for Physicians and Survivors（医師および元
ポリオ患者のためのポリオ後遺症ハンドブック）など
の多くの資料を発行しています。PPHIは、50年前に、ジ
ニ・ローリーがセント・ルイスで謄写版刷りのニュース
レターを発行して始めたジニ 協会を前身としていま
す。問い合わせ先：314-534-0475、www.post-polio.org

ポストポリオ学会は、疲労、痛み、ストレス、さらにはポリ
オ後症候群専門の臨床心理学者であるリチャード・ブ
ルーノの活動拠点です。www.postpolioinfo.com
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二分脊椎
二分脊椎は、先天的な形成不全による永久的な障害で最も多く見ら
れる症例です。米国では新生児1,000人に1人の割合で二分脊椎が見
られ、毎年4,000例の妊娠で二分脊椎が発生しています。二分脊椎を
持った新生児の95%は、過去にこの病歴のない家系の両親から生ま
れています。特定の家系で引き続いて起きることもあるようですが、
その場合でも、特定の遺伝パターンに従って発症するわけではあり
ません。

二分脊椎は神経管欠損（NTD）の一種で、「脊椎裂」すなわち脊柱
の不完全癒合を意味します。この先天的な形成不全は、妊娠4～6週
間目の胎胚が1インチ（2.5cm）未満の時点で発生します。通常、胎胚
の中央にある溝が深くなると、溝の両側が癒合し、将来脊髄となる組
織が包み込まれます。これに対して二分脊椎では、胎胚が完全に癒合
しないために神経管が形成不全となり、脊柱に影響が生じ、多くの場
合、脊髄裂という変性が形成されます。

二分脊椎によって引き起こされる重い症状には、裂傷部分より下
の部位における筋力の低下や麻痺、感覚の消失、腸や膀胱の制御障
害などがあります。二分脊椎には、主に以下の3つの種類があります 

（上から症状の軽い順）。
潜在性二分脊椎：脊柱の1個以上の背骨がが開いていますが、脊

髄に明白な損傷は見られません。米国人の約40%が潜在性二分脊椎
を有している可能性があると推計されていますが、ほとんどまたはま
ったく症状が現れないため、この損傷があることすら知らない人がほ
とんどです。
髄膜瘤：髄膜（脊髄を覆う保護膜）が、背骨の開口を通じて、髄膜

瘤と呼ばれる嚢に押し出されています。脊髄には異常がないため、神
経経路にほとんどまたはまったく損傷を与えずに修復することができ
ます。

	脊髄髄膜瘤：これは最も重症の二分脊椎で、脊髄の一部が後部
から突出しています。嚢は皮膚で覆われている場合もあれば、組織や
神経が露出する場合もあります。一般に、脊髄髄膜瘤が起こると、水
頭症が生じます。脊髄髄膜瘤を持って生まれた子供の大部分は、水頭
症（脳内に水が溜まる状態）を併発していますが、これは、シャントと
呼ばれる手術で解決することができます。この手術によって脳内に水
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が溜まりにくくなり、脳損傷、痙攣、失明のリスクを軽減できます。二分
脊椎を持ち、水頭症の病歴のある子供は、学習障害がある場合があ
ります。こうした子供は、注意力が散漫になったり、言語表現力や言語
理解力が不足し、読み書きや算数の理解が困難になります。学習障害
のある子供に対し早期に医学的介入を行えば、就学や生活の準備が
著しく改善されることがあります。

二分脊椎に付随する二次症状の例として、整形外科的問題、ラテ
ックス・アレルギー、腱炎、肥満、皮膚瘡傷、胃腸障害、学習障害、うつ
病、社会的・性的問題などがあります。

二分脊椎は比較的一般的な疾病ですが、最近まで、脊髄髄膜瘤
を持った生まれた新生児は、生後まもなく死亡していました。現在で
は、生後24時間以内に、脊椎液を排出して水頭症から保護する手術を
行うことができるので、脊髄髄膜瘤を持った子供の生存可能性が高ま
っています。しかし、その後も幼児期に何回かにわたって手術を施す
のが普通です。手術と泌尿器学の進歩により、二分脊椎を持って生ま
れた新生児の90%が、成人として通常の活動的な生活を送ることがで
きます。今日、米国ではおよそ7万人が二分脊椎を持って生活している
と推計されています。

先天性欠損症はどんな家庭にも起こりえます。糖尿病や痙攣（特
定の抗痙攣薬によって治療している）など特定の慢性疾患を持つ女性
では、二分脊椎の子供が生まれる危険性が高くなります（約100分 
の1）。家族の遺伝子や、妊娠中に女性が接触する物によって、妊娠に影
響が出ることがあります。最近の研究では、神経管欠損を持つ子供が
生まれる危険性を低減する因子の一つに、葉酸があるということが発
見されています。妊娠前および妊娠初期に葉酸を服用することにより、
二分脊椎やその他の神経管欠損の危険性が低下します。葉酸は、手に
入りやすい水溶性ビタミンB群の一種で、人体の機能に重要な役割を
果たしています。胎児の発育など、急速な成長期には、このビタミンの
必要量が増加します。平均的な米国人の食事では、推奨されるレベル
の葉酸を摂取できません。葉酸はマルチビタミンのサプリメント、葉酸
を強化した朝食用シリアル、濃い緑の葉野菜（ブロッコリーやホウレン
草など）、卵黄、一部の果物やフルーツジュースに含まれています。

米国二分脊椎協会によると、妊娠の可能性のあるすべての女性
が、400マイクログラムの葉酸を含むマルチビタミンのサプリメント
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を服用することで、神経管欠損の危険性を最大75%低下させることが
できます。二分脊椎の出産前検診には、血液中のアルファフェトプロ
テイン検査、超音波検査、羊水検査があります。

二分脊椎の子供は、松葉杖、ブレース、車椅子を使用して動くこと
ができるようになると、独立性を確保することができます。多くの子供
が、排便・排尿の問題に独力で対応できます。SBAAによると、二分脊
椎を持つ青少年では、心理的・社会的発達に注意することが重要性
です。SBAAの成人ネットワーク調査を含む最近の多くの研究では、自
信のなさや、社会技能を身に付ける機会の欠如などに起因する感情
的な問題の存在が浮き彫りにされています。

現在、二分脊椎の素因遺伝子を発見するための研究が進められ
ています。また、正常な脳の複雑な発育メカニズムを精査して、二分
脊椎の神経管が生じる理由を解明する試みが行われています。

1930年代から今日まで、二分脊椎を持つ新生児には、生後数日の
うちに後部の開口部を手術によって閉じる治療が行われています。こ
れにより、神経組織へのさらなる損傷を防止できますが、既に損傷を
受けた神経の機能を回復させることはできません。近年、複数の医師
が、二分脊椎を持つ出生前の胎児に対する手術を開始しました。二分
脊椎を持つ胎児の神経機能は、妊娠中に悪化する様相を見せていま
す。脊髄への損傷がこのように進行性であるのは羊水との接触が原
因だと考えられ、そうであれば早期の介入が求められます。

二分脊椎を持つ子供の多くが、繋留脊髄（神経とそれを覆う膜が
癒着し、脊髄の成長と髄液の循環を阻害する状態）に関連する症状を
抱えています。現在では術法の進歩により、このような状態をより適
切に治療して、痛みと筋力低下を緩和し、排便・排尿機能を改善する
ことができるようになっています。

出典：
米国二分脊椎協会、国立神経疾患・脳卒中研究所、10セントの行進・
先天異常財団
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ɶɶ リソースへのリンク：

二分脊椎協会（SBA）は、二分脊椎の予防を推進し、二分
脊椎患者の生活向上のための活動を行っています。
問い合わせ先：202-944-3295またはフリーダイヤル
1-800-621-3141、www.sbaa.org 

10セントの行進・先天異常財団は、米国において新生児
の健康を脅かす4つの大きな問題である、先天異常、
幼児死亡、低出生体重、不適切な出生前健康管理に
関する情報を提供しています。問い合わせ先：1-888-
663-4637、www.modimes.com	

脊髄損傷
脊髄損傷（SCI）は、脊柱管の保護骨構造内にある神経の損傷です。 
SCIの最も一般的な原因は外傷ですが、出生時またはそれ以降に罹
患した様々な疾患のほか、腫瘍、電気ショック、中毒、または手術や水
中での事故による酸素不足が原因で生じることもあります。機能不全
は、脊髄が切断されなくても発生します。実際、ほとんどのSCIの症例
で、脊髄は打撲のみで切断されていません。

脊髄は身体の動きや感覚を調整しています。脳と身体システムと
の間では、感覚、運動、自律機能を制御するメッセージが送受されて
いますが、脊髄が損傷を受けると、負傷レベルより下の部分でこのメ
ッセージを送受できなくなり、多くの場合、麻痺に至ります。

脊髄損傷は昔から存在する状態ですが、長期的な生存予測が非
常に楽観的にできるようになったのは、1940年代のことです。第2次
世界大戦前は、尿路、肺、肌の感染症による死亡は日常的な出来事で
した。抗生薬の登場によって、それまで致命的であったSCIが、対処可
能な疾患に変わったのです。今日、脊髄損傷を負った患者の余命は、
健常者のそれに近づいています。

脊髄の外傷は、一度限りの出来事ではありません。最初の外力
によって、脊髄神経細胞が損傷を受け、または壊死します。しかし、受
傷から数時間または数日の間に、損傷部位で酸素欠乏や有毒な化学
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物質の放出などの二次損傷が次 と々起こり、損傷がさらに拡大しま
す。1990年以降、SCIの急性治療では、通常、二次損傷の抑制に役立つ
と考えられているステロイド薬、メチルプレドニゾロンが使用される
ようになりました。しかし現在、神経外科医の間では、この薬物は推奨
されていません。

脊髄が骨、脱出した椎間板、または血栓で圧迫されていると考え
られる場合、急性治療として外科手術を行う場合があります。従来は、
即座に手術すると予後が悪化すると信じられていたため、外科医は
脊髄の圧迫が解消されるまで数日間様子を見るのが通例でした。し
かし近年は、多くの外科医が迅速な手術を適切だと考えています。

一般的に言って、損傷の後、脊髄の腫れが引くと、ほとんどの患者
は程度の違いはあっても機能が回復します。特に不完全損傷（負傷レ
ベルより下の部分で運動機能または感覚機能が残っている場合）、多
くの患者で負傷後、18か月以上かけて機能が回復します。中には、受
傷から数年後に、機能を一部回復したSCI患者の例もあります。

四肢や胴体をはじめとする身体の各部分に信号を運ぶ末梢神経
系（PNS）の神経細胞（ニューロン）は、受傷後、自然に治癒します。しか
し、中枢神経系である脳や脊髄内の神経は、一度損傷すると再生する
ことができません（脊髄の自己修復機能の欠如に関する研究結果に
ついては、下記を参照）。

脊髄には神経細胞が脊髄には、ニューロンおよび、アクソンと呼
ばれる長い神経繊維が含まれます。アクソンは、ミエリンという一種
の絶縁物質に覆われています。脊髄の外傷によってミエリンが失われ
ることがあります。ミエリンの損傷は多発性硬化症などの疾患の特徴
ですが、これにより神経信号が正常に伝達されなくなります。神経細
胞は、樹状突起という名のとおり樹木のように枝分かれしており、他
の神経細胞から信号を受け取ります。脊髄は脳と同様、最も内側の軟
膜、中間層であるクモ膜、および皮のような外層である硬膜（ラテン語
で「強い母」を意味する「dura mater」と呼ばれる）の3枚の膜（髄膜）に
覆われています。

脊髄の機能は、いくつかの種類の細胞によって実行されます。大
運動ニューロン（遠心性ニューロン）は、首、胴体、四肢の骨格筋を制
御する長いアクソンを有しています。後根神経節細胞（求心性ニュー
ロン）と呼ばれる知覚神経は、身体から脊髄、さらには脳に情報を運
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びます。脊髄の内側に存在する脊髄介在ニューロンは、知覚情報を統
合して、筋肉を制御する協調信号を生成します。

グリア（支持細胞）は、脳や脊髄のニューロンよりはるかに多く存
在し、多数の重要な機能を実行します。グリア細胞の一種であるオリ
ゴデンドロサイトは、アクソンを絶縁して神経信号伝達の速度や信頼
性を改善するミエリン鞘を形成します。大きな星状のグリア細胞であ
る星状細胞は、神経細胞を取り囲む生化学液体の組成を制御します。
ミクログリアと呼ばれる小型の細胞は、怪我に反応して活性化し、老
廃物を浄化する役目を持っています。これらのグリア細胞は、すべて、
ニューロンの生存を支えてアクソンの成長に影響を与える物質を生
成します。しかし、こうした細胞は、怪我の後の回復を妨害することが
あります。受傷後、一部のグリア細胞は敏感になり、成長を阻害する瘢
痕組織の形成に寄与します。

脳や脊髄の神経細胞は、外傷や損傷に対して、末梢神経系の細
胞をはじめとする身体の大部分の細胞とは異なる反応を示します。 
脳や脊髄はそれらを守る骨空隙に囲まれていますが、それはまた、腫
れや強い衝撃を伴う外傷によって生じる圧迫損傷に対して脆弱であ
ることを意味します。また中枢神経系の細胞は代謝率が非常に高く、
血中のブドウ糖をエネルギー源としています。このため、中枢神経系
の細胞は、血流量の低下（虚血）には特に脆弱です。

中枢神経系に見られるその他の特徴に、「血液脳関門」と「血液
脊髄関門」があります。中枢神経内の血管を覆う細胞によって形成さ
れるこれらの関門は、有害な可能性のある物質や免疫系細胞の侵入
を制限して、神経細胞を保護します。外傷によってこうした関門の機
能が低下し、それによって脳や脊髄への損傷が拡大することがありま
す。血液脊髄関門は、一部の治療薬の進入も妨害します。

完全損傷対不完全損傷：不完全損傷を持つ人は、負傷レベルよ
り下の部分である程度の感覚機能や運動機能が残っており、脊髄が
完全に損傷または崩壊しているわけではありません。完全損傷では、
脳から身体のへの信号が神経の損傷によってすべて遮断され、負傷
レベルより下の部分に伝達されません。

どのような場合でも脊髄損傷の後に機能が回復する望みはあり
ますが、一般に、不完全損傷の患者の方が、回復の望みは大きいと言
えます。筋肉が再び動き始める時期が早いほど、回復に進展がみら
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れる確率が大きくなります。受傷から数週間経って筋肉が回復する場
合は、脚よりも腕の回復の方が多くなります。少しでも改善が見られ、
日々筋肉の回復に進展がある限り、さらに改善する確率が高くなりま
す。改善が見られない時間が長くなるほど、自然に治癒する確率は低
くなります。脊髄は、その長さ方向に沿って分節（髄節）に分かれてお
り、それぞれの分節は脊椎の33の脊椎骨の位置に対応しています。
各分節から出ている神経は、身体の特定の部位の運動機能と感覚機
能を制御します（右の図は、各分節と身体の部位との対応付けで、デ
ルマトームと呼ばれる）。一般に、脊柱の負傷位置が高いほど、多くの
機能が失われます。首の部分（頸部）の分節はC1～C8と呼ばれ、首、
腕、手、あるいは場合によっ
ては横隔膜に送られる信号
を制御します。首の部分の分
節を損傷した場合は、四肢麻
痺となります。

損傷部位がC3レベルよ
り上の場合、患者の呼吸を
維持するためには人工呼吸
器が必要です。損傷部位が
C4レベルより上の場合は、通
常、四肢の運動機能と感覚機
能が失われますが、肩と首を
動かすことはできるので、息
操作の機器を使用して移動、
環境制御、意思伝達を行うこ
とができます。C5を損傷した
場合、通常、肩と上腕二頭筋
を動かすことはできますが、
手首や手の制御は限られま
す。C5を損傷した患者は、通
常、食事を自分で取ることが
でき、日常生活の多くの活動
を独力で行うことができま
す。C6を損傷した場合、一般
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に手首を動かすことができるので、障害者用車両の運転や、個人的な
衛生管理が可能ですが、このレベルに損傷を受けた場合、多くは細か
な手の動きが制限されます。C7およびT1を損傷した場合、腕をまっす
ぐにすることができ、通常、自分の身の回りのほとんどのことを独力で
行えますが、手や指の細かい動きが制限されることがあります。

胸部または上背部（T1～T12）の神経は、胴体部と腕の一部に送
られる信号を中継します。T1～T8を損傷した場合は、通常、胴体上部
の制御に影響が生じ、腹筋を制御できないため胴体の動きが制限
されます。胸部下部（T9～T12）の損傷の場合は、問題なく胴体や腹筋
を制御できます。腰部（肋骨の下の中背部分）（L1～L5）を損傷した場
合、臀部や脚への信号が制御できます。L4を損傷した患者の多くは、
膝を延ばすことができます。仙骨部分（S１～S5）は、中背部の腰部の
真下に位置し、鼠径部、爪先、脚の一部への信号を制御します。

脊髄損傷は、感覚機能や運動機能の消失以外にも、直腸、膀胱、
性的機能の消失、低血圧、自律神経過反射（T6より上に損傷部位があ
る場合）、深部静脈血栓症、痙性、慢性の痛みなどの変化を伴います。
損傷に関連するその他の二次的問題として、床ずれ、呼吸器合併症、
尿路感染症、痛み、肥満、うつ病などがあります。これらの状態の詳細
については、125～165ページを参照してください。これらの問題の大
部分は、適切な医療、食事、運動によって防止できます。

障害者の高齢化に関する研究によると、SCI患者はそうでない人
々に比べて、呼吸器疾患、糖尿病、甲状腺疾患になりやすいことがわ
かっています。たとえば、SCI患者は下気道感染症になりやすいため、
生産性が低く、医療コストが大きく、早期死亡リスクが高くなります。こ
れらの問題は、高いレベルの頸部損傷によって呼吸筋肉機能を失っ
た患者だけでなく、対麻痺（下半身不随）の患者にも共通です。

脊髄損傷の最も一般的な原因は交通事故であり、スポーツ関連
の受傷（子供や十代に多い）、転落、暴力行為がそれに続きます。労働
災害（主に建設業）は成人に多く見られます。ほとんどの脊髄損傷患
者は10代または20代です。一般に人口全体が高齢化していますが、
高齢の麻痺患者が増加しています。脊髄損傷患者の約5人に4人が男
性です。脊髄損傷の半数以上が頚部の損傷です。3分の1が胸部、残り
のほとんどが腰部の損傷です。
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米国内の麻痺者の人口比：驚くべき結果
560万人の米国人が麻痺を持って生活しており、およそ50人に1人が麻痺者という数字
が公表されたとき、その数字の大きさに衝撃が走りました。リーブ財団の調査では、脊
髄損傷によって麻痺者となった米国人を127万5000人と推計していますが、これはそ
れまで一般に使用されていた推計値、25万人の5倍に上ります。麻痺の最大の原因で
ある脳卒中は、160万人の麻痺者を生み、2番目の原因である脊髄損傷による麻痺者
は全症例の23%を占めます。

この数字は、慎重に設計された人口に基づく電話調査によるもので、33,000世帯
を対象に調査が行われました。この調査は、ニュー・メキシコ大学の研究者が主とな
り、疾病対策予防センター（Centers for Disease Control and Prevention）や14の主要な
大学および医療センターなど、国内最高のエキスパートのアドバイスを受けて開発さ
れました。

この結果は、脊髄疾患や麻痺関連の疾患の治療に大きな影響を与えました。それ
は、これらの疾患を持つ者だけでなく、その家族、介護者、医療従事者、雇用者にとって
も大きな影響でした。麻痺や脊髄損傷を持つ人の数が増加するにつれ、その治療に
関連する費用が増加します。医療システムが麻痺と脊髄損傷に費やすコストは、毎年、
数十億ドルに上ります。脊髄損傷だけでも年間405億ドルを支出しており、1998年の97

億ドルに比べて、317%増の数字です。また麻痺や脊髄損傷を負った人々は、経済的な
理由から高額の保険に加入できないため、これらの疾患の多くの症例で発生する複
雑な2次疾患や慢性疾患に十分対応することができません。
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脊髄損傷研究
脊髄損傷の決定的な治療法はまだ確立されていません。しかし、 
新しい治療法を試験するための継続的な研究が急速に進んでいま
す。脊髄損傷の影響を最小限に抑える方法として、損傷の進行を制限
する薬物、減圧手術、神経細胞移植と神経再生、神経活性化治療が現
在研究されています。損傷した脊髄の生態は非常に複雑ですが、複
数の臨床試験が現在行われており、将来さらに多くの試験が行われ
る予定です。麻痺となった後に機能が回復する望みが高まっており、
それには十分な根拠があります。それでもなお、疾患、脳卒中、外傷に
よって起こった麻痺は、最大の医学的問題の1つと考えられています。 
実際、ちょうど1世代前には、運動機能や感覚機能を極度に制限する
脳や脊髄への損傷は、治療不可能と考えられていました。しかし、近
年では、このような損傷の「治癒」という言葉が、科学的研究の世界だ
けではなく、臨床の世界でも聞かれるようになっています。修復神経
科学が活力と期待で沸き立っています。確かに、科学の進歩はゆっく
りですが、着実に前進しています。そう遠くない未来に、麻痺の影響を
軽減する処置や治療法が数多く確立されることでしょう。しかし、たっ
た1つであらゆる症例に有効な「特効薬」を期待することはできませ
ん。これらの有望な治療は、相当なリハビリ部分を含めた複数の治療
法の組み合わせで構成され、損傷過程のさまざまな時点で適切な措
置を行う形を取るのはほぼ確実です。以下では、複数の研究分野で
行われている研究の概要を紹介します。

神経保護：頭部外傷また
は脳卒中の場合と同様、脊髄
細胞の初期損傷の後、多くの
場合、一連の生化学的事象
が続いて損傷部位の他の神
経細胞が破壊されます。この
2次的プロセスは対応が可能
で、それによって多くの細胞
を損傷から防ぐことができま
す。ステロイド薬メチルプレ
ドニゾロン（MP）が、急性SCI動機付けられたマウス：硬膜外への刺激と

トレッドミル訓練により歩行機能が回復。
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の治療法として1990年にFDAに認可されましたが、認可されている
急性治療はいまだにこれのみです。MPは、損傷を受けから8時間以内
にその薬剤を摂取すると、炎症を抑えると考えられています。医学界
は、MPの有効性について完全に納得しているわけではありません。
多数の神経外科医はそれを推奨しておらず、ステロイドの投与は、実
際にはさらなる損傷を引き起こすと示唆されています。その一方で、
より良い急性治療法を見つけるために、世界中の多くの研究所で研
究が行われています。リルゾール（過剰なグルタミン酸から神経がさ
らに損傷するのを保護する）、
セスリン（成長への抑制物質を
抑える）、抗Nogoと呼ばれる分子

（ヨーロッパで検査され、抑制
を阻止することにより脊髄細胞
が増殖するのを促進する）、お
よびAC105と呼ばれるポリエチ
レングリコール（PEG）に含まれ
た塩化マグネシウム化合物（動
物実験では、AC105は、損傷を
受けてから4時間以内に開始さ
れた場合、神経を保護して、SCIにおける運動機能およびTBIにおける
認知機能が改善された）を含む、いくつかの薬剤が見込みがあるよう
です。脊髄の冷却は、もう１つの可能性がある急性治療法です。低体
温法は、細胞の喪失を抑えると思われています。冷却のための手順 

（どのくらいの低温で、どのくらいの期間）はまだ完全には決められ
ていません。幹細胞も急性治療と考えられており、バイオ技術企業の
ジェロン（Geron）が、急性脊髄損傷を治療するために、人間の胚性幹
細胞を使って安全性臨床試験を開始しました（後に断念。この臨床試
験についての詳細は以下を参照してください）。

100年以上前、スペイン人科学者のサンティアゴ・ラモン・イ・カハ
ールは、外傷によって損傷した軸索の末端が腫れて、彼が「ジストロフ
ィー・エンドボール」と呼んだ膨瘤した球状体になり、もはや再生する
ことはできないことを指摘しました。これは、いまだに機能回復におけ
る重要課題です。神経の先端を所定の位置にトラップするある種のバ

ラモン・イ・カハール
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リアまたは傷痕があるようです。いくつかの研究所における最近の研
究では、これらのジストロフィー成長円錐は、傷痕を形成する糖鎖を分
解する分子（コンドロイチナーゼ、通称チェイス）を使って分離できる
ことができることが明らかになっています。チェイスの可能性に関して
多くの業績が公開されており、麻痺動物を使った実験で機能回復に役
立っています。臨床試験はまだ行われておらず、コンドロイチナーゼの
損傷部位への効果的な投与は完全には実現していません。

ブリッジ：ブリッジのアイディアは、概念上は簡単です。移植細胞、
すなわち、おそらくはある種の小型の足場によって、索の損傷した部
位（多くの場合、傷痕で覆われた嚢胞）を塞ぎ、その移植細胞がなけ
れば近寄ることができない部位を脊髄神経が横断できるようにしま
す。1981年に、カナダ人科学者のアルバート・アグアヨは、脊髄軸索
は、末梢神経から作られたブリッジを使って長く伸びることを示して、
軸索は、適した環境を有していれば、間違いなく伸びることを証明し
ました。成長促進環境を作り出すために、幹細胞、鼻の上部から採ら
れる嗅神経鞘グリア（OEG）と呼ばれる神経細胞、およびシュワン細胞

（脊髄および脳細胞を助けるとみられている末梢神経の支持細胞）
の使用を含め、さまざまな技術が実験を通じて進化しています。

別の種類の、おそらくバイパスにより近いブリッジは、末梢神経
片を脊髄病変部位の上と下に縫合します。このタイプの手術は、米国
では臨床的には使用されません。しかし、実験では、神経バイパスは、
高位頸部損傷の動物で横隔膜機能および呼吸が多少回復し、下部損
傷の動物では、膀胱の制御が多少回復しました。研究チームは、これ
はいつか人間に役立つという希望を持っています。

細胞置換：損傷したまたは失われた脊髄神経細胞を新しいもの
と置換するという考えは興味深いものですが、これは行われておら
ず、細胞置換によって細胞を交換することはまだできません。麻痺後
の機能を回復するために、自身の身体から、または（胚細胞株を含
む）他の供給源からの幹細胞、OEG細胞、胎児組織、および臍帯血細
胞が、実験的に使用されています。結果は勇気づけられるものです
が、それは、新しい細胞が、失われたまたは損傷した細胞の同一性を
獲得するからではありません。置換は、生存細胞に支援を提供する
か、または生存細胞の育成に役立つように思われます。
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幹細胞に関しては、捕捉記事の106ページを参照してください。
幹細胞治療は、FDAによって医薬品と見なされており、米国で認可さ
れている唯一の用途は、骨髄移植であることに留意してください。

史上初の胚性幹細胞の臨床試験（2011年に、スポンサーであっ
たジェロンによって、財政難のために途中で中止された）では、移植
した幹細胞を使用して、急性脊髄損傷部位にある既存の細胞を活性
化させ、それにより信号伝達に必要なミエリンの覆いを修復すること
が期待されていました。5人が第I相の臨床試験に登録されました。主
に安全性が調査され、有害事象は報告されませんでしたが、機能的
な効果もありませんでした。ジェロンの細胞は、再現される可能性が
あります；ジェロンの元幹部2人が細胞株の権利を獲得して、新会社
バイオタイム（BioTime）を設立し、さらに臨床試験を実施する予定で
す。詳細については、www.biotimeinc.comを参照してください。

スイスで進行中の臨床試験では、カリフォルニア州のバイオ技術
企業、ステムセルズ社（StemCells, Inc.）が、胎児ソースからのヒトの幹
細胞を、負傷して3か月から1年の患者で検査しています。これらの細胞
も、ミエリンを修復すると考えられています。最初の臨床試験は、細胞
が安全であることを示しており、初期データは、感覚機能の多少の回復
も示しています。ステムセルズ社の臨床試験の科学的根拠は、カリフォ
ルニア大学アーバイン校にあるブライアン・カミングスとアイリーン・ア
ンダーソン夫妻チームの研究室からもたらされました。アンダーソン
は、リーブ国際精髄損傷研究コンソーシアム（www.ChristopherReeve.org	
を参照して、「research」をクリック）のメンバーです。ステムセルズ社は、
長期にわたる頸髄損傷に対する可能性のある治療として、会社の細胞
の臨床前動物実験を開始しました。www.stemcellsinc.com

ニューラルステム（Neuralstem）という会社からの、第3のSCI幹
細胞臨床試験が進行中で、ヒトの神経系細胞が、受傷後1年から2年
の慢性SCIモデルで検査されています。移植細胞は、脳および脊髄か
ら採取した幹細胞に由来するものです。同社は、脊髄に直接注入で
きるように、それらを大量生産する方法を発見しました。同じ細胞株
が、ALSについて、数年間の臨床試験を実施されています。

ニューラルステム社のヒトの細胞を動物に使用する臨床前試験
では、動物は著しい機能の改善を示し、置換細胞が脊髄神経と融合し
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て、新しい中継回路を形成することが示唆されています。なぜ細胞は
成長して、適切に接続を形成するのでしょうか。動物でのこの予備的
な成功は、フィブリン基質を足場として使用し、さらに増殖因子の混
合物を加えた、送達系と関連していた可能性がありました。しかし、最
初のヒトの臨床試験では、基質または因子の組合せは検査されませ
ん。詳細については、www.neuralstem.comを参照してください。

いくつかの国々における臨床試験は、脊髄の病変部位に移植さ
れたOEG細胞の安全性および有効性を検査しており、結果は有望な
ものです。その一方で、マイアミ・プロジェクト（Miami Project）が、移
植されたシュワン細胞、脊髄損傷後に軸索の再成長を促進すること
が示されている末梢神経の支持細胞、について臨床試験を開始して
います。シュワン細胞を他の成長分子と組み合わせると、最終的に
は、シュワン細胞単独の移植よりもさらに有効になる可能性がありま
す。例えば、マイアミ・プロジェクトのチームが、ブリッジに成長させる
ためにシュワン細胞単独で神経を活性化しましたが、それらは、損傷
した脊髄の間隙を横断するのに達していない状態で止まったことが
分かりました。シュワン細胞にOEG細胞を添加することで、軸索がブリ
ッジを渡り、病変の反対側上の脊髄に入りました。詳細については、 
www.themiamiproject.org	を参照してください。

再生：これは恐らく、最大の治療可能性の1つでしょう。脊髄損傷
後に、重要な程度の感覚および運動制御を回復するためには、長軸
索が再度成長し、長い距離（2フィート程度）にわたって、正確な対象
に接続する必要があります。これらの軸索は、その経路から毒物が取
り除かれて、ビタミンを強化され、魅力的な路床で敷かれていなけれ
ば、再生できません。抑制因子（軸索の成長をその軌道で止めるタン
パク質）を遮断して、栄養分を添加し、その上で成長する基質を供給
することにより、研究者たちは、実際に、脊髄神経を長い距離にわた
って成長させています。いくつかの研究室の科学者の1つのグループ
は、外傷の後に神経細胞の成長をオンにするために分子スイッチを
使用しました。PTENは、がん研究者によって15年前に発見された腫瘍
抑制遺伝子です。この遺伝子は、細胞増殖を制御し、軸索成長に対す
る分子スイッチであることがわかりました。科学者が完全な脊髄損傷
モデルにおいてPTENを抹消すると、皮質脊髄軸索（重要な運動機能
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に必要なもの）がこれまでにない速度で再生されました。PTENは複
雑であり、ある種の細胞異常増殖（がん）を止めるために必要なブレ
ーキなので、単純に取り除くことはできません。しかし、それをリリー
スする方法はあります。これをヒトの脊髄損傷に適したものにするた
めの多くの作業が残っていますが、多数の研究所が参加して、PTEN遺
伝子および神経細胞の再成長に関連した他の多くの遺伝子を探求し
ています。

リハビリ：麻痺となった後に機能を回復するためのほとんどすべ
ての治療は、身体的要素が筋肉を復元し、骨を強化して、運動のパタ
ーンを再活性化する必要があります。リハビリのいくつかの形式は、
機能が回復した後に必要になります。さらに、活動自体が回復に影響
を及ぼすと考えられています。2002年、クリストファー・リーブは、C2完
全損傷と思われる損傷から7年後に、限定的な機能と感覚を取り戻し
たことを示しました。彼の担当医は、これは機能的電気刺激の効果だ
と考えています。機能的電気刺激は、修復過程、ならびに受動的電気
刺激、水中療法、および受動的起立のプログラムを促進させる可能性
があります。

限られた範囲内で、リーブは、トレッドミル訓練（動いているトレ
ッドミルの上にあるハーネスに身体を吊るして、歩行のパターンで脚
を強制的に動かす一種の理学療法）も使用しました。これは、脊髄が

入力感覚信号を解釈できる、つ
まり脊髄自体に機能する能力が
あるという理論に基づいていま
す。脊髄は、脳からの入力がなく
ても運動指令を実行できます。
ロコモーションは、中枢パター
ン発生器（CPG）と呼ばれるシス
テムによって管理され、CPGによ
って足踏みのパターンが実行さ
れます。トレッドミル訓練中の足
踏みは、感覚情報をCPGに送っ
て、脊髄に歩き方を思い出させ
ます。足踏みによる再活性化は

赤くラベル付けされた神経線維（軸索）
が、損傷した脊髄の損傷部位を横切り、
遺伝子操作によって誘導されて成長能を
放出しています。
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可塑性と呼ばれます。神経系は、「固定された」ものではなく、自身を
新しい刺激に順応させる能力を備えていると考えられています。CPG
およびそれを活性化させる方法について、現在さらに研究が重ねら
れています（104～105ページのロブ・サマーズの話を参照してくださ
い）。リハビリテーション技術は進化して、運動および身体的活動が回
復の不可欠な要素であるという段階に達しています。脊髄が損傷し
た人にとっては、活動を続けて、最大限の結果を得ようと常に努力す
ることが一番です。アクティビティに基づく回復プログラムについて、
およびリーブ財団神経回復ネットワークについては、100ページを参
照してください。

 

出典：
米国脳神経外科学会、クレイグ病院、クリストファー・アンド・デイナ・
リーブ財団、国立神経疾患・脳卒中研究所

ɶɶ 他の脊髄損傷に関するリソースへのリンク：

クリストファー・アンド・デイナ・リーブ財団（Christopher & 
Dana Reeve Foundation）は、脊髄損傷や他の神経系
障害によって生じる麻痺の治療法開発のための研究
に資金を投じています。この財団はまた、助成金プログ
ラム、麻痺障害リソース・センター（Paralysis Resource 
Center、www.paralysis.org）、およびアドボカシー活動を通
じて、障害者の生活の質向上に取り組んでいます。同財
団の研究およびアドボカシー活動、クオリティ・オブ・ライ
フ助成金プログラム、または情報スペシャリストへの質
問受付については、www.ChristopherReeve.orgを参照する
か、手紙（c/o 636 Morris Turnpike, Suite 3A Short Hills, NJ 
07078）またはフリーダイヤル1-800-225-0292で問い合わ
せてください。
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リーブ財団ピア&家族支援プログラム（Reeve Foundation 
Peer & Family Support Program）は、麻痺患者とその家
族、介護者に対し、心情面での支援に加え、地域および全
米の情報およびリソースを提供する全米規模のピア・メ
ンタリング・プログラムです。www.paralysis.org/peer

Apparelyzed Webサイトは、精髄損傷患者向けのピア・サポ
ートを提供しています。www.apparelyzed.com

ケアキュア・コミュニティ（CareCure Community）は、SCIと
神経科学研究、介護、移動・旅行、性および関係、スポ
ーツ、機器、法律などのディスカッション・フォーラム
を提供しています。Spinal Nurses（Careセクション内）と
MobileWomenがあるサイトです。活発で役に立つ、希
望に満ちたコミュニティです。http://sci.rutgers.edu

クレイグ病院（Craig Hospital）では、月曜から金曜まで、
専門の看護士が、SCI患者からの緊急でない電話に答
えています。問い合わせ先：フリーダイヤル 
1-800-247-0257または303-789-8508。教育資料がオン
ラインで入手できます。www.craighospital.org

ダレル・グイン財団（Darrell Gwynn Foundation）は、麻痺
患者を支援するため、数十台の個人に合わせて調整
したハイテク車椅子を条件に該当する個人に無料で
提供しています。問い合わせ先：954-792-7223、 
http://darrellgwynnfoundation.org

フェイシング・ディサビリティ（Facing Disability）脊髄損傷
は家族全員に影響を及ぼすにもかかわらず、家族の
ためのリソースはごくわずかです。このWebサイトは、
損傷患者と家族のための情報とピア・サポートを提
供します。同じ境遇にある人々の人生経験が記録され
た1,000本以上のビデオを視聴できます。これらのビ
デオは、生きる強さと支援を見出す助けとなるに違い
ありません。www.FacingDisability.com
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elearnSCI.orgは、脊髄損傷の防止と総合的な臨床実務
およびリハビリに関する無料のオンライン教育リソー
スです。医師団体である国際脊髄学会によるイニシア
ティブです。オンラインでwww.elearnsci.org;	www.iscos.
org.ukを参照してください。

国際脊髄学会（International Spinal Cord Society）は、87
か国、1,000人以上の臨床医と研究者を会員に持ち、
教育、研究、臨床経験を促進する学会です。学会誌
Spinal Cordを刊行しています。www.iscos.org.uk

全米脊髄損傷協会（National Spinal Cord Injury 
Association（NSCIA））は、全米脊髄協会（United 
Spinal）の1部門であり、フリーダイヤルのヘルプ・ライ
ン、ピア・サポート、情報リソースを提供しています。
問い合わせ先：1-800-962-9629（フリーダイヤル）、 
www.spinalcord.org

米国退役軍人マヒ者協会（Paralyzed Veterans of 
America（PVA））は、脊髄損傷や脊髄疾患を持つ退役軍
人およびすべての市民が、質の高い医療とリハビリを受
けることができ、権利が認められるように取り組んでい
ます。PVAは、数多くの出版物やファクト・シート（概況報
告書）を提供し、正式な臨床ガイドラインを作成してい
る脊髄医学コンソーシアム（Consortium for Spinal Cord 
Medicine）を支援しています。またPN/Paraplegia Newsや
Sports ‘N Spokesなどの雑誌のスポンサーとなっていま
す。問い合わせ先：フリーダイヤル1-800-424-8200。

 www.pva.org
ラルフズ・ライダーズ財団（Ralph’s Riders Foundation）

は、南カリフォルニア地域のピア・ネットワークです。
このネットワークの資金は、メイラ・フォルノスが亡き
夫であり四肢麻痺の活動家弁護士であったラルフに
敬意を表して資金提供しています。 
www.ralphsriders.org
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SCI インフォメーション・ネットワーク（SCI Information 
Network）は、最近損傷を負った患者への情報を含
め、脊髄損傷に関する情報を提供しています。全米
脊髄損傷統計センター（National Spinal Cord Injury 
Statistical Center（NSCISC））の活動拠点です。 
www.uab.edu/medicine/sciまたは

 www.nscisc.uab.edu
脊髄損傷101（Spinal Injury 101）は、シェパード・センタ

ーによるビデオ・シリーズで、リーブ財団および全米
脊髄損傷協会の後援を受けています。SCI、救急治
療、2次的疾患などに関するチュートリアル・ビデオが
用意されています。www.spinalinjury101.org

SPINALpediaは、「脊髄損傷の関係者が、個々の経験から
得た知識と勝利を分かち合って互いに刺激し合える」
インターネット・ソーシャル・メンタリング・ネットワー
クおよびビデオ・アーカイブです。 
www.spinalpedia.com

全米脊髄協会（United Spinal Association（USA））は、専
門知識、ネットワーク、リソースを提供しています。問
い合わせ先：718-803-3782、www.unitedspinal.org

切手（1969年ごろ）
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SCIに関する研究リソース
カナダ脊髄研究協会（Canadian Spinal Research 

Organization）は、脊髄損傷または関連の神経障害を
持つ患者の身体状態の改善を専門として、対象領域
の医学研究に取り組んでいます。問い合わせ先：905-
508-4000、www.csro.com

キャットウォーク脊髄損傷基金（CatWalk Spinal Cord 
Injury Trust）は、2002年に乗馬事故で障害を負ったニ
ュージーランド人カトリーナ・ウィリアムズによって設
立されました。この基金は、治療科学の支援のための
募金に取り組んでいます。www.catwalk.org.nz

CenterWatchは、国内外で実施され、承認された臨床試
験のリストを提供しています。617-856-5900; 
www.centerwatch.com 

ClinicalTrialsは、連邦政府が支援する米国内のすべての
臨床試験を網羅し、疾患や症状、場所、治療法、スポ 
ンサー別に表示しています。国立医学図書館のサイト
です。www.clinicaltrials.gov	

医学研究振興連合（Coalition for the Advancement of 
Medical Research（CAMR））は、患者組織、大学、学
会、財団、および致命的な障害を持つ個人で構成さ
れ、幹細胞研究を含む再生医療の研究振興を支援し
ています。問い合わせ先：202-725-0339、 
www.camradvocacy.org 

クレイグ・H・ニールセン財団（Craig H. Neilsen 
Foundation）は、脊髄損傷患者の生活の質を改善
し、医療および治療法の科学的研究を支援するため
の組織です。この財団は、米国最大の非営利のSCI研
究資金提供団体です。ニールセンは、カジノの重役
で、2006年に死去するまでの21年間麻痺を患ってい
ました。 
http://chnfoundation.org



状態別の基礎事項

|  クリストファー・アンド・デイナ・リーブ財団57

デイナ財団（Dana Foundation） provides reliable, 
accessible information on the brain and spinal cord, 
including research.この財団は、多数の書籍と出版物
を提供し、毎年3月にブレイン・アウェアネス・ウィーク

（脳障害に対する意識向上の週）をスポンサーしま
す。豊富なリソースを提供しています。www.dana.org 

脳損傷麻痺治療のための国際キャンペーン
（International Campaign for Cures of Spinal Cord 

Injury Paralysis）は、世界中の複数の組織による団
体で、SCI研究に年間で合計約2,500万ドルを供与し
ています。参加組織として、キャットウォーク脊髄損
傷トラスト（CatWalk Spinal Cord Injury Trust）、クリス
トファー・アンド・デイナ・リーブ財団（Christopher & 
Dana Reeve Foundation）、クレイグ・H・ニールセン財
団（Craig H. Neilsen Foundation）、フランス脊髄研究
所（French Institute for Spinal Cord Research）、国際対
麻痺研究財団（International Foundation for Research 
in Paraplegia）、日本せきずい基金（Japan Spinal Cord 
Foundation）、マイアミ麻痺治療プロジェクト（Miami 
Project to Cure Paralysis）、米国退役軍人マヒ者協会

（Paralyzed Veterans of America）、リック・ハンセン
財団（Rick Hansen Foundation）、オーストラリア脊髄
治療協会（Spinal Cure Australia）、ニール・サックス財
団（Neil Sachse Foundation）、脊髄研究協会（Spinal 
Research）、ウィング・フォー・ライフ（Wings for Life）が
名を連ねています。www.campaignforcure.org 

国際精髄損傷研究コンソーシアムは、リーブ財団の資金
提供により、欧米の著名な脳神経研究所が、脊髄損傷
の治療に関する研究について協力する目的で設立さ
れた団体です。www.ChristopherReeve.org/research

国際幹細胞研究学会（International Society for Stem 
Cell Research）は、幹細胞研究と臨床の進歩に関する
信頼のおける情報源です。www.isscr.org
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日本せきずい基金（Japan Spinal Cord Foundation）は、 
「脊髄損傷者が、傷害の程度を問わず、独立し、自尊

心を保って人生を送ることができる社会の実現」を目
的としています。 www.jscf.org

マイアミ麻痺治癒プロジェクト（Miami Project to Cure 
Paralysis）は、麻痺の治療法の解明および究極的に
は治癒に取り組むマイアミ大学の研究センターです。
フリーダイヤル1-800-STAND-UP、 
www.miamiproject.miami.edu

マイク・アトリー財団は、脊髄損傷に関する研究、リハビ
リ、および教育プログラムへの資金援助を提供してい
ます。問い合わせ先：1-800-294-4683（フリーダイ 
ヤル）、www.mikeutley.org

国立神経疾患・脳卒中研究所（National Institute of 
Neurological Disorders and Stroke）は、脳および脊
髄関連のすべての研究について連邦の予算を配分す
る主要機関であり、麻痺関連のすべての疾患と症状
に関する権威ある研究概要を提供しています。 
www.ninds.nih.gov

ニール・サックス財団（Neil Sachse Foundation）は、SCI研
究を支援するオーストラリアの団体です。サックスは、
スポーツ事故の受傷がもとで、四肢麻痺の障害を負
いました。www.nsf.org.au

PubMedは、国立医学図書館が提供するサービスであ
り、1960年代半ば以降の医学書1,200万の文献情報を
検索できます。記事全文やその他の関連のリソース
にアクセスできる多数のサイトへのリンクを備えてい
ます。キーワード、研究者名、雑誌名を使用した検索
が可能です。www.pubmed.gov
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リーブ・アービン研究センター（Reeve-Irvine Research 
Center）は、慈善家ジョアン・アービン・スミスがクリス
トファー・リーブに敬意を表して設立した団体です。
麻痺を生じる脊髄の損傷や疾患に関する研究を行っ
ています。問い合わせ先：c/o University of California at 
Irvine、www.reeve.uci.edu

リック・ハンセン財団（Rick Hansen Foundation）は、1988
年に設立された団体で、脊髄損傷研究の支援のほ
か、車椅子の支援、傷害の予防、およびリハビリ・プ
ログラムを支援しています。問い合わせ先：604-295-
8149またはフリーダイヤル1-800-213-2131、 
www.rickhansen.com

ローマン・リード財団（Roman Reed Foundation）は、神経
障害の治癒方法の確立に取り組んでいます。財団の
名称は、カレッジ・フットボールの試合中に負傷した
カリフォルニアの支援者ローマン・リードにちなんで
名付けられました。 http://romanreedfoundation.com

サム・シュミット麻痺財団（Sam Schmidt Paralyis 
Foundation）は、研究、治療、リハビリ、テクノロジー
の発展のための資金を提供することにより、脊髄損
傷やその他の疾患を持つ個人を支援します。財団の
名前は、四肢麻痺の元レーシング・カー・ドライバー、
シュミットにちなんで名付けられました。問い合わせ
先：317-236-9999、www.samschmidt.org

SCOREは、麻痺の治癒法の確立に取り組んでいます。また、
スポーツ事故で負傷した若年者のための住宅の改造、
車の調整などにかかる自費負担を援助しています。問
い合わせ先：323-655-8298、www.scorefund.org 

北米神経科学学会（Society for Neuroscience）は、脳および
神経系の研究に従事する約4万人の基礎研究者および臨
床医で構成される団体です。研究対象には、脳および神
経系の外傷と疾患に加え、脳の発達過程、感覚と認知、学
習と記憶、睡眠、ストレス、加齢、精神疾患などが含まれま
す。問い合わせ先：202-962-4000、http://apu.sfn.org 



状態別の基礎事項

麻痺障害リソース・ガイド  | 60

ラトガース大学脊髄損傷プロジェクト（Spinal Cord Injury 
Project at Rutgers University）は、治療法を実験段階か
ら臨床試験まで進展させることを目的としています。ま
た、CareCure Communityサイトを主催しています。問い
合わせ先：732-445-2061、オンラインでは、 
http://sci.rutgers.eduを参照してください。

米国国防総省・脊髄損傷研究プログラムは、2009年に米国連
邦議会によって設立されました。脊髄損傷の再生と修復、
およびリハビリ療法の向上に関する研究を支援するた
め、予算350万ドルが割り当てられています。議会が設置
した医学研究プログラムについての問い合わせ先： 
301-619-7071、http://cdmrp.army.mil/scirp

米国退役軍人マヒ者会・脊髄研究財団（Spinal Cord 
Research Foundation of the Paralyzed Veterans of 
America（PVA））は、脊髄の機能不全の治療に関する
研究、および麻痺者の健康増進に関する研究に対し
て資金を提供しています。問い合わせ先： 
1-800-424-8200（フリーダイヤル）、またはwww.pva.org
で、「Research and Education」をクリックしてください。

脊髄協会（Spinal Cord Society（SCS））は、脊髄損傷の治
癒を目標として募金活動を行う研究支援組織です。問
い合わせ先：218-739-5252、www.scsus.org

オーストラリア脊髄治療協会（Spinal Cure Australia） 
（旧称、オーストラリア脊髄研究トラスト（Australasian 

Spinal Research Trust））は、1994年に設立され、麻痺の
治癒法を確立するための科学的研究を助成していま
す。インターネットで、www.spinalcure.org.auを参照して
ください。

脊髄研究（Spinal Research）（旧称、国際脊髄研究基金
（International Spinal Research Trust））は、永続的麻

痺状態を改善するための研究を助成する慈善団体
です。1974年にザンビアでの自動車事故で麻痺者
となった青年弁護士スチュアート・エスナーによっ
て、1980年に設立されました。www.spinal-research.org
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StemCellActionは、幹細胞研究の可能性を信じる、 
慢性疾患を持つ人 と々その家族や友人で構成され
る草の根グループです。遺伝学政策研究所（Genetics 
Policy Institute）の分派です。オンラインで、 
www.stemcellaction.orgまたはwww.genpol.orgを参照し
てください。

トラビス・ロイ財団（Travis Roy Foundation）は、負傷し 
たボストン大学のホッケー選手にちなんで名付けら
れ、脊髄損傷者の支援および治療法の研究に対する
助成を行っています。また、車椅子やワゴン車の 
購入、住宅の改造、その他の障害者支援機器のた 
めの助成金を支給しています。問い合わせ先： 
617-619-8257、www.travisroyfoundation.org

麻痺との戦い連合（United To Fight Paralysis（U2FP）） 
は、「治癒のために戦う戦士」としてSCI研究を支援し
ています。また年に一度の科学研究会議、「Working 
to Walk（ワーキング・ツー・ウォーク）」のスポンサー 
です。http://u2fp.org

米国退役軍人省リハビリテーション研究開発サービス
（Veterans Affairs Rehabilitation Research and 

Development Service）は、痛み、腸・膀胱機能、FES、
神経の可塑性、人工装具などに関する研究を支援し
ています。雑誌Journal of Rehabilitation R&Dを刊行
し、神経再生に関する国際シンポジウム（International 
Symposium on Neural Regeneration）を主催しています。 
www.rehab.research.va.gov

ウィング・フォー・ライフ（Wings for Life）は、オーストラリ
アを拠点として、脊髄損傷の治療を目的とする世界中
の研究プロジェクトに助成金を提供しています。寄付
金を最大限活用するため、助成対象のプロジェクト
は、国際的な審査員グループによって選ばれます。 
www.wingsforlife.com/en-us
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エール神経および再生研究センター（Yale Center for 
Neuroscience and Regeneration Research）は、脊髄
損傷および関連の障害に対する新しい治療法、そし
て究極的には治癒法の開発に向けて研究を重ねてい
ます。米国退役軍人マヒ者協会（Paralyzed Veterans of 
America）、全米脊髄協会（United Spinal Association）、 
米国退役軍人省（Department of Veterans Affairs）の支
援を受けています。問い合わせ先：203-937-3802、 
http://medicine.yale.edu/cnrr
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脊髄損傷モデル・システム

脊髄損傷モデル・システム（Spinal Cord Injury Model Systems（SCIMS））施設プロ
グラムは、1970年に連邦政府によって創設されたプログラムです。細分化され

たケアよりも包括的なケアの方が効果が高いという研究結果に基づいて、脊髄損傷
患者に対するケアを改善し、より優れた成果を挙げることを目標としています。SCIMS

の各施設は、救急治療サービスからリハビリや社会復帰まで、複数の専門分野にわた
るケアを提供します。また、研究活動、教育、および情報の発信を行って、脊髄損傷者
の健康と生活の質の向上を図ります。

現在14か所のモデル・システム施設に加え、フォームIIセンターが存在します。
これらの施設はすべて、国立障害リハビリテーション研究所（National Institute on 

Disability and Rehabilitation Research）、障害者教育局（Office of Special Education and 

Rehabilitative Services）、米国教育省によって助成されています。

UAB Model Spinal Cord Injury Care System, University of 

Alabama at Birmingham, Birmingham, AL; 205-934-3283.
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Southern California Spinal Cord Injury Model System, Rancho Los 

Amigos National Rehabilitation Center, Downey, CA; 562-401-8111.

Rocky Mountain Regional Spinal Injury System, Craig Hospital, Englewood, CO;

 303-789-8306.

South Florida Spinal Cord Injury Model System, 

University of Miami, Miami, FL; 305-243-9516.

Georgia Regional Spinal Cord Injury Care System, 

Shepherd Center, Inc., Atlanta, GA; 404-350-7591.

Midwest Regional Spinal Cord Injury Care System, Rehabilitation 

Institute of Chicago, Chicago, IL; 312-238-6207.

Kentucky Regional Model Spinal Cord Injury System, 

Frazier Rehabilitation, Louisville, KY; 502-582-7443.

New England Regional Spinal Cord Injury Center Network, Boston 

University Medical Center, Boston, MA, and Gaylord Hospital, Wallingford, 

CT, Hospital for Special Care, New Britain, CT; 617-638-7380.

Spaulding-Harvard Spinal Cord Injury System, Spaulding 

Rehabilitation, Boston, MA; 617-573-2862.

University of Michigan Model Spinal Cord Injury Care 

System, Ann Arbor, MI; 734-763-0971.

Northern New Jersey Spinal Cord Injury System, Kessler 

Foundation Research Center, West Orange, NJ; 973-243-6973.

Regional Spinal Cord Injury Center of the Delaware Valley, 

Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA; 215-955-6579.

University of Pittsburgh Model Center on Spinal 

Cord Injury, Pittsburgh, PA; 412-232-7949.

Northwest Regional Spinal Cord Injury System, University 

of Washington, Seattle WA; 800-366-5643.

フォームII施設（以前はモデル・システムとして助成されていたが、現在は、引き続き経過
観察データを収集するのみで、新しい被験者の登録は行っていない施設）。
Santa Clara Valley Medical Center, San Jose, CA; 408-885-2383.

Mount Sinai School of Medicine, New York, NY; 212-659-9369.

The Institute for Rehabilitation and Research (TIRR); 

Memorial Hermann, Houston, TX; 713-797-5972.
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クリストファー・リーブによるスピーチ

私は、日々、恐れを知らない人生を送っています。ニューヨークに来るたびにそのこ
とに気づかされます。なぜなら、ニューヨークでは、私はワゴン車の後部座席に

乗せられて4本のひもで固定され、たまたまヨンカーズの消防士であるという理由だけ
で出会った男たちによって車で運ばれるからです。消防士たちは消防車をものすごい
スピードで運転するのに慣れているので、私はワゴン車に積み込まれたが最後、運を
天に任せるしかありません。小さいときから状況を自分でコントロールしなければ気が
済まない人間である私が、後部座席に座り、目的地に安全にたどり着くことを疑わず、実
際、うたた寝さえできるなんて大したものです。

この1時間のワゴン車での経験は、私がこれからお話しする人生の旅路によく似て
います。私たちの多くにとって、恐怖は制御を失うことから生まれます。自分に起こること
を制御しようとすればするほど、自分たちが無力な存在で、万一の場合の保証もなく、予
期せぬ危険な出来事が起こり得るという恐怖が大きくなります。皮肉なことに、出来事を
制御しようとする行為は、実際には、私たちから素晴らしい経験を奪い、小さな存在にし
てしまいます。

私が重傷を負ったとき学ばなければならなかった教訓は、わたしの考えを大きく変
えるものでした。それまでの私は俳優として自立し、忍耐と規律のある人生を歩んでき
たからです。高校を卒業したときからずっと自立して、大学、大学院と自分ことは自分で
し、そしてオフブロードウェイ、ブロードウェイ、テレビ、映画へと進んでいきました。成功
して、責任を担うのに慣れていました。

私の事故は、さまざまな運命が紙一重で重なり合う不思議なものでした。あと1ミリ
違う方向に違った形で落下していれば、私は傷害を負わなかったでしょうし、1ミリ別の
方向に落下していたら、今日ここにいなかったでしょう。私は、生存率がよくて40パーセ
ントの手術を受けました。その手術は、実際、私の頭をもう一度私の首に取り付けるも
のでした。また、手術中、薬物反応のために、死にかけました。私は、二度と肩から下を
動かすことができず、これ以上の回復は絶対に見込めず、また、私の余命は、42歳で、あ
とせいぜい6～7年であろうと告げられました。

私は、ありがたいことに妻デイナと一緒にそれを乗り越えることができました。私た
ちは、人々が私たちの中に植え付けようとした恐怖を受け入れないことに決めました。
これはあらゆる決断の中で最も重要な決断でした。6か月しか生きられないと言われな
がら、3年後に歩き回っている人は大勢います。二度とできないと言われたことをできる
ようになった人も大勢います。それはいつでも起こることなのです。

恐れのない人生を生きる
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前に進んで恐れに打ち勝つための鍵の1つは、自分の気分を無視することです。何
であれ、あなたが本当に今日やりたくない気分のときに、その気分を無視するのです。
悩まされたくない気分のときにはそれを無視しなさい。1日が不愉快な気分で始まり、
何もしたくない気分だったり、無益に過ごしているような気がしたり、もうこれ以上進み
続けることができないと思ったりしたけれど、終ってみればその日が、かつてないほど
最良の日となることがあります。自分自身を可能性に対してオープンにしておかなけれ
ばなりません。自分が実際にどのような気分であるかに関わらず、その瞬間に留まり続
けることで、大きな驚きも小さな驚きも受け止められるように自分をオープンにしてお
くのです。

私は自分が成し遂げてきたことを誇りに思っていますが、私が辿ってきた道は問題
や困難のないものではありませんでした。約1年前に、私は、横隔膜ペーシングを身体
に移植した世界で2番目の患者でした。それは、心臓ペースメーカーに似ていますが、
横隔膜を刺激して正常な呼吸を作り出し、人工呼吸器に取って代わります。それは、安
全で、機能する十分な可能性があると感じていました。しかし、そうではありませんでし
た。それは機能しなかったのです。

これまで1年以上、私は、感染症にかかっていて、私の身体によるあらゆる種類の拒
絶徴候が現れており、移植部位もまだ閉じていません。そのため、私は依然としてこの
人工呼吸器を装着し、もうプールに入ることができず、最初の回復レベルにとどまった
ままを停滞を続けています。それでも、私がそのことをここで話しているのは、恐れの
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ない人生を生きるということは、実際には自分にとってうまくいかない経験をする可能性
もあると知ることが重要だからです。落胆したり、自分を敗北者のように感じたりするの
を避け、ポジティブであり続けるには、他の誰かを助けることもあるという事実を見てく
ださい。例えば、横隔膜ペーシングのこの失敗は、医者が治療を実施する方法を見直すこ
とにつながり、私の後に続いた患者らが皆、人工呼吸器を外せるようになりました。

1996年に、私は、「トレッドミル歩行療法」と呼ばれる治療法を試した最初の1人でし
た。その治療法では、私は、ハーネスで支えられて、ちょうどジムでトレーニングを行うと
きのようにトレッドミルの上に立たされました。この種の治療法は、脊椎が活力と記憶を
持っていて、腰椎部分にある中枢パターン発生器が歩き方を思い出すことで効果を発揮
します。歩くためには多くの脳力を要しません。トレッドミル療法の60日後、多数の対まひ
患者が再び歩けるようになりました。今までのところ米国内だけでも、500人以上がこの
方法によって車椅子から脱出しています。

1996年、民主党全国大会でスピーチを行うクリストファー・リーブ
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しかしある日、医者たちがその効果をビデオに
収めようと、私をトレッドミルの上に立たせたとき
に事故が起こりました。医者たちはトレッドミルの
速度を毎時3マイル半に上げました。私はその上
に立たされて、何歩か美しく歩きました。医者たち
がそれを撮影しました。それは完璧で、私の俳優
魂は満足感を覚えました。しかし、その直後、脚を
骨折したのです。私の大腿骨、大腿の大きな骨が、
ちょうど真っ二つに折れました。私の脚には、まだ
その骨をつなぐ15本のねじの付いた12インチの金属板が入っています。何が起こったか
は後になって明らかになりました。私は、骨粗しょう症になっていて、骨密度が十分でな
かったために、トレッドミルの速度についていけなかったのです。そのため、私は今、トレ
ッドミルを使っていません。しかし、他の人のために新しい手順と新しい標準ができまし
た。今では、誰かをトレッドミルの上に立たせる前に、患者が骨粗しょう症になっていな
いことを確認するために骨密度スキャンを実施する必要があることが知られています。
私の失敗が役に立っているのです。

私がなぜ、これらの実験に早 と々参加したのか、不思議に思う方もいらっしゃるでしょ
う。私は、神経学者に対し、研究室内で永久に実験を続けるのではなく、勇敢になるよう背
中を押し続けてきました。そのため、科学者に対し生物学の世界で勇気を求めるのであれ
ば、私はリハビリの世界で私ができる最大のことをしなければならないと感じていました。

人生には恐れずに生きることが非常に簡単になるときもあります。手術を乗り切った
後に最初に起こったのは、自分を飾らなくなったことです。私は社交術を捨てました。捨
ててみてわかったのは、社交術の大部分が小さな嘘であることでした。今では誰かに質
問されれば、私は真実を告げます。今の私には、そのことで失うものは何もありません。

恐れずに生きる方法は数多くあります。そのような生き方をすることを私は強くお勧
めします。たいていの場合に恐れずにいることの鍵は、「たとえ何があろうと」と心に誓う
ことです。それを肝に銘じてください。精神と心を十分に働かせれば、本当に驚くようなこ
とが可能になります。私たちの能力は理解を超えています。そのことを信じて前に進んで
ください。自分の中の「私にはできない、私にはできない、私にはそんな能力はない、私
はそれをする気がしない、私は病気だ、私はしたくない」という雑音を乗り越えるのです。
それはちょうどラジオの雑音のようなものです。チャンネルをクリアにして、良好な受信状
態を見つけてください。そうすれば、自分でも驚くような能力があふれ出てくるはずです。

この文章は、2004年春、オメガ研究所（The Omega Institute）の主催で開催さ
れた「恐れのない人生を生きる」コンファレンスで、リーブが行った閉会の辞
に手を加えたものです。www.eomega.org

私が重傷を負ったとき学
ばなければならなかった
教訓は、わたしの考えを大
きく変えるものでした。..そ
れまでの私は俳優として自
立し、忍耐と規律のある人
生を歩んできたからです。
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脊髄医学コンソーシアム 
（Consortium for Spinal Cord Medicine）

脊髄損傷者に対しては、以前にも増して科学的根拠に基づいたケアが行われる
ようになっています。1995年に、22の医療専門家組織と消費者組織（リーブ財団

を含む）が集結して設立されたグループでは、この科学的根拠に基づいたケアの実現
を目標として取り組んできました。脊髄医学コンソーシアム（Consortium for Spinal Cord 

Medicine）は、米国退役軍人マヒ者協会（Paralyzed Veterans of America）が助成・運営する
団体で、臨床診療ガイドラインの作成がその活動内容の中核です。コンソーシアムが作
成するガイドラインでは、最新の医学文献と研究結果が、調査技法の専門家によって科
学的な強度と妥当性の面から選別され、それに基づいて医療従事者への推奨事項が編
纂されています。

コンソーシアムの運営委員会は、このような研究に専門家と消費者の意見を加味し
てガイドラインを更新し、また新しいガイドラインを作成することで、科学的厳格性と結
果の評価を促進するという研究上の課題を推進しています。

コンソーシアムの医療専門家向け臨床診療ガイドラインとそれに対応する消費者ガ
イドは、麻痺者がこの情報を日常生活に活かすのに役立ちます。これらの出版物では、
床ずれから排便ケア、負傷1年後に予想される転帰まで、さまざまな臨床対象者に関す
る指針がわかりやすく提供され、疑問が解決されています。

臨床診療ガイドラインおよび消費者ガイドは、印刷形式とダウンロード可能な形式
の両方が利用できます。消費者ガイドの一部は、スペイン語でも提供されています。
医療専門家のための臨床診断ガイドライン

• 脊髄損傷を持つ成人の性的・生殖的健康
• 脊髄損傷を持つ成人の初期緊急治療
• 脊髄損傷を持つ成人の膀胱管理
• 脊髄損傷後の上肢機能の維持
• 脊髄損傷後の呼吸管理
• 脊髄損傷での血栓塞栓症の予防
• 自律神経過反射の緊急治療
• 脊髄損傷後の床ずれの予防と治療
• 外傷性脊髄損傷後の転帰
• 脊髄損傷後のうつ病
• 脊髄損傷を持つ成人の神経因性膀胱の管理
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臨床試験

薬物や治療法は、実験から臨床試験へ展開（研究者の用語で「トランスレーション 
（橋渡し）」）されます。臨床研究は通常、一連の臨床試験を経て進められます。臨

床試験は最初は少人数の被験者で実施され、安全性、有効性、投薬量が解明されるにつ
れ、徐々に被験者の数が増加します。

本格的な規模の臨床試験は、費用と時間がかかるため、通常、実験で見いだされた
最も有望な治療法のみが選ばれてトランスレーション・プロセスに進みます。国立神経
疾患・脳卒中研究所の委員会は、今後、麻痺の治療に関して臨床試験を行うには、動物モ
デルで最小限のリスクと顕著な有効性が示され、他の実験室が独立して追試に成功しな
ければならないとしました。しかしどの程度の臨床的改善があれば、さまざまなレベルの
リスクと期待が正当化されるのか、という点についてはまだ疑問が残ります。

実験および動物実験で有望な結果が得られた場合、第I相試験が開始されます。この
試験では、特定の疾患または症状に対する治療法の安全性が検討されます。

消費者ガイドライン
• 脊髄損傷後の膀胱管理：重要な点
• 脊髄損傷後の呼吸管理：重要な点
• 脊髄損傷後の上肢機能の維持：重要な点
• 自律神経過反射：重要な点
• 褥瘡（床ずれ）：重要な点
• 予想される転帰（病状の変化）：重要な点
• うつ病：重要な点
• 神経因性膀胱：重要な点

スペイン語版消費者ガイド
• Ulceras por Decubito:Lo Que Usted Debe Saber (Pressure Ulcers)

• Intestino Neurologico:Lo Que Usted Debe Saber (Neurogenic Bowel)

• Reflejo Disfuncional Autonomo:Lo Que Usted Debe Saber (Autonomic Dysreflexia)

現在作成中のガイドライン
• 栄養摂取、代謝異常、肥満
• 心理的な適応と対処

ガイドラインをダウンロードするには、www.PVA.orgで
「publications」をクリックしてください。
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第II相の臨床試験では、通常、複数の異なる施設の被験者を対象に、より広い規模で
安全性と有効性が検討されます。たとえば、さまざまな投与量を試したり、異なる手術方
法を使用したりといったことが行われます。

第III相の臨床試験は、多施設で行われ、場合によっては数百例の被験者を対象とする
ことがあります。この臨床試験では、通常、被験者を2つのグループに分けて異なる治療法
を比較するか、試験対象の治療法が1つの場合は、試験対象の治療法を受けない被験者
は、代わりにプラセボ（偽薬）が投与されます。

第III相の臨床試験の多くは、二重盲検（被験者だけでなく、被験者を治療する医者も被
験者がいずれの治療法をうけているかを知らされていない）でかつ無作為化（被験者の
いずれかの治療グループへの割り付けは、被験者も治験責任医師も予測できない方法で
行われる）されます。第III相に成功した場合は、FDAによって臨床に使用することの承認が
与えられます。承認後に、第IV相の臨床試験を行って、それまでの試験で検知されなかっ
た、好ましからぬ稀有な副作用がないかを確認することもあります。

インフォームド・コンセント：政府は、臨床試験に参加する被験者を保護するため、厳格
な保護策を講じています。米国内で実施されるすべての臨床試験は、医師、統計学者、地
域の代弁者、その他、リスクを評価する者で構成され、臨床試験が倫理的であり、被験者
の権利が保護されていることを確認する施設内倫理委員会（IRB）の承認と監視を必要と
します。IRBは、被験者が判明している限りの事実を告知されていることを確認します。

インフォームド・コンセントは、被験者が臨床試験に関する重要な事実を理解したう
えで参加を決断することの必要性を重視したプロセスです。告知すべき事実には、臨床
試験を行う理由、試験を行う研究者の身元、達成したい結果、臨床試験の手順と所要時
間、予想されるリスクとメリット、および考えられる副作用が含まれます。インフォームド・
コンセントは、臨床試験に参加している限り、引き続き行われます。被験者は臨床試験に
参加する前に、年齢、疾患の種類、医療履歴、現在の医学的状態などの組み入れガイドラ
インに適合している必要があります。被験者はいつでも臨床試験から離脱することがで
きます。米国で実施中のすべての臨床試験の詳細については、http://clinicaltrials.gov 

で病状または診断別に検索してください。FDAの管轄外の臨床試験に参加する場合、
または未承認または実験的な治療を受ける場合は、事前に十分に注意する必要があり
ます。適法な臨床試験であれば、被験者から費用を徴収することは絶対にありません。 
www.closerlookatstemcells.orgも参照してください。
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NACTN：臨床試験ネットワーク

脊髄損傷研究は、今や、複数の有望な治療法について、臨床試験が実施され、また
は計画される新しい時代へと進化しています。トランスレーショナル・リサーチ 

（実験科学から臨床への応用への移行）の時代においては、プロセスを管理し、前臨床
データ、臨床的評価、治療と効果の測定、また、いずれかの時点で実用化と保険金償還
を調整する新しいインフラストラクチャが必要です。

実験段階にある有望な治療法を選定し、臨床試験へと
移行する手助けをするため、クリストファー・アンド・デイナ・
リーブ財団は、10か所の臨床研究施設、データ管理施設、
および薬理学施設で構成される北米臨床試験ネットワーク

（North American Clinical Trials Network）を設置しました。
NACTNは2004年に創立された、大学病院の神経外科と神経リハビリテーション・チ

ームから成るコンソーシアムです。NACTNの首席研究者であるロバート・G・グロスマン
神経外科医（ヒューストン、メソジスト病院）は、SCIが非常に複雑な疾患であり、臨床試験
の開始に大きなコストがかかるため、「提携や共同作業、連携なしに進歩はあり得ませ
ん。脊髄損傷は非常に困難な疾患であり、莫大な費用がかかるため、単独での臨床試験
が不可能なだけでなく、計画の準備不足や脊髄損傷に関する最先端の専門知識不足と
いう理由で失敗することは許されません」と説明しています。

このネットワークでは現在、リルゾールという負傷直後に投与される神経防護薬を
評価しています。NACTNは、第I相の安全性と薬物動態に関する臨床試験に成功を収め、
用量と用法、有効性を検討する第II相、第III相の臨床試験に向けたデータ分析と準備を
完了しました。

NACTNの関心事は、臨床試験の実施だけではありません。人間のSCIに関する自然
の経緯を数量化する重要なデータベースを作成し、そこにすべてのSCI症例について、

年齢、性別、損傷の性質、損傷のメカニズムなどを記録できる
多施設用のレジストリを構築しました。これにより、NACTNは、
治療法を比較する統計的ベースラインが手に入ります。レジス
トリは、SCI症例をより注意深く階層化することで、転帰の予測
に役立ちます。これまでに、500件の症例がレジスト例に登録さ
れています。NACTNおよびヨーロッパの1つのレジストリは、デ
ータ共有契約を結んで、いくつかの研究課題に取り組んでいま
す。NACTNはまた、機能回復を測定するより適切な方法につい
て研究を進めています。そのため、頸部SCI後、回復期間の任意

提携や共同作業、
連携なしに進歩
はあり得ません。

ロバート・グロスマ
ン博士
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の時点（急性、亜急性、慢性）で情報を収集するGRASSP（Graded Redefined Assessment of 

Strength Sensibility and Prehension）と呼ばれる装置が開発されました。現在の計器は感度
が不足しているため、手や上肢のわずかな変化を感知できません。高感度の計器を使用
できるようになれば、研究者は新しい治療法の効果をより的確に把握できるようになるで
しょう。www.christopherreeve.org/nactn

神経回復ネットワーク 
（NeuroRecovery Network）

神経回復ネットワーク（NRN）は、麻痺者の機能回復を推進し、生活の質を高める
ための治療法を開発・導入している革新的な複数のリハビリテーション施設に

よる協調的グループです。
NRN療法は、ロコモーター・トレーニング（Locomotor Training（LT））に基づいた

方法です。麻痺患者の身体をトレッドミルの上からハーネスで吊り下げ、特別に訓
練を受けた療法士が患者の脚を動かして歩行の動作を促します。機能が回復する
につれ、患者の座る、立つ、手を伸ばす、つかむ、歩くという動作が改善されます。LT

は、神経の可塑性（神経系内のニューロンが新しい接続を形成し、新しい機能を 
「学習する」能力）に関する科学的理解、および歩行と直立の制御における脊髄の

役割に関する科学的理解の進歩に立脚した方法です。LTは、下半身の筋肉と神経
を反復的に刺激することにより、眠っている神経経路が「目覚め」、脳からの情報が
遮断されているように見える患者の下半身に運動能力がよみがえり、リハビリテー
ションの目標を達成できます。

NRNの各施設は、ネットワークを介してデータベースに接続され、各患者の進歩
に関する総合的な医療情報がデータベースに収集されます。トレッドミル運動療
法について収集されたデータのほとんどは、頸部および胸部の不完全損傷の患者
に関するデータですが、プログラムは完全損傷の患者にも開放されています。

各NRN施設は、この治療法の結果、すべての参加者にプラスの変化が現れてい
ると報告しています。プログラムの開始時点で歩けなかった数多くの患者が、歩け
るようになっています。他の患者についても、体幹制御、姿勢の維持、歩行速度、平
衡機能が大幅に改善されたことで、日常生活の動作がより円滑に行えるようにな
り、介護者への依存度が軽減しています。心臓血管、肺、膀胱の機能に測定可能な
向上が見られ、骨密度が上昇しています。全般的に、NRNの参加者は、身体的健康
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と生活の質が全体として向上しています。
訓練は、1つのセッションが約1時間30分です。患者は最初のうち、週5日間訓練を受け

ます。回復の段階が進むにしたがって、1週間のうち訓練を受ける日が減少します。平均
的なNRNの参加者は、3～4か月、約60セッションの治療を受けます。各患者は、20セッショ
ンごとに再評価されます。

「この訓練の成果は、人間の脊髄経路は、作業固有の感覚手がかりに反応すること
ができ、そのような感覚手がかりを与えることで歩行機能が回復する可能性があるとい
う考えの正しさを証明しています」と語るのは、NRNのディレクターであり、ルイスビル大
学神経外科・リハビリテーション科の教授とケンタッキー大学脊髄研究センターの研究
ディレクターを務めているスーザン・J・ハーケマ博士です。「これらの成果を判断し、将来
に研究につなげるには、NRNの存在とロコモーター・トレーニングの手順の標準化が不
可欠です。すべてのNRN施設で手順を標準化すれば、慢性の脊髄損傷患者における回復
の可能性をより正確に把握できるようになるでしょう。」
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Y

エリック・ルグランは、2010年ラトガース大学の選手としてフットボールの試合
中に負傷し、現在、ロコモーター・トレーニングを受けています。
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8か所のNRN施設：
• クレイグ病院（Craig Hospital）、コロラド州エングルウッド
• フレイジャー・リハビリ研究所（Frazier Rehab Institute）

、ケンタッキー州、ルイスビル
• リハビリテーション＆リサーチ研究所（The Institute for 

Rehabilitation & Research）、テキサス州ヒューストン
• ケスラー・リハビリテーション研究所（Kessler Institute for 

Rehabilitation）ニュージャージー州ウェスト・オレンジ
• マギー・リハビリテーション病院（Magee Rehabilitation 

Hospital）ペンシルバニア州フィラデルフィア
• シェパード・センター（Shepherd Center）ジョージア州アトランタ
• オハイオ州立大学医療センター（Ohio State University 

Medical Center）、オハイオ州コロンバス
• トロント・リハビリテーション研究所（Toronto 

Rehabilitation Insitute）オンタリオ州トロント

NRNコミュニティ・フィットネス・センター：
上記のNRN施設のほか、複数のNRNコミュニティ・フィットネス・アンド・ウェルネス施
設では、何らかの原因（SCIに限定しない）で歩行困難な人々に対応しています。これ
らのフィットネス施設では、身体障害者に特化した活動ベースの訓練プログラムを
提供しています。コミュニティ・センターは、フィットネス施設に近い方法で運用され
ています。

• カレッジ・センター（Courage Center）、ミネソタ州ミネアポリス
• フレイジャー・リハビリ・コミュニティ・フィットネス・

アンド・ウェルネス（Frazier Rehab Community Fitness 
and Wellness）、ケンタッキー州ルイスビル

• ネクストステップ・シカゴ（NextSteps Chicago）
イリノイ州ウィロー・スプリング

• ネクストステップ・フィットネス（NextStep Fitness）
、カリフォルニア州ローンデール

• ニューロワークス（Neuroworx）、ユタ州サウス・ジョーダン

詳細について、またはNRN研究・プログラムの参加については、以下のWebサイトを参照
してください。http://www.christopherreeve.org/nrn

NRN施設
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ジャンネ・クーリは、鉄人のような精神で、毎日粘り強く訓練に取り組んでいます。クー
リは単に訓練しているだけではありません。回復しつつあるのです。以前は、完全

な麻痺状態だった彼が、今では歩行器を使って歩くことができます。クーリは、家族ととも
にロサンジェルス近郊に設立した施設、ネクストステップ・フィットネスで回復への歩みを
続けています。このジムは、リーブ財団神経回復ネットワーク（NRN）の地域別施設の1つ
で、麻痺後の健康と機能の改善を図る活動ベースのプログラムです。

クーリはスウェーデンで生まれ、ニューヨー
クで育ちました。2006年に太平洋でダイビング
中に砂州に打ち付けられて首を骨折しました。ク
ーリと当時の婚約者であったスーザン・モファッ
トは、可能なリハビリの選択肢について、カリフ
ォルニア全土はもとより州外までも徹底的に調
べました。しかし、回復という言葉は聞かれませ
んでした。クーリはこのように語っています。「人
生を車椅子の上で過ごすのではなく、前向きで
進歩できる場所が欲しかったのです。」彼らが行
き当ったのは、ルイスビルのフレイジャー・リハ
ビリ研究所と、まだ生まれたばかりのロコモータ
ー・トレーニングでした。フレイジャーのリハビリ
研究の責任者、スーザン・ハーケマ博士は、クー
リにすぐにフレイジャーに来るように強く勧めま
した。クーリは言います。「スーザンは、希望を与えてくれたたった1人の人でした。彼女は、

『トレッドミルで訓練すべきだ。絶対に彼を説得する』と言ったのです。」
「週に5日の訓練を4か月ほど続けた頃、つま先を動かせるようになりました。それより

も明らかな成果は、筋肉の緊張が正常に近くなり、心臓血管の状態と血圧が改善された
ことです。」精神的な効果もありました。「何と言っても、また立って『歩く』のは、最高にい
い気分でした。」

カリフォルニアに帰る頃、クーリは腕を動かせるまで回復し、車椅子を操作できるよう
になっていました。しかし、彼はこの積極的な治療法を続けたいと思いました。しかし、当
時、西海岸にはロコモーター・トレーニングを行っている場所はありませんでした。訓練を
受けたいと思ったら、自分で場所を作るしかありません。クーリは、ハーケマ博士とNRNの
応援を受けて、大学とも医学とも関係のない最初のNRN、ネクストステップを非営利団体
として設立しました。クーリは語っています。「私たちは、生涯健康を保つという考え方を多
くの地域社会に広げたいと思います。必要な運動を、家族の介助なくできるのは大切なこ
とです。」

コミュニティベースの回復
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かつてない神経回復

目覚ましい成果が、リーブ財団が助成に参加した研究から生まれました。メジャー・
リーグのピッチャーを目指していた若者、ロブ・サマーズは、ひき逃げ事故によっ

て脊髄に損傷を負いましたそれはC7～T1の完全脊髄損傷で、胸部の中ほどから下の筋
肉を動かすことができなくなったのです。負傷から5年後の2011年、硬膜外刺激装置が
手術によって彼の腰髄に埋め込まれました。スイッチを入れると、椅子から立ち上がるこ
とができ、しっかりと自分の体重を支えて介助なく立つことができました。これは、筋肉を
直接活性化する機能的電気刺激（FES）とは異なります。硬膜外刺激は、彼の脚の筋肉に
は直接影響を与えず、脳によって制御できなかった脊髄の回路を活性化したのです。足
先を動かすことができましたが、これは刺激によって脊髄が感覚手がかりに対して敏感
になったためです。腰髄自体、「高い学習能力を備えている」と考えられています。

サマーズは、7か月のロコモーター・トレーニング（スーザン・ハーケマ博士が率いる
ルイスビル大学で実施）を終えたときには、つま先、足首、膝、臀部を意識して動かすこと
ができるようになっていました。研究チームは驚き、この機能回復は、残っていた弱い脊
髄神経が、硬膜外刺激によって目覚めた結果であろうと推測しました。サマーズはまた、
排尿制御、性的機能、体温調節機能も取り戻しました。

最初の実験の後、完全脊髄損傷である他のいくつかの症例で硬膜外刺激が試みら
れ、同様の結果が得られました。腰髄を刺激したすべての症例で、機能が回復したの
です。

この成果の素晴らしい点は、完全に脊髄が損傷した後も運動能力の回復が可能であ
り、脳と身体の間にある損傷された神経接続の再生も交換も不要だと証明されたことで
す。活動に基づいて脊髄神経経路を再編成するという、身体の優れた機能を活用した新
しい方法が可能になります。科学者たちは、今
後の展開に思いをめぐらしていることでしょう。
この訓練によって回復した後、現在研究中の生
物学的治療や再生治療を追加すれば、機能が
大幅に回復する可能性があります。

スーザン・ハーケマ博士、ロブ・
サマーズ、レジー・エドガートン博
士。サマーズはハーケマとエドガ
ートンの研究の成果により、自分
自身の脚で立つことができるよう
になりました。
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幹細胞

1998年、初めてヒトの発生初期の胚から多能性幹細胞の単離・培養に成功しました。
この発見から数年後、この幹細胞が、身体にある350種類の既知の特殊化した細胞の

どれにでも分化できるという証拠が得られました。そのことから、疾患または受傷によっ
て損傷または破壊された細胞や組織を幹細胞によって修復・交換できると考えられてい
ます。

幹細胞療法には、非常に大きな期待が寄せられています。幹細胞療法が、どのよう
に、いつごろ疾患や外傷に対する標準的な治療法として認知されるかを語るのは時期尚
早ですが、研究や一部の臨床試験で有望な結果が得られ始めています。以下では、幹細
胞で使用される用語について、わかりやすく簡略に説明します。

幹細胞：胚、胎児、または成体から特定の状態で単離した細胞であって、長期にわた
って自己複製できる細胞です。成体幹細胞の場合は、その生命体の寿命の間、複製を繰
り返すことができます。幹細胞は、身体の組織や臓器を構成する特殊化した細胞に分化
することができます。

多能性幹細胞：身体のすべての細胞が作られる胚性胚葉にある細胞で、分化と自己複
製ができる細胞。

人工多能性幹細胞（iPSCs）：最近まで、ヒトの多能性幹細胞は、人間の胚または特定
の種類の胎児組織からしか取得する方法はありませんでした。しかし、2006年に日本の
研究チームが、皮膚の細胞に遺伝子を導入して、胚性幹細胞に非常に近い細胞を作り出
す方法を発見しました。このような細胞はドナーに固有なので、このような細胞を治療に
使用すれば高い親和性が得られるため、これを基礎として個人別の治療が可能になり
ます。しかしながら、胚性幹細胞と同様、iPSCsがその細胞系統にどのように組み込まれる
かは、まだ完全に解明されていません。現在、研究は急速な発展を見せています。iPSCs

は、SCIを含む数多くの疾患モデルで実験的にテストされています。さらに、iPSCsは培養
皿で疾患状態をモデル化するツールとしても広く利用され、治療薬をスクリーニングす
る固有の方法となっています。

胚性幹細胞：受精クリニックで試験管内で受精処理され、ドナーのインフォームド・コ
ンセントを得て研究目的で供与された卵子からできた胚から作成されます。現在の課題
は、胚性幹細胞から特殊化した細胞集団への分化の誘導、また人体に移植した後、その
増殖を制御する方法を発見することです。これらの細胞を制御せずにおくと、良性腫瘍で
ある奇形種が発生することがあります。
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分化：特殊化されていない細胞（幹細胞など）が、身体を作っている数多くの細胞の1

つとして特殊化するプロセス。分化の際、複雑に制御された方法で、一部の遺伝子が活性
化し、他の遺伝子が非活性化します。

成体幹細胞：分化した（特殊化された）組織に発生した未分化の（特殊化されていな
い）細胞。自己複製し、配置された組織を維持および修復するために特殊化します。成
体幹細胞は、生命体の寿命の間、自分自身と同一のコピーを作成することができます。
成体幹細胞は、脳、
骨髄、末梢血、血管、
骨格筋、皮膚、歯、心
臓、胃腸、肝臓、卵巣
上皮、脂肪、睾丸で
同定されています。

前駆細胞：この種の
細胞は、胎児または成
体組織に存在し、部分
的に特殊化されていま
す。前駆細胞は分割す
ると、同様の細胞を形
成することも、2つの特
殊化された細胞を形
成することもできます
が、それらはいずれも
自己複製できません。

体細胞核移植（クロ
ーン治療とも呼ばれる）：
このプロセスでは、無
精卵細胞の核を除去し、

「体細胞」（皮膚、心臓、神経細胞など）の核から取った物質と入れ替え、この細胞に刺激
を与えて分割を開始します。幹細胞は、5～6日後に抽出できます。

出典：NIH：http://stemcells.nih.gov/info/basics。国際幹細胞研究学会（International 
Society for Stem Cell Research）（www.isscr.org）も参照してください。
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幹細胞に関する注意

希望を持ちましょう。しかし同時に、注意も必要です。幹細胞について、非常に明るい
見通しが期待できるのは確かです。新聞の見出しやインターネットで紹介された

経験者の談話を読んで、完治する日が近いと思うと心躍るのも当然です。しかし幹細胞は
まだ非常に新しい分野です。幹細胞の機能について十分に解明されているわけではな
く、現在の研究の成果が臨床に応用されるまでは、長く複雑な道のりが待っています。イ
ンターネット上の多くのうわさに刺激されて期待が高まっているために、実態がわかりに
くくなっています。米国外で、主流の医療から外れた数多くのクリニックが、高額の料金で
未承認の幹細胞治療を行っています。これらのクリニックの中で、公開された信頼のおけ
る科学的根拠によって回復を裏付けることのできる機関は1つもありません。信頼できる
科学者が警告し、数多くの幹細胞詐欺やペテンが報告されているにもかかわらず、ダメも
とで幹細胞治療に飛びつく患者が殺到し、幹細胞ツアーは大きなビジネスとなっていま
す。自分や知り合いがこのような治療を検討する前に、消費者としての知恵を働かせ、リ
スクの理解に努めてください。疑問点をどんどんぶつけてください。国際幹細胞研究学会

（International Society for Stem Cell Research）による「Closer Look At Stem Cells」（幹細胞の
詳細）のサイトを参照してください。 www.closerlookatstemcells.org/

幹細胞クリニックに対する重要な質問：
• 治療方法はFDAの承認を取得済みですか、そうで

ないならその理由を教えてください。
• この治療を受けると、別の臨床試験への参加資格に影響しますか。
• どのような効果が期待できますか。
• 効果はどのように測定され、どのくらいの時間がかかりますか。
• 他にどのような医療や脊髄ケアが必要になる可能性がありますか。
• この幹細胞治療では、どのような手順が使用されますか。
• 使用される幹細胞はどのように入手したものですか。
• 幹細胞の同定、単離、培養方法を教えてください。
• 治療の前に、細胞は特殊化された細胞に分化されるのですか。
• 私は自分の身体の適切な場所に細胞が埋め込まれ

たことをどのようにして確認できますか。
• 私自身の細胞を使用するのでないのなら、埋め込まれた細胞に対

する私の免疫系の拒絶反応をどのように防止するのですか。
• その細胞は、実際にどのように働くのですか。この治療法が私の疾患や症状に

有効だという科学的な証拠はありますか。それはどこに公表されていますか。
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脊髄性筋萎縮症
脊髄性筋萎縮症（SMA）とは、神経細胞（運動ニューロン）および随意
筋の制御に影響を及ぼす遺伝性の神経筋疾患群を指します。SMA
は、乳児期および小児期における遺伝性の主要な死亡原因です。脳
の基底部と脊髄の下位運動ニューロンが崩壊し、正常な筋肉機能の
ために必要な信号を伝達できなくなります。

SMAでは、膀胱や腸の機能を制御する筋肉などの不随意筋は、
影響を受けせん。聴覚や視力も影響をうけず、知性は正常か平均以
上です。

現在、小児期に発症するSMAは、通常、I型、II型、III型の3つに大別
されます。これら3つのタイプはすべて常染色体劣性SMAとも呼ばれ、
両親の両方から病因遺伝子を受け継いだ場合のみ、子供に疾患が遺
伝します。

すべての型のSMAは、体幹と四肢の骨格筋に影響が生じます。
一般に、身体の中心に近い筋肉の方が、中心から遠い筋肉よりも影
響が大きくなります。SMAI型は最も症状が重く、ほとんどの場合、口
やのどの筋肉を制御するニューロンに影響が及ぶため、咀嚼や嚥下
に問題が生じます。すべてのタイプのSMAで、呼吸筋にさまざまな程
度の影響が生じます。SMAI型は、生後6か月以内に疾患が発症しま
す。SMAI型の子供は、支えなしに座ることができず、通常、2歳までに
死亡します。

SMAII型は、この疾患の中で中等度の症状です。このタイプは、生
後7～8か月で発症します。SMAII型の子供は、支えなしに座ることがで
きますが、支えなしに立ったり歩いたりすることができません。生存で
きるかどうかは、呼吸と嚥下の困難の程度に大きく依存します。

SMAIII型は、この疾患の中で軽い症状です。発症は18か月より後
で、多くの場合、5～15歳で発症します。咀嚼や嚥下の筋肉の衰弱はま
れで、呼吸への影響も他の2つの型ほど深刻ではありません。III型で
は、成人になるまで生存する場合もあります。呼吸器の合併症が発生
した場合は、最も重大な生命の危機となります。

現在、SMAを食い止め、または治療する方法は確立していませ
ん。理学療法と整形外科的装置は、歩行機能の維持に役立ちます。脊
柱側弯（背骨の湾曲）への対応には、ブレースまたは手術が有効なこ
とがあります。
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SMAの原因については、世界中の研究者が協力して取り組んだ
結果、ほとんどの場合、SMNというタンパク質（運動ニューロン生存遺
伝子）の異常により発生することが判明しています。この異常は、それ
ぞれの第5染色体に1つずつ存在するSMN1遺伝子の両方のコピーに
変異が存在する場合に発生します。

出典：
脊髄性筋萎縮症協会、筋ジストロフィー協会、国立神経疾患・脳卒中
研究所
ɶɶ リソースへのリンク：

脊髄性筋萎縮症協会は、SMAの治療、治癒方法の発展を
促進するために活動しています。問い合わせ先： 
1-877-FUND-SMA（フリーダイヤル）、 
www.smafoundation.org

脊髄性筋萎縮症患者家族の会（FSMA）は、脊髄性筋萎縮
症の原因解明と治療に関する研究を促進するための
募金活動を行っています。またSMA患者の家族を支援
しています。問い合わせ先：1-800-886-1762（フリーダ
イヤル）、www.fsma.org

筋ジストロフィー協会（Muscular	Dystrophy	
Association（MDA））は、脊髄性筋萎縮症を含め、
筋肉が破壊される遺伝性の各種障害に関するサ
ービスと研究支援を提供しています。問い合わせ
先：1-800-572-1717（フリーダイヤル）、www.mda.orgで

「Diseases」を検索してください。



状態別の基礎事項

麻痺障害リソース・ガイド  | 84

脊髄腫瘍
脳腫瘍および脊髄腫瘍は、頭蓋骨または骨性脊柱の内側にできる病
的組織の腫瘍です。腫瘍を形作る細胞が正常な細胞に近い場合、腫
瘍は良性（非がん性）であり、ゆっくりと成長し、1つの場所に留まりま
す。腫瘍の細胞が正常な細胞と異なる場合は悪性（がん性）であり、急
速に成長し、他の場所に容易に拡大します。

中枢神経系（CNS）は、硬い骨に囲まれた空間（頭蓋骨や脊柱）の
中にあるため、異常な腫瘍ができると、敏感な神経組織に圧力がかか
り、機能を損なうことがあります。体内の他の場所にできた悪性細胞
が脳や脊髄に転移することはよくありますが、悪性のCNS腫瘍が身体
の他の部分に転移することはほとんどありません。

脊髄がんのほとんどはほとんどが転移性、つまり、身体の他のさ
まざまな部分にある原発がんから転移したものです。原発がんには、
たとえば、肺がん、乳がん、前立腺がん、頭頚部がん、消化器がん、甲
状腺がん、黒色腫、腎細胞がんなどがあります。

新しい腫瘍が脳や脊髄で発生した場合、それらは原発腫瘍（原発
巣）と呼ばれます。原発性CNS腫瘍がニューロン（神経系の重要な機
能を実行する神経細胞）から成長することはほとんどありません。ニュ
ーロンはいったん成熟すると、分割・増殖しないからです。そのため、
ほとんどの腫瘍は、ニューロンではなく、周囲のニューロンやサポー
ト・ニューロンの細胞にできた制御できない腫瘍が原因です。原発性
CNS腫瘍（神経膠腫や髄膜腫など）は、それを構成する細胞の種類、場
所、またはその両方によって名付けられます。

ほとんどの原発性の脳腫瘍や脊髄腫瘍の原因は、今なお不明で
す。神経系や身体の他の部分で細胞が正常な細胞でなくなり、制御不
能な増殖が始まる正確な理由や仕組みは判明していません。仮説と
しては、ウィルス、遺伝子異常、化学物質が原因として挙げられて調査
されています。脳腫瘍および脊髄腫瘍は伝染性ではありません。また
現在のところ、予防不可能です。

脊髄腫瘍の発生率は、脳腫瘍よりも低く、年間約1万人の米国人
が、原発性または転移性の脊髄がんに罹患しています。脊髄腫瘍はあ
らゆる年齢で発生しますが、若年層や中年層で多く見られます。

脳腫瘍は、年間約4万人の米国人に発生しています。これらの腫
瘍の約半数は原発性で、残りが転移性です。
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脳腫瘍と脊髄腫瘍には、さまざまな多くの症状があり、一般にゆ
っくりと進行し、時間とともに悪化します。脳腫瘍に多い症状には、頭
痛、発作（脳細胞の正常な電流の流れが阻害された結果、痙攣、意識
不明、膀胱の制御不能が生じる）、吐き気と嘔吐、視覚または聴覚の
障害が挙げられます。頭蓋内圧が増加すると、眼球への血流が減少し

て視神経の腫れを誘発し、結果、眼のか
すみ、複視、視野の一部欠損が起こるこ
ともあります。その他、CNS腫瘍の症状に
は、行動的・認知的症状、運動能力や平衡
能力の障害、痛み、痺れなどの感覚の変
化、温度に対する皮膚感覚の低下などが
あります。

診断：CTやMRIなどの特殊画像処理
技術により、CNS腫瘍の診断精度が飛躍
的に向上しました。多くの場合、これらの
スキャン画像により、直径1cm以下の腫
瘍も見つけられます。

治療法：主な治療法は、手術、放射線
治療、科学療法の3つです。腫瘍が脊髄や
周囲の組織を圧迫している場合は、コル
チコステロイドを投与して腫れを抑え、腫

瘍を除去できるようになるまで神経機能を維持することがあります。
腫瘍がアクセス可能な場所にある場合、神経損傷のリスクが小

さければ、まず手術によってできる限り腫瘍を摘出します。神経外科
の進歩により、以前は手が届かないと考えられていた場所の腫瘍に
もアクセスできるようになっています。

CNS腫瘍が、悪性の場合、アクセスできない場所にある場合、ま
たは手術が不可能な場合は、放射線治療または化学療法、あるいは
その両方を行います。放射線治療は、強力なエネルギーのビームで
腫瘍細胞を破壊します。化学療法は、腫瘍を殺す薬物を経口投与す
るか、血流に注入します。すべての腫瘍に同じ抗がん剤が効くわけで
はないので、通常、複数の抗がん剤を組み合わせて投与します。

放射線治療の全体的な結果は、必ずしも良好でないこともありま
す。放射線によって脊髄のミエリンが損傷を受けることがあり、その場

T6を圧迫している腫瘤
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合、麻痺が生じます。放射線照射の精度や効果を高める（腫瘍組織を
弱める）方法が現在研究されています。周囲の正常な組織を傷つけ
ずに腫瘍に放射線を照射する最適な方法として、小線源療法（小型の
放射性ペレットを腫瘍に直接植え込む方法）が研究されています。

腫瘍内の一部の細胞は、放射線に対して強い抵抗力があります。
そこで遺伝子治療のアプローチを利用して、このような細胞を死滅さ
せることが考えられています。この方法では、特定の薬物に対する腫
瘍細胞の感受性を高める、またはがん性細胞を自己破壊するようプ
ログラムする「自殺」遺伝子を組み込みます。

血管の形成（血管新生）の阻害は、さまざまながんを治療する非
常に有望な手法です。脳腫瘍はすべてのがんの中でも血管新生が盛
んなため、血液の供給を阻害することが特に効果を発揮する可能性
があります。

ガンマナイフは、1回分の放射線量に相当する放射線エネルギー
のビームを対象部分にピンポイントで照射できる新しい装置です。ガ
ンマナイフは、外科的切開が不要なので、手術でアクセスできない小
さな腫瘍の治療に威力を発揮します。

脊髄の原発腫瘍のほとんどは生命に関わるものではありません
が、重大な障害を引き起こす可能性があります。リハビリは、運動機
能の改善、セルフケア、および痛みの管理を目的に行います。

出典：
国立神経疾患・脳卒中研究所、米国脳腫瘍協会、国立がん研究所
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ɶɶ リソースへのリンク：

米国脳腫瘍協会（The	American	Brain	Tumor	
Association（ABTA））は、医学研究を支援し、脳腫瘍患
者とその家族に情報と支援を提供しています。問い合
わせ先：773-577-8750、フリーダイヤル1-800-886-2282、 
www.abta.org

全米脳腫瘍協会（National	Brain	Tumor	Society）は、脳腫
瘍および脊髄腫瘍の治療法の発見および医療ケアの
向上のための研究を助成しています。生活の質およ
び心理面でのサポートに関する情報とアクセスを提
供しています。617-924-9997; www.tbts.org

ムセラ脳腫瘍研究財団（Musella	Foundation	for	Brain	
Tumor	Research）は、脳腫瘍経験者の生活の質の向
上と生存期間の延伸に取り組んでいます。また臨床
試験や治療成果に関する情報を提供しています。問
い合わせ先：516-295-4740、またはフリーダイヤル
1-888-295-4740、www.virtualtrials.com

メイキング・ヘッドウェイ財団（Making	Headway	Founda-
tion）は、脳腫瘍または脊髄腫瘍を持つ子供に関する
サービスを提供し、研究を助成しています。問い合わ
せ先：914-238-8384、http://makingheadway.org

国立がん研究所（National	Cancer	Institute）は国立衛生
研究所（National Institutes of Health）と米国保健社会
福祉省（Department of Health and Human Services）の
一部で、年間予算約50億ドルを割り当てられていま
す。米国におけるあらゆる種類のがん対策の主導的
機関です。脳腫瘍や脊髄腫瘍をはじめとするリソース
と情報を提供しています。http://cancer.gov

脊髄腫瘍協会（Spinal	Cord	Tumor	Association,	Inc.）は、腫瘍
経験者と家族を支援しています。 
www.spinalcordtumor.org
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脳卒中
脳卒中は、脳の一部への血液の供給が突然中断したり、脳内血管
が破裂したときに起こります。影響を受ける部位の神経細胞は、酸
素が供給されないために機能できず、数分以内に壊死します。心臓
への血流が止まることを「心臓発作」と呼ぶのと同様に、脳への血
流が止まることや脳内での突然の出血を「脳発作」と呼ぶことがで
きます。

脳卒中は脳の疾患ですが、身体全体に影響が及びます。脳卒中
による症状には、認知障害、記憶障害、言語障害、情緒障害、日常生
活上の困難、痛みなどがあります。脳卒中に共通して起こる症状は麻
痺で、しばしば身体の片側に起こります（半身不随）。麻痺や筋力低下
は、顔面、片腕、片脚のいずれかに起こることもあれば、片側の身体と
顔面の全体に起こることもあります。

脳の左半球で脳卒中が起こった場合は、身体の右半分に麻痺 
（感覚障害）が生じます。逆に、脳の右半球で脳卒中が起こった場合

は、身体の左半分に障害が発生します。
脳卒中は、以下の2種類に大別されます。虚血性脳卒中は、脳に

血液を供給する血管内の障害物（血栓）によって生じます。全症例の
87%が虚血性脳卒中です。出血性脳卒中では、もろくなった血管が破
裂し、周囲の脳内に出血します。

米国において、脳卒中は4番目に多い死亡原因であり、長期にわ
たる重大な障害の主要原因です。全米で、現在450万人の脳卒中経験
者が生存しています。

リスク要因：脳卒中の最も重要なリスク要因は、高血圧、心臓病、
糖尿病、喫煙です。それ以外のリスク要因として、過度の飲酒、高血中
コレステロール値、麻薬の使用、遺伝的・先天的条件（特に血管に関
する異常）が挙げられます。赤血球の増加は、脳卒中のもう1つのリス
ク要因です。赤血球が過剰になると血液濃度が高まり、血栓ができや
すくなります。脳卒中の80%は、予防可能です。

症状：脳卒中の症状は突然現れます。特に身体の片側の麻痺や
筋力低下、錯乱、発話困難、理解障害、片目または両目の視力低下、歩
行困難、めまい、平衡感覚障害、協調運動の喪失、原因不明の激しい
頭痛があります。
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治療法：虚血性脳卒中の治療としては、血栓を除去して脳への血
流を回復させます。出血性脳卒中に対しては、動脈瘤および動静脈奇
形の破裂や出血の防止を試みます。

脳への血液流が中断すると、一部の脳細胞が直ちに壊死し、他の
細胞も壊死のリスクにさらされます。脳卒中が発生してから3時間以
内に、血栓を溶解するヒト組織プラスミノゲン活性化因子（t-PA）を投
与するという早期の処置により、多くの場合、損傷した細胞を救出で
きます。しかし、3時間以内に病院に到着して治療を受けられる脳卒中
患者は、わずか3～5%です。

脳発作に対する適切な対応は緊急処置です。症状の発生から緊急
治療室到着までの時間が1分延びるごとに、限られた処置のチャンスが
さらに小さくなっていきます。これとは別に、最初の脳卒中後に訪れる
損傷の波を防止するための神経防護薬が現在開発されています。

早期回復：脳には、脳卒中による損傷を補償する機能が備わって
います。壊死に至らない脳細胞が、その機能を回復することがありま
す。時には、脳卒中によって損傷した部分の機能を別の部分が引き継

ぐこともあります。脳卒
中から回復した患者
は、時として、理論では
説明不能な、予期しな
い驚くべき回復状態を
示すことがあります。

一般的な回復ガイ
ドラインによると、脳
卒中患者の10%は、ほ
ぼ完全に回復し、25%
は、軽度の障害を残し
て回復します。40%は、
特別の介護を必要とす
る中等度から重度の障
害が残り、10%は、介護
施設など長期療養施設
での介護が必要になり
ます。15%は、発症後ま
もなく死亡します。
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リハビリ：リハビリは、脳卒中の後遺症を除去するためではなく、
後遺症があっても脳卒中患者が日常生活が送れるような力や能力、
自信を付けるために行います。リハビリで行う活動には、食事、身だし
なみ、入浴、着替えなど、自分の世話をするスキル、乗り換え、歩行、車
椅子の移動などの可動性スキル、コミュニケーションスキル、記憶や
問題解決などの認知スキル、他の人 と々交流するための社会スキル
が挙げられます。

リハビリは、病院でできる限り早く開始します。症状が安定している
患者は、脳卒中の発症後2日以内にリハビリを始めることができ、退院後
も必要に応じてリハビリを継続します。リハビリのオプションとしては、
病院のリハビリ・ユニット、亜急性ケア・ユニット、リハビリ専用病院、ホ
ーム・セラピー、外来ケア、療養施設での長期ケアが挙げられます。

脳卒中によって、思考力、認知力、注意力、学習、判断力、記憶力な
どに問題が出ることがあります。脳卒中患者は、自分の周囲で何が起
こっているかに気づかないことがあります。発話困難は一般的な症状
で、通常、左側頭および脳の頭頂葉の損傷によって起こります。脳卒
中から回復した患者が、痛みや不快なしびれ、不思議な感覚を訴える
ことがあります。こうした感覚は、脳の感覚中枢の損傷、関節の硬直、
四肢の障害など多くの原因が考えられます。

脳卒中の経験者の多くは痙性の影響で、筋肉が硬く硬直します。
筋肉が硬直すると、スプーンを持ったり、靴紐を結んだりといった日常
的な動作がしにくくなります。投薬と理学療法により、筋肉を弛緩する
ことができます。脳卒中から回復した患者では、髄腔内バクロフェン
療法が適切なことがあります。この療法では腹壁内にポンプを埋め込
み、少量の液体バクロフェンを脊髄の周囲の液体内に投与します。こ
れにより、パクフェロンにつきものの眠気や脱力感といった副作用な
しに、筋肉を弛緩させることができます。

脳卒中ではまた、情緒上の問題が生じることがあります。脳卒中
患者は、自分の感情が制御できなかったり、特定の状況で不適切な
感情表現をすることがあります。脳卒中患者に共通した障害の1つと
して、うつ病があります。うつ病の患者は、薬の服用を拒否または無視
したり、可動性を高めるための運動をしようとしなかったり、イライラ
したりすることがあります。うつ病の患者は社会的な接触を避け、そ
れがさらにうつ病を悪化させるという悪循環に陥ることがあります。
家族が、患者に対して他人に興味を持つように刺激したり、余暇活動
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を進めたりすることが助けとなります。慢性的なうつ病は、カウンセリ
ングやグループ療法、抗うつ薬によって治療することができます。

脳卒中を経験した患者は、以前は簡単にできていた家の中の作
業が、きわめて困難になったり、まったくできなくなったりすることがあ
ります。このような人々が独立性を取り戻し、安全かつ容易に機能でき
るようにするために、数多くの補装具や補装具技術を利用できます。
脳卒中の元患者のニーズに合わせて住宅を改造することも考えられま
す。住宅の改造や補装具に関しては、280ページを参照してください。

脳卒中の予防と治療に関しては、数多くの研究調査プロジェクト
が存在します。脳卒中が起こると、一部の脳細胞は即座に開始します
が、その後も継続的に破壊が進むため、残った細胞も数時間から数
日間にわたって危険にさらされます。損傷を受けた細胞も、薬物を使
用した早期の措置を行うことで救済できることがあります。いわゆる
神経防護薬の研究は、長年にわたって続けられていますが、これとい
った成果が見られず期待外れに終わっています。次 と々現れる新しい
薬物が、動物実験では有望な結果を示すのですが、人間を対象とし
た大規模な臨床試験では初期段階で効果が否定されています。

一方、承認された唯一の血栓溶解薬であるt-PAは、あまり利用され
ていません。t-PAについては、新しい投薬方法や精製方法が開発され
ています。その1つが動脈内t-PAという方法で、首の大動脈や、さらには
脳内の小さな動脈に点滴することで迅速かつ安全に投与できます。

以下では、脳卒中の治療に関する主な調査研究をいくつか紹介
します。

• 吸血コウモリの唾液から発見されたエンザイム（DSPA）が、脳卒中
の元患者の脳にある血栓の溶解を促進する可能性があります。こ
のエンザイムは、これまでの抗凝固剤よりもはるかに強力なうえ、
血栓のみを標的とするため、出血の問題が軽減されると考えられ
ています。

• 腎臓で産生されるホルモンであるエリスロポエチンは、一部のニ
ューロンで発生する、遺伝子にプログラムされた細胞死（「細胞の
自殺」）を防止する可能性があります。

• フィブロネクチンというタンパク質が、重大な脳の損傷がある場
合に卒中の発生を防止する可能性があります。
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• 卒中後数週間にわたってアンフェタミンを投与すると、脳内の自
己修復プロセスが促進されるかを確認するための臨床試験が何
度か行われています。結果はまだ結論が出ておらず、さらなる調
査研究が必要です。

• ワルファリンは、危険な副作用の可能性がある（殺鼠剤としても使
用される）薬物ですが、長年にわたり、心臓の血栓の危険性がある
人々に対し、卒中のリスクを軽減するために使用されてきました。

• 細胞移植は、脳卒中後の患者に対するいくつかの初期臨床試験
で成功を収めています。確かに、卒中治療としての幹細胞の利用
は、大きな注目を集めています。

• 英国リニューロン社では、PISCES試験（Pilot Investigation of Stem 
Cells in Stroke、卒中治療における幹細胞の利用に関する試験的
調査）の被験者を現在募集しています。この臨床試験では、虚血性
脳卒中後6か月～5年を経過した、中等度から重度の障害が残る
60歳以上の男性患者に対し、人工の神経幹細胞株を損傷を受け
た脳に注射によって投与してその安全性を確認します。詳細につ
いては、www.reneuron.comを参照してください。

• 脳卒中の実験動物に成体幹細胞（骨髄由来）を移植した実験で、
機能が回復したという報告がなされています。これについては、
人間を対象とした試験が開始されています。

• ヒト臍帯血細胞が動物モデルで効果を認められています。現在、
小児脳卒中の患者に対する臨床試験が行われています。臨床試
験の詳細については、www.clinicaltrials.govを参照してください。

• 研究の進歩により、脳卒中の危険がある人々や脳卒中経験者
のための新しい治療法や新しい希望が生まれています。たとえ
ば、HOPE試験（Heart Outcomes Prevention Evaluation、心疾患発症
抑制試験）では、血圧降下剤ラミプリルを投与された糖尿病患者
で、脳卒中の発生率が33%減少したという知見が得られました。
既知の心臓の冠状動脈疾患を持つ患者に対し、スタチン（コレス
テロール降下薬）を用いた治療を行うと、脳卒中のリスクに加え
心臓発作のリスクも低下します。

E-セレクチンは、スプレー式の点鼻によって投与することで、卒中
の原因となる血栓の形成を予防します。この薬物の安全性と効果が
臨床試験により確認されました。
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国立神経疾患・脳卒中研究所（NINDS）は、SPOTRIAS（Specialized 
Programs of Translational Research in Acute Stroke、急性脳卒中におけ
るトランスレーショナル研究の特化プログラム）というプログラムを開
始しました。このプログラムでは、全米レベルの施設のネットワークに
よって、急性脳卒中の新しい治療法に関する初期段階の臨床試験を
行い、データを共有し、治療法の普及を促進します。このネットワーク
には、現在8か所の脳卒中研究施設が参加しています。このプログラム
の目標は、迅速な診断と効果的な措置を推進して、脳卒中経験者の障
害と死亡率を低減することです。詳細については、www.spotrias.org	
を参照してください。

脳卒中のリハビリの分野では、CIT（強制誘発運動法）と呼ばれる
アプローチによって、一肢の機能を失った患者の回復の度合いが改
善されました。この治療法では、患者の健肢を固定することによって、
動きにくい一肢の使用を強制します。CITは、神経路の再構成（可塑
性）を促進すると考えられています。

出典：
米国脳卒中協会、全米脳卒中協会、国立神経疾患・脳卒中研究所
ɶɶ リソースへのリンク：

米国脳卒中協会（American	Stroke	Association）（ASA）
は、米国心臓協会の分科会であり、医療、リハビリ、 
回復、介護、予防、研究などあらゆる分野を対象とし 
ています。ASAには、脳卒中患者の家族のためのサポ
ート・ネットワーク（Stroke Family Support Network）が
あり、あらゆる回復段階にある脳卒中患者の家族向
けに情報と支援を提供しています。問い合わせ先： 
1-888-478-7653（フリーダイヤル）、 
www.strokeassociation.org

全米脳卒中協会（National	Stroke	Association（NSA））は、
刊行物を発行するなどの方法で、情報と支援を提供
しています。問い合わせ先：1-800-787-6537（フリーダ
イヤル）、www.stroke.org
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横断性脊髄炎
横断性脊髄炎（TM）は、脊髄の炎症によって発生する神経障害です。
炎症の発作によって、ミエリン（神経細胞繊維を覆っている脂肪性の
絶縁物質）が損傷または破壊されます。そのために傷が生じて、脊髄
内の神経と身体の他の部分との交信が遮断されます。

TMの症状として、数時間から数週間にわたって脊髄機能が喪失
します。通常、初期症状として腰部の痛みや筋力低下、つま先や足の
異常な感覚などが突然発症し、その後、麻痺を含む重い症状へと急
速に進行します。脱髄（神経線維の伝導性の喪失）は、通常、胸部で起
こり始め、脚の動きや腸・膀胱の制御に障害が生じます。

まったくまたはほとんど障害が残らずに完治する患者がいる一方
で、日常生活に支障をきたすほどの永続的障害が残る患者もいます。

横断性脊髄炎は、老若男女、人種を問わず発生します。遺伝的な
要因も見られません。新規の症例を年齢別に分類すると、10～19歳
と30～39歳の年齢グループにピークがあります。米国内では毎年約
1400件の横断性脊髄炎の新規症例が報告されており、約3万3000人
の米国人が横断性脊髄炎による何らかの障害を持っています。

横断性脊髄炎の正確な原因はまだ判明していません。脊髄を損
傷させる炎症は、ウィルス感染症、特異免疫反応、または脊髄にある
血管への血液流不足によって起こることがあります。横断性脊髄炎
は、梅毒、はしか、ライム病の合併症や、水疱瘡や狂犬病のワクチン接
種によっても発生することがあります。横断性脊髄炎は、水痘帯状疱
疹ウィルス（水疱瘡や帯状疱疹を引き起こすウィルス）、単純ヘルペ
ス、サイトメガロウィルス、エプスタイン-バー・ウィルス、インフルエン
ザ、エコーウィルス、ヒト免疫不全ウィルス（HIV）、A型肝炎、風疹など
のウィルス感染後に発症することがあります。細菌性皮膚炎、中耳炎、
細菌性肺炎も、横断性脊髄炎に関連していることがあります。

一部の研究者は、感染によって免疫系がかく乱され、それによっ
て間接的に脊髄に自己免疫発作が生じると考えています。通常は身
体を外来の異物から保護する免疫系が、誤って自分の身体の組織を
攻撃した結果炎症が起こり、場合によっては脊髄内のミエリンを破壊
するのです。

治療法：他の多くの脊髄障害と同様、横断性脊髄炎の効果的な治
癒方法は確立されていません。現在、最良の治療法は対症療法です。



状態別の基礎事項

|  クリストファー・アンド・デイナ・リーブ財団95

一般に、患者が初めて症状を経験したときに治療が開始されま
す。炎症を抑えるために、発症後の最初の数週間、コルチコステロイ
ド療法が処方されます。この目的は、神経系が部分的または完全に自
然治癒するように、患者の身体機能を維持することです。ステロイド
が効かない場合は、血漿交換療法を行うこともあります。この療法で
は血漿を取り除いて新しい血漿を輸血することで、炎症に関係すると
思われる抗体を除去します。

麻痺などの急性症状を呈する場合は、通常、病院またはリハビリ
施設で、専門の医療チームによる治療を受けます。その後、患者が四
肢を動かせるようになったら、筋力や協調、可動域を改善するための
理学療法が開始されます。

通常、横断性脊髄炎で起こる症状には、(1) 脚や腕の筋力低
下、(2) 痛み、(3) 感覚の変化、(4) 腸や膀胱の機能障害があります。ほと
んどの患者は、程度は違っても足の筋力低下を経験し、一部は腕の筋
力も低下します。

痛みは、約半数の横断性脊髄炎患者に起こる一次症状です。腰
部に集中する痛みや、脚や腕の先にかけて、または胴体周囲に、鋭い
突き刺すような感覚の痛みがあります。ほとんどの横断性脊髄炎患者
が、熱さ、冷たさ、接触に敏感になると報告しています。指で軽く触れ
られただけで、著しい痛みを感じる場合もあります。

予後：横断性脊髄炎の回復は、通常、発症後2～12週間以内に始ま
り、最大2年間続くこともあります。ただし、最初の3～6か月間以内にま
ったく改善が見られない場合、著しい回復はまず望めません。横断性
脊髄炎の患者の約3分の1は、かなりまたは完全に治癒します。別の3
分の1は、ある程度治癒しますが、痙性歩行、感覚不全、尿意急迫、失禁
などの症状が残ります。残りの3分の1はまったく回復しないため、車椅
子を使用し、基本的な日常生活を他人に頼らざるを得なくなります。

調査研究：国立神経疾患・脳卒中研究所（NINDS）は、TMなどの自
己免疫疾患または自己免疫障害における免疫系の役割を明らかに
する研究を支援しています。その他に脊髄の脱髄を修復する方法とし
て、細胞移植を使用したアプローチなどの研究が進められています。
これらの研究の究極的な目標は、麻痺患者の脊髄の再生を促進し、
機能の回復を図ることです。
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出典：
国立神経疾患・脳卒中研究所（NINDS）、横断性脊髄炎協会
ɶɶ リソースへのリンク：

横断性脊髄炎協会（TMA）は、TM関係者のためのニュースと
情報を提供しています。問い合わせ先：614-766-1806、 
www.myelitis.org	

ジョンズ・ホプキンス病院神経科は、ボルチモアに横断性脊髄
炎治療の専門施設を設置しています。この施設には、神経
学、泌尿器学、リウマチ学、整形外科、神経放射線学、リハ
ビリテーション医学、理学療法、作業療法の医師や医療専
門家が集まっています。ジョンズ・ホプキンス横断性脊髄
炎センターの問い合わせ先は、410-502-7099、フリーダイ
ヤル1-800-765-5447、またはオンラインで 
www.hopkinsneuro.org/tmを参照してください。

コーディ・アンサー・ファースト・ステップ財団（The	Cody	Unser	
First	Step	Foundation）は、麻痺対策を推進し、横断性脊髄
炎と積極的な生活への認知を高めるための募金活動を行
っています。問い合わせ先：505-890-0086、 
www.codysfirststep.org	
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2
2次的症状とは、障害を伴う1次症状（脳卒中、MS、脳損傷など）を
持つ患者が経験する可能性の高い、医学的、社会的、感情的、精
神的な問題、または家族や地域社会に関連する問題を指します。

健康管理
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2次的症状

自律神経過反射
自律神経過反射（AD）は、致死の可能性がある医学的な緊急事態で
す。主にT6から上のレベルの脊髄損傷患者に起こりますが、稀に、T7
やT8の損傷レベルの患者でADが発生することがあります。ADはほと
んどの場合、対処や予防が容易です。自分の平常時の血圧、誘発する
要素、症状を知っておくことが重要です。

ADは素早く正確な処置を必要とします。ADによって脳卒中が誘
発されることもあります。医療関係者がADの症状に詳しいとは限らな
いので、ADのリスクがある人やその周囲の人はADについて十分な知
識を持つことが重要です。ADのリスクがある人は、自分の平常時の血
圧値を把握し、原因の同定方法とADの救急措置を医療従事者に伝え
られるようにしておく必要があります。

ADの兆候には、高血圧、拍動を伴う頭痛、顔面紅潮、損傷レベル
より上部での発汗、損傷レベルより下部での鳥肌、鼻詰まり、吐き気、
脈拍60/分以下の徐脈などがあります。症状は人によって異なるので、
自分の症状を把握してください。
対処法：ADが疑われる場合は、まず上半身を起こし、頭を90度に

上げます。可能であれば脚を下げます。身体を締め付けているものを
ゆるめるか取り去ります。5分ごとに血圧を測ります。損傷レベルがT6
より上のSCIを持つ場合は、通常の最大血圧が90～110 mm Hg程度で
あることがあります。成人で血圧が平常時の血圧より20～40 mm Hg
高い場合は、自律神経過反射の可能性があります。子供では平常時よ
り15mm高い場合、若年者では15～20mm高い場合、自律神経過反射
が疑われます。最も重要なことは、可能な限り、刺激となっている要素
を見つけて取り除くことです。自分にとって刺激となりやすい要素を
まず探してください。一般的な誘発要因には、膀胱や腸の問題、体を
締め付ける服、皮膚の問題などがあります。原因を取り除くときに、症
状が改善される前に悪化する可能性があることに注意してください。

ADは損傷レベルより下部の刺激によって発生し、多くの場合、膀
胱（膀胱壁の刺激、尿路感染症、カテーテルの詰まり、集尿バッグが一
杯になっている）または腸（腸の過膨張、腸の炎症、便秘や宿便、痔、
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肛門からの感染）に関連して起こります。その他の原因として、皮膚の
感染症や炎症、切り傷、打撲、擦り傷、床ずれ（褥創）、内生爪、やけど（
日焼けや熱湯によるやけどを含む）、きつい服、締め付けの強い服な
どがあります。

ADは性行為、生理痛、陣痛や出産、卵巣嚢胞、胃腸の状態（胃潰
瘍、大腸炎、腹膜炎）、骨折によって誘発されることもあります。

ADが発生している間、体内では何が起こっているのでしょうか。
自律神経過反射とは、自律神経系、すなわち心拍、呼吸、消化などの、
意識することなく身体を制御するシステムの一部が過剰に活動して
いる状態です。損傷レベルより下部に有害な刺激（感覚があれば痛み
を感じているであろう刺激）が加えられると、その刺激は脊髄によって
神経インパルスが送られ、損傷レベルで遮断されるまで脊髄を上に
向かって伝わります。このインパルスは脳に届かないため、身体は正
常に反応することができず、反射が起こって自律神経系の交感神経が
活性化されます。これによって血管の狭窄が起こり、血圧が上昇しま
す。心臓と血管にある神経受容体はこの血圧の上昇を感知して、脳に
メッセージを送ります。脳は心臓にメッセージを送り、心拍数が遅くな
り、損傷レベルより上部にある血管が拡張します。しかし、脊髄が損傷
しているために脳は傷害レベルより下にはメッセージを送ることが
できないので、血圧を制御することができません。これにより身体が
混乱し、状況に対応できなくなります。
一般には、薬物は、原因となる刺激が見つからず、それを取り除く

ことができない場合、もしくは疑わしい原因を取り除いても症状が持
続する場合にのみ使用されます。損傷レベルより上の部分に局所的
にニトログリセリン軟膏をつけると、有効なことがあります。よく使わ
れるのは、即効型のニフェジピンと硝酸塩です。ヒドラジン、メカミラ
ミン、ジアゾキシド、フェノキシベンザミンも使用されることがありま
す。24時間以内に勃起不全薬（シアリス、バイアグラなど）を服用した
場合は、血圧が危険なレベルまで下がる可能性があるため、上記以
外の薬物を検討する必要があります。

ADは、ほとんどの場合予防可能です。カテーテルを清潔に保ち、
規則正しく排尿・排便を行ってください。
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出典：
米国退役軍人マヒ者協会、マイアミ麻痺治癒プロジェクト／マイアミ
大学医科大学院

ɶɶ リソースへのリンク：

麻痺リソース・センター（Paralysis Resource Center）は、AD
とその救急措置について説明した財布に入る大き
さのカードを無料で配布しています（成人または小
児向け。英語またはスペイン語）。医療サービスを受
ける場合は、必ず医療従事者に正しい情報を伝えて
ください。問い合わせ先：フリーダイヤル1-800-539-
7309またはwww.ChristopherReeve.orgで「AD card」を
検索してください。

米国退役軍人マヒ者協会（Paralyzed Veterans of 
America）は、脊髄医学コンソーシアム（Consortium for 
Spinal Cord Medicine）への支援を通じて、ADに関す
る権威ある臨床診療ガイドラインを提供しています。
問い合わせ先：フリーダイヤル1-800-424-8200、また
はwww.pva.orgで、「Publications」をクリックしてくださ
い。ADの消費者ガイドが提供されています。
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膀胱管理
麻痺者は、麻痺の程度に関係なく、ほとんどの場合膀胱や腸の機能
が影響を受けます。これらの内臓器官を制御する神経が脊髄の基底
部（S2～S4レベル）につながっているために、脳からの入力信号が遮
断されるからです。麻痺発症以前と同じ制御状態を取り戻すことは不
可能かも知れませんが、神経因性膀胱と呼ばれる症状の管理にあた
っては、各種の技術や用具を活用することができます。
まず、麻痺がない場合の膀胱機能を簡単に説明しましょう。尿は、

腎臓で血流から抽出された不要な水分と塩分でできており、腎臓か
ら尿管と呼ばれる細い管に押し出されます。通常、尿管は尿を一方向
にしか流しません。尿管は、基本的に保存袋の役目を持つ膀胱に接
続されています。膀胱は圧力を嫌う性質があります。膀胱が一杯にな
ると、圧力が増し、神経から脊髄を介して脳に向かってメッセージが
送られます。尿を排出する準備が整うと、今度は脳から脊髄を通じて
膀胱に対し、排尿筋（膀胱壁）を収縮し、括約筋（尿道上部の周囲にあ
る弁）をゆるめて開くようにメッセージが送られます。こうして、尿は尿
道を通って体外に排出されます。このように排尿という行為は、かな
り高度な筋肉の協調を必要とするプロセスです。
これに対し、麻痺発症後は、身体の正常な制御機能が崩壊し、膀

胱筋と脳の間のメッセージが伝達されなくなります。脳によって制御
できないため、場合によっては、排尿筋と括約筋の両方が過活動の
状態になります。過活動の排尿筋は、少量の尿で過活動の括約筋方
向に収縮します。これにより、膀胱の圧力の上昇、失禁、残尿、尿の逆
流が起こり、膀胱感染症、結石、水腎症（腎臓の膨張）、腎盂腎炎（腎臓
の炎症）、腎不全が繰り返されます。
神経因性膀胱は、通常、下記のどちらかの状態になります。
1. 痙性（反射性）膀胱：膀胱が尿で一杯になると、予測できない

反射によって自動的に排尿が行われます。痙性膀胱は通常、T12レベ
ル以上の損傷で起こります。痙性膀胱では、いつ排尿が行われるの
か、また排尿が行われるかどうかがわからなくなります。このような症
状に対応するために、脊髄損傷に詳しい医師が通常推奨するのは、
膀胱弛緩剤（抗コリン作用薬）によって膀胱を弛緩させる方法です。
オキシブチニン（ディトロパン）がよく使われますが、主な副作用とし
て口渇があります。トルテロジン、プロピベリン、経皮オキシブチニン
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の方が、口渇感を伴いにくい傾向があります。抗コリン作用薬の代替
として、ボツリヌス毒素A（ボトックス）を使用することもできます。これ
は、SCIおよび多発性硬化症の患者に生じる排尿筋の過活動の治療薬
として、FDAの承認を受けています。ボトックスの利点は、膀胱内に局
所的に適用できるため、口渇など、全身性の副作用を避けられること
です。

2. 弛緩性（弛緩性）膀胱：膀胱の筋肉の反射が鈍くなった、または
失われた状態で、膀胱は過剰に膨張するか伸展します。膀胱の伸展
によって、膀胱の筋緊張に影響が及びます。膀胱が弛緩すると、完全
に排尿することができません。治療法として、テラゾシン（ハイトリン）
やタムスロシン（フロマックス）などの括約筋弛緩剤（アルファ遮断
薬）を用いる方法があります。外尿道括約筋にボトックスを注入する
と、排尿が改善されます。手術で括約筋を開く方法もあります。膀胱の
出口の手術（括約筋切開）により、括約筋にかかる圧力が軽減され、
膀胱から尿を排出しやすくなります。括約筋切開の代わりに、ステント
と呼ばれる金属の装置を外括約筋に通して、開いた尿路を確保する
方法もあります。括約筋切開術とステント術に共通する欠点としては、

滅菌カテーテルと洗浄済みカテーテル

規則が変更されたのは数年前のことです。30～40回使用したカテーテルをさらに
洗浄して、何度も繰り返し再利用する必要がなくなりました。メディケアをはじめ

とする保険会社が、単回使用の間欠的カテーテルに保険適用を認めるようになったか
らです。使い捨てのカテーテル、特に、チップが滅菌した状態に保たれる「手を触れな
い」閉鎖式システムを使用すれば、膀胱感染症が減少するのはごく当然のことです。し
かしメディケアは、滅菌カテーテルまでは認めておらず、それを認めるのは患者が重い
膀胱感染症に（2回）陥り、滅菌カテーテルが必須であると医師が処方した場合のみで
す。滅菌でない通常のカテーテルは、滅菌カテーテルに比べてはるかに安価です（使い
捨ての滅菌カテーテルが1500ドル／月以上であるのに対し、200ドル／月以下）。その他
にも、滑りやすい親水性被膜が施され、挿入が容易な高級カテーテルも市販されてい
ます。このような優れたカテーテルを使用すれば、従来のポリビニールのカテーテルに
比べてUTIと尿道外傷が減少することは、データが示しています。LoFricは有名ブランド
です。またほとんどの大手泌尿器器具企業は親水性被膜の製品ラインを販売していま
す。このような製品も保険で購入できます。ただし、それには尿道口が危険にさらされ
ていることを証明する必要があることを忘れないでください。
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射精された精液がペニスから排出されずに膀胱内に射出される逆
行性射精があります。子供を持つことが不可能になるわけではありま
せんが、困難になります。膀胱から精液を取り出すことはできますが、
尿によって精液が損傷を受けます。
共同運動障害は、膀胱が収縮しているときに、括約筋が弛緩しな

い状態です。尿道から尿を排出できないため、尿が腎臓に逆流して、
重大な合併症を生じることがあります。

クランベリーの効果

クランベリーと膀胱の健康については、ジュースやドライ・フルーツの有効性を信
じる人も、まったく信じない人も数多くいます。発行された報告書も意見が分か

れています。米国国立補完代替医療センター（National Center for Complimentary and 

Alternative Medicine）は、クランベリーの有効性を認める側に傾いており、クランベリー
は大腸菌の膀胱壁に付着する能力を制限すると提言しています。しかし同時に、これま
で的確な研究が行われておらず、明確に証明されているわけではないことを認めてい
ます。当然のことながら、ベリー類とサプリメントの業界は肯定派の先頭で旗を振って
います。また数年前スコットランドで発表された研究では、12か月間、クランベリー・ジュ
ースを摂取し続けた女性のグループで、症状を伴う膀胱感染症の数が減少した可能性
がある証拠を示しています。それより後、ニュージャージー州のケスラー研究所（Kessler 

Institute）の研究チームが、クランベリ
ー・サプリメントは尿路感染症に効果
がないことを示しました。この研究で
は、SCIを持つ21人の人々に、クランベリ
ー・タブレットかダミーのタブレットのど
ちらかが与えられました。4週間後、クラ
ンベリー群とプラセボ群を逆にしまし
た。クランベリー群とプラセボ群の尿の
pHは、毎週比較されました。その結果、ク
ランベリー・サプリメントが細菌数また
はUTIを減少させる、統計的に優位な効

果は存在しませんでした。最終的な結論としては、毒にならないので、試してみてはいか
がでしょうか。
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膀胱を空にする最も一般的な方法は、間欠カテーテル法（ICP）
です。この方法では、決まった時間間隔（通常、4時間または6時間お
き）で膀胱を空にします。カテーテルを尿道に挿入して膀胱を空にし
た後、カテーテルを取り外します。留置カテーテル（フォーリー・カテ
ーテル）法では、尿が継続的に排出されます。恥骨上カテーテル法で
は、尿が尿道を通らずに、恥骨部分に設けた瘻孔（手術によって作っ
た開口部）から排出されます。この方法の利点としては、水分摂取量
を制限する必要がありません。欠点は、集尿器の必要性に加え、留置
型カテーテル法では尿路感染症が起こりやすくなります。外部コンド
ーム・カテーテル法（男性のみ）では、尿の排出が継続的に行われま
す。コンドーム・カテーテルの場合も、レッグバッグなどの集尿器が必
要です。
膀胱障害に対処するための外科手術には、いくつかの選択肢が

あります。ミトロファノフ法では、虫垂を用いて新たに尿路を作成しま
す。これによって腹部に設けた瘻孔から膀胱にかけてカテーテル法
を行うことができるので、女性や手の機能に制限がある患者には便
利です。膀胱拡大は、尿漏れを軽減し、カテーテル法の使用頻度を減
少させるために、腸の一部を用いて外科的に膀胱を大きくする方法
です。
多発性硬化症をはじめとする脊髄疾患では、通常、膀胱の制御

機能に問題が発生します。くしゃみをしたり笑ったりした後の若干の
尿漏れから、すべての機能の喪失まで問題はさまざまです。多くの場
合、制御機能が失われても、適切な衣類やパッドの使用で対応できま
す。女性の場合は、ケーゲル体操によって骨盤横隔を強化すると、尿
の保持力が高まります。
尿路感染症：身体に麻痺がある場合、尿路感染症（UTI）のリスク

が高くなります。尿路感染症は、1950年代まで、麻痺後に最も多い死
亡原因でした。感染源は細菌（細胞集落と呼ばれるグループを形成し
て体内に生息し、疾患の原因となりうる微小な単細胞生命体）です。
細菌は、皮膚や尿道から入り込み、膀胱管理法であるICP、フォーリー・
カテーテル、恥骨上カテーテルを介して、容易に膀胱内に侵入しま
す。また、膀胱を完全に空にできないことが多いため、細菌は膀胱内
に残った尿の中で繁殖する可能性があります。
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尿路感染症の症状には、尿の濁りや匂い、発熱、悪寒、吐き気、頭
痛、痙性の増加、自律神経過反射（AD）などがあります。排尿時の焼け付
くような痛みや、下腹部、腹部、腰部に不快感を感じることもあります。
症状が現れたときは、まず抗生剤を投与します。たとえば、フルオ

ロキノロン系（シプロフロキサシン）、トリメトプリム、アモキシシリン、
ニトロフラントイン、アンピシリンなどが使用されます。尿路感染症を
予防する鍵は、膀胱内への細菌の侵入を防止することです。尿路ケア
用品の丁寧な洗浄や適切な取り扱いは、感染の予防に役立ちます。
尿内の浮遊物は、チューブ内や接続部にたまります。これらは尿の排
出を妨げ、細菌が繁殖しやすくなる原因となります。感染予防には、皮
膚を清潔にすることも重要です。
適切な量の水分を摂取すると、細菌や膀胱から出るその他の老

廃物が洗い流されて、膀胱の健康維持に役立ちます。クランベリー・ジ
ュースやクランベリー抽出成分配合の錠剤は、膀胱感染の予防に効
果的です。細菌が膀胱壁に付着して細胞集落が形成されるのを妨げ
ます。膀胱壁での細菌の集落形成を妨げるためには、健康食品店で
販売されているD-マンノースという糖類の一種を摂取することも有
効です。D-マンノースが細菌に付着し、細菌が他に付着することを防
ぐと言われています。
最低年に一回、全身の医療検査を受けることをお勧めします。こ

のとき、腎臓が正しく機能しているかを調べるために、腎臓スキャン
や超音波診断を含む泌尿器の検査を受けてください。また、腎臓結石
や膀胱結石を検出するＸ線検査（KUB）も行うとよいでしょう。
尿道感染症とは別に、尿道がんにも注意が必要です。長期間留

置カテーテルを使用していると膀胱癌のリスクが高まる、という研究
結果があります。膀胱癌のリスクは、喫煙によっても増加します。
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出典：
全米多発性硬化症協会、脊髄損傷情報ネットワーク、ワシントン大学
医科大学院
ɶɶ リソースへのリンク：

米国退役軍人マヒ者協会（Paralyzed Veterans of 
America）は、脊髄医学コンソーシアム（Consortium for 
Spinal Cord Medicine）への支援を通じて、膀胱管理に
関する権威ある臨床診療ガイドラインを提供していま
す。問い合わせ先：フリーダイヤル1–800–424–8200、	
またはwww.pva.orgで、「Publications」をクリックしてく
ださい。消費者ガイドが提供されています。

膀胱制御（Urine Control）プログラムは、膀胱の問題に
関する詳細情報を提供しています。このプログラム
は、ケース・ウェスタン・リザーブ大学医科大学院医
療研究・政策センターおよびメトロヘルス医療セン
ター（Case Western Reserve Medical School, Center 
for Health Care Research and Policy and MetroHealth 
Medical Center）に設置されています。	
www.chrp.org/empowering 

脊髄損傷リハビリテーション・エビデンス（The Spinal Cord 
Injury Rehabilitation Evidence（SCIRE））は、カナダの
研究協力プロジェクトです。研究者、臨床医、消費者が
SCI後に関する研究成果を検討、評価し、それに基づ
いてベスト・プラクティスの確立に取り組んでいます。 
www.scireproject.com 
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腸管理
消化管は、口から肛門まで伸びている中空の管全体を指します。消化
管の最後の部分である腸は、消化された食物の廃棄物が便の形で身
体から排出されるまで、貯蔵されている場所です。
飲み込まれた食物は、食道を通って基本的には一時貯蔵庫であ

る胃に運ばれた後、腸へと移動します。栄養素の吸収は、小腸、十二
指腸、空腸、回腸で行われます。回腸を出た食物は、腹部を取り囲んで
いる結腸に送られます。結腸は右側の上行結腸から始まり、上部を横
切っている横行結腸、「S」字を描きながら下っていくS状結腸へと続き
ます。S字結腸は直腸につながっており、直腸の開口部が肛門です。
便は、蠕動と呼ばれる腸壁の筋肉の協調的収縮によって腸内を

移動します。この動きは、複数の異なるレベルの神経細胞ネットワー
クによって管理されています。筋層間神経叢の神経は、脳や脊髄から
の命令なしに、局所的な腸の運動を管理していると考えられます。	
100 年以上前、腸は身体から切り離されても、蠕動を行う内在的傾向
があることが発見されました。腸壁を引き伸ばすと、筋層間神経叢の
誘発によって引き伸ばされた部分より上の筋肉が収縮し、下の筋肉
が弛緩して食物が管の下方へと送られます。
筋層間神経叢の上のレベルには、脳や脊髄から結腸につながる

自律神経があります。自律神経は、迷走神経からのメッセージを受け
取ります。ネットワークの最上位レベルは、脳によって制御されていま
す。直腸が一杯になったことは意識的に知覚されるので、固形物と気
体を分別して、適切なときに便を排出する決定を下せます。脊髄を介
して伝達されるメッセージによって、骨盤底と肛門の括約筋が随意的
に弛緩し、排便が行われます。
しかし麻痺が起こると、このシステムが機能しなくなります。神経

因性腸管は、損傷のレベルによって2種類に大別されます。脊髄円錐
（L-1）より上を損傷した場合は、上位運動ニューロン（UMN）腸管症
候群、L1より下を損傷した場合は、下位運動ニューロン（LMN）腸管症
候群が発生します。

UMN（別名、過敏性腸管）では、外肛門括約筋の随意制御が失わ
れます。括約筋が閉じたままになるため、便秘になりやすく、直腸に便
がたまりやすくなります。このような状態は、自律神経過反射を誘発す
るので放置してはなりません。脊髄と結腸の間のUMNによる接続は
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損傷していないため、反射的協調と便を押し出す機能は維持されて
います。UMN腸管の場合、直腸への刺激（座薬や指による刺激）対す
る反射として排便が起きるので、社会的に適切な時間と場所で排便
を誘発することによって対応できます。

LMN（別名、弛緩性腸管）は、排便運動（蠕動）が失われ、便を押し
出す力が弱いのが特徴です。その結果、便秘になりやすく、肛門括約
筋の機能が失われているため、便失禁のリスクが高まります。痔を避
けるには、便軟化剤を使用し、便の排出時にできるだけいきまないよ
うにします。また刺激の際、物理的外傷に注意します。

LMNでは便失禁が起こります。これを防止する最善の方法は、規
則正しく排便を行い、腸に排便のタイミングを教え込むことです。ほと
んどの人は、ライフスタイルに適した時刻に排便プログラムを実行し
ています。通常、このプログラムでは、座薬か小浣腸を入れ、その刺激
が起きるまで約15～20分待ちます。この待ち時間の後、直腸が空にな
るまで、10～15分ごとに指で刺激を行います。弛緩性腸管の場合は、
通常、排便プログラムの最初に、指による刺激や手による便の除去を
行います。一般に、排便プログラムの完了には、30～60分の時間を要
します。排便プログラムは、可能な限り、トイレで行ってください。2時
間座っていることができれば、たいていの場合は十分にケアを行うこ
とができます。しかし、皮膚損傷のリスクが高い場合は、座った姿勢で
排便ケアを行うメリットと、ベッドで横になって行うメリットを比較し
て判断する必要があります。
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神経筋に関連する麻痺を持つ多くの人々にとって、便秘は問題
の1つです。何らかの理由で食物が大腸を通過するのに時間がかかる
と、食物に含まれる水分量が減少し、便秘になる可能性が高まります。
便秘の解消に役立つ下剤は、複数の種類が存在します。メタムシルな
どの下剤は、繊維質の追加に必要な食物繊維が含まれており、繊維質
が水分を保持することで、便が直腸内をスムーズに通過します。コレ
ースなどの便軟化剤も、便に含まれる水分を保って便を柔らかくし、
腸内を通過しやすくします。ビサコジルなどの刺激剤は、直腸の筋肉
の収縮（蠕動）を促進し、便を移動しやすくします。しかし刺激剤を頻繁
に使用すると、刺激剤がなければ直腸が通常の蠕動さえも行わなくな
り、便秘が悪化することがあります。
スーパーマンのようなスピードを誇る座薬をご存知ですか。座

薬には大きく分けて、野菜を薬剤とするもの（ドゥルコラックスなど）と
ポリエチレン・グリコールを薬剤とするもの（マジック・ブレットなど）
の2つのタイプがあります。ブレットは、野菜を薬剤とするタイプの2倍
の即効性があると言われています。
順行性浣腸は、排便の問題を容易に解決できない場合の1つの

選択肢です。この方法では、手術で腹部に瘻孔（開口部）を設け、その
瘻孔を通じて直腸に上から液体を注ぎ込むことで、直腸にたまった便
を効果的に排出します。この方法は排便ケアの時間を大幅に短縮し、
場合によっては、排便を促す薬物の使用を打ち切ることができます。
消化管理を改善するには、以下の点に留意してください。

•	 一般に、排便を毎日行う必要はありません。2日に1回で十分です。
•	 食事の後は、排便がしやすくなります。
• 1日に約２リットルの水分を摂取すると、便が硬くなるのを防止で
きます。温かい飲み物も、排便の助けになります。

•	 ブラン・シリアル、野菜、果物など、食物繊維を含んだ健康的な食
生活は、消化を助けます。

•	 運動や体操は、腸の健康を促進します。
麻痺者によく使われている薬物が、腸に影響を及ぼすことがあり

ます。たとえば、抗コリン作用薬（膀胱ケアに使用）は腸の働きを阻害
し、便秘や腸閉塞の原因となることがあります。一部の抗うつ剤（アミ
トリプチリンなど）、麻薬性鎮痛剤、痙性治療のための一部の薬物（ダ
ントロレンナトリウムなど）を使用すると、便秘になりやすくなります。
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結腸人工肛門造設術については、多くの人々が、手術後、生活の
質が大幅に向上したと報告しています。この手術法は、結腸と腹部表
面の間に永久的な穴を開け、その穴に採便袋を取り付けます。場合に
よっては、便失禁や床ずれ、継続的な便失禁、また排便プログラムに
時間がかかり過ぎるという理由で、人工肛門の造設が必須となること
もあります。結腸人工肛門造設術によって、多くの人々が、独力で排便
管理を行えるようになっています。また排便プログラムほど時間がか
からないというメリットもあります。調査によると、結腸人工肛門造設
術を受けた人々は手術を受けてよかったと感じており、手術前の状態
に戻りたくないと考えています。人工肛門を造設するという考えを最
初から抵抗なく受け入れられる人は多くないでしょう。しかし手術後
は、排便にかかる時間が1日8時間から15分以下に短縮されて、生活
の質が飛躍的に向上します。

出典：
アラバマ大学バーミンハム校脊髄損傷情報センター、ワシントン大学
医学大学院、米国ALS協会、全米多発性硬化症協会

ɶɶ リソースへのリンク：

米国退役軍人マヒ者協会（Paralyzed Veterans of 
America）は、脊髄医学コンソーシアム（Consortium for 
Spinal Cord Medicine）への支援を通じて、腸管理に関
する権威ある臨床診療ガイドラインを（無償で）提供
しています。問い合わせ先：フリーダイヤル	
1–800–424–8200、またはwww.pva.orgで、
「Publications」をクリックしてください。消費者ガイド
が提供されています。

脊髄損傷リハビリテーション・エビデンス（The Spinal Cord 
Injury Rehabilitation Evidence（SCIRE））は、カナダの
研究協力プロジェクトです。研究者、臨床医、消費者が
SCI後に関する研究成果を検討、評価し、それに基づ
いてベスト・プラクティスの確立に取り組んでいます。	
www.scireproject.com 
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深部静脈血栓症
脊髄損傷（SCI）を持つ人々は、病院で救急治療を受けている間、深部
静脈血栓症（DVT）のリスクが特に高い状態にあります。深部静脈血
栓症は、身体の静脈深部に形成される血栓で、多くは下腿または大腿
部に発生します。血栓が脚の静脈からはがれて肺に流れると肺閉塞
が生じるので、深部静脈血栓症は生命の危険につながります。
そこで血栓を予防するため、抗凝固処理血液（抗凝血剤）が使用

されます。脊髄損傷の場合、一般に、損傷後72時間以内に、抗凝固処
理血液がすべての患者に対して投与されます。抗凝固剤は、通常、約8
週間にわたって使用されます。SCIで最も一般的に使用されている抗
凝血剤は、低分子量ヘパリン（エノキサパリン、ダルテパリンなど）で
す。これらの薬物は、血液を凝固しにくくするとともに、血栓の形成を
防止します。抗凝固剤は、すでに形成された血栓を除去することはで
きません。血栓の除去は、場合によっては手術を必要とします。
一部のSCI対応施設では、高位頸髄損傷や長骨骨折など、深部静

脈血栓症のリスクが高い患者に対し、下大静脈（IVC）フィルターと呼
ばれる一種の血液フィルターを使用しています。予防手段としてIVCフ
ィルターを使用することが適切かどうかは、まだ完全には解明されて
いません。最近の研究によると、IVCフィルターを設置すると、実際は
DVTのリスクが増加するという結果が得られています。

DVTのリスクが最大になるのはSCIの救急段階ですが、SCI患者は
その後も血栓形成のリスクがあります。そのため、麻痺者は普通、日
常的に段階的弾性ストッキングを使用しています。

出典：
国立心肺血液研究所（National Heart, Lung and Blood Institute）

ɶɶ リソースへのリンク：

全米血栓協会（National Blood Clot Alliance）は、血栓の
危険性、予防法、および治療法に関する意識を喚起す
る患者アドボカシー・グループです。	
www.stoptheclot.org
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血管疾患財団（Vascular Disease Foundation）は、多様な
血管疾患に関する教育資料を作成し、それらの疾患
に対する社会の意識向上を図っています。	
http://vasculardisease.orgで、「Deep Vein Thrombosis」を
参照してください。

米国退役軍人マヒ者協会（Paralyzed Veterans of 
America）は、脊髄医学コンソーシアム（Consortium 
for Spinal Cord Medicine）への支援を通じて、深部
静脈血栓症に関する権威ある臨床診療ガイドライ
ンを（無償で）提供しています。問い合わせ先：フリ
ーダイヤル1–800–424–8200、またはwww.pva.orgで、
「Publications」をクリックしてください。

うつ病
麻痺患者がうつ病になるのは珍しいことではありません。しかし、それ
は正常な状態ではありません。落胆、嘆き、悲しみは正常な感情です
が、うつ病という用語は、それらとはまったく異なる健康上問題のある
状態を表します。しかし、ほとんどの種類のうつ病は治療可能です。
米国内の障害を持たない人々の約10%が中等度～重度のうつ病

だと言われます。これに対して、過去の研究によると、長期的な障害を
持つ人々の約20~30%がうつ状態にあります。
うつ状態は、人間に多くの点で影響を与えます。うつ状態では、

気分、外見、やる気、問題解決、活動レベル、および身体プロセス（睡
眠、エネルギー、食欲）に大きな変化が起こります。また健康とウェル
ネスに影響が及びます。障害を持ち、しかもうつ状態にある人々は、
セルフケアができないことがあります。十分な水分を摂取せず、自分
の皮膚の手入れを行わず、食事の管理をしない可能性があります。社
会生活にも影響を及ぼします。友だちや家族の言うことに耳を貸さな
くなってしまいます。うつ状態にある人々は、楽しみ、成功、物事の意
義を感じられなくなります。薬物乱用が進展することもあります。何も
かもが絶望的に感じられるときには、しばしば自殺という考えが頭に
浮かびます。たとえば、脊髄損傷の場合、リスクは損傷後の5年間が最
も高くなります。他のリスク要因には、アルコールや薬物への依存、配
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偶者や親しい支援ネットワークの不
在、自殺の手段が利用できること、ま
たは過去の自殺未遂があります。過
去に自殺を試みたことのある人は、
再度試みる可能性があります。自殺
を予防するには、早くうつ病に気付
き、適切な治療を受けさせ、問題解
決能力を植え付けることが最も重要
な要素です。
うつ病には多くの要素が関係し

ます。障害の症状である痛み、倦怠
感、自分の身体イメージの変化、恥
ずかしさ、自立性の喪失などの要素
が、うつ病に関係していることもあ
ります。離婚、身近な人との別離、失
業、経済的問題によってうつ病が悪
化することもあります。
患者が麻痺のストレスに対処で

きるように、効果的に援助する方法がいくつかあります。うつ病は、心
理療法、薬物療法（抗うつ剤）、またはこれら両方を併用して、効果の
高い治療を行うことができます。三環系抗うつ薬（イミプラミンなど）
は、多くの場合うつ病に効果的ですが、激しい副作用を伴うことがあ
ります。SSRI（選択的セロトニン再取り込み阻害薬、プロザックなど）
は、三環系抗うつ薬より副作用が少なく、同等の効果があります。人に
よっては、SSRIによって痙性が悪化することがあります。
最近開発された抗うつ剤の中で、ベンラファクシン（エフェクサー

など）は、三環系抗うつ薬と化学的に近く、副作用が少ない薬物です。
理論上は、一部の神経原性疼痛の悪化が考えられますが、うつ病に
驚異的な効果を発揮します。実際のところ、うつ病の予防には、痛み
の問題を積極的に治療することが、不可欠です。
一部のMS患者に、気分変動や情緒不安定（笑ったり泣いたりとい

う感情が抑えられない）が生じることがあります。これは脳内の情緒
的経路が損傷されたために起こる症状です。家族や介護者はこのこ
とを知り、MS患者が感情を制御できないことがあると理解することが

心のケア
メンタル・ヘルス・アメリカでは、うつ
病を軽減するヒントを以下のように示
しています。
•	 人や社会とのつながりを保つ
•	 前向きな姿勢を保つ
•	 体をよく動かす
•	 他人を助ける
•	 十分な睡眠をとる
•	 喜びや充足感を感
じることをする

•	 正しい食事を取る
•	 精神生活を大切にする
•	 困難とうまく付き合う
•	 必要に応じて助けを求める
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重要です。このような情動的変化を抑えるには、アミトリプチリン（エ
ラビルなど）やバルプロ酸（デパコートなど）などの精神安定剤が使
用されます。またMSではうつ病がよく見られる症状であり、他の同様
の障害を伴う慢性疾患と比べても発生しやすいと認識することも重
要です。
医療専門家の眼にどの映ろうと、生きるのは素晴らしいことです。

コロラド州での調査によると、ERの医師、看護師、技師に、もし四肢麻
痺になったとしたら、自分の生活の質は平均以上になると思うかと尋
ねたところ、思うと答えた回答者はわずか17%でした。しかし、SCI高位
四肢麻痺者の86%が、自分の生活の質を平均以上だと答えているの
です。
うつ病になったら、専門家のカウンセリングや支援グループへの

参加などで助けを求めてください。積極的なライフスタイルもまた、
うつ病の克服に役立ちます。

出典：
ランチョ・ロス・アミーゴス・ナショナル・リハビリテーション・センタ
ー、退役軍人マヒ者協会、全米多発性硬化症協会

ɶɶ リソースへのリンク：

米国退役軍人マヒ者協会（Paralyzed Veterans of 
America）は、脊髄医学コンソーシアム（Consortium 
for Spinal Cord Medicine）への支援を通じて、麻痺の
2次的症状としてのうつ病に関する臨床診療ガイド
ラインを提供しています。PVAの問い合わせ先：フリ
ーダイヤル1-800-424-8200、またはwww.pva.orgで、
「Publications」、「Medical Guidelines」の順にクリック
してください。

全米自殺予防活動連合（National Action Alliance for Sui-
cide Prevention）は、自殺の悲劇がない国家を目指し
て活動しています。	
http://actionallianceforsuicideprevention.org
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メンタル・ヘルス・アメリカ（Mental Health America）は、う
つ病を含む精神衛生および精神病のあらゆる側面に
取り組んでいます。MHAの問い合わせ先：フリーダイ
ヤル1-800-969-6642、www.mentalhealthamerica.net

ノット・デッド・イエット（Not Dead Yet）自殺ほう助と安楽
死の合法化に反対する団体です。NDYは、障害を持っ
ている期間の長さは、脊髄損傷性麻痺者の受容性と
ほとんど常に相関関係があると指摘しています。

	 www.notdeadyet.org
米国不安・うつ協会（Anxiety and Depression Association of 

America（ADAA））は、不安、うつ病、およびストレス関連の
障害についての教育、訓練、研究を推進しています。また治
療が必要な人 と々医療専門家の橋渡しをしています。

	 www.adaa.org
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疲労感
疲労感は、麻痺に関連する多くの疾患で非常に多く見られる症状で
す。MS患者の80%が、疲労感のために作業の能力が大幅に阻害され
ていると報告しています。疲労感は日が経つにつれ悪化します。暑さ
や湿気によって悪化することがあり、疲労感以外にほとんど症状がな
いMS患者にとって最大の症状です。
疲労感は、ポリオ後症候群でも顕著な症状です。ずっと前にポ

リオに罹患し、元々のポリオから完全に回復している人々でさえ、何
年も経ってから突然疲労感を感じ始めることがあります。以前よりも
はるかに疲れやすくなり、簡単にできたことが骨の折れる作業に感
じられるようになります。これらの症状は、すでに弱り、損傷を受けて
いる神経細胞に徐々に疲労が蓄積されたために起こります。現在米
国で約50万人が罹患している慢性疲労症候群は、発見されなかった
ポリオ後症候群と関連している可能性があると考える研究者もいま
す。SCIに罹患し、機能の変化を経験した人々の60%以上が、疲労感を
大きな問題として挙げています。
貧血、甲状腺疾患、糖尿病、うつ病、呼吸器系の問題、心臓疾患な

どの潜在的な疾患が、疲労の要因である可能性があります。また、筋
肉弛緩剤、鎮痛剤、鎮静剤が疲労感の一因である可能性もあります。
体力が落ちているために身体にほとんどエネルギーが蓄積されず、
日常生活で体にかかる負荷に対応できないことも考えられます。疲労
感のために生活に支障が出る場合は、医師に相談してください。

MSを持つ人々の35%が睡眠障害を報告しています。日中感じる
疲れは、睡眠時無呼吸、周期的脚運動、神経因性の膀胱の問題、痙
性、痛み、不安、うつ病が原因である可能性もあります。質の高い睡眠
には、まず症状を管理する必要があります。痛み、うつ病、睡眠時無呼
吸症などの治療法について、医師と相談してください。疲労に対処す
る万能薬はありません。身体の声に耳を傾け、エネルギーを上手に使
ってください。

出典：
全米多発性硬化症協会、ランチョ・ロス・アミーゴス・ナショナル病院、
退役軍人マヒ者協会、
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疲労感への対処法
疲労感を軽減するための方法をいくつかご紹介します。
•	 適切な栄養を取りましょう。カフェイン、アルコール、煙草、および
精製炭水化物、砂糖、硬化脂肪を多く含む食物は、エネルギーを
消費させます。タンパク質不足も疲労感につながります。

•	 十分な休息を心がけましょう。無理は禁物です。必要に応じて
休息を取ってください。できるだけ良いことに目を向け、できる
だけ笑いを楽しみ、少なくとも1日2回、ヨガや瞑想、祈りによる
リラクゼーションの時間をスケジュールに組み入れます。

•	 涼しい環境を維持しましょう。MSに罹患している場合、暑さを避け、冷却用具	
（ベスト、アイス・パックなど）を使用することで
疲労感を緩和することができます。

•	 作業療法の道具を含め、作業を簡略化し、エネルギー
を温存できる新しい方法を工夫してください。

•	 補装具を使用して、体力を温存しましょう。さまざまな小型の機械や
時間の節約に役立つ道具が売られています（詳細については、260
ページを参照）。ポリオの経験者は、歩行器の代わりに車椅子を使う
ことも検討してください。車椅子を使っている場合は、電動アシスト
を追加したり、完全電動車椅子に移行することも考えられます。

•	 ストレスを避けましょう。場合によっては、ストレス管理、弛緩訓練、
支援グループへの参加、心理療法が効果を発揮します。疲労とうつ
病の関係は完全に解明されていませんが、MSでうつ病を持つ場合、
心理療法によって疲労感が軽減することが判明しています。

•	 運動によってスタミナを改善しましょう。以前は身体活動によっ
て疲労感が悪化すると考えられていましたが、エアロビック運
動は軽度の障害を持つ人々にプラスの効果があります。

•	 ビタミン、ハーブなどを上手に利用しましょう。アデノシン一リン酸、コ
エンザイムQ-10、ゲルマニウム、グルタチオン、鉄分、硫酸マグネシウ
ム、メラトニン、NADH、セレン、L-トリプトファン、ビタミンB12、C、A、亜
鉛などのサプリメントを取ると、疲労感が軽減すると言われています。
その他に、レンゲ、ルリヂサ・オイル、ブロメライン、ヒレハリソウ、エキ
ナセア、ニンニク、イチョウ、朝鮮人参、月見草オイル、ケルセチン、セ
ント・ジョーンズ・ワート、シイタケ・エキスなども効果があります。

• MSの場合、疲労感に効果のある薬物として、アマンタジンとペ
モリンがよく処方されます。これらはいずれも、不眠という副作
用があるので、朝または昼に服用するのが最適です。
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その他の合併症
心臓疾患：脊髄の機能不全を持つ場合、そうでない場合に比べ

て若いうちから心臓疾患が発生するリスクが高まります。心臓血管疾
患は、30年以上脊髄損傷を持つ人に最も多い死亡原因だと報告され
ています。SCIの場合、特定の代謝リスク要因を持つことが多くなりま
す。SCI患者は、一般にインスリン抵抗性が強く、血糖をエネルギーに
変換する能力に影響が及ぶため、心臓疾患、糖尿病、その他の疾患が
起きやすくなります。このような異常は、筋肉量の低下（委縮）や体脂
肪の増加に加え、心臓血管の健康維持が難しいことが一因です。予防
法には、血糖異常のスクリーニング、健康的な食事、禁煙、適正飲酒量
の厳守、規則正しい運動が挙げられます。

起立性低血圧症は、座ったり立ったりしたときに血圧が低下し、
めまいや失神が起こる状態です。T6レベル以上の脊髄損傷者では血
圧が低下しやすいため、特に多く発生します。弾性ストッキングや腹
帯の着用が予防に役立ちます。また、ゆっくり座ったり立ったりするこ
とも防止に効果があります。

異所性骨化（HO）は、主に臀部や膝関節の周囲の（骨組織でな
い）軟部組織で起こる骨形成です。これは多くの脊髄損傷者に発生
し、損傷後数日以内に骨が形成されます。ほとんどの場合、HOによっ
て身体的に大きく制限されることはありませんが、関節の動きが制限
されて、脚の腫れや痙性の悪化が起こることがあります。HOの対処に
は薬物が処方され、必要であれば手術を行うこともあります。

低体温／異常高熱：身体が麻痺すると、周囲の温度に応じて体温
が上下することがあります。暑い部屋にいると体温が上昇し（異常高
熱）、寒い部屋にいると体温が下降します（低体温）。患者によっては、
体温管理が必要です。
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慢性の痛み
痛みは、受傷の可能性を通知するために神経によって誘発される信
号です。突然の外傷の結果生じる急性の痛みには目的があります。	
この種の痛みは、通常、診断のうえ治療すれば、一定期間内に不快感
がコントロールされて収まります。これに対して、慢性の痛みははるか
に複雑です。これは消失しない種類の警告で、ほとんどの医学的処置
に対して抵抗力を持っています。関節炎、がん、感染症など、痛みの原
因が継続的に存在し、しかも治療が困難なこともありますが、場合に
よっては、疾患を示す明白な病変や兆候が見られないにもかかわら
ず、数週間、数か月、ときには何年もにわたって慢性的な痛みが続くこ
とがあります。神経原性または神経障害性の痛みと呼ばれる種類の
慢性的な痛みは、多くの場合、麻痺を伴います。痛みの苦痛を感じる
感覚が失われた患者が痛みを感じるのは、残酷な皮肉です。
痛みは、脳や脊髄に自然に存在する複数の重要な化学物質の

間で、入り組んだ相互作用が行われる複雑なプロセスです。これらの
化学物質は、神経伝達物質と呼ばれ、細胞間で神経パルスを伝達し
ます。
重大なことに、損傷した脊髄には、重要な抑制性の神経伝達物質

であるGABA（ガンマアミノ酪酸）が存在しません。これにより、痛みの
感覚を伝達する脊髄ニューロンが抑制できなくなり、これらのニュー
ロンが過敏に反応することがあります。この脱抑制は、痙性の原因で
もあると考えられています。最近のデータはまた、神経伝達物質ノル
エピネフリン（副腎皮質ホルモン）が不足し、神経伝達物質グルタミ
ン酸塩が過剰である可能性を示しています。実験では、グルタミン酸
塩受容体をブロックしたマウスは、痛みに対する反応が減少します。
これとは別に、痛みの伝達における重要な受容体として、アヘンに似
た受容体があります。モルヒネをはじめとするオピオイド薬は、これら
の受容体と結合し、痛みを抑制する経路または回路をオンにすること
により、痛みをブロックします。
損傷の後、神経系ではきわめて大きな再編成が行われます。損

傷とともに生じる劇的な変化と永続的な痛みを考えると、慢性の痛み
は、急性の痛みが単に長引いたものでも、損傷の症状でもなく、神経
系の疾患と考えるべきです。これに対応するには新しい薬物を開発
する必要があります。現在、慢性的な痛みの症状に使用できるほとん
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どの薬物は大きな効果がなく、多くは試行錯誤によって投与されるう
え、選択の余地がほとんどありません。
慢性的な神経痛に伴う問題は、痛みの苦痛だけではありません。

痛みは体の動きを奪い、そのために怒りと不満、孤独、うつ、不眠、悲
しみが生まれ、さらに痛みが増します。出口のない苦痛のサイクルを
何度も味わうことになりますが、現在の医学ではできる治療に限りが
あります。痛みのコントロールは、痛みの管理の問題になります。痛み
の管理の目標は、身体機能を改善して、日常的な活動に参加できるよ
うにすることです。
痛みの種類：筋骨格の痛み、つまり機械的な痛みは、脊髄損傷の

レベル以上で発生します。脊髄損傷後に機能が残った筋肉が酷使さ
れたため、または慣れない活動に筋肉が使用されために生じる痛み
です。ほとんどの機械的な痛みは、車椅子の車輪を回したり、車椅子
との間を移動したりしたことで発生します。
中枢性疼痛、別名、除神経後痛は、SCIレベルよりも下で発生し、

一般に、ヒリヒリする痛みや、ズキズキとうずく痛み、ちくちくする痛み
が特徴です。中枢性疼痛は、すぐに現れるとは限りません。数週間か
ら数か月後に発生することもあり、脊髄機能のある程度の回復に伴っ
て起こるのが普通です。この種の痛みは、完全損傷ではあまり見られ
ません。床ずれなどの他の炎症によって、中枢性疼痛のヒリヒリした
痛みが増すことがあります。
心因性疼痛：老化、うつ、ストレス、不安は、脊髄損傷の後の痛み

が大きいことと関係があります。これは痛みの感覚が頭の中にあると
いう意味ではなく、痛みは実際にあるのですが、痛みには感情的な要
素もあるように思われます。
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神経障害性の痛みの治療方法：
温熱療法、マッサージ療法：脊髄損傷に関連する筋骨格の痛みに

効果的なことがあります。
鍼治療：鍼治療は中国で2500年の歴史を持ち、身体上の正確な

位置に針を刺す療法です。この療法は身体にある自然の鎮痛剤（エン
ドルフィン）のレベルを上昇させることがいくつかの研究で示されて
いますが、医学会に完全に受け入れられているわけではありません。
それでも、この療法は他の痛みの治療に比べて非侵襲的で安価で
す。いくつかの限られた研究では、この療法がSCIの痛みの緩和に役
立つという結果が得られています。

運動療法：定期的な運動プログラムを行ったSCI患者では、痛み
のスコアで顕著な改善が見られました。また、うつのスコアの改善に
も役立ちました。軽度から中程度の歩行や水泳でも、緊張し、弱った
筋肉への血液や酸素の流れを改善し、総合的な意味で健康増進に貢
献します。ストレスを軽減すれば、痛みが緩和されます。

催眠療法：SCIの痛みに有効であることが証明されています。視覚
イメージ療法は、ガイド付きの画像を使用して行動変容を図る方法
ですが、患者によっては、不快感の認識を変えることで痛みの緩和に
役立ちます。

バイオフィードバック法：この方法では、患者が筋緊張、心拍、皮
膚の温度などの特定の身体機能を意識し、それを制御できるように
訓練します。痛みに対する対応を変えて、たとえば、リラクゼーション
技法などを使用することを学習します。患者はフィードバックと強化
を通じて、脳のリズムにおけるバランスの崩れを自身で意識的に調
整できるようになり、生体プロセスと脳の生理機能が改善されます。
特に脳波情報（EEG）を使用したバイオフィードバックによる慢性的な
痛みの治療については、数多くの報告がなされています。

経頭蓋電気刺激法（TCES）：患者の頭皮に電極を取り付けて電流
を流し、おそらくは、その下にある大脳を刺激します。研究では、この
新しい治療法はSCIに関連する慢性的な痛みの緩和に有効である可
能性が示されています。

経皮的電気神経刺激法（TENS）：痛みの治療として使用され、慢
性的な筋骨格の痛みに効果を示しています。一般に、TENSは損傷レ
ベルより下の部位の痛みには効果がありません。
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経頭蓋磁気刺激法（TMS）：電磁パルスを脳に作用させる方法で
す。脳卒中後の痛みに効果を示し、一部の研究では、SCI後の痛みに
長期間使用することで痛みが緩和されました。

脊髄刺激法：脊髄の硬膜上腔内に、手術によって電極を植え込み
ます。患者は小さな箱のようなレシーバーを使って、電気によるトント
ンと叩くような刺激を脊髄に与えます。これは腰痛の治療によく使わ
れる方法ですが、一部のMS患者や麻痺者にも効果があります。

脳深部電気刺激法：極限的な治療だと考えられている方法で、手
術によって脳（通常、視床）を刺激します。この方法は、中枢性疼痛症
候群、がん性疼痛、幻肢痛、その他の神経障害性の痛みなど、限られ
た数の症状にのみ使用されます。

磁石：通常、疑似科学と片づけられていますが、この支持者は、磁界が
細胞内や体内に変化を与えて痛みを軽減するという説を唱えています。

薬物療法：慢性的な痛みの治療法の薬物には、アスピリンなどの
市販の非ステロイド系抗炎症薬から、モルヒネなどの厳格に管理さ
れたアヘン剤までさまざまな段階があります。アスピリンとイブプロ
フェンは筋肉痛や関節痛には効果的ですが、神経障害性の痛みに使
われるのは最小限です。これには、セレコクシブ（セレブレックス）な
どのCOX-2抑制剤（「スーパーアスピリン」）が含まれます。
薬物の中で最も強力なのがオピオイドです。オピオイドはケシ

に由来し、人類最古の薬物の1つです。これには、コデインと、最も強
力なアヘン剤であるモルヒネが含まれています。モルヒネという名前
は、夢の神であるモルペウスから来ています。モルヒネは治療オプシ
ョンの最上位に位置する頼りになる治療法ですが、通常、長期的な解
決方法として適切ではありません。モルヒネを使用すると、呼吸が抑
圧され、便秘になり、頭がもうろうとします。使用しているうちに耐性
ができるうえ、依存性があります。さらに、多くの種類の神経障害性の
痛みには効果がありません。モルヒネと同等の鎮痛作用を備える一
方で、モルヒネの持つ激しい副作用を持たないモルヒネ類似の薬物
の開発が進められています。

現在、慢性的な痛みの症状に使用できるほとんどの薬物は大きな
効果がなく、治療は選択の幅が限られています。これについては、
さらなる研究が必要です。
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アスピリンとモルヒネの間の中間的な段階に位置する薬物は、
一部の種類の慢性的な痛みに作用します。抗痙攣剤は、発作性疾患
の治療薬として開発されましたが、痛みに対しても処方されていま
す。カルバマゼピン（テグレトール）は、三叉神経痛など複数の種類の
痛みに対して使用されます。ガバペンチン（商標、ニューロンチン）は、
一般に、神経障害性の痛みに対して、「オフラベル」（FDA未承認薬）と
して処方されます（ニューロチンを所有するファイザー社は、未承認
薬物の使用を積極的に推進したことで重罪に問われ、2004年に、数
百万ドルの罰金に同意して司法取引に応じました）。
その一方で、ファイザーは2012年、SCIに特有の痛みに対応する

新しい抗けいれん薬についてFDA承認を得ました。プレガバリン（商
標名、リリカ）の承認は、2回の無作為化、二重盲検、プラセボ対照第
III相臨床試験（357症例の被験者）に基づいて与えられたものです。リ
リカは、SCIに伴う神経障害性の痛みをプラセボ群との比較において
ベースラインから緩和しました。リリカを投与された患者は、プラセ
ボを投与された患者と比べて30～50%痛みが緩和されました。リリカ
は、すべての患者に効果があるわけではありません。また、不安、情動
不安、不眠、パニック発作、怒り、イライラ、興奮、攻撃性、自殺的行動
の危険など、数多くの副作用があります。
患者によっては、三環系抗うつ薬が、痛みの治療に効果を表す場

合があります。アミトリプチリン（商標名、エラビルなど）は、SCI後の痛
みの治療に有効です。少なくとも、うつ病の患者に対する有効性を示
す証拠があります。
加えて、ベンゾジアゼピン（ザナックス、バリウム）と呼ばれる抗不

安薬のクラスは、筋肉弛緩剤としても機能し、痛みの緩和に使用され
ることもあります。もう1つの筋肉弛緩剤、バクロフェンは体内（髄腔
内）に埋め込まれたポンプから適用され、SCI後の慢性的な痛みを改
善しますが、筋肉のけいれんに関連する場合しか効果がありません。

ボツリヌス毒素注入法（ボトックス）：局所的痙性の治療に使用さ
れますが、痛みに対しても効果があります。

神経ブロック：薬物、化学物質、または手術によって、身体の特定
の部分と脳の間で痛みのメッセージが伝達されないように遮断しま
す。手術による神経ブロックには、神経切断術、脊髄後根切断術、脳神
経根切断術、三叉神経根切断術、交感神経遮断があります。
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理学療法とリハビリ：身体機能の向上、痛みの制御、迅速な回復
の目的で使用されます。

手術：痛みに対する手術には、脊髄に近い神経を切除する神経
根切断術と、脊髄内の神経束を切断する脊髄切断術があります。脊髄
切断術は、一般に、他の治療法に反応しない末期癌の痛みにのみ使
用されます。後根進入部遮断術（DREZ）では、痛みに関連する脊髄ニ
ューロンを破壊します。この手術では、電極を使用して、脳内の目標の
部分にあるニューロンのみを選択的に破壊することもあります。

マリファナ：米国連邦法では違法ですが、マリファナ支持者は、他
の疼痛治療と同列に扱っています。実際、米国政府は長年にわたり、
煙草の形状のマリファナを医療目的で販売してきました。数多くの州
が医療目的でマリファナを一部非犯罪化していますが、それによって
連邦のマリファナ禁止法が適用除外になるわけではなく、また医師
がマリファナを処方できるようになるわけではありません。しかし、こ
れまでの医学的証拠は、今後マリファナ研究が有望である可能性を
示しています。マリファナは痛みの情報を処理する多くの脳部位にあ
る受容体と結合するようです。
今後、神経科学の進歩によって、痛みの基本的メカニズムの解明

が進み、効果的な数多くの治療方法が確立されることでしょう。特に
組織の損傷や外傷がない場合に、痛み信号の伝達を阻止または中断
することは、鎮静剤開発における大きな目標です。

出典：
国立神経疾患・脳卒中研究所（NINDS）、全米多発性硬化症協会、デイ
ナ財団
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ɶɶ リソースへのリンク：

米国慢性痛協会（American Chronic Pain 
Association（ACPA））は、慢性痛患者に対するピア・
サポートと教育を提供しています。問い合わせ先：1-
800-533-3231（フリーダイヤル）、www.theacpa.org 

脊髄損傷リハビリテーション・エビデンス（The Spinal Cord 
Injury Rehabilitation Evidence（SCIRE））は、カナダの
研究協力プロジェクトです。研究者、臨床医、消費者が
SCI後に関する研究成果を検討、評価し、それに基づ
いて最良のリハビリテーションの確立に取り組んでい
ます。痛みについての詳細なセクションが用意されて
います。www.scireproject.com
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呼吸
息を吸い込むと、空気中の酸素は肺に取り込まれて小血管と接触し、
小血管に吸収されて全身に運ばれます。それと同時に血液から二酸
化炭素が放出され、呼気によって肺から外に吐き出されます。
肺は麻痺によって影響を受けません。しかし、胸部や腹部、横隔

膜の筋肉は影響を受けることがあります。さまざまな呼吸筋が収縮す
ることで肺が膨張し、胸腔内の圧力が変化して、肺の中に空気が入り
ます。これが吸気プロセスであり、これを行うには筋力を必要としま
す。これらの筋肉を弛緩させると、空気が肺から排出されます。
麻痺がC3以上のレベル場合、横隔神経を刺激できなくなり、横

隔膜が機能しなくなります。そのため、呼吸をするためには機械的な
補助（通常は人工呼吸器）が必要となります。損傷部位がC3～C5の場
合、横隔膜は機能しますが、十分に呼吸することはできません。吸気
の際に、横隔膜が下がるタイミングで、肋間筋や他の胸壁の筋肉が協
調して胸壁上部の筋肉を拡張できないからです。
麻痺のレベルが胸部中盤以上の場合は、深く息を吸ったり強く吐

き出したりすることが困難になります。腹筋や肋間筋が使用できない
ので、強く咳をする能力も失われます。そのため、肺鬱血や呼吸器感
染症に罹患しやすくなります。

分泌物の排出：粘液性の分泌物は糊のように粘りがあり、それに
よって気道の両側が接着すると、肺が十分に膨らまなくなります。こ
れは無気肺と呼ばれ、肺の一部が虚脱した状態です。麻痺患者の多く
は、無気肺になるリスクがあります。また風邪や呼吸器感染症が治癒
しにくくなり、いつも咳風邪を引いているように感じられる場合もあり
ます。分泌物が各種の細菌の温床になると、肺炎にかかる可能性があ
り危険を伴います。肺炎の症状には、息切れ、青白い肌、熱、目の充血
などがあります。
気管を切開して人工呼吸器を使用している場合は、定期的に	

（30分ごと～1日1回程度）肺から痰などの分泌物を吸引する必要が
あります。

粘液溶解液：粘りのある分泌物の場合、重曹を噴霧すると除去し
やすくなります。アセチルシステインを噴霧するのも分泌物を取り除
きやすくするのに有効ですが、反射性の気管支痙攣を誘発する恐れ
があります。
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肺の感染症は、早めに対応することが重要です。肺炎は、損傷の
レベルや受傷後の期間の長さを問わず、あらゆる脊髄損傷者で最も
多い死亡原因です。

咳：補助咳嗽は、分泌物を排出するための重要な手段です。この
方法では、補助者が患者の腹部の外側を上方に強く押します。これが
腹筋の動きの代わりとなり、通常、強い咳が出ます。ハイムリック法よ
りもはるかに穏やかに、患者の自然の呼吸リズムに合わせて押すこ
とが重要です。もう1つの方法は叩打法です。基本的には、胸郭を軽く
叩いて肺の中の詰まりをゆるめます。
体位ドレナージは、肺の底にたまった分泌物を、重力を利用して

胸の上方まで引き出す方法です。この高さまで引き出すことで、患者
は咳によって排出するか、飲み込めるようになります。通常、頭を足よ
り低い位置に保って、15～20分待ちます。
患者は、舌咽呼吸を使って深い息をすることもできます。口にた

めた空気を素早く何度も飲み込んで空気を肺に送り込んだ後、まと
めて吐き出します。この方法を使うと、強い咳をすることができます。
人工呼吸器を使用している場合、咳を補助する市販の装置を使

用することができます。ベスト（The Vest、Hill-Rom社、www.thevest.com）
は、空圧ベストに空気ホースで空気パルス生成器が接続されていま
す。ベストは素早く空圧を調整できるので、胸壁に軽い圧力をかけ、	
痰を切って薄くしたうえで、気道に送って咳または吸引によって排出し
ます。

カフアシスト（The CoughAssist、Philips Respironics、www.coughassist.com）
は、咳を機械でシミュレートして、咳の機能を強化します。この装置で
は、吸気圧を徐々に患者の軌道に送り込んだ後、一気に呼気フローに
切り替えます。これにより、肺からの十分な呼気フローを確保して、分泌
物を排出できます。ベストとカフアシストは、いずれもメディケアの承
認済みで、医療上の必要性が証明できれば、保険が適用されます。
クリーブランドFESセンター（Cleveland FES Center）の研究者は、四肢

麻痺患者に対してオンデマンドで咳を強制的に開始する電気刺激プロ
トコルを考案しました。このシステムは現在評価中で、まだ臨床では利
用できません。詳細については、http://fescenter.orgを参照してください。

人工呼吸器：人工呼吸器には基本的に2種類に大別されます。	
「鉄の肺」などの陰圧呼吸器では、胸の外側の周囲に陰圧状態を形



健康管理

麻痺障害リソース・ガイド  | 128

成することにより、胸が拡張して肺の中に空気が吸い込まれます。陽
圧呼吸器は1940年代から使用されており、肺に空気を直接送り込む
という正反対の原理で作動します。人工呼吸器は侵襲的な装置です。
喉の中に通気道を作り、たいていの人が「トラッシュ」と呼ぶ装置につ
ながれています。

非侵襲的な呼吸：非侵襲的な呼吸器システムが、損傷レベルの高
い四肢麻痺の患者を含む複数の患者で成功を収めています。トラッ
シュで使用されているのと同じタイプの人工呼吸器から、陽圧の空気
がマウスピースに供給されます。利用者は、供給される空気を必要な
だけ取り込みます。非侵襲的人工呼吸器の主な利点として報告され
ているのは、オープンなトラッシュが存在しないため、細菌が混入す
る危険性が小さく、呼吸器官感染が防止できる点です。また非侵襲的
システムを使用している複数の患者によると、トラッシュを首に装着
せず、またトラッシュを頻繁に吸引する必要がないので、より優れた
独立性の高い生活の質が実現します。もちろん、非侵襲的人工呼吸器
は、誰にでも適しているわけではありません。このようなシステムを使
用するには、嚥下機能に問題がなく、また肺疾患の専門家による充実
したサポート・ネットワークが利用できることが必須です。この手法に
関する専門知識を持つ臨床医は多くないため、利用できる患者は限
られています。

人工呼吸器からの解放

ラズロ・ナージは、数年前のバイク事故によりC4を損傷し、四肢麻痺となって人工呼
吸器を使用していました。そして最終的には看護施設で24時間ケアを受けること

になり、非常に精神的に不安定な状態が続きました。「あの頃は、毎晩不安で泣きなが
ら眠りについていました。人工呼吸器の電池が切れたらどうしよう、人工呼吸器は問題
なく動いているだろうか、と常に心配でした。」クリストファー・リーブの横隔膜ペーシン
グの臨床試験に関する経験について知ったナージは、自分も横隔膜ペーシングの植え
込みを受けました。ナージは次のように語っています。「人生が大きく変わりました。看護
施設は、メディケイドへの請求額は、月額1万6,000ドルに上りました。（ページングの）手
術後は、月額3,000ドルですから月に1万3,000ドルもの節約になります。仕事に戻ること
ができ、結婚し、付き添いなしに自分1人で世界中どこへでも出かけられる自信が付きま
した。はるかに大きな自由が手に入っただけでなく、安全を実感しています。突然機械
が止まって死ぬ心配はもうありません。」
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別の技法として、胸部に電子機器を埋め込む方法があります。こ
の電子機器は、横隔神経を刺激して横隔膜に一定の信号を送信し、
横隔膜を収縮させて肺に空気を満たします。横隔神経ペーサーは
1950年代後半から利用されています。横隔膜刺激システムは、2社か
ら発売されています。エイブリー（Avery）ペースメーカーは、FDAが医
療機器を承認するより前の、1960年代半ばから使用されています。エ
イブリーは、これまで2,000人以上の患者に植え込まれ、そのうち600
人は現在使用中ですが、中には40年近く継続的に使い続けている患
者もいます。使用するための手順として、胴体または首から身体の両
側にある横隔膜神経に電極を植え込む手術を行います。神経が露出
され、電極に縫合されます。小型の無線受信機が胸腔に埋め込まれ、
胴体に取り付けられた外部アンテナによって起動されます。詳細につ
いては、www.averylabs.comを参照してください。
クリーブランド（Cleveland）社が開発したシナプス（Synapse）シス

テムは、2003年に行われた初期の臨床試験でクリストファー・リーブ
によって使用されました。このクリーブランド社のシステムは、2008年

呼吸に関する問題の予防方法

•	 正しい姿勢を保ち、姿勢を頻繁に変えます。毎日ベッドから起き上が
り、定期的に姿勢を変えることで、分泌物のつまりを防止できます。

•	 定期的に咳をします。誰かに手作業による咳の介助をしてもらうか、自
己介助で咳をします。機械による介助を利用する方法もあります。

•	 腹帯を装着すると、肋間筋と腹筋を補うことができます。
•	 健康的な食事を心掛け、体重を管理します。太り過ぎ
や痩せ過ぎは、問題が生じやすくなります。

•	 十分に水分を取ります。水分を取ることで、分泌物が
薄く保たれ、咳で排出しやすくなります。

•	 禁煙します。また煙草を吸っている人に近づかないようにします。喫煙
はがんの原因になるだけでなく、血液中の酸素濃度が低下し、胸内と気
管内の分泌物が増加します。肺から分泌物を排出する能力が低下し、肺
組織が破壊されるため、呼吸器の感染症のリスクが高くなります。

•	 運動します。麻痺者はすべて、何らかの種類の運動からメリットを得ら
れます。高いレベルの麻痺がある場合、呼吸訓練が効果的です。

•	 インフルエンザと肺炎のワクチン接種を受けます。
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に脊髄損傷者へのインプラント
がFDAによって承認されました。
外来患者に対する腹腔鏡手術
手技を使用して、より簡単に埋め
込むことができます。このシステ
ムでは、2つの電極が横隔膜の
両側に配置され、皮膚に沿って
配線したワイヤーで電池式のシ
ミュレーターに接続されます。シ
ナプスはまた、ALS患者へのイン
プラントについてもFDAの承認
を受けています。詳細について
は、www.synapsebiomedical.com 
を参照してください。

ALSなど、進行性の神経筋障
害の患者では、朝の頭痛は、通常、
呼吸器機能の異常を示す最初の
兆候です。睡眠時には呼吸が浅くなるため、呼吸量が低下すると二酸化
炭素の滞留などのトラブルが起こり、それによって頭痛が起こります。
また睡眠時の呼吸が浅いために、夜中に突然身体がビクッとし

てたびたび目が覚めることがあります。夜中に何度も目が覚めると、
日中に眠気、倦怠感、不安感、イライラ、錯乱のほか、食欲不振、嘔吐
感、心拍数の増加、疲労感などの身体的な問題が発生します。このよ
うな場合、非侵襲的人工呼吸器の一種であるBiPAP（Bi-level Positive 
Airway Pressure）がよく使われます。BiPAPは、生命維持装置ではなく、
自発呼吸の代わりを果たすものではありません。患者は鼻を覆う着
脱可能なマスクを使用します。システムから圧力のかかった空気が肺
に送られた後、圧力が下がって呼気が促されます。このシステムは、主
に、いびきや睡眠時の酸素欠乏を特徴とする睡眠時無呼吸の場合に
使用されます。睡眠時無呼吸は、高血圧、心臓発作と心臓血管疾患、
記憶障害、体重の増加、性的不能、頭痛と関係があります。
理由は完全に解明されていませんが、脊髄損傷者、特に四肢麻痺

者では、睡眠時無呼吸が非常に多く見られ、四肢麻痺者の25～40%が
睡眠時無呼吸と推計されています。SCI人口によくある肥満は、睡眠時無
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呼吸のリスク要因の1つです。脊髄損傷者の多くが、睡眠時の姿勢を変
えられませんが、一晩中仰向けのままで寝ていると呼吸障害が起きや
すくなります。呼吸筋の衰弱が関係していることは大いに考えられます。
また特定の薬物が、睡眠パターンに影響を与えている可能性もあります
（たとえば、バクロフェンを服用すると、呼吸速度が低下することが知ら
れています）。損傷が頸部の高いレベルの場合、首と上胸部が呼吸で重
要な役割を果たします。しかしこれらの筋肉は、深い睡眠中は不活発で
あるため、睡眠時無呼吸症になりやすいと言えます。
神経筋疾患の場合、BiPAPを使用することで、生活の質が向上す

るだけでなく、侵襲的人工呼吸器や横隔膜ペーシングの使用を先延
ばしにすることができます。中には、人工呼吸器の使用を開始する前
の中間的な措置として、BiPAPを使用する人もいます。
気管切開術後のケア：気管切開チューブに関連して、普通に話し

たり飲み込んだりできないなど、多くの合併症があります。一部の気
管切開チューブは、息を吐き出すときに空気を上方に流すことによ
り、定期的に休みをとりながら、話すことが出来るようになっていま
す。気管切開に関連したもう1つの合併症に、感染症があります。気管
切開チューブは頚部の異物であるため、通常は鼻や口の中の天然の
防御機構によって阻止されている微生物などが、体内に侵入する恐
れがあります。これを予防するには、気管切開部位を毎日清潔に保つ
ことが重要です。
人工呼吸器からの離脱一般に、損傷レベルがC2以上の完全神経

損傷の場合、横隔膜が機能しないため人工呼吸器が必須です。損傷
レベルがC3またはC4の完全損傷では、横隔膜が機能を保っているこ
とがあり、その場合は、通常、人工呼吸器から離脱できる可能性があ
ります。損傷レベルがC5以下の場合は、横隔膜の機能には影響がな
いため、最初は人工呼吸器が必要かもしれませんが、通常、離脱が可
能です。人工呼吸器からの離脱は重要です。気管切開術に関連して健
康上の問題が発生するリスクを軽減するからです。また一般に、人工
呼吸器から離脱すると、必要な有料ケアがはるかに少なくなります。
運動：呼吸筋は、代謝的にも構造的にも可塑的で、運動によるトレ

ーニングに反応します。呼吸筋をトレーニングすることで、呼吸筋の機
能を改善できるだけでなく、呼吸器感染症が大幅に減少します。呼吸筋
のトレーニング用に、複数のハンドヘルド機器が市販されています。
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出典：
クレイグ病院、マイアミ大学医学大学院、ワシントン大学医学大学
院／リハビリテーション医学科、米国ALS協会

ɶɶ リソースへのリンク：

国際ベンチレーター使用者ネットワーク（International 
Ventilator Users Network（IVUN））は、人工呼吸器の
使用者、呼吸器科医、小児科医、呼吸療法士、人工呼
吸器メーカーおよび販売業者が在宅人工呼吸器につ
いて議論するためのリソースです。ニュースレター、
医療専門家や積極的に生きる人工呼吸器使用者によ
る記事を提供しています。www.ventusers.org

非侵襲的機械的人工呼吸器の選択肢および呼吸器リハ
ビリテーション・センター（The Center for Noninvasive 
Mechanical Ventilation Alternatives and Pulmonary 
Rehabilitation）.ニュージャージー州に拠点を持ち、ジ
ョン・バック博士が所長を務めるセンターです。これ
まで数十症例の気管開口術の経験者からチューブを
取り外し、数多くの人々に人工呼吸器なしに呼吸する
方法を指導したそうです。	
www.theuniversityhospital.com/ventilation

米国退役軍人マヒ者協会（Paralyzed Veterans of Amer-
ica）は、脊髄医学コンソーシアム（Consortium for 
Spinal Cord Medicine）への支援を通じて、呼吸管理に
関する権威ある臨床診療ガイドラインを提供してい
ます。問い合わせ先：フリーダイヤル1–800–424–8200
、またはwww.pva.orgで、「Publications」をクリックして
ください。消費者ガイドが提供されています。

脊髄損傷リハビリテーション・エビデンス（The Spinal Cord 
Injury Rehabilitation Evidence（SCIRE））は、カナダの
研究協力プロジェクトです。研究者、臨床医、消費者が
SCI後に関する研究成果を検討、評価し、それに基づ
いて最良のリハビリテーションの確立に取り組んでい
ます。呼吸についての詳細なセクションが用意されて
います。www.scireproject.com
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皮膚のケア
麻痺者は、皮膚の問題が発生しやすいものです。身体の動きに制限
があるうえに感覚障害があるため、複雑な合併症である床ずれ（褥
瘡）になる確率が高くなります。
皮膚は体内で最も大きな器官系です。皮膚は丈夫で柔軟で、その

下にある組織を空気や水、体外の異物や細菌から保護しています。怪
我に敏感で、驚くべき自己修復能力を持っています。しかし、皮膚は、
長時間の圧力に耐えることはできません。褥瘡は、皮膚とその下部組
織を損傷します。褥瘡または床ずれは、皮膚が少し赤くなる軽度のも
のから、深い穴やへこみが筋肉や骨に達する最悪のものまで、さまざ
まな重大性の程度があります。皮膚に圧力が加わったままになると、
皮膚に栄養や酸素を供給している毛細血管を圧迫します。皮膚から
血液が奪われている時間が長くなりすぎると、組織は壊死して褥瘡が
形成されます。
ベッドや椅子の上でスライドすると、血管が伸びたり曲がったり

するので、その結果、褥瘡が引き起こされます。持ち上げる代わりに皮
膚表面上を引っ張ると、擦過傷が起こります。皮膚をぶつけたり落下
したりすると、すぐには表に現れないような皮膚損傷を起こすことが
あります。褥瘡は衣服、ブレース、堅い物などで皮膚が圧迫されても起
こります。また、痛感に制限のある人は、やけどによる皮膚損傷を起こ
しやすくなります。
圧力による皮膚の損傷は、通常、臀部のように、皮膚の近くに骨

がある部分から始まります。これらの骨の突起が、内側から皮膚を
圧迫します。皮膚の外に硬い物があっても、皮膚の血行が妨げられ
ます。そもそも麻痺によっても血液循環速度が低下しているため、
皮膚への酸素供給がさらに減少して、皮膚の抵抗力が下がります。
身体はその部分にさらに多くの血液を送って補正しようとします。こ
れによってむくみが生じ、そのために血管にさらに圧力がかかりま
す。
褥瘡では、まず皮膚に赤い部分ができます。この赤くなった部分

は、堅かったり、熱をもっていたりするように感じられます。皮膚の色
が濃い人は、その部分が通常より光って見えたり、暗く見えたりするこ
とがあります。この段階では、組織の損傷は復元可能です。圧力を取
り除けば、直ちに皮膚は元の状態に戻ります。
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圧力を取り除かなければ、次は水ぶくれやひっかき傷が形成さ
れます。これは、皮膚下部の組織が壊死し始めていることを意味して
います。患部から直ちにすべての圧力を取り除いてください。
次の段階では、壊死した組織に穴（潰瘍）が形成されます。通常、

この壊死した組織は皮膚の表面では小さくても、損傷された組織が
骨まで広がっていることもあります。
褥瘡の治療には、数週間、ときには数か月の入院または安静が

必要となることがあります。複雑な褥瘡の場合は、手術や皮膚移植

褥瘡の段階

段階1皮膚は損傷していませんが赤くなっています。圧力を取り除いてから30分経っ
ても色が消えません。対処法：褥瘡にならないようにケアしましょう。清潔で渇いた状態
に保っておきます。原因を見つけてください。マットレス、椅子のクッション、移動の手順、
体位を変える方法を再点検します。

段階2皮膚表面の表皮が損傷しています。褥瘡は浅いものの開き始めており、膿を伴
っている場合もあります。対処法：段階1の手順に従い、加えて患部を水または食塩水で
洗浄し、注意深く乾いた状態に保ちます。透明のドレッシング（テガダームなど）または
ハイドロコロイド（デュオダームなど）を貼ります。トラブルの兆候が見られる場合は、医
師の診断を受けてください。

トラブルの兆候：褥瘡が広がる、悪臭を放ち始めた、膿が緑色になってきた場合。発
熱も悪い兆候です。

段階３：皮膚の損傷が悪化して第２層まで広がり、表皮を超えて皮下脂肪組織に影
響が及びます。この時点では医師の診断が必須です。深刻な状況になりつつあり、特殊
な洗浄または創傷清拭用の物質が必要です。すぐに行動してください。

段階4：損傷が骨に達しています。広範な組織が壊死し、多くの膿を伴います。命に係
わる状況です。おそらく手術が必要です。

回復：損傷部分が小さくなり始め、端にピンクがかった皮ができたときが、回復の始ま
りです。出血することがありますが、これは良い兆候です。体液の循環が戻り、それによっ
て回復が進みます。焦ってはなりません。皮膚の修復には、時間がかかることがあります。

損傷した場所に再度圧力をかけるのは、褥瘡が完全に治癒するまで待つ必要があ
ります。つまり皮膚表面に傷がなく、正常な状態になるまで圧力をかけないでくださ
い。最初、圧力をかけるときには、15分間隔くらいから始めます。数日かけて徐々に時
間を延ばし、皮膚の圧力に対する耐性を付けていきます。皮膚が赤くなった場合は、
その部分に圧力をかけないようにします。
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が必要となることもあります。これには数千ドルの費用がかかるう
え、仕事や学校の時間や、家族とすごす大切な時間が奪われてしま
います。
皮膚の損傷の治療は、どのような場合でも、厄介な感染症、痙

性、新たな圧力、さらには患者の気質という要素が加わって複雑さを
増します（褥瘡は、自尊心の低さおよび衝動的行動様式と関係があり
ます）。褥瘡が常に予防可能だというのは単純過ぎますが、慎重にケ
アし、すべてにおいて衛生を保ち、肌を清潔にしていれば、ほとんど
の褥瘡は予防できます。
特性のベッドやマットレス、マットレス・オーバーレイ、ベッド・シ

ートなど、ベッドや椅子で圧力を分散しながら身体を支えるさまざま
な除圧用具を利用できます。利用できる用具については、療法士と相
談してください。さまざまなシートの種類については、268ページを参
照してください。特定のシート、敷布団、マットレスを探すには、	
www.abledata.comで検索してください。たとえば、自力で寝返りが打
てず、寝返りを打たせてくれる介護者もいない場合、60度の範囲でゆ

クリストファー・リーブの死

クリストファー・リーブは、2004年に敗血症による心臓疾患のため死亡しました。敗血
症とは、身体の特定の部位の感染症（褥瘡や膀胱完成症など）が血液や他の臓器に

広がって起こる疾患です。リーブに何が起こったのか、正確なところは判明していません。
明らかに彼の死は褥瘡に関連しています。リーブが複数の褥瘡と戦っていて、死のわずか
数週間前に命の危険のある敗血症を患っていたことは確かです。しかし、亡くなった日に
一緒にいた人々によると、リーブには敗血症の再発を示す症
状は見られなかったそうです（熱、悪寒、疲労感、倦怠感、不安
感、錯乱などを呈することはありませんでした）。
リーブの死亡原因は、直接褥瘡に関係していたわけでは

ありません。デイナ・リーブの話では、死亡原因として最も考え
られるのは、悪化する感染症の治療のために投与された抗生
物質への反応です。リーブの身体は、敗血症ではなく、即座に
ショック状態（アナフィラキシー・ショック）になりました。
リーブは、充実した人生を精一杯、できる限り自分の思うよ

うに生きることを選びました。それこそが、後世に残る彼の遺
産です。
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っくりと身体を横に回転させる自動横回転システム、フリーダム・ベッ
ド（Freedom Bed）の利用が考えられます。www.pro-bed.com
防御の第一歩は、皮膚の手入れに責任を持つことです。手入れは

まず点検から。毎日肌を点検し、見えないところは鏡を使ってチェック
します。適切な栄養、衛生、定期的な圧力の分散によって、皮膚を健康
に保つことができます。皮膚を清潔で渇いた状態に保っておきます。
皮膚が汗や分泌物で濡れていると、損傷しやすくなります。十分に水
分を取ってください。傷や褥瘡の治癒には、1日約1リットルの水分が
必要です。1日2～3リットルの水分を取っても多過ぎません。注意：ビ
ールやワインの摂取量は水分としてカウントされません。実際、アル
コールは水分を排出し、脱水状態の原因となります。体重にも注意し
てください。痩せ過ぎると、骨と皮の間のクッションがなくなり、少しの
圧力でも皮膚が損傷しやすくなります。逆に太り過ぎも危険です。体
重が増えるとクッションも増えますが、皮膚のしわにかかる圧力も大
きくなります。禁煙は重要です。研究によると、ヘビー・スモーカーは、
褥瘡になりやすいという結果が出ています。

出典：
米国退役軍人マヒ者協会、クレイグ病院、国立医学図書館、ワシント
ン大学医学大学院／リハビリテーション医学科
ɶɶ リソースへのリンク：

米国退役軍人マヒ者協会（Paralyzed Veterans of America）ɶ
は、脊髄医学コンソーシアム（Consortium for Spinal 
Cord Medicine）への支援を通じて、皮膚のケアに関
する権威ある臨床診療ガイドラインを提供していま
す。PVAの問い合わせ先：フリーダイヤル		
1-800-424-8200、またはwww.pva.orgで、「Publications」、
「Medical Guidelines」の順にクリックしてください。

クレイグ病院（Craig Hospital）は、国立障害リハビリテ
ーション研究所（National Institute on Disability and 
Rehabilitation Research）からの助成により、脊髄損傷
者の健康管理に役立つ教育資料を開発しました。	
www.craighospital.org
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痙性
痙性は麻痺に伴う副作用で、軽度の筋硬直から、重度の脚部運動制
御不能まで、さまざまな段階があります。一般に、医師の間では、極度
の筋緊張を痙攣性筋緊張亢進（SH）と呼びます。これは、脊髄損傷、多
発性硬化症、脳性麻痺、脳外傷に関連して発生します。症状には筋緊
張の増加、急激な筋収縮、深部腱反射亢進、筋肉の痙攣、鋏状脚（不
随意な足の交差）、関節の固定が含まれます。
怪我をした当初は、脊髄ショック（負傷レベルより下位の反射が

消失し、数週間から数か月その状態が継続する）と呼ばれる状態によ
って、筋肉が衰弱して軟化します。一旦脊髄ショックが終了すると、反
射活動が復帰します。
痙性は、通常、脳または脊髄の随意運動を制御している部分が

損傷を受けることで起こります。負傷レベルより下位における通常の
神経メッセージの流れが遮断されるため、このようなメッセージが脳
の反射制御中枢に届かなくなります。そこで脊髄は、身体の反応を緩
和しようと試みます。脊髄は脳ほど効率的ではないため、痛感部位に
戻される信号がしばしば過度に誇張されてしまいます。これが痙性緊
張亢進と呼ばれる筋肉の過剰反応で、制御不能な「ピクピクとした」

「ブレインボウ」マウスの大脳皮質のニューロンが、色分けして示されています。ハ
ーバード大学リヒトマン研究室で、レーザー走査共焦点顕微鏡によって画像処理
された画像です。
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動き、筋肉の硬直や直立、筋肉または筋肉群のショック状収縮、異常
筋緊張を指します。
ほとんどの脊髄損傷患者は、何らかの痙性を経験します。頚椎損

傷や不完全損傷の患者は、下肢麻痺や完全損傷の患者よりも痙性緊
張亢進を起こしやすくなります。痙攣が最も起こりやすい筋肉は、肘
を曲げる筋肉（屈筋）や脚を伸ばす筋肉（伸筋）です。通常、これらは、
痛感に対する自発的反応の結果として発生します。
痙性によってリハビリや日常生活の活動が中断することがあり

ますが、痙性は必ずしも悪いことばかりではありません。人によって
は、尿の排出、移動、着衣に痙性を利用することもあります。それ以
外にも、筋肉の緊張を保ち、血液循環の改善に利用することもあり
ます。骨の強さを保つために役立つこともあるでしょう。スウェー	
デンで行われた大規模な研究では、脊髄損傷者の68%に痙性があ
りますが、痙性が日常生活の活動を制限し、または痛みの原因とな
るほど大木だと答えたのは、痙性を持つ者のそのうちの半数未満で
した。

痙性の変化：痙性の症状の変化には、注意が必要です。例えば、	
脊髄内の嚢胞や空洞（外傷後脊髄空洞症と呼ばれることもある）によ
って、痙性が増加することがあります。嚢胞は治療しなければ、機能障
害がさらに進むことがあります。膀胱感染や褥創などの神経系以外の
病気も、痙性を増長させることがあります。
痙性の治療には、通常、バクロフェン、ジアゼパム、ザナフレックス

といった薬物による療法が使われます。重症の痙性患者の場合、バク
ロフェン・ポンプ（脊髄機能不全部位に直接薬物を注入する小さな容
器を手術で体内に埋め込む）が使用されることがあります。これによ
り、薬物濃度を高めることができるので、大量のバクロフェンを経口
服用した際に起こる副作用（誘眠効果）が起こりません。
筋肉伸張、関節可動域訓練など物理治療を含む理学療法は、関

節拘縮（筋肉の収縮や短縮）を予防し、痙性の症状を減少させるため
に役立ちます。車椅子を使用している場合や寝たきりの場合、痙性の
症状を減少させるには、正しい姿勢と位置調整が重要です。痙性を軽
減するために、短下肢ブレースなどの矯正器具が使用されることがあ
ります。また痙性が起こる部位を冷やして、筋肉の運動を抑える方法
もあります（寒冷療法）。
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痙性の治療には、フェノール神経ブロックを使用して、痙性の原因
となる神経を破壊する方法が長年使用されてきました。最近では、それ
よりも優れているが高価なボツリヌス毒（ボトックス）を使用した痙性
治療が一般的です。ボトックスの投与は、3～6か月ごとに行います。ボト
ックスに対する抗体ができるので、時間とともに効果が低下します。
脳性麻痺の小児患者では、腱の解放や神経・筋肉間の経路の切

断といった手術を勧めることがあります。痙性が、座る、入浴するなど
の日常生活の妨げとなる場合、選択的脊髄後根遮断術を選択するこ
ともできます。
痙性は、多くの麻痺患者に、さまざまな形で発生します。治療方

法は各患者の身体機能を考慮して行うべきです。痙性が特定の身体
動作を妨げているか。電動車椅子や車の運転中に制御不能になるな
どの、安全上のリスクはあるか。痙性防止薬が痙性症状よりも深刻な
副作用を持っていて、集中力や活力に悪影響を及ぼしていないか。こ
れらを考慮したうえで、医師と選択肢を相談してください。

出典：
国立神経疾患・脳卒中研究所、全米多発性硬化症協会、脳性麻痺連
合協会、全米脊髄損傷統計センター、クレイグ病院

ɶɶ リソースへのリンク：

メドトロニック（Medtronic）は、バクロフェンなど痙性を抑
制する薬物を注入するための、体内に植え込み可能
なポンプを製造しています。www.medtronic.com 

全米多発性硬化症協会（National Multiple Sclerosis 
Society）は、痙性に関する情報とリソースを提	
供しています。問い合わせ先：フリーダイヤル	
1-800-344-4867またはwww.nationalmssociety.org 
で「spasticity」を検索してください。

クレイグ病院（Craig Hospital）は、国立障害リハビリテ
ーション研究所（National Institute on Disability and 
Rehabilitation Research）からの助成により、脊髄損傷
者の健康管理に役立つ教育資料を開発しました。

	 www.craighospital.org
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脊髄空洞症 | 脊髄係留
脊髄傷害の後で、外傷後脊髄空洞症や脊髄係留症が発症することが
あります。これらは、脊髄傷害の後2ヶ月で発症することもあれば、数
十年後に発症することもあります。外傷後脊髄空洞症では、脊髄内
に、嚢腫（空洞内に水が溜まる）が形成されます。この嚢腫は時間とと
もに拡大し、脊髄損傷のレベルから、複数の脊髄分節に拡大します。
脊髄空洞症と脊髄係留症の臨床症状はどちらも同じで、脊髄損傷の
亢進、痛覚低下や体力低下の亢進、発汗、痙性、痛みと自律神経過反射
（AD）があります。リハビリが成功後、長期間経ってから新しいレベル
の身体障害が発症するのです。
脊髄係留症は、瘢痕組織が形成されて、脊髄が硬膜（脊髄を取

り巻く軟組織膜）に係留または保持される状態です。この瘢痕組織
が原因で、脊髄周囲で脊髄液が正常に流れなくなり、膜組織内で脊
髄が正常に動くことができなくなります。係留によって嚢腫が形成
されます。脊髄空洞症が見られない脊髄係留症もありますが、脊髄
係留症がある程度発症しなければ、外傷後脊髄空洞症は発症しま
せん。
体内に金属棒や金属板や銃弾の破片がない限り、脊髄中の嚢	

腫は、MRI（核磁気共鳴画像法）によって容易に検出できます。
外傷後脊髄係留症や脊髄空洞症は手術によって治療できます。

係留を解除するには、脊髄周囲から瘢痕組織を解放して脊髄液の流
れや脊髄の動きを修復するという緻密な手術を要します。さらに、硬
膜のスペースを強化して瘢痕が再発するリスクを減少させるために、
係留部位に小規模の組織が移植されます。嚢腫がある場合、空洞内
にチューブ（短絡管）を入れて、嚢腫から液を排出します。手術によっ
て体力が回復し痛みが和らぎますが、一旦失われた感覚機能は必ず
しも元に戻るとは限りません。
脊髄空洞症は、キアリ奇形と呼ばれる脳の先天性障害のある患

者にも発症します。この奇形は、胎児の成長中に、小脳下部が後頭部
から脊柱管の頸管部へと突き出るものです。症状には、嘔吐、頭や顔
の筋力低下、嚥下困難、さまざまな程度の精神障害があります。腕や
脚の麻痺が起こることもあります。キアリ奇形を持っていても特に症
状が現れたことのなかった大人や思春期の青少年で、下方への急速
眼球不随意運動など、進行性障害の徴候が現れることがあります。	
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その他の症状には、めまい、頭痛、複視、難聴、協調運動の困難、眼球
内または眼球周囲の急な痛みなどがあります。
脊髄空洞症は、二分脊椎、脊髄腫瘍、クモ膜炎、特発性（原因不

明）脊髄空洞症などに関連していることがあります。MRIの登場によっ
て、早期に発見される脊髄空洞症の症例が大幅に増加しました。障害
の徴候はゆっくりと進行する傾向にありますが、咳き込んだり緊張し
たりすることによって急に始まることがあります。
ほとんどの症例では、手術によって、症状の安定またはある程度

の症状改善が見られますが、治療が手遅れの場合は、脊髄傷害の回
復が不可能になることもあります。手術後に脊髄空洞症が再発した
場合、再手術が必要となることがあります。こうした手術は、長期的な
完全治癒に終わるとは限りません。脊髄空洞症の治療を受けた患者
の約半数は、5年以内に症状が再発します。

出典：
国立神経疾患・脳卒中研究所、米国脊髄空洞症連合プロジェクト

ɶɶ リソースへのリンク：

米国脊髄空洞症連合プロジェクト（American Syringomyelia 
& Chiari Alliance Project）は、脊髄空洞症、脊髄係留、お
よびキアリ奇形に関するニュースを提供し、研究を助成
しています。問い合わせ先：1-800-ASAP、www.asap.org
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健康な生活

対処と適応
麻痺になって日の浅い人は、それが突然の事故によるものであって
も、疾患の進行によるものであっても、怒りと悲しみの入り混じった
感情を抱くのが普通です。家族もまた、なぜ自分がという思いに満ち
た新しい見知らぬ世界に突然投げ込まれ、嘆き、無力感、将来への不
安、後悔を感じます。喪失や変化に対する対処方法は人によって異な
りますが、適応プロセスにおけるいくつかの側面は、多くの人に共通
します。
最初の段階では、多くの人が麻痺に対して、大したことは何も起

こらなかったように反応します。身体が変化したこと、失われた運動
能力が回復しないこと、または以前の状態に戻らないことを認めよう
としません。中には、時間とともに治癒する風邪程度の悩みと同じよ
うに損傷を捉える患者もいます。心理学者は、この状態を「否認」と呼
びます。悲嘆の段階を明らかにしたことで有名なエリザベス・キュー
プラー=ロスによると、否認は、予期しない衝撃的な事実を受け止め
るための「緩衝材」として有益な機能を果たします。
中には否認の段階に長時間逃避し、それを何もしない言い訳に

したり、逆に制約を克服するために過剰に活動して「普通」のように
振る舞ったりする人もいます。しかし、ほとんどの人はやがて自分の状
態に関する知識を受け止め、起こったことを把握し始めます。否認の
段階を過ぎ去ると、希望が見えてきます。こうして、適応のプロセスが
始まります。
いつまでも否認を続けられなくなると、否認の感情に代わって、

怒り、逆上、嫉妬、恨みなど、別の負の感情が生まれてきます。自分を
防御するためのメカニズムとして捉えることができ、別の防御メカニ
ズムを利用できるようになるために必要な感情です。怒りに加えて、
特に、自分の判断の誤りや自滅的な行為によって障害を負った場合
は、罪悪感を覚えることもあります。自分が持つ「普通」の意味がまっ
たく変わってしまったことに、自己嫌悪を感じる場合もあります。
障害者本人やその家族など、障害に関わる多くの人々は、極度の苛

立たしさを感じることがあります。かつて存在していた幸せな生活は絶
対に戻らず、自分たちは生活を破壊された犠牲者で、しかも出口がどこ
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にもないと感じるからです。このような人々は、他人に対して敵対的な
態度を取ることがあります。このことは、介護者や身近な人々のストレス
を増加させます。怒りを感じること自体には何の問題もありませんが、
いつまでも怒りを持ち続け、態度に表すことは良くありません。最良の
対処法は、怒りが過ぎ去るまでじっと耐えることです。しかしこれは言う
ほど簡単ではありません。怒りが過ぎ去るまでどうすれば耐えられるで
しょうか。宗教に救いを求める人もいれば、瞑想によって心の平穏を得
る人もいます。
恐怖もまた多くの人が抱く感情です。このすべての混乱は、この

先どうなるのだろうか。もっと悪くなるのだろうか。妻や夫は自分のそ
ばにいてくれるだろうか。愛したり、働いたりできるようになるのだろ
うか。人間として尊重されるのだろうか。多くの人にとって最大の恐怖
は、自分の人生を自分で決められなくなることです。麻痺になって日
が浅い人が、このような考えにとらわれるのはごく普通です。受傷後、
ずいぶん時間が過ぎても、そしてそのような考えがまったく合理性を
欠いていても、多くの人がこのような恐怖を感じ続けています。
麻痺を負った後に極度の悲しみを感じるのは自然なことです。大

きなものを失ったのですから、悲しいのは当然です。しかし悲しみは
いつか癒えます。重要なことは、悪いことが起こったときに感じる憂鬱
と、うつ病を取り違えないことです。うつ病は、無気力、集中力の欠如、
食欲や睡眠時間の急激な変化、落胆、絶望感、無力感などを伴う医学
的疾患です。うつ病患者は、自殺を考えることすらあります。脊髄損傷
を持つ人は、障害のない人に比べて、高い自殺率を示しています。	
自殺は、55歳未満のSCI患者における最大の死亡原因です。
確かに、麻痺によって多くの感情が生まれ、そのほとんどはマイ

ナスの感情です。この精神的な重荷に対する反応が、健康や幸福に
害を及ぼす行動となって表れることがあります。自分は無価値だと感
じて、膀胱や皮膚、栄養に適切なケアをしなくなるのも1つの例です。
また、アルコール中毒や薬物乱用の過去がある人は、以前の自己破
壊のパターンが再発することもあります。不安を紛らわすために、酒
や薬物に溺れる人もいます。不健康な行動は、不健康な結果を生み
ます。身の回りのケアを怠る（「実存的自殺」と呼ばれます）と、呼吸器
の合併症、尿路感染症、褥瘡など、多様な健康上の問題のリスクが高
まります。
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しかし、この有害な感情は、時間とともに処理され、別の段階の
適応が始まります。一般に、麻痺の後のどこかの時点で、自分の深刻
な状態を受け入れ始めます。しかしそれでもなお、その状況は長期的
な問題ではないと信じようとする場合もあります。
プロセスが進むにつれ、同様の経験を持つ人 と々の交流が重要

になります。ほとんどのコミュニティに、麻痺に関連するあらゆる症状
のピア・サポート・グループがあります。リーブ財団ピア&家族支援プ
ログラムもその1つです。インターネットは、同じ道を歩んできた麻痺
者とつながる優れたツールです。これにより、自分たちの未来には、ま
だ楽しく充実した体験が広がっていると互いに確認することができま
す。
麻痺を負った人は、時間をかけて失ったものと折り合いをつけ、

悲嘆のプロセスの最終段階である「受容」にたどり着きます。ほとんど
の人は自分の状態を現実的に受け止め、生きる意味を見つけ、将来
の計画を立て始めます。
適応に成功するかどうかは、究極的には意欲に依存します。最初

は、意思の力で麻痺を克服できるとおそらく信じて、筋力と機能を回復
させるための治療法に意欲を持って懸命に取り組むでしょう。脊髄損
傷を持つ多くの人が、歩けるようになるという希望を持ち続けます。麻

アンガー・マネージメント

怒りから逃れることはできません。また可能であったとしても、怒りから逃れることは
お勧めできません。人生では常に、一定程度の不満、痛み、喪失、他人の予期でき

ない行為が起こります。そのことは変えられませんが、特に怒りに関して、その出来事が自
分に与える影響を変えることは可能です。
深呼吸や楽しいことを考えるなど、簡単なリラクゼーション手法を実行すると、怒りの

感情を落ち着かせるのに役立ちます。以下のことを試してください。
• お腹の底から深呼吸します。胸で呼吸してもリラックスできません。息がお腹から出

てくるところを想像してください。
• 「リラックス」、「大丈夫」など、自分を落ち着かせる言葉やフレーズをゆっくり繰り返し

ます。深呼吸しながら、何度も繰り返してください。
• 自分がリラックスしている場面を頭に思い浮かべます。過去の体験を思い出すか、リ

ラックスしているところを想像してください。これらの手法を毎日練習し、世界が「敵意に満
ちているわけではない」ことを自分に言い聞かせてください。

出典：米国心理学会（www.apa.org）
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痺の治療法は進歩していますが、最良のアプローチは現実の世界で
前進し、今の人生を充実させることです。機能の回復に希望を持つの
は構いませんし、非現実的でもありません。しかし、医療研究によって
治癒の方法が見つかるまで現実の人生から目をそむけて待つのは、
否認の段階にいることの1つの現れです。
麻痺になった後の生活に適切に適応している人々は、大学を卒

業して、いい職に就いて、家族を作るといった個人の目標によって動
機付けられています。このような種類の目標を持っている人は、人生
の満足度が高く、自分の障害を恥ずかしく感じる度合いが低くなりま
す。意欲的になるにはどうすればよいのでしょうか。1つには、以前か
らずっとしたいと思っていたことを検討してみると良いでしょう。ほと
んどの人は、麻痺する前に持っていたのと同じ性格、同じスタイルと
ユーモアのセンスを持ち続けます。同じ目標を追求してはならない理
由はありません。
もちろん、麻痺によって機能を失った身体で物事を成し遂げるの

は簡単ではありません。問題を解決するために、多くの新しい方法の
習得が必要になることもあります。自分の独立性を確認するために、
あくまですべてを自力で行いたくても、他人の助けを求めなければな
らない場面もあるでしょう。助けを求めることは悪いことではありませ
ん。それは自分の必要を満たし、物事を処理する1つの手段です。
麻痺への適応は1つのプロセスです。自分の考え、感情、行動様式

を一夜にして変えることはできません。何が真実で、何が現実的で、何
が合理的かを知るには、時間がかかります。自分のアイデンティティを
再構築し、他人との関係において新しいバランスのとり方を見つけ、
大切なのは今であることに気付くには時間がかかります。マイナスの
感情は自分を制限しますが、それらの感情はいつか形を変えます。で
きるだけ多くの選択肢を維持してください。同じような状況にある他
の人々のサポートや問題解決の経験に目を向けてください。次の課
題と、それを解決する方法を見つけましょう。
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出典：
アラバマ大学バーミンハム脊椎損傷2次症状研究トレーニング・セン
ター／UABスペイン・リハビリテーション・センター、全米多発性硬化
症協会、ケベック対麻痺協会、米国退役軍人マヒ者会、米国卒中協会

ɶɶ リソースへのリンク：

リーブ財団ピア&家族支援プログラム（Reeve Foundation 
Peer & Family Support Program（PFSP）では、麻痺を
持ちながら充実した人生を送っているメンター／ピ
アが、心情面でのサポートや助言を行い、現実の体験
を共有しています。フリーダイヤル1-800-539-7309、ま
たはwww.paralysis.org/peerを参照してください。



健康管理

|  クリストファー・アンド・デイナ・リーブ財団147

与えられた人生を生きる

ダン博士
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「苦しみの中でも、心の平安を見つけることはできる。」これは臨床心理学者ダニエル・ゴ
ットリーブの最も重要なメッセージです。もう1つのメッセージで、彼は「障害と幸福は関
係がない」ということを伝えています。3番目の「理想の人生を追求し、悲惨な人生を回避す
ることに大きなエネルギーを費やしてはならない。与えられた生活を誠実に、精一杯、愛
と感謝をもって生きなさい」というメッセージは、さまざまな言葉で繰り返されています。
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ゴットリーブは、人生の半分を四肢麻痺者として生きている典型的な「傷ついた支援
者」であり、これらのメッセージは彼の実体験から生まれたインスピレーションと英知で
す。フィラデルフィア地域で「ダン博士」という名で知られているゴットリーブは、フィラデル
フィアに居住し、公共のラジオ局で週に1回放送される「Voices in the Family」という番組を
持っています。1969年から心理学者として診療を行い、妻との間に2人の娘がいます。1979

年、ゴットリーブは重大な自動車事故から一命をとりとめましたが、胸から下に麻痺が残
りました。彼は今、悪化する痛みと機能の喪失に打ちひしがれた、何年もの絶望の日々に
ついて語っています。当時は、自己嫌悪、不安感、羞恥、うつ状態で一杯だったそうです。自
分の身体を憎しみを込めて「テロリスト」と表現していたと言います。
ゴットリーブは、「私の心の多くの部分を自己

憐憫が覆い、自分を犠牲者だと感じていました」と
語っています。その後、生まれた孫の男の子は、先
天性の学習障害を持っていました。また何年もの
間、彼自身の健康状態にいくつもの予測できない
事態が発生しました。
そんな中で、ゴットリーブは力強い回復の鍵を

発見しました。人を助けたいという思いやりをバ
ネにして、心の中の嵐を乗り切ることができたので
す。彼は言います。「与えられた人生にあらがって
はなりません。もちろん、人生には多くの苦しみがあります。苦しみを軽減する方法もあり
ます。しかし私たちは皆、頭の中に、苦しみを解決する方法や、どうすればそれが実現する
かという決まったイメージがあります。たとえば、歩けるようになったとき、膀胱が機能す
るようになったとき、痩せたとき、妻や夫が変わったとき、保険金が支払われたときに幸福
になるのだというように、自分が幸福を感じる状況を頭の中に持っています。しかし大切
なのは、理想の人生を待つのではなく、また失った人生を渇望するのではなく、今与えら
れた人生を生きるということです。」
ゴットリーブは、回復の希望を持つ数多くの障害者と出会ってきたと言います。「彼ら

は、『明日こそ幸福が訪れる』と自分に言い聞かせながら、明日を待って生きています。私
にとって希望とは、今の状況にかかわらず、明日喜びが訪れると信じることにほかなりま
せん。」
ゴットリーブは、障害と折り合う方法について定期的にブログを書

き、Christopherreeve.orgで、「Healing the Mind and Heart（頭と心のヒーリング）」というラ
イブ・フォーラムを実施しています。オープンな集団ディスカッションを通じて、ゴットリー
ブは人々が怒りを処理し、悲嘆を鎮める手助けをしています。

大切なのは、理想の人
生を待つのではなく、
また失った人生を渇
望するのではなく、今
与えられた人生を生
きるということです。
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ピア&家族支援プログラム
麻痺を伴う損傷を負い、また診断を下されることは、本人だけでなく
家族にとっても極度の重圧であり恐怖です。混乱を処理し、今後の人
生をいかに充実した活動的なものにするかを考え始めるための1つ
の確実な方法は、同じ混乱を乗り越えた人 と々交流することです。リー
ブ財団のピア&家族支援プログラム（PFSP）では、必ず誰かが手を差
し伸べます。PFSPは、全米の各地域のコミュニティを通じて、麻痺者と
その家族、介護者を心情的に励まし、地域や全米の情報とリソースを
提供します。メンターは、サービス・メンバーを含め、麻痺者が健康で
充実した生活を送ることができるように支援します。

PFSPは、メンターと話すことを希望するすべての人（麻痺になっ
てから日が浅いかどうかとは関係なく）に、1対1のサポートを提供しま
す。メンターには、同じ状況を経験してそれを理解している人があた
り、アドバイスを与えるだけでなく、人間関係や友情を築き、可能であ
れば人生を前向きに歩けるように元気づけます。麻痺に関する悩みの
中には、同じような境遇の人でなければ相談しにくい、個人的で秘密
にしておきたい内容もあります。PFSPはそのような悩みに対応するこ
とを目的としています。医療ケアや装身具に関する相談からごく個人
的な悩みまで、経験豊富なメンターに相談するのが解決の近道です。
一例をご紹介しましょう。フロリダ州ジャクソンビルに住むスティ

ーブ・ケニーは、1993年にダイビングの事故でC5／C6に脊髄損傷を
負いました。彼は、PFSPの東南地区コーディネーターであり、地域の
ブルックス・リハビリテーションで、脊髄損傷を負って日の浅い人を対
象にボランティアのメンターを務めています。ケニーはPFSPの認定メ
ンターになって以来、リーブ財団とブルックスの両方でメンタリング
を行う他のメンバーとともに、数十人の人々の力になってきました。
ケニーは、負傷して間もない、絶望に沈む1人の男性を支援したこと
があります。
ケニーは述べています。「その男性は高レベルの脊髄損傷を負っ

ていました。初めて会ったとき、彼はまだジャクソンビルの外傷センタ
ーで集中治療を受けていたのです。本人は蘇生処置拒否（DNR）を要
求していました。彼の母親は、当然のことながら、どうしていいかまった
くわからない状態でした。そこで、彼と彼の母親と話をし、自分がどれ
ほど充実した幸福な人生を歩んでいるかを説明しました。次の日、	
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蘇生措置拒否は解除されていました。彼らは治療を受けることを決意
したのです。」ケニーがその後もメンターとして励まし続けた結果、そ
の男性は通院治療に進み、日中の特別ジム・プログラムに参加して独
立した運動と身体の強化を行っています。
麻痺となった本人、またはその親、配偶者、家族、友人にとって、

自分と同じ経験をした人の話が役に立つことがあります。リーブ財団
のピア・メンターは、自分の個人的な知識の共有と、相談者を支援す
るためのトレーニングに長けています。またメンター・サービスには
一切料金がかかりません。
ピア・メンターは、麻痺者が健康を手に入れ、麻痺に伴う一般的

な2次的症状を回避できるようにサービス・メンバー、家族、友人、介
護者を含めて支援します。

PFSPでは、常に新しいメンターを募集しています。自身が麻痺を
持ち、明るく前向きで、他人が目標を達成できるように支援するスキル
を持っている方はぜひ、メンターとして経験を他の麻痺者と分かち合
ってください。PFSPの目標は、可能な限り、相談者と近い年齢、性別、損
傷のレベル、民族のメンターを紹介することです。退役軍人およびそ
の家族、友人、介護者も、ぜひメンターとして参加してください。
メンターに相談したい方、またはメンター希望者は、PFSP 

まで電話（フリーダイヤル1-800-539-7309）または電子メール	
（peer@ChristopherReeve.org）でお問い合わせいただくか、Webサ	
イトwww.ChristopherReeve.org/peerをご覧ください。
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代替医療
代替医療の中には、脊髄損傷者や脊髄疾患患者の役に立つアプロー
チが数多く存在します。健康と治療に向けたこれらのアプローチは、従
来からの主流の医療とは異なる流れですが、これらを取り入れること
で、東西の医療の長所を利用することができます。これらの代替医療
は、通常の医療に代替する治療法ではなく、むしろ通常の医療の補完
として理解してください。
米国退役軍人マヒ者会の元主席研究員であったローレンス・

ジョンストン博士は、SCIのための代替医療に関する情報を1冊の
本にまとめました。博士の書籍『Alternative Medicine and Spinal Cord 
Injury:Beyond the Banks of the Mainstream』では、ほとんどのリハビリ・
センターでは耳にしない数多くの治療法が詳細に説明されています。
この書籍は開放的な立場で治療法が紹介されています。その理由に
ついて、博士は「身体障害、特にSCIや多発性硬化症患者にとっての選
択肢をさまざまな治療方法にまで拡大し、それらの患者が自分のヘ
ルスケアについて情報に基づいた判断を行えるようにするため」だと
述べています。
ジョンストン博士は、医師は患者に代替医療を利用しないように

警告しているが、主流の西洋医学もそれほど安全ではないと指摘し
ています。病院で薬物有害反応で死亡する患者の数は10万人に上り

老化：平均余命の拡大に伴う新たな疾患

第2次世界大戦前、脊髄損傷者の平均余命は約18か月でした。現在、脊髄損傷者の平
均余命は、人口全体の平均余命に近づいています。そのことは、麻痺者もまた、障

害のない人々と同じ健康上の問題を抱える可能性が高まったことを意味します。しかしな
がら、人口全体では、心臓疾患、がん、脳卒中が主な死亡原因であるのに対し、SCI経験者で
は、呼吸器系の疾患、感染症、他の心臓疾患、良性または悪性腫瘍、高血圧性および虚血性
心臓疾患による死亡率が高くなっています。これは、SCIモデル・システムのデータから得ら
れた結果です。

SCIを持つ人は、人口全体と比較して肺炎の死亡率が5倍です。複数の研究によると、
脊髄損傷の経験者は、心臓麻痺または発作が起こった場合の死亡率が2倍に上り、SCI患
者の死亡の4分の1は、冠動脈疾患が要因です。SCI患者では、糖尿病と肥満の割合が高く、
身体活動のレベルが低く、身体の組成が変化していることがリスクを押し上げています。
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ます。200万人が、入院前には罹患していなかった感染症を入院先で
発症しています。医療過誤で亡くなる人の数は、年間10万人を数えま
す。「これらの数字は、特に脊髄機能障害の患者と関連があります。脊
髄機能障害の患者は、過剰投薬されやすく、致命的な感染症のリスク
が高く、入院期間が長くなりがちだからです」と博士は説明します。
代替医療は、厳格な臨床試験によって検証されていないことを

懸念する声も聞かれます。確かに、代替医療は、高度な証拠に裏打ち
されているわけではありません。しかし、ジョンソン博士によると、医
師の診療技術のうち、科学的に証明されているものは10～20%に過
ぎません。「従来の医療も代替医療も、そのほとんどは使用と経験の
歴史に基づいています」と博士は言います。以下では、主要な代替医
療をいくつか紹介します。
鍼治療：感覚機能、腸や膀胱の機能を改善すると言われていま

す。またMS患者の筋肉のけいれん、視力、睡眠、性的機能、膀胱の制
御が向上する可能性があります。
気功：脊髄中心の痛みを緩和する可能性があります。
アーユルベーダ：インドの古代ホリスティック医学では、全人的

な健康維持と疾患予防を試みます。損傷を負った後は、損傷の種類を
問わず、ターメリック、黒コショウ、ショウガ、コリアンダー、フェンネル、
リコリスなど、解毒のための特定のスパイスが処方されます。
ハーブ療法：ハーブの中には、特に神経系を強化し、その働きを

促進するものが数多くあります。タツナミソウ（ミント科）の新鮮抽出
物は、神経炎症を軽減すると言われています。ミルキー・オーツ（オー
ツ麦の未熟な種子）で作ったチンキ剤は、神経のミエリン鞘を再生す
る可能性があります。ハナウド（パセリ科のよく見られる雑草）で作っ
た外用薬は、損傷した神経を治療して再生を促す南西ヒスパニック
の伝統的治療薬です。
アロマセラピー：エッセンシャル・オイルは、呼吸器感染症の予

防、粘液の排出、うつの治療、睡眠導入に使用されます。エッセンシャ
ル・オイルは安価で、副作用がありません。

磁石：循環を高め、怪我の治癒を促進し、手根管症候群を軽減す
ると言われています。
エドガー・ケイシー：この米国で最も有名な直感的医療の実践者

は、多発性硬化症の主因を金（きん）の不足だと考えていました。ケイ
シーの治療では、2つの電気療法装置、湿電池、および電動装置を介
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して金振動エネルギーを患者に適用しました。ケイシーのSCIに関す
る助言でも、金振動エネルギーの使用が強調されました。
詳細については、www.healingtherapies.info および 全米補完代

替医療センター（National Center for Complementary and Alternative 
Medicine、 http://nccam.nih.gov）を参照してください。
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マインドフルネス、瞑想、祈り

マインドフルネスとは、頭から雑念を払う訓練です。マインドフルな状態とは、すべ
てを行い、すべてに対応し、すべてを解決するのではなく、じっと座り、その一瞬に

起こっていることに集中します。このとき、言葉や思考で把握するのではなく、判断や意
見をはさまずに、意識を集中して全力で聞きます。思考や感情を観察しますが、それらを
判断することなく生じるに任せます。
マインドフルネス瞑想は難しいものではありません。正しい方法や誤った方法という

ものはありませんが、心を静める練習を長時間行う必要があります。瞑想中に心が揺れ
動いても問題ありません。思考に集中し、思考が流れるに任せます。
最初は1日に10～20分程度、瞑想の時間を確保します。特別な用具は必要ありませ

ん。費用も不要です。必要なのは静かな場所だけです。多くの人は目を閉じますが、たと
えばろうそくのようなものをじっと見つめるという方法でも構いません。炎に意識を集中
させることで、容易に雑念を払える可能性があります。
大切なのは、自分の意識を集中させることです。これによって、ストレスや不安の原因

となる多くの雑事から心を解放するのに役立ちます。特定の対象物や画像、マントラに
意識を集中させます。瞑想を開始する1つの方法は、呼吸に意識を集中させることです。

呼吸に意識を集中しながらゆっくりと息を吸って吐
き、リラックスします。意識が揺れ動いたら、呼吸に意
識を集中して集中力を取り戻します。
瞑想のスキルが向上したら、緊張を消し去るとこ

ろを意識的にイメージします。まず頭から、まぶた、
肩、指、そしてゆっくりとつま先に移動して緊張を解
いていきます。呼吸しながら、身体のすべての筋肉、
すべての部分をリラックスさせます。
祈りは、瞑想の最もよく知られた例であり、広く実

行されている例です。人によっては、意識を集中し、リラックスし、静めるために、宗教的
なマントラを使用することもあります。

 瞑想の臨床効果については、現在、研究が進んでいます。マインドフルネスは、不安
や痛み、うつの軽減、気分や自尊心の向上、ストレスの緩和など、さまざまな身体的症状
や心理的症状への対処に役立つ方法として多くの医療施設で指導されています。瞑想
は、創造性の向上や業績の改善のために使用されることもあります。
全米補完代替医療センター（National Center for Complementary and Alternative 

Medicine）の詳細については、http://nccam.nih.gov/health/meditation/overview.htm

を参照してください。
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フィットネスと運動
運動は、今すぐ始めることが大切です。フィットネス・プログラムはい
つ始めても遅くありません。運動は頭と身体によい影響を及ぼし、身
体の機能に関係なく、ほとんど誰でも行えます。鍛えぬいた逞しい身
体を作るという目的で運動する人もいれば、体力を付けて持久力とス
タミナを高めたり、関節の緊張を解きほぐして柔軟性を拡大したりす
るためや、ストレスの軽減、安眠、単にいい気分を味わうために運動
する人もいます。
麻痺者にとっても、運動が良いことは疑う余地がありません。運

動は、心臓疾患、糖尿病、褥瘡、手根管症候群、閉塞性肺疾患、高血
圧、尿路感染症、呼吸器疾患などの2次的症状を予防します。研究で
は、エアロビック運動プログラムに参加した多発性硬化症患者は、心
臓血管の健康状態が良く、膀胱と腸の機能が高く、疲労感やうつが少
なく、積極的な態度を示し、社会活動への参加の度合いが高いという
結果が得られています。

2002年、クリストファー・リーブは、受傷から7年を経過して、身体
の運動と感覚に多少の回復が見られたことを世界に実証しました。リ
ーブの回復はこれらの医学的予測を覆すものであり、彼の日常生活
に大きな影響をもたらしました。リーブは、彼の機能回復は精力的に
身体を動かした結果であると信じていました。彼は怪我をした年から
運動を始めました。5年後、彼が初めて意識的に人差し指を動かせる
と気づいた時点で、セントルイスのワシントン大学で、ジョン・マクド
ナルド医師の監督下で集中運動プログラムを開始しました。マクドナ
ルド医師は、こうした運動によって眠っていた神経経路を起こし、回復
につながったのではないかと考えています。
リーブは、腕、大腿四頭筋、ハムストリング筋などの筋肉群の筋肉

量を増やすため、日常的に電気刺激を行っていました。機能的電気刺
激（FES）バイクに乗り、自発呼吸トレーニングをし、アクアセラピーに
参加しました。1998年と1999年に、リーブは、機能的歩行を促進するト
レッドミル（ロコモーター）・トレーニングを実施しました。FESバイク・
エルゴメーターについては、下の説明を参照してください。ロコモー
ター・トレーニングについては、100～101ページを参照してください。
すべての人が運動によって機能が回復すると期待できるわけで

はありませんし、また期待すべきでもありません。しかし運動をするこ
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とには、もう1つの大きな利点があります。運動は知力の衰えを防止
し、脳の健康を維持する効果があります。神経科学研究の成果は、運
動が脳細胞の増加を促進し、退行性の疾患を阻止し、記憶力を高め
ることを証明しています。人間を対象とした複数の研究が、運動が注
意力を高め、明晰な思考を促すことを示しています。
それが何であれ、運動する気を起こさせる動機はすべて望まし

いものです。肥満の解消から始めるのも良いでしょう。米国では、肥満
が蔓延しています。障害者は、全般的な活動レベルの低下に加え、代
謝が変化し筋肉量が減少するので、脂肪が付きやすくなります。
余分な体重を落とすことには、もっともな理由があります。車椅子

の生活をしている人は、腕に多くのストレスがかかるために、肩の痛
みや関節の衰弱、場合によっては肩の回旋腱板の破断があることが
研究の結果判明しています。車椅子にかかる体重が増えると、肩の負
担が大きくなります。また体重が増えると、皮膚のリスクも大きくなり
ます。体重が増えると皮膚に湿気がたまるため、褥瘡ができやすくな
ります。胴体のコントロール機能の喪失、筋肉の短縮または衰弱、骨
密度の低下、呼吸の非効率性も活動量を低下させる原因です。
しかし麻痺者は、このようなメッセージに耳を傾けない傾向が

あります。スポーツに関する大統領諮問機関（President’s Council on 
Physical Fitness and Sports）によると、障害者は、健常者と比べて、定期
的に適度な運動を行うことに消極的です。一般に言えることですが、
運動の最も「厄介な」部分は、フィットネス・プログラムからの離脱を
防ぐことです。
健康増進が目的であれば、激しい運動を行う必要はありません。

運動選手のようなトレーニングは不要です。適度な運動を、できれば
毎日行う方が、健康増進には効果的です。強度の低い活動を長時間
行っても（30～40分間車椅子で移動する）、激しい運動を短時間行っ
ても（20分間車椅子バスケットボールをする）、同じように十分な運動
量を得られます。
運動量の多い方が健康増進に役立ちます。定期的に、長時間の

運動または集中的な運動を行うことのできる人の方が、より大きな恩
恵を受けることができます。運動する習慣のない人が、運動プログラ
ムを開始する場合、短時間（5～10分）の運動から始めて、徐々に目的
の運動量まで増やしていくとよいでしょう。



健康管理

|  クリストファー・アンド・デイナ・リーブ財団157

随意運動ができない麻痺者の場合は、機能電気刺激（FES）によ
って筋肉量が増加し、循環と代謝が改善され、場合によっては筋肉線
維の組成を改造できることが事実として示されています。マイアミ麻
痺治癒プロジェクト（Miami Project to Cure Paralysis）のチームによる
と、FESバイクは四肢麻痺患者の委縮した心筋を回復させます。FESは
効果がありますが、利用できる場所は限られており、誰にでも有効な
わけではありません。詳細については、以下を参照してください。また
医師と相談してください。
フィットネスは現実的な目標を掲げ、プログラムに沿って行って

ください。痛みを覚えたり、不快感、嘔吐感、めまい、立ちくらみ、胸の
痛み、動悸、息切れ、手汗を感じたりした場合は、運動を中止します。

フィットネスはそれ自体が治療法です。母のラキータ・コンウェイと、かつては電動
車椅子が手放せなかった息子のアーロン・ベイカーは、「人間は可能性は誰も予
測できない」と言います。アーロンのこれからの回復を促進するため、彼とその母
はトレーナーのテイラー・アイザックスとチームを組みました。そして、この3人は後
に、ロサンジェルス地区のスペシャリティ・ジム、CORE（www.corecenters.info）を設
立したのです。
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常に水分補給に注意してください。麻痺者が新しい運動プログラムを
始めるときは、事前に医師に相談する必要があります。運動量が多す
ぎても少なすぎても、効率的ではありません。たとえば、多発性硬化
症患者の場合、運動を行うと臓血管機能障害と呼ばれる症状が起き
て血圧が降下することがあります。また、運動によって身体が温まる
ため、熱に敏感な症状の患者（特に、MSの患者など）は、疲労感や平
衡機能の障害、視覚の変化が起こることがあります。必要に応じて、冷
却材（冷却ベスト、アイスパックなど）を使用してください。	
www.steelevest.comまたはwww.coolsport.net

出典：
国立保健センター身体活動および障害部門、プレジデンツ・カウンシ
ル・オン・フィジカル・フィットネス・アンド・スポーツ、全米多発性硬化
症協会、クレイグ病院、米国退役軍人マヒ者協会

ɶɶ リソースへのリンク：

国立保健センター身体活動および障害部門（NCHPAD)
は、フィットネス、運動、レクリエーションに関するリソ
ースを提供しています。健康増進を決心したら、まず
NCHPADのリソースを確認することをお勧めします。フ
リーダイヤル1-800-900-3086、www.nchpad.org

クリーブランドFESセンター（Cleveland FES Center）は、麻
痺者の身体機能回復のための技術の向上を促進して
います。FES情報センター（FES Information Center）を
主催しています。216-231-3257、http://fescenter.org



健康管理

|  クリストファー・アンド・デイナ・リーブ財団159

FESバイク
機能的電気刺激（FES）は、麻痺者の身体の筋肉に、低レベルの電流
を流す補助器具です。必要に応じて皮膚に電極を装着するか、皮膚
の下に電極を埋め込みます。FESは、電気の力で脚を動かし、それに
よってエルゴメーターと呼ばれるエアロバイクのペダルを動かしま
す。FESシステムはFDAによって承認され、肩をすくめる動作を使って
手の握力を回復させる装置が四肢麻痺者向けに市販されました（非
常に効果的で、手を使えるようになった患者は喜びましたが、この会
社は倒産しました）。FESはこれまで、立つことや呼吸すること、咳、排
尿を容易にするために使用されてきました。

FESバイクは、商品として最も進化した形状の機器です。古くは
1980年代から、麻痺者に運動を促すための優れた方法として市販さ
れています。FESは筋肉量を増やし、心臓や肺に良い影響を与えます。
また骨の強度や免疫系の強化にも役立つと考えられています。FESシ
ステムは、ブレース使用者の歩行補助にも使用されています。FESを
はじめとする運動は、あらゆる面での健康と幸福を向上させます。FES
を使用した運動は、回復にも役立つのでしょうか。

Restorative Therapies, Inc.社製RT300 
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ボルチモアにあるケネディ・クリーガー研究所国際脊髄損傷セン
ターの所長であるジョン・マクドナルド博士は、FESが麻痺者の機能の
回復に役立つと考えています。「非常に症状が重い麻痺者を含め、麻
痺者の大部分で目覚ましい機能の自然治癒が見られました」と博士
は語っています。
マクドナルド博士は、この方法の効果に確信を持っているよう

で、Restorative Therapies, Inc.（www.restorative-therapies.com）という会
社の設立に手を貸しました。RTバイク、RT300（腕のFESにも利用可能）
は、業界初のFESバイクであるErgys（www.musclepower.com）の競合製
品です。RTの主な改良点は、小型化と、車椅子から移動する必要がな
い点です。いずれも1万5,000ドル強で、一部の保険会社はFESの費用
を償還しています。これまでのところ、メディケアはFESバイクの保険
適用を認めていません。
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ジェン・フレンチ：神経テクノロジー

ニューロテクノロジーは、単なる電気刺激ではありません。それは、人間の神経系と
相互に作用する医療機器や治療法を含むカテゴリ全体を指します。ニューロテク

ノロジーは、意義のある機能の提供から、特定の症状の治療、治療の補完までさまざま
な方法で使用できます。装置は、たとえば皮膚表面など身体の外部から適用することも、
手術によって植え込むこともできます。麻痺に関しては、以下のような多様なオプション
が用意されています。
•	 呼吸、咳、呼吸器系
•	 手、腕、肩のシステム
•	 膀胱および腸の制御
•	 痙性管理または疼痛管理
•	 褥瘡予防および傷の治療
•	 直立および歩行システム
•	 運動およびリハビリテーション・システム

リハビリ・プロセスの拡張や一般的な2次的症状の治
療を検討する場合、1つの選択肢としてニューロテクノロ
ジーの使用が考えられます。プログラムを開始する前に、
まず対象のテクノロジーについて知識を得た後、訓練を
受けた医療専門家に相談することが重要です。
私は1998年にスノーボード事故で脊髄を損傷して以

来、ニューロテクノロジーを利用してきました。上肢のリハ
ビリの補助として表面電気刺激を使用し、リハビリ・プロ
セスの初期の運動として、FESバイクを使用しました。その
後、クリーブランドFESセンターで、下肢に実験的な電極を
植え込みました。このシステムは、筋萎縮や褥瘡など、一
般的な2次的症状の対策として効果を発揮していますま
た日常的な作業にも使用しています。車椅子に座った状
態でこれを使用することで体幹を制御でき、また手動式
の車椅子を押すための補助としても使用できます。車椅

子から立ち上がることができるので、高いところのものを取ったり、難しい移動を行った
りすることはもちろん、スタンディング・オベーションに参加したり、自分たちの結婚式で
バージンロードを歩いたりすることができました。時間をかけてニューロテクノロジーに
ついて知り、ご自身に合った使い方を検討してみてください。

www.neurotechnetwork.org    —ジェン・フレンチ

ジェン・フレンチとJP・ク
レニュー、2012年パラリ
ンピック、セーリング銀メ
ダリスト
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栄養摂取
健康のためには適切な栄養摂取が必要であることは、誰もが理解し
ています（少なくとも理解されている必要があります）。食物は、物の
見方や感じ方、身体の機能に影響を及ぼします。正しい食事によって、
エネルギーが供給され、免疫系が強化され、適切な体重を維持でき、
すべての体組織が協調して機能します。逆に不健康な食事をしている
と、体重の増加、糖尿病、心臓疾患、がん、その他の「文明病」を患う可
能性があります。
麻痺を持つ人にとって、正しい食事はより重要です。外傷または

疾患の後には身体に変化が起きるため、栄養が健康維持において果
たす役割を理解することがこれまで以上に重要になります。
脊髄損傷を負うと、ほとんどの人はいくらか体重が減少します。身

体を修復するためにエネルギーと栄養素が使用されるため、受傷す
ると身体にストレスがかかります。ストレスによって代謝率が上昇し、
体内でカロリーが速く燃焼するようになります。さらに、受傷して日が
浅い患者の多くは、通常の食物を摂取できません。そして筋肉の退化
に伴って体重が減少する状態が約1か月続きます。この時期を過ぎる
と、今度は低体重ではなく、体重過多が問題となります。SCIを持つ人
は、総じて活動量が少ないため、カロリーが燃焼しにくくなります。こ
のことは、肥満につながります。
脊髄損傷を持つ人は、障害のない人に比べて、心臓疾患と糖尿

病という食事に関連する2つの疾患にかかりやすくなります。これは
血液化学が損なわれて、インシュリン耐性が高くなりすぎるためです
が、そうなる理由はまだ解明されていません（これにより、エネルギー
を体組織に運ぶホルモンであるインシュリンが、体内で大量に産生
されるようになります。このことは、糖尿病につながります）。その一方
で、「悪玉」コレステロールとトリグリセリドが過多になり、「善玉」コレ
ステロールが不足します。

SCIを持つ人の代謝プロフィールを管理するための明確なガイドラ
インは存在しません。したがって、ここで言えることは、何ごともほどほど
のライフスタイルを保ち、過食を避け、適度な運動と禁煙を心掛け、太り
過ぎないように注意するといった一般的なアドバイスに留まります。
一部の患者にとって、何を食べるかだけでなく、食物の提供の仕

方が問題になります。筋萎縮性側索硬化症をはじめとする、嚥下が困
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難な症状を持つ患者に提供する食事は、食物の堅さや食感を管理す
る必要があります。あまり噛まずに呑み込めるように、食物は柔らか
いものを小さく切って供する必要があります。しかし、食べ物や飲み
物の粘性が低すぎると、水分が気道から肺に入って咳を誘発するこ
とがあります。食物に含まれている水分が少なすぎる場合（トースト
など）は、喉を刺激して咳を誘発しやすくなります。この問題は、たい
ていの場合、バターやジャムなどを添えることで解決します。食べや
すい食物には、カスタード・クリーム、シャーベット、プリン、プレーン・
ヨーグルト、缶詰の果物、アップル・ソース、耳なしのバター・トースト、
鶏もも肉、鮭、濃いスープ、スクランブルド・エッグ、マッシュ・ポテトな
どがあります。極度に辛い食物や酸っぱい食物、柔らかいパン、クッキ
ー、クラッカー、ドライ・シリアル、グラハム・クラッカー、ピーナッツ・バ
ター、レタス、セロリ、米、または皮や種が付いた果物や野菜（豆類、ト
ウモロコシ、リンゴ、ベリー類）は避けてください。
腸管理は、食事と直接的に関係します。腸の筋肉運動を制御する

脳からのメッセージが機能しないため、腸管系の中で食物を移動さ
せることが困難です。そのため毎日25～35gの食物繊維と多くの水分
を毎日摂取する高繊維食が推奨されます。25～35gの食物繊維という
のは、確かに大量です。これを食物から摂取するには、野菜、果物、ナ
ッツ類、ポップコーンを食べるのが効率的です。メタムシルなどのサ
プリメントを利用する人もいます。脂肪分の多い食事は避けてくださ
い。脂肪は腸管系内を容易に移動できないからです。
疾患によって麻痺となった一部の人々にとって、食事と栄養がほ

とんど宗教的な問題になっている場合があります。しかし当然のこと
ながら、若干の混乱と議論がないわけではありません。たとえば、多
発性硬化症の患者向けの特別な食事療法には、多くの信奉者が存在
します。全米多発性硬化症協会は、標準の食品ピラミッド（米国農務
省が策定した栄養摂取に関するガイドライン）に基づき、さまざまな

SCIを持つ人の代謝プロフィールを管理するための明確なガイドライ
ンは存在しません。したがって、ここで言えることは、何ごともほどほど
のライフスタイルを保ち、過食を避け、適度な運動と禁煙を心掛け、太
り過ぎないように注意するといった一般的なアドバイスに留まります。
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穀物、果物、野菜を含む低脂肪、高炭水化物プログラムを推奨してい
ます。これに対し、50年近く前にオレゴンの医師が提唱したスワンク
MS食事療法では、脂肪と乳製品を徹底的に排した食事を毎日続けま
す。ロイ・スワンクは、動物性脂肪をカットすることで、彼のMS患者の
再発の頻度と重大度が軽減したと主張し、この食事法こそ、すべての
MS患者にとって重要な最初の一歩だと述べています。

1950年代にアカデミー賞にノミネートされた脚本家、ロジャー・
マクダガルは、MSの重症患者でした。脚は麻痺し、ほとんど目が見え
ず、声を出すことができませんでした。しかし高タンパク、低炭水化物
の食事療法（後にパレオ・ダイエットと呼ばれる食事療法）を使用した
結果、症状が全快したとマクダガルは言います。「私の病気は治癒し
たわけではありません。単に寛解しているだけです。しかし、この寛解
は、自分が誘導したものだと確信しています。」マクダガルの食事療法
の前提には、1万年前に農業が始まるまで、人類はすべて狩猟採集生
活をしていて、天然の肉やナッツ、ベリーなどを食べていたため、今で
も現代的な農業から得られる加工食品を処理できるほど身体が進化
しておらず、小麦やその他のグルテン、精糖、脂肪分の多い肉など、特
定の種類の食物に対してアレルギー反応を起こすことがあるという
考えがあります。マクダガルの考えでは、このようなアレルギーが、MS
や関節炎などの自己免疫疾患につながっており、それに対する答え
が、穴居人（旧石器時代の人々）と同じ食生活をすること、または少な
くとも散発的に食事をとることなのです。最新流行の食事療法は、5日
間好きな物を好きなだけ食べ、2日間断食するという方法です。これ
はおそらく、ネズミや虫など非常に小食な動物は、通常の食物を取っ
ている動物より長生きするという科学的な知識を根拠としているので
しょう。人間にも同じ理屈が当てはまる可能性があります。摂取カロリ
ーと食事のパターンを注意深く管理していれば、健康を維持し、長生
きできると考えられます。どのような方法であれ、食事療法や断食を
始める前に、必ず担当の医療チームに相談してください。
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出典：
脊髄損傷情報ネットワーク、老化および脊髄損傷に関するリハビリテ
ーション研究トレーニング・センター

ɶɶ リソースへのリンク：

Nutrition.govは、疾患や活動との関連を含めた、食事療
法と食物に関するリソースです。www.nutrition.gov

国立衛生研究所（National Institutes of Health）：栄養補助
食品室（Office of Dietary Supplements）は、栄養サプリ
メントに関する信頼性の高い情報を提供しています。	
www.ods.od.nih.gov
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麻痺者の食事に関する注意事項

褥瘡（床ずれ）：褥瘡ができている場合は、タンパク質、ビタミン、ミネラルが豊富な
食事を取る必要があります。

腎臓結石または膀胱結石：脊髄機能障害がある場合、結石ができやすくなることがあ
ります。ビール、コーヒー、ココア、コーラなどの飲み物を取ると、尿中にカルシウム結晶
が形成されやすくなります。乳製品（牛乳、チーズ、ヨーグルト、アイス・クリーム）もトラブ
ルにつながります。腎臓結石や膀胱結石を予防するには、水分を多く摂取することが重
要です。

尿路感染症：炭酸飲料（ソーダ）、オレンジ・ジュース、グレープフルーツ・ジュースによ
って尿がアルカリに傾き、最近の温床となって尿路感染症が起こることがあります。

体重管理：米国全土で肥満が蔓延しており、障害者も例外ではありません。太りすぎる
と動きにくくなり、姿勢の維持や平衡機能が低下します。移動が困難になり、褥瘡のリス
クが高くなります。痩せ過ぎにも危険があります。感染症と褥瘡のリスクが高くなり、体力
が落ちて疲れやすくなります。

一般的なガイドライン：ほとんどの栄養学者は、標準の食品ピラミッドにかなり正確に
従っています（ほとんどのカロリーをパンやでんぷんなどの複合糖質で摂取し、乳製品を
多く取って砂糖と脂肪を避ける）。近年、多くの高タンパク質食事療法が人気を博したた
め、米国人の食事習慣の基盤が揺らいでいます。一般に広まっている定説に反して、炭水
化物もまた肥満、糖尿病、心臓病に悪影響を及ぼすという研究結果もあります。しかしな
がら、一般的なリハビリ・プログラムでは、通常、合計摂取カロリーの50～60%を炭水化物

で摂取し、20%をタンパク質で
摂取するように推奨されてい
ます。
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タンパク質：身体の動きが制限
されている人は、組織や筋肉の損傷
を予防するために、通常よりもタン
パク質を多く含む食事を取る必要
があります。少なくとも、4オンス（約
454g）の高タンパク質の食物を1日2

杯摂取する必要があり、褥瘡ができ
ている場合は、それ以上のタンパク
質が必要です。

食物繊維：正常な腸機能を促進
し、便秘や下痢を予防するため、全
粒パンやシリアル、生の果物や生
野菜、生のナッツやシード・ミックスとドライ・フルーツ、およびピーナッツ・バターの摂
取が推奨されています。

水分：脱水症状を予防し、腎臓と膀胱の不要物を排出するために、多くの水を取る必
要があります。

ミネラルとビタミン：果物と野菜は、ビタミンAとビタミンB群を豊富に含んでいます。ビ
タミンCと亜鉛のサプリメントを余分に取ると、皮膚の健康維持に役立つという複数の研
究結果があります。

抗酸素ビタミン：身体細胞を損傷する活性酸素を消失させます。慢性神経疾患を持つ
人々の多くが、ビタミンA（ベータ・カロチン）、C、Eを含有するサプリメントを取っていま
す。これらのビタミンは、果物や野菜に多く含まれています。また、グレープ・シード抽出
物、コエンザイムQ10、ピクノジェノールにも豊富に含まれています。

ビタミン D：あまり日光に当たらない場合は、サプリメントの使用をお勧めします。ビタ
ミンDと多発性硬化症の関係を示すデータとして、赤道から離れて暮らす人ほど、MSのリ
スクが高いという結果が出ています。
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性的健康
男性の性的健康
麻痺は、男性のセクシュアリティに身体的にも心理的にも影響を及ぼ
します。彼らは、「これから先、性行為ができるのか」、それとも性的な
喜びは過去のものになってしまったのかと悩みます。もう子供を持つ
ことができなくなり、妻や恋人にとって魅力がない存在となってしまっ
て、逃げられるのではないかと心配しています。疾患や受傷の後、男
性がしばしば性的関係や性行為における変化に立ち向かなければ
ならないことは事実です。感情的な変化はもとより、こうした変化が性
機能に影響を与えることがあります。
麻痺状態となってしまった後には、勃起は最大の問題です。通

常、男性の勃起には、心因性勃起と反射性勃起の2種類があります。心
因性勃起は、性的なことを考えたり、刺激的なことを見たり聞いたりす
ることによって起こります。脳は、このような官能的なメッセージを脊
髄のT10～L2レベルにつながっている神経を介して伝達し、それがペ
ニスに中継されて勃起が起こります。心因性勃起の能力は、麻痺のレ
ベルや度合に左右されます。通常、下位レベルの不完全損傷の場合
は、上位レベルの不完全損傷の場合より、心因性勃起が起こる可能性
が高くなります。完全麻痺の男性では、心因性勃起が起こる可能性は
低くなります。
反射性勃起は、ペニスやその他の性感帯（耳、乳首、首）に直接触

れたときに起こります。反射的勃起は不随意で、性的な考えや刺激的
な考えがなくても起こります。男性の反射的勃起を制御する神経は脊
髄の仙骨部（S2～S4）にあります。S2～S4の経路に損傷がない限り、麻
痺を持つ男性のほとんどは、反射性勃起が起こります。
一部のSCI患者では、痙性が性行為を妨げることが知られていま

す。性器を刺激すると痙性が亢進しやすく、自律神経過反射が起こる
ことがあるので、性行為を一時的に停止する必要があります。また、射
精後最大24時間は、痙性が減少することが報告されています。
しかし、射精は2番目に重要な問題に過ぎません。研究によると、

下位レベルの不完全損傷の場合は70%の男性に射精が起こり、下位
レベルの完全損傷の場合も17%に射精が起こります。上位レベルの
不完全損傷の場合は約30%の男性に射精が起こります。上位レベル
の完全損傷の場合、射精はほとんど起こりません。
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麻痺を持った男性の多くは勃起しますが、堅さが十分でない、ま
たは持続しないために十分な性交に至らないことがあります。この状
態は勃起不全（ED）と呼ばれます。勃起不全（ED）の治療には各種の
方法や製品（錠剤、ペレット、注射、インプラント）がありますが、麻痺
者の場合、これらの使用に関しては特別な懸念や問題が伴うことがあ
ります。個別の症状によって異なるので、これらの治療法についての
正確な情報は、医師または泌尿器科医と相談することが重要です。
研究および麻痺を持つ複数の男性の報告によると、バイアグラ、

シアリス、レビトラは、損傷部分がT6～L5のEDのほとんどの男性で、
勃起の質と性生活の満足度を大幅に改善します。低血圧または高血
圧、あるいは血管疾患を持つ男性は、これらの薬品を服用してはなり
ません。またED薬と併用できない薬物もあります。特に自律神経科反
射が起こりやすい場合は、処方医師に相談してください。

陰茎注射療法では、ペニスに薬物（パ
パベリンやアルプロスタジル）または混合
薬物を注射します。これにより、年齢やED
の原因に関係なく、80%の男性で性交に
十分な堅い勃起が１～2時間持続します。
これらの薬物は、使い方を誤ると、長時間
の勃起によってペニスの組織を損傷する
持続勃起症を引き起こすことがあります。
また、注射によるあざや傷、感染を起こす
ことがあります。注射による勃起は、手の
働きに制限がある人には使いにくい方法
です。
ミュース（MUSE：medicated urethral 

system erection）という方法では、薬物（アルプロスタジル、陰茎注射
療法で使用されるのと同じ薬物）を含むペレットを尿道に入れて、周
囲の組織の充血を促進します。尿道内への薬物の注入は、一般にSCI
の男性に効果がないため、ほとんど処方されることはありません。
薬物を使用せずに、吸引ポンプによって勃起を促す方法もあり

ます。ペニスをシリンダーに入れて空気を吸い出すことにより、血液
がペニスの勃起組織に流れ込みます。ペニスの根本にコムバンドを
巻き付けるとペニスの堅さが維持できます。皮膚炎や皮膚の損傷を
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避けるため、性交後には必ずバンドを取り外すことが重要です。電池
式の吸引モデルも販売されています。堅さが長時間持続しないこと
と、自発的勃起でないことが、望ましくない副作用です。詳細について
は、http://postvac.comを参照してください。
別の選択肢として陰茎補綴術がありますが、永続的であり、手術

が必要で、勃起組織にインプラントを直接埋め込むので、多くの場合
最後の手段として使用されます。インプラントには、半硬体または可撓
ペニス、膨張式器具など、さまざまな種類があります。一般に、この手
術による場合、ペニスが自発的勃起ほど堅くなりません。機械的な故
障のリスクがあり、インプラントによる感染症やインプラントが皮膚を
突き破って露出する危険性があります。インタビューを使用した研究
によると、67%の女性は、パートナーのEDに対するインプラント治療の
結果に満足しています。

オルガスム：SCIの男
性45人を6人の健常者の
対照群と比較した研究
では、不完全損傷の男性
の79%と完全損傷の男
性の28%が、実験環境で
オルガスムを得ました。
オルガスムの予測因子
は、損傷の完全／不完
全の別と受傷後のオル
ガスムの経験の有無で
した。

EDを持つ麻痺者の
男性は、薬物や補助具
を使用する前に、自身の
症状を把握している泌

尿器科医による徹底的な身体検査を受けてください。T6レベルより
も上位の脊髄損傷者の男性は、自律神経過反射（AD）の兆候に注意
する必要があります。ADの兆候には、顔面紅潮、頭痛、鼻づまり、視野
の変化があります。ADの詳細については、125ページを参照してくだ
さい。
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3番目の重要な問題は生殖能力です。麻痺を持った男性は、通常、
射精ができないために、子供の生物学的な父親になれる能力が変
化します。人によっては、射精が逆行することがあります。精液が逆方
向に流れ、膀胱に入ります。産生する精子の数は、通常、麻痺を負っ
た後、数か月から数年の間は減少しません。しかし、精子の運動性（動
き）は健常者の男性に比べて大幅に低下します。しかしながら、子供
の父親になる能力を高める方法はいくつか存在します。

バイブレーター法（PVS）は、家庭で射精するための安価で比較的
信頼性が高い方法です。バイブレーター法は、損傷部分がT10より上
位のSCIを持つ男性では、もっとも高い成功率を得られます。この目的
のために、さまざまなバイブレーターやマッサージ器が利用できま
す。一部のバイブレーターやマッサージ器は、皮膚に問題を生じさせ
ずに射精を誘発するために必要な出力と振動数を実現するように特
別に設計されています。詳細については、www.reflexonic.comを参照し
てください。

電気射精法（RPE）は、バイブレーター法が失敗した場合に利用
できるオプションです（ただし、この方法を行う技師のいる病院で行
われます）。RPEは、畜産で採用されている方法で、直腸に電極を挿入
し、きちんと測定された電気的刺激を与えて射精を起こさせます。電
気射精法は、一般に、精子のサンプルを取り出す安全で有効な方法
ですが、バイブレーターの刺激を使用する方が、電気射精法よりも精
子運動性の高いサンプルが得られます。

SCIの男性から採取した精子は、健康ではあるが動きが悪く、強さ
が十分でないために卵子に侵入できません。これらの精子は動きが
鈍いため、少しハイテクな補助をする必要があります。SCIを持つ男性
は、専門のクリニックでケアを受けられれば、生物学的な父親になれ
る十分な可能性があります。最近、卵細胞質内精子注入法（ICSI）が発
達し、成熟した精子1個を卵母細胞（卵子）に直接注入することによっ
て受胎が成功しています。

PVSやRPEによって精子を採取できない場合は、簡単な手術で睾
丸から精子を取り出すことができます。
成功事例は数多く存在しますが、ハイテク補助授精は容易な方

法ではありません。精神的に疲弊し、また、非常に高価です。詳細や選
択できる治療法などについては、麻痺に関する経験が豊富な受精の
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専門家に相談してください。不妊問題に取り組んでいるカップルの中
には（精子バンクから）精子の提供を受けて受胎する事に成功してい
る人々もいます。養子を迎えるという有意義な選択肢も検討してみて
ください。

脳卒中後のセックス：心臓病や脳梗卒、手術は、満足できる性生
活の終焉を意味するわけではありません。回復の第1段階が終了した
後で、以前と同様にセックスを楽しむことは、非常にすばらしいことで
す。セックスを再開すると心臓発作や脳梗塞や突然死が引き起こされ
るというのは、正しくありません。また、能力に関する不安から性欲や
性能力が著しく減退することもあります。脳梗塞患者は、回復後にう
つ状態を経験することがありますが、これはまったく正常なことであ
り、85%の人は3ヶ月以内にうつ状態から回復します。
もちろん、男性は疾患や怪我で麻痺となった後でも、パートナー

とのロマンチックで親密な関係を継続したり、新たに性的な関係を
始めることもできます。大切なのはパートナーとのコミュニケーション
です。以前との肉体的な変化を両方が理解することは大切ですが、お
互いの感情について話し合うことも同じくらい重要です。そのような
コミュニケーションがあってこそ、ロマンチックで親密な関係を維持
するさまざまな方法を探して試すことができるのです。
腕や手の機能が限られている場合、通常、性行為の前に介護者

に肉体的な援助を依頼する必要があります。衣服を脱ぐ、準備する、
身体の位置を整えるといった動作に援助が必要なことがあります。
多くのカップルが、オーラル・セックスを検討します。パートナー

同士が同意している限り、満足と喜びを感じると思う方法を取ること
に問題はありません。
麻痺を持つ男性のための補助具もあります。インティメートライ

ダー（IntimateRider）は、自然なグラインド動作ができるスイング・チェ
アです。これに座ることで、メーカーが「性的動作」と呼んでいる動き
が改善されます。インティメートライダーは、C6～C7を損傷した四肢
麻痺の男性向けに、脊髄損傷後の性生活を向上させます。この椅子
は少しの力で動き、性行為時に骨盤を突き出す動作を行うことがで
きます。www.intimaterider.com
最大の性器は脳だと言われていますが、自分の性的ペルソナ（相

手に対して演出したい自分）に大きな補正を施すのは、必ずしも簡単
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なことではありません。専門家によるカウンセリングが、麻痺後の健
全な関係の構築や継続に伴う、恐怖感や不安感を和らげる助けとな
ることもあります。またカップルがニーズや感情について話し合う健
全な方法についても、カウンセラーに相談することができます。

安全なセックス：性的感染症（STD）のリスクは、麻痺の前後でまっ
たく変わりありません。STDには、淋病、梅毒、ヘルペス、HIVウィルス感
染などが含まれ、男性不妊症、尿路感染症、骨盤感染症、おりもの、陰
部疣贅（散在性の丘疹）、AIDSなど、他の疾患を引き起こすことがあり
ます。STDを予防するには、殺精子ゲルの付いたコンドームを使用す
るのが最も効果的です。

出典：
米国泌尿器科学会、マイアミ大学医科大学院、クリーブランド・クリニ
ック

ɶɶ リソースへのリンク：

米国退役軍人マヒ者協会（Paralyzed Veterans of Amer-
ica）は、脊髄医学コンソーシアム（Consortium for 
Spinal Cord Medicine）への支援を通じて、性と生殖に
関する健康に関する権威ある臨床診療ガイドライン
を（無償で）提供しています。PVAの問い合わせ先：フ
リーダイヤル1-800-424-8200、またはwww.pva.orgで、
「Publications」、「Medical Guidelines」の順にクリック
してください。

脊髄損傷リハビリテーション・エビデンス（The Spinal Cord 
Injury Rehabilitation Evidence（SCIRE））は、カナダの
研究協力プロジェクトです。研究者、臨床医、消費者が
SCI後に関する研究成果を検討、評価し、それに基づ
く最良のリハビリテーションの確立に取り組んでいま
す。性についての詳細なセクションが用意されていま
す。www.scireproject.com
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女性の性的健康

麻痺自体は、女性の性的欲求や女性の性的表現の必要性には影響を
与えません。また子供を持つ能力にも影響はありません。一般的に、女
性の場合、麻痺が性的能力に及ぼす影響は男性ほどではありません。
女性の方が、性的役割への身体的適応が容易です。しかし、障害のな
い女性に比べると消極的な傾向が見られます。障害のある女性とない
女性では性機能に違いが見られますが、主な違いの原因は、障害を持
つ女性がパートナーを見つけにくいことにあります。両者の性的願望
のレベルは同じであっても、パートナーを持つ女性身体障害者の数が
少ないため、全般的に性的な活動レベルが低くなっています。
麻痺の後も、女性の性的活動を妨げる心理的変化はありません。

身体の位置の調整が問題になりますが、通常、対応が可能です。自律
神経過反射の危険はありますが、制御可能です。多くの女性が、膣筋
肉の制御能力を失います。膣潤滑を産生できない女性も少なくありま
せん。これらの問題はいずれも、脳から生殖部位への正常な神経信号
が遮断されているためだと考えられます。筋肉の制御能力の喪失には
対応策がありませんが、潤滑剤を補充することはもちろん可能です。
一般に膣潤滑は、性的に刺激的または官能的なものに対する心

理的（精神的）および反射的（身体的）な反応として起こります。女性の
膣潤滑は生理学的に男性の勃起に相当し、おそらく同じ制御の下に
あると考えられています。代用品が必要な場合には、KYゼリーなどの
水溶性潤滑剤を使用することができます。ワセリンは油性なのでお勧
めしません。
性欲減退は、麻痺を持つ女性に共通の現象です。実際、すべての

女性が性欲の減退を報告しています。しかしその一方で、脊髄損傷を
持つ複数の女性を対象とした臨床試験では、ほとんどすべての女性
が薬物の刺激による性的興奮を報告しました。一部の女性では、性行
為時の膣潤滑と性感が高まりました。
多発性硬化症など、一部の麻痺疾患では、認知面の問題によって

性的能力が損われることがあります。記憶が長続きせず、集中力を失
っている場合、性行為中に気持ちがそれてパートナーを落胆させるこ
とがあります。この問題に正面から向き合い、必要な心理的、医療的
治療を受けるには、愛と忍耐、そして多くのコミュニケーションが必要
です。
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麻痺のある女性の多くは、親密な時間の最中に、腸や膀胱のア
クシデントが起こることを恐れています。アクシデントの可能性を減
少させるには、多くの方法があります。まず、性行為が考えらえる場
合、あらかじめ水分の窃取を控えておきます。間欠的カテーテル法
を使用している場合は、性行為の前に膀胱を空にする必要がありま
す。恥骨上カテーテルまたはフォーリー・カテーテルを使用している
場合は、カテーテルのチューブが邪魔にならないように、太ももま
たは腹部にテープで留めておきます。フォーリーは性行為の間もそ
のまま装着しておくことができます。男性は（あるいは女性であって
も）あまり知らないことですが、尿道（尿の排出口）は膣とは別だか
らです。
腸のアクシデントを防ぐ最良の方法は、規則正しい排便プログラ

ムを確立することです。性行為の直前には、食事を避けることをお勧
めします。十分なコミュニケーションがあれば、万一、膀胱や腸のアク
シデントがあっても実りの多い性生活が壊れることはありません。
オルガスム：性的な成功は、よくパートナーがオルガスムを得た

かどうかという誤った基準で判断されます。麻痺を持つ女性は、類似
の機能レベルの男性と同様、骨盤神経感応がある程度残っていれば、
いわゆる正常オルガスムに達することができます。アラバマ大学バー
ミンハム医科大学院のマルカ・シプスキー博士は、麻痺を持つ女性
では、脳からの信号を必要としないオルガスム反射が維持されると
考えています。損傷部分がT5レベル以下の場合、神経障害のレベルと
関係なく、オルガスムを得る能力があると考えられます。シプスキー
博士の研究では、能力は残っているが生殖部位への接触を感じられ
ないため、本人がオルガスムを得る試みをあきらめていることが示さ
れています。
小規模な研究によると、SCIの女性

は、クリトリス真空吸引装置（Eros装置）
というFDA承認の女性のオルガスム不
全治療器を使用してオルガスムを得る
ことができます。この器具は、血流を増
加させてクリトリスを充血させます。こ
れにより膣潤滑を促進し、オルガスム
反応を高めます。
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一部の男性や女性では、訓練と思考の集中によって、「疑似オル
ガスムス」または「架空オルガスムス」を経験することができます。こ
れは身体の一部にある感覚を精神的に強化し、その感覚を性器に再
割り当てすることにより、性感を新たに割り当てます。
下肢麻痺や四肢麻痺で、出産可能年齢にいる女性は、通常、生理

サイクルを取り戻します。50%近くの女性は、負傷した後も、生理にま
ったく影響を受けません。妊娠は可能であり、一般に健康上のリスク
を伴いません。麻痺を持つほとんどの女性は、特定の妊娠合併症（尿
路感染症、褥瘡、痙性など）が起こる可能性はありますが、通常の経膣
分娩が可能です。損傷部分がT6より上位の場合、分娩中の自律神経
過反射（AD）が深刻なリスクとなります。また、骨盤部分の感覚を喪失
した女性では、陣痛が始まったことがわからないことがあります。
妊娠に伴うもう1つの潜在的リスクは、この疾患では、血管が血栓

によって詰まる血栓閉栓症の発症です。上位の胸部または頸部を損
傷した場合、妊娠または分娩がもたらす負荷によって呼吸機能に障
害が生じ、人工呼吸器の補助が必要になることがあります。
障害を持つ女性は、適切な医療サービスを受けない傾向が見ら

れます。たとえば、定期的な骨盤内診察は、必要性を意識しない、診察
台に上がるのが困難、障害の知識を持つ医師を見つけられないなど
の理由で敬遠します。医療従事者の中には、障害を持つ女性、特に重
度の障害を持つ女性は性行為を行わないという誤った想定に基づ
いて、これらの女性に対するSTDの検査や、骨盤内診察自体を行わな
いことがあります。残念なことに、本人が妊娠可能であるにもかかわ
らず、医療従事者が障害のある女性に対し、性行為を控え子供を持た
ないように勧めることすらあります。
乳房の健康:乳がんは女性の8人に1人が罹患する疾患です。障害

を持つ女性は、自分もその例外ではないことを自覚する必要がありま
す。乳がんのチェックは必須です。腕や手が不自由な場合は、チェック
の際に身体の位置を変えるか、付添人または家族の補助が必要なこ
とがあります。クリニックでは、車椅子で戸口に付けるのは簡単です。
障害者の患者に対して提供されるサービスやプログラムは、障害の
ない患者と同等である必要があります。
避妊：麻痺は通常、女性の生殖能力に影響を及ぼさないため、避

妊は重要です。特別な考慮を払う必要があります。経口避妊薬は血管
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の炎症や血栓を誘発することがあり、脊髄損傷を持つ女性ではこれら
のリスクが大きくなります。子宮内避妊器具は、麻痺を持つ女性が感
知できないために、合併症に気づかないことがあります。ペッサリー
や殺精子薬は、手が不自由な女性には使用が難しいでしょう。
麻痺になった後もセクシュアリティは失われません。柔軟な心と

頭でセクシュアリティを探求してください。

出典：
女性障害者リサーチセンター、スペイン・リハビリテーション・センタ
ー、米国退役軍人マヒ者協会
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ɶɶ リソースへのリンク：

女性障害者リサーチセンター（Center for Research on 
Women with Disabilities（CROWD））は、健康（生殖
およびセクシュアリティを含む）、老化、公民権、虐
待、自立した生活に関連する問題に取り組んでいま
す。CROWDは、障害を持つ女性が自分を信じ、自分の
身体の価値を信じ、誤った思い込みを廃し、答えを求
めることにより、障害を持つ女性の人生の選択肢を広
げ、地域社会に参加できるようにしたいと望んでいま
す。問い合わせ先：713-798-5782またはフリーダイヤ
ル1-800-44-CROWD、www.bcm.edu/crowd

子供を持つ障害者のための全米リソース・センタ
ー（National Resource Center for Parents with 
Disabilities）は、スルー・ザ・ルッキング・グラス
（Through the Looking Glass）が提供する出産と育児、
保育のための補装具、ネットワーク作り、支援に関す
るリソースです。問い合わせ先：フリーダイヤル	
1-800-644-2666、www.lookingglass.org

モバイルウィメン（MobileWomen）は、障害を持つ女性の
ためのインターネット・マガジンです。リーブ財団が
後援者に名を連ねているこのサイトでは、記事やリソ
ースのほか、経験や解決策を共有する場を提供して
います。www.mobilewomen.org
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「 私たちの目的は、麻痺者が可能な限り健康で、活動的で、
独立した状態を保つために必要なものを提供することです」 
—デイナ&クリストファー・リーブ




