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注入する日常生活
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親 の会

つばめ の会 News Letter

つばめの会の会員は、注入しながらどんな日常生活を送って

第５号

いるのでしょうか。ある会員の1日についてご紹介します。

会員Sさんのお子さんは、生後5か月で内部疾
患があります。注入は疾患用の特殊ミルクを1回
110ml、1日7回。まず経口で飲ませてから、飲
まなかった分を注入するという状況でした。
Sさんは初めての子育てでした。臨月のお腹の中でお
子さんに重い疾患があることが判明、正産期に入ってか
ら帝王切開で出産しました。お子さんはNICUで約1か
月間入院し、その時に哺乳力低下とのことで経管栄養
となりました。退院後は1日8回の注入、注入時は必ず
複数の種類の投薬もあり、医師の指示で尿の計量もあ
りました。
また車で1時間かかる総合病院まで週に1回以上の通
院がありました。お子さんの体が大きくなり、注入が1
日7回になってから、ようやく自分で買い物に行けるよ
うになったそうです。

「短時間でもスーパーで普通に買い物をするこ
とに、ものすごく自由を感じた」
つばめの会ニュースレター第3号の会員の声「困りご
とランキング」第1位は「注入に伴う生活の制限と負
担」です。Sさんの場合は1日6時間45分も注入すること
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つばめの会ではここ１、２年、新会員の入会はほぼ途切れることなく続いてお
り、会の存在が知られてきていることを実感しています。学会の展示ブースにも具

行動
起床
注入
注入終了、投薬
子ども、吐く
朝食（母）
経口後、注入開始
注入終了、子ども、吐く
洗濯
経口後、注入開始
注入終了。子ども、吐く
昼食（母）
経口。その後吐くが注入開始。
注入終了、子ども吐く。
経口後、注入開始。
注入終了、子ども吐く。
夕食（母）
この間に父が子どもをお風呂に入れる。
風呂上りにチューブ固定テープを交換。
寝かしつけ開始
起きていたので経口のち注入開始
注入終了
夜中に起きたので経口のち注入開始
注入終了、後片付けなど。
就寝（母）

に使われています。生後5か月の頃であれば、注入中は

Sさんの1日の行動時間。

チューブを突然抜かないかどうか目が離せません。ま

単位は（時間：分）です。

◎大山牧子先生講演録（１）

体的な事例をおもちのうえでお話をしにきてくださる医療関係者がふえてきまし
た。昨年５月に成立した改正障害児総合支援法の成立にともない「医療的ケア児」

◎活動報告
2016年8月〜2017年7月
◎会員の声

という言葉が広く知られるようになり、メディアでも関連の報道が増えつつありま
す。会では、今後の行政の動きにも注目しながら、会員相互の情報交換や交流の場
を安全に運営し、親が孤立しない繋がり作りも続けていきたいと思います。

〜

経管栄養から経口への移行

神奈川県立子ども医療センター

大山牧子先生

2016年7月、つばめの会の会員向

お願いいたします！

ター地域保健推進部部長新生児科

はいけない。楽しく気持ちよくな

大山牧子先生が特別にお話くださ

いといけない。理想は、その年齢

る機会を得ました。先生のお話は

の子どもの典型的な食事の際の空

事前に募った会員からの質問に基

腹感と感覚の経験にできるだけ近

づいて構成されており、非常に具

いことです。

応援する！ボタンをクリック
するだけでポイントが貯ま
り、「つばめの会」を無料で
支援することができます。
http://gooddo.jp/gd/group/
tsubamenokai/

体的で有意義なお話でした。
つばめの会ニュースレター第４号
紹介しました。今号からは、大山

もし吐いたら、そのまま置いてお

先生の許可を得て講演録をまとめ

かない。吐くってすごくネガティブ

たものをご紹介いたします。

な経験ですよね。親にとっても嫌だ
けど、本人にとってはもっと嫌なこ
とですよね。どうしたらやめられ
るかを考えてみましょう。いろい

省略しています。）

●移行の前にできること

そして睡眠時間は3時間35分です。1日のうち注入す

も、離脱したばかりの方も、まだ

注入，6:45

これからという方も、どんな場合

ただけたでしょうか？

でもできることです。

家事・その他，

経管栄養の場合、それが子ども

12:20

にとって不快でないことというの

睡眠，3:35

が基本です。食事と同じなので、チ

もご協力いただきました。次号の会員の声でも、注入

親の会「つばめの会」

ても平気、というわけではないで
すよね。吐くことがないように。

経管栄養からすでに離脱している方

のある日常生活についてご紹介します。

経管栄養の子どもは吐いたりし

では講演をきいた会員の感想をご

経管栄養は食事である

ています。

リストで声をかけたことから、他の会員さんたちから

れが胃ろうであろうと経管であろ
うと、食べることが不快であって

含まれていますので、実際はもっと注入に時間を取られ

今回、会員の声に掲載するということで、メーリング

講演録（１）

けに、神奈川県立子ども医療セン

家事育児その他については一部

る時間の方がはるか長いこの生活の大変さは想像してい

〜

♥毎日のクリックで応援 を

（注入中心の行動のみ記載し、

た、注入の準備や後片付けの時間などは、家事時間に
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ューブで入れる場合であっても、そ

ろ入れ方や方法、量を変えても問
題が解決しない場合は、ほかの問
題があるんじゃないかと思って、そ
の原因を突きとめて、なくすように
しましょう。
それから、吐くということで、
胃食道逆流という診断がついて、
逆流防止手術をすることがありま
す。ニッセンの逆流防止手術という

食事(親)，1:20
HTTP://TSUBAMENOKAI.ORG
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のは、食道から胃に入るところを

っていた分泌物が減ることもあり

見え方。そしてバランス感覚。そ

つまんで引っぱりあげるので、胃

ます。呼吸も楽になる。ただ、胃

ういう経験です。

が小さくなるんです。なので、こ

ろうをおくと、穴をあけてそこで

の手術をすると今まで入っていた

バルーンで固定しますので、その

食べたり飲んだりしたりするのに

量が入らなくなったり、痛みを感

分胃の容積が狭くなるというデメ

は、いろいろな脳を使っていま

じたりすることがあるようです。

リットがあります。胃が育ってい

す。食べるというところに行く前

ない場合には、かえって一時的に

に、におったり、聞いたり、触っ

★サイトリニューアル

ラム主催の出版セミナー「NPO

たり、見たりします。そして、基

当会のサイトをリニューアルし、

が本を出すということ〜ファン

吐いたりすることがありますが、

本的に、寝ていると食べられませ

アドレスも移転しました。都道

を増やそう！！どんなことが、

胃を伸ばしていけるので、治って
いくと思います。

んよね。座ります。座るときには

府県別の受診先リンクや、関連文

本になるの？〜」に参加（2017

小脳を使っています。バランスで

献の情報を随時更新し、内容も

年5月）

す。傾いている状態では落ち着き

充実してきています。ぜひご覧く

ません。体が安定する、保持され

ださい。

●適応と困る事
経鼻胃管というのは、短期間で急
性の疾患の場合に使います。一時
的に呼吸が非常に悪くなった、非

●間歇注入の場合の速度

常に重症な病気になって意識も落
ちたけれどいずれ戻る、という場

吐くのが心配だから40分とか1

合に、とりあえず、胃管から栄養

時間とかかけて入れている、とい

を入れる。急性、短期間で、アメ

う方が結構いらっしゃいますが、

リカでは6週間以内に取れるのが

Toomey先生（大山先生がこの講演

歳までに獲得する機能だと言われ

基本です。それから、気道閉塞が

の前年に受講されたセミナーの先

ています。口から食べる快適さ、

ある場合。これは危ないので入れ

生）のやり方だと、10分間に30cc

満腹感を一致させましょう。

る、ということですね。一方、子

から開始で、90ccだったら30分で

どもの場合小さいのでチューブが

終わります。ここからスタートし

入るだけで気道閉塞になることが

て10分間に60ccまで速くします。

ていることが大事です。
食べることってけっこう大変な
ことなんですね。食べる機能は3

食事のタイムスケジュール化

あります。呼吸が悪い方の場合に

例えば8キロくらいのお子さんに

お腹がすくという感覚を作るのが

は、胃ろうをおくと呼吸が楽にな

注入する180ccを、最終的には30分

いかに難しいか、というのは皆さ

で入れ終わるようにしようという

ん感じていると思います。空腹が

チューブが顔に入っているの

発想です。なぜなら、私たちは食

一番大事で、そのためには、ほぼ

は、ものすごく不快です。大人は

事を1時間もかけて食べてないか

同じカロリーずつの食事を決まっ

ることがあります。

・グラクソ・スミスクライン株

＊Facebookのつばめの会ページで

主な活動報告

式会社のJ-PALSアカデミーの勉

も情報を発信しています。

2016年8月〜2017年7月

強会に参加（2017年4月）

https://www.facebook.com/
tsubamenokai

・日本財団CANPAN NPOフォー

http://tsubamenokai.org
★「つばめ天国」動画公開
当会の紹介動画として「つばめ
天国」を作成・公開しました。
皆さんおなじみの、おさかな天

TouTubeから「つばめ天国」で検
索！必見です！

め天国」

るリスクがあります。子どもの場

だいたい子どもだと30分です。最

合には、抜いてしまうというリス

初は吐くからゆっくりでも、だん

例えば、2〜3歳の子どもは5回食

クがあります。

だん速くしていきましょう。

事をします。朝7時、9時、12時、

は、7時、9時半、12時、14時半、
17時、19時。これだと2時間半ご

ちゃんなど、成長とともに抜けま

指導ワーキンググループの講習会

会員（無料）としてご登録くださ

「経管栄養児に家庭でできる摂

い。メールでのPDF送付、紙送付

食訓練」に参加（2017年7月）
★ 患者会ブース展示出展

第120回日本小児科学会学術集会
（2017年4月・東京）

https://youtu.be/9AX43AxythU
★アステラス製薬スターライトパ
ートナー助成に採択が決定しま
した。（2017年3月）

会学術集会 （2017年7月・横浜）

登録方法
つばめの会サイトの、医療従事

購読会員申し込み用フォームにア
クセスすることができます。必要
事項をご入力のうえ、送信してく

パンフレット、ニュースレターの

ださい。

配布や、関連文献の展示などを
しています。今後も継続して展示

http://tsubamenokai.org/
formedicalprofessionals

出展していく予定ですので、お見
かけの際はぜひお立ち寄りくだ

★研修・勉強会への参加

さい。

チューブだけで注入している場

とです。空腹のためには2時間半必

る場合は胃ろうを作ったりはしな

要と言われていますので、おうち

・第1回 ウィングス・カフェに参

＊パンフレット「食べない・飲

合、お腹がいっぱいになることと

いんですね。成長していくのでま

の時間に合わせて、2時間半から3

加（2017年6月）

まない

お口の満足というのは全然別個で
すよね。この2つをドッキングさせ

時間ごとに一定のカロリーの食事

ようということです。お口から食

を与えるのが、空腹をおこすのに

っているのを意識していますけ

べるという感覚を育てる。にお

は一番いいです。注入の場合も、

ど、胃ろうの場合は気が付かない

い。触る。味。舌で舐めてみる。

です。注目しないです。それか

目で見る。それから、キッチンで

ら、お口の抵抗が減るので、異物

は音がしますよね、そういう音。

胃管というのは常に子どもも入

す。

＊学会のブース展示では、当会の

すよ、ということが約束されてい

だ作れない。

のいずれかをお選びいただけま

者・福祉関係者向けページから、
第53回日本周産期・新生児医学

す。

育てよう

方は、ぜひニュースレターの購読

ご承諾くださいました。

その食べる量に合わせるんです。

カの考え）です。ただ、例えば赤

・東京療育ネットワークの摂食

集会（2016年8月・高松）

います。また、当然ですが、抜け

ラで不適切ですよね。適切な例

職の方や、理解を深めたいという

著作関係者の方々も快く作成を

つばめの会テーマソング「つば

口から食べて満腹になる感覚を

（2017年5月）

第26回日本外来小児科学会年次

た時間ごとに与えることが大事で

期経管栄養の場合（これもアメリ

摂食・嚥下障がい児に関わる専門

ト付き動画です。おさかな天国の

ら。注入時間も、子どもの年齢と

胃ろうの適応は6週間以上の長

・VHO-net 関東学習会に参加

国のメロディーにのせた、イラス

たぶん6週間も我慢できないと思

17時、18時半だと、間隔がバラバ

購読のご案内

小さなお子さんについ

て」をご希望の方は、つばめの
・VHO-net の関東学習会メンバ

会サイトの請求フォームからも

ーに登録（2016年11月）

ご請求いただけます。

これに合わせて2時間半から3時間

・アステラス製薬

ごとの注入にしましょう。

ト研修に参加（2016年11月）

http://tsubamenokai.org/works/
publication/pamphlet

ピアサポー

が入っていることによって多くな
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