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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
研究開発代表者

井村

保（中部学院大学・看護リハビリテーション学部・教授）

研究要旨：
筋萎縮性側索硬化症（ALS）等の進行性難病患者等が用いる意思伝達装置が補装具として支給さ
れている状況はまだ十分ではない。そのため、その利用拡大策として社会モデルに基づいた生活的
要素を加味した活動障害に対する評価の具体的な提案が必要である。本研究では 2 年間にわたり、
意思伝達装置の支給状況、利用状況、および制度的課題について調査し、3 年目（最終年度）には
総合的評価基準や制度のあり方の検討を行った。その結果、ALS 患者に対しては病状の進行に応じ
た 5 つのフェーズを設定し、各段階で必要なアプローチや支援者の役割を提唱したことで、多職種
連携の在り方の具体案をガイドブックにて提示することができた。また、制度的には、支援者確保
の必要性とそれに見合うコストや、デモ機の確保を含めた貸与の可能性等のいくつかの課題を顕在
化させることができた。今後の課題としては、ガイドブックのブラッシュアップが残った。なお、
制度に関する課題は、関係機関において具体的な検討が行われることを期待する。
研究分担者
巖淵
髙木

でなく、特に新しい技術要素を中心に家族や支

守（東京大学・先端科学技術研究セ

援者の理解を含めた生活的要素を加味した社会

ンター・准教授）※H25-26 年度

モデルに基づいて、装置機能の利用と目的達成

憲司（和洋女子大学・生活科学系・准

のバランス評価も必要になると考えられる。

教授）※H27 年度
伊藤

そこで本研究では、ALS 等の進行性難病患者

和幸（国立障害者リハビリテーション

に対するコミュニケーション機器の導入におい

センター(研究所)・福祉機器開

て、社会モデルも加味した２軸での導入評価プ

発部・室長）

ロセスを検討し、適切な用具を効果的に支給す
ることができ、利用者の QOL の向上に資する福

Ａ．研究目的

祉用具の供給・利用体制の提案を行うことを目

筋萎縮性側索硬化症（ALS）等の進行性神経筋

的とする。

疾患の音声言語機能障害者が用いるコミュニケ
ーション機器には、携帯用会話補助装置や意思

Ｂ．研究方法

伝達装置がある。機器選択において、患者は病

Ｂ－１．現状分析および課題の明確化（H25-26

状の悪化により、各装置の本体そのものや意思

年度）

伝達装置の入力装置等の変更が必要となる。加

25 年度は、難病対策の統合問題を含む現状で

えて、支援者の確保できなければ継続して機器

の問題の明確化や現状での不足事項の確認と整

が十分に利用できなくなることもある。また、

理と行う。26 年度は、25 年度の調査結果の詳細

IT の進化の中で新たな装置が開発されてきて

分析と追加調査、およびこれまでの調査研究結

も、PC を含む汎用性の高い装置である場合や現

果との比較を含め、新しい評価基準や制度体系

行制度が規定していない場合など、より適切な

の大枠の提案を目指す。

機器が対象として認められない場合もある。

（１）現行制度下における意思伝達装置の支

そのため、身体適合のような医学的評価だけ

給・利用状況の分析
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井村が中心となり、25 年度は補装具移行後の

脊髄性筋萎縮症（SMA）Ⅰ型児を対象に、知的機

意思伝達装置の支給状況や、利用状況に関する

能のみならず身体機能の発達を促すアプローチ

調査を実施し、利用実態から社会モデルに基づ

を佐々木（研究協力者）が中心となって調査検

く評価尺度の検討を行う。

討する。

26 年度は、医学的評価と社会モデルに基づく

（２）進行性難病に対する対応方法の検討と制

評価を重ね合わせ、２つの尺度を用いての評価

度素案の設計

方法の試案を作成する。そのために、必要な支

高木が中心となり、ヒアリング調査等を実施

援環境に関する調査も実施する。

し、進行性難病等に対するコミュニケーション

（２）社会モデルに基づく評価の検討（新基準

機器の支給や、その利用を支援する人材に対す

を想定するための対応状況調査）

る補償が可能な総合的な支援体制の具体化とし

巖淵らが現行の制度（基準）で規定されてい

て、現行制度の横断的利用とスクラップ＆ビル

ない新しい技術（入力装置）の利用有効性、汎

トによる新たな制度素案を提案する。

用品（タブレット PC を含む）と付加技術の組み

（３）機能選択・支援者支援ツール、導入アプ

合わせの有用性の検討を行う（25-26 年度）。

ローチのマニュアル検討

また、社会的側面や海外事情との比較、他の

伊藤が中心となり、これまでに作成した意思

分野との整合性も含めた検討を行う（26 年度）。

伝達装置用スイッチの分類や検索ツール、パソ

（３）機器の機能や操作方法の分類についての

コン操作のためのマウス代用装置及びキーボー

検討（現行基準の整理と新基準の組み込み）

ド代用装置の分類に基づき、従来関与が少ない

伊藤が中心となり、現行の意思伝達装置（視

専門職にも対応できる、機能選択等の支援者支

線入力を含む）および入力装置等機器の分類を

援ツールを利用した導入アプローチのマニュア

ベースに、現行機器の機能と制度の関係や、視

ルを作成する。

線入力装置の利用状況を調査する。
そして、身体特性および目的からの選択フロ

（倫理面への配慮）

ーチャートの検討を行い、入力装置（25 年度）

一部の患者等を対象とした実態調査等にあた

や、キーボード・マウス代用装置（26 年度）に

っては、倫理的配慮に留意し、中部学院大学・

対する選択支援ツールの設計（制作）を行う。

短期大学部倫理委員会または研究分担者・研究
協力者所属機関の倫理委員会の承認を得て実施

Ｂ－２．横断的課題検討（H27 年度）

した。

2 年間の研究結果を踏まえ、総合的評価基準
や制度のあり方の検討を細部の調整も含めて行

Ｃ．研究結果

う。各分担者の内容を横断しての協議が必要な

Ｃ－１．現状分析および課題の明確化（H25-26

ため、井村が統括して進める。

年度）

なお、各年度のサブテーマの流れと最終年度

（１）現行制度下における意思伝達装置の支

における論点の関係については図１に示す。

給・利用状況の分析

（１）多職種連携の試行・推進および情報共有

①補装具費支給・判定状況に関する調査

方法の検討

福祉行政報告例や、全国の身体障害者更生相

井村が中心となり、進行性難病等に対する段

談所に対する照会調査の結果から、意思伝達装

階的な支援体制の在り方として、関連学協会や

置の支給状況および判定状況を調査した。詳細

研究班との連携により、機器の導入支援のため

な個別状況の照会からは、選択機種における疾

の多職種連携支援体制のモデル試行・検討を行

患や属性の特徴（支給機種を見たときの疾患や

い、多職種連携をふまえた導入評価プロセスの

性別、年齢の関係等）が明らかになった。

具体策を提案する。

②意思伝達装置の利用状況に関する調査

また、ALS 以外疾患として、身体機能が類似

意思伝達装置の、主たる利用者である ALS 患

しているが、先天性であり言語発達期でもある

者における活用や支援の状況を、日本 ALS 協会
4

の会員を対象にアンケート調査した。継続的な

Ｃ－２．横断的課題検討（H27 年度）

IT 機器の利用は QOL の向上に有効であるが、そ

（１）多職種連携の試行・推進および情報共有

のためには支援者の確保が不可欠であることを

方法の検討

明確にした。

Ｃ－１にまとめたようなこれまでの調査結果

③コミュニケーション支援の在り方に関する

の相互比較により、意思伝達装置の利用拡大に

調査（H26 年度）

は何が必要かという課題の背景にある、根本的

文献調査からは、多職種連携による支援が必

な課題を潜在化させた。そして、これらの根本

要であることを示唆する記述を散見したが、多

的課題解決のために、ALS 患者の病状進行に応

職種連携に焦点を当てた論文はみられなかった。

じた 5 つのフェーズを設定して検討した。そし

また、ボランティア団体の活動実態から、費

て、各フェーズで必要なアプローチや支援者の

用負担のない継続的な支援が困難であることを

役割を提唱したことで、多職種連携の在り方の

示した。

具体案を提示することができた。

（２）社会モデルに基づく評価の検討（新基準

ALS 以外では、SMAⅠ型に対するアプローチを

を想定するための対応状況調査）

検討した。ALS との類似と相違を検討したが、

①新しい技術に関する調査

具体化するためには、症例数が少ないことから

画像処理方式による非接触スイッチ
（センサ）

引き続き検討が必要である。また、より希少な

として OAK の試用評価を行った。支援者の適合

疾患であるが、ALS 同様のガイドブックの様な

負担になるが、操作特性上では、適用者の身体

資料の検討も必要になってくるといえる。
（佐々

状況や利用環境の検討が必要であった。

木らが引き継ぐことを予定している。）

②制度の利用状況に関する調査

（２）進行性難病に対する対応方法の検討と制

コミュニケーション機器の変更に対応できる

度素案の設計

貸与制度も含めての供給体制と、その利用を推

昨年度のような NPO 団体ではなく、一部有料

進するための人的支援の確保と補償を推進する

でサポートしている事業者の事例を調査し、サ

施策検討の論点が整理された。

ポート費用の価格体系を確認した。

（３）機器の機能や操作方法の分類についての

また、障害者総合支援法施行３年後の見直し

検討（現行基準の整理と新基準の組み込み）
①現行補装具制度での対応に関する調査

について～社会保障審議会障害者部会報告書～
（平成 27 年 12 月 14 日）もふまえ、PC ベース

意思伝達装置を扱う事業者（15 社）を対象と

の CA 機器では PC 部分は制度から外し、訪問サ

した意見交換会で、補装具費支給制度の課題に

ポート費用に充てる、現行制度の横断的利用と

ついて検討し、「当面の課題（11 項目）と「中

スクラップ＆ビルトによる新たな制度素案を、

長期課題（3 領域）
」に課題の集約を行った。

既存他制度との整合性を含めて検討してた。

また、特例補装具扱いでの支給が増えてきて

（３）機能選択・支援者支援ツール、導入アプ

いる視線入力方式について、利用者を対象とし

ローチのマニュアル検討

たアンケートにより実態を明らかにした。

障害の状況には個人差があり、コミュニケー

②支援者支援ツール

ション機器の利用にはいくつかの段階（準備期、

現在市販されている意思伝達装置用の入力装

利用期、困難期）が考えられるが、それぞれの

置 66 個に関して、修理基準の分類に従い７種類

段階で利用ニーズと身体状況に合わせて適切な

に分類し、写真、作動圧、操作部位、Ｑスイッ

機器を選択する必要があり、ローテクな方法か

チ付属の可不可、取扱メーカーを整理した。

ら IT 機器をベースとした環境までを考慮して

また、現在市販されているキーボード・マウ

いく必要がある。昨年度に井村らが整理した医

ス代用装置 39 機種に関して、操作形式、実行に

学的（身体機能）評価と社会モデルに基づく評

必要となる操作、外付けスイッチ接続の有無、

価に合わせて、ニーズに対応した機器を区分す

取扱メーカーを整理した。

る。これをフローにまとめた。
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Ｄ．考察

いといえる。制度化を検討する際には、適用者

（１）補装具としての意思伝達装置について

像等の具体化が必要になるだろう。

意思伝達装置が補装具になった際に、日本リ
ハビリテーション工学協会にて、“
「重度障害者

Ｅ．結論

用意思伝達装置」
導入ガイドライン”
を作成し、

（１）支援体制の構築について

各地の身体障害者更生相談所における判定の一

意思伝達装置の利用のための多職種連携の具

助になっているとともに、ALS 患者に限ると支

体化のために、病状の進行に応じた 5 つのフェ

給決定数も 1056 件中 1050 件（99.4％）と安定

ーズを設定し、各段階で必要なアプローチや支

した支給が行われているように見える。しかし

援者の役割を提唱することができた。

ながら、判定前に死亡するケースも 1 件確認で

また、病状の進行に応じたアプローチは、早

き、申請するのが、相当の病状の進行した段階

期のアプローチにより意思伝達装置等の利用の

（フェーズで３～４）と考えることができると

拡大につながるものであり、これまでに公開さ

ともに、使える状態でないため申請しないケー

れている各種ガイドライン等を利用する前段階

スも多いといえる。

での対応を具体化したものといえる。

（２）早期導入指導とスイッチ適合について

さらに、利用ニーズと身体状況を組み合わせ

病状が進行する中で、早期（フェース１～２）

たフローにより、ニーズと機器のミスマッチを

の訓練を行い、必要なタイミングになった際（フ

防ぎ、最適なコミュニケーション環境を提供し、

ェーズ３）には、支給された機器が届いている

継続的な利用を期待できる。

状態になるためには、早期支給にも限界がある

本研究で提案したガイドブックおよびフロー

と考えられ、早期に機器の情報ならびに制度の

は、一定の教育効果とともに臨床現場で活用さ

情報を得て、利用できるための訓練が必要であ

れると期待できる。今後は、関連学会等におい

る。そのためには、医療機関や保健所等に対し

て、このガイドブックのブラッシュアップを行

ても補装具費支給制度の周知が必要である。

うことが残された課題となる。

しかしながら、スイッチ適合は身体機能の適

（２）制度設計について

切な評価も必要で、ボランティアや業者での対

これまでの制度は、補装具費支給制度や日常

応が不十分な場合もあり、医療機関（療法士等）

生活用具給付事業のように物的な支援に偏重し

が必要な情報を得て、対応することが望ましい

ていた。しかし、障害固定のない進行性疾患（難

といえる。

病）の場合には、永続的利用を前提とした制度

（３）物的支援の在り方について

にはなじまないことが課題であった。本研究に

早期利用開始に加えて速やかな支給のために

おいて、補装具費支給制度における意思伝達装

は、現行の支給判定ではなく、試用のための貸

置の支給実態を明確にするとともに、支援者確

与も有効であるといえる。さらに、ニーズの変

保の必要性とそれに見合うコスト、試用のため

化による機種の変更や、身体機能の定期的な確

のデモ機の確保等のいくつかの課題を顕在化さ

認のためには、支給ではなく継続的な貸与とし、

せることができた。

更新の際の評価を適切に義務付けることも有効

IT 機器の発達により、汎用的な PC を継続し

であると考えられるが、現状ですべての地域で

て利用できるようになってきているが、そのた

これに対応できるかは確認できていない。

めにも、PC ベースの CA 機器で本来の PC 機能も

また、特例補装具で視線入力装置の支給も増

活かす場合については、PC 部分は制度から外し、

えているが利用状況としては、使える（満足）・

障害状況に応じた各種インターフェイスの購入

使えない（不満）に分かれていたといえる。基

にかかる費用（物的費用）及び障害状況に応じ

本的にはキャリブレーションの成否によると思

たインターフェイス適合にかかる技術費用（人

われるが、眼球の可動域も低下することから、

的費用）にすることや貸与制度の導入に関して、

視線入力方式が絶対的に優位ではなく、利用目

関係機関において具体的な検討が行われること

的と頻度等も考慮して、選択することが望まし

を期待する。
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4) 井村保：コミュニケーション機器と支援制度
Ｆ．健康危険情報

の変遷と展望－物的支援と人的支援の課題－、

なし

日本難病医療ネットワーク学会機関誌、2(2)、
12-19、2015

Ｇ．研究発表

5) 井村保：ALS 患者におけるコミュニケーショ

（１）論文発表

ン機器の利用状況と支援に関する現状分析、

1) 井村保：重度障害者用意思伝達装置の支給実

日本難病看護学会誌、20(2)、125-138、2015

績における年次推移と地域差、中部学院大

（２）学会発表

学・中部学院大学短期大学部研究紀要、 15、

合計、20 件（一覧は各年度の総括報告書参照）

pp.63-73、2014
2) Yang, G., Iwabuchi, M., Nakamura, K., Sano,
S.,

Taniguchi,

K.,

and

Aoki,

T.

Ｈ．知的所有権の出願・登録状況

:

（１）特許取得

Observation and potential exploration for

なし

people with severe disabilities using

（２）実用新案登録

vision technology、ヒューマンインタフェー

なし

スシンポジウム 2013 論文集、
pp.107-110、2013

（３）その他

3) 伊藤和幸：ディジタルペンを利用した文字保

なし

存機能付き透明文字盤による意思伝達システ
ム、電子情報通信学会論文誌(D)、Vol.J96-D、

（※本研究に関しては、申告すべき COI（利益

pp.2488-2495、2013

相反）状態はない。）

図１．各年度のサブテーマの流れと最終年度における論点の整理
※各年度の統括報告書は、本総合報告書とともに合本印刷。
また総括報告書および各分担報告書は、ホームページからもダウンロード可能。
http://rel.chubu-gu.ac.jp/ca-research/
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表１．重症度分類・Stage 分類に基づくフェーズと支援内容
身体状況の期分け
【準備期】
フェーズ 1

想定する程度と対応、支援内容（例）
まだ障害も軽く、コミュニケーション活動に制限のない時期
通常のコミュニケーションが可能（重症度 1～2）
⇒ 初期の情報提供と IT 機器利用促進
「予備群」から「利用群」へのスムースな移行を目指す。ＰＣによるコミュニケーシ
ョンが必要になることに備え、ＰＣ等の習得（慣れ）が必要。
ときには、先輩患者に引き合わせるピアサポートも有効。

【利用期】
フェーズ 2

PC 等の何らかの IT 機器や CA 機器を用いることで、コミュニケーション活
動を維持している時期
IT 機器を使ったコミュニケーション開始（重症度 2～3）
⇒ 特殊な入力装置等でのＰＣ利用等
キーボード・マウス代替装置の利用ＰＣ等を利用したコミュニケーションを開始す
る。スイッチの練習のためにリモコン等も利用。

フェーズ 3

意思伝達装置の導入（重症度 4～5・Stage Ⅰ）
⇒ 走査入力方式の習得
意思伝達装置の利用開始。操作方法の確実な習得と利用機会の増大を図る。

フェーズ 4

入力装置の交換等による利用の継続（重症度 5・Stage Ⅱ～Ⅲ）
⇒ 利用継続のための身体評価
意思伝達装置の入力装置交換も発生。療法士による専門的な評価・再適合。

【困難期】

随意的な機器操作が困難になり、呼びかけに対しての表情などの変化での意
思確認ができるか、コミュニケーション活動が困難な時期

フェーズ 5

スイッチによる文字入力が実用的でない（重症度 5・Stage Ⅳ～Ⅴ）
⇒ 身体機能全般の医学的評価
他の身体部位の評価も行い、意思伝達装置の利用が不可能であれば、他の手段を検討
も必要。聴覚・認知機能の確認も実施。

①早期介入
・病名告知と予後（呼吸・栄養・コミュニケーション）の説明

←

身
体
機
能
（＋
装
置
高適
機合
能度
）

①～②直前介入
・ＰＣに慣れ、機器の導入準備
・段階的な情報提供
②ＣＡ機器の導入
・ＰＣを利用したコミュニケーション
・携帯用会話補助装置 など

（準備期）
（ＰＣ等・
利用期）

③意思伝達装置への移行
・更生相談所の支給判定
（医学モデル・社会モデル）

（意思伝達装置・利用期）
③利用支援
・「設定の微調整」（適合）と
・「アプリケーション利用指導」

（困難期）
時間経過

④入力装置（スイッチ）交換
・療養生活での継続的見守り、定期的な状況確認
・作業療法士等による身体機能評価・再適合

⑤コミュニケーション手段の再検討
・他の手段（生体現象、ＢＭＩ）の
利用検討
（①

⑤は、フェーズ１～フェーズ５を表す）

図２．身体機能の低下に応じたコミュニケーション支援の内容
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平成２５－２６年度
平成２７年度

厚生労働科学研究費補助金

日本医療研究開発機構研究費委託費

障害者対策総合研究事業
障害者対策総合研究開発事業

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

Ⅱ・総括研究報告

9

10

平成２５年度厚生労働科学研究費補助金
障害者対策総合研究事業（身体・知的等障害分野）総括研究報告書

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
研究代表者

井村

保（中部学院大学・リハビリテーション学部・准教授）

研究要旨：
筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）等の進行性神経・筋疾患患者が用いる重度障害者用意思伝達装置
（意思伝達装置）は、機能障害の判定を経て補装具購入（修理）費が支給される。しかし、その必
要性を認める活動障害を判断する基準は曖昧である。このことは、入力装置の適合支援者の不足と
共に、意思伝達装置の普及の妨げになるといえるが、具体的な課題は明確になっていない。
そこで本研究では、意思伝達装置の支給状況および判定状況、主たる利用者であるＡＬＳ患者に
おける活用や支援の状況を調査した。継続的なＩＴ機器の利用はＱＯＬの向上に有効であるが、そ
のためには支援者の確保が不可欠であることを明確にした。また、支援者の適合負担の軽減を行う
ための新しい入力（評価）装置の有効性の検証を行うとともに、入力装置の選択支援ツールを作成
することでの支援者に対する支援を検討した。加えて、供給事業者と現行制度における装置の機能
等の問題点の整理を行った。これらの結果は、今年度実施した各調査内での集計にとどまらず、相
互比較を行うことで、今後の支援策の検討に必要な基礎的なデータになると考えられる。
研究分担者
巖淵

の進化の中で新たな装置が開発されてきても現

守（東京大学・先端科学技術研究セ

行制度が規定していない場合など、より適切な

ンター・准教授）
伊藤

機器をタイムリーに申請できない場合もある。

和幸（国立障害者リハビリテーション

また、意思伝達装置等の導入によるコミュニ

センター(研究所)・福祉機器開

ケーションの確保は、義肢・装具などの代表的

発部・室長）

な補装具のような機能障害の代替のための身体
適合のような医学的評価だけでは十分な評価が

Ａ．研究目的

出来ないといえる。意思伝達装置は音声言語機

音声言語機能障害者が用いるコミュニケーシ

能の代替に留まることなく、それを通じての社

ョン機器の中には、障害者自立支援法（現、障

会参加・活動を実現するための手段でもある。

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

そのため、社会モデルに基づいた生活的要素を

るための法律（通称：障害者総合支援法））での

加味した活動障害に対する評価も必要になるが、

公的支給となる日常生活用具対象の携帯用会話

それが十分に行われていない。

補助装置や、補装具対象の重度障害者用意思伝

そこで本研究では、ＡＬＳ等の進行性難病患

達装置（以下、意思伝達装置）がある。

者に対するコミュニケーション機器の導入にお

このうち意思伝達装置の利用者の主たる原疾

いて、医学的評価に社会モデルも加味した２軸

患 は 、 筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 （ amyotrophic

での判定を行い、適切な用具を効果的に支給す

lateral sclerosis；ＡＬＳ）等の進行性神経・筋

ることができ、特に新しい技術要素を含めた利

疾患（難病）である。そのため、病状の悪化に

用者のＱＯＬの向上に資する福祉用具の供給・

より、携帯用会話補助装置を含めた機器本体や

利用体制の提案を行うことを目的とする。これ

入力装置等の変更が必要となってくる。

は、身体機能の低下のみならず、言語機能の発

しかし、一度公的給付を受けると耐用年数の

達段階の小児にも応用できる指標といえる。

間の変更申請が困難な場合もあり、また、ＩＴ

今年度（研究初年度）は、これまで主観的な
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判断で議論されがちであった支給状況や利用状

Ｓ患者を対象に、ＩＴ機器／コミュニケーショ

況、機器の現状調査とともに、現状の不足・問

ン機器等の利用状況等を調査した。

題点の客観的な比較を行うことで課題の明確化

客観的な量的調査として、日本ＡＬＳ協会の

を行い、評価方法の論点を整理する。

協力を得て、患者・家族会員全員を対象とした
アンケートを実施した（郵送・悉皆調査）
（①）。

Ｂ．研究方法

また、主観的な質的調査として、在宅療養中

Ｂ－１．現行制度下における意思伝達装置の支

のＡＬＳ患者を対象に、発病から現在までの時

給・利用状況の現状調査

系列のライフヒストリーについて訪問でのヒア

（１）補装具費支給・判定状況に関する調査

リングを実施した（②）。

①統計調査

これらより、病状の進行に対応したコミュニ

意思伝達装置に対する補装具費支給状況や、

ケーション機器利用時実態をそれぞれ考察した。

その主たる利用者であるＡＬＳ患者数等の統計
情報から、
年次推移や地域差について検討した。
調査対象は、意思伝達装置が補装具となった

Ｂ－２．社会モデルに基づく評価の検討（新基
準を想定するための対応状況調査）

2006(平成 18)年度から、2012(平成 24)年度ま

（１）モーションヒストリーによる支援者の適

でとした。

合負担の軽減の把握

補装具費支給の実績は、社会福祉行政業務報

重度障害者の自立を支援するために様々な入

告例（福祉行政報告例）の中から、意思伝達装

力装置が利用されている。それら入力装置の設

置にかかる購入基準、修理基準の申請、支給件

置方法を最適化していくには高い専門性が求め

数や特例補装具費としての支給件数を抽出して

られ、現状では、その技能を備える人材は限ら

まとめた。また、ＡＬＳ患者数は特定疾患医療

れている。

受給者証所持者数として保健・衛生行政業務報

そこで入力装置適合の負担軽減を目的として、

告（衛生行政報告例）の中から、患者総数、年

本研究分担者のチームによって開発された

代別、都道府県別の患者数を抽出しまとめた。

「OAK」を利用し、それが備える動きの可視化

この２つの統計値を横断的に用いて、ＡＬＳ

機能であるモーションヒストリーの観測データ

患者における意思伝達装置利用状況の年次推移

に基づいた入力装置適合の有効性を検証した。

や地域差を考察した。

（２）コミュニケーション支援に向けた重度重
複障害児の OAK を利用した実態把握

②照会調査
全国の都道府県および指定都市が設置する身

医療技術等の進歩により、これまで生きるこ

更相（全 80 カ所）を対象に、平成 24 年度まで

とが困難であった子ども達が生きられるケース

の判定状況・方法等に関する調査（照会）を実

が増えてきている。この変化とともに増えてき

施した（郵送・悉皆調査）。

ている重度重複障害のある子ども達に対し、こ

集計は、回答内容を統計的に集計することを

れまでにも増して支援が求められている。

原則とし、自由記述については、アフターコー

そこで、知的障害と肢体不自由を併せ持つ重

ディングによりカテゴライズした。さらに、こ

度重複障害児のコミュニケーション支援を目指

れらの結果を他の調査研究結果と対比させて考

した因果関係理解の実態把握の実践を、モーシ

察した。

ョンヒストリーを用いながら行った。

（２）意思伝達装置の利用状況に関する調査
ＡＬＳ患者に対するコミュニケーション機器

Ｂ－３．機器の機能や操作方法についての分類

としては、意思伝達装置のみならず、病状の進

検討

行に応じてＰＣを利用した付加機能多機能な装

（１）補装具制度における重度障害者用意思伝

置や、視線入力方式などの新しい装置の利用の

達装置の在り方検討

ニーズが高いとともに、有効に利用されている

ＰＣなどの汎用機器を利用した、従来の福祉

場合もある。その実態を明らかにすべく、ＡＬ

用具のような専用機器でない装置や、身体に装
12

着しない非接触型の入力装置等の新たな支援技

数の変動を吸収し、変動要因の１つである年次

術による機器も増えてきている。しかし、これ

推移を取り除き、都道府県単位での地域差の実

らは公的給付制度の対象としては想定外であり、

情を比較することができた。なお、平成 22-24

現状では自己負担となるなどの課題も多い。

年度期における都道府県ごとの利用率の平均値

このような背景のもと、意思伝達装置の基準

は、17.2±5.7％であった。都道府県単位での利

に該当する装置または、同等品として特例補装

用率の地域差については、支給率の高低と、各

具の対象としての実績または可能性がある装置

期間における利用率の変化（変動係数）は弱い

等を扱う事業者供給事業者へのヒアリングを実

相関関係（r=-0.23）であり、大きな影響はない

施した。そして、現状での問題点を確認し、速

といえる。

やかに制度（基準）改正により改善すべき当面

②照会調査
全国 80 カ所の身更相のうち 53 カ所（66.3％）

の課題と、抜本的な制度改正も視野に入れた中
長期課題に分けて課題を整理した。

より回答を得た。購入基準における判定では、

（２）重度障害者用意思伝達装置用入力装置の

直接判定率は 36.4%であった。直接判定率が

マッピングと選択支援ツールの構築

80.0％を超える身更相が 23.1％であり、先行研

重度障害者用意思伝達装置への入力装置とな

究と比較して、実際に直接判定が行われるケー

る操作スイッチは補装具費支給制度においては

スが増加していると推測できる。なお、指定都

修理基準にて支給される。各種操作スイッチの

市の方がより多くのケースについて直接判定を

特性は大きさや作動力、操作する身体部位など

行っていることが確認できた。

それぞれ特徴があるため、現在市販されている

特例補装具費（本体）の支給判定については、

意思伝達装置用の操作スイッチについて、修理

統計調査（①）において、平均金額については

基準におけるカテゴリに分類するとともに、各

年々増加していることから、特例補装具として

操作スイッチの機能を調査した。

高額な装置の交付が増加したことが推測してい

それらをマッピングするとともにデータベー

たが、この照会調査により、その増加が著しい

ス化し、操作部位と入力形式による検索機能を

ことが確認できた。

持った選択支援ツール（ＷＥＢサイト）を構築

修理基準の判定については、身更相が関与し

した。

ない市町村対応の地域も多く見られるとともに、
身更相における判定でも直接判定率が低かった。

（倫理面への配慮）

ただし、自由記述の内容から、入力装置の交換

一部の患者等を対象とした実態調査等にあた

は、他の修理基準のような純粋な故障部品の交

っては、倫理的配慮に留意し、中部学院大学・

換のような同等品の保証だけでなく、再適合と

短期大学部倫理委員会の承認を得て実施した。

いう評価が必要な場合であることを認識してい
る身更相を少なくないことが確認できた。

Ｃ．研究結果

（２）意思伝達装置の利用状況に関する調査

Ｃ－１．現行制度下における意思伝達装置の支

①アンケート（量的調査）

給・利用状況の現状調査

機器の利用状況に応じて、(1)発話能力など、

（１）補装具費支給・判定状況に関する調査

コミュニケーションの基礎となる部分に症状が

①統計調査

あらわれていないと考えられる「未利用層」

意思伝達装置の支給件数については年次変動

(17.6%)、(2)発症に伴い意思伝達装置や関連す

が大きいが、それは利用者の希少性から生じる

るＩＴ機器などを使うようになった「利用層」

変動であり、３年単位での利用率〔
（直近３ヵ年

(56.8%)、(3)かつては機器を利用していたが使

の支給件数合計／認定患者数）×100〕を指標と

えなくなった「非利用層」(25.6%)の 3 段階のス

して、比較することで年次推移における変動を

テージに分けて比較することができた。

平滑化でき、かつ安定傾向がみられた。この利

コミュニケーションの満足度において、利用

用率を用いることで、患者数の差および支給件

層(21.4 点)が非利用層(15.9 点)よりも高い点数
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を示した。しかし、未利用者(18.1 点)より利用

３つの実践研究より、モーションヒストリー

層が高いとも点数を示した。これは、利用層が

を比べて観ることによって、関わった児童がど

未利用層よりもコミュニケーションを肯定的に

こまで分かっているかの実態把握を進めること

考えているということであり、それを支えてい

ができ、モーションヒストリーが動きや認知に

る「意思伝達装置・ＩＴ機器」を前向きに使う

関わる「違い」を見付ける作業に適しているこ

人が多いと考えられる。実際に、利用者層にお

とがわかった。コミュニケーション支援を行う

いて「執筆・社会参加」に意思伝達装置やＩＴ

にあたっては、支援者の主観だけでなく、客観

機器を使っている割合が高かったことも、この

的事実を基にしたアプローチを組み立てること

ことを裏付ける指標と考えられる。

が重要であり、モーションヒストリーがその実

②ヒアリング（質的調査）

践を可能とする有効な支援ツールとなることが

意思伝達装置の利用実態をライフヒストリー

示された。

に重ねて比較することにより、数年に渡って装
置を安定的に利用している患者は、先を見通し

Ｃ－３．機器の機能や操作方法についての分類

た計画を持っている方が多いようである。

検討

また、人間の欲求において、コミュニケーシ

（１）補装具制度における重度障害者用意思伝

ョン欲は生理的欲求を除けばおおむね上位であ

達装置の在り方検討

ることに疑いはない。つまり、コミュニケーシ

調査対象となる事業者（15 社）を対象に、当

ョン環境が不全であるということは、人間にと

該調査に係わる調査シートを電子メールで送付

って大きなストレスとなる。ストレスがＡＬＳ

し、回答を記入したものを返送してもらった。

の進行に大きく関わるという事例は他の患者か

回答は、他制度との整合性等をふまえて検討し、

らも度々聞かされた。

系統別に整理した。これを各事業者が参加する

これらより、適切な支援をふまえた装置の導

意見交換会で議論し、①当面の課題（11 項目）

入が、患者の社会活動を含めたＱＯＬの確保に

と②中長期課題（3 領域）に集約を行った。

大きな影響を与えていることが確認できた。

（２）重度障害者用意思伝達装置用入力装置の
マッピングと選択支援ツールの構築

Ｃ－２．社会モデルに基づく評価の検討（新基

現在市販されている意思伝達装置用の入力装
置 66 個に関して、修理基準の分類に従い７種

準を想定するための対応状況調査）
（１）モーションヒストリーによる支援者の適

類に分類し、写真、作動圧、操作部位、Ｑスイ

合負担の軽減の把握

ッチ付属の可不可、取扱メーカーを整理した。

スイッチの種類、障害、実施日を要因とする

また、調査した操作スイッチをデータベース

反応時間に関する分散分析を行ったところ、反

化し、操作部位と入力形式による検索機能を持

応時間に関してスイッチと実施日の交互作用が

ったＷＥＢサイトを構築した。操作部位と入力

有意であり（F(1, 198)=28.56, p < .001）、また、

形式の組み合わせで、該当するスイッチを検索

従来のスイッチについては、実施日を単独の要

することができる。

因として有意な差が見られた（F(1, 198)=68.45,

p < .001）。他に有意な差は見られなかった。

Ｄ．考察

しかも、今回、エアスイッチは、反応時間に

本研究における各分担研究によって、現行制

ついて従来の物理的なスイッチと同程度の結果

度における支給状況、利用する患者のニーズ、

をもたらした。以上換言すれば、今回の実験は、

新たな技術による支援の可能性、その他に事業

モーションヒストリーを利用する OAK が、従

者か抱える問題等をそれぞれ明確化できた。

来の物理的なスイッチの適合と同等レベルの適

今回明らかになった現状は、従来から支援者

合をより負担なく実現しうることが示された。

や事業者等の間では主観的な意見としては聞か

（２）コミュニケーション支援に向けた重度重

れていたものであるが、今回の調査を通してか

複障害児の OAK を利用した実態把握

なり、客観的な尺度で示すことが出来た。
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（１）意思伝達装置の利用状況について

理解の実態把握を試みたところ、実践研究では、

意思伝達装置の支給実績（Ｃ－１（１）①）

状況に応じた児童の動きの違いの発見にモーシ

と、補装具費支給判定状況（Ｃ－１（１）②）

ョンヒストリーが役立ち、観測された動きの変

の対比から、特例補装具費においては、特に視

化から、彼らの随意的な動きを判別することが

線入力装置の支給が増えていることが確認でき

できた。さらに、その結果を基に随意的な動き

た。加えて、ＡＬＳ患者を対象としたアンケー

を引き出すアプローチを考案することも可能と

ト（Ｃ－１（２）①）においても、その状況を

なった（Ｃ－２（２））。これは、先天的な障害

確認できた。

により意思表出や言語の確立が困難であった小

また、意思伝達装置の適用前となる早期のＡ

児においても、言語機能の獲得を促すきっかけ

ＬＳ患者を含めた、ＩＴ機器／コミュニケーシ

になるとともに、医療機関のみならず特別支援

ョン機器等の利用状況調査（Ｃ－１（２）①）

学校などの活動の場での、装置の有効利用の可

において、装置を使うことでコミュニケーショ

能性を示すといえる。

ンの満足度が上がり、その継続的な支援が無け

（３）機能や操作方法の分類検討について

れば維持できず、機器の利用が出来なくなり満

（１）で述べた視線入力装置（トビー）や、

足度が下がり、ＱＯＬの低下につながるといえ

（２）で述べた OAK のような新しい装置は、

る。その反面、同調査およびライフヒストリー

それぞれについては有効性が確認できたが、現

調査（Ｃ－１（２）②）においても、適切な支

行制度では明確に公的支援（公費負担）の対象

援をふまえた装置の導入が、患者の社会活動を

とは言えないところであった。その他にも、現

含めたＱＯＬの確保に大きな影響を与えている

行の基準にそぐわない装置等の存在が確認され

ことが確認できた。

た（Ｃ－３（１））。これらは、新しいＩＴ機器

これらを踏まえて考えると、早期にＩＴ機器

の登場が、社会全体のコミュニケーション環境

を導入することは、コミュニケーションの確保

を変化させ、機能障害に対する福祉用具支給と

のみならず、ＱＯＬの向上に寄与する部分が多

いう考え方での限界を示したといえる。

いといえる。そして、利用できる期間を十分に

そのような中で、課題の１つである入力装置

維持することが大切といえる。しかし、利用率

の選択支援として、その特徴のマッピングやデ

の地域差が存在することも明らかであり（Ｃ－

ータベースを行ったことで、支援者の支援とな

１（１）①）、その解消も重要な課題である。

ることが期待できる（Ｃ－３（２））。このツー
ルにより、提示されたスイッチ候補を基に、個々

（２）社会モデルに基づく評価の検討について

の適合において十分な試用を重ねていくことで

入力装置適合の負担軽減を目的として、コン

最適なスイッチの使用に結び付くものと考えら

ピュータービジョン技術を応用した新たな入力

れる。しかし、入力装置の適合は作業療法士等

支援システム OAK を利用し、それが備える動

の専門的な技術が期待されているところである

きの可視化機能であるモーションヒストリーの

（Ｃ－１（２）①）。

観測データに基づいた入力装置適合の有効性を

これらより、従来型の装置の支給を前提にし

検討した。その結果、モーションヒストリーが

た支援ではなく、モノと人のトータルパッケー

支援対象となる人々の動きの理解に役立ち、入

ジ的な支援が必要になると考えられる。

力装置適合への有益な評価ツールになりえるこ
とが明らかとなった。また、専門性を持たない

Ｅ．結論

支援者でも従来からの物理的スイッチと同等レ

進行性疾患のＡＬＳに対しては、早期支給が

ベルの適合が容易に実現でき、その操作感の安

音声言語機能喪失後においても、コミュニケー

定性も確保できることが示唆された（Ｃ－２

ションを肯定的に考えるきっかけとなり、
「創作

（１））
。

活動」や「執筆・社会参加」に意思伝達装置・

この動きの理解は、入力装置の適合だけでな

ＩＴ機器活用していくことにつながるといえる。

く、重度重複障害のある子どもたちの因果関係

これは、これまでの意思伝達装置の概念を改め、
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コミュニケーションを通じた社会参加・活動障

トワーク学会学術集会（抄録：日本難病医療

害を支援するＩＴ機器としての活用も評価する

ネットワーク学会機関誌、1(1)、124、2013）
2) 柴田邦臣、井村保：ＡＬＳ患者を対象とした

ことになる。
また、コミュニケーション環境が不全である

ＩＴ機器／コミュニケーション機器等利用状

ということは、人間にとって大きなストレスと

況調査、全国難病センター研究会・第 21 回

なり、介護者との関係悪化を招く恐れもある。

全国大会・資料集、50-51、2014

そのため、継続的なコミュニケーション確保や

3) 伊藤史人、井村保：ＡＬＳ患者の意思伝達装

支援者の確保が、良好な療養生活には不可欠で

置と社会参加に関するヒアリング調査、全国

ある。そのためには、適切な技術を持つ専門職

難病センター研究会・第 21 回全国大会・資

に対する対価の保障も必要な課題といえる。

料集、52-53、2014

今回実施した各調査においては、機能障害の

4) Yang, G., Iwabuchi, M., Nakamura, K. :

判断（医学モデル）より、活動障害（社会モデ

Automatic convenient switch fitting based

ル）を意識した課題の整理であったが、基本的

on motion history for people with physical

には、予想通りの結果が得られた。これは、コ

disabilities、 ヒューマンインタフェ ース学

ミュニケーション障害の評価には、社会モデル

会研究報告集、 Vol.15、 No.11、 pp.5-6、

を用いた評価の重要性を示唆していると考えら

2013
5) Tamotsu IMURA, Mamoru IWABUCHI,

れる。

Kazuyuki

次年度においては、今年度の結果のような各

ITOH

:

A

Proposal

for

調査内での集計にとどまらず、相互比較を行う

Improvement of the Public Support System

ことで、今後の支援策の検討に必要な基礎的な

about New Communication Aids with

データとなりうるといえる。

IT&UD , (7th International Convention on
Rehabilitation Engineering & Assistive
Technology (i-CREATe! 2013)), on Web,

Ｆ．健康危険情報

2013

なし

6) Itoh K. : Development of Digital Pen-Type
Ｇ．研究発表

Transparent Kana Board Communication

（１）論文発表

System , Proceedings of KNRRI 2013

1) 井村保：重度障害者用意思伝達装置の支給実

Annual

International

Symposium

on

Rehabilitation Research , pp.85-91、2013

績における年次推移と地域差、中部学院大
学・中部学院大学短期大学部研究紀要、 15、
（印刷中）、 2014

Ｈ．知的所有権の出願・登録状況

2) Yang, G., Iwabuchi, M., Nakamura, K.,

（１）特許取得

Sano, S., Taniguchi, K., and Aoki, T. :

なし

Observation and potential exploration for

（２）実用新案登録

people with severe disabilities using vision

なし

technology、ヒューマンインタフェースシン

（３）その他

ポジウム 2013 論文集、pp.107-110、2013

なし

3) 伊藤和幸：ディジタルペンを利用した文字保
存機能付き透明文字盤による意思伝達システ
ム、電子情報通信学会論文誌(D)、Vol.J96-D、
pp.2488-2495、2013
（２）学会発表
1) 井村保：重度障害者用意思伝達装置支給状況
の地域比較とその考察、第 1 回難病医療ネッ
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平成２６年度厚生労働科学研究費補助金

障害者対策総合研究事業

（障害者対策総合研究開発事業（身体・知的等障害分野））総括研究報告書

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
研究代表者

井村

保（中部学院大学・看護リハビリテーション学部・准教授）

研究要旨：
筋萎縮性側索硬化症等の進行性神経・筋疾患患者が用いる意思伝達装置は、身体機能障害の判定
を経て補装具費が支給される。しかし、
その必要性を認める活動障害を判断する基準は曖昧である。
このことは、入力装置の適合支援者の不足と共に、意思伝達装置の普及の妨げになるといえるが、
具体的な課題は明確になっていない。昨年度は、これまで主観的な判断で議論されがちであった支
給状況や利用状況、機器の現状調査とともに、現状の不足・問題点の客観的な比較を行うことで課
題の明確化を行い、評価方法の論点を整理している。
今年度は、昨年度の調査結果を踏まえより詳細な分析を行い、潜在化する問題の顕在化を行うと
ともに、ヒアリング調査等においてもより具体的な課題の確認を行った。その結果、社会モデルに
基づく活用事例の評価や、ボランティア団体を含めた導入前からの多職種連携の在り方等の連続的
対応具体案を提示できた。また、視線入力方式等の新しい方式の装置の歩葬儀費支給状況等が明ら
かになった。これらにより、コミュニケーション機器の変更に対応できる貸与制度も含めての供給
体制と、その利用を推進するための人的支援の確保と補償を推進する施策検討の論点が整理された。
研究分担者
巖淵

間の変更申請が困難な場合もあり、また、ＩＴ

守（東京大学・先端科学技術研究セ

の進化の中で新たな装置が開発されてきても現

ンター・准教授）
伊藤

行制度が規定していない場合など、より適切な

和幸（国立障害者リハビリテーション

機器をタイムリーに申請できない場合もある。

センター(研究所)・福祉機器開

さらには、意思伝達装置等の導入によるコミ

発部・室長）

ュニケーションの確保は、義肢・装具などの代
表的な補装具のような機能障害の代替のための

Ａ．研究目的

身体適合のような医学的評価だけでは十分な評

音声言語機能障害者が用いるコミュニケーシ

価が出来ないといえる。意思伝達装置は音声言

ョン機器の中には、障害者自立支援法（現、障

語機能の代替に留まることなく、それを通じて

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

の社会参加・活動を実現するための手段でもあ

るための法律（通称：障害者総合支援法））での

る。そのため、社会モデルに基づいた生活的要

公的支給となる日常生活用具対象の携帯用会話

素を加味した活動障害に対する評価も必要にな

補助装置や、補装具費支給対象の重度障害者用

るが、それが十分に行われていないことから、

意思伝達装置（以下、意思伝達装置）がある。

昨年度（研究初年度）は、これまで主観的な判

このうち意思伝達装置の利用者の主たる原疾

断で議論されがちであった支給状況や利用状況、

患 は 、 筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 （ amyotrophic

機器の現状調査とともに、現状の不足・問題点

lateral sclerosis；ＡＬＳ）等の進行性神経・筋

の客観的な比較を行うことで課題の明確化を行

疾患（難病）である。そのため、病状の悪化に

い、評価方法の論点を整理している。

より、携帯用会話補助装置を含めた機器本体や

今年度は、昨年度の調査結果を踏まえより詳

入力装置等の変更が必要となってくる。

細な分析を行い、潜在化する問題の顕在化を行

しかし、一度公的給付を受けると耐用年数の

うとともに、ヒアリング調査等においてもより
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具体的な課題の確認を行う。これらにより、障

してまとめる。今回の調査では、平成２５年度

害固定のないＡＬＳ等の進行性難病患者（神経

に実施したＡＬＳ患者のヒアリング調査を追跡

筋疾患）に対するコミュニケーション支援体制

して、この一年間のコミュニケーション環境等

を、次年度に検討するための基礎情報を整理す

の変化を記録する。加えて、新規のＡＬＳ患者

る。そして、コミュニケーション機器の変更に

の調査も実施する。

対応できる貸与制度も含めての供給体制と、そ

調査方法は個別訪問によるヒアリング調査と

の利用を推進するための人的支援の確保と補償

する。可能な限り患者本人からの聞き取りとす

を推進することを最終目標とする。

るが，困難な場合は家族やヘルパー等の支援者
から聞き取る。

Ｂ．研究方法

③重度障害児の言語獲得支援ためのコミュニ

Ｂ－１．現行制度下における意思伝達装置の支

ケーション機器の有効性に関する調査

給・利用状況の分析

幼児期や５０音を獲得する段階では、シンボ

（１）重度障害者用意思伝達装置の補装具費支

ルや定型句を利用した言語力（語彙）に応じた

給状況の分析

装置使うことが好ましいと考えられるが、その

意思伝達装置の支給状況は、平成２５年度に

有効性を示すためには、身体的な障害程度や知

実施した身体障害者更生相談所への照会調査に

的レベルだけでなく、学校や家庭を含めた生活

おける個別ケースの詳細情報をもとに、①重度

の中での利用状況をふまえた、医学的・社会的

障害者用意思伝達装置に対する補装具費支給実

な複合モデルによる導入支援プロセスが必要で

績の実態調査、②視線入力方式意思伝達装置に

ある。しかし、対象となりうるＳＭＡ児は少な

おける特例補装具費支給実態の推測、の２種類

いことから、アンケート等による大規模な調査

の分析を行った。

は困難である。そのため、研究分担者・研究協

また、福祉行政報告例および衛生行政報告例

力者が知りえている複数の意思伝達装置の利用

のデータから算出できる意思伝達装置の利用率

児に対する聞き取り調査を中心とした状況調査

を、種々のデータと対比し、③意思伝達装置に

を行う。そして、その事例を比較・検討する。

かかる補装具費支給における地域差要因の背景

（３）コミュニケーション支援の在り方に関す

分析、も行った。

る検討

（２）重度障害者用意思伝達装置の利用状況に

①難病患者に対するコミュニケーション支援

関する分析

の症例報告の現状調査

①ＡＬＳ患者におけるＩＴ機器／コミュニケ

そこで本件研究では、コミュニケーション支

ーション機器等利用背景の分析

援の体制構築を効果的に構築することを最終目

平成２５年度に実施した日本ＡＬＳ協会への

標として、これまでの支援のアプローチや体制

アンケート調査を詳細に比較し、機器の利用状

の構築におけるノウハウの可視化するために、

況（予備群、利用群、中止群）を３段階に区分

過去の難病医療関係の学会等での症例報告等の

し、統計的に利用者の背景や支援に係わる内容

サーベイを行うことで、現状の課題の明確化等

を比較・考察した。また、利用群においては、

を試みる。

機器ごとの相違についても同様に比較・考察し

難病医療関係の学会誌・学術講演抄録を対象

た。また、利用群においては利用状況を、予備

に原著論文、症例報告等の中から、意思伝達装

群および中止群においてはコミュニケーション

置の導入等のコミュニケーション支援に関する

の方法等についても確認した。

文献を収集し、内容に応じで整理する。コミュ

②意思伝達装置利用者の社会活動状況等のヒ

ニケーション支援にも古くからの取り組みは見

アリングによる調査

られるが、今回は、現状の課題を明確化するこ

患者等の意思伝達装置の利用実態を調査する

とから、対象期間を、意思伝達装置が障害者自

ことで、意思伝達装置の利用に関わるケースス

立支援法（現、障害者総合支援法（通称））にお

タディを収集し、支給制度改正に資する情報と

ける補装具になった平成 18 年(2006 年)以降に
18

限定した。

Ｔベースのコミュニケーション支援製品と制度

②ＩＴ機器コミュニケーション支援における

の動向、③合理的配慮と福祉機器・コミュニケ

ボランティア関与状況

ーション機器の供給制度。そして、各分野に精

意思伝達装置導入等のコミュニケーション支

通する研究者により、各分野の現状と課題をと

援にかかる人的支援への補償を検討する場合に

りまとめて、それらを総合的に比較し、制度の

は、支援内容の体系的整理（メニュー化）とと

具体化に向けた論点を整理する。

もに、
適切な費用の算出が必要になる。そこで、
本研究では、自治体からの委託等を受けていな

Ｂ－３．機器の機能や操作方法の分類について

い支援団体に注目し、その活動内容や運営費用

の検討

の分析から、内在的問題の顕在化を試みる。

（１）視線入力方式の意思伝達装置の利用実態

対象団体における支援活動実績を、対象者単

調査と適用基準の整理

位でまとめる。継続的な支援が必要である場合

調査は視線入力方式の機器を取り扱っている

には年度をまたぐ対応になる場合もあるため、

クレアクト株式会社の協力により、共同でアン

昨年度（2013 年度）に支援を行った方を対象者

ケートを実施した。調査項目として、①利用者

とし、前年度（2012 年度）から今年度（2014

の基本的属性、②視線入力方式の機器購入前の

年度）の支援内容を調査対象とした。

コミュニケーション機器の利用状況、③視線入
力方式の機器の利用状況、④利用支援の状況、

Ｂ－２．社会モデルに基づく評価の検討

⑤コミュニケーションと生活の状況、⑥改善希

（１）画像処理による非接触入力装置の操作

望項目などに分け、アンケートを実施する。こ

性に関する評価

のうち、③～⑤がコミュニケーションの状況と

今年度は画像処理入力装置の適用者像を具体

なる。

化することを目的として、ＯＡＫを既存の物理

返送された回答は基本的な統計処理（単純集

的なスイッチの代替品としての試用を行い、そ

計）を行うとともに、支援状況、コミュニケー

の利用者における操作感覚等の比較・検証した。

ションの実態について分析を行った。

現在、意思伝達装置やＰＣをスイッチ操作に

（２）パソコン操作向けキーボード・マウス代

より利用している意思伝達装置の利用者 2 名、

用装置の機能調査

ＰＣの利用者 2 名の計 4 名の患者を評価者とし

現在市販されているキーボード・マウス代用

て、
画像処理による非接触入力装置として OAK

装置について、名称、操作形式、各代用装置の

を提供し、現在利用している入力装置と操作感

実行に必要な操作、外付けスイッチの接続、操

等についての比較を依頼した。

作に適した部位、取り扱いメーカーを調査した。

なお、これらの評価者は、スイッチによる意

操作に適した部位は、各代用装置が想定する

思伝達装置やＰＣについては十分理解しており、

操作部位をまとめた。主に、頭部の動き、口や

今回の検証では、入力装置の差異のみを確認で

あごによる操作、指による操作、手の大まかな

きるようにしている。

動きによる操作、足を使った操作となり、ジョ

（２）コミュニケーション総合支援策の構築に

イスティック操作であれば、口の動き、指など

向けた他制度利用や整合性の検討

で操作できる。

本研究では、国内の関連制度や、障害者差別解
消法の施行に伴う合理的配慮の動向、海外事情

（倫理面への配慮）

の各方面から現状の課題を示唆することを目的

一部の患者等を対象とした実態調査等にあた

として、現行の障害者福祉制度にとらわれるこ

っては、倫理的配慮に留意し、中部学院大学・

となく、国内外の支援制度やその動向を比較す

短期大学部倫理委員会または研究分担者・研究

るために、次の３つのテーマを設定した。①障

協力者所属機関の倫理委員会の承認を得て実施

害者福祉施策におけるコミュニケーション支援

した。

に係わる関連制度の現状、②海外におけるＩＣ
19

Ｃ．研究結果

向が見られ、関与が高い専門職等と判明し、支

Ｃ－１．現行制度下における意思伝達装置の支

援者等資源と位置付けた。まだ低い利用率を向

給・利用状況の分析

上させるためには、各地域で一定数が存在する

（１）重度障害者用意思伝達装置の補装具費支

専門職の中で、これらの支援者等資源にかかる

給状況の分析

期待は大きいといえる。

①重度障害者用意思伝達装置に対する補装具

（２）重度障害者用意思伝達装置の利用状況に

費支給実績の実態調査

関する分析

病状の進行に応じて必要な機器（特に入力装

①ＡＬＳ患者におけるＩＴ機器／コミュニケ

置）の変更は修理基準での対応も可能であるが、

ーション機器等利用背景の分析

障害（症状）固定を前提として一定期間の継続

本調査の分析結果より、これまで主観的に述

利用を想定した、補装具制度では十分に対応で

べられることにとどまっていたＡＬＳ患者にお

きないことも多いといえる。

けるＣＡ機器の利用実態や、その背景の環境に

加えて、一部の疾患では、統計値と申請者の

ついて定量的に示唆でき、各利用状況段階での

男女比や平均年齢の違いが顕著であったことか

現状は、以下の通りであった。

ら、これまでの生活環境やＰＣ操作の理解等の

「予備群」においてＣＡ機器の導入に至らな

相違が、装置の導入に対する考え方や付加機能

い背景としては、機器の必要性を強く感じない

に対するニーズの相違にもつながるといえる。

場合もあるが、高齢発症者を中心にＰＣ等のＩ

このとき、選択する機種に差が生じることは、

Ｔ機器の利用経験がないことから機器の利用に

病状進行のみならず、生活環境等の社会モデル

対する戸惑いが導入を阻害する心的要因になっ

の変化への対応も必要になる。

ている可能性がある。
「利用群」においては支援

②視線入力方式意思伝達装置における特例補

者の存在が大切であるが、利用群になってから

装具費支給実態の推測

支援が必要になるのではなく、予備群から利用

特例補装具費の全件数は年度での変動も多い

群へのスムースな転換を促すことも重要な支援

が、視線入力方式は 21 年度に初めて確認され

の 1 つである。そのため、身体機能評価を継続

て以降、年々増加している。特に、24 年度にお

して行い、導入時期を見極める作業療法士等の

いては、他の基準に合わせた上限額を設定した

リハビリテーション専門職の継続的関与が大き

支給が確認されたとともに、相当数あることが

く影響していた。
「中止群」においては本当にコ

推測できる。また、意思伝達装置に対する特例

ミュニケーションが不可能になったのかの適切

を含む購入決定件数に対しての構成割合は、平

な見極めが必要である。

成 25 年度においては 4.7%程度の割合と推測で

しかし、
「予備群」においても利用群や中止群

きる。しかし、特例補装具としての支給以外に

の身体状況・機能に相当する、逆に「中止群」

も、上限設定による基準内支給扱いや、他の補

の中にも予備群や利用群の身体状況・機能に相

装具とは異なり自費購入のケースもあることが

当する患者の存在が確認できた。これは、身体

考えられ、実質的にはさらに高い割合となって

機能変化とそれに対応する代替コミュニケーシ

いる可能性も否定できない。

ョン手段としてのＩＴによるＣＡ機器利用が単

③意思伝達装置にかかる補装具費支給におけ

純な相関関係で説明できないことを示唆してい

る地域差要因の背景分析

るといえる。

意思伝達装置の主たる利用者である ALS 患

②意思伝達装置利用者の社会活動状況等のヒ

者数の違いによる影響を平滑化するために、各

アリングによる調査

指標の ALS 患者対数（率）を算出し、相関関

意思伝達装置の利用継続には支援者等による

係の検討を行った。本調査においては、意思伝

直接的なサポートが必須である。これは遠隔支

達装置の利用率には、理学療法士、神経内科病

援があっても同様である。全調査 13 例のうち，

院、リハビリテーション科医師で有意な相関が、

意思伝達装置の納入業者によるサポートが十分

訪問看護・介護事業所、保健所保健師で相関傾

だったのは１例のみであり，アンケート調査と
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ほぼ一致した。また，一時的にでも利用環境が

進行性疾患患者の場合は、ＣＡ機器を必要と

悪化するとその後の利用に悪影響を及ぼすこと

しない段階からの情報提供が必要である。その

が確認できた。その理由として，その期間にお

ような早期の患者に係わる機関としては病院や

ける身体機能の廃用，支援者のスキル低下や支

保健所があげられ、そこからボランティア団体

援者変更によるスキル不足が考えられる。つま

に情報提供やデモの依頼があることは、支援の

り，意思伝達装置の有効活用には安定した継続

連携としてよい過程が構築されているといえる。

的な利用が不可欠といえる。

しかしながら、フリーソフトやオリジナルス

③重度障害児の言語獲得支援ためのコミュニ

イッチ等の市販品以外の機器類の導入のように、

ケーション機器の有効性に関する調査

見かけ上のコストは発生していないものの、相

今回、
意思伝達装置を実際に利用することで、

当数の訪問による人的費用などの隠れたコスト

利用機能の変化や言語発達の変化の調査を３例

は少なくない。それらを補うために、助成金等

で試みた。また、従来とは異なる十分な調査期

に依存するが、安定した収入や遊休財産がなけ

間ではなかったが、機能による装置の使い分け

れば、運営実施が困難になることも懸念される。

や、要求伝達や自身による環境制御等が増加し

そのため、適切な活動内容と運営基盤を保ちつ

た等の結果が得られた。しかし、今回の症例で

つ、他機関との連携を行うことが継続した支援

は、リハスタッフや教員による利用促進が十分

の確保になるといえる。

でなく、機器類を十分に活用できていない側面
もみられた。

Ｃ－２．社会モデルに基づく評価の検討

今後は機器を使用した発達支援が、在宅療養

（１）画像処理による非接触入力装置の操作

の対象児にも行っていけるような人材育成や支

性に関する評価

援システム、医療職と機器類の専門家が連携し

利用者による画像処理による非接触入力装置

て支援を行うことを義務付けるような制度が必

の試用感の評価から、接点式スイッチの利用可

要ではないかと考えられる。そのため、もう少

能な、手指の可動域や筋力が高い状態での適応

し長期間での支援者を巻き込む評価を行うこと

度は高いといえないが、それ以降の段階では移

も必要になる。

行期を含めて、適応度は高いといえる。

（３）コミュニケーション支援の在り方に関す

しかし、特殊な適合技術がなくとも設置が容

る検討

易な反面、設置方法によっては外乱の影響も受

①難病患者に対するコミュニケーション支援

けやすく、それらのノウハウの蓄積が不可欠で

の症例報告の現状調査

あるといえる。

コミュニケーション支援での検索では、難病

以上から、視線方向を検出・利用しない画像

に関する研究は少なく、かつ入力方法（スイッ

処理方式の入力装置としての有効性は高いとい

チ等）についての変更や工夫についての記述が

える。

多いことからも、
注目点に偏りがあるといえる。

（２）コミュニケーション総合支援策の構築に

難病療養者のコミュニケーション障害へは、適

向けた他制度利用や整合性の検討

時、シームレスな支援が必要である。本調査で

現行制度を有効に活用できる法的根拠があっ

示したように、コミュニケーション支援に関す

たとしても、それを実行する自治体の実施状況

る報告は多数あり、これらの情報を適切に把握

の相違は、各自治体が、旧制度時代（障害者自

していれば、解決方法の糸口を見出すことも可

立支援法施行以前）と、現在の社会における現

能になりうると考えられる。そのため、このよ

状の相違を理解して、必要な支援が何かを見直

うな症例報告を取集し、さらに体系的な分類を

すか否かにも影響するといえる。

行えば、支援者間での情報共通や知識の補完に

社会モデルを想定したコミュニケーション支

有益なものになると考える。

援を考えると、本人のニーズだけでなく、社会

②ＩＴ機器コミュニケーション支援における

における物流や生活基盤の変化も踏まえて検討

ボランティア関与状況

する必要があるとともに、容易な方法で代替で
21

きる障害とできない障害を見極めて、それぞれ

Ｄ．考察

に必要な支援を提供できる制度の策定も必要で

（１）意思伝達装置の利用状況について

ある。

補装具費支給実態や、ＡＬＳ患者を対象とし
た調査から、意思伝達装置の利用状況に性差や

Ｃ－３．機器の機能や操作方法の分類について

年齢差等の利用者属性の違いがみられ、これは

の検討

利用する機器が高機能の場合には特に顕著に表

（１）視線入力方式の意思伝達装置の利用実態

れた。この性差や年齢差等が意味することは、

調査と適用基準の整理

ＰＣの利用経験の差につながることも確認でき、

現在市販されている視線入力方式の機器であ

今後、スムースな導入を促すためには、早い段

る MyTobii や Spring は視線を検出するためのデ

階でのＰＣ利用を促し、生活の中での必要性を

バイスが画面の下部に配置されており、画面に

高めておく必要があるといえる。このことが、

対して適切な位置に正対しないと正確に視線を

社会モデルによる機器の有効性の評価につなが

検出することが困難となる。利用者の姿勢は仰

るといえる。

臥位が多いため、設置に関するスキルを支援者

しかし、その一方で機器を導入しても、十分

がみにつけておく必要があり、機器の設置は業

に利用できていないケースもあった。その原因

者が行うケースが多いことがアンケートで明ら

としては、身体機能の低下による入力装置の不

かであるが、日常利用場面における設置作業等

適合があるが、その再適合の機会が十分でない

には家族に限らず様々な支援者の存在が不可欠

場合もあることは明確であるが、そのための支

となる。

援者不足だけでなく、支援者のスキルの不足も

視線入力方式は直接選択式であるため、現行

考えられることから、リハビリテーション専門

の意思伝達装置で採用されている走査入力式よ

職等が積極的に関与できる方策が必要である。

りも効率の良い入力が可能である。現状の給付

加えて、小児期の場合、必ずしも身体機能の

方式である「文字等走査入力方式」とは異なる

低下ばかりでなく、身体機能や言語機能が十分

ものの、アンケート回答の活動内容として「執

に発達していない場合もある。このとき、発達

筆活動等社会参加」を挙げている利用者もあり、

する可能性を見逃さないことや、無理な利用で

眼球運動を単なる一つのスイッチとして利用す

の２次障害を生じさせないためには、医療、心

るだけではなく、直接入力方式に利用可能な機

理、教育等の多職種連携も必要であるといえる。

能として検討することや、身体機能からの判定

（２）意思伝達装置を必要とする背景

だけではなく機器を利用して行う社会活動の評

アンケート調査やヒアリング調査からも、意

価を行うことも必要であろう。

思伝達装置は単なる会話としてのコミュニケー

（２）パソコン操作向けキーボード・マウス代

ションツールにとどまることなく、生活の中で

用装置の機能調査

の自己実現のツールである場合も少なくない。

現在市販されているキーボード・マウス代用

特に、その利用者がこれまでどのような生活を

装置 39 機種に関して、操作形式、実行に必要と

していたか、これからどのような生活をしてい

なる操作、外付けスイッチ接続の有無、取扱メ

くかにも大きく左右されるといえる。

ーカーを整理した。

これは、重度の肢体不自由のために移動制限

汎用的に市販されているキーボードやマウス

があり、外出が困難なＡＬＳ患者にとっては、

の代用装置も多数あり、障害者専用の機器と捉

単なる意思表出だけなく、執筆活動や、インタ

えるのではなく、ユーザーの好みや使い方、身

ーネットを使った社会参加につながる場合もあ

体特性に合った機器を選択することで、最適な

る。また、ＳＭＡ児等の小児の場合、そもそも

パソコン利用環境を構築できるものと考えられ

の社会経験が少ないことからの発達の遅れがみ

る。

られる場合もあることから、言語獲得期に合わ
せての導入が健全な知的発達や社会性の獲得に
つながると考えることもできる。
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また、環境制御機能（リモコン）としての利

ことなく、汎用的なＰＣやタブレットＰＣとい

用は決して高頻度ではないが、TV や DVD 等の

う選択肢も増えてくるといえる。しかし、現行

鑑賞を行う場合も多い。これらは、利用者の自

制度では汎用機器の給付は公費負担の対象外で

律による介護負担の軽減や、活動量の増大にも

あることから、自己負担での購入を促すことも

つながるものであり、一定の役割を果たしてい

必要である。そのためにも、早期に生活の中で

ると考えられる。

ＰＣ等に対するニーズを高め、自己所有の機器

（３）意思伝達装置等の利用支援状況

としての認識を高め、それを使い続けたいとい

従来、意思伝達装置の利用支援は、入力装置

う意識を持たせることも有効であると考えられ

の適合や操作方法の指導などが中心に行われて

る。

いた。しかし、今回の調査研究において、進行

（５）利用支援のための制度の検討

性疾患の場合、装置をまだ必要としない「予備

これまでの福祉用具は、機器の供給を中心と

群」、現在利用中の「利用群」
、身体機能の低下

した制度であるが、
（４）で述べたように汎用機

で利用できなくなった「中止群」の３つの段階

器の利用を考えると、機器そのものの給付より、

に分けて支援内容を分けて考えることが必要で

それを使うために種々の人的支援に対する対応

あることが確認された。

が制度に求められる。これは、コミュニケーシ

「予備群」に関しては、情報提供や日常的な

ョン支援を考えたとき、コミュニケーションの

支援があれば、利用の促進につながるといえる。

目的とその達成は、生活の中でのパッケージと

「利用群」においては、従来のような指導と入

とらえるべき課題といえる。

力装置の再適合の実施が、利用可能期間の延長

海外においてもコミュニケーション機器の市

につながるといえる。
「中止群」においては、装

場の変化があるほか、本邦においても障害者差

置によらないコミュニケーション方法の確立も

別解消法に基づく合理的配慮の考え方が普及す

必要であるが、身体機能の再評価や新たな装置

ると、個人のニーズを社会モデルで評価し、物

の適合により、再度、装置の利用群で戻すこと

的支援と人的支援のバランスを考えた支援プロ

が必要だといえる。

グラムの構築も求められるといえる。

そのためには、各専門職が各段階で果たす役

このとき、社会基盤の変化を踏まえつつ、他

割を明確にし、適切な支援の連携を含めた多職

の障害や他制度とのバランスを考慮しつつ、限

種連携の具体化を検討していく必要がある。

られた財源を有効に活用できる施策が必要にお

（４）ＰＣ等のＩＴ機器・入力装置の選択

なると考えられる。

高機能な装置については、
（１）での述べたよ
うにＰＣの利用経験の有無も大きく影響してく

Ｅ．結論

る。そのため、ＰＣの利用経験のない患者（予

今年度は、昨年度の調査結果の詳細分析や追

備群に相当）に対しては、ＰＣの利用機会を設

加調査を行い、意思伝達装置の利用状況・補装

けることも必要である。しかし、一般的なＰＣ

具費支給状況を詳細に分析した。その結果、装

は身体機能の低下により操作性も低下するので、

置の利用者の属性や、利用につながる背景因子

適切な段階で、代替入力装置の選択をはじめ、

の確認ができた。また、有効活用しているＡＬ

特殊な装置を使う視点ではなく、実際に行いた

Ｓ患者に加えＳＭＡ患者（児）の訪問調査等か

いことを実現するためのツールの選択という考

ら継続的な利用支援の必要性とともに、支援者

え方が必要である

のスキルの差による課題も明らかになった。

このとき、新たに登場する

製品だけでなく、
従来から存在する製品も含め、

支援者は同じ支援者が全ての支援を行う必要

可能な限りの情報の中から適切なものの取捨選

は無く、患者の身体機能に応じた段階毎に異な

択も必要であり、支援経験の少ない専門職に対

る支援者と支援内容が求められ、その概要が具

しての支援を行うことは、
（１）で述べた支援者

体的になりつつある。しかし、支援者に対する

のスキルの不足への対応にもなるといえる。

費用補償が明確でないことや、作業療法士や理

また、本体としては、専用機器にとらわれる

学療法士等のリハビリテーション専門職や医師
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等においては、その役割が十分に認知されてい

（画像処理による非接触入力装置）の２症例

ない場合もある。

における導入検討、第 68 回国立病院総合医

これらの課題を論点として、次年度はコミュ

学会講演論文集(CD-ROM)、948、2014

ニケーション機器の変更に対応できる貸与制度

・Iwabuchi, M., Yang, G., Taniguchi, K., Sano,

も含めての供給体制と、その利用を推進するた

S., Aoki, T., and Nakamura, K.: Visualizing

めの人的支援の確保と補償を推進する施策につ

Motion

いて具体的に検討を行う必要がある。

Voluntary Movement and Cognition of
People

History
with

for

Investigating

Severe

and

the

Multiple

Disabilities, Computers Helping People

Ｆ．健康危険情報

with Special Needs, Proceedings of 14th

なし

International Conference, ICCHP 2014,
238-243, 2014

Ｇ．研究発表
（１）論文発表

・井村保：ＡＬＳ患者におけるＩＴ機器／コミ

・井村保：コミュニケーション機器と支援制度

ュニケーション機器等利用背景の分析、全国

の変遷と展望－物的支援と人的支援の課題－、

難病センター研究会・第 23 回研究大会・資

日本難病医療ネットワーク学会機関誌、2(2)、

料集、27-28、2015

（印刷中）
、2015

・伊藤史人、井村保：重度障害者の意思伝達装

・井村保：ＡＬＳ患者におけるコミュニケーシ

置を中心としたコミュニケーション環境に関

ョン機器の利用状況と支援に関する現状分析、

するヒアリング調査、全国難病センター研究

日本難病看護学会誌、20(2)、（掲載決定）、

会・第 23 回研究大会・資料集、29-30、2015

2015

・岡田美砂、金古さつき、川尻洋美、井村

保：

（２）学会発表

難病患者に対するコミュニケーション支援の

・井村保、伊藤和幸：重度障害者用意思伝達装

症例報告の現状調査、全国難病センター研究

置の支給判定および利用の現状と課題、第 29

会・第 23 回研究大会・資料集、31-32、2015

回リハ工学カンファレンス講演論文集
(CD-ROM)、2014

Ｈ．知的所有権の出願・登録状況

・伊藤和幸、井村保：重度障害者用意思伝達装

（１）特許取得

置向け入力スイッチの選択支援ツールの構築、
第 29 回リハ工学カンファレンス講演論文集

なし
（２）実用新案登録

(CD-ROM)、2014

なし

・井村保：ＡＬＳ患者におけるコミュニケーシ

（３）その他

ョン機器の利用と支援に関する調査、日本難

なし

病看護学会誌）
、19(1)、63、2014（第 19 回

（※本研究に関しては、申告すべき COI（利益

日本難病看護学会学術集会抄録集）

相反）状態はない。）

・井村保：ＡＬＳ患者における重度障害者用意
思伝達装置利用率に関する調査、日本難病看
護学会誌、19(1)、67、2014（第 19 回日本難
病看護学会学術集会抄録集）
・井村保：ＡＬＳ患者における意思伝達装置の
利用支援の状況－利用者層と非利用者層の比
較－、
日本難病医療ネットワーク学会機関誌、
2(1)、63、2014（日本難病医療ネットワーク
学会・第２回学術集会抄録集）
・中川恵嗣、由谷仁、諏訪園秀吾、井村保：OAK
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平成２７年度日本医療開発研究機構研究費委託費
障害者対策総合研究開発事業（身体・知的等障害分野）

総括研究報告書

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
研究開発代表者

井村

保（中部学院大学・看護リハビリテーション学部・教授）

研究要旨：
筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）等の進行性難病患者等が用いる意思伝達装置が補装具として支給
されている状況はまだ十分ではないことかから、その利用拡大策の具体化が必要である。そのため、
社会モデルに基づいた生活的要素を加味した活動障害に対する評価も必要になるが、この 2 年間で、
主観的な判断で議論されがちであった支給状況や利用状況、機器の現状調査とともに、現状の問題
点の検討から課題の明確化を行い、評価方法の論点を整理した。
今年度は、3 年計画の最終年度であり、これまでの 2 年間の研究成果をベースに、総合的評価基
準や制度の在り方を横断的に検討した。そして、ＡＬＳ患者に対するコミュニケーション機器導入
支援ガイドブックや利用ニーズと身体状況を組み合わせたフローを作成し、関係機関に公開した。
このガイドブックやフローは、エビデンスレベルの検証が十分とはいえない点もあるが、一定の教
育効果とともに活用されると期待できる
研究分担者
髙木

機器をタイムリーに申請できない場合もある。

憲司（和洋女子大学・生活科学系・准

さらには、意思伝達装置等の導入によるコミュ

教授）
伊藤

ニケーションの確保は、義肢・装具などの代表

和幸（国立障害者リハビリテーション

的な補装具のような機能障害の代替のための身

センター(研究所)・福祉機器開

体適合のような医学的評価だけでは十分な評価

発部・室長）

が出来ないといえる。意思伝達装置は音声言語
機能の代替に留まることなく、それを通じての

Ａ．研究目的

社会参加・活動を実現するための手段でもある。

音声言語機能障害者が用いるコミュニケーシ

そのため、社会モデルに基づいた生活的要素

ョン機器（ＣＡ機器）の中には、障害者自立支

を加味した活動障害に対する評価も必要になる

援法（現、障害者総合支援法）での公的支給と

が、この 2 年間で、主観的な判断で議論されが

なる日常生活用具対象の携帯用会話補助装置や、

ちであった支給状況や利用状況、機器の現状調

補装具費支給対象の重度障害者用意思伝達装置

査とともに、現状の問題点の検討により課題の

（以下、意思伝達装置）がある。

明確化を行い、評価方法の論点を整理した。そ

このうち意思伝達装置の利用者の主たる原疾

の結果、意思伝達装置の普及のためには、補装

患 は 、 筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 （ amyotrophic

具費支給制度での対応のみならず、それ以前の

lateral sclerosis；ＡＬＳ）等の進行性神経・筋

アプローチの重要性も示すことができている。

疾患（難病）である。そのため、病状の悪化に

今年度は、厚生労働科学研究費採択からの継

より、携帯用会話補助装置を含めた機器本体や

続課題の 3 年計画の 3 年目として、これまでの

入力装置等の変更が必要となってくる。

2 年間の研究成果をベースに、意思伝達装置等

しかし、一度公的給付を受けると耐用年数の

のＣＡ機器の支給体制の整備を具体的に提案す

間の変更申請が困難な場合もあり、また、ＩＴ

ることが最終課題である。そのため、これまで

の進化の中で新たな装置が開発されてきても現

の 2 年間での研究結果を基礎資料とし、先行研

行制度が規定していない場合など、より適切な

究（井村らによる平成 22 年度厚生労働科学研
25

究や、（公財）テクノエイド協会による平成 26

本調査は回答するＳＭＡ患者の利用環境など

年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業等も踏

のプライバシーにかかわる質問も含まれるため、

まえて、総合的評価基準や制度のあり方を横断

説明事項の文書等で説明し，同意を得て実施し

的に検討するとともに、具体的な支援アプロー

た。また、顔写真や氏名（イニシャル）の掲載

チを関係機関に公開し、その共有と普及を図る。

についても研究協力の同意を得る段階でその旨
の説明を行い、その同意を得ている（中部学院

Ｂ．研究方法

大学・短期大学部倫理委員会承認：E14-0018

Ｂ－１．多職種連携の試行・推進および情報共

および E15-0007）
。

有方法の検討
進行性難病等に対する段階的な支援体制の在

Ｂ－２．進行性難病に対する対応方法の検討と

り方として、これまでの研究結果を整理し、多

制度素案の設計

職種連携における各専門職種の具体的役割を提

進行性難病等に対するＣＡ機器の支給や、そ

案し、人的支援の連携パスについて検討する。

の利用を支援する人材に対する補償が可能な総

なお、この分担課題が、中心課題であり、他

合的な支援体制の具体化として、現行制度の横

の分担課題の成果も含めてとりまとめる。

断的利用とスクラップ＆ビルトによる新たな制

（１）ＡＬＳ患者に対する早期介入のアプロー

度素案を提案する。

チの検討と提案

他の調査研究報告も参考にしつつ、ヒアリン

昨年までの調査研究結果を相互比較し、特に

グ調査等を実施し、厚生労働省害保健福祉部企

早期のＡＬＳ患者に対する支援のアプローチに

画課自立支援振興室にも確認を取り、補装具評

関係する事項を整理する。また、統計資料によ

価検討会での報告が出来るようにとりまとめる。

る現状分析をアップデートして、最新動向を推

①レポート事例のアンケート調査

測する。これらの結果を基に、アプローチの方

地域におけるＣＡ機器サポート事例として、

法を想定（趣旨、課題と対応等を仮定）する。

T 県における一部有料サポートの現状を、同行

この内容について、個別ヒアリング、関連学

及びインタビューにて調査する。

会等の企画としての講習会、意見交換会で検討

②資料による文献調査

する。この議論を踏まえて、特に早期のＡＬＳ

平成 27 年 12 月 14 日に出された、
「障害者総

患者に対する支援のアプローチに関係する事項

合支援法施行３年後の見直しについて～社会保

を整理し、ガイドブックをまとめ公開する。

障審議会障害者部会報告書～」は、補装具につ

（２）言語獲得期のＳＭＡ児における多機能意

いても言及されており、その内容について考察

思伝達装置の導入によるコミュニケーシ

する。

ョン活動の変化の考察
昨年度の研究の対象児３名のうち、就学時期

Ｂ－３．機能選択・支援者支援ツール、導入ア

前後にある２名に対し継続的に複数の意思伝達

プローチのマニュアル検討

装置の利用状況調査を実施する。

これまでに作成した意思伝達装置用スイッチ

調査項目は昨年度同様、①対象児の言語およ

の分類や検索ツール、パソコン操作のためのマ

びコミュニケーションに関する現在の能力、②

ウス代用装置及びキーボード代用装置の分類に

言語発達や文字獲得を含むコミュニケーション

基づき、従来関与が少ない専門職にも対応でき

発達に果たしたＣＡ機器の役割、③機器操作の

る機能選択や支援者支援ツールを利用した導入

習熟に伴う利用目的の拡大、の３つの視点で検

アプローチのマニュアルを作成する。

証する。今年度の調査では、機器の使用や支援

そのため、肢体不自由者関連の意思伝達や IT

者環境等の変化に注目するために、特に②に関

機器の利用に関する内容について、福祉用具の

しては、ライフヒストリー調査をもとに時系列

専門施設の一つである、なごや福祉用具プラザ

に整理する。

と意思伝装置取り扱い業者へ寄せられた相談や

（倫理的配慮）

問い合わせを調査し、意思伝達装置の利用者か
26

らどのようなニーズが上がっているかを調査す

対象とした２児ともに、適切な支援を行うこ

る。これらに合わせて、これまで行ってきた意

とで、学齢期に到達する前後の時点において、

思伝達装置の機能調査や汎用ＩＴ機器を操作す

定型発達児とほぼ同等の言語能力を保持するこ

るための外部入力装置（キーボード、マウス代

とが可能な事例もあることもわかった。また、

替装置）の調査から、意思伝達装置やＩＴ機器

機器の使用により、コミュニケーションのみな

を利用するニーズからみた機器の選択アプロー

らず、社会参加を含むＱＯＬにおいてもよい効

チを検討し、選択フローを整理する。

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キーパーソンが養

Ｃ．研究結果

育者であることが多く、専門職の支援を継続的

Ｃ－１．多職種連携の試行・推進および情報共

に受けられない状況があり、養育者の負担が大

有方法の検討

きい状況もあきらかになった。

（１）ＡＬＳ患者に対する早期介入のアプロー
チの検討と提案

Ｃ－２．進行性難病に対する対応方法の検討と

これまでに実施した日本ＡＬＳ協会会員を対

制度素案の設計

象としたアンケート結果から、ＩＴ機器・ＣＡ

①サポート事例のアンケート調査

機器の利用に応じた 3 群（予備群／利用群／中

T 県においては、Ａ社が県内のＣＡ機器利用

止群）に分けて、利用者の特徴を分析していた1。

者を一部有料でサポートしており、この事例を

また、補装具としての意思伝達装置の支給件数

調査した。

は増加しているが、ＡＬＳ患者数も増加してお

・コミュニケーション機器についての説明と機

り、利用率には大きな変更はなかった。および

器の選択についての相談

そのほかの結果を統合して、意思伝達装置の普

導入前の個別相談は、1 件あたり 40 分の訪問

及のためには、予備群への早期アプローチが大

を目安として 5,000 円としている。

切であり、そのための多職種連携の在り方が仮

・コミュニケーション機器に関する訪問サポー

説として想定できた。

ト費

ここまでの課題の整理や仮説を日本難病看護

出張費は実費（電車の往復運賃または自動車

学会学術集会での公開セミナーや、日本難病医

往復通行料及び片道拘束時間（2,000 円/時）の

療ネットワーク学会学術集会での難病患者のコ

合計）としている。
その上でサポート内容の 10 項目のメニュー

ミュニケーションＩＴ機器支援ワークショップ
において提示するとともに、アンケートや討論

による料金体系となっている。

を行った。その結果を踏まえて、アプローチ方

・コミュニケーション機器

法の素案を作成した。（Ｄ（２）も参照）

練習用及び代替え

用機器貸し出し対応

その結果をこれまでの研究実施過程において

利用者のうち練習する必要を感じる方には、

意見交換を行ってきた専門家等と、ＡＬＳ患者

有償での貸出機（「伝の心」、
「レッツチャット」、

に対する早期介入のアプローチの意見交換会の

「オペレートナビ」、「心語り」等）を用意して

実施を経て、
「ＡＬＳ患者に対するコミュニケー

いる。

ション機器導入支援ガイドブック」
としてまめ、

②資料による文献調査

医療機関（神経学会教育施設）、保健所等に配布

障害者総合支援法施行３年後の見直しについ

した。

て～社会保障審議会障害者部会報告書～（平成

（２）言語獲得期のＳＭＡ児における多機能意

27 年 12 月 14 日）にある「医療とも連携した

思伝達装置の導入によるコミュニケーシ

相談支援の体制整備」の解釈を、既存他制度と

ョン活動の変化の考察

の整合性を含めて検討し、考察した。（Ｄ（４）
も参照）

1

井村保：ＡＬＳ患者におけるコミュニケーション機器の利
用状況と支援に関する現状分析、日本難病看護学会誌、
20(2)、125-138、2015
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Ｃ－３．機能選択・支援者支援ツール、導入ア

機会を逸することなく、適切な時期にＣＡ機器

プローチのマニュアル検討

の利用を含めたコミュニケーション手段の選択

①問い合わせからみたニーズ

と、その入手と支援がうけられる社会環境の構

2014 年度になごや福祉用具プラザに寄せら

築が大切であるといえる。

れた 889 件の問い合わせのうち、コミュニケー

昨年度の調査結果では、予備群の中には、適

ションや意思伝達装置に関するものは 121 件、

切な支援がないことから機器が必要な状況であ

パソコンや周辺機器に関するものは 305 件ある。

っても利用群に移行していない人の存在を確認

この内容を分類した。

している。そのため、この群分けをベースに、

②利用ニーズと身体状況を組み合わせたフロ

病状に応じた期分け（３期・５フェーズ）行い、

ーの作成

各段階での支援内容をまとめることが望ましく、

障害の状況には個人差があり、コミュニケー

以下のような整理を行った。それぞれのフェー

ション機器の利用にはいくつかの段階
（準備期、

ズに対して、必要な対応を提示した。（図１）

利用期、困難期）が考えられるが、それぞれの
段階で利用ニーズと身体状況に合わせて適切な

準備期

機器を選択する必要があり、ローテクな方法か

まだ障害も軽く、コミュニケーション
活動に制限のない時期

らＩＴ機器をベースとした環境までを考慮して

【フェーズ１】通常のコミュニケーションが可
能（重症度21～2）

いけばよい。昨年度に井村らが整理した医学的
（身体機能）評価と社会モデルに基づく評価に

利用期

ＰＣ等の何らかの IT 機器や CA 機器を

合わせて、ニーズに対応した機器を区分する。

用いることで、コミュニケーション

これをフローにまとめた。

活動を維持している時期
【フェーズ２】IT 機器を使ったコミュニケーシ

Ｄ．考察

ョン開始（重症度 2～3）

（１）疾患種別のアプローチ

【フェーズ３】意思伝達装置の導入（重症度 4
～5・Stage 3Ⅰ）

進行性神経筋疾患でも、ＡＬＳのような変性
疾患と、ＳＭＡのような先天性疾患では、その

【フェーズ４】入力装置の交換等による利用の

時の身体機能が類似していてもアプローチが異

継続（重症度 5・Stage Ⅱ～Ⅲ）

なる。ＡＬＳの場合は、発症以前にコミュニケ

困難期

随意的な機器操作が困難になり、呼び

ーション能力および社会性が確立していること

かけに対しての表情などの変化での

から、ゴールとして、社会性の維持があげられ

意思確認ができるか、コミュニケーシ

る。
（今回の中心課題として検討する。）

ョン活動が困難な時期

これに対してＳＭＡの場合は、発達過程の遅

【フェーズ５】スイッチによる文字入力が実用

れもあり、療育的な側面も大きく、知的機能の

的でない（重症度 5・Stage Ⅳ

みならず身体機能の発達を促すアプローチも必

～Ⅴ）

要である。そのため、疾患の特性に応じた対応
が必要と考える。
（別途、支援内容の類似と相違

Ｂ／Ｃ－１でのガイドブック作成（井村）は、

を明確に示すことが必要になる。）

主としてフェーズ１～２への対応となる。

（２）ＡＬＳに対する段階的アプローチ

Ｂ／Ｃ－２での導入前の支援（業者の対応）

極めて病状の進行が速いＡＬＳ患者は、病状

の具体化から、制度対応への課題を整理（高木）

の進行に伴いコミュニケーションに支障を呈す

は、主としてフェーズ２～３への対応となる。

ることからＣＡ機器が有効になり、とりわけ、
身体の運動機能が限りなく制限されてくると、

2 厚生労働科学研究・神経変性疾患調査研究班による ＡＬＳ

意思伝達装置が必要になる。

重症度分類
3

このことは、患者の療養生活におけるＱＯＬ
に係わる問題でもあり、意思伝達装置の利用の
28

林健太郎・他：侵襲的陽圧補助換気導入後の筋萎縮性側索
硬化症における意思伝達能力害－Stage 分類の提唱と予後
予測因子の検討－、臨床神経、53、98-103、2013

Ｂ／Ｃ－３でのスイッチや代替入力装置の

あっても少数のスイッチにより専用のスクリー

機能選択・支援者支援ツール（伊藤）は、主と

ンキーボードソフトを操作する方法等、様々な

してフェーズ２～３への対応となり、一部は、

方法によりＰＣを利用する手段が考えられる。

フェーズ４での利用も可能である。

また、現状では意思伝達装置にメールやインタ

フェーズ５に関しては、本研究課題では機器

ーネット機能、環境制御機能も付加されている

開発を行うものではなく、また医学的な評価基

ため、主に目的とする活動内容や意思伝達以外

準を策定するものでもないため直接関係しない。

の機能をどの程度利用するかによってどの機器

（３）多職種連携

を選択していくかを考慮することになろう。

また、昨年度の分担課題においても多職種が
必要であるが具体的な提案に至る文献はない旨

Ｅ．結論

の報告を行っている。

これまでにも、意思伝達装置の利用のために

それをうけ、前述のフェーズに応じて関与す

は、支援が必要であることや、多職種連携が必

る 14 の専門職等の役割の具体例を提示した。

要であるという意見は聞かれていたが明確には

特に、早い時期（フェーズ１～２）においては、

なっておらず、実効的な効果の期待できる提案

「医師（神経内科・主治医）」
、
「ＭＳＷや難病医

はなかった。

療専門員（難病看護師等も含む）」
「理学療法士」
、

今回提案したＡＬＳ患者に対するコミュニケ

等の役割が重要であり、その対応例を具体的に

ーション機器導入支援ガイドブックは、エビデ

提示している。ただし、実際の臨床現場では統

ンスレベルの検証が十分とはいえない点もある

一的な対応にはならず、相互にカバーすること

が、一定の教育効果とともに臨床現場で活用さ

も必要になると考えられる。

れると期待できる。早期に適切な介入がなされ、

（４）制度素案について

補装具費の支給申請準備期（フェーズ２～３）

いくつかの報告書をもとに、意思伝達装置の

になるころに、より適切な補装具費支給申請へ

支給体制の抜本的な課題として、
「①補装具費支

の連続性ができるといえる。

給制度への貸与方式導入」、
「②市町村地域生活

また、このとき、利用ニーズと身体状況を組

支援事業の意思疎通支援事業の活用」、
「③介護

み合わせたフロー用いて、障害内容や病状の進

保険法における福祉用具貸与種目への意思伝達

行度合いに合わせてそれらを利用するための身

装置の追加」、
「④医療との連携」
、「⑤将来の可

体機能を把握するとともに、適切な機器を選択

能性」について考察した。

し最適なコミュニケーション環境を提供し、継

特に進行性疾患では、初期の段階では特殊な

続的な利用を期待できる。

スイッチ等は必要ないが、徐々に特殊なデバイ

しかし、ＰＣベースのＣＡ機器については、

スが必要となってくるため、初期段階から病状

ＰＣの基本的なサポートニーズがあり、これら

の進行を見据えたＩＴサポートが必要となる。

については、家族等がある程度対応できる状況

これらの対応を福祉だけが担えるものではなく、

が望まれる。コミュニケーション機器の専門業

医療では退院前の指導の中でＣＡ機器について

者の電話サポートを受けて対応できる状況を作

も導入支援を行い、その後も医学的な面でのサ

ることで、業者としても本来業務に集中でき効

ポートを行う必要があり、介護保険のケアマネ

率化が図られる。

ジャーがケアプランをたてる際に、ＣＡ機器に

そのためにも、制度上の観点からは、ＰＣベ

ついてもコーディネイトして、障害福祉の補装

ースのＣＡ機器でメールやインターネット等本

具制度で最終的にサポートしていくことが円滑

来のＰＣ機能も活かす場合については、ＰＣ部

につながると考えられる。

分は制度から外し、障害状況に応じた各種イン

（５）機能選択・機種選択について

ターフェイスの購入にかかる費用（物的費用）

頭部操作や眼球運動を利用した視線入力によ

及び障害状況に応じたインターフェイス適合に

る操作、トラックボールやマウス代用装置を使

かかる技術費用（人的費用）に限定してはどう

う方法の他、走査（スキャン)入力による操作で

かと考える。ＰＣを外した分、浮いた費用を業
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者の訪問サポート費に充てることは十分に可能

会・第３回学術集会（日本難病医療ネットワ

であろう。

ーク学会機関誌 3(1) pp. 76）、2015
3) 井村保．意思伝達装置の支給状況と今後の導

Ｆ．健康危険情報

入支援体制の検討．全国難病センター研究
会・第 25 回研究大会・資料集、32-33、2016

なし

4) 伊藤和幸，中山剛．神経筋疾患患者向けマウ
Ｇ．研究発表

ス操作支援アプリケーションの開発,電子情

（１）論文発表

報通信学会 HCG シンポジウム 2015. 富山県

1) 井村保：ＡＬＳ患者におけるコミュニケーシ

富山市, 2015-12-16. 電子情報通信学会 HCG

ョン機器の利用状況と支援に関する現状分析、

シンポジウム 2015 講演論文集(CD-ROM).

日本難病看護学会誌、20(2)、125-138、2015

pp.214-217. 2015.

（※昨年度報告では、
掲載決定であったため、
ページ数を記載のうえ再掲）

Ｈ．知的所有権の出願・登録状況

（２）学会発表
1)

（１）特許取得

Tamotsu

IMURA,

communication

aids

Situation
for

of

なし

amyotrophic

（２）実用新案登録

lateral sclerosis patients in Japan, 9th
International

Convention

なし

on

（３）その他

Rehabilitation Engineering & Assistive

なし

Technology (i-CREATe! 2015), 2015
2) 井村保．意思伝達装置にかかる補装具費支給

（※本研究に関しては、申告すべき COI（利益

における地域差要因の背景分析からの多職種

相反）状態はない。）

連携の提案．日本難病医療ネットワーク学

①早期介入
・病名告知と予後（呼吸・栄養・コミュニケーション）の説明

←

身
体
機
能
（＋
装
置
高適
機合
能度
）

①～②直前介入
・ＰＣに慣れ、機器の導入準備
・段階的な情報提供
②ＣＡ機器の導入
・ＰＣを利用したコミュニケーション
・携帯用会話補助装置 など

（準備期）
（ＰＣ等・
利用期）

③意思伝達装置への移行
・更生相談所の支給判定
（医学モデル・社会モデル）

（意思伝達装置・利用期）
③利用支援
・「設定の微調整」（適合）と
・「アプリケーション利用指導」

（困難期）
時間経過

④入力装置（スイッチ）交換
・療養生活での継続的見守り、定期的な状況確認
・作業療法士等による身体機能評価・再適合

⑤コミュニケーション手段の再検討
・他の手段（生体現象、ＢＭＩ）の
利用検討

（①～⑤は、フェーズ１～フェーズ５を表す）

図１．身体機能の低下に応じたコミュニケーション支援の内容
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平成２７年度

日本医療研究開発機構研究費委託費

障害者対策総合研究開発事業

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

Ⅲ・分担研究報告
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平成２７年度日本医療研究開発機構研究費委託費 障害者対策総合研究開発事業 分担報告書
「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

多職種連携の試行・推進および情報共有方法の検討
（ＡＬＳ患者に対する早期介入のアプローチの検討と提案）
研究開発分担者

井村

保（中部学院大学）

研究要旨：
筋萎縮性側索硬化症（ALS）等の進行性難病患者等が用いる意思伝達装置が補装具として支給さ
れている状況はまだ十分ではないことから、その利用拡大策の具体化が必要である。昨年度までに
明確になった、ALS 患者における意思伝達装置の利用状況や、関連する個々の調査研究結果の相互
比較することで、必要な支援アプローチの方法を想定した。その結果を、専門家に対するヒアリン
グや講習会、および意見交換会により検討して、病状の進行に応じた５つのフェーズにて課題を設
定することを提案するとともに、各フェーズで関わる専門職の役割の具体的な内容を例示した。こ
の結果をガイドブックにまとめるとともに、関係機関に公開し、その共有と普及を図った。
Ａ．研究目的

ともに、早期の支援の在り方を整理する。

筋萎縮性側索硬化症（ALS）等の進行性難病

そして、これらの結果を基に、必要な支援ア

患者等が用いるコミュニケーション機器（CA

プローチ方法を想定する。

機器）の意思伝達装置が補装具として支給され

（２）ヒアリング調査

ている状況は、まだ十分ではなく、地域差が大

（１）の結果を踏まえて、特に早期の ALS

きいことはこれまでにも指摘している。昨年度

患者に対する支援のアプローチに関係する事項

までの調査研究において、病状の進行と CA 機

を整理し、その試案をまとめる。

器の利用状況の関係等をまとめるとともに、進

この試案について、関係各分野に精通する専

行性難病等に対する CA 機器の支給体制とし

門家等への個別ヒアリング等で、個々の問題に

て、早期導入のための多職種連携が有効である

ついての検討を行い、その具体化を図る。

ことを示唆している。

（３）関連学会等での講習会等

本年度は、これまでの研究結果を総括すると

（１）、（２）によりまとめた内容をより多く

ともに、これらをうけて、特に早期の患者に対

の関係者で共有するとともに、改善のために意

する導入支援の在り方について検討し、提案す

見を把握する場として、講習会等を実施する。

る。その具体例として、極めて病状の進行が速

なお、多くの専門者が参加しやすいように、関

い ALS を対象とした支援体制について検討し、

連学会等の企画として実施協力する。

その結果をガイドブックにまとめて提案するこ

（４）専門家による意見交換会

とで、関係機関に公開し、その共有と普及を図

（３）の講習会等の実施結果、参加者からの

ることを目的とする。

意見を踏まえて、Ｑ＆Ａを含むガイドブックの
素案をまとめる。これまでのヒアリング対象者

Ｂ．研究方法

を中心とした専門家等を意見交換会で検討する。

（１）これまでの結果の統合と課題抽出

そして、そのブラッシュアップと具体化を図り、

ALS 患者における意思伝達装置の利用拡大

ガイドブックをとりまとめる。

策の検討材料として、昨年までの調査研究結果
の相互比較および統計資料による最新データを

Ｃ．研究結果

用いて分析結果をアップデートする。これらに

（１）これまでの結果の統合と課題抽出

より現状とその背景にある課題を明確化すると

これまでの研究結果から、意思伝達装置が補
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装具として支給されている状況はまだ十分では

し、支援者等による代筆も認めていた。いずれ

ないという現状とともに、その背景にある課題

においても家族が最多であるが、予備群では本

を以下の通り示した（
（２）
（３）
（４）を踏まえ

人、利用群では支援者、中止群では家族の割合

て修正した内容）。なお、各資料の詳細は割愛す

が全体の傾向と比較して有意に高くなっていた。

るので、過去の分担報告書1を参照されたい。

b.各時期における支援者の存在

①意思伝達装置の利用状況について

利用群に対する専門職等の関与とし「機器の

a.補装具としての意思伝達装置の支給状況

紹介」や「機器の設置」の各段階では有意差は

全国の年間支給件数は、初期の増減を繰り返

ないが、
「機器の利用継続」段階では、作業療法

す傾向から、毎年増加する傾向に変わってきて

士・家族の関与が利用群のみで有意に多かった。

いる。福祉行政報告例で最新データが公開され

【課題②】家族のみならす、周囲の十分な

ている 26 年度は、657 件まで増加している。

支援がなければ、継続的に利用することは

このうち 57 件は、身体障害者手帳を持たな

できない。（周囲への依存が大きい。）

い難病患者等に対する支給である。これは従来

③機器へ対するニーズについて

の、難病患者等日常生活用具給付事業の実績よ

a.コミュニケーション活動の状況
「コミュニケーション活動」とした 15 項目

り多く、早期支給が広く行われたといえる。
b.ALS 患者数の状況

中、全体では「介護者への伝達」
（73.4%）
、
「日

全国の ALS 患者（指定難病医療受給者証所

常的な会話」
（66.5%）
、
「呼び鈴」
（56.6%）
、
「メ

持者）数は増加し、平成 26 年度は 9,950 人で

ールの利用」（52.2%）、加えて利用群では「イ

ある。なお、患者数の推移を年代別に比較する

ンターネット閲覧」（51.2%）が過半数である。

と、70 歳以上の増加が著しい。

b.コミュニケーション活動の実施と満足度

c.ALS 患者の意思伝達装置利用率

各コミュニケーション活動を行っていると回

補装具としての意思伝達装置の支給件数も増

答した人の満足度（各 10 点満点）は、全体で

加しているが、ALS 患者数も増加しているため、

は 6～8 点台に分布し、
「エアコン操作」
（8.5 点）、

利用期間を 3 年と想定した ALS 患者における

「テレビ視聴」
（8.2 点）、
「執筆等社会参加」
（7.8

利用率は、平成 21-23 年度期は 17.6 で、平成

点）、
「メール利用」
（7.8 点）などが高い。なお、

24-26 年度期で 18.5 とそれほど大差はない。

実施割合の高低と満足度は一致していない。

平成 22 年度を含む期間の利用率が低くなっ

【課題③】機器があってもやりたいことが

ているのは、東日本大震災の影響により、平成

出来るとは限らない。（機能によってはニ

22 年度は宮城県や福島県の一部のデータが含

ーズとのミスマッチが生じる）

まれないため、実際の支給件数より少ないデー

④利用群の背景について

タを用いて計算しているためといえる。

a.ALS 患者の利用状況との対比

【課題①】意思伝達装置の利用は増えてい

JALSA 会員へのアンケート調査結果では、

るが、利用率はそれほど増加していない。

高齢者での CA 機器の利用率が高くなかった。

（「意思伝達装置の普及のためには何が必

このことと、①の結果を対比して考えると、

要か」を考えていく必要がある）

意思伝達装置利用率が大きく変化しないことは、

②支援者の存在について

・比較的若い世代の利用が急増している

a.各群における支援者

・高齢者における利用者が増えている

一昨年度に実施し、昨年度に詳細分析を行っ

という、２つの可能性があるが、実際の状況は

た JALSA 会員へのアンケート調査結果から、

前者であると推測できる（次項とも関係）。

予備群／利用群／中止群の 3 群で背景をした。

b. ALS 患者数の年代別分布
①b.でも書いたように、全国の ALS 患者総数

「調査票の記入」は本人では困難な場合も想定

は年々増加しているが、年代別で 70 歳以上の
増加が著しく、全体に占める割合は平成 21 年

1 http://rel.chubu-gu.ac.jp/ca-research/

においても公開している。
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度で 42.7％、平成 26 年度で 48.8％である。

医療機関であっても、規模（機能）や地域性

このことは、患者の延命化と、高齢発症者の

も特徴で同じ対応ではなく、各々での早期の患

増加も考えられる。高齢発症者の増加には、本

者に対するアプローチの現状の教示を受けた。

邦における高齢化が影響しているといえる。

また、専門職の関与や地域連携における情報共

【課題④】若い人の利用は増えても、PC

有が難しい等の課題について助言を得た。

や IT 機器の利用経験がない高齢者では、

（３）関連学会等での講習会等

CA 機器を使わないことも多い。
（身体機能

①日本難病看護学会
2015 年 7 月 24 日に、第 20 回日本難病看護

が良好な時から機器を使うことが大切）
⑤機器の選択状況

学会学術集会での公開セミナー「はじめが肝

a.補装具費支給状況にみる機種

心・意思伝達支援」を共同で実施し、早期 ALS
患者への背景や対応について解説した。

全国の身体障害者更生相談所を対象として
昨年度実施した照会調査において、判明した疾

また、参加者に対し、各専門職の役割や、関

患や患者属性、判定機種との比較から、疾患別

与についてのアンケート調査を実施し、参加者

内訳は最多の ALS は 1,615 件中 1,094 件

のうち、30 名からの回答が得られた。早期に係

（ 67.7% ） で あ り 、 そ の 他 の 神 経 ・ 筋 疾 患

わる専門職としての医師、MSW 等、療法士、

（13.9%）
、CVA（7.2%）、CP（6.4%）が多い。

保健所保健師の役割の仮説は、概ね賛同された。
また、キーパーソンとしては、療法士（訪問

疾患による選択（判定）機種では、伝の心が
いずれの疾患においても最多であるが、PMD

リハを含む）が多く選ばれた。

においては、伝の心（47.4%）は、オペレート

②日本難病医療ネットワーク学会
2015 年 11 月 14 日に、第 3 回日本難病医療

ナビ（42.1%）と同程度である。
b.患者が求める支援について

ネットワーク学会学術集会・難病患者のコミュ

JALSA 会員へのアンケート調査結果での自

ニケーション IT 機器支援ワークショップ「（コ

由記述「今後、IT 機器およびその支援のための

ミュニケーション IT 機器支援の）予備群への

制度について望んでいること」では、468 件の

アプローチと多職種連携」を共同で実施した。

有効回答中 195 件（41.7％）もの記述回答があ

ワークショップでは、予備群に対する各専門

り、多くの要望があることが明らかになったが、

職とのかかわり方に関しての検討結果を予め提

昨年までに分析できていない。

示し以下の報告をうけた。
神経内科医師（群馬大学・長嶋先生）からは

そこで、この回答をテキストマイニング
（KHCorder Ver.2.00）にて分析したところ、

多職種連携の責任者の役割と連携に関する課題、

各群に応じたいくつかの特徴が見られた。
「予備

理学療法士（村上華林堂病院・北野先生）、から

群」では今後の病状を含めて相談したい、機器

は初期段階で関わる療法士のうち理学療法の時

を試してみたいなど、具体的でない内容に関す

間が長い状況、MSW（徳洲会 ALS ケアセンタ

るものが見られた。
「予備群・利用群」では、パ

ー・椿井先生）より主治医の明確な方針の下で

ソコンの購入に関する制度など具体的な入手に

の継続的なフォローの必要性等が述べられた。

変わってきている。この共起ネットワークを図

（４）専門家による意見交換会
2016 年 1 月 24 日に、（３）の講習会を含め

１に示す。
【課題⑤】機器の特徴や制度を早期に適切

て、これまでの研究実施過程において意見交換

に伝えないと、導入時期を逸してしまう。

を行ってきた専門家等と、ALS 患者に対する早

（定型的な情報だけでは不十分である。）

期介入のアプローチの意見交換会を実施した。
ガイドブックの必要性や内容についての異論

（２）ヒアリング調査
2015 年 6 月から 9 月に、神経難病の係る医

はないが、関連情報の追加等の提案を得た。ま

療機関や相談支援機関 6 カ所を個別に訪問し、

た、経験の浅い支援者にも利用しやすい構成へ

（１）
での結果を含めて説明し、意見を求めた。

の変更や、配布先に関する要望等があった。
その結果をふまえて、本編と Q&A 編の構成
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の修正を行った。また配布先の検討を行った。

②利用期（フェーズ２~４）への支援
a.IT 機器の利用したコミュニケーション開始

Ｄ．考察

（フェーズ２）

JALSA 会員へのアンケート調査結果では、

専用の CA 機器にこだわることなく、ここま

CA 機器等の利用状況に応じた群分け（予備群

でに利用してきた（課題④で導入を促進した）

／利用群／中止群）を行ったが、適切な支援が

IT 機器が身体機能の低下に対する支援機器に

ないことから機器が必要な状況であっても利用

なることを自覚する時期である。

群に移行していない人の存在を確認している。

ここで、IT 機器に対するニーズ（生活の中で

そのため、この群分けに対応する期分け（準

の依存）が高ければ利用目的も明確になり、課

備期／利用期／困難期）を行い、さらに、ALS

題③に挙げるような、機器があってもやりたい

重症度分類2と意思伝達能力

Stage

分類3を用い、

ことが出来るとは限らないというミスマッチを

病状に応じて利用期を細分化（３フェーズ）行

防ぐことになる。

い、合計５フェーズでの病状と機器の必要性を

b.意思伝達装置の利用開始（フェーズ３）

整理し、対応する支援内容をまとめることが望

意思伝達装置の導入に際しては、療法士等に

ましいと考える。その内容を表１に示す。

よる入力装置の適合のみならず、利用者のニー

（１）論点整理と段階的支援の試案

ズおよび家族や支援者の対応の程度から、機種

課題①とした「意思伝達装置の利用は増えて

選択を行う必要もある。

いるが、利用率はそれほど増加していない。」に

このとき適切な機種選択が行われなければ課

対応する「意思伝達装置の普及のためには何が

題③のニーズとのミスマッチだけでなく、また、

必要か？」を考える必要があり、それは他の課

課題②の周囲の十分な支援がなければ、継続的

題が背景にあり（根本的課題といえる）、それら

に利用することはできないことにもつながる。

を順に遡るもことで対応できると考えられる。

療法士等の医療職が積極的に関与する場合も

①準備期（フェーズ１）に対する支援

あれば、業者やボランティアの関与が強い場合

利用群になってから支援が必要になるのでは

もある。それぞれの得意分野が異なるといえる

なく、予備群から利用群へのスムースな転換を

ので、適切な多職種連携での対応も求められる。

促すことも重要な支援の 1 つであると考える。

また、この時の情報共有も課題になるだろう。

対応するのは、課題⑤であり、まだまだコミ

c.入力装置の交換による利用維持（フェース４）

ュニケーションが可能な間に、種々の補助装置

JALSA 会員へのアンケート調査からも意思

で操作性の改善を行い、CA 機器としての利用

伝達装置の入力装置（スイッチ）交換経験者に

に結び付けることを想定した支援を行うことも

おける平均交換期間は 19.1 か月程度であった

必要といえる。もちろん、経済的な問題も考慮

が、このとき、適切なスイッチ交換のためには、

した制度の説明も必要である。これが準備期と

療法士等による身体評価が不可欠である。

する理由になる。

しかし、継続的に支援を受けていない場合や、

また、課題④への対応として、意思伝達装置

ニーズが不十分で機器利用に対する関心が弱ま

の操作訓練を促すのではなく、高齢者において

る場合もあるといえる。その場合、まだ入力装

も、PC やタブレットなどの IT 機器そのものを

置の交換で継続利用が可能でも、意思伝達装置

楽しむためのインターネットやメール利用等が

の利用をあきらめることになると考えられる。

ＰＣを活用するモチベーション、生活における

よって、先に挙げたように、意思伝達装置の

ニーズになるように誘導することも必要である。

利用期においては、課題③や課題②の対応がさ
れている必要があるといえる。その結果が、課
題①を逆に見た、意思伝達装置の普及を促すた

2 厚生労働科学研究・神経変性疾患調査研究班による ＡＬＳ

めの対策といえる。

重症度分類
3

③中止期（フェーズ５）への支援

林健太郎・他：侵襲的陽圧補助換気導入後の筋萎縮性側索
硬化症における意思伝達能力害－Stage 分類の提唱と予後
予測因子の検討－、臨床神経、53、98-103、2013

入力装置の利用が困難に見えても、これまで
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にスイッチ操作を行っていた身体部位以外の評

なお、本検討結果は、医療関係者を主対象と

価も含めて再検討し、他のスイッチの利用や他

した「ALS 患者に対するコミュニケーション機

の部位での機器操作が実用的であれば、それに

器導入支援ガイドブック」（暫定版）4としてと

よりフェーズ４に戻ることになる。

りまとめた。これを、早期の ALS 患者に関わる

しかし、スイッチ操作が可能であっても、繰

ことが多いと考えられ、医療機関（神経学会教

り返し操作が困難であり、走査入力による文字

育施設）、保健所、各療法士協会および都道府県

選択が困難であれば、文字等走査入力式の意思

士会等に配布して、その普及を目指す。

伝達装置以外の検討も必要になる。

なお、本研究で提案したガイドブックは、エ

また身体運動機能は良好でも、聴力低下によ

ビデンスレベルの検証が十分とはいえない点も

り相手からの呼びかけに気づかない場合や、認

あるが、一定の教育効果とともに臨床現場で活

知機能の低下により意思疎通が困難な場合もあ

用されると期待できる。今後は関係機関から、

り、これがフェーズ５となる。

多く意見が出てくると思われるが、それらを踏

（２）各専門職の可能な対応と多職種連携

まえて暫定版の文字を外すべく、さらなるブラ

特に、早い時期（フェーズ１～２）において

ッシュアップを行うことが残された課題である。

は、「医師（神経内科・主治医）」
、「MSW や難病
医療専門員（難病看護師等も含む）
」
、
「理学療法

Ｆ．健康危険情報

士」等の役割が重要である。

（統括研究報告書にまとめて記載）

医師の告知後に、MSW から詳細な情報提供を
うけることや、先輩患者の様子を見ることから、

Ｇ．研究発表

CA 機器が必要になることを理解する必要があ

（１）論文発表

る。そして、次の段階の関係者につなげていく

なし

多職種連携・情報共有も必要である。

（２）学会発表
1) T. IMURA, Situation of communication

また、PC 等の利用を促すためには、コミュニ
ケーション手段に限らず、日常生活でのニーズ

aids for amyotrophic lateral sclerosis

や利用機会を増やすことも大切であり、リハビ

patients in Japan, 9th International

リテーションの中での直接的な対応に加えて、

Convention on Rehabilitation Engineering

話題としての情報提供も有効と考えられる。

& Assistive Technology (i-CREATe! 2015),
2015

これらを含め、前述のフェーズに応じて関与
する 14 の専門職等の役割の具体例を提示した。

2) 井村保．意思伝達装置にかかる補装具費支給
における地域差要因の背景分析からの多職種

Ｅ．結論

連携の提案．日本難病医療ネットワーク学

早期の ALS 患者に、コミュニケーション機器

会・第３回学術集会（日本難病医療ネットワ
ーク学会機関誌 3(1) pp. 76）、2015

の利用が必要になることを正しく伝え、その導
入に向けての準備を始めることは必要である。

3) 井村保．意思伝達装置の支給状況と今後の導

しかし、そのためには主治医の方針がぶれない

入支援体制の検討．全国難病センター研究

ことが大切である。このとき、IT 機器の利用経

会・第 25 回研究大会・資料集、32-33、2016

験が乏しい患者に対してその利用を促すために
は、患者に応じたアプローチも必要と考える。

Ｈ．知的所有権の出願・登録状況

まずは、生活の中でのニーズを高めることも必

なし

要である。
（※本研究に関しては、申告すべき COI（利益

また、各時期に、その方針のもとでの各専門
職が役割を担う多職種連携も必要になるが、適

相反）状態はない。）

切な状況把握と情報共有、加えて難病相談支援
センター等の、他機関との連携も必要である。

4 総合報告書にも付録として綴じ込む
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新しい
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家族

病気

出来る
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状態
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手
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意思
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症状

支援 使う
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人

機械

操作

望む
コミュニケーション
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今
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今
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家族
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使える

進行

動く

意思

介護

パソコン
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コミュニケーション

現在

利用群

サポート

希望

予備群

時間

伝の心

入れる

中止群

合わせる

申請

使用

教える

制度
購入

PC
ソフト

助成

利用

使い方

分かる

IT機器
コミュニケーション機器 補助

現在

知る

時間

状況
困る

操作

病院
相談

今後

欲しい

身体

（１）全体のクラスタ分析

対応

（２）３群比較

図１．支援と制度に関する要望の共起ネットワーク

表１．重症度分類・Stage 分類に基づくフェーズと支援内容
身体状況の期分け
【準備期】
フェーズ 1

想定する程度と対応、支援内容（例）
まだ障害も軽く、コミュニケーション活動に制限のない時期
通常のコミュニケーションが可能（重症度 1～2）
⇒ 初期の情報提供と IT 機器利用促進
「予備群」から「利用群」へのスムースな移行を目指す。ＰＣによるコミュニケーショ
ンが必要になることに備え、ＰＣ等の習得（慣れ）が必要。
ときには、先輩患者に引き合わせるピアサポートも有効。

【利用期】
フェーズ 2

PC 等の何らかの IT 機器や CA 機器を用いることで、コミュニケーション活動
を維持している時期
IT 機器を使ったコミュニケーション開始（重症度 2～3）
⇒ 特殊な入力装置等でのＰＣ利用等
キーボード・マウス代替装置の利用ＰＣ等を利用したコミュニケーションを開始する。
スイッチの練習のためにリモコン等も利用。

フェーズ 3

意思伝達装置の導入（重症度 4～5・Stage Ⅰ）
⇒ 走査入力方式の習得
意思伝達装置の利用開始。操作方法の確実な習得と利用機会の増大を図る。

フェーズ 4

入力装置の交換等による利用の継続（重症度 5・Stage Ⅱ～Ⅲ）
⇒ 利用継続のための身体評価
意思伝達装置の入力装置交換も発生。療法士による専門的な評価・再適合。

【困難期】
フェーズ 5

随意的な機器操作が困難になり、呼びかけに対しての表情などの変化での意思
確認ができるか、コミュニケーション活動が困難な時期
スイッチによる文字入力が実用的でない（重症度 5・Stage Ⅳ～Ⅴ）
⇒ 身体機能全般の医学的評価
他の身体部位の評価も行い、意思伝達装置の利用が不可能であれば、他の手段を検討も
必要。聴覚・認知機能の確認も実施。
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平成２７年度日本医療研究開発機構研究費委託費 障害者対策総合研究開発事業 分担報告書
「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

言語獲得期の SMA 児における多機能意思伝達装置の導入による
コミュニケーション活動の変化の考察
研究協力者

佐々木千穂（熊本保健科学大学）

研究開発分担者

井村

保（中部学院大学）

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。

44

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
46

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）

48

平成２７年度日本医療研究開発機構研究費委託費 障害者対策総合研究開発事業 分担報告書
「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

進行性難病に対する対応方法の検討と制度素案の設計
研究開発分担者

髙木

憲司（和洋女子大）

研究要旨：
進行性難病等に対するコミュニケーション機器の支給やその利用を支援する人材に対する補償が
可能な総合的な支援体制の具体化として、T 県における、コミュニケーション機器に関する一部有
料サポートの現状を、同行及びインタビューにて調査した。
訪問サポートにおいては、コミュニケーション機器としての調整等と並んで、PC としての設定
や調整もある。本来、導入時以外の PC の基本的な設定等については、できる方が利用者の周囲に
いるという環境を作っていくことが求められる。
制度上の観点からは、PC ベースのコミュニケーション機器でメールやインターネット等本来の
PC 機能も活かす場合については、PC 部分は制度から外し、障害状況に応じた各種インターフェイ
スの購入にかかる費用（物的費用）及び障害状況に応じたインターフェイス適合にかかる技術費用
（人的費用）に限定してはどうかと考える。
Ａ．研究目的

ション機器利用者を一部有料でサポートしてお

進行性難病等に対するコミュニケーション機

り、この事例を調査した。サポートの料金体系

器の支給やその利用を支援する人材に対する補

等は以下の通りであった。

償が可能な総合的な支援体制の具体化として、

１）コミュニケーション機器 訪問サポート・

現行制度の横断的利用とスクラップ＆ビルトに

貸出機対応

よる新たな制度素案を提案することを目的とす

Ａ社では、利用者が適切なコミュニケーショ

る。

ン機器の給付を受け、有効に使っていただくた
め、利用者に対する技術支援を行っている。

Ｂ．研究方法

電話サポートについては無料で行っているが、

（１）インタビュー調査

有料にて以下の訪問サポートを実施している。

地域におけるコミュニケーション機器サポー

２）コミュニケーション機器

訪問サポート

ト事例として、T 県における、コミュニケーシ

料金体系

ョン機器に関する一部有料サポートの現状を、

①コミュニケーション機器についての説明と

同行及びインタビューにて調査した。

機器の選択についての相談

（２）文献調査

「自分に必要なコミュニケーション機器は何

平成 27 年 12 月 14 日に出された、
「障害者総

か？」、
「どのような制度が利用可能か？」につ

合支援法施行３年後の見直しについて～社会保

いて、個別に相談を受けており、1 件あたり 40

障審議会障害者部会報告書～」は、補装具につ

分の訪問を目安として 5,000 円としている。

いても言及されており、その内容について考察

②コミュニケーション機器に関する訪問サポ

する。

ート費
出張費として実費を請求することとしており、

Ｃ．研究結果

具体的には、電車の往復運賃または自動車往復

（１）地域におけるコミュニケーション機器サ

通行料及び片道拘束時間（2,000 円/時）の合計

ポート事例

としている。その上で以下の料金体系となって

T 県においては、Ａ社が県内のコミュニケー

いる。
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②－1

コミュニケーション機器の設置・説明

る。

１回 50 分を目安として 4,000 円としている。
②－2

利用者に合わせたコミュニケーション

Ｄ．考察

機器の設定変更・調整

（１）コミュニケーション機器電話サポート

１回 50 分を目安として 4,000 円としている。
②－3

利用者に合ったスイッチの選択及び調

ュニケーション機器って何？」「スイッチって

整（スイッチのフィッティング）

何？」「スイッチが使えない」「パソコンを楽し

１回 50 分を目安として 5,000 円としている。
②－4

無線 LAN の設定

がわかる。

１回２時間を目安として 15,000 円としてい

（２）コミュニケーション機器訪問サポート

る。

実際には、一回の訪問で複数の依頼もあるた
ウイルスセキュリティーソフトインス

め、その際は交通費の実費が一回分で済むこと

トールと各種設定

となる。また、作業内容については、コミュニ

１回 5,000 円としている。
②－7

ケーション機器としての調整等と並んで、PC

リモコン設定

としての設定や調整もあることがわかる。

１回 50 分を目安として 5,000 円としている。
②－8

データ移行（
「伝の心」
・PC データを旧

事業者としても、これらの作業で頻繁に呼ば
れることは負担になるため、事業開始当初は民

機械から新機械に移動）

間の補助金があったこともあり無料で対応して

１回 50 分を目安として 5,000 円としている。
②－9

コミュニケーション機器としての相談はもち
ろんあるが、単に PC としての相談もあること

インターネットへの接続及びメールの

設定（インターネット設定）

②－6

みたい！」
「インターネットを楽しみたい！」
「使
い方がわからない」などが多いとのことである。

１回 50 分を目安として 4,000 円としている。
②－5

利用者からいただく電話相談としては、
「コミ

いたが、補助金がなくなってからは有料対応と
することとしたとのことである。家族に PC に

個別取扱説明書の作成

１回ごとの請求で、１回 5,000 円としている。

慣れている方がいる場合は、これらの訪問は不

PC 初期設定（Windows7,8.1 に対応）

要となるが、有料とすることにより家族に PC

②－10

1 台 30,000 円としている。

に慣れている方がいない場合でも周囲の援助を

ipad の初期設定については、1 台 15,000 円

得て解決しようとするモチベーションにつなが

としている。
③コミュニケーション機器

るのではないかと考えられる。本来、導入時以
外の PC の基本的な設定等については、できる

練習用及び代替

え用機器貸し出し対応

方が利用者の周囲にいるという環境を作ってい

利用者のうち練習する必要を感じる方には、

くことが求められる。

有償での貸出機（
「伝の心」
、
「レッツチャット」、

機器の貸し出しについては、３か月を限度と

「オペレートナビ」
、「心語り」等）を用意して

しているが、これまでの経験で概ね３か月の試

いる。

用で、どのような使い方か、自分に必要な機能

③－1

貸出機器

は何か、ご家族等のサポートはどの程度可能か

貸し出しを希望される方には、3 か月を限度

等の情報が得られ、本支給に進むか進まないか

に、１か月 8,000 円にて貸し出し、最大 3 カ月

の判断が可能であるとのことであった。

24,000 円としている。
③－2

初期相談で確認することとしては、本人・家

固定台

族間での必要性の確認、誰がどのような場面で

１ヶ月 2,000 円、最大 3 カ月 6000 円として

必要とするのか、どのように意思伝達を行って

いる。
③－3

いるのか等を丁寧に聞き取り、何が必要なのか
貸出機器の設置と簡単な使用説明

を判断し貸出機による試行に移行する。

１回 4,000 円としている。なお、練習用のた

コミュニケーション機器を導入する場合、利

めインターネット接続は出来ないこととしてい

用者にとって、使いやすい機器かどうかを判断
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することが重要である。機械には、必ず、向き

ポートを行うことを要件とすることが望まれる。

不向きがあり、場合によっては機器の導入が利

その際、導入月はサポートが頻回になることが

用者や家族にとって負担となる場合もあるため、

想定されるため、加算を設けることなど、事業

特に高齢の利用者・家族については通常の会話

の実態に合わせた工夫が必要となろう。制度構

であれば透明文字盤で十分な場合もあり、PC

築に当たっては、月々の基準額設定が問題とな

の基本的なサポートが得られる状況にあるかど

るが、耐用年数を勘案した基本月額に、サポー

うかも機器導入の重要な視点である。

ト料を追加する必要がある。これには平均的な
サポート回数や訪問費用を想定し一律で追加す

（３）制度素案について

る方法と、訪問１回につき定額の設定を追加す

①補装具費支給制度への貸与方式導入

る方法、さらに、訪問１回につき交通費実費と

進行性疾患等に対応するため、貸与方式導入

訪問時間から詳細な額を算出し追加する方法な

が考えられる。公益財団法人テクノエイド協会

どが考えられるが、詳細な規定は市町村の事務

が、平成 26 年度障害者総合福祉推進事業から

量を考慮すると非現実的であるため一律の額を

引き続き、平成 27 年度においては、より実践

設定することが望ましい。この場合、全国の意

的な「補装具貸与費支給モデル事業」を行い、

思伝達装置販売業者に対して、月々のサポート

実際の運用を通じた効果の検証と個別具体的な

回数（利用者１人につき）や訪問時間を調査す

課題の抽出を行い、実際の制度化に向けた方策

る必要がある。

について調査研究を行うこととしている。研究

また、制度上の観点からは、PC ベースのコ

代表者の井村及び研究分担者の高木は、この事

ミュニケーション機器でメールやインターネッ

業の検討委員として協力している。

ト等本来の PC 機能も活かす場合については、

また、障害者総合支援法施行３年後の見直し

PC 部分は制度から外し、障害状況に応じた各

について～社会保障審議会障害者部会報告書～

種インターフェイスの購入にかかる費用（物的

（平成 27 年 12 月 14 日）において、
「補装具に

費用）及び障害状況に応じたインターフェイス

ついては、効果的・効率的な支給に向け、実態

適合にかかる技術費用（人的費用）に限定して

の把握を行うとともに、購入を基本とする原則

はどうかとの試案を提案したが、サポートに関

を堅持しつつ、成長に伴って短期間で取り替え

して PC も含め一体的にしかできない場合もあ

なければならない障害児の場合など、個々の状

り、切り分けが難しいとの意見もあった。

態に応じて、貸与の活用も可能とすることや、

②市町村地域生活支援事業の意思疎通支援事

医療とも連携した相談支援の体制整備等を進

業の活用

めるべきである。また、日常生活用具給付等事

地域生活支援事業等について、
「失語症、知的

業については、効果的・効率的に実施すること

障害、発達障害、高次脳機能障害、難病、重度

ができるよう、執行状況やニーズ等を踏まえ、

の身体障害のある者が、意思疎通支援者の養

検討すべきである。」とされ、補装具制度に貸

成・派遣に関する事業の対象であることが明確

与方式が導入される方向性が示されたことから、

化」されており、進行性難病等の者も「意思疎

これまで強い意見があった意思伝達装置につい

通支援事業」の対象者として明確となったこと

ても貸与方式の導入が見込まれる。

から、意思伝達装置についても、簡易な設定等

貸与方式となった場合でも、スイッチ等のイ

を行う者については意思疎通支援者としての養

ンターフェイスは、病状の進行度や使用頻度な

成・派遣が可能であるため、この制度を積極的

どによってどの程度の期間使用できるかは個々

に活用すべきである。

の状況によって異なり、また、人体に直接接触

③介護保険法における福祉用具貸与種目への

するものであるから、貸与とせずこれまで通り

意思伝達装置の追加

支給とすることが望ましいものと考える。

意思伝達装置の主たる利用者であるＡＬＳ患

本体を貸与方式とする場合、毎月の報酬支払

者は、介護保険法における特定疾病でもあり、

方式とセットで定期的なメンテナンスや随時サ

40 歳以上の場合は、介護保険サービスの対象者
51

となっており、9 割以上が介護保険対象者であ

持ち、これらの利用者に対するサポートをそれ

るが、介護保険法における福祉用具貸与種目の

ぞれの持ち場で行えるようになることが理想で

中に、現在のところ、コミュニケーション機器

ある。

は含まれていない。しかし、適切なコミュニケ

特に進行性疾患では、初期の段階では特殊な

ーション手段の確保・維持は、患者本人の生活

スイッチ等は必要ないが、徐々に特殊なデバイ

の質（quality of life；ＱＯＬ）の向上に加え、

スが必要となってくるため、初期段階から病状

意思の疎通は介護者の負担軽減にもつながるこ

の進行を見据えた IT サポートが必要となる。

とから 、
介護保険法の趣旨から外れるものでは

これらの対応を福祉だけが担えるものではなく、

ない。また、進行性の疾患であることも考える

医療では退院前の指導の中でコミュニケーショ

と本体については購入よりも貸与がなじむこと、

ン機器についても導入支援を行い、その後も医

ケアマネジャーがかかわるため訪問リハにもつ

学的な面でのサポートを行う必要があり、介護

なげやすいことなどから、貸与に馴染む定型的

保険のケアマネジャーがケアプランをたてる際

な意思伝達装置については介護保険福祉用具の

に、コミュニケーション機器についてもコーデ

対象とすることは有効と考えられる。

ィネイトする必要があることを自覚することで、

④医療との連携

障害福祉の補装具制度で最終的にサポートして

障害者総合支援法施行３年後の見直しについ

いくことが円滑につながっていくであろう。

て～社会保障審議会障害者部会報告書～（平成

そのためには、医療、介護、福祉のそれぞれの

27 年 12 月 14 日）にある「医療とも連携した

関係者への教育の中に、補装具を明確に位置づ

相談支援の体制整備」については、更生相談所

けることが必要である。特に医学的リハビリテ

の役割強化とともに、リハビリテーション病院

ーションの概念について、その範囲に、支援機

等の医療機関の専門職が、補装具に対して関心

器への適合調整が含まれることを明確化すべき

を持ち、退院後の患者が地域生活の中で補装具

であると考えられる。

を適切に活用できるよう医療面からサポートす
ることが求められる。そのためには、診療報酬

Ｅ．結論

のリハビリテーション料として補装具導入への

コミュニケーション機器に関する具体的な、

対応が含まれていることを明確化すべきである。

初期相談から電話サポート、訪問サポートの実

その上で、
相談支援専門員が計画作成を行う際、

態を調査した。

補装具についても考慮し、場合によっては医療

PC ベースのコミュニケーション機器につい

機関の専門職の意見を聞くことなどができるよ

ては、PC の基本的なサポートニーズがあり、

う資質を高めるとともに、退院前の担当者会議

これらについては、家族等がある程度対応でき

等に医療機関が積極的に協力する旨の指針等を

る状況が望まれる。コミュニケーション機器の

示す必要がある。

専門業者の電話サポートを受けて対応できる状

また、上記の「補装具費支給制度への貸与方

況を作ることで、業者としても本来業務に集中

式導入」
「市町村地域生活支援事業の意思疎通支

でき効率化が図られる。

援事業の活用」
「介護保険法における福祉用具貸

そのためにも、制度上の観点からは、PC ベ

与種目への意思伝達装置の追加」もあわせて行

ースのコミュニケーション機器でメールやイン

うことで、地域の特性を踏まえた柔軟な対応が

ターネット等本来の PC 機能も活かす場合につ

可能となると考えられる。

いては、PC 部分は制度から外し、障害状況に

⑤将来の可能性

応じた各種インターフェイスの購入にかかる費

意思伝達装置をはじめとする難病コミュニケ

用（物的費用）及び障害状況に応じたインター

ーション機器に関わると思われる人材マップを

フェイス適合にかかる技術費用（人的費用）に

図 1 に示す。

限定してはどうかと考える。

将来的には、医療、介護、福祉のそれぞれの

PC を外した分、浮いた費用を業者の訪問サ

関係者が、意思伝達装置を含む補装具に関心を

ポート費に充てることは十分に可能であろう。
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図1

難病コミュニケーション機器関係人材マップ

具体的には、訪問サポート費用数回分をイン

Ｆ．健康危険情報

ターフェイスの価格に上乗せする等の方法が考

（統括研究報告書にまとめて記載）

えられる。価格設定については、さらに詳細な
データ収集が必要となる。

Ｇ．研究発表

また、公益財団法人テクノエイド協会による

（１）論文発表

「補装具貸与費支給モデル事業」への協力及び

なし

「障害者総合支援法施行３年後の見直しについ

（２）学会発表

て～社会保障審議会障害者部会報告書～（平成

なし

27 年 12 月 14 日）」等から、「補装具費支給制
度への貸与方式導入」、「市町村地域生活支援事

Ｈ．知的所有権の出願・登録状況

業の意思疎通支援事業の活用」、
「介護保険法に

なし

おける福祉用具貸与種目への意思伝達装置の追
加」
、「医療との連携」
、「将来の可能性」につい

（※本研究に関しては、申告すべき COI（利益

て考察した。

相反）状態はない。）

医療、介護、福祉のそれぞれの専門職が、補
装具やコミュニケーション支援機器等について
も適切に関わっていくことが求められる。
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平成２７年度日本医療研究開発機構 障害者対策総合研究開発事業 分担報告書
「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

機能選択・支援者支援ツール、導入アプローチのマニュアル検討
研究開発分担者

伊藤

和幸（国立障害者リハビリテーションセンター）

研究協力者

田中

芳則（なごや福祉用具プラザ）

研究要旨：
これまでに作成した意思伝達装置用スイッチの分類や検索ツール、パソコン操作のためのマウス
代用装置及びキーボード代用装置の分類に基づき、従来関与が少ない専門職にも対応できる導入ア
プローチのガイドブック（マニュアル）を作成する。進行性難病患者等が意思伝達装置やパソコン
等のコミュニケーション機器を利用しようとする際に、容易に機器や入力装置の選択が可能となる
手順書となるよう作成し、利用ニーズ、身体機能に合わせて複数候補を提示できるものとする。主
たる対象者を機器やスイッチ適合の経験の少ない作業療法士等の支援者としつつ、看護師・保健師
等も含めた多職専門職の連携を推進するために、機器の選定や適合のみならず、不具合の気づきの
事例紹介なども含めての体系的な評価のためのマニュアルとする。
Ａ．研究目的

Ｂ．研究方法

人と人とのコミュニケーション（意思伝達）

肢体不自由者関連の意思伝達や IT 機器の利

手段はさまざまであり、音声言語機能に障害を

用に関する内容について、福祉用具の専門施設

有した際には文字表現を用いることになる。文

の一つである、なごや福祉用具プラザと意思伝

字表現には幾つか手段があるが、IT 機器を用い

装置取り扱い業者へ寄せられた相談や問い合わ

ないローテク系のものや IT 機器をベースにし

せを調査し、意思伝達装置の利用者からどのよ

たハイテク系の機器の利用が考えられる。

うなニーズが上がっているかを調査する。これ

後者のものでは、日常生活用具給付の携帯用

らに合わせて、これまで行ってきた意思伝達装

会話補助装置や補装具費が支給される重度障害

置の機能調査や汎用 IT 機器を操作するための

者用意思伝達装置（以下、意思伝達装置）が提

外部入力装置（キーボード、マウス代替装置）

供される一方、視線入力方式などの新しい装置

の調査から、意思伝達装置や IT 機器を利用する

や汎用のパソコンやタブレット端末等を利用す

ニーズからみた機器の選択アプローチを検討し、

れば、意思の伝達だけではなく、メールのやり

選択フローを整理する。

取りやインターネットの利用、SNS の利用によ
る社会参加、動画の閲覧、音楽視聴等の余暇活

Ｃ．結果

動も可能である。

（１）問い合わせからみたニーズ

機器の選定にあたっては障害状況や病状の進

2014 年度になごや福祉用具プラザに寄せら

行状況、支援体制などとともに、利用者の社会

れた IT 相談 889 件の問い合わせのうち、コミュ

性
（機器の利用ニーズ）を考慮する必要もある。

ニケーションや意思伝達装置に関するものは

障害の発生初期から意思伝達装置等の専用機器

121 件、パソコンや周辺機器に関するものは 305

を優先して利用する必要はなく、意思伝達以外

件ある。

の目的からパソコンやタブレット端末などの汎

コミュニケーションや意思伝達装置関係では、

用 IT 機器を利用することも大いに考えられる。
本研究では、利用ニーズを主眼に機器の選択

・コミュニケーション方法について
・意思伝達装置に関する情報収集、試用の可否

アプローチを検討することとする。

・意思伝達装置の選定に関して
・スイッチの適合
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・機器内の各種設定に関して

場合には、支援者の意向が反映される

・ナースコールや呼び出し器の確認、呼び鈴分

・最近はタブレット端末が普及していることも

岐装置

あり、パソコンよりもタブレット端末を使い

・制度の利用方法

たいという要望が多い

に関する相談や問い合わせがあり、

等の問い合わせや相談事例が挙げられた。

パソコン、タブレット端末の利用では、

（２）利用ニーズと身体状況を組み合わせたフ

・パソコンの利用方法（マウス代用装置利用の

ローの作成

場合とオペナビ等の支援ソフト利用の場合）

障害の状況には個人差があり、コミュニケー

・マウス代用装置に関する情報収集、修理につ

ション機器の利用にはいくつかの段階（準備期、

いて

利用期、困難期）が考えられるが、それぞれの

・インターネット環境の設定について

段階で利用ニーズと身体機能状況に合わせて適

・iPad の利用について（アプリのダウンロード

切な機器を選択する必要があり、ローテクな方

やカメラ機能等 iPad そのものの使用方法や

法から IT 機器をベースとした環境までを考慮

購入前の練習、
外部入力装置による利用方法）

していけばよい。

・固定電話、福祉電話、携帯電話の利用につい

以下では、井村らが整理した医学的（身体機

て

能）評価と社会モデルに基づく評価に合わせて、

・テレビの操作

ニーズに対応した機器を区分する。

・パソコンやタブレット端末の固定等、操作環

IT 機器によらない方法（ローテク系）では、

境の改善

文字盤の文字を指す、透明文字盤（視線を使う）、

・視線入力装置の可能性

口文字がある。

・制度の利用方法

（２－１）IT 機器をベースとしたもの

に関する相談や問い合わせが寄せられていた。

IT 機器をベースとした方法の主な利用ニー

意思伝装置取り扱い業者へは、個別の機器や

ズとしては、

機器の持つ機能に関するものが多く、

2-1)パソコンやタブレット端末を利用すること

・メールをしたい（伝の心、話想、トーキング

を主目的とする（ワープロソフトへ入力する

エイド for iPad、HeartyLadder を紹介）

ことにより意思伝達も可能になる）、

・TV や DVD をみたい、操作したい（伝の心、話

2-2)意思の伝達を主目的とし、メールやインタ

想を紹介）

ーネット利用、環境制御等、個々の機器が持

・パソコンを使いたい（オペナビ、SwitchXS を

つ機能も利用する、

紹介）

の２点を主軸として分類し、身体機能状況に合

・利用者が高齢なので簡易なものが良い（伝の

わせてどの機器が利用できるかを図式する。

心またはレッツ・チャットを紹介）

パソコンを操作する装置としては、

・
「自分の声」でコミュニケーションをとりたい

2-1-a）眼球運動や頭部操作によりパソコンを操

（伝の心を紹介）

作する機器

・視線で操作する機器について情報がほしい（視

2-1-b)キーボード、マウス代用装置によりスク

線入力装置を紹介）

リーンキーボードを併用してパソコンを操作

・パソコン経験の有無（本人自身、支援者とな

する外部入力機器（トラックボール操作、ジ

る家族の経験）により選択肢が異なる

ョイスティック操作、3 個以上のスイッチの

・仕事などでパワフルにパソコンを使いこなし

操作、1 つのスイッチ操作が可能な操作性の

ている場合や自宅で使用しているパソコンを

場合）

そのまま継続して使用したい場合（オペナビ、
ディスカバリ、マウス代用装置を検討）

2-1-c）スイッチを用いて専用のスクリーンキー
ボードを走査（スキャン)入力により操作し、

・パソコンを敬遠する
（あまり使いたがらない）

パソコンを操作する機器（１～２個のスイッ

支援者（家族や介護者）や利用者が障害児の

チ操作が可能な場合）
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2-1-d）意思伝達装置もしくは意思伝達機能を持

カリ、トビーコミュニケーター4

つアプリケーションからパソコンを操作する

2-2-d)オペレートナビ TT2、TT（Windows）、

機器（１～２個のスイッチ操作が可能な場合）

SwitchXS（Mac）

として分類する。
タブレット端末を操作する装置（タブレット

Ｄ．考察

端末の操作が主目的）としては、

頭部操作や眼球運動を利用した視線入力によ

2-1-e) ス イ ッ チ 操 作 に よ る タ ッ チ 代 替 操 作

る操作、トラックボールやマウス代用装置を使

（iPad）

う方法の他、走査（スキャン)入力による操作で

2-1-f）スイッチ操作かマウス代用装置による操

あっても少数のスイッチにより専用のスクリー

作（Android）

ンキーボードソフトを操作する方法等、様々な

がある。

方法によりパソコンを利用する手段が考えられ

（２－２）意思の伝達

る。また、現状では意思伝達装置にメールやイ

意思の伝達を行う場合には、視線入力や頭部

ンターネット機能、環境制御機能も付加されて

操作を利用する方法と１~２個のスイッチを使

いるため、主に目的とする活動内容や意思伝達

い走査
（スキャン)入力式の操作で意思伝達やそ

以外の機能をどの程度利用するかによってどの

のほかの機能を行う、

機器を選択していくかを考慮することになろう。

2-2-a)専用機（視線入力、頭部操作）
2-2-b)専用機（走査(スキャン)入力式操作）

Ｅ．結論

2-2-c)意思伝達用アプリケーション（画面をタ

利用する主目的から意思伝達機能を有する各

ッチすることで直接選択式に利用できるもの

機器を分類した。障害内容や病状の進行度合い

もある）

に合わせてそれらを利用するための身体機能を

2-2-d)意思伝達用オンスクリーンキーボード

把握するとともに、適切な機器を選択し最適な

として分類し、各機器の持つ意思伝達以外の機

コミュニケーション環境を提供することを考え

能を整理した。

ていくことが重要である。

（２－３）製品
具体的な製品としては、下記のようになる。

Ｆ．健康危険情報

2-1-a)マイトビー（Windows）、miyasukuEyeCon

（統括研究報告書にまとめて記載）

（Windows）（視線入力を利用）
ルーシー、Track-IR 等（頭部操作を利用）
2-1-b)キーボード、マウス代用装置（参考 URL*）
2-1-c)オペレートナビ TT2、TT（Windows）

Ｇ．研究発表
（１）論文発表
なし

SwitchXS（Mac）

（２）学会発表

2-1-d)伝の心、話想、HeartyLadder

伊藤和幸，中山剛．神経筋疾患患者向けマウ

2-1-e)スイッチコントロール（iPad）

ス操作支援アプリケーションの開発,電子情報

2-1-f)スイッチアクセスまたは外付けマウス

通信学会 HCG シンポジウム 2015. 富山県富山市,

（Android）

2015-12-16. 電子情報通信学会 HCG シンポジウ

2-2-a)マイトビー（Windows）、miyasukuEyeCon

ム 2015 講 演 論 文 集 (CD-ROM). pp.214-217.

（Windows）（視線入力を利用）

2015.

ルーシー、Track-IR 等（頭部操作を利用）
2-2-b)レッツ・チャット、伝の心、話想
2-2-c) ト ー キ ン グ エ イ ド

Ｈ．知的所有権の出願・登録状況

for iPad 、

なし（※本研究に関しては、申告すべき COI

HeartyLadder、スピーキングダイナミ

（利益相反）状態はない。）

＊http://www.rehab.go.jp/ri/kaihatsu/itoh/mouse-key-emulate.html
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医
学
的
評
価
（
身
体
機
能
障
害

入力方式の系統
キーボード
携帯用会話補助装置

タッチパネル

代替マウス
ﾚｰｻﾞｰﾎﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞ

PC 入力補助装置
2-1-b）
頭部操作入力装置
2-2-a）
透明文字盤
視線入力装置

オートスキャン

頭部操作入力装置
視線入力装置
2-1-a）

2-2-a）

ステップスキャン

←
重
）

タブレット端末操作
2-1-e,f）

マウス

視線ﾎﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞ

軽

文字盤指さし

パソコン、

・走査(スキャン)入力
意思伝達装置
2-2-b,c,d）

対応のオンスクリーン
キーボード
・意思伝達装置
2-1-c,d）

意思伝達

パソコン操作

社会モデル（使用ニーズ）に基づく評価
意思伝達装置の付加機能
・メール機能
・インターネット機能
・環境制御機能（TV や DVD）
・文字盤のカスタマイズ
・音楽視聴
・呼び鈴機能
・携帯性
・Windows 操作
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概略
IT 機器をベースにして（ハイテク系）、パソコンやタブレット端末を利用する場合、意思の伝達
を行う場合に分けて考えます。

パソコン、タブレット端末を利用する

視線入力、
頭部操作等（2-1-a）で
操作する

トラックボール、
ジョイスティック、
複数のスイッチ操作で
操作する（2-1-b）

意思伝達装置の拡張

スイッチ操作が可能で

機能からパソコンを

走査(スキャン)入力に

操作する（2-1-d）

より操作する（2-1-e,f）

アプリケーションを
終了するとパソコン
やタブレット端末の
走査(スキャン)入力でワー

操作が可能になる

プロソフトに入力すること

（2-2-c）

で意思伝達を行う（2-1-c）

意思の伝達を行う

スイッチ操作が可能で走査
(スキャン)入力により操作
する（2-2-b,c,d）

視線入力、
頭部操作等で
操作する
（2-2-a）
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●パソコン、タブレット端末を利用したい場合
身体機能を考慮して機器を選択する

パソコン、タブレット端末

視線入力、頭部操作など

・一般的な利用

上肢機能の代替の場合

・意思伝達
・環境制御

●マイトビー

・メール、インターネット

●MiyasukuEyeCon

・音楽視聴、等

●ルーシー
●Ｔｒａｃｋ－ＩＲ等

トラックボール、ジョイスティック、
可動域制限があり 1-２個の

スイッチにより操作

スイッチを操作して走査(ス
キャン)入力

Windows、Mac

トラックボール、

●オペレートナビ TT2、TT

ジョイスティック操作

●ＳｗｉｔｃｈＸＳ

タブレット端末

1 スイッチ

複数スイッチ

操作可能

操作可能

●マウス代用装置と
オンスクリーン
キーボード

●スイッチコントロール
iPad

トラックボール、

●スイッチアクセス

ジョイスティック操作

Android
スイッチの

●Android

長短押し分け可能
●ワンキーマウス

スイッチの
長短押し分け不可能
●できマウス。

60

タブレット端末

●意思の伝達を主目的とする場合

意思伝達装置

直接選択入力により

１－２個のスイッチを操作して

操作する

走査(スキャン)入力

専用機

タッチ操作
●話想

●レッツ・チャット

●ﾄｰｷﾝｸﾞｴｲﾄﾞ for iPad

●伝の心
●話想

（タブレット PC にインストールす
ればタッチ操作が可能）

アプリケーションを終了するとパソコン

●ＨｅａｒｔｙＬａｄｄｅｒ

およびタブレット端末として利用できる

●スピーキングダイナミカリ

●ﾄｰｷﾝｸﾞｴｲﾄﾞ for iPad

●トビーコミュニケーター4

●ＨｅａｒｔｙＬａｄｄｅｒ
●スピーキングダイナミカリ
●トビーコミュニケーター4

視線による操作
●マイトビー

付加機能を考慮する

●miyasukuEyeCon

・メール機能
・インターネット機能
・呼び鈴機能
・環境制御機能（TV や DVD）
・文字盤のカスタマイズ
・音楽視聴
・携帯性
・Windows 操作
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●パソコンの利用
パソコンの操作を

No

主目的とする？

意思伝達からパソコンを操作する（＊１へ）

（Windows、Mac）

意思伝達装置の選択へ

Yes
眼球運動操作
・マイトビー（Windows）
・ＭｉｙａｓｕｋｕＥｙｅＣｏｎ（Windows）
頭部操作
頭部操作やマウス代用装置の

トラックボール、ジョイスティック操作

操作は可能？
No：

・ルーシー、Ｔｒａｃｋ－ＩＲ等（頭部操作）
Yes

・トラックボールやジョイスティック操作によ

スイッチ操作に

るマウス代用装置と、オンスクリーンキーボ

頼る

ードを併用する

３つ以上のスイッチ

Yes

・スイッチ操作によるマウス代用装置と、
オンスクリーンキーボードを併用する

操作が可能

No

マウス代用装置、オンスクリーンキーボードの選択へ

１つか２つ

http://www.rehab.go.jp/ri/kaihatsu/itoh/
mouse-key-emulate.html

スイッチの長短の

Yes
・ワンキーマウス

押しわけが可能
No

1 つのスイッチを操作し、ポインティングと
クリック操作を行う

・オペレートナビ TT2、TT（Windows）

1 つか２つのスイッチを操作し、

・ＳｗｉｔｃｈＸＳ（Mac）

走査(スキャン)入力で文字入力や

・できマウス。

マウス操作を行う

＊１

・伝の心（Windows）

各意思伝達装置や意思伝達用

・話想（Windows）

アプリケーションを起動中に

・ＨｅａｒｔｙＬａｄｄｅｒ（Windows）

Windows 操作を行う
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●パソコンの利用（身体機能を含めた場合）

眼球運動により文字入力やマウス操作を行う
・マイトビー（Windows）
・ＭｉｙａｓｕｋｕＥｙｅＣｏｎ（Windows）

頭部操作、トラックボール、ジョイスティック
操作により PC 操作を行う
・ルーシー、Ｔｒａｃｋ－ＩＲ等
軽

・マウス代用装置、オンスクリーンキーボードの選択へ
http://www.rehab.go.jp/ri/kaihatsu/itoh/
mouse-key-emulate.html
Windows や Mac を

身

直接操作する

体
機

1 つか２つのスイッチを操作し、

能

スキャン入力で文字入力やマウス操作を行う

障

・オペレートナビ TT2、TT（Windows）

害

・ＳｗｉｔｃｈＸＳ（Mac）
1 つのスイッチを操作し、ポインティングと
クリック操作を行う(スクリーンキーボードを併用)
・ワンキーマウス（Windows）

重

・できマウス。（Windows）

1 つか２つのスイッチを操作し、
走査(スキャン)入力で文字入力やマウス操作を行う

意思伝達装置を
起動中に Windows

・伝の心（Windows）

操作を行う

・話想（Windows）
・ＨｅａｒｔｙＬａｄｄｅｒ（Windows）
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●マウス代用装置、オンスクリーンキーボードの概要
http://www.rehab.go.jp/ri/kaihatsu/itoh/mouse-key-emulate.html

外付けマウス代用装置
・ジョイスティック型
（ﾄﾗｯｸﾎﾞｰﾙ型）
・スイッチ操作型

スクリーンキーボード
マウス操作用ソフト
USB 接続

パソコン

USB 接続

USB 接続

ｽｲｯﾁｲﾝﾀﾌｪｰｽ USB
MIYASUKU

できマウス。
ワンキーマウス

操作スイッチ

操作スイッチ

〇オンスクリーンキーボード

〇マウス操作用ソフト

・Ｐｅｔｅ

・パッドｄｅマウス。

「でき＊。」シリーズ

・オペレートナビ、ＳｗｉｔｃｈＸＳ

・できチョンツー。

は、スイッチ操作を

・心なび

・できボタン。

マウスカーソルの移

・あど文字くん

・できクリック。

動やクリック操作に

・トレイルソフトキーボード

・できリング。

変換できます

・ＯＳに付属のオンスクリーンキーボード

・ワンキーマウス

・ＣＬＥＭＥＮＴ

ワンキーマウスもスイッチ操作をマウスカ

・ＰＩＧＹ

ーソルの移動やクリック操作に変換できま

ソフトウェアキーボード

す（スイッチの長短の押しわけが必要です）

・らくだこどもキーボード
・Ｄｅｋａスクリーンキーボード

外付けマウス代用装置
〇ジョイスティック、トラックボール型

〇スイッチ操作型

・あごマウス

・オペレートナビ

Ｍｉｌｌｅｔ

・くちマウス

・らくらくマウスⅡ（ボタン型）

・ジョーズ２

・ＭＩＹＡＳＵＫＵ

・ｼﾞｮｲｽﾃｨｯｸﾌﾟﾗｽ、ﾗｲﾄｼﾞｮｲｽﾃｨｯｸ

・こねこの手

・ﾄﾗｯｸﾎﾞｰﾙﾌﾟﾗｽ、ﾗｲﾄﾛｰﾗｰﾎﾞｰﾙ（ﾄﾗｯｸﾎﾞｰﾙ操作） ・エジクン

フットスイッチ

・オズパッド、かおマウス

・キネシス

フットスイッチ

・足技Ⅲ、フット用マウス

・スイッチインタフェースＵＳＢプラス

・らくらくマウスⅡ（ジョイスティック型）
外付けのマウス代用装置をパソコンに接続し、スクリーンキーボードを使ってパソコンを操作す
ることができます。クリック操作も、外付けのマウス代用装置のボタンを操作したり、マウス操作
用のソフトから実行できます。
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●意思伝達（文字入力）
〇入力形態から

直接選択方式で

Yes

指で押したり、頭部操作、視線などの
直接選択方式が使える

入力できる
No

指で押す
・トーキングエイド for iPad、他 iPad アプリ
・ＨｅａｒｔｙＬａｄｄｅｒ、話想（Windows8 以降
の PC で画面をタッチ）

頭部操作（パソコンを操作し、Word などを併用）
・ルーシー、Ｔｒａｃｋ-ＩＲ等
１－２個のスイッチ
操作は可能

視線による操作
・マイトビー、ｍｉｙａｓｕｋｕ ＥｙｅＣｏｎ等

スキャン入力を
利用
操作可能なスイッチ数は？
２つ

１つ

ステップスキャン

オートスキャン

1 つめをスキャン用（カーソルを進める）、

カーソルは自動でスキャンし、確定の

2 つ目を確定の操作にする、など

操作を１つのスイッチで行う

走査(スキャン)入力式の専用ソフトウェア（オートスキャン、マニュアルスキャンを備えている）
・伝の心、レッツ・チャット、話想、
トーキングエイド for iPad、ＨｅａｒｔｙＬａｄｄｅｒ、
スピーキングダイナミカリ、トビーコミュニケーター4

パソコンを利用し、走査(スキャン)入力でワープロソフトに文字入力を行うことで意思伝達を行う
もの
（専用のスクリーンキーボードとして利用）
・オペレートナビ TT2、TT（Windows）、ＳｗｉｔｃｈＸＳ（Mac）
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●走査(スキャン)入力式、直接選択式の意思伝達装置及び意思伝達用アプリケーション
・レッツ・チャット

http://panasonic.biz/healthcare/aflt/products/letschat/

・伝の心

http://www.hke.jp/products/dennosin/denindex.htm

・話想

http://www.maroon.dti.ne.jp/hanasou/
★ハートアシスト、タッチ＆スピークは平成 28 年 2 月時点では販売終了となっています。

・オペレートナビ TT2、TT（Windows 用）
・SwitchXS（Mac 用）

http://opnv.ttools.co.jp/

http://www.assistiveware.com/product/switchxs

・トーキングエイド for iPad テキスト版

http://www.talkingaid.net/

・HeartyLadder（ハーティーラダー）

http://takaki.la.coocan.jp/hearty/

・スピーキングダイナミカリ

http://www.accessint.ne.jp/communi/sound/145J.html

・トビーコミュニケーター4

http://www.creact.co.jp/welfare/tc4/tc4-index/

★ディスカバープロは平成 28 年 2 月時点では販売終了となっています。

●直接選択式の視線入力装置
・マイトビーC15Eye, C12Eye,I-15

http://www.creact.co.jp/welfare/

・miyasuku EyeCon

http://www.miyasuku.com/software/

★Spring 絆は、平成 28 年 2 月時点では販売終了となっています。

●直接選択式の頭部操作式キーボード代用装置
・ルーシー

http://www.j-d.co.jp/welfare/lucy.html

●本体の専用機、汎用機の分類
〇専用機（意思伝達を主眼に専用に作られたもの）
・レッツ・チャット
・伝の心
・話想
・マイトビーC15Eye, C12Eye,I-15
〇汎用機
パソコンにスキャン入力式（直接選択式）のアプリケーションをインストールしたもの
・トーキングエイド for iPad テキスト版（直接選択も可能）
・HeartyLadder（ハーティーラダー）
・スピーキングダイナミカリ
・トビーコミュニケーター
・miyasuku EyeCon（視線入力による直接選択式）
パソコンを操作するための走査(スキャン)入力式対応のオンスクリーンキーボード
・オペレートナビ TT2、TT（Windows 用）
・SwitchXS（Mac 用）
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以下に、Ｑ＆Ａ方式で各ニーズに対する機器を紹介します。
Q.1

意思の伝達方法にはどのようなものがあるか

Ａ

〇手書きで文字を書いたり、文字盤を指さしして意思を伝えることができます。
・http://at2ed.jp/pro/categoryList2.php/categoryid/250
〇ヴォカ（VOCA：Voice Output Communication Aid）と呼ばれる録音型会話補助装置
（http://at2ed.jp/pro/productList1.php/categoryid/256）や
50 音文字盤から文字を選んでいく携帯用会話補助装置により意思を伝えることができ
ます。
・ペチャラ

https://www.p-supply.co.jp/products/207

・トーキングエイド for iPad テキスト版
〇透明文字盤を利用して発信者の見ている文字を介助者に読み取ってもらい、意思を伝
えることができます。
・ALS 協会新潟県支部ホームページ

http://www.jalsa-niigata.com/

〇透明文字盤によるコミュニケーションの際の文字保存支援機器
・心たっち

http://www.hke.jp/products/kokorotouch/index.htm

〇上記の意思伝達装置及び意思伝達用アプリケーションを使う方法があります。
以下のサイトに良くまとめられています。
〇難病患者のためのコミュニケーションについて
沖縄県難病相談・支援センター

認定 NPO 法人アンビシャス

アンビシャス会報誌に掲載されたものを抜粋し、まとめたもの
http://www.ambitious.or.jp/UserFiles/File/communication.pdf
〇健康福祉広報協会、国際福祉機器展 2015、福祉機器の選び方・使い方、
「コミュニケー
ション編」
http://www.hcr.or.jp/howto/howto_2015_3_2.pdf
Q.2

これまで使用しているパソコンを操作したい

Ａ

〇頭部の動きがある、眼球が動く場合には、
→頭部操作によるパソコン操作（頭部を動かすことのできる頸髄損傷者等）
・ルーシー

http://www.j-d.co.jp/welfare/lucy.html

・Track-IR

http://www.naturalpoint.com/trackir/

等を利用することが考えられます。
〇視線を使う
・視線入力装置もありますが、これまで使用しているパソコンに視線入力装置を組み合
わせることができるか、動作環境や業者のサポート体制を確認してください。これま
で使用しているパソコンを使うのではなく、視線入力装置に使用している新しいパソ
コンから Windows を操作すると考えた方が良いでしょう。
〇トラックボールやジョイスティックを操作できる場合には、市販の一般機器や障害者
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利用向けの機器を利用します。外付けのトラックボールタイプやジョイスティックタ
イプの機器があります。
スイッチ操作でマウスカーソルの移動やクリック操作を行ったり、キーボードのキ
ー入力を代行することも可能です。マウスカーソルの移動を各種の装置で行い、スク
リーンキーボードを併用することでパソコンを操作することができます。
・マウス、キーボード代用装置のまとめ
http://www.rehab.go.jp/ri/kaihatsu/itoh/mouse-key-emulate.html
〇1-2 個のスイッチ操作でもマウス操作は可能なので、スクリーンキーボードを併用する
ことでパソコンを操作することができます。
スイッチの長押し短押しの区別が可能な場合
・ワンキーマウス

http://ty-plan.com/03_fukushi/02_onekey/1keyusb00.htm

スイッチの長押し短押しの区別が苦手な場合
・「できマウス３。」と支援アプリの組み合わせ

http://dekimouse.org/wp/

〇1-2 個のスイッチ操作でもスキャン入力式に対応の専用のアプリケーションを使えば
パソコンを操作することがきます。対応する OS のバージョンなどを確認してください。
・オペレートナビ TT2、TT（Windows 用）
・SwitchXS（Mac 用）
〇意思伝達装置や意思伝達用アプリケーションを使用中でもパソコンを操作することが
可能です。これらも、これまで使用しているパソコンを使うのではなく、意思伝達装
置に使用している新しいパソコンから Windows を操作すると考えた方が良いでしょう。
・伝の心
・話想
HeartyLadder はこれまで使用しているパソコンにインストールできます。
・HeartyLadder（ハーティーラダー）
〇利用者がパソコン操作に詳しければ問題は少ないのですが、支援者（家族や介護者）
がパソコンを使うことを敬遠している場合には、各設定を誰が行うか、トラブル時の
対応など、支援体制を含めてよく話し合っておきましょう。
Q.3

タブレット端末を使いたい

Ａ

〇iPad を使用する場合、1-2 個のスイッチで操作できます。iOS に備えられているスイッ
チコントロールを利用して、アイコンを選択（タップ）していきます。
→画面タッチをスイッチ操作で代用できるもの
・i+Pad タッチャー

http://assistech-lab.com/?pid=73139945

→iPad やアンドロイドのデバイスと各種スイッチを Bluetooth でつなぎ、様々なアプリ
の操作を可能にするスイッチインターフェースを使う
・なんでもワイヤレス http://www.ttools.co.jp/product/hand/anywireless/index.html
・「でき iPad。」

http://dekimouse.org/wp/kiki/dekiipad/
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→アンドロイドタブレット端末機種の幾つかは外付けのマウスデバイス（マウスやトラ
ックボール、ジョイスティック）を接続するとマウスカーソルに相当するものが表示
されるので、カーソルの移動とクリック操作でタブレット端末の操作が可能になりま
す。
〇タブレット端末を使うのも便利ですが、インターネットへの接続設定や各設定を誰が
行うか、トラブル時の対応など、支援体制を含めてよく話し合っておきましょう。
Q.4

意思伝達装置専用機には、どのようなものがあるか

Ａ

幾つか該当しますが、主なものを紹介します。
〇意思伝達機能を有するソフトウェアが組み込まれた専用機
・レッツ・チャット
・伝の心
・話想
〇パソコンにスキャン入力式ソフトウェアを組み込むことで意思伝達機能を有するもの
→Windows PC や Mac PC の利用を目的とするもの（ワープロソフトに文字入力を行うこと
で意思伝達を行う）
・オペレートナビ TT2、TT（Windows 用）
・SwitchXS（Mac 用）
〇意思伝達用のアプリケーション（アプリケーションを終了すると Windows や iPad の利
用が可能）
・トーキングエイド for iPad テキスト版
・HeartyLadder（ハーティーラダー）
・スピーキングダイナミカリ
・トビーコミュニケーター4
〇頭部操作によるキーボード代用装置
・ルーシー
〇視線入力装置
・マイトビーC15Eye, C12Eye,I-15
・miyasuku EyeCon
・
「重度障害者用意思伝達装置」導入ガイドライン 2012-2013
http://www.resja.or.jp/com-gl/index.html
・Ａ．３

重度障害者用意思伝達装置の購入基準・修理基準等

http://www.resja.or.jp/com-gl/gl/a-3.html
を参考にしてください。
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Q.5

メールをしたい

Ａ

〇インターネットを使える環境にする必要があります。個人で設定するか、業者（プロ
バイダ、家電量販店やパソコン購入店での対応、一部意思伝達装置取扱い業者）に設
定してもらいます。
→パソコンを使って標準環境からメールをする。
マウス、キーボード代用装置からパソコンを操作する
・マウス、キーボード代用装置のまとめ
http://www.rehab.go.jp/ri/kaihatsu/itoh/mouse-key-emulate.html
→パソコンに組み込んだ走査(スキャン)入力式ソフトウェアからメールアプリケーショ
ンを
操作する
・オペレートナビ TT2、TT（Windows 用）
・SwitchXS（Mac 用）
→パソコンに組み込んだ視線入力ソフトウェアからメールアプリケーションを操作する
・miyasuku EyeCon
〇意思伝達装置、意思伝達用のアプリケーションから専用のメール機能を使う。
・伝の心
・話想
・トーキングエイド for iPad テキスト版
・HeartyLadder（ハーティーラダー）
・スピーキングダイナミカリ
・トビーコミュニケーター4
・マイトビーC15Eye, C12Eye,I-15

Q.6

インターネットを使いＷｅｂサイトを閲覧したい

Ａ

〇インターネットを使える環境にする必要があります。個人で設定するか、業者（プロ
バイダ、家電量販店やパソコン購入店での対応、一部意思伝達装置取扱い業者）に設
定してもらいます。
→パソコンを使って標準環境からブラウザを操作する。
マウス、キーボード代用装置からパソコンを操作する
・マウス、キーボード代用装置のまとめ
http://www.rehab.go.jp/ri/kaihatsu/itoh/mouse-key-emulate.html
→パソコンに組み込んだスキャン入力式ソフトウェアからブラウザを操作する
・オペレートナビ TT2、TT（Windows 用）
・SwitchXS（Mac 用）
→パソコンに組み込んだ視線入力ソフトウェアからブラウザを操作する
・miyasuku EyeCon
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→意思伝達装置、意思伝達用のアプリケーションから専用のブラウザを操作する
・伝の心
・話想
・HeartyLadder（ハーティーラダー）
・マイトビーC15Eye, I-15
Q.7

家族や介護者を呼びたい

Ａ

〇スイッチ入力による操作が可能な呼び出し装置などを利用します。
（1 例）
・ワイヤレスホームコール

http://homepage3.nifty.com/tokuso/callalarm3.htm

→意思伝達装置、意思伝達用のアプリケーションから呼び出し用ボタンを選択するか、
スイッチを一定時間押し続けて呼び出し音を鳴らします。
・レッツ・チャット
・伝の心
・話想
・マイトビーC15Eye,C12Eye,I-15
・miyasuku EyeCon
Q.8

漢字変換しながら文章を作成したい

Ａ

〇以下のものは漢字変換できます。
・伝の心
・話想
・トーキングエイド for iPad テキスト版
・HeartyLadder（ハーティーラダー）
・スピーキングダイナミカリ
・トビーコミュニケーター4
・オペレートナビ TT2、TT（Windows 用）
・SwitchXS（Mac 用）
・マイトビーC15Eye,C12Eye,I-15
・miyasuku EyeCon

Q.9

テレビを見たい

Ａ

〇リモコン操作のできる意思伝達装置や、パソコン操作によりリモコン用のアプリケー
ションからテレビを操作します。意思伝達装置にテレビが映るわけではありません。
→意思伝達装置から
・レッツ・チャット（付属の赤外線ユニットを接続）
・伝の心（学習リモコンの用意が必要）
・話想（学習リモコンの用意が必要）
→意思伝達用のアプリケーションから環境制御（テレビ操作）用アプリケーションを操
作します。学習リモコンの用意が必要です。
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・オペレートナビ TT2、TT（Windows 用）
・SwitchXS（Mac 用）
・トーキングエイド for iPad を終了させ、iPad のリモコンアプリをスイッチコントロ
ールで操作すれば可能です（トーキングエイド for iPad からテレビを操作することは
できません）。
Q.10
Ａ

ＤＶＤをみたい、電灯、エアコンなどの操作もしたい
リモコン操作のできる意思伝達装置や、パソコン操作によりリモコン用のアプリケー
ションを操作します。伝の心のノートタイプでは画面に DVD 画面が映りますが、その他
は DVD 機器を操作します（テレビの外部入力から DVD を観ます）。
→意思伝達装置から
・伝の心（DVD：ノートタイプには DVD ドライブがありディスクを挿入すれば伝の心から
操作できます。電灯やエアコン操作には学習リモコンの用意が必要です。）
・話想（学習リモコンの用意が必要です）
→意思伝達用のアプリケーションから環境制御（テレビ操作）用アプリケーションを操
作します。学習リモコンの用意が必要です。
・オペレートナビ TT2、TT（Windows 用）
・SwitchXS（Mac 用）
・トーキングエイド for iPad を終了させ、iPad のリモコンアプリをスイッチコントロ
ールで操作すれば可能です（トーキングエイド for iPad から DVD や電灯などを操作す
ることはできません）
。

Q.11

音楽を聴きたい

Ａ

〇CD プレーヤー等の操作（Ｑ．10 のリモコン操作と同じ）、意思伝達用アプリケーショ
ン内の音楽再生機能を利用する方法、Windows 操作により音楽再生用のアプリケーショ
ンからの操作、になります。
→意思伝達装置からリモコン操作を行うか Windows 操作から音楽再生用のアプリケーシ
ョンから操作する
・伝の心
・話想
→意思伝達用のアプリケーション内の音楽再生機能を利用する
・トビーコミュニケーター4
→Windows 操作から音楽再生用のアプリケーションから操作する
・オペレートナビ TT2、TT（Windows 用）
・SwitchXS（Mac 用）
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Q.12

文字盤画面をアレンジしたい

Ａ

〇以下のものは、文字盤を編集して利用目的や個人に合わせて使いやすくすることがで
きます。
・レッツ・チャット
・話想
・トビーコミュニケーター4
・オペレートナビ TT2、TT（Windows 用）
・SwitchXS（Mac 用）

Q.13

携帯性の良いものはどれでしょうか

Ａ

〇携帯性を考慮して小型化している製品がありますし、携帯性の良いタブレット PC やタ
ブレット端末で使用できる製品があります。ノートパソコンにインストールできるも
のが多いので、携帯性の良いノートパソコンで使用すれば携帯性は良くなります。
→携帯性の良いもの（小型化しているもの、携帯性の良いタブレット端末で使用できる
もの）
・レッツ・チャット（小型の専用機で車いすへの取り付けも可能）
・伝の心（パネル型は携帯性が良い）
・話想（タブレット PC にインストールされている）
・トーキングエイド for iPad テキスト版（iPad で使用できる）
→携帯性の良いノートパソコンにインストールできるもの
・HeartyLadder（ハーティーラダー）
・スピーキングダイナミカリ
・トビーコミュニケーター4
・オペレートナビ TT2、TT（Windows 用）Windows10 等、OS への対応にはご注意ください。
・SwitchXS（Mac 用）
→車いすに取り付けるなど
・マイトビーC12Eye,I-15（車いすに取り付けて外出する、等に対応します。C15Eye はど
ちらかというと据え置きタイプになります）

Q.14

スキャン方法の工夫は

Ａ

〇ブロックスキャンに対応している機種があります。下図のように、通常 1 行ずつだと 7
回スキャンするところを、4 行ごとのブロックでスキャンして 1 ブロックを確定し、そ
の後で確定したブロック内を 1 行ずつスキャンします。スイッチを押す回数は増えま
すが、後半のブロックにあるものを選択する場合にはスキャン時間の短縮になります。
→ブロックスキャンに対応
・レッツ・チャット
・話想
・HeartyLadder（ハーティーラダー）
・オペレートナビ TT2、TT（Windows 用）
73

74

平成２７年度

日本医療研究開発機構研究費委託費

障害者対策総合研究開発事業

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

Ⅳ．研究成果の刊行に関する一覧表

75

76

Ⅲ．研究成果の刊行に関する一覧表
書籍
著者氏名

論文

書籍全体の

タイトル名

編集者名

書籍名

出版社名

出版地

出版年

ページ

（なし）

雑誌
発表者氏

論文タイトル名

発表雑誌

巻号

ページ

出版
年

井村

保

ＡＬＳ患者におけるコ

日本難病看護学会

ミュニケーション機器

誌

の利用状況と支援に関
する現状分析
Tamotsu IMURA

20(2)

125-138

2015

（※昨年度報告では、
掲載決定となっていた論文の再掲）

Situation of

9th International

communication aids for

Convention on

amyotrophic lateral

Rehabilitation

sclerosis patients in

Engineering &

Japan

Assistive

2015

Technology
(i-CREATe! 2015)
井村

保

意思伝達装置にかかる

日本難病医療ネッ

補装具費支給における

トワーク学会・第３

地域差要因の背景分析

回学術集会

からの多職種連携の提

（日本難病医療ネ

案

ットワーク学会機

3(1)

76

2015

214-217

2015

32-33

2016

関誌）
伊藤和幸、

神経筋疾患患者向けマ

電子情報通信学会

中山

ウス操作支援アプリケ

ＨＣＧシンポジウ

ーションの開発

ム２０１５

剛

( 講 演 論 文 集 ・
CD-ROM)
井村

保

意思伝達装置の支給状

全国難病センター

況と今後の導入支援体

研究会・第 25 回研

制の検討

究大会・資料集

77

「国民との科学・技術対話社会」に対する取り組み
発表した演題等

発表者氏名

発表した場所

発表した

国内・

（シンポジウム名等）

時期

外の別

第 20 回日本難病看護学会学
はじめが肝心・全国実態調査
からみえたこと

井村

術集会・公開セミナー「は 2015 年 8

保

じめが肝心・意思伝達支援」 月

国内

（話題提供①にて報告）
（コミュニケーション IT 機器 座長／
支援の）予備群へのアプロー

井村

保、

チと多職種連携

成田有吾

神経難病患者に対する早期
からのコミュニケーション
支援にむけて
～医療者側からの能動的な

日本難病医療ネットワーク
学会・第３回学術集会

演者／
長嶋和明

ニケーション IT 機器支援ワ 2015

働きかけの可能性～

ークショップ｣）

拡大代替コミュニケーショ
ン導入に向けた
診断早期の筋萎縮性側索硬
化症患者に対する理学療法

（第 7 回｢難病患者のコミュ
年

11 月

国内

（本研究成果公開および討

演者／
北野晃祐

論として企画）

士の役割
障害 ALS 患者の自律を育 演者／
むコミュニケーション支援
多職種連携の試行・推進およ
び情報共有方法の検討
進行性難病に対する対応方法
の検討と制度素案の設計

椿井富美恵
井村

保

髙木憲司

機能選択・支援者支援ツール、
導入アプローチのマニュアル 伊藤和幸
検討

研究班会議・全体会（成果 2016 年 1
報告会）

月

国内

言語獲得期の SMA 児における
多機能意思伝達装置の導入に
よるコミュニケーション活動

佐々木千穂

の変化の考察
コミュニケーション機器導入
の早期アプローチと多職種連 井村
携

iCare ほっかいどう・活動報
保

告会（本研究成果公開を特
別講演として実施）

78

2016 年 2
月

国内

平成２５－２６年度
平成２７年度

厚生労働科学研究費補助金

日本医療研究開発機構研究費委託費

障害者対策総合研究事業
障害者対策総合研究開発事業

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

Ⅴ・付録

79

80

