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Ⅰ はじめに 

 神経・筋難病者の看護を実践していく上で、すべての基本となるものはコミュ

ニケーションです。しかし、病状によっては構音障害や上肢の運動機能障害が重

度となり、会話や書くことによるコミュニケーションが困難となるため、多くの

方が困っていることをしばしば体験します。 

現在、障害者自立支援法の制定により障害者の社会参加、自立、就労を求める

機運は高まっています。療養者の社会参加・自立の促進には療養者自身がコミュ

ニケーションを確保し続けることが大前提です。IT 化の進展により、障害者向け

に様々な情報発信ツールが開発されているものの、「進行性」であるがゆえに、一

つのツールを恒久的に使用することはできないのが現状のようです。療養者の安

全を確保するためのコールの設置や文字盤の導入、パソコンを操作するためのス

イッチの選定にも苦慮します。障害施策や難病施策で意思伝達の給付を受けても

使用の中断を余儀なくされた報告もあります。これは、病状や進行等を把握し、

適切な意思伝達を確保し続ける支援が重要であっても、この分野に関わる専門職

は少なく、相談先の情報も得られにくいため、と考えられるからです。よって、

対象の意思伝達手段の維持に関する具体的な支援方法を提示すること、各地域レ

ベルでの支援ネットワークの構築をはかることが重要となります。 

日本難病看護学会では、コミュニケーション支援に関して、看護職等支援者が

留意すべきことと関連資料を掲載しました。ご療養中の皆様、支援者の皆様のお

役にたてましたら幸いです。 

 

2009 年 3 月 
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Ⅱ．神経難病者の療養経過とコミュニケーション手段の変遷  

１．コミュニケーション機能とその代替図 

図１．コミュニケーション機能とその代替図 

出典：日本難病看護学会 平成１４年度神経・筋難病療養者のコミュニケーション 

 

私たちは普段なにげなく会話をし、あいづちをうったり、ジェスチャーを付け加え

たりし、気持ちを相手に伝えています。しかし、声を出すことができなくなったり、

身体の自由が奪われたりすることで、コミュニケーション方法に制限が生じます。コ

ミュニケーションは、生活にとっての基本であり、病気の状態によっては、安全の確

保のためにたいへん重要となります。日本難病看護学会では、平成１４年度の当助成

事業において、神経難病療養者に必要なコミュニケーションについて看護職が留意す

べきことや支援の流れ図等を作成しました。これにより、必要な支援は明らかとなり

ましたが、ご病気の性質上、同じ手段はずっと使えるものではなく、手段を変更する

支援が必要となります。そこで、ここでは実際に療養者の方がどのようなコミュニケ

ーション手段の変更をしてきたかについて病気の経過とともにふりかえり、コミュニ

ケーションの支援の在り方を考えたいと思います。 
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調査にご協力いただいた方は下記の 8 名です。 

１．A 氏  30 歳代 男性 デュシャンヌ型筋ジストロフィー 

２．B 氏  60 歳代 男性 筋萎縮性側索硬化症（以下 ALS） 

３．C 氏  50 歳代 女性 ALS 

４．D 氏  50 歳代 男性 ALS 

５．E 氏  20 歳代 男性 ALS 

６．F 氏  70 歳代 男性 ALS 

７．G 氏  40 歳代 男性 ALS 

８．H 氏  80 歳代 男性 ALS 

 

２．A～H さんの療養経過とコミュニケーション手段の変遷 

■A さんの病気の経過とコミュニケーション手段の変遷 

１）病気の経過 
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A さんは、幼少時発症の筋ジストロフィーというご病気の 30 歳代の男性です。病気

は徐々に進行し、呼吸の問題にも及び、20 歳の時に気管切開式の人工呼吸療法を行いま

した。約 1 年 10 ヶ月間の入院生活を経て、在宅人工呼吸療養を開始し、在宅人工呼吸

療法を行って約 15 年目となります。現在は、四肢全廃状態で、動く部分は頬、口唇、

舌、右手指に限られています。 

２）コミュニケーション手段の変遷 

 A さんは、会話が困難となったとき、筆談によりコミュニケーションをとっていまし

た。在宅人工呼吸療法から２年をすぎた頃、上肢の筋力低下により筆談は困難となり、

上肢を使って、トラックボールでパソコンを操作し、コミュニケーションをとるように

なりました。また、合わせてボタン式のコールも使用していました。約７年間、声以外

でコミュニケーションをとってきましたが、スピーキングバルブを使用するようになり、

声が出せるようになりました。現在、スピーキングバルブを使用し、７年目になります。

スピーキングバルブで困っていることは、現在、スピーキングバルブを請け負っていた

代理店がなくなってしまい、取り寄せられなくなったことだそうです。 

また、その間、上肢の機能に合わせて、わずかな力や動きでパソコン操作ができるよ

うに、タッチパッド、キャップスイッチ、ピンタッチスイッチというようにスイッチを

変えていきました。現在、指ぬきにピンタッチスイッチをつけて、操作しています。 

A さんは、季節によって回数は異なりますが、月 3～1 回、散歩、買い物、映画鑑賞

など、気分転換を目的とした外出をしています。数年前から電動車椅子に人工呼吸器を

搭載し、スイッチを舌で操作しながら自分で車椅子が運転できるようになり、A さんの

行動範囲は広がりました。自宅内では、1 日 2 時間程度、パソコンを使って、ホームペ

ージを更新しています。 
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■B さんの病気の経過とコミュニケーション手段の変遷  

１）病気の経過 

B さんは 60 歳代の男性で ALS というご病気の方です。発症から 31 年、人工呼吸器を

装着して 25 年、在宅療養は 24 年になります。初発症状は上肢の筋萎縮で、徐々に下肢

の筋力も低下していきました。発症から３年ほど過ぎたころから呼吸困難がおきるよう

になり、発症から 6 年目に、気管切開し、人工呼吸器を装着しました。四肢は全廃状態

で、動く部分は、額、眼、頬、唇に限られています。 

２）コミュニケーション手段の変遷 

B さんは、人工呼吸器が装着される前までは会話が不明瞭であっても、発声によっ

てコミュニケーションをとっていました。声以外でコミュニケーションをとるように

なったのは、人工呼吸器が装着され、声を出すことができなくなってからになります。

自分の意志を声で伝えられなくなり、 初は５０音を書き、介助者に指で差し示して
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もらって、指差しした文字が合っているときに眼をつぶり、言葉をつないでいきまし

た。しかし、これでは時間がかかるため、少しでも早く言葉を伝える方法はないかと

考え、５０音を出せるように唇を動かし、言葉をつないでいく方法をとっていきまし

た。唇を動かして言葉を伝えることによりスピードは速くなりましたが、B さんは、

唇の左半分の筋肉が萎縮していたため、正確な形にはならず、濁点のときは２度目を

つぶり、半濁点の時は目をまるくするなど工夫をしていきました。唇を発音するよう

な正確な形にすることは困難でしたが、奥さまがよく読んでくれたそうです。この口

文字盤の方法は、現在も続いており、B さんが「あいうえお」の口の形をつくり、そ

こから介助者が行を選択します。次に「あかさたな・・・」と文字を読み進めていっ

て、文字を特定します。現在は眼と口と頬の動きがわずかにありますが、口の形から

「あ行」「い行」と読み進めることに対しては、日ごろからの関わりと熟練した技術

が必要です。 

また、呼び出しコールとして、ベッドの枠に鈴をつけ、わずかに動く右足で蹴り、 

意志を伝えていました。足が動き、操作が可能であった頃は、今から 20 年以上も前

であったので、研究機関の職員が支援を行い、障害者用のタイプライターを足のスイ

ッチで操作していました。現在は、足での操作が困難となったため、タイプライター

は使用しておらず、コールとしてピンタッチスイッチを額にはりつけ、使っています。 
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■C さんの病気の経過とコミュニケーション手段の変遷  

１）病気の経過 

 

  

C さんは 50 歳代の女性で、ALS 療養者です。のみこみづらさや右手の脱力感を初発

症状として 30 歳代のときに発症しました。発症から 3 年、ALS と診断を受け、ご病

気を抱えた中で、出産、子育てをされてきました。その頃は、オムツの交換や、粉ミ

ルクを飲ませることができたそうです。お子様の成長とともに、自らの体が動きにく

くなっていくことを体験しながら、病状はゆっくりと進行し、発症から１６年、NPPV

装着し、それから２ヵ月後、気管切開を行いました。侵襲的な人工呼吸器を装着した

のは、気管切開からさらに２ヵ月後となります。現在、在宅人工呼吸療法を始めて２

年目です。 
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２）コミュニケーションの変遷 

 発症から２年ほど経過した頃から、構音障害が出始め、身近な人しか、言葉を聞き

取れる人がいなくなりました。その頃は、外出して人と接するのが怖くなっていまし

た。そのため、ワープロで言いたいことを伝えるようにしました。次第に、指でキー

を打つことが困難になり、眼鏡の横にペンをつけて頭部を前後に動かすことにより、

入力していました。正式な告知のないままで、身体障害者手帳も申請してなく、意思

伝達装置の存在をしらずに、自らの工夫で生活をしていました。その後、「伝の心」

を導入しました。伝の心は、足で、ビックタッチスイッチを用いて操作しています。

日常的な会話には、口文字盤を取り入れています。今現在も口パクだけでも読み取り

ができる方もいるそうです。 

 口文字盤の方法として、ご自身用の資料を作成し、読み手が確実に読めるように工夫

されています。方法は、はじめにCさんが「あいうえお」の母音を口で形作り、その後、

子音に続く方法です。伝えたい言葉のところで瞬きを１回しますが、慣れていない介護

者の場合、母音は瞬きを２回、母音以外の段を読み上げてほしいときは、瞬きは１回と

するそうです。通常は、濁点は瞬きを２回し、半濁音は瞬き３回、「ん」は 口を閉じ

て形を作り、「を」は「お」で代用されています。夜など横になった状態では、口元が

読み取れない事があるため、そんな時には、介護者が「あ-い-う-え-お」と母音を読み

上げ、Cさんが瞬きした段を読み上げてもらっているそうです。 

 また、併せて目線や首を横に振るということが、Cさんの意思伝達になくてはならない

ものになっています。吸引してほしいときは「吸引」といわなくても、吸引器の方をみ

るということで代用できていることもありますし、「き」と伝えてから、吸引器の方を

みるということで伝えられることがあります。 

 コミュニケーションで困っていることは、「人を呼ぶ」ことです。気管切開をするま

でしていた「声を出す」ということができなくなり、「ナースコール」の手段が必要に
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なりましたが、この手段が届くまでや入院したときには、病院のナースコールが使えず

に、自分の伝えたいときに呼ぶことができず、つらい思いをしたことも多いと話されて

いました。 

 Cさんは、「自ら話しかけることはできないけれど、ALS患者は話しかけられることを

待っています。コミュニケーションをとるのは無理と思わず、話しかけてください。」

と支援者への希望を語っていました。 

 

■Dさんの病気の経過とコミュニケーション手段の変遷  

１）病気の経過 

D さんは 50 歳代の男性で、ALS 療養者です。呂律のまわりにくさを、初発症状として

発症しました。次第に左上肢の筋力低下を生ずるようになり、歩くことも困難になって

いきました。発症から 4 年目、体重減少が著しくなり、強い呼吸困難が続き、人工呼吸

器を装着しました。現在、発症してから 7 年目、在宅療養は 5 年目になります。体は四
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肢全廃状態で、動く部分は、右膝、額、眉、眼、頬に限られています。 

２）コミュニケーション手段の変遷 

呂律の回りにくさから発症した D さんは、 初の頃は呂律がまわりにくく会話が不

明瞭になりながらも話しをしていましたが、次第に他の人に伝わらなくなり、表情、

筆談、指文字、パソコンを入力するなどして意志を伝えていきました。しかし、発症

から 2 年、手が動かなくなり、パソコンによる文字入力ができなくなったため、発症

から 2 年半を過ぎた頃、意志伝達装置である伝の心を使用し、コミュニケーションを

とっていきました。このときのスイッチは足の裏で、ジェリービンスイッチを押して

操作していましたが、足が動かなくなってきたため、操作が困難となりました。業者

に相談し、エアバッグに変更しました。しかし、今度は足の裏での操作が困難となり、

緊急一時入院の際、作業療法士に相談し、エアバッグの硬さや膨らみ方、置き方の調

整を重ね、膝の下にエアバッグをおき、使用することになりました。この方法は現在

まで続いています。また、伝の心を使い始めた頃から透明文字盤を使用し、表情を組

み合わせながら、日常的に使用しています。現在はパソコンと透明文字盤を併用して

コミュニケーションをとっています。透明文字盤は一時、支援チームの人が使った経

験がなく、使える人が家族に限られた時期がありましたが、支援者それぞれに対して

透明文字盤を使用してほしいと伝えていき続け、使える人が増えていったそうです。

また、支援者として、文字盤経験者も入るようになってきました。いくら経験者であ

っても、話し手、読み手それぞれの特徴があり息があうまではある程度の時間を要し

ます。透明文字盤については、「支援者が読めない時期は、本当に大変。しかし、な

んとか読める人になってほしい、読めるようになるまでつきあおう。」とおっしゃい

ます。透明文字盤を読む側も慣れるまでは、読めない焦りがあったり、緊張したりの

連続でしょうが、本人も一生懸命おつきあいするのでがんばってほしいと切望されて

います。 
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ナースコールとしては、パソコンを利用していますが、パソコンに向かっていると

きは、家族が心配するほどの集中力でナースコールを鳴らさず数時間と経過すること

があるそうです。また、ご自身でホームページをつくり、同じご病気の方と情報交換

をしたり、フリーソフトである Hearty Ladder を使用し、ユーザーとして、使いやす

くしていくために意見を伝えていくなど、精力的に多くの時間を使っています。また、

現在、視線入力スイッチを試しており、機器の発展のために多くのご意見をいただい

ています。 

 

 

■E さんの病気の経過とコミュニケーションの変遷 

１）病気の経過 
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E さんは 20 歳代の男性で ALS 療養者です。初発症状は頚部の痛みでした。その後、

のみこみにくさが生じるようになり、発症から 1 年を過ぎたところで人工呼吸器を装

着しました。現在、発症してから 4 年目、在宅療養は 3 年目になります。体は四肢全

廃状態で、動く部分は、眼、頬、右手の指に限られています。 

２）コミュニケーション手段の変遷 

E さんは、会話が不明瞭となってからは、相手に伝えるために、携帯電話の文字入

力や口の動きで伝えていました。しかし、口や指の動きが悪くなると、その手段は困

難となりました。いくつかの手段を考え、試していきましたが、その頃、入院先の医

師に指先の動きだけで操作できるレッツチャットを紹介されました。身体の動きが悪

くなり、スイッチが操作できなくなるとコミュニケーション機器の業者にスイッチの

変更を依頼するということを繰り返し、現在はエアバッグで操作するようになりまし

た。また透明文字盤を併用したり、イエスの場合は左口角を 1 回動かす、ノーの場合

は 2 回以上動かすというような形で合図を決めました。加えて、目の動きで、眼球を

ぐるっとまわせば「文字盤で詳しく伝えたい」、パチパチとまばたきをすれば「枕の

位置をずらす」、など、よく使用する用語を取り入れました。レッツチャットにはい

くつもの、使用頻度が高い用語を入力してあり、少しでも操作する回数を減らせるよ

うにしています。 

今後、病気が進行することへの不安も大きく、現在すぐに必要があるわけではあり

ませんが、ＥＭＯＳを試用しています。 
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■F さんの病気の経過とコミュニケーションの変遷 

１）病気の経過 

F さんは、70 才代の男性で ALS 療養者です。50 歳代の時、上肢の筋力低下を感じ、

その後、転びやすくなるようになりました。発症から 2 年ほど過ぎたところで、飲み

込みにくさや話しにくさが出現するようになり、呼吸障害も強くなっていきました。

発症から 6 年目、気管切開し、人工呼吸療法をはじめましたが、この頃には四肢全廃

状態でわずかな力でセンサーなどを動かしていました。発症から 22 年、在宅人工呼

吸療法を行い 16 年目となり、現在動かすことができるのは目のみです。しかし、発

症から 16 年頃より、まぶしさや目の痛みを強く感じるようになり、部屋を暗くする

ことで対応しています。また、目の乾燥、充血、結膜浮腫、眼球運動の日内変動など、

目のトラブルが増えたため、少しでも眼の負担が少なく、コミュニケーションが速や

かにとれるようにと生体信号スイッチの練習段階にあります。 
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２）コミュニケーション手段の変遷 

F さんは、発症から３年目、呂律不良が著しくなっていきましたが、なんとか意思

疎通をとってきました。しかし、発症から 6 年、人工呼吸器を装着する頃には、足で

ポイントタッチスイッチを操作し、コールを押すようにしていました。また、アイコ

ンタクトや透明文字盤などを取り入れ合わせて使用していました。足での操作が困難

になると、ピンタッチスイッチに代え、額に装着し、操作するようにしました。しか

し、筋力は徐々に奪われていき、ピンタッチスイッチの装着はミリ単位で調整するこ

とが必要となりました。F さんは、透明文字盤を使用すると、文字を追うのに疲労感

を強く感じていました。目の動きが悪くなると透明文字盤の使用はさらに困難となり、

介助者が 50 音を読み上げ合図してもらう方法に変更しました。その 50 音読み上げの

方法も、発症から 10 年が経過した頃には、合図を送る目の動きが悪くなったため、

読み手が 初に 50 音の前半か後半かを確認してから、読むという工夫をするように

なりました。その後もコミュニケーションはとりにくくなり、なれた介助者でないと

意志をくみとることができなくなりました。F さんのコミュニケーションには、眼や

耳の病気や症状も影響しています。コミュニケーションがとりにくくなる中で、F さ

んは、発症から 18 年目の頃から、吐き気や頭痛、強い不快感を生じるようになりま

した。脈拍数が 100 回/分以上と変化していたり、眉間のシワを寄せていることに気

づいたときに、家族や支援者が確認し、本人の不快感、苦痛をくみとっていました。 

発症から 19 年目、生体信号スイッチである EMOS や MCTOS を使用するようになりま

した。また、現在、視線入力スイッチについても試用しており、少しでも眼に負担を

かけず、意志を伝えられることを目標に使用しているところです。 
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■G さんの病気の経過とコミュニケーションの変遷 

１）病気の経過 

 

 G さんは、40 歳代の男性で、ALS 療養者です。5 年前、走ると違和感を感じ、その２

～3 ヶ月後には右上肢の筋力低下を感じるようになりました。発症から 1 年、呼吸障害

が強くなり、気管切開し人工呼吸療法を開始し、発症から 5 年、四肢は全廃状態で、左

眼球運動は左右にごくわずかです。 

２）コミュニケーションの変遷 

 G さんは、発症から 8 ヶ月目頃から、話しやすさにムラがでてくるようになりました。

介助者に読唇してもらっていましたが、それも難しくなり始め、透明文字盤やアイサイ

ンを取り入れるようになりました。発症から２年４ヶ月、ファイバースイッチを試すよ

うになりました。初めはスイッチを頬につけていましたが、動きにくくなってきたため、

1 年ほどで額、まゆげに変更しました。同じ頃、伝の心やオペレートナビを使用してい

15



  

ます。現在は、眼球が左右にごくわずか動く程度で、閉眼することも難しいため、眼が

乾燥してしまいます。透明文字盤の中心部に、ボールペンを置き、右に眼球を動かした

ときはYes、左に眼球を動かしたときはNoというように合図を決め 小限の動きでYes、

No がわかるようにしています。スイッチが利用困難になったとき、MCTOS を試すよ

うになりました。センサーの装着部位は額、頬、左右の手指で現在、練習中です。 

 
 

■H さんの病気の経過とコミュニケーションの変遷 

１）病気の経過 

 H さんは、80 歳第の男性で、ALS 療養者です。70 歳代で発症し、発症から 11 年目に

なります。右手の使いにくさから症状が出現し、腕を挙げることが難しくなりました。

右手より左手の動きの方が良かったため、左手で補っていました。発症から 1 年、飲み
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込みにくさや話しにくさが生じ、発症から 1 年 7 ヶ月を過ぎた頃、経管栄養となってい

ます。呼吸障害も進行していき、発症から 1 年 11 ヶ月気管切開を行い、夜間のみ人工

呼吸器を装着し始めましたが、徐々に呼吸障害は悪化し、24 時間装着となりました。発

症から 3 年過ぎた頃から、急性膵炎、膀胱炎、血圧上昇、体温変動、というような体調

の変化がおきたりしています。発症から 7 年目、右目のまばたきは可能でしたが、それ

も難しくなり、現在は四肢全廃状態で、眼球の動き、随意筋の動きがない状態で、コミ

ュニケーションをとることが困難となっています。 

２）コミュニケーションの変遷 

 H さんは発症から 1 年経過した頃から、話しにくさが生じ、筆談となりました。筆

談に加えて、指先でジェリービンスイッチを操作し、パソコンを使用していましたが、

指での操作は易疲労感があり、手首にバンド固定などをし、スイッチを使用しました。

しかし、それでは、手指の疲労と調子にもムラがあり、反射様の動きもおきるように

なり、作業療法士が手作りをしたタッチセンサーを用いるようになりました。発症か

ら 3 年経過した頃、手や足ではスイッチの操作が困難となり、額の動きでピンタッチ

スイッチを使用するようになりました。白内障や、耳管機能不全もコミュニケーショ

ンに影響を及ぼし、加えて、まばたきによる易疲労、かすみ、眼の痛み、眼の充血が

おきるようになり、アイサインの伝達方法の工夫として①片目だけを注意深く見る 

②眼下のまぶたのところを注目する ③一度眼を閉じてから試す とし、Yes、No の

合図も Yes であれば動かす、No の時は動かさないというような工夫で対応しました。

また、発症から 5 年目 MCTOS を試し、1 日 2 時間ほどの練習を続けています。 
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3．療養経過とコミュニケーション手段の変遷のまとめ 

8 名の 20 歳代から 80 歳代の療養者の方のご病気の経過とコミュニケーション

手段の変遷をみてきました。B～H さんの病気の経過はさまざまであり、スピーキ

ングバルブ使用中の A さん以外の療養者の方の会話ができていた期間は、約 6 ヶ

月から 5 年間と個人差がありました。図２にコミュニケーション手段の変遷につ

いて示しましたが、ほとんどの方がスイッチやコミュニケーション機器を変更し

ており、発語や筆談の機能維持による言語メッセージから、合わせて機能代替手

段を併用する形をとっていました。スイッチに関しては、生体信号スイッチを含

めると２～6 種類の使用で、スイッチの変更は本人もしくは家族が業者に依頼し

ている方がほとんどでした。また、機器やスイッチの変更だけでなく、YES－NO

の合図を変更したりと、それぞれが工夫をされて、確実に意志を伝えられるよう

に工夫されていたことがわかりました。 
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Ⅲ．支援者養成のためのプログラムの作成 

8 名の方の工夫から、進行性の神経筋疾患の方のコミュニケーションを維持してい

くためには、 

1.  どんな手段・方法があるか？を知ること 

2.  その人に最も合う方法を、適時に選べること（支援者がなくてはならないこと） 

3.  既存のものでは使える手段がない場合に、新しいことを考えること 

が重要であることを教えて頂きました。 

そこで、これまでの成果を発展させる形で、下記の方法に関する具体的な実践や支

援方法をまとめ、これを普及していくことを考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．支援者に必要な意思伝達方法の理解 

 

 

会話 発語 ①スピーキングバルブ 

口話 ②口文字盤 

   ③透明文字盤 

入力手段 ④ スイッチ 

⑤ 新たな取り組み 

生体信号スイッチ 

LED センサースイッチ 
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今回は、どんな手段や方法があるか、具体的に知っていただけるよう、それぞれのコ

ミュニケーションの方法について、支援者側からは具体的な支援の例について、その方

法を実践されている方々からは課題や提言などについて、ご意見をいただきました。 

スピーキングバルブ、口文字盤については、現在実践されている方にその方法をご紹

介いただき、透明文字盤、口文字盤については支援者の方にその使用方法を説明いただ

きました。 

コミュニケーションの方法について、支援者側からは具体的な支援の例について、そ

の方法を実践されている方々からは課題や提言などについて、ご意見をいただきました。 

スピーキングバルブ、口文字盤については、現在実践されている方にその方法をご紹

介いただき、透明文字盤、口文字盤については支援者の方にその使用方法を説明いただ

きました。 

 
①機能維持言語－発語の方法（スピーキングバルブ） 

１．スピーキングバルブの発声方法 ～私の場合～  

宮田孝次 

使用前 

１．気管カニューレのカフエアを全部抜く。 

２．スピーキングバルブを付ける。 

４．換気量を 400ｍｌから 450ｍｌに上げる。 

５．発声。 

使用後 

１．スピーキングバルブをはずす。 

２．気管カニューレのカフエアを入れる。 

３．換気量を 450ｍｌから 400ｍｌにもどす。 
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４ ３ ２ １ ０ 

の と そ こ お 

ね て せ け え 

ぬ つ す く う 

に ち し き い 

な た さ か あ 

９８７ ６ ５ 

 ろ゛ も ほ 

戻れ゜ め へ 

んるよ む ふ 

をりゆ み ひ 

わらや ま は 

こういった手順で使用しています。H P にも載っていますので見てみて下さい。

http://kochabunet.web.fc2.com/。また、気切口から空気が漏れてしまうと、声を出す事

も難しいのと息苦しくなってしまうので、ガーゼを厚くしたり、ウレタン素材のスポン

ジをガーゼの上から挟んだりといった工夫をして、空気漏れ対策をしています。 
 
②機能代替非言語―透明文字盤 

２．透明文字盤の使い方  

                                堀口剛志 

Ⅰ 透明文字盤を使用したコミュニケーション 

 透明の板に５０音や数字など書き入れた

「透明文字盤」をとおして送り手(療養者)

と読み手(介護者など)が視線を合わせて合

図することで文字を拾い文章を組み立てて

いきます。アイコンタクト方式なので眼の

動きが維持されていれば、使用可能です。 

また、パソコンなどと違い、電源を必要としないため場所を選びません。しかし、一方

は逆さ文字になってしまうなど、会話によるコミュニケーションにはない困難さがある

ため、スムーズに読み取るためには、療養者、読み手とも練習が必要です。 

Ⅱ 実際の読み取り 

 ここでは、透明文字盤の読み取り技術に関する先行文献１）～６）に、著者が独自に脳神

経内科病棟勤務で透明文字盤使用経験５年以上の看護師にインタビューした結果を合わ

せて、説明します。 

１ 正誤（Ｙｅｓ－Ｎｏ）サイン 

 読み取った文字が正しいか、間違っているかを療養者は、何らかのサインを読み手に

送る必要があります。通常「まばたき 1 回がＹｅｓ、複数回のまばたき、もしくは、ま
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ばたきなしがＮｏ」が多いです。その

他に、大きく見開く、眼球を特定の方

向に動かす、頬を動かす、歯を鳴らす

など、さまざまなサインがあります。

療養者のやりやすい方法が良いですが、

さまざまな人がスムーズに読み取れる

よう、一般的な「まばたき」でのサイ

ンで練習することをお勧めします。 

２ ポジショニング 

療養者と読み手の顔が透明文字盤を挟んで、真正面（１８０度）に向き合うのが、

視線を読み取りやすい角度です。また、読み取りには時間がかかりますので、療養者、

読み手とも、できる限り、負担のかからない姿勢が望ましいです。そのため、療養者

と読み手それぞれに姿勢を整える必要があります。 

（１）療養者のベッドの角度は０～３０度程度が望ましいとされています。 

（２）角度を上げる時は、ベッド全体の高さを低くしたほうがよいです。 

（３）可能な限り、療養者は顔を読み手の方に向け、視線の動きがわかりやすいよう、

頭を動かさないようにします。効き目（優位眼）やまぶたの開き具合、眼の動き

などにより、療養者の右側・左側で、読みやすい方向がある場合がありますので、

確認してみてください。 

３ 透明文字盤の選択 

  透明文字盤の大きさは、小さいと携帯には便利ですが視線の動きがわかりづらく、

大きいと視線の動きはわかりやすいのですが眼を大きく動かさなければなりませんし、

携帯に不便です（通常、Ａ３サイズを基準に、Ｂ４、Ａ４と調整します。折りたため

るように工夫されているものもあります）。ある程度は、距離の調整で対応できますが、
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療養者と相談しながらちょうど良い大きさを見つけてください。 

４ 距離の調整 

療養者の眼と透明文字盤の距離は 30～40ｃｍ程度が読みやすいとされています。療養

者の視力、眼球運動の範囲から見やすい距離を見つけてください。読み手は、読んでい

るうちに、透明文字盤を療養者に近づけてしまう傾向があるので注意しましょう。とく

に老眼の療養者は、近づくと読みにくくなります。 

５ 光の当て方 

透明文字盤は、光が反射すると読み手が読みづらくなります。文字盤の角度を少し変

えることで反射位置をずらしてみましょう。一方、療養者は視線と光源が重なると眩し

かったり、文字が読みづらかったりします。療養者の目線をイメージしながら照明の角

度や強さを調整してください。 

６ 会話のテーマ 

 漠然と文字だけ読んでいると単語の切れ目などで、読み手が混乱してしまうことがあ

ります。まず、何のことについて話しているのか、会話のテーマをはっきりさせましょ

う。テーマがわかると読み取る効率が高くなります。 

７ 視線の動き 

 読み手の経験が浅いときは、文字盤の文字に集中してしまいがちです。文字に集中し

てしまうと、視線の動きがわかりにくくなります。読み手の焦点は、療養者の眼に合わ

せ、意識は、その動きに集中しましょう。一方、療養者には文字だけに集中してもらい

ます。透明文字盤は、はじめはゆっくり大きく動かし、徐々に小刻みに動かしていき視

線を確認します。眼球は上下にはあまり動かないので、文字の絞り込みは、左右（行）

から行うほうがよいと考えます。療養者によって、視線の焦点がずれる方がいます。決

めた文字を見てもらって、視線のずれを確認しておくとよいでしょう。 

８ 文字の確認 
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 読み手が焦っていると、矢継ぎ早に正誤の確認をしてしまいがちです。正誤の確認が

曖昧なまま読み進めると意味が通じなくなってしまうことがあります。そうなると読み

なおしが必要になり、読み取る効率が悪くなってしまいます。文字の確認は、一文字一

文字、確実に行いましょう。療養者によっては、表情も正誤の確認の手掛かりになるこ

ともあるので、表情の特徴も把握しておくとよいでしょう。長い文章を読む療養者に対

しては、読み取った文字を忘れないよう、メモをとったり、そのメモを療養者に確認し

てもらうのもよいでしょう。 

９ 可能な限り中断しない 

 読み取りを中断すると、読み取る効率が悪くなります。できるだけ、 後まで読み取

りを続けましょう。どうしても、中断せざるを得ない場合、そのことを療養者に説明し、

納得してもらってから中断しましょう。 

１０ 先読みに関して 

 読み取っている途中で、療養者の言いたいことに「察しがつく」ことがあります。そ

の時点で口頭で確認しがちですが、間違っていた場合、読み取る効率が悪くなりますし、

療養者の思考の邪魔になってしまいます。「察しがついた」文字を療養者の視線に合わせ

るようにして、一文字ずつ確認していきましょう。療養者との透明文字盤の読み取りに

慣れてきても、先読みの使用には十分注意しましょう。 

Ⅲ 心理的な側面 

 透明文字盤を使用したコミュニケーションには、通常の会話にはない困難さがありま

す。そのことから、療養者、読み手それぞれに心理的な影響があります。７）～８） 

１ 療養者 

 透明文字盤は、読み手の技術によって、読み取り速度が変わります。また、読み手が

慣れていないと、療養者の言いたいことが伝わらなかったり、伝わりにくかったりしま

す。「コミュニケーションは生きてる証し」「文字盤は一番早くて確実」という思いの反
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面、「文字盤だと感情が伝わらない」「文字盤の読み方がいろんな人がいる」というネガ

ティブな思いもあります。このことから、読み取り技術の向上と均一化が必要であり、

また、療養者の表現を途中で打ち切ってしまう「先読み」の使用には、十分注意する必

要があります。 

２ 読み手 

（１）透明文字盤の読み取りは、文字と文章化への集中が必要です。読み手に「焦り」

があると、集中力が低下し、読み取る効率も悪くなります。家事などで集中でき

ないようであれば、優先順序を判断して、調整し、ゆっくり読める環境を作りま

しょう。また、可能であれば読み手の交代も有効です。 

（２）主な介護者がいつも読み取っていると、透明文字盤での療養者の個性や癖を理解

でき、「気持ち」の部分を察することもできるかもしれません。コミュニケーショ

ンにおいて「用件の伝達」にとどまらず「気持ちの伝達」ができることは、とて

も大切なことです。しかし、療養者と特定の読み手の間でのみ通用するサインや

言い回しは、読み取る効率を良くする反面、読み手を限定してしまう側面があり

ます。そして、読み手の限定は、主な介護者の負担感につながる可能性がありま

す。日頃から様々な人と透明文字盤を使用したコミュニケーションを行うように

しましょう。 

Ⅳ 透明文字盤の作り方９） 

※身近にある材料を使い、実際にご使用になる方に合わせた「言葉」「レイアウト」「大

きさ」でお作りになるのが一番です。  

・手書きで作る場合、透明のアクリル板に 油性の太いマジックで書く方法が、一般的で

簡単に作れます。  

・四隅が手で持っていると消えやすので内側に文字を書くようにしてください。（手書き

で書いたものもパウチすることで消えにくくなります）  

26



  

・プリンターで作る場合、インクジェットプリンター対応の OHP シートに印字し、厚

手（150 ミクロン）のラミネートフィルムでパウチ処理をします。  

・A3 サイズで印刷することが多いですが、B4 や A4 が好まれる場合もあります。  
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③機能代替非言語―口文字盤 

3-1．口文字盤の使用方法 ～私の場合～  

北谷好美 

１）「５０音での会話法」について 

５０音を段ごとに横に読み上げてもらいます。「あ」の段なら「あかさたなはまや

らわ」と覚えてください。 

※よく間違えられる「い」の段は「いきしちにひみいりい」「う」の段は「うくす

つぬふむゆるう」、「え」の段は「えけせてねへめえれえ」と省かないで読上げてくだ

さい。 

やり方は、はじめに私が「あいうえお」を口で形作ります。口のあけ方で読み取っ

てもらい、「あ」だったら、介護者が「あ-か-さ-た-な-」と少し伸ばしながら読み上

げていきます。私が言いたい言葉のところで瞬き（１回）します。慣れていない介護

者の場合は、母音は瞬きを２回します（あいうえお）。母音以外の段を読み上げてほ
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しいときは、瞬きは１回です。 

・濁点は瞬きを２回します。（゛） 

・半濁音は瞬き３回します。（°） 

・‘ん’は 口を閉じて形を作ります。 

・‘を’は ‘お’で代用します。 

・吃音・拗音（ぁぃぅぇぉっゃゅょ）等は文脈で判断して下さい。 

それを繰り返して会話をします。読み取ったら、始めに戻って確認して下さい。もし、

途中で間違えていたら、始めから１文字ずつ確認をしながら読み上げてください。夜

など横になった状態では、口元が読み取れない事があります。そんな時には、介護者

が自分から「あ-い-う-え-お」を読み上げ、私が瞬きした段を読み上げてもらい、い

つもどおり会話をします。大切なのは介護者が一定のスピードで読み上げる事です。

あせらず、落ち着いて聞き取りましょう。よく一文字目を忘れてしまい、また初めか

ら聞き取り直す人がいますが、覚えられない人は初めからメモを取りながら聞き取っ

て下さい。また、介護者の私的な考えを挟み、勝手に単語を作ったりしないで読み取

ることに専念して下さい。話し手は私ですから。 

【口文字盤のメリット】 

１． 道具を使わない。いつでも、どこでも会話ができる。何か作業をしながら

でもできる。 

２． 顔の（口元）の筋肉を使うので、表情筋の筋力低下を防止しているかも。 

３． 声が出る人の場合は発声しているので、肺活量の低下防止に役立っている

のでは。 

４． ３に関連して、発音には舌の動きが必要なので舌も鍛えられているかも。 

５． 文字盤だと視線が文字盤に集中してしまうと思いますが、口文字だと目線

で読むこともでき、多くを語らなくても言いたい事を伝えられる。 ⇒ 電
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灯、エアコン、ＴＶ、ＰＣ、窓など 

６． 介護者が少し離れた場所にいても読み取る事ができる。 

７． 自分が話したい事を文字盤よりも早く伝えられると思う。 

【口文字盤の デメリット】 

１． 介護者が気づかずにいると話せない。 

２． 介護者の私的な考えを挟まれると会話が進まずに困る。 

３． 読み上げのスピードとリズムに気をつけないと一方通行になってしまう。 

４． 介護者の記憶力と読解力が重要。 

５． 言葉を知らない人には会話が通じず時間がかかる。 

６． 話の流れを汲むことができない、話の内容を理解できない人には対処の仕

様がない。 

７． 文章が長くなった時のため、「、」は右に首を振り、「。」は左に首を振るこ

とにしましたが、いかされていない。 

 
 

③機能代替非言語―口文字盤 

3-2 口文字盤の使い方               

     松田千春 

 文字盤の種類は大きく分けて、透明文字盤、指差し文字盤、口文字盤の３つに分けら

れます。前者の２つは文字盤が必要ですが、口文字盤の場合は道具を必要としません。

療養者が読み手の声を聞くことができること、療養者の Yes－No の合図について読み手

がわかること、この２つの条件がそろえば可能です。まぶたや眼球の動きが悪い方には

透明文字盤より負担が少なく、使用可能ともいえるでしょう。 また、移動中など揺れ

がある場合、透明文字盤で読むことはたいへんですが、口文字盤では透明文字盤を介さ

なくてもよいので、読みとりが可能となります。 

しかし、誰もがすぐに口文字盤を使えるようになるわけではなく、療養者と読み手の
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間での決め事や練習が必要となります。 

Ⅰ．口文字盤の実際 

１． Yes－No の合図を決める 

 透明文字盤と同じように、口文字盤でも Yes－No の合図をあらかじめ、療養者と読み

手の間で決めておく必要があります。ほとんどの方が「まばたき１回が Yes、複数回の

まばたきが No、もしくは動かさなければ No」と決めてコミュニケーションを図ってい

ますが、なかには、まばたきすることも困難で読み手が、まぶたを少し額の方にあげて、

「眼球を左（右）に動かしたら Yes、眼球を右（左）に動かしたら No、もしくは動かさ

なければ No」という方法であったり、「口角を動かしたら Yes、動かさなければ No」と

いうように、療養者の動かしやすいところで合図を決めておきます。 

２． １で決めた合図を療養者ができるように体位を調整し、読み手は合図を確認でき

るような位置に立つ 

３． 実際に読みとる 

 読み手が５０音表を音読していき、療養者の合図を読みとることになります。 

実際に口文字盤を利用している方は、それぞれの状態に合わせていかに確実に、スピー

ディーに読みとりをしてもらうかを考えていらっしゃいます。 

 どの方法であっても、頭の中には５０音表をイメージすると良いでしょう。ここでは、

２つの方法を説明します。  

１）母音の読唇後、子音を発音してもらい合図し選択  

 口が動かせる方は、まず口の形で母音の「あいうえお」を選び、段を選択します。次

に読み手が子音の「あかさたな・・・・・」を発音します。そのときに、療養者は自分

が伝えたかったところで合図をする、という方法です。 

２）母音、子音ともに読み手が発音し、療養者が合図し選択 

 １）と異なる点は、初めからパソコンの文字盤をスキャンするように、初めに母音を
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発音してもらい選択し、次に子音を選ぶということになります。 

 

療養者と読み手の息が合うまで、もしくは、まばたきすることが難しくなってきてい

るときは母音を発音している間、合図をしないで待っていることが苦痛であったり、ま

ばたきするタイミングが合わない、ということもおこります。そのため、F さんように

あらかじめ、５０音をあらかじめ分けて、伝えたい言葉は母音の前半、「あかさたな」に

含まれているのか、それとも「はまやらわ」に含まれているのかを確認してから、読み

進めても良いでしょう。 

 また、「だ」のような濁音や、「ぱ」のような半濁音、「っ」のような促音が言葉の中に

あるときは、異なる合図を決める必要があります。例えば、B さんは「濁音のときは２

度まばたきをする」、「半濁音のときは目をまるくする」というようにあらかじめ決めて

いらっしゃいます。一方で、濁音等で合図を増やすと疲労が強くなるということで、初

めから合図を決めていない方もいらっしゃいます。例えば、「かんかえたい」と話してこ

られたとき、「考えたい」ということであろうと推測がつきます。必ずしも、すぐに推測

できる場合があるわけではありませんが、お体の状態に合わせて工夫していくことが求

められます。 

Ⅱ．口文字盤を行う上での留意点 

１．文字の確実な確認 

 文字盤全般で同じことがいえますが、読み手の「読まなければ」という焦りや、「きっ

とこうで違いない」という先走った言葉の推測は、時として、コミュニケーションの効

率を悪くします。 

 また、実際に口文字盤を行っている C さんは、自分の伝えた言葉に読み手が私的な考

えを伝えずに代読することが大切だと話されていました。お話ししているのは療養者自

身であることを忘れないことです。 

２．療養者・読み手で繰り返し練習すること 
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 不慣れなうちは、読み手の発音と療養者の合図が合わず、かえってストレスに感じる

かもしれません。療養者が合図をおくるタイミングによって、「あ－か－さ－た－な」の

文字を少し伸ばす時間の調整が必要となります。 

 また、療養者は５０音表を頭におき、「さくらんぼ」と伝えたいとき、「さ」を伝える

のに「あ行」であること、「さの段」であること、次に「う行」であること、「かの段」

にあること・・・・というように、頭で組み立て話しをしていかなければなりません。

文字数が少なければ、それほど難しくないかもしれませんが、文字数が増えると、「伝え

ているうちに忘れてしまった」「読み手に確認されているうちにぐちゃぐちゃしてきた」

「どこまで言ったっけ？」というようなことがおこります。また、読み手も一字一字に

集中するあまり、前の文字を忘れてしまうというようなこともおこったりします。メモ

をとること、「ら」まで療養者が伝えることができたら、読み手が「さくら」と声にあげ、

次の文字に移行するということもお互いにとってスムーズにコミュニケーションをとる

方法となると思います。 

 
④入力システム 

４．入力スイッチ等  

 ALS に対するスイッチの適合と導入  

―スイッチ活用による意思伝達方法の確立を目指して― 

南雲浩隆  

Ⅰ．はじめに 

筋萎縮性側索硬化症(以下，ALS)によって四肢や体幹の運動機能低下をきたすと，関

節の可動域制限や手指の巧緻動作困難のために，日常生活上では身辺活動に対する介護

量が段階的に増加することになる。しかしながら，コミュニケーション関連の IT 機器で

は支援技術を用いることで，従来と同じように自立しての使用を継続することができる。

特にコミュニケーションは，日常の生活上で も必要性の高い道具の一つであり，様々
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なテクノロジーを駆使して開発された福祉機器やソフトウェアを使用することで相互の

意向や意思のキャッチボールが維持できる。本稿では，それらの福祉機器を操作する時

に必要となる入力スイッチの適合と使用法についてまとめた。市販されている代表的な

入力スイッチについて紹介するとともに，導入時にどのような視点からスイッチ選択を

おこなうのか，ALS の重症度に応じて説明を加えた。また，後半に押しボタン式スイッ

チ，クリップスタンド，PPS スイッチ，ピンタッチスイッチの使用手順とポイントにつ

いて記述した。 

Ⅱ．ALS の病態分類と身体機能経過 

 ALS の特徴は，全身の運動ニューロンの選択的変性による身体機能の低下である。感

覚障害はみられないが筋力低下と筋萎縮が徐々に進行する。これにより変性が肩甲帯に

及ぶと呼吸筋低下による呼吸障害が発現する。症状は，おおよそ上位運動ニューロン障

害，下位運動ニューロン障害，球麻痺，呼吸障害，精神症状である。病型を運動機能低

下を来す部位の観点からみると 1)上肢型，2)下肢型，3)球麻痺型の 3 タイプに大きく分

類されるが，その進行速度や筋力低下の広がりは一様でなく個人差の大きいことが特徴

である。 近では，運動ニューロン疾患(MND；motor neuron disease)の総称として MND

による疾患 4 分類がなされるようになり¹⁾，中枢運動神経系の障害部位から①ALS，②

原発性側索硬化症（PLS），③脊髄性進行性筋萎縮症（SPMA），④進行性球麻痺（PSP）

に分類される（表１）¹⁾²⁾。この疾患分類による障害部位の特定は，身体機能などの病

状変化や予後経過に大きく関連するため，その後の具体的な在宅療養生活を送る上で重

要な情報となる。一般的に PLS，SPMA では，運動機能低下がゆっくりと緩除である。

したがって生活環境を整えれば積極的な趣味活動などを取り入れた在宅生活を送ること

が可能で，QOL の獲得に向けた生活環境等への調整がうまく機能する場合は多い。しか

しながら，経過的に進行の早いケースでは，TLS（totally locked‐in state；完全な閉じ込

め状態のことで，外眼筋群の麻痺も加えたすべての随意運動筋が麻痺した状態で TPPV
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装着 5 年以上の療養者の 18.2％でみられる³⁾）については，既知の問題点として知って

おきたい。 

Ⅲ．ススイイッッチチ導導入入時時ののアアセセススメメンントト 

スイッチ導入に際して，介護者や関わる医療・福祉関係者が重度障害者用意思伝達装置

｢伝の心｣やパソコンなどの操作を自立してほしいと期待することは想像に容易なことで

あるが，特にスイッチを使って本人は何をしたいのか・するのか，またどんなことを表

現し，実現したいのか（テレビ操作・メール・読書・インターネット・ネットショッピ

ング，音楽鑑賞etc.），目的を明確にしておくことが大事である。ススイイッッチチのの使使用用目目的的がが，，

11..呼呼びび出出ししチチャャイイムム，，22..ココミミュュニニケケーーシショョンン関関連連福福祉祉機機器器のの操操作作（（重重度度障障害害者者用用意意思思伝伝

達達装装置置，，携携帯帯用用会会話話補補助助装装置置，，赤赤外外線線学学習習リリモモココンン，，環境制御装置（ECS））ののどどちちららかか，，

ままたたはは両両方方ななののかかとといいうう単単純純なな選選択択でではは，，導導入入後後のの活活用用にに結結びびつつかかなないい場場合合ももみみらられれるる。。 

Ⅳ．スイッチ設定の難易度と機能障害の程度 

市販 10種類のスイッチを設定の難易度と機能障害の程度についてまとめたものが図 1

である。通常は，1 つのスイッチを使用するとともに，スイッチ入出力制御機器を介し

てパソコンなどの福祉機器と呼び出しチャイムの 2 系統の出力を操作する。ここで取り

上げた 10 種類のスイッチを使用すれば，身体の残存機能を活用して 低限呼び出しチャ

イムを使用することが出来る。また，パソコンを使用するにあたり導入後のトラブルも

みられるので，身辺にパソコンの基礎的知識を有するものがいることが望ましい。パソ

コンベースのコミュニケーション支援機器導入時に，家族の援助が期待できない場合に

は，障害者 IT サポートセンターや市区町村社会福祉協議会のパソコンボランティアによ

る社会資源の活用をおこなうとよい。そして多くの場合，身体機能が 終的に残存する

部位は，上まぶたの挙上（ピンタッチスイッチ），または眼球の左右水平方向の動作（EOG

眼球運動センサースイッチ）である。生体信号を活用したスイッチは，現在改良がおこ

なわれているが，残念ながら誰もが確実に使用できる機能を有するまでには到達してい
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ない。しかし、脳波や血流から信号的に取り出すことに限定すれば十分可能である。 

Ⅴ．スイッチ選択のポイント 

1．運運動動ニニュューーロロンンのの大大脳脳皮皮質質運運動動野野へへのの投投射射領領域域ととススイイッッチチ使使用用  

大脳皮質運動野における身体部位の支配領域を平面上に投射して表示したものが図 2

で，運動野における手指の占める割合の大きいことに注目してほしい。したがって，ま

ずはスイッチを手指で使用できないか検討するのが原則である。2 番目に投射される領

域が大きい身体部位は頭部で，特に口周囲(口唇)の割合が多い。スイッチ操作部位の選

定時に，頭部または下肢の使用選択で迷った場合には，使用する福祉機器の種類にもよ

るが，下肢を選択した場合にはスイッチ入力時には通常タイミングが取り難いため，チ

ャイムの使用は可能であるがコミュニケーション機器などの正確なタイミングをもって

の入力が必要な操作部位としては不適切な場合が多い。その時には，頭頸部の左右回旋

動作を活用することになる。 

2．スイッチの導入・適合における留意点 

スイッチ操作に必要な要素は，1. 操作部位，2.スイッチの種類，3.スイッチの固定で

ある（図 3）。この 3 要素についてアセスメントをおこなう。スイッチ導入により，部分

的な身体部位の動作が確認できれば，10 種類のスイッチいずれかによって「伝の心」な

どのコミュニケーション支援機器や呼び出しチャイム，そして赤外線学習リモコンの使

用が可能である。 

また，スイッチの固定は，安定的かつ確実な操作を保障するために，頻回または長時

間の使用状況であっても動かないことが重要となる。操作スイッチ設定時の留意点は，

本人の要望にそって正確に操作できる部位を選択することで，複数の身体部位による操

作が可能な場合は，試用した上で本人に選択をゆだねるのが適当である。また，複数人

の介護者によるスイッチ設定をおこなう場合には，具体的設置方法を図で表示して誰も

が設置ができるようにする。さらに，テープでスイッチを固定する場合には，皮膚の炎
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症を予防するために皮膚の保護剤（キャビロン非アルコール性皮膜）の使用や貼り付け

位置の変更，一時的に取り外す対応をとる。そして，スイッチが正確に作動しているか

不安な場合には，作動音などにより動作が確認出来るセッティングをおこなう。不随意

な動きや瞬時の生理的な動きによる誤動作を防ぐためには，スイッチ入出力制御機器（図

6）が活用できる。 

3．AALLSS ののスイッチ適合の実際(図 4) 

 スイッチの導入に際しては，まず活用部位の選択をおこなうことがステップ 1 である。

基本的なスイッチ使用の身体部位は，手指による使用が前提であり，選択確認の順序は，

①手指→②下肢→③頭部→④前額部(額のしわ)→⑤上眼瞼の挙上(目を開き上瞼を持ち上

げる)→⑥眼球運動(左右方法)が一般的である。したがって，この順番で身体機能の状況

を確認する。ステップ 2 でスイッチ選択をおこなうが，筋力の低下によって運動の可動

域が制限され可動範囲が狭まってくると，押しボタン式スイッチの使用が困難となり，

接触式スイッチなどのセンサースイッチが必要となる。ステップ 3 でスイッチの固定方

法を選定する。図 4 に代表的な固定方法について記載したが，その他身近にあるものを

活用する場合も多く，スイッチ導入時には使用者本人の希望を配慮した方法を用いての

使用設定をおこなうことが大切である。本人の意向をもとに改良を加えることは，スイ

ッチ操作時の使用感に大きくプラスになる場合が多い。また，スイッチ操作を安定して

おこなえる状況であっても，機能低下による操作部位の変更が予測できる場合には，事

前に次段階のスイッチ試用を実施して使用可能という確認をおこなう。これにより，本

人の精神的な不安要素が低減できる。また，機能低下によるスイッチの変更は，補装具

の「重度障害者用意思伝達装置」として給付を受けた場合であれば，修理対応(1 割自己

負担)による新たなスイッチの給付が可能である。また，IT 関連のパソコンで使用する

スイッチであれば，日常生活用具の｢情報通信支援用具｣の制度が活用できる。これらの

社会福祉制度の活用に際しては，各自治体で実施内容や自己負担額が異なるため，詳細
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については市区町村の障害福祉課へ問い合わせる必要がある。 

Ⅵ．ライトクリックスイッチ，クリップスタンド，PPS スイッチ，ピンタッチスイッチ

の使用法 

 押しボタン式スイッチでは，図 7 のライトクリックスイッチがわずかな押す力により

オン－オフをクリック感によって確認しながら使用でき，スイッチオンまでの作動距離

(ストローク)が短く，手指のわずかな動きに対応できることが特徴である。図 8 に，ク

リップスタンドとタッチスイッチの活用について，また PPS スイッチの使用と設定を図

9 に，ピンタッチスイッチの使用法については図 10 にまとめて記載した。 

Ⅶ．おわりに 

ALS のスイッチ導入時，種々の製品から 適なスイッチを選択することは，なかなか

難しいとの印象を持つ方が多いが，適切なスイッチと固定用具があれば使用するための

設定は比較的容易におこなえる。今後，地域療養者が増えるにしたがって，スイッチ導

入時の共通な技術情報としての認識が汎化していくものと思われる。そして，スイッチ

変更に際しては，早急な対応が迫られる場合には，療養生活に関わるスタッフによる速

やかな対処によって生活上に支障をきたすことなく対応がおこなえるようになるであろ

う。 

（本稿は，南雲浩隆：ＡＬＳ；筋萎縮性側索硬化症の作業療法．身体作業療法クイックリファ

レンス，坪田貞子編，文光堂，東京，pp127-145 をもとにして出版社の了解を得て抜粋・加筆

し，再構成したものである） 

引用文献： 

1) 日本 ALS 協会編：新 ALS ケアブック，pp2-5，川島書店，2005 

2) 椿 忠雄：全国死亡票による運動ニューロン疾患の臨床的，疾学的，遺伝学的研究

1) 症例の同定と臨床的分析，昭和 48 年度厚生省特定疾患報告書 筋萎縮性側索硬化

症調査研究班－筋萎縮性側索硬化症の成因，治療，予防に関する研究－，15-18, 1973 

3) Hideaki Hayashi，Edward Anthony Oppenheimer：ALS patients on TPPV Totally locked-in 

state, neurologic findings and ethical implications。Neurology，61，135-137，2003 
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図 1  スイッチ(10 種類)設定の難易度と機能障害の程度 

注）スイッチの名称については図 4 を参照 

心語り、マクトス 
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図図22 運運動動ニニュューーロロンンのの大大脳脳皮皮質質運運動動野野へへのの投投射射領領域域  
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５.あらたな取り組み 

 これまで、言語・非言語入力スイッチ等の工夫をみてきました。残念ながらご病気

の進行によって既存のものでは対応が困難な場合があります。克服に向けた創意工夫

や技術革新にはめざましいものがあり、平成１４年では「第３のスイッチ」と期待を

こめて呼んでいたものが現実のものとなりつつあります。ここでは、LED センサース

イッチ、生体信号スイッチの現状についてお伝えします。 

 

⑤第３のスイッチ 

ＬＥＤセンサースイッチ（本間武蔵氏作成）について 

 ＬＥＤセンサーは、図１のように工業用の位置決めセンサーとして用いられてい

ます。このセンサーは、ＬＥＤ光を当てて戻ってくる反射光の量を常に測定し続け、

一定量以下になった場合スイッチが入るようになっています（図２）。反射光の変化

は光を吸収する黒やそれに近い色と光を多く反射する白やそれに近い色を見分ける

ことができます。それを図３のようにすることで、人の瞳の黒とその周辺の白目の白

やまぶたの肌色の差を見分けることができます。 

図１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         図２ 
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図３ 

 

 
左の図はファイバーを見つめているときで、ファイバーのＬＥＤ光は瞳の黒に吸収さ

れ反射値は５９であるのに対して、右の図では目をファイバーからそらしているときで、

白目の白は多くのＬＥＤ光を反射するため反射値は１０５と高くなっています。このと

き、しきい値（本文事例３では「閾値」）を、瞳の黒と白目の白の中間、８２にセットす

ると「見つめたときだけスイッチが入るように」なります（上記写真中の「35」は、し

きい値をまだセットしていない状況）。 

 
研究報告 

ＬＥＤセンサーを利用したスイッチの試験的使用 

 都立神経病院 コミュニケーショングループ  本間  武蔵 

 東京都神経科学総合研究所 中山  優季 

 都立多摩療育園 田中  勇次郎 
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＜研究の目的＞ 

 Ｈ１７年度より「ＬＥＤセンサースイッチ」の開発に取り組み、ＬＥＤセンサーは眼

球や皮膚の３ｍｍ程度の動きを正確に検出し、コールやパソコンのスイッチとして利用

できることがわかった。しかし、これはベッドサイドでの患者、約２０名への各々数分

程度の試用での実用性の確認であり実際の生活に導入するには、長時間使用での実試用

での問題点と課題を明らかにする必要があり、それを本研究の目的とした。 

＜対象＞ 

実用的使用をしていただける患者を対象にナースコールスイッチとしての使用、パソコ

ンの入力スイッチとしての使用をお願いした。 

事例１）ＡＬＳ  病歴２１年 在宅呼吸器療養 現在ＭＣＳ期。６年目に眼球運動疲労

（文字盤での文字追い困難）１９年目から急に眼球運動障害が進行し、それまでかろう

じて Yes/No 伝達していたが、現在は、脈拍数の変化（100 以上）と眉間のしわで苦痛

判断するに至っている。MCTOS（生体信号）では、安静時と動作時の波の変化がほと

んどみられない、波の強弱変化に時間がかかり、総じて感情の表出が困難な状態である。 

 本例に対して LED センサースイッチを反応をひろうために用いると、呼びかけ後の

ゆっくりした開眼時のまぶたの動きをひろうことができた。（ただし、その開眼自体に随

意性があるかどうかははっきりしない）しかし、その後の介護者のセッティングでは、

LED センサーの位置がまぶたから額にずれたまま使用していた。また、皮膚の微少な動

きがひろいきれていない様子だった。そこで、

LED センサーをそれまでのメガネフレームに固

定していたのを、ベッドサイドにたてたアームに

固定する方法に変更した。さらに、皮膚に高輝度

反射テープを貼り、かつ、LED アンプの出力を上

げ、LED 光を平行光レンズにて絞り込む等の改良

50



  

を加えた。 

その結果、まばたきや額のより微少な動きをひろうことが可能となった。しかし、「ま

ぶたには一切いじらないでほしい」、「アームをベッド周辺に設置するのは大変」という

２点の理由で試用は中断となった。 

 
 事例２）ALS  ５３才男性 病歴８年 在宅呼吸療養 ２年目から呂律が回りにくく

パソコンキーボードを用いてコミュニケーションを行う（伝の心使用開始）。３目年目か

らは 文字盤を導入し、アイコンタクトや表情で日常コミュニケーションをするように

なる。 ７年目で伝の心用エアバッグスイッチ位置を足裏から膝裏に変更した。 

 本例では、パソコンとホームコールとして LED センサースイッチを用いた。 

 

２週間の試用では、反応のよすぎでスイッチが入りすぎること、メガネフレームの煩わ

しさについて改善の必要性がわかったため、メガネ固定を事例１同様の体外アーム固定

に変更し、高輝度反射テープを用い、また眼球の動きではなく額の動きを検出する方法

に変更するなどの改善を加えた。 

しかし、改善したものの試用しないうちに病状変化により眼球と目の回りの動きの悪
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さを自覚するようになったため、大事をとって中断となった。 

 
 事例３）ALS 75 才女性 病歴２年 呼吸器なし ホスピス入院生活。診断後１年で構

音障害、右手筋力低下と歩行時の膝折れが出現。２年目に胃瘻造設。球麻痺、右上肢、

両下肢脱力進行。発語不能となったため、コミュニケーションは、筆談→指さし→足さ

し→視線文字盤を使用。家庭療養困難なため、ホスピスに入院するが入院後も、筋力低

下が進み、ベッド上生活となる。その後、呼吸苦も出現し、夜間ＣＯ２が上昇し、明け

方のコールが困難となった。本例には明け方にナースコールが確実にならせることを目

的とし、額からアームを立て LED センサーを「見つめること」でコールできるようセ

ッティングした。 

 
連続使用は順調であったが、使用開始後１４時間２０分で、見つめていないのにスイ

ッチが入りっぱなしになってしまうことが起きた。原因を検索するとＬＥＤ光を発する

ファイバーの先端に虫様のものが入っていることがわかった。そこで、障害を除去（平

行光レンズの中にある虫様の塊は取り出せず、レンズそのものを取り外した。）すると、

入りっぱなしは改善した。 
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H21.1.18 夜（レンズ除去後）から現在（２/ １７）まで問題なく動いている。この間、

夜中のみの使用となっているが、眠れるようになったためコールとして使用することは

なかった。 

 
 
連続使用結果 

日付 時間 状態 見つめない 見つめる 閾値   

H21.1.17 16:40 セット 98 63 80   

  18:15 体位変換後 98 68 80   

  21:00 体位変換・吸引後 98 60 80   

  21:45 寝入り 98 62 80   

H21.1.18 0:00 体位変換後 98 80   

  3:00 体位変換後 98 76 80   

  6:00   98 63 80   

  7:00   60～64 56 60 鳴りっぱなし
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日付 時間 状態 見つめない 見つめる 閾値   

  7:10   54 53 53 鳴りっぱなし

  7:45   56 52～54 50 鳴りっぱなし

  11:15 カーテン開閉 56～57 52～53 50 鳴りっぱなし

  14:20 

平行光レンズ掃除

（虫？） 
  鳴りっぱなし

H21.1.18  15:50 室内照明調節 65 53 50 鳴りっぱなし

 19:30 平行光レンズ除去 120～210 21～40 78   

  20:15   180～220 15～38 78   

  20:30   196～216 21～23 50   

  21:35   86～88 24 50   

H21.1.19 0:15 体位変換 124 37 50   

  3:20 体位変換 73 14 50   

  6:00 体位変換 61 45 50   

  8:30 メガネ・ＴＶ鑑賞 420 16 50   

  12:00 エアバッグに変更    

  16:00   82～111 14～18 50   

  17:00   96～101 11～15 50   

  18:00   120 12～21 50   

  18:30   102～121 16～18 50   

  19:00   98～112 15～19 50   

H21.1.20 17:00   101～125 13～16 50   

  17:30   95～108 14～18 50   

  18:00   111～120 12～16 50   

  18:30 メガネ・ＴＶ鑑賞 88～93 16～18 50   

  19:00   82～85 18～20 50   

H21.1.21 16:00   118～125 15～18 50   

  17:00   98～121 13～19 50   

  18:00   111～122 12～16 50   

  19:00 メガネ・ＴＶ鑑賞 89～101 11～15 50   

H21.1.22 16:00   96～122 15～20 50   

  17:00   99～118 16～22 50   

  18:00   105～124 14～18 50   

  19:00 メガネ・ＴＶ鑑賞 90～113 20～28 50   

H21.1.23 16:00   105～130 14～19 50   

  17:00   112～128 15～19 50   

  18:00   98～120 18～21 50   

  19:00 メガネ・ＴＶ鑑賞 85～90 19～26 50   

     

H21.1.24 16:30   99～119 12～18 50   

  17:00   103～122 13～20 50   

  18:00   114～126 13～21 50   

  19:00 メガネ・ＴＶ鑑賞 80～89 21～32 50   

H21.1.26 17:30   105～118 14～17 50   

  18:00   115～124 15～20 50   
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日付 時間 状態 見つめない 見つめる 閾値   

  19:00   120～129 12～19 50   

  20:00 メガネ・ＴＶ鑑賞 88～99 18～27 50   

H21.1.27 16:00   95～118 11～15 50   

  17:00 メガネ 111～123 20～31 50   

  18:30   114～130 12～16 50   

  19:00 メガネ・TV 鑑賞 90～108 22～30 50   

患者の感想は「額への装着も、光自体も気にならない」とのこと。また、自分で光を

見ることで「しっかりコールしている」という意識ができるので、安心感があり使いや

すい、とのこと。さらに「パソコンに使用して詩を詠み、メールをしたい」と前向きな

面までみられるようになってきた。  

 
 事例４）ALS  ５０才女性 経過６年 在宅 BiPAP 療養。現在２４時間ベッド上生活 

 目の前の人とのコミュニケーションは、マスク下からの発話で可能。日中、パソコン

操作することが非常に多く、現在エアバッグスイッチを用いているが使いにくさが増し

てきており、目での入力体験を希望された。 

そのためパソコン操作を目的とし、パソコン入力に役に立つようにＬＥＤセンサーセ

ッティングの調整を繰り返した。 

  
 
その結果、パソコン入力には、素早い動作反応と回数多くスイッチ操作しても疲れに

くいことが必要で、そのためには、支柱の位置、高さ、肌に触れる面の感じの微調整が

重要であることがわかった。これらの点を考慮して１週間セッティング調整を繰り返し

た結果、 実際のパソコンで、「文字を入力する」「印刷する」「Windows 操作をする」「音

楽を聴く、写真をみる」などのパソコン操作が、手のエアバッグスイッチと同程度に可
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能となった。 

  
 

 事例５）急性脳症後遺症 てんかん ９才 特別支援学校 訪問学級３年生。ADL 

全介助。随意運動はまばたきのみだが安定性に欠ける状況だった。本例に対してＬＥＤ

センサーを在宅で試用すると、「まばたきの時は必ず作動するので、とまどうことがなく

なった」とのことだった。 

 

現在は使用継続１年だが、LED センサー（光源を見つめるタイプ）をＶＯＣＡ（Voice 

Output Communication Aid ：音声意思伝達装置）に接続して、訪問学級の授業や学芸

会など、学校行事の「返事」に活用 している。  

 
＜まとめ＞ 

 ＬＥＤセンサーを、実際生活の長時間使用では、セッティングの方法が重要になる。

一方、LED センサーの反射値は、周囲の状況の影響は受けにくく、固定がしっかりし

て位置関係が変わらなければ安定している。そして 実際に用いると、まったく予想外の
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ことが起きる（虫）ことがある。また、患者からの要望が多い体の外に立てた支柱は、

本人に装着の負担は少ないが、位置がズレやすい。また MCS 期や重身児にとっては、

随意性以上に「反応」としての意味合いが大きいということがわかった。 

 
 
 
⑤第３のスイッチ 

生体信号を用いた方法 ‐MCTOS について－ 

生体信号スイッチの普及を目指して 

               大西 秀憲 

１．はじめに 

 TLS(Totally Locked-in State)になった療養者のコミュニケーション手段は非常に難

しく、また方法も限られています。その数少ない方法の一つとして生体信号(Biological 

Signal)を利用する「生体信号スイッチ（以下、本製品と略す）」があります。 

（尚、弊社では生体信号スイッチを「バイオスイッチ」と商標登録して呼称しています） 

病気の進行により、眼球も動かなくなった療養者のコミュニケーションを支える本製

品を普及させるには様々な課題があります。ここでは、本製品が更に多くの療養者に普

及することを願って、そのしくみを始め、これまでに取組んできた経緯と今後の課題に

ついて概説したいと思います。 

 

２．生体信号スイッチとは？ 

２－１原理 

人の身体には誰にでも複数の生体信号があり、それは「脳波（脳電位図：EEG）・筋

電信号(EMG)・眼電信号(EOG)」として一般的に知られています。 

脳波は脳の大脳皮質で、筋電信号は筋肉の伸縮で、眼電信号は眼球の動きによって、夫々

発生し、その検出は皮膚面に電極を貼付して容易にできることは周知の事実です。 

図１は検出した生体信号の一例です。 
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20µV

40µV

30µV

10µV

0

30Hz

8Hz
Alpha
12Hz

Beta
20Hz

Delta

意識的に変化させた生体信号の記録（例）

電圧

4Hz t1

t2
t3

t0

時間周波数

図１

 
一方、生体信号は人が意識的にコントロールできる一面があります。例えば生体信号は、

怒る・興奮するなどの時は強く、平常な時は弱く、あるいは顔の筋肉を動かした時は強

く、何も動かさない時は弱い信号が観測されます。 

図２は人が平常な時と興奮した時の生体信号の一例を示します。 

 

図２ 

生体信号の二つの状態と
アルゴリズム

relax Exite

→ Hz

レ
ベ
ル

←
ｽﾚｯｼｮﾙﾄﾞﾚﾍﾞﾙ

 

平常な時(Relax 状態)は信号（縦棒）が低く（小さく）、興奮した時(Excite 状態)は高く

（大きく）なります。そして、平常な時は本製品が作動せず、興奮した時に「出力信号」

が出るようになっており、この出力信号でパソコン・VOCA・ECS・その他の機器を操

作します。本製品は、これを原理としています。 
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図３は本製品の原理図一例を示します。 

図では３種類の生体信号を額から検出していますが、３種類全てが必要ではなく、ど

れか一つの信号で充分です。また額からの検出は一例であり、頬でもよいし、もし指や

足の信号が使えるようであれば、その部分からの検出で良いのです。要は、療養者の残

存機能を観察して、図１に示す信号の変化が得られる部分なら、どこから検出しても制

約はありません。検出した生体信号は、装置内部（図ではバイオスイッチ）に入力され、

様々な信号処理を行って、結果的に図で示す「出力信号」を得ます。要するに本製品は、

生体信号を汎用的な信号に変換する変換器であるといえます。 

図３                  図４ MCTOS DX 

EOG

EEGEMG

Bio Switch（バイオスイッチ）
生体信号＝Bio Logical Signal

MCTOS

EMOS
←汎用信号 ←

MCTOS : EMG・EOG・EEG

EMOS ：EMG・EOG

Bio  Switch

IN
OUT

「バイオスイッチ」はテクノスジャパンの登録商標です

USB

A接点信号

生体信号

 
 

２－２ 種類 

本製品は図４～６の３種類があり、それぞれの特徴は次の通りです。 

MCTOS DX  図４ 

 最もベーシックな製品であり、AC 電源専用。 

適合： 眼電・筋電信号が強く出る（出せる）人、外出時に不要な人。 

 MCTOS WX  図５ 

 液晶ディスプレイを標準装備して、充電電池により携帯型 

適合： 全ての人に適合。 
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図５ MCTOS WX 

 
 

 EMOS PX  図６ 

  最低限必要な機能に絞り込んだ簡易型（携帯型） 

適合： 肢体・指・顔の筋肉・眼球が少しでも動く人 

 

図６ EMOS PX 

 
 
Note: 
MCTOS : Mind Control Tool Operation Switch 、対象は脳波・筋電・眼電信号 

EMOS : EMG and EOG Switch 、対象は筋電＆眼電信号 

 

３．なぜ生体信号スイッチが必要か？ 
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３－１ 背景 

 一般的にコミュニケーション機器（パソコン・VOCA・ECS・ブザー・チャイムなど）

の操作はスイッチ又はセンサー（まばたき、タッチなど）で行います。しかし、TLS の

療養者には、指はもとより、まばたきも眼球の動きも使えないので、物理的な動きを必

要とするスイッチやセンサーは全く適用できません。従って、意識はもちろん、意思も

思考も極めて正常であるにもかかわらず、自ら伝える手段がないために、コミュニケー

ションが不可能となるのです。手段を失った療養者の心中は察するに余りあります。 

ここに本製品が必要となる理由があります。つまり、全ての機能を失った療養者の究極

の手段としての役割です。 

図７は MCTOS とパソコンを接続したイメージ図です。 

（接続は MCTOS WX に付属の USB ケーブルで可能です） 

       図７ 

バイオスイッチは究極の入力手段！バイオスイッチは究極の入力手段！

操作

意思伝達

PC 音
ピッ

バイオスイッチ

音を出す！

 
 

３－２ 使用の条件 

本製品は誰でも簡単に使えるとは限りません。人の生体信号を利用するために、使用に

あたっては次の条件があります。 

 ○ 意識と意思がはっきりしていること 

 ○ 耳が聞こえ、言葉が理解できること 

 ○ 不随意運動がないこと（又は少ないこと） 
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３－３ 本製品に対する誤解 

本製品を正しく理解して下さい。一般的に次の様な誤った認識（誤解）があります。 

 １ 誤解の内容 

    ○ MCTOS は、思っていることが伝わる。 

    ○ MCTOS は、頭で念じたら働く。 

    ○ 使うのが難しく、使用者は少ない（又は限られている） 

    ○ 正答率が低い（誤作動が多い） など。 

 ２ 正しくは 

    ○ MCTOS は、思った、念じた、だけでは絶対に使えません 

    ○ 正しく、使い方を理解した介助者が居れば多くの方が使えます 

    ○ 製品の正答率が低いのではありません 

       生体信号特有のバラツキと使用者の不慣れによる誤作動です 

 

図８ 

MCTOS WX ブロック図

↓

→ →

↑

↑

→
→

→

電極

増幅
A/D

FFT

演算

制御

LCD

５-Key

出力

A接点

USB

マウス左クリック信号

3.5mmミニジャック

 

３－４ 働き 

 本製品は生体信号を利用するため物理的な動きを必要とせずに、スイッチやセンサー

と同じ働きをする「スイッチ」です。 
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  ○ 出力信号 

     ① リレー接点出力（a 接点）・・・3.5mm モノラルプラグで供給 

     ② USB 出力 ・・・マウスの左クリック信号と同じものを出力 

更に、電子音と LED ランプの両出力を備えているため、これらを使った「YES/NO」

の意思伝達装置として使用することが可能です。 

図８は MCTOS WX のブロック図です。 

 

３－５ 成功のポイント 

本製品を使ってコミュニケーションを成功させるポイントを列記します。 

１． 使用の目的がはっきりしていること 

２． 療養者本人の強い希望と意志が固いこと 

３． 介助者も強く望んでいること 

４． 介助者が本製品を理解していること 

５． 途中で諦めないこと 

６． メーカーと療養者を結ぶ支援者の存在 

 

４．これまでの取組み 

４－１ 製品の開発と改良 

１９９７年に MCTOS DX を開発し、１９９９年１月から販売を開始しました。以後

も研究開発を続け、２００３年６月には、充電電池による携帯化と応答速度のリアルタ

イム化、更に液晶ディスプレイを備えた MCTOS WX を開発し、販売開始しました。

これによって療養者の外出時の使用が可能になりました。更に、より使いやすくするた

めの研究開発を続け、２００６年８月、パターン認識と学習機能による新アルゴリズム

を搭載した MCTOS WX を開発し、販売開始しました。 

図９は新アルゴリズムを検証するための臨床テストの概況です。 
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        図９ 

新アルゴリズムの臨床テスト概況
（２００７・４～２００８・７で実施 n=２8）

総 合 評 価

使用可 可能性有 使用不可

１６ ９ ３

備考 ： 対象者＝TLS・療養者

テスト時間＝１．５～２時間／１人

可能性有＝今後のトレーニングにより 使用可との判定

使用不可＝意識が不明と思われる難病療養者

 
このように１９９６年生体信号スイッチの開発に着手以来、約１２年間、より使いや

すくするための研究を続けています。企業経営的に見ると、開発投資と経費ばかりで回

収（収入）は、ほとんど無く、使命感だけで取り組んでいるのが現状です。 

４－２ 告知 

本製品を使って頂くためにはまず知ってもらわねばなりません。 

告知方法として、展示会（HCR）、ATAC（京都）、日本リハビリテーション工学協会、な

どで展示と説明と機器の体験を行いました。また、積極的にメディアへ情報を提供した

結果、TV や新聞で使用者が紹介されるようになりました。報道されると家族や介護者な

どから非常に多くの問合せがあります。 

 
４－３ 療養者への対応 

問合せの内容はほとんど同じで、①使いたい、②（試したいので）貸してほしい、で

す。実はここからが問題なのです。まず、機器を送っただけではどうにもならないし、

説明しても絶対に分からない。そこで、熱心に依頼される方には訪問（説明及びテスト）

の約束をする事になります。 

機器一式が入った重いカバンを提げて、時には飛行機で療養者宅に行くこともありま

64



  

す。そして約２時間テストをします。その結果、使える、又は使えそうだ、となれば必

ず「貸出し」を希望されます。そして、弊社から貸し出すのですが、希望が多いため、

非常にたくさんの貸出し機を準備しています。これらの機器は全て弊社の資産であり、

もちろん貸出は無料なのです。一応、ルールで貸出は２週間と定めていますが、守られ

た事はほとんどありません。その間に、調整や設定が分からなくなると、電話での対応

は不可能で（家族の方が本製品を理解していないため）、結局、再び訪問することになり

ます。場合によっては、引き取りにも、訪問しなければならない時があります。もちろ

ん、旅費交通費を含む、全ての費用が無料（全額弊社負担）です。以上のように、弊社

が１対１で「個別対応」しているのが実体であり、この対応には限界があります。 

図１０、図１１は使用者及び被験者の一例です。 

図１０                 図１１           

被験者の例１
５５才、ALS （東京）

貼付け形ディテクタ

 

５．現在の取組み 

物理的な動きの残存機能があり、スイッチやセンサーが適用できる療養者へのサポー

トにおいても、専門知識や多くの労力を必要とします。まして、TLS 療養者においては、

コミュニケーション手段がないため、本製品の説明やテスト時に多くの困難と労力が必

要です。１企業のボランティア的な取組みでは、全国の広い地域で多くの療養者に対応

するには限界があります。しかし、放置はできません。私は、関係者が「図１２」の役

使用者の一例
２１才、W・H （兵庫）

VOCA+ECSMCTOS

パソコンゲーム
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割分担をすべきだと強く思っています。そこで、全国に「支援ネットワーク」を作りた

いと呼びかけをはじめました。それは、メーカーと療養者の間に立ち、説明・テスト・

設置・フォロー等を担当して頂ける支援者の間のネットワークです。これができれば、

まだまだ潜在化している多くの TLS 療養者に希望が出てきます。実は、2008 年 8 月の

難病看護学会と 9 月の HCR で支援者の呼びかけをした結果、すでに次の所から支援を

頂いています。 

○ 群馬県難病相談支援センター 

○ 横浜市総合リハビリテーションセンター 

○ 北九州市障害福祉センター 

支援をお約束頂くと、弊社から機器のレクチャーと機器貸与を行うことがあります。 

これによって一人でも多くの TLS 療養者に手を差しのべることができればと願ってい

ます。 

ぜひ皆様も「支援者」になって下さい！お待ちしています。 

 

図１２ 

望ましい役割分担

販売店

メーカー

開発・製造・修理

広報

販 売 療養者

(家族）
支援者

⇔ ⇔

調整・取付け

テスト・試用

アドバイス etc.

支援者の存在が非常に重要！

 

６．普及への課題 

６－１ 適合の課題 

本製品は全く見えない信号を対象にしているため、療養者への適合には次の課題があ
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り、これらを良く理解しないと成功しません。 

  １．信号の出し方は？ 

      出す「コツ」の伝え方・教え方が難しい（コミュニケーション不可） 

      条件設定と調整 

       ＊人によって使う信号と出し方が異なるため 

  ２．使い方の指導方法は？ 

      だれが、どのようにして教えるのか？ 

      また、トレーニングの方法をどのように指導するか？ 

       ＊条件設定と調整 

  ３．お試し（テスト）の方法は？ 

      だれがテストを担当するか？  

       ＊単に貸出しただけでは「絶対に」使えません 

従って、支援者の存在が非常に重要なのです。 

図１３はパソコン以外の機器と組合せた使い方の例です。（子供には玩具も有効です） 

使い方の例（何と接続するか？）

MCTOS WX

チャイム

＋ VOCA

電動玩具

 

６－２ 問題点 

本製品の普及を図る上で期待すること（困っていること）を列記します。 

 １．支援ネットワークがほしい 
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    療養者宅への訪問テスト 

    （導入後の）アフターフォロー 

 ２．指導者・導入支援者を多く育成したい 

 ３．全国に支援窓口の設置 

 ４．窓口に実機の常備が必要 

 

６－３ 支援者・導入支援者 

 以上説述したように、本製品の普及には支援者の存在が不可欠です。 

役割は次のような内容です。 

 １．療養者への説明及びテスト 

 ２．試用時の支援 

 ３．導入時の取付け及び調整 

 ４．導入後の使用アドバイス及びフォロー 

 ５．製品のトラブル（故障を含む）への一次的対応 

以上について、「療養者及び家族」と「メーカー（販売店）」間の潤滑油的役割をして

頂くことで、普及への前進が図れると期待します。 

 

６－４ 貸出用機器 

テスト用機器、練習用機器など貸出用機器は、各市町村で揃えるべきです。 

そうすることにより、市民は安心して貸出を利用できます。 

 

６－５ 補助制度 

本製品は「重度障害者意思伝達装置」の一つになっています。 

そして意思伝達装置は、補装具費支給制度の中の「肢体不自由の補装具」に分類されて

おり、購入に際しては申請と判定により補助金が支給される場合があります。 

これまでに本製品は９８％の人が「補助金」を申請され、使用されています。問題は
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補助金適用の可否判定にあります。判定基準に基づいて行う判定が、自治体（判定員）

によって若干異なります。首都圏の実例では「正答率が低すぎる、１００％質問に答え

られないと認めない」など（弊社が好意で貸した機器を短期間使った状態で）パーフェ

クトを求める判定がありました。これは実におかしな話であり、TLS 療養者（つまり意

思伝達不可能）は、そのままでは可能性は「０％」です。その０％が本製品を適用する

ことによって、例え３０％でも５０％にでもなれば、大変な進歩であると私は思います。 

他の方法が存在しないのであるから、（本製品を信じて）日々の使用によって少しでも

正答率が上がっていくように取組むのが現実的ではないでしょうか。また、判定に当た

っては「本製品のしくみ」と TLS 療養者について充分に知るべきであると思います。 

 

７．おわりに 

 スイッチが押せない、センサーが使えない、以前には使っていたが現在は使えなくな

った、などの声を聞くと、コミュニケーションを諦めている療養者が一人でも多く、本

製品を適用して、再び意思伝達を取り戻して頂きたいと願っています。 

しかし、縷々述べてきたように、「見えない信号」を利用する高度な製品のため、適用

と導入及び使用には、真摯なサポート体制と多くの時間が必要な面を持っています。１

企業による取組みには、おのずから限界があり、本製品の普及には全国的な支援ネット

ワークが必要であると痛感しています。 

コミュニケーションは人間の尊厳です！ぜひ意思伝達手段を失った療養者の QOL 向

上のため、共に取組みたいと願っています。 
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研究報告   ⑤第３のスイッチ 

生体信号スイッチ －こころ語り－ 

脳血流による意思伝達方法の現状について 

－Ｙｅｓ／Ｎｏ判定装置「心語り」の開発と使用方法－  
（株）日立製作所 小澤邦昭 木戸邦彦 伊藤嘉敏(元所員)       東京女子大学 内藤正美 

 エクセル・オブ・メカトロニクス（株）金澤恒雄 尾形勇    元日本ＡＬＳ協会理事 柳田憲佑 

1． はじめに 

 進行性神経難病ＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)患者は、症状が進むと、動かせる身体部

位が全くなくなるケースがまれにある(完全閉じ込め症候群)。この状態の患者でもコン

トロールできる生体現象として、頭脳の血液量の変化がある。患者が頭脳を働かせると

その血液量の波形からＹｅｓと回答し、リラックスするとＮｏと回答するＹｅｓ／Ｎｏ

判定装置「心語り」を開発した。近赤外線を利用して血液量の変化を図る光トポグラフ

ィの応用例である。「心語り」は２００５年１２月にエクセル・オブ・メカトロニクス株

式会社から製品化し、２００８年１２月末時点で出荷台数は累積５７台である。 

２． 測定原理１) 

 患者がリラックスしている状態から頭を使う状態に変わると（例えば暗算をすると）

前頭葉の血液量が増える。リラックスしたままだと血液量に変化はない。患者は頭を使

うか、リラックスしたままかを選択することにより、質問に対するＹｅｓ／Ｎｏ回答を

装置に答えさせることができる。血液量測定には、人体を透過しやすい近赤外光を使う

（図１参照）。 
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３． 装置概要 

「心語り」の装置は１）額装着部、２）信号処理部、３）Ｙｅｓ／Ｎｏ判定プログラ

ムを組み込んだパソコンからなる（図２参照）。１）額装着部は光源と受光素子からなり、 

伸縮性のあるベルトで患者の額に固定する。光源として発光ダイオードを使用し、戻

り光量の測定には PIN フォトダイオードを使用する。２）信号処理部では戻り光量を電

気信号に変換する。戻り光量の変化データをＵＳＢ接続のパソコンに送り、３）判定プ

ログラムでＹｅｓ／Ｎｏを判定する。 

４． 測定の概要 

「心語り」は頭蓋骨を通り抜けて戻ってくる散乱透過光を測定する。一般的に、Ｙｅ

ｓの場合は戻り光量が減る。これは大脳の活動による血液量の増加が原因で、増加した

血液に光が吸収されるからである。一方、Ｎｏの場合は血液量が変わらないので、戻り

光量も一定になる。戻り光量の波形はＹ／Ｎのときで異なる（図３参照）。 

 

図３ 戻り光量の波形 

 
測定は安静期間、回答期間、安静期間の３区間からなる（図３参照）。最初の安静期間

は計測を始めるための準備期間であり、回答期間はＹｅｓ／Ｎｏの回答を得る区間、最

後の安静期間は回答期間とのデータ変動の差異を見る区間である。各区間は１２秒であ

り、一つの回答を得るのに３６秒かかる。 

Ｙｅｓと回答するときは、安静、活性、安静のように頭を働かせる。最初の安静では、
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脳の血液量が変動しないように、例えばゆっくりと数をかぞえるなど一定の負荷をかけ

る。回答区間では、暗算をできるだけ早くする、歌をできるだけ速く歌うなど頭を活性

化する。最後の安静区間は最初の安静区間と同じである。 

Ｎｏと回答するときは、回答区間も安静にする。すなわち、すべての区間を通じて安

静となる。測定の初めから終わりまで、ゆっくりと数を数える、ゆっくりと童謡を歌う

などの軽い負荷をかける。理想は「無念無想」であるが３６秒の間に雑念が起きて血液

量が増える場合が多いので、むしろ、軽い負荷をかけると、血液量が安定するケースが

多い。 

５． Ｙｅｓ／Ｎｏ判定方法２） 

 Ｙ／Ｎ波形（図３参照）を、①脳血液量の変化と②振動の観点から見ると、次の特徴

がある。 

表１ Ｙ／Ｎ波形の特徴 

 血液量 ゆらぎ（回数）

Ｙｅｓ  変化大きい ゆったり振動 

Ｎｏ 変化小さい 細かく振動 

 

Ｙ／Ｎ波形の変化は個人差があるので、判定をする前に、予めＹ／Ｎのモデルデータを

取る。ヒルベルト変換などの信号処理により、Ｙ／Ｎ波形から上記①と②の数値が得ら

れる２）。①を縦軸に②を横軸にとり、Ｙ／Ｎのモデルデータ波形を図にプロットする。

Ｙモデルデータを◆で表し、Ｎモデルデータを▲で表す。Ｙ／Ｎモデルデータの「重心」

を□で表す。この結果、図４のように水色の判定線が引かれ、Ｙ／Ｎ判定領域が示され

る。同図は２名のデータであり、Ｙ／Ｎデータが分離した好適な例（左図）と混在して

いる不適当な例（右図）である。 
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判定線を引いた後に、質問に対するＹ／Ｎ回答の測定データを取る。測定データがＹ／

Ｎ領域のどちらに位置するかで「心語り」はＹ／Ｎを判定する。 

 

６ 正答率に影響を与える要因 

患者にＹｅｓの答えを依頼して、「心語り」がＹｅｓと回答した場合を正答とする。Ｎ

ｏの場合も同様とする。「心語り」の回答のうち、正答の割合を正答率とする。正答率に

影響する主な項目を次に示す。 

６．１ Ｙ／Ｎを出すためのタスク（作業内容） 

一般的に次のようになる。 

［Ｙｅｓ回答のタスク］ 

・暗算（例：奇数あるいは偶数を数える、１００から３ずつ引き算する、掛け算の九九

をする） 

・歌（例：愛唱歌、英語の歌、校歌など普段歌わない歌） 

・尻取り（例：豆－めだか－カマキリ－りんご－‥‥） 

・早口ことば（例：隣の客は良く柿食う客だ、‥‥） 

・暗唱（例：お経、日本語・英語の詩、‥‥） 
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ポイントは、タスクをできるだけ早く実行して頭を素早く回転させることである。 

［Ｎｏ回答のタスク］ 

・呼吸を数える（例：ゆっくりひと～つ、ふた～つ‥‥） 

・歌（例：眠くなるくらいにゆっくりと童謡を歌う） 

・イメージ（例：富士山に月がかかり波がチャプチャプ） 

このように軽い負荷をかけるのは、「無念夢想」のつもりで雑念を起こすことを避けるこ

とを意図している。 

これらのタスクから個々人に適したものを選ぶ必要があるが、経験的には歌と奇数を

数えるタスクが多くの人に適しているように思える。 

６．２ センサーの装着位置（左額、右額の別） 

左脳の血液量変化を測定するか右脳を測定するかの選定である。一般的に、奇数を数え

るなど論理的な頭の使い方では左の額の血液量が増える傾向があるので、左額に装着す

る。歌をうたうという情緒的な頭の使い方では、左額に血液量が増える人、右額に血液

量が増える人、両方に増える人がいる。一般的には左額にを装着し、血液量が変化しな

い場合に右額に装着すること薦めている。 

６．３ 判定線の引き方 

判定線の引き方を自動にするか手動にするかの選択である。判定線を自動的に引くと

きのメリットは、モデルデータを取りさえすればよく、判定線の位置や形を考える必要

はない。デメリットは、判定線の位置や形を変えようとしたとき、直接に判定線を操作

できないので、モデルデータを削除したり追加したりして、望みの判定線にする必要が

ある。これはかなり時間がかかる作業になる。一方、判定線を手動で引く方法は人によ

って判定線の引き方が異なるデメリットがある。メリットは判定線を直接操作できるの

で短時間に引けることである。 

最近分かってきたことは、健常者は一度適切な判定線を引くと、かなり長い間（数年
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のオーダー）、その判定線が使えることである。一方、患者さんの中には血液量の変化が

毎日異なる方がいる。この患者さんが「心語り」を毎日お使いになる場合は、判定線を

使用前に毎日引く必要が出てくる。自動と手動を比較した場合、望みの判定線を引く時

間を短くできるのは、手動である。このため、製品は自動で判定線を引いているが、手

動で判定線を引く方法を研究中である（図５参照）。 

 

６．４ 患者の体調 

血圧が低いとＹｅｓが出なくなるという患者がいた。血圧が低い場合は測定を止め、

足を高くして頭のほうに血液量を送り、血圧が１１０を超えたときに「心語り」を再開

した。この対策が有効な患者のケースがあった。 

また、疲れている状況のときはうまくＹｅｓ／Ｎｏが出せないことがある。正答率が

低いときは（６０％以下のときは）、「心語り」使用を止めて、次の日に測定するなどの

対策が必要である。 

 

７． 「心語り」支援者に期待すること 

患者は一人ひとり個性があり、脳血液量の変化が異なる。タスクによっても体調によ

っても正答率は変わる。「心語り」を使いこなすためには、ご家族を含めた「心語り」支
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援者が患者の脳血液量変化の実態を時間をかけて良く理解し、患者と共に楽しみながら

「心語り」を利用していただくのが理想である。具体的には次の点の理解が必要である。 

（１）その患者に適したタスクの探索 

 一般的に有効と思われるタスクは６．１節で述べた。その患者に適した他のタスクの

例は次の通りである。 

［Ｙｅｓ回答のタスク例］ 

・通勤していたときの駅名を思い出す 

・人の多い浜辺の風景や格闘技のシーンを思い出す 

・円周率πの数字を思い出す 

［Ｎｏ回答のタスク例］ 

・ハミングする（ゆっくりと） 

・アロマセラピーの香りを思い出す（リラックス） 

・リラックスと頭を使うことを数秒間隔で繰り返す 

まだまだ、その患者に適したタスクはあるだろうが、要は再現性のあるタスクを患者と

支援者とで見つけることが期待される。 

（２）正答率が高いとき低いときの状況把握 

血圧の影響について６．４節で述べたが、正答率に影響を与えるその他の要因として、

楽な姿勢をとっているか、患者の身体に苦痛を与えているものはないか、脈拍は正常か、

起きている時間か、など患者がいつもと違う状況でないことを確認する必要がある。こ

のような目的で、回答の正誤の記録を支援者に取っていただくのは有効と思われる。 

（３）定期的な使用 

「心語り」を使いこなすには、ある程度の時間がかかる。例えば、上記（１）の「その

人に適したタスクを見つける」を実行する場合、極端な場合１ヶ月に１回の使用では、

なかなか「心語り」を使いこなすには至らない。少なくとも、１週間に１回程度の使用
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が患者と支援者に望まれる。 

 

８．「心語り」が使えない患者と使える患者の例 

「心語り」を使える患者と使えない患者がいる。「心語り」が使えない患者は、例えば次

のような方々である。 

・ 聴力が弱く質問が聞き取れない 

・ 認知障害があり、Yes 回答と No 回答の頭の使い分けが理解できない 

・ 不随意運動がある（脳活動による血液量変化なのか不随意運動によるものな

のか、区別がつけられない） 

なお、「心語り」等の意思伝達装置の給付申請をした場合、自治体の更生相談所などの

判定員が患者宅を訪問して、その患者が意思伝達装置の使用可能かどうかを実際にチェ

ックする。 

以下、患者の「心語り」活用事例を示す。 

【活用事例１】（患者のご主人の報告） 

家内は「心語り」をうまく使っています。介護者も「心語り」の操作を覚えて、家内

から正しい回答を得られるようになりました。数日前に、かなり良いモデルデータが得

られて（良い判定線が引けて）、それ以来その判定線を使って、１回あたりに１０問から

１５問の質問をします。この範囲であれば家内は疲れません。「心語り」により、家内が

頭痛や背中が痛むことが分かりましたが、歯の痛みはないことも分かりました。家内は

「心語り」にとても満足しています。我が家では朝に「心語り」を立ち上げていつでも

使える状態にしています。もしも、1～２問の質問で済む場合には、ベルトでセンサーを

固定せず、代わりに手でセンサーを家内の額にあてて、回答してもらいます。４６秒（電

圧測定の１０秒を含めて）たつと、答えがえられるのは素晴らしいことです。 

家内は再び、日中であれ、夜であれ、自分の意思を伝えられる日々を取り戻すことで
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しょう。「心語り」を開発していただいたことに何とお礼を申し上げ良いか分かりません。

二人とも心から感謝しています。 

 

【活用事例２】（患者の義兄の報告） 

「心語り」を入れていただいた、ＸＸ（氏名）の義兄のＸＸ（氏名）です。先週、Ｘ

Ｘ（地名）に行ってまいりました。「心語り」は、よく利用していてくれています。私た

ちが訪問したときに、「わかる？」と質問すると、「Yes」と回答してくれました。日常

生活でも、着替えのときや、看護師さんが来たときの作業の確認ができて、 

とても助かるといっています。投与する薬の指示なども、「心語り」で確認しながら、安

心してできることも、心のやすらぎになっているようです。 

 ALS が発病して、4 年という大変短期間に、症状は急激に進み、今では、わずかな目

の動きしか反応がないようです。妻のＸＸ（氏名）さんだけが、なんとか、わかる反応

も限られてきているようです。女性には難しい高度の技術のパソコン操作の「心語り」

でも、かけがえのない意志伝達の手段になって、私も技術屋ですから、非常に嬉しく思

っています。 

 先月は、「愛してますか？」とご主人に聞いて、「心語り」で「はい」と返事がかえっ

てきましたと、妻のＸＸ（氏名）さんから、パソコンの画面をケイタイのデジカメで撮

って添付して送ってきました。顔の写真でなくても、十分に気持ちがわかり、有難くよ

かったと思っています。とりあえず、近況のご報告まで。 

 
【活用事例３】 

（パシフィックサプライ（株）山田憲之氏の報告） 

本日、ＸＸ様の「心語り」納品して参りました。高い正答率で奥様も非常に喜ばれてお

りました。（質問内容は奥様が楽しみながら考えて下さいました。） 

 前日はドキドキして眠れませんでしたが、「心語り」を通して奥様が楽しそうにＸＸ様
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に話かけている姿を見て非常に感動しました。そして「心語り」に勇気をもらいました。

本当に素晴らしい機器を開発して頂きましてありがとうございました。 
（注）山田氏の所属は 2006 年当時 

９．終わりに 

 回答時間を現在の３６秒から、５秒ないし

１０秒程度に縮めることができれば、「心語

り」を用いて文字盤の文字を患者が選び、自

分の気持ちを伝えることができる。そのため

には、ハードウェアおよびソフトウェアの改

良が必要である。 

また、「心語り」は、Ｙｅｓ／Ｎｏのみの意思伝達装置であり、国内だけでなく、海外

の完全閉じ込め症候群の患者さんへの適応が可能である。海外への展開も今後検討して

いく。 
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質問 回答 正誤

Q１：男ですか？ Ｙ 正 
Q２：ここはＸＸ市ですか？ Ｙ 正 
Q３：アメリカ人ですか？ Ｎ 正 
Q４：お子さんは男ですか？ Ｙ 誤 
Q５：実家は愛知ですか？ Ｎ 正 
Q６：誕生日は 10 月ですか？ Ｙ 正 
Q７：娘さんは二人ですか？ Ｙ 正 
Q８：弟がいますか？ Ｙ 誤 
Q９：主治医は男ですか？ Ｎ 正 
Q10：母親の名前はＸＸですか？ Ｙ 正 
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2008 年 2 月 18 日 朝日新聞 

ASAHI パソコン 2003.5.1 
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Ⅳ．維持・伝心の意義と支援ネットワークの構築にむけて 

１．神経難病療養者における維持・伝心の意義 －SEIQoL-DW を用いた考察－ 

 今回の調査では、A さん、C さん、D さん、E さんの 4 名の方にご自身の生活の中で、

大切にしているものを５つあげていただきました。これは、SEIQoL-DW（The schedule 

for the Evaluation of Individual QoL ；個人の生活の質評価法）という QOL を評価

する一つの方法で、難病など根治不能な状況においての QOL 評価にも利用可能と期待

されている方法です。自らの大事にしているもの(領域)は人それぞれに違います。普段

意識していない自分にとって大切なものを意識化し、現在どれくらい満たされていて、

それらは、自分の中でどのような重み付けになっているか、をみるものです。 

今回は、大切にしているもの、５つのみを提示しましたが、実際には、それぞれの満

足度や重み付けから、スケール化を図り、さまざまな場面での科学的な根拠にすること

が可能です（参考文献：大生定義,中島孝監訳；SEIQoL－DW 日本語版（暫定版）、2007）。 

 
１）A さんの SEI-QoL－DW の評価 

キュー(分野） レベル(%) 重み(%) レベル×重み 

支 え て く れ る 人 

（家族とヘルパー） 90 50 45 

外出すること 70 15 10．5 

パソコン 60 20 12 

友達 50 10 5 

夢 20 5 1 

SEIQoL インデックス 合計 73．5 
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Ａさんは、少し考えながら「支えてくれる人（家族とヘルパー）」「外出するこ

と」「パソコン」「友達」｢夢｣を挙げていました。 

「支えてくれる人（家族とヘルパー）」に関しては、「何て言っていいか…。ヘル

パーさんも家族と同じくらい支えになるもの、大きな存在」と語られ、「外出する

こと」は「気分転換」と話していました。次の３項目を挙げるまで、数分考えら

れた後、「パソコン」は「コミュニケーション。情報を集めるのにもないと困るも

の」とされ、「友達」は「たまに会ったり。ブログを通してとか。相談したりされ

たり大事なもの」とし、「夢」は「自立すること。今の時点では気持ちだけでなか

なか難しい」と答えています。 

Ａさんは家族とともにヘルパーの存在を大きいものとして語られておりました。

以前に比べてもその比重は大きくなってきているとのことでした。日常生活の支

えとともに、「外出」することや「夢」に向かう過程での支えになっていることに

加え、スピーキングバルブを使用して会話をしながら築いてきた信頼関係が、よ

り大きな精神的支えとなっているようでした。「外出」は月に１～３回、気分転換

になっています。１日２時間程行っている「パソコン」は外とのつながり、情報

交流に大きな役割を果たし、ホームページを通して「友達」と対話をされていま

す。他県の方との交流もされており、同病の方と相談し合い、励ましあうことで

精神的にも大きな支えとなっていることが推察できます。外出の頻度が限られ、

「夢」である自立が「なかなか難しい」中で、スピーキングバルブによる会話の

コミュニケーション、パソコンを介しての様々な人とのコミュニケーションの果

たす役割は大きいと考えられ、より豊かな生活を送れる一端を担っています。現

在、スピーキングバルブを請け負う代理店がなくなってしまい、他の代理店がな

かなか見つからずお困りでした。様々な機器の開発とともに、環境を整えるため

の支援体制が整備されることを切に願います。 
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２）Ｃさんの SEI-QoL DW の評価 

 

 

Ｃさんは「（大切に思っているものが）たくさんあって難しい」としながらも、

「普通の生活（家族+愛犬）」「外出」「ＡＬＳを伝えること」「患者仲間との交流・

励まし合い」「目標を立て実現すること」の５項目を挙げてくださいました。 

「普通の生活（家族+愛犬）」、愛犬も家族の大事な一員です。「目標を立て実現す

ること」の一つは「月に３回は外に出る、そのうち２回愛犬を連れて散歩をする」

ことだそうです。 

「ＡＬＳで一番困ることは自分の伝えたいことが伝えられないことで、その中

でパソコンは必需品」とも C さんは話してくださいました。意志伝達装置のため

の申請をしても時間がかかり、進行の早い人には間に合わないこともあるそうで

す。「何とかして制度改革をしてＡＬＳ患者に希望を与えてください」と話されて

いました。 
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３）D さんの SEI-QoL DW の評価 

 

SEI-QoL の５項目として、D さんは「家族（猫を含む家族）」「両親」「支援者」

「パソコン」「外出」をあげていました。それぞれの項目をあげた理由、そして満

足度について、D さんは下記のように話されていました。 

「家族」については、「ALS 療養者は、家族のバックアップが必要不可欠であり、

家族なしでは絶対にダメだと思う。自分は家族に恵まれ、かなり幸せ者だと思う。

猫は大事な家族の一員です。」、と話し、「両親」については、「年老いた両親に対

してなにもできていない。そのため、満足度が低い。」とし、「支援者」について

は、「必要不可欠であり、今、やっと安定した。」と話していました。また、「パソ

コン」については、「意思伝達に欠かせないものであり、趣味のものとして必須で

あるため。」とし、「外出」については、「重要で、楽しみなものだが、簡単にはい

かない。もっとシャバの空気を。」と話していました。 
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D さんは、週 1～2 回、近くの公園に１時間程度の散歩をしています。2007 年の

初秋、大好きな野球観戦をするため、球場まで足を運んだことをきっかけに、外

出の頻度や移動距離が急速に増えていきました。今では、自家用車を障害者用に

買い替え、家族だけでも買い物やドライブに出かけています。外出は楽しみのひ

とつであり、外出後は、本人が開設しているブログにいろんな思いを綴り、同病

の方とのやりとりを楽しんだり、外出等の経験談を伝えることで、情報交流する

場になったりしています。また、悩みや悲しみを伝え合い、共有し、励ましあう

場にもなっています。パソコンに向かう時間は数時間単位で、家族が声をかけな

いと身体の向きを変えることも忘れて集中されているそうです。D さんは「病気

になってしまったがパソコンのある時代でよかった、家に居ながらにして同じ病

の方とも話ができる。パソコンがない時代であったらどうなっていたかと思うと

ぞっとする。」とおっしゃいます。また、これらの生活は、普段の健康管理や医療

機器を搭載しての外出時の安全性にじゅうぶんに配慮されている家族の役割が大

きいといえます。この状態を少しでも維持できるように、支援体制を整えていく

ことがまた重要であるといえます。 

４）E さんの SEI-QoL DW の評価 
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E さんは、5 項目として「家族」「テレビ」「自分の病気」「再生医療の進歩への

期待」「食べ物」をあげていました。その理由として、「家族」は、「安心できるし、

支えてくれる」とし、「テレビ」は、「動かなくても、情報や映像が入ってくる」、

「自分の病気」は「自分の指や顔が動かなくなることで、自分の意思が伝えられ

なくなるのではないかという恐怖が大きいから」、「再生医療の進歩への期待」は

「IPS 細胞やたんぱく質の研究が進めば治るかもしれないという期待がある」、「食

べ物」は「病気になる前は食べることが好きだった。治ったらまた食べたいと強

く思う」と答えていました。 

また、重みづけの理由としては、「家族」は「じゅうぶんに安心でき、支えてく

れているから」、「テレビ」は「知りたいことのうち、6 割くらいは網羅できるか

ら」、「自分の病気」は「自分の気持ちの半分は伝えられているから。レッツチャ

ットを使用できなかった頃の入院であればじゅうぶんに満足できていなかった。

言葉が話せないころは携帯電話でメールをうって、看護師に意思を伝えていたが、

指の動きが悪くなると、伝えられなくなった。今はレッツチャットも使えるよう

になり、意思を伝えられるようになったので、5 割までになった。」と話していま

した。「再生医療の進歩」は、「原因がわかっている病気ではないので、2 割は不

満足。」とし、「食べ物」は、「胃瘻から入っているということで、半分は満足だが、

のどからは入っていないので、5 割の満足」としていました。 

 E さんは、在宅療養をしながら、情報が入ってくることについて、6 割は満足し

ながらも、病気が進行し、動かなくなることで、自分自身から発信することがで
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きなくなるのではないかという、不安を抱え、医療への期待をしながら生活され

ていました。医療の進歩により、病気が進行しない、あるいは治癒していく時代

が訪れることを切望しますが、加えて、病気の進行によらず、いかなる状態であ

っても使用できるようなコミュニケーション機器が開発されていくこと、支援者

が療養者のコミュニケーションをくみとれるような支援体制、コミュニケーショ

ンの支援技術をもつことが 重要といえます。 

また、ご家族の献身的な支えが、安心できる療養生活につながっていることが

推察でき、ご家族の身体的な負担を手助けできる支援体制が求められているとい

えます。 

 
4 名の方の結果から、コミュニケーションが生活にとっていかに重要で基本となるも

のなのか、がわかり、支援の充足が必要であることがうかがえました。 

 
 
２．療養者の立場から支援者に期待すること 

 
スピーキングバルブ使用者の立場から 

宮田孝次 

 私は、筋ジストロフィー（デュシャンヌ型）で、気管切開をして人工呼吸器を２４時

間使用して在宅生活をしています。 

一般的には気管切開をした場合、声帯に空気がいかない為、声を出す事が出来ません。

ですので、私は気管切開をして人工呼吸器を使用していても、発声する事が可能になる

器具、スピーキングバルブを使っています。 

スピーキングバルブは、必ずカフエアを抜いて使用します。通常は呼吸器から送られ

てくる空気は呼吸器回路を通って呼気弁から抜けていく様になっているのですが、この

スピーキングバルブ自体が一方弁になっているため、呼気弁からは出ずに口の方に抜け
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ていきます。口の方に抜けていく事で声帯を震わすことが出来る為、発声が可能になり

ます。 

 私は、日中ほとんどの時間、スピーキングバルブを装着して過しています。誰もが普

通にしている日常会話はもちろんの事、ヘルパーにやってもらいたいことをお願いした

りですとか、自分の思いなど直接伝えたりしています。病気の性質上、身体や手足の位

置など微妙に本当にわずか数センチ数ミリ単位の調整が必要な為、声で伝えられる事は

とても重要になっています。 

電動車椅子にも乗っているのですが、コントローラー(スイッチ) などの微妙な調整が

スムーズにできるので、快適に安全に外出する事が出来るようになっています。また、

電話も自分で話す事もできますし、時にはカラオケに行って歌うなどして楽しんでいま

す。 

こういった感じで、スピーキングバルブを使用して声が出せる事によって、生活の幅が

広がり、さらに質の高い快適な生活を送る事が出来るようになりました。 

今は、このスピーキングバルブの無い生活は考えられないと言ってもいいほど、重要

で必要不可欠な物となっています。 

 スピーキングバルブを知ったのは、今から１０年程前で新聞記事に載っていたのを見

てからでした。それから本格的に使うようになって７～８年経ちます。 初は、単語程

度しか発声できなかったのと、すぐに息苦しくなってしまうので、必要な時に取り付け

て使うといった感じでした。ですが、何度か使っているうちに呼吸器とのタイミングや、

ちょっとしたコツを掴む事が出来るようになり、普通に会話が出来るようになりました。

あとリークを考えて呼吸器の換気量を上げる事も必要です。 

このスピーキングバルブなのですが、以前はシヅメメディカルが輸入代理店になって

いて、そこから購入していたのですが、現在は販売停止になっているため、購入する事

が出来ません。昨年、何処かの医療機関で間違った使用方法で事故があったそうで、そ
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れで販売停止という形になってしまいました。一部であったからといって、すべて販売

停止してしまうのはおかしいと思います。 

スピーキングバルブは、しっかりと使用方法を理解して使えば、決して危険な物でも

なんでもありません。人工呼吸器を使用したままで使える一方弁の器具はスピーキング

バルブしかないのが現状です。スピーキングバルブが購入できないとなると、今の快適

で便利な生活を送る事が出来なくなってしまいますし、他にも困る人がたくさん居ると

思います。まだ販売再開の目処もたっていないようで、どうしてよいかわからず、とて

も困っています。人工呼吸器を使用していても声が出せる画期的な器具だと思いますし、

まだあまり知られていないのもあると思うので、もっと広めていく為にも、一刻も早い

販売再開と輸入代理店ができる事を願っています。 

 
 
 

 
口文字と意思伝達装置を通して支援者とコミュニケーション 

～口文字盤経験者の立場から～ 

北谷好美 

ＡＬＳ患者にとってコミュニケーションをどの様な手段でとるか、進行の度合い

（stage）によって如何なる選択をするか、誰と（主たる介護者は？）コミュニケーショ

ンをとるのか、ということが大変重要になります。 

発症１９９１年、ＡＬＳ歴１８年目の私が※口文字を使い、意思伝達装置（パソコン）

を使い、いまだに伝えたいことを８０％近く伝えられているのは幸せなことだと思いま

す（残りの２０％は時間不足、言葉のニュアンス、読み取る側の力量不足などによりま

す）。※口文字：口文字盤の使用方法～私の場合～をご参照下さい。 

長い病歴の中、コミュニケーションで一番辛かったのは、告知の前後３年間。そして、

気管切開後、呼吸器をつけるまでの３ヶ月に満たない間です。 

前者は、呂律がまわらなくなり、舌の右側の萎縮が顕著になった頃。不安で、どうし
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たらいいのか悩み、怖くて医者にも行けなかった私。私の言葉を聞きとれる人は身近に

いる人たちだけとなり、外出した時に他人と接するのが怖くなりました（この感情は健

康体から突然変わった自分の体を受容できなかったこと。世間の目は、そういう者に対

して冷たく厳しく感じられたことによります）。社会から隔絶されていく孤立感を感じ

ました。電話をかけることも応対もできない。当時はワープロを使っていましたが指で

キーを打つことが困難になり、眼鏡の横にペンをつけて頭部を前後に動かすことにより

入力していました。正式な告知のないまま、身障者手帳ももらえず福祉用具（意思伝達

装置）の知識さえありませんでした。 

後者は、声の出ないことが、これほど過酷で不自由で切ないことだとは想像していま

せんでした。それまでは声で読み取ることができた家族も介護者もかなり戸惑っている

のがわかりました。夫や娘との会話が自由にできなくなったのが、私にとっては一番辛

かったです。発声と口文字を併用していたので意外とスムースに口文字だけに移行でき

たと思っています。介護する側の意見を聞いたことがないので、これで良かったのか一

概に言えませんが。ただ、それまでは人を呼ぶ時は声を出して読んでいたのが呼べなく

なり、ナースコールが必要になりました。特に、夜間は唸ることもできないことから、

ナースコールが届くまでは夜勤者は仮眠もとれず、私も安心して眠ることができず、皆

ヨレヨレでした。(笑) 

２００１年から、私は意思伝達装置として伝の心を使用していました。気管切開で入

院した時に病院に伝の心を持ち込みましたが、入院生活と新生した体に慣れるのが精一

杯で伝の心どころではありませんでした(笑)。伝の心を持ち込んだのは、病院のナース

コールが私たちＡＬＳ患者には使えないからでもあります。たとえナースの巡回があっ

たとしてもナースコールが使えない患者を四六時中、見回りするわけにはいきません。

病院でタッチセンサータイプのナースコールを用意してくれましたが、うまく作動しま

せんでした。自らは動くことも話すこともできない患者。コミュニケーションは慣れた
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人とでなくてはとれない患者。いくら病院であったとしても「苦しい、痛い」がすぐに

伝えられなければ命の保証があるとはいえません。コミュニケーションがとれる付き添

いが２４時間必要です。Ｎ区では入院中のコミュニケーション支援は、たったの４時間

です。伝の心はナースコールの他に、文書作成、伝えたいことの音声切替え、生活機器

の（テレビ、ＣＤ，ラジオ、電気等）リモコン操作、メールやインターネットもできま

す。ちょうど気管切開をした前の年から伝の心の調子が悪くなり、修理不能から買い替

えの申請を福祉事務所にお願いしていました。Ｎ区では使用期間が６年に満たないと申

請ができないことから１年以上待たなければなりませんでした。全く使えなくなるまで

様子を見ながら細々と使っていました。気管切開、胃ろう増設、栄養失調、肺炎、呼吸

器装着を４カ月間に体験し、それまで以上に意思伝達装置を必要とした時期でした。す

ぐにでも意思伝達装置を使い、伝えたいことを伝えたい一心でした。ところが、2006年

に制度改正があり、それまでは日常生活用具で支給されていたものが補そう具に移行さ

れました。また、身体障害者更生相談所の判定が必要になりました。私は意思伝達機能

の他にパソコン本来の機能も必要だと考えますが行政側はそうは考えていません。買い

替え申請の時に伝の心からオペレートナビを希望しましたが補そう具では認められませ

んでした。 

ＡＬＳという特殊な難病においては意思を相手に伝える道具としては勿論のこと、病

気のために社会隔絶されてしまわないように社会活動に参加できるようにしてほしいの

です。メールやインターネットを活用できることは患者のＱＯＬと可能性を高めます。 

意思伝達装置の判定や審査における問題点としては 

１． 判定基準、判定方法が全国的に統一されていない。 

２． 更生相談所に公正・適切な判定ができる審査官が配置されていない。 

３． 直接判定、書類判定の審査結果が出るまでが遅い。 
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４． 確定診断が難しいＡＬＳの場合、判定基準、判定方法を患者代表や患者会、医師

を交えて検討・見直しをしてほしい。 

５． 進行性難病の審査基準は別枠で設けてほしい。 

が挙げられます。 

 私は今、口文字での読み取りとオペレートナビを使いこの原稿を書いています。 

 これまで様々な難関を越えて、こうして自分の意思を伝えながら生きていられるのは

家族を含めた支援者の支えがあったからです。また、私自身も病気に甘んじることなく

その時々に自分にできることを精一杯努めてきたからではないかと思っています。どん

な状況、状態にあっても家族や支援者と語り合えるようでありたいと願っています。 

昨年、ＡＬＳメーリングリストで「意思が伝えられなくなったら、呼吸器をはずして

ほしい」と発言したＡＬＳ患者の言葉が論議を呼び、ＭＬ上で様々な意見が交わされま

した。その後、彼がテレビ出演し彼の要望書を病院の倫理委員会が認めたこと、病院長

は医師の自殺幇助罪になると要望を拒否したことが報道されました。 

私には彼が言う「何も伝えられなくなり、何も見えない暗黒の世界に閉ざされる時」

は、まだ想像外の世界です。ただ、誰もがなりうるＡＬＳに、たまたま罹病してしまっ

た、原因も治療法もないこの病気に。そして、この病気により私と私の家族の人生は変

わってしまいました。だからこそ、こんな病気に負けるのは悔しいですし、今日も何処

かで誰かが告知を受けて嘆き悲しんでいるとしたら「私の経験を語ることで役に立ちた

い」「暗黒の世界がいずれは訪れるかも知れないが、その日までは可能なコミュニケー

ション方法を探し続けたい」という気持ちです。人間の持つ“計り知れない可能性”を

社会に伝え、だれもが望む生き方を支援できる社会体制を整えてほしいと訴えていきた

いと思っています。 
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視線入力スイッチにかける期待 

～視線入力スイッチ経験者の立場から～ 

石川 浩 

こんなふうには思いたくありませんが・・・。現実問題として、だんだん身体が動か

なくなった経過を受け入れざるを得ない今、 終兵器としてのこのツール（視線入力ス

イッチ）には残念ながら大きな期待を持ってしまいます。身体がどんなになっても、意

思を持った人間ですからね。人生は楽しまなくちゃ（笑） 

 ただ、自分が経験した範囲で考えると、まだまだ、視線入力スイッチは開発途中だな

ぁ・・・と感じています。あくまでナチュラルに装着感がないフィーリングが目的だと

思いますから。ちょっと SF っぽい？いやいや科学は進歩あるのみ！多分、それなりの

コストをかければどんどん進歩すると思います。しかし、私の周りでは一人の作業療法

士が、それこそ寝食を惜しんで、休み返上で開発の努力をされているのです。見誤りで

なければ、これが現実なのでしょうね。公的機関に、もっと積極的に取り組んでもらい

たいものです。そうそう、彼には感謝してもしきれない知恵と希望と安らぎそして元気

を注入してもらい続けています。たまたま入院した時に知り合い、それから妙に（笑）

気が合って、コミュニケーションに関することを中心にアドバイスをしてもらっていま

す。 

 私の 大のコミニュケーションツールはパソコンです。入院するまでは、「伝の心」を

エアバッグで操作していました。但し、エアバッグをベッドの足先があたる場所に固定

して、それを蹴っ飛ばして（！）操作していたのです。今から考えれば、凄い使い方で

した。だって誰もアドバイスしてくれませんでしたもの・・・。彼は、そのエアバッグ

を膝に装着することを提案してくれたのです。こんな簡単な事をするだけで、操作環境

が劇的に改善されました。大げさじゃなく命の恩人です。劣悪な操作性はストレスで胃

に穴があきそうで（汗）。こんな環境により、意思伝達装置があるのに有効活用していな
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い難病患者さんは、きっと少なくないと思います。逆に言えば、かつて「伝の心」を導

入時に世話になった方に不信感を持つことになるオマケ付きですが（苦笑）。やはりサポ

ートは大切です。支給したからいい・・ではなくて、そこからフォローが始まるのでは

ないでしょうか？それと、フォローってのは、要望を読んで先回りすると完ぺきですよ

ね。彼はそれが出来るたぐいまれな作業療法士だと思います。ちなみに、現在は「伝の

心」を変更して、彼に教えてもらった「Hearty Ladder」を使っています。理由はカン

タン、フリーソフト、つまりタダ（わかりやすい理由でしょ！）。それと、もうひとつ彼

に教えてもらったのが「音楽療法」です。入院中、突然病室に現われ「手作りオルゴー

ル」の演奏会！もちろん患者一同拍手喝采です。あまりいませんよね、こんな作業療法

士さん。 

 ところで、私は、1 日の大半をパソコンに費やしていますが、動かせる部分を使いす

ぎたくない、守りたい、体力温存を優先としたい、と思ったことはないかと相談をうけ

たことがあります。それもよーくわかる考え方だと思います。私は安静にするほど人間

ができていないので、いつもパソコン相手にガサゴソ（笑）。勿論、いつか動いている部

分が完全に停止してしまうんだろうなぁ・・・こんな恐怖感は常々持っています。が、

こんなことを真剣に考えたら、毎日が（涙）&（涙）の連続技になります。ALS 得意技

の（強制泣き）がキツイ・・・・。だから自分は、明日より今日をエンジョイする主義

を取り続けています。どっちが

良いのでしょうねぇ・・・？と、

言う前に「治療法はマダデスカ

ァ？」ですけれど。 

さて、「コミュニケーション技

術に対して、支援者へのぞむこ

と」ですが、支援して頂く方に

ほとんど毎日のようにブログを更新してい
ます。内容は外出先でのこと、使用してい
るコミュニケーション機器のこと、ご自身の
病気のこと、家族のこと、友人のこと、制
度のこと・・・・とさまざま。
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は、まず患者が何を望んでいるかじっくり聞き出して欲しいものです。その為にも透明

文字盤を使いこなしていただきたいですね。この超アナログのツールを使うことができ

てこそ、支援の第一歩だと強く思います。理屈じゃなくて「使えますか？」に対して、

「YES」。これだけですね。余談ですが、今来て頂いている訪問看護師さんは 4 名です

が、ちゃんと透明文字盤が使える方はひとりだけです。あとの 3 人は少しか、全く NG、

これもまた現実なのです・・・（センスの問題かな？）。ヘルパーさんも似たようなもの

です。よく、きちんと話し合え・・・、と言われる事がありますが、できなくちゃハナ

シもなにも・・・。訪問は 1～２時間なので「まぁいいや・・・」で、終了です（苦笑）。

言わせてもらえば、ALS で寝たきり、しかも呼吸器を装着の患者に対して透明文字盤を

使えない訪看さんを派遣する時点で？ですが・・・。人手不足ですねぇ。もちろん、透

明文字盤の使用経験がない方はもちろん、使用経験のある人でさえも、読めるようにな

るまではたいへんだと思いますし、慣れるまでの時間は、自分にとってもたいへんです。

でも、できるだけ、がんばってつきあいたいと思っています。全てはみなさんが自分の

意志を読んでくれるようになることを祈って・・・。 

 自分は、基本的に在宅です。病院には「緊急一時入院」でお世話になっているのみで

す（しかも 1 年に 1 回以下）。そうなると、あらゆる意味で情報が少ない、つまり視線

入力スイッチや意思伝達装置の 新情報が入りにくいのは悲しい現実です。これはどう

しようもないのかなあ？それと費用・・・・「伝の心」が 45 万円！普通払えませんよね？

視線入力スイッチもメーカーが作ると高くなるんだろうなぁ・・・・・・（汗）。まぁ、

とりとめもなく書いてきましたが、視線入力スイッチが大進歩すればこのレポートもも

っとスラスラといけると思うので期待しています。 
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生体信号スイッチの経験者として支援者に期待すること 

 清水 尽 

現在、私がメインで使用しているコミュニケーション機器はレッツチャットです。セ

ンサーとしては、昼は右手指でエアバッグを操作し、夜は左の頬にピエゾを貼り、口角

を動かし操作しています。使いわけをしている理由は、できるだけ、どちらかをやすま

せる時間をもちたいと思っているからです。これまで、体の状態に合わせ、コミュニケ

ーション方法を変えたり、いくつものセンサーを試したりしてきました。コミュニケー

ション方法の変更については、自分から提案したり、支援者からアドバイスをもらった

りして決めてきました。たとえば、携帯電話の文字入力を指で操作することが難しくな

ってきたとき、部屋に 50 音とよく使う単語を記した表を貼り、レーザーポインターで

照らす、というような提案をしたのは自分であり、どのようにすれば周りの人に確実に

意志を伝えられるかを考えてきました。レーザーポインターの操作がしにくくなったと

き、ちょうど 3 カ月おきの定期入院時期だったのですが、入院先の医師にレッツチャッ

トのようなコミュニケーション機器があり、指で操作できることを教えてもらいました。

これまで、いくつかセンサーを変更し使用してきていますが、センサーの変更について

は、その都度、家族が、センサーが使いにくくなってきていることを、機器供給会社の

人に伝え、対応してきてくれました。 

今は、メインとしてレッツチャット、サブマシンとして伝の心を使っています。レッ

ツチャットのメリットはコンパクトで車椅子につけて外出時使用できることにあります。

（デメリットは）外出時には、おなかの上にエアバッグをおき操作するのですが、いく

ら感度を下げても移動による振動で、反応してしまうことです。周りが明るいときは視

線も合わせられるので良いのですが、暗くなるとレッツチャットに頼らざるを得ないの

で困ってしまいます。また、できるだけ、周りを気にせず外出を楽しみたいという思い

があり、顔にセンサーをつけて外出するようなことは避けたいというのが正直な気持ち
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です。 

透明文字盤については、在宅療養開始時、家族以外の支援者は透明文字盤を使うこと

ができませんでした。しかし、今は訪問看護師全員が使えるようになり、体が楽になり

ました。透明文字盤のよさはバッテリーを気にせずにどこでも使えること、体が楽なこ

とにあります。課題としては、レッツチャットのようにたくさんの経験値（数文字いれ

ると選択肢が選べる）を入れておけないので、たくさん文字を見つめなければならない

ことにあります。じっと文字を見続けることはけっこう大変です。家族はいくつかの言

葉で多くをわかってくれますし、透明文字盤に慣れている人だと早いテンポで文字から

文字へ移行できるので疲れないのですが、不慣れなうちは見つめる時間が多くなってし

まいます。また、Yes、No などの合図については、どんな人でもわかってもらえるのに

3 週間はかかると思います。その間は家族に視線をおくり、吸引してほしい等のメッセ

ージを送ります。その期間は家族とのやりとりをみてもらえたらありがたいと思ってい

ます。 

今は在宅がメインですが、入院することの 1 番の不安はコミュニケーションです。病

院の看護師さんも本当によくやってくださいますが、自宅にいるように意志をよみとっ

てもらうことは難しいので、寝る前まで家族がつきそってくれています。入院中は 24

時間エアバッグを離せない状態で拘束されることはつらいので、それもあって入院は 1

週間が限度です。今までは、指１本でがむしゃらに意志を伝えようとしてきましたが、

指１本が大切になってからは、休ませてあげる時間をつくりたいと思っています。 

そういう中で、EMOS を試していますが、EMOS を紹介されたのは、指がしびれた

り、動きづらかったりすることが増えたときです。EMOS のことを知ったときは、「将

来性があって良かった、安心につながった」と思いました。EMOS を使ってみて感じる

ことは、脳波や電気信号のマニュアルについて作成してほしいということです。つまり、

EMOS は操作するために体自体のコントロールが必要であり、そのコントロール方法が
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つかめないのです。うまく操作できるときと、うまく操作できないときがあり、その差

があることに課題があると考えます。こういうときにうまく反応する、というようなマ

ニュアルができれば、操作のための練習もしやすくなると思います。また、センサーは、

機器の会社の方にいろいろ改良してもらっていますが、今の時点で頬に貼り付けるセン

サーを 3 ヶ所貼ることが必要であり、その貼る位置や皮脂や汗によって皮膚からはがれ

やすいという性質から常時使用することは難しい状況です。 

 EMOS を使っているものとして、意思伝達の究極の希望としては、自分自身の体をど

こも動かさなくても反応し、意志を伝えられることだと思っています。医療の進歩と合

わせて、今後に期待したいと思っています。 

 
 

ちょっとひとこと・・・・ 
療養者の皆様から寄せられた原稿には、透明文字盤の読み手にむけたメッセージ、制度につい

ての期待などが書かれていました。 
ご病気になられて、初めて文字盤を知った療養者やご家族の方がほとんどでしょうし、病院や

在宅で文字盤を使用している方と出会い、文字盤を知った専門職の方も多いかもしれません。堀口

さんも神経病院に異動になって初めて透明文字盤を知ったお一人でした。透明文字盤初心者が研究

活動に努力されるようになったお気持ちを今回「こらむ」という形で掲載させていただきました。

こうした思いや努力が形となって、人から人へつながっていけばいいなと考えています。 
 

「こ・ら・む」                     堀口剛志 

「神経に行ったら、『モジバン』読めないとダメなんだよ」 

５年程前、神経病院に異動することが決まった私に、神経病院の勤務経験がある同僚看護師が言

った言葉です。その時は、透明文字盤を使用したコミュニケーションを想像することができません

でした。異動後のオリエンテーションでも透明文字盤の講習はなく（新人看護師には研修がありま

す）、病棟配属後に「さあ、読んでみて」という感じでした。透明文字盤を使っておられる患者さん

からのナースコール「どうしよう」、ぎこちなく文字盤を動かす私を見つめる患者さんの不安そうな

目に「どうしよう」、そうこうしているうちに別の部屋からもナースコール「ど、ど、どうしよう」。

先輩看護師に、どうしたら上手に読めるようになるのか聞くと「経験かな」の一言。たしかに、半

年もする頃には、比較的「読めるようになったかな」という実感もでてきました。それでも、透明

文字盤に対するネガティブな感情は、消えることはありませんでした。コミュニケーションは相互

作用、自分自身のこうした感情は「患者さんにも伝わってしまうだろう」と、さらに、落ち込んで

しまうこともありました。このような、自分自身のネガティブな感情を明確にしたい。それが、透

明文字盤をテーマにした研究をするきっかけでした。 

ご家族の透明文字盤への負担感を調査する研究では、慣れていらっしゃるからとご家族だけに透

明文字盤を読んでいただくことが、負担感につながってしまうことが明らかになりました。また、

患者さんの透明文字盤への思いを調査する研究では、読み手の技術の差が患者さんのご負担になっ

てしまうことが明らかになりました。そして、それらのネガティブな感情は「読み手の技術」に原

因があることが推測されました。こうしたことから、ご家族に頼るのではなく、自分から積極的に
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透明文字盤を介してのコミュニケーションを行い、その経験から、自分自身の読み取り技術の向上

につなげ、患者さんと良好な関係を築いていくことができるようにしていきたいと思っています。

また、そうした経験や習得した技術を「透明文字盤は、こうやって読むんですよ」と、看護師やご

家族にお伝えしていくことができる。それが今後の課題です。 

 
 

 
表１．８名の療養者および支援者の意見から抽出されたコミュニケーション支援上の課題 

 
 

療養者の方々から「コミュニ

ケーション支援において支援者

に期待すること」をお話いただ

きました。支援者の方々のお話

も合わせ、コミュニケーション

支援における困難や課題につい

て整理したところ表１のような

結果になりました。支援者は、
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療養者の病気について十分に理解し、支援の充足をはかること、課題の解決にとりくむ

ことが必要です。また、コミュニケーションに関する研究が進んでいくことが、療養者

とご家族の安心につながっていくといえます。 

 
 
 
 
３．支援者養成・ネットワーク構築に向けたとりくみ 

日本難病看護学会では、コミュニケーション支援の手助けになれるようコミュニケー

ションに関する研修会を行ってきました。その研修について 2008 年度の実績をご報告さ

せていただきます。 

なお、研修参加者にご協力いただきましたアンケートの結果について一部掲載させて

いただきました。 

 
 
 
＜日本難病看護学会における これまでの取り組み紹介＞ 

 
○福祉医療機構助成事業 日常生活支援者養成研修 

実施日：2008 年 8 月 28 日 

テーマ：神経難病もつ人々へのコミュニケーション障害への支援 

対象：難病療養者のケアに携わる医療従事者 

 
○独立行政法人福祉医療機構助成事業 日常生活支援者養成研修  

実施日：2009 年 1 月 18 日 

テーマ：神経難病をもつ人々へのコミュニケーション障害への支援 

対象：難病療養者のケアに携わる介護者 

アンケート結果（下記に記載）：参加者の方に対するコミュニケーションの支援状

況、お困りのことなど 
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○独立行政法人福祉医療機構助成事業：支援者養成研修・交流会   

実施日：2009 年２月７日 

対象：難病療養者のケアに携わる医療者 

テーマ：神経難病もつ人々へのコミュニケーション障害への支援 

アンケート結果（下記に記載）：参加者の方に対するコミュニケーションの支援状

況、お困りのことなど 
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４．コミュニケーション機器関連で利用できる公的制度 

 療養者の方がコミュニケーション手段を維持していくためには適切な機器を活用して

いくことも大切であり、それを補助（給付や支給など）してくれる制度があります。こ

れらの制度を知り、活用していくことができるように概要をご紹介します。 

  

図．コミュニケーション機器関連で利用できる公的制度 
  

従来、意思伝達装置等コミュニケーション機器は、<日常生活用具の給付>として、身体障害

者手帳や難病対策に基づく、給付制度がありましたが、平成 18 年 10 月に施行された、障害者

自立支援法により給付体系が、変更されました。 

 主な制度と対応するコミュニケーションに関係する品目をご紹介します。 

 

※「制度の詳細」 

 

 

  従来、<日常生活用具>の給付品目であった、「重度障害者用意思伝達装置」が補装具

として取り扱われることになりました。これにより、現物給付の制度から補装具購入費

障害者自立支援法に基づく補装具費支給制度 
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用の支給制度になりました。個人負担は、原則１割（ただし、上限設定がある）です。 

（コミュニケーションに関係する品目） 

 重度障害者用意思伝達装置  

 

 

 

地方自治体では身体障害者手帳をお持ちの障害者・児に対して下記の給付品目を給付す

る制度があります。身体条件によって給付が受けられない品目、所得によっては公費負担の上

限額まで出ない場合があります。詳しくは、区市町村・福祉事務所へお問合せください。 
 平成 16 年 4 月より、日常生活用具給付制度に耐用年数が設定されました。耐用年数を超えたものは、再度給

付を受けることができます。 
（コミュニケーションに関係する品目）  

 情報・通信支援用具 

 携帯用会話補助装置 

 ワードプロッセッサー 

 

 

  

自治体よっては日常生活用具給付制度の「情報・通信支援用具」給付と同義の事業として位

置づけている場合があります。 

 視覚または上肢に重度の障害のある方が、パソコンを使用するのに必要となるアプリケーショ

ンソフトや大型キーボードなどの入力サポート機器の購入費を助成する制度です。 

 （パソコン本体の購入費は対象ではありません。) 

相談および申請先は、都道府県の福祉事務所です。 

 

 

 

障害者自立支援法（地域生活支援事業）に基づく日常生活用具の給付 

各自治体による障害者情報バリアフリー支援事業 
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 この事業は難病患者の方々の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付を行う事業

で、次のすべての要件を満たす方が対象となります。 

  1． 難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者及び慢性関節リウマチ患者の方 

  2． 在宅療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される方 

  3． 介護保険法、老人福祉法、身体障害者福祉法等の施策の対象とならない方 

相談窓口は、区市町村の難病担当部署です。 

（コミュニケーションに関係する品目） 

 意思伝達装置  

言語機能を喪失した者又は言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であ

って、コミュニケーション手段として必要があると認められる者 
まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害者が容易に使用し得るもの 

 制度を利用するにあたって 

 これらの機器は、障害等級によって利用できる範囲や種目が異なります。 

 また、障害が重複していないと利用できない場合もあり、区市町村の対応も一様とは、限りま

せん。障害の進行も考えあわせて、適切なものを使用できるように、障害の状況を機器や福祉

サービスに詳しい医師、作業療法士、理学療法士、看護師、保健師、医療ソーシャルワーカー

等と十分に相談しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

難病対策に基づく難病等日常生活用具の給付 
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Ⅴ．おわりに 

 今回、療養者の病気の経過とコミュニケーション手段の変遷を整理し、「各コ

ミュニケーションの実践方法」「コミュニケーション支援における新たな取り組み

の紹介」など掲載しました。 

療養者、ご家族は、この先病気が進行しても意志は伝えられるのだろうか、限

られた人しか自分のコミュニケーション手段を習得できないのだろうか、など、

不安をかかえていらっしゃいました。コミュニケーションにおける苦労を振り返

り、自分たちの体験やコミュニケーションに対する期待を伝えることで、1 人で

も多くの方が、安定した状態で意志伝達ができるようになればと、今回の調査に

ご協力いただき、心より感謝しております。 

コミュニケーションはすべての基本となるたいへん重要なものです。なかなか

外出はできなくても、メールやインターネットなどで交流もできる社会を広げる

ものでもあります。 

今後もコミュニケーションの支援のあり方について整理していき、当学会の研

究活動などをとおして普及させていきたいと思っております。 

 

このたびの資料集の作成にご協力くださいました皆様に、心より感謝いたしま

す。 
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企画・監修 日本難病看護学会 
 

社会参加・自立を促進する意思伝達手段の確保のための支援ネットワークの構築・普及委員会 

牛込 三和子 〈委員長、群馬パース大学、日本難病看護学会 代表理事〉 

中山 優季  〈東京都神経科学総合研究所、日本難病看護学会員〉 

松田 千春  〈東京都神経科学総合研究所、日本難病看護学会員〉 

板垣 ゆみ  〈東京都神経科学総合研究所、日本難病看護学会員〉 

川口 有美子 〈NPO ALS/MND サポートセンターさくら会 理事〉 

北谷 好美  〈日本 ALS 協会東京支部会員、運営委員〉 

清水 尽   〈日本 ALS 協会会員〉 

宮田 孝次  〈社団法人東京進行性筋萎縮症協会員〉 

本田 彰子  〈東京医科歯科大学大学院、日本難病看護学会 理事〉 

小倉 朗子  〈東京都神経科学総合研究所、日本難病看護学会 理事〉 
 

資料製作グループ                  

○中山 優季  〈東京都神経科学総合研究所〉 

松田 千春  〈東京都神経科学総合研究所〉 

板垣 ゆみ  〈東京都神経科学総合研究所〉 

大竹 しのぶ 〈東京都神経科学総合研究所〉 

石川 浩   〈東京都在住 ALS 療養者〉 

堀口 剛志  〈東京都立神経病院 看護科〉 

南雲 浩隆  〈東京都立神経病院 リハビリテーション科〉 

本間 武蔵  〈東京都立神経病院 リハビリテーション科〉 

大西 秀憲  〈(株)テクノスジャパン〉 

小澤 邦昭  〈(株)日立製作所〉 

小倉 朗子  〈東京都神経科学総合研究所〉 

    

資料制作協力 

川村さをり、陰山千穂、前田恵美子 （以上 東京都神経科学総合研究所） 

 

     この出版物の著作権は日本難病看護学会に帰属します。 

許可なく複製することを禁じます。        

 

 

 

 

 

 

 

 

維持・伝心 

（進行性・重度障害者の社会参加・自立を促進する意思伝達手段の確保のための 

支援ネットワーク構築・普及事業） 

監修・編集  日本難病看護学会 

代表理事   牛込 三和子 

発行      日本難病看護学会事務局 

(財)東京都医学研究機構 東京都神経科学総合研究所 

難病ケア看護研究部門 

                   〒183-8526 東京都府中市武蔵台２－６ 

                   Fax：042-328-7311 

この資料は、「独立行政法人 福祉医療機構」（高齢者・障害者福祉基金 H20 年度）の助成により

作成しました。 
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