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18トリソミーの子どもと家族

地域で暮らすこと



映画

「うまれる」

ご家族に使用目的を説明し、承諾のうえ写真を提供いただきました
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松本哲さん・直子さんご夫婦は、医
療によって、18トリソミーという
障害を持って産まれた虎大くんと出
会うことができました。

今年4月、虎大くんは中学生になり
ました。



18トリソミー児の症状

西恵理子・古庄知己，2020，「18トリソミー症候群」『小児科診療』83(9): 1177-1181．
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出生児 3,500人～8,500人に1人の頻度

性差 男児：女児＝1:3

症状

身体的特徴：手指の重なり、
先天性心疾患：心室中隔欠損、心房中隔欠損、動脈管開存
呼吸器系：横隔膜弛緩症、上気道閉塞、無呼吸発作
消化器系：食道閉鎖症、臍帯ヘルニア、鎖肛、胃食道逆流
泌尿器系：馬蹄腎、水腎症、鼠経ヘルニア
骨格系：関節拘縮、側彎症
その他：難聴、屈折異常、悪性腫瘍

長期
生存

10歳以上長期生存した子ども（男 1人、女 14人、年齢 10～21歳）

2004年18トリソミーの会（10歳 2人、12歳 1人、26歳 1人）
➢ 現在、在宅移行が進み、10歳以上の児は増加傾向にあると思われる。



18トリソミー児の予後

西恵理子・古庄知己，2020，「18トリソミー症候群」『小児科診療』83(9): 1177-1181．
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• 外科手術を含めた新生児集中治療を行った場合（kosho,2006)

1 か月生存率 83％、1 年生存率 25％

• 47例への先天性心疾患に対する積極的治療と予後の検討（田
原，2018）

心臓手術施行群（30例）で1年生存率84％、3年生存率53％
非施行群との比率において抜管率、生存退院率、生存率が有意に向上

• 他施設共同研究 (Kato E, 2019）対象117例
1年生存率 29％
新生児集中治療を実施 75％
生存中央値：死亡退院児（61例）19.5日

生存退院児（52例）384日

☛ レスパイトケア（60％）
訪問看護（67％） を利用



18トリソミー児の出産・治療方針

櫻井浩子・橋本洋子・古庄知己，2014，『18トリソミー：子どもへのよりよい医療と家族支援をめざして』メディカ出版．

西恵理子・古庄知己，2020，「18トリソミー症候群」『小児科診療』83(9):1177-1181．
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◼ 出生前検査 陽性
➢ 分娩方法：帝王切開はせず、経膣分娩

◼ 出産後の治療方針
施設間の格差あり
➢ 積極的治療（小児の標準的治療）
子どもの状態に拠るのはもちろんであるが、
開心修復術、姑息心臓手術、食道閉鎖根治術等施行する施設が見ら
れるようになった。

➢ 積極的な治療をしない、胎児緩和ケア
胎児緩和ケア：出産しても治療をしない治療方針を残して妊娠を

継続させ、胎児を養育するか否かどうか熟慮する
時間を親に与える。看取りを前提とした緩和ケア。



医療

満足していること

子ども １人の子どもとして尊重した対応、思い出作り

関係性 親の希望、話し合い、寄り添い

治療 積極的な治療、治療の選択肢の提示、丁寧な診察

資源
人的・物的な支援、訪問看護、医療費助成、医療技
術

困っていること
<要望>

関係性
親の希望、寄り添い、グリーフケア、出産のサポー
ト体制の強化、正しい情報や選択肢を提供

治療

施設／医師の考え方に依存、各診療科による診療の
差、最新の医療の提供専門医の不足、丁寧な診療、
看護師の技術レベルの差、病状／治療例などの施設
間情報共有

資源
病院と在宅の連携、医療費助成における所得制限、
日々のモニターの数値や健康状態を病院とネット
ワークで共有、医学部教育の充実
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18トリソミーの会会員向けアンケートより（2020年10月24日（土）～11月1日（日）実施）



福祉
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満足していること

子ども 子どもの症状や状態に合わせた対応

関係性 寄り添い（訪問医、訪問看護、行政）

資源
ショートステイ、デイサービス、訪問カット、短期
入所施設、障がい児デイケア、児童発達支援施設
訪問医、訪問看護、エッコロサポーター

情報
県独自の在宅医療ネットワーク（訪問医～看護師～
薬剤師）における情報共有

困っていること
<要望>

資源

増設要望（レスパイトサービス、デイサービス
短期入所施設、定期的な預け先）
時間延長（デイサービス、夜勤帯を含む訪問看護）
支援学校卒業後の生活介護施設のサービス向上
地域格差の是正
就労支援

関係性 相談支援との日常的な関わり

技術 通院介助ヘルパーの痰の吸引、感染予防対策

18トリソミーの会会員向けアンケートより（2020年10月24日（土）～11月1日（日）実施）



在宅支援

困っていること<要望>

レスパイト、デイザービスの充実
慢性的な睡眠不足解消
美容院や買い物など気分転換
兄弟児のイベントへの参加
優しい社会作り

• 障害をもつ子どもと家族に対する理解と支援
• バスなど身近な乗り物の介助
• クリニックなどのバリアフリー化推進
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18トリソミーの会会員向けアンケートより（2020年10月24日（土）～11月1日（日）実施）

• バギーでバスに乗るとき、運転手や乗客
に嫌な顔をされることがある。優しく見
守ってくれれば、公共交通機関が使いやす
くなり、お出かけもしやすくなる。
「地域で生活している状況を知って欲し
い」と声に出すと、「どんどん外に出て」
と言われる。外に出ると嫌な思いをし、出
たくなくなるという負の連鎖になる。

• クリニックに「肢体不自由児でバギー必
須」と伝えても「院内は狭いからバギーは
外に出して、中では抱っこしていてくださ
い。お手伝いしますから」と言われた。結
局スタッフは忙しいようで、何一つ手伝っ
てもらえず、手荷物と子どもの抱っこで大
変な思いをした。診察券ひとつ出すのにも
相当苦労してるのに、窓口スタッフは見て
るだけだった。

社会や地域のほんの少しの気遣いと
意識的な行動によって改善



9

搾乳
母乳

温め

オムツ

交換

パルス

交換

胃残

確認
注入 入浴 その他

11:30 ✔

12:00 ✔ ✔ ✔ ✔ ビタミンシロップ

14:30 ✔

15:00 ✔ ✔

16:00 訪問看護・検温

16:50 座薬✔

17:30 ✔ ✔ ✔

18:00 ✔

20:30 ✔

21:00 ✔ ✔

23:30 ✔

0:00 ✔ ✔ ✔ ✔

2:30 ✔

3:00 ✔ ✔ ✔

5:30 ✔

6:00 ✔ ✔ ✔ ✔ チラーヂン

8:30 ✔

9:00 ✔ ✔ 鉄剤シロップ

Aちゃんの1日
生後2か月頃

注入8回
薬4種類

睡眠時間
1日合計：2時間

（1時間+30分+30分）
パルスオキシメーターのア
ラームが鳴るたびに起きるの
で、少ないときは1時間寝れ
れば良い。

これに…
• 吸引・吸入
• 家事
• きょうだいの世話

ご家族より情報提供



Aちゃんの在宅生活
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ご家族に使用目的を説明し、承諾のうえ写真を提供いただきました

在宅酸素
かなり大きくて(大きさ分かるように
ベビーオイルと比較)、室内は熱がこも
るため、冷房を付けてます。
酸素のチューブは20mあり、機械設
置部屋から他の部屋へチューブのみ移
動が可能。どの部屋にいてもチューブ
と共に移動します。チューブが長い分、
酸素量が薄く感じます。

注入中
普段過ごす場所は２ヶ所あり、リビ
ングでの注入です。

夜寝る場所
睡眠中の注入。
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医ケア 医ケア

12:00 0:00 ✔

13:00 ✔ 投薬 1:00 人工呼吸器装着

14:00 2:00

15:00 3:00 体位交換

16:00 4:00

17:00 ✔ 5:00

18:00 6:00 ✔ 投薬、人工呼吸器離脱

19:00 7:00

20:00 カニューレバン
ド交換 8:00

21:00 ✔ 投薬 9:00 ✔

22:00 10:00

23:00 11:00

Bちゃんの1日
2歳
注入6回、薬6種類

ご家族より情報提供

経管栄養・気管切開による酸素療法
と痰の吸引・夜間就寝時の人工呼吸
器管理

◼ 通所サービス：母子分離の児童発達支援と日中一時支援（週3回）
親子通園療育センター（週2回）
３か所の事業所を利用

◼ 母親の1週間：母子分離のうち週2回は仕事をし、週1回はテレワークや自分の時間に費やしている

主な介護者である母親の
睡眠時間は4時間くらい
➢ 人工呼吸器のアラーム
で起きることが多く、
母親は熟睡できない習
慣になっている

痰の吸引は体調を崩さな
ければ頻回ではないが、
体調不良時は3～5分に１
回は吸引。夜間も同様。
風邪をひくと約1か月くら
いは頻回吸引モードにな
るが、今のところ2か月お
きくらいで風邪をひいて
いる。入院はしていない。

通所サービスを利用し、母親の就労や
休息時間の確保に充てている



Bちゃんの
在宅生活
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ご家族に使用目的を説明し、承諾のうえ写真を提供いただきました

大好きな訪看さんと
デレデレなBちゃん

お姉ちゃんに絵本を読んでもらう

きょうだいと一緒 外出の様子



13

医ケア 薬 子ども 親 医ケア 薬 子ども 親

12:00 ✔ 0:00
睡眠 睡眠

13:00 1:00

14:00 2:00 発作

15:00 3:00

睡眠
16:00 4:00

睡眠
17:00 ✔ ✔ 5:00

18:00 6:00

19:00 7:00 ✔ ✔

20:00

睡眠

8:00 8:30 出発

21:00 ✔ 9:00 9:15 PT通園

22:00
睡眠

10:00

23:00 11:00

Cちゃんの1日
4歳
注入4回、薬3種類

ご家族より情報提供

• ほぼ毎日深夜にてんかんの発作がある。子どもも親も、睡眠が妨げられる。
• 今は経鼻でミルクや薬を1日4回注入だが、生後から1歳くらいまでは3時間おきに

1日8回で、親の睡眠時間はほとんどなかった。



Cちゃんの在宅生活
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生後100日目

ご家族に使用目的を説明し、承諾のうえ写真を提供いただきました

経鼻でミルクや薬を
注入

側弯のため
コルセット着用

外出はバギーで



母親の介護疲労
医療的ケアを必要とする子どもを在宅で介護している母親
106人の疲労度

母親の健全群は50.9％に過ぎず、半数の母親に身体的心理的
精神的疲弊が認められた。
➢疲弊状況は、入院児や慢性疾患児を持つ介護者より一層深
刻。特に、臨床的うつ群では慢性的な睡眠不足に陥っていた。
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櫻井浩子・西脇由枝，2008,「医療的ケアを必要とする子どもの在宅介護を担う母親の状況」『立命館人間科学研究』17: 
35-46.

医療的ケアには生命に直結する行為もあり、子どもの養育へ
の危険性も示唆された。たとえ母親の心身に臨床的症状が見
られなくても、継続的な観察や支援が必要である。



お子さんへの思い
18トリソミーの会実態調査（2004）から
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櫻井浩子・橋本洋子・古庄知己，2014，『18トリソミー：子どもへのよりよい医療と家族支援をめざして』メディカ出版．

質問 回答

一番のチャームポイント 目(60％)、笑顔(29％)、口・歯(25％)

一番うれしそうなとき
遊んでいるとき(33％)
抱きしめられているとき(31％)

子どもが生まれてきてくれて、
よかったと思うとき

いつも(62％)
子どもが何かしたとき、親として何かできたとき(55％)

大変だなあと思うとき
病状およびそれに関連した医療ケアの負担(67％)
家族生活への負担(28％)
大変とは思わない(15％)

• ただいてくれるだけでとても嬉しい。
• 家族が揃って、子どもを囲んで過ごすとき。おだやかな時間の中で、平凡だけど
これが幸せということを実感しました。

• おめめクリクリ
• 玉ねぎのようなヘアースタイル
• ノリの良さ、人懐こさ、姉が叱られていると助け船を出すところ、特技は腹筋と
夜遊び

ご
家
族
の
声



18トリソミー母子健康手帳
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10月末日発行予定

全国の周産期母子医療センターへ1冊ずつ配布

18トリソミーの会ホームページより注文受付（送料着払い）

特徴

◼ 医療者と共に充実した内容に作り上げていく手帳
➢ 医療者による記載頁あり

◼ 妊娠中から在宅生活までの記録
➢ お腹の中の赤ちゃんが18トリソミーとわかったとき
からの記録

◼ 18トリソミーのお子さんの成長曲線を掲載

◼ 在宅情報の掲載および記録



「18トリソミーの会」の紹介
http://18trisomy.com/

活動内容

1. オフ会「Free Place」
➢ テーマを決めずに、自由に語らい交流する場を提供している。全国各地、あるい
はオンラインで開催。

2. ニュースレター（不定期）
➢ お子さんのこと、医療情報、書籍の紹介などを掲載

3. ピアカウンセリング
➢ 相談支援、会員のマッチング

4. 出版
➢ 書籍「18トリソミー：子どもへのよりよい医療と家族支援をめざして」
（櫻井浩子・橋本洋子・古庄知己編，メディカ出版）

5. 医療者との連携
➢ 医療者との交流や、学会等に参加し家族の立場からの意見を発信。また、賛助会
員と連携し、会員に医療・療育情報を提供。
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