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Ⅰ 問題と目的 

 超重症児とは，呼吸管理を中心とした継続的濃

厚医療を必要とする者のことである（山田・鈴木，

2005）。判定にあたっては，医療・介護度の評価指

標である超重症児スコアが用いられている（鈴木・

田角・山田，1995）。超重症児スコアは，医療介護

度の必要度を示す概念であり，必ずしも脳機能障

害の重症度を反映するものではない（大村，2002）。

したがって，何らかの手段でコミュニケーション

が可能な者から，働きかけに対する反応を見出す

ことが難しい者まで，その臨床像には幅がある。 

大村（2002）は，超重症児スコアに基づく医療介

護と脳機能障害の程度を掛け合わせた超重症児分

類を作成し，超重症児を 4つの水準で分類した。

それは，「昏睡」「覚醒と睡眠の区別可」「刺激に対

する意識的反応あり」「コミュニケーションの成立」

である。本研究では，「昏睡」と「覚醒と睡眠の区

別可」の水準にある超重症児に焦点を当てる。新

生児医療や救命救急医療技術の進歩により，こう

した児童生徒は学校教育の中に一定程度存在し，

今後も増加することが予測される（野崎・川住，

2011；八島・松本・小林・大村・菊池・橋本，20

09）。 

学校教育における超重症児の教育的課題は，超

重症児とのコミュニケーションの困難さに伴う教

育支援方法とその評価方法の構築である（菊池・

八島・室田・郷右近・野口・平野，2005）。超重症

児とのコミュニケーションにおいては，働きかけ

に対する反応を見出すことが難しく，かかわりの

糸口を見出すことが容易ではない（片桐，1991）。

その要因として，空間的な制約，時間的な制約，

かかわり方の制約が考えられる。このようなこと

から，超重症児を担当する多くの教師は，授業中

に確認できる反応を得ることが難しいため，教師

の働きかけを受容しているのか，子どもの実態に

合った適切な指導をしているのか等，教育支援に

関して多くの困難さを抱えている（野崎・川住，

2012）。 

近年では，こうした児童生徒を対象とした心理・

教育的研究が少ないながらも報告されるようにな

り，各種感覚系に対する働きかけが対象者の運動

の発現回数及び心拍数の変化を生じさせることを

示唆する知見が得られている（例えば，岡澤・川

住，2005）。しかしながら，働きかけと行動変化（運

動の発現回数及び心拍数）との関連性は必ずしも

明確にされてはいない。これらの知見を基に教育

現場で実施可能な指導方法及びその評価方法につ

いて検討することは意義あることと考えられる。  

本研究では，超重症児における表出行動を促す

指導方法とその評価方法について検討することを

目的として，各種感覚系（聴覚系，触覚系，聴覚

系及び触覚系）に対する働きかけを行い，指導者

の働きかけ方と対象者の運動の発現回数及び心拍

数との関連性を明らかにする。 

 

Ⅱ 方法  

1  対象者 

特別支援学校に在籍する高等部 2 年生の女子

（対象者 A）である。小学校 1 年時に事故により

受傷し，超重症児スコアは 29点である（超重症児

に該当）。対象者 A は重篤な脳機能障害を有して

おり，人工呼吸器を中心とする継続的な医療とそ

れに伴う入院を必要としていた。そのため，特別

支援学校においては訪問教育の形態にて，自立活

動を中心とする教育課程に基づく指導が行われて

きた。担任教師は対象者 Aに対して様々な活動内

容による働きかけを行うが，対象者 Aの行動変化

を見出すことが難しい状態にあった。そうした中，

対象者 Aが高等部 1年時 4月から 2年時 3月にか

けて，担任教師と特別支援教育を専門とする大学



 

教員との協働による指導が行われた。その結果，

授業中に対象者 Aの左右の手指に運動変化が認め

られることが判明し，ピエゾニューマティックセ

ンサースイッチ（以下，ピエゾスイッチと記す）

を使用した運動の発現回数の測定（カウント）方

法が考案された。 

2 研究期間および場所 

 研究期間は X 年 4 月～同年 9 月末日である。4

月～6 月までの期間は授業場面における行動観察

を通して実態把握を行い，6 月～9 月までの期間

は，担任教師の指導・助言のもとに研究者が設定

した活動内容を実施した。本研究は，特別支援学

校の授業時間内に，対象者 Aの入院している病室

のベッドサイドにて実施した。研究者は担任教員

のアシスタントという立場で授業に参加し，原則

として 1週間に 2回，1回約 20分の頻度で対象者

A に直接的指導を行った。 

3 指導目標 

 対象者 Aには，授業中において両手指の微細な

運動及び常時装着している生体モニタに表示され

ている心拍数の変化が確認された。対象者 Aが環

境とのかかわりを広げるためにも，コミュニケー

ションの基盤となる表出行動を拡大する必要があ

ると考える。そこで，研究者の各種感覚系に対す

る働きかけに応じて行動変化（運動の発現回数及

び心拍数）を生起することを指導目標とした。 

4 指導方針 

超重症児を対象とする心理・教育的研究の課題

は，コミュニケーションの基盤とされる表出行動

を促す指導と働きかけに対する感覚受容の評価の

2 点に集約される。表出行動を促す指導について

は，対象者の運動の発現回数や心拍数を指標とし

て，継続的な働きかけを実施することが，新たな

行動の生起や行動の拡大に有効であることを示唆

する報告がなされている。働きかけに対する感覚

受容の評価については，聴覚系や触覚系に対する

刺激呈示を通して，刺激の種類や対象となる感覚

系によって，心拍数の反応動態には差異があるこ

と，心拍数の低下は刺激に対する定位反応を，上

昇には驚愕反応を反映していることを示唆する結

 

 

果が得られている。これらのことから，対象者 A

に対する活動内容を感覚系の観点から分類・整理

して働きかけを実施することにより，対象者の表

出行動の変化に及ぼす指導効果を検証することが

できるとともに，感覚系の機能特性の観点から，

表出行動の変化を生じさせる要因を解明すること

が期待できる。以上より，対象者 Aに対する活動

内容を感覚系の観点から分類・整理した上で，各

活動内容と対象者 Aの運動の発現回数及び心拍数

との関連性を明らかにすることを指導方針とした。 

5 活動内容 

 活動内容は，日頃から授業の中で実施されてい

る学習活動の中から抽出し，「読み聞かせ」「音楽

鑑賞」「マッサージ」「音楽鑑賞とマッサージ」の

4つに設定した（表 1）。これは，乳幼児及び重症

心身障害児を対象とした先行研究より，感覚機能

は繰り返し行われている日常生活の文脈に応じた

かかわり合いを通して発達することが明らかにさ

れているためである（片桐・小池・北島，1999）。 

6 指導期間 

 対象者 Aの表出行動における活動内容の実施順

序の効果を検討するために，指導前期（11セッシ

ョン）と指導後期（11セッション）の 2期に分割

した。指導前期においては「読み聞かせ」「音楽鑑

賞」「マッサージ」「音楽鑑賞とマッサージ」の順

序で活動内容を実施した。指導後期においては「読

み聞かせ」「音楽鑑賞」「マッサージ」「音音楽鑑賞

マッサージ」の順序で活動内容を実施した。 

活動内容
働きかける
感覚系

働きかけの
種類

具体的な活動内容の
設定

読み聞かせ 聴覚 単一 ・詩集の読み聞かせ
・擬態語，擬声語のあ
　る詩集

音楽鑑賞 聴覚 単一 ・イヤホンの使用
・テンポの速い曲
（アレグロ以上）

マッサージ 触覚 単一 ・右足に行う
・順番 ①指先 ②足の
　裏 ③足首 ④足首か
  ら膝まで⑤膝

音楽鑑賞と
 マッサージ

聴覚
触覚

複合 ・イヤホンの使用
・順番はマッサージ時
　と同じ

表1 セッションにおける活動内容の設定



 

7 分析 

1）分析対象区間 

分析対象区間は「Pre（指導前 60秒間）」「読み

きかせ」「音楽鑑賞」「マッサージ」「音楽鑑賞とマ

ッサージ」「Post（指導後 60秒間）」の 6区間とし

た。 

2）分析の指標 

 セッション中に観察された対象者 Aの両手指の

運動の発現回数と心拍数(心拍数の変動と心拍数

の変化)を分析の指標とした。 

(1) 運動の発現回数 

 左手の運動は目視での確認は難しいため，微細

な動きを可視化する環境を設定した。具体的には，

左手のひらにピエゾスイッチのセンサーを取り付

け，わずかな動きでスイッチが入力され，玩具の

ライトが点滅するようにした。VTR 記録よりライ

トの点滅数を活動内容ごとにカウントした。右手

の運動は目視によっての確認が可能なため，VTR

記録より右手に発現した運動をカウントした。 

(2) 心拍数 

 本研究においては，心拍数の変動はフェーズ内

の心拍数の標準偏差を，心拍数の変化はフェーズ

間の平均心拍数の差を示す。心拍数の値は，常時

装着している生体モニタの VTR 記録より，1 秒単

位でプロットした。 

3）分析方法 

(1) 運動の発現回数 

運動の発現回数の分析においては，活動内容の

差異による運動発現回数の変化を促す要因を検証

するために，各種感覚系に対応した活動内容，活

動内容の実施順序，経過時間を独立変数，手指の

運動の発現回数を従属変数とし，線形混合ポワソ

ン回帰分析を実施した。 

(2) 心拍数 

 心拍数の変動の分析においては，活動内容の差

異による心拍数の変動を促す要因を検証するため

に，各種感覚系に対応した活動内容，活動内容の 

実施順序，経過時間を独立変数，心拍数の変動を 

従属変数とし，線形混合モデルによる分析を実施 

した。心拍数の変化の分析においては，平均心拍

数が直前のフェーズから有意な変化が見られるの 

か，指導前期と指導後期それぞれについての平均

心拍数の変化の分析を実施した。 

7 倫理的配慮 

本研究を進めるにあたり，対象者の保護者およ

び学校の同意と学内の研究倫理審査委員会の承認

（承認番号：2017‐11）を得た。 

 

Ⅲ 結果 

1 運動の発現回数 

線形混合ポワソンの回帰分析の結果から，運動

の発現回数には，活動内容の実施順序，経過時間

は影響しないことが判明した。活動内容の効果に

ついては「音楽鑑賞とマッサージ」「マッサージ」

「音楽鑑賞」「読み聞かせ」の順に対象者 Aの運動

の発現回数を有意に促進することが判明した（表

2）。 

2 心拍数 

1) 心拍数の変動 

 線形混合モデルによる分析の結果から，心拍数

の変動には，活動内容の実施順序を入れ替えたこ

とは影響するが，経過時間は影響しないことが判

明した。活動容の効果については「読み聞かせ」

「マッサージ」「音楽鑑賞」「音楽鑑賞とマッサー

ジ」の順に対象者 Aの心拍数の変動を有意に促進

することが判明した（表 3）。 

2) 心拍数の変化 

指導前期，指導後期ともに有意な平均心拍数の

上昇あるいは低下という変化が認められた(表 4，

表 5)。「Pre から読み聞かせ」における心拍数の変

化に注目してみると，指導前期においては平均心

拍数が上昇し，指導後期においては平均心拍数が

低下するという特徴が見出された。 

 

Ⅳ 考察 

 本研究の結果から，各種感覚系に対する研究者

の働きかけ方の差異が運動の発現回数と心拍数の 

変動の有意な差異を生じさせることが明らかにな

った。このことは，対象者 Aが各種感覚系に対す

る働きかけを弁別的に認知している可能性を示唆 



 

 

 

 

すると同時に，本研究における各種感覚系に注目

した働きかけの評価方法の妥当性を示すものであ

る。働きかけ方と運動の発現回数との関連性に注

目すると，聴覚系及び触覚系に対する複合的な働

きかけが，聴覚系，触覚系に対する単一の働きか

けよりも対象者の運動の発現回数を促進すること

が示された。働きかけ方と心拍数の変動との関連

性に注目すると，人の声による聴覚系に対する働

きかけが，機械音による聴覚系に対する働きかけ，

触覚系，聴覚系及び触覚系に対する働きかけより

も心拍数の変動を促進することが示された。「Pre

から読み聞かせ」における心拍数の変化に注目す

ると，指導前期においては「読み聞かせ」に対し

防御的加速反応が出現し，指導後期においては「読

み聞かせ」に対し定位的減速反応が出現している

可能性が示唆された。つまり，指導前期において

「読み聞かせ」を行う人の声という刺激に対する

防御的反応だったものが，指導後期において「読

み聞かせ」を行う人の声に対して注意を向けた反

応であった可能性が推察される。 

以上より，運動の発現回数を促進する働きかけ

と心拍数の変動を促進する働きかけは異なること

が推察される。また，平均心拍数の変化が定位反 

応を反映しているとするならば，超重症児を対象

とした教育においては，対象者の運動の表出を促

す働きかけ方と定位を促す働きかけ方が異なるこ

 

 

とを考慮した活動内容の設定及び働きかけ方の工

夫が必要である。 
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活動内容    比の値

音楽鑑賞/読み聞かせ 1.212 **

マッサージ/読み聞かせ 1.778 ***

音楽鑑賞とマッサージ/読み聞かせ 2.277 ***

表2「読み聞かせ」に対する「音楽」「マッサージ」
「音楽鑑賞とマッサージ」の効果

*** p < .001, ** p < .01, * p < .05

活動内容 　　　心拍数の変動

Pre 1.413

読み聞かせ 1.391

音楽鑑賞 1.149

マッサージ 1.268

音楽鑑賞とマッサージ 1.118

Post 1.095

表3 各活動内容における心拍数の変動

注：表中の「Pre」は指導前60秒間を，「Post」指導後60秒間を
    示す。

活動内容 推定値 標準誤差 　z値 有意確率

Pre → 読み聞かせ 0.303 0.064 4.769 0.000 ***

読み聞かせ→ 音楽鑑賞 0.202 0.039 5.145 0.000 ***

音楽鑑賞 → マッサージ 0.332 0.035 9.379 0.000 ***

マッサージ
 → 音楽鑑賞とマッサージ

-0.341 0.034 -10.041 0.000 ***

音楽鑑賞とマッサージ
 → Post

-0.569 0.050 -11.422 0.000 ***

活動内容 推定値  標準誤差 　z値 有意確率

Pre → 読み聞かせ -0.622 0.065 -9.499 0.000 ***

読み聞かせ
 → 音楽鑑賞とマッサージ

1.135 0.042 27.100 0.000 ***

音楽鑑賞とマッサージ
 → 音楽鑑賞

-1.314 0.033 -40.361 0.000 ***

音楽鑑賞 → マッサージ 1.035 0.071 14.643 0.000 ***

マッサージ → Post -0.139 0.052 -2.674 0.036 *

*** p < .001, ** p < .01, * p < .05

*** p  < .001, ** p  < .01, * p < .05

表4 指導前期における平均心拍数の変化の分析結果

表5 指導後期における平均心拍数の変化の分析結果

注：表中の「Pre」は指導前60秒間を，「Post」は指導後60秒間を示す。

注：表中の「Pre」は指導前60秒間を，「Post」は指導後60秒間を示す。


