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抄録

近年失語症者への援助に関して，コミュニケーションバリアを取り除くために，地域のボランティア希望者達

を失語症会話パートナーとして養成しようとする気運が高まっている。しかし会話パートナー養成教育に実際に

取り組んでいる地域は未だ少なく，その進め方は試行錯誤である。本研究では，会話パートナー養成教育に必要

な知識や考え方をコンパクトにまとめた養成カリキュラムのガイドライン試案を作成することを目的とした。ガ

イドラインは基礎編と実践編に分けた。基礎編では会話パートナーとして必要な知識や理論を学ぶために会話

ノミートナーの必要性」などの 7項目を，実践編では会話パートナーとしての態度や技術をロールプレイを通して

学ぶために失語症者と接する時の基本的態度」などの 7項目を取り入れた。本ガイドラインをもとに，言語聴

覚士が各地域の実状に合わせてカリキュラムに工夫を加え，会話パートナーを養成することが望まれる。
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はじめに

ある日突然起こる脳損傷によって生じる言語障害で

ある失語症1)に対するリハビリテーションは，大きく 3

つに分けられる。 1つは，話す，開くなどの言語機能

そのものに対するアプローチ， 2つめは，言語の運用

面の促進をはかり実用的なコミュニケーション面を向

上させるためのアプローチ 3つめは家族など周囲の

人々を含むコミュニケーション環境を調整し，患者の

社会適応を促す環境改善的アプローチである 2)。また近

年失語症者の心理社会面への援助の 1つに，家族など

身近な人々ばかりでなく地域社会のボランティア希望

者たちを失語症者の会話パートナー(対話相手)とし

て養成し，失語症者のコミュニケーション範囲をより

拡大し，コミュニケーションバリアを取り除くために

必要なさまざまな援助を行ってもらおうとする流れが

新たに生じている 3)，4)。しかし地域住民の失語症理解は

未だ十分ではなく，また養成のためのガイドラインも

示されていないため，その進め方は手探り状態，試行

錯誤であり，実際に養成教育に着手している地域は未

だ少ない。現在のところ，会話ノミートナー希望者たち

は，家族に失語症の方がいたり，何らかのボランティ

アをしたいと考えている方がほとんどで，中には，看

護師やホームヘルパーなどの医療，福祉関係者もみら

れるが，失語症を専門的に学んでいる人たちは少ない。

すでに失語症ボランティアとして失語症者に関わって

いる人々においても，失語症者への接し方はさまざま

であるいへそのため，まずは会話パートナー養成教育

に取り組む時のガイドラインがあれば，各地域でその

ガイドラインをもとに養成を進めることができ，さら

に独自の視点を付け加えやすくなると思われる。

会話パートナーは正式な資格ではないが，その存在

の必要性についての認識が急激に高まっている。本研

究は，会話パートナー養成に取り組む際に必要な知識

や考え方をコンパクトにまとめた養成カリキュラムの

ガイドラインを提供することを目的とする。

I 方法

イギリスシティー大学のクマループが中心になって出

版した失語症者のためのテキスト 10) カナダの失語症

センターで実施している会話ノミートナー養成カリキュ

ラム3)，4)東京都の言語聴覚土の集まりである地域ST連

絡会が出している失語症会話ノfートナー養成テキスト

11)我々が1995年から2001年にかけて計 3回実施した

失語症ボランティア養成講座で作成・使用したテキス

トに，ほぼ共通して含まれている内容を抽出したり，

過去の失語症ボランティア養成講座の経験から含めた

方がいいと思われる内容を挙げることによって，会話

ノミートナー養成カリキュラムのガイドラインをまとめ

た。我々が過去 3回行った失語症ボランティア養成講
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座12)の主な内容を表 1"-'3に示す。

その失語症ボランティア養成講座の中では，失語症

に関する基礎的な講義の他に，ロールプレイの時間も

用意し，参加者たちにコミュニケーションの取り方を

実際に練習してもらった。その時のロールプレイは，

綿森13).14)が，失語症者とのコミュニケーションの取り

方としてあげている注意点を参考に実施した。本ガイ

ドラインにおいても，これら対応上の注意点がより自

然に身に付くようにロールプレイを行う項目として取

り上げるとともに，本結果中には，会話ノ《ートナー養

成担当者らが具体的なイメージを持って養成講座に着

手できるように，ロールプレイを行う時の手続きの実

例と課題例も含めた。

E 結果

カリキュラムのガイドラインは，大きく基礎編と実

践編の 2つに分けた。基礎編では，会話ノミートナーと

しての実践を行うために必要な知識や理論を主に講義

を通して学ぶこと，実践編では，会話パートナーとし

て身につけておくべき態度や技術をロールプレイや話

し合いを通して学ぶことを目的にした。基礎編の前に

は，カリキュラムを進めるにあたっての考え方を述べ

ることが必要である。大切なことは，カリキュラムを

終了すれば会話パートナーになれるのではなく，学ん

だことをもとに，ロールプレイや実際の体験を繰り返

し行い， うまくいく場合，いかない場合を経験するこ

とである O またうまくいかない場合には，どのように

工夫したらよいか， 自分なりに考える習慣を身につけ

ることを最初に伝える。

カリキュラムに用いるテキスト中には，了解が得ら

れれば，失語症者自身の体験談のコラムや，失語症の

方の作品(絵や書道など)が含まれていると，読みな

がら失語症者の実際の様子に触れることができる。失

語症者の日記の一部でもよい。図 1左は，発症前には

絵画の経験がなかった失語症の方が，絵画教室に参加

して左手で描いた絵，図 1右は，別な失語症の方が左

手で書いた習字である O やはり病前に習字の経験はな

かった。また家族や先輩会話パートナーが書いた体験

談があると，どのようなところで大変なのかを実感す

ることができる。

(1 b 之ら
I~.Ó. H-

図 1 失語症の方の描画と習字
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表1 第 1回“「あなたと話したい-失語症の理解のために一」失語症ボランティア養成講座"の概要 (1995年'"'-'1996年)

回
テーマ

主な内容
(テキスト総ページ数)

-本講座の学習目的と講座全体の流れ説明

ことばと心一失語症とは ・失語症とコミュニケーション

どんなものか(オリエン ・失語症の「想像体験j

テーション) -失語症のおおまかな様子と原因

(計12ページ) -失語症の主な症状

-付録:失語症関連図書紹介

-音声とは

2 
ことばの構造一音韻・意 ・発声発語器官のしくみと名称

味・統語 ・音の出し方

(計14ページ) ・国際音声字母の紹介

コミュニケーションの基 -ことばを見る 2つの視点

3 礎"ことば"と"ことばなら -ことばならざることば

ざることば"(計6ページ) ・非言語的コミュニケーション行動

-対応方法質問

失語症を理解する(1) -脳の言語野

4 原因・症状 -失語症の症状

(計14ページ) -失語症の体験記録

-失語タイプの特徴

失語症を理解する (2) -接し方

5 言語治療・経過・予後 ・失語症の体験記録

(言十14ページ) -失語症の経過

失語症と関連する問題
-麻痩

6 
(1) 医学的問題

-てんかん発作などについて

(テキストなし)

-発声のしくみ

7 発声と呼吸 -呼吸について

(テキストなし)

失語症と関連する問題 -コミュニケーション障害の見分け方

8 ( 2) 麻声草性構音障害 ・麻痩性構音障害の定義と症状

(計 7ページ) -麻痩性構音障害の方との上手な会話の仕方

9 
失語症友の会の活動につ -友の会の活動紹介

いて (テキストなし)

-失語症の診断と評価の流れ

1 0 
言語治療で何をするか -失語症の検査

(1) 評価の方法 -失語タイプ

(言十7ページ) -痴呆との違い

-失語症の方とコミュニケーションをとる時の工夫

言語治療で何をするか
-言語聴覚土の仕事

1 1 ( 2) 言語治療の方法
-急性期.言語訓練期，慢性期の言語治療

(言十6ページ)
-失語症治療の 6原則

-重症度別および言語の各側面別にみた言語訓練の進め方

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活動について

広島県言語友の会の
-言語友の会に参加した感想文

オリエンテーションを
-言語友の会プログラム例

1 2 兼ねて

2 失語症者対象のボラ
-失語症者対象のボランティア活動(日本の例・海外の例)

ンティア活動
-ある地区の会の紹介例

日本の例・外国の例

(言十14ページ)

失語症の方とのグループ
-グループ活動(分け方や意義，内容など)

1 3 活動の進め方と留意点
-グループ活動に協力する際の留意点

-失語症友の会の役割とグループ活動
(計11ページ)

-グループ活動の紹介例

失語症の経過と予後
-失語症の経過

1 4 
(計7ページ)

-失語症からの「回復j の測り方

-失語症体験記(rふりかえってJ) 

失語症の方と会話を楽し

むために
-友の会大会プログラム紹介

1 5 具体的な対応法と今度
-友の会参加者の感想

の活動に向けて

(計6ページ)
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表 2 第2回“「あなたと話したい一失語症の理解のために一」失語症ボランティア養成講座"の概要 (1998年)

回

2 

3 

4 

5 

6 

テーマ

(テキスト総ページ数)
主な内容

-失語症とは(原因，症状)

失語症とは(講義)
-保たれている能力と低下している能力の見分け方①

(言十5ページ)
-失語症の特徴

-失語症の関わる人達の役割

-失語症の心理と援助の仕方

失語症交流会(希望者のみ) 交流会参加(テキストなし)

-失語症とは(第 1回の復習)

言語症状と失語症の方への接 -失語症の言語症状
し方(講義保た れている能力と低下している能力の見分け方②

(言十 7ページ失語症の方の心理的問題
-失語症の方への接し方

広島県言語友の会竹原大会

(希望者のみ)

コミュニケ「ションの取り方

の工夫-1 

(講義とロールプレイ)

(計 7ページ)

コミュニケーションの取り方

の工夫--'-2

(講義とロールプレイ)

(言十 5ページ)

-コミュニケーションつてなに?

交流会参加(テキストなし)

-ととばのないコミュニケーションを体験する

.コミュニケーションを援助する工夫①

話す速さ，間の取り方

短い表現.やさしい表現

いろいろなコミュニケーション手段

質問の仕方

-前回のふりかえり

.コミュニケーションを援助する工夫②

質問の仕方の工夫

道具だての工夫

-コミュニケーションを援助する(応用編)

実習絵も上手には描けない①

実習 2:絵も上手には描けない②

実習 3:，重度の失語症の方との初対面の会話

実習 4:重度の失語症の方とのスポーツに関する会話

表3 “失語症ボランティア養成講座 2002年度"の概要 (2001年)

回
テーマ

主な内容
(テキスト総ページ数)

-失語症とは(定義.失語症と紛らわしい言語障害，原因)

-失語症の特徴と主な症状

-コミュニケーションつてなに?

失語症って何? -失語症の関わる人達の役割

1 失語症の方の症状につ -失語症のタイプと予後

いて -時間経過から見た失語症者の心理と望ましい援助の仕方

2 失語症の方への対応

(計19ページ) -コミュニケーション障害の種類

-言語聴覚士の仕事紹介

-訓練方法伊lの紹介

-三原市の保健福祉サービスの障害

ボランティアで何ができる
-ボランティアのあり方

2 -ボランティアの心得
の?

(テキストなし)

どうやってコミュニケーショ -第 1回で学んだことのふりかえり

ンをとればいいの? -失語症の方とのコミュニケーションの工夫

3 実習:失語症の方々とのコ -グループに分かれての実習

ミュニケーションの取り方 -実習のまとめ

(計 4ページ) -質疑応答
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表4に，会話パートナー養成カリキュラムのガイド

ラインとして，基礎編 7項目，実践編 7項目の表題を

まとめて示した。次に各項目の内容を順に記す。

表4 会話パートナー養成カリキュラムのガイドライン

く基礎編>

1 会話パートナーの必要性

2 コミュニケーションの仕組み

3 失語症の基礎知識

4 失語症者が抱える問題

5 失語症者に関わる人達の役割

6 会話パートナーの役割

7 会話パートナーとしての心得

く実践編>

l 失語症者と接する時の基本的な態度

2 よい話し手になるために

3 よい聞き手になるために

4 コミュニケーションを援助するために

5 他の人と一緒に話すために

6 身体援助について

7 その他

1 基礎編について

(1) 会話パートナーの必要性

最初に会話パートナーの必要性や大切さを述べる

と，失語症者に関わろうとする意識が高まる。まず

失語症状を簡単に述べ，次に失語症によって生じる

心理的問題や社会生活の様子にふれ，その上で会話

ノfートナーの必要性を伝える。例えば，次のような

ことを含める。失語症になると，話すことばかりで

なく，聞く，読む，書くことも難しくなり，生き生

きと生活するために必要なコミュニケーション全体

が困難になる。しかし失語症は見えない障害であり，

周囲の人々にとって，その症状は理解されにくい。

そのため，外出しなくなる，外に出ても周囲の人々

が何を話しているか十分には理解できず，疎外感に

かられる，孤独感に苛まれる，また逆に過度に甘く

対応されるなどといった問題が生じ，コミュニケー

ションの機会や範囲が制限されることが多い。この

ようなコミュニケーションバリアを取り除き，失語

症の方と一般社会との橋渡しをするのが会話ノミート

ナーの役目であるといった内容であろう。

失語症のリハビリテーションを行う言語聴覚土は，

失語症者側からみると教えてくれる先生」である。

一方会話パートナーは教えるのではなく，失語症者

が困っていることや不安に思っていることについて，

寄り添いながら支援する。したがって失語症者の意

向を尊重することが重要である。このような活動を
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通じて，バリアを取り除き，失語症者の社会生活を

拡大し，より自然に生きることを支援することが会

話パートナーの大きな役目である。

(2) コミュニケーションの仕組み

話しことばによる情報の伝わり方を示すことも大

切であることばの鎖」としてよく知られている，

①話し手の脳の中でことばを想起し，音を組み立て

る「言語学的段階J，②その人の運動神経を経て発声・

発語器官を動かして話をする「生理学的段階j，③そ

の声が空気中で音波となって伝わる「音響学的段階J，

④その音波が聞き手の耳に入り，音として聞こえる

「生理学的段階J，⑤さらに聞き手の感覚神経を経て

脳に伝わり，聞いた言葉を理解する「言語学的段階J

について理解してもらうと，いろいろな段階でのコ

ミュニケーション障害を理解しやすくなる。①②④

⑤のどの段階でも，脳卒中によるコミュニケーショ

ン障害が生じるが，①と⑤の大脳レベルが障害され

た場合に失語症になること，②の段階の損傷では，

話しことばの発音が不明瞭になる運動性構音障害，

④の障害では難聴になること 15)を最初に説明すると

言語障害に対する理解が促進される。

またコミュニケーションの表出の手段として，話

すことの他に，書いたり，ジェスチャーをしたり，

絵を並べて文を作ることも，伝わるための重要な方

法であること，また理解しあうためには，ことばの

意味の他に，ジェスチャーや表情，その場の状況や

雰囲気がわかることも助けになっていることを伝え

ることが大切である O 正常なコミュニケーション行

動の分析からも非言語的な情報の重要性が指摘され

ており， 38%がアクセントなどの音声の特徴， 55% 

が顔の表情や動作， 7%が言語によって伝えられる

という研究もある 16)。さらにはコミュニケーション

時には，記憶や注意，集中力，考えを組み立てるこ

とも重要な役割を果たしていることを理解してもら

う。つまりコミュニケーションは，各個人がもって

いるさまざまな能力を十分に活用して行うトータル

なものであること，またお互いに理解しあうために，

聞き手と話し手が役割交換をしながら進めていく力

動的なものであることを説明するとよい。

ここで簡単な実習を取り入れて，コミュニケーショ

ンそのものについて考えてもらうと理解が進む。我々

が過去の養成講座で，コミュニケーションについて

考えるために使用したテキストの一部を図 2に示す。

我々はこのテキストを使用して，次のような実習を

行った。 2人 1組を作り，片方の人が伝える役，も

う一方の人が伝えられる役になり，話し言葉と文字

は使わずに，伝え合うという方法を用いた。まず伝

える役の人に「三原はたこが有名で、す」などの 1文

-109-



広島県立保健福祉大学誌 人間と科学 3 (1) 105-121 2003 

を書いたメモを手渡し，伝える人は伝える工夫を，

伝えられる人は質問などをして引き出す工夫を行っ

てもらった。次に役割を交代し私は今朝 8時に起

きて朝御飯を食べ，急いでこの会場に来ました」な

どの 1文のメモを片方の人に手渡し，同様に実施し

た。担当言語聴覚士が伝える役の人にメモを手渡す

時には，もう一方の人にそのメモ内容が見えないよ

うに注意を払った。実習終了後は，①どういう方法

を使ったら伝わったか，②伝わらない時にどう工夫

したか，③伝わった時どのように思ったか，④伝え

やすい内容と伝えにくい内容があったか，という点

について意見を出し合ってもらった。このような話

し合いを通じて，図 2中の 1------4を考え，言語的な

コミュニケーションと同様に非言語的なコミュニケー

ションも重要であること，またお互いの気持ちが通

じ合うことが大切であることなどを実感してもらった。

考えてみましょう。コミュニケーションつてなに?

「話すことJと「コミュニケーションJの違いはなに?

2 コミュニケーションするときにはなにが必要?

3 もし、あなたが「話す」力を失ったら?

4 なぜ、コミュニケーションするの?

<コミュニケーションの鎖>

電機 飛
W
M刈ν

角
川
紗

言葉、ジェスチャ一、

表情の理解

\J_~ / 
必要性、希望

¥ 
表出のための
身体的手段
(話す、書く、
ジヱスチャー)

①
0
0
0
 

精神機能
(注意、集中力、

考えの組み立て)

ミミ M

マ還す、一 因回目l二割
OQφφOQet0 
r communicatiotlJもしくは rcoml11unicatcJという単語は「伝達するJ、「通じ合うJ. 
「理解し合うJといった意味です。従って「コミュニケーション」とは「話すことJより

も広義なものになります。くコミュニケーションの鎖>が示すように、コミュニケーショ

ンは保々なものをフル活用して行うトータルなものです。もし、話す力を失ったとしても、

失うものはくコミュニケーションの鎖>の中の 1I~I~分です。保たれている部分はたくさん

あります。お互いに「理解し合うj ために峨々な方法を利用してコミュニケートしましょ

う。コミュニケーションがいきづまった11.';にも阿保です。

図2 コミュニケーシヨンを考えるために使用したテキス卜の一部

注)凶It:Jの「コミュニケーションの鎖」は， Stevensら1I)に筆者が日本語訳をつけたものである O
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(3) 失語症の基礎知識

基礎編の最初の「会話ノfートナーの大切さ」で，

失語症状の簡単な説明を実施しているが，ここでは

症状をやや詳しく説明する。失語症の主症状，原因，

大脳の言語野などの基本的なことの他に，喚語困

難注1) 金昔語注2) ジャーゴ、ン注3)などといったことばの

誤り方について，具体例を交えながらわかりやすく

説明する。失語症は伝達したい内容を適切なことば

に置き換えることや，文字や話しことばによって伝

達された内容を適切に理解することが難しくなる，

つまりことばという符号を扱う障害であることを把

握してもらう。

また失語症の重症度には個人差があること，個人

の中でも疲れている時には能力が低下するなど日や

時間によって変動すること，さらには低下している

面もあるが，保たれている能力に注目することも大

切であることを理解してもらう。ことば以外の側面，

例えばその人らしい性格や考え方，家族や友人など

身近な人々への想い，礼節などの振る舞いなどは大

きくは変わらないことを知ってもらう。その上で失

語症者への対応法や基本的態度13)，14)について一通り

述べるとよい。

以上の内容の講義と合わせて，失語症者の会話場

面のビデオなどを用いて，言語症状やコミュニケー

ションの取り方を理解してもらうとよい。ビデオは

漠然とではなく分析して見てもらうことが大切であ

る。我々が言語症状の見方について使用したテキス

トの一部を図 3に，コミュニケーション方法の見方

について使用したテキストの一部を図 4に記す。症

状の見方については，①言語能力，②発音，③理解

力，④言語以外の能力の 4点に，コミュニケーショ

ン方法の見方については，0::伝えあいたい内容，②

使用しているコミュニケーション手段，③コミュニ

ケーション手段の有効性，④言語以外の能力の 4点

に注目してもらった。症状が異なる 2'""3名の患者

のビデオを用いると，対比できるため理解が促進さ

れる。

また失語症と紛らわしい言語障害である構音障害，

痴呆によるコミュニケーション障害，発声障害の症

状および対応法を紹介し，失語症以外の言語障害に

ついても簡単に理解してもらう。また失語症に伴い

やすい障害として，明下障害，視覚的な問題，失行，

失認，感情的な問題などがあることも加える。

注1) 適切なことばを思い出せないこと。
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言葉の症状はさまざまです。家族やボランティアの方は患者さんのコミュニケー

ションの仕方を注意深く見て，どういう能力が保たれていて，どういう点が難しい

のかを知り，ぞれらを手がかりにして，言葉だけではない，コミュニケーションの

手段を身につけて行くことが大切です。

<ビデオ>

言いたいことの「中味(意味)Jを言葉で伝えることは?

Aさん:

Bさん:

Cさん:

言葉の「かたち(発音)Jは?

Aさん:

Bさん:

Cさん:

聞いたことを理解することは?

Aさん:

Bさん:

Cさん:

言葉以外の能力は?

Aさん:

Bさん:

Cさん:

図3 症状の見方に関して使用したテキスト

失語症の方とコミュニケ、ーションを行う際には，コミュニケーションパートナ

ーのたずね方が大きく影響します。失語症の方の言葉の症状は様々ですので，そ

の方のコミュニケーションの縫子を注意深く見て，コミュニケーションの仕方を

工夫することが重要です。

<ビデオ>

*失碕症の方とコミュニケーションパートナーとの間で伝えあいたい内容は何

でしょう?

Aさん:

Bさん:

Cさん:

*伝えあうために，お互いにどのようなコミュニケーション手段を用いていま

すか?またコミュニケーションパートナーの話しかけ方はどうでしょうか?

Aさん:

Aさんのコミュニケーションパートナー:

Bさん:

Bさんのコミュニケーションパートナー-

Cさん:

Cさんのコミュニケーーションパートナー:

*それらのコミュニケーション手段は有効でしたでしょうか?

Aさん:

Bさん:

Cさん:

*言葉以外の能力(アイコンタクト，質問一応答のやりとりのルール.性格な

ど)は?

Aさん:

Bさん:

Cさん:

図4 コミュニケーション方法の見方について使用し

たテキス卜

注2) 目的とする音や語のかわりに，別な音やことばに置き換えられること。

注3) 発話は多いが， 日本語にならず意味のとれないもの。

司
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(4) 失語症者が抱える問題

失語症者の生活実態や抱えるさまざまな問題も具

体的に紹介するとよい。

例えば，イギリスの慢性期失語症者50人の失語体

験の証言を分析したParrl8
)は，失語症者がもっ生活

活動のバリアには，①環境面，②構造面，③態度面，

④情報面の 4つがあることを指摘し，情報面に関し

ては「会議に出席しでも自分がわかるような話の仕

方ではなく，取り残されてしまった」などの証言が

みられたことを報告している。 1983年から1996年の

過去10年間にわたって実施された第 5回~第 9回の

「失語症全国実態調査Jの結果を集計した笹沼19)は，

何らかの形で職業に従事しているのは失語症者全体

の平均 1 割強 (9.0%~13.2%) ，現職復帰はわずか

に4.8%~8.5%に過ぎず，社会の情報化が急激に進

むなかで，こうした状況は今後さらに厳しさを増す

可能性があることを指摘している O また身近な具体

例を取り上げて，より詳細に紹介してもよい。

(5) 失語症に関わる人達の役割

次の「会話ノぐートナーの役割」に繋げるために，

失語症に関わる人達の役割を伝える O まずは言語聴

覚土の役割を紹介する。会話パートナーは失語症の

リハビリテーションを行うわけではない。しかし言

語聴覚士の仕事内容を知ってもらうことは，失語症

者に関わる者としてお互いの役割を知り補い合うこ

とによって，失語症者がより生きやすくなることの

手伝いに結び、つくため，簡単にでも述べるとよい。

具体的には，失語症者に対する言語聴覚土の働きか

けの内容は発症からの経過時期によって変わり 20)

①「急性期」には，患者は言語症状・身体症状とも

に不安定であるため，ベッドサイドなどで簡単な検

査や会話を行い，言語障害の有無や症状を把握し，

家族らにコミュニケーションの取り方を説明する，

②「リハビリテーション期」は集中的な言語訓練を

行う時期で，さまざまな働きかけを通してコミュニ

ケーションの改善をめざす，③その後約 1年を過ぎ

た頃からの「生活適応期」では，患者や家族が失語

症をもった状態でより良く生きていくための働きか

けを主に行うといった説明をする O

また家族の役割も重要であることを伝える。発症

からの経過時期によって失語症者の心理状態は変化

するため，一番身近な家族がその時期に応じた望ま

しい援助をすること 21)が大切である。しかし家族も

これまでに経験したことのない新しい状況を理解し，

適応していくことは大変であることを伝え，家族が

失語症者のことについて，気兼ねなく話せたり相談

できる相手を求めている場合があることなどにもふ

れる。
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さらに失語症者の仲間のグループである失語症友

の会について知らせる O 友の会は，失語症に苦しん

でいるのが決して自分一人ではない，同じ道をたど

る仲間がいるということを確認し，連帯する上で大

きな役割を果たしている O

(6) 会話パートナーの役割

次に会話パートナーの存在が，失語症者が生きる

過程でいつどのように重要なのか，またその役割を

述べる。

急性期では患者の症状は安定せず，本人や家族と

もに何が起こったのかを把握することに精一杯であ

る。したがって会話パートナーが大切になるのはリ

ハビリテーション期」から「生活適応期」にかけて，

特に患者が自宅等に戻り，自分の生活が落ち着いた

頃からである。入院中の患者に対する病院ボランティ

アを受け入れている施設などで，ボランティアと関

わることに抵抗がない失語症者においては，コミュ

ニケーション範囲の拡大のためにも，入院中からコ

ミュニケートしあってもよい。

失語症者 1人 1人言語症状が異なり生活環境も違

うため，援助を必要とする内容はさまざまである。

したがってその患者の希望や必要性を十分に把握し，

適切な支援を行うことが大切である o コミュニケー

ションの機会が少ない失語症者の話し相手になる場

合もあるだろうし，例えば銀行や買い物などに付き

添い，通訳としての役目を果たすことも出てくる。

また必要な情報を失語症者にわかりやすく伝えるこ

とも大切である O

具体的な活動内容としては，①全国各地で行われ

ている失語症友の会や病院など，さまざまな場での

話し相手になる，②実現の可能性や危険性を鑑みな

がら，個々の失語症者の希望や必要性に応じた手伝

いをする，③趣味や楽しみの場を見つける，またそ

のような場での手伝いをする，④失語症の方同士の

会話の手伝いをする，⑤家族の話し相手や相談相手

になって，家族の思いや不安を聞く，⑥失語症者が

困っていることや不安に思っていることを社会に伝

えていくなどがあげられる。このような関わりを通

して，会話パートナーは，失語症者と地域社会との

架け橋になる役割を担う。

(7) 会話パートナーとしての心得

失語症の基本的な症状と対応法について，繰り返

し講義を聞いたり，自分で勉強することが大切であ

る。一度勉強したからといって全て理解できるもの

ではなく，また失語症者と関わるという実践を重ね

ることによって，かえって自分勝手な対応になり，

大切な視点を忘れてしまう場合がある22)。したがっ



てペーパー上で、の学習とともに， ロールプレイを繰

り返したり，実践での体験を振り返ることが必要で

ある。

また常に謙虚な気持ちをもち，失語症者と共に学

ぶという態度を保つことが大切である。失語症者と

の交流会などを通じて，失語症ボランティアを継続

している人の活動維持要因は，いずれもボランティ

ア自身のQOLの向上に結びついていた12)との報告に

みられるように，自己研績や自己実現に結びつくよ

うな関わり方が重要である。

さらに自分自身の生活を大切にする。自分自身の

生活や状態が不安定だったり気持ちの余裕がないと，

より良い支援ができにくい。自分自身の状態を見極

め休養したり，場合によっては思い切って中断する O

さらに会話パートナーとしての手助けが自分自身の

性格に合わないと思ったり，何らかの問題が生じて

辞めたくなる可能性もある。そのような場合には，

早めに中断するなり辞めるなりの決心をすることも

大切である。

以下に，米国心理学会の倫理基準を参考にした，

心理臨床家に必要な基本姿勢10項目 23)や，臨床心理

士倫理綱領24)に基づいて，会話ノfートナーに求めら

れる最小限の倫理をまとめた。混乱したり迷ったり

した時には，会話ノfートナーとしての倫理に立ち戻っ

て， 自分の行動を振り返り今後のあり方を考える O

1 )責任:自分の活動が，失語症者や失語症者と関

係をもっ人々の精神生活に影響を与えることを自

覚して，活動を行うこと。

2)守秘義務:会話ノfートナーとして知った失語症

者やその関係者に関する情報を守秘する義務があ

ること。資料の保存の際にも守秘義務を保つこと。

3)道徳的基準・失語症者の援助者であると同時に，

社会人であり，社会人としての道徳的基準に敏感

であること O

4)健康:自分の心身の状態をいつもできるだけ健

全に保つように心がけること。

5)福祉:失語症者の福祉のための活動を何よりも

優先すること。失語症者の同意なしには行われて

はならないし，失語症者に強制してはならない。

6)専門職種との関連:言語聴覚士やソーシャルワー

カーなど関連の専門家と常に連携を保ち，失語症

者の同意を得て協力すること。他の専門家の技術

や活動を尊重すること。

7) 自己研鎖:常に知識と技術を研錯し，自分の限

界と活動範囲を知ること。

2 実践編について

次に実践編の内容を示す。実践編の指導は指導者の

広島県立保健福祉大学誌 人間と科学 3 (1) 105-121 2003 

力量が問われるところであり，失語症者にとっては，

会話パートナーが十分に習得してほしい点だと思われ

るO 実際には，以下の内容をもとに指導担当者が地域

の実状に合わせて工夫することが望ましい。実践編で

は，参加者同士でロールプレイなどの実習を行って体

験を積み重ねることが大切である O また一通り講習が

終了した後に，講習の一環として，失語症者との実際

の交流の場を用意してもよい。可能であれば，東京都

の会話ノミートナー養成部会が実施しているように，講

習の合間に病院での実習を含めると，実際の体験をも

とに新たな視点での学習ができる。

ロールプレイを行う時には以下の点に配慮する。

1 )グループの人数:まずは参加者のグループ編成

が必要になる。 1グループの人数は参加者数や使

用可能な部屋数にもよるが， 5 -----6名ぐらし、から

10名前後がよい。その理由として同じ部屋で複数

のクマループが同時にロールプレイを行う場合が考

えられるため.1グループの人数があまり多いと，

メンバーの意見が他のメンバーに行きとどきにく

く，近くの人との意見交換のみに留まってしまう

可能性がある。また他の人がロールプレイを行っ

ている場面を客観的に観察することは，自分自身

の行動を見直すことに結びつくため，観察時間を

もつことができるぐらいの人数が適度である O

2 )インストラクターの参加:各グループの中には，

インストラクターとして言語聴覚士が 1名-----2名

加わり，ロールプレイの様子を見守り，フィード

パックを与える。グループ内のインストラクター

は， 2名の方が 1名の時よりも注意が行きとどき

やすくなり，異なる視点からの見方も可能になる。

2名の場合には，主と副の役割分担を定めておく

と，参加者としては注意の向け方に困らずグルー

プ運営がスムーズにいく。

3) ロールプレイの仕方:ロールプレイは，グルー

プ中のメンバーが 2名 1組になり，それぞれ伝え

る役，伝えられる役の役割を決めた後に，全員同

時に行ったり，グループ中 2名のみがロールプレ

イを行い他のメンバーはその様子を観察し，望ま

しい方法や望ましくない方法などについてコメン

トを述べる役目になって進める。参加者自らが体

験を通して学ぶためにも，各役割は適宜交代する。

4) インストラクターの役目:インストラクターは，

ロールプレイの時間配分に十分注意する。ロール

プレイを実施した後には，実施した本人に感想、を

聞いたり，観察していたメンバーにコメントや質

問を促すことによって，振り返りをしてフィード

パックを与えることが大切である。観察者からも

さまざまな意見を引き出す工夫を行うことによっ

て，異なる考えや見方があることを知ってもらう。
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(1) 失語症者と接する時の基本的な態度

ロールプレイの前置きならびに基礎編の復習とし

て，失語症者とコミュニケーションを行う際の注意

点を伝える。①静かな環境でゆっくりと，②リラッ

クスした雰囲気で，③ことばで話すことを強要しな

い，④うまく通じあえなかった時でも，会話の過程

を共有したことを喜ぶ，⑤子供扱いをしない，⑥共

通理解できるように，病前からの趣味やょくする話

題などについて家族らから情報を集めておく，⑦保

たれている能力を活用するよう工夫するなどの内容

を含める 13)，14)。

具体的に理解できるように，ことばや文字を使わ

ないコミュニケーションを体験することによって，

基礎編を思い出してもらうとよい。ここでは，例え

ば，伝え合う内容の長さをコントロールして，単語

(例「石鹸J) ，短い文(例「おにぎりを食べましたJ)， 

やや複雑な文(例「市役所に寄ってから，駅に行き

ますJ)を伝え合う C その際に，伝わるまでの時間を

言十ったり， どのような方法を使ったか， どんなこと

を感じたかをグループで、話し合う。言語聴覚士は，

グソレープに参加し， ロールプレイの様子を見たり，

出てきた意見や感想に対してフィードバックを行う。

コミュニケーション時に用いる方法について不適切

な様子が見られたら修正する。実際過去のボランティ

ア講座において，手話を用いればよいと考える参加

者が少なくなかった。音と対応している手話を学習

することは，失語症者にとってかなり難しい。つま

り失語症者では，直接意味に結びつくような手段は

わかりやすいが，音(イメージとしての音を含む)

を介する手段は理解しにくいことを理解してもらう。

また失語症が重度になると，失行を伴うことが多く

ジェスチャー表現も難しくなる c 一般の方，特にボ

ランティアに熱心な方ほど，そのあたりの切り替え

が難しいようなので，繰り返し伝える必要がある C

(2) よい話し手になるために

失語症者に話しかける時，理解してもらいたい時

の注意点を述べる O 具体的な注意点としては，④短

い文でややゆっくりと，②抑揚や表情，ジェスチャー

を交えて，③その人が病前から使い慣れている表現

で，④コミュニケーション道具(カレンダー，時計，

地図，新聞など)の使用，⑤文字や絵などの使用，

⑥テーマを明確にするなどがあげられる 1札 14)。我々

が過去に行った失語症ボランティア養成講座では，

①話す速さや間の取り方に注意する，②短くわかり

やすい表現にする，③いろいろなコミュニケーショ

ン手段を使用する，④質問の仕方を考えるという 4

点を強調し，ロールプレイを行った。この時のロー

ノレプレイに使用したテキストを図 5に示す。

(3) よい聞き手になるために

よい聞き手となるための注意点は，ゆっくりと聞

く態度を示すこと，わからない時には引き出す工夫

をすることである O 引き出す工夫としては，①質問

をYes-No形式で、行う，②大まかなところから小さな

ところへ内容を絞っていく，③推測力をf動かせる，

④他の手段，文字や絵を書いてもらったり，ジェス

チャーの使用を促す，⑤選択肢をいくつか示して選

んでもらう，⑥コミュニケーションノートを使用す

る，⑦どうしても分からない時には，場合によって

はまた後で、と一旦打ち切るなどがあげられる 13)，14)。

過去のボランティア養成講座では，①質問の仕方の

工夫，②道具だての工夫の 2点について，ロールプ

レイを実施した。この時のロールプレイに使用した

テキストを図 6に示す。図 6中の「質問の仕方の工

夫」については，話しかける時，引き出す時ともに

大切であり，交通手段や趣味に関する質問への実際

の答え u言いたいことJ) は，伝える役になった人

によって異なるためよい話し手になるために」と

同様の実習内容を一部取り入れた。

(4) コミュニケーションを援助するために

実際のコミュニケーション場面では，いままでに

学習した方法を必要に応じて臨機応変に使い分けて

いくことになる O 失語症者の症状は 1人 1人異なり，

ある人にとって効果的な方法が，他の人の場合にも

役立つとは限らない。また同じ人に対しても，ある

方法でうまくいく時もあれば， うまくし、かない時も

ある。それはその人の身体的および言語的な能力に

日々の変動があったり，伝達したいコミュニケーショ

ンの内容に依存するところがあるからである。した

がってその人の行動をその時々で，注意深く見るこ

とが必要であることを伝える。

以上のことを強調するために，いままで学習した

ことを総合してコミュニケーションの取り方を練習

する機会を設けるとよい。我々が失語症ボランティ

ア養成講座で，まとめとして取り上げ、た内容を図 7

に示す。

またコミュニケーションに役立つ道具として，地

図，新聞，写真，時計，カレンダー，重度の失語症

者とのコミュニケーション場面で用いるコミュニケー

ションノート 25)，26)，27)など，会話に役立ちそうなもの

を実際に紹介する。コミュニケーションノートは言

語聴覚士が主に作成するが，足りないことばや，あっ

た方がいいと思われることばについては，会話ノミー

トナーが言語聴覚士に提案することによって，付け

加えていくと失語症者にとって役立つ。Kagan2S
)は，

施設などに常備しておく大型のコミュニケーション

パッケージを作成している。このパッケージは大き
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く重たいものであるため，携帯は不可能であるが，

Kagan28
)のアイディアをもとに，友の会などの場に

常備し，皆が使うことができるノートを言語聴覚士

と会話パートナーが共同で作成してもよい。このよ

うなコミュニケーションに役立つ道具については，

それらの使い方をも参加者に伝える。特にコミュニ

ケーションノートに関してはことばの練習用」で

はなく，コミュニケーション時に使うものであるこ

と，また失語症者が自ら使うというよりも，会話パー

トナーがリードして使った方がよい場合が多いこと

を知ってもらう。コミュニケーションノートを使っ

た，重度失語症者との会話場面のビデオを示すとわ

かりやすい。

コミュニケーションの取り方の工夫

話しかける時，相手に理解してもらいたい時

( 1 )話す速さ，間の取り方

-例文を声に出して読んでみましょう。

・適当な場所で区切りながら，少しゆっくりめに，はっきり読むことがポイントです。

・必要以上に遅くしたり，切れ切れにならないように注意しましょう。

-応答をせかしたりしないように，ゆったりと会話を進めましょう。

実習<1>スーパーで買い物をして 3時には戻ります。

実習<2>この前の日曜は日中雨でしたね。私はずっと家にいて，掃除をしたりテレビ

を見たりしていました。

実習<3>会話 A:この前の日曜は，どこか行きましたか?

B:いいえ。

A:ずっと家にいたんですか?

B:はい。

A: 1日中 雨でしたものね。家でどんなことをしていたんですか?

B:掃除とか・.. 

(2 )短い表現，やさしい表現

・情報が整理された簡潔な表現，使い慣れたことばを用いたやさしい表現に直してみましょう。

実習<1>次の文をいくつかの文に分けて，短い表現に直して下さい。

「お金を入れて，料金のボタンを押すと，切符とおつりが出てきます。」

実習<2>短い表現に直して下さい。と、んな)1/真番で言ったらわかりやすいかも考えて下さい。

「申込書に記入して，保険証と一緒に 3番の窓口に出したら，名前を呼ばれるまでロビー

の椅子で座って待っていて下さい。」

(3 )いろいろなコミュニケーション手段

・絵と身ぶり，表情だけで，カードに書かれたことを伝えてみましょう。

実習<1> 教材例魚がとてもおいしかった。 J) 

実習<2> 教材例昨日食べた魚はとってもおいしかった。 j

-文字(漢字単語と簡単な記号)を使ってみましょう。

実習<2'> (教材例昨日食べた魚はとってもおいしかった。」

実習<3> 教材例昨日食べた魚はおいしかったけど，今日の昼御飯のは，しょっぱく

て，おいしくなかった。 j

(4)質問の仕方

・答える人ははい」か「いいえJだけで答えます。

・質問する人は，広い範囲から徐々に絞り込むように質問をするなど，相手の人が言いたいこと

を引き出す工夫をしてみましょう。

実習<1>ここにどうやって来たか(交通手段)をたずねる。

実習<2>趣味が何かたずねる。

実習<3>? 相手の人は何か伝えたいようです。何が言いたいのかたずねてみましょう。

(教材例今行きたいところJ旅行で行きたい土地，買い物・食事に行きたいとこ

ろ，近くの名所など，どんなところでも。)

図5 よい話し手になるためのロールプレイに用いたテキス卜

注)実際のテキストは，書き込む為のスペースを広く取つである。また( )中に紹介した教材例はテキス

トには書いていない。ロールプレイ実施時に，メモとして伝える役の人に手渡した。
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コミュニケーションの取り方の工夫

相手の言いたいことを引き出す時

( 1 )質問の仕方の工夫

・答える人ははいJか「いいえ」だけで答えます。

・質問する人は広い範囲から，徐々に絞り込むように質問をするなど，相手の人が言いたいこ

とを引き出す工夫をしてみましょう。

インストラクターはグループに参加。実習<1>と<2>で7分の時間をとる。グループ

内での意見交換も。時間が足りなければ実習は lつだけにしても構わない。

実習<1> ここへどうやって来たか(交通手段)をたずねる。

実習<2> 趣味がなにかたずねる。

-選択肢をいくつか示して，選んでもらった方がはっきりする場合もあります。

・大まかな選択肢から，徐々に絞り込むような工夫もしてみましょう。

インストラクターはグループpを替わる。実習<3>と<4>で7分の時間をとる。

グループ内での意見交換も。時間が足りなければ実習は 1つだけにしても構わない。

実習<3> 何が飲みたいかをたずねる。(あなたが家で用意できるものの中で)

実習<4> 誕生日はいつかをたずねる。

(2)道具だての工夫

-どのような道具を用意したら，相手から多くの情報を引き出すことができるでしょうか?

例えば，下記のような場合などを想定して，会話を発展させるためには，どのような道具が

役に立つか，思いつく限り挙げてみて下さい。

5分間のグループディスカッション。下記の場合に限らず，コミュニケーションに役立つも

のをランダムにあげてもらって構わない。話し合いが活性化しないようであれば促す。

す見たい番組があるようです。

すどこかへ旅行に行ったことを伝えたいようです。

官息子さんの結婚が決まったようです。

合食べたいものがあるようです。

合新しい車を買うことを考えているようです。 その他・・・

図6 よい間き手になるためのロールプレイに用いたテキスト

注)実際のテキストは，実習 (1)~(4) の下に，ロールプレイでの出来事や感想などを書くためのスベー

スを広く取ってある O またこの時の講習では，参加者用とは別に，インストラクター用のテキストを用

意した。テキストの内容は同じであるが，インストラクダー用には，時間配分や注意点などが書き加え

である。インストラクター用の注意点を， 仁二二〉で示した。
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コミュニケーションの取り方の工夫(まとめ)

-実際のコミュニケーション場面では，今までに実習した方法などを必要に応じて臨機応変に使い分

けていきます。

・はじめから上手く行くとは限りません。試行錯誤を恐れずに。 1つでも 2つでも，伝われば喜び、合

いましょう。

実習<1>と<2>で10分の時間をとる。問題のメモを聞かれる役の人に渡す。困難な場合は，

適宜アドバイスを与えたり，ジェスチャーを促したり。グループ内での意見交換も。時間が足り

なければ実習は lつだけにしても構わない。

実習<1>? 相手の人は何かを伝えたいようですが，ことばでは上手く表現できません。絵も上手

には描けないようです。何が言いたいのか，聞き出してみましょう。

(教材例今行きたいところJ (旅行で行きたい土地，買い物・食事に行きたいところ，近くの名

所など，どこでも。ーカ所を思い浮かべる。)

実習<2>? 相手の人は何かを伝えたいようですが，ことばでは上手く表現できません。絵も上手

には描けないようです。何が言いたいのか，聞き出してみましょう。

(教材例孫が生まれたJ (男女の別，いつ，どこなどの詳細は自由に決める。)

インストラクターはグルーフ。を替わる。インストラクターが患者役となる。どのような患者を演

じても良い。患者役のインストラクターが難しさを適宜コントロールする。実習<3>で8分の

時間をとる。適宜アドバイスを与える。グループ内での意見交換も。

実習<3> 相手の人は，重い失語症の患者さんです。福祉会館に今，到着されました。初対面だと

いうことで， 5分間会話をしましょう。

インストラクターはグルーフ。を替わる。インストラクターが患者役となる。どのような患者を演

じても良い。患者役のインストラクターが難しさを適宜コントロールする。実習<4>で8分の

時間をとる。適宜アドバイスを与える。グループ内での意見交換も。

実習<4> ? 相手の人は重い失語症の患者さんです。 rスポーツJを話題にして， 5分間会話を

しましょう。

図7 コミュニケーシヨンの取り方のまとめに用いたテキスト

注)実際のテキストは，書き込むためのスペースが広く取ってある。この時の講習でも，参加者用とは別に

インストラクター用のテキストを用意した。インストラクター用のテキストに書き加えた内容を ζ二二〉
で示した。なおこの時の講習には，使えるコミュニケーション道具として，カレンダー，地図，時計，

新聞各種広告，カタログ，食品カロリ一一覧，歌集，映画雑誌，旅行ガイド，絵はがき，コミュニケー

ションノートを持参した。コミュニケーション道具として紹介したり，ロールプレイの中で、使ってもらっ

た。

(5) 他の人と一緒に話すために

実際のコミュニケーションの場面には，失語症者

と会話ノ《ートナーとの 1対 1の場面以外に，家族が

いる時や他の患者が一緒の時もある。そのような時

には，新たな注意が必要である。

家族と一緒の時には，失語症者のことについて，

失語症者本人と話すのではなく，失語症者本人を見

ずに，家族とのみ話している場面が多々見受けられ

る。家族と話すことももちろん大切であるが，失語

症者本人も，参加したい，自分のことは自分で伝え

たい，と思っている場合もあるであろう。基本的に

は失語症者とのコミュニケーションをまずとること

が大切である。

また他の患者と一緒の時には，さまざまな失語タ

イプ，重症度，性格などが絡み合って，比較的目立

つ人とそうでない人とが出てくる。コミュニケーショ

ン時には， 目立つ患者に目が行きやすく，話の内容

や注意，関心が引きずられやすい傾向にある。会話
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パ hートナーはメンバー 1人 1人に注意し，会話を促

したり，伝えようとする気持ちを察知し，発言の機

会を提供することが大切である。

(6) 身体援助について

失語症者は，多くの場合左大脳半球の損傷である

ため，右半身麻庫を伴うことが少なくない。そのた

め，車椅子操作の仕方や杖歩行をしている人への援

助の仕方などを，理学療法土の協力を得て実際に練

習するとよい。適切な場所で適切な方法で援助する

ことの大切さを知ってもらう。

(7) その他

失語症者が比較的多く出かける場所として，病院，

デイサービス，友の会，地域の福祉センターなどが

ある。養成カリキュラムで使用するテキスト中に，

それらの場所の地図や連絡先が添えてあると，会話

ノミートナー希望者達に親切である。

また買い物や趣味の場，銀行， レストランなどに

関して，車椅子で行けるところかどうか，車椅子用

トイレがあるかどうかを記した地図をテキスト中に

含めると，会話ノ《ートナーが失語症者を支援する時

に便利である。養成カリキュラムの中に「バリアフ

リ一体験」の企画を盛り込み，会話ノミートナーと言

語聴覚士，場合によっては理学療法士や作業療法士

とともに，実際に外出して地域の様子を調べ，地図

作成に取り組んでもよい。

さらにテキスト中に付録として失語症用語集J

や「失語症者援助の歴史(言語聴覚士の国家資格成

立の流れや，関連学会・養成校の設立，友の会の歴

史など)J， r絵カード、や教材発売元」などをつけても

よい。しかし絵カードや教材は，会話パートナーが

それらを使うことを目的にするではなく，言語聴覚

土が行っている仕事の一端を知ってもらうことが目

的である。

E 考察

会話パートナー養成テキストのガイドライン試案を

提供したが，実際に会話パートナー養成を行う時には，

このガイドラインをもとに各担当者がその地域の実状

に合わせて工夫することが大切である。会話ノミートナー

養成に協力可能な言語聴覚士の数には地域差があり，

特にロールプレイ実施時には余裕をもってできる地域

と，そうでない地域があると思われる。言語聴覚士の

数に余裕があるところでは，各グループにインストラ

クターとして 2名の言語聴覚士が入り，さらに他の言

語聴覚士が書記などの役目を果たすこともできるであ

ろう。一方，言語聴覚士の人数に限りがあって，各グ

118 

ノレープに言語聴覚土が加わることができない場合には，

ロールプレイ実施後にグループで話し合った内容を，

全体の会で報告してもらい，それに対してフィードバッ

クを行うといった方法が考えられる O また言語聴覚士

数に余裕があるところでも，グループでの話し合いの

内容を全体会にも報告するような時間を用意すると，

他のグ、ループで、の話し合いの様子を知ることができる

ため，お互いの体験を共有できる O

国谷29)は，カウンセリング技術を身につけるために

は，体験学習的なセミナーに参加したり，ワークショッ

プに参加するなど，行動露呈が必要であり，行動露呈

をするには勇気がいるが，グソレープワークやロールプ

レイに参加して間違いを誰かに指摘してもらうことが

大切であると述べている。このような視点は，会話パー

トナーとしての技術や態度を身につけていくためにも

大切である。さらにインストラクターがロールプレイ

についてフィードパックする時には，杉山ら30)がし、う

ように，具体的であること，また反応(対応)のどこ

が良好で，どこが望ましくないかを具体的に指摘する

ことが大切である。会話ノミートナー希望者の多くは，

失語症についてほとんど知らない状態である。その状

態で，ロールプレイでは，伝える役と伝えられる役を

演じている。したがってインストラクターは，基本的

にあたたかい目でロールプレイを見守ることが大切で

ある。望ましくない対応法を指摘するときにも，一旦

その対応法を受け入れた上で，失語症者の症状を説明

することによって，その対応法がなぜ望ましくなのか

という理由と，どうすればよいのかを伝えることが，

会話パートナーになりたいという気持ちを維持させる

ことに結び、つく。

過去に我々が実施した失語症ボランティア養成講座

終了後の経過については既に述べた 12)が，講座終了後

に失語症ボランティアとして活動している人々に協力

いただき実施した調査ならびに研究結果から，実際に

会話パートナーとして失語症者支援に取り組んでいる

人々に対しても，このような講習会を繰り返し実施す

ることの大切さが示唆されている。栗原ら22)が，過去

の失語症ボランティア養成講座(第 2回講座)で，既

に失語症ボランティアとして活動している人々を対象

に実施したアンケート調査の結果理解不足や思い違

いがあるかもしれないので，さらに深く勉強したし¥J ， 

「もっとうまくコミュニケーションをとりたい」など

と，勉強を継続し理解を深めたいとする意見がみられ

たことを報告している。また講座を終了し約半年経過

時に，失語症の理解度を尋ねたアンケート調査からは，

講座終了時には理解が深まっても，失語症ボランティ

アとしての活動実践を通しての理解は深まらなかった

という結果が得られている O つまり 1回の養成講座に

参加したのみでは理解は十分でなく，継続して定期的



に講座を聞き，実践を通して不安や疑問に思ったこと

を解決したり，会話パートナーとしての基本的な視点

を思い出してもらうことが必要である。また西岡ら8)は，

過去の失語症ボランティア養成講座に参加し，その後

失語症ボランティアとして活躍している10名を対象に，

重度~中程度のブローカ失語症者 1名との 1対 1の会

話場面を設定し，各ボランティアのコミュニケーショ

ン方略を詳細に分析した。その結果，ボランティアご

とに使用したコミュニケーション方略に個人差があり，

特に失語症者がことばのみでの会話に困難を示した時

に，鉛筆や白紙を手渡すといった方法で，失語症者に

非言語的なコミュニケーション手段の使用を促したボ

ランティアは10名中 2名のみであったことを述べてい

る。このような結果から，多くの人を対象にした養成

講座終了者には，そのワンステップ上の講習として，

会話ノfートナー各個人のコミュニケーション方法に合

わせた指導を追加していくことが重要であると思われ

る。例えば，会話の聞が少ない，早口になりやすい，

話題を次から次へと切り替えて提供するなどといった，

各個人の問題点について具体的に指摘し，自分自身の

コミュニケーション方法の傾向に気付いてもらい，修

正していくことが大切である。

最近では，会話ノミートナー養成講座に対する関心が

各地で高まりつつある。各地域の言語聴覚士が会話パー

トナー養成に取り組むにあたって，地域性などを加味

した養成カリキュラムを作成する時に，本ガイドライ

ンが役立つことを望む。

N 今後の課題

以上に示したようなカリキュラムをもとに，会話ノミー

トナーを養成した後には，会話ノミートナーのコミュニ

ケーション方法について評価することが大切である。

適切な評価を行うことは，養成カリキュラムの再検討

にも役立っため，今後会話パートナーのコミュニケー

ション方法に関する評価法の開発が必要である。Garrett& 

Beukelman31
)は，コミュニケーション相手の相互交渉

技能について，例えば患者からの引き出し方としては

「患者が答える方策がない時にはopen-ended形式の質

問(開放的質問)をコミュニケーション相手はしない

ようにしているかJ，r主に使っているコミュニケーショ

ン手段でうまくし、かなかった時，コミュニケーション

相手は患者に他の手段を試みるよう進めているか」な

ど，患者の理解の促し方としては「コミュニケーショ

ン相手は患者の能力に適した文構造で質問しているかJ，

「患者が理解しない場合には，コミュニケーション相

手はメッセージを言いなおしているか」など，計17項

目をあげ，はい一いいえの 2段階で評価するスクリー

ニング・フォームを開発している。 Garcia，Metthe， et， 
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al.:mは会話の話題のみに焦点をあて，話題の開始や転換

などについて詳細に分析している。Garrett& Beukelman 

31)は，話題については，大まかに「コミュニケーション

相手は話し合うのに興味をひきそうな話題を選んでい

るかJ，会話が途切れないようにコミュニケーション

相手はやりとりを維持できるか」の 2点をあげている。

会話には，友の会のように大勢で賑やかに話す場や，

l対 1でゆっくりと話すことができる場などさまざま

な場面があり，場面によって会話ノミートナーが用いる

コミュニケーション方法は異なるであろう。Garrett&

Beukelman31
)の詳細な視点と， Garcia，I日etthe，et al. 

32)のようにコミュニケーション方法の大枠を把握する

ことができる視点を含む評価指標を開発し，いくつか

の場面で、の会話パートナーのコミュニケーション方法

を分析し，より望ましい対応法を見いだしていくこと

は，失語症者に対するコミュニケーション支援に役立

っと思われる。

付記 本研究の一部は，文部科学省科学研究費(課題

番号13610150) の補助を受けて行ったものである。
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Abstract 

In recent years it is considered more and more significant to train people who wish to work as volunteers 

to become conversation partners of people with aphasia in order to remove communication barriers. 

However， there are only a few regions which have actually launched training programs for conversation 

partners， and the method of training is yet to be established. This study summarized knowledge and ways 

of thinking which are necessary for a conversation partner， and examined guidelines for training 

curriculums. The guidelines suggest that the curriculum can be divided into the basic part and the 

practical part. The basic part aims to learn knowledge and theories which are demanded from a 

conversation partner， and includes seven items， such as“the necessity of conversation partners". The 

practical part aims to learn essential attitudes and techniques through role-playing， and includes seven 

items， such as “the basic attitudes when meeting people with aphasia". It is hoped that 

speech-language-hearing therapists， referring to these guidelines， will develop their own curriculum to 

meet the actual conditions of each region in order to train conversation partners effectively. 

Key words aphasia， conversation partner， volunteers， curriculum， guideline 

-121-


