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難聴を伴う重複障害児の補聴器装用指導

一補聴器装用が困難であった症例の問題点と対応一
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難聴を伴う重複障害児に補聴器装用指導を行い，補聴器装用が困難で、あった症例の問題点と対応の方法につい

て検討した。 1)54例中10例が補聴器をいやがって外す，不随意運動などのために外れてしまうなどの理由から，

補聴器の常用に至らなかった。関連要因は個々の症例によって異なったが，補聴器装周年齢や知的障害，運動機

能障害の程度との関連が推測された。 2)難聴，多発小奇形，精神運動発達遅滞を伴う 1症例に補聴器装用および

言語・コミュニケーション指導を行った。正確な聴力検査が困難，耳介が小さい，コードを引っ張って補聴器を

外す，家族が相手をしないと外すなどの問題点に対応した補聴器の選択や指導を行い， 1年3カ月を要したが，補

聴器の常用が可能となった。また，装用関値の改善，聴性行動の発達，音声言語の理解・表出，コミュニケーショ

ン行動の発達が認められた。

キーワード:難聴，重複障害児，補聴器装用指導，装用困難，聴性行動の発達
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はじめに

聴覚障害をもっ乳幼児では早期から補聴器を装用し，

聴覚を活用することが重要である。近年，難聴と難聴

以外の障害を併せ持つ重複障害児(以下，重複障害児)

においても難聴の早期発見が可能となり，聴覚補償に

よる治療教育の成果が報告されている 1-6)。しかし，聴

覚障害だけでなく，知的障害や運動機能障害などを合

併する重複障害児では補聴器の装用に困難を伴う場合

が少なくない6-7)。本研究では，補聴器装用指導を行っ

た重複障害児のうち，補聴器の常用に至らなかったた

め，聴覚補償による治療教育を行うことができなかっ

た10症例の補聴器装用が困難であった原因について検

討した。また，補聴器の常用までに時間を要したが，

補聴器装用が可能になり，聴性行動，言語およびコミュ

ニケーションの発達が認められた 1症例の指導経過か

ら，補聴器装用における問題点とその対応について検

討したので報告する。

症例研究 1

目的

難聴を伴う重複障害児に補聴器装用指導を行ったが，

補聴器の常用に至らず，補聴効果の評価ができなかっ

た10症例の基礎疾患，補聴器装用年齢，難聴の程度，

補聴器の装用が困難で、あった理由を調べ，重複障害児

における補聴器装用の問題点について検討する。

研究対象及び研究方法

1 .対象

心身障害児総合医療療育センター耳鼻科を受診した

重複障害児のうち補聴器装用指導を行い 6カ月以上経

過観察を行った54例中，補聴器装用が困難であった10

例(男9例，女1例)を分析の対象とした。対象児の基

礎疾患の内訳は染色体異常(ダウン症候群)2例，奇形

症候群4例，脳性麻庫4例で、あった(表1)。

表 1 対象児

症例 性別 最終評価時年齢 疾患

11 M 2歳 ダウン症候群

21 M 6歳 ダウン症候群・先天性心疾患

31 M 5歳 Cornelia de La.nge症候群

41 M 7歳 Cornelia de La.nge症候群(口蓋裂)

51 M 8歳 Cro四 on症候群(外耳道狭窄，中・内耳奇形)

61 M 7歳 精神遅滞・多発奇形・心室中隔欠損

71 M 3歳 脳性麻痩(アテトーゼ型)

81 M 5歳 脳性麻痩(アテトーゼ型)

91 M 2歳 脳性麻痕(窓直型四肢麻痩) ・小頭症・白内障

101 F 1 3歳 脳性麻痩(痘直型四肢麻痩・失調) ・てんかん

2.方法

1 )難聴の診断

難聴の診断は， (1)音への反射，知覚，認知による行

動を指標とする自覚的聴力検査， (2)電気生理学的な他

覚的聴力検査である聴性脳幹反応(auditory brain stem 

response， ABR)検査， (3)日常生活における聴性行動

の観察の結果を総合して行った。自覚的聴力検査は，

各症例の精神発達のレベルに応じて，聴性行動反応聴

力検査(behavioral observation audiometry， BOA) ， 

条件詮索反応聴力検査(conditioned orientation 

response audiometry， COR ) ，遊戯聴力検査，標準純

音聴力検査のいずれかを行った。刺激音は500Hz， 1 kHz ， 

2 kHz ，4 kHzのウォーブルトーンまたは純音を用いて，

オージオメータのスピーカまたは受話器から提示し，

平均聴力レベル;(500 Hz闘値+1kHz闇値x2+2kHz 

闘値)/4を算出した。

2)補聴器装用指導

難聴と診断された症例にはできるだけ早期に補聴器

装用指導を行った。補聴器のブイツティングは聴力検

査で得られた聴覚関値(聴力レベル)のほぼ1/2を各

周波数で増幅する挿入利得とするハーフゲイン・ルー

ルに基づ、いて行った。各周波数でハーフゲインを補償

することが困難な場合は1kHzの聴覚関値を目安に処方

した。補聴器の選定には，症例の聴覚障害の程度や運

動発達，耳介の大きさや形態を考慮した。補聴器の音

質，最大出力音圧，音響利得は症例の聴力レベルに対

して，成人の聴覚障害者への補聴器適合の資料を用い

て仮調整し，行動観察に基づいて微調整を行った。家

族指導として，聴こえのしくみや聴覚障害，補聴器の

取り扱い，聴性行動や言語発達について情報提供を行っ

た。また，補聴器装用後の日常生活における環境音や

音声，音楽に対する反応や発声行動の変化について観

察，記録してもらい，評価の参考にした。

3)補聴効果の評価

補聴効果の評価は，進藤ら8)による高度難聴乳幼児の

表2 聴性行動発達チェックリスト

1. 音に対する反応が敏感になる

2. 発声が増す

3. 発声の種類が増したり抑揚がつく

4. 名を呼ぶとふりむく

5. ことばの理解の始まり

6. 口元をみてまねる

7. 音の意味がわかり始める

8. 名を呼ぶと返事をする

9. 音の種類に応じて音源がわかる

1 o. 話しかけると口元をみつめる

1 1. 視界にない音源がわかる

1 2. 簡単な言語指示に従える

1 3. 音楽がわかる
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補聴器装用後の聴性行動の発達に基づく聴性行動発達

チェックリスト(表2)の項目のうち少なくとも 1つ以

上の項目において，補聴器装用開始時より改善した場

合を補聴効果ありとした。

結果

1 )補聴効果

対象児10例については，補聴器の常用に至らなかっ

たため，補聴器装用後の聴性行動の発達について経過

観察を行うことができず，補聴効果の評価が実施でき

なかった。

2)補聴器の装用が国難であった症例の問題点

対象児の検査結果のまとめを表3に示した。聴力レベ

ルは中等度難聴が3例，高度難聴、が4例，重度難聴、が3例

であった。運動発達のレベルは寝返り移動の可能なも

のが3伊IJ，座位保持が可能なものが3例，歩行可能なも

のが4例であった。精神発達のレベルは津守・稲毛乳幼

児精神発達質問紙，新版K式発達検査， MCCベピー

テストのいずれかによる発達指数を示した。発達検査

を実施した5例中4例が最重度， 1例が中等度知的障害を

示した。また，対象児10例のコミュエケーションの表

出手段は8例が主に表情・発声， 2例が表情・発声に加

えて，手を引く，または身振りサインを用いるなど全

例が前言語的なコミュニケーションの段階にとどまっ

ており，重度な知的障害または運動機能障害を伴って

いた。

補聴器装用指導の概要と補聴、器装用が困難であった

理由を表4に示した。 10例中7例 (70%)が補聴器の装

着をいやがって自分で外してしまうため装用できなかっ

た。 7例のうち3例は，難聴の発見が遅れ，補聴器装用

年齢が6'"11歳と補聴器の使用の開始が著しく遅れた。

10例中3例 (30%)は頚部などの不随意運動，そりかえ

りや寝返りによる移動の際に補聴器を装用した耳介の

部分が床に接触するなどによってイヤモールドが外れ

やすいため常用することが困難であった。3例中 2例は

重度のアテトーゼ型脳性麻痘(tension athetosis )で，

1例は痩直型脳性麻痘に絶え間ない不随意運動を伴って

表3 検査結果のまとめ

症例 聴力レベ)L-(COR)ABR同値 運動発達 発達指数 コミュニケーション手段

1 54dB 無反応 li位 表情・発声

21 1 05dB 無反応、 座位 13表情・発声

3 86dB 無反応 座{立 8表情・発声

4 55dB 65dB 歩符 21表情・発声

b 83dB 65dB 歩行 表情・発声・身振り

6 76dB 65dB 歩行 36表情・発声

7 79dB 無反応 寝返り 表情・発声

8 69dB 無反応 寝返り 表情・発声

9 97dB 65dB 寝返り 表情・発声

101 1 03 dB 無反応、 歩行 9表情・発声・手を引く
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いた。

症例研究2

目的

補聴器装用指導開始当初，補聴器の装用が困難で、あっ

たが，症例に合わせた補聴器の選択などにより，常用

が可能になった 1症例の指導および発達経過を分析し，

様々な障害を合併する重複障害児の補聴器装用に関す

る対応について検討する。

1 .症例

4歳の女児。診断は多発奇形，低身長，難聴，精神運

動発達遅滞，視力障害，先天性心疾患で、あった。

主訴:発達の遅れ，難聴

家族歴:特記すべきことなし。

既往歴・発達歴:満期正常分娩，生下時体重4000g，

仮死があった。新生児期には晴乳困難のため経管栄養

が行われた。 1カ月健診時に体重が3680gに減少し，心

雑音が指摘され， 1週間後に大動脈狭窄，心室中隔欠損

症根治術が施行された。その後もミルクをあまり飲も

うとせず，経口摂取が5日程度可能になったのは 1歳 8

カ月時で、あった。運動発達は寝返りが1歳6カ月，頚定

がl歳8カ月，座位が1歳10カ月，っかまり立ちが1歳11

カ月，歩行器の使用が2歳6カ月，独歩が3歳10カ月と遅

れがみられた。

現病歴:生後3カ月頃より，音への反応が少ないこと

に気付かれ，生後6カ月より H大学附属病院で ABR検

査を受けた。 1歳5カ月時の ABR検査により，右耳の闇

値は65dBHL，左耳は100dBHLのクリック刺激に対

して無反応であった。 1歳7カ月時に補聴器装用および

言語指導，運動機能訓練を目的として広島県立保健福

祉短期大学附属診療所を受診した。

2.検査所見

1 )神経学的検査

初診(1歳7カ月)時，特異顔貌，頭蓑変形， low hair 

表4 補聴器装用指導と装用困難な理由

症例 装用年齢 装用をIitみた期間 補聴器の樋頬 補聴器装周囲費量な理由

1 l歳 l年 2カ月 箱形 いやがってはずす

21 11カ月 3歳~再装用 ベビー形 装用開始時は装用可

2年 7カ月 →いやがってはずす

31 3歳 9カ月 箱形 いやがってはずす

41 2簸 4年 6カ月 箱形 いやがってはずす

51 6歳 11カ月 耳掛形 いやがってはずす

61 7歳 7カ月 茸掛形 いやがってはずす

7 1歳 1年10カ月 箱形 不随意運動のためはずれる

81 2歳 5年 1カ月 緒形→耳掛形 不随意運動のためはずれる

9 1歳 7カ月 緒形 不随意運動のためはずれる

101 11歳 L!年 5カ月 箱形 いやがってはずす
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3)発達検査

1歳7カ月時の津守・稲毛乳幼児精神発達質問紙によ

る発達年齢 (DA)は7カ月，発達指数 (DQ)は37で

あった。3歳時の新版K式発達検査による全領域の DQ

は35で、あった。プロフィールは，姿勢・運動領域の DQ; 

31，認知・適応領域の DQ; 36，言語・社会領域;37 

と発達全般に遅れが認められた。

2000 85-92 5(1) 広島県立保健福祉短期大学紀要

3.指導経過

1歳7カ月から現在 (4歳8カ月)に至る約3年間，補聴

器装用指導および言語・コミュニケーション指導を行っ

た。図2に補聴器の装用状況と言語・コミュニケーショ

ンの発達の経過を示した。

1 )補聴器装用指導

l歳9カ月時，右耳に補聴器装用を開始した。耳介が

小さく，耳掛形補聴器の装用が困難であったため，箱

形補聴器を試用した。しかし，イヤホンのコードが見

えると引っ張り，イヤモールドとともにイヤホンを外

してしまうため，連続して装用できるのは10分程度で，

装用時間は1日を通して合計2""'3時間であった。補聴器

の音響利得や最大出力音圧を調整したが，装用時間を

延長させることはできなかった。補聴器装用開始4カ月

後，耳掛形デジタルプログラマブ、ル補聴器を装用し，

装用6カ月後には1日に3""'4時間装用できるようになっ

た。その後，母親から，補聴器が耳介にかかりにくく，

ぶらさがった状態になるとの訴えがあったため，ベピー

形補聴器を試用したが，コードがあると引っ張って外

してしまうため，再び耳掛形補聴器を装用することと

した。装用開始7カ月後にはほぼ1日装用できるように

なった。しかし，装用開始10カ月後頃からイヤモール

ドを外して投げるなどの行動がみられるようになり，

連続装用が困難になった。装用開始15カ月 (3歳)から

イヤモールドを外すことがなくなり， 1日8""'10時間装

用(常用)することが可能になった。

企補聴器装用時

3歳9ヵ月時のCORによるオージオグラム
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補聴器装用

コミュニケーション

line，左第n. I111fJf:部分的合1fJf:，ブドウ膜欠損，先天性
心疾患などの多発小奇形と成長障害を認めた。ブドウ

膜の部分的な欠損により視野が狭いが日常生活に大き

な支障はなかった。また，筋緊張低下， H艮振が認めら

れた。 4歳8カ月時の運動発達は，ややwidebaseであ

るが屋外でも監視のもとに独歩可能，手すりで階段昇

降可能であった。食事はきざみ食で，経口摂取に対す

る拒否が少なくなったが，口腔内での食物の処理が遅

い傾向がみられた。

2)聴力検査

1歳7カ月時の BOAによる平均聴力レベルは74dB，

3歳9カ月時の CORによる平均聴力レベルは76dB (図

1) であった。

.ことItの理解の始まり

音声言語理解

音声言語表出

2s 
補鹿沼議用後経過月数

補聴器装用と言語・コニュニケーションの発達
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2)聴性行動の発達

(1) 日常生活場面における聴性行動

テレビや音楽に関心を示す，戸外の物音に気付

く，発声の種類が増加したり抑揚がつくなど聴性

行動の発達が認められた。

(2) 補聴器装用下の聴力検査

図1に3歳9カ月時の CORによる聴力検査の結果

を示した。十分な再現性のある反応が得られない

ことから，聴覚閥値の確定ができなかったが，裸

耳に比べて補聴器装用時の関値に改善がみられ，

補聴効果が認められた。

(3) 乳幼児の聴覚発達検査

田中，進藤ら9)の乳幼児聴覚発達検査により，聴

性行動の評価を行い，補聴器装用以前(初診時)

と補聴器装用後について比較した。音への反射的

なレベルの反応を除いた3"-'15カ月までの聴性行動

のチェックリスト34項目について母親に評価して

もらい，反応のみられた項目数の割合を求めた。

初診時には裸耳で26%，補聴器装用開始1カ月後に

は35%，2年後には74%と聴性行動の発達が認めら

れた。

3)言語・コミュニケーション行動の発達

コミュニケーション行動は，指導開始時には明確な

要求表現がみられなかった。補聴器装用3カ月後， 2歳

頃から，視線，発声などによる意図的な伝達行動がみ

られるようになり，その後，発声を伴う指さし，相互

交渉の継続などコミュニケーション行動の発達がみら

れた。このような時期に母親が相手をしていないと補

聴器を外す行動がみられた。不快そうに外すのではな

く笑顔で，母親の表情を見ながらわざとする様子がみ

られた。

言語発達について，音声言語の理解は，補聴器装用

以前から「いないいないば一」のことばかけに動作で

応じていた。 3歳頃から理解語棄が徐々に増加し始め，

3歳8カ月時には，関連する場面や文脈的なてがかりを

必要とするが，簡単な言語指示，身体部位，身近な人

や物の名称など30単語以上の理解語葉がみられた。音

声言語表出は， 3歳頃から、「パーパー(パイパイ)Jが

出現し， 3歳8カ月時には5単語程度の発語や，音声模倣

がみられるようになった。しかし，音声言語を用いて

実用的にコミュニケーションを行う段階には至らなかっ

た。補聴器の常用が可能になった時期に，理解語葉の

増加や始語がみられた。

考察

1 .重複障害児の補聴器装用指導における問題点と対

応

重複障害児において，早期から補聴器装用指導によ
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り聴覚を補償し，言語・コミュニケーション指導を行

うことは，子どもと周囲の人とのコミュニケーション

を円滑にし，子供の発達を補償する上で重要な意義が

あると考えられる。しかし，知的障害や運動機能障害

を伴う重複障害児では，補聴器装用指導においても困

難を伴うことが少なくない。補聴器のフィッティング

に際して， 1)正確な聴力検査が困難である， 2)聴

力測定の困難さに伴い補聴器の選択や調整に必要な資

料が得られにくい， 3)補聴器装用について子どもの

協力が得られにくい， 4)補聴効果の評価が困難であ

るなどの問題点があげられる 10)。

1 )聴力の測定

重複障害児への補聴器のブイッティングに際して最

も問題となる点は正確な聴力の測定が困難なことであ

る。重複障害児の難聴の診断にはABRが有効であるが，

必ずしも ABRのV波閥値と CORなど自覚的聴力検査

開値の一致がみられない場合もある。本研究の対象児

においても ABR閥値と COR閥値に誰離がみられる症

例が認められた。これは ABR検査が3kHzクリックな

ど高い周波数の刺激を用いることが多いため，高音域

の障害を反映しやすいことや，知的障害が重度な場合

には自覚的聴力検査で正確な反応が得られないことな

どによると考えられる。症例研究2の症例も COR検査

において十分再現性のある聴覚闇値を得ることができ

なかった。重複障害児においては， COR検査を経時的

に繰り返し行うこと， ABR関値と COR闘値を総合し

て評価し，およその聴力レベルを推定して補聴器のブイツ

ティングを行うことが必要である。

2)補聴器の装用

本研究の対象児において補聴器の常時装用が困難で

あった原因は子どもが補聴器をいやがって外す場合と，

運動障害などによって外れやすいことにあった。子ど

もが補聴器をいやがる原因として考えられることは，

正確な聴力を測定することができないために音響利得

や出力音圧制限，音質調整など補聴器の調整が子ども

の聴力に合っていないため音の増幅が大きすぎて不快

で、あったり，不足しているために十分役立たないこと

が考えられる。また，触覚過敏や発達の遅れのためイ

ヤモールドの装着を非常にいやがって外してしまう場

合もある。聴覚障害の程度や発達の遅れが重度で，難

聴の発見が遅れたケースでは特にこのような傾向が顕

著であった。したがって，補聴器装用の時期はできる

だけ早期であることが望ましい。また，耳介の大きさ

や形状が様々で耳掛形補聴器を装用する場合には小型

の物を選択したり，ワイヤーなどで固定する必要があ

る場合もある。症例研究2の対象児の場合も小奇形を合

併し，耳介が小さいため指導開始当初は箱形補聴器や

ベピー形補聴器を試用したが，イヤホンのコードを引っ

張ってしまうため，やや装用しにくいが小型の耳掛形
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補聴器を使用した。また，脳性麻痩児では不随意運動

のためイヤモールドが外れやすかったり，運動発達の

遅れや麻庫のために座位を保つことや歩行が困難で，

寝返りや腹這い移動，母親に抱っこされる際，補聴器

がじゃまになったり，外れやすい場合がある。装用位

置の検討やベピー形補聴器の使用など症例に合わせた

工夫が必要である。

3)補聴器の選択と調整

できるだけ正確な聴力検査を行い，子どもの聴力に

合わせた補聴器の選択と調整を行うことが重要である。

しかし，本研究の対象児のように，繰り返し聴力検査

を行っても安定した聴覚関値が得られない場合もある。

従来，アナログ補聴器が一般的に用いられてきたが，

補聴器の技術面の進歩は著しく，ノンリニア補聴器や

デ、ジタル補聴器など様々な補聴器が開発されている。

症例研究2で、はデ、ジタルプログ、ラマブ、ル補聴器を用いた。

プログラマブ、ル補聴器は調整器の調整幅が広く，様々

な聴力障害パタンに適応できる可能性があり，本研究

の対象児のような聴覚関値が確定できるまでに長期間

を要する場合には利用しやすい特性があると考えられ

る。

4)補聴器装用指導プログラム

難聴以外に重複する障害のない乳幼児の場合には，

耳型装着時に母親ができるだけリラックスした雰囲気

で手早く行い，装着したら玩具で遊ぶ，戸外に散歩に

行くなど積極的に子どもの気を紛らす働きかけをする

ことにより，比較的速やかに補聴器常用が可能になる

といわれている 11)。慶田ら11)は， 6'"'-'8週の通院により，

聴力検査・適合指導・評価の連係をとった臨床システ

ムを実施し，0'"'-'4歳までの難聴乳幼児1600リの96.8%が

6週日に1日6時間以上常用できるようになったと報告し

ている。本研究の対象児は7カ月 "-'5年と長期に渡って

装用を試みたが補聴器の常用に至らなかった。重複障

害児では個々の行動特性や興味・関心に合わせたきめ

細かな装用指導プログラムが必要であることが示唆さ

れる。補聴器装用開始時にはできるだけ静かな場所で，

母子のコミュニケーションを楽しめるような遊び¥子

どもが興味を持っている遊び，音や音声に注目しやす

い遊びや活動を工夫する。また，短時間の装用から始

めて，徐々に装用時間を長くしていく，家庭の室内で

装用できるようになってから，戸外，保育など装用場

面の拡大をはかるなどの配慮が必要である。しかし，

重複障害児においては，子どもの臨床像や興味の対象

などが多様であり，症例によって異なる様々な問題を

伴うため，系統的な装用指導プログラムの検討は十分

なされていない。個々の症例について検討を積み重ね

ていくことによって今後の課題としたい。

5)補聴効果の評価と家族支援

補聴効果の評価には語音聴力検査が利用されること

が多いが，重複障害児でこのような検査が可能である

のは比較的発達の遅れの軽度な場合に限定される。重

複障害児では子ども自身が補聴器の装用感などを報告

することができないこと，補聴効果があらわれるまで

に長期間を要することが多いため，補聴器装用後の聴

性行動や言語発達の評価を経過を追って行い，補聴効

果の評価の資料としなければならない。工藤ら7)は難聴

以外の障害を伴った聴力障害児の補聴器適合を行い，

48名中40名 (83.3%)が，時間は要するが補聴器の常

用が可能になったことを報告し，常用できなかった場

合の理由は本人がいやがるのに加えて，装用効果がみ

えにくいため家族が消極的になると述べている。鷲尾3)

が難聴を伴うダウン症児の研究において述べているよ

うに，様々な困難や問題をかかえる重複障害児の補聴

器装用指導において家族の理解を深め，支援すること

が重要と考えられる。

2. 症例研究 1と症例研究2の比較

重複障害では個々の要因と装用経過との関連を検討

するだけでは十分でなく，様々な要因が複雑に相互作

用的に影響し合うと考えられる。しかし，補聴器常用

の可能性と関連の高いと思われる要因について，症例

研究 1と症例研究2の比較検討を試み，今後の指導の

参考としたい。

1 )障害の種類と程度

症例研究2はー側耳は重度の聴覚障害を有するが，良

聴耳は補聴器を装用していない時にも音や音声にかな

り反応がみられ，自覚的聴力検査 (COR)では十分聴

覚関値を確定できなかったが，中等度程度の難聴が推

測された。このような場合には，高度または重度難聴

に比べて補聴器の装用効果が高いと考えられる。また，

症例研究1の多くが重度の知的障害または運動機能障害

を合併していた。症例研究2の発達指数は35と，中等度

と重度知的障害の境界にあり，症例研究1の最重度例に

比べると比較的良好であった。また，運動発達の遅れ

もみられたが，歩行が可能となり，姿勢・運動，認知・

適応，言語・社会の領域の発達があまり偏りなく認め

られた。また，視野が狭く，絵や写真などをみる際に

目を近づけてみるなど視力障害が疑われたが， 日常生

活には支障のない程度であった。

2)補聴器装用指導の内容と方法

(1) 装用年齢

症例研究 1では，2歳台までに補聴器装用を開始

したものが6例， 3歳が1例， 6歳以上と著しく遅れ

たものが3例であった。症例研究2では，生後6カ月

でABR検査を受けるなど難聴が疑われていたが，

補聴器装用は1歳9カ月時であった。難聴の診断や

聴力レベルの確定の難しさによるものと考えられ

るが，できるだけ早期に聴覚を活用する指導が行
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われることが望ましい。

(2) 補聴器の種類

難聴児では発達段階のニーズに応じて装用する

補聴器の種類を変更することが一般的に行われて

いる。すなわち，乳児や高度難聴児の1台目の補聴

器としては箱形，ベピー形(イヤホン外付け耳掛

形補聴器)を選定することが多く， 3'"'-'4歳時に生

活環境の拡大に伴って耳掛形補聴器， 5'"'-'7歳およ

び学童期には教育関連機器の活用とともに， FM補

聴器や挿耳形補聴器などが検討される 11)。症例研

究2では年齢が高い症例においても箱形補聴器を装

用したケースがあった。箱形補聴器は大きいため

補聴器が目立ち，移動の際にじゃまになるなどの

短所があるが，装用ベルトで固定するため，補聴

器を外す傾向のある子どもの場合にも紛失しにく

い，音響特性の調整幅が広いなどの長所から選択

し，年齢が高くなっても変更できなかった。症例

研究2では，箱形やベビー形を試用したが，最終的

には耳掛形プログラマブ、ル補聴器を装用した。補

聴器の小型化，騒音環境下で微細な利得調整の可

能なノンリニア補聴器やデジタルプログラマブル

補聴器の開発が進み，重複障害児への適用も検討

していきたい。

(3) 指導方法

症例研究1では，通園施設や学校を中心とした療

育が行われ，補聴器装用指導は耳鼻科言語外来に

おいて月 1回程度の指導，経過観察が主であった。

症例10は施設入園中のみ週1回の補聴器装用・言語

指導を行った。症例研究2では補聴器装用開始時か

ら1'"'-'2週に 1回の補聴器装用指導，言語・コミュ

ニケーション指導を含む指導を継続して行った。

まとめ

1 )難聴を伴う重複障害児54例に補聴器装用指導を

行い，補聴器装用が困難で、あった症例の問題点と対応

の方法について検討した。 10例が補聴器の常用に至ら

なかった。原因は7例は補聴器をいやがって外す， 3例

は重度の脳性麻症児で，不随意運動のためイヤモール

ドが外れてしまうためであった。 2)難聴および多発

小奇形、精神運動発達遅滞を伴う 1症例に補聴器装用

および言語・コミュニケーション指導を行った。 (1)補

聴器の常用に至るまでに1年3カ月を要した。 (2)補聴器

装用後，装用問値の改善，聴、性行動の発達，音声言語

の理解・表出などの発達がみられた。 (3)正確な聴力検

査が困難で、ある，耳介が小さい，コードを引っ張って
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補聴器を外す，家族が相手をしないと外すなど本症例

の補聴器装用における問題点に対応した補聴器の選択

や指導が有効であった。また，聴性行動だけでなく，

コミュニケーションの発達段階などを考慮する必要が

あると考えられた。

本研究の一部は，第41回(1996年11月，東京)およ

び第43回日本音声言語医学会(1998年11月，東京)に

おいて発表した。また，文部省科学研究費一般研究(C)

10680297の補助を受けて行った。

文献

1 )田中美郷，針谷しげ子.聴覚障害を有する重度脳

障害児の難聴診断と対策.音声言語医学， 39:428-

441， 1998 

2)田中美郷，針谷しげ子ほか.高度難聴を有する重

度精神遅滞児の長期経過からみた補聴器の効果

一聴覚およびコミュニケーションの発達を中心に一.

音声言語医学， 38: 344-356， 1997 

3)鷲尾純一.聴覚障害を併せ持つダウン症児の聴覚

補償.国立特殊教育総合研究所研究紀要， 22: 67-

75， 1995 

4)飯田悦子，加我君孝ほか.内耳奇形を有する重複

障害児の聴、覚と言語発達.Audiology J apan， 35 : 

290-296， 1992 

5)玉井ふみ，加我君孝.難聴児の早期言語指導の方法

を省みて一重複障害児の場合一.音声言語医学，

34: 273-279. 1993 

6)玉井ふみ，加我君孝.重複障害児への補聴器装用指

導の試み-病因と成果一.Audiology J apan， 33 : 

56-63， 1990 

7)工藤多賀，贋田栄子ほか.難聴、以外の障害を伴っ

た聴力障害児の補聴器適合.音声言語医学，35:123-

124.1994 

8)進藤美津子，田中美郷.高度難聴幼児の聴覚発達

について. Audiology Japan， 20: 517-518， 1978 

9) 田中美郷，進藤美津子ほか.乳児の聴覚発達検査

とその臨床および難聴児早期スクリーニングの応

用. Audiology J apan， 21 : 52イ3，1978 

10)玉井ふみ.重複障害児と補聴器フィッティング.

JOHNS ， 9: 232-236， 1993 

11)贋田栄子，工藤多賀ほか.難聴乳幼児に対する補

聴器のフィッテイング.JOHNS， 11 : 1336-1343， 

1995 

1
i
 

ny 



広島県立保健福祉短期大学紀要 5 (1) 85-92 2000 

Problems and management of hearing aid use in 
multiple-handicapped children having difficulty 

with hearing aid fitting 
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*2 Department of Occupational Therapy. Hiroshima Prefectural College of Health and Welfare 

Abstract 
The purpose of this study is to describe the problems and management of hearing aid fitting in multiple-

handicapped children. 1) Fifty-four multiple-handicapped children with hearing impairment were fitted with hearing 

aids. and development of auditory behavior and communication skills were evaluated in the follow-up study. Ten 

children had difficulty adjusting to the use of hearing aids. because they did not like to the presence of earmolds in 

their ears. Some of the children with cerebral palsy were unable to keep the hearinεaids on their ears because of 

involuntary movements. 2) A three-year process of adjustment to the use of a hearing aid in the case of a 19-month-

old child with multiple minor anomalies. hearing impairment， and mental retardation is reported. A hearing aid could 

not be attached to her ear， because whenever her mother put the hearing aid on her ear， she would pull the wire of 

the earphone. After four months. a programmable behind-the-ear type of hearing aid was prescribed. It became possi-

ble to fit the child with a hearing aid during the daytime， and some improvement in her auditory behavior， communi 

cation skills. and language development was noted at three years of age after 15 months of hearing aid usage. 

Key worc:ls : hearing impairment， multiple-handicapped children. management of hearing aid use. difficulty with hear-

ing aid fitting， development of auditory behavior 
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