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● あわてなくても…
家庭注射は子どもが4～ 5歳ころでした。確
かに病院に行く回数が減ったこと、予防ができ
て突然の出血が少なくなったこと、出血時、早
い対処ができ治りも早いなど、よくなったとこ
ろは山ほどあります。しかし、うちの場合、小さ
いころは本当に血管が見えにくく入りにくかっ
たので、親子で強いストレスを感じました。失
敗して病院に連れて行く時は、家でしないで、
はじめから病院に連れて来ればよかったと後
悔しました。急いでいてセッティングを間違え
たりもしました。その上、下の子がそばにいて
やりにくいこともありました。サマーキャンプな
どで練習したり、病院での注射は家でしていな
い血管にしてもらったりして、その時期を何と
かしのぎました。注射をしてくれる病院が遠い
と家でできた方が便利なのは確かですが、あま
り早くからあせって家庭投与をしようと頑張ら
なくても、個々で時期は違うと思うので、でき
る時から始めていいと思います。今、子どもは
7歳です
母(7歳)　

いつからしてる、家庭治療・自己注射

● 選択の余地はなかった
息子は9歳です。家庭注射は幼稚園頃から始
めたかと思います。遠足直前や、急な痛み等、
うちたい時に即できるので良かったです。注射
に慣れるまでは、近所の小児科の処置室を借
りてやりました。どうしてもできない時はナー
スに代わってもらったりもしました。慣れてから
も、自宅でどうしてもできない時は小児科にそ
のまま薬を持ち込んでしてもらいました。家庭
治療に関しては病院が休みだったり、夜間救急
の先生が注射できなかったり、遠足で長時間歩
く予定だったりした時は、自分でできたら楽だ
とずっと思っていました。しかし左足首関節出
血が多くなったので、必然的にやらなくてはな
らない流れで、やることになりました。やらない
選択肢はなかったように思います。その様なこ
とが無いのなら、無理に始める事も無いのでは
ないでしょうか。
母(9歳)　

● 何でもトライ
家庭注射は１歳ころからはじめました。いちい
ち病院へ行っていた手間と時間が省け、予防
もしているので、痛くなることは最低限に防げ
ていると思います。とは言っても、子どもが注
射をしなければいけないと自覚するまでは、注
射をする度に泣いて暴れるので大変でした。
分かってきたのは幼稚園前頃でしょうか。とに
かく失敗しないことに神経を集中していまし
た。現在9歳の我が家の子どもは、注射をして
何でもやってみるというのが定着しており、痛
くなるのが嫌なので、注射を率先して嫌がらな
いことが何よりもよい点だと思います。それと
インヒビターや他の症状がないから言えるの
かもしれませんが、病気であることをあまり大
変なことだという風に思わずに、誰でも持病の
ひとつぐらい持っているし、もっとひどい病気
の人がいるので、製剤(凝固因子製剤のこと、以下
製剤と記す)を補充すれば何でもないという病
気はありがたいといつも言っています。小学校
でも普通に生活しています。
母(9歳)　

● 工夫も苦労もしました
自己注射は10歳頃からはじめました。始めの
頃は、成功率が低かったので、１回の製剤投与
の際、何度も何度も注射をする羽目になり、注
射を嫌がり、定期投与をなかなか開始できませ
んでした。そこで、注射の前に手をお湯に入れ
て温めさせ、注射はいつも手の甲にしていた
ので、注射の前に手をダラっとさせて、心臓よ
り下げさせるなどの工夫をしていました。でも
自己注射ができるようになって、すぐに製剤を
投与できるので、早く処置できるようになって
良かった。また自分で注射が出来るので、学校
生活の不安が無くなって、活動的になった気が
します。息子も中学校生活にも慣れ、毎日部
活でクラリネットを吹いて、唇を腫れあがらせて
います。注射を始めた頃は、親も本人も痛いの
では、と思い、針を刺す手がゆっくりになってし
まいますが、そこは思いきって勢いよく刺して
下さい。本人曰くその方が痛みが少ないよう
です。失敗は成功のもと、初めは成功率が低
くても、失敗があってこそ、家庭輸注成功への
道です。家庭での輸注が出来ると、気持ちに
ゆとりが出来て、行動範囲も広がりました。こ
れから家庭輸注を始める方、緊張のあまり怖い
顔にならずに、楽しい事がたくさん待っている
と思って家庭輸注の練習して下さいね。こん
な文章で激励になるでしょうか？
母(12歳)　

※保護者の場合、( )内は子どもの年齢
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ちょっと
先輩お母さん
から

その母から一言。● 平気だよ
今、14歳です。自己注射をしています。小学５
年生の時の林間学校で必要になったから、そ
れに向けてできるようになりたいとはじめまし
た。はじめて良かったことは、母親の家事がは
かどるようになったこと、痛みを自分で調節し
て最小限にできるようになったことです。大変
だったのは予防注射を忘れて学校に行き、帰
る頃までに足のどこかが痛くなることがあった
ことと、朝の時間の余裕が少なくなったことで
す。宿泊行事で必要になるため、注射ができな
いとその楽しみを味わえないと思えば頑張れ
るはず!!!そして、友達ができれば、注射練習中
の入院も楽しいから気軽に自己注射の練習が
できます!!
本人(14歳)

● やはりめげる
45歳の私ですが、実は昨年やっと注射を覚え
ました。はなから自分では出来ないとずっと
思っていたので、病院で勧められてもずっと遠
慮していましたが、今回、身内からやってみるよ
うに後押ししてもらったら、頑張って出来るよ
うになりました。出血した時注射できるので助
かりますが、やはりスランプで何回も針を刺す
時は、少しめげます。
本人(45歳) 　

● 腕にはうてなくて
注射は病院でやるもんだと思ってて、中学校の
時に骨折して現在の病院に転院してから、自
己注射というのを知って、勧められた。だから
母親と自分が習ったのは同時だった。当時は僕
の腕も細くて、病院で散々注射したものだか
ら、腕に注射できるところはなくなってて、両足
首の内側にやっていた。そこは痛いとよく聞い
ていたが、自分の場合はそれほどでもなかった
と思う(人の痛さは分からないが･･･)。そのう
ち腕も太くなって、血管も使わないでいるうち
に、腕の血管にも入りやすくなって、今はもち
ろん腕だけ。母親には利き腕が出血した時に
やってもらっていたが、それも1～ 2年で自分
だけになった。
本人(40歳) 

● やってよかった
地方在住61歳です。自己注射をはじめたのは
28歳ころからです。編者注 自己注射をはじめ
てから、生活が一変し、最終的に就職が可能に
なりました。私の場合は血管が出るので、自己
注射は予想よりずっと簡単で苦労することは一
切ありませんでした。皆様も迷わず一日も早く
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ますが、息子は自己注射に対する不安感が少なか

ったようで、「不安は?」と訊いても「大失敗しない

し、スランプもない!!!」と即答されました（苦笑）。

う～ん、ちょっとはあったのかもしれませんが、私
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おかげで私がスランプだった時の気持ちは全く理

解してもらえず、未だに「お母さんにやってもらっ

てた時は痛かったなぁ～」といじめられます。

何とも前向きな男で、私も精神的にはとても楽を
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7

他の人は皆、在宅自己注射療法をしているのだろ
うか、いつから家庭治療を開始しているのか、自分
はいつから自己注射を開始すべきなのか。病院ス
タッフもよく尋ねられるし、母親の会でも毎回の話
題のひとつです。早期の定期補充療法を勧める考
え方では、関節障害にならないために赤ちゃんの
ころから定期補充療法を始めたほうがいい、となる
のでしょうが、小さい赤ちゃんの腕に週３回も針を
指すのは技術的にも、心情的にも厳しいものがあ
ります。ましてポート設置のための手術をするな
ど、親にしてみれば苦渋の決断でしょう。結論を言

えば、出血の具合、インヒビターの有無、状態の悪
い関節の有無、血管の見えやすさ、親や子どもの
覚悟などに左右されますので、一概にいつから家
庭治療を開始したら良いとは言えません。
でも、そう言ってしまうとあまり参考になりませんよ
ね。そこで「血液凝固異常症のQOLに関する研
究」の平成22年度調査報告書を見てみると、在宅
自己注射療法は調査に回答した血友病患者642
名中504人(78.5%)が行っており、練習中が6人
(0.6%)でした。逆に言えば約20%の人が行って
いない計算になります。その理由は、出血がほとん

どない(36.6%)、軽・中等症なので(33.7%)、まだ
小さいので(23.8%)などで、医師に勧められたが
不安あるいは自信がないと回答したのは、20.8%
に過ぎませんでした。
つまり、ある程度の年齢で必要があってもできてい
ない人は全体の5%以下となります。ちなみに前
回、平成19年度の調査報告書では、中等～重症
の人は8-9割が在宅自己注射療法を行っているの
に対して、軽症の人は半分しか行っておらず、全体
として6-7割でした。さて、次にいつから開始する
かですが、グラフから分かる通り小学校入学の頃に

は8割が在宅自己注射を行っています。最初に書
きました通り、在宅自己注射の開始については個
人差が大きく、これを読んだからと言ってあわてな
いでください。
親がやるにせよ、自分がやるにせよ、無理やり在宅
自己注射を進めるのは逆効果です。実際、在宅自
己注射をやめたいと回答した方も3.3%いました。
しかし、スランプは必ず乗り越えられますし、出血
を自己管理できるようになった患者さんのほぼ全
員がよかったと言っています。気長に取り組んでく
ださい。

年齢別の在宅自己注射法施行率在宅自己注射を行っている患者の開始年齢

厚生労働科学研究費補助金研究事業「血液凝固異常症のQOLに関する研究」平成22年度の調査報告書　8～9ページより 厚生労働科学研究費補助金研究事業「血液凝固異常症のQOLに関する研究」平成22年度の調査報告書　9～10ページより

「血液凝固異常症のQOLに関する研究」の結果からみえてきたこと
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ね。そこで「血液凝固異常症のQOLに関する研
究」の平成22年度調査報告書を見てみると、在宅
自己注射療法は調査に回答した血友病患者642
名中504人(78.5%)が行っており、練習中が6人
(0.6%)でした。逆に言えば約20%の人が行って
いない計算になります。その理由は、出血がほとん

どない(36.6%)、軽・中等症なので(33.7%)、まだ
小さいので(23.8%)などで、医師に勧められたが
不安あるいは自信がないと回答したのは、20.8%
に過ぎませんでした。
つまり、ある程度の年齢で必要があってもできてい
ない人は全体の5%以下となります。ちなみに前
回、平成19年度の調査報告書では、中等～重症
の人は8-9割が在宅自己注射療法を行っているの
に対して、軽症の人は半分しか行っておらず、全体
として6-7割でした。さて、次にいつから開始する
かですが、グラフから分かる通り小学校入学の頃に

は8割が在宅自己注射を行っています。最初に書
きました通り、在宅自己注射の開始については個
人差が大きく、これを読んだからと言ってあわてな
いでください。
親がやるにせよ、自分がやるにせよ、無理やり在宅
自己注射を進めるのは逆効果です。実際、在宅自
己注射をやめたいと回答した方も3.3%いました。
しかし、スランプは必ず乗り越えられますし、出血
を自己管理できるようになった患者さんのほぼ全
員がよかったと言っています。気長に取り組んでく
ださい。
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定期補充療法についてはどうでしょうか。週1
回以上の定期補充療法をしている人は過半数
の55.3%ですが、特に2歳から10歳代にかけ
ては70%を越える子どもが実施しています。
成長期の患者においては定期的な製剤投与が
標準的な治療になってきているのではないで
しょうか。また2歳未満で定期投与を開始する
家庭も1割強となり、以前よりは一次定期補充
療法(関節出血をおこす前から定期補充療法を
行い、関節機能を保全するやり方)が浸透して
きていることが窺われます。

ちなみに中心静脈カテーテルなどの留置カテーテ
ルを用いている人は全体の4.2%程度で未だ一般的
とは言えない状態です。困難もあります。
注射の失敗(54.5%)、注射をする時間帯の朝は多
忙(27.6%)、病 院 へ の 通 院が 大 変であった
(25.7%)、子どもが注射をいやがった(16.9%)など
の結果は想像に難くありませんね。何度も言います
が、個人による状況の差が大きいので、主治医と相
談して焦らずに決めてください。
 

年齢別の定期補充療法施行率

Column 3
「血液凝固異常症のQOLに関する研究」の結果からみえてきたこと

血液凝固異常症のQOLに関する研究とは？

「血液凝固異常症のQOLに関する研究」の結果からみえてきたこと

血友病患者さんと家族の生活の質の向上を
図る目的で、数年一度に調査が行われていま
す。これは厚生労働省の科学エイズ対策研究
事業「血友病の治療とその合併症の克服に
関する研究」の分担研究として、血液凝固異
常症QOL調査委員会が担当して実施し、報
告書にまとめられています。
平成23年2月に発行された「血液凝固異常

症のQOLに関する研究」調査報告書が最新
のものです(平成23年7月現在)。
報告書では、なかなか知り得ない他の患者さ
んの生活の一端が見られ、多くの患者さんと
家族が参考にしています。それだけでなく、
血友病専門医らが、国に対策を求めたり、医
療体制を考えたりする際の出発点にもなって
います。

厚生労働科学研究費補助金研究事業「血液凝固異常症のQOLに
関する研究」平成22年度の調査報告書　10ページより
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Column 4
● 自分から
子どもは15歳、中学生、部活で柔道をして
います。小学5年生に移動教室があるので、
4年生から始めました。導入に際しては、毎
年キャンプに参加させて頂いていたので、人
体の腕の模型で注射の練習をしたり、自分よ
り年上のお兄さんが練習をしているのを観た
り、注射をうったりしているのを観ていたの
で、自ら進んでやりたいと言ってきました。自
己注射導入に関しては苦労もなかったです。
が、中学生になってから、一時、邪魔くさいと
いって自分でうたなくなって･･･これから一生
親かと思った時もありました。ただ中学2年
生あたりから、また1人でうつようになりまし
た。今では人に注射されるのは絶対に嫌だ
そうです。今から思うと頼ってもらえるうち
が、母親としては良かったのかなと思ってい
ます。自己注射のきっかけとしては５、６年生
の移動教室があるからと誘ってみるのがいい
のかなと思います。
母(15歳)　

　

● 泣くのは仕方ない
小さい頃はとにかく泣くのは仕方がない。注
射について(うてば痛くなくなることが)分
かってくれば、子どもなりに泣かないで我慢
して、腕を出すようになる。
母(12歳)

● 前々から説得
受験勉強に日々奮闘中の息子は11歳です。自
己注射をはじめたのは9歳頃で、意外とすんな
りできた印象があります。自分で注射する方
が、親がするより失敗が少ないようで、親の手
を煩わせることはほとんどありません。ただ輸
注の日程管理が全然できず、親が毎回声を掛
けるありさまです。来年、中学生になったら自
分で管理させたいと思っています。もうひとつ
の問題は寝起きが悪いこと。朝が苦手で、早起
きして注射なんてとんでもない。 朝にうつのは
工夫しても絶対無理です。効率が悪いのはわ
かっていますが、我が家では「夜にうつ」パター
ンです。自己注射への工夫といえば動機付け
のため、前々から説得しておいたことです。我
が家では 林間学校に参加する一年前に合わ
せてはじめるように言っておきました。
母(11歳)活動範囲拡大
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下のグラフ①は「血液凝固異常症のQOLに関す
る研究」平成22年度調査報告書のデータを抜粋
したもので在宅自己注射療法を開始した人にどう
いったメリットがあったかのベスト3の結果です。出
血への対応が劇的に改善されたとか、痛みが減っ
たという項目より、社会生活がしやすくなったこと
や心理的な解放感が上位を占めたことは興味深い
ところです。身体状況の改善よりもQOLの向上
効果が大きいという結果です。そう考えれば、あま
り出血しないはずの軽症の方でも半数が在宅補充
療法を行っていることもうなずける気がします。反

対に行っていない人に、その理由を訊いたも
のが②のグラフです。
出血しないことや症状が軽いことを理由に挙
げているのは納得できます。ただ幼な過ぎると
いう理由と自信がないという理由については、
基本的にはやりたい希望はあるが、これが障
害になっているだけと考えられます。そうなる
とよほど出血の少ない人以外は、血友病患者
さん、ほとんどが希望していると思ってもいい
のかもしれません。

①

②
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Column 5

※いずれも仮名。( )内は子どもの年齢

冬子： 年長でも失敗はするわよね(そうそう
の声)私は絶対に注射している時に子どもに
は謝らないようにしていた。「痛いのね、ごめ
んね」なんて言わない。だって、子どもに悪
いことしているわけじゃないんですもの。こ
の子のためにしているから、そこは譲らなか
った。

双葉： 私もそうしている。へぇ、同じこと、考
えていた人いたんだ。

一美： 私、どうも家だとうまくいかないのよ
ね。病院で見てもらっている時はうまくいくの
に。4-5回失敗したこともあった。それだと
週三回の定期投与はいいんだけど、出血し
た後の連続投与だとうつところがなくなっち
ゃうのよね。

冬子： 病院でできるってことは、落ち着けば
必ず自宅でもできるようになるわ。あと少し。

佳夏： 確かに、連続でうつと、刺すところが
なくなることはあったわよね。そうなったら入
院か、病院で留置針入れてもらうしかなかっ
た気がする。

双葉： 留置は留置で、ラップで巻いたり、小さ
いゴミ袋を腕かぶせたりして結構、お風呂な
んて気遣うのよね。

冬子： ゴミ袋!?

双葉： 使ってない物よ、もちろん(笑)

春香： 右足首の出血が多くて、困っているん
ですが、留置したままの通園って、させたこと
あります?

佳夏： 私、留置したまま通園させたことがあ
る。狭い我が家で欲求不満で暴れるより、注
意してくれる人の目も多いし、幼稚園で暴れ
た方がまだいいかなって考えて…なんとかな
ったけど。

一美： うちはトライしたが無理だった。
幼稚園で断られた。

冬子： 幼稚園に何が何でも通わせなくてはい
けないと考えない方がいいと思う。それがま
たストレスになる。うちもトライしたけど断念
した。

双葉： 幼稚園が許してくれるなら、半日ぐら
いでもいいじゃない、本人が行きたいと言い、
通える状態なら。

春香(3歳)： 皆様は、いつから家庭治療を始
められたのですか?

冬子(小6)： うちは幼稚園のお泊り行事前
だけど…(賛同者3名)

佳夏(小3)： 私のところは2歳から

千秋(年長)： 私は3歳から、入園前かな。2
歳児は大変だったでしょ、うちでも大変だっ
たのに。

佳夏： 大変!入らない時もけっこうあって，そ
んな時は近所のお医者さんに頼んで、注射
してもらっていた。今考えれば，少し大きくな
るまでの短い間のことなんだけど…大変だっ
た。でも知り合いのお母さんの中にはインヒ
ビターが出て、1歳ちょっとで家庭治療をはじ
めざるを得なかった人もいて、もっと大変そ
うだった。

千秋： 注射に失敗して、そのまま溶かした製
剤を持って「これをうってください」と頼んだ
ら断られたことがありましたけど、そんな経
験はありますか?

冬子： それ、私もある。やはり前もって紹介
状を持って行っておかなくちゃ。

一美(年中)： うちの近所のお医者さんに
は、何かあった時の対応をしっかり伝えて、い
ざって言う時にお願いしますって話をつけて
おいた。

双葉(小2)： 息子の場合は小さい頃から通
っている近所の小児科さんだったので、二つ
返事でしてくれたの。うまくうてなくなると
注射もちょっと教えてもらったし、とても助か
ったわ。

冬子： 事前に話しておいたら、結構、受け入
れてくれるところも多いみたい。

春香： 準備も大切なんですね。それでも緊
急が断られることもあると聞いているので、
自分でできるようにしたいと思っています。そ
れまでの間は紹介状を持って地元の小児科
の先生に頼むことも考えた方がいいですね。

佳夏： 本当に失敗する時はするわよね。簀
巻き、馬乗り、膝で抑えてやったけど…

春香： そんなに。

佳夏： 5-6回は失敗したこともあるし、小さ
い頃って何歳からはじめても最初は嫌がるも
の。でも子どもが母親を嫌ったりはしないこ
とは分かるので、やってみたらいいわ。

座談会：母親の集まりの会話から①
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● 慣れるまでは不安
子どもは今18です。家庭注射は７歳ころか
ら。病院に行く時間も省け、いつでも早くに処
置が出来るようになり良かったです。慣れるま
では、朝、登校前にうつのは時間に追われる
中での事なので、失敗しないようにと焦り大変
でした。注射が嫌でなかなか打たせてくれない
時、説得するのに苦労しました。慣れるまでは
不安でしたが、今思えばもっと早くから家庭注
射出来るようになっていたら良かったと思いま
す。初めのうちは緊張して失敗も多々ありまし
たが、だんだんコツを覚えると上手くなってい
きますよ。定期投与になってからは出血するこ
ともそれまでに比べ少なくなり、皆と同じ様に
いろいろな事が出来るので、早いうちからの家
庭注射、自己注射をお勧めします。
母(18歳) 

● 一番、病んだ時期
３年生か４年生の時に、足首の出血が続いて、
サッカー部も辞め、体育も見学していた時に、
ストレスが溜まっていたと思うのですが、同じク
ラスの女の子に鉛筆を投げて顔に当って、親
子で謝りに行きました。足首の調子は良くなら
ないし、子供はいらいらするし、それを見て
私もいらいらして、一番悩んだ時期だった
かもしれませんね。幸いにも、足首も良く
なって、身体が動かせるようになって
からは、息子も人に対していつも通り
に接することが出来ました。
母(14歳) 

● たくさんの不安
子どもが1～ 2歳だった昔は近所の医院に
行ってうってもらっていたが、製剤を点滴でさ
れ、時間がかかって仕方がなかったので、今、
かかっている専門病院に相談した。幼稚園に
入る春に家庭注射の練習をした。しかし、いろ
んなことが心配だった。母親が不安で緊張す
るとうまくできないし、子どもが小さいと血管
にうまく刺さらないのではないか？ そんな嫌い
な注射を母親が何度もすると母親不信になっ
てしまうのではないか？ 病院で相談した。実
際にはそんなことはなかったが、出血後に過
保護にするので、以後、何かと甘え過ぎるよう
になったり、他の子どもと遊んでいるとすぐに
注射の真似をするので、その親からどういう教
育をしているのだという電話があったり、その
たびに病院で相談した。あの頃は主治医や看
護師さんやカウンセラーにたくさん相談して
いた。小4にもなると、心配ばかりする母親に
は反抗的で、父親にべったりになった。サー
フィンをする父親と一緒に、本人はボディボー
ドをやって夏休みの土日ずっと一緒だった時期
もあった。そういえば、その後の二学期が始
まってすぐに、学校内で左足首を出血して、た
またま担任の先生が休みで保健室にも人が居
らず、困り果てた本人が、職員室前の電話から
半べそで電話してきたこともあった。その頃は
学年の教師と保健の先生だけが知っていて、
友人は誰も知らなかった。翌年の夏に自己注
射を訓練したい、自分は一回で入る自信がある
からやらせてほしいと言いだしたのは、そうし
た経験の影響もあるかもしれない。
母(24歳) 

● バスケがしたくて
注射は嫌だが、バスケットボールがどうしても
したくて小6の時に覚えた。当時、運動は大好
きだったが、4日も出血しなかったら万々歳と
いったありさま。つき指なんか年中だし、足が
痛くて体育を休むのも厭だったが、その好きな
体育を「どうして休むんだ」と友だちにきかれ
るのは、もっと辛かった。自己注射ができるよう
になって8割ぐらいは成功していた。2割は
親。それで中学でバスケットボール部に入っ
た。先輩も顧問もいい人で、特別扱いはしてく
れないが、理解はあるって感じ。嬉しくて、サ
ポータしながら、予防投与しながら夢中でやっ
た。今、結婚して子どももいる。足首なんか
時々、動き出しが痛むことがあるけれど、なん
でもチャレンジさせてもらったことが、今の自
分に活きている。
本人(24歳)　

● 親の苦労、子知らず
去年の夏に自己注射の練習を考えたんです
が、本人があまり乗り気でないようなので、無理
させてもいけないと思い、止めました。今春も日
程が合わなくて練習はできないまま。それなの
で自分では注射ができない状態で、学校の林間
学校に行く羽目になってしまったのです。林間
学校は二泊三日で、血友病のことを友だちには
言ってません。もともと元気はある方で、その
面で問題になることはあっても誰も病気だなん
て想像もできないと思います。先生と相談して
生徒たちが一番、暇な時間を見計らって、二日
目にそっと注射をうちに行くことに決めました。
学校はすごく配慮してくれて、事務室の奥の部
屋に親だけそっと先に入れて、周囲に気付かれ
ないように子どもを連れてきてくれました。注
射は無事に済み、先生は子どもに「お前は腹痛
でトイレに行ってるって言ってあるからな」と
おっしゃってくださいました。ところが部屋に
戻って、友だちに言い訳すると「えっ、嘘う? 
だってトイレには誰もいなかったじゃん」と言わ
れたようです。その時は先生に薬貰いになどと
ごまかしたようですが、もう親が出掛けてやる
のも限界かもしれません。本人は親のこうした
苦労にはいたって無関心で、のんきなもの。自
己注射するようになって、タイミングをみるよう
な苦労をすれば、少しは分かるかしら。
母(11歳)　
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● 慣れるまでは不安
子どもは今18です。家庭注射は７歳ころか
ら。病院に行く時間も省け、いつでも早くに処
置が出来るようになり良かったです。慣れるま
では、朝、登校前にうつのは時間に追われる
中での事なので、失敗しないようにと焦り大変
でした。注射が嫌でなかなか打たせてくれない
時、説得するのに苦労しました。慣れるまでは
不安でしたが、今思えばもっと早くから家庭注
射出来るようになっていたら良かったと思いま
す。初めのうちは緊張して失敗も多々ありまし
たが、だんだんコツを覚えると上手くなってい
きますよ。定期投与になってからは出血するこ
ともそれまでに比べ少なくなり、皆と同じ様に
いろいろな事が出来るので、早いうちからの家
庭注射、自己注射をお勧めします。
母(18歳) 
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３年生か４年生の時に、足首の出血が続いて、
サッカー部も辞め、体育も見学していた時に、
ストレスが溜まっていたと思うのですが、同じク
ラスの女の子に鉛筆を投げて顔に当って、親
子で謝りに行きました。足首の調子は良くなら
ないし、子供はいらいらするし、それを見て
私もいらいらして、一番悩んだ時期だった
かもしれませんね。幸いにも、足首も良く
なって、身体が動かせるようになって
からは、息子も人に対していつも通り
に接することが出来ました。
母(14歳) 
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行ってうってもらっていたが、製剤を点滴でさ
れ、時間がかかって仕方がなかったので、今、
かかっている専門病院に相談した。幼稚園に
入る春に家庭注射の練習をした。しかし、いろ
んなことが心配だった。母親が不安で緊張す
るとうまくできないし、子どもが小さいと血管
にうまく刺さらないのではないか？ そんな嫌い
な注射を母親が何度もすると母親不信になっ
てしまうのではないか？ 病院で相談した。実
際にはそんなことはなかったが、出血後に過
保護にするので、以後、何かと甘え過ぎるよう
になったり、他の子どもと遊んでいるとすぐに
注射の真似をするので、その親からどういう教
育をしているのだという電話があったり、その
たびに病院で相談した。あの頃は主治医や看
護師さんやカウンセラーにたくさん相談して
いた。小4にもなると、心配ばかりする母親に
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Column 6

今は自己注射を当たり前のようにしている
方でも、自己注射に向けて親御さんが動機
づけに苦労していた例は結構あります。治
療とはいえ、痛い注射をするように、どのよ
うに動機づけていったのでしょうか。本冊子
を編集するにあたり、多くの患者さんのお
話をお聴きした中で、いくつかの工夫があ
りました。

★ 突然は無理
注射に限らず、突然、何か言われても心の準備
がないと取りかかれないものです。分かっても、
分からなくても、小さいうちから大きくなったら自
分でするものだと言い聞かせておきましょう。後
述するような時期の目安を伝えた方が、心の準
備はしやすいものです。また観察学習も有効で、
キャンプなどで、お兄さんがやっている姿を見る
と自然に自分もあの年になったらやるものだとい
う覚悟ができてきます。但し、いずれもあまりプ
レッシャーにならない程度にお願いしますね。

★ 一人は無理
普段の遊び友だちや同級生に同じ血友病仲間がい
ることは99%あり得ません。そんな中で自分だけが
注射の練習をしなくてはならないのですから、乗り
気にならないのが普通です。その点で仲間を作って
おくことは大切で、この時までに患者会行事などに
参加して同年代の仲間と知り合いになっておきましょ
う。珍しい病気だけれど決して一人ではないと知っ
ていると孤独感は大いに緩和されます。輸注訓練も
キャンプなどで知り合った同世代の友人と一緒にで
きれば、不安は大幅に解消されるでしょう。

★ 全部は無理
輸注量を判断して、衛生管理をしつつ、溶解操作を
し、注射をし、片付ける。この全てを一度に学習・習
得しようとしても、とても大変。親御さんが一緒に
なって、できるところから予習をしておきましょう。ま
ずテーブルを拭き、卓上を片付けてセットを準備させ
ます。次に溶解操作を教えて一人でも溶かせるよう
に慣れてもらいます。そして、片付け。プラスチック
ゴミ、医療廃棄物、紙のゴミなどに分けて、捨てるこ
とを憶えます。特に片付けは、自分の血液を他者に
触れさせない、という感染管理の基本的かつ重要な
内容で、こうした手続きを経て体験的に学習してい
くとよいでしょう。それらと並行して、予測される出
血の状況と必要輸注量の計算ができるようにしてお
くことも忘れてはいけません。簡単ですが、掛け算や
割り算は必須ですよ。自己注射のテキストは、病院の
主治医の先生に言えばもらえます。

★ ぼんやりは無理
できるようになった人は、口を揃えて楽になった
と言います。しかし、やっていない人にはピンと
来ません。特に小学生は親がいつもそばにいて
駆けつけて注射してくれるものですから、そのま
まで良いと考えることも多いようです。自己注射
ができたら生活や気持ちがどう変わるかを想像
させましょう。親の帰宅を待たずにうてる、ちょっ
と怪しいと思えばうてる、学校に製剤が置いてあ
れば学校でもうてるといった具合。しかし、最も
効果的なのは学校行事への単独参加です。修学
旅行、林間・臨海学校、移動教室、宿泊遠足、社
会科見学などの校外行事に他の子と同様、一人
で参加できるようになります。親が付いてくるの
が恥ずかしくなる思春期の男の子にとっては大
きな動機になります。

★ 焦ると無理
編者の知る限り、新婚旅行に注射器を持った母
親が一緒に付いて行った例はありません。必要
のある人は必ず覚えます。最初に決めた時期が
失敗しても焦らずに、再チャレンジしてください。

● お父さんと一緒
家庭注射、うちは主人にも覚えてもらいまし
た。とても助かっています。もし一人しかでき
ないのだったら、外出や旅行に私がいつも子ど
もを同伴するか、そうでなくても気を遣うこと
になったと思います。
専業主婦でもそうなのですから、お仕事を持つ
とさらに大変かもしれません。それに家庭治療
につきものの失敗やスランプも二人いれば、
何とかなるものです。
それぞれ得意なうつ場所が違っていると、もっ
といいですよね。別に夫でなくても、近所に住
む姉や妹に覚えてもらって助けてもらった人も
いるようですよ。いずれにしても一人より二人
ですね。
母(13歳)　

導入のコツあれこれ
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Column 7
座談会：母親の集まりの会話から②

何人かで輸注練習するやり方はいいですね。隣
を見て自分も頑張らなくちゃって思う子もいる
し、何より入院と針を刺す不安が、友だちと一緒
にいることで軽くなる気がします。ただ子どもに
よっては、針を刺す実習の時に怖くて泣きだす、
あるいは友だちがみている緊張感で失敗して落
ち込む子もいますので、個別に練習させる方が
よい場合もあります。様子をみて決めるようにし
ています。また本人がやっている時は母親には
外に出てもらっています。親も心配でしょうし、
子どものおぼつかない手つきを見ていると口も
手も出したくなるでしょう。子どもも、つい母親
の方を見ては同意や助けを求めてしまうでしょ
う。親子の絆は大切ですが、自己注射は子ども
の自立への一歩でもあります。ここはあえて分
離してやっています。後で様子を親御さんに報
告すると、結構、成長した我が子の姿に気づくこ
とも多いようで、喜んでもらえます。

遠藤(11)： うちの子ども、輸注練習、楽し
かったみたいよ。帰ってから「もう一度、練
習しに行こうかな」なんて言ってる。

近藤(12)： 息子も一緒で、「注射の練習
抜きで、また行きたい」って、勝手なこと
言ってた。

内籐(10)： いつもは一時間って決められ
るゲーム機も、親の目がないから、やり放
題だし、マンガも夜遅くまで読んでたみた
いだし。

近藤： 看護師さんに注意されなかったのか
しら。

内籐： されても隠れて読んでいたみたい
よ、揃って。

遠藤： 確かに3つのベッドの2つをくっつ
けて、そこに三人が集まって、捨て犬みた
いにコロコロじゃれあってたもんね。

内籐： まさに、そんな感じ。

遠藤： でも最初に注射の練習に失敗した
時はどうなるかと思ったけど、何とかなって
よかった。うちの子は口ばっかりでいざとな
ると、てんで度胸がないんだから。

近藤： 息子は逆で最初はうまくやれてたん
だけど、調子に乗ってやってるうちに、すぐ
にスランプ。あの時は半泣きだったわ。

内藤： うちの子は勉強の方、体重と出血部
位から単位数を計算するじゃない。簡単な
掛け算と割り算間違えるから、見てるこっ
ちの顔が赤くなった。

遠藤： 時々、メールしているみたいじゃない？

内藤： キャンプでまた一緒に遊ぶって言っ
てた。

近藤： 友だちができてよかったわね。

しかし自立ということは、一人でやれるというこ
とではありません。入院という集団生活の中で、
他の人に配慮してルールを守ることも自立の大
切な要素です。看護師さんの歓心を買おうと、
はしゃいで羽目を外す子どもたちもいますので、
ご家庭でも是非、ご協力のほどよろしくお願い
いたします。余談になりますが、遠方から練習に
来る親子は必死さが違います。専門病院が近く
にあって、いつでも指導を受けられることは、患
者さんにとって、それだけ幸せなことなんだと感
じさせられます。全国各地の患者さんが幸せに
なれる医療体制ができるとよいですね。
病棟看護師

☆編者より☆

♥ 練習を手伝う側として

スタッ
フから

一言！
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だから。

てた。
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子どものおぼつかない手つきを見ていると口も
手も出したくなるでしょう。子どもも、つい母親
の方を見ては同意や助けを求めてしまうでしょ
う。親子の絆は大切ですが、自己注射は子ども
の自立への一歩でもあります。ここはあえて分
離してやっています。後で様子を親御さんに報
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● 私がいれば、落ち着いてくれたので
うちの子は血管がとても見えにくくて、病院で
も4-5回刺すことが珍しくなかった。母親が一
緒にいると甘えて、よけい暴れる子もいるよう
ですが、うちの子の場合はいれば落ち着いて腕
を出しているような子だったので、一緒にいるこ
とで乗り切った。子どもによるんでしょうけど。
母(6歳)　

● 足首しか…
幼稚園入園前には自己注射をはじめたのです
が、うちの子は本当に入らなくて、そのあとも
多分、かなり長い間、家ではほとんど成功しな
かったと思います。そのたびに近所の大学病
院に行ってやってもらっていました。それでも
家庭でやらなくてはいけないと思い、必死で
やっていました。しかし、いつまでたっても手・
腕はちゃんと血管に刺すことができません。本
当にあの時は気持的にも追い詰められて、思
い出すのも辛い時期でした。そんなある時に、
足首に結構太い血管が見えているのに気付
き、やってみたらうまくいきます。それから腕で
うまくいかないと、足首に…やがて子どもも足
首の成功率が高いと知って、そちらを希望する
ようなりました。今ではそこしか、家庭でやら
せてくれません。心配しているのは、大人の患
者さんで足首に自己注射をしている人を聞か
ないことです。自分でする時は変えなくてはな
らないのでしょうか。そして、我が子が腕にす
る怖さを乗り越えて変えることができるので
しょうか。心配です。
母(11歳) 

Yes, we can 血管確保

● 肘しか…
小学校6年の時、母親と同時に習った。最初
は自分ではうまくできなくて、母親にしてもらっ
ていたが、少しずつできるようになり、中学二
年頃にはほぼ100%自分でやるようになって
いました。うてる場所は左肘のあたりしかない
けど、もう硬くなってうちやすくなっているし、
注射の回数も多くないから困ることはありませ
ん。困るまでは、ここでやっていくつもりです。
家庭治療をはじめた頃、手の甲にうってとても
痛かったのが強烈で、それから肘にしかうてな
くなった。その印象が原因だと思う。
本人(30歳) 

● 修羅の顔
注射をはじめてすぐ、子どもの腕はぷくぷくし
て注射の針はなかなか当たらないし、でも関節
が腫れたら、とか頭に出血していたら大変と
か、必死でした。初めの一回を外すともう修羅
場。子どもはますます泣くし、こっちは焦るし･･
･そんな日々を送っていたある日、たまたま主人
が早く帰宅していたので、子どもを抑えるのを
手伝ってもらっていた時でした。主人がじっと
私の顔みて、「お前、すごい怖い顔してるぞ」と
一言。「えっ！？」ハッとしました。余裕をまったく
失っていた私は、子どもに笑いかけることも、
言葉をかけることも忘れて、目を吊り上げ、口
元も真一文字に閉め、鼻にはしわを寄せてい
ました。それでは子どももますます不安になっ
て、余計に泣くでしょう。話しかけながらするこ
と、三回失敗したら、それ以上はあきらめて医
者に行くこと。この二つを決めてやるようにし
ました。今は昔の話です。
母(25歳) 

● ベテランになっても
この年になっても腕にはなかなかうまくできな
くて、今は時々足にもしている。暖かい時はい
いが寒くなって犬の散歩をして帰ると、うまく
入らないし、入れてる途中で抜けたりする。最
近はスランプなんで、病院に行った時にはなる
べくしてもらうようにしている
本人(60代)　

● 甘え?
息子の自己注射は小4からです。うちの子は
血管が細かったので大変だった。成長して今は
私並の立派な血管があるんですけど、なんか
血管がよく動くみたいで、相変わらず苦労して
いるみたい。中3ですが、親がいると3～ 4回
に１回ぐらいは「もう入らない!」と短気を起こ
して、私にうって欲しいと言ってきます。不在の
時は100%一人でうっているみたいなので、そ
の時は緊張してカリカリしてやっているんでしょ
うかね、親といる時は甘えがでるんですかね。
母(15歳)　

● カッコ良く見えた
林間学校や社会科見学などの行事も増えてく
るし、小4で自己注射の練習のために入院。最
初、5-7割ぐらいしか成功しなくて、注射痕がひ
どく腫れあがったこともあった。それでも2カ月
後にはほとんど本人がやるようになりました。
スランプも時々はあったが、サマーキャンプの時
に大勢が見ている前で成功させた時は誇らしげ
だった。あのころはまるまるしてて、肘の血管な
んか先生でも大変なほど。それを思い切りよく、
急角度で刺して血管に入れるから、他のお母さ
んがびっくりして拍手が起きた。ちょっと我が子
ながらカッコ良く見えたかな。自分でやると感
覚で血管の場所が分かるみたいです。今は老
眼で私もできないし、やらせてくれないでしょう
ね。でもあの学校嫌いだった子が、今、学校で
働いているなんて面白いものね。
母(24歳) 

血管確保については、血管が見えやすくて全く
苦労のない人もいれば、細くて見えにくい子も
います。また、いつも同じではなく、太ってしまっ
て見えにくくなった子、日焼けして血管が分かり
にくくなった子など、状況によっても変化してき
ます。注射する多い場所は手の甲、肘で、前腕と
続き、足首などは希です。同じところに何度も
注射をしていると注射ダコができてしまいます。
これに対して「ルートができたようなもので、痛
みも少なく、すっと入る」と話す方もいますが、こ
うした方でもあまり頻繁に刺していると、いわゆ
る「血管がつぶれた」状態になり、そこに輸注

できなくなります。
理想的には３か所程度、注射可能な血管を持っ
ているとよいのですが、簡単にはいかないよう
で、自分にうてない難しいところを「病院用」、う
ちやすいところを「自分用」、利き腕を「親用・非
常用」として決めている患者は少なくありませ
ん。どの場所に注射するのかは、単に見えやす
さでは決まりません。本人の利き腕、過去に感じ
た痛み、輸注量(注.途中でシリンジを交換する
ようなら肘はうちにくい)等々、様々なことで決
まっていくようです。血管確保に苦労しなかった
人はほとんどいないのではないでしょうか。

♥ 血管確保のコツ
ドクタ
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● 私がいれば、落ち着いてくれたので
うちの子は血管がとても見えにくくて、病院で
も4-5回刺すことが珍しくなかった。母親が一
緒にいると甘えて、よけい暴れる子もいるよう
ですが、うちの子の場合はいれば落ち着いて腕
を出しているような子だったので、一緒にいるこ
とで乗り切った。子どもによるんでしょうけど。
母(6歳)　

● 足首しか…
幼稚園入園前には自己注射をはじめたのです
が、うちの子は本当に入らなくて、そのあとも
多分、かなり長い間、家ではほとんど成功しな
かったと思います。そのたびに近所の大学病
院に行ってやってもらっていました。それでも
家庭でやらなくてはいけないと思い、必死で
やっていました。しかし、いつまでたっても手・
腕はちゃんと血管に刺すことができません。本
当にあの時は気持的にも追い詰められて、思
い出すのも辛い時期でした。そんなある時に、
足首に結構太い血管が見えているのに気付
き、やってみたらうまくいきます。それから腕で
うまくいかないと、足首に…やがて子どもも足
首の成功率が高いと知って、そちらを希望する
ようなりました。今ではそこしか、家庭でやら
せてくれません。心配しているのは、大人の患
者さんで足首に自己注射をしている人を聞か
ないことです。自分でする時は変えなくてはな
らないのでしょうか。そして、我が子が腕にす
る怖さを乗り越えて変えることができるので
しょうか。心配です。
母(11歳) 

Yes, we can 血管確保

● 肘しか…
小学校6年の時、母親と同時に習った。最初
は自分ではうまくできなくて、母親にしてもらっ
ていたが、少しずつできるようになり、中学二
年頃にはほぼ100%自分でやるようになって
いました。うてる場所は左肘のあたりしかない
けど、もう硬くなってうちやすくなっているし、
注射の回数も多くないから困ることはありませ
ん。困るまでは、ここでやっていくつもりです。
家庭治療をはじめた頃、手の甲にうってとても
痛かったのが強烈で、それから肘にしかうてな
くなった。その印象が原因だと思う。
本人(30歳) 

● 修羅の顔
注射をはじめてすぐ、子どもの腕はぷくぷくし
て注射の針はなかなか当たらないし、でも関節
が腫れたら、とか頭に出血していたら大変と
か、必死でした。初めの一回を外すともう修羅
場。子どもはますます泣くし、こっちは焦るし･･
･そんな日々を送っていたある日、たまたま主人
が早く帰宅していたので、子どもを抑えるのを
手伝ってもらっていた時でした。主人がじっと
私の顔みて、「お前、すごい怖い顔してるぞ」と
一言。「えっ！？」ハッとしました。余裕をまったく
失っていた私は、子どもに笑いかけることも、
言葉をかけることも忘れて、目を吊り上げ、口
元も真一文字に閉め、鼻にはしわを寄せてい
ました。それでは子どももますます不安になっ
て、余計に泣くでしょう。話しかけながらするこ
と、三回失敗したら、それ以上はあきらめて医
者に行くこと。この二つを決めてやるようにし
ました。今は昔の話です。
母(25歳) 

● ベテランになっても
この年になっても腕にはなかなかうまくできな
くて、今は時々足にもしている。暖かい時はい
いが寒くなって犬の散歩をして帰ると、うまく
入らないし、入れてる途中で抜けたりする。最
近はスランプなんで、病院に行った時にはなる
べくしてもらうようにしている
本人(60代)　

● 甘え?
息子の自己注射は小4からです。うちの子は
血管が細かったので大変だった。成長して今は
私並の立派な血管があるんですけど、なんか
血管がよく動くみたいで、相変わらず苦労して
いるみたい。中3ですが、親がいると3～ 4回
に１回ぐらいは「もう入らない!」と短気を起こ
して、私にうって欲しいと言ってきます。不在の
時は100%一人でうっているみたいなので、そ
の時は緊張してカリカリしてやっているんでしょ
うかね、親といる時は甘えがでるんですかね。
母(15歳)　

● カッコ良く見えた
林間学校や社会科見学などの行事も増えてく
るし、小4で自己注射の練習のために入院。最
初、5-7割ぐらいしか成功しなくて、注射痕がひ
どく腫れあがったこともあった。それでも2カ月
後にはほとんど本人がやるようになりました。
スランプも時々はあったが、サマーキャンプの時
に大勢が見ている前で成功させた時は誇らしげ
だった。あのころはまるまるしてて、肘の血管な
んか先生でも大変なほど。それを思い切りよく、
急角度で刺して血管に入れるから、他のお母さ
んがびっくりして拍手が起きた。ちょっと我が子
ながらカッコ良く見えたかな。自分でやると感
覚で血管の場所が分かるみたいです。今は老
眼で私もできないし、やらせてくれないでしょう
ね。でもあの学校嫌いだった子が、今、学校で
働いているなんて面白いものね。
母(24歳) 

血管確保については、血管が見えやすくて全く
苦労のない人もいれば、細くて見えにくい子も
います。また、いつも同じではなく、太ってしまっ
て見えにくくなった子、日焼けして血管が分かり
にくくなった子など、状況によっても変化してき
ます。注射する多い場所は手の甲、肘で、前腕と
続き、足首などは希です。同じところに何度も
注射をしていると注射ダコができてしまいます。
これに対して「ルートができたようなもので、痛
みも少なく、すっと入る」と話す方もいますが、こ
うした方でもあまり頻繁に刺していると、いわゆ
る「血管がつぶれた」状態になり、そこに輸注

できなくなります。
理想的には３か所程度、注射可能な血管を持っ
ているとよいのですが、簡単にはいかないよう
で、自分にうてない難しいところを「病院用」、う
ちやすいところを「自分用」、利き腕を「親用・非
常用」として決めている患者は少なくありませ
ん。どの場所に注射するのかは、単に見えやす
さでは決まりません。本人の利き腕、過去に感じ
た痛み、輸注量(注.途中でシリンジを交換する
ようなら肘はうちにくい)等々、様々なことで決
まっていくようです。血管確保に苦労しなかった
人はほとんどいないのではないでしょうか。
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んがびっくりして拍手が起きた。ちょっと我が子
ながらカッコ良く見えたかな。自分でやると感
覚で血管の場所が分かるみたいです。今は老
眼で私もできないし、やらせてくれないでしょう
ね。でもあの学校嫌いだった子が、今、学校で
働いているなんて面白いものね。
母(24歳) 

血管確保については、血管が見えやすくて全く
苦労のない人もいれば、細くて見えにくい子も
います。また、いつも同じではなく、太ってしまっ
て見えにくくなった子、日焼けして血管が分かり
にくくなった子など、状況によっても変化してき
ます。注射する多い場所は手の甲、肘で、前腕と
続き、足首などは希です。同じところに何度も
注射をしていると注射ダコができてしまいます。
これに対して「ルートができたようなもので、痛
みも少なく、すっと入る」と話す方もいますが、こ
うした方でもあまり頻繁に刺していると、いわゆ
る「血管がつぶれた」状態になり、そこに輸注

できなくなります。
理想的には３か所程度、注射可能な血管を持っ
ているとよいのですが、簡単にはいかないよう
で、自分にうてない難しいところを「病院用」、う
ちやすいところを「自分用」、利き腕を「親用・非
常用」として決めている患者は少なくありませ
ん。どの場所に注射するのかは、単に見えやす
さでは決まりません。本人の利き腕、過去に感じ
た痛み、輸注量(注.途中でシリンジを交換する
ようなら肘はうちにくい)等々、様々なことで決
まっていくようです。血管確保に苦労しなかった
人はほとんどいないのではないでしょうか。

♥ 血管確保のコツ
ドクタ

ーから
一言！

H e a r t y  M e s s a g e

20 21

● 私がいれば、落ち着いてくれたので
うちの子は血管がとても見えにくくて、病院で
も4-5回刺すことが珍しくなかった。母親が一
緒にいると甘えて、よけい暴れる子もいるよう
ですが、うちの子の場合はいれば落ち着いて腕
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足首に結構太い血管が見えているのに気付
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ないことです。自分でする時は変えなくてはな
らないのでしょうか。そして、我が子が腕にす
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ーから
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Column 8
座談会：母親の集まりの会話から③

千秋(年長): 出血って、未だよくわからな
いんですが、筋肉出血と皮下出血の見分
け方ってどうしています？

一美(年中): 私も分からないので、まず、
うつことにしている。

冬子(小6): うちもうってます。

佳夏(小3): う～ん，子どもは小学校低学
年で，まずは観察。歩き方を見て判断しま
す。触られるのを嫌がったり，急に歩かず
に，はいはいを始めたりしたこともありま
す。その上で子供にきいてみます。うった
方がいい?って。

春香(3歳): お子さんに、ちゃんとわかる
ものですか?

佳夏: 違ってることもあると思うんですけ
ど，大抵はひどいことになっていないので，
このやり方しています。うちの子ども，小さ
い頃に太もも指して「血管にご飯が詰まっ
てるみたい」って言ったことあります。結
局，筋肉内出血でした。

冬子 : 痛いと言われて、うって三時間で直
るようなら出血ではないと思ってます。で
も、あやしければうちます。

双葉(小6): うちでは反対で，うって楽にな
るのならやはり出血かなと思います。筋肉痛
や成長痛は出血は関係ないと思うから…うち
の子は，ごろごろの痛みは滑膜炎で，ぴりぴり
の痛みは皮下出血と言っている。

冬子: 息子は“筋肉痛は一箇所押しても全
体が痛む感じで，ピンポイントで痛いのは
筋肉出血”と言ってる。

一美: 成長痛は？

双葉: それは背がすごく伸びる時期に一致
するから，その時だけ分からなくなるかもし
れない。始めは分からなくて，うちも心配し
て病院で診てもらった。先生に成長痛だ
よって言われて，とてもほっとしたのを憶え
て…略…ました

冬子: 小学校高学年から中学校ぐらいで
微妙なら一晩様子を見てから判断してもい
いかもしれない。同級生でもっと早くから
成長痛って言われてた子もいるし，油断は
できないわね。予防投与の間隔が空いてい
る時は予防も兼ねてする感じかな。アイシ
ングは効果がありました。

冬子: 小学校低学年で微妙なら一晩様子を
見てから判断してもいいかもしれない。予防
投与の間隔が空いている時は予防も兼ねてす
る感じかな。アイシングは効果がありました。

● 普段から
最初は、出血しているかとか分からなくて、と
ても不安でした。皮下出血については見た目
も変わるし、痛がり方も軽いので、何となく分
かるようになるのですが、それでも痛がりはじ
めは筋肉出血かどうか区別が難しい時もあり
ます。関節出血なのか、筋肉出血なのかって分
かりにくいですが、どっちか区別するよりも、ま
ずは出血を早く察知することですね。走ってい
た子が急に歩くだけになって遊び始めたり、立
たなくなって座って遊び始めたり、歩かないで”
はいはい”を始めたり、歩く時に膝を曲げない
で歩いていたりする。片手だけで遊ぶなんてい
うのもありました。赤ちゃんでも着替えだけで
泣き出したりしたことも。お母さんが、何でも
ない時の子どもの動き、特徴をよく観察してお
くといいですね。
母(18歳)

● 違いの分かる男
中1の息子はまだうてませんので、私に足痛
いから製剤をうってほしいとずっと言っていま
した。しかし関節じゃないし、押しても痛がら
ないし、まあ曲がるし、製剤うっても変化ない
し、親子共とても心配したんです。外来診察
の時に主治医の先生に言ったら、2-9月で
12cmも伸びていますから成長痛ですって言
われた。ほっとしました。ほっとしたのは息子
も同じらしく、製剤うってほしいって言わなく
なったし、どうも出血の痛みの感じとの違いも
分かったようです。こうして勉強していくんで
すね。
母(12歳)

見分ける
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いたのですが、海外ではズボンをまくって傷を
見せたら、相手は即「OK、sorry」で、せいぜい
金属探知機で膝のあたりを確認したぐらい。
他に何事もなく、出入国できました。日本の保
安体制は確かにすばらしいのですが…。
本人(43歳) 

● 念入りに旅行の準備
旅行・転勤などで、病院を探す時なんですが、
うちはインヒビターもあったし、どうしても慎重
にやらざるを得なかったので、こんなことして
いました。

①まずトラベルガイド※1などで病院を調べて、良
さそうな病院があれば、そこでOK。ない時は
さらに全国調査報告書冊子※2をみて病院を
調べました。

②病院の見当がついたら、電話して、子どもが
使っている製剤があるかどうかを確認してお
き、あればOK。

③なければ、また探します。
④見つけたら、主治医の先生に紹介状を書いて
もらう。

⑤製剤などを保冷バッグに詰めて出掛け、一週
間程度滞在するなら、病院の場所を下見して、
「紹介状と薬もありますので、もしもの時はよ
ろしく」と電話する。二週間以上滞在するな
ら、一応、訪問して挨拶しておく。繰り返し行く
場所はカルテも作る。

何かの参考していただければ幸いです。
母(2歳) 

※1　トラベルガイド
※2　血液凝固異常症全国調査報告書-

毎年、財団法人エイズ予防財団が発行している。基幹血友病医
療機関をはじめ凝固因子製剤の使用実績がある医療機関から
患者さんに配布されている

● 日本の保安体制はすごい!?
製剤を持って海外旅行してきました。先生から
もらった製剤使用者の証明書を持ち、製剤を
手荷物と預けの二つに分けて4箱運びました
が、出入国共に何も言われませんでした。ひっ
かかったのは金属探知機です。自分は膝を人
工関節に置換しているんですが、出入国共に
鳴りました。違ったのは、その時の対応、国内
では当然日本語で説明したんですが、ズボン
の上から触診されたり、さらに説明を要求され
たり、結構、面倒でした。言葉が通じない渡航
先で、説明させられるのは気が重いと沈んで

● ピンチ!!
家庭注射の練習が終わって、直ぐに旅行に行
きました。それまではやはり病院に戻ることを
考えて、あまり遠くには行ってません。やっとこ
れで、どこでも行けるとばかりに、出かけたの
はいいのですが、実は成功率はかなり悪く、自
宅では連敗していて、不安を残しての旅立ち
でした。そして案の定、息子は出血し、案の
定、注射に失敗して、大ピンチ。いよいよ旅先
の病院を探すか、急きょ戻るしかないかと蒼ざ
めていると、夫が「俺がやってみる」と言い出し
ました。確かに夫は協力的で輸注訓練にも時
間を作って、よく顔を出してくれましたし、針刺
しの練習台として腕を貸してくれ、多少は自分
も練習していました。他に選択肢もなく、とり
あえず夫に任せてみると、なんと成功!ピンチ
を脱しました。相変わらず、家にいる時間が長
い私が中心でやっています。自宅であれば、失
敗しても馴染みの医療機関もあります。でも、
外出時の気持ちの余裕は、夫もできることが
分かってから、全然違います。
母(11歳)　

皆さんが会社から海外勤務を命じられたらどう
しますか ? 
健康状態、会社への告知の有無、仕事の内容に
よって、最終的には個別に対応をしなければなり
ませんが、自己注射ができて関節の状態も比較
的良い方であれば、身体的には断る理由はない
かもしれません。実際に行くとなると多くの課題
がありますが、まずは最大の懸案事項である製剤
の入手に限定して話を進めたいと思います。
皆さんのお使いになっている製剤が入手可能な
国は、欧米と豪州，韓国や台湾など、一部の国
に限定されます。他にも費用さえ出せば入手で
きる国もありますが，原則、開発途上国での現地
調達は無理であると考えてください。その国に
自分の製剤があるかどうかについては主治医を
通して、製薬会社のご担当の方に調べてもらう
のが一番確実です。あるという場合には赴任地
近くの納入先病院も確認しておくと安心です。
また、あるだけで安心してはいけません。海外で
は日本のような公費補助制度がなく、請求が高
額になってしまう国が大半です。会社が赴任先
の公的・私的な医療保険と一括契約してくれて
いても，注意しておかないと医療保険に年間支
払保証限度額があって、凝固因子製剤の使用に
は制限がかかる可能性があります。もちろん個
別に相手国の医療保険を契約しなければなら
ない場合も、支払保証限度額の有無は確認の
ポイントです。

出かける時は忘れずに

H e a r t y  M e s s a g e
ドクタ

ーから
一言！

さて、現地での入手が困難な場合、会社毎の判
断になりますが、健康保険をそのままにしてくれ
る会社もあります。その場合は特定疾病療養を
使うことで月額支払額を一万円に圧縮し、日本
国内で製剤を入手して運ぶことになります。先
天性血液凝固因子障害等治療研究事業につい
ては住民票がなければ使えません。さらに会社
の健康保険が使えなくなる場合で、赴任国での
製剤入手も期待できない場合は、別途国民保険
に加入するなどの工夫が必要です。ただ、住民
票をどこにおくかなどについては、通院先の
ソーシャルワーカーに相談に乗ってもらってくだ
さい。
製剤の輸送については、本人の赴任時に出来る
限り多くの製剤（できれば半年分程度）を持ち運
んでおきます。半年を過ぎると本人宛の荷物でも
輸入品として課税されることがあり、半年ごとに
本人が一時帰国するか、家族が運ばなくてはなり
ません。配送を依頼しても、高価そうな荷物は盗
難にあったり、薬品と書くと運送を拒否されたり
しますので、赴任国によって注意が必要です。
血友病患者さんの海外勤務も珍しくなくなりま
した。ちょっとハードルは高いのですが、ご活躍
ができるよう、主治医、通院先のスタッフと十分
にご相談下さい。
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いたのですが、海外ではズボンをまくって傷を
見せたら、相手は即「OK、sorry」で、せいぜい
金属探知機で膝のあたりを確認したぐらい。
他に何事もなく、出入国できました。日本の保
安体制は確かにすばらしいのですが…。
本人(43歳) 

● 念入りに旅行の準備
旅行・転勤などで、病院を探す時なんですが、
うちはインヒビターもあったし、どうしても慎重
にやらざるを得なかったので、こんなことして
いました。

①まずトラベルガイド※1などで病院を調べて、良
さそうな病院があれば、そこでOK。ない時は
さらに全国調査報告書冊子※2をみて病院を
調べました。

②病院の見当がついたら、電話して、子どもが
使っている製剤があるかどうかを確認してお
き、あればOK。

③なければ、また探します。
④見つけたら、主治医の先生に紹介状を書いて
もらう。

⑤製剤などを保冷バッグに詰めて出掛け、一週
間程度滞在するなら、病院の場所を下見して、
「紹介状と薬もありますので、もしもの時はよ
ろしく」と電話する。二週間以上滞在するな
ら、一応、訪問して挨拶しておく。繰り返し行く
場所はカルテも作る。

何かの参考していただければ幸いです。
母(2歳) 

※1　トラベルガイド
※2　血液凝固異常症全国調査報告書-

毎年、財団法人エイズ予防財団が発行している。基幹血友病医
療機関をはじめ凝固因子製剤の使用実績がある医療機関から
患者さんに配布されている

● 日本の保安体制はすごい!?
製剤を持って海外旅行してきました。先生から
もらった製剤使用者の証明書を持ち、製剤を
手荷物と預けの二つに分けて4箱運びました
が、出入国共に何も言われませんでした。ひっ
かかったのは金属探知機です。自分は膝を人
工関節に置換しているんですが、出入国共に
鳴りました。違ったのは、その時の対応、国内
では当然日本語で説明したんですが、ズボン
の上から触診されたり、さらに説明を要求され
たり、結構、面倒でした。言葉が通じない渡航
先で、説明させられるのは気が重いと沈んで

● ピンチ!!
家庭注射の練習が終わって、直ぐに旅行に行
きました。それまではやはり病院に戻ることを
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の病院を探すか、急きょ戻るしかないかと蒼ざ
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しの練習台として腕を貸してくれ、多少は自分
も練習していました。他に選択肢もなく、とり
あえず夫に任せてみると、なんと成功!ピンチ
を脱しました。相変わらず、家にいる時間が長
い私が中心でやっています。自宅であれば、失
敗しても馴染みの医療機関もあります。でも、
外出時の気持ちの余裕は、夫もできることが
分かってから、全然違います。
母(11歳)　

皆さんが会社から海外勤務を命じられたらどう
しますか ? 
健康状態、会社への告知の有無、仕事の内容に
よって、最終的には個別に対応をしなければなり
ませんが、自己注射ができて関節の状態も比較
的良い方であれば、身体的には断る理由はない
かもしれません。実際に行くとなると多くの課題
がありますが、まずは最大の懸案事項である製剤
の入手に限定して話を進めたいと思います。
皆さんのお使いになっている製剤が入手可能な
国は、欧米と豪州，韓国や台湾など、一部の国
に限定されます。他にも費用さえ出せば入手で
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調達は無理であると考えてください。その国に
自分の製剤があるかどうかについては主治医を
通して、製薬会社のご担当の方に調べてもらう
のが一番確実です。あるという場合には赴任地
近くの納入先病院も確認しておくと安心です。
また、あるだけで安心してはいけません。海外で
は日本のような公費補助制度がなく、請求が高
額になってしまう国が大半です。会社が赴任先
の公的・私的な医療保険と一括契約してくれて
いても，注意しておかないと医療保険に年間支
払保証限度額があって、凝固因子製剤の使用に
は制限がかかる可能性があります。もちろん個
別に相手国の医療保険を契約しなければなら
ない場合も、支払保証限度額の有無は確認の
ポイントです。

出かける時は忘れずに
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♥ 海外赴任で準備すること
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● 家庭注射できていたら…
小学校1～ 2年はなかったんですけど、小3頃
から通院のために早退したり、途中登校するの
を強く嫌がるようになりました。途中で教室に
入っていくのが嫌で、学校そのものは嫌ではな
いようでしたが、通院早退や治療による遅刻な
どを記した連絡帳を学校に持って行くのもひど
く嫌がりました。特に途中登校の際は休みたが
り、あまり強引に行かせて学校嫌いにさせても
困るし、かなり悩んでカウンセラーの先生にも
相談しました。家庭注射や自己注射が導入で
きれば、うまく対処できたんだと思いますが、あ
の子インヒビターがあったので、うちでは開始
することができず、その都度、通院する羽目に
なっていました。中学校もそんな具合であまり
楽しそうではありません。落ち着いたのは高校
入学後、インヒビターも低くなって、校内マラソ
ンを完走できたり、合唱部に打ち込んだり、た
くましくなりました。大学に進学してからも海
外旅行したり、朗読の趣味を続けたりと自由に
やっています。
母(30歳) 

● インヒビターあったんだ
若いころはインヒビターなんて話は聞いたこと
がなくて、知らなかったんだけど、今、思えばイ
ンヒビターがあったんじゃないかと思う。とにか
く製剤なんてもん、うっても、効いた気がしな
いし、だから、あんまりうたなかったし、こんな
効かない物を注射するために練習するなんて
気持ちはさらさらなかった。今のように効くな
らやってたと思うけど…だから始めたのは、12
年前の40歳半ば頃だった。きっかけは出血し

て入院して、主治医がどうせ時間があるなら練
習しようと勧めてくれたこと。自己注射になっ
てからも血管に入らないし、痛いし、効かない
し、一年半以上も外来診察や救急に駆け込ん
で注射してもらう生活が続いてた。地元の大
学病院の先生がベセスタっていうの? それを
測ってみたら当時3ケタあって、「これじゃ効か
なくて当たり前だよ」って言われた。しばらくし
て地元の病院に、たまたま詳しい先生が来て、
「あなたは最低でも10000単位うたなくちゃ効
かない」と言って、カルテに書いていってくれ
た。それからは、ちょっとした出血でも10000
単位をずうっとうってもらっていた。それ4～ 5
年くらいやってたかな。それで人工関節の手術
をしようと専門病院に行った際に、またインヒ
ビターの検査してもらい、その時は「検出でき
ない」っていう結果になっていた。治ってたんだ
ね。10000単位をうち続けていたのが「減感
作療法」ってやつになっていたんだね。それが
今から6年前。効くと分かってからは、ちゃんと
自分で注射してますよ。確かに私の半減期は7
時間くらいで、まだ他の血友病患者さんより短
いかもしれないけど、効くことは確かだからね。
今はインヒビターでもいいやり方があるんだっ
てね? それなら俺みたいに関節悪くしないよう
に自己注射したらいいよ。
本人(55歳)

● 恵まれている
家庭治療は10歳から。そのころの私はインヒ
ビターに悩まされていました。完全には防ぎき
れないまでも、出血の気配を感じたら初期段
階での投与ができたことは、病院へ行き先生
の診察と投与を待つことよりも、自分自身の体
への自己管理のきっかけになったと思います。
当初は母に投与技術を覚えてもらっていたが、
その頃の私は肥満体型だったため、血管を探
し当てるのも苦労しました。苦肉の策で足首
や脛に打ってみたりもしました。親子喧嘩と血
管を潰してしまう失敗を繰り返し、何度かの中
断を経て最終的には小学５～６年頃、自己注射
を一応習得しました。我がままになりやすい私
には親よりも自己投与が向いて
いたのだと振り返っています。
寒い時期は血管が縮むので、
しばらく熱湯に投与予定
箇所を浸けるなど、一回目
の針刺しで成功するように
心がけました。

インヒビター

私には最初に成功することが、その後の投与
期間にも関わる大きなポイントでした。数年
前、自分と歳が近いインヒビターの患者さんと
お話した時に、「自分は今でも自己注射はして
いない、家族にしてもらっている」と聞き驚きま
した。患者さんそれぞれの選択は尊重します
ので、別のチョイスもあるよとお伝えしてみまし
たが説得は難しいですよね。しかしこれだけは
お伝えしたい…何よりも自分自身の生活圏を
広げて、選択肢も広がるし、痛みから解放され
る時間が早くなります。そしてこの自己投与及
び、血液製剤を個人の患者に管理を任せて処
方してくれること、これは「特権」以外の何物
でもないと思うのです。製剤すら手に入らない
　血友病の患者さんが世界にあふれている状
　　　況下で、わたしたちは日本人である特権
　　　　をおのずと甘受しているのだと感じて
　　　　　います。
　　　　　　　本人(40歳)
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び、血液製剤を個人の患者に管理を任せて処
方してくれること、これは「特権」以外の何物
でもないと思うのです。製剤すら手に入らない
　血友病の患者さんが世界にあふれている状
　　　況下で、わたしたちは日本人である特権
　　　　をおのずと甘受しているのだと感じて
　　　　　います。
　　　　　　　本人(40歳)
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● 恵まれている
家庭治療は10歳から。そのころの私はインヒ
ビターに悩まされていました。完全には防ぎき
れないまでも、出血の気配を感じたら初期段
階での投与ができたことは、病院へ行き先生
の診察と投与を待つことよりも、自分自身の体
への自己管理のきっかけになったと思います。
当初は母に投与技術を覚えてもらっていたが、
その頃の私は肥満体型だったため、血管を探
し当てるのも苦労しました。苦肉の策で足首
や脛に打ってみたりもしました。親子喧嘩と血
管を潰してしまう失敗を繰り返し、何度かの中
断を経て最終的には小学５～６年頃、自己注射
を一応習得しました。我がままになりやすい私
には親よりも自己投与が向いて
いたのだと振り返っています。
寒い時期は血管が縮むので、
しばらく熱湯に投与予定
箇所を浸けるなど、一回目
の針刺しで成功するように
心がけました。

インヒビター

私には最初に成功することが、その後の投与
期間にも関わる大きなポイントでした。数年
前、自分と歳が近いインヒビターの患者さんと
お話した時に、「自分は今でも自己注射はして
いない、家族にしてもらっている」と聞き驚きま
した。患者さんそれぞれの選択は尊重します
ので、別のチョイスもあるよとお伝えしてみまし
たが説得は難しいですよね。しかしこれだけは
お伝えしたい…何よりも自分自身の生活圏を
広げて、選択肢も広がるし、痛みから解放され
る時間が早くなります。そしてこの自己投与及
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● 製剤選び
これをうちますと言われて、結果的に製剤が決
められた人もいますけど、私は事前に説明を受
けて、選択することができました。でも先生か
ら一度話を聞いたぐらいでは、何が良いのかな
んて、素人にはよく分からなかったのが本当の
ところ。看護師さんやカウンセラーさんとも話
してて、少しずつ分かってきたんですが、私に
とっては4つポイントがあると思ったことです。
ひとつは注射液の量。小さい子は長い時間、
じっとしていられません。まして注射する時に
は暴れるのが当たり前。とすれば量は少ない
ほどいいと思いました。大きくなってうつ量が
増えて何本も使う場合も安心です。と思った
ら、多くの仲間のお母さん、先輩患者さんが言
うんです。「メーカーの人は十分って言うけど、
やはりルート(針と注射器の間にある細いホー
ス)に製剤が残っているともったいない、少しで
も入れたいって考えちゃうんだよね。それに最
初に気泡を注射針の先から出す時に漏れる注
射液が多くなると、あとで単位数が足りてるか
不安に思っちゃう。だからあまり少なすぎても
不安になるよ」。どうやら取り扱う上では少な
ければ良いというものでもなさそうでした。ふ
たつ目が安全性。各メーカーが力を入れて、
次々と改良しているのが分かりました。実績あ
る血液由来、進歩が期待できる遺伝子組み換
え製剤、それぞれセールスポイントがあるよう
です。やはり昔より安全性への工夫がされてい
るのでしょう。ただ先生方に言われたのは、
「現在の医学で安全性が確保されているとは
いえ、むやみに製剤を変更するのは、万一の危
険を考えればお勧めできません」。様々な経験
をされている医療機関なので、この点で替える

仲間から先輩から

ことのリスクもあるのだと知りました。三点目
は保存方法や持ち歩きの利便性。患者にとっ
て製剤は常備薬。よりコンパクトで、常温保存
できて、「有効期間(使用期限)」の長い方が
いいのは当たり前です。仕事、研修、旅行や外
出等、常に持ち歩く場合もあるかもしれませ
ん。注射器や駆血帯、保冷剤を含めた大きさ・
重さ、保存方法を考えました。それも数回分を
持ち歩くことを考えると小さくて軽いことは大
事です。最後が入手のしやすさや供給の安定
性です。どんなに良い薬でも特殊な病院でし
か手に入らないようなら、もしもの旅先や引っ
越し、転勤の時に困ってしまいます。品切れは
もっと困ります。このあたりも先生には何度と
なく確認したところでした。蛇足ですが、溶か
し方の簡便さも考えましたが、これは慣れの
問題もあるし、キャンプで1～ 2回体験したぐ
らいで比較できそうもありませんでした。こん
なことを考えながら、今の製剤に決めました。
何かの参考になれば幸いです。
母(12歳) 

● 滑膜炎
はじめに滑膜炎と言われた時･･･ショックで親
としては呆然とした。本人も学校を休みがち
になってしまって家族で落ち込んでいた。そん
な時に患者会仲間のお母さんから電話があっ
て、そのお母さんに「うちもよ」と言われたら、
何かとてもほっとした。勉強して知っているつ
もりだったが、初めて自分の子に降りかかった
事態には、戸惑ったり、混乱したりするもんで
すね。
母(12歳) 

● 無理のレベル
36歳。12歳から自己注射をしています。最初
は行動の制約がなくなったことに喜び、注射を
すれば良いと考えて無茶をすることがありまし
た。私の場合、自己注射は抑制力の一つに過
ぎず、無茶は禁物であることを自覚するのに時
間が掛かった気がします。自分が無茶をしてい
ると実感したのは、海外生活が終わって帰国
し、現在の病院に通いはじめ、先生方のお話、
および患者会報に掲載される患者さんのエピ
ソードがきっかけでした。私は仕事の無理など
の影響で体調が怪しいと思った時、および実際
に関節が痛くなった時などに自己注射してお
り、個人的には、定期的に投与しておられる

方々は比較的症状が安定していると思い込ん
でおりました。しかし定期的に投与しておられ
る方々も様々な不調を経験するという点を知
り、血友病特有の症状がデリケートな性質のも
のである事を次第に認識するに至りました。以
後、自分が無理をしている状態かどうかを、よ
り注意深く考えるようになりました。結論とし
て、自分の従来の考え方とは異なる考え方に
接したのは、病院の先生方そして患者団体の
交流のおかげと感じております。症状に個人
差があるため、出来るだけ多くの方々、そして
多くの考え方に接する事が最も大事だと考え
ております。今はなるべく過去の注射記録を見
直し、注射回数の多い時の理由を考えるよう
にしています。成人しておりますし、社会的な
責任もあり、無理をしない生活は不可能です
が、仕事や家族としての責任を果たすという
事柄を「血友病」というオブラートでくるんで考
えるようにし、「無理のレベル」を少しでも下げ
ることができるか、考えるようにしています。現
在の日本では血友病医療に対する国の援助が
手厚く、ほぼ無料で製剤を入手出来る恵まれ
た環境にあります。製剤の自己注射と病院で
のアドバイスを適切に利用する事により、現在
小さなお子さんは、関節へのダメージを最小
限に抑える事が可能となり、普通に近い生活
を送る事が可能です。血友病は難病ではあり
ますが、対処可能で、上手に対処すればする
程、効果が顕著に現れる事がほぼ実証されて
います。悲観的になる気持ちを、将来への明る
い見通しに置き換える事が可能となり、クオリ
ティ・オブ・ライフも向上すると確信しておりま
す。
本人(36歳)
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ん。注射器や駆血帯、保冷剤を含めた大きさ・
重さ、保存方法を考えました。それも数回分を
持ち歩くことを考えると小さくて軽いことは大
事です。最後が入手のしやすさや供給の安定
性です。どんなに良い薬でも特殊な病院でし
か手に入らないようなら、もしもの旅先や引っ
越し、転勤の時に困ってしまいます。品切れは
もっと困ります。このあたりも先生には何度と
なく確認したところでした。蛇足ですが、溶か
し方の簡便さも考えましたが、これは慣れの
問題もあるし、キャンプで1～ 2回体験したぐ
らいで比較できそうもありませんでした。こん
なことを考えながら、今の製剤に決めました。
何かの参考になれば幸いです。
母(12歳) 

● 滑膜炎
はじめに滑膜炎と言われた時･･･ショックで親
としては呆然とした。本人も学校を休みがち
になってしまって家族で落ち込んでいた。そん
な時に患者会仲間のお母さんから電話があっ
て、そのお母さんに「うちもよ」と言われたら、
何かとてもほっとした。勉強して知っているつ
もりだったが、初めて自分の子に降りかかった
事態には、戸惑ったり、混乱したりするもんで
すね。
母(12歳) 

● 無理のレベル
36歳。12歳から自己注射をしています。最初
は行動の制約がなくなったことに喜び、注射を
すれば良いと考えて無茶をすることがありまし
た。私の場合、自己注射は抑制力の一つに過
ぎず、無茶は禁物であることを自覚するのに時
間が掛かった気がします。自分が無茶をしてい
ると実感したのは、海外生活が終わって帰国
し、現在の病院に通いはじめ、先生方のお話、
および患者会報に掲載される患者さんのエピ
ソードがきっかけでした。私は仕事の無理など
の影響で体調が怪しいと思った時、および実際
に関節が痛くなった時などに自己注射してお
り、個人的には、定期的に投与しておられる

方々は比較的症状が安定していると思い込ん
でおりました。しかし定期的に投与しておられ
る方々も様々な不調を経験するという点を知
り、血友病特有の症状がデリケートな性質のも
のである事を次第に認識するに至りました。以
後、自分が無理をしている状態かどうかを、よ
り注意深く考えるようになりました。結論とし
て、自分の従来の考え方とは異なる考え方に
接したのは、病院の先生方そして患者団体の
交流のおかげと感じております。症状に個人
差があるため、出来るだけ多くの方々、そして
多くの考え方に接する事が最も大事だと考え
ております。今はなるべく過去の注射記録を見
直し、注射回数の多い時の理由を考えるよう
にしています。成人しておりますし、社会的な
責任もあり、無理をしない生活は不可能です
が、仕事や家族としての責任を果たすという
事柄を「血友病」というオブラートでくるんで考
えるようにし、「無理のレベル」を少しでも下げ
ることができるか、考えるようにしています。現
在の日本では血友病医療に対する国の援助が
手厚く、ほぼ無料で製剤を入手出来る恵まれ
た環境にあります。製剤の自己注射と病院で
のアドバイスを適切に利用する事により、現在
小さなお子さんは、関節へのダメージを最小
限に抑える事が可能となり、普通に近い生活
を送る事が可能です。血友病は難病ではあり
ますが、対処可能で、上手に対処すればする
程、効果が顕著に現れる事がほぼ実証されて
います。悲観的になる気持ちを、将来への明る
い見通しに置き換える事が可能となり、クオリ
ティ・オブ・ライフも向上すると確信しておりま
す。
本人(36歳)
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ところ。看護師さんやカウンセラーさんとも話
してて、少しずつ分かってきたんですが、私に
とっては4つポイントがあると思ったことです。
ひとつは注射液の量。小さい子は長い時間、
じっとしていられません。まして注射する時に
は暴れるのが当たり前。とすれば量は少ない
ほどいいと思いました。大きくなってうつ量が
増えて何本も使う場合も安心です。と思った
ら、多くの仲間のお母さん、先輩患者さんが言
うんです。「メーカーの人は十分って言うけど、
やはりルート(針と注射器の間にある細いホー
ス)に製剤が残っているともったいない、少しで
も入れたいって考えちゃうんだよね。それに最
初に気泡を注射針の先から出す時に漏れる注
射液が多くなると、あとで単位数が足りてるか
不安に思っちゃう。だからあまり少なすぎても
不安になるよ」。どうやら取り扱う上では少な
ければ良いというものでもなさそうでした。ふ
たつ目が安全性。各メーカーが力を入れて、
次々と改良しているのが分かりました。実績あ
る血液由来、進歩が期待できる遺伝子組み換
え製剤、それぞれセールスポイントがあるよう
です。やはり昔より安全性への工夫がされてい
るのでしょう。ただ先生方に言われたのは、
「現在の医学で安全性が確保されているとは
いえ、むやみに製剤を変更するのは、万一の危
険を考えればお勧めできません」。様々な経験
をされている医療機関なので、この点で替える

仲間から先輩から

ことのリスクもあるのだと知りました。三点目
は保存方法や持ち歩きの利便性。患者にとっ
て製剤は常備薬。よりコンパクトで、常温保存
できて、「有効期間(使用期限)」の長い方が
いいのは当たり前です。仕事、研修、旅行や外
出等、常に持ち歩く場合もあるかもしれませ
ん。注射器や駆血帯、保冷剤を含めた大きさ・
重さ、保存方法を考えました。それも数回分を
持ち歩くことを考えると小さくて軽いことは大
事です。最後が入手のしやすさや供給の安定
性です。どんなに良い薬でも特殊な病院でし
か手に入らないようなら、もしもの旅先や引っ
越し、転勤の時に困ってしまいます。品切れは
もっと困ります。このあたりも先生には何度と
なく確認したところでした。蛇足ですが、溶か
し方の簡便さも考えましたが、これは慣れの
問題もあるし、キャンプで1～ 2回体験したぐ
らいで比較できそうもありませんでした。こん
なことを考えながら、今の製剤に決めました。
何かの参考になれば幸いです。
母(12歳) 

● 滑膜炎
はじめに滑膜炎と言われた時･･･ショックで親
としては呆然とした。本人も学校を休みがち
になってしまって家族で落ち込んでいた。そん
な時に患者会仲間のお母さんから電話があっ
て、そのお母さんに「うちもよ」と言われたら、
何かとてもほっとした。勉強して知っているつ
もりだったが、初めて自分の子に降りかかった
事態には、戸惑ったり、混乱したりするもんで
すね。
母(12歳) 

● 無理のレベル
36歳。12歳から自己注射をしています。最初
は行動の制約がなくなったことに喜び、注射を
すれば良いと考えて無茶をすることがありまし
た。私の場合、自己注射は抑制力の一つに過
ぎず、無茶は禁物であることを自覚するのに時
間が掛かった気がします。自分が無茶をしてい
ると実感したのは、海外生活が終わって帰国
し、現在の病院に通いはじめ、先生方のお話、
および患者会報に掲載される患者さんのエピ
ソードがきっかけでした。私は仕事の無理など
の影響で体調が怪しいと思った時、および実際
に関節が痛くなった時などに自己注射してお
り、個人的には、定期的に投与しておられる

方々は比較的症状が安定していると思い込ん
でおりました。しかし定期的に投与しておられ
る方々も様々な不調を経験するという点を知
り、血友病特有の症状がデリケートな性質のも
のである事を次第に認識するに至りました。以
後、自分が無理をしている状態かどうかを、よ
り注意深く考えるようになりました。結論とし
て、自分の従来の考え方とは異なる考え方に
接したのは、病院の先生方そして患者団体の
交流のおかげと感じております。症状に個人
差があるため、出来るだけ多くの方々、そして
多くの考え方に接する事が最も大事だと考え
ております。今はなるべく過去の注射記録を見
直し、注射回数の多い時の理由を考えるよう
にしています。成人しておりますし、社会的な
責任もあり、無理をしない生活は不可能です
が、仕事や家族としての責任を果たすという
事柄を「血友病」というオブラートでくるんで考
えるようにし、「無理のレベル」を少しでも下げ
ることができるか、考えるようにしています。現
在の日本では血友病医療に対する国の援助が
手厚く、ほぼ無料で製剤を入手出来る恵まれ
た環境にあります。製剤の自己注射と病院で
のアドバイスを適切に利用する事により、現在
小さなお子さんは、関節へのダメージを最小
限に抑える事が可能となり、普通に近い生活
を送る事が可能です。血友病は難病ではあり
ますが、対処可能で、上手に対処すればする
程、効果が顕著に現れる事がほぼ実証されて
います。悲観的になる気持ちを、将来への明る
い見通しに置き換える事が可能となり、クオリ
ティ・オブ・ライフも向上すると確信しておりま
す。
本人(36歳)

28 29



● 未だに出来ません
俺は軽かったんで、10歳の時に抜歯で血が止
まらなくて、医者をさんざん巡って、ようやく診
断がついた。それまでは血尿が少しあったぐら
いで、診断がついた後も全く出血らしい出血は
なくて、血友病を結構甘く見てて、無頓着だっ
たし、無茶もしてた。で、17歳の時に腸腰筋出
血で入院して、はじめて大変なことになるんだ
と知らされた。今は自動車整備の仕事をしてお
り、身体的にはきついが出血は少ないから、何
とかなってるけど、最近、年のせいか血尿も出
やすくなっている気もする。実は未だ注射がで
きなくて…多くなったら近所の医者に毎回行く
のも骨なんで、インターフェロン治療開始で入
院するから、その時ついでに教えてもらおうと
思ってる。
本人(39歳) 

● 血管を長持ちさせる秘訣
自己注射は12-3歳ころから始めました。39歳
です。家庭治療ができなかった時には、その都
度通院したり入院したりしていました。家庭注
射になってからは出血初期に投与できるので、
痛みがひどくならないうちに対処できるし、通
院時間にかける時間も減りました。ただ親にし
てもらっていたので、親がいないとできないと
いうのはとても不便で、その不便さから自己注
射でするようになりました。自己注射できるよ
うになってからはかなり行動範囲も広がり、自
分自身の都合に合わせて予防投与もできるな
ど、よい事がたくさんありました。
やはり苦労したのは、最初のうち（今でもとき
どき）はうまく血管に針が入らなかったことと、
自宅外で投与する時の場所です。血管確保に

● 忘れないように
軽症でほとんど出血はしていない。最近でこ
そ、少し増えたが、昔、注射は1年に1回ある
かないかぐらい。大工じゃないんですけど、金
づち振るったり、重い物を運ぶ仕事をしている
ので、結構あちこちぶつけるが、意外に大丈夫
ですね。自己注射は覚えたものの、そんな具合
なので、要領を忘れがちです。忘れないために
は、しんどい仕事が入る前、何カ月ごとには
「予備的補充療法」ってやつをした方がいいと
は言われてます。
本人(40歳) 

● 正反対になったのはいつ? 
私は自己注射が認められた1983年に、今の
病院に移って、すぐにはじめたのでした。当
時、既に27歳の自分には自己注射で特に苦労
するようなことはありませんでした。それまで、
こんなことができるようになるなんて思ってい
なかったので、まるで夢のようだと感じていた
ことは憶えています。しかし中学生頃までに足
を既に悪くしていたので、歩き方や関節状態ま
で改善することはできません。もっと早く認可
されていたらと思わなくもありませんが、それ
までは血友病患者が体を鍛えるなんてことは
全く頭にはなく、とにかく安静、とにかく動くな
と普段、言われていた時代です。今は血友病
であっても筋力アップさせて、関節の負担を減
らそうというわけですよね。どのへんで正反対
に変わったのかな。
本人(52歳)

● 2000単位!?
昔の製剤は確か10とか20単位ぐらいだった
と思います。そしてもっとよく効く濃縮製剤へ
とかわっていきました。でも出血して初めて濃
縮製剤をうってもらった時は大変でした。病院
からの帰りに真っ青になり、気持が悪くなって
電車を降りる羽目になりました。不純物が多
かった当時の製剤は急速にうつと気持ち悪く
なることもあったんですが、それが原因ではな
かったと思います。濃縮製剤の単位数は
200,250か500かはっきり憶えていません。
でも、それ以前と比較すれば10倍以上の単
位数をうったことになります。今、考えるとそれ
で血管に入ったとたん、血が固まりそうな気が
していたんです。だから気持が悪くなったんで
す。今は1本で2000単位の製剤がでていま
す。2000単位なんて、さらにその10倍です
よね。あの頃の自分が聴いたら、こんな単位数
を自分が一度に打つなんて絶対信じないと思
います。
本人(49歳)

ついて、暖かい時期に血管が見えない時は、
腕を下にさげて、血管が浮いてきて（見えてき
て）から駆血帯をまいています。寒い時期はど
うしても血管が出てこないので、お風呂に入っ
て体が温まった後にするとか、お風呂に入れな
い時には、洗面所でやや熱めのお湯をためて、
ひじから先を入れて温めたりといった努力をし
ています。私の場合は、左右の肘と右手の甲
にそれぞれ１～２本の比較的見えやすい血管
があるので、たぶん人より選択肢も多いのか
なと思いますが、血管を長持ち（？）させるため
に、なるべく続けて同じところには打たないよ
うにと思っています。しかし、あまりにも血管が
出なかったり、急いでいたりすると、入る確率
の高い血管を続けて使ってしまうこともありま
す。どうしても打つ頻度が高い血管とそうでな
い血管があるので、時間的精神的余裕がある
時にはなるべく打ちにくい血管を使うようにし
ています。注射するタイミングですか、家族以
外の人との旅先では、ホテルの部屋で一緒の
人たちが入浴している時などに投与する。本
当に場所がなかった時には、持ち歩く時のセッ
トの中にきれいなビニール袋とアルコール綿を
余分に入れておき、トイレの個室にあるおむつ
交換台？に敷いて、打ったこともありました。今
では「なにかあったらどうしよう」というような
不安はなくなり、自分自身でコントロールでき
るようになったのでなんでもできるようになり
ました。ありきたりの感想ですが･･･
本人(39歳) 
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200,250か500かはっきり憶えていません。
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よね。あの頃の自分が聴いたら、こんな単位数
を自分が一度に打つなんて絶対信じないと思
います。
本人(49歳)

ついて、暖かい時期に血管が見えない時は、
腕を下にさげて、血管が浮いてきて（見えてき
て）から駆血帯をまいています。寒い時期はど
うしても血管が出てこないので、お風呂に入っ
て体が温まった後にするとか、お風呂に入れな
い時には、洗面所でやや熱めのお湯をためて、
ひじから先を入れて温めたりといった努力をし
ています。私の場合は、左右の肘と右手の甲
にそれぞれ１～２本の比較的見えやすい血管
があるので、たぶん人より選択肢も多いのか
なと思いますが、血管を長持ち（？）させるため
に、なるべく続けて同じところには打たないよ
うにと思っています。しかし、あまりにも血管が
出なかったり、急いでいたりすると、入る確率
の高い血管を続けて使ってしまうこともありま
す。どうしても打つ頻度が高い血管とそうでな
い血管があるので、時間的精神的余裕がある
時にはなるべく打ちにくい血管を使うようにし
ています。注射するタイミングですか、家族以
外の人との旅先では、ホテルの部屋で一緒の
人たちが入浴している時などに投与する。本
当に場所がなかった時には、持ち歩く時のセッ
トの中にきれいなビニール袋とアルコール綿を
余分に入れておき、トイレの個室にあるおむつ
交換台？に敷いて、打ったこともありました。今
では「なにかあったらどうしよう」というような
不安はなくなり、自分自身でコントロールでき
るようになったのでなんでもできるようになり
ました。ありきたりの感想ですが･･･
本人(39歳) 

30 31



● 未だに出来ません
俺は軽かったんで、10歳の時に抜歯で血が止
まらなくて、医者をさんざん巡って、ようやく診
断がついた。それまでは血尿が少しあったぐら
いで、診断がついた後も全く出血らしい出血は
なくて、血友病を結構甘く見てて、無頓着だっ
たし、無茶もしてた。で、17歳の時に腸腰筋出
血で入院して、はじめて大変なことになるんだ
と知らされた。今は自動車整備の仕事をしてお
り、身体的にはきついが出血は少ないから、何
とかなってるけど、最近、年のせいか血尿も出
やすくなっている気もする。実は未だ注射がで
きなくて…多くなったら近所の医者に毎回行く
のも骨なんで、インターフェロン治療開始で入
院するから、その時ついでに教えてもらおうと
思ってる。
本人(39歳) 

● 血管を長持ちさせる秘訣
自己注射は12-3歳ころから始めました。39歳
です。家庭治療ができなかった時には、その都
度通院したり入院したりしていました。家庭注
射になってからは出血初期に投与できるので、
痛みがひどくならないうちに対処できるし、通
院時間にかける時間も減りました。ただ親にし
てもらっていたので、親がいないとできないと
いうのはとても不便で、その不便さから自己注
射でするようになりました。自己注射できるよ
うになってからはかなり行動範囲も広がり、自
分自身の都合に合わせて予防投与もできるな
ど、よい事がたくさんありました。
やはり苦労したのは、最初のうち（今でもとき
どき）はうまく血管に針が入らなかったことと、
自宅外で投与する時の場所です。血管確保に

● 忘れないように
軽症でほとんど出血はしていない。最近でこ
そ、少し増えたが、昔、注射は1年に1回ある
かないかぐらい。大工じゃないんですけど、金
づち振るったり、重い物を運ぶ仕事をしている
ので、結構あちこちぶつけるが、意外に大丈夫
ですね。自己注射は覚えたものの、そんな具合
なので、要領を忘れがちです。忘れないために
は、しんどい仕事が入る前、何カ月ごとには
「予備的補充療法」ってやつをした方がいいと
は言われてます。
本人(40歳) 

● 正反対になったのはいつ? 
私は自己注射が認められた1983年に、今の
病院に移って、すぐにはじめたのでした。当
時、既に27歳の自分には自己注射で特に苦労
するようなことはありませんでした。それまで、
こんなことができるようになるなんて思ってい
なかったので、まるで夢のようだと感じていた
ことは憶えています。しかし中学生頃までに足
を既に悪くしていたので、歩き方や関節状態ま
で改善することはできません。もっと早く認可
されていたらと思わなくもありませんが、それ
までは血友病患者が体を鍛えるなんてことは
全く頭にはなく、とにかく安静、とにかく動くな
と普段、言われていた時代です。今は血友病
であっても筋力アップさせて、関節の負担を減
らそうというわけですよね。どのへんで正反対
に変わったのかな。
本人(52歳)

● 2000単位!?
昔の製剤は確か10とか20単位ぐらいだった
と思います。そしてもっとよく効く濃縮製剤へ
とかわっていきました。でも出血して初めて濃
縮製剤をうってもらった時は大変でした。病院
からの帰りに真っ青になり、気持が悪くなって
電車を降りる羽目になりました。不純物が多
かった当時の製剤は急速にうつと気持ち悪く
なることもあったんですが、それが原因ではな
かったと思います。濃縮製剤の単位数は
200,250か500かはっきり憶えていません。
でも、それ以前と比較すれば10倍以上の単
位数をうったことになります。今、考えるとそれ
で血管に入ったとたん、血が固まりそうな気が
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