調査報告

ドイツにおける聴覚障害教育の概要と早期療育及び
早期人工内耳装用に関する調査
The investigation of the present hearing impaired education,
early nursing system and early cochlear implantation in Germany
公人＊

原田

筑波大学特別支援教育研究センターにおける「乳幼児期・幼児期における障害の発見およびフォローアップシステムとして
の発達支援・家族支援の体系化に関する研究」の一環として，ドイツにおける聴覚障害児教育の現状と早期療育システム，
早期人工内耳装用について調査を行った。調査では，ドイツにおける聴覚障害幼児に対する早期療育の内容及び早期人工
内耳装用の普及が把握された。
なお，本調査は，平成１８年度科学研究費補助金（課題番号 :18330199）基盤研究（Ｂ）
「特別支援教育体制における盲・
聾・養護学校のセンター的機能の確立・発展に関する研究」の一環として実施した。
As a part of "the studies about the systematization of the early detection of disorders and the follow-up system
of development support / the family support in the early period " in the Tsukuba University Special Support
Education Research Center, I investigated about nursing system, early cochlear implantation and the early stage
of the hearing impaired education for the present conditions in Germany.
By the investigation, spread of the early nursing for the hearing impaired infant and the early cochlear
implantation were grasped.
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聴覚障害

１．はじめに

早期療育

人工内耳

育を担当している Mrs.Batliner 氏及び聴覚障害教育学部

近年，障害の早期発見，早期療育の重要性が社会全体

Leongardt 教授に面談し，主にドイツにおける聴覚障害

に周知されつつある。聴覚障害にあっては，新生児聴覚

乳幼児教育の現状について情報を得た。
（１）難聴発見システム

スクリーニングの普及に伴い，相談事例の低年齢化が進
んでいるが，包括的なシステムの構築には至っていない。

ドイツは共和国ということで，伝統的に地方分権であ

現在，本邦が進めている特別支援教育体制の移行にあた

るため，地域差が見られる。ドイツ全体として，新生児

り，聴覚障害の効果的な早期療育システムの指針を得る

聴覚スクリーニングの普及率は低い。（ドイツ全体とし

ために，先進的に推進しているドイツ連邦共和国におけ

ては，まだ取り組んでいない）

る本分野に関する情報や知見を得ることとした。

難 聴 発 見 シ ス テ ム に つ い て は，Audiogram（COR，

２．調査目的

OAE，BOA 等）で Speech Development を判断し，耳鼻科

ドイツにおける聴覚障害乳幼児教育の現状，聴覚障害

医が聾学校等の早期教育プログラム（early intervention

発見システム，早期人工内耳装用の現状を調査する。

program）を紹介する。ここ 10 年間で，聴力により対

３．調査地

応 が 変 化 し て き た 聾 学 校 に お い て は，Deaf と hard of

ミュンヘン大学，サミュエル・ハイニッケ聾学校（ラ

hearing を分離したクラスを設置したり，Speech Learning

イプチッヒ），人工内耳センター（ハノーファー），シュ

Group をつくる学校が多くなってきた。
（２）通常学校への支援

トラービング聴覚障害学校
４．調査期間

通常学校においては，特に難聴学級のようなものはな

平成 19 年 2 月 23 日～ 3 月 2 日

く，聴覚障害児は通常の学級に在籍する。

５．聴覚障害（乳幼児）教育の現状

また，通常学校（幼稚園）に対して聾学校から special

ミュンヘン大学聴覚障害教育コースにおいて早期教

teacher を派遣するシステムがある（バイエルン地方）。

＊独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
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派遣教員は，通常の学校に対して，FM システムや OHP

過した場合には個人で負担するが，1 年以内で手術であ

の使い方等の説明を行う。しかし，説明のための十分な

れば両耳について保険が支給される。

時間がなかったり，派遣に伴う財政的負担が大きく，地

Leongardt 教授によると，ドイツでは Deaf の人工内耳

域差があることが課題である。なお，大学に進学する聴

100％装用をめざしており，人工内耳は生涯教育予算か

覚障害生に対しては，手話，writing のチューター，FM

ら考えると経済的であるといえるが，安易に判断するこ

補聴器システムの提供を受けるとのことであった。

とは危険であると説明を受けた。

（３）早期教育

（６）課題

早期教育は，聾学校やクリニックで実施されているが，

近年，ドイツの聾学校では perceptual disorder や ,hearing

地域の聴覚リハビリテーションセンター（0 ～ 6 歳児）

perceptual disorder の子どもが多くなっている。また，移

で行っている場合が多い。

民（Home language が異なる）の増加に伴い，指導法は

早期教育は，
home serviceとschool serviceを基本として，

じめ指導内容や指導形態を一様にすることに困難性が生

1 歳から 1 歳半児に対しては，週一度の家庭訪問指導を

じている。また，学校の専門性が不十分であると指摘す

行っている。ここでは，両親支援（Parents Guidance）が

る声もある。今後，いかに early intervention の質を高め

重要であり，特に，母親支援の目標として，「soft and

るか，それに係る費用をどう捻出するかが課題となって

natural」を掲げている。そして，子どもそれぞれの生活

いる。

に焦点を当て，母子関係を築くこと及び母親が育児に対
して自信をもつことをねらって指導を行っている。また，
両親との面談を常時実施し，この中で，聴覚障害に関し
て，どのような可能性あるか，将来，どの学校に進むべ
きか，両親が判断し，選択するシステムとなっている。
Leongardt 教授は，early intervention は両親の参加が必
要不可欠であると述べていた。
（４）指導法
これまで Oral German Approach を行ってきたが，oral
は模倣指導などにおいて stirictly な面があると言う理由
から，deaf community から批判があった。現在は，Aural
Approach を基本として，補聴器や人工内耳をベースと
＜ミュンヘン大学＞

して，learn to listen を行っている。
また，ドイツでは，より自然でバリエーションのある
方法を用い，発達を促進させることを目的として，難聴

７．人工内耳の現状

児が通常の学校で教育を受ける傾向が強い。

－ CIC（Cochlear Implant Centrum Wihelm Hirte
Center） Hannover 訪問－

（５）早期人工内耳（両耳装用）
人工内耳は全ヨーロッパで進んでおり，親や教師に人

CIC 所長 Dr. B. Bertram 氏に面談し，主に CIC における

工内耳の期待が高い。人工内耳の適応基準は，年々改変

人工内耳の取り組みについて情報を得た。

がある。一般的な理解として，90dB 台の場合，補聴器

CIC では，1984 年から成人の人工内耳セラピーを開始

により音声言語の発達（Speech Development）の可能性

し，1988 年より学齢児を対象とし，1990 年 4 名の子ども

があるかが判断の基準とされる。100dB 以上の場合，人

のセラピーに着手した。これまでの相談児総数は 980 名

工内耳の適応となる。

にのぼり，セラピー終了児は 685 名。980 名の内訳は以

また，人工内耳の両耳装用は５年前から試みられ，近

下の通りである。性別では，男子 550 名，女子 430 名。

年，装用率が高くなっており，10 か月児から 12 か月児

人工内耳の装用耳は，右耳 606 名，左耳 265 名，両耳装

では，人工内耳の両耳埋め込み手術を同時に行っている

用が 109 名，失聴時期は，2 歳未満 184 名，２歳以上 42 名，

例もある。

先天性 754 名。失聴原因は，髄膜炎約 150 名，遺伝性約

手術保険については，人工内耳の片耳装用で 2 ･ 3 年経

95 名，不明約 520 名，その他約 215 名。人工内耳手術年
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齢 0-1 歳約 70 名，1-2 歳約 200 名，2-3 歳約 240 名，3-4 歳

ト体制が大きく関与しており，骨化が早まっていると判

約 190 名，4-5 歳約 90 名，5-6 歳約 70 名。以下，年齢を

断された場合に施術する実施する場合が多い」と述べて

増すごとに人工内耳装用児が減少している。

いた。なお，サクソニア地方（CIC がある）では，新生

セラピー ( 指導 ) の流れは以下の通りである。

児聴覚スクリーニングが進んでおり，今後も，人工内耳

（１）インテーク

は進んでいくことが予想されるとの説明を受けた。

親の期待，進路， 人工内耳の目標，保険の説明等，
その他，人工内耳に関する事項の説明を行い，同じ親子
に対して，希望により何回でも面談を受け付けている。
また，人工内耳候補として，重複児も受け入れている。
（２）人工内耳手術
人工内耳は原則的には病院が決定する。ドイツでは，
これまで，3000 人の患者がおり，そのうち 1300 名は子
ども，1700 名が : 成人に施術している。（ドイツには 30
の人工内耳手術の病院がある。
（３）pre training
人 工 内 耳 予 定 者（Candidate） に 対 し て 3 週 間 pre
training を行う。pre training 終了後，幼稚園の先生，親，
＜ CIV ハノーファー＞

学校の先生に対しても，セラピー（リハビリテーション，
ハビリテーション）の説明を行う。
（４）Rehabilitation

７．学校訪問

リハビリテーションとして，6 日間 12 週を子どものリ

実 地 調 査 と し て，Samuel-Heinicke-Schle（ サ ミ ュ エ

ハビリテーション，1週を母親に対するリハビリテーショ

ル・ ハ イ ニ ッ ケ 聾 学 校 ） と Institute of hearing impaired

ンを行う。 リハビリテーションの指導内容・配慮とし

（Strawbing）（シュトラービング聴覚障害学校）の 2 校を

て，運動面（平衡感覚）の指導，心理面（親子共）での

訪問した。以下に，概要を報告する。

ケア，音声への集中，インテグレーションのための環境

１）Samuel-Heinicke-Schle（サミュエル・ハイニッケ
聾学校）

作りを行う。（CIC においては，2 歳以下で人工内耳を装
用した子どもの 70％が通常の学校で教育を受けている）

ライプチッヒはドイツ北東部に位置し，バッバが活躍

Bertram 氏は，早期の人工内耳の成功には，保護者や教

した歴史ある街である。校舎は白壁の 4 階建て。校内は

師の良いサポートが不可欠であると述べていた。

ハイニッケ資料館はじめ，至る所に創設者のハイニッケ

（５）habilitation

を偲ばせる彫刻や関連した絵画が目を引いた。

術後のハビリテーションとして，毎週月曜日，保護者

ハイニッケ聾学校は，公立学校であるが，各地域で，

ミーティングを 6 か月実施し，セラピストが情報提供や

教育制度や内容に違いがあるようである。

相談を行う。また，子どもに対しては，毎年２回 ，CIC

子どもは，多い時は 240 名の在籍があったが，現在は

でセラピーを受けるために来所し，3 人の技術者による

150 人ほど。幼稚部（kindergarden）は 2 歳から 6 歳まで 4

人工内耳の調整，4 人の ST により聞き取りや運動面での

年間であった。（これが一般的なようである）

セラピーを受ける。

指導の基本は口話法であるが，手指法を取り入れてい
る教室もあった。全クラスに補聴システムの設備はな

Bertram 氏は，「重複児に対する人工内耳については，

かった。オージオロジー関係では，週 2 回，オージオロ

コミュニケーションの可能性についての議論があるが，

ジストが来校し，相談を受ける。教員は補聴器チェック

子どもに new influenced channel を作り，新しい可能性を

と装用検査のみを行っている。人工内耳の子どもも 5 名

追求するという考えで行っている」とし，「両耳装用に

ほど学んでいた。

ついては，親が両耳装用を望む傾向があること，子ども

学級は，一クラス（6 名）で，deaf が少なく（１名程度），

の言語発達は，リハビリテーション・プログラム，サポー

2,3 名が hard of hearing，残りは他障害という編成が多い。
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このため教室でのコミュニケーション方法は，deaf に対
しては sign，hard of hearing に対しては oral，また mix に
対しては sign ＋ oral というように，子どもの実態によっ
て異なった方法を用いている学級もあった。( 中学生 )
学力を保障するということで，１年長く履修するクラ
スも設けていることのことであった。もちろん，保護者
の同意を得てである。
ドイツでは，教員は同一校勤務が基本であり，異動人
事は殆どない。この点について，校長先生は長期間勤務
が学校の伝統を継承する上ではメリットになっていると
説明した。
＜シュトラービング聴覚障害学校＞
学級は子どもの Speech や language の習熟度に応じて 3
グループを編成している。( ここは 1 学年 5 学級あった )
学校からグループ分けの提案を行い，両親の希望により
在籍学級が決定される。また，その結果は必ず地方教育
庁（バイエルン）に報告される。
カリキュラムは，基本的には通常学校と共通であるが，
中学生段階では，進路やコミュニケーションの課題から，
advanced classを設置したり，
deaf(聾児) とhearing(健聴児)
の special group をつくったりすることもある。advanced
class では，上級学校やギムナジウムの試験準備のため
＜サミュエル・ハイニッケ聾学校＞

につくられる。
中学部では10歳から14歳までの年齢混合クラスもあっ

２）Institute of hearing impaired（Strawbing）

た。ここでは，東欧から移住した子どもや学力遅進児が

シュトラービング聴覚障害学校

在籍しており，指導者によると，配慮事項として，表情

シュトラービングは，ミュンヘンから東へ電車で 2 時

豊かに，ゆっくり繰り返し話すことを念頭に，全員が確

間ほど，ルーマニア国境近くに位置する小都市である。

実にわかることを目標として指導しているとのことで

校長の話によると，学校は半公立半私立（地域から寄

あった。

付を受けている）である。組織は，校長（director）以
下，４人の副校長が配属され，それぞれ独自の担当部門

また，同じ中学部７M（grade 2）で，hard of hearing

をもっている。１名は校長代理業務を行い，secondary

と normal hearing の混合クラス（13 人）を見学した。こ

school( 中学部 ) を担当し，週案（指導案）チェックや試

この normal hearing の生徒は，読み書きに課題がある生

験の管理を行っている。他の1名は，幼稚部（kindergarden）

徒で，聾教育を受け，言語力をつけたいという両親の希

と 小 学 部（elementary school） を 担 当 し て い る。 ま

望があったということであった。また，hard of hearing

た，もう 1 名はオージオロジー部門，スクリーニング，

といっても軽・中等度の難聴児で教室内でのコミュニ

screening，乳幼児教育相談（PIP）を担当する。現在，

ケーションは音声言語によりで互いにスムーズであり，

乳幼児教育相談は 80 名の相談を受けているとのことで

かつスピーディであった。

あった。更に，もう 1 名は，通常学校を担当し，地域の

この指導者によれば，授業において OHP を活用し，

通常学校の200名の教員をサポートしているそうである。
このように，各部門が独立して経営に当たり，地域に対

特に記銘力，表現力（音声，書き言葉）を育てることを
重点に指導をしているとのことであった。

して手厚く教育サービスを展開していることが伺われた。

校長先生の話によれば，近年，ドイツの聾教育は，人
69
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工内耳により在籍児の変化が顕著で，聴覚障害の 20％

示された。また，一人一人の聴覚障害児の支援という観

の子どもは通常の学校へ進んでいるとのことであった。

点から，地域のセンター的機能を果たしている聾学校も

８．まとめ

あった。今後の本邦の早期療育システムを考える際の貴

10 日ほどの短期間での調査であったが，ドイツにお

重な示唆を得ることができた。

ける，聴覚障害教育の実状について，情報の一端を得る
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ことができた。
ドイツにおいては，地方（地域）独自の施策や方針に

1)A Practical Guide to Quality Interaction with Children who have a

より，療育システムや教育システムが整備されつつある

Hearing Loss, Morag Clark

PLURAL PUBLISHING,2006

2) 人工内耳のリハビリテーション－世界の先進的取り組み Dianne

こと，乳幼児にあっては，両親支援に重点が置かれてい

J.Allum 編著

ること，また，人工内耳の早期装用が進んでいることが

城間将江監修

協同医書出版社 ,1999

70

筑波本文2巻再校新.indd 70

07.12.11 0:09:34 PM

