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研究要旨：
脊髄性筋萎縮症Ⅰ型は生後早期に発症し、気管切開による音声喪失及び、重度の肢体不自由によ
り、言語・非言語によるコミュニケーション発達に影響を及ぼす。しかし、知的障害はないと考え
られているため、早期に意思伝達装置等の代替手段を導入することで、コミュニケーション発達を
保護促進することが期待できる。そこで本研究では、既に意思伝達装置等を利用しているＳＭＡ児
において、漢字の使用も可能な多機能意思伝達装置と支援のライフヒストリーをもとに機器導入の
タイミングと効果を振り返り検証した。
その結果、適切な支援を行うことで、学齢期に到達する前後の時点において、定型発達児とほぼ
同等の言語能力を保持することが可能な事例もあることもわかった。また、機器の使用により、コ
ミュニケーションのみならず、社会参加を含む QOL においてもよい効果が期待されることもわか
った。しかしながら、機器を用いた支援においては Key Person は養育者であることが多く、専門
職の支援を継続的に受けられない状況があり、養育者の負担が大きい。医療職と機器類の専門家が
連携した、重度障害児に対するコミュニケーション発達支援の体制整備が望まれる。
Ａ．研究目的

今年度は昨年度の研究に引き続き、多機能の

進行性神経・筋疾患である脊髄性筋萎縮症

意思伝達装置の試用において、機器の有効性お

（Spinal Muscular Atrophy；ＳＭＡ）Ⅰ型等

よび必要な支援環境等の課題や言語発達の変化

は、生後早期の小児期（乳児期）に発症し、四

を明らかにする。これらの調査により、言語発

肢運動機能加え呼吸機能に障害を呈することか

達段階の小児におけるＣＡ機器に関する利用支

ら気管切開を行うため、運動機能のみならず音

援の制度設計（提案）に必要な基礎資料とする。

声言語機能も喪失する。定型発達児（いわゆる
健常児）の場合は、学齢期までに徐々に語彙を

Ｂ．研究方法

増やし、言語を用いたコミュニケーションを積

昨年度の研究の対象児３名のうち、就学時期

み重ねながら、さらには、文字学習を導入し学

前後にある２名に対し継続的に複数の意思伝達

習を進めていく。前述のような障害児において

装置の利用状況調査を実施する。

も、コミュニケーション機器（communication

調査項目は昨年度同様、①対象児の言語およ

aids；ＣＡ機器）を用いた発達支援を行うこと

びコミュニケーションに関する現在の能力、②

で言語発達の遅れを回避できる可能性もあると

言語発達や文字獲得を含むコミュニケーション

いえる。

発達に果たしたＣＡ機器の役割、③機器操作の

そのため、昨年度の研究では既に意思伝達装

習熟に伴う利用目的の拡大、の３つの視点で検

置等を利用している言語獲得段階の SMA 児に

証する。今年度の調査では、機器の使用や支援

おいて、機器導入と支援のタイミングについて

者環境等の変化に注目するために、特に②に関

調査し、その効果を明らかにした1。
障害者対策総合研究事業・音声言語機能変化を有する進行性
難病等に対するコミュニケーション機器の支給体制の整備に
関する研究班、平成 26 年度総括・分担研究報告書、201５．
p.71-78。

1 佐々木千穂・井村保：重度障害児の言語獲得支援ためのコ

ミュニケーション機器の有効性に関する調査．厚生労働科省
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しては、ライフヒストリー調査をもとに時系列

か、日常生活におけるＣＡ機器の役割を、前研

に整理した。

究に引き続き各機器の長所や短所を踏まえ、コ
ミュニケーション発達への貢献度および、生活

①対象児の言語およびコミュニケーションに

環境の拡がりに等について評価を依頼した。さ

関する現在の能力

らに養育者に対し、機器使用の実質的な Key

報告者らの評価として、

Person の立場から使用のしやすさ等について

・脊髄性筋萎縮症（Ⅰ型）児のコミュニケー

も併せて評価を依頼した。

ション発達に関する里程標2（以下、発達里程

（倫理的配慮）

標）を参考に、機器を使用したコミュニケー

本調査は回答するＳＭＡ患者の利用環境など

ションの状況をヒアリング時に把握する。

のプライバシーにかかわる質問も含まれるため、

他の評価項目として

説明事項の文書等で説明し，同意を得て実施し

・KIDS 乳幼児発達スケール（Ｔタイプ）の

た。また、顔写真や氏名（イニシャル）の掲載

うち運動経験や発音など、SMA 児が行えな

についても研究協力の同意を得る段階でその旨

い評価項目を除外した「③理解言語」、
「④表

の説明を行い、その同意を得ている（中部学院

出言語」
、「⑤概念」の各項目（主たる養育者

大学・短期大学部倫理委員会承認：E14-0018

である母親に評価依頼）。

および E15-0007）
。

・また事例１についてはすでに学齢期に達し

ているため、LCSA(学齢版 言語・コミュニ
ケーション発達スケール大伴潔著・学苑社)
を使用して評価を行った。評価は元小学校教
諭である養育者がマニュアルに沿った施行方

Ｃ．研究結果
（１）事例１：ＳＭＡⅠ型女児

７歳６月

（普通小学校特別支援学級に通学）
①対象児の言語およびコミュニケーションに

法で行った。実際は近親者以外の専門職によ

関する現在の能力

る評価が望ましいため、結果についてはあく

発達里程標はすべての項目において到達して

まで参考値とする。

おり、KIDS 乳幼児発達スケールでは、ほぼ生

②言語発達や文字獲得を含むコミュニケーシ

活年齢同等の到達度であった。しかし、抽象的

ョン発達に果たしたＣＡ機器の役割−ライフ

な概念の理解についてはやや遅れがみられた。

ヒストリー調査をもとに−

LCSA では同年齢の児に比し、やや低い数値を

報告者らが対象児宅を訪問し、CA 機器の利

示す項目が複数あった（付表１参照）。しかし、

用内容や利用上の問題点などをヒアリング調

WISC 知能検査と相関の高い下位項目複数では

査を行う。

平均より高い数値を示した項目もあり、肢体不

養育者に対し発達経過における機器の使用状

自由による経験不足の大きさを考えると、潜在

況やこれに伴う生活の拡大および関わった職種

的な知的能力は高い児であると考えられる。

などについてまとめたライフヒストリーの記入

②言語発達や文字獲得を含むコミュニケーシ

を依頼した。

ョン発達に果たしたＣＡ機器の役割—ライフ

③複数機種での付加機能の利用状況の比較

ヒストリー調査をもとに−

養育者に対し、
「意思伝達装置の使用に関する

本事例のライフヒストリーを表１に示す。

評価」への記載を依頼し、①の結果および、②

本児は幼少時より、養育者とは息漏れ発声に

のライフヒストリーの記載事項を交え、検討を

よるコミュニケーションが可能であった。３文

行った。
「意思伝達装置の使用に関する評価」で

節程度であれば、発話文脈の助けを併せること

は複数機器での利用目的の比較や使用頻度、ど

で、養育者には本児の発話が理解可能であるこ

のような付加機能（リモコンなど）をよく使う

とも多かった。しかし、内容がやや複雑になる
と理解に支障をきたすこともあり、文字言語を

2 星有理香,桜庭聡,佐々木千穂・他：脊髄性筋萎縮症(I 型)児の

獲得してからは、意思伝達装置や口述文字盤に

コミュニケーション発達に関する里程標の作成、脳と発達
46(2): 146-146, 2014.

よるコミュニケーションが重要な役割を果たし
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た。口述文字盤は家族および一部の支援者との

複数機能を併用し参加できる活動の幅を広げて

み成立可能なため、それ以外の他者とのコミュ

いる。

ニケーションでは、意思伝達装置の果たす役割

③複数機種での付加機能の利用状況の比較

が大きかったと言える。

本事例の意思伝達装置の使用に関する評価を

また、LCSA の評価結果をみると他の下位項

表２に示す。

目に比し「音韻意識」の数値が相対的に高いこ

３歳時より『レッツチャット』を使用したコ

とがわかる。これは、養育者が文字習得に関し

ミュニケーション支援、および『トビーコミュ

て低年齢時より力を入れ、本児も努力をした結

ニケーター』を使用した文字学習支援を開始し

果であると考えられる。幼児期後半以降、交流

た。４歳時には、『iPad』のスイッチコントロ

のある他児へ『レッツチャット』で手紙を書い

ール機能を使用して学習支援アプリを活用する

てプリントアウトしたものを渡すなど、子ども

等、複数機器の併用が続いた。６歳時に『話想』

同士の交流にも非常に有用であった。就学後は

を使用し、漢字変換を楽しむ機会を得た。また

『トビーコミュニケーター』で小学校 1 年生用

多機能意思伝達装置として『伝の心』も試用を

の漢字が使用できるページセットを作成して学

検討したが、移動の際に大型のノート PC を持

習支援に用いるなどの工夫を養育者が行うこと

ち運ぶことが困難なため、また、機能的には『ト

で、順調に学習を進めている。日記や、スイッ

ビーコミュニケーター』でカバーできるため、

チを使用した音楽活動など、狭義の言語機能だ

『伝の心』の継続的使用に至らなかった。

けでなく、学校生活全般において他児との共同

このように、本児は発達の各段階で複数の機

活動に加わることにおいても機器が活用できて

器を導入し併用してきた。機器の性能に応じ、

いる。さらに『トビーコミュニケーター』を併

意思伝達機能や学習機能として使い分けること

用し、より複雑な文章の作成や計算、マウスエ

で、児の発達支援に機器類の使用が貢献できた

ミュレーター機能を使用し描画に取り組むなど、

といえる。

表１．事例１のライフヒストリー調査
主な支
身体状況、病 援者

時期
年月

主な出来事（ライフ

状、ALD

年齢

イベント）

コミュニケーション・意思伝達装置関係
困難さ

利用機器・工夫など

制度利用

改善・達成内容など

その他の福祉用具
主な支援者

住宅改修など

（発症）
H20.6

0

H20.9

0

乳幼児健診にて、要

首が少しは

精密検査となる

しっかりして
いて、少しだ
け左右にも動
かすことがで
きた。

病院受診、検査
H20.11

0

呼吸困難により緊急

ゆっくりだ

入院

が、手を顔の
前に動かすこ
とができた

身体障害者手

吸引・経鼻栄養開始

帳体幹１級取
得
H21.2

0

退院・在宅介護開始

ベビー用のメリーを改造

スイッチを押せばおもちゃが動く、

し、スイッチで遊ぶ（カス

ということを理解

タネットスイッチ）
H21.3

0 呼吸困難で緊
急搬送

夜間のみ鼻マスク呼
吸器を導入
「おあーあん」（お
母さん）と発声する

呼吸状態が悪
くなってき、
それにつれて
身体全体の動
きが悪くなる
H21.5

H21.7

SMA家族の会の懇親

視線コミュニケーションを

佐々木先生

会に母だけ参加・

試そうと、透明イラスト

(以後継続的

佐々木先生にアドバ

カードを作るが、あまりう

に）

イスをいただく

まくいかない

1 自発呼吸がほ

新居へ引っ越す

ぼなくなる

車椅子を障害児用バ
ギータイガーに変更

（次ページに続く）
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表１．事例１のライフヒストリー調査（続き）
H21.8

1 身体障害者手

気管切開・胃ろう手

手首を少し動

人工呼吸器がLTVに

帳呼吸器機能

術

かすことがで

変更

障害取得

気管切開手術直後は

きた

声が出なかったが、
すぐに声が出るよう
になる。
H21.9
H22.9

遠隔支援（境先生）

境先生（以

開始

後継続的に)

SMA家族の会の、コ
ミュニケーション機
器展のイベントに参
加

H22.10

アンパンマンパソコ
ンのマウスを改造

H23.3

遠隔支援で２択練習
開始

H23.4

2

通園施設（母子通

車椅子がオーダーメ

園）に入園する

イド（ストレッ

妹が生まれる

チャー）に変更

H23.5

電源リレーを導入

扇風機やフードプロセッサをスイッチ操
作し、お手伝いなどに参加する

H23.8

3

レッツチャットレン

ひらがなを習得する

タル開始
H24.1

3

トビーコミュニケー

簡単なゲームができるようになる

ター使用
H24.3

3

レッツチャット購入

言語障害３級 音声で聞き取れない言葉を、文字で知る
取得

ことができる

意思伝達装置
（補装具）制
度利用
H24.4

ストレッチャー修理
（長さ延長）

H24.8

4

H25.1

iPadタッチャー使用

iPadゲームを楽しむ

開始
H25.6
H25.9

5

できiPad使用開始

ゲームや読書をすることができる

京都にて家族会イベ
ントに参加

H25.10

近隣保育園へ交流保
育へ行く（3月までに
４回）

H26.1

人工呼吸器がトリロ
ジー１００に変更

H26.2

車椅子がネクスト
ローラーEXに変更

H26.3

保育園型の通園施設

指可動域が小

（母子通園）への登

さくなり、リ

園開始（週１回、半

ミットスイッ

日）

チの使用が困
難に

H26.4
H26.10

近隣保育園へ交流保
育へ（３月までに４
回）

H26.11

京都にて家族会イベ
ントに参加

H26.12

話想を試用

テレビ・ビデオ操作を楽しむ
漢字変換を楽しむ

H27.4

小学校に入学

レッツチャットを使

レッツチャットで自己紹介ができた。

い、平日は毎日日記

（声で伝え、続けて機器で発音させるこ

を書く宿題をこなす

とで伝わるようにした）
ライトを光らせることで、音楽の授業で

BDアダプター＋ライ

リズム打ちに参加する

ト

マイクは学校でも大きく役にたっている
機器は確実に伝わるが、やはり時間がか
かるため学校生活の中でメインに使うに
は難しい点も多い。そのため、声がコ
ミュニケーションの中心になっている。

H27.5

iPad用カメラシャッ

iPadで写真を撮影し、トビーコミュニ

ター利用、伝の心試

ケーターを使ってワードで観察日記をつ

用

ける

H27.8

簡易電動車椅子を試
用

H27.9

運動会

タブレットPC試用

漢字学習スタート
H27.11

トビーコミュニケーターで授業に合わせ

簡易電動車椅子に

たファイルを作成し、授業で使えるよう

乗って、運動会の徒

にした

競走に参加

タブレットPCの調子が悪いので、ノート
PCを学校に持っていくようになる

※表１～４まで、いずれも記入者は母親
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表２．事例１の意思伝達装置の使用に関する評価
使用頻度（順 主な使用場 学習への貢
位と大体の使 面・用途
用時間）
機器の名
称

順位

献度

（リモコン 例）漢字が

1日の使 や呼び出し 使用できて
用時間 含む）

良い等

全体的な使用
感（設置の負
担や携帯性も
含む）

使用してい
機器を使用した際の生 るスイッ
活の拡がりや社会参加 チの種類
について

その他（感想）

と身体の
部位や姿
シンプルなので、ただ意思伝達するという目的にはと

専用アームの

聞き取れない言葉を

てもよい機器だと思う。音だけでの入力ができるのも

手軽なので おかげで安心

さっと文字にするには

魅力的。ただ、物足りなくなってしまうのも確か。学

レッツ

さっと入力 して設置でき

手軽でよい

習や楽しみの場面では、レッツチャットをベースに他

チャット

できること る。本体も丈

基本的な意思伝達は十

の機器につなぐというのがやはりいいのかもしれな

が利点。漢 夫なので安

分できると思う。た

い。

コム製：

字が使えな 心。もう少し

だ、娘は声である程度

入力に時間がかかるため、定型文をうまく利用する必

新型）

いことが残 コンパクトに

意思伝達できるので、

要がある。

念。

なるともっと

聞き取れない時のみの

漢字機能がないのがとても残念。１年生の９月からは

いい。

使用となっている

漢字学習が始まってしまうので、少なくとも国語では

（ファン

2 ３０分

意思伝達

メインで使えなくなってしまう。
意思伝達が目的という
印象。
マウス操作は使いやす

伝の心

いが、エラーが多く結

娘から「つまらん」と何度も言われてしまった。画面

局使えないことがしば

がシンプルなのが、娘的には好みではないのかもしれ

しばあった。

ない。遊び要素もないのも要因と思われる。

DVD機能は喜んでい

何よりもエラーが多いのが残念。

たが、これもエラーで
しばしば使えなくなっ
た。
漢字が使え 専用のアーム
ることはよ 等がないの
いが、学習 で、市販もの
機能で余分 で対応する
テレビリモ な漢字がた が、不安。
話想

コン
1 1～２時間
呼び出し

くさん出て タブレットを

意思伝達

のが、就学 することが不

きてしまう 裸のまま使用
期の子に

安。多少の衝

とっては操 撃に耐えられ
作しづらく るケースがほ
感じる。

テレビの録画やDVD
の操作ができること
で、とても喜んだ。電
気などのリモコンを操
作させればお手伝いも
可能だと思った。
呼び出しも使いやすい
ようで、あいさつ等自
ら使用していた。

PPSス

たくさんの機能がありとても魅力的。まだ小さなうち

イッチ

の娘ではすべては使いこなせずもったいないが、もう

（風船） 少し大きくなればもっと楽しく使えると思う。
で、斜め 漢字の変換を学年で指定できればいいのにと思う。
横向きで 機能の表示が難しい表記のため小さい子には分かりづ
使用。

らい。多機能な分選択肢が多いので、選択に時間がか
かることが気になる。必要な機能だけを使えると嬉し
い。
読み上げの調整がうまくできなかった。音だけ聞いて
入力することが難しそう。（設定の問題か？）

しい。
手間はかかるが、こちらの作り方次第でかなりいい使
い方ができると思う。支援者の頑張りに左右されると
思う。万能ではないので、他の機器と組み合わせなが
ら使用していきたい。
ノートパソコ

目的の学習
をさせるこ

トビーコ
ミュニ
ケーター

3 時々

学習時

とができる
（絵あわせ
やかずな
ど）

漢字変換機能は、漢字学習を始めたばかりの子どもに

ンでやってい

は難しいと感じるため、漢字を選択式にして使わせて

て常に設置し

使い方次第でかなりい

いる。選択式でも他の文字と識別する必要があるた

ていないた

ろいろなことができる

め、漢字学習としての一定の効果が出ていると感じて

め、設置が面

と思っているが、まだ

いる。ただ、メッセージウインドウへの入力は横書き

倒に感じてし

学習目的にしか使用し

しかできないため、国語の学習でも横書きで行ってい

まいなかなか

ていない。

る。

設置してあげ

一方で、ワードへ入力するためには漢字変換機能を使

られない。

う必要が出てくる。その際、ひらがなを入力するだけ
でも「確定」の作業が必要になるため、その点を理解
するのに時間がかかる感じを受けた。（ワードは書式
の自由度が高いため、近い将来切り替えていけたらと
思っている）
リモコン機能編集が簡

ハー

単にできるので、生活

ティーラ

の機器操作ができるよ

ダー

うになった。
意思伝達というより

iPad

は、場面に合わせた目
的で使用するのに適し
ていると感じる
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このソフトを立ち上げることでパソコンがうまく動か
なくなることが多く、他の機器との併用が難しい。
（原因があるのかもしれないが・・・）
音楽や、図工、生活科の授業など、場面を限定すると
とてもよい使い方ができてよい。

表３．事例２のライフヒストリー調査
時期
年月
（発
症）

主な支援者

主な出来事

身体状況、病

（ライフイベ

状、ALD

ント）

年齢

その他の福祉用

コミュニケーション・意思伝達装置関係

具住・宅改修な

利用機器・工夫
困難さ

ど

など

制度利用

おもちゃを合図

障害者手帳を 人工呼吸器の導入に 病院のPT、OT、 住宅改修、車椅

切開、24時間 護ヘルパー、家族、 救急搬送、確 で表出

に使う。○×で

取得

より呼吸機能が安定 おもちゃライブ

子など退院の準

人工呼吸器使 家族の会の先輩方、 定診断、手

他者とやりと

し、「育てる」「育 ラリー、家族の

備。先輩宅に在

用

り。

つ」ビジョンを描け

宅見学に行く。

0 急性期。気管 訪問看護師、訪問介 誤嚥性窒息し 表情、泣くこと

難病こどもネット

術、入院生活

ワーク、ピアサポー

改善・達成内容など 主な支援者

会

るようになる。

レッツチャット

ト、保健師、区の

を自在に使う13

ワーカー、病院の医

歳年上のお姉さ

師、ソーシャルワー

んを見る（具体

カー

的なビジョンをも
つ）。

1 急性期。気管 訪問看護師、訪問介 退院し在宅生 因果関係の理解

電動おもちゃを

自立支援法の 福祉機器展で、ス

病院のPT、OT、 住宅改修が終わ

切開、24時間 護ヘルパー、家族、 活を開始。

ができない。コ

スイッチ（セン

社会サービ

イッチを薦めてくだ おもちゃライブ

り外出の困難さ

人工呼吸器使 家族の会の先輩方、

ミュニケーショ

サースイッチ）

ス。区の移動 さる方と出会う。パ ラリー、家族の

が減る。車椅子

用

ピアサポート、保健

ンのルールが決

で動かす。

支援サービ

シフィックサプライ

会、パシフィック も完成する。児童

師、区のワーカー、

まらない。

ス。

の支援を得る。

サプライ

病院の医師、ソー

デイサービスに通
所スタート。

シャルワーカー

2 急性期。気管 訪問看護師、訪問介

本人に合ったス

切開、24時間 護ヘルパー、家族、

イッチがない。

遊びゲームソフト 自立支援法の 療育センターに通い 療育センターの
社会サービ

始める。スイッチの OT、ST、病院の

人工呼吸器使 家族の会の先輩方、

ス。区の移動 分かるOTに出会う。 PT、OT、おも

用、筋力低下 保健師、区のワー

支援サービ

ちゃライブラ

ス。

リー、家族の

カー、医師

会、パシフィック
サプライ
3 急性期。気管 訪問看護師、訪問介 家族会のアド 本人に合ったス

自分用のスイッ

自立支援法の マイクロスイッチの 療育センターの

切開、24時間 護ヘルパー、家族、 バイザー佐々 イッチおもちゃ

チ（マイクロス

社会サービ

人工呼吸器使 家族の会の先輩方、 木先生に出会 がない。遊び方

イッチ）を作

ス。区の移動

PT、OT、おも

用、筋力低下 保健師、区のワー

う。近所の女 がわからない。

る。レッツ

支援サービ

ちゃライブラ

子大の先生と

チャット試用。

ス。

リー、家族の

出会う。

本当に様々な体

会、家族の会ア

験をするように努

ドバイザー佐々

めた。

木先生、女子大

カー、医師

固定具を作る。

OT、ST病院の

生ボランティア
4 気管切開、24 訪問看護師、訪問介

本人に合った意

レッツチャッ

重度意志伝達 レッツチャット、ト 療育センターの

時間人工呼吸 護ヘルパー、家族、

思伝達装置は何

ト、トビーコミュ 装置の補助を ビーコミュニケー

器使用

家族の会の先輩方、

か？遊び方もわ

ニケーター、

保健師、区のワー

からない。両手

Windowsパソコ

カー

を同時に使うお

ン、iPad、でき

リー、家族の

もちゃがない。

マウス、iPad

会、家族の会ア

タッチャー

ドバイザー佐々

受ける。

OT、ST病院の

ターを使えるように PT、OT、おも
なる。

機器配備のた
め、部屋の模様
替えが必要。

ちゃライブラ

木先生、女子大
生ボランティア
5 気管切開、24 訪問看護師、訪問介 幼稚園入園

文字の習得、コ

レッツチャッ

レッツチャットを会 療育センターの

車椅子リニュー

時間人工呼吸 護ヘルパー、家族、

ミュニケーショ

ト、トビーコミュ

話で使えるようにな OT、ST、おも

アル

器使用、胃ろ 家族の会の先輩方、

ン力、語彙力は

ニケーター、

る。YOUTUBEなど

う造設及び噴 保健師、区のワー

どのように進めれ Windowsパソコ

マウス移動とクリッ リー、家族の

門形成

ばよいのか？

ン、iPad、でき

ク操作でどんどん見

会、家族の会ア

マウス、ワン

る。

ドバイザー佐々

カー、医師

ちゃライブラ

キーマウス、で

木先生、女子大

きiPad、iPad

生ボランティア

タッチャー、話
想、ビックマッ
ク
6 気管切開、24 訪問看護師、訪問介 年長に進級、 クラスメイトと

レッツチャッ

日常給付用具 マイクロスイッチの 療育センターの

自分用テレビ設

時間人工呼吸 護ヘルパー、家族、 大親友の転校 の会話が直接成

ト、トビーコミュ 「携帯会話補 固定装具を作る（両 OT、家族の会、 置予定（に伴い

器使用、胃ろ 家族の会の先輩方、 （初めて新幹 立しないストレ

ニケーター、

助装置」とし 手）。ひらがなの５ 家族の会アドバ

なんでもIR導入予

う、側弯進行 保健師、区のワー

スがある。結果

Windowsパソコ

てワイヤレス ０音をマスターす

定）

する（身体的 カー、医師、病院の

アウトローに徹

ン、iPad、でき

マイクの補助 る。しりとりが出来 生、井村先生、

成長）、股関 ソーシャルワーカー

する転換。幼稚園 マウス、ワン

節の脱臼骨折

では「スイッチ

キーマウス、で

味を持ち使い始め

を使う教材」

きiPad、iPad

る。レッツチャット

「弱い力の教

タッチャー、話

で言葉遊びでラップ

材」ががなく、

想、ビックマッ

のようなものを作っ

肢体の特別支援

ク、ワイヤレス

ている。YouTubeの

との連携もうま

マイク

操作が益々細かく出

線旅行）

くいかない。

を受ける。

る。カタカナにも興 特別支援学校教

来る。
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イザー佐々木先

諭

表４．事例２の意思伝達装置の使用に関する評価
使用頻度（順
位と大体の使

主な使用場
面・用途（リ

用時間）

モコンや呼び
機器の名 順

1日の使

称

用時間

位

レッツ

1

チャット

出し含む）

学習への貢献
度
例）漢字が使

全体的な使用感（設置の負担や携帯性 機器を使用し
も含む）
た際の生活の
拡がりや社会

用できて良い
等

長所

短所

参加について

使用してい
るスイッチ
の種類と身 その他（感想）
体の部位や
姿勢

16 テレビ操作、 50音の理解が 軽くて持ち 会話のキャッチボールのス 買い物をして
あいさつ、外 しやすい（覚 運びやす

こどもの発達過程の中で、文字の習得時期や

ピードが合わせ辛く、オー あいさつな

コミュニケーションの成長期に使用する機器

出、吸引、ト えやすい）、 い。赤く光 トスキャンのタイムラグに ど、機械が

としては、大変よかったです。今後さらに複

イレの希望、 印刷できるの るのでわか ストレスを感じている。漢 しゃべると驚

雑化する気持ちや要求、ニードに対応するに

質問、クラク で「お手紙」 りやすい。 字変換ができない。無線で きと感動され

は、他の機器の導入も考えていく必要がある

ション（注意 や「日記」と 声がよい。 の印刷ができない。アル

る。本人の意

と思っています。 少し話は変わりますが、

喚起）、楽器 して文字学習 専用の固定 ファベットがない。コード 思が表現でき

静かにしなければならない場所での使用設定

として、幼稚 のきっかけに アームがあ の差込口が左サイドに飛び るので、周り

が困りました。操作のサーチ音だけ消すとい

園生活の会話 なる

出すかたちになるので、外 の人々との関

う設定もあるとよかったです。（耳で場所を

部からの接触でコード（コ 係も育まれ

覚えていることもあって操作は難しいのです

ネクタ部分）が破損しやす る。

が。）

りよい。

補助として

い。内臓のデザインになら
ないものか？オリジナル語
彙を入力するボタン数が足
らない。
話想

4

0.5 新しい機器の 漢字の変換が 漢字の変換 タブレットの操作が、介助 インターネッ

場面を変えて使用してみたかったが、移動用

導入候補とし でき、変換候 ができ、変 者が難しい。文字盤がひら トに接続でき

の固定具がなく、安全に持ち運べないので

て試用中。リ 補もでるので 換候補もで がなに変換できるとよい

困った。外出先で使えなかった。

るので、さら

モコン操作

よい。無線で るのでよ

（漢字表記のみはわからな に広く社会や

（テレビ、

印刷できて良 い。無線で い）。英語にも対応してい 世界を理解し

DVD、CS

い。インター 印刷できて てよい。選択リセット操作 ていくと思い

チャンネル） ネットにも接 良い。イン が黄色になったら押すとい ます。
続できるよう ターネット うのは待ち時間が長くてス
になっていて にも接続で トレスのようだ。レッツ
よい。

マイクロス

きるように チャットの長押しキャンセ

イッチを左

なっていて ルがやはり便利。声の種類

手に付けて

よい。リモ が気に入るものがない。マ

使用

コン機能が ウス操作のカーソルが分か
あってよい りにくい。もっと感覚的に
が、別機器 使えるのがよい。またマウ
（分離）の ス操作を行ったり来たりす
ため、設置 るとスピードが勝手にダウ
が難しい。 ンしていく機能は使いにく
いように思う。
ビッ

2

クマック

0.5 音声のボ

発表会などに シンプルで

リュームが必 はまだ使えて 使いやす

電池が珍しい種類なので、 子どもにはわ

スイッチで使うので、全体の形がもっとちい

コンビニで買えず、外出時 かりやすいの

さくてもよい。

要な場面で使 いない。幼稚 い。音量が 困った。電池の消耗も物凄 か、みんなが
う。（幼稚園 園行事の「動 ある。

く早い。使っていないとき 触って遊びた

の下校時、幼 物ランド」の

は、電池を外している。

がった。

稚園行事の呼 お店作りと運
びかけ時な

営体験の際

ど）

に、呼び込み
係を担当し、
「いらっしゃ
いませ～」と
使った。

トビーコ

3

0.5 動画を観る、 細かく文字な カスタマイ 携帯用にするには、高機能 まだわからな

使用の場面や使い方の変化に伴って、ファイ

ミュニ

文字や語彙の どカスタマイ ズに手間が のタブレットにインストー いが、長い文

ルを細かく作成していくのが効果的で使いや

ケーター

学習

ズ出来てよ

かかる。

い。

ルして使わなければらな

章など、表現

すく本来のやり方だと思うが、カスタマイズ

い。

の幅が広がり

を担ってくれる支援者がいない。家族が勉強

そうだ。
その他

5 ボリュームが 自分の意見を 集音性があ 場面に応じて、介助者がボ 相手に存在感

（ ワイ

必要な場面で 言うきっかけ り、よく聞 リューム調整に気を配らね を示し、不明

ヤレスマ

使用。（幼稚 になればよ

こえる。聞 ばならない。

瞭言葉ながら

イク「パ

園生活時）

きやすい。

も反応を瞬時

ワギガ」

咽喉マイク

に返すことが

）

が目立たな

できるので、

いのでよ

コミュニケー

い。

ションのテン

い。

ポが共有でき
て、会話が繋
がっていく。
やり取りの回
数が増える。
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して進めることになる。
専用の咽喉 「○○ちゃん（本人）の声が聞こえた！」と
マイク

友だちや友だちのお母さんが感動してくれ
た。

（２）事例２

ＳＭＡⅠ型女児

６歳 10 月

が難しく、精密機器ということもあり取り扱い

（公立の普通幼稚園に週 3 回通園）

に注意を要するなど、これら機器本体の性能以

①対象児の言語およびコミュニケーションに

外の要因も積極的な使用に対する阻害要因とな

関する現在の能力

っていた。

発達里程標の評価項目は全て到達している。
Ｄ．考察

KIDS 乳幼児発達スケールの評価では、到達

（１）本調査対象児の状況

度は生活年齢相応であり、それ以上の項目も複

今回の本調査の２例とも家族会を通じて研究

数あった。本児も幼少時より事例１と同様、呼

協力者まで支援依頼があったものである。

気漏れ発声により養育者および一部の支援者と

この２例はいずれも養育者との間では、息漏

コミュニケーションが可能であった。
②言語発達や文字獲得を含むコミュニケーシ

れ発声によるコミュニケーションが部分的には

ョン発達に果たしたＣＡ機器の役割−ライフ

可能であった。しかしながら、発話明瞭度（日

ヒストリー調査をもとに−

本音声言語医学会

本事例のライフヒストリーを表３に示す。
昨年度までの報告で、複数機器の併用や社会

会）は（４〜）５のレベルと低く、場面文脈や
聞き取る側の推測を要する。そのため養育者や

参加場面での使用の導入までを報告した。また、

家族、一部の支援者以外は聞き取りが困難であ

幼稚園での同年齢児との交流を通じて、養育者

る。一方で、音声による伝達はやはりスピード

を介さないやりとり関係を経験することで他児

も早く、咽頭マイクを使用することで、コミュ

との関係を深めることができた。

ニケーションの伝達度を UP させることが可能

言語障害検査法検討委員

となり効率的なコミュニケーションの一助とな

次年度の就学に向け、漢字や計算を含む学習

っている。

支援に必要な機能を備えた機器が必要となる。
すでに就学しているＳＭＡ児をもつ他の養育者

機器導入時、主に養育者とのコミュニケーシ

から情報を得ながら、移動を含め、学校生活で

ョンを成立させることを主な目的として、意思

使用しやすい機器の選定を母親が中心になって

伝達装置『レッツチャット』を使用した。文字

行っている。

学習前でも、語群選択の機能を使用することで

③複数機種での付加機能の利用状況の比較

可能となる。次に、既成の語群にない内容の伝
達や、広い意味でのコミュニケーション発達を

本事例の意思伝達装置の使用に関する評価を

促進するために、文字学習を行った。その際は、

表４に示す。
３歳時に文字学習導入時に PC を使用したた

『レッツチャット』のような意思伝達装置に加

め、『レッツチャット』が使用可能になった後、

え、学習支援に効果の高いソフトウェア『トビ

タブレット PC タイプの多機能意思伝達装置の

ーコミュニケーター』を PC に入れて使用した。

使用に際し違和感はない様子であった。また、

ある程度文字言語を習得したのちは、外出の際

現在は『ワンキーマウス』を使用してワードで

を含め、
『レッツチャット』の文字入力機能と語

文字入力を行うなどＰＣ操作も自分で一部行え

群選択機能を併用して、コミュニケーションを

るようになってきている。多機能意思伝達装置

行うことが可能となった。
『トビーコミュニケー

では、リモコン操作により DVD や TV が使用

ター』
は意思伝達装置としての役割も果たすが、

できることによる生活の拡大がみられた。
また、

今回の２例では主に学習支援を目的に使用して

インターネット接続ができる CA の存在は、養

いた。『トビーコミュニケーター』は使用する

育者が対象児の将来像を思い描く際に、大きな

PC の選定や、PC を設置したり携帯させたりす

可能性を提案するものである。一方で、携帯用

る必要も生じるため、特に複数機器を併用する

会話補助装置に近いタイプの意思伝達装置『レ

場合などにこの点について工夫を行う必要があ

ッツチャット』と異なり、専用の固定具がない

ることで負担が大きかった。

ことで移動時を含め設置が難しく、また固定ア

このような中、複数の多機能意思伝達装置

ームを使用する際に本体に保護具をつけること

（『話想』、『伝の心』）も併せて比較しながら使
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用する機会を得た。各機器により性能が異なる

『レッツチャット』のようなタイプの意思伝達

ため、表２、４に見られるように、実際の使用

装置が多い。一方で、学習支援も含め発達に対

を通じて生活支援における各機器の役割が異な

応できるオールインワンの機器がないことから

ることがわかった。多機能であることはよい面

使用場面や目的に応じて２種あるいは３種の意

もあるが、一方で、年齢に応じた使用に際し例

思伝達装置を含む CA を併用している児童も多

えば、使用学年に応じた漢字の設定等のカスタ

い。２機目の意思伝達装置を検討する際には、

マイズが必要なこともあり、また専用の固定具

より高機能なものを選定する傾向がある。さら

がないことによる携帯性の問題や、精密機器機

に学習支援に対応できるようなカスタマイズが

であることで取り扱いに注意を要することが使

可能なソフトウェアを選択したい希望も出てく

用頻度に影響を与えていた。

る。その際 PC のような汎用性のある機器の公

今回は低年齢であったためインターネット接

的給付が認められていないため、PC 購入の際

続はほとんど使用していないが、将来的にイン

には養育者が準備することになり、選定や購入

ターネット接続が行えることは、メールを含む

費用の面で養育者の負担が大きい。

社会との交流が可能となる点で、児のコミュニ

また、今回の事例ではないが、通常の耐用年

ケーションや社会参加の場を拡大させる一助と

数５年以内に学習支援に必要だという理由で２

なることが、養育者にとっては大きな希望につ

種目の意思伝達装置を追加で特例給付が認めら

ながっていた。

れた場合でも、先に購入した機器が故障などで

（２）在宅療養の小児のＩＴを使った発達支援

使用できなくなった場合は自費購入となる。こ

が行える体制づくりの必要性

のような点で養育者の負担も大きく、発達途上

①人的支援について

の児に対する機器の給付のあり方については今

本調査対象の２名ともリハビリテーションス

後検討の余地があると考える。

タッフ（以下、リハスタッフ）の関与がなかっ

③音声確保について

たわけではなく、担当リハスタッフを含め直接

SMA 児に対し気管喉頭分離術を低年齢から

的な支援者に機器を使用したコミュニケーショ

施行される例も多くみられるが、当初わずかな

ン支援が行えるものがいないことが養育者の悩

音声表出であっても、年齢があがるにつれて、

みに繋がっていた。また、機器の導入がうまく

音声の発音の高さの調整（ピッチコントロール）

いっても、機器を使用して、どのように何を、

が上手になっていく事例も複数みられている。

具体的に支援していけばよいのか、場面によっ

このような気管切開後の息漏れ発声もＳＭＡ児

てどのような機器を使用するのが適切なのかに

にとっては貴重なコミュニケーション方法とな

ついての各発達段階に応じた継続的なアドバイ

ることが多いことはあまり知られていない。コ

スが必要であるのに対し、これに対応できるマ

ミュニケーション支援において、咽頭マイクの

ンパワーを含む支援体制が不足していると感じ

ような意思伝達装置以外の CA も併用した音

た。この背景には、医療的ケアを必要とする児

声確保を必要に応じ積極的に導入を行うことで、

に対する、本来の（リ）ハビリテーションの支

効率的なコミュニケーションの一助となること

援体制が未構築であることが一因であると考え

もある。

られる。意思伝達装置等の ICT を活用したコミ

④社会参加支援について

ュニケーション支援を含め、療育全般に関し複

コミュニケーション発達支援では、家族以外

数のスタッフが関わっていても、目的の共有や

とのコミュニケーションの経験をする場を持つ

役割分担などを行う際に、児の生活環境全体を

ことが重要であるが、多くの医療的ケアが必要

見通した支援をいつ誰が行うのか、という点に

な児では、この場を探すことが難しい。このよ

ついてのマネージメントは実質的に養育者に委

うな児が通所することの多い重度の障害児が多

ねられている。

くいる施設や学校では、児同士のコミュニケー

②給付制度について

ションが困難な場合も多く、通常の保育園や幼

就学前に給付申請を行うのは、操作が容易な

稚園などを含む参加の場を得るために養育者が
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施設や担当者に直接交渉しているという状況が

意思伝達装置を使用したコミュニケーション発

多くみられる。

達支援を幼少期から系統的に導入していくこと

また就学は大きなライフイベントであり、養

が重要である。また、発達に応じて必要とされ

育者は就学を一つの目標に掲げ、幼少期からの

る機能や、社会参加の場の拡大に伴う移動に対

支援を行う。就学先の選定を検討する就学相談

応するための携帯性が必要になることなどの、

会などの場で、コミュニケーション能力を問題

機器使用に際し求められる性能が変化すること

にされることも一般的に多い。このため、SMA

に対応していく必要がある。

児のような児に対しては機器類も併用したコミ

このような重度の医療的ケアの必要な児のロ

ュニケーション支援を就学前から就学後にわた

ールモデルがまだ少なく、養育者が思い悩んで

り継続して支援できることが必要であるが、現

いる現状も多くあるため、これを支援できる体

状では養育者の自助努力に負っている部分が多

制づくりが急務と考える。

い。
言語能力とコミュニケーションの経験は両輪

Ｆ．健康危険情報

であるが、社会的な経験がないことが、コミュ

（統括研究報告書にまとめて記載）

ニケーション発達の阻害因子であることは見逃
されがちである。障害者差別解消法の施行は、

Ｇ．研究発表

当該児達にとってよい後押しになると期待され

（１）論文発表

る一方で、機器を併用した総合的なコミュニー

なし

ション発達支援もしっかり行っていける体制を

（２）学会発表

作っていくことが求められる。

なし

Ｅ．結論

Ｈ．知的所有権の出願・登録状況

今回の２例は幼少期より養育者とはある程度、

なし

息漏れ発声によって簡単なコミュニケーション

（※本研究に関しては、申告すべき COI（利益

は成立していた。しかし、機器がないとコミュ

相反）状態はない）

ニケーションが成立しない児も多数いるため、
付表１．事例１の LCSA の結果（7 歳 3 ヶ月時に施行）

付図１．事例２『トビーコミュニケーター』
を使用した学習の様子（自宅で）
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