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抄録

人口の高齢化や分護保険サービス分野での雇用の増加によって、言語聴覚士 (ST) が認知症の入とかかわる

機会は増えている。そこで現任の ST129名に調査票を送付し 73名から回答を得て、認知症の人へのかかわりの

頻度や内容などの実態、および今後のあり方についての意見を集約した。かかわりの頻度については、認知症

をともなう例は言語聴覚察法の対象者にも多く、 STが認知症の入とのかかわる頻度法高かった。内容について

は、「摂金・礁下面の評価jが業務量・重要性の両者において最も高かった。今後の STのかかわり方として、

認知症にともなうコミュニケーションや生活上の障害にもかかわるのがよいという意見が多かった。 STが認知

症の入に広い範毘で適切にかかわるためには、認知症について学べる機会を増やし、障害特性に合った評価や

分入の方法を開発するとともに、自らの役割について ST自身が自覚し、開拓する姿勢も重要と考えた。

キーワード:認知症言語謹覚士かかわり アンケート調査
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I 目的

介護保険制震の導入とその改訂にともない、分護老

人保提施設や通所リハビリテーションといった分護保

険サービスの分野で働く言語聴覚士(以下 ST) は増

加してきた。老人保健施設を対象に行った調査結果1)

によると、入所者の 8割近くに何らかのコミュニケー

ション捧害がみられ、認知症または精神活動低下をと

もなうケースは全入所者の約 7割に及んでいた。高齢

者施設などの介護保険サービスの分野においては、認

知症の人に STがかかわる機会は多Lミ。また、人口の

高齢化の影響を受け、介護のみならず医療の場におい

ても認知症をともなう患者が噂加している可能性は高

t '10 

ところで、医療・福祉の場における認知症への対応、

のありょうは、近年、大きく変化してきた。かつては、

アルツハイマー病 (AD) などによる認知症は、医療

的に治癒しくいことから、認知症を悲観的にとらえ、

食事、入浴、排浩介助以外にできるケアは誌とんどな

いと考える入が多かったが、現在で誌、認知症のある

個々の「入」を理解し、認知症の「人jとのコミュニ

ケーションを中J心においたケアの重要性が浸透しつつ

ある 2)3h さらに、初期の認知症の人に対する分護予

防を重課する流れも無視できない。

こうした背景から、認知症のある入ヘ STのかかわ

りは、コミュニケーションを支援する職種として、重

要性を増しているのではないだろうか。しかし、認知

症の人への STのかかわりの現状については明らかに

されておらず、 STのかかわり方についての指針等も

示されていない。高齢者施設に勤務する STからも認

知症への対応について戸惑いの声が聞かれたへそこ

で、認知症の人への STのかかわりの頻度・内容など

の現状を明らかにするとともに、今後のかかわりのあ

るべき方向を検討する目的で、実擦に認知症に対応し

ていると考えられる STを対象としてアンケート調査

を行った。

E 方法

1 寵査対象

調査対象は、広島県立保健福祉短期大学言語聴覚療

法学科・広島県立保健福祉大学コミュニケーション障

害学科卒業生、および上智大学大学院言語障害研究コ

ース修了生のうち、勤務先に関する稽報から成人の言

語臨床に携わっていると判断される STとした。

2 譲査方法

調査票を用いて郵送調査を行った。依頼文書、調査

票、返信用封筒を対象者に送付した。回答辻無記名で

求め、国収をもって協力への同意とした。

3 調査機関

2006年 2月-3丹

4 寵査内容

本調査によって、認知症への STのかかわりの現状

と、今後のあるべき方向についての意見の大まかな傾

向を知ると同持に、 ST間で情報を共有する機会にも

したいと考えた。そのため、できるだけ多数の回答を

得られるよう、自答のしやすさを考慮、した多鼓選択式

の質問を多用しつつ、回答者が自由に意見を記述でき

る項目を設けた。調査票の作成にあたっては、認知症

の入への SLP(speech-language-pathologist、わが国で

の STに該当する専門職〉の役割と職務が明示されて

いる米国言語聴覚協会 (ASHA)の資制 5)的、米国で

の認知症の入の評価と治療7¥わが国での STのかか

わりの実践 8) をもとに、考えられる領域や役割をで

きるだけ広範囲に網羅するように務めた。ただし、聴

力障害については、 STが大まかな評価を行い配慮す

ることはあっても、耳鼻科など専門の診療科に所属す

る一部の ST以外法、直接的に会入できる環境にはな

いことから、独立した調査項目と試しなかった。用い

た調査票の項司を表 1に示す。なお、直接的介入とは

認知症の人本人への訓練などのはたらきかけを、間接

的合入とは環境課整や崩屈の人々など、本人以外への

はたらきかけを指す。

5 分析方法

選択設による自答項目については、単純集計を行っ

た。[かかわりの対象とする障害とかかわりの種類加

の業務量および重要性jについては、最も多い/高い

ものから 3番目までを頗位づけする形式での回答を求

め、 1位を 3点、 2f立を 2点、 3f立を 1点、に換算して

集計した。自由記述項目については、記述の内容のま

とまりで区切り、内容の類似性にしたがって分類した。

回答者全員がすべての項吾について回答したわけでは

ないが、項目ごとにできるだけ多くの回答を拾うよう

にした。このため項目によって回答総数が異なった。
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表 1 謂査項昌

回答者の震性

年齢職歴勤務する職場

認知症の人へのかかわりの実態

言語聴覚療法の対象者中の認知症の人の割合

職場での認知症の人とのかかわりの頻度

かかわっている認知症の人の病名

認知症の人へのかかわりの実際

かかわりの対象とする撞害とかかわりの種類(評縮、亘接的介入、間接的介入)別の業

務量および重要性

言語・認知冨の評価方法

言語・認知冨の評髄における工夫・配意点・問題点(自由記述)

言語・認知面への産接的介入の方法

言語・認知冨への亘接的介入における工夫・配J重点・問題点(自由記述〉

スピーチ面の評錨方法

スピーチ面の評価における工夫・配慮点・問題点(自由記述〉

スピーチ面への直接的介入の方法

スピーチ面への直接的介入における工夫・配慮点・需題点(自由記述)

摂食・号車下面の評倍方法

摂食・礎下車の評値における工夫・配意点・罰題点〈自由記述)

摂食・礁下冨への亘接的介入の方法

摂食・蝶下冨への亘接的介入における工夫・記慮、，長・問題点(自由記述〉

間接的介入の方法

間接的介入における工夫・配慮点・問題点(自由記述)

能部門との協力体制づくりについての意見

他部門との協力体制づくりに関する工夫点・問題点〈自昌記述)

今後のかかわりの方向性について

認知症の入にかかわる姿勢・かかわりの範囲についての意見

かかわりの呂標・目的についての考え

認知症の有無による言語聴覚療法でのかかわり方の違いについての意見(自由記述)

認知症臨床において STに期待される役誤についての意見

ST養成課程における認知症についての学習の程度

ST養成課程における認知症についての学習の不十分な点(自由記述〉

認知症の入への STのかかわりについての意見・解決すべき課題・問題点など(自由記述)
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E 結果 2 IBI答者の屠性

回答者の属性は表 2のとおりであった O 年齢で、試

1 謂査票の毘収状況 20義代が 74% (54名)と大半を占め、経験年数では

発送総数は 129通、うち 5通は返送またはあて先と 5年以上 10年未満が 38% (27名)、 3年以上 5年未

なった職場からの連絡によって不達が明らかとなっ 満が 31% (22名)と多かった。勤務先については、

た。自答総数は 73通(回収率 59%)であった。 護数の捷設やサービスをかけもちする回答者もあった

項目
年齢
(討二73)

STとしての職歴
(N=71) 

勤務する職場
(N=72) 

が、病読を勤務先とする回答者が 80.6% (58名)と

最も多かった。病院に勤務する者では慢性期 (54.2%) 
および回復期 (41.7%)壁療を中Jむとする病院が多か

った。

表 2 @]答者の属性

選択肢 人数 (%) 
20歳代 54 (74.0) 
30歳代 10 (13.7) 
40歳代 8 (11.0) 
50歳代以上 1 (1.4) 
3年未溝 17 (23.9) 
""'5年未満 22 (31.0) 
"'10年未溝 27 (38.0) 
10年以上 5 (7.0) 
一殻病院 58 (80.6) 

うち急性期 14 (19.4) 
毘復期 30 (41.7) 
慢性期 39 (54.2) 

老人保健蒐設 16 (22.2) 
特期養護老人ホーム 1 (1.4) 
デイ・ケア 21 (29.2) 
デイ・サービス 5 (6.9) 
その他 5 (6.9) 

注)人数は自答のあった者のみを表示
勤務する職場は複数回答を含む

3 認知症の人へのかかわりの実態

認知症の入とのかかわ与の実態を表 3に示す。

「言語聴覚療法の対象者中の認知症の人(勉揮害との

合併を含む)の害j合jについて誌、「多くはないが一

般的 (20~ 40 %未満けという回答が 25.0% (18名〉、

「半数前後 (40~ 60 %未満)J という回答が 23.6% 

(17名)と多くを占めた。「半数前後Jr多数 (60~ 

80%未満)Jr大半 (80%以上)Jの合計、すなわち、

認知症をともなう例が言語聴覚療法の対象者の半数前

後かそれ以上と苓えた回答者は 51ι%(37名)にの

ぼった。一方、失語、構音撞害、摂食・聴下障害とい

った STが特有に扱う領域の障害よ勾もむしろ f認知

症に起思する問題が主揮害である認知症の入の裂合j

では、「わずか (5%~ 20 %未満)Jという回答が

39.7 % (29名)を占め、次いで「多くはないが一般

的 (20~ 40 %未溝)Jが30.1% (22名)であった。

言語聴覚療法としてのかかわりに摂らず¥より一般

的な「職場での認知症の人とのかかわりの頻度Jにつ

いては、 58.9% (43名〉が「常に為るjと田答した。

認知症の起因病名については、「踏血管性療呆(認

知症)Jを挙げた回答者が 97.1% (68名)と最も多か

った。
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表 3 認知症の人へのかかわりの実態

項目 選択肢 人数(%)

ほとんどなし (5%未満 4 (5.6) 
言語聴覚療法の対象者中の わずか (--'-'20弘未満) 13 (18.1) 
認知症の入 (f也障害との合 多くないが一般的 ("'40%未満) 18 (25.0) 
併を含む〉の割合 半数前後 ("'60%) 17 (23.6) 
(N二72) 多数("'80%未満 11 (15.3) 

大半 (80%以上) 9 (12.5) 

言語聴覚療法の対象者中の ほとんどなし句協未満 6 (8.2) 
わずか("'20%未満 29 (39.7) 

認知症L起思する開題が主 多くないが一般的("'40%未満 22 (30.1) 
障害である認知症の入の裂 半数前後 ("'60%) 9 (12.3) 

合 多数 ("'80%未満) 6 (8.2) 
(N二73) 大半 (809る以上 1 (1.4) 

職場での認知症の人とのか ほとんどない 8 (11.0) 
かわりの頻麦(言語聴覚療
法の対象者に限らず) 時人ある 22 (30.1) 

(N=73) 常にある 43 (58.9) 

アルツハイマー病 46 (65.7) 
かかわっている認知症の人 脳血管性痴呆(認知症 68 (97.1) 
の病名 前頭側頭型痴呆〈認知症) 27 (38.6) 
(N二70) アルツハイマー病+魁血管性 33 (47.1) 

その他 7 (10.0) 

注)人数は呂答のあった者のみを表示
病名は護数回答を含む

表4 かかわりの対象とする障害とかかわ1)の種類別の業務

量および業務の重要性

顕位かかわちの対象とする障害・撞類 得点

4 認知症の人へのかかわりの実際

回答者のうち 4名は、認知症の人に対して

「言語聴覚療法としてのかかわりjもそれ以

外も含めた「職場でのかかわりjも「ほとん

どなLリとしたが、それ以外の回答者 (69

名)からは認知症の入へのかかわりの実際に

ついて毘答を得た。

「かかわりの対象とする樟害とかかわりの

種類別の業務量および重要性jについては、

1~3 位の頬位付けによる回答を得点化した

結果、業務量として最も多かったのは、「摂

食・礁下面の評価jであり、次いで f摂食・

聴下面への直接的分入j、「言語・認知面の

評価jの順位となり、重要性の点からは、同

様に「摂金・膜下面の評価jが最も重視され、

次いで f言語・認知面の評価J.r摂食・礁

下面への間接的分入jという順位であった

(表 4)。

評語として異体的にどのようなことを行っ

ているかについて「言語・認知面ム発声・

構音などの「スピーチ面J、「摂食・畷下面」

について選択肢を挙げてたずねた結果を菌 1

~図 3に示す。失語症やその他の高次脳機能

障害など f認知・言語面jの評値では、検査、

-業務量について
1 摂食.s蒸下面の評彊

2 摂食・嘱下面への菖接的分入
3 言語・認知面の評癌
4 言語・認知面への亘接的分入
5 摂食.s蒸下面への語接的介入

6 スピーチ面への直接的介入
7 言語・認知冨への間接的介入
8 スピーチ面の評価
9 スピーチ面への間接的介入

.業務の重要性について
1 摂食・嘆下冨の評語
2 言語・認知富の評錨
3 摂食・嘆下冨への関接的介入
4 言語・認知冨への直譲的介入
5 摂食・曝下冨への直援的介入
6 認知・言語歪への関接的介入

7 スピーチ面への直接的介入
8 スピーチ面の評価
9 スピーチ面への間接的介入
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観察、情報収集と幅広い方法が用いられており、 f面
接や会話jでの評価や「認知機能検査jが高頻度で行

われていたが、持に重視されていたのは「面接や会話J
での評悟、 fS需生活場面の観察jであった(図1)0

「認知・言語面jの評価で使用している検査として異

体的に挙がったものは、標準失語症検査、 MMSE

(Mini-Mental State Exarnination)、長谷川式簡易知能評

価スケール、レーヴン色彩マトリシス検査、コース立

方体組合せテスト、ベントン視覚的記銘検査、三宅式

記銘力検査、かな拾いテスト、ワーパーミード行動記

憶検査、 WAIS-Rなどであった。発声・構音などの

「スピーチ面」の評価についても同様に、「面接や会話j

言語検査

認知機能検査

面接や会話

日常生活場面の範察

日常生活についての構報収集

その他

での評価、「発声発語器富機能検査」が高頻度に行わ

れ、 f面接や会話jでの評価、 fS常生活場面の観察j

が重視される頬向がみられた(毘 2)0 また、「摂食・

聴下語」の評舗については、頻度においても重要性に

おいても「食事場面の観察jが最も高かった。しかし、

発声発語器官機能検査、報下スクリーニング検査、講

音検査、 VF(videofluoroscopy ビデオ聴下遺影〉検

査、病壁・生活などに関する情報収集のいずれも回答

者 69名中 30名以上が行っていると回答した(国 3)。

自由記述項目である「評語における配慮・工夫点およ

び問題点」については、障害の種類にかかわらず共通

した内容が挙げられたため、まとめて表 5に示した。

O 10 20 30 4o 50 6070人

高百三モL¥:Q包特iこ頻繁に行っている医特jこ重視しても 1る

図 1 言語・認知直の評価として行っていること (N=68)

構音検査

発声発語器宮機能検査

富接や会話

E常生活場面の霞察

E常生活の靖報収集

その他

O 10 20 3o 40 50 60 70人

凶行っているロ特に頻繁に行っている 8特に重視している|

図2 スピーチ面の評価として行っていること (N=64)
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構音検査

発声発語器官機能検査

嘆下スクリー二ング検査

V F (video司ωroscopy)強査

V E (videoendoscopy)検査

食事場面の霞察 ~~光明LL叫同じ々でいがあ!よ，'L

痛歴・生活等に罰する構報収集 tit訪日ヒ目立訪山

その他

O 10 20 30 40 50 60 70人

|闘行っている国特に頻繁に行っている堅持に重視している 1

菌 3 摂食・聴下富む評価として行っていること制=69)

表 5 評橿における記慮 a 工夫点、および問題点

く配意・工夫点>
・環境設定について工夫している

集中できる環境、落ち着ける環境を設定する
普段の状況に近い雰囲気づくりを心がける
空襲の時間帯に行う(摂食・嘱下)

-身体・認知・生活面を含めてその人の全体像をとらえるよう心がけている
普設のようすについて情報収集をする
日常生活での会話を観察・評寵している(認知・言語、スピーチ)
食事場面の観察を重視している(摂食・嘆下)
認知面だけでなく身体機能面もみる〈認知・言語)
曝下だけでなく認知酉もみる(摂食・嘆下)

-場面や時による状態の変動に注意し、工夫している
評値の機会を複数回持つようにしている
場面による差に注目している

-評値の進め方について配慮・工夫している
検査の施行方法や指示のしかたをその入の状態に合わせて変える
心理面に配慮し、共感的な態度で接する

く問題点>
・検査教示に従えない人の評揺が難しい

検査が行えないことが多い
検査結果の正確さや客観性に欠ける
重度の入、重複した障害(視覚・轄覚を含め)の人の評錨が難しい

・反応の変動、検査結果のばらつきが大きい
-検査・評価結果の解釈が難しい

認知の問題と言語・スピーチ・嘆下の問題の見きわめが難しい
評彊結果から方針を立てることが難しい

-環境面に問題がある
疑問点を相談できる相手がいない
検査の道呉や場所がない

評価を行う際の環境設定などを工夫し、生活面を含め 直接的介入として具体的に行っていることについて

て対象者の全体橡をとらえるよう配慮、している一方、 も同様に、「言語・認知面j、fスピーチ面j、「摂食・

検査が行えない対象者が多い、検査結果が一定しない、 膜下面」それぞれについて選択肢を挙げてたずねた。

検査結果の解釈が難しいといった問題が挙がった。 結果を図 4~ 6'こ示す。「言語・認知面」および fス
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区ヨ

レクリヱーション的療法

趣味活動・アクティビティを促す療法

趣味活動・アクティヒ‘ティを促す療法

代償手段・ストラテジーを促す雷11練

カウンセリング約療法

認知・言語面への刺激中心の療法

認知・言語面への刺激中心の療法

記壊商への訓練

記憶酉への訓練

詔想、法的療法

回想、法的療法

その他

値
部
の
介
入

集
毘
で
の
介
入

その他

70人

密 4

60 50 

(N=68) 

40 

言語・認知冨への直接的介入として行っていること

30 20 10 O 

代償手段・ストラテジーの使用を促す訓練

その他

集 1発声・発語・犠音訓練

題|

J;~代償手段・ストラテジーの使用を促す訓練
介|

入 lその他

発声・発語・構音訓練

カウンセリング約療法

個
別
の
介
入

70人60 50 40 30 20 10 O 

(N=64) スピーチEへの童接的介入として行っていること図5

直接的摂食・礁下訓練

間接的畷下司11練

口腔;音拭

その他

70 人

菌 6

60 

(N=68) 

50 

摂食・聴下車への直接的介入として行っていること
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ピーチ面」について亘接的介入として行っていること

誌、「言語・認知面への刺激中心の療法」、「発声・発

語・構音訴練jといった、オーソドックスな言語訓練

の流れに為るものの頻震が高かったが、「趣味活動・

アクティピティを捉す療法jも比較的多かった(留 4、

函5)0r摂食・膜下面」については、口腔清拭、マッ

サージや口腔器官の運動雷"線など食物を使わずに行う

「間接的聴下訓諌」、実際に食物を使いながら体位や鞍

下方法の指導などを行う「宜接的摂食・礁下訓練」が

pずれも行われていた(図 6)。自由記述項自で為る

f亘接的分入における配慮、・工夫点、および問題点」の

回答を表 6にまとめた。[言語・認知面」、{スピーチ

面jともに、狭い意味での言語訓練や言語課題にこだ

わらなL功寸追わり方を工夫していること、また指導に

毒たって誌、対象者の状態に合わせたわかりやすい方

法を心がけていることが示された。また、摂金・膜下

面については、亘接的介入iこ関する記述項目であった

にもかかわらず、環境調整や他職種のスタッフ・家族

への指導など、むしろ間接的介入に重点、を置いている

といった意見が譲数みられた。問題点として誌、理

解・集中の国難な人へのかかわりの難しさ、本人に訓

練を行っても定着や般化が難しい、適切なかかわり方

ができていないことなどが挙げられた。

間接的介入については、障害の唾類に分けず、どの

表 6 直接的介入における配慮 z 工夫点および問題点

く配慮・工夫点>
認知・言語面への介入

-その人の趣味、楽しみ、生活を考慮した課題や刺激を選ぶ
・言語課題にこだわらず、作業や活動を取り入れる
-写真、実物、絵などの視覚刺激を取ち入れる
-グループ活動の中でコミュニケーションを援助する工夫をしている
・訓練に限らず、こまめに会い、声をかける
-その人のペース、心理状態を配慮する
-誤りをさせない学習法(errorlesslearning)の技法を利用する

スピーチ酉への介入
-狭義の言1[練にこだわらず、表出を促すよう心がけている

歌唱、会話、レクリエーション、グループ活動で楽しみながら訓練する
・わかりやすい指示、わかりやすい教材の利用を心がけている

摂食・瞭下面への介入
・わかりやすく、繰り返し指導するなど指導方法を工夫している
.拒否されないよう配慮している
-環境調整や他職種、家族への指導など関接的介入を重視している

く問題点>
-理解、注意、集中の困難な入、拒否のある人への介入が難しい
.本人に訓練を行っても定着や般化が難しい
-適窃なかかわり方やプログラムを提案、実行できていない

意欲や自発性を引き出せる活動が見つからない
口腔での溜め込みなどの問題への介入方法がわからない(摂食・礁下〉

・意欲の低下やストレスなどを考えると介入すべきか判断が難しい
-他職種のスタップや家族の理解が得られにくい
-時間的、人的な余裕がなく、介入ができない(認知・言語、スピーチ〉

ようなことを行っているか選択肢を挙げてたずねた結

果、「施設内スタッフへの伝達・助言jが頻震、重要

性ともに最も高かった(国 7Lr間接的介入に演する

配慮・工夫点および開題点」の記述内容は、次の自由

記述項目である「他部門との協力体制づくりに関する

工夫点、および問題点」と共通する内容が多かったため、

まとめて表 7に示した。物理的環境調整に努め、他職

種のスタップや家族への伝達のためにさまざまな工夫

を行い、情報提供や他部門からの情報収集に努めてい

るが、勉職種のスタップから協力が得られにくい、家

族とのコミュニケーションが不十分である、 ST自身

の力不足などの問題も明らかになった。他部門との協

力体制や施設全体での取与紐みに対してどのように考

えるかについて誌、「非常に重要である」という回答

が 37.3% (25名)、 f重要であるj という冨答が

52.2 % (35名)であり、両者で 9dU近くを占めた

(表 8)。

を

i
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カンファレンス・会議での報告・提案

物理的環境の整備

介護者・家族への偲別栂談・助言

家族会・介護教室等での指導

施設内スタッフへの伝達・効言

カルテへの記載・報告書の提出
ミミ

施設内勉強会などでの発表・講義

ケアプランの立案・ケースマネージメント

その他

30 40 50 
人

垂空三F豆函主璽璽主主亘空豆通事事宣亙i

図7 間接的介入として行っていること(持=68)

G 20 

表 7 罰接的介入および他部門との協力体制づくりに関する配慮・工夫点および問題点

く配慮・工夫点>
・物理的環境調整に努めている

姿勢、食物形態、食器などに工夫をする(喪食・礁下)
危険物の排除を心がけている
カレンダ一、新関などの配置を行う

-スタッフや家族への伝達の方法を工夫している
説明、助言、連絡ノート、ビデオ、デモ、地スタッフや家族の訓練への参加
{昌男目の子引や注意書きを作成し提示方法を工夫している

-積極的に提案し、情報提供を心がけている
. f岳部門からの情報収集につとめ、他部門にもかかわってもらう

他部門のスタッフに質問し、話し合う
病棟スタッフにも同じ方法でかかわってもらう

く問題点〉
-他職理のスタッフの協力が得られにくく、協力{本制がとれない

他職種への助言や依頼事項が全職員に浸透しない
他職種のマンパワーの問題もあり深く立ち入れない
協力体制を築くゆとりがST自身にない

. f塩職種のスタッフの認知症のとらえ方がさまざまである
認知症の症状の把握が不十分で、不適切な対応が弓につく
認知症に無関心なスタップがいる

-家族とのコミュニケーション、家族への支援が不十分である
十分な機会が持てない
高齢の家族の場合、理解してもらうことが難しい

'ST自身の力不足で、専門性を持ってかかわることが難しい
どのような人を言語聴覚療法の対象とすべきか、どこまで介入すべきか判断が難しい
問題に気づいても、他のスタッフや家族を指導できるまでの知識がない

ヮ“Qd
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表 8 他部門との協力体制や蕗設全体での取り組みに関する意見

(N=67) 
選択肢 人数%

非常に重要である:より長い体制づくちのために STの側から工夫や提案をするな
ど、積極的に鶴きかけるべきだ 25 (37.3) 

重要である:ルーチンで行うことや他部門からの要望に対して、プラスアルファを加
35 (52.2) 

えて返して行くべきだ
どちらとも言えない:ルーチンで行うことや他部門からの要求はきちんと果たすべき

だがそれ以上抱え込むべきでない 5 (7.5) 
あまり重要性を感じない:必要最低限のことを行えばよい 2 (3.0) 

5 認知症の人へのsτのかかわりの今後について いても、本人や家族が困っていればSTがかかわるの

現時点での認知症の人へのかかわりの有無とは別 が良Lリと考える回答者が 57.5% (42名〉と最も多

に、 STのかかわりの今後について全回答者から意見 く、次いで f積極的かかわり」すなわち「認知症にと

を得た。 もなうコミュニケーションや生活上の障害について

認知症の入への STかかわりの今後の方向性として も、 STが積極的に役割を担い、かかわろうとするの

は、「本人や家族に感じたかかわりjすなわち[認知 が良Lリと考える田答者が 32.9% (24名)であった

症にともなうコミュニケーションや生活上の障害につ (表 9)0

表 9 認知症の人への STのかかわりの今後の方向性についての意晃

(N二73)
選択鼓 人数%

讃極的かかわり:認知症にともなうコミュニケーション障害や生活上の障害について 24 (32.9) 
も、 STが積極的に役割を担い、かかわろうとするのが長い

本人や家族に応じたかかわり:認知症にともなうコミュニケーション障害や生活上の
障害についても、本人や家族が因っていればSTがか 42 (57.5) 
かわるのが良い

部分的かかわち:認知症があっても、狭義の言語障害や摂食・礎下欝害に付隠するも
のであるならば、 STは認知症に配意しながら、言語障害や摂食・ 6 (8.2) 
嘆下障害の部分でかかわるのが良い

消極的かかわち:認知症があるばあいは、 ST誌できるだけかかわりを減らした方が
良い 1 (1.4) 

認知症の入に STがかかわる際の自標や目的につい

ては、 60名以上の回答者が「心身機能の廃用訪止j、

I QOL (quality of life 人生の質)の向上・維持j、

ADL (activities of daily living 日常生活行為)以外の

コミュニケーション等を含む fその他の生活活動の向

上・維持Jを選び、特に IQOLの向上・維持jを重

要と考える回答者が多かった〈図的。

言語聴覚療法を認知症のある入に行う場合と認知症

のない人に行う場合とで、 STのかかわり方にどのよ

うな違いがあるかについて誌、「本人の龍力、ベース、

心理面、個性へのより細やかな配慮、が必要ム「日常生

活や QOLを重視するJ、「環境調整の重要性が高Lリ、

「家族や他職種とのかかわりが大きpJ、[訓練的な要

素よりもレクリエーションや楽しめる要素を取り入れ

q
J
 

Q
d
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心身機能の向上

心身機能の庭用防止

ADしの向上・維持

その他の生活活動の向上・維持

QOLの向上・維持

介護者負担の軽減

介護者のQOしの向上・維持

その他

O 10 20 30 50 7

一話

図8 認知症の人 iこ Sτ がかかわる際の目諜.~的 (N=73)

るj、「吾標設定が機能向上でなpJといった意見が挙

げられた。

認知症の臨床において STが果たすべき役割、また

は果たしたいと思う役割についての回答は、失語、構

音障害、摂食・礁下障害の評価や分入にとどまらず、

認知症にともなうコミュニケーションや生活上の障害

についての評価、直接的介入のほか、家族・介護者へ

の助言、梧談など、広範囲にわたった(図的 O

ST養成課程における認知症についての学習に関し

ては、「十分だったjが5.6% (4名)、 f必要最低摂だ

った」が 41.7% (30名)、「不十分だったjが43.1% 

(31名)、「ほとんど無かったjが 9.7% (7名)であ

った。どのような点が不十分と感じたかについては、

「基本的な知識よ「事例の紹介など、実際の臨床像が

とらえられるような学習」、 fワハピリテーションや介

入法、対処法についての学習ム「実習、見学など亘接

失語症、構音障害、摂食・膜下樟害のある
認知症の人の評価

失語症、構音障害、摂食・膜下障害のある
認知症の人の個々の簿書への直接的介入

認知症にともなうコミュニケーションや
生活上の障害の評価

認知症にともなうコミュニケーションや
生活上の障害への直接的介入

家族・介護者への助言・相談

他スタッフへの伝達・招談

ケアプランの立案・ケースマネージメント

その他

G 20 40 50 6070入

問考えられる密特iこ重要

30 

図9 認知症の臨床iこおいて STが果たすべき役割 (N=73)
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かかわる機会j、rSTのかかおりの範毘やかかわり方 アプローチを進めること、評価や説練の方法の開発ゃ

についての標準的なモデルの提示jなどがあった。 根拠の盛要性、モデルや指告の必要性などが挙げられ

最後に、認知症の入への STのかかわりについての た。さらに、制度面・環境面で限界を感じる、専門性

意見、今後の課題、問題点等について自由に記述して の点で自信が持てないなどの問題もあった。自信が持

もらった。 STのかかわりについては、その人全体を てない理由として、評錨・検査がしっかり行えない、

評価し、コミュニケーションに重点、を霊いたかかわり 分入の内容がレクリヱーション的なものだと抱の職種

をする、さまざまな側面からその人らしい生活ができ が行う場合と差期化がしにくい、などが挙げられた

る環境を考える、などの意見があった。今後の課題と (表 10)。

して、認知、症の臨床についてさらに学ぶこと、チーム

表 10 S Tのかかわワについての意見、今後の課題、問題点

くSTのかかわりについて>

-その人全体評倍し、コミュニケーションに重点を置いたかかわりをする
.QOLや家族の意向などさまざまな側面からその人らしい生活ができる

環境を考える

・一般の人に註わかりにくいが何かを伝えてるかもしれない人とかかわ

り、理解し、他職撞や家族に伝える
-f色職種や家族に症状を理解してもらい、かかわり方を伝える

く今後の課題>

-評価法や介入法など臨床について学ぶ必要がある

認知症に特有のコミュニケーション障害の評価法と介入
のしかたを学ぶ

生活の視点から評価する方法を学ぶ
回想、法などの療誌や訓練法について学ぶ

.チームアプローチが必要である

-評価や言I!練の方法の開発が必要である
.言11練効果などの根拠が必要である

-評価や言11練む標準的なモデル、 ST界としての指針が必要である
.軽度の方にも関われると良い

く問題点>
・制度重、環境面で眼界がある

入疑期間が短く、できることに限界がある
診療報醗等の問題から十分なかかわりを持てない

.専門性の点で昌信が持てない
評植、検査がしっかり行えないため、自信を持ったかかわりが
できない
介入の内容がしクリエーション的なものであると、目的や
視点が明確でないと砲の職種が行う場合と差別イヒができない
訓練効果を明らかに示しにくい

.STの役割やすべきことの内容をマニュアル化しにくい

U 考察 謁査対象をpカミに広げても、回答をするか否かの時点

で回答者の選別がなされてしまう点は方法上やむを得

本語査は特定の養成課在の卒業生を対象に行われた なp。すべての STが対象ではないという眼界はある

ものであるため、回答者に偏りが生じた可能性がある。 ものの、本調査の結果は、臨床現場での STの認知症

特に、 ST養成課程における認知症の学習に関しては の入へのかかわりの現状と意見をある程度反映したも

他の養成校についても調査が必要だろう O しかし、比 のと考える。

較的経験年数が短く、年齢的にも若い STが多いこと、 本調査の回答者は病読に勤務する者が多かったが、

病院に所属している STが多いことなどは、わが国に 認知症の人とかかわりを持っている STが大半であっ

おける ST全般の現状と共通していると考える o また、 た。失語、構音障害、摂食・膜下障害といった STに

F
O
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特化した障害に認知症を合併しているケースのみなら

ず、認知症に起因する問題が主となっているケースに

も言語聴覚療法を行っていることが明らかになった O

これはわが国の高齢化を反映したものであり、あらゆ

る臨床場面で認知症の人に出会う可能性があると考え

てよいだろう O

認知症の入に対するかかわりの内容として、業務量

の面からも STが考える重要性の点、からも摂食・礁下

障害に関するものの}I員笠が高かった。認知症の有無に

かかわらず、 STの業務i二摂食・膜下障害の占める割

合が高い可能性もあるが、「食べなLリあるいは「食

べられなLリという場合、摂食・礁下に開題があるこ

とは誰の巨にも明らかであり、スタップの皆が問題に

する障害であることも影響しているのではないだろう

か。一方、言語・認知の開題や講音障害などのスゼー

チの問題は、身体面にスタップの注意が向けられてい

る時にはあまり気づかれず、コミュニケーションが必

要な段階になって初めて明らかになる。こうした障害

の性格の違いを反映した結果であることも考えられ

るO しかし摂食・聴下療法の処方で、あっても、運動面

だけで障害をとらえることはできず、視覚認知や行為、

注意、記憶、判断などの認知能力を含めて評価し、か

かわって行くことが必要である。

認知症の人にかかわる際に用いる評価として、 ST

にとって標準的であり馴染み深い検査が広く毘いられ

ていたが、検査の重要性はどちらかというと低く、日

常生活やそれに近い場面での評揺が重視されていた C

これは、認知症の人の特性に合わせて評錨の方法を変

更・工夫している結果と考えられる。一方で、後にも

述べるが、 STの臨床で一般的に用いられる検査が所

定の手続きに期って行えないため、評伺イコーん検査

とはならず、自らの観察力に頼らなくてはならない状

況辻、「検査が行えなL¥1 I検査結果の解釈が難しLリ

「専門牲に自信を持てないJといった問題とつながっ

ているようである。

認知症の人への直接的介入については、「言語・認

知j、「スピーチ」、「摂食・聴下jそれぞれの面につい

て幅広く行われており、介入の方法や効果について開

題意識を持ちながらも、認知症の人に合わせたやり方

を工夫していることが明らかになった。問題点のひと

つである「本人に訓練を行っても定着や般化が難しいj

点、は、認知症の人は記撞の障害をともなっていること

に一国があろう。記憧のF章害がコミュニケーションや

生活に及ぼす影響は非常に広く大き t"0 1)ア1)ティ・

オリエンテーションなどの見当識の改善を昌的とした

訓練を言語療法に取り入れることもできるが、記憧の

障害が生活のさまざまな場面でどのような菌難や開題

をもたらしているか、可能な限り具体的に把握し、揮

害のレベルに合わせた学習方法や支援方法を、摂会・

聴下を含めたあらゆる生活場面での問題iこ対して提案

して行くことも必要ではないだろうか。 STが単独で

かかわるだけでなく、例えば理学療法や作業療法等の

訓練場面に STも参加し、課題のレベルや指示の複雑

さが適切かどうか、使える手がかりがないか、などの

視点から支援することもできるへ

間接的介入では「施設内スタッフへの伝達・助言j

の重要性が高かった。伝達・助言を円滑に有うための

さまざまな工夫がなされていたが、自由記述欄に法他

職種のスタッフの協力が得られないという問題も記入

されていたことから、施設ごとに協力体制にかなりの

差がある可能性が考えられる。背景の違う職種間では、

前提や常識が異なることからくる誤解も当然あり、そ

うした状況への対応能力も含めた伝達能力の悟入差も

あるだろう O しかし、時代の流れとしては認知症の

「人」を中心においたケアの重要性が浸透しつつある

ものの、画一的なケアを手早くこなすことに価値が置

かれるような施設も依然としてあり、そうした場では

協力捧制がとりにくいことも考えられる O 新しいケア

の考え方について、どのようにして各施設のスタップ

を啓発し、実践に結びつけられるようにするかは匿

療・福祉全体の課題でもあろう O

認知症の人に対する STのかかわりの方向性、目

標・目的、果たすべき役蔀についての回答および自由

記述からは、失語、構音樟害、摂食・礁下といった

STの専門額域とされる額域に必ずしもとらわれず、

認知症にともなうコミュニケーションや生活の問題に

もかかわり、 QOLの維持・向上のために役立ちたい

という、どちらかというと積極的な姿勢が読み取れた。

評価と介入に関する質問項目では障害別にたずねたた

め、より全穀的な「コミュニケーションの開題jや

「生活の問題jが現状でどのように扱われているか法

明らかにならなかったが、自由記述項目にみられた問

題点主どを合わせて考えると、認知症の人へのかかわ

りの現状に対して現任の STは必ずしも十分とはとら

えておらず、 STとしての仕事の幅を広げたいという

希望を持っているように解釈できる。一方で、認知症

の入へのかかわりには専門性の点で自信が持てないと

p う意見もあった。現在していることと、理想とする

かかわりの関にはやや橋たりがあるものの、どのよう

に取り組んだら長いか、具体的な方法をつかみかねて

いるのかもしれない。

STが認知症の人により広い範囲で適切にかかわれ

るようになるには、まず、養成課程および卒後を含め

て認知症についてより具体的に学ぶ機会を増やすこと

が必要であろう。しかし現段措では、 ST向けの教科

書の認知症に関する記述は疾患論、症候論にとどまっ

ているものが廷とんどであり、また、看護・介護関係

でもコミュニケーションの問題が扱われたものは少な

t "0行動障害など認知症ケアで需題となる症状とコミ

ュニケーションの問題との関係まで含めて論じて伝え
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て行くことも課題である O V 結語
次に、コミュニケーションの障害を中心にすえなが

ら、認知、症の入の瞳害特性に合った、多様な評価方法 ST現任者に「認知症の人への STのかかわり jの

や分入の方法を爵発し、その脊効性、有用性について 現状と将来の方向性についての意見をたずねるアンケ

明らかにすることであろう O 認知症へのかかわり方の ート調査を行った結果、認知症の人へのかかわりの頻

モデ、ル化やマニュアル化には難しい部分があろうが、 度は高く、特に摂食・聴下に関する業務の比重が大き

さまざまな選択肢の中からその入に適した方法を選べ いという環状が明らかになった。 将来のかかわり方に

るように、 STの資源を開発し共有して行くことが望

まれる O

さらに、 ST自らが STの役割について考え、意識

することも重要だろう。「自信が持てなpJ理由とし

て、検査が行えないこと、介入の内容がレクリエーシ

ョン的立ものであると勉職種のスタップが行う場合と

差別化がしにくい、などが挙がったのは、回答者が比

較的若く、経験の少ない STであることが影響してい

ると考える。もし、 ST自身が専門牲を「マニュアん

どおりに検査をすることjや狭い意味での「説練をす

ることJととらえがちな頬向があるとすれば改めるべ

きだろう O 評価についての自由記述や STのかかわり

についての自由記述にみられたように、認知症の臨床

では、生活を含めてその人全体を評錯し、安全に、そ

の入らしい生活ができるよう支援することが必要とさ

れる。とれは STだけでできることで誌なく、かかわ

るすべてのスタップによって達成すべき自撲である

が、それを可能にするために STとして提供しなけれ

ばならないサービスや情報、また、誰が行ってもかま

わないが STという立場から提供しやすいサービスや

情報がある、と考えるのが適当ではないか。例えば、

言語、聴力、嘆下、認知に関する知識を基盤に持つ職

種として、認知症の入の機能障害を総合的にとらえ、

これらの機能障害が日常生活やコミュニケーション、

摂食・礁下に及ぼす影響を明らか;こすること、そして、

どのような方法を用いれ江その入が理解したり学習し

たりすることができるか可能な隈り提案し働きかけて

みること、また、認知症の入の意思や思いを引き出し、

理解するために根気強くかかわり、その内容を他のス

タップや家族が理解できるような形で記録に残すと同

時に、引き出すための子がかりを伝えること、などが

考えられるだろう。 LubinskilO)は、議員やボランティ

アに対して、施設利用者とのコミュニケーションを高

めるための支援をその場に却した実地説練形式で提供

することや、施設入所者の家族に対して、施設への訪

問が入所者との有意義なコミュニケーションの機会と

なるような支援を行うことなども STの行うべきサー

ビスと往置付けている。 STのかかわり方の標準的な

モデルや指針としてある程衰のものは必要と考える

が、認知症臨床の中で STが役に立てる場を自ら開発

して行く姿勢も重要かもしれない。

ついては、失語、構音障害、摂食・礁下といった領域

にとどまらず¥コミュニケーションや生活の障害にも

対応し、認知症の人の QOLの維持・向上をほかりた

いという意見が多かった。このためには、認知症の人

の障害特性に合った評語方法や分入の方法を開発し、

その有用性を鳴らかにすること、 STの養成課程や現

任者の研修において認知症についてより深く学ぶ機会

を増やすこと、 ST自らが役割を意識することなどが

必要である O
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Abstract 

Although more and more speech-language-hearing therapists (SLHTs) have become concerned with dementia patients， 

the actual conditions have not been reported. We gathered information on the actual state of dementia intervention by 

SLHTs and their views on desirable SLHT attitudes toward dementia intervention by means of a questionnaire.τhe results 

showed 白at51.4% of the SLHTs stated that dementia patients accounted for about ha1f or more of their c1ients， and that 

their engagement in dysphagia assessment was the highest in terms of both volume and importance of the services. In addi-

tion to the direct therapy of dementia patients， the SLHTs attached much importance to the indirect approach， which inc1ud-

ed advice for other c1inical staff members and patients' families. As for desirable attitudes， about 90% of the SLHTs 

answered that they should deal with problems in daily life and communication that resulted from dementia. We discussed 

what is needed for SLヨTsto carry out a useful and responsible role in the team approach to dementia. 

Key words : dementia， speech-language-hearing therapists， intervention，弓uestionnaire
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