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失語症者の心理社会的側面に対する援助
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抄録
失語症になると，言語機能やコミュニケーション能力が制限されるともに.失語症者特有のさまざまな心理社

会的問題が生じる G 心理社会的問題の軽減にあたっては，地域の人々が失語症を理解し 適切立対応方法をとる

ことが大切である C

我々は，心理社会的アプローチの観点、から，地域社会の人々を対象に，過去3回「失語症ボランティア養成講

座Jを実施したc 本講座の巨的法.地域の人々の失語症理解を促し 失語症者にかかわるボランティアを養成す

ることであったc 本稿では 講座の概要と参加者の反正、 および第 1回講産経了後に結成された失語症ボランテ

ィアグループの活動内容を紹介した。計3匝の講座を実施したことと，失語症に対する一般的な社会的認知度が

向上したことなどによって，地域の人々の失語症理解が進んできたと思われた。今後，さらに失語症者の心理社

会的問題を軽減するためのさまざまな取り組みが1さ要であると思われた。

キーワード:失語症，心理社会的問題.失語症ボランティア，養或講産
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はじめに

失語症とは，大脳の損蕩に由来する， -8護得され

た言語記号の操作能力の低下志いし消失した状態のこ

とでありけ，その主な原因疾患は 脳血管障害，外

傷性脳揮害，脳炎，脳変性疾患などである O

失語症に対するリハピワテーションでは，言語機鐙

そのものの回復を目指した訓練と，非言語機誌を含め

た実用的なコミュニケーション能力を促進するための

説諌，さらに社会参加を促したり，家族らを含む環境

を改善するためのアプローチなどが行われている 2)。

また近年では，失語症者のコミュニケーションの機会

を増やし心理社会的側面の改善をめざすために，失語

症者;こ対するボランティア希望者主どに，失語症者の

コミュニケーションパートナー(対話相手)としての養

成教育が行われたり，地域社会の人々を対象に，失語

症理解を促すための講習会などが徐々に行われてい

るO

我々誌，失語症者の心理社会的側面に対する取り組

みとして，近隣地域の人々を対象に，失語症への理解

を深めることおよび失語症ボランティアを養成するこ

とを自的に，過去3回失語症ボランティア養成講座を

実擁した。本種では 我々が実施した失語症ボランテ

ィア養成講座に対する参加者の反応と，その後の失語

症ボランティア活動の実際を紹分する。

I 失語症者の心理社会的問題

一失語症ボランティア養成講座の背嚢

失語症は，符号としての言葉を操ることの障害であ

るため，程度の差はみられるが，音声言語面打聴く J，
f話すJ)と，文字言語面(r読むJ，r書く J)の 4側面が

低下する c 脳の損場部位の位震や広さによって，現れ

る失語症状はさまざまで 回復の程度やパターンも異

なる。失語症は言語機能そのものの障害であるため，

多くの場合，判断力や人格，社会的行動は保たれる。

したがって失語症者特有のさまざまな心理社会的問題

が記こる c 本多・長谷川らめは 言語は入が勉者や

社会とかかわるための中心的な手段であり，その障害

である失語症は，本人や家族周囲の人たちの心理社

会的側面に重大な影響を及ぼすと詣摘し，言野4)も，

言語揮害により失語症患者は しばしば深刻な心理社

会的問題に亘面すると述べている。つまり失語症者は，

悩みや不安などを家族らに訴えたくとも，訴えるため

の手段である言語が障害がされているため，抱える問

題が理解されにくい，解決されにくいなどの状態にあ

る。

失語症者の心理社会的問題として， Lubinski 5)や

Samo6)， Pa汀7)平松・栗原 8)は，自己意識の危機

や掠うつ，社会的孤立，ヲ!っ込み思案などの問題が生

じることを指摘している。また堀田 g)は，失語症者

の心理社会的問題は，患者の性格や社会的役曹U，発主主

からの経過詩期によって異なるとした上で，退院後の

生活について，入院中よりも心理的ケアの必要性が高

Lミかもしれないと述べ 家族や地域社会の人々とのや

りとりがうまくいかず，不安を感じたり，自語を喪失

したり，家族に不満をぶつけたりすることがあると詣

掃している。

このような心理社会的問題を改善する方法の 1っと

して，コミュニケーションの場を 家族ら身近な人々

との関の狭いコミュニケーション環境から，地域社会

の人々を含む広いコミュニケーション環境へと拡大す

ることや，コミュニケーションの機会を増やすごとが

重要となる則。しかし 家族を含む地域社会の人々

が，コミュニケーション欝害をもっ失語症の人とスム

ーズにコミュニケーションを取る際には，多くの配慮

や注意が必要で、ある o Simmons-Mackie & Kagan 11) 

は，重~中程度の失語症者とコミュニケーションパー

トナーの会話を分析した結果 パートナ一部のコミュ

ニケーション方略や失語症者に対する態度に違いがあ

ったことを報告している o 1現jえば失語症者の発話の

みでうまく伝わらなかった持に 書くなどといった他

の伝達手段の使用を促すパートナーと，発話のみの伝

達に毘執するパートナーがみられたと述べている C

2ηran， McIntosh， et al.12)やGoodwin13) ，松屠・桑原

ら14)も，重度失語症者の会話分析を行った結果，コ

ミュニケーションの促進のためには，コミュニケーシ

ョンパートナーの対応が重要であると指摘している。

これらの報告からわかるように 失語症ボランティア

としての役割を果たすためには.失語症状やコミュニ

ケーションの取り方に関する知識をもつことが大切で

ある 10)，15)， 16)守 17)0 

したがって地域の人々が適切に失語症者とかかわれ

るようにするためには，失語症ボランティアとしての

養成教育が必要でるる O 養成教育の中で，失語症状や

コミュニケーションの取り方を十分に理解してもらう

ことが大切であると思われる。カナダのトロントにあ

る失語症センターでは 失語症ボランティアに対する

ワークショップを大規模に展開している 10)，15， 16). 18) 0 

わが国においては 東京にある地域ST連結会失語症

会話パートナー養成部会が 失語症ボランティアの養

成に取り組み始めている 19)が 体系的な失語症ボラ

ンティア養成プログラムは未だ確立されていない。

このような中で，成人コミュニケーション欝害のワ

ハピリテーションを専門にする本学教員(言語聴覚士，

以下STという〉が 地域社会の人々に失語症への理解

を深めてもらうこと，および失語症者にかかわるボラ

ンティアを養成することを巨的に 1995年11月から
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2001年 3月までの間に 計 3回失語症ボランティア養

成講座を実施したG 以下に失語症ボランティア養或講

座の概要を述べる C

パンフレットを作成したり，事報や地域ミニコミ誌な

どに講産紹介を載せてもらいー参加者を募ったc また

参加者の理解を促すために 毎回講習内容の資料を作

成し，参加者に配奇した。各講産の実施日時と内容の

概要を表 1~3 に示す。第 2 回と第 3 回講座のロール

プレイ実施時立どには 本学言語聴覚療法学科の学生

にも協力してもらった。

E 失語症ボランティア養成講座の紹介

失語症ボランティア養成講産の実施にあたっては，

表 1 第 1国寸あなたと話したいー失語症の理解のために-J
失語症ボランティア養或講座"の概要

回 容

2 

E時(1995年一1996年

18:00-19:30) 

11/21(火)

11/28 (火)

内

ことばと心一失語症とはどんなものか(オワヱンテーション)

ことばの構造ー吾韻・意味・統語

10 

11 

12 

13 

14 

15 

3 12/5 (火)
コミュニケーシヲンの基礎

“ことば"と“ことlまならざることば"

失語症を理解する (1) 軍国・症状

失語症を理解する (2) 言語治療・経過・予後

失語症と関連する開題(1) 医学的問題

原正痩・てんかん発作などについて

発声と呼吸

失語症と関連する問題(2) 麻痘性構音障害

失語症友の会の活動について

言語治療で何をするかむ) 評舗の方法

言語治療で何をするか(2) 言語治療の方法

1 広島県言語友の会の活動について

広島県言語友の会のオワエンテーシヲンを慧ねて

2 失語症者対象のボランティア活動

日本の偶J.外冨の例

失語症の方とのグループ活動の進め方と留意点

失語症の経過と予後

失語症の方と会話を楽しむために

具体的な対応法と今後の活動に舟けて

A
吐

一

亡

J

12/12(火)

12/19(火)

表2 第 2[a]“「あなたと話したいー失語症の理解のためにー」
失語症ボランティア養或講座"の概要

6 1/16(火)

ウ

i

一Q
U

一
Q
U

1/23('}() 

1/30(火)

2/6(火)

2/13(火)

2/20(火)

国 B時(1998年〉 内
P仕4鳥~

4/14(火)18:00-19:30 失語症と;ま{講義〉

2 4/19(日)13:30-15:30 失語症交流会(希望者のみ〉

3 4 !21(火)18:∞-19:30 言語症状と失語症の方への接し方(講義)

4 5/10(8) 1日 広島県言語友の会竹原大会{義望者のみ)

b 5/19(火)18:00-19:30 コミュニケーシヲンの取り方の工夫ー 1

(講義とロールプレイ〉

6 5/26(火)1広00-19:30 コミュニケーシヲンの取り方の工夫-2

(講義とロールプレイ)

2/27(火)

3/5(火)

3/12(火)

3/19(火)
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表 3 “失語症ボランティア養成講座 2000年度"の概要

回 日時(2001年〉 内 容

3/3(土)1O :30~14:30 失語症って何?

1 失語症の方の症状について

2 失語症の方への対応

23/1O(土)13:30~15:00 

3 3/20(火)1O :30~14:3ο 

ボランティアで簡ができるの?

どうやってコミュニケーションをとればいいの?

実習:失語症の方々とのコミュニケーションの取り方

各回ごとに，講座のタイトルと百的，簡単な内容を

以下に述べる C

1 第 1(8)ボランティア養成講座について

第 1回のタイトルは “ r~ なたと話したいー失語症

の理解のために-J失語症ボランティア養成講座"で、

£った。

失語症に関する講産は 本地域では初めての開催で

易ったため，地域社会の人々に失語症という障害の存

在を知ってもらうこと およびその症状や失語症者へ

の関わり方を理解してもらうことを目的とした。 1995

年11月-1996年 3月まで 火曜日夜8時から 7時半ま

での 1時間半にわたり計15回実施した。講産の進め方

は，一部実習形式を取り入れたが，多くは講義形式で

行った。参加者が理解しやすいように，失語症に関す

るどデオや模式的な図などを用いることを心がけた。

また講産の中で，本学他学科の教員の協力のもとに，

一般的な医学的知識などに関する講習も取り入れた。

2 第21E1ボランティア養成講座について

第2回のタイトんは 第 1回目と同様に，寸あなた

と話したい-失語症の理解のために-J失語症ボラン

ティア養成講産"であった。

第 l毘養成講座参加者に，研穆の機会を再度与える

こと，および失語症者とのコミュニケーションの取り

方を諌習してもらうことを主E的にして， 1998年4丹

-5月にかけての火曜自の夜何時から 7時半〉に実施

した。講座の進め方は，第 I回養成講座の復習をかね

て，まず失語症の基礎的な症状を説明し，その後コミ

ュニケーションの取り方に関するロールプレイを行っ

た。ロールプレイはグループごとに行い， 1グループ

の編成は10人前後の参加者と 1人のST教員を含むよ

うに構成した。希望者には，講習期間中に行われた失

語症交涜会と「広島県言語友の会竹原大会jにも参加

してもらった。

3 第3回ボランティア養成講座について

第3回のタイトんは “失語症ボランティア養成講

座 2側年度"で忌った。・

地域社会の人々の失語症に対する理解を深めること

と，新たな失語症ボランティアを募集することを目的

にして， 2001年 3月に計 3回行った。 1回目と 3回目

は，午前と午後ともに 1時間半ずつ実施した。 1回目

には，失語症の症状やコミュニケーションの取り方の

工夫に関する説明を行い 3西日にはローんプレイを

取り入れ，捧験を通して コミュニケーションの取り

方について理解してもらうことにした。 2回目には，

本学総合教育センターの教員の協力のもとに，ボラン

ティアのあり方に関する講演を実施した。

E 失語症ボランティア養成講座の参加者の反

Ji5について

各講座中;こ，参加者の参加動機や質問，感想、などを

把握するためのアンケートを実施した。第 1回議産で

は， ，まぼ毎回アンケートを実施，第 2田講座では 1

由自の講産開始時と 5回巨講産〈最終講座)終了時，さ

らに第 2田講座を終了後沼ぽ半年経過時の計 3回実

施20) 第 3田講産では， 1回目終了時と 3回目終了

時に実施した。アンケートは 受け付けにて講晋内容

の資料とともに，その国の講習が始まる前に参加者 1

人 1人に手渡し，講習終了時に回収した。表 4にアン

ケート項目を掲げた。アンケートでは選択肢を用意し

た項目もあったが 多くは自由記述とした。第 1回講

座の初回のみ記名式にて実施 それ以外は無記名式で

実施，性別や年齢などの調査は行わなかった。

以下に，①参加人数と，アンケート結果にもとづき，

@参加動機，③講座への質問，④参加したことの惑想

や意見の 4点を紹介する。表 5-7に，参加動機，費

関，感想、や意見を紹介する。なお表中に誌，参加者の

表現をそのまま取り上げた。 lつの文は参加者 1名の

表現である。

1 参加人数

第 1回講座の参加者は毎回約70名であった。第2回

講座では約40名が参加，その中で第 1田講座への参加

者は14名であった。第 3回講産の参加者は約40名であ

った。 20歳代ぐらいの参加者もみられたが，どの自も
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表4 アンケート環昌

第 1罰失語症ボランティア養成講産

l固巨:(吾参加動機、②講産終了後学んだことをどう生かしたいか ③三原市社会福祉協議会への希望

他 回:(1)感想、， o費問，③要望その他(2，6， 7臣は実麗せず)

15回fJ(最終回):①失語症ボランティア講座を終了しての思い。会失語症についての再学習内容につい

ての意見，③今後，関寵して欲しい講座

第 2冨失語症ボランティア養成講産

<失語症の理解度を尋ねる項呂>

初回講座，最終回講座，約半年経過時共通:(1)失語症の理解婁について (12関)， 

争失語症の方とのコミュニケーシヲンについて(18間}

<受講者の意識を尋ねる項目>

初回講産，最終回講窪，約半年経過時共通主失語症ボランティアの役割について，

立本講座受講前の失語症学習経験の宥無，

@講座の参加動機，

最終回講座:講座後の意見

約半年経過時:失語症ボランティアとしての活動後の意克

第 3固失語症ボランティア養成講座

l国日:(吾参加動機やきっかけ.会失語症のイメージの把握の有無，さ;費関電

(i;意見や感想、を要望その他

3闘再:を失語症についての理解が深まったか{選択肢:もっと知りたい，イメージが変わった，今ま

で知っていたことを薙認できた)

会失語症ボランティアについてどう思うか(選択薮:是非やってみたい 見学をしたりもう少

し話を寵いたりしたい.今は参加が難しいが時期

をみて考えたい，関心はあるがためらいを感じる，

やりたいと辻思わない，その他)

③講産内容についての要望.をその他，意見，感想、など

表5 失語症ボランティア養或講産への参加動機

第 1屈失語症ボランティア養或講座

く失語症のことは知らないので，知りたい>

・カウンセリングで， r話すことjと「聴くこと」が大切だと言われるが，それができないと

いうのは，どういう感じなのか知りたい

-失語症ってどんな病気か興味を持ったことがあり，調べたが.それらしいことが書いてあるものに

出会わなかった

くどのようにコミュニケーションを取ったらいいか知りたい>

-失語症の方と実際にあった時に，どう対応したらいいかと迷った経験から.対定、の仕方を学びたい

・仕事上，老人の方と毎日接しているが今コミュニケーシヲンがうまくとれるようになりたい

-言語に興味がありー知能障害児のことばについて学びたい

-鯖神疾患がある人とのコミュニケーシヲンに囲っている

-家族が失語症で.失語症がどんなものか知りたい

-勤務先の病読に，失語症がある患者がいる， STはいないので，失語症とは持か，また家族に対する

指導法などを理解したい

<弛から紹分や広報>

-所属している会からの紹介があった

-市報をみて知った，失語症とは，はじめて開くことばであったが，勉強してみたいと患った

.友人から誘われた

くその他>

・自分自身が失語症だが 気分の良いときに受講しようと思った

・元気なうちに，何か役にたちたいと思った

-強い動機はないが.大切にしている時間を有効に使いたいと思った

・家族や層圏の入が失語症になった時に 役立てたいと患った

-自分がその状態に立ったときに 予憶知議があればあわてなくてもすむと思う

・失語症ではないが，話したいのに話せなくなった，その時;こ示、ランティアの方が来てくれて，

話せるようになった，今後少しでも授に立ちたいと患った

-告のボランティア活動は畳んだが，失語症の方へのボランティア誌聞いたことがなかったので，

飛びついた
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第 2回失語症ボランティア養成講産

<失語症のことは知らないので，知りたい>

・失語症に興味があった

<どのようにコミュニケーションを取ったらいいか知りたい>

-理解違いや思い違いがあると思うので，さらに勉強する必要性を感じた

.失語症ボランティア活動のため

-失語症ボランティアをしているが 誤った知識で行動してい主いかどうか確認のため

・家族が失語症のため，少しで毛参考になることがあればと思って参加した

-家族が失語症になり 失語症がどんな病気なのか短りたいと思った

-仕事の中で，失語症の方がいるため

くその勉〉

・社会福祉の 1分野として，学習していきたい

第 3回失語症ボランティア養成講座

<失語症について知りたい>

-失語症について知ら立かったので知りたい これを機会に様々な聾害について知りたい

・失語症について，ことばで、法知っていたが，まわりに失語症の入がいなくて理解できない

<どのようにコミュニケーションを取ったらいいか知りたい>

-家族が失語症で，今言語療法をしているので，参揺した

・職場に失語症の入がいるので，理解したいと患った

・身内に失語症の入がいるが，少しでも前向きになれるよう助言をしたい

・知人に失語症の入がいるが，どう譲したらいいか知りたい

<他からの紹分や広報>

・リハビリに来て，講産があると鹿いたため

.中国新開にのっていたから

<関連載種の学生としてなど>

-趣味を楽しんでいたが 勉にわたしのできることはないかと患っていた

.言語聴覚士になりたいから

-本学教員から連絡をもらっていた

・カウンセワングの勉強をしているので 失語症についても知りたい

-介護福祉の養成校に通っているが，実習のときに失語症の人がいて うまくコミュニケーションが

とれなかったため

-学校のカリキュラムの中に，言語障害があるが，失語症のことは詳しくは習わないため

・手話講産を魁強しているが，ボランティア活動全般について興味をもっている

・老人大学を終講し，ボランティア活動について思索していた

表s 失語症ボランティア養或講座に対する質問

第 I自失語症ボランティア養成講産

<失語症状について>

-回復するのか

-なおるのかなおらないのか 私に誌何ができるか

-だいたいどれぐらいの期間で意思の通じる言語表現を取り戻すことができるのか

・計算，時計が読めない障害辻知能抵下と辻異なるのか

-何で書くことができ立いのか 書くごと辻車道とどのように関連しているのか

くコミュニケーションの取り方について〉

-接し方は，普通の大人と同じように接してもいいのか

-河と言っても言葉がでにくい入や 何を開いてもうなずく人にはどうしたらいいか

-開く話す読む書くのそれぞれの過程に障害を受けている入とのコミュニケーションの較り方を

知りたい

くその他>

・ボランティア活動をしたいが 近くでそのよう立場所があるか

第 2回失語症ボランティア養成講座

<失語症状について>

-也っといろいろな症例の実習をやってみたい

くその他〉

-言語聴覚土の入試，どのような段構で治療を進めているのか，治療方法についても知りたい

.失語症の方自身の気持ちを知りたい

-失語症の方やご家族は，我々にどのよう主事を望んでいるのか
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第 3回失語症ボランティア養成講座

<失語症状について>

-様々な症状があるようだが，その方がどの症状にあたるのかの見分け方は.具体的に辻どのように

するのか

-話すときも書くときも間違いが多く，その都度間違いを指摘している O 指摘した時に誌，間違いに

気づき修正するが.すぐにまた間違える。これは良くなるのか

<コミュニケーシヲンの取り方について>

-失語症の人が話すときに，早口に主り向を言っているのか，わから志~ ¥0 口が大きくあいて

L ミないから本のか

「何を言っているかわからなLリと言うと，それ以上話をしなく在ることがある

・どんな声かけをしたらよいのか 多くの例を踏まえて知りたい

-理解出来ない雲寺に，いろいろな方向から費問をしていくが.どのような方法をとれば，最も

確実にわかるか

くその他>

・心理的立問題のケアなどの対策はどのようなものがあるのか グループ活動などで解決されるのか

・広島には，どのくらい失語症の方がいるのか

表 7 失語症ボランティア養成講盛に参加した感想、や意見

第 1回失語症ボランティア養成講座(詐15回終了詩)

<失語症の理解が進んだ>

-失語症とはどんなものかわかった

-失語症の方は，大変なご苦労をしていることがわかった

-失語症と一口に言っても，さまざまな症状があることがわかった

-失語症について，詳しく知るごとができたのは，初めてだったので，よい勉強になった

・失語症ということばすら知らなかったが，いろいろな知識が身に付いた

<今後役立てたい>

・失語症の患者さんや家族の方の話し桓子になり，少しでも気持ちが軽く立れるように

役立てることができればいい

-失語症の方にお会いしても，品わてないで，失礼のない態賓ができそうな気がする

.ボランティア活動に生かしていきたい

-なんと本くという気持ちで 受けはじめたが もっと勉強したいと思う

.失語症の方の心の支えになっていきたい

くその倍>

・私も明るく前向きに生きていきたい

-毎回多くのステキな入との出会いがあった

. 1入の人間として接すること，よく聴くことが大切であることを学び司人間性が反映されて

しまうことを感じた

-理解できないまま終わったが，詞か心の中に 媛かいものを感じます

・一生懸命生きて，前進することのすばらしさを学んだ

-受講者砦さんの意識の高さを知ることができた

第 2回失語症ボランティア養成講座

<コミュニケーションの取り方の理解が進んだ>

・実習をする中でヲことばを費えなp(失う)もどかしさ，大変さが少しわかったような気がする

・コミュニケーシヲンは，ことばを捜わなくても心を通わせることが大切なことがわかり，

少し気持ちが楽になったような気がする

-実践があってわかりやすかった

第 3回失語症ボランティア養成講座

<失語症理解が深まった>

-今まで本などで勉強していて知っていることが多かったが 知らないこともあったので勉強になった

・失語症について，聴覚的理解の障害，読解の障害などがあることがわかった

<コミュニケーションの方法についての理解が深まった>

・コミュニケーシヲンの方法についても，実際に体験することでどうすることが良いか分かった

.ゆっくり待つという心のゆとりが必要であるとつくづく感じた

<心理雇の理解が諜まった>

-失語症の患者自身が訴えにくいということで 支援に配慮がいることがわかった

-絶望感や喪失惑の課さの一端が，少しでも自分のこととして感じられたように思った

くその他>

-地域の人々が用地域の患者さんとコミュニケーシヲンをはかる機会があることがすばらしいと思う

・少しでも社会の中で理解できる人が多く，外へ出ていけるような環境ができるといいと思う

-家族の心構えが少しずつ分かつてきたような気がする
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概ね40歳-60歳ぐらいの参加者が多く，実施したアン

ケートの内容から 失語症の方も参加していたことが

わかった。

2 参加動機

参加動機については，各議産の 1回目のアンケート

から抽出した。各議産ともに ①失語症について興味

はあるが，知らないので知りたい，②言語障害がある

人とのコミュニケーションの取り方を学びたい，③他

からの紹介や広報を通じて ④その他の 4点に分類で

きた。

計3国の講座を通じて 参加者の参加動機に変化が

みられた。第 I回講産では 「失語症について調べた

がそれらしいことが書いてあるものに出会わなかっ

たJ，r失語症とは初めて開くことばであったjなど，

失語症が知られていないことを示す意見があったc そ

の一方で， 1話せなく立った詩に ボランティアの方

が来てくれたJ‘「他のボランティア活動は盛んだが，

失語症の方へのボランティアは開いたことが立かっ

た」など，本地域でいくつかボランティア活動(f声の

友J;朗読ボランティアなど〉が行われていたことを示

す意見がみられた。第 2回は 第 1回の講座参加者に

再度の研修機会を与えることが主目的であったため，

失語症ボランティア活動の中で役立てたいとの意見が

多くみられた。第3回講産では，講義や実習を通して

失語症のことをより詳しく知りたいとする関連職種の

学生や，言語聴覚士になりたいという明確な意志をも

った参加者がいることが窺われた。ボランティア養成

講座の実施回数を重ねたこと， STの国家資格生(1997

年に言語聴覚士法が成立)， ST養成校や関連図書の増

加，マスコミ報道などを通して，失語症に対する一般

的な社会的認知変が向上したことによって，失語症理

解が徐々に浸透し 参加者の動機にも変化がみられた

と考えられた。

3 講座への質問

質問に関しては，第 I囲護産では，失語症の症状や

経過，接し方についての講習であった 4. 5国自の内

容について，第 2回講座ではすべての回終了時何回

終了時〉について，第 3回講産では，症状や接し方な

どに関する講習を含む l国自の講座終了時についての

アンケート結果から調べた。

いずれの講座においても，大きく法，失語症状につ

いての費問と，コミュニケーションの取り方について

の費関，その他の 3つに分類可能であった。第 l国講

座では， r回復するのかJ，r普通の大人と同じように

接してもいいのかjなどといった基本的な質問が多か

った。第 2屈では 言語聴覚士の仕事内容や，失語症

の方自身の気持ちを知りたいとなどという，失語症へ

の理解をより深めたいという気持ちからの質問がみら

れたことが特徴である。第 3屈では，具体的なコミュ

ニケーションの取り方に関する質問が多かったこと

と， 111¥島にiまどれくらい失語症の方がいるのかJな

ど，失語症をより身近な需題として捉えた質問があっ

た。費関内容に関するこのような変北は，上記の参加

動機同様に，失語症理解が徐々に深まっていることを

反映していると思われた。

4 参加したことの感想や意見

参加したことの感想や意見については，第 1冒と第

2回ボランティア養成講座で誌最終回から，第3回ボ

ランティア養或講産では 1回日経了時のアンケート

結果から抽出した。

第 1回養成講座誌 失語症に関する基礎を学ぶこと

を目的に実施した。失語症に関する講習会は本地域で

法初めての関濯であったため 「失語症の理解が進ん

だJ，r今後役立てたpJとの惑想、が多かった。 fなん

となくという気持ちで参加したが，もっと勉強したい」

との意見もあった。また失語症の症状を理解してもら

うために，失語症者が登場するビデオなどを取ち入れ

たことで，障害をもって生きることに触れ，自分自身

の生き方の振り返りにつながったとする意克もみられ

た。第 I自は， 15回という長期にわたっての講義であ

ったため，参加者間の連菩感が生まれ.r毎回多くの

ステキな入との出会いが島ったJ.r受講者皆さんの意

識の高さを知ることができたjなどの意見が易った。

第2回養成講産では 対応の仕方などに関するロール

プレイを取り入れた。そのため第 2囲講座に対しては，

f第 1回目より 2国自の講座の方が，より理解が深ま

ったJ，r実習をする中で ことばを使えないもどかし

さ，大変さがわかったような気がするjなどといった，

コミュニケーションの取り方の理解が進んだとする意

晃が多かった。第 3回講座では f失語症の理解が深

まったJ，rコミュニケーションの方法についての理解

が深まったJとの意見が多かったc また失語症者の心

理面や現在のコミュニケーション環境の問題に対する

言及もみられるようになったことが特徴的である。

U ボランティア養成講座後の経過

第 l回ボランティア養成講座が終了して約3ヶ丹経

過時に，講座参揮者の有志が集まり，本学ST教員と

の連携のもとに，会員38名による失語症ボランティア

グループ「ひびきjが発足(1996年s月)した。その後，

fひびきjのメンバーが失語症をもっ人々との交流会

開催の準績を進め，同年11月に「ひびきJと失語症を

もっ人々との第 l回呂の交流会を実施した。 1997年12

月に誌，失語症をもっ方々の会として，三原失語症友
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の会「こだま」が結成された~ iひびきJと「こだま」

との月 1回(毎月第 3日曜日)の交流会は，現在に至る

まで継続され，毎回各季節にあわせて.さまざまなゲ

ームや歌，体操などが取り入れられている C 交流会に

本学学生が参加することもある τ また趣味の会(iはば

たきサロンJ)として.各分野の専門の先生に協力いた

だき. 1998年 6月から「絵画教室Jと. 1998年 9月か

ら「押し花の会」が開催されるようになった(月 1回，

毎月第 4土曜日Lさらに年 l回開催される「広島県

言語友の会大会Jや，広島県内各地域の言語友の会同

士の対抗戦となる「風船バレーボール大会」などにも

参加するようになった。「はばたきサロン」の一環と

して .2001年 5月から「フラワーアレンジメントの会」

(年 2回実施)と. 2001年 7月から「絵子紙の会J(2 

ヶ月に l回実施)も行われるようになった一

また「ひびき」は本学ST教員と協力して，さまざ

まな集いやシンポジウムを企画し 会の案内パンフレ

ットや記録集などを作成するようになった。現在まで

に作成した冊子一覧を表 8に紹介する。失語症の方の

絵画や.集いに参加した本学学生の参加記などが取り

入れられている冊子もある c なお表 8中にある国際失

語症週間とは，ベルギーに本部のある国際失語症協会

(Association Internationale Aphasie)の呼びかけで，

2000年度から始まった取り組みであるぐ失語症につい

ての正しい理解を社会に普及させ，失語症をもっ人々

の社会参加を促進することが目的で. 6月中 1週間に

わたって実施される。初年度，次年度ともに. iひび

き」のメンバーとST教員，本学言語聴覚療法学科の

卒業生や学生が協力して.国際失語症週間の行事を企

画し参加したこ

表 8 失語症ボランティアグループ「ひびきJの作成冊子一覧

発行日

1998年 4月

1999年 1月

1999年 4月

1999年9月

2000年 1月

2000年 6月

2∞0年 9月

2∞1年 9月

タイト Jl.-

作品集「はばたき」

失語症の理解のために

シンポジウム「失語症の理解のために」記録集

日時:1999年 1月17日
場所:サン・シーフラサf

主催:三原失語症ボランティアグループ「ひびきj

バリアフリーの集い一再び輝いて生きるために一

日時:1999年9月26日(日)10:00-15:30
場所:サン・シープラサ、

バリアフリーの集い一再び輝いて生きるために一記録集
日時:1999年 9月26日(日)10:ωー15:30
場所:サン・シープラザ
主催:三原失語症友の会「こだま」

失語症ボランティアグループ「ひびき」

国際失語症週間記念行事

失語症を語る集い 出会いと発見' 失語症
日時:2000年 6月11日 13:30-16:00 
場所:三原市中央公民館

主催:三原失語症友の会「こだまJ
失語症ボランティアグlレーブ「ひびき」

失語症を語る集い
言葉のリハビリ相談会

日時 :2∞o年 6月10日 13:∞一16:00
場所:サン・シープラザ

主催:広島県立保健福祉大学教育研究交流センター
三原市社会福祉協議会

出会いと発見! 失語症
日時:2000年 6月11日 13:30-16:00 

場所:三原市中央公民館
主催:三原失語症友の会「こだま」

失語症ボランティアグループ「ひびき」

第2回国際失語症週間行事
失語症とともに 再び輝いて生きるために 記録集

日時:2001年 6月24日(日 10:30-15:00
場所:サン・シープラザ、

主催:三原失語症友の会「こだま」
失語症ボランティアグループ「ひびき」

-47-

内容

「ヱだまJと「ひびき」の活動報告ー「こだまJの方
の作品(計51ページ)

失語症の説明と三原市の福祉情報(計31ページ)

シンポジウム「失語症の理解のために」記録集
(計29べージ)

「ノfリアフリーの集pJのプログラム集(計11ページ)

「ノくリアフリーの集pJの記録集(計84ページ)

失語症の説明と
「国際失語症週間記念行事一失語症を語る集pJの
講師紹介(ピアニスト&歌手植田紘美さん)

(計23ページ)

「失語症を語る集pJの記録集(計46ページ)

「第 2回国際失語症週間行事」の記録集

(計53ページ)
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2001年 9丹時の fひびきj登録メンバーは23名であ

るが，行事などへの継続的な参加者は， 12， 3名であ

る。積極的にボランティア活動に取り緩んでいる人の

活動維持の要因を講べるために そのうちの 1人に電

話でのインタビューを行ったむその結果，維持要園は

次の 4点にまとめられた。①失語症の方との関係(r失

語症の方と顔、車"染みになったJ，r会うのが楽しみにな

ったJ，r気持ちが通じた持が嬉しLりなどに②ボラ

ンティア同士の関係(1知り合いの輸が広がったJ，r電
話連絡などを通じて，親しい人が増えたJ，rPlJで、会っ
て，挨拶をするだけのちょっとしたことだが，楽しpJ
などに③組織(会)との関係(1ボランティアを増やし

たいJ，1会としての目擦ができるJ，r広報活動をもっ

と実施したpJ者ど)，④自分自身の向上(1町に出た

時iこ，このトイレは車椅子が使える，右片巌庫の入試

使いにくいだろうなど，今まで気づかなかったことに

気づくようになったJ，1コミュニケーションの取り方

をもっと勉強したLりなど)であった。失語症者への

支援という，我々の目的とした役割のみならず，ボラ

ンティア自身のQOL(Qualityof 1証e)の向上にも結びつ

いている様子が窺われた。

V 今後の課題

1 失語症ボランティア養成方法の体系化

栗療・平松20)は，我々が実施した第 2回失語症ボ

ランティア養或講座の前後に，講座の有効性と失語症

ボランティアの意識を明らかにするために，アンケー

ト調査を行った。アンケートは「講座前謂査(第 1因

調査)Jと「講座後調査(第 2回調査)J ，また養成講座

から約半年経過後に 失語症ボランティアとして活動

している人々を対象とした「活動後調査(第 3回調査)J

の計3回実施した。その結果受講者の失語症ボラン

ティアとしての意識については，講座前後ともに，

「話し椙子になるJ，r友達として活動するjと考える

人が多く，また講座前には「言語諒i練の手助けをするJ
と考える人もいたが 講産終了後には減少し，活動後

の自由記述に関しては「趣味ができる場を作るJ，1散
策や買い物の援助Jなどの意見がみられたと述べてい

る。失語症ボランティアの役割は， STに代わって言

語訪i練を行う者ではなく， STの手伝いをする者でも

ない。病院と地域社会との橋渡しをする役目であった

り17) より良く生きるための支えとなり，地域社会

にあるさまざまなバリアを取り除く役割をもっ。本講

座を通して，失語症ボランティアとしての役暫が理解

されたと考えられる c

また栗原・平訟20)は，失語症に対する理解度は，

講産後謁査{第 2回調査)の結果が最も良く，講座稜了

後約半年経過時に実施した第 3回講査では，講座前

(第 l因調査)と同程変にまで低下していたと報告して

いる。講座終了後には理解が深まっても，失語症ボラ

ンティアとしての実践活動を通しての理解は深まらな

かったという結果は，今後，定期的な講習会や，実際

場面での接し方の指導者どを行うことによって，段培

的な指導を継続する必要註がるることを示唆してい

る。さらに，失語症者とボランティアとの 1対 1の会

話場面を設定することによって ボランティア 1人 1

人のコミュニケーション箆力に応乙た.より詳細な個

別指導が必要であると思われる O

2 コミュニケーションパートナーの対応方法や失語

症者の心理社会的問題に関する評価指標の開発

講習会や指導の効果を明らかにするためにも，コミ

ュニケーションパートナー慌のコミュニケーション方

法についての評価法の開発が必要である C 現在「ひび

きjで失語症ボランティアとして活動している10数名

の職業は，保健婦や看護婦など塁療に携わる人や，主

婦などさまざまである c したがって医療職以外のメン

ノfーは，交流会時や絵画教室の時，つまり月に 1-2 

田失語症者とかかわる程度である C 第 2回講座開寵時

のアンケートでは f理解不足や思い違いがあると思う

ので，さらに深く勉強したLリ， rもっとうまくコミュ

ニケーションをとりたpJなど 現在の失語症理解や

コミュニケーション方法について不安を惑じている意

晃がみられた。今後，これらの要望に正、え，失語症ボ

ランティアのコミュニケーショ Y方法の問題点を明ら

かにするためにも コミュニケーションパートナー側

の対応方法に関する評価法の確立が大切である。

Garre註&Beukelman 21)は コミュニケーション相手

の相互交渉技箆について， 1コミュニケーション相手

法患者の能力に適した文構造で費関しているかJ，1コ
ミュニケーション栢手は患者が反応をするために，十

分玄関をとっているかjなどの17項目を掲げ，はいー

いいえの 2段階で評留するスクリーニング・フォーム

を開発している。またGarcia，Metthe， et al. 22)は，会

話の話題に集点を当て 話題の開始や転換などについ

て詳績に分析し，その結果，会話を進めるにあたって

は，コミュニケーションパートナー側のサポートによ

るところが大きいと報告している。このようにマクロ

立視点とミクロな視点の両方の観点、からの評価指標が

必要で、あると思われる。

また失語症者の心理社会的問題を評留するために

は，アンケートや介入前後のテスト結果の比較などと

pった従来の研究デザインでは 無理があるごとが指

摘されている23) 本多・長谷川ら 3)やPaη7)が指摘

するように，患者の「ありのままの状態J24)を知る

ための質的分析を含む 新た者評値法の開発が必要で

ある。
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3 失語症ボランティアのあり方に関する検討

栗原・平松20)は，国内外の失語症ボランティアの

活動内容を調べた結果，活動の機能を，コミュニケー

ションパートナー的役割，社会参加支援的役害U.S T 

の補助的役割の 3点、に分類している O またコミュニケ

ーションパートナ一的役嵩の中には，交流会などを通

したグjしープ的つきあいと 失語症者や家族億人のニ

ーズに答える掴人的つきあいとが含まれると述べ，現

在の fひびきjの活動は，コミュニケーションパート

ナー的役割と社会参加支援的役割とを担っていると報

告している。コミュニケーションパートナ一的役割と

しては，現在のところグループ的つきあいが主である c

しかし栗原・平松20)の謁査の中で「交流会だけでは

失語症の方の理解が難しい もっと話をする場があれ

ば臭いと思うJ，I家族の入との話はするが‘本人と話

をする時間がもてなLりなどの意見がみられ，失語症

者掴入とのコミュニケーションの機会や詩間を設けた

pと考えるボランティアがいることが窺われる C 今後

は，個人的っき為いという役割も必要であると考えら

れる O

また fひびきJグjしープは，失語症者への直接的立

関わりのみならず 失語症に関するさまざまな行事の

企画や実施，記録集などの作成にも寂り組んでいる c

このような形で失語症ボランテ fアがまとまって活動

している例は，ほとんどないと思われるが.さらに失

語症ボランティア活動を発展させ.活動の維持要因を

保つことが大切である。今後 失語症者自身の失語症

ボランティア活動に対する受けとめ方や要望を詰まえ

る25)とともに，失語症ボランティア 1入 1人の体験

や惑情を理解することを通じて 失語症ボランティア

活動のあり方について，更なる工夫が必要であると考

えられる c

おわりに

失語症は「見えない障害」であるため，間屈や地域

社会の人々に理解されにくく，コミュニケーション面

のパワアのみならず， f扇克などといった心のバリアな

ども存在する o Parr 7)は イギリスの慢性期失語症

者50入(女性21名，男性29名〉の失語体験の証言を分析

した結果，失語痘者がぶつかる生活活動のバリアとし

て.①環境面でのパワア(物理面と言語面の環境).② 

構造酉で、のバリア(社会資源，チャンス，サーピス.

支援に③態度面でのバリア，主)情報面で、のバリアが

存在することが明らかになったと述べ，失語症者が失

語症をもって生きるための治療法，広い視野にたち，

時とともに変fとする失語症者のニーズや悩みに柔軟に

対志すべきであると指摘している c Pa汀が所属するイ

ギリスシティ大学の失語症センターでは，失語症者に
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対する摺入カウンセリングを行ったり，医療や福祉な

どさまざまな問題についての憤報を提供したり，地域

や国全体に対して，失語症理解が進むための欝きかけ

立どを行っている26) このような理念や実践は多く

の注呂を集め.Connectという慈善団体の設立(2000

年)に結びついている。またParrのグループでは，昨

今の情報化社会から失語症者が取り残されているので

は左L功ミとの懸念から.失語症者がインターネットを

捷用する際のバリアや，アクセスのしやすさを明らか

にするための研究にも取り組み姶めている O

我々が実施した失語症ボランティア養成講座の成果

として.①講座参加者の失語症に対する理解が徐々に

浸透したこと，②失語症者への対正、の仕方を学んだ

人々が集うことによって 失語症ボランティアグルー

プが結成され.失語症者に外出や家族以外の人との交

流の機会が提供され始めたこと電〈季国禁失語症週間等

にも，情報提供を含む行事を企画し参加するようにな

ったことなどがあげられる。これらは， Parr 7)のい

う4つのパワアをなくすための取り組みの第 1歩であ

ると考えられる O

今後，さらに我が菌においても，失語症者が亘面す

るさまざまなバリアを取り除くための取り組みが必要

であると患われる C 例えば，モデル事業として失語症

ボランティア養成プログラムのガイドラインを定め，

各地域でボランティア養成を行いやすくして失語症に

対する一般社会の理解を促すこと，また現在，県単位

で行われている言語友の会や，年 l回行われる全国失

語症友の会などを組織化することによって，マスコミ

や国，地方自治体などに楊きかけ，失語症によるバリ

アを取り除くための害発を国ることが大切である O ま

た積報化社会からの遅れなどといった問題について

も，現状を明らかにしていく必要があると思われる O

2001年5丹の国際保護会議(WHO総会)で採択され

た国際障害分類改訂版(ICF)では，障害の分類に f環

境国子」が加えられ27) 障害の発生には恒人のもつ

特徴だけでなく環境の彰響が大きいとの認識に立って

いる28) 望月・野崎29)も 障害を個体と環境の関係

の開題であるとし これを悟入の慌の一方的な努力に

よって解決するのではなく，社会的責託において取り

組むべきであると述べている。地域社会の人を含む幅

広い環境調整の実施という我々の今回の取η組みは，

失語症者ばかりでなく寺ボランティア自身のQOLの

向上にも結びついていた。つまり失語症者とボランテ

ィアとの相互作用によって，生活の 1部ではあろうが，

お互いにより充実した生活を送るようになったと思わ

れる。今後，さらに言語機能の回復や実用的なコミュ

ニケーション手段護得のための支援とともに，失語症

者がよりよく生きる30)ために 生活しやすい環境を

整え，社会参加への道をつけていく心理社会モデルに
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よる対応がより一層重要になると考えられる C
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Psychosocial approaches for adults with aphasia: 

training volunteers as conversation partners 
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Hiroshima Prefectural College of Health Sciences 

Abstract 

Aphasia not only restricts the language function and communication ability of people with aphasia，加ta1so causes 

them various psychかsocialproblems. In order to deal with the psycho-social problems， it is essential that people in 

the local community understand出enature of a凶asiawell so出at出eybecome able to communicate e伍cientlywi出

people with aphasia. 

As a part of our psychかsocia1a予proachesto aphasia therapy， we have held 3 training courses for volunteers who 

wor孟foradults with aphasia in the community. The aims of the courses were to develop予ublicunderstanding of 

aphasia and to甘ainvolunteers who could su予portpeople with aphasia. ln this report， we presented the summary of 

the volunteers training courses for adults with aphasia， responses of the participants， and activities of the volunteers' 

group that was formed following the first training course. 

lt seems白atthe courses contributed to予romotingthe loca1 people's understanding of aphasia. lt is considered 

that varied and continuous e宜'ortsare indispensable in order to resolve psycho-social problems of people with 

aphasia further. 

Key words : aphasia， volunteers for adults wi出 aphasia，予sychosocia1aspects， volunteers training program 
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