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50周年記念式典の記録

日本音声言語医学会創立50周年記念式典

岡本 牧人

(北里大学)

日本音声言語医学会創立50周年記念式典は，第50

回日本音声言語医学会総会・学術講演会に合わせて，

日本音声言語医学会の主催により平成17年10月27

日，メルパルクYOKOHAMA（横浜市）において開催

された．

．式典

14時より岡本牧人会長の司会により式典が開始さ

れた（表１）．

１）シンボルマーク・ロゴマークの表彰

設立50周年を記念し，ロゴマークを作成することと

し，音声言語医学第46巻１号に募集要項を掲載した．

平成17年４月30日の締切までに５人より10点の応

募があった．５月27日の第４回記念式典準備委員会に

おいてそのうちの１つを選出した．これを基にデザイ

ナーに手直しをお願いした．最終図案は平成17年９月

の理事会で承認された．

ロゴマークは学会名が空白のもの，日本語名，英語

名の入ったもの，それぞれモノクロ，カラーで計６種

類がある（図１）．

２）記念コンサート

青山恵子氏による歌の披露があった．青山恵子氏は，

「日本歌曲の歌唱法の実践的研究―伝統音楽との接点

―」で博士号を取得されるなど，本学会との関わりが

深い．曲目は，①ちいさい秋みつけた，②涙そうそう，

③シテテンの３曲であった．シテテンは太鼓の音を表

し，お祝いの歌ということであった．伴奏はピアノ 前

島あや子氏，ヴァイオリン 中村八千穂氏であった．

３）式辞

日本音声言語医学会理事長 湯本英二氏よりご挨拶

があった．

４）祝辞

まず，日本耳鼻咽喉科学会理事長 上村卓也氏よりご

祝辞をいただいた．

次いで，神奈川県知事 松沢成文氏よりご祝辞が寄せ

られた．知事は本会の直前に急遽米国に出張されたた

め，県保健福祉部副部長 宮内喬夫氏が来席され，ご祝

表 日本音声言語医学会創立50周年記念式典 式次第

一、日本音声言語医学会シンボルマーク・ロゴマーク表彰

表彰者 小林武夫

一、記念コンサート

歌 青山恵子，ピアノ 前島あや子，ヴァイオリン 中村八千穂

一、式辞

日本音声言語医学会理事長 湯本英二

一、祝辞

日本耳鼻咽喉科学会理事長 上村卓也

神奈川県知事 松沢成文，代読 神奈川県保健福祉部副部長 宮内喬夫

International Association of Logopedics and Phoniatrics Dollores E Battle

一、功労者表彰式

功労者代表挨拶 平野 実（第24回日本音声言語医学会会長）

一、記念撮影

日本音声言語医学会創立50周年記念講演

１． 日本音声言語医学会50年の歩み」 澤島政行（横浜船員保険病院名誉院長）

２． 宇宙と“私”」 海部宣行（国立天文台台長）

第50回日本音声言語医学会会長
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辞を代読された．

また，国際音声言語学会のBattle会長より湯本会長

宛にお祝いのメッセージが届けられたので，顔写真と

ともにメッセージをスクリーンに流し，代読した．会

員の中には会長が肉声でメッセージを伝えていると思

われた方もあった（図２）．

５）功労者表彰（表２）

準備委員会では功労者を故人を除く第１回から第

50回までの会長と歴代理事長と決定した．このうち，

歴代会長17名と歴代理事長３名が出席された．歴代会

長を代表して平野 実氏，歴代理事長を代表して廣瀬

肇氏に湯本英二理事長より表彰状と記念品が授与され

た．

平野 実氏が表彰者を代表してお礼の言葉を述べら

れた．

図 日本音声言語医学会シンボルマーク・

ロゴマーク

表 功労者

歴代会長 歴代理事長

第１回 颯田琴次 第18回 高橋 良 第35回 小池靖夫 廣瀬 肇

第２回 颯田琴次 第19回 斎藤英雄 第36回 高橋宏明 新美成二

第３回 颯田琴次 第20回 立木 孝 第37回 一色信彦 湯本英二

第４回 颯田琴次 第21回 大和田健次郎 第38回 金子敏郎

第５回 颯田琴次 第22回 水越 治 第39回 山下公一

第６回 後藤光治 第23回 澤島政行 第40回 大山 勝

第７回 白岩俊雄 第24回 平野 実 第41回 田中美郷

第８回 大藤敏三 第25回 戸塚元吉 第42回 天津睦郎

第９回 河田政一 第26回 河村正三 第43回 福田宏之

第10回 切替一郎 第27回 服部 浩 第44回 小宮山荘太郎

第11回 堀口申作 第28回 内須川 洸 第45回 北嶋和智

第12回 後藤修二 第29回 岡本途也 第46回 加我君孝

第13回 浅井良三 第30回 斎藤成司 第47回 田辺正博

第14回 林 義雄 第31回 切替一郎 第48回 吉岡博英

第15回 豊田文一 第32回 曽田豊二 第49回 湯本英二

第16回 柏戸貞一 第33回 永渕正昭 第50回 岡本牧人

第17回 廣戸幾一郎 第34回 岩田重信

アンダーラインは式典出席者

図
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その後，記念撮影が行われた（図３）．

．記念講演

１）日本音声言語医学会顧問，第23回日本音声言語

医学会総会・学術講演会会長，横浜船員保険病院名誉

院長 澤島政行氏により「日本音声言語医学会50年の

歩み」が講演された（図４）．

２)国立天文台台長 海部宣行氏により「宇宙と

“私”」が講演された．

以上の式典，記念講演は第２会場でもビデオ放映が

行われた．

．経過報告

第50回日本音声言語医学会総会・学術講演会の開催

時に日本音声言語医学会創立50周年記念式典を行う

ことが平成15年10月の理事会で決定された．これに

基づき，平成15年11月に第１回準備委員会を開催し

委員を決定した．平成16年7月に第２回準備委員会が

開催され式典の内容が議論された．平成16年10月の

理事会で式典の内容がほぼ確定し，11月の総会で予算

も了承された．平成16年11月の第３回準備委員会を

受けて，日本耳鼻咽喉科学会理事長および神奈川県知

事へ出席と祝辞をお願いした．平成17年５月の第４回

準備委員会で，式典参列者，招待者を決定した．また，

記念品を日本音声言語医学会のロゴマークの入ったネ

クタイとスカーフとすることに決定した（図５）．準備

委員は北原 哲，小林範子，新美成二，福田宏之，湯

本英二，岡本牧人（委員長）である．委員各位には企

画・立案から，式典実行，経理までご尽力いただいた．

誌面を借りて深謝する．また，この間細部にわたり補

助していただいた事務局の本杉道子氏にも同じく深謝

する．

図 記念写真

図 図
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50周年記念式典の記録

日本音声言語医学会創立50周年によせて

青山 恵子

(声楽家)

先日の50周年の記念式典でオープニングに歌わせていただきました．とても光栄に思いましたが，同時にた

いへん緊張いたしました．舞台に立ちますと，最前列にずらりと音声学の権威の先生方がお並びになって，「さ

て，どんな歌を歌うのかな…？」とじーっと見上げていらっしゃるのです．そして後方まで見渡しますと顔見

知りの先生方があちらこちらに…．「そうだ 今日のお客様は全員声の専門家なんだ 」と気がつきましたが後

のまつり．一瞬歌うのをためらうほど緊張してしまいました．それでも何とか歌い終えた後に学生時代から研

究論文等を読ませていただき，あこがれていた先生方から「言葉がとてもよくわかった．よく勉強されてます

ね」との言葉をいただき，それはそれは天にも昇る思いでした．この機会を与えて下さった新美成二先生は学

生時代，私の研究を一から指導して下さった先生です．感謝を込めて先生との出会い，私の研究について少し

お話ししたいと思います．

日本歌曲の歌唱法について～伝統音楽との接点～，私は20年前にこのテーマで論文を作成しました．当時芸

大では日本歌曲を歌う機会は少なく，日本語を歌うと喉がしまったり声が小さくなるから基本の西洋発声をマ

スターしてから歌うという風潮でしたので，私もドイツリート，オペラ等の洋楽だけで大学を卒業し，大学院

で初めて日本歌曲を課題にもらいました．〽この道はいつか来た道～と歌い始めると同時になつかしい故郷の

田んぼ道が浮び，「自分の言葉で情景をそのまま表現するということはこういうことなんだ 」とたいへん感動

しました．こうして私の日本歌曲の道が始まりました．最初はそれまで学んできた発声を崩さないで日本語を

発音するという方法で取り組んでいましたが，次第に様々な問題意識が生まれてきました．たとえば母音の響

きや言葉の発音やアクセント等，もっと自然な日本語としての表現があるのではないだろうかと思い始めまし

た．自ら融合の難しさを体験し始めたこと，また他の歌手のコンサートで言葉が聞き取りにくいことや，日本

語のニュアンスがとても不自然に感じられる…といったことをしばしば体験して，日本語の発声ということを

考え始めたのです．そこで目を向けたのが何百年の日本語表現の歴史を持つ伝統音楽です．伝統音楽では日本

語をどのように表現しているのかを学び，それらを日本歌曲の中に生かせるのではないかと考えたわけです．

実際に民謡や長唄，謡いなどを習い始めたのですが，まず西洋発声と発声法があまりに違うこと，また伝統音

楽の中でも種目によって発声法が大きく異なることを体験し，かなりとまどいながらスタートしました．簡単

に修得出来るものではありませんが，とにかく出来るところまでやろうと決め，まずは博士課程を終了するま

での数年間集中して教わり，西洋発声との融合をテーマとして試行錯誤を続けました．この研究はあくまでも

自分がやってきたことをまとめ，実際の演奏を通してその成果を示していく実践論ですが，論文を作成するに

あたり，科学的な検証を加える必要があり，その折に東大の音声研にいらした新美先生，今泉先生にたいへん

お世話になりました．

実験は勿論，分析の仕方，論文のまとめ方まで手取り足取りご指導いただいた次第です．大まかな内容は以

下の通りです．

．民謡的歌曲に於ける発声の研究

イタリー歌曲，日本歌曲，民謡的日本歌曲（ユリやコブシ等民謡表現を含んだもの）の三種類を歌い分け，

各母音を取り出し比較する．

実験方法―サウンドスペクトルグラフによるフォルマントの観察，ファイバースコープによる軟口蓋，声帯

の観察，MRIによる喉頭の位置の観察など
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．伝統音楽に於ける音の移行法の研究

同一曲を洋楽及び伝統音楽の各種目それぞれの歌手に歌ってもらい音から音への移行時の動きを比較する．

実験方法―特徴的な部分を何ヵ所か取り出しサウンドスペクトルグラフで分析する．

これらの実験結果を通して得た結論は，まず，より日本語らしい響きを得るためのヒントの一つとして民謡

発声があること，そして伝統音楽の中に共通して見られる非常に繊細なアゴーギグ，ディナーミクは日本語の

イントネーションや日本人の感性から生まれた技法であり，日本歌曲の中に取り入れていく必要がある重要な

技法であるということです．この研究結果を実践を通してさらに具体的にしていこうとこれまでコンサート等

で邦楽器伴奏による歌唱，語り物などいろいろなスタイルに挑戦してきましたが，やっと今，自然な日本語，

伝わる日本語を歌えるようになったように思っています．まだまだ今後も多様に発展していく日本歌曲を幅広

く歌える歌い手として私自身も，もっと発展していきたいと思っています．先生方のご支援をこれからも宜し

くお願いいたします．
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50周年記念式典の記録

第50回日本音声言語医学会50周年記念式典理事長挨拶

湯本 英二

(熊本大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科)

日本音声言語医学会が創立50周年を迎え，記念式典を行うに当たり，理事長として一言ご挨拶を申し上げま

す．まず最初に，ご多忙の中をご出席いただきましたご来賓の方々に厚くお礼を申し上げます．

日本音声言語医学会は昭和31年11月25日に創設されました．第１回総会は約70名の出席であったと記録

されています．本日第50回を迎えた本学会は，昨年の総会参加者が約500名に及び，専門領域を超えた学際的

な討論が活発に行われています．会員は医師だけでなく，先年国家資格として制度化された言語聴覚士，工学

関係，教育関係と多岐にわたり，音声言語という学際的な領域を担当するにふさわしい学会として発展してき

ました．

颯田琴次先生が初代理事長に就任され，切替一郎先生，齋藤成司先生，廣瀬 肇先生，新美成二先生と受け

継がれ，諸先生方が本学会の発展に尽力されてきました．私は昨年の評議員会で第６代理事長に選出されまし

た．この50周年という記念すべき年に理事長としてご挨拶できることはまことに光栄に感じています．また同

時に責任の重さに身の引き締まる思いが致します．私自身は昭和56年の第26回総会から毎年欠かさず参加し

てきましたのでちょうど本学会の後半25年をともに歩んできたことになります．初めて学会のシンポジストに

指名されたのも第30回の本学会でした．私の音声に関する研究は本学会とともに歩んできたと言っても過言で

はありません．このような思いを本学会に抱く先生方は多くおられるものと推察致します．

このように，過去に本学会が，音声だけでなく，高次脳機能，構音，嚥下，吃音，聴覚，等々といった音声

言語医学領域の発展に果たした役割は非常に大きいと言えます．しかし，医療を取り巻く環境の変化，言語聴

覚士の国家資格としての制度化をはじめ最近の変化にはめざましいものがあります．たとえば，失語症関係な

どの学問領域の専門分化が進むと同時に，一方では，嚥下障害のように複数の学会が取り組んでいる領域もあ

ります．音声に関しては日本喉頭科学会，日本気管食道科学会，日本音響学会などが扱う領域でもあります．

本学会は医師，言語聴覚士をはじめとして多領域の専門家が一堂に会して議論を深めるという，他学会にな

い学際的であるという大きな特徴があります．コミュニケーション医学だけでなく嚥下障害にも活動の場を充

実しつつ，今後の50年に向けて皆様とともに歩む，新たなスタート地点に立ったといえます．これからも本学

会の学際的な特徴を生かして音声言語医学を発展させていただきますよう会員の皆様にお願いして私の挨拶と

させていただきます．

また，最後になりましたが，第50回総会ならびに学術講演会を担当していただいた岡本牧人先生と北里大学

耳鼻咽喉科の諸先生方に深く感謝の意を表します．

どうも有難うございました．
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50周年記念式典の記録

祝辞

上村 卓也

((社)日本耳鼻咽喉科学会理事長)

本日は，日本音声言語医学会50周年おめでとうございます．日本耳鼻咽喉科学会を代表して，湯本理事長を

はじめ日本音声言語医学会の会員の皆様ならびに関係者の皆様に心からお祝い申し上げます．

日本音声言語医学会は昭和31年，1956年に創設されて，本日創立記念日を迎えられていますが，ご存じのよ

うに日本聴覚医学会も先月に50周年の記念式典が開催されました．もっとも，日本聴覚医学会はその当時，日

本オージオロギー学会といっていたという事情はありますが，その事情は置いておいて，両学会ともに50年前

に設立されたということができます．一般の人から見れば，“聞こえと言葉”という表裏一体の関係からいえば，

それは当たり前のことのように思われるかもしれませんが，私はそこに何らかの理由があったのかどうかを知

りたくなりました．

そこで，10年前の平成８年に，日本音声言語医学会40年史が出版されていますので，この機会に改めて読ん

でみました．しかし，切替一郎先生が書かれた「音声言語医学の源流とわが国における発展」の前編には，「…

彼の地，アメリカから新しい 言語病理学」Speech Pathologyも少しずつ導入されはじめた．昭和30年（1955

年）京都大学では医学部，文学部，工学部が参加して音声科学総合研究部会が発足し，機関誌Studia
 

phonologicaが毎年発行されるようになった．このような全国的な盛り上がりの気運を反映して，昭和31年

（1956年）颯田琴次の提唱により日本音声言語医学会が誕生した．」（417頁)と書かれていて，別に両方の学会

がお互いを意識して，というか連携して発足した，というようなことは書かれていませんでした．

ところで，この設立の時期が一致しているという問題よりもっと興味がある，ないしは重要なのは，両学会

ともに設立以来，医師，特に耳鼻咽喉科の医師が音声言語医学と聴覚医学を自分たちが診療だけではなくて研

究すべき領域として明確に位置づけてきたことであります．そして，欧米諸国では見られない，わが国におけ

るこの特徴が今日のそれぞれの領域における学術的進歩と学会の隆盛をもたらしたと私は信じて疑いません．

今後も設立以来の，この良き伝統を堅持されて，日本音声言語医学会がますます発展されることをここに祈

念して私の祝辞とさせていただきます．

本日は誠におめでとうございます．
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50周年記念式典の記録

祝辞

松沢 成文

(神奈川県知事)

日本音声言語医学会が設立50周年という大きな節目の年を迎えられましたことを心からお喜び申し上げま

すとともに，本年も総会並びに学術講演会が，このように盛大に開催されますことをお祝い申し上げます．

また，全国各地から，神奈川の地にお越しいただきました皆様を870万県民を代表いたしまして，心から歓

迎いたします．

皆様の日本音声言語医学会は，昭和31年の設立以来，耳鼻咽喉科医師や教育関係者，言語聴覚士，研究者な

ど，音声言語にかかわるさまざまな職種の方々が力を合わせて，「声」と「ことば」というコミュニケーション

手段の障害の研究に取り組まれ，音声言語医学の進歩・発展に多大な貢献をしてこられました．

歴代の会長をはじめ，会員の皆様の長年にわたるご尽力に深く敬意を表します．

さて，この半世紀の間に，保健・医療・福祉をめぐる状況は大きく変化し，医療技術の飛躍的な進歩や衛生

水準の向上などにより，我が国は世界でも有数の長寿国となりました．この長い人生を，健やかで生きがいに

満ちたものにすることは人々の共通の願いとなっています．

また，本格的な少子高齢社会を迎え，社会の高度情報化やグローバル化，ライフスタイルの多様化などとも

相まって，健康への関心はますます高まり，保健・医療・福祉に対するニーズは増大しています．

神奈川県は，健康で生き生きと暮らせる地域社会の実現に向け，県民お一人お一人の健康づくりを支援する

とともに，県民誰もが医療やリハビリテーションなどの適切なサービスを受けられるよう，安心して暮らせる

保健・医療・福祉の基盤整備に全力で取り組んでいます．

こうした取り組みを進めるためには，豊かなご経験と最先端の情報や技術を有し，第一線で活躍されている

皆様のお力添えが不可欠であります．どうか，今後とも本県の取り組みに，温かいご理解，ご協力を賜ります

ようお願い申し上げます．

このたびの総会並びに学術講演会が実り多きものとなり，その成果が皆様の今後の活動に生かされ，音声・

言語や聴覚・嚥下の各機能に障害のある方々の生活の質の向上につながりますことを期待しております．

最後になりましたが，設立50周年を契機とした日本音声言語医学会のさらなるご発展と，お集まりの皆様の

ますますのご健勝，ご活躍を心からお祈り申し上げ，私のお祝いの言葉といたします．

（平成17年10月27日)
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50周年記念講演

日本音声言語医学会50年の歩み

澤島 政行

本学会の50周年を迎えるに当たって，10年前に出

版された40年史をも改めて参照しながら50年の歩み

を振り返りたい．この40年史は第39回総会会長 山下

公一教授が中心となって，多くの会員が執筆して出来

上がった労作である．その中には，創立以来の本学会

の歴史や関連する資料が詳細に記述されている．しか

し執筆者の多くは現役を退いており，その後の会員諸

君には，この本はあまり印象にないかもしれない．今

回の講演では，この本を下敷きにして私なりに選んだ

項目について本学会の50年を振り返ってみる．

．学会の規模について

第1回の総会から10年毎の総会について学会の規

模を示す数字を並べてみた（表１）．これによって学会

の成長過程を見ることにする．第１回から第５回まで

は東大医学部講堂で行われた．会長は颯田琴次先生で

あった．第１回当時私は東大耳鼻科入局3年目の若輩

で，颯田先生に怒られながら学会の下働きで走り回っ

ていた．第6回から東大外で行われ京大，東京医大，

九大を経て第10回は東大 切替教授により，私学会館

で開かれた．会期は第７回から2日間になった．この

頃までは会員の殆どが耳鼻科医で，研究会程度の規模

であった．その後10年間で，いわゆるSTや教育関係

の会員の参加が目覚ましく，学会も大きくなった．第

20回，岩手医大 立木 孝教授の総会では，それがよく

現れている．第30回は慶應大学 齋藤成司教授で，東

京三田の笹川記念館で行われた．この会場は，その翌

年行われた国際音声言語と同じである．会員数は1000

人を超え，学会の年間収支決算額も1000万円を超え

た．第40回は鹿児島大 大山 勝教授で，演題数は100

を超え，会員数も1500を超え，年間収支決算額も3000

万円を超えている．第50回は今回の総会であるが，会

員数はここ5年間ほぼ横這いで，年間収支額もここ数

年横這いの状態である．つまり，数字で見た上では，

本学会は今や成熟期に達したといえる．

．歴代の学会代表者について

表２に歴代の学会代表者を示す．代表者の名称は時

代によって変わっている．初代の颯田先生は，今の若

い人達には馴染みがないと思われるが，昔は大変有名

で偉い先生であった．ただ私達の時代にはかなりのご

高齢で，私などには，口やかましい老人という印象が

強く，自分が年取ったら成りたくない老人の見本のよ

うなところがあった．私自身当時の颯田先生を上回る

年齢に達して，若い人達から見た私はどんな老人であ

ろうかと気になるこの頃である．2代目は，切替先生，

私の恩師である．この先生は，大変立派な先生で，国

内国外の多くの識者の尊敬を集めた方である．本学会

も切替先生の時代に近代化，民主化，活性化され，現

在に至っている．3代目は齋藤先生，切替先生の後を継

横浜船員保険病院名誉院長

2005年11月30日受理

表 10年毎の総会で見た本学会の規模

回数 日時 開催地 演題数 会員数 年会費 収支決算額

1 11/15/’56 東大 12 62 200

10 11/27・28/’65 東京 51 340 500 521,574

20 9/13・14/’75 盛岡 81 850 3,000 3,177,334

30 10/25・26/’85 東京 89 1,255 6,000 13,933,471

40 11/1・2/’95 鹿児島 148 1,716 8,000 30,131,829

50 10/27・28/’05 横浜 116 1,990 10,000 64,307,981

表 歴代の会頭/会長/理事長

期間 役職 氏名

1956～1971 会頭 颯田琴次

1971～1986 会頭/会長 切替一郎

1986～1988 会長 齋藤成司

1988～1998 会長/理事長 廣瀬 肇

1998～2004 理事長 新美成二

2004～ 理事長 湯本英二
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がれたが，惜しくもご病気のため短命の会長で終わら

れた．4代目の廣瀬先生以降の方達は現在ご活躍中で

あるので，改めてのご紹介は省略する．

．学会の会則について

会則は学会の大切な憲法である．表3では，会則に

謳ってある役職名を示しながら，主な会則改訂の歴史

を見た．

発足当時は11条の簡単な会則であった．白岩教授

（東京医大）の第7回総会後に会則改訂が始まり，1964

年の改訂版が出来た．ここで役員その他の職務内容や

任期，会計年度などが明記された，本則15条，細則２

条の会則の形が整えられた．

切替会長になって1972年更なる会則改定の作業が

始まり，4年の歳月をかけて1976年，現行会則の基礎

となる会則が出来上がった．評議員の選挙制度もここ

で採用された．現在の会則を見ると，冒頭の右肩に昭

和51年5月改訂と記されている．それがこの改訂版で

ある．この改訂作業には長い年月と大変なエネルギー

が必要であった．この作業を成し遂げた委員会，特に

その責任者であった岡本 健先生に改めて敬意を表し

たい．岡本先生は法律の専門家とも相談され，また会

員からの圧力や注文にも対処しながら，条文の内容や

文言をまとめ上げたそうである．

会則はその後も度々の手直しを経て現行のものにな

った．手直しの主なものでは，1989年の理事制への変

更がある．この形が現在多くの学会の標準的なもので

ある．2003年の改訂では評議員の定年制が施行され

た．

．学会誌について

学会誌の第1号は1960年の発行である．その翌年発

行の第2巻までは，ガリ版刷りの抄録集で年1回の発

行であった．翌年の第3巻から活版印刷の会誌らしい

体裁になっている．第6巻（1965)から年2回，第14巻

（1973）から年3回，第19巻（1978）から年4回とな

って現在に至っている．第35巻（1994）から表紙のデ

サインが変わり，第45巻（2004）から現在のA4版に

なった．会誌は学会の顔とも云われている．その内容

と共に表紙のデザインにも編集委員会の見識とセンス

がうかがわれるものである．これからも，この「学会

の顔」を大切に内容外観共に磨きをかけて頂きたい．

．専門委員会について

学会には常置の委員会の他に必要に応じて特定のプ

ロジェクトのために設置される専門委員会がある．音

声言語障害の臨床に関する本学会の専門委員会として

は，発声機能検査法検討委員会，言語障害検査法検討

委員会，音声情報委員会，嚥下委員会が挙げられる．

発声機能検査法検討委員会は，発声障害の検査診断

法として，統制のとれた方式を作るために1975年に発

足した．当時そのような検査診断の方式は，国内国外

を通じて提案されたことはなかった．一方日本には，

発声機能の研究と臨床に優れた実績と開発意欲を持つ

人材が数多く居たので，この委員会の下地は十分に整

っていた．委員会の委員長は平野 実先生，多くの仲

間達が参加し，文部省科学研究費も受けて，1979年「声

の検査法」を本学会から発行した．1981年には，「嗄声

のサンプルテープ」も出した．1986年からは音声委員

会と名称を改め，1994年には声の検査法第2版を発行

した．第２版は基礎編と臨床編に分冊して現在に至っ

ている．この本の売れ行きはなかなか好調で，その印

税は学会の財政にも寄与している．内容的には，大改

訂が必要な時期にきている．

一段落した音声委員会は1995年に解散し，その後を

受けて，福田宏之先生を委員長とする音声情報委員会

が2000年に発足し現在に至っている．今年委員会発行

のDVD「動画で見る音声障害」が出来上がった．

言語障害検査法検討委員会は発声障害の委員会と同

じ発想で1977年に柴田貞雄先生を委員長として発足

した．この委員会の主役はSTである．委員会では失語

症，言語発達遅滞，脳性麻痺，運動性構音障害，口蓋

裂，機能性構音障害，吃音についてそれぞれ小委員会

を設け，障害の検査評価基準の検討を行った．委員会

は1987年に言語委員会と名称を改め，委員長も笹沼澄

表 会則の略歴

1956年発足時 会頭，委員

1964年改訂 現行の英語名

会頭，会長，評議員，幹事

1976年改訂 現行会則の基礎

会長，総会会長，運営委員，評議員，監事，幹事

評議員選挙制

1989年改訂 理事長，会長，理事，監事，評議員，幹事

2003年改訂 評議員定年制施行

56 音声言語医学



子先生に交代，脳性麻痺の小委員会の代わりに聴覚障

害を入れて，活動を継続した．委員会は1996年に解散

したが，各小委員会での検討結果はそれぞれに学会誌

その他に報告されている．口蓋裂小委員会では口蓋裂

構音のサンプルテープが出され，運動性構音障害の委

員会では典型的な症例のスピーチサンプルのテープが

出されている．

嚥下委員会は2000年，熊倉勇美先生を委員長として

発足し，現在進行中である．

．国際音声言語医学会（IALP）について

この学会は1921年ウイーンで始まり，はじめの間は

ドイツ語圏内で活動していたが，後にヨーロッパ全域，

さらに全世界的な学会となった．学会の名称にはドイ

ツ流のLogopedと Phoniatrieが残っている．我々の

学会の英語名も同じである．IALPの個人会員の数は

多くないが，加盟団体の会員（加盟会員）を加えると

かなりの数になる．現在37ヵ国から60近くの学術団

体が加盟している．

日本音声言語医学会は1962年パドアで開催された

第12回の大会から加盟した．以来3年毎の大会には毎

回本学会の会員が参加している．また，1962年の切替

先生以来 IALPの理事会に本学会から代々役員を送

っている．現在は新美先生が IALP理事会のメンバー

である．

IALPには幾つかの専門委員会があり，本学会から

も委員が出ている．特にVoice committeeでは，平野

先生が1986年から1993年まで委員長を務められた．

３年毎の大会（Congress）では IALPで指定された

特別講演（Official report）が行われる．日本からも４

人がOfficial reporter に選ばれている．1980年，ワシ

ントンの第18回では一色信彦先生が「Recent
 

advances in phonosurgery」，1986年東京の第20回で

は，笹沼先生が「Language-universal and language-

specific symptomatology and treatment of apha-

sia」，廣瀬 肇先生が「Pathophysiology of motor
 

speech disorders (Dysarthria)」と題して，また1989

年プラハの第21回では平野先生が「Objective evalu-

ation of the human voice:clinical aspects」と題し

て講演された．

1986年の第20回大会は東京で日本音声言語医学会

が担当した．IALPとしては初めてのアジア開催であ

った．1984年に大会のための組織委員会が発足，切替

先生を会長に，副会長は廣戸幾一郎，齋藤成司の両先

生，事務局長は私が務めた．各部の責任者は，学術 一

色，財務 内須川，学会運営 廣瀬，募金 平野の各先生，

監督監事は佐野 茂，戸塚元吉，両先生であった．各

部の委員には評議員の殆どが加わり，また学会運営に

は留学帰りの若手会員が助っ人に加わわる等，本学会

の総力を挙げての組織となった．期日は1986年8月3

-7日，会場は笹川記念会館，この会場については，当

時笹川良三氏の主治医であった齋藤先生に大変にお世

話になった．

参加登録費は，円建てで，個人会員4万円，加盟会

員4万5千円，非会員5万円とした．登録開始の1985

年夏が，丁度かの有名なプラザ合意の時期と重なり，

1986年8月の大会開催までの1年間に円ドル相場が

１ドル240円から160円へと大幅な円高変動となっ

た．外国，特に米国からの参加者は随分面食らったと

思われる．

準備段階の大仕事は資金の確保であった．当時寄付

金の免税措置を受けるには，寄付金の総額が3000万円

以上で，かつ同額以上の自己資金を持つことという条

件があった．自己資金には，登録費の他に特別会費を

加えても良いとのことで，会員その他の方々に，特別

会費をお願いした．平野募金委員長が本学会会員の皆

さんに，「コーヒー代を多少切りつめただけでも，積も

り積もれば特別会費としてかなりの金額になる」と呼

びかけたのが思い出される．事務局では，切替会長を

先頭に経団連関係その他の企業を廻り歩いて寄付を依

頼した．その結果，登録費約2800万，特別会費1100万，

免税寄付3200万，総計7100万円の資金が集まり，収

支の見通しは心配なくなった．

大会近くなると，プログラム編成が忙しくなる．こ

の中には座長の依頼も含まれる．この作業は，国内の

学会でも面倒であるが，国際学会では一層手間と時間

がかかる．この大会の時代には，今と違ってパソコン

の活用やメールのやりとりはなかった．実際の発表演

題数は，国外140，国内149，合計289件となった．な

お，座長には日本人1名，外国人1名のペアを組んだ．

大会中は学会運営委員の出番である．これには，会

場，登録，展示，特別企画，広報，同伴者プログラム

が含まれる．登録者数は国外219，国内342，合計561

名，36ヵ国となった．IALP Congressとしては，盛会

であった．

８月4日の開会式には，常陸宮ご夫妻と鈴木東京都

知事のご臨席を頂いた．式の前には特別企画の米山文

明先生のお世話で雅楽の演奏があり，私にとっても素

晴らしい印象的な舞台であった．ところで，丁度この

日台風10号が接近中で，開会式は無事に終わったが，

午後から台風の直撃を受け，会場の一部で一時停電す
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るという騒ぎとなった．幸い大した被害もなく，翌日

は台風一過の快晴で，夏には珍しく富士山がくっきり

と見えたのを覚えている．外国の参加者には，台風と

富士山の組合せはまたとない幸運な経験だったと思わ

れる．ただ，広報担当の柴田先生は，折角NHKが取

材に来たのに，翌日のニュースでは台風関係の報道に

喰われてしまった，と残念がっていた．

ともあれ，いろいろ紆余曲折はあったが，終わって

みれば盛会の大成功，多くの参加者から感謝され，

IALPの役員からも，今までで最高の学会だったと

後々まで褒められた．現在では，国際学会も数多く開

かれ，珍しくなくなっているが，約20年前のこのCon-

gressは本学会にとって一大事業であった．私にとっ

ては，ついこの前のことのように思われる．

なお，このCongressの前後には，久留米で平野先

生，京都で一色先生主催のサテライト・ミーティング

が開かれた．

．国際学術賞受賞者について

表4に IALPガルシア賞およびグールド賞の受賞

者を示す．IALPガルシア賞は IALPの会誌Folia
 

phoniatrica に掲載の論文から3年毎に1編選んで，

その著者に送られる賞である．日本からは1968，1983，

1995年にそれぞれ受賞者が出ている．

グールド賞は，米国のW.H.グールド財団から出さ

れた賞で，喉頭の基礎的研究で優れた業績を挙げた世

界の学者に，毎年1人与えられた賞で，1984年以降は

なくなっている．日本からは1958年の中村教授（京都

府立医大）を筆頭に，1967,70,73,74,77,81年と

7人が受賞している．これだけ立て続けに受賞者が出

たことは，この領域における当時の日本の研究レベル

が，本学会を中心として，世界をリードしていたこと

を物語っている．また最近のことであるが，言語病理

学の領域では，笹沼先生がAcademy of Aphasiaの名

誉会員に，日本人として初めて推薦されたことも特記

に値する名誉である．

．STの資格制度に関して

この問題は，本学会だけの件ではないが，深い関わ

りの歴史を持っている（表5）．STの身分制度に関する

動きは，厚生省を中心に1960年代から始まっていた．

今の国立リハセンターの前身の国立聴力言語障害セン

ターにSTの養成コースが出来たのが，1971年4月で

ある．本学会で言語療法士に関する検討委員会が発足

したのは，1972年であるが，そのきっかけになったの

は，1971年横浜で行われた第16回総会でのシンポジ

ウム「言語障害のリハビリテーション」であった，と

私は考える．シンポジストの1人が国立聴力言語障害

センター言語課課長（当時）の柴田先生であった．柴

田先生は「本邦の現状と将来への展望」と題して，ST

の必要性を強く訴えられた．これが委員会発足の引き

金となった．

委員会はその後，色々な曲折を経て1977年には言語

治療士の身分制度委員会となった．この間1975年には

日本聴能言語士協会（ST協会）が結成された．一方，

日本耳鼻咽喉科学会や日本リハビリテーション医学会

などにもST資格制度の委員会が設けられた．

1980年には本学会，日耳鼻，リハ学会，ST協会共同

で厚生大臣宛に「言語療法士（ST）いずれも仮称の資

格制度の内容に関するお願いの件」が提出された．そ

れでも事態は簡単には進展しなかった．その要因の一

つは，ST協会内における意見の不一致であった．紛糾

の問題点は，ST業務の独立性と教育レベルであった．

紛糾の結果，ST協会の執行部が総辞職するという事

態まで生じた．我々関係者および当事者には，これら

表 国際学術賞受賞者

IALPガルシア賞 1968年 柳原直明，小池靖夫

1983年 廣瀬 肇

1995年 吉田義一

グールド賞 1958年 中村文雄

1967年 廣戸幾一郎

1970年 一色信彦

1973年 澤島政行

1974年 鈴木理文

1977年 平野 実

1981年 齋藤成司

表 ST 資格制度に関して

言語療法士に関する検討委員会（1972～1977）

言語療法士の身分制度委員会（1977～1983）

「言語療法士（仮称）の資格制度に関する要望書」厚生大臣宛提出（1980)

本会，日本耳鼻咽喉科学会，リハビリテーション学会，ST協会共同

言語障害関係委員会（1984～）

医療言語聴覚士資格制度推進協議会参加（1988）

言語聴覚士法制定（1997）
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の経過は，苦い思い出として残っている筈である．

本学会の身分制度委員会は，1983年その役割を終わ

ったとして解散し，1984年から言語障害関係委員会と

して現在に至っている．1885年にはST協会とは別

に，日本言語療法士協会が発足した．

1988年，国立リハセンターの津山総長が代表となっ

て医療言語聴覚士資格制度推進協議会が発足，本学会，

日耳鼻，リハ医学会その他多くの医学関係の学会と日

本言語療法士協会が参加して，いわゆる認定制度が始

まった．1997年ようやく言語聴覚士法が制定され，ST

の国家資格が実現した．ST養成コースが始まってか

ら26年，本学会の委員会発足から25年，随分長い年

月とエネルギーを費やした結果出来上がった制度であ

る．

かつて問題となった教育レベルでは，現在4年制大

学10校，MAコースを持つもの6校，PhDコースを持

つもの3校である．かつては単なる理想論と退けられ

ていた教育レベルも，着々と実現されつつある．

．過去から未来へ

私は，この学会の成長と共に自分も育ってきたと思

っている．私に近い世代の仲間にも同じ思いを持つ人

は多いと思う．成熟期に達したこの学会のこれからの

行方は，現役の会員諸君に委ねられている．過去の歴

史は，新しい出発の踏み台としては役立つが，それ以

上のものではない．すべては現役諸君の創意工夫と実

行力にかかっている．ただ，過去未来を通じて変わら

ないと思われるこの学会の特質と存在価値について，

私の認識を述べ，この講演を終わることとする．

この学会は，人間の音声言語活動を，さまざまな面

から総合的に研究し，音声言語障害の臨床に資するこ

とを目標としている．そのためには，同じ目標を持ち，

かつ異なる専門領域のバックグラウンドを持つ人達が

共同して研究活動する環境が必要である．つまり本学

会は学際的な研究の場を提供するものである．私はこ

れを「異なる文化の他流試合の場」と考える．おのお

の専門領域には，その母体となる学術団体がある．例

えば，日耳鼻，リハ医学会，言語聴覚士協会などなど．

その母体の枠から外へ出て，他の領域と交わり，一緒

に仕事をすることは，自分の専門領域の存在価値を高

め，その内容を充実させることにもなる．

自由な発想と知的好奇心に磨きをかけて，研究開発

に挑戦するためにも，臨床実務において自分の役割を

明らかにし，その責任を果たす上でも，他流試合の場

は必要である．そこに本学会の存在価値がある．現代

の医学，医療は，もはや医師の独占業務ではなく，多

くの専門領域の協力の上に成り立っている．音声言語

医学の医学と云う名称も，今やそのことを表している．

後輩諸君のご活躍を期待する次第である．
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50周年記念講演

宇宙と“私”

海部 宣男

人間と宇宙との関係は，きわめて古いものです．おそらくは，人類はじまって以来の関係といってもいいで

しょう．また宇宙は私たちにとって，とてつもなく遠いと感じられるとともに，意外に近いものでもあります．

その昔，人々は宇宙や天体を神と観じ，宇宙を賛美し，祈りをささげました．

そのような人々の心をいまに残すものが，さまざまな形式のうたです．うたでたどる昔の宇宙は，いまより

もはるかに近しいものでした．

現代の宇宙は，観測と理論とによって137億光年の彼方まで広がり，物質と空間，時間の起源まで論じられ

るようになりました．一方ではほかの星々を回る惑星系を観測し，その上に生命存在の証拠を探そうという計

画も，具体的に練られています．

日本人は，宇宙をどう受け止めてきたのでしょうか．めざましく発展する現代の宇宙観の中で，私たちはど

んな存在なのでしょうか．古代のうたからはじまって現代天文学の観測最前線までたどりながら，「宇宙となに

か，そのなかの私とはなにか」について考え，お話してみたいと思っています．

（抄録)

国立天文台台長
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日本音声言語医学会総会と学術講演会

第41回日本音声言語医学会 (会長 田中美郷) 記事（田中美郷)

第42回日本音声言語医学会 (会長 天津睦郎) 記事（天津睦郎)

第43回日本音声言語医学会 (会長 福田宏之) 記事（福田宏之)

第44回日本音声言語医学会 (会長 小宮山荘太郎) 記事（小宮山荘太郎)

第45回日本音声言語医学会 (会長 北嶋和智) 記事（北嶋和智)

第46回日本音声言語医学会 (会長 加我君孝) 記事（加我君孝)

第47回日本音声言語医学会 (会長 田辺正博) 記事（田辺正博)

第48回日本音声言語医学会 (会長 吉岡博英) 記事（吉岡博英)

第49回日本音声言語医学会 (会長 湯本英二) 記事（湯本英二)

第50回日本音声言語医学会 (会長 岡本牧人) 記事（岡本牧人)
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第41回日本音声言語医学会

期日：平成８年11月９日（土）～10日（日）/1996年

会場：東京商工会議所ホール

担当：帝京大学医学部耳鼻咽喉科学教室

会長：田中美郷

会場費：10,000円

学会記事：会誌第38巻第１号

このたび，第41回日本音声言語医学会総会・学術講

演会の会長を命ぜられ，大変光栄に存じます．昨年は

記念すべき第40回総会・学術講演会が，大山 勝会長

のもとに鹿児島市で開かれましたが，今年は久々に東

京に戻って参りました．東京は物価が高く，便利なよ

うでいて小回りがききにくいといった問題があるた

め，演題数が少ないのではないかと心配しておりまし

たが，出題してくださる方が予想以上に多く，131題に

も達し，感動しております．しかし，プログラムを組

んでみますと，スケジュールはタイトなものになり，

１題あたり講演６分，討論３分という大変窮屈なもの

になってしまいました．誠に申し訳なく思っておりま

す．

ところで，ご承知の如く，昨年は『音声言語医学』

に特集号として，本学会40年史が発刊されました．第

41回総会・学術講演会は，この歴史を足場にして21世

紀に向けて新たな発展を遂げる機会にしたいと考え，

特別講演，シンポジウム２題，パネル討論会などを計

画しました．我々の社会を見ますと，少子化の一方で，

高齢化，医療の進歩に伴う障害の重度化，さらには一

般社会の高度情報化，国際化など，どれをとっても歴

史的に日本人が経験したことのない問題が押し迫って

きています．これらは音声言語医学の取り組むべき問

題でもあります．この期に臨み，研究面でも新たな発

展の兆しが見えてくることを期待しております．

(田中美郷記)

第42回日本音声言語医学会

期日：平成９年11月20日（木）～21日（金）/1997年

会場：神戸国際会議場

担当：神戸大学医学部耳鼻咽喉科学教室

会長：天津睦郎

会場費：13,000円

学会記事：会誌第39巻第１号

このたび第42回日本音声言語医学会総会ならびに

学術講演会を神戸市で開催させていただきますことを

大変光栄に存じます．同時に今日までに学会役員なら

びに会員各位より賜りました御指導と御助言に心より

感謝申し上げます．

本学会と神戸市との縁は浅からぬものがございま

す．御承知のように昭和43年，故浅井良三教授の担当

による第13回の本学会が開催され，その14年後には

第27回の本学会が服部 浩教授の担当で行われてい

ます．それぞれ５題ならびに２題の特別演題に76題な

らびに98題の一般演題が寄せられ盛会裡に終了致し

ております．

今回の学術講演会は４つの特別企画と139題の一般

演題により成り立っています．特別演題の先生方と一

般演題をお寄せ下さった会員各位ならびに司会の労を

おとり下さる先生方に篤く御礼申し上げます．

特別講演としては，廣瀬 肇教授に座長をお願いし

東京女子医大の岩田 誠教授に「言語の脳機構―その

研究の展開」と題して最新の知見を御講演いただくこ

とになっています．

また，笹沼澄子教授に座長をお願いし米国Georget-

own Universityの Susan Miller博士に「The rela-

tionship between otolaryngology and speech
 

pathology」と題する招待講演をお願い致しました．米

国のこの方面の実績を知るよい機会と考えています．

シンポジウムⅠは加我君孝教授の御司会で「聴覚の
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可塑性の臨床とその基礎」と題してこの方面で御活躍

のシンポジストに最新の話題を論じていただくことに

なっています．もう一つのシンポジウムは高橋宏明教

授の御司会で「無喉頭音声―習得方法と発声機構」と

題して，この方面に御造詣の深いシンポジストにその

実情を論じていただく予定です．

一般演題は139題と多数頂戴致しましたので３会場

にわかれ御発表いただくことになっています．御不便

をおかけするかも知れませんが御寛容いただきたく存

じます．

震災後３年近くになり神戸もようやく落ち着きを取

り戻して参りました．海と山の幸に恵まれた晩秋の神

戸に多数の先生方がお出で下さいますようお待ち申し

上げております． (天津睦郎記)

第43回日本音声言語医学会

期日：平成10年11月19日（木）～20日（金）/1998年

会場：東京国際フォーラム

担当：慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室

会長：福田宏之

会場費：14,000円（学生会員10,000円）

学会記事：会誌第40巻第１号

約２年前に第43回日本音声言語医学会総会・学術講

演会を担当するようにご下命を受けてから今まで鋭意

努力してきたつもりですが，会員の皆様のご満足が得

られるかどうか不安な日々を送っているところです．

学会主催はうまくいって当たり前の世界ですから，も

しも失敗となったら末代までも語られることになりま

す．主催者として準備して分かることはどんな小さな

事柄でも大きな物の支えになっていることで，１つも

おろそかに出来ません．柱は企画にあります．少し欲

張りすぎたかなとも思っていますが，会員の多様性を

尊重した結果です．さて来年には言語聴覚士の初の国

家試験があります．その直前でさぞかしご準備にお忙

しい毎日を送ってらっしゃる方もおいででしょう．ど

うぞ息抜きのためにもまた直接関係のある学会ですか

らご勉強のヒントになるかもしれませんのでご参加な

さるようお奨めいたします．

私は学会での講演は，【新しいことの発見のアピー

ル】，【大勢の意見の集大成】，【ある学者の歴史的，未

来的魅力の展開】，【海外からの思いがけぬ刺激】から

構成されると考えました．企画もその通りになってい

ますが，あとは舞台装置で色づけいたします．内容も

さることながらこれは一種のパフォーマンスです．用

意された原稿をよどみなく読むのは効率はよいのです

が，何を訴えたいのかきらりとした物が失われること

もあります．ホールＣではサテライトビデオや照明で

演出いたします．また学会のもう一つの側面として懇

親の場があります．全員懇親会は会場の近くというこ

とで帝国ホテルで行われます．十分なことは出来ませ

んが懇親の場としてまた情報交換の場としてお使いく

ださい．

今回従来と大幅に変更されたことは質疑応答のこと

です．会場内では是非活発に行ってください．そして

その場で手書きの質疑応答用紙は提出しなくて結構で

す．読めないことと，内容がかみ合わないことがある

からです．後日どうしても質問したい方は予稿集に添

付されたファックス用紙にワープロなどでお書きにな

り学会事務所までファックスください．それを私ども

が回答すべき方にお送りして確実な回答を得ます．そ

れらを学会誌にてLetters to Editor欄に質問を受け

た方の抄録とともに掲載いたします．満足できなけれ

ばまたご質問ください．今のところ１年間の間，やり

とりはこうして続かせたいと思っています．

それでは東京国際フォーラムは有楽町でお会いでき

ますことを楽しみにしています． (福田宏之記)
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第44回日本音声言語医学会

期日：平成11年11月11日（木）～12日（金）/1999年

会場：エルガーラホール

担当：九州大学医学部耳鼻咽喉科学教室

会長：小宮山荘太郎

会場費：14,000円（学生会員10,000円）

学会記事：会誌第41巻第１号

第44回日本音声言語医学会総会・学術講演会の担当

を拝命してから，約２年が経過しようとしております．

音声言語医学会がこの福岡市で開催されるのは，河田

政一先生，廣戸幾一郎先生が担当された会に続いての

ことになります．今回は私が担当させて頂くことにな

り，大変光栄なことと思っておりますが，また同時に

大きな責任も感じております．この２年の間は，当教

室が一団となって学会の開催に向け努力をしてまいり

ましたが，こうして学会を目前にすると，はたして会

員の皆様に満足して頂ける準備が調ったのかどうか，

甚だ心許なく不安にも思っております．

まず今回の学会場ですが，福岡市の中でも最も便利

で，尚かつ当会に適当だと思われる大きさの会場を選

びました．当初はアクロス福岡を予約しておりました

が，会場間の行き来に不便が多いとの意見があり，急

遽エルガーラホールに変更させて頂きました．これは

大丸デパート新館の階上にあり，福岡市の中心である

天神の中でも中心地と言うべき場所になります．ただ，

このホールは昨年の学会場のように豪華ではありませ

んし，前回に比べると少し手狭な印象を受けられるか

もしれない，とその点については些か心配しておりま

すが，交通の便，その他の条件では申し分のない場所

だと思っております．

次に，今回の企画についてご案内申し上げます．

特 別 講 演 は Washington Univesityの Colin
 

Painter教授に「Is there a case to be made for
 

suggesting a standard voice evaluation protocol？」

というタイトルでご講演頂く予定です．Painter教授

は発声機構に関する多くの研究業績をお持ちです．

我々に多大な知識と瞠目すべき見解をご披露くださる

ものと大いに期待しております．シンポジウムは，全

部で三つ企画いたしておりますが，一つは「構音の評

価」と題し，国際医療福祉大学教授の相野田紀子先生

に司会をお願いいたしております．もう一つは「声帯

溝症の臨床」という題名で，こちらは防衛医科大学校

教授の北原 哲先生に司会をして頂きます．パネルデ

ィスカッションは「反回神経麻痺の音声外科―各術式

による治療成績と問題点―」という題名で，国際医療

福祉大学教授の進 武幹先生に司会をして頂く予定で

す．

中でも私が今回，会長をつとめさせて頂くにあたり，

最も積極的に企画しましたのが「音痴」のシンポジウ

ムです．音痴という言葉は，現代では誰もがそれを気

軽に使っていますが，はたして音痴とはどのようなも

のでしょうか．以前は自分の歌唱能力をさして音痴だ

と言う人が今よりも多かったように思いますが，最近

はカラオケの普及のおかげでしょうか，自分は歌が歌

えないと感じる人は非常に少なくなってきています．

しかし，これも私がそう感じているだけかもしれませ

んし，音痴という言葉のニュアンスが，変わってきた

結果かもしれません．この学会では，今まで医学的に

調査・研究が行われることの少なかったこの分野を学

問的にお話し頂き，新しい研究の対象として光をあて

たいと考えております．シンポジストには，様々な学

問を通じて音痴の研究を続けておられる先生方をお招

きし，司会は東京大学教授の新美成二先生と慶應義塾

大学助教授の福田宏之先生にお願いいたしておりま

す．STの法制化がなされた今日，この分野も音声言語

医学会の研究対象となることを希望いたしておりま

す．

一般演題は勿論のことこれらシンポジウム等も含め

まして，福岡での日本音声言語医学会が，21世紀に向

けた飛躍の学会となりますように心から祈念申し上げ

ます． (小宮山荘太郎記)
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第45回日本音声言語医学会

期日：平成12年11月９日（木）～10日（金）/2000年

会場：京都リサーチパーク（KRP）

担当：滋賀医科大学耳鼻咽喉科学教室

会長：北嶋和智

会場費：14,000円（学生会員10,000円）

学会記事：会誌第42巻第１号

第45回日本音声言語医学会総会・学術講演会を担当

させていただくことになりました．大変光栄に存じて

おります．今日までに学会役員ならびに会員各位の皆

様方から戴きましたご指導・ご助言に心より感謝申し

あげます．

滋賀医科大学は大津市にありますが，会場の関係で

京都市で開催させていただくことになりました．京都

リサーチパークです．東隣は京都市の青果市場である

ところから想像されますように多少殺風景な場所にあ

ります．京都では国立国際会館に次いで多くの会議数

をこなしており，規模は本学会に適当な大きさではな

いかと考えております．

さて，本学会では，進 武幹教授の司会でDonald
 

Cooper博士に特別講演をお願い致しております．人

の喉頭に関する基本的研究の多くは，動物モデルでの

結果に基づいたものです．モデルでの結果を，そのま

ま人に当てはめて，あるいは人とモデルとの差はさて

おいての結論がなされております．Cooper博士には

この問題についての解決方法を喉頭生理学を例にとっ

て講演いただく予定です．

シンポジウムⅠでは，「脳機能画像からみた言語機能

への接近」と題して，脳機能に対する画像解析の技術

が言語の中枢処理・制御にどのような発見をもたらし

たかを，東北大学の山鳥教授の司会でお願い致してお

ります．失語症の治療に直ちに役に立つものではない

にせよ，なんらかの形でこの分野にbreak throughを

もたらすことは疑いのないものと考えます．

シンポジウムⅡでは，「小児の人工内耳と教育」と題

して，臨床・教育の現場で日夜奮闘されている方の現

況と今後の方向性について，川野道夫教授に司会をお

願い致しました．

シンポジウムⅢでは，「痙攣性発声障害の現状」を小

林武夫教授の司会でお願い致しております．本疾患は，

病態・原因・診断・治療法のいずれの点でも議論のあ

る疾患であります．多方面の専門家のお話が聞けるも

のと考えております．

一般演題を119題いただきました．ありがとうござ

います．演題内容も多様化いたしております．従来に

もまして学際的雰囲気にあふれるものとなりました．

本学会のますますの発展を示すものと思っておりま

す．

国立滋賀医科大学は創立26年であります．月日によ

る言訳は既に通用しなくなっておりますが，教室自体

にノウハウの蓄積がないのは否めません．はたして円

滑に運営されるか心もとなく思っております．しかし，

関係者一同学会へのご参加を有意義なものとしていた

だくべく２年間努力を致してまいりました．滋賀はす

ぐ隣です．交通・観光面で著しく整備されてまいりま

した．是非，琵琶湖をご覧になってからお帰りくださ

い． (北嶋和智記)

65 Vol.47 No.1,2006.1



第46回日本音声言語医学会

期日：平成13年11月８日（木）～９日（金）/2001年

会場：東京大学安田講堂・山上会館

担当：東京大学耳鼻咽喉科学教室

会長：加我君孝

会場費：12,000円（学生会員7,000円）

学会記事：会誌第43巻第１号

音声言語学会は，会員は医師と言語聴覚士が主であ

り，日本耳鼻咽喉科学会の専門学会の中では，特別な

構成になっています．むしろ，メディカルとコメディ

カルが共に音声と言語を研究する理想的な会とも言え

ます．

今回は，一般演題を重視し，ポスターやビデオ演題

を多くしました．ただし，演題数が例年より約20％少

ないのが気になりますが，その分，討論が重視される

ことを期待します．会場の安田講堂は約80年前に安田

財閥によって寄贈された建物です．東大正門より真直

ぐ銀杏並木を歩くと安田講堂に至ります．内部はステ

ンドグラスの窓の光が迎えてくれます．約1200の席が

あり，明かりを天窓からもとるようになっており，ネ

オゴシック調の美しいデザインです．講堂の周囲はサ

ークル状の廊下になっており，ここをポスター会場に

しました．明治天皇も臨席した由緒ある会場での発表

は思い出深いものになるでしょう．もう一つは山上会

館で三四郎池に面しています．フランスのルコルビュ

ジュエの弟子の前川国雄設計による美しい建物です．

120名程度の席が備えられており，ゆったりとした気

分で討論が出来る雰囲気の良い会場です．

特別講演は，東京大学医学部生体工学・上野照剛教

授による「MEGおよび磁気刺激で認知機能を探る」と

工学院大学・畑村洋太郎教授による「失敗学のすすめ」，

東京大学耳鼻科・阿部雅子先生による教育講演「構音

障害の診断と治療」を予定しました．シンポジウムは

「発達期の言語障害と可塑性」と「成人期の言語障害と

可塑性」，パネルディスカッションは「声帯萎縮」と「こ

れからの嚥下障害治療」を企画しました．

東京大学の周辺は歴史的なスポットが多いのが特徴

です．学会の開催される11月は芸術の秋でもあり，上

野には美術館や博物館が多数あり，歴史と東大キャン

パスの散策を兼ねることをお勧めします．

(加我君孝記)

第47回日本音声言語医学会

期日：平成14年10月24日（木）～25日（金）/2002年

会場：大阪国際交流センター

会長：田辺正博

会場費：14,000円（学生会員8,000円）

学会記事：会誌第44巻第１号

第47回日本音声言語医学会総会・学術講演会を担当

させて頂くことになり，大変光栄に存じております．

理事長はじめ学会役員並びに会員各位に深く感謝申し

上げます．

２年という長い時間を頂いたにも拘わらず，十分な

準備も出来ないまま開会を迎えようとしていますが，

ここまで来れば後はどうにかなるだろうと開き直るし

かありません．シンポジウムも２題と例年より少なく，

御覧のような少々寂しいプログラム構成になりまし

た．言い訳がましくなりますが，当初より一般演題に

重点を置き会員同士の討論に多くの時間を当てたいと

の考えはありました．今回の学会の成否は会員皆様の

御活躍いかんによると考えれば，会長としては気分は

楽です．

特別講演は一色信彦先生にお願いしました．特別講

演をどなたにお願いするかは学会を担当される方が悩

まれるところかと思いますが，今回は，学会を担当さ

せて頂くことが決まった時点で自動的に決まったよう
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なものです．タイトルは「48年を省みて」ということ

ですが，先生に初めてお目に掛かったのは1966年です

から，私の弟子としてのキャリアも38年になりまし

た．この際，引退講演はと考えたのですが，この師は

なかなか引退されそうにありません．弟子のほうが先

に引退することになるのは必至です．もう勝手にいつ

まででもどうぞと諦めています．今回の御講演も抄録

にあるように「省みて」だけではなく，「これから」の

ことも多いようです．会員の皆様との討論を望まれて

いるようなところもありますので御講演後に１時間と

長い討論時間を取りました．演者の挑発にのって頂き，

会員の皆様にも討論に加わって頂ければ幸いです．今

回の学会が不成功に終わった場合は責任のかなりの部

分は一色先生にとって頂くつもりです．

シンポジウム１は大石敬子先生に「軽度発達障害の

言語の問題」をテーマに企画して頂きました．今回は

特異的言語発達障害を中心に，医学の立場，研究者の

立場，臨床の立場から，３人の演者の方に論じて頂き

ます．シンポジウム２は「音声からみた反回神経麻痺

治療法の評価」をテーマに小宮山荘太郎先生に司会を

お願いしました．反回神経麻痺症例に対する様々な治

療法に関して活発な討論を期待しています．

表紙が建築現場の写真になりましたが，特に何かを

表そうとしたものではありません．過去の抄録集では

学会会場か担当された施設の写真が載っていますが，

私の所属する施設は現在全面的に改築中なのでこのよ

うな写真になりました．

多くの会員の皆様の御来阪をお待ち申し上げます．

(田辺正博記)

第48回日本音声言語医学会

期日：平成15年11月6日(木)～７日(金)/2003年

会場：つくば国際会議場

担当：筑波大学心身障害学系

会長：吉岡博英

会場費：14,000円（学生会員10,000円）

学会記事：会誌第45巻第１号

はじめに

故北嶋和智会長主催による京都での学会の際に，第

48回日本音声言語医学会総会･学術講演会を担当させ

て頂くことが決定して以来，３年の準備期間を経て，

ここに皆様をつくばの地にお迎えすることとなりまし

た．ここに至るまでの理事長はじめ，会員の方々のご

支援とご協力に深く感謝申し上げます．

つくば研究学園都市での開催は，私の前任者であら

れる内須川洸・筑波大学名誉教授が昭和58年に主催さ

れて以来，二度目のこととなります．当時，私は米国

ハスキンス研究所での留学から帰国して間もない頃

で，東大病院耳鼻咽喉科の医局長の職にあった時であ

ったと思います．その第28回の学会は，大学構内に出

来たばかりの真新しい大学会館が会場でした．田舎の

バスに揺られて，原野の先に忽然とあらわれた白亜の

建物と，寒々としたバス停脇の荒れた茶褐色の地面に

植えられたばかりの小さな街路樹が一本，申し訳なさ

そうに佇んでいるアンバランスな風景が，ぼんやりと

私の記憶の片隅に残っています．

あれから，ちょうど20年の歳月が経ち，新構想大学

として華々しく誕生した筑波大学も，開学満30周年の

節目の時を迎えました．国立大学の法人化を目前に控

えたこの時に本学会を主宰するに当たってまず考えた

ことは，研究学園都市「つくば」に相応しい色彩の学

会としたい，ということでした．それから，この音声

言語医学という新しい学際領域での研究のブレイクス

ルーのためには，もう一度，関連領域での伝統的な学

問体系の中で培われて来た研究手法を再確認しなけれ

ばならない，という想いでした．このふたつを念頭に

置いて，今回の特別プログラムを企画することと致し

ました．

特別講演について

学会第１日目の午後の総会終了後に，第１会場（２

階・大ホール）にて開催いたします．いずれも，本学

会の学際性という観点から，特にお願いした先生方で，

興味深いカレント・トピックスを拝聴できる絶好の機

会と存じます．

特別講演１ Anders Lofqvist, Ph.D.（Lund Uni-

versity,Lund,Sweden）

耳鼻咽喉科や言語病理学での教科書では，声帯とい
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うと，音源としての役割をまず考えるのが，普通です

が，構音器官としての声帯という観点から，４半世紀

に亘って新しいデータを出し続けているのが，レフク

ビスト博士です．今年も半年間で，すでにアメリカの

研究所と母校のルンド大学を７回も往復した，とメー

ルで伝えて来ました．最近では，口唇や舌の動作との

協調運動という視点から，喉頭調節，すなわち構音器

官としての声帯制御機構について，理論的な展開を見

せています．その蘊蓄をゆっくりと拝聴できる機会で

す．非常に分かり易い英語で話してくれるはずですが，

私が通訳を買って出ますので，フロアとの活発な質疑

をお願いいたします．

特別講演２ 板橋秀一教授（筑波大学電子・情報工

学系）

構音検査の単語リストというと，30年近くも前に，

この学会で考案されたものが広く流布していると思い

ますが，その単語なり，音の並びについての頻度とい

った基礎データが殆どないままになっていることを不

思議に思っているのは私ばかりではないと思います．

服部四郎先生の古典的名著に出てくる音の組み合わせ

の「空き間，隙き間」の意味の重大さも，私自身ずっ

と気になっています．この問題に正面から取り組むこ

とこそ，音声データベースの研究に他ならない，と私

は考えています．特定の言語に潜む音の濃淡の色合い

を解明するという，とてもロマンのある研究であると，

同じキャンパスの板橋先生のお仕事に関心を抱いてお

りました．筑波大学では，仕事柄，管理職としての板

橋先生に接することが多いのですが，東大の研究施設

に在籍していた頃は，毎回のように，日本音響学会や

音声研究会でお会いしていた20数年前の板橋先生の

イメージが重なり，今から興奮を覚えています．

特別講演３ 太田信夫教授（筑波大学心理学系）

およそ，言語活動は記憶の最も複雑な，あるいはひ

ょっとすると，最もシンプルな記憶のなせる活動なの

かも知れません．視覚情報から来る記憶，聴覚情報か

ら入る記憶など，モードの問題も絡んでくるので，や

やこしくなるところですが，太田先生の明快な語り口

できっとスマートに最先端の研究をお教え頂けると思

います．発声・発語の研究の立場からは，この恐るべ

き正確さで学習されたとしか考えられない構音動作は

どのように記憶されるのか，といった視点からお話を

伺いたいと思います．筑波大学赴任以来，ずっと学部

教育でご一緒させて頂いて来た先生の，本来の研究者

としてのお姿を拝見できる絶好の機会と楽しみにして

います．

パネルディスカッションについて

学会第２日目の午前中に第１会場（２階・大ホール）

にて開催されます．「音声外科治療に関する現時点での

総括」を幅広い視点から伺えると思います．

パネルディスカッション 牛嶋達次郎客員部長（東

京逓信病院耳鼻咽喉科）

機能外科としての音声外科的治療法（内腔からのア

プローチ，枠組みへの取り組みと非観血的な治療手技

や声の安静指導等も含めて）は，20世紀末までに一応

出揃ったと言えます．これからは，これら手持ちのカ

ードを，どのように，「斬っていくか」が臨床現場での

思案のしどころとなっています．患者さんに充分に満

足して頂き，治療する我々も納得できるプロセスを踏

まねばなりません．そのためには，手術時の麻酔科医

との連携のみならず，言語聴覚士や看護師との共同作

業としての音声治療を目指すことが肝要と思われま

す．牛嶋先生の名司会により，「明日からの臨床現場で

すぐに役立つハーモニーのあり方について」が具体的

に示されることと確信いたしております．

シンポジウムについて

学会第２日目の午後に第１会場（２階・大ホール）

にて開催されます．「聴覚に関するもの」１題と「言語

に関するもの」１題をお願いいたしました．

シンポジウム１ 大沼直紀学長（筑波技術短期大学）

先天性の難聴については，その発見と，その後にど

のような療育，治療，教育を如何に組み合わせるかが

肝要と考えられます．人工内耳の乳幼児への応用も急

速に進み，選択肢が増えましたが，どのような病態の

時に，どの組み合わせかベストなのか，ということに

関しては議論の分かれるところと思います．是非，フ

ロアから耳鼻咽喉科の先生方も加わって，それぞれの

拠って立つところを踏まえつつ，ホットな議論が展開

されることを今から期待しています．

シンポジウム２ 河村 満教授（昭和大学医学部神

経内科）

発語失行は，失語の中でも特殊なタイプであろうと

考えますが，未だに決着の付かない側面が色々とあり

ます．私も，耳鼻科医という立場から，どう考えても，

発声失行としか言えないような稀有な症例に遭遇した

個人的な体験から今回のテーマ設定をさせて頂きまし

た．河村先生の司会の下，新進気鋭の言語聴覚士の先

生方を含めたディスカッションが，どのような方向に

収斂されるのかを楽しみにしております．

その他

つくばは，万葉の古より詠われた地であり，関東平
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野にぽつんと突き出た筑波山の麓には，筑波山神社が

鎮座しています．嘗ては養豚で栄えた田舎の集落に，

あの壮絶な大学紛争を経て，高度成長期の日本に降っ

て沸いたように突如として現れた特異な研究学園都市

は，国を挙げての壮大な実験場であったことは，誰も

が認めることでしょう．私自身，縁もゆかりもない常

陸野に赴いて苦節18年，あのタイガースが日本一にな

り，日航機が御巣鷹山に墜落した年でした．今回の学

会主催が，私の研究者としてのひとつの総括でもあり

ます．

本学会も，文字通りその屋台骨であった旧東京大学

医学部附属音声・言語医学研究施設が実質的に消滅し

た今年，今後のあり方を真剣に考え直さなければなら

ない時期に来ていると思います．耳鼻咽喉科専門医の

サブスペシャリティとして位置付けられた学会，言語

聴覚士と医師とのイクオール・パートナーシップに基

づいた学会，医学・音響工学・言語心理学・言語学な

どの既存の伝統的学問体系を背景に持った研究者の集

う学際領域の学会，といった色々な顔を持った本学会

の特長を，今回は私なりに心を砕いて表現してみたつ

もりです．しかし，これからは学会の方向性を何れか

に収斂させて，もう少し鮮明に学会員に打ち出すべき

ではないか，と個人的には考えています．今回のつく

ばでの開催が，本学会の更なる発展のための議論を開

始する契機とならんことを願っております．多数の皆

様のご参集を心からお待ち申し上げております．

(吉岡博英記)

第49回日本音声言語医学会

期日：平成16年11月11日（木）～12日（金）/2004年

会場：熊本市産業文化会館

担当：熊本大学大学院医学薬学研究部頭頸部感覚病態学

会長：湯本英二

会場費：14,000円（学生会員8,000円）

学会記事：会誌第46巻第１号

第49回日本音声言語医学会総会･学術講演会を担当

させていただくことになり，たいへん光栄に存じてお

ります．今日までに学会役員ならびに会員各位の皆様

からいただきましたご指導･ご助言に心から感謝申し

上げます．

本学会を担当するにあたって考えたことは，まず第

一に，学会の特長をどのように生かせるかでした．ご

存知のように本学会は耳鼻咽喉科医と言語聴覚士がお

もなメンバーです．また，言語聴覚士は医療機関に所

属して臨床をされている方だけでなく，教育に携わっ

ておられる方もおられます．多分野の会員が一堂に会

してさまざまな問題を議論してゆくことを目指しまし

た．第二に，できるだけお金のかからない運営をした

いと考えました．しかし，会員の皆様方が参加しやす

い場所に会場を確保することも必要です．

この二点を念頭において会場を選択し，また特別企

画を計画しました．今回は，特別講演，シンポジウム，

パネルディスカッションは設けておりません．会長推

薦講演として7つの話題を取り上げそれぞれの専門家

に最新の取り組みの成果を発表していただきます．さ

らに，一般から公募したミニシンポジウムを企画しま

した．ミニシンポジウム演題47題，ビデオ演題16題，

ポスター演題49題，計112題と多くの応募をいただき

ました．その結果，12のミニシンポジウムを組むこと

ができました．いずれも本学会の取り扱うべき興味あ

る話題ですので大いに議論の盛り上がることを期待し

ています．今回は一般演題の発表をすべてポスターで

お願いしました．2日間掲示されますのでじっくりと

発表内容を見て回ることができると思います．質疑の

時間も設けましたので，広い会場では尋ねにくいこと

でも遠慮なくご発言いただきたいと思います．

会場は産業文化会館としました．市内の中心に位置

し，バスセンターに隣接していますので遠方から来熊

（らいゆう）される皆様に便利なことと思います．ちょ

っと手狭で古いことが欠点ですが，皆様の熱気でこの

欠点を吹き飛ばしていただけるよう願っています．

私が熊本大学に参りましてちょうど6年が経過しま

した．全国学会を担当させていただくのは今回が初め

てですので，学会が円滑に運営されるか心もとないと

ころがあります．関係者全員が一生懸命努力してきま

したが，いたらないところがございましたらご指摘い

ただければ幸いです．
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初めて全国学会を担当させていただくことで従来は

気づかなかったことが多くあることが分かりました．

とくにプログラムを組み，適切な方に座長をお願いす

るという過程がたいへんでした．ポスター演題に応募

しながらミニシンポジウムに変更をお願いせざるを得

なかったり，また逆のケースもありました．多くの先

生方は当方の要請に快く応えていただきたいへん感謝

しています．座長をどなたにつとめていただくかも困

難な作業でした．とりわけ，私の不勉強のせいで耳鼻

咽喉科医以外の方についてはどなたに座長をお願いし

たものか分からず途方にくれました．何人かの先生に

座長の推薦をしていただくことで何とか乗り切ること

ができました．皆様のご協力に重ねてお礼を申し上げ

ます．

多くの会員の皆様のご来熊をお待ちしております．

学会の後には阿蘇の雄大な景色をご覧になってお帰り

ください． (湯本英二記)

第50回日本音声言語医学会

期日：平成17年10月27日（木）～28日（金）/2005年

会場：メルパルクYOKOHAMA

担当：北里大学医学部耳鼻咽喉科学教室

会長：岡本牧人

会場費：14,000円（学生会員4,000円）

学会記事：会誌第47巻第１号

第50回日本音声言語医学会総会並びに学術講演会

を担当させていただくに当たりまして，一言御礼とご

案内を述べさせていただきます．

伝統ある本学会の記念すべき第50回を北里大学が

担当させていただくことになり，大変名誉なことと感

じておりますと同時にその責任の重さを痛感しており

ます．ご指名を受けてから３年間，理事会および50周

年記念事業準備委員会，また，関係の諸先生方のご助

言をいただき準備を進めてまいりました．この場を借

りまして篤く御礼申し上げます．

今回の学会の一番の特徴は，日本音声言語医学会主

催による50周年記念式典を第１日目の午後に行うこ

とです．式典はオペラ歌手 青山恵子氏のミニコンサー

トから始まり，理事長式辞，来賓祝辞，功労者表彰お

よびロゴマーク表彰を行います．引き続き記念講演と

して，澤島政行先生に「日本音声言語医学会50年の歩

み」を，また，国立天文台台長の海部宣男先生に「宇

宙と“私”」というタイトルでお話をうかがいます．

私の主催する学術講演会ではシンポジウムは「音声

言語医学の50年」をキーワードに，シンポジウム１は

廣田栄子先生の司会で「先天性難聴児に対する言語指

導の50年の歩みとこれから：コミュニケーションベ

ースの言語指導とリテラシー」を，シンポジウム２は

久 育男教授の司会で「音声外科手術の未来」をお願

いしました．過去を振り返り未来を展望するというこ

とで１日目の記念行事の前後に組みました．

特別講演の一つは染織工芸家の明坂尚子氏にお願い

しました．氏は昭和20年8月9日長崎で被爆され，数

週間後に喉頭壊死のため九州大学で気管切開を受け，

一命を取り留めたものの，カニューレ抜去困難症とな

り，その後旧ソ連で治療を受け，帰国後慶応大学の故

齋藤成司教授の治療を受けられました．医学的面から

の興味はさておき，患者医療者関係が大きく変わって

きた中で，患者さん側からお話をうかがいたいという

のは北里大学病院の理念である「患者さまとともに創

る医療」の主旨に基づくものです．

特別講演のもう一つはパリ大学第５病院のOllivier
 

Laccourreye教授です．喉頭部分切除術後の音声と嚥

下のお話をうかがいます．

一般演題は116題の応募をいただきました．今年は

初めてインターネットによる申込に変更した上，発表

もビデオ発表以外はコンピュータプレゼンテーション

にするということで演題が集まるか心配しました．幸

いにも皆様からご協力をいただき多数の演題が集まり

ましたことは会長としてまことにありがたく，感謝致

しております．4会場に分かれますが同一フロアです．

どうぞ活発な議論をお願い致します．

このほか，ランチョンセミナーとして１日目に「胃

食道逆流症(GERD)の病態と治療―外科系医師の立場

から―」（片田夏也先生），「咽喉頭逆流症(LPRD)の病

態と治療―音声障害を中心に―」（渡嘉敷亮二先生），

２日目に「摂食・嚥下障害患者の栄養管理と食事の工
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夫」（江頭文江先生），「PETによる聴覚・言語研究と臨

床応用」（内藤 泰先生）を行います．また，モーニン

グセミナーとして「無喉頭音声のリハビリテーション」

（小池三奈子先生）を行います．最後に，学術講演会終

了後になりますが，サテライトシンポジウムとして，

イリノイ大学のEhud Yairi 教授による「吃音におけ

る遺伝」の講演も開催いたします．

北里大学は創立43年，医学部は1970年の創設で35

年と短い歴史しかございません．教室員も少なく，不

行届な点も多々あるかと思います．会場となるメルパ

ルク横浜は山下公園前にあり，明治以後の歴史を感じ

させるものも多い観光の名所でもあります．どうか多

くの皆様がご来浜されますようお待ち致しておりま

す． (岡本牧人記)
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