
1 



コクレア社データより 

耳の構造 

蝸牛 
鼓膜 

聴神経 

外耳道 

耳小骨 
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コクレア社データより 

音の伝わるしくみ～補聴器との違い 
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 補聴器と人工内耳のきこえの違い 
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１９９９年（Ｈ１１）基準 ２００６年（Ｈ１８）基準 

適応
年齢 

２歳以上 １歳半以上 

適応
聴力 

両耳１００ｄＢ以上 
十分な観察期間。補聴器
装用効果少ない 

両耳９０ｄＢ以上 
６ヶ月以上補聴→補聴レベル
が話声レベル超えない 

禁忌 重度の知的障害 知的障害～慎重な判断。聴覚
補償が有効であるとの予測 

支援
体制 

両親、家族の理解と同意。
教育のためのスタッフや
教育施設の理解と協力 

術前から術後に至るまで家族
や専門職種との協力体制 

小児人工内耳適応基準 

小児人工内耳適応基準の改定とその影響 
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８０ｄB～ ９０～ １００～ １１０～ 不明 

改定前 
改定後 

ますます低聴力化へ～2010保護者アンケート結果より 
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１歳代 ２歳代 ３歳代 ４歳代 ５歳代 ６歳代 ７歳以降 

改定前（45名） 

改定後（102名） 

ますます低年齢化へ～2010保護者アンケート結果より 
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０・１歳代での聴力確定・補聴器装用効果の
判定は難しい→それでも手術へ 

①ABR,ASSRを駆使しても１歳未満では誤診
の可能性を避けられない。とくに軽中度  
②０～２歳代は、聴力自体が実際より重く評
価されることが少なくない。（反応の個人差） 
③補聴器をしても反応が出てくるまでに時間
がかかる。また、playで検査ができるには個
人差はあるが1歳半～２歳以降になる。 

今後、問題になってくること 
低聴力化と低年齢化のもたらす問題点 
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「今すぐしなければ手遅れになる」といわれて２歳前
に手術したが、その後の聴力検査で反対側が５０ 
ｄBと分かり、「本当にあの時に手術しなければいけな
かったのか？」と悔やんでいる。 

低年齢・低聴力化のもたらす問題点 

事例；手術したが後で中度難聴とわかったケース 
～２０１０保護者アンケート結果より 

「片側が全く聞こえないが、片側だけでも 

 人工内耳ができればと思う」（良耳６０ｄB) 
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事例 ８ヶ月確定診断時、高度難聴で人工内耳につ
いて説明を受けた。その後数回、説明を受けたが、手
術に賛同できるほどのメリットを見いだせなかった。
その後、補聴器の装用効果がみられるようになり、現

在、３歳１ヶ月。聴力７０ｄＢである。   

事例 ６ヶ月確定診断時に、「未熟児で全く聴こえて
いない」といわれ、人工内耳について数回説明を受け
た。オペ後、元の聴力は失われないのか？オペをした
子に手話は本当に必要ないのかきいたが、病院では
はっきり説明されなかった。その後聴力がはっきりし
てきて、現在２歳２ヶ月、６０ｄＢと言われている。  

事例；勧められたが手術しなかったケース 
～２０１０保護者アンケート結果より 
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①確定時、重度の聴力という診断。今１歳４ヶ月で７５
～８０ｄＢで再現性あり。しかし、病院では「７０ｄＢ以上
なら人工内耳」と手術を勧められ、親は揺れている。
（某国立大学病院） 

②２歳。両耳聴力８０ｄＢ。病院の勧めと共に親の希望
もあり、人工内耳をする方向で検討している。（某国立
大学病院） 

最近、「仮予約」を入れさせる
方法が増加している。 

今、勧められているケース 
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Dr.「脳の神経細胞の発達には臨界期がある。 
早くしないと音声を言語として認識しなくなる。」 

その根拠に、聴覚を使っていない先天聾の大脳聴覚連合野の
実験が引用される（内藤論文） 
問題点 
 ①補聴器で聴覚活用を図ってきた高度難聴例ではない。 
 ②子どもは脳の可塑性がある。実際、「手話も人工内耳も」 
  活用している子は少なくない。「手話か口話か」ではない。 

低年齢化（早期化）の大脳生理学的根拠 
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２～４歳代手術 ６歳以降手術 

基準以上 基準以下 

基準「多少騒音がある場で３～４人の会話ができ、 慣れた相手なら
電話ができる。初対面の一般成人でも、だいたい発音がわかる。」 

「３歳までに」は疑問だが、「就学前に」は言えるかも？ 

装用１０年以上の人(16名）との面接調査から 
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年
齢 

術
齢 

装用期間 H14語音 
（読話併用） 

中３ ３歳 12年＊非装用 ５％（３５％）  

高１ ４歳  １２年 ０％（１５％）  

高１ ６歳  １３年 ０％（４０％） 

高２ 小２ ９年＊非装用 １０％（４５％）  

高２ 小１ １０年＊摘出 

高２ ６歳  １４年 ３０％（６５％）  

１９歳 小２  １０年 １０％（３５％）  

１９歳 小３  ９年 ５％（３５％）  

２２
歳 

小１ １０年＊場面
装用 

装用効果少ない 装用効果あり 

年
齢 

術
齢 

装用期
間 

H14語音 
（読話併用） 

高１  ６歳  １０年 

高１ ２歳  １４年 

高２ ４歳  １４年 ５５％（９０％）  

高２ ４歳  １３年 ５５％（７５％）  

高３ ４歳  １４年 ６０％（７０％）  

成
人 

小２  １５年 

装用１０年以上の人(16名）との面接調査から 

基準「多少騒音がある場で３～４人の会話ができ、 慣れた相手なら
電話ができる。初対面の一般成人でも、だいたい発音がわかる。」 
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「中立的立場」での研究論文は？ 

本当に人工内耳の早期埋め込みや早期教育が有
効であるのか、統合教育は分離教育よりも優れて
いるのか、手話言語を併用した教育はどうなのか、
人工内耳は両耳装用した方がいいのか、といった
諸問題に、先行研究が明確な回答を出せる水準に
はない。 

「人工内耳装用児におけるリテラシー・言語・学力」
坂本徳仁（一橋大学講師）２００９ 

他論文（坂本徳仁） 「三途の川の船賃くらいケチんなくたってい
いんじゃない？─―高齢者医療と終末期医療の経済分析」  
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重複障害児の人工内耳手術 
～２０１０保護者アンケート結果より 

重複障害および中枢性聴覚障害では慎重な判断が
求められ、人工内耳による聴覚補償が有効であると
する予測がなければならない。 

適応基準(2006) 

人工内耳をした理由； 
「重複障害を改善したかった」（自由記述５名） 
 例「耳からの沢山の刺激や情報で生活しやすくなるのでは、 
  と思った」 

「将来、子どもが人工内耳の不具合に気づいたり、維
持管理していくことができるのか不安」（ろう重複児） 
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自動ＡＢＲによる新スク 

超早期装用になった時、懸念される問題は？ 

☆これまでの早期発見・支援（高度難聴） 
１歳代発見→確定診断→聾学校乳相→幼稚部→ 

☆最近の早期発見・支援（高度難聴） 
新スク→３～６ヶ月確定→病院ＳＴ→２～３歳手術→インテ 

        →聾学校乳相→幼稚部→ 

きこえないわが子をどう受け 
とめていくかより、きこえな 
いわが子の耳をどう治すかに 
気持ちが向いてしまう。 
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新スク検査〈産科等〉 

精密検査〈耳鼻科〉 

ショック！ 

     聾学校乳幼児相談          

Refer Pass 

Pass ショック！ 告知 

親の心理・対応 

新生児聴覚スクリーニングからの流れ（０歳～） 

人工内耳があるよ！
普通小にいけるよ！ 

なんとか 

ならないか・・ 

聴覚障害とはどんな障害か？ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝとは？親との出会い 

成人聴覚障害者・手話との出会い 19 



ある新スク事例から    
～「わが子に愛着がわかなかった」という母親～ 

•Ａ子  

•両側高度難聴 

•新スク：公立病院産科  里帰り出産 

•新スク検査：自動ＡＢＲ 

•確定診断：１ヶ月 大学病院 

•教育開始：３ヶ月  
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•生後７日（退院日）：リファー伝達 

 「耳のことで小児科の先生からお話があります」 

 「心配で、両親に一緒に聞いてくれるよう頼んだ」 

→＊新スクを受けたことを知らずに、リファーの伝達 

 ＊正常化、リファー率等詳しい説明あり （小児科医）          

 「よく吐く子で、ただでさえ心配だった。追い打ちをかけ
られるように耳のことを言われ、ショックだった。」 

 「両親と泣きながら帰宅した」  

 

「新スク受けたこと知らなかった！」 
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•７日目～：実家で子育て開始 

 「自分の両親が立ち直るのにも時間がかかった」 

 「体重が増えないのは、耳が悪いことで母親をうらんで
いるのか・・・などと思った」 

 「あまり生きられなくても仕方がないか・・」  

 「愛着は全くわかなかった→可愛いと思うまでに１ヶ月
以上かかった」  

 「毎日がただ地獄のような日々だった」 

 「母の姉が様々なインターネット情報を提供してくれたの
が支えだった。」 

 

 

「地獄のような日々・・・」 
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•生後１ヶ月：ＡＢＲ 確定診断  

＊耳鼻科医の情報提供・・・人工内耳、教育機関等 

 「今のろうは、人工内耳で普通の学校に行かれるよ
うになったから大丈夫？！」  

 「まだ決定ではない。数値は変わるかも？」 

 →希望がもてるのかもてないのか、どこで望みを捨
てるのか迷った。 

 →不安なので色々な教育機関に連絡して相談  

 「どこに電話をしても『普通の子育てをすればいい』 

   →・・・ならばどうして新スクをするのか？」 

 「３，４ヶ月頃に言われたかった。」 

 

確定診断→「でもどうすれば・・・」 
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•２ヶ月：帰京 保健師対応 

＊「教育機関へいっしょに行きましょうか」の誘い 

＊母親の心理状況を心配して、度々の電話。 

 「保健師さんにはとてもよくしてもらいました」 

 「２ヶ月になって、声を出して笑う姿を見て、初めてか
わいいと思えた 生きていてほしい」 

•３ヶ月：ろう学校教育開始 

 「何でうちの子が聞こえないんだろうね」そんな答え
のない会話が親同士でできる、それがうれしかった。 

  そして・・・ 

保健師さんに救われる 
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０歳児 家庭訪問＆グループ活動 
～母親支援の内容～ 

 

●手話学習会 ・・・月２回成人聴覚障害者講師による 

●家庭訪問支援・・・担当者による 

  ・ 子育てについて・・・ 親子のコミュニケーション 

                     基本的生活習慣の確立 

                                      聴覚活用 

  ・ 障害理解について 

             聴覚障害についての学習 

             聴覚障害者についての情報提供 

●親同士の情報交換（グループ） 
●保護者支援講座（年間平日１５回、土曜５回） 
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１歳 １年たって･･･ 

•今日でＡ子は１歳になりました。主人と「長い一年だっ
たね。でも、これからだね。」と話をしました。この一
年、私は何日泣いただろうか。いや、何日泣かなかっ
ただろうか・・・ベビーカーを押して歩いて、「あら可愛
いね」と声をかけられる度に、心の中で、「でも聞こえ
ないんです。」とつぶやいていました。「まあかわいそ
うに・・」と声をかけられれば、心の中で、「私のせいだ
と思っているんだろうな」と思っていました。「Ａちゃん
元気？」と聞かれれば、「耳の他は元気だよ。」と答え
たこともありました。今思えば、ずいぶんＡ子に申し訳
ないことしてきちゃった・・」と謝るばかりです。本当に
元気に一歳のお誕生日を迎えられ、心から嬉しいで
す。 
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親はどういう歩みをするか？ 
～否定と肯定の間の揺れ動き 

「障害を否定 
 したい気持」 

「障害あるわが子を 
受け入れ たい気持」 

ＶＳ 
新スク 

耳鼻科 

人工内耳が 
あるよ！ 

親同士の 
出会い 

ろう学校 
乳相 

成人聴障者
との出会い 

聾学校の子ど
もとの出会い 

きこえるように
なる？障害を
なくせる？ 
治療できる？ 

きこえないわが子 
愛するわが子 

聴覚障害 
とは？ 

子どもの 
成長 

手話との
出会い 
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①「今も手術を迷っている。聞こえる親が聞こえな 

 い子を手話で育てるのには限界があると思うし 

 少しでも声を出してほしい。」 

 

②「聞こえが悪いときいた時から色々と調べ、考 

 え、迷いながらきている。色々なリスク、人それ 

 ぞれ効果は何とも言えない。もしかして、と思う 

 気持ちは正直今でも捨てることはできない。」 

 

悩み・不安・迷いは長期にわたって続く 
～2010保護者アンケート結果より 
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①「医者に人工内耳のことを勧められた時、『今は考え
てない』と答えると、『早くやらないと大変になる』と言
われた。『デメリットはないか』と聞いてみたところ、成
功した子のことしかみていないような感じだったので、
信頼できないと思った。知り合いには人工内耳をして
も効果がなかった人もいる。その後、病院に行くたび
に勧められ、断っても『どうして？』と聞かれることもあ
り、不愉快だった。」 
② 「耳鼻科医に『他のお母さん方は色々調べている
よ』と大勢の研修医が同席する診察の場で言われた。
人工内耳という言葉だけは知っていたが、知らないこ
とが恥ずかしいことのように言われて、心を痛めたこと
がある。」 

なぜこんなにまで勧めるのだろう？ 
～2010保護者アンケート結果より 
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1985年 日本で最初の22ﾁｬﾝﾈﾙＣＩ導入 

 中途失聴者には福音だった。 

１９９０年頃より小児人工内耳（中失中心）開始 

1994年 保険適用を機に、小児拡大へ。 

 「回復する聾」(1996年） 

医療の背景にある価値観 

舩坂宗太郎（前東京医大教授） 

日本の人工内耳手術の草分け 
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http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4890070923/health-goo-22/ref=nosim/


「聾や補聴器も使えない高度難聴の苦しみは大きい
のです。･･･声を通じて母と子の絆は結ばれていきま
す。ところが先天聾の子はこれができません。そのた
め情緒的にも不安定になりやすいのです。今まで、
このような子には有効な治療法がありませんでした。
多くは聾学校で教育され、聾唖者として社会で生き
ていく運命でした。しかし、人工内耳が使われるよう
になって状況は全く変わりました。欧米先進国では2
歳のうちに人工内耳をつけ、言葉を教え込むのが普
通になっています。･･･今ではこのような子どもたちの
8割が普通小学校に入れるようになっています。しか
し、この点でわが国は全くの後進国に成り下がってい
ます。」（船坂宗太郎『ばりあふり～』1997年4月号） 
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背景にある価値観 
～医学的モデルと社会モデル 

①障害は「異常」か？ 治すべきか？ 

②「声」がないと母子関係はできないか？ 

「聾の苦しみは大きい」 

「声を通じて母と子の絆」 
「情緒不安定なりやすい」 

③聾学校・聾教育は不要か？ 

「欧米では８割が人工内耳で 
普通学校」「わが国は後進国」 

32 

「きこえない自分」でよい 

「表情・眼差し・身振り･身
体・・」非言語的伝達重要 

「聾学校に誇り・聾
学校の存在意義」 



聴者社会なの

で少しでも聞

こえる方が･･, 

132人, 32% 

もっときこえ

て話せるよう

になって･･ 

 121人, 30% 

家族・親族か

らの強い要望, 

32人, 8% 

通常の学校に

行かせたい, 

29人, 7% 

その他 

 91人, 22% 

複数回答可 

   自由記述内訳（５５人中） 
選択肢を増やし可能性を拡げたい ２７人 
病院で熱心に勧められた １７人 
危険回避 １２人  
本人が希望した ４人 
 
 

人工内耳を希望する理由は？ 
～2010保護者アンケート結果より 
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身体症状, 

21人, 14% 

機器トラブ

ル, 57人, 

37% 

なし, 75

人, 49% 

トラブルの有無 

ケーブル断線18人 
プロセッサ故障6人 
送信コイル故障5人 
スイッチ故障4人 
その他 

手術後のトラブルは？ 
～2010保護者アンケート結果より 
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感染症 

「術後、感染症になり２度も皮膚再生手術をした。
傷跡のケロイドが残った」（1歳6カ月施術） 
 「最初の術後右術創がふさがらずに３ヶ月後感染。
MRSAのため一旦除去。第２回目の術後右３日で高
熱のため除去。」（同４歳９カ月）  

アレルギー反応 

「術後2年半ほど経った頃、ｼﾘｺﾝｱﾚﾙｷﾞｰでｲ
ﾝﾌﾟﾗﾝﾄが露出し人工内耳をはずした」(4歳6カ
月施術） 

身体症状を伴うトラブル 
～2010保護者アンケート結果より 

35 



皮弁（頭皮）の炎症 

「頭皮（送信コイルの部分）の炎症」(2歳9カ月施術) 
「皮膚にトラブルが起き、再手術をした」(同3歳） 
「頭につけているマグネットの磁力が強すぎて炎症を
起こした」(同3歳3カ月) 

合併症 

「顔面麻痺」（2歳9カ月施術）  「耳鳴り」(同4歳
3カ月)  「味覚障害」（同3歳9カ月） 

「頭部打撲でインプラントが故障、再手術」（同3歳） 

打撲等による再手術 

身体症状を伴うトラブル 
～2010保護者アンケート結果より 
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後悔してい

る, 0人, 0% 

やや不満, 

2人, 1% 
どちらとも

言えない, 

34人, 22% 

満足してい

る, 123人, 

77% 

手術を受けたことへの満足感 

手術してどうだったか？ 
～2010保護者アンケート結果より 
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「子育てが楽しくなった」 
「伝わらないというストレスが減った。」 

①会話の相手が広がった 
「祖父母などの家族と会話できるようになった」  
「（園の）聞こえる子や先生と会話できる」 

②親の心理的安定 

③子どもの変容 
「いろいろな音を感じて楽しそう」 
「人工内耳を自分からつけたがる」 

手術してどうだったか？ 
～2010保護者アンケート結果より 
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①代理決定したことへの責任 

「手術の成功や発音などが明瞭になり本来の目的は達
成したので満足だが、100%親のエゴで手術をしたの
で本人にとって良かったのか将来少し聴こえるように
なったことで重荷を負わせただけなのかもと思うとど
ちらともいえない。」（６歳１ヶ月，施術４歳２ヶ月） 
 
「手術年齢が4歳だったので子どもが成長すると共に
子ども自身が人工内耳をどう受け止めるのかと日々考
えている。」（14歳８ヶ月，施術４歳10ヶ月） 

手術してどうだったか？ 
～2010保護者アンケート結果より 
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②周囲の障害理解 

「きこえるようになりとても良かった。だが、健常者との
会話がスムーズにできるようになったら『聞こえにくい
状態の中で生活している』ということが理解してもらえ
ない。」（７歳１ヶ月，施術１歳９ヶ月） 
 
「中等度難聴程度の『きこえ』になった今、音声日本語
が話せるようになり、『聞こえにくいと言うことを周囲に
理解してもらうことが簡単なことではなくなった。イン
テしているが、子供同士で聞き間違いなどでのトラブ
ルが多い。」（６歳１ヶ月，施術３歳３ヶ月） 

手術してどうだったか？ 
～2010保護者アンケート結果より 
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⑤心理的に安定できる居場所は？ 

「言葉の発達や聞き取りの能力は飛躍的に伸びたと思
うし、コミュニケーションもとてもとり易くなったと思う
が、しかし聴こえる人間とは大きく違い、友達とのかか
わり方や過ごしかたが聴こえる側でもなく聾者でもな
い中間的な位置に居るように感じる。そのことで今後、
孤立してしまうのではないかという不安が多々あり、ま
た子どもを悩ませてしまうのではないかと思う。」（８歳
１ヶ月，施術２歳６ヶ月）  

手術してどうだったか？ 
～2010保護者アンケート結果より 
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きこえの改善→発音→音声会話 
（高度難聴→中等度難聴レベル） 

人工内耳による効果（まとめ） 

後遺症・再手術等 

親の心理的安定 

子どもの変容 

会話の相手の広がり 

二次的な効果 これからの課題 

代理決定したことへの責任 

周囲の障害理解 

心理的な「居場所」 

経済的負担 

運動の制限 

通院負担 
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満足・

ほぼ満

足 

72% 

どちら

ともい

えない 

17% 

やや不

満・不

満 

11% 

２００３年 

（術後2~3年・5~７歳） 

満足・

ほぼ満

足 

45% どちら

ともい

えない 

33% 

やや不

満・不

満 

22% 

2010年 

（10年以上・12~24歳） 

７年の時を経て･･・２００３/２０１０年 
ーある地域での装用者の保護者（１８名）のききとり調査よりー 
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満足・

ほぼ満

足 

59% 

どちら

ともい

えない 

41% 

やや不

満・不

満 

0% 

２００３年 

(術後2~3年・5～7歳) 

満足・

ほぼ満

足 

27% 

どちら

ともい

えない 

40% 

やや

不満・

不満 

33% 

２０１０年 

（10年以上・12～24歳） 

７年の時を経て･･・２００３/２０１０年 
ーある地域での装用者本人（１７名）のききとり調査よりー 
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７年の時を経て･･・２００３/２０１０年 
ーある地域での装用者の保護者（１８名）のききとり調査よりー 

なぜ「（ほぼ）満足」が減ったのだろう？ 

理由１ 思ったほどきこえはよくならなかった  
   「難聴が治ると思ったのに・・」 

理由２ 経済的な負担が大きい 
   「十分な説明はなかった」 

理由３ 親の思いと子どもの思いとのズレ 
   「親として手術したことを否定されるのは辛い」 
   「よかれと思ってしたのに、よかったのか？」    
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７年の時を経て･･・２００３/２０１０年 
ーある地域での装用者本人（１７名）のききとり調査よりー 

なぜ「（ほぼ）満足」が減ったのだろう？ 

理由１ 思ったほどきこえない  
   「でも、なくてもなんとかなるし・・」 

理由２ 行動上の制限（Ｓｐｒｉｎｔ装用） 
   「操作が不便」「目立つからいや」 

理由３ 親の思いと子どもの思いとのズレ 
   「なくても済むのにつけさせられる」 
  （17名中摘出１名、不使用２名、場面装用１名）    

①期待と現実とのズレ ②親と本人の意識のズレ 46 



人工内耳で成長した人は 
どのようになっているのだろうか？ 
～ある地域での人工内耳装用成人（１６名）のききとり調査から 

①人工内耳の装用効果があり、日常生活の中で必要
なツールだと考えている人 （常時装用） 

②装用効果は一定あるが、自分の生活にさほど必要
性を感じていない人（場面装用） 

③あまり装用効果なく、使っていない人（不使用） 

④人工内耳の装用効果はあるが、自覚的に装用をや
めた人 （積極的不使用） 

「きく」ことも「はずす」ことも 
最後は、本人が決めること 47 



48 

本当に大事なことは何だったのだろうか？ 
ー１０年後の現実と向き合うー 

①期待と現実の落差はなぜ生じたか？ 

②親子の気持のずれはなぜ生じたか？ 

「障害が治る」と 
いうイメージ 手術という行為 

障害理解の不足 

親子関係が、どう
築かれてきたか？ 

「きこえない子」として 

受容されていた？ 

聞こえ話せ普通校へ 



 ろう学校幼稚部を卒業後、勉強がよくできたので、 
インテした。聴力は１１０ｄBだった。 
 中学校３年の時、本人が「音をきいてみたい」と手 
術。補聴器に比べてきこえはよくなり、男女の声の聞 
き分けや静寂場面での１対１の会話は可能となった。 
 ２年間はリハビリに通ったが、本人が期待していたほ 
どのきこえにはならなかったためリハビリはやめた。 
 大学を卒業後、公務員に。ある程度は音声だけで用 
を足せるが大事な情報のやり取りは必ず筆談。 
 成人してから聾者と交流するうちに、聾者として生 
きることを決意し、音も声もオフで生活している。 

事例；「きこえるようになった」けれど・・・ 
～「聾者」として生きる選択をした人 
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 小学校３年で人工内耳手術。担任や友達がキューサイ
ンを使ってくれ、授業や会話に不便を感じることはなかっ
た。しかし、中学の頃、「どうして自分だけきこえないの
か？」と疑問を持ち始め、時々人工内耳をはずすように
なった。ただ勉強はがんばって平均以上の成績をキー
プ。高校卒業後、筑波技大に進学した。ある時、友人に
「なぜ、音を区別できないのにＣＩをつけているの？」と聞
かれたが、何も答えられなかった。以来考え続け、「自分
はきこえない人間だ」ということを受け入れることができ
るようになった。人工内耳は埋め込んだままだが使って
いない。教員採用試験合格、聾学校小担任になった。                                        

事例；「きこえる人になりたい」と思い続けた。 
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 小学校１年の時に人工内耳をした。電車の中など多少
の騒音の中でも会話ができる。・・・ 
 インテして低学年は友達に恵まれて楽しかったが、４
年の時、みんなの話題に自分がついていけてないことに
気づいた。以来、「自分はきこえる人より劣っているんだ。
だめな人間なんだ」と思うようになった。誰にも言えず
一人でずっとそう思い続けた。大学に入って初めてろう
の先輩に会い、手話と出会った。そして、「手話では全
部わかるんだ」と知った時から、自分はきこえる人にな
にも劣っていないのだと気づいた。今は人工内耳も使っ
ているが、手話があると安心できるし、私にとっては心の
支えだ。現在、大学４年。劇団に入り、活動中。                                        

事例；「自分は劣った人間」ずっとそう思っていた。 
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人工内耳にできること・できないこと 
～人工内耳は「夢の技術」か？ 

できることは何か？ 

「きこえ」の改善 「発音」の改善 

「話しことば」（生活言語）の獲得 

中等度難聴レベル 

書きことば・学
力が保障される 

「障害」がな
くなる 

普通校に行っ
て大丈夫 

うまく 
いけば 

52 

音韻の獲得 



「中等度難聴」になるメリットは？ 
～中等度難聴の保護者４人に尋ねてみた 

「きき・話せるメリット・デメリットは何？」 

☆音声言語が使えるメリット 
 「珈琲を注文する時、店で買い物する時・・」 
 「痴漢に襲われて『やめて！』と言う時」 
 「救急車、消防車、パトカーを呼ぶとき」 

★音声言語が使えるために生ずるデメリット 
 「きこえる・話せる人とみられて誤解を受ける」 
 「きこえるのにきこえないという説明が大変」 

対応はどうしてる？ 
①周囲に理解を求めるが・・・ 
②大事な話のときは・・・ 53 



人工内耳と書記日本語習得 

補聴器群(143名）と人工内耳群(113名）の比較 

(感覚器戦略研究2010） 

①ききわけの力； 人工内耳群＞補聴器群(90dB以上） 
②絵画語彙検査；人工内耳群＝補聴器群（同上） 

人工内耳が言語力・学力につながっていない 

この問題は、中等度難聴児と同じ 

54 

何が問題なのだろうか？ 



①「近場にリハビリをする施設がなく、通院が大変。ま 
 た、通っている病院にはSTが一人しかいないので、 
 リハのできる施設とSTを増やして欲しい。」 
②「人工内耳装用児のリハビリの大変さを知ってほしい 
 言語訓練は毎週行っているが、訓練機関が近くにな 
 いために通うのが大変。病院も同様。」 
③「術後の検査や訓練に通うことが地理的に難しかっ 
 たので、もっと近ければ効果があったのではと残念 
 だ。」 

親は「リハビリ」をどのようにとらえているか？ 
～2010保護者アンケート結果より 

言語指導は「病院でSTがやってくれるもの」（設定
された場面で与えられた課題をこなす）と思う。 55 



人工内耳と障害認識 
AｰV法（聴覚法）とは何か？ 

Auditory Verbal法 ＝手話を排除 

①知的にノーマル 
 
 

②聴力１１０ｄB以下 

③家庭の条件（音声言語環境・親の指導力） 

  （聴覚）口話法 （馬場顕『聴覚障害』2001．３） 

きこえる人のようになることが「理想」 

インテグレーションが目標 ＝ロールモデルの存在 

56 



西川はま子 ＝口話法のモデル 

 滋賀県の近江商人のもとに生まれる（大正５年1916年）。当
時の指導法は手話法であったが、父の西川吉之助は、語学力
を活かして米国の口話法を自ら学び、娘の指導を行った。明瞭
な発音と言語力を身につけたはま子は、口話法を世に広める
ためにラジオ放送に出演。その明瞭な発音は世の中の絶賛を
浴び、以来、日本の聾教育は、口話法全盛の時代に入って
いった。 

どのように教育を受けたか？ 

①父親による徹底した個別指導（発音・読話）３歳～ 

②残聴あり（のち電話も可） ③手話の排除 

まるで“きこえる人のように”振る舞える 57 



西川はま子は、なぜ転々としたか？ 

大５（1916） はま子誕生（鉗子分娩） 

昭１５（19４０） 父・西川吉之助 自殺 はま子2４歳 

昭１６（19４１）～  大阪市立聾学校 就職→退職 

大８（19１９） 聴覚障害発見→父による教育開始 

全てインテ・師範学校卒業。「聾」という名はどこにもない
のでどこでも「健聴者として」就職できた。 
幼稚園勤務・ピアノが弾け、歌が歌えたが・・→退職 
→別の会社に勤務したが・・→退職 

昭１９（19４４）  中途失聴者と結婚  →昭２２離婚 

昭３０（19５５） 上京（足立区） →３ヵ月後消息不明      

昭３２（19５７）  死亡（４２歳）  病死説と自殺説  
58 
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「・・・はま子さんは、どのような理由かわからない 
のですが、足立区に移り住んできました。 
 初対面の時、「えーっ、この人は？と目を見張って 
しまいました。言葉が出ませんでした。はま子さんの 
髪は真っ白なのです。顔の色つやは若さを感じさせ 
ます。一体いくつぐらいの人だろうと思いめぐらせま 
すが想像もつきません。聞くと私より２，３歳若いとのこと。
今までそれほど神経を使ってきたのだと考えると合点がいき
ました。 
 声は少し低いのですが、はっきりしていて、とても耳のきこ
えない人とは思えません。もちろん会話は全て口話で、それ
もｽﾗｽﾗとよどみなく出てくるのです。私も全く、健聴者
同士で話しをしているような錯覚を感じたくらいです。  

『翔べ、綿毛たち』（沖本美代子）より 
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 ある時、何かの大会があり出席しませんかと誘いました。彼女は 
喜んで参加してくださり、二人並んで座りました。大勢の参加者 
のため、私たちは後ろのほうなので舞台の上に立っている人の口 
元が小さくて動きがわかりにくいのです。私はﾏｲｸを通して流れ 
てくる声を頼りに手話通訳をしました。すると、はま子さんは、私の 
動いている手を押さえて「いいの、いいの」と言うのです。
「えーっ」「話しをしているのがわかるから通訳しないでいいわ。舞
台の上の上で話しをしている人の口見ているから」 
「でも、遠いから、見ても読みとりにくいでしょう？」 
「いいの、遠くても口の動きでわかるから。」 
そして舞台の上で話している人の声と同時に、「今、こう言ってい
るでしょう？」とすらすらと話し出すのです。二度目のびっくりです。 
本当にこの人は、相手の口元さえ見えればどんな距離でも、どん
な角度でも読唇ができるのだと感服しました。 

『翔べ綿毛たち』（沖本美代子）より 
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 そのように素晴らしいはま子さんとのおつきあいも３ヵ月で終
わってしまいました。ある日、彼女は足立区から姿を消し、そのま 
ま行方がわからなくなりました。その少し前に私ははま子さんとい
ろいろな話しをし、最後に次のような意味のことを言いました。 
ーあなたは生まれた時から耳が聞こえないけれど、きこえる教育を
受け、きこえるのだと自信をもたされて今日まで生きてきたので
しょう？でも、きこえないという事実をあなたから取り除くことはで
きないでしょう。だから、そのままできたあなたはきこえるという感
覚ときこえないという実感の狭間で心が揺れ動いているのではな
いですか？どちらかに徹してしまったらどうですか？徹するならや
はりあなたはきこえない人の中に入ったほうがいいと思いますよ。 
きこえない人の中に入ったら、あなたは最高の人よ。きこえる人の
中に入ったら、あなたはいつもいつもきこえないんだという苦しみ
の中で生きて行かなければならないでしょう。その苦しみは今まで
も十分味わったわよね。きこえない人の中に入って活動すれば、  

『翔べ綿毛たち』（沖本美代子）より 
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 あなた自身、自分のもっている力を十分発揮できると思うの。 
だから、そのような人生を歩んでいってほしいと思うの・・・」 
 でも、はま子さんには私の言葉は届かなかったようです。届いて
いたのかもしれませんが、聞きたくなかったのかもしれません。  

『翔べ綿毛たち』（沖本美代子）より 

 ①口話法は、差別からの解放を目指した（目的） 

②障害者がきこえる人に合わせる方法だった（方法） 

③方法に無理があり、効果は限定的だった（言語） 

まとめ 

④きこえる人を理想・目標とする意識を育てた（心理） 



目標；「きく・話す」ことができるようになる 

Ａ－Ｖ法が内在する自己・障害認識の問題 

自己認識（自己概念） 

手話は要らない・使わない 

周囲の眼差し・期待 

この子はきこえる子 

自分はきこえる話せる 
自分に手話は要らない 現実に直面 

聴者についていけない 
知らない・わからない 
誤解・トラブル 

葛藤 

自分の「居場所」は？ 

63 



「きこえる人」として生きることは難しい 
～軽・中度難聴者の聴覚活用の実態と支援方法の検討（２０１0調査）から 

①卒業後でも悩みを訴える者； 軽中度群＞高度群 
②悩みの内容；「情報の不足」「会議の内容がわから
ない」「人間関係」「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝとれず仕事の
ミス」「補聴器をつけていると採用されにくい」 
③卒業後も悩みが継続している者； 
  軽中度全体２４％＜軽中度・手話不使用群５３％ 
④周囲の理解；「理解ある」 
  手話使用群６０％＞不使用群２０％ 
 「理解ない」 手話使用群０％＜不使用群１００％ 

手話の使用が、自己の障害の自覚や、他者の
障害理解を促す。 64 



①人とコミュニケーションできる関係は育っているか？ 
 聞き話すことができ、日本語の力はあるのに、家庭内や友達との自由な 

 おしゃべりの経験がなく、自分中心のコミになる子。 

②手話を含めた多様なコミ手段はもてているか？ 
  難聴者（装用者）同士の音声でのコミには無理がある。自立したコミがで 

 きるためにも手話は不可欠。発達早期からの習得が望ましい。   

③肯定的自己認識は育っているか？        
 聴者のようになることを目標とするのではなく、人工内耳をしてもなお難 

 聴があることを自覚し、ありのままの自分を認められるようになること。 

④書記日本語力・学力は育っているか？ 
 きれいに話せれば言語力があると見なされ放置されてしまう。読み書きの 

 指導は幼いときからの人間関係から始まる積み重ねが必要。時間も必要。   

 
インテグレーションを考える視点 

～これらの力をどこでどう育てるか？ 
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まとめ；「絶対にしたほうがよい」とも「絶対に
しないほうがよい」とも言えないが・・ 

①人工内耳は、「高度難聴」が、うまくいけば「中等度
難聴」レベルのきこえになる。相談初期の親は「中等度
難聴」の意味を本当には理解していないことが多い。 

 

②人工内耳で便利さ（ベネフィット）も生じるが、生涯
かかえる面倒さ（デメリット・リスク）も生じる。幼い時は
メリットが大きいが社会に出ると「生きにくさ」が増え
る。 

③どっちを選ぶかはとりあえず親が選ぶしかないが（代
理決定）、大人になれば本人が決める。うまく使えても
使えなくても、「捨てる」場合もあることの覚悟は必要。 66 



④今後、低年齢化、低聴力化、両耳化、重複児適応の
拡大が進む（企業と医療の論理）。しかし、それが子ども
のために本当によいことかどうか疑問が多い。 

 

⑤人工内耳をして音声だけで生きていくことも可能だ
が、それにはおのずと限界があり、手話も認め、トータル
に生きていく方がQOLは向上する。 

 

⑥手話排除のＡＶ法→インテの流れの中では、子どもは
周囲の期待を敏感に感じ、「きこえる人に近づく」ことを
目標にするようになりがち。しかし、後にその矛盾のた
めに精神的に苦しみ、不適応を起こす人も少なくない。 
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⑤人工内耳に対する理解を（１６名） 

「 ろうの方たちは人工内耳をよく思っていない人も多
く、子供が将来どんな立場になるのか心配」 
「今の段階では残念なことに人工内耳への批判も多
いのが現実。まずはろう学校が手話も補聴器も人工
内耳もオーケー。みんなお互いに幸せになっていこう
よという体制に変わっていくことを願っている。」 

聴者 装用者 ろう者 
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⑤消せない将来への不安（１４名） 

「社会適応は旨くできるの
か」 
「いずれ人間関係やコミュニ
ケーションの問題にぶつかる
だろう」 
「人工内耳には限界があり、
思春期は障碍の認識というこ
とで悩むだろう」  

人工内耳装用モデルの不在 

「聾学校にも地域の小学校に
も居場所のない不安」 
「将来、難聴者や健聴者の間
で孤独を感じたり、孤立しない
か心配」 

聾学校で学ぶ意味 
ろう者・児集団との関わり 
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最後に・・・私の出会った保護者のことばから 

①「治療」だけが医療ではない。「受け入れる」ことも時
には大切なときがある。 

           ～ある母親（内科医）のことば 

 

②幸せは、本人の尺度でしか決められない。 

            ～ある父親のことば 

ありがとうございました ＥＮＤ 
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