
スピンラザ

例

ー
世

界50ヵ国での使用
経験

ーの治療実績

日本標準商品分類番号 87119

脊髄性筋萎縮症（SMA）に対する
リハビリテーション

SMAの診断と管理－Part1：診断、リハビリテーション、
整形外科的・栄養学的ケアに関するレコメンデーション

Diagnosis and management of spinal muscular atrophy:
Part 1: Recommendations for diagnosis,

rehabilitation, orthopedic and nutritional care

監修：長谷川三希子先生
獨協医科大学埼玉医療センター リハビリテーション科 主任

Mercuri E, et al.: Neuromuscul Disord. 2018；28（2）：103-115.

医薬品リスク管理計画対象製品

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）



●表１  重症度別の徴候・症状と評価
●徴候・症状

重要度高 筋力低下
姿勢の制御（頭部／頸部を含む）
拘縮（四肢、頸部、顎）

側弯症

胸郭変形＊

斜頭症

痛み

疲労感（筋持久力）

移動
股関節脱臼
皮膚損傷
骨盤傾斜
骨折重要度低

筋力低下
姿勢の制御（頭部／頸部を含む）
拘縮（四肢、頸部、顎）

側弯症、骨盤傾斜

肺機能

移動

胸郭変形

足部変形

手の振戦
骨折

筋力低下
非対称性
移動

疲労感（筋持久力）

転倒

拘縮、柔軟性低下

持久力

座位保持ができない患者 座位保持が可能な患者 歩行が可能な患者

●評価

重要度高 CHOP INTEND

姿勢の制御（頭部含む）

肺機能検査

関節可動域測定

座位耐久性

介護者負担度

ペインスケール

TIMPSI

筋力テスト

RULM／上肢機能

HFMSE

重要度低

姿勢の制御（頭部含む）

HFMSE

RULM／上肢機能

関節可動域測定

座位耐久性

肺機能検査

筋力テスト

ペインスケール

介護者負担度

MFM

疲労感スケール

移動／歩行評価

タイムドテスト

6分間歩行試験

移動／歩行評価

関節可動域測定＊

運動耐容能

HFMSE

座位保持ができない患者 座位保持が可能な患者 歩行が可能な患者

●介入

重要度高 ストレッチ／関節可動域

シーティングシステム／姿勢・体位のサポート

遊び／おもちゃ

教育

福祉機器／補装具

装具

車椅子

胸部理学療法＊

移乗と移動の練習

携帯用の腕支持装具

運動

水中療法重要度低

ストレッチ／関節可動域

車椅子

遊び／おもちゃ＊

装具

シーティングシステム／姿勢・体位のサポート＊

プロンボード

移乗と移動の練習

携帯用の腕支持装具

水中療法

運動

移乗と移動の練習

ストレッチ／関節可動域

水中療法

バランス練習

装具

疲労感管理＊

ADL管理＊

歩行練習装置＊

座位保持ができない患者 座位保持が可能な患者 歩行が可能な患者

＊この項目の重要性については広くコンセンサスが得られているが、他の項目よりコンセンサスの度合いが弱い。
CHOP INTEND：Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders、TIMPSI：Test of Infant Motor Performance Screening Items、
RULM：SMA用上肢モジュール改訂版、HFMSE：SMA拡大Hammersmith運動機能評価スケール、MFM：Motor Function Measure
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2007年にInternational Conference on the Standard of Care for SMAがSMA標準治療の
コンセンサスステートメントを発表しました1。本冊子では、その内容の更新を記載した「SMAの診断と
管理－Part1：診断、リハビリテーション、整形外科的・栄養学的ケアに関するレコメンデーション」より、
SMAのリハビリテーションについて抜粋してご紹介します。

　SMA患者に対する臨床アセスメントでは、筋骨格系及び
関連する機能障害に焦点を当てた身体検査が行われます。
アセスメントには、重症度に応じてより適した方法を選択
します（表1）。
　筋力と関節可動域に関する各種アセスメント方法、日常生
活動作（ADL）に関わる機能の各側面をモニターする運
動機能スケール2-6やタイムドテストが推奨されます（表2）。
特別なフォローアップが必要な場合を除き、訓練された検査者

によって6ヵ月ごとに定期的にアセスメントを実施すべきとさ
れています。
　また、これらの定期的なモニタリングによって、起こり得る
変化を経時的に観察し、介入が必要な側面を見極め、介入に
対する反応を観察することができます。さらに、このような
アセスメントを行うことで、個々の患者について得られた結
果と、最近の研究で報告された自然歴を比較することが可
能です7, 8。

神経筋・筋骨格の評価

　2007年のステートメント発表以後、定期的な理学療法の
実施などの予防的アプローチは、病状の進行に影響を与える
可能性があるというエビデンスが増加しています。座位保持が
可能な患者、歩行が可能な患者についての最近の研究では、
12ヵ月間の機能変化はコホート全体で最小限にとどまり、

重度の機能喪失を示した患者では関節拘縮の進行、側弯症の
突発的悪化、あるいは過度の体重増加がよくみられました7。
その他、装具、運動の効果に関する報告もなされています9-16

（表3）。

リハビリテーション

脊髄性筋萎縮症（SMA）に対するリハビリテーション
SMAの診断と管理－Part1：診断、リハビリテーション、
整形外科的・栄養学的ケアに関するレコメンデーション

Diagnosis and management of spinal muscular atrophy:
Part 1: Recommendations for diagnosis,

rehabilitation, orthopedic and nutritional care
Mercuri E, et al.: Neuromuscul Disord. 2018；28（2）：103-115.
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リハビリテーションの主目的（表2）
●機能を最大限に高める　●機能障害を最小限にとどめる
●様々な体位への適応を最大限に高める

評価 介入 ケアに関する考察

歩行が可能な
患者

移動
タイムドテスト
持久力の測定（6分間歩行試験）
転倒
運動機能スケール
（HFMSE、RULM）
筋力低下（筋力テスト）

＜機能・移動の改善＞ •歩行が可能な患者には有酸素運動及び全身調整運動
を推奨する。オプションとして水泳、ウォーキング、
サイクリング、ヨガ、乗馬療法、ボート、エリプティカル／
クロストレーナーを含む。
•運動療法のプログラムは、SMAに詳しい理学療法
士又は作業療法士が組み立ててモニターすべき
である。
•有酸素運動の最適な継続時間：最低30分間

拘縮（関節可動域測定） ＜ストレッチ＞ •最低頻度：2～3回/週、最適な頻度は3～5回/週
•自動介助運動によるストレッチで柔軟性を維持し、
個々の患者のニーズに沿って装具を利用する。

姿勢の制御
側弯症
股関節脱臼

＜ポジショニングと装具＞ •バランス練習を推奨する。
•姿勢と機能のために、足関節と膝関節に下肢装具を
使用する。胸椎装具は座位での姿勢改善のために
用いられることもある。

CHOP INTEND：Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders、HINE：Hammersmith Infant Neurological Examination、HFMSE：
SMA拡大Hammersmith運動機能評価スケール、RULM：SMA用上肢モジュール改訂版、MFM：Motor Function Measure

●表2  リハビリテーションアセスメント及び介入（つづき）

●装具、スプリント、自動介助及び他動運動、支持された
仰臥位や立位、立位支持フレーム、シリアルキャスティング
などが用いられます。

●姿勢安定や機能改善のためには胸椎装具の利用が望ま
しいとされます。

●頭部の制御は全くできないか不十分なことが多いため、
直立時の窒息リスクを最小化するための頸椎装具を用い
る場合がよくあります。

●上肢・下肢装具は機能向上や関節可動域の改善のために
用いられます。

●シーティングシステムや姿勢保持には、ロール、ビーズクッ
ション、モールド型ピロー、ウェッジを用い、仰臥位のポジ
ショニングも行います。

●カスタムメイドのスリーピングシステムのようなモールド型
シーティングシステムを備えた車椅子が推奨されます。

●移動や移乗を向上させるために、リクライニング／ティルト
機能やカスタマイズされたシーティングシステムを備えた
バギーや電動車椅子の使用が推奨されます。

ストレッチ

ポジショニング

●福祉機器、補装具を利用して機能を改善することが推奨
されます。

●コミュニケーションの改善には視線入力装置の利用も推奨
されます。

●座位保持ができない患者でも適切な頭部と頸部のサポート
で、常時見守られている状態であれば、水中療法に安全に
参加できることがあります。

●胸部理学療法はアセスメントと病状管理のために重要です。
●病気及び周術期における胸部理学療法の実施は特に重要
で、これにより肺の状態を予防的に管理し、気道クリア
ランス、換気を改善します。

●手技としては、軽打法、振動法、体位排痰法などがあり
ます。

移動と運動

胸部理学療法

座位保持ができない患者
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評価 介入 ケアに関する考察

座位保持が
できない患者

姿勢の制御
側弯症
股関節脱臼
座位耐久性
胸郭変形

＜ポジショニングと装具＞
•日常的にシーティングシステム、姿勢・体位
のサポート、頭部保持のために胸椎装具、
頸椎装具を使用する。
•胸椎装具には、呼吸を妨げないように腹部
をカットする調整をすべきである。

•装具は60分以上、一晩中装着することが効果的で
ある。
•ストレッチや関節可動域の効果的なリハビリテー
ションの時間は、個々の患者の要望や、関節の状態、
リハビリテーションの目的により異なる。

拘縮（関節可動域測定） ＜ストレッチ＞
•日常的に、機能の向上や関節可動域の
改善、ストレッチのために上肢・下肢装具を
使用する。
•静的装具である膝関節固定装具や手関節
スプリントは、ポジショニングやストレッチ
に推奨される。
•短下肢装具や長下肢装具はポジショニング
とストレッチに使用可能である。
•胸腰仙椎装具はポジショニングに用い
られる。
•介助立位

•ストレッチや関節可動域のリハビリテーションは、
最低でも3～5回/週の頻度で行う。
•装具によるリハビリテーションは、最低でも5回/週
の頻度で行う。

筋力低下（抗重力運動）
運動機能スケール
（CHOP INTEND）
運動発達（HINE）

＜機能・移動の改善＞
•シーティングシステムと移動支援システム
を利用する。
•上肢機能を補助する携帯用の腕支持装具
を利用する。

•以下を推奨する。
スイッチ付きのおもちゃ、軽いガラガラ、入浴装置、
適合したベッド、ホイスト（リフト）のような上肢アシ
スト装置。環境面の制御、コンピュータやコミュニ
ケーションのための視線入力装置。リクライニング
して平らにできるバギー、リクライニング／ティルト
機能付き電動車椅子、適合したシーティングシステム

座位保持が
可能な患者

姿勢の制御
足部及び胸郭変形
側弯症及び骨盤傾斜
股関節脱臼

＜ポジショニングと装具＞
•胸椎装具は、姿勢や機能向上のために推奨
される。
•頸椎装具は、安全のためや移動時に頭部を
保持するためによく使われる。

•装具は60分以上～一晩中装着すべきである。
•装具の最低装着頻度：5回/週

拘縮（関節可動域測定） ＜ストレッチ＞
•機能の向上や関節可動域の改善のための
上肢・下肢の装具が使用される。
•股関節、膝関節、足関節、手関節、手といっ
た拘縮のリスクがあると知られる部位の
定期的なストレッチを行う。
•ポジショニングや立位保持のために膝関節
固定装具、長下肢装具、短下肢装具が推奨
される。
•交互歩行装具や長下肢装具は歩行補助の
ために利用可能である。
•胸腰仙椎装具や手関節スプリントはポジ
ショニングのために使用する。

•ストレッチと関節可動域練習の最低頻度：5～7回/週
•ストレッチ又は関節モビライゼーションを行う時は、
治療にて関節アライメントを修正する。
•立位練習は60分以内にとどめ、最低でも3～5回/
週、最適な頻度としては5～7回/週行う。

●表2  リハビリテーションアセスメント及び介入

運動機能スケール
（HFMSE、RULM、MFM）
筋力低下（筋力テスト）

＜機能・移動の改善＞
•シーティングシステムと移動支援システム
を利用する。
•歩行を補助するための歩行練習装置や
移動支援機器を利用する。
•上肢機能を補助する携帯用の腕支持装具
を利用する。

•運動療法は機能、筋力、関節可動域、持久力、
ADL、社会参加、バランスに効果が期待できる。
•水泳、乗馬療法、車椅子スポーツが推奨される。
•座位保持が可能な全ての患者には、カスタムメイド
の姿勢保持装置・シーティングシステムを備えた
電動車椅子が必要である。
•リクライニング／ティルト機能や、座席昇降機構
は、筋力の弱い患者には時に必須となる。
•ある程度筋力のある患者の場合には、自力での車椅子
操作を促すために、軽量の手動車椅子又は電動アシ
スト車椅子の利用が理想的である。
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歩行が可能な患者

　これまで有効な治療法がなかった脊髄性筋萎縮症（SMA）に対する初めての治療薬としてスピンラザが臨床使用でき
るようになりました。スピンラザ治療により、SMAの自然歴や臨床症状が変化していく時に、リハビリテーションをどの
ように変化させるべきかということは、今われわれ医療者が直面する課題です。
　ＳＭＡの進行性という疾患特性から、日本における今までのSMAに対するリハビリテーションは関節可動域練習を
中心に行われてきた現状があります。また機能的な向上よりも、福祉機器等の代替手段を提供することでADLやQOL
を向上させることに重きが置かれてきました。
　しかし、今はスピンラザ治療を行っている患者さんが、同時にリハビリテーションを行う場合、どうすればその運動機能を
最大限に引き出すことができるかということを日々考えています。病型や年齢、機能によってスピンラザによる変化が様々で
すし、筋力の向上は不均衡な場合もあります。筋力・持久力が向上し、動きやすくなった反面、座位時間の延長や不良姿勢での
活動への参加による脊柱変形や関節拘縮の増悪も危惧されます。これまで以上に関節の拘縮や変形を予防すると同時に、
姿勢保持やコントロール、運動や運動学習等で機能向上を目指す積極的なリハビリテーションが重要となりました。
また、医療機関のみで行うのではなく、家庭や学校などの生活を基盤としたリハビリテーションの実施も非常に重要です。
　それらの実現には、SMA患者さんに関わる多くの方と情報を共有する必要性も感じています。そのために、ここで
ご紹介したレコメンデーションをご活用いただければと考えています。

獨協医科大学埼玉医療センター リハビリテーション科 主任
長谷川三希子先生監修者からのコメント

●運動プログラムとしては、座位保持が可能な患者に推奨さ
れるものの多くは歩行が可能な患者にも有効です。さらに
動的・静的バランス運動も運動プログラムに取り入れる
べきとされています。

●ストレッチと関節可動域の改善の方法として、他動的スト
レッチや自動介助運動などがあります。

●下肢装具は主として足関節と膝関節の柔軟性、ポジショ
ニング、機能の維持のために用いられます。

運動とアクティビティプログラム
●歩行能力に悪影響を与えたり、機能を制限したりすること
から、歩行時に胸椎装具を用いるのは一般的ではありません
が、座位での姿勢改善に必要な場合には用いられることも
あります。

●持久力が限られる場合、自立性を確保するために軽量の
手動車椅子あるいは電動アシスト車椅子が推奨されます。

●同様に、長距離の自立した移動を可能にするために、
電動車椅子あるいは電動スクーターも考慮するとよいと
されています。

ストレッチと関節可動域
移動

●座位保持ができない患者の場合と同様、座位保持が可能
な患者に対する胸部理学療法は、アセスメントと病状管理
において重要です。

●特にⅠ型に近いⅡ型SMA患者においては、予防的な意味で
も、病気及び周術期においても、胸部理学療法の実施は
重要です。

●手技は座位保持ができない患者に対するものと同様です。

胸部理学療法
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【文献】

リハビリテーションの主目的
●機能、移動、十分な関節可動域を維持・回復又は改善する
●バランスと持久力を改善する
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エビデンスレベル項目 専門家のコンセンサス 影響度 推奨

座位保持ができない
患者に対する装具

調査対象患者の1/2以上が胸椎装具を使用、四肢
用装具の使用は約10～13％のみ。

座位保持が可能な
患者に対する装具

長下肢装具の早期装着による筋力低下や拘縮の進行
はなし。
調査対象患者の1/2以上が胸椎装具を使用、四肢
用装具の使用は約10～13％のみ。

座位保持が可能な
患者に対する水中療法 水中療法が日常の活動を改善する可能性がある。

座位保持が可能な
患者に対する運動療法

運動療法の強化は害にはならず、心理社会的なメ
リットがある。

座位保持が可能な
患者に対する乗馬療法

患者は効果を認めるが、費用及びSMAの認知度の低
さが妨げとなる。

歩行が可能な患者に
対する運動療法

筋力向上と有酸素運動によるコンディショニングに害
はないが、機能改善効果はない。最大酸素摂取量は向
上し、心理社会的な効果がある。

歩行が可能な患者に
対する水中療法 水中療法は筋力、機能、ADLを改善させる可能性がある。

歩行が可能な患者に
対する乗馬療法

患者は効果を認めるが、費用及びSMAの認知度の低
さが妨げとなる。

C

C

C、D

X

C、C

B、C、D

C、D

X

非常に強い

非常に強い

非常に強い

非常に強い

非常に強い

非常に強い

非常に強い

非常に強い

高

中

中

低

高

高

高

低

●徒手的な方法と装具を用いる方法があります。スプリント、
自動介助運動によるストレッチ、介助立位や立位保持
フレーム、シリアルキャスティングのように肢位を固定する
場合もあります。

●ストレッチを行う際、理学療法士あるいは作業療法士に
よる実施及び／又は見守りが必要です。

●日常的に行うストレッチについて両親や介護者への指導も
必要です。

●効果的なストレッチのために必要な時間は、個々の患者の
ニーズ、関節の状態、リハビリテーションの目的によって
異なります。

●姿勢の保持・機能改善のために、胸腰仙椎装具の利用が
推奨されます。

●安全確保と移乗のために頸椎装具がよく用いられます。
●ポジショニングと立位保持、可能であれば介助歩行には
静的・動的・機能的装具が用いられます。

●介助立位は、下肢の伸展を促すのみでなく、身体機能と

ストレッチ 骨の健康状態を向上させ、直立を可能にし、脊椎と体幹の
姿勢を改善するためにも重要です。

●座位保持が可能な全ての患者には、カスタムメイドの姿勢
保持装置・シーティングシステムを備えた電動車椅子が
必要です。

●電動車椅子の操作能力の評価は2歳前から始めることが
できます17。

●ある程度筋力のある患者の場合には、自力での車椅子
操作を促すために、軽量の手動車椅子又は電動アシスト
車椅子の利用が理想的です。

●筋肉活性化を促す運動プログラムとアクティビティには、
機能、筋力、関節可動域、持久力、バランス、ADLを維持し、
改善する効果があります。また、学校・社会生活・職業への
参加を継続させる効果もあるため奨励されるべきとされて
います。

●推奨される運動は、水中療法、求心性・遠心性収縮を伴う
運動、有酸素運動及び全身調整運動（±負荷）などです。

ポジショニング

移動と運動

●表3  装具、運動の効果に関する報告

A：適切な患者集団で行われ、適切に設計された無作為化比較試験又は診断研究
B：わずかな制限を有する無作為化比較試験又は診断研究（観察研究における一貫したエビデンス）
C：観察研究（ケースコントロール研究、コホート研究）

D：専門家の意見、症例報告、第一原理からの推論
X：検証試験を実施することができず、有益性又は有害性が明らかに優位であるという例外的な状況

（American Academy of Pediatrics Steering Committee on Quality Improvement and Management.: Pediatrics. 2004;114（3）:874‒877.）

座位保持が可能な患者

リハビリテーションの主目的 ●拘縮及び側弯症を予防する
●機能と移動を維持・回復又は促進する
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