


２０１０年３月実施（１ヶ月間）     

主に研究会会員を通して保護者へ配布 

３００名中２７１名回収（回収率９０％） 

２９都道府県の保護者 

人工内耳装用児の保護者１６０名（６割） 

非装用児の保護者１ １ １名（４割） 

３分の２は、就学前幼児の保護者 
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１～３歳（乳相） ４～６歳（幼児） 小学生 中・高生 

装用児(160名） 

非装用児（111名） 
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～７９ｄB ８０～ ９０～ １００～ １１０～ 不明 

装用児聴力（術前） 

非装用児聴力 



検討した？ 人工内耳 
手術 

９０ｄＢ以上 ９０ｄＢ未満 聴力
不明 

 
 
 
「はい」 
２１９名（８１％） 

「手術した」 
１６０人（検討し
た人の７３％） 
 

１４６名 
（手術した人
の９１％） 

１名 
(0.6%) 

１３名 

「手術しない」 
５９人（検討し
た人の２７％） 

４０名 
（手術しない
人の68％） 

９名 
（手術しない
人の15%) 

１０
名 

「いいえ」 
５２名（19%) 

 

 
２４名 
（しない人の
46%) 

２２名 
（しない人の
42%) 

６名 



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 

Ｑ１７より 
   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 
 
 



「危険な音に気づけるように・・・」 

「車の音などの危険を察知して欲しい。」 

危険回避（１２人） 

②聴覚障害者は危険認知を経験と視覚で行っている。 

「車の音ってどうやってわかるの？」こういう質問をよく
受ける。私はいつもこう答える。「車の音は見ればわか
るよ。」例えば、道路の端で誰かと話していて、話してい
た人が私の後ろをちらっと見たとき、「車かな？」と振り
返る。ガラスに映った後ろの車に気づく時もあるし、夜
ならライトでわかる。トラックやバスが通るときの振動
で分かるときもある。何より確実なのは、耳だけでなく
目や経験で判断すること。（ある難聴者の話） 

①雑音下での聴き取り・弁別は、実際には難しい。 



子どもが希望（４人） 

「 本人の強い希望」（４歳９ヶ月施術） 
「本人がおしゃべり好きでしゃべりたいといって
いた。」（５歳３ヶ月施術）  
「子どもがもっと聞きたいと望んだ」（６歳施術） 

「きこえるようになりたい？」と尋ねたら・・ 

ほとんどの子は、「きこえるようになりたい」と応える。
「そう思わない」が多数になるのは成人してから。 



①「難聴と分かった時には、治す方法や聴力レ
ベルにばかり、こだわっていていつも不安だ
った。子どもが成長するうちに言葉が出始め
た。大人になるにつれて聴力は下がるだろう
と思うとつらい。」(良耳聴力80dB） 

②「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) 
 

「きこえない」ことへの不安 
→１ｄＢでもきこえるようになってほしい。 



①「子どものコミュニケーションは手話です。ろう学校
での友達や家族とはコミュニケーションできている
が、大人になって社会に出たときに手話だけでは難
しいのではと、不安になる。」（６歳９ヶ月、１３０ｄB） 

 

 

 

②「聴力が重く補聴器をつけても大きな音でやっと振
り向くか振り向かないかと言う生活です。言葉はも
ちろん聞き取れなく、発音練習では継続できず練
習の繰り返しです。子どもに辛い思いをさせている
のではないかと毎日思っている。このままでいいの
か不安です。 （５歳５ヶ月、１１０ｄB)」 



病院の情

報のみ 

8% 

インター

ネットで 

45% 

体験者にき

いた 

40% 

その他 

7% 

複数回答可 パソコンがなければ幅広く 
情報が入手できない現実 



医療機関   聾学校 

現状 

①「情報が少なすぎる。自分で調べないといけない             
ことばかり」 

②「毎日のようにパソコンの前に座って調べた」 

「人工内耳について病院など
はメリットしか説明しない。」 

「聾学校の先生達は人工内耳
について知らない先生が多い」 



説明受けな

い, 45人, 

17% 

説明を受け

た→手術し

た, 153人, 

58% 

説明を受け

た→手術し

ない, 66人, 

25% 

無記入,  

７人, 2% 

回答者２７０人のうちわけ 
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効果に個人差あり 
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①「維持費（電池代、マイクロホンカバー代、乾燥機
代、保険料など）意外と公になっていないので知らな
いことも多い。我が家は今のところ年に45.000円ぐ
らいかかっている。補聴器のときは数千円だったので
結構かかります。 」  

②「消耗品の料金が高く、保険がきかないので、安く
購入できるようにしてほしい」  

③「コクレア社には、使わない機器などを下取りして
ほしい。」  

現在、接続ケーブル、送信ケーブル、コイル、磁
石、マイクロホンは保険診療で３割負担で購入可能 



 「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、『早く受けないと大変になる』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。」 
 （１１０ｄＢ）  （ デフ ﾌｧﾐﾘｰ)  

医師は価値観・障害観が異なることへの 
 理解も必要 



 「耳鼻科医に『他のお母さん方は色々調べて
いるよ』と言われた。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。」  

親の気持ちに配慮した対応を！ 

 
耳鼻科医は、保護者対応の仕方、聴覚障害、聾教
育、言語、手話、就労など、幅広く学んでほしい。 

 



１回 
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回

29% 

それ以

上

33% 

人工内耳をした人(154人） 

１回 

40% 
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0% 

していない人（59人) 



10分

以内 

5% 

３０分

以内 

11% 

１時間

以内 

18% 

１時間

以上 

17% 

２時間

以上 

49% 

人工内耳をした（１５４人） 

１０分

以内 

34% 

３０分

以内 

22% 

１時間

以内 

16% 

１時間

以上 

10% 

２時間

以上 

18% 

人工内耳をしない（５９人） 



説明５ヶ月 

説明１歳５ヶ月 

説明３歳３ヶ月 

施術2歳７ヶ月 

施術２歳１０ヶ月 

施術３歳１１ヶ月 
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０歳代説明 

１歳代説明 

２歳以降説明 

ヶ月 

適応年齢１歳半 
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外科手術に伴う不安 

身体にメスを入れる罪悪感 

聞こえや発音を重視しない 

成人聾者に会って安心 

家族や親族の反対 

読み書きに関係ない 

その他 
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  その他の内わけ（複数可） 
ありのまま受けとめたい 26人 
補聴器の活用・適応基準外聴力27人 



①「音にこだわる自分が、違うレベルで物事を
考えているなと思う」 
②「社会で仕事する時に、『きこえること』が本
当に必要か？」 

①「手術の意味がわからない子どもの身体に、
メスを入れる気持ちになれなかった」 

②「頭にメスを入れることに抵抗があった」 

倫理観 

「きこえ」の価値観への疑問 



①「自然体で受け止めてあげ家族でお互いに近
づけばよいと思う」 

②「聾ということに誇りをもって生きてほしい」 

③「息子の心豊かに成長している姿を見ていると
手話環境の大事さを痛感している」 

障害あるわが子の受容 
「聾」・「手話」の肯定 

子どもを変える前に、大人が変わり、歩み寄る姿勢。
聾者との出会い→きこえないことの肯定 



「耳鼻科医に以下の質問をした。①手術の失敗はな

いか②手術後絶対にしゃべれるようになるか③手術

の副作用はないか。３点とも『絶対大丈夫』との応え

だった。医師にしてみれば『絶対大丈夫』という言葉

が必要かもしれないが、私は逆に不信感を抱いた。」 

医療機関への不信 

医師は自分の価値観や信念で勧めるのではなく、 
インフォームドコンセント（説明責任）を明確に。 



「もし人工内耳をしたら本人が大きくなった時
に『両親は僕の耳がきこえないことを困ったこと
だと思ったんだ』と感じると思った。ありのまま
のあなたで良いと伝えたかった。これが私たち
親子の使命だと思った。」（１０５ｄB,10歳1カ月） 

ありのまま受けとめたい 

倫理的問題 

「せっかく、聾児としてこの世に生を受けたわが子の人
生を親のエゴでかえることは道徳的に問題があると考
えている。」（１００ｄB,5歳４カ月） 



①「人工内耳をするために東京に来た。聾学校乳相に通いつつ
、とりあえず手話もという気持ちで手話サークルに通った。親し
くなったろう者に尋ねた。『なぜ人工内耳をしないのか？』。『今、
自分は何も困っていない。人工内耳して好きなスポーツに制限
を受けたら、逆に障害を負うことになる』。なるほど、と思った。」 

ろう者から学ぶ 

聴覚障害大学生と会って 

②「早瀬久美さんの『心の耳』を読んだ。聞こえなくともちゃんと
やっていけるんだと思った。」 

③「仕事の関係で、聴覚障害大学生と会う機会があった。学生
たちをみていて、きこえなくてもちゃんと勉強し、大学まで行け
るんだと思った。きこえや発音に全くこだわりはない。」 



納得, 59

人, 58% 迷いあり, 

17人, 

17% 

後悔, 1

人, 1% 

子どもが

希望すれ

ば, 24

人, 24% 

17人中15人は 
6歳未満 

将来聴力が落ちて
本人が希望すれば
(９０dB,６歳９カ月） 

子どもの成長で考え
かたが変る。
(105dB,4歳1カ月） 



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 



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） 



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 



減った 

0% 変わらない 

9% 

少し増えた 

22% 

非常に増えた

６９％ 

音声言語の数 



0 12 24 36 48

変わらない(８人） 

少し増えた(32人） 

非常に増えた(101人） 

平均装用期間(カ月） 

3年10ヶ月 

２年７ヶ月 

１年８ヶ月 



不明瞭になっ

た 

1% 
あまり変わら

ない 

7% 

少し明瞭に

なった 

45% 

非常に明瞭に

なった 

47% 

発音の明瞭度 



0 12 24 36 48

非常に明瞭(68人） 

少し明瞭(65人） 

変わらない(10人） 

平均装用期間（ヶ月） 

3年1１ヶ月 

3年１ヶ月 

２年９ヶ月 



悪くなった 

0% あまり変わらな

い4% 

多少よくなった 

24% 

非常によくなっ

た72% 

きこえの変化 

施術年齢による差はみられない 
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79％ 

１年未満 

１年以上 

２年以上 

３年以上 

手術後４年以上 

0 20 40 60 80 100

非常によく聞こえるようになった人の割合 

装用１年未満では個人差が大きい 



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 



「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」 
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19 

61 
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116 

聴覚障害から解放され楽に 

聞こえる子の感覚で子育て 

子ども同士で音声で会話 

親子で音声で会話できる 

名前を呼ぶと振り向く 
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よかったこと(回答1５４人中） 



勧める, 

35人, 

22% 

どちらと

もいえな

い, 122

人, 77% 

勧めない,  

2人, 1% 

    理由は？ 
効果には個人差 ４１人 
考え方はそれぞれ 28人 
決めるのは親 ２５人 
リスクを伴う １８人 
その他 13人 



「どちらともいえない」理由 

「わが家のケースがそのまま他のお子さんに当ては
まると思わない。ただ、手術は悩み抜いて決断したこ
となので後悔はしていない。きかれることがあれば一
例として情報提供したいと思う。」 

「勧めない」理由 

「手術をすれば全てがうまくいくわけではない。初めに
人工内耳ありきの考えだったら猛反対すると思う。人
工内耳をしても難聴（ろう）であることに変わりない」  



「聾家庭で聾の文化が強く入っているため、音声より手
話が第一であまり意味がない。」 
    （7歳、施術4歳0カ月、術前聴力１２５ｄB）  

「初めの期待とは全く違っていた。新しい機種（３Ｇ）が
出たばかりで医師に勧められたが反応はなかった。ＳＰ
ｒｉｎｔに変えてから反応はよくなったが初めの３年は子ど
もに音が入っておらずもったいなかった。手術が成功
なのか失敗なのか正解だったかどうかわからない。」 
  （９歳3カ月、施術３歳３カ月、術前聴力１３０ｄB）  



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） 



②周囲の障害理解への危惧や不安 

「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） 

「ろう」の悩みから「難聴」の悩みへ 



③機器トラブルや再手術への不安 

「インプラントが故障しないか子どもの行動に神経質」 
「感染症で再手術した。また手術になるのではと不安」 

④将来への不安 

「今後どうすればよいのか、先が見えない。誰にどこに 
相談すればよいのか」 
「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） 



④対人関係やｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨへの不安 

「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）  

人工内耳装用者としてのアイデンティティは 
どのように形成されるのか？ 
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低聴力化が進んでいる 

補聴器対応聴力でも人工内耳？ 
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手術 
時期 

人数 平均年
齢 

平均施
術年齢 

平均術
前聴力 

平均装用期
間 

改定前 
（Ｈ１８．３
以前施
術） 

４５人 １１歳
６ヶ月 

４歳 
１ヶ月 

１１３ｄB ７年４ヶ月 

改定後 
（Ｈ１８．４
以降施
術） 

１０２
人 

５歳
０ヶ月 

３歳 
４ヶ月 

１０３ｄB １年 ８ヶ月 

＊術時年齢・聴力等無記入を除く 



脳の神経細胞の発達には臨界期が
ある。音声言語獲得が困難になる。 

反論 

脳発達の「臨界期」が終了した後でも変化する神
経細胞群を発見－脳には、「臨界期」の常識を覆
し、成熟期に達しても可塑性を示す細胞がある 
     平成22年1月27日 プレスリリース 

①早期からの補聴器装用・聴覚活用、指文字・文字使用で日
本語の音韻・語彙・文法等のベースの形成は可能→language 
が頭の中に作られれば、音声への変換は十分可能。 
②早いほうが装用期間の長さによる効果はある。しかし、上記
①ができていれば、４～５歳代でも遅くないのでは？小学生以
降に手術をして騒音下での会話や電話が使える人もいる。 

http://www.riken.jp/index_j.html


事例① 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。私
も主人もわが子らしく生きていって欲しいと願ってい
るが、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② 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。  



①確定時、重度の聴力という診断。今１歳４ヶ
月だが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） 



リハビリについて 

「近場にリハビリをする施設がなく、通院が大変。」 
「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。」 
「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。」 

①手術後のリハビリ施設・条件も考えて選択 

②難聴児の言語習得についての考え方 



リハビリについて 

 「私は子どもの発音や聞き取りの時間を随分持ちました。二人
でゆっくりした時間をたくさん持ち、やりとりしました。３歳前に
手術をして、急に音として入ってくるわけです。「音」なのか「言
葉」なのかゆっくりと整理してあげるのは、かなりつらいものがあ
りました。人工内耳をしたからとかマッピングで数値が設定でき
ているからといって言葉の獲得はできないと思います。手話や
文字や色々な方法で言葉を説明し、教えていって子どもは言葉
を獲得するのだと思います。私も子どもの発語を繰り返し手話
で表現し、こちらから伝えるときは初めは口話で、次に手話を交
えてそれでも子どもが分からないようならイラストを描いたりし
てやりとりに時間をかけました。今は口話のみでのコミュニケー
ションですがあせらず子どもと付き合うことが効果を出すには
大切だと思います」（５歳５ヶ月、施術２歳11ヶ月） 

日々のコミュニケーションがリハビリ！ 



相談した 

126人, 

83% 

相談しな

かった    

 26人, 

17% 

人工内耳した人（回答１５２人中） 

理由 
すでに決定済み１３人 
人工内耳に否定的６人 
知識経験・不足５人 



プラスの印

象, 46人, 

68% 

マイナスの

印象, 22

人, 32% 

相談した印象（回答８５名中） 

理由 
人工内耳に否定的13人 
施設間での意見の相違９人 

知識経験・不足４人 

理由 
幅広い視点での情報29人 
親の心情への共感21人 

その他11人 



「子どもが聞こえないと分かったら、少しでも聞こえ
て欲しい、ことばを話してほしいと思う親の気持ち、
呼んでも振り返らない寂しさ、車の危険な音を理解
しない子どもを不安に思う親の思いを、まず最初は
受けとめて欲しい。 
 人工内耳を考えた時、聾学校は人工内耳に否定
的だと感じたら、聾学校の先生に相談する人は少
ないと思う」 

①人工内耳の否定 



「病院では早くしたほうがいいといわれ、学校では必
要ない、なぜそんなことをするのかといわれていや
な思いをした」 

③意見の相違 

「人工内耳についての勉強会をもっと開いて欲しいで
す。一方的に話を聞いて質問するのではなく、自分達
の意見を自由に語り合える場を作り、自分の考えを自
分なりに整理して、何が一番大切かを考えられるよう
にして専門的な知識を教えて欲しいです」 

②情報や経験の不足 



「人工内耳とはどういうものかとか、術後の過程
（生活、教育法、手話について）等々、Drよりも
理解しやすい説明で、落ち着いて考えられた」 

「手術をするまでの親の揺れる心、娘のことも、
親のこともよく理解して胸の内を沢山きいても
らった。親身になって相談にのってくださり気持
ちが落ち着きました」 

①ねぎらいの気持ちを伝え、 
親身になって話をきく 

②客観的な情報提供 



「病院、聾学校、相談機関が連携をとって情報
を交換してほしい。」 

「親の決めたことを応援すると言ってもらった。」  
「いろいろとアドバイスをもらった。最後に『子ども
にとって家族にとって一番よいと思う選択をして』
といっていただけて、聾学校に転校してよかった
と思った」 

④他機関と連携して支援する 

③保護者の判断を信頼し、任せる 



２００７年１０月発行 小林隆児（精神科医）論文 日本評論社 



４例とも軽・中度の発達遅滞。３例が人工内耳 

子どもー養育者間の不良な情動調律 

  養育者の焦燥感、虐待など 

自分の気持ちを表に出すことが難しい 

  心細さ、寂しさ、悲しみ、怒りなどの素朴な感情を直接わ
かりやすく親に表現することも困難。 

話し言葉による働きかけが子どもには侵入的
に映る 

  言葉の意味的側面は子どもに届かないのに、力動感だけが
子どもに敏感に感じ取られる。 

４事例から小林が指摘していること 



話し言葉の世界に誘い込まれることの恐怖 

 子ども独自の世界が失われることへの拒否的構え 

子どもに過度な自立を促す傾向が強い 

 話し言葉中心の働きかけがもたらす必然的結果 

子どもの関係欲求の強さとアンビバレンス 

 いかに心細くとも直接的に関係欲求が表現できない 

関係障碍の悪循環 

 親子関係が緊張し、話し言葉での働きかけが不安を増大する 

関係障碍をもたらす要因 
生得的な知覚過敏もあろうが、親側の要因が大きい。 

 →原初段階でのコミュニケーションづくり 



・コミュニケーションを視覚から聴覚に移行するのには、低年齢で
も心理的不安が伴う。 

・子どもは感情や思考が未分化であり、それを言語に置き換える
能力は発達途上にあるため、不安や怒り、悲しみなどの様々な感
情を、身体の不調や症状などのいわゆる非言語的な方法で本人
にも意識されていない内なる世界を伝えてくる。  

・子どもが人工内耳を受け入れるにあったっての心理的適応の過
程を専門家が知り対応していくことは重要である。  

・ 親は子どもの障害を受容したり、手術の適応を迫られたり、また
手術後には選択した責任も負っているため、その後の親へのフォ
ローも必要になる。  

・ 子どもたちの多くは、これらを乗り越え、ほとんどの子どもは聴
覚活用をはじめコミュニケーションを楽しみ、表情も変化していく。                                         
（井脇貴子．2006.人工内耳友の会講演） 

阪大・事例から井脇が指摘していること 



リファー伝達時に「右の耳が悪いかも」と医師に言わ
れた時に、難聴とは思わず、耳にできものができてい
るのかと思っていた。そのため、精密検査後、初めて
耳鼻科医から「右耳が全く聞こえていませんね。」と
言われた時に、「耳が悪いって聞こえないっていうこ
とだったんですか？」とびっくりして尋ねると「そう
ですよ。知らなかったの？」と言われ、頭が真っ白に
なった。しかし、医師は専門用語で立て続けに説明を
始めた。私が泣き出すと「いいじゃないか、目が見え
ないよりはましだろう。片耳くらいで･･。」と言わ
れ、「それでもあんた、医者？！」と立ち上がったと
ころを看護師になだめられた。くやしくて、悲しく
て、ひどいと思った。 



 まとめ１ 選択に関わる価値観の違い 

人工内耳をしない 人工内耳をする 

倫理観 身体にメスを入れること
への抵抗感。代理決定を
しない（人権尊重） 

大きな抵抗感はない人、
代理決定に責任意識を持
つ人などさまざま。 

障害観 きこえる価値を必要以上
に重視しない。ありのま
まのわが子を受け容れ、
互いに歩み寄る。 
成人聾者をモデル。 

きこえないことはマイナ
ス（不利）。1dBでもきこ
える人に近づけたい（治し
たい）。聴者社会で生きる
ことを重視。 

言語・コ
ミュニケー
ション観 

手話を重視する。音声日
本語より書記日本語を重
視。 

音声言語を重視するが、
手話使用を認めるか否定
するかはまちまち。 

教育観・学
校観 

聾学校・聾児集団での学
習・生活を重視 

聾学校より統合教育を重
視 



きこえや発音の改善（音声会話） 
ろう（高度難聴）→難聴レベル 

一次的な効果 

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 

デメリット・リスク 

代理決定したことへの責任 

周囲との関係での不安・問題 

アイデンティティ・障害認識 

運動の制限 

経済的負担 通院負担 

後遺症・再手術とその不安 

医療上の制限 

まとめ２ 選択に関わるリスク＆ベネフィット 

子どもの心理的負担 



①障害が発見・告知されて間もない０～2歳代は、障害
ある子の親の思いをじっくりと受けとめ、保護者が（障
害ある）わが子を受け容れ、子どもとよい関係性が築
けるように支援する（共感・受容・関係性） 

②きこえない・きこえにくい世界に触れ、聾者・難聴
者・人工内耳装用者と出会い、障害のもつ意味、情報
保障、将来の見通し、日本語の大切さなどを学ぶ 

③補聴器と手話の活用からスタートして、聴覚活用を
図りつつ、手話（言語）の獲得を図る（概念形成・言語
獲得の土台・全て「わかる」大切さ） 

早期支援（０～２歳）＝保護者支援 

まとめ３ 人工内耳をする前に大切にしたいこと  



Ａ児（１歳３か月時）育児記録より（聴者家庭） 

いつも通る花屋さんの前で、窓辺に飾ってある熊の人形を 
満面の笑顔で見ている。熊の手話をするのが日課だが、おば 
あちゃんと一緒の今日は、散歩中ずっとおばあちゃんに話しか 
けている。水がない噴水から、池の鯉、電車・・とよくしゃべる。 
テディーベアのコーナーの数十メートル前から、「熊」の手話
をしてやたらに高いところから振り下ろす。「あそこにテディー
ベアの熊があるんだよね」と話しかけると、笑顔いっぱいでお
ばあちゃんの手を引っ張り、花屋まで連れて行き、「ばあちゃ
ん、あそこ（指さし）、テディーベア（熊の手話）、ある（高いと
ころから両手を振り下ろす手話）」と話す。 

発達早期からのコミュニケーションの成立が可能 



１歳３ヶ月時 理解語彙 表出語彙 

手話語彙 １０４語 ７６語 

Ａ児（１歳３か月時）獲得語彙数 



子ども同士、自由に会話できる・全部みえる・互いに切
磋琢磨しあえる→対人関係・社会性・思考力・能動性 

手話から日本語への変換、絵本・絵日記、語彙・文法
指導など→書記日本語の力、教科学習の基礎 

幼児期～就学以後 

①自由にやりとりできる子ども集団 

③書記日本語につながる基礎的な力 

②子どもの障害認識 

子どもがほっとできる「居場所」となる集団→安定・意欲 

まとめ４ 人工内耳をした後に大切にしたいこと  



 私は小学校１年の時に、日本で５番目に人工内耳をしました。日常生活の
中で人工内耳は結構使えていて、電車の中など多少の騒音の中でも会話で
きます。 
 聾学校幼稚部から私立小学校に入学し、友達にも恵まれ、楽しく過ごしま
した。ところが、小４の時、初めてみんなの話題に自分がついていけてないこ
とに気づきました。それから、私はコンプレックスを持つようになり、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」と思うようになりまし
た。中学から高校までずっとずっとそう思ってきました。 
 大学に入って、初めてろうの先輩に会い、手話を知りました。そして、手話
では全部わかるんだという体験をした時から、自分はきこえる人になにも
劣っていないのだと気づきました。つきものが落ちたように人とのつきあい
が楽しくなり、性格も明るくなったのは自分でも驚きです。手話は自分に合っ
ています。人工内耳も使っていますが、手話があると安心できるし、私にとっ
ては心の支えです。 
 執刀医の先生には、年賀状は今でも欠かさず出していますが、「今は手話
を使ってとても楽しいです」と書いてます。私はたぶん先生から“期待された
人”にはなれなかった。でも私はそれでよかったと思っています。 
           （ある人工内耳装用大学生のインタビューから） 



まとめ  説明責任は 誰が負うのか？ 

手術に関するリスク＆ベネフィットについて、過不
足ない情報提供が求められる。 

①手術に関して 

本人 

手術の有無に関わらず、子どもがどのように育って
いくか、卒業後を含めて情報提供が求められる。 

医師 保護者 

③手術・選択に関し
て 

教員 保護者 ②教育に関して 

保護者 

なぜ手術を選択したのか、しなかったのか。 

なぜ手術をするのか、どのようにするのか（子供の権利条約） 



する・しないの「決定」は、誰が行うのか？ 

幼児期（自己決定能力がない時）の
決定は、「親」が行う（代理決定） 

成長後（自己決定能力がある）の決定は、
本人が行う（本来的な自己決定権行使） 

現実には、装用している場合→①常時装用している人 ②場面に応じて
装用している人、 ③装用中止している人 の３つのパターンがある。 
非装用の場合→ 最近、改めて装用した人は？ 

親は、本人に対して「説明責任」があ
る。 



進みつつある低年齢化と低聴力化に対して 

聾学校としての課題～相談機関としての力量の向上 

まとめ 早期支援機関としての役割の見直し 

障害が発見・告知されて間もない時期は、障害ある子
をもった親の思いをじっくりと受けとめつつ、保護者が
（障害ある）わが子を受け容れ、子どもとよい関係性が
築けるように支援する時間的ゆとりが必要。 

親が安心して相談してくれるよう、日頃からの信頼関
係づくり、人工内耳についての知見を深め、地道な医
療機関との関係づくりに努める。また、人工内耳につ
いても積極的に情報提供したり、保護者間の感情的対
立の解決を図るなど適切な支援に努める。 



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
器の装用効果少ない 

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 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 



①子どもにもよるが、１歳代での聴力の確定
は難しい。この時期に大切なのは、親が聴覚
障害について知り、聴覚障害ある子を受けい
れ、成人聴覚障害者や手話と出会うこと 

①「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６０ 
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。（某国立大学病院） 



①人工内耳をしても聴者にはなれない(31名） 

「この子はきこえにくい子どもだということを忘れず
に育てている」（14歳8ヶ月） 
「人工内耳は少しだけ生活が便利になるための道具
にすぎない」（４歳４ヶ月）  

②人工内耳をしてよかった(２４名） 

「子育てが楽になった」（２歳９ヶ月）  
「少し不安が取れたためか、今は子育てが楽しく思え
る」（４歳３ヶ月）  



③関連機関へ望むこと（２４名） 

④手話は必要(２１名） 

「医療機関と教育機関で共通意識をもって対応して
ほしい」（6歳８ヶ月） 
「聾学校内に人工内耳クラスができるとよい」（６歳
11ヶ月） 

「人工内耳で音の世界を楽しませ、楽しく手話でおし
ゃべりを一杯していきたい」（4歳4ヶ月） 
「手話を大切にしながら人工内耳で子どもの可能性
を拡げていきたい」（7歳3ヶ月）  



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 



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 



幼稚部の他に週２～３日幼稚園に通っていた。いつも一人で砂場で遊んで
いた。同級生との会話も分からず、先生の話も当然分からなかった。親は、
「分からないなら頑張って聞いた方がいいよ」「お友達に入れてというんだ
よ」と言ったけど、頑張って聞いたところで、一片の情報しか入らない。どん
な情報が周りにあふれているかも分からない。入れて貰ってあそぶにしても、
小さいときだから身体を使ってあそぶので、そんなに深い会話は要らないし
真似さえしてればなんとでもなる。 
 問題は大きくなってから、会話が複雑になってきたときに、それまでの会
話の積み重ねがないので、どのように話をすればいいのか分からなかった。
だからいつも決まり切った単純な会話だけをしていた。人にきくときには勇
気が要るし、きいては何度も傷ついた。 
 聾学校の友達との会話の方が何を話しているのかが見えるので楽しかっ
たし、今も手話を通して会話することの方が情報が見えるのでありがたい。  
親はきこえる社会で頑張る力をつけて欲しいと願うのだろうけど、ずっとき
こえる社会に一人でいるのは、大きくなればなるほど限界を感じてきてしま
う。本当にきこえる社会で頑張って欲しいのなら、そのためにも、手話やき
こえない仲間との会話やふれあいを通して人間としての基礎を身につけて
いける環境が必要だと思う。（ある難聴者の話から） 



ありがとうございました 


