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序文

日本音声言語医学会理事長 庫瀬 肇

日本音声言語医学会は昭和 31年（1956年）に創設され，平成8年（1996年）

に満 40周年を迎える．この間，諸先輩のご努力により，学会は大きく発展して

きた．本学会は当初から医学会といっても，コメデイカル領域ゃあるいは音声

情報科学の分野の方達の参加を得て，学際的色彩を深めながら今日に至ってい

る．現在の会員数は 1,500名を上回り，毎年の総会講演会にも 100余題が寄せ

られている．

現代は情報社会といわれ，それだけにコミュニケーション医学の持つ意味は

大きい．日本音声言語医学会は，コミュニケーション医学の先鞭をつけた学会

であり，人間のもっとも人間らしい機能である音声言語ならびに聴覚の基礎的，

臨床的研究を推進していた．これらの機能はたとえ病者にあってもその QOL

を維持するためにきわめて重要なものであり，われわれの学会が医学会のひと

つとして今後も発展していくためには，さらに研究開発を続けて関連する多く

の問題に取り組んでいかなくてはならないと考えられる．

われわれの学会は単なる職能団体とは異なって学問的基盤を重視するもので

ある．しかし，音声言語および聴覚に障害のある人達の福祉のためには，その

分野にたずさわる職種の身分制度などについても無関心ではいられない．今後

は学会としてもこれらの問題を中心課題のひとつにしていかなくてはならない

であろう．

21世紀は目前にきている．新しい時代に向かつてわれわれがさらに発展して

いくために，過去の足取りを振り返り，明日へのよりどころとしていくことは

きわめて有意義であると思われる．今回の企画が順調に推移して日本音声言語

医学会 40年史が刊行される運びとなったことを，会員の皆様とともに慶びたい

と思う．
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発刊によせて

鹿戸幾一郎

日本音声言語医学会は，昭和 31年（1956），堀田琴次先生の主導下に発足し

た.I. A. L. P. (International Association of Logopedics and Phoniatrics) 

の第 1回CongressがE.Froeschelsを中心として Viennaで， 1924年に開催さ

れたことを思うと，遅きに失したという感がないでもないが，わが国の実状を

考えるとそうともいえない．

戦中戦後のわが国の音声言語医学の分野は東大学派の独壇場で，批判勢力あ

るいは対抗勢力は慶雁の林義雄先生唯一人で，他は皆無に近かった．たまたま，

昭和 30年（1955）に京都大学に，そして恐らく東北大学にもソナグラフが輸入，

設置され，音声科学研究の機運が一気に高まった．それと期をーにして，昭和

31年，日本音声言語医学会が設立されたのである．全く時宜にかなっていたと

思う．私は第2回目の学会から参加させてもらってきたが，はじめから全国規

模の討論の活発な学会であった．

日本音声言語医学会は，はじめは数十名の医師のみによって構成され，演題

も音声関係が主であった．やがて教育関係者， Speechtherapistの加入が相次

ぎ，今では会員構成はこれらの方々が医師数を凌駕しつつある現状である．こ

れに伴って，言語関係の演題も急増してきている．これらの経緯もこの学会史

は明らかにしてくれるであろう．

私事になるが，私は第 17回本学会の会長をつとめたので，その時の記録の執

筆も依頼されていた．四半世紀近くも過去のことであるのと，私自身が老齢化

したためであろうか，大半は記憶から喪失してしまっていた．少しでもまだ記

憶の残っているうちに学会の歴史を書きとめておこうと，この企画をしていた

だいた鹿瀬理事長， 山下理事その他の方々に感謝したい思いである．
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I .音声言語医学の発展
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．寄
音声言語医学

稿
音声言語医学第27巻2号（1986年4月）より転載

音声言語医学の源流とわが国における発展

一一前 篇一一

19世紀中葉より日本音声言語医学会誕生 (1956）までの約 100年間について

切替一郎

要約：わたくしは音声言語医学の源流を， 19世紀中葉に求めたい．

その頃， Helmholtz,Brocaや Wernickeなど多数の学者が出現して，聴こえ，声や言葉，その

障害について重要な発見をした．

1854年に Garciaは喉頭鏡を発明して，初めてヒトの生きた喉頭を観察，つづいて Czermakは

これを臨床に応用した．この頃から医学は一層進み，細かい分野に文化した．

音戸言語医学も専門分化して，その主導者であったベルリンの Gutzmannのところには多数の

俊秀が集まった.1911年にはウィーンの Froschels は耳鼻咽喉科学教室のなかに音声言語障害患

者のための専門クリュッグを開設し，これが1924年に IALPの創立される基となった．

それより45年遅れて日本では塊田琴次の提唱により日本音声言語医学会が発足した．

索引用語：音声言語医学の源流，音声言語医学の歴史， 国際音声言語医学会（IALP）の創設，

日本音声言語医学会 (JSLP）の創設，言語病理学

The Root of Logopedics and Phoniatrics and their 

Development in Japan 

Part 1. One hundred years before the establishment of the Japan 

Society of Logopedics and Phoniatrics in 1956 

Ichiro Kirikae 

Abstract : The root of logopedics and phoniatrics may date back to the middle of 19th 

century. At that time, many scholars such as Helmholtz, Broca and Wernicke reported their 

important findings on hearing, laryngeal physiology and language disorders. 

In 1854, Garcia first observed living human larynx using a dental mirror. This was 

followed by Czermak, who applied this new technique to clinical diagnosis of laryngeal 

pathologies. In this era subspecialization of each existing speciality developed in medicine. 

From late 19th century to. early 20th century, logopedics and phoniatrics developed 

gradually in European countries. Above all, Gutzmann in Berlin attracted many scientists 

to his specialized department. 

Later in 1911, Froschels opened his logopedic and phoniatric clinic in the Department 

of Oto!aryngology, University of Vienna. Based on his conference on the speech disorders, 

IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics) eventually stort巴din 1924. 

In Japan, it took a long time until the establishment of the Japan Society of Logope・
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dies and Phoniatrics by Prof. Satta in 1956. 

Key words : Root of Logopedics and Phoniatrics, History of Logopedics and Phoniatrics, 

Establishment of IALP, Establishment of JSLP, Speech Pathology 

1. 音声言語医学のあけぼの

1）言語中枢の発見

2〕喉頭鏡の発明と医学への応用

3）医学の分化

4）アメリカの状況

2. ヨーロ ッパにおける音声言語医学の専門分化と日本

人の留学

1）ドイツにおける専門化と Gutzmann

2）ドイツ医学の日本への導入

3 ) Froschelsの出現と IALPの発足

4）ドイツ医学のアメリカへの流入

3. 日本における音声言語医学の譲成期と白本音声言語

医学会の誕生

4. アメリカにおける独自の発達

5. 文教方面における聴覚・言語障害へのとり組み

(1900年（明治33年〉頃より日本音声言語医学会の発

足時まで〉

6. まとめ

日本音声言語医学会が昭和31年秩に，郷田琴次の提唱

により，東京で発足して以来，本年は30周年を迎えるの

で，第30回目の本学会斎藤成司総会会長より発足当時の

模様を知っている小生に対し何か記念にたる講演でも行

つてはどうかとのご勧誘があった．わたくしはよろこん

でこれをお引き受けすることになった．

ここ30年間には自然科学，人文科学のめざま しい進歩

があり，音声言語に関連をもついろいろな分野で著しい

発展がみられた しかしそこに至る以前の学問的発展の

歴史的な流れを振り返ってみることは，この際その成り

立ちを知るために意味あることと考えて，前篇では日本

音声言語医学会創設までの歴史の流れにつき，後篇では

それ以後における日本音声言語医学会30年の歩みについ

て触れてみたい．

1.音声言語医学のあけぼの （図 1) 

今日われわれの視野のとどく範囲に，音声言語医学が

科学的にとらえられるようになった原点とでもいえる時

期を求めよ うとすると，それは19世紀の中葉ではないか

と思う 1,2>_

図 1 年表（ 1) 

図 4 H. Helmholtz 
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この頃，人間活動のあらゆる分野に著名な人物が輩出 Pfeife説すなわち膜振動説 membranetheoryをだす

している 政治家では Bismarck,Lincoln, Gladstone, など音声の研究に手をつけている

経済学者 CarlMarx，生物学者 Darwin,Mendel，医学 1 ）言語中枢の発見

では Menぬre,Claude Bernard, Pasteur, Virchowなど その頃，フランスの Broca''(1861年， 図 1, 5）は左

が画期的な仕事をしている 前頭下回に言語に関する脳皮質中枢を発見した．これは

それらの人々に交って，音声や言認の研究と関係が深 言語生理学における特筆すべき大事件である 彼はこ こ

いのは Helmholtz"（図 1'4)で，耳や限の研究のほ に病巣があって，言語分節（構音）が失われた状態を

かに，1863年には彼の共鳴器を用いて母音の音響分析を aphemieと名づけたが，パリの有名な神経科医 Trous-

行うとともに，声帯の振動にっし、て durchschlagende seau (1864）は aphemie の代りに aphasie という術

図 5P. Broca 

図 6 C.Wernicke 

語を提唱，今日にいたってし、る

それより 13年後 1874年にドイツの精神神経病学者

W ernicke5l （図 1, 6）は Brocaの記述した失語症とは

違った特殊な失語型である感覚性失語症を記載した 彼

の症例は了解面の障害が主であって病巣は左側頭葉であ

っfこ．

つづいて Lichtheim(1885), Charcot (1887）らの失

語の研究は，心理学とも結びつき，古典的局在論へと移

行し，有名な WernickeLichth巴im の図型が産みださ

れるわけである

2. 喉頭鏡の発明と医学への応用

さて，これに先立つ 1854年にスベインの声楽教師

Garcia町（図 1'7)は， パリのロワイヤノレ宮殿の中庭を

散歩中に窓ガラスに当たった太陽の光にヒントを得て，

歯科用の反射鏡と手鏡を用いて臼分の声裕の動くのを初

めて見た人である．彼は鍛錬された歌手であったことも

あり，音声の生理に関して裏声や戸以につき興味と疑問

をもっていたので「人間の音声について」“Memoiresur 

le voix humaine”という論文を残しているが（1847),

図 7 M. Garcia 
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これは記述がきわめて科学的であるとL、う 6)

つづいてウィーンの神経科医 Turck（図 1,8），プラ

ーグの生理学教授 Czermak" （図1.9, 10）はともに1857

年喉頭鏡を疾患について応用し，喉頭疾患の観察と診断

に大きく道を開いた．この両人が喉頭鏡の使用について

priority論争をおこしたことは余りに有名である.Czer-

makは人工光線を用いた点が Turckとは異なっている．

それより数年を経ずしてウィーンの Semeleder8＇により

喉頭疾患図譜とでもいうべき書物が出版されていること

は，喉頭についての研究の進められる速さに驚くばかり

である

同じ頃，食道直j主鏡の発明者である内科医の Kuss-

maul9' （図 1.11）によってこと ばの生理， 心理にはじ

図 8 L. Ti.irck 
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まり，小児の言語発達とその障害，構音障害，失語症，

吃音などを含めた単行本“Sttirungen der Sprache”が

刊行された（1858年，図 1む ことは，言語障害の問題に

ついてもすでに広く研究が進められていたことを物語る

ものであろう

3) 医学の分化

このようにして19世紀中葉には， 医学研究の方向が形

態学から進んで生理学，病理学へと移っていき，同時に

「科学の進歩は分化を伴う」の言葉通り，内科学からは

喉頭科学，外科学からヰ科学が分科して発達するように

β ク．タを
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図 10 Czermckの著書〔18G3)

図 11 A. Kussmaul 
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DIE 

STORUNGEN DER SPRACHE 

VERSリCHEINER PATHOLOGIE DER SPRACHE 

VON 
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図 12 Kussmaulの著書（4版，1910)

音声言語医学

図 14 A.G. Bell 

4〕 アメリカの状況

1877年（明治10年〉には，日本では東京帝国大学が創

立されている．同年アメリカでは Edison（図 1.13) 

が，蓄音器を発明している. Bell山（図 1.14）はロン

ドン大学で医学を研究したが，後アメリカに移住，ボス

トンにおいて父とともにろうあ学校を経営し，1873年よ

りボストン大学の音声生理学教授となった そこでろう

の少年に教えることに成功，また彼のろうの夫人に聴く

ための補助具（補聴器〕，発話訓練の補助器を工夫する

うち電話器を発明した オージオメータも発明している

が，彼はろう者の会話教育に貢献し，今日にし、たるも難

聴，音声の研究，言語訓練などに大きい影特を与えてい

る．彼の設立した電話会社は有名である（1877〕.20世

紀に入り電話器は普及発展したが，これは音声の研究に

大きな刺激を与え，音声の伝送品質の研究が盛んになっ

Tこ．

2. ヨーロッパにおける音声言語医学の

図 13 T. A. Edison 専門分化と日本人の留学 （図 2)

なり（図 1, 2 ），この20～30年間は科学の 1つのノレネサ 医学の細分化に伴って， 19世紀末よりzot生紀はじめに

ンスと呼ぶにふさわしい時期であると思われる引 かけ，音声言語に関して種々の生理的手法による研究が

また，音声の生理学や言語の中枢機構など音声言語医 欧州において行われるようになった

学の核心となる部分が芽生えていた繋明期，または原点 すでにロンドンの Hunt11l(1861〕，パリの Chervin12i

が，このあたりに求められるように思う (1867）らは病理に関する研究を行って箸書がある

その頃， ヨーロッパ以外の国ではどのような状況にな 1 ） ドイツにおける専門化と Gutzmann

ったてあろうか ベルリン大学の HermannGutzmann （図2, 15）は
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図 2年 表 （ 2〕

音声，言語の両分野にわたり医学的に大きく体系づけを

行い，未分化であったこの分野を独立した専門分野にま

で大成させた 彼の業績は論文300，単行書6に及ぶが，

そのなかで音声生理学に関する著書“Physiologieder 

Stimme u. Sprache”（1908年，図16〕は実験音声学のバ

イブノレであり，その包含する項目は呼吸，日侯頭機能， 付

属管腔，語音分析，声の諸属性など今日でもなお新しく

不変なものである 言語障害の分野については“Dysar-

thrische Sprachstorungen”（1911），“Sprachheilkunde” 

(1924）などの著書3) があり，何れも広く音声言語障害

の症状と治療の方法が記述されている

彼の下には Flatau, Panconcelli Calzia, Liebmann, 

Seeman, Scripture, Stern, Wethlo, Nadoleczny など

多数の俊秀が集まり ，何れも共同研究者として大きく成

図 15 H. Gutzmann 
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長し世界的名声を博した．これらの人々は各 地に分散

し， 言語医学は世界に拡がって活況を呈するようになっ

た． Gutzmannが音声言語医学の巨人といわれる所以

である．

2〕 ドイツ医学の日本への導入

その頃の日本の状況はどうであったか明治20年（1887)

頃から海外留学がはじまっているが，先達らは彼地の耳

鼻咽喉科学（当時は耳科学，鼻科学，喉頭科学に分れて

いた〉を学んでこれをわが国に導入した．

i’roi Dr !I，・γ111111111 (:111z11川川』
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tier Stimme 111ul Sprarlw 
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図 16 Gutzmannの著書

図 17 金杉英五郎
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図 18 岡田和一郎

まず 1893（拐，台 26年）に金杉英五郎（図2'17)が帰

国し，東京で耳鼻咽喉科学会をつくり， 1899（明治32年）

には岡田和一郎（図2,18〕が東京帝国大学に耳鼻咽喉科

学教室を開いているが，商人ともベノレリンの Gutzmann

の開拓した音声言語医学の研究状況や，彼地で芽ばえて

し、た言語障害者診療の突状をみて，それに関心を抱かれ

たと想像される。

意lj刊以来の大日本耳鼻咽喉科学会雑誌について，音声

言活方面に多少とも関係のある記事の有無について遂年

的に調査してみる と， 1907（明治40年）より 1917（大正

6年〉までのわが国耳鼻咽喉科学のあけぼのともいうべ

き時代に，下記のような演題が学会で論じられているこ

とは注目に値する．

まず，最初に目に入るのが金杉英五郎の「ヒステリ ー

性失声症」（成医会月報302号， 明治40年（1907））であ

る 翌41年久保猪之吉は大日耳鼻誌上に「ヒステリー性

失声症の精神療法」を，つづいて同42年（1909）金杉は

「大脳幹部切断後の発声」と題し， 自らがドイツで行っ

た実験を紹介している これによ ってみると，金杉が声

に関心を抱いていたことは当然なことと思われる．細谷

雄太の「音声衰弱症」，広瀬渉の「吃音患者の呼吸時に

おける胸廓運動」も同年発表されている．

明治43, 44年には浅井健吉の「発音ろうあ教育法J,

「音楽家の衛生」，「ろうあの療法としての発音法につい

て」など， また細谷は「声楽家の神経疾患につい て」，

「本邦音楽家乃咽喉についてJ，広瀬は 「吃音に就て」な

どの発表があり，次第に音声言語に対する関心をもっ人

々が耳鼻咽眼科医の中にあらわれてきていることをうか

音声言語医学

図 19 E. Froschels 

がし、長日る ことができる．

大正年間（1912）に入ると， 初めの 6年間に言語障害

の面で「吃音の研究」が浅井，広瀬，柳義雄らによって

それぞれ発表され，他方金杉l主「音声科学一般」，「失語

症の 1例」などについて述べ，この方面の関心を思わせ

る．今日 これら先人の業績を読むと，論述の内容が正鵠

を得ている点でまことに尊敬に値するものがある．大正

時代における各年間の音声言語関係の研究発表は 1～3

題であった．

3) Fr品schelsの出現と IALP(InternationalAsso-

ciation of Logopedics and Phoniatricsの発足

この頃，医学の主都といわれたウィ ーンの大学で耳科

学教授であった Urbantschitschの弟子であるFrりschels 

（図 2.19）は，同 大学教室 （Wiener Allgemeinen 

Krankenhaus〕の地下の一室（図20.21）で音声言語障

害患者の診療をはじめた（明治44年， 1911）.患者は次

第に多くなって盛大な臨床となったが， 1918年には

Fr凸schelsはウィーン大学病院の音声言語障害部門の主

任医師を命ぜられた また彼に共鳴，協力して仕事を盛

り立てた学校教師 Rotheは障害の矯正， 治療のために

は徹底した専門知識をもつべきだとして Froschelsとと

もに講習会をたびたび開いているが， Rotheも1921年

に言語障害児のための言語学伎の校長に任ぜ られ てい

る．

このよう にして同志が集まり；1924（大正 13）年に IA

LP凶（International Association of Logopedics and 

Phoniatrics〕が発足することになった（図2〕 これが

すなわち明年（1986）日本で開催される第20回 ！ALP会
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図 20 Wiener Allgemeinen Krankenhaus (1910) 

図 21 Froschels （矢印〕の診療風景；
(Perell凸教授の好意による〉

議の初回にあたるものである．

Froschels i工当時の耳鼻昭喉科学の他に， f台頭しつつ

あった神経病学，児童心理学，教育学などを包括した言

語障害の研究，治療にうちこんでこれを専門分野として

組織立て， 今日の基礎を作ったオーストリアにおける言

語医学（Logopadie〕のパイオニアといわるべき人であ

る “Lehrbuchund Sprachheilkunde＇’（1912年， 図 22)

ほか多数の著書15)がある

4）ドイツ医学のアメリカへの流入

一般にアメリカにおける言語医学はヨーロッバよ りも

やや発達が遅れていたが，アメリカ，セントノレイス出身

の Goldstein16' （図 2,23）はミゾリ ー州立医学校卒業

後，ウ ィーンの耳科学教授 Politzerの下で耳科学を専
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図 22 Fri:ische！ミ 「若井

図 23

攻，帰国してセントノレイス医大の耳科学教授となった．

彼はろ う児に対し耳科学者の協力を得て正しい訓練を行

うために1914年 CentralInstitute for the Deafを設立

し， その後の難聴者の言語教育に大きく貢献した 3歳

以前に訓練をはじめれば会話に成功するとしている こと

は卓見である．

Gutzmannの下に学んだ Scripture（図 2）はアメ リ

カへ帰り ，コロンビア大学にスピーチ ・クリニック を開

設し音声言語医学を伝えた17)

このような中で，ア メリカにおける聴覚，言語問題に

関する各方面の進歩と関心の高まり につれ，ヨーロッパ

にIAL  Pが発足したのとほぼ期を同じくしてASHA 

(American Speech and Hearing Association）が結成
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図 24 久保猪之吉

されるにし、たった (1925年， 図 2). 

3，日本における音声言語医学の醸成期と

日本音声言語医学会の誕生 （図 3)

東京帝大の耳鼻咽喉科学教室の初代教授岡田和一郎

は， 大正 5年 (1916〕に境問琴次に音声言語に関する研

究のため医学部入りを要請しているが，降って九州大学

では久保51:i之吉（図 3, 24〕が昭和4年（1929）に耳鼻

咽喉科学室内に音声言語障害治療部を設けてこの分野の

研究を推進され，それによって多くの研究者が育ち，多

方面にわたるすくれた業績が産み出されるよう になっ

図 3 年表（ 3〕

音声言語医学

図 25 林義雄

〆 町 内 ．

図 26 t盟国琴次

Tこ

また， 慶応義塾大学の林義雄（図 3,25）も この方面

で異色ある活躍をされ学会iこ大きい影ず，？な与えた．彼は

Journal of Speech and Hearingの前身ておる Journal

of Speech Disordersの数少ない編集委只の1人であっ

た．

昭和6年 (1931）には東京大学耳鼻咽眼科：こも織田琴

次（図3,26〕によって音声言訴障害に関する専門治療の

外来がつくられたが，それより数年後の昭和14年（1939)

には日本耳鼻咽喉科学学会の宿題報告として楓田琴次は
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図 27 後藤光治

「発声機構と諾音調節に関する実験的研究」 と題しこの

領妓におけるまとまった報告を行った18) これは斬新な

方法を応用して幾多の新知見を開拓したことで画期的と

評され，海外でも高い評価をうけた．このようなことか

ら， この方面への関心が全国的にひろがり，次第に研究

者の数も増加して，この方面の医学は音声言語の面で，

とくに音声に関して研究，診療とも高い水準に進んでい

7ょ

戦争終了の前後には暫く研究は中断の止むなきにし、た

ったが，その後アメリ カで進歩した電子音響学が理工学

者によって音声言語の研究に盛んに応用されるようにな

るとと もに，彼地から新しい「言語病理学」 SpeechPa-

thologyも少しずつ導入されはじめた

昭和30年（1955）京都大学では医学部〔耳鼻咽喉科，

口腔外科，精干rp科〉，文学部（心理学，言語学〉，工学部

が参加して音戸科学総合研究部会〈後藤光治，図27)が

発足し， 機関誌 Studiaphonologicaが毎年発行される

ようになっTこ

このような全国的な盛り上りの気速を反映して，昭和

31年（1956）担田琴次の提唱により日本音声言語医学会

が誕生した19) （図3). 

4. アメリカにおける独自の発達

すでに述べたように1870年代に Edisonは若干守器を発

明し，Bellは電話器を発明してこれを普及するほか，

補聴器やオージオメ ータを作り，難聴者の言語教育を強

く推進したことは，無言のうちにアメリカ人が音声言語

に対して関心をもつことに役立っていたと想像される

少し遅れて，ウィーンで耳科学を学んだ Goldsteinが
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帰国して CentralIustitute for the Deafをセントルイ

スに設立し，難聴者の言語教育に努めたこ と， Scripture

はベルリンの Gutzmann の下に学んで新興の音声言語

医学を祖国アメリ カに移入したことは前述した．

ヨーロ ッパで芽生えた 「実験音声学」 experimentelle

Phonetik, 「音声 ・言語治療学」 Stimm-und Sprach-

heilkundeはどちらかというと基礎的， 医学的研究に基

づき治療に及んだのに対し，ア メリ カではも ともと学校

における hearingand speechに重点がおかれたことを

反映して， 言語障害の問題は一層障害者の福祉対策とい

う現実処理の色彩を強めて変貌した．すなわち医学的，

生理学的な面だけでなく ，社会医学的，心理学的，精神

神経学的な要素が包含されたものとなり，人間をより社

会的，人間的なものと して取り扱っていくよう になって

いる． 換言すれば，現実問題と しての障害によ る不自由

さを， どのように処理するかという治療の実践に重点が

おかれるよう になった．

その聞における電子音響学方面の進歩はすでに戦争前

より著明なものがあり，特定な周波数の音をいくつか組

み合わせて人工的に語音をつくり 出す合成務 YODER

が発明されたり（Dudley,1939)20），逆に語音を即座に

分析することができる ‘＇VisibleSpeech" (Sound spect-

rograph, Potter21九1945〕の出現は，音響工学者た ち

が音声言語を研究するきっかけをつくり，いろいろな方

面の人によりますます研究が盛んとなっていた．

このような土壊の下己あって， すでに昭和6年（1931)

に Travisの “SpeechPathology＇’ なる書物2わや、ま

た昭和 13年（1938）には VanRiperにより “Speech 

Correction : Principles and Methods，などが出版印さ

れたが，それらをみると multidisciplinaryな拡大され

た分野として“SpeechPathology”が成長を遂げている

ことを知ることができる

戦後になって，国交が回復するにつれアメリ カにおけ

る電子音響方面の著しい発展や“SpeechPathology”の

存在を知り，ヨーロッパ的概念をもっわれわれは驚きと

ともに奇異な感をもってこれに接した次第であった．

終戦後，わが国から多くの人々がアメリカへ留学 し

て，貧るように彼地の状況を知り，知識を導入しよう と

努力したことはいまだ記憶に新しいと ころである．

5. 文教方面における聴覚・言語障害への

とり組み

(1900年（明治33年〉頃より日本音声言語

医学会の発足当時まで〉

限を医学的領域以外の分野lこ転じ，主として文教方面
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図 28 (;l"沢修 二

における状況について一瞥してみたい．

イギリス， ドイツ，アメリカなどの諸国では1900年頃

には難聴学級はすでに存在していた．

わが国では 1903〔明治 36年〉に伊沢修二（楽石社，

図28）が言語治療施設を作ったのがこの方面における

鳴矢といわれる．主として吃音矯正がつづけられたが，

私的な施設として文部省より助成金をうけて15年間つづ

し、Tことし、う 24).

オーストリアで Fri:ischelsが IALP を発足させ

(1924〕，アメ リカで ASHAが結成された (1925〕翌年

にあたるが，わが国では東京深川の八名川小学校に吃音

学級が設けられ，吃， E九発育不能，失語症などが対象

として処置されている．

それ以後終戦までの20年間に特筆すべきことはなく，

わずかに東京都内の 2, 3の小学校に難聴学級が開設さ

れているのが日につく程度である すなわち，小石川磯

川小学校（1934），小石川明化小学校 (1935〕，小日向小

学校（1940）などである日〉

戦後も昭和20年代後半；こ入ってから言語障害教育復興

の兆しがみえはじめているが，これは民間吃音矯正所の

出現，ア メリカからの言語病理学の流入などにその息吹

きを感ずることができる．

1953 （昭和28年〕には文部省から「特殊児童判別基準

とその解説」が出され，そのなかでち沼障害の分類，判

定，治療に触れられている．ほぼOJを同じくして，千葉

県の真間小学校 (1953），大森小学校（1957）などに言

語治療教室が開設され沖.nをひいた．

音声言語医学

これらと相前後して，当時の時代を反映して日本オー

ジオロジー学会 (1955, 昭和30年〉， 日本音声言語医学

会（1956，昭和31年〉が誕生することになる．

6.まとめ

日本音声言語医学会は今をさかのぼること 30年前

(1956，昭和31年〕に発足している

わたくしは音声言語医学が科学としての体裁を整える

気配を示す，いわばあけぼの時代（源流〉ともいうべき

時期を19世紀の中葉に求めた。

爾来日本において専門学会として誕生するまでの約

100年間を振り返り，ヨーロッパ，アメリカ， 日本にお

ける先人たちの研究と努力の積み重ねによる斯学の 進

歩，発展の経過の跡をたどってみた

Zt130回n本音声言語医学会拾会士主宰されるにおたり ，名誉

ある記念講演を行う機会をあたえて下さった許可宅吠司会長：こ対

し，深甚なる謝意を表する．

なお，講演について種々ご教示とこ協力を時λ っ三青木孝

滋，伊藤元信，今井秀雄，内須川流， 大西1戸1全長；． 7中山五郎，

勝木｛呆次，守斉藤収三，笹沼澄子，津島政ff，；実用点苛E，菅乃武

男，菅原氏ー，問中美＇•f），戸塚元首， 新美誠司， THI 恭也， f1li.

瀬 E色福田宏之，森田 守ら各｛立のご好意：こしにw:心主リ感

謝申しあげる．
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．寄

音声言語医学

稿
音声言語医学第 27巻3号（1986年7月）より転載

音声言語医学の源流とわが国における発展

一一後 篇一一

日本音声言語医学会誕生 (1956）より今日まで (1985）の30年間について

切替一郎

要約：この30年聞は，わが国が敗戦後の混乱よりようやく抜け出して，今日みる如き経済大国

にまで成長を続けてきた時期に相当する．同時に自然科学をはじめあらゆる科学の進歩はめざまし

く，革命的な変化がみられている．

わが学会も当初66名に過ぎなかった会員は， 30年後の今日では 1,261名となり，毎年行われる学

会の演題も12題から 125題に増加していることから分かるように大きく発展した．

その聞にわが学会が果たした役割は大きい．各種の委員会活動，音声言語医学の学術面および実

地臨床面における進歩，変遷について述べた．

索引用語：音声言語医学の源流，日本音声言語医学会 (JSLP〕の創設，言語病理学，日本音声言

語医学の30年， Gould賞， Garcia賞

The Root of Logopedics and Phoniatrics and their 

Development in Japan 

Part 2. Thirty Years After the Establishment of the Japan Society 

of Logopedics and Phoniatrics 

lchiro Kirikae, M. D. 

Abstract : During the last 30 years since the Japan Society of Logopedics and Phoniatrics 

was established in 1965, Japan has made a great progress both in economy and natural 

sciences, espεcially in high technology, which has brought a tremendous influence upon the 

development of the Japan Society of Logopedics and Phoniatrics. 

The progress of the Japan Society has been supported in part by the activities of its 

special committees, such as the committee for evaluation of vocal function, and of speech 

disorders. The reports from these committees contributed to the standardization of the met-

hods of clinical examinations. 

Many important academic products have also, been reported by the members of the Japan 

Society. For example, several research works on the physiology of the larynx obtained Gould 

Awards or Garcia Prizes. 

In this paper, the activities of the Japan Society during the last 30 years were reviewed 

and the achievement in both research and clinical aspects was discussed. 
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Key words : History or 30 years of the Japan Society of Logopedics and Phoniatrics, Speech 

Pathology, Gould Award, Garcia Prize 

語に関する進歩した研究成果がわが国に流入するととも

に，諸所の大学で積極的な研究が行われるようになった

昭和31年（1956)11月25日に，菰田琴次の提唱によって

日本音声言語医学会が設立された．

当日は東京大学医学部講堂で講演会が開かれるととも

に，設立総会があって会則や学会名が決定され，学会の

歩みはいよいよその端緒についたのであった．

以来， 30年聞にわたり毎年学会が聞かれてきたが，会

員数および演題数の変遷は図 1のようになっている．す

なわち第1固に集まった会員は66名であったが，その後

年毎に増加をつづけ， 30回目の今日（昭和60年11月〉で

はその20倍の 1,261名に達している．また演題数も12題

から始まり会員の増加に伴って上昇し，今日ではその10

倍の 125題を数えている．なお演題の種類は年によって

% 
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種の題申凪

数総類

表 1

音声に関するもの

（基礎，臨床〕

種

会員数，演題などの変遷

各種の委員会活動

1）発声機能検査法検討委員会

2）言語障害検査法検討委員会

3〕社会医療問題検討委員会

学術面と実地臨床面における変遷と進歩

1）音声の部

( i ）喉頭生理の進歩（基礎的研究〉

(ii）喉頭疾患治療の進歩（臨床的方面〉

2）言語の部

( i ）言語発達遅滞

(ii）構音障害

（出）失語症

(iv）吃音

文教方面における聴覚・言語障害への取り組み

音声言語の研究施設ならびに学会の創立

1)研究施設

2）各種研究会，関連学会の発足
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会員数，演題などの変遷

第2次世界大戦終了後10年を経て，混乱もようやく落

ち着き，戦時中は途絶されていた諸外国における音声言
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失語症
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100 

構音
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発達
遅滞

66 

51 

28 
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音声
（基礎，臨床）

0 
回数
会員数

30 
1261 

25 
1024 

図 1 会員数，演題数と種類〔昭和31～60年）
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多少の変動はあるものの，凡そ一定の割合となってい

る．本年度の演題の種類を表 1に示した．

学会に際しては，時に海外よりの専門家の招待講演も

行われ，学術交流に努力が払われている．

学問的には欧州とくにドイツの流れをくむ Stimm-

und Sprachheilkunde と米国流の Speech Pathology 

の両概念がとり入れられて，研究と治療の実践が進めら

れてきたと思われる．

2. 各種の委員会活動

本学会の30年間を顧みるとき，学会組織の活動のなか

で著明な成果をあげたものとして，各種の委員会の活躍

をあげなければならない目昭和50年（1975）に3つの委

員会がつくられ，それぞれ委員長の下に多数の委員が業

務を分担して作業を進めたが，それによって音声言語医

学の向上，発展に寄与した点は大きい．

次に順を追って説明する．

1 ）発声機能検査法検討委員会

発声機能を評価するための測定法や音声障害の質的，

量的判定の基準などには標準的なものがないので，これ

らの目的にかなった近代的な検査法を研究するととも

に，それによって定性，定量的測定を標準化し，実地臨

床の実際に役立てることを目的とした委員会がうくられ

た．約60名の委員が図2に示すような 6項目の小委員会

に分かれて熱心に検討が進められた．

すなわち，図2のなかの1.では筋電図の利用法と診断，

予後， 2.は声帯振動と呼気の効率， 3.はストロボスコ

ピー， 4.はサウンドスベクトログラフィー， 5.は4種の

委員長：平野実

1. 神経生理学的検査

2田 空気力学的倹査

3. 声帯の振動状態：こ関する検査
4. 音響分析による検査

5. 聴覚心理的検査

6. 発言の詑力に関する検査

〔旧フォノグラム〕

図 2発声機能検査法検討委員会

委員長：柴田貞雄

1. 口蓋裂言語

2. 脳性まひ言語

3. 機能的構音；草害

－！.吃音

ょ 言語発達遅滞

6. 失語症

7. まひ性情音障害

図 3言語障害検査法検討委員会

音声言語医学

暖声の分類とその程度， 6.では戸域や芦の強さ，などに関

して，検査法と測定結果の判断について実用的な規準化

ができあがった．

4年後に，それらの結果は一応「声の検査法」（1979〕

と題する単行本にまとめられ出版されるにいたった．そ

れらの結果はようやく世界の注目をあびつつある．

2）言語障害検査法検討委員会

7つの小委員会に分かれ（図3〕，それぞれ検査項目，

語表，用具についての検討とその標準化の可能性につい

て研究が続けられており，すでにいくつかの試案がつく

られてその適性が吟味されつつある．

3）社会医療問題検討委員会

音声言語医学的診療行為は一部のものを除いて，社会

医療とくに健康保険診療報酬の問題とはほとんど無縁で

あった．これを是正すべく委員会が昭和50年（1975）に

作られ，今日まで努力がつづけられてきた．

(a) 音声医学領域

音声医学に関連した診療報酬体系は，従来臨床喉頭科

学の範囲内で成立してきたといえよう．たとえば，喉頭

検査，各種の喉頭手術がこれに相当する．しかし，この

うちでも喉頭ファイパースコピーの新設（昭 50〕， 顕微

鏡手術加算の新設（昭51）などは，音声外科領域の発展

を促したといえよう．

さらに，昭和56年（198のになって音戸言語医学的検

査（第057項〉が認められ喉頭ストロボスコヒ。ー，音響

分析，音声機能検査が新設された（図4〕．

このうち音響分析はサウンドスベクトログラフィーの

医学的応用を認められたものであり，また音声機能検査

は音域，声の強さ，発戸時呼気流率，発声持続時間など

の測定を含めたものとして認可されている．これは前記

発声機能検査法検討委員会で検討されていた事項が実際

の報酬として生かされてきたものであり，音声医学がL、

わばかなり独立した医療体系として注目されてきたとい

えよう．

委員長・岡本健→庚i額肇

検査，治療等の点数

l. 内視鏡検査

喉頭ファイパースコピー 420点→500点
2. 音声言語医学的検査

1) H侯E瓦ストロボスコピ－ -120,¥':( 

2）音響分析 420点

3) 音声機能検査 420点

3. 臨床心理・神経心理検査

標準失語症検査 250点
4. 理学療法

言語療法 90点

図 4 社療問題検討委員会
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（同言語医学領域

検査面では，臨床心理，神経心理に準じた取扱し、が主

であり，人格検査以外の心理検査のうち，操作と処理が

きわめて複雑なものの例として標準失語症検査があげら

れる（図4). 

治療，訓練の面では，従来言語訓練についての解釈と

して，形成外科的機能訓練または精神療法に準ずるとい

う記述（昭49）に基づいたが，最近，言語療法という項

が理学療法のなかに設けられる『こいたった（昭和56〕．

以上社会医療の問題では日本耳鼻咽喉科学会，日本リ

ハビリテーション学会の支援を得たが，言語医学面での

診療報酬の体系化はさらに問題を今後に残している．

3. 学術面と実地臨床面における変遷と進歩

1 ）音声の部

音声に関していろいろな菌で進歩がみられたが，話題

を喉頭の生理および喉頭疾患治療の進歩にしぼって考え

ることにする（図5〕．

Ii l喉頭生理の進歩 〔基礎的研究〉

喉頭の生理のなかでまず戸帯振動についての研究をみ

ると，本学会の創立以前の昭和18年（1943）に切替はヒ

トの声帯振動をストロボ映画を用いて観察し，発声時に

声帯は辺縁部の形態を変化させながら声門の開閉運動を

行い，その際の前頭断面における声帯辺縁の運動軌跡は

楕円形を描くとした（図6〕．その後，広戸は超高速映画

を使用した観察結果（図 7)から，戸帯の上 ・下唇問の

位相のずれ，声帯粘膜関与の重要性に気づき Vanden 

Bergの唱えた myoelasticaerodynamic theoryを修正

し mucovisco elastic aerodynamic thεoryを提唱した

(1966). これを理論的に裏付けたのは石坂で，氏は上

下唇の位相差，粘膜波動の起こりと空気力学〔aerody-

namics）の合理性を simulationstudyの面から研究し，

氏の Two-massmodelによって明快に解析している

(1972〕

平野は同じく振動時における声帯粘膜の移動性の裏づ

けとして，微細な組織形態学的研究から声帯の層構造の

a 超高速映画の応用
(Mucoviscoelastic aerodynamic theory〕

b. X－線ストロオ、スコピー

c . Body-cover theory 

cl Two mass model 

e.喉頭ファイパースコピー

f 筋電図

g_ 戸，ili"l辰動と空気力学

h. Simulationによる研究

図 5喉頭乃生理
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L －ー町二 、ご 、ζ二よ二二，＿＿＿＿・、A

c.声帯辺縁の一点の運動経路

図 6 発戸時の声帯の運動様式

（－ ~~lj声帯？の前頭断面〕 （切替〕

図 7 趨高速映画による戸』；！＼＇の授動（広戸）
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概念を導入して， Body-covertheoryを提唱した（1975)

（図8〕．この概念は声帯の生理のみならず病態を論ずる

うえで、も役立っている．

声帯辺縁が振動時にどのような二次元運動をするかに

ついては，従来客観的にとらえたものがなかったが，斎

藤は微小な造影物を声帯辺縁粘膜に刺入し， X線ストロ

ボスコピーを応用して前頭断面での振動軌跡をとらえる

ことに成功した（1977〕（図 9). 

以上列記した数々の研究成績は声帯振動に関する概念

を進歩せしめたものといえよう．

その外，喉頭ファイパースコープを音声方面に応用し

て，津島は発話時の喉頭，声門の動態を観察し（図10),
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刺入きれた鉛片

音声言語医学

この種の新しい研究に道を開いた（1968）.また筋電図，

芦帯振動と空気力学， simulationによる研究など，数

多くの優れた研究が行われてきた．

これら一連の喉頭生理に関する独創的な研究は，世界

的に高く評価されて，この領野の優れた業績に対して与

えられる Gouldあるいは Garcia賞に輝いているもの

が輩出していることは（表2, 3〕，わが学会の誇りと

表 2 GOULD AW  ARD 

1957 K. Faaborg-Anderson 

1958 *F. Nakamura 

1959 ]. Pressman 

1960 van den Berg 

1961 ]. Berendes 

1962 P.乱，foore

1963 V. Negus 

1964 E. Schiinharl 

1965 R. Luchsinger 

1966 A. Martensson 

1967 *I. Hiroto 

1968 G. Kelemen 

1969 E. Sedlackova 

1970 *N. Isshiki 

1971 M. H. Hast 

1972 S. Fex 

1973 *M. Sawashima 

1974 *M. Suzuki 

1975 H. Hollien 

1976 B.羽Tyke

1977 *M. Hirano 

1978 A. Sonninen 

1979 A. Miehlke 

1980 T. Shipp 

1981 *Shigeji Saito 

1982 I. Titze 

＊印は日本人

図9前額面からみた声幣摂動（斎藤）

振動軌跡

Denmark 

Japan 

U.S.A. 

Netherlands 

Germany 

U.S.A. 

U.K. 

Germany 

Switzerland 

Sweden 

Japan 

U.S.A. 

Czechoslovakia 

Japan 

U.S.A. 

Sweden 

Japan 

Japan 

U.S.A. 

U.K. 

Japan 

Finland 

Germany 

U.S.A. 

Japan 

U.S.A. 
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図 10 喉頭ファ fパースコピーによる喉頭像とt,・,l了信号

（サウンドスペタトログヰム〕 （津島）

表 3 MAt'¥じELGARCIA PRIZE 

1968 *N. Yanagihara Japan a. P侯UJ'i微細手術

H. von Leden じ.S.A (m icrolaryngosurgery〕

*Y. Iくoike Japan b. 術中ス トロ ボス コピー

1971 H. Hollien じ.S.A (stroboscopic microsurgery〕

1974 ]. ＼へrendler D.D.R. c レーザー光線の応用

1977 B. Wyke じ K d. P侯頭機能外科

1980 P. Kitzing Sweden 

1983 *H. Hirose Japan 図 11 喉頭治療の進歩

咋日；土日本人

図 12 7fr :g：緊張iii（輪刊、甲状秋’Rf丘i'i:術〕 〈一色〕
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するところである．

(ii）喉頭疾患治療の進歩〈臨床的方面）（図 11)

外科的手段を用いて声の改善をはかろうとすること

は，声という対象が質的な要素を常に問題とするだけに

越えることのできない困難が伴っていた．ところがここ

30年間の後半になっていくつかの困難が克服され，著し

い進歩がみられた．これは医療技術の進歩によることが

多く，機能を重視した外科的処置が可能になったからで

ある．音声外科 phonosurgeryという言葉が使われだ

したのもそのためである．

全身麻酔術の進歩に助けられて，拡大鏡によって病像

の細部まで観察しながら，両手を用いて細かし、操作がで

きるようになった（喉頭微細手術， microlaryngosur・

gery (Kleinsasser, 1962）〕．

従来の間接喉頭鏡下に行う手術に比して，健康組織へ

の副損傷なしに病態を処理し，声を良くすることができ

るようになり，喉頭内手術が容易になったことは隔世の

感がある．しかも1972年頃からは，声帯の病変に対して

は手術中にも患者に発声させ，ストロボスコープを用い

て声帯の振動状態から厳密に病変の拡がりを確認しなが

ら手術を進めることも可能となった．

さらにレーザー光線の出現により，一層精巧に手術操

作を加減することができ，しかも出血が少ないので手術

の適応もひろげられている．

一色（1977）は喉頭外部から積極的に喉頭の枠組，す

なわち軟骨を外科的に操作し，直接声帯に手を加えるこ

となしに音声障害を治療する軟骨形成術を開発した．こ

れによって声帯の過緊張（たとえば声変障害〉をゆる

め，あるいは逆に緊張を高めたり（若い女性の男性化音

声〉（図 12), また声門の幅を調節したりするものであ

り，このような音戸障害を対象とする新しい機能外科的

発想（図 11d〕は世界の注目をあびているところであ

る．

2）言語の部

すでに前篇において述べたように，第二次大戦後にア

メリカから言語病理学 SpεechPathologyの概念が導入

されるにつれて，それまでわが国で行われてきたドイツ

医学的概念が次第に変わって現在にいたっている．ここ

では紙面の関係もあり，言語発達遅滞，構音障害，失語

症および吃音について，主として原因，病態に関する両

者聞の考え方の違いや概念の変遷について簡単に述べて

みたい．

( i ）言語発達遅滞

わが国が影響をうけてきたドイツ医学の圏内では，言

語障害全体を下記の 4つに大別している．

I.中枢性の言語発達障害

音声言語医学

Zentrale Entwicklungshemmungen der Sprache 

II.聴力障害に基づく言語障害

Sprachstorungen infolge von Gehor!eiden 

m.言語器官の欠陥による言語障害

Pathologie der Sprachorgane : Dysglossie 

IV.脳病変に基づく言語障害（精神薄弱，失語症，麻

痔性構音障害〉

Storungen der Sprache bei Hirnkrankheiten 

(Luchsinger u. Arnold ; 1970) 

そのなかでIのなかには次に示すようなものが含まれ

ている．

I.中枢性の言語発達障害

1）言語発達遅滞

Verzogerte Sprachεntwicklung 

2）聴唖 Horstummheit

4）先天性言語ろう

Angeborene Worttaubheit 

4〕明 Stammeln

このことから分かるように，言語発達遅滞は中枢性言

語発達障害のなかの 1群として取り扱われてきた．した

がって，このなかには難聴や精神発達遅滞，脳損傷，小

児自閉症，言語器官の欠陥に基づく言語発達遅滞は含ま

れないことになる．

従来ドイツでは3歳頃までは生理的匝が存在するとい

う考えから， 3歳すぎても言語発達が著しく遅れている

場合，すなわち verz白gerteSprachentwicklungの重症

型を聴唖 Horstummheitとよんできた.Nadolecznyは

これを「運動性」と「感覚性」に分け，後者は難聴がな

いにも拘らず言葉の理解が困難で，そのため言語発達が

おくれるとした．しかし，その実態ははっきりしなかっ

た．

英・米では運動性勝、唖に相当するものは congenital

or developmental motor aphasia，感覚性聴唖に相当す

るものは congenitalauditory imperception または

congenital aphasiaないし congenitalreceptive apha-

siaなどとも呼ばれてきたが， その後成人の失語とくに

感覚性聴唖といわれたもののなかには今日の進歩した聴

力検査法（電気生理学的検査， CT－スキャンの併用〉な

どによって，いままでは困難であった難聴の検出によっ

て解明されるものもあり感覚性聴唖ないし聴覚失認の実

態も次第に明らかにされつつある．

以上に述べたようなドイツ的分類は，言語発達遅滞の

発生原因は，医学的には言語に関係する中枢神経機構の

組織化 organizationのおくれ， すなわち神経学上の問

題として分けられたものであるが，現在わが国で行われ

ている米国式の概念は delayed speech or retarded 
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1. 身体発育不全性
2. 心因性

3. 難 聴性
4. 精神薄弱性

5. 脳性麻癖性
6. 自閉症による

7. 特発性

8. 微細脳損傷による
a.発達性運動失語
b.発達性語ろう

図 13 言語発達遅滞の分類〈鈴木昌樹による〉

speech, language retardation と呼んで，その状態像か

らとらえた広い意味をもっ症状名で，ややあいまいなも

のとなっている．そのなかにはいろいろな要因に基づく

ものが包含されている．その 1例として鈴木昌樹の分類

があげられる（図 13).

なお， 1960年頃から鈴木昌樹によって言語発達遅滞に

導入された「徴細脳損傷」 minimalbrain damageの概

念があるが，田中美郷は言語遅滞の成因，神経的メカニ

ズムを解明するに当たって，鈴木のいう脳障害の考え方

を一部のものについては認めつつも，全体としては治療

教育をも念頭において，個々の子供を発達神経学的観点

から眺め，とくに言語障害児を診るに当たっては大脳皮

質機能ないし高次神経活動に視点をおいたみかたが必要

であると考えている．したがって，そこに神経心理学的

知識を導入して中枢神経系の機能を神経学的レベルおよ

び神経心理学的レベルを含めて階層構造的に眺めてい

る．

言語発達遅滞の大半になんらかの中枢性要因が推定さ

れるという現実をふまえると，神経学的検索の果たし得

る役割は大きいものといえよう．

以上，原因，病態などを主体に考えてきたが，言語障

害のなかで「ことばの遅れ」の占める比率は全国的に増

加の傾向にあるので，臨床的，教育的方法論の一層の開

発，確立が望まれる．

(ii）構音樽害

構音障害は，話しことば（speech）の障害の一種で，

ことばの音の誤り，すなわち正しい構音ができない状態

をさす．

本学会発足より以前の時代には，構音障害の語の意味

する範囲がせまく，個々の語音（speechsound）の異常

に限って構音障害と称せられ，明として各行，各列の障

害，たとえばカ行構音障害とか，イ列構音障害とかの面

からまとめられ，各音の障害が注目され，学会に報告さ

れたものであった．

しかし，その後次第にリズム抑揚，速さなど韻律的
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1. 器質性構音障害： dysglossia

2. 機能性構音障害： dyslalia

3. 麻痔性（運動障害性） 構音障害：
dysarthria (motor speech disorder〕

図 14 構音（司IJ音〉障害

異常も構音障害の一面と考えられるようになった．

構音障害の分類は，原因によって分ける方式が一般的

で図14に示すように3つとされている．

そのうち3の麻癖性障害は，小脳障害の場合のように

麻癖ではなくて協同運動失調によるものも含まれること

から，運動障害性という言葉が1960年代の終り頃から使

われるようになっている．

従来，附として各行，各列の障害としてまとめられて

いた構音障害は，米国の言語病理学の導入に伴って調音

障害の特性を聴覚的，音響学的特性としてとらえ，一様

に機能性障害として一括されるようになった．そして障

害の原因として知能，言語能力，教育成果，精神的成

熟，兄弟姉妹関係，社会経済的階級，性別などの要因が

導入されるようになった．

しかし，行や列カミら障害をとらえることは日本人にと

っては便利な分類であり，すてがたい面がある．

1965年頃より麻痔性構音障害の問題がとりあげられる

ようになり，神経学の進歩と相まって中枢神経系の各部

位の障害，つまり仮性球麻庫，球麻捧，小脳障害，パー

キンソン病など異なった部位と，それらの場合の構音異

常のパタンを対比してみることが，聴覚的評価のレベル

および運動解析のレベルから注目されるようになった．

運動解析の方式が1970年代以降さらに進歩し，最近で

は言葉を個身の語音およびそのつながりとしてみるみか

たが定着してきている．

口蓋裂：器質的構音障害のなかで頻度の大きいものに

口蓋裂がある．

本学会の発足した頃には，その手術療法として口蓋の

両側に粘膜骨膜の減張切開（Langenbeck）をおき，口

蓋裂縁を切開して縫合し，銀線で両側より中央にひきよ

せて円盤で固定するとし、う単純な方法がとられていた．

また手術年齢は5歳以上の学齢期のものが多かった．

しかし，その後麻酔学，形成外科の進歩はめざまし

し手術手技にも幾多の改良が加えられて，今日の大勢

はいわゆる口蓋粘膜後方移動法（pushback）が行われ

ている．

また，手術年齢が l～2歳に引き下げられたばかりで

なく，術前から言語治療土によって治療計画が樹てら

れ，術後の治療，訓練も症例に応じて系統的に行われる

ようになったので，今日では口蓋裂の凡そ80%のものが
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就学前に正常またはほぼE常の言語を習得するようにな

った．

その成績は世界一流といわれているが，組織的チーム

アプローチに負うところが甚だ大きく， 30年前とは隔世

の感がある

(iii）失語症

本学会の発足前後の頃には失語症，失認，失行などの

課題が，精神神経科医，内科医（秋元，三浦，井村，大

橋， f中中ら〕によって研究され， W ernicke-Lichtheim 

の失語図式に基づいた失語症候の分析（たとえば仮名，

漢字障害の不離現象〉や，また， Headや Goldsteinの

失語症検査の紹介と利用，あるいは症例報告が行われ，

それによって脳の病巣の解剖学的検索と大脳半球優位性

などのテーマが興味の対象として研究されていた．また

Penfield & Robert (1957）は大脳皮質を電気刺激する

方法によって言語野の同定を行っていた．

1960年代に入ると，海外とくに米国から実証的色彩の

濃い言語病理学が紹介され，失語症の検査，評価法，治

療・訓練法などの知識が熱心に導入されるとともに，こ

れが日本的に開発されるようになった．

この時期にとりわけ重要な影響を与えたのは， Schuell

らの失語症観や臨床研究の成果である．日本語の特性を

吟味して作られた「シュール 笹沼失語症検査」（1963)

は後に老研版「失語症鑑別診断検査」と呼ばれるように

なるが， Schue IIの治療・訓練の原理である刺激法とと

もに全面的にうけいれられて，今日にし、たるまで失語症

の言語治療の核となっている

1970年代になると，「標準失語症検査」（1976)(Stan-

<lard Language Tεst for Aphasia, SL TA〕も出版さ

れ，多数のリハビリテーションセンターで使われるよう

になった．これらの検査は失語症のタイプ，重症度の判

定，障害構造の検索に必要である．

これらとは別に， 日常生活場面におけるコミュニケー

ション能力の評価をすることも失語症患者の治療上必要

であり，それに適した「コミュニケーション ADL検査」

(CADL）“Communicative Abilities in Daily Living” 

の開発が始められている．

このようにして評価，検査渋はより多角的，より包括

的な失語症像をとらえようとして改善の努力が続けられ

ている．

これら検査法の開発と並んで，失語症の病態機構につ

いての研究も活発に進められたが，最近は CTスキャ

ン，核磁器共鳴（NMR)CTが広く用いられるにつれ，

脳の言語中枢のみならず，脳の色々な領域の機能レベノレ

と言語機能との対応関係を調べる研究も注目を集めつつ

ある．

音声言語医学

1963 鹿教湯11寺院 専従職員配置

〔S.38〕

1969 23施設 71名

cs目 44〕

1982 167施設 364名

〔S.57〕

図 15 失語症治療の実脆状況

最後に治療・訓練法に関しては， 1970年代には次第に

多様化，個別化の兆しをみせ，失語症状の特定の側面

（仮名文字障害，構文障害など〉に働きかける特殊な訓

練も工夫されるようになった．

その他，言語の運用そのものを促進することをねらっ

たアプローチや，従来治療対象からはずされていた右半

球機能（韻律の処理機能や視空間認識機能〉の役割を仮

定した治療メロディク・イントネーション・テラピー，

視覚的コミュエケーションなどの開発が盛んに行われて

L、る．

Pハピリテーション施設と失語症治療の実施状況．社

会情勢の安定と失語症への関心の高まりにつれ， リハビ

リテーション施設が開設されるとともに失語症治療のた

めの専従職員も置かれるようになった．

1963年（昭和38年〉頃にはじまり，鹿教湯温泉病院を

皮切りに，伊豆韮山温泉病院，七沢病院などつぎつぎと

失語症の言語治療施設が開設された（図 15).

(iv） 吃 音

吃音についてはすでにパヒツレスに記載がある程古くよ

り観察され，その症状に関してはすべてが研究しつくさ

れた観がある．それにも拘らずその本態については，医

学，精神科学，心理学など進歩した今日でも科学的根拠

をもっ妥当な説は見当たらない現状である．

わたくしが音声言語医学を学びはじめた1935年〔昭和

10年〉頃は，吃音の成因を説明するものとして Kuss-

maul-Gutzmann の痘撃性調節神経症説（sp呂stische

Ko-ordinations neurose）や Hoepfner-Froschelsの連

合性失語症説（associativeAphasie〕などがあり，何と

なく解決がついたような気持でいた．この説は今日でも

伝承されている．

その後， Freudはじめ幾多の人々の心理学説が現れる

につれ， 「言語は本質的には心理的である」として現代

では心理学的に説明される傾向にある．しかし，なお未

解決な問題を残したまま今日に及んでいる．

わたくしは心理学を尊重するものであるが，同時にそ

れと並んて急速に進歩しつつある医療技術や高度技術な

どを応用して医学的にも本態を追及することをあきらめ

てはいけないと思う． 1例として頭部外傷，脳出血後遺

症にみられる吃音などを対象として新しい高度医学技術
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を応用した脳病理学的検索などは，その本態にせまる 1 したりするような状態」と定義したうえで，障害の分類，

つの突破口にならないだろうかと考えている． 検査法，症状などに説き及んで、いる．

吃音の問題は，「言語行動の正常メカニズムとは何か」 長沢泰子らは1962年（昭和37年〉に難聴児や言語障害児

を間い直す本質問題にかかわっているだけに，まことに を対象とする特殊学級が認可されてから10数年を経て各

興味ある課題である． 地に相談機関や訓練機関が設立され，学級数も大きく増

4. 日本音声言語医学会発足後における文教

方面における聴覚・言語障害への取り組み

本学会発足以前の状況については前篇で述べた．

1958年（昭和33年〉になると文部省は難聴学級の設置を

促進する姿勢をみせるようになり， 「学校保健法」を制

定して児童の就学時の健康診断，それに対する学校の措

置が規定されるにいたった．この頃になると毎年のよう

に各地に難聴特殊学級が増設されていったが，1960年（昭

和35年〉に岡山大学耳鼻咽喉科の高原滋夫の尽力によっ

て岡山市山下小学校に開設された難聴学級とことばの教

室はその設備などの点で注目されるところとなった．

このような情勢下にあって文部省は難聴学級の必要を

吟味し，オージオロジーの進歩，補聴器，聴能訓練機器

の開発改善などに基づいてろう学校のなかに難聴学級が

編成されるにいたった．また1962年（昭和37年〉に「言語

障害特殊学級」を公認するに及び学級（指定校，実験学

級〉は急増していった．

やや降って1965年（昭和40年〕文部省から「心身障害児

の判別と就学指導」が発行されたが，そのなかの「言語

障害者」の節では，言語障害を「その社会の普通一般の

聞き手にとって，話の内容に注意、が惹かれるのと同じ程

度に，あるいはそれ以上にことばそのものに注意をひか

れてしまうような，異常な話し方をする状態およびその

ために本人がひけ目を感じたり社会生活に不都合をきた

その他4.2% 

a：障害別割合

図 16

加したとして， 1978年（昭和53年〉に全国の難聴・言語障

害学級を対象としてアンケート調査を行っている．その

結果を図16に示す．これによって障害別の割合（図16-a)

と対象児童の年齢層（図16-b）を知ることができょう．

なお， 1984年〔昭和59年〕の文部省特殊教育資料による

と，全国の「言語治療教室」 「難聴学級」設置幼・小・

中学校の数は1,419学級であり．児童・生徒数は7,923名

となっている

5. 日本音声言語医学会発足後における音声

言語の研究施設ならびに学会の創立

1 ）研究施設

聴力および言語障害を対象とする，わが国はじめての

専門サーピス機関である国立ろうあ者厚生指導所（国立

聴覚言語障害センターの前身，今日では国立身体障害者

リハビリテーションセンターのなかに包括される〉が，

1958年（昭和33年〉創設された．この施設のなかには1971

年（昭和46年〉にいたり付属聴能言語専門職員養成所が

開設されている．

厚生指導所の開設される頃より約10年間は，とくに新

進気鋭の俊秀がアメリカに留学し，新しい知識を吸収し

て帰り，今日のわが国の言語治療士の先駆となり言語病

理学の発展に貢献した．

Martin F. Palmer (WHO顧問）が1960年〔昭和35年）

厚生省の招鳴によりアメリカより来日， 1ヵ月間にわた

中学生以主 5.8% 

( 1, 23li,) 

N ,=21, 290名

b：年齢層別対象児の割合
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り日本各地の聴覚，言語障害者に対するリハビリテーシ 独・欧的な音声言語医学は事柄の本態や原因をあくま

ョンの状況を観察し，多くの貴重な勧告をわが国にもた で詮索，究明して基礎づくりをしていくとし、う傾向が自

らした． 立つのに較べて，米国流の言語病理学では現象をそのま

専門研究施設としては， 1963年（昭和38年〉には東京学 ま大きくとらえ，対策の実践とその最終目標であるリハ

芸大学に言語指導研究施設がおかれ，つづいて1965年（昭 ピリテーションをめざしている．

和40年〉には東京大学医学部に学際的研究を目ざして音 元来，基礎的研究面と治療訓練の実践面とは表裏一体

声言語医学研究施設が開設された．後者は，はじめ一部 をなすべきものであり，両者が助け合ってそこに前進が

門（科学部門〉でスタートしたが， 20年後の今日では生 賓らされるものであろう．

理学部門，同病理部門を加えて 3部門構成となり研究活 われわれは独・欧および米国両者の長所をよく理解す

動を行っているが，このような学際的研究施設は世界で るに努めるとともに，それを融合させていくならば，わ

も類のない独特なものと思われる． が国独自の研究，治療両面でパランスのとれた新しい音

2）各種研究会，関連学会の発足 戸言語医学が育っていくものと考える．

戦後における急速な学術の進歩に呼応して多くの専門 これは障害者の回復と福祉に一層貢献するものと信ず

分野が展開して，はじめは興味を同じくする人々が集ま る次第である．

って研究会をつくり，これが次第に成長して独立した学

会として発展をみている．

まず，日本リハビリテーション医学会が1963年（昭和

38年〉につくられたが， 1975年（昭和50年〉には日本聴

能言語土協会が結成され，つづいてその翌年に日本口蓋

裂学会， 1982年〔昭和57年〉に神経心理学会，その翌年

に日本失語症学会が発足している．

これら学会がつぎつぎと誕生してくる状況からも，時

代の流れと斯学の発展の様子をうかがし、知ることができ

ょう．

6. まとめ

1. 1956年（昭和31年〉に日本音声言語医学会が発足し

て以来30年を経だ．その間に学会の果たした役割は大き

いものがある．それは会員諸氏の続けてきた真剣な努力

と，学会向上のため尽くされた歴代会長の配慮に基づく

ものである．

2. 出発当初会員数日名，演題数12であったが， 30年後

(1965竿（昭和60年〕〉にはそれぞれ1,261名， 126題と増

力日しTム

3. 学会内に組織された発声機能検査，言語障害検査お

よび社療問題に関する検討委員会の活動は，学術の進

歩，社会医療への進出に大き〈貢献した．

4. 音声の領野では主として喉頭の生理，喉頭疾患治療

の問題をとりあげ基礎的研究，治療法の進歩について述

べた．言語の領域では言語障害（言語発達遅滞，構音障

害，失語症，吃音〉についてその概念の変遷などについ

て述べた．

5. わが国に古くから伝承されて主流を占めていた独・

欧の Stimm-und Sprachheilkunde に，戦後米国から

言語病理学 SpeechPathologyが大幅に加わった．

両者は何となく互になじまない点がある．

第30回日本音声言語医学会記会を主宰されるにめたり，名誉

ある記念講演を行う機会をあたえて下さった斎藤成司会長に対

し深甚なる謝意を表する．

なお，講演について種々ご教示とご協力を賜わった青木孝

雄，伊藤元信，今井秀雄，内須川流，大西信治郎，神山五郎，

勝木保次，斎藤収三，笹沼澄子，津島政行，柴田貞雄，菅乃武

男，菅原広一，田中美郷，戸塚元吉，新美成司，里子村恭也，庚

瀬肇，福田宏之，森田守，宮崎靖子氏ら各位のご好意に対

して衷心より感謝申しあげる．
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音声外科最近の発展

音声外科最近の発展は医学あるいは外科一般の概念

の変化を表すと同時に，それぞれの時代の技術と密接

にかかわっている．

外科一般についていえば戦前は摘出外科が外科の主

流であったが，戦後は手術成績の向上に伴い，また社

会的要求もあり，機能外科，あるいは社会復帰を考慮

した外科へと志向して行った．さらに顕微鏡下手術が

普及し，聴力改善を目的とする鼓室形成術，血管の顕

微鏡下吻合による大組織，器官の移植へと発展して行

った．加えるに，生体埋没材料の発展も外科全般に画

期的変革をもたらした．もちろん，炎症の問題をほぼ

コントロールできるまでに抗生物質などによる治療が

進歩したという前提があってのことであったが．

こういった背景のもとに音声外科も戦前とは比較に

ならないほどの進歩を示したが，他の領域たとえば聴

覚改善外科，心臓外科，肝臓外科と比較すれば，むし

ろそのテンポは遅かったともいえる．それには発声器

官独自のむずかしさがあったためである．例記すれば，

1）声帯に手術侵襲を加えれば癒痕を残し，疲痕で声

帯粘膜移動性を傷害すれば，声帯振動に決定的悪影響

を及ぽす， 2）声帯運動を支配する反回神経はいった

ん麻揮すると，ほとんど神経吻合などは無効であり喉

頭移植など断念せざるを得ない，等々である．

こういった種々の制約下に音戸外科（phonosur-

gery : von Ledenの命名）は進歩発展してきた．以下，

項目別にまとめている．

1.喉頭顕微鏡下手術Laryngomicrosurgery

従来，声帯ポリープなどは間接喉頭鏡下に鉛除され，

かなりの技術を要したが，喉頭直達鏡の改善により全

麻下顕微鏡の使用が可能となり誰でもが正確に手術を

f子えるようになった. (Kleinsasser 1964,1968, Scalco 

et al. 1960, Saito et al. 1966），その後，麻酔方法にも

種々の改善が試みられ（neuroleptanalgesia; Eickhoff 

1970, oxygenjet ; Thomson et al. 1971）またストロボ

スコピー下の手術も行われた（Saitoet al. 1975）.そ

の後も，釦子など器械の改良，アプローチの改良が数

多くなされた（Hirano1975, Bouchayer 1986). 

2. レーザ外科LaserSurgery 

C02レーザが組織を蒸化evaporateし，比較的出血

が少なく疲痕も軽度ということで，ラリンゴマイクロ

京 都 大 学 名 誉 教 授 一 色 信 彦

と併用され，普及した（Strongand Joko 1972他）．

その後各種のレーザーが開発されたが，声帯ポリープ

などの手術には，未だ C02レーザに優るものはないよ

うである．

3.声帯注射Corda!Injection 

声帯注射は 1911年 Bruningsが声帯麻癖にパラフ

ィンを用いたことに始まるが，その後，注入物の副作

用をなくすため，種々の材料が試みられてきた．

Arnold 1963はテフロンを用い，その後多くの追試者

により普及して行った．わが国ではシリコンもかなり

広く用いられてきた（Suzuki1968, Westhues 1971). 

その後，乳房再建に用いられるシリコンパッグの合併

症がマスコミに取りあげられ，これは合成物質の使用

はかなり抑制され，製造中止という事態も起こった．

代わって生体物質であるコラーゲンが注目されたが

(Fordら1986），吸収がやや早いという欠点もあり適

応が限定される面もある．さらに autograftとして脂

肪の注入も行われ始めている．

薬効を目的として浮腫様声帯にケナコルト（ステロ

イド懸濁液）局注は広く行われているがspasmodic

dysphoniaけいれん性音声障害に対し米国で

Botulinum toxinの声帯局注も行われ，声帯運動の抑

制も試みられている. (Blitzerら1986,).

4.喉頭枠組手術LargngealFramework Surgery 

片側麻癖声帯を正中位近くへ移動する手術について

はPayr1915はじめ多くの試みがなされたが，喉頭枠

組を変形させることで声帯の位置，緊張度を変える手

術が系統的に開発され，声帯麻埠，萎縮，戸の高さの

異常に応用され徐々に普及して行った (Isshikiet al. 

1974他）．

5.喉頭全摘後の音声回復手術

浅井 1963,Conley 1969，らの気管食道ないし気管咽

頭痩による代用音声手術は誤瞭防止を主目的として

種々の改良手術が報告された（Amatsu1989）.その後，

同痩孔に人工的valveを装着する手術が広く行われる

ようになった. (Panje 1981. Singer 1989，など）．

6.けいれん性発声障害に対する手術

Dedo 1976が片側反回神経を切断，ある程度の効果

が得られたが，再発率がかなり高く，犠牲が多きすぎ

るなどの問題があり， Botulinumtoxinとか，内転筋
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の選択的切断，甲状軟骨形成，電気刺激など種々の方 にもなされた（Kojimaら1991)

法が試みられて来た．どの方法も未だ再発なく 100% 10，ファイパースコープ下手術

有効とはいかない． 喉頭鏡にファイパースコープが応用され，喉頭所見

7.神経筋移植 NerveMuscle Transplant は格段に正確に把握できるようになった．各種喉頭

麻痩声帯の再運動化を目的として種々の神経吻合 ファイパースコープ下に声帯ポリポトミーなどの手術

(Mielke 1985など），筋神経移植（Takenouchiet al. を行う試みも臨床応用という実用段階に入っている

1968, Tucker et al. 1971）などが試みられた．理論的 (Isogaiら1991，野々 村， Kojimaら1991）ファイパ

には成功しそうに思えるが，臨床応用可能な段階にま ースコピー下手術が消化器手術などで日常化している

てる至っていない． 現在，その領域の手術は他科での進歩とも互いに影響

8.粘膜移植 MucosaGraft しつつ，さらに発展するものと思われる．

声帯粘膜の痕痕化したものは最も難治疾患の一つだ 現在医学では単に生命を永らえるのみではなく，ホ充

が，粘膜移植は今後なお検討に価する課題といえる 実した人生をグつまり Qualityof Lifeを高めるのを目

(Okamuraら1987,Isshikiら1991)また仮声帯を変 標とするようになった．この意味で音声外科の果たす

位させ声帯の代用とする試みもなされた（Fukudaら 役割は大きしますます発展するものと思われる．（紙

1986). 面の都合で主要な業績も割愛せざるを得なかったこと

9.声帯再運動化 VocalCord Remobilization をお詑びします．）

前筋のスイッチによる声帯再運動化の試みが臨床的
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世界の音声医学

1，はじめに

“世界の音声医学”とは大変なタイトルである．数冊

の本のシリーズを書くこともできる．ここでは（1）世界

の主な地域における音声医学の担い手，（2）世界の音声

医学の進歩発展に貢献した，あるいはしている主要な

組織，機関など，（3）現在と将来の音声医学における重

要なトピックス，の 3点について要点だげを記す．こ

こでの音声とは Voiceを意味する．当然のことだが私

の見聞，知識には限界がある．その限界の中での記述

であることもお断りしておく．

2，音声医学の担い手

音声医学の担い手が医師・医学者であるのは当然の

ことであるが，医師・医学者だけでは不十分である．

Speech pathologistとspeechscientistが加わらない

と，音声医学は十分に進歩発展しない．声楽家など声

を使う専門職の人達の参加も望まれる．残念ながら世

界のどの国も，音声医学に関しては，質量ともに十分

な医師・医学者， speechpathologist, speech scien-

tistを持つてはいない．

アメリカでは，音声医学に貢献する speechpatholo-

gistとspeechscientistはかなり多い．声楽の先生で

貢献している人もいる．しかし医師・医学者は，最近

増えつつあるものの，まだ十分ではない．音声医学を

担う医師・医学者は，ほとんどが耳鼻咽喉科医である．

ヨーロッパの多くの国では医師・医学者， speech

pathologist, speech scientistのいずれもが音声医学

に携わっている．しかし問題はある．音声医学を担う

医師・医学者は phoniatricianで，耳鼻咽喉科医ではな

い国がほとんどである.Phoniatricianは音声言語障

害だけを専門とする医師である．その数は非常に少な

い．また耳鼻咽喉科医と良い協力関係を持たない国が

多い.Speech pathologistはlogopedistと称され，平

均的にはアメリカの speechpathologistに比べると，

教育，研修の面で劣る．

日本では音声医学の主な担い手は耳鼻咽喉科医であ

る．音声医学に携わる耳鼻咽喉科医は，全耳鼻咽喉科

医の中では多くはないが，アメリカやヨーロッパで音

声医学に携わっている医師よりは多い．しかし医師の

ほかでは，小数の speech scientistとごく小数の

久留米大学医学部 平野 実

speech pathologist，声楽の専門家だげが音声医学を担

っている．

3，音声医学の進歩発展に貢献した組織，機関など

1 ) William and Harriet Gould財団とグールド

賞

1957年にシカゴの Northwestern大学でTheFirst 

International Voice Conferenceが開催された.Wil-

liam and Harriet Gould財団の主催で，会議を組織し

たのは Hansvon Leden博士であった．この財団は富

豪Williamand Harriet Gould夫妻からの寄付金で設

立され，喉頭科学・音声医学の研究を援助することを

目的とするものであった．

この会議においてグールド賞が設定され，喉頭科学

の基礎的研究で優れた業績をあげた学者に，毎年1人

この賞を与えることになった．

受賞者は 4人の国際選考委員によって選ばれ， 1983

年までに 27人の学者に授与された（表1）.私は 1980

年の受賞者選定から，この国際選考委員をつとめた．

日本とアメリカが7人ずつで，最も多くの受賞者を出

している.1984年以後は受賞されてなしグールド賞

はなくなった．

2 ) Voice Foundation 

1972年にニューヨークでWilburJames Gould博

士によって設立された．この Gould博士は，前述の

Gould賞とは全く関係ない.1990年まで理事長をつと

めた. 1990年に理事長は RobertThayer Sataloff博

士に引き継がれ，事務所もフィラデルフィアへ移転し

た．

The Voice Foundationは声の研究を支援する非営

利財団で，毎年

いう 5日間のシンポジウムを開催している．その内容

を1986年までは Transcriptsとして発刊した. 1987 

年からは機関誌Journalof Voiceを発刊して，シンポ

ジウムで発表された論文と，一般投稿の論文も掲載し

ている．

また， 1980年から声の基礎的研究について Vocal

Fold Physiology Conference (VFPC）をほぼ2年に

1回開催し（表 2），その内容を本にして出版している．

VFPCは，声の研究が学襟領域の研究である，という
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表 l グールド賞受賞者

1957 K.Faaborg-Andersen，デンマーク 1971 M.H.Hast，アメリカ

1958中村文雄，日本 1972 S.Fex，スウェーデン

1959 ].].Pressman，アメリカ 1973津島政行，日本

1960 J.W.Van den Berg，オランダ 1974鈴木理文，日本

1961 J. Berendes，ドイツ 1975 H.Hollien.アメリカ

1962 P.Moore，アメリカ 1976 B.D机Tyke，イギリス

1963 V.Negus，イギリス 1977平野実，日本

1964 E.Schoenhaerl，ドイツ 1978 A.Sonninen，フィンランド

1965 R.Luchsinger，スイス 1979 A.Mielke, ドイツ

1966 M.Martensson，スウエ一デン 1980 T.Shipp，アメリカ

1967慶戸幾一郎，日本 1981斉藤成司，日本

1968 G. 

1969 E.Sedlacl王ova，チエコスロノfキア 1983 J.E.F.Sundberg，スウエ一テ0ン

1970一色信彦，日本

表 2 Vocal Fold Physiology Conference 

開催時期 場所 主催者

第I回 1980.1 久留米（日本） 平野実

第2回 1981.6 恥fadison（アメリカ） J.H.Abbs, D.Bless 

第3回 1983.5 Iowa （アメリカ） I.R.Titz巴 RScherer 

第4回 1985.6 New Haven （アメリカ） K.Harris,C.Sasaki, T.Baer 

第5回 1987.1 東京（日本） 斉藤成司

第6回 1989.7～8 Stockholm （スウェーデン） B.Fritzell, J.Gauffin 

第7回 1991.7 Denver （アメリカ） LR.Titze 

第8回 1994.4 久留米（日本） 平野実，藤村靖

第9回 1995.5 Sydney （オーストラリア） P.Davis, N.Fletcher 

認識に基づいて始められた closedの会議である．声に 者のケアを十分にできるだけの専門家を育成したい，

関する異なる専門領域から選ばれ，指名された研究発 という目標を揚げて作業が続けられている．固によっ

表者と討論者が，通常3日半缶詰めで，いくつかのト て諸々の事情が非常に違うので，実際に効果をあげる

ピックスについて議論を極める会議である．声に関す には多くの困難がある．

る研究を深め，国際的学際的な交流を促進するのに大 4) 国際音声言語医学会（IALP）音声委員会

きな貢献をしている． 1986年，東京で第 20回国際音声言語医学会議が開

3) 世界耳鼻咽喉科学会連合(IFOS）“声のケア” 催されたときに， IALPに音声委員会 VoiceCommit-

委員会 teeが設置され，私が委員長に任ぜ、られた．世界各地か

IFOSの行事として行われる世界耳鼻咽喉科学会議 らの 12名の委員と 4名の相談役を選定して委員会活

が， 1973年べニスで開催されたとき lこ，

Voice，，の委員会を設置することが決められた．委員長 センサスの形成を，当面の大きな目標としている．

にはアメリカの Hansvon Leden博士が任ぜられ，世 その活動の成果の一部は， 1989年プラハで行われた

界各地域から委員が選ばれた．アジア地域からは私が 第 21回国際音声言語医学会議で，私がOfficial

委員として参加した. 1989年に委員長はドイツの Report ”Objective Evaluation of Voice. Clinial 

J uergen Wendler教授に号｜き継がれた． Aspects，，として報告した．その内容は Folia

音声障害に関心をもっ耳鼻咽喉科医は，世界的に少 Phoniatrica 41巻に掲載された．また， 1988年ノ、ノー

ないので，この状態を打破して，世界中の音声障害患 パーでワークショップを行って，その成果を Journal
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of Voice 6巻2号（1992年）に掲載した．

5) 日本音声言語医学会音声委員会

1975年に設置された．詳細は本誌の音声委員会の報

告をご覧いただきたい．

6) ヨーロッパ音声言語科医ユニオン（UEP）音声

委員会

ヨーロツパの多くの国々では，音声言語科医

phoniatricianが耳鼻咽喉科医とは別の専門家として

存在する．その人達の組織がUEPである.UEPにも

音声委員会があって，戸の検査法の標準化について活

発に作業をしている．現在委員長は HarmSchutte博

士である．

7 ) IALP Manuel Garcia賞

1968年から， IALPの機関誌PholiaPhoniatricaに

優れた論文を掲載した人を 3年に 1人（または 1組）

選んで， ManualGarcia賞を与えている（表3）.表3

でSawyer以外は音声に関係のある論文への授賞であ

る．

8 ) World Voice Consortium 

1994年に組織され，声のケアや研究を促進し，教育

と情報伝達を計り，声に関する会議を開催あるいは共

催することを目的としている．第 1回の国際会議が

1995年4月9～13日ポルトガルのオポルトで開催さ

れた．

9) 世界各地の VoiceFoundation, Voice Sympo-

smm 

ニューヨークの VoiceFoundationとその主催する

シンポジウムの輝かしい成果が刺激となって， 1980年

後半頃から世界のあちこちでVoiceFoundationが設

立され（たとえばTheBritish Voice Foundation, 

Pacific Voice and Speech Foundationなど），また，

Voiceに関する多くの Symposiumが行われるように

なった．

今や音声の研究と臨床は世界的にブームになってい

る．

4.音声の研究の主要なトピックス

1) 声帯の振動と振動体としての構造

声帯の振動のしかたを初めて詳細に観察したのは，

1938年にアメリカのベル研究所で，振動中の人の戸帯

を超高速度映画で撮影したときであった．その後，超

高速度映画やストロボスコープを用いて，声帯振動の

研究が進んだ．最近ではX線ストロボスコピー，高速

ディジタルイメージングも研究に用いられている．ま

た臨床的には，ビデオストロボスコピーが日常臨床に

用いられるようになった．

声帯振動の研究の進歩に伴って，声帯の構造につい

表3 Manu巴1Garcia賞受賞者

1968 柳原尚明・小池靖夫，日本

H.von Lε，den，アメリカ
1971 H.Hollien，アメリカ

1974 J. Wen dler，東ドイツ

1977 B.Wyke，イギリス

1980 P.Kitzing，スウェーデン

1983 康瀬肇，日本

1986 H.K.Schutte，オランダ

1989 DJ .Sawyer，アメリカ

1992 T.Hacki，ドイツ
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1995 吉田義一，日本： M Boucheyer•G.Cornut，フラ

ンス

て，振動体という観点、からの研究が進歩した．声帯の

層構造と，声帯縁近辺の軟らかい粘膜との重要性が，

広く認識されるようになった．また解剖学的，生理学

的データーに基づいた，声帯振動のモデルに関する研

究が非常に進歩している．

2) 声の発達と老化，それらの解剖学的，生理学的

背景

子供や老人の声が成人の声とどのように違うのか，

その違いはどのような解剖学的，生理学的な背景によ

って生ずるのか，についての研究が進歩している．ま

た，老人の音声障害に対する対策も大きな研究課願と

なっている．

3) 声の調節

声の基本周波数，音圧レベル，音色を調節するメカ

ニズムについての研究が著しく進歩している．内外喉

頭筋の働き，呼気圧や呼気流，声道の形態，声門音源

と声道のカプリング，について多くの知見が得られた．

筋電図，空気力学的測定，画像の観測，動物モデルや

コンピュータを使つてのシミュレーション・モデルな

どが駆使されている．声区，ピプラート， singer’sfor-

mantなど歌唱における声の調節についても，かなり

のことが分かつてきた．歌声における微妙な音色の調

節については，将来の研究に待つところが多い．

4) 発声の神経調節

喉頭筋など発声に関与する筋のはたらきの神経調節

のメカニズムは，研究者の興味を非常にそそるトピッ

クである．人間のあらゆる随意運動の神経調節と共通

の課題をもっ分野であり，広くは神経学の重要トピッ

クでもある．

喉頭の運動神経，知覚神経，自律神経，神経伝達物

質，神経筋接合部，筋紡錐などについての研究が非常

に進み，多くの知見が得られている．中枢では，延髄
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レベルについてはかなりのことが分かつてきたが，そ

れより中枢の脳幹レベル，さらに大脳や小脳について

は今後の研究に待つところが多い．

5) 声帯疾患の病理と病態生理

声帯疾患の病理と病態生理について，発声のメカニ

ズムの障害という観点からの研究が， 1970年代に日本

で非常に進歩した．その後多くの国で関心が高まって

いる．

6) 声の評価法，発声機能検査法

声の評価法，発声機能検査法についての研究は，世

界的に多く行われ，非常に多くの方法が報告されてい

る．そして各施設が独自の方法を用いている．一つの

国の中で，できれば国際的に，同じスタンダードの評

価法，検査法を用いるようにすることが望ましいので，

前述の IFOS,IALP，日本音声言語医学会， UEPなど

で，この方向を目指しての努力が行われ，そのための

研究と協議が積み重ねられている．また声の音色の評

価法について，研究の進歩が待たれている．

7) 音声外科

音声外科という概念の始まりは， 1960年代のアメリ

カに認められる．しかし当時はほとんど注目されなか

った.1970年代に日本で集大成され， 1980年代に世界

に広まり，大変なブームを呼び起こした．音声外科と

は声を取り扱う手術，多くの場合声をよくする手術に

関する専門分野である．手術の技術的な進歩だけでな

く，各術式の理論的背景の研究，対象とする疾患の形

態的，病理的，病態生理的研究の進歩が裏付けとなっ

音声言語医学

て，非常に発展した．声帯の痕痕，声帯溝症，痘撃性

発声障害，無喉頭に対する音声外科が，未解決の大き

な課題である．

8) 音声治療Voicetherapy 

音声治療はアメリカの speechpathologist，ヨー

ロッパの phoniatricianとlogopedistによって，技術

的には非常に進点している．多くの方法が考案され，

用いられて効果をあげている．それぞれの方法の治療

生理学的裏付けや理論的背景については，今後の研究

に待つところが大きい．

5.むすび

世界の音声医学の発展に，日本音声言語医学会の会

員が，将来どのように貢献できるかについて一言触れ

てむすびとする．

医師・医学者に関しては，質量ともに世界のどこの

国よりも恵まれている．要は目を世界に向けることで

ある．国際学会，国際誌に研究の成果を発表するだけ

でなく，国際組織の中でも主導的役割を果たす人達が

増えて欲しい．

Speech scientistに関しては質は大変すぐれている

が，量が少ない．より多くの人達の参加が切望されて

いる.Speech pathologistについては，資格制度の問

題もあってか，恵まれた状態には程遠い．音声医学の

分野で，国際的に貢献する日本の speechpathologist 

が現れ，増えて行く日を期待している．声楽の専門家

など，その他の声の専門職の人達の貢献についても，

将来に夢を求めたい．
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1. はじめに

わが国に音声医学が導入されたのは，比較的近年の

ことであるが，それ以降の短期間のうちに，わが国の

音声医学は著しく発展し，今日では世界をリードする

地位を確立するに至っている．このように急速な発展

を遂げるにはそれだけの理由があったのであって，そ

の一つは恐らし音声医学が臨床医学の一環として位

置づけられたことであろう．これによって，多くの医

学者が積極的にこの分野にかかわることになったし，

健康保険診療報酬体系の恩恵を受けることもできたの

である．

このことはしかし，日本の音声医学にかなりユニー

クな性格を与えたように思われる．日本の「音声医学J

に該当する学問分野としては，たとえばヨーロッパの

phoniatrics （音声治療学）があげられるが，この分野

は古くから，声楽教師や voicetrainerが中心となって

活躍してきた分野であって，医学研究者が関与するよ

うになったのは比較的最近のことである．間接喉頭鏡

検査法を発明した ManuelGarciaも，実は声楽教師で

あった．

一方，アメリカにおいては，日本の「音声医学」に

該当する学問分野は独立には存在せず，speechpathol-

ogy（言語病理学）の一領域として扱われている．当然，

この分野で主役を演じてきたのは speechpathologist 

やspeechscientistであり，医学者の関与は著明では

なかった．もちろん，「音声医学」がきわめて学際的な

領域であり，多くの専門領域にまたがる知識技術を必

要とすることは事実であるし，また実際，わが国にお

いても工学系はじめ非医学系の研究者の貢献が大きか

ったのであるが，ヨーロツノf，アメリカに比べて，わ

が国では医学系研究者の活躍がめだ、ったことも，事実

といってよいであろう．

こうした医学系研究者のうち，音声医学の確立のた

めに特に影響が大きかったのは，瀕田琴次（東大）な

らびに林義雄（慶応大）の両先達である．楓田は日耳

鼻宿題報告「発声機構と語音調節に関する実験的研究」

(1939）のほか，多数の執筆・講演によって音声言語

医学に関する啓蒙を行ったし，林は，耳鼻臨床誌33巻

～35巻にわたって連載された講座「音戸言語医学Jを

徳島大学医学部 小池靖夫

はじめ多くの著述によって，耳鼻科医のこの分野に対

する関心を惹き起こしたのである．

このようにして次第に高まってきた音声言語医学へ

の関心を背景にして，日本音声言語医学会が設立され

たのは 1956年であるが，その後わが国の音声医学はめ

ざましい発展を遂げて今日に至っている．その経年的

発展の歴史については，切替教授による優れた記述が

あり，本誌にも再録されているので，ここでは少し視

点を変え，主要な研究手段に関して，わが国における

音声医学の先達たちの足跡を振り返ってみたい．

2.声帯振動に関して

戸帯振動に関する研究業績のうち，第ーに挙げられ

るべきものは切替（東大： 1943）のストロボ映画によ

る研究であろう．単に声帯振動像を観察したというの

ではなく，振動画像の定量的解析まで行い，声区によ

る振動様式の違いを示したこの業績は，当時の技術水

準からみれば驚くべきものである．続いて広戸（久留

米大： 1966）の高速度映画による研究があげられる．

振動時における粘膜変形の関与の重要性を指摘したこ

の研究は，その後の声帯振動研究に大きなインパクト

を与えた．

こうした知見に，組織学的研究成果を重ねて作り出

された平野（久留米大： 1975）の Body-covertheory 

は，その後の研究，特に声帯振動モデルによる研究に

大きな影響を与えた．振動モデルを利用する発声機構

の研究は，通信工学の分野などで古くから行われてお

り， Wege!(1930), Flanagan (1958）らのモデルが有

名であるが，日本の研究者によるモデルも数多く発表

されており，たとえば比企（SCRL1l: 1970），石坂・松

平（SCRL1l:1972）らのモデルがある．

こうしたモデルによる解析のために，上記のような

医学系の研究者による概念や生理的情報が取り入れら

れ，利用されてきたことは，音声医学が学際的な発展

をしてきたことの証左の一つである．ただ，ここで注

意を要することは，このような声帯振動モデルが少な

くとも現時点では，まだ不完全であり，病的振動を説

明できるほど精微なものではないという事実である．

振動の病態，さらに音声の病態を十分理解できるため

には，まだまだ多くの研究が必要でbあろう．
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なお，声帯振動に関しては，金子ら（千葉大： 1974)

の超音波グロトグラフによる研究や，斉藤ら（慶応大：

1977）のX線ストロボによる研究などがある．これら

の研究成果もまた，振動モデルの大きな参考となった．

一方本多ら（東大： 1985）の半導体撮像素子による声

帯振動観察法は，声帯振動と音声波のかかわりを解明

するための，重要な手がかりのーっとなった．

3.筋電図学的研究に関して

音声医学の基礎的側面の一つに，喉頭筋活動性を対

象とする研究領域があるが，この領域においても，日

本の研究者の活躍がめだっている．たとえば，ヒト喉

頭内筋で，単一神経筋単位を記録し，そのふるまいを

検討した中村ら（京府大： 1954）の研究や，すべての

喉頭内筋から経皮的に筋電図を記録する方法を確立し

た広戸ら（久留米大： 1962）の研究などは，わが国に

おける研究水準の高さを示すものである．

また，従来動作学の分野で用いられてきた釣針型埋

入電極（hookedwire electrode）をヒト喉頭内筋に応

用した平野ら（UCLA2>: 1969）の研究や，正常ならび

に異常例について，誘発筋電図の諸特性を明らかにし

た佐藤ら（長崎大： 1974）の研究などは，わが国の筋

電図研究に対するばかりではなく，国際的な筋電図研

究分野に，大きな影響を及ぽしている．このほか，わ

が国では数多くの先進的研究がこの領域で進められて

おり，たとえば宇高ら（徳島大： 1985）の経ファイパ

ースコープ誘導法などもその一つである．

筋電図そのものを検討するばかりでなく，筋電図か

ら得られる情報を他の情報と組み合わせることによっ

て新分野を開拓する試みも，わが国の研究者によって

広く行われてきた．その中には，たとえば言語の韻律

的特徴との関係を広範囲に検討した庚瀬（東大： 1969

他多数）らの研究や，喉頭内筋活動とファイパースコ

ープ所見とを対比した新美（東大： 1974）らの研究，

歌声の調節機構と結びつけた平野（久留米大： 1970)

の研究などが含まれている．

4.空気力学的研究に関して

空気力学的研究手段の確立，発展のためにも，日本

の音声医学研究者が果たしてきた役割は大であった．

まず，発声時呼気流の計測に関しては，一色（ILVD3>:

1964）らの先駆的研究がある．その後，最長持続発声

時の平均呼気流率の基準を求めた柳原ら（ILVD3>:

1966），平野ら（ILVD3> : 1968）の研究がある．呼気流

指数（VocalVelocity Index : VVI）を定義した小池

ら（ILVD3> : 1968）の研究， VVIを各種喉頭疾患症例

について検討した岩田ら（ILVD3> : 1970）の研究など

もこの系統の仕事に含められる．

音声言語医学

呼気流率の測定はその後，呼気流率測定装置が組み

込まれた音声機能検査装置が市販されるようになった

（ミナト医科学，永島医科器械，リオンなど）ことと，

呼気流率測定が検査法として健康保険診療報酬体系に

含められたことによって，急速に一般化し，今日では

多くの臨床現場において，日常的に呼気流率の測定が

行われるに至っている．

声門下圧測定法に関しては，気流阻止法を導入した

西国ら（九大： 1964）の研究がある．発声中の呼気流

を一時遮断することによって声門下圧と口腔内圧との

平均化をはかり，その口腔内圧から間接的に声門下圧

を知るこの方法は，その後津島（東大： 1983）によっ

て大きく改善され，専用の測定装置（永島医科器械）

も作られて，一般臨床に用いられるようになった．呼

気流率と声門下圧が分れば，声門の気流抵抗など，臨

床的に有用な指標値を計算することができるので，こ

の方法もわが国では急速に普及しつつある．

一方，直接測定法としては，超小型の圧変換器を経

鼻・経声門的に声門下腔に導入する小池ら（SCRL1>:

1968）の方法がある．この方法だと，持続母音発声中

だけでなく，いろいろな発話中にも圧情報を得ること

ができるし，急速な圧変動にも対応できるので，多く

の検討がなされており，喉頭疾患患者についての検討

も岩田ら（保衛大： 1990）はじめ多数の研究者によっ

てすすめられている．

5.音響学的研究に関して

病的音声の音響解析の分野では，比較的早くからス

ペクトル分析装置（Sonagraph: Kay Elemerics，サ

ウンドスペクトログラフ：リオン）の利用が行われた．

柳原（京大： 1962），贋戸（久留米大： 1967）らの定性

的研究のほか，今泉（近畿大： 1980）らによる広範囲

な定量的研究があり，その後の研究の指針となってい

る．なお，コンピュータの発達と普及に伴い，スペク

トル分析のためにパソコンを利用することが可能にな

っているので，今後はパソコンを使った解析がわが国

でも普及するものと思われる．

病的音声におけるゆらぎ解析の領域では，時系列分

析手法を導入した小池（京大： 1973)PPQ (Pitch Per-

turbation Quotient）ならびに APQ(Amplitude Pert 

-urbation Quotient; SCRL11 : 1977）が一つのインパ

クトを与えた.PPQとAPQはその後，事実上の国際

基準となった．一方，嘆声の雑音成分に着目した粕谷

（宇都宮大： 1985）は， NNE(Normalized Noise 

Energy）を定義し，嘆声度の指標とした.PPQ, APQ, 

NNEは市販の検査装置（リオン，永島，小野測器， Kay

Elemetricsなど）に組み込まれ，広く利用されるに至
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っている．

音響解析の分野ではそのほか，わが国の音声医学研

究者の業績が多数発声されており，その中には， H/N

比（hamonics-tonoise ratio）を定義した湯本（愛媛

大： 1982）の研究，各種の音響ノTラメータの組み合わ

せを検討した垣回（久留米大： 1976）の研究などが含

まれている．なお，小池（徳島大： 1986），大山（東北

大： 1981）らのケプストラム分析法に関する研究は，

高度暖声にも適用可能な音響指標としての，ケプスト

ラムの臨床応用の基礎となった．

6.聴覚心理的研究その他に関して

病的音声の聴覚心理的評価についても，わが国にお

いて古くから研究が進められてきており，できるだけ

客観的で，普遍性の高い評価尺度を求める努力が続げ

られている．その中には，高橋ら（SCRL'>: 1975）の，

因子分析法を用い，音響指標値との関連を検討した研

究など重要な研究が含まれている．こうした研究を背

景として，日本音声言語医学会の発声機能検査法検討

委員会：聴覚心理的検査小委員会が提唱した，

GRBAS尺度による評価法（1979）が，わが国では広く

行われるに至っている．

GRBAS尺度法には，尺度の選択が妥当であるか否

かなどなど，問題も残されてはいるが，複数の尺度に

よる評価を導入した点や，基準的音声標本と関連付け

ようとした点などに特長があり，諸外国からも関心が

寄せられている．一方，合成嘆声を用いて音響指標値
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と聴覚心理的評価値との関係を明らかにした阿部ら

（近畿大： 1986）の研究などは，この分野における研

究の新しい方向を示すものと考えられている．

なお，発声の能力に関する検査の分野でも，発声持

続時間の基準値を求めた津島ら（東大： 1966）の研究

や，声の強さと高さの二次元表示である phonogram

を提唱した小宮山ら（九大： 1972）の研究など，多く

の重要な研究があり，構音運動に関連する研究領域に

おいても，たとえばX線マイクロビームによる舌運動

解析法を開発した桐谷ら（東大： 1975）の業績など，

多数のユニークな研究があって，わが国のみならず，

諸外国におげる音声医学研究にも影響を及ぼしてい

る．

上述のほか，多数の優れた研究が次々と発表される

ことによって，日本の音声医学が形作られたのである．

本稿では，これら多数の研究に言及し得なかったこと

についてお詑びを申し上げたい．これらの優れた先人

達の志をひき継ぎ，日本の音声医学がさらに輝かしい

発展をとげることを，心から期待する次第である．

注： 1)SCRL:Speech Communications Research 

Laboratory, Inc., Santa Barbara. 

2 ) UCLA: University of California at Los 

Angeles, Los Angeles. 

3 ) IL VD: Institute of Laryngology and 

Voice Disorders, Los Angeles. 
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世界の言語障害学：最近の動向

はじめに

40年史の執筆分担をお引き受げすることにしたと

ころ，「世界の言語医学」という題名を頂戴してしまっ

た．無論このテーマにふさわしいものを書き上げる力

量は持ち合わせていないし，締切も迫っている．思案

の末，「最近の動向」という副題をつけて対象範囲を絞

るとともに，臨床・研究面のマクロな動向に主眼を置

く（たとえば研究内容の詳細や質的側面には立ち入ら

ない）ということで，何とか責を果たさせていただく

ことにした

方法（参考資料の種類と収集法）

以下にあげる複数の資料を参考にし，筆者自身のバ

イヤスも交えて整理・解釈する．対象分野は言語病理

学（Speech-LanguagePathology）の諸分野（ただし

音声障害，吃音，さらに聴覚障害関係の 3分野に関し

ては他の執筆者が担当されるので対象外）とする．

資料1 言語病理学の領域で世界の牽引役をもって

任ずる米国での動向を探る目安のーっとして， Amer-

ican Speech -Language Hearing Association 

(ASHA）の学術集会における各分野別演題数と演題

内容（ASHA/October1983～1993発行の Convention

Program号2））を参照した．また，これを補う関連学会

の資料として ASHA以外の学術団体Academy of 

Aphasia, Clinical Aphasiology Conferenc泡， Amer-

ican Cleft Palate Craniofacial Associationなどの最

近の活動も参考にする．

資料2 北米の動向とは別に，英国を中心とする

ヨーロッパ諸国においてもいくつかの動きが認められ

る．この動向の一部を反映すると思われる学術誌

Cognitive N europsychology (1984年創刊） si, 

Aphasiology (1987年創刊） 3）などの内容，および

International Aphasia Rehabilitation Conference 

(1988年発会）の活動も参考とする．

資料3 わが国における言語病理学の諸分野（言語

発達，機能的構音障害，口蓋裂言語，失語症，運動障

害性構音障害および関連諸分野）で長年にわたり臨

床・研究の第一線で仕事をしておられる数名の方々に

国際医療福祉大学 笹 沼 澄 子

お願いし，①各自の目に映った各分野別の過去 10年間

の世界的動向，および②この動向を反映する専門誌，

単行本などをあげていただいた．さらに最近海外で言

語病理学関係の活動に参加する機会をもたれた数名の

方々には個別に特定の情報，ご意見などを伺った．

その他上記1, 2, 3の資料からもれている国際

交流，協同研究など．

結果（資料の分析）と解釈

1.資料lからの知見： ASHA学術集会を中心とす

る北米での動向

1) ASHA関係

最近 10年間の ASHAConvention号のうち，＜Top-

ical Listing＞の記載のある最近3年間（1991～1993)

の資料について各分野別の演題数を整理したのが表1

である．演題の中には ShortCourses, Miniseminars, 

口頭発表，ポスター，その他（ビデオ，フィルムなど）

が含まれる．

この表をみてまず驚くことは，その膨大な演題数で

ある．本稿の対象領域全体の演題総数は毎年800～900

題に近く，対象外とした前述の 3分野（音声障害，吃

音，聴覚障害）を加えると優に 1,000題を越える．し

かも，これらの演題数はその約2倍の 2,000を越える

応募演題の中から厳選されたものであり，この数字は

過去 10年間（1983～1993）を通じて多少のゆらぎはあ

るにせよほぽ不変である．ちなみに， 20年前の 1973年

の演題総数は約500題であったから，1973～1983の10

年間に約2倍に増加したことになる（このような演題

数の増加の背景には無論ASHAの会員数の著しい増

加があったわけであり， 1973年には約2万人であった

会員が 1983年には約4万人に増え， 1993年には 6万

人を突破した．さらに STの専門教育が学部から大学

院にレベルアップされたことによる会員の資質面の向

上が寄与している可能性もあろう）．なお，この学術集

会のもう一つの特徴は， Miniseminar,Short Course, 

Instructional Lab，などと称する会員向けの卒後教育

continued educationをねらった演題が多数設けられ

ていることであり（通常の発表論文総数の 30%前後），

会員の参加率を高めるための目玉となっている．
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次に各分野別の動向をみる目的で，まず（1）これら膨

大な演題がどのような分野にどう分布しているかを調

べ（表1の各分野別論文数参照），次に（2）この分布状況

がたとえば 10年前または 20年前の傾向とどう違うか

を比較検討した．なお， 1990年以前の ASHAConven-

tion号には TopicalListingの記載がなしまた各分

野の見出しも毎年一致しているとは限らないので，こ

の比較はおのずからきわめて大まかなものにならざる

を得ないことをご了承いただきたい．以下は，こうし

た比較を通じて明らかにされたいくつかの変化ないし

推移についてまとめたものである．なお，こうした変

化／推移の多くはその兆しがすでに 1970年代もしくは

1980年代の前半から認められており，その後しだいに

顕在化し今日に至っている．

(1）成長・発展の目立つ分野：

①頭部外傷（外傷性脳損傷），痴呆，右半球損傷など

に伴う言語・コミュニケーション障害：この分野は表

1一⑤の APHASIA& ACQUIRED NEUROGENIC 

DISORDERSという項目の下線の部分に相当し，’70

年代の後半から’80年代にかけて次第に注目を集める

ようになり，失語症にならぶ位置づけを獲得するまで

になった．これらの分野に共通する特徴の 1つは，障

害が狭義の言語機能に限定されず言語外の認知機能に

も及ぶことであり，評価・治療面でも新しい概念・方

法論の導入（後述）が必要である．理論・臨床の両面

において今後ますます重要性を増す領域となろう．

②嚇下障害： 10年前は散発的にしか取り上げられ

ることのなかったこのテーマが，現在では MOTOR

SPEECH DISORDERS & DISPHAGIA （表1①）

という項目からも明らかなように運動障害性構音障害

と肩をならべる分野に成長した．この背景には，頭部

外傷，脳血管障害などの患者に対する急性期からの治

療的働きかけという新たなニーズが引金となり，この

ニーズに対応した知識・技術の開発（たとえばvideo

flurographyによる嚇下動態解析法など）が，医師，

ST，その他のコメデイカルメンパーから成る専門チー

ムによって急速に進んだことが今日の発展につながっ

たと考えられる．特に STは，発声発語器官でもある嚇

下器官の形態・機能および訓練についての基礎的な知

識を有し，かつ聞東下障害に高率に合併する発声・構音

障害，失語，高次脳機能障害などへの対応は ST本来の

守備範囲であることもあって，こうした専門チ一ムで

の中心的役苦許jを果たすのは STである場合が多いη

対象は頭部外傷，脳卒中（特に脳幹梗塞）の患者の他

に，進行性神経・筋疾患（筋萎縮性側索硬化症，パー

キンソン病など），さらに小児の先天性または後天性諸
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疾患に伴う摂食・礁下障害にも及び，この分野に対す

るニーズは今後さらに増大することが見込まれる．

③補強・代替コミュニケーション手段の開発・利用

を目的とする AUGMENTATIVE & ALTERNA-

TIVE COMMUNICATION (AAC) （表 1⑥）：この

領域も最近 10年ほどの聞に一つのまとまった分野を

形成するまでに成長した.AACの対象となるのは，い

うまでもなく重度／重複障害者，進行性神経・筋疾患患

者などであり，その意味で上記①および②の動向と無

関係ではありえない．従来は身体／運動障害（例：脳性

麻輝）に基づくコミュニケーション障害患者が主たる

対象であったが，最近は言語・認知レベルの問題をも

っ失語症その他の患者をも対象に含めた実験的試みが

行われている．個々の患者のコミュニケーション上の

特殊なニーズや残存する認知機能とハイテクとが結び

ついた学際的領域であり，今後さらなる発展が期待さ

れる分野といえる．

④コンビュータの利用（表 1⑪）：’80年代の初頭か

らいくつかの障害分野で急激な脚光を浴び始めたコン

ビュータ利用の動向が，いまや MICROCOMPUTER

APPLICATIONという独立した項目だてを獲得し，

ST業務のあらゆる側面で多彩な役割を演じている．

ちなみに，この分野の演題数は他の諸分野と比べて見

劣りがしないばかりか， T.P.欄の演題数に対する s.
M.欄の演題数の比率が格段に高いことが特徴である．

この分野に対する会員の強い興味と学習意欲を反映す

るものであろう．

⑤CULTURAL & LINGUISTIC DIVERSITY （表

1 －⑩）：米国の文化的・言語的多様性を反映して，1992

年からこの項目が新たに登場した. 2ヵ国語（多国語）

使用者（児）の言語・コミュニケーション障害，文盲

問題などをも含む幅広い働きかけが，以前にも増して

活発化している．

(2）従来とは異なる名称で呼ばれるようになった分

野：

これに該当するのは，いわゆる「機能的構音障害」

functional articulation disordersと呼ばれてきた領

域である.1970年代から1980年代の前半にかけて，こ

の問題に対する音韻論的視点からの関心が急激に高ま

り，現在ではPHONOLOGICAL(/ARTICULATROY) 

DISORDERS （表1一⑦）の名称が定着してきている．

つまり，名称の変更はアプローチの軌道修正をも反映

しており，音韻論的視点に立った構音障害の概念化，

評価・訓練法の再構築，語音の正常発達データの分析，

などに関する演題数が多数を占めている．従来はどち

らかといえば構音動態レベルの問題として捉えられて
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きた構音の問題を，音韻発達という言語学的視点から

捉え直すことになったわけであり，このことは，「言語

発達遅滞」（自閉症，学習障害，読字障害などの発達神

経心理学的障害をも含む）にみられる音韻発達の異

常・遅れの問題などをも視野に入れた対象の拡大を意

味する．今後の発展が注目される領域といえよう．

(3) Topical Listingから消えた分野：

口蓋裂関係の項目は 1991年の PHONOLOGICAL

DISORDERS AND CRAN I OF ACIAL DISORDERS 

（表 I⑧）を最後に， TopicalListingからは姿を消

した．口蓋裂に関する個々の演題数も全体として減少

の一途を辿っている．その主要な原因は，①形成外科

領域の技術的進歩により鼻咽腔閉鎖機能不全に由来す

る構音障害の発生率が減少したこと，②この領域の活

動の中心が ASHAから American Cleft Palate 

Craniofacial Associationに移ったこと，などに求め

られる．なお現在この領域は， ASHAの特別プログラ

ムSpecialInterest Divisionの中の SpeechScience 

and Orofacial Divisionで扱われており，校合，歯列，

口蓋の形態異常などに由来する構音障害の問題にも対

象範囲を広げた活動を展開している．

これと類似の現象は失語症およびその関連領域（表

1の⑤APHASIA& ACQUIRED NEUROGENIC 

音声言語医学

DISORDERS）にも現れ始めている．たとえば失語症

の演題数はここ 10年余りの聞に確実に減少してい

る．’60年代から’70年代にかけて次々に発足した

Academy of Aphasia, Clinical Aphasiology Confer-

ence, International N europsychological Societyな

どが，失語症および関連領域の主要な情報交換の場と

なったことが最大の原因といえる．

なお，上記（1),(2), (3）で取り上げなかった残りの分

野（表 1の笹～④，⑨，⑫～⑭）は，特に目立つ変動

が認められなかった分野ではあるが，おのおのが関連

諸科学の進歩と合い携えて順調な発展を続けているこ

とはいうまでもない（一部後述）．最後の⑫～⑭は職能

団体としての ASHAが，専門職に関わる幅広い問題

を取り上げ討議する場であり，この分野の演題数が全

体に占める割合いは決して低くない．演題内容は学生

の養成，資格試験，専門職としての資質維持・向上，

卒後教育， supervisionをめぐる諸問題，他職種との関

係等々多岐にわたる．

以上， ASHAの学術集会に反映される言語障害の臨

床・研究面の動向を一覧したが，こうした動向をもた

らした背景要因は何であろうか．その一つは，文化・

社会そして疫学的な時代の推移を反映する”consumer

needs”の変化であり，このニーズに敏感かつ積極的に

表 1 1991年～1993年の ASHAConvention Program (Topical listing) 

1991 1992 1993 

S乱1/T.P S.M/T.P S.乱1/T.P

① MOTOR SPEECH DISORDERS 12/37 14/75 12/40 

& DYSPHAGIA 5/24 6/35 7/30 

② SPEECH SCIENCE 3/27 4/57 3/25 

③ LANGUAGE ASSESSMENT 20/80 28/55 23/237 

④ LANGUAGE INTERVENTION 25/37 30/75 37 /10 

⑤ APHASIA & ACQUIRED NEUROGENIC DISORDERS 15/67 14/44 21/17 

⑥ AUGEMENTATIVE & ALTERNATIVE COMM. 12/22 14/45 29/5 

⑦ PHONOLOGICAL (/ ARTICULATORY) DISORDERS 16/49 16/10 

⑧ PHONOLOGICAL DISORDERS & CRANIOFACIAL DISORDERS 18/60 

⑨ LANGUAGE SCIENCE 13/70 23/68 8/19 

⑩ CUL & LING DIVERERSITY 12/37 22/0 

⑪MICROCOMPUTER APPLICATION 44/44 32/32 27/36 

⑫SERVICE DELIVERY 35/72 33/146 

⑬TRAIN.& REG. ISSUES 24/53 35/6 

⑬PROFESSIONAL ISSUES 61/92 

228/560 252/697 273/581 

S.M. ・ Short course or miniseminars 

T.P. : Technical papers or poster sessions 

注：その他の主要な項目として FLUENCY,VOICE, AUDIOLOGY関係があるが，これらは対象外なのでこの表には

含めなかった．
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対応してきた ASHAの努力が実を結んだ結果とみる

こともできょう．たとえば，人口の高齢化に伴う疾病

構造の変化（重度失語症，進行性の変性疾患，特に痴

呆患者，などの急増），交通事故による外傷性脳損傷例

（特に若年層の患者）の増加，医療技術の進歩による

重症患者の存命率の上昇などの総合的結果として，ST

の対象範囲が広がるとともに，対象者の中に占める重

症患者（言語機能にとどまらず種々の認知機能に障害

が及び，予後不良例が少なくない）が占める比率が急

増している．上記（1）の①，②，③の変化はまさにこう

した現象から生まれたニーズへの適切な対応を反映し

たものに他ならない．さらに，米国特有の多民族社会

における文化的，言語的背景の多様性から派生するさ

まざまな問題ないしニーズがあり，これが上記（1）一⑤の

ような発展の引金となっているのであろう．

一方，隣接領域における知識・技術の進展一一特に

医学系の諸領域（高次脳機能の究明を含む脳科学，脳

の画像診断技術，その他），心理学系（神経心理学，認

知心理学など），言語学（近年脚光を浴び始めた prag-

ma tics語用論の側面），情報科学，コンピュータその他

のハイテク技術の進歩一ーにはめざましいものがあ

り，こうした進歩が言語病理学の基礎部門である

speech science, language science （表 1の②，⑨）な

どの発展，ひいては臨床技術の諸側面の改善に直接・

間接に結びついていることはいうまでもない．

2) ASHA外の動向

ASHA以外の動向として最も注目されるのは，失語

症その他の高次脳機能障害（頭部外傷，痴呆，右半球

損傷など）の分野である．対象の分化・拡大と関連分

野の広がりに伴い，複数の学術団体（Academy of 

Aphasia (AA）九 ClinicalAphasiology Conference 

(CAC）ヘ InternationalNeuropsychological Soci-

ety (INS）など）が結成され，おのおの特徴的な学会

活動を展開している．

AAは，上記の疾患群に特有な言語・認知面の病態構

造の究明に主眼をおき，多数の関連領域（言語学，神

経心理学／認知神経心理学，言語学，言語病理学，神経

科学など）の専門家を会員とする学際的な集団である．

最近の演題の傾向をみると，失文法，失読・失書，痴

呆／記憶障害などとの関連における形態論と統語，読み

書きの情報処理モデル，談話能力，エピソード記憶／意

味記憶などをテーマとしたもの，さらに脳の画像診断

技術（特に PETによる activationstudy技法）の適用

により脳における特定の言語過程や機能回復のメカニ

ズムを探る試み，などが目立つ．これと対象的に， CAC

は患者のリハビリテーションに焦点を合わせた臨床重
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視の学会であり，日々の臨床に直結する諸問題が論議

の中心を占める．参加会員も大多数が言語病理学者で

ある．最近の傾向として，言語機能の改善を重視する

従来の刺激法に加えて，患者の実生活における実用コ

ミュニケーション能力の改善を重視する（ジェスチャ

ーや種々のサインなど非言語的手段をも積極的に利用

する）アプローチが提唱され，その具体的方法や訓練

効果が論議されている．一方， INSは神経心理学的諸

問題全般を対象領域とする学会であり（毎年アメリカ

およびヨーロッパの 2箇所で国際会議が開催される），

失語症その他の神経疾患における言語・コミュニケー

ション障害も重要な領域のーっとなっている．こうし

た複数の動向がaphasiologistsたちの ASHA離れの

一因になっているであろうことは間違いない．

なお，口蓋裂言語については，前述のように鼻咽腔

閉鎖機能に関連する構音障害例の減少に伴い，口蓋裂

中心であった臨床対象を頭蓋顎顔面に関するさまざま

な疾患に由来する構音の問題にも広げている．こうし

た現象を反映して，口蓋裂関係の伝統的な学術誌The

Cleft Palate Journalにも 1991年から”Craniofacial”

の語が加えられ， TheCleft Palate-Craniofacial Jour-

nalという名称に改名された．いずれにしてもこの分

野における臨床・研究は今後一段と学際性を増すこと

になろう．

2.資料2からの知見：英国・ヨーロッパ諸国の

動き

全般的な動向は北米のそれをほぼ反映しているとみ

てよい．一方，米国での大勢とは異なる独自な動きも

認められる．その一つは，英国を中心とする認知心理

学の発展と神経心理学とがドッキングした認知神経心

理学cognitiveneuropsychologyに理論的根拠を求め

るアプローチである．認知心理学とは，言語を始めと

する多彩な高次（認知）機能を脳における情報処理過

程におきかえてモデル化し，人間の情報処理の本質を

探ることを目的とする領域である．’70年代の末から失

語，失読，失書などを含む神経心理学的諸問題への適

用の試みが始まり，以後関連諸分野の広い注目を集め

つつある.1984年に学術誌CognitiveNeuropsy-

chologyが英国で発刊されたのを皮切りに，この用語

がタイトル（またはその一部）に使われている単行本

の出版が相次いでいることも，この間の事情を物語る

ものであろう．無論，言語病理学（特に失語，失読，

失書）の臨床・研究面への影響も著しく，障害された

言語過程の検索・同定（ひいてはより適切な言語訓練

プログラムの開発・選定）に一役買っている．

上述の学術誌CognitiveNeuropsychologyが言語
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のみならずその他の認知機能障害（失行・失認，記憶

障害など）を広く対象とするのに対し， Aphasiology: 

An International Interdisciplinary Journal (1987年

英国で発刊）は，失語症の臨床家を主な読者対象とす

る国際誌である．内容的には失語症学における最近の

主要な動向が比較的バランスよく反映されており，英

国発祥の認知神経心理学的アプローチにとどまらず，

米国の CACやAAでのトピックがReview,Clinical 

Forumなどのかたちで幅広く取り上げられている．

ベルリンの壁が崩壊する前年の 1989年には， Inter-

national Aphasia Rehabilitation Conferenceカまヨー

ロッパ諸国の aphasiologistsの有志によって発会し，

毎年1回の国際会議が会員の回り持ちによって開催さ

れている．筆者もすでに 2回参加する機会を得たが，

会議の内容は上述の Aphasiologyのそれに近いノTラ

ンスのとれたものであり，失語症の臨床・研究におけ

る最新の話題がほどよく代表されている.STたちが，

ジーパンにリュックサック姿で国々の聞を自由に行き

来し，密度の濃い情報交換が急速に進んでいる現状を

目の当たりにすると，わが国におけるこの領域の立ち

後れが一層際だってみえてくる．

3.資料3について：アンケート調査の結果から

アンケート調査から得られた各分野別の情報の一部

は，すでに種々の形で上述の結果および考察に織り込

ませていただいた．ここでは，複数の分野に共通して

認められる臨床・研究面の動向として，以下の 3点に

注目することにしたい．

①言語治療の対象の広がり：運動障害性構音障害に

加えて鴨下障害が，また失語症に加えて各種痴呆，頭

部外傷，右半球損傷などに由来する言語・コミュニ

ケーション障害が， STによる専門的な評価・働きかけ

の対象として取り込まれる傾向が強まりつつあること

はすでに述べた．こうした対象の広がりは言語発達遅

滞の領域にも及び，これまで対象外とされていた超重

度障害児，いわゆる”学習障害児”の一部，などに対

しても STの積極的な働きかけが行われるようになっ

Tこ．

②治療的アプローチの多様化ならびに働きかけのレ

ベルの拡大：対象の広がりと相倹って，コミュニケー

ション障害への働きかけの方法論も一層多様化の様相

を強めている．神経心理学，認知心理学など関連領域

との連携による新しい視点／方法論の導入／開発が成

人・小児の言語・コミュニケーション障害への対応に

重要な影響を及ぽしていることはすでに指摘した．ま

た，これまでSTの専門的働きかけの主力が機能障害

(WHOの分類による impairment）に集中する傾向
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があったのに対し，最近は機能障害から生じる能力低

下（disability）や社会的不利（handicap）レベルの問

題への専門的な取り組みも重視する風潮が高まりつつ

ある．こうした傾向は成人・高齢者にみられる言語障

害（失語症，運動障害性構音障害，その他）にとどま

らず，小児期の言語障害（言語発達遅滞，音韻障害な

ど）にも及んでいる．実際のコミュニケーション場面

にお砂る語用論的側面pragmaticsの重視，構音障害

における明瞭度intelligibilityへの注目，代替コミュニ

ケーション手段としての身振り，視覚シンボル，補助

機器の開発・利用の強化なども，こうした文脈で捉え

ることができょう．

③関連領域との連携・チームアプローチの強化：上

記①，②の動向は当然のことながら隣接する専門諸領

域（神経心理学，認知心理学，認知科学，認知神経心

理学，発達神経心理学，神経学その他の医学系諸領域

など）における理論・技術の発展に負うところが大き

い．今後臨床・研究の両面でこれらの領域との連携な

いしチームアプローチの重要性はますます高まること

が予想される．

4. その他：国際交流，異言語聞の協同研究など

この面でのデータは筆者自身の周辺のものに限定さ

れるが，異なる言語聞における speech/languageの諸

症状についての比較研究への関心はここ 10数年来確

実に高まりつつある．国際誌への投稿論文や専門書の

分担執筆の中に，日本語の文字言語叫11），構文構造町

音韻構造の特徴を反映したさまざまな言語症状（例：

失読，失書，失文法など）の記述／分析，評価・治療法

などをテーマとしたもの， review，その他6）が着実に増

えている．国際化が進むなかで， 2ヵ国語（多国語）

使用者の失語症の問題も，避けて通れぬ差し迫った臨

床・研究課題となりつつある．ちなみに， IALPApha-

sia Committeeにおける現在の研究テーマは”Bilin-

gual Aphasia，，であり， 1995年の第23回国際会議（カ

イロ）に向けて研究論文集の編集9）が進行中である．

むすび

冒頭でお断りしたように，言語障害学の臨床・研究

面における最近の世界的動向について，マクロな（そ

して多分に個人的な）視野に立ったスケッチを試みた．

報告をまとめる過程で再三思い知らされた冷厳な事実

の一つは，わが国におけるこの領域の紛れもない立ち

後れである.ASHAの会員数は 1984年に 40,000を越

え， 1994年現在 70,000名に近づきつつある．会員の資

質の点でも全体として明らかに向上している．こうし

た層の厚さの威力は，ここ 10年聞における臨床・研究
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の目ざましい発展・拡充にも反映されている．一方，

ヨーロツパ諸国におげる伝統的な臨床・研究活動も，

壁崩壊に象徴される相互の密接な交流と相倹って急速

な進展をみせている．わが国におけるこの領域の当事

者たちが，このような世界的動きの中で現状をどう受

けとめ，何を目標とし，どう行動するかが間われてい

るといえよう．

謝辞：ご多忙のなかアンケートへの反応またはその他のか

たちでご協力を賜った相野由紀子，伊藤元信，遠藤教子，大

石敬子，岡崎恵子，小林範子，小寺富子，鈴木勉，種村純，

藤田部代，船山美奈子，物井寿子，綿森淑子の諸先生に心か

らお礼申し上げる．
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世界における吃音研究状況について

吃音研究の歴史は古く，最初は個々の篤志家による

研究から初められた．研究機関による協同研究という

組織的研究の起こりは，米国州立アイオワ大学を初め

とする．現代の言語障害学（speech and language 

pathology）は最初吃音研究から始まったといえる．

世界における吃音研究を概観することは容易ではな

いが，幸い 1986年わが国で初めて第20回国際音声言

語医学会（X X th Congress of the International 

Association of Logopedics and Phoniatrics）が東京

で開催された際，米国の著名な吃音学者，グレゴリ一

博士（Dr.Gregory, H.H.）が吃音に関する Main

昭和女子大学大学院 内須川 洗

ける変容を実生活の場に効果的に転移させる方法と変

容の維持．

ょうやく近年に至って，吃音成人より吃音児の診

断・治療へのアプローチが研究の場で討議され，一般

的有効性を期待するよりも，むしろ，類型的評価に基

づく治療や改善対策を講ずる方向へと進みつつある．

吃音治療の基本的問題である流暢性の維持，すなわち

逆戻り現象の防止，研究室的流暢性の獲得から実生活

への移行という未解決の課題に取り組み始めたといっ

てよかろう．

Reportを行っている.Stuttering : A Contemporary 2. 1986年以降現在に至る吃音研究状況

Respective （吃音研究の現代的概観）というテーマで これまで国際的規模の吃音研究グループすちわち吃

ある．〔FoliaPhoniatrica, Vol. 38. No. 2 -4, PP. 音学会はなかったので，国際音声言語医学会（！ALP)

89 120, 1986〕．これに基づいて今から 8年以前までの において，吃音研究の発表や討議が行われる以外は，

吃音研究を総括し，続く 8年間における吃音研究の状 主としてヨーロッパを舞台にして国際的吃音シンポジ

況を以下に簡略に述べる． ウムが開催されてきた．たとえば国際オツクスブォー

ド吃音シンポジウム（TheOxford Symposium on 

1. 1986年までの吃音研究状況 Fluency Disorders）などで，吃音研究の発展に伴い，

近年吃音研究は成人から小児へとその動向を移しつ 国際吃音学会を作り，そこで十分な発表や討議が行わ

つある．小児の言語の流暢性と非流暢性に関する研究 れるべきだとの主唱によって， 1991年主として欧米の

成果が累積されるに従い，臨床家が小児の言語的非流 吃音研究者逮の肝入りで，国際吃音学会（TheInterna-

暢性に対して，その質・量ともに的確に判断を行いう tional Fluency Association）〔IFA〕が正式に発足し

るようになってきた.IALPのMainReportでは， た．研究活動の成果が初めて， The1st World Con-

1965年に取り上げられて以来， 1986年に至る 20年間 gress on Fluency Disorders （第1回世界吃音大会）

に集積された吃音に関する相当量のデータにより，遺 として， 1994年8月8日一12日，ドイツ，ミュンへン

伝，聴覚過程，言語運動過程，言語学的過程，環境的 大学を会場に問われることになった．機関誌として，

要因および大脳半球機能について概括された．その結 The Journal of Fluency Disordersが年6回発刊され

果，吃音の診断と治療へと適用される道筋が明らかに ている．したがって JFDを中心にして世界の吃音研究

されつつあり，臨床家の多くはこの基本的吃音診断と の状況を考察するのが妥当と考えられる．

治療への情報を活用して，吃音の鑑別診断と治療のモ 第 1回世界吃音学会に提示されている主要トピック

デルを構築することに同意している．このモデルは成 スには，①preventionof stuttering （吃音研究の予防，

人より，発吃前後の小児について明確化されている． ② genetics and stuttering （遺伝と吃音），③new

治療に関する次のような課題がとくに取り上げられて approaches to stuttering theory （新吃音治療の探究），

きた． ④ therapy efficacy （治療効果），⑤neuro-motorproc-

①小児の環境改善と言語修正ならびに発達要因の取 ess （神経運動過程），⑥clinicalexpericnces （臨床経

り扱い，②高学年吃音児ならびに成人に吃音者に関す 験），⑦cognitive／巴motionalaspects of assessment 

る「より流暢な話し方Jへのアプローチと「より流暢 and therapy （認知・情緒的評価と治療），⑧continuing

な吃り方」へのアプローチの相克．③治療における態 education (STの継続的研修）が含まれている．

度と態度改変の役割に対する評価法，④臨床の場にお これらのテーマは，現在，吃音研究で最も求められ
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ている up-to-dateの研究課題であり，とりも直さず fluency）とはオーバラップしている， b）非暢牲をその

現在の吃音研究の動向を示唆するものといえよう．こ まま放置すると，増大して吃音になる，の二点になる

れらの課題のうち，現在，研究者にとって最も注目す が，Hamreの意見では立証されないことを論述したも

る研究は，吃音の予防であろう.JFDでは， 1992年に， の，連続仮説も容認できない．両親は吃音と正常な非

特集を組んでいる（Vol.17, No. 1-2, 1992). 流暢性を容易に弁別しており，「予防jの意味はない．

この特集は，先に発表された Dr.Hamre, C.の2つ 第二の論文では，正常な非流暢性の局面が果たして

の論文〔①StutteringPrevention I : primary of 存在するか，またそれから吃音が派生するのか，彼の

identitication. J. F. D 17, 3-23, 1992 (a），②Stuttering 研究では経験的に支持できないとするもの．結論とし

prevention II : progression. J.F.D. 17, 63-79, 1992 ては，第1次予防，第2次予防対策を幼児吃音に適用

(b）〕に対して，著名な吃音学者達， VanRiper, C., することは，いたずらにことを繁雑化するだけで，恐

Bloodstein, 0., Perkins, W. H., Ham, R., Star- らく妥当ではないむしろ Treatmentobj巴ctive（治療

kweather, C. W., Curlee, R.F., Hamre, C., Siegel, G. 対象）と考えた方が良い．

M., Conture, E.D, Z氾browski,P.M., Hegde, M.N.，達 この論文は，アイオワ大学を中心とする Wendell

が反対や賛成の意見交換を収集した討論集である． Johnsonや， OliverBloodsteinらの考え方に対する挑

第一の論文では「アイオワ学派」（診断起因的かつ連 戦でもあり，まことに興味深い．吃音の病因が未だ明

続仮説： diagnosogenicand continuity hypothesis) らかでない今日，この論争はさらなる吃音研究の発表

の考え方は a）吃音と正常な非流暢性（normal dis- を招くことであろう．
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聴覚障害一一乳幼児の場合一一

聴覚障害が乳幼児期からあると言語習得が阻害され

る．この二次的障害を最小限に食い止めるには難聴を

乳幼児期の早期に発見し，診断し，早期に治療教育を

始めねばならない．今日ではこれは常識になったが，

しかしこの常識が確立されたのは比較的最近のことで

ある．ここに至るまでには多くの先人達の研究の集積

がある．今日では歴史の中に埋もれてしまった研究も

多い．しかしこれらの集積があったればこそ今日があ

ることを忘れることはできない．このことは外国を訪

れてみてひしひしと感じる．

難聴の問題は耳科学，オージオロジー，言語学，教

育学，心理学，音響工学，大脳生理学，その他幅広い

学問領域が関与するが，ここでは音声言語医学の立場

で，独断と偏見を恐れずに今日までの歴史の流れを振

り返ってみたい

1.聴力検査法

難聴幼児の早期言語教育を可能にしたのは乳幼児聴

力検査法の開発に負うところが大きい．これはオージ

ロジ一分野の仕事ではあるが，わが国には世界的にみ

て，大いに誇れる業績が二つある．一つは鈴木と萩場

による CORテスト（Arch.Otolaryngol. 47: 192-198, 

1961）と吉江による鯛電図法（Laryngoscope77 : 76-

85, 1967）である．特に前者は難聴乳幼児の治療教育に

は欠かすことができないものとなっている．

2.難聴の早期発見・検出

これについては世界各国でいろいろ研究が進められ

てきたが，未だに決定的な方法がない．わが国では社

会教育がそれなりに成果をあげているが，日本には保

帝京大学文学部兼医学部 田中美郷

健所というすぐれた公的機関が置かれており，平成2

年になって聴覚検査が3歳児健康診査に導入された．

最近全国的に統一的に実施できる検査法が確立した．

今後はさらに低年齢児を対象にした聴覚検査法が確立

して，乳児および 1歳6ヵ月児健康診査で実施できる

ようになれば，世界に誇り得る検診システムができる

はずである．今後の研究に期待するところが大きい．

3.言語指導法ないし治療教育

この領域は主として教育の分野が担ってきたし，今

でも教育の役割の重要性は変わりない．ただ6歳前は

義務教育ではないので，いろいろなところで言語指導

がなされている．音声言語医学の領域では，主として

言語治療士がこの分野を担っている．言語指導に当た

ってはわが国では補聴器が全面的に使用されている

が，ただし言語指導法についてはいろいろな考えがあ

り，聴覚を積極的に活用する聴覚口話法，高度難聴に

対してはキューサインの導入，発想としてはトータル

コミュニケーションの先駆ともいえる同時法，文字の

早期導入など，さまざまな方法が施設ごとに用いられ

てきた．わが国の難聴幼児の治療教育は学問的にみて

世界の高水準に達していると考えられる．しかし難聴

児の言語指導はどうあるべきかについては未解決の問

題が多い．特に最近は人工内耳が子供にも埋め込まれ

ている．しかしその適応およびリハビリテーションは

どうあるべきかについては，ごく一部の人を除きよく

理解されぬままに埋め込まれている傾向がある．人工

内耳犠牲者を出さないためにも，この方面の研究の充

実が緊急の課題になってきている．
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成人の聴覚障害と言語の研究

言語の発達にしろ障害にしろ，聴覚に起因している

ものが多い．このことから「聴覚と言語」は密接な関

係にあるといってよい．

ところで，聴覚の生理，病理を研究対象にしたオー

ジオロジー学会（聴覚医学会）は音声言語医学会とと

もに耳鼻咽喉科の耳（聴覚）と喉頭（音声）の領域か

ら発展したものであり，日本ではいずれも昭和31年に

設立されている．しかもその後の研究内容をみると，

オージオロジー学会は聴覚，音声言語医学会は音声と

言語が中心ではあるが，両方とも重複している部分が

多い．その例をあげると，本学会で作成された「嘆声

のサンプル」は聴覚的評価であり，音響機器で分析し

たものよりも正確である．また無喉頭者の発声機器や

食道発声もその評価は聴覚に依存している．これらは

音声言語障害と聴覚の関係であるが，その逆も然りで

ある．

ここで聴覚障害と言語の関係について述べよう．ま

ず末梢性聴覚障害では内耳性難聴が問題になるが，こ

れは補聴器との関連でオージオロジー学会の大きなテ

ーマであったし，今後も変わらない．昭和 35年（1960)

に岡山大学耳鼻咽喉科の高原滋夫教授が中心になっ

て，難聴学級が岡山市の小学校に設置され，これが契

機になって，その後，日本各地に難聴学級が普及して

いった．「難聴学級」は，オージオロジー学会では補聴

器の適応が問題であり，音声言語医学会では補聴効果，

すなわち言語獲得，発話の明瞭性などが主として取り

上げられてきた．

外国では 1960年代から人工内耳の研究が進み，日本

でもこの 10年来急速に普及しつつあるが，最初は中途

失聴者（成人）で行われ，その後は年少児に移行しつ

つある．これは手術もさることながら，術後の言語聴

取訓練が成功の鍵を握っており，まさに聴覚医学と音

声言語医学が共同で研究すべきテーマである．

次に中枢性聴覚障害であるが，これは評価（検査），

生理，病理の面で言語との関連が大きい．評価のーっ

として，語音聴力検査法（57AB, 67 AB）がオージオ

ロジー学会で確立されているが，これは聴覚性言語障

害の評価には必要な検査となっている．また歪み語音

を用いた両耳合成能は聴覚伝導路の脳幹部の機能検査

東北大学教育学部 永 測 正 昭

に応用されている．さらに両耳分離能（dichoticlisten-

ing）は，左右大脳半球における聴覚中枢の機能差を知

る検査法として大脳半球優位性や失語症との関係でよ

く利用されるようになってきた．ちなみに，左半球の

聴覚中枢は言語音，右半球のそれは非言語音（環境音，

音楽）がそれぞれ優位に認知される傾向にある．

小児期の言語獲得後に生じる純粋語聾は Landau

Kleffner症候群として 1957年に発表されて以来，こ

れまでに約 200例の症例報告がなされているが，これ

は聴覚医学の進歩で精密な聴覚検査が可能になった結

果であり，中枢性聴覚障害と言語との関係が明らかに

されてきた．また成人の聴覚失語、は純粋語聾と失音楽

症に分けられるが，最近の脳の画像診断の発達と相

f失って，言語のメカニズムが探求されようとしている．

失語症の一つのタイプとして聴覚的言語理解の障害を

主とした Wernicke失語があるが，これは発話障害で

ある Broea失語とともに 19世紀末に確立されたもの

であり，今日なお失語症の臨床・研究に大きな位置を

しめている．

聴覚フィードパックと発声・発語の関係も，これま

で興味深い研究がなされてきた．まず発戸の自動調節

は喉頭自体でなく聴覚によってなされている．人の聴

覚喉頭反射を筋電図学的に検討すると，音刺激が聴覚

域値上 50dB以上になると，約 50msecの潜時で音声

のピッチが高くなるという（兼竹， 1987).Lee (1950) 

は自分の声を， 0.2秒遅れて聞きながら発話すると，吃

りやすくなる現象（人工吃音）を発見し，これを遅延

聴覚フィードパック（delayed auditory feedback) 

というが，これによって聴覚と言語の新たな関係が解

明されつつある．この遅延聴覚フィードパックを生後

2日目の新生児に与えると，泣き声に変化のみられる

ことが最近，証明されている．また吃音者にこれを応

用すると吃音が軽減することがある．さらに正常者で

は男女差がみられ，母国語と外国語では流暢さに差が

出る．角田（1972）は遅延聴覚フィードパックで手指

のリズミカルな運動が乱れることを知り，いろんな音

を用いて大脳半球の左右差を調べ，日本人とヨーロッ

パ人では音の聴取の仕方に違いがあるという理論を発

表した．遅延聴覚フィードパックと発話・言語との関
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係は今後さらに研究する余地がある．

中途失聴（両側聾）の発症年齢とその後の言語崩壊，

生後間もない時期に通常の言語環境から隔離されたケ

ース，あるいは二ヵ国語の環境で養育されたケース（帰

国子女）などを調べることによって，幼児期の言語発

達と母国語あるいは外国語の定着性を知ることができ

る．また多国語使用者の両耳分離能（dichoticlisten-

ing）を調べると，言語の大脳半球優位’性が一ヵ国語使

音声言語医学

用者ほどに明確でないという．さらに多国語使用者の

失語症の研究によって，聴覚と言語（発話）の関係，

ひいては外国語教育にも新しい知見が得られようとし

ている．

いずれにしても，聴覚と言語は深く結びついており，

これを聴覚障害の立場（聴覚医学）からアプローチす

れば，言語の本体がより鮮明になると思われる．



II.日本音声言語医学会の40年
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日本音声言語医学会史の概要

1.草創の頃

日本音声言語医学会は昭和 31年（1956）に発足した．

しかし実際の発会に先だって，多くの努力がはらわれ

ている．

日本音声言語医学会の記録としてはいろいろなもの

が保存されているが，古い記録として最も価値がある

と思われるのは，故切替一郎名誉会長が遣されたもの

である．とくに機関誌である音声言語医学が発刊され

る前の時期においては，切替先生のメモが唯一の手が

かりとなる場合が少なくない．学会の発足に関する記

録もまさにその通りである．

切替先生のメモによれば学会誕生の萌芽は昭和 29

年（1954) 12月に芽生えている．

当時の音声言語医学の情勢は，音声や言語に関する

研究，臨床例も数少なく，特定の施設のみでそれぞれ

独立して行われていた．そして日本耳鼻咽喉科学会や

地方会などで一般演題に混じって散発的に発表が行わ

れているにすぎなかった．そこでこの際，この分野の

成長，育成をめざし，同学の士が集まって切嵯琢磨す

る独立した場があってもよいのではないかという機運

が生まれ始めていた．

昭和 29年 12月 16日，瀕田琴次先生と切替先生は慶

応の小野譲先生に電話をされ，音声言語に関する学会

の設立について相談されている．この時「小野先生大

いによろこばれる」というメモが残っている．同日午

後2時，堀田先生と切替先生は東京診療所に林義雄先

生を訪問し，会の設立について相談され，了承を得て

いる．また， 12月 19日学士会館にて両先生は大藤敏三

先生と会見された．さらにこの方面に関心を持たれて

いると考えられた在京の先生方，すなわち上述の林，

大藤先生のほか， 白岩，堀口（申）先生にも会の結成

についての呼び掛けが行われ，これらの先生方を中心

として設立準備の世話人のようなグループが作られ

た．

，結局，このようにして当時の有力者の聞で学会発足

の下地ができていったと思われる．これに引き続いて，

両先生は全国の耳鼻咽喉科の教授を主とする同好の士

に学会の設立について賛同を求め，次の方々から賛成

鹿瀬 肇

の返事を得ておられる（順不同）．

松田龍一，松田豪ー，鈴木篤郎，内海貞夫，

佐藤重一，本庶正一，渡辺篤，中村文雄，

福田精，長谷川高敏，立木豊，山本常市，

佐藤イクヨ，北村武，高原高三，後藤敏郎，

金野巌，北川信太郎，後藤修二，森本正紀，

後藤光治，大藤敏三，林義雄

この時，賛意とともに送られてきた意見としては，

はじめからあまり大きな学会としないこと，耳鼻咽喉

科学会とは異なった本来の音声学の意味をもったもの

にすること，他科の関係者も含めた真の意味の学会で

ありたい，などがあったという．

これに力をえて，両先生は翌昭和 30年（1955)1月

10日，「音声学会設立準備世話人」という名前で中間報

告を送り，「……いよいよ学会設立の具体的準備にとり

かかる次第ですがその名称形態運営或は既設の学会と

の関連性など慎重に考慮の上近い機会に改めて御相談

致したいと存じます……jと記している．今から考え

るとわが国には当時すでに音声学者を主体とする「日

本音声学会」が存在していたのであるから，この音声

学会設立準備世話人というのは少々奇異に感じられる

が，当時は問題にならなかったのであろう（音声学会

は当時大西雅雄氏一平成 6年没 が主催されていた学

会で，発表内容は言語学，音韻学が中心であった．米

山文明先生によれば，規目先生はあまり大西先生と折

り合いがよろしくなく，「あの学会はわれわれのやって

いることとは違うから行く必要はない」といわれたと

のことである）．

ところで次の具体的な動きは，記録に従えば翌年ま

で飛んでしまう．しかしその間切替先生と楓田先生と

は前記の在京世話人の先生方と連絡をとりながら準備

を進められていたといわれる．

当時の状況を知る米山先生によれば，この学会設立

準備期間の基本方針の一つは， 音声・言語を扱ういろ

いろの分野の人達との交流を深めることを大きな狙い

とすることであった．医学分野にこだわらず，教育，

心理，音響，音楽その他の関連分野にまたがり，医学

でも耳鼻咽喉科以外に基礎医学，口腔外科，整形外科，

精神医学などを含めようとする大きな構想であったと



Vol. 36 No. 4, 1995. 11 

いう．そのため，会名の末尾に「医学会」と呼称するこ

とにもかなりの議論があった．すなわち，医学分野に限

ると人数が少なくなり，学会としての経済的運営が難

しくなるという意見，音声言語に関わる各種人文科学

分野も含めた方が研究も多彩になるし，会員数も増え

るという意見，音声・言語医学部門だけの方が学問的

主体性や，会員構成上のバランスが保てるのではない

か，などの意見があり複雑であった．このことは後に

なって別な問題を起こすことにもなったといわれる．

さて，昭和 31年（1956) 9月，堀田琴次先生は「日

本音声言語医学会」設立発起人代表として，次のよう

な文書を広く配布した．

資料 l

拝啓時下初秋の候貴下益々御清適の段慶賀の至りに存

じます．

昨年来，音声言語医学会の設立を計画しておりました

が， JIB々 今秋を期して，具体的活動を開始致したいと存

ずる次第であります．

学会のありかたに就きましては，各方面の御意見を伺

い熟慮、検討の末，理想としては音声 ・言語に関連した科

学的研究にたずさわる人全部を包含したものに致したい

のでありますが，さし当つては，その母体として，医学

に関する部門だけに止めその名称も「日本音声言語医学

会」として発足致しては如何かと存じます．

つきましては，耳鼻咽喉科学関係者のみならず，臨床

医学では内科・外科・口腔外科・小児科 ・精神科，基礎

医学では，生理学・心理学等を専攻される方々も含めて，

広く音声・言語に関する医学的研究に従事されている方，

或は特にその方面に興味を持っておられる方々を，打っ

て一丸として，本会を創設致したいのであります．

海外に於いては，今秋はバルセロナで，第 10回国際音

声言語医学会が開催されるようであります．然るに我国

には，未だ音声言語医学研究の中心となるべき学会もな

く，研究機関誌も発行されていないという事実は，国際

学会との連絡も不可能であり，斯学の発展のためにも，

極めて，遺憾なことであります．かかる見地からしても，

学会の設立は刻下の急務であり，もはや時期尚早という

考えは当らないと信じます．

以上のような理由から，甚だ突然ですが，今秋 11月下

旬 〔11月25日（日曜日）の予定〕に発会式を兼ねて，第

l回の研究発表会を，東京に於いて，開催致したいと存

じます．

時間的にもあまり余裕はございませんが，音声言語医

学に関するものなら，如何なる事項でも結構ですから，

日頃の御研究の精撃を御発表戴けましたならば幸甚に存
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じます．

研究発表の演題は， 10月末日迄に，東京大学医学部耳

鼻咽喉科教室あてに御申込み下されたし 1題につき約

15分におまとめ下さるよう御願い致します．

本会の組織・維持・運営・機関誌の発行などにつきま

しては，当日会場に於いて御相談致したいと存じますが，

本会の設立趣旨に御賛成の方で，入会希望の向は，取り

敢えず，所属・氏名 ・専攻部門を御通知下されば，準備

のため甚だ好都合と存じます．

同好の士を御誘い合せの上多数の御入会を希望致しま

す．

なお第 l回の会合の，期日・会場 ・時間につきまして

は，確定次第追って御通知申し上げます．

摺筆に当たりまして，貴下の御援助御協力を切に御願

い申し上げる次第であります． 敬具

昭和31年 9月

「日本音声言語医学会」設立発起人代表

規田琴次

殿

（原文縦組）

ここにも書かれているように，いささか、突然。に，

同年 11月 25日発会式をかねて第 1回の研究発表会を

開催することが通知されたのである．

かくて昭和 31年 （1956)11月 25日，記念すべき第

1回日本音声言語医学会総会（創立総会）が，東京大

学医学部本館小講堂において開催された．この日の出

席者で当日署名された方は 62名，数室員で署名なしに

出席された方もあったと思われるので約 70名の出席

であったと思われる．なお，高原滋夫教授，小田大吉

教授から祝電が届いており，大藤敏三教授からは風邪

のため欠席の電話があった由である．この会のプログ

ラムは後にガリ版刷りで発刊され全体で 12題であっ

たが，この臼の発表者の半数以上がすでに鬼籍に入っ

ておられ，このことからも， 40年の長さが実感される

ところである（表 1) . 

この総会と前後して本学会の英文名称が検討されて

いた．当初の案としては， The Japan Society of 

Phoniatryとか TheJapan Society of Speech and 

Voice Therapy，あるいは TheJapan Medical Soci-

ety of Phonetic and Sp巴echなどが候補に上がってい

たがいずれも不適当とされ，暫定的に The Japan 

Society of Voice and Sp巴巴chDisordersとされてい

た．最終的に現在の英文名称が定まったのは後述する

ように昭和 37年（1962）のこととなる．

また会の規約についても，切替教授が作製された原
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表 l 第 l回日本音声言語医学会プログラム

第l回日本音声言語医学会

昭和 31年（1956)11月25日， 東京大学医学部講堂

1）喉頭持続痩孔者の発声増強に関する研究 柏戸貞一（横浜大）

2）食道音声研究の基礎的諸問題飯田文武（京府大）

3）発声時の喉頭外筋の働きに就いて 小川常二（東一），藤田康三（専売）

4）高音発声時の頭部振動感の問題北川信太郎，大谷定夫，星野重政（群大）

5）発声時の体壁振動切替一郎，佐藤恒正， 大島弘至（東大）

6）語音の近似性浅井良三，釜本安敏 （京大）

7）吃音者の性格調査堀口信夫，神山五郎（東大）

8）騒音負荷の音声レベルに及ぽす影響高倉稔（東北大）

。学会設立総会

9）学童発声の現況須永義雄，坪井洋（東大分院）

10) I夏声に関する統計的観察兵昇，工藤憲雄，村越智子（福岡医大）

11）歌声障害に関する臨床的考察 清水弘（京府大）

12）日本人と西洋人の声の比較規回琴次

案が残っているが，この時点ではまだ公表されるに至

っていなかった．

2.第 2回総会以後一初期の役員と会則など

昭和 32年（1957)11月24日，東京大学医学部にお

いて第2回の総会学術講演会が開催された．総会では，

学会誌刊行の計画があるが，資金面その他種々の事情

のために実現に至らなかったことが報告され，あわせ

て委員（役員）問題も遅れていることが述べられてい

る．後に雑誌第 I巻がガリ版で刊行されたのは昭和 35

年（1960)9月，第 5回総会直前のことであり（表 2), 

この時同時に最初の会則がやはりガリ版で掲載されて

いる．なお会則の変遷については別章でのべられる．

この時の英文誌名は「TheJapan Journal of Voice 

and Speech Disorders」となっており，この英文名は

第2巻まで存続している．

役員については，当初の規約もやや暖昧であり，実

際の会そのものの運営は，おそらく堀田先生と切替先

生の指名によると思われる「委員会」によって行われ

ていた（会則第五項）．委員会をおくということは学会

誌第 l巻第 l号に所載の会則に明記しであるが（会則

第四項），このメンバーは学会誌上に正式な記載が一切

ない．しかし内部資料によれば両先生のほか在京の白

岩俊雄，須永義雄，田口恒夫，大藤敏三，林義雄，堀

口申作各先生であった．なお実際の学会のあり方など

については，このほか前述の設立趣旨に賛同された各

大学の先生方約 30名も討議に参加されており，たとえ

ば第4回総会当日（昭和 34年 11月2日）の昼食会に

参加されたメンパーは表3のごとく 22名で，これが後

の評議員会のメンバーの母体となっている．

その後昭和 35年（1960) 7月21日，上記の委員会

は会合を聞いて学会の運営方針とくに幹事をおくかな

どについて協議している．また同年 11月 23日第 5回

総会時の昼食会には 22名のメンバーが集まって学会

運営，雑誌編集方針などを中心に審議を行った．そし

てこの頃から役員に関する審議が具体的に進められ，

あわせて会則の整備作業も行われ始めた．

第 6回総会（昭和 36年）を終えた頃から国際学会と

の関連もあり，会員の増加もあって会の組織作りの本

格化が必要となってきた．この動きは翌年にかけて具

体化を進めることになるが，その内容としては，会則

の改訂検討の開始，評議員候補者の選出，会員名簿の

作製，雑誌の活字印刷などがあった．

昭和 37年（1962)3月，はじめて会員名簿が印刷配

布された．この名簿には 204名の個人会員と 2施設（大

阪市立大耳鼻咽喉科および東大分院耳鼻咽喉科）が記

載されている．ただしここでも役員に関する記載はま

だない．

実はこれに先だって昭和 36年（1961年） 7月，イタ

リアの学会から 1962年にパドアで開催予定の第 12回

国際音声言語医学会に向けて日本音声言語医学会の会

員名簿を送れという依頼があり，これに応じる形で

175名の英文会員名簿が発送されている．しかしこれ

は各大学別に数名ずつの名前をあげたもので，上述し

た名簿とは必ずしも一致していない．

昭和 37年（1962) 5月 16日，本郷の赤門学士会館

で上記の委員会が聞かれ，ここで評議員を中心とする
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表2 「音声言語医学j発刊の辞

発刊の辞

人間の音声や言語についての関心は，人類の歴史とともにはじま

っているが，それが学問として科学的にとり扱われるようになった

のは余り古いことではない．

ドイツはその先駆者となったのであるが，フランスその他西欧の

諸国，最近ではアメリカにおいてそれぞれの国民性を反映した科学

的研究が，或いは正常な音声や言語を対象として基礎的立場から，

また或いはそれが害われてきた状態について実際的立場から研究が

進められ，その発展ぷりはめざましいものがある．

わが国でもこの方面の関心が高まり，音声や言語の問題に関係の

ある色々な方面の人々が集まって日本音声言語医学会の発足をみた

のは今から 4年前の昭和31年秋のことであった．以来，本会も漸次

盛んになってきたのに，機関誌がないというのは研究を発展させる

上にも，相互の連絡交流の上にも，大きな不便であった．

ここに発刊する「音声言語医学」誌の内容は，今まで毎秋行われ

てきた音声言語医学会の演題，及び昨年度の演説内容を収録したも

のであるが，今後は研究論文，各国の事情，通信などこの方面の学

問の発達に役立つ事項を載せて組織立った雑誌に育て上げたいと願

っている．

そのためには同学の士である皆様の研究業績をお寄せ下さるよう

御協力をお願いするとともに，編集のことについてもキタンなき御

意見をお寄せ下さるよう切望する次第である．

昭和 35年9月

日本音声言語医学会々長 編回琴次

表3 た．
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堀田，切替，大藤，白岩，林，立木（豊），森本

鈴木（篤），松田（重），後藤（光），中村（文）

高原（代理 ：黒住），河田，後藤（敏），須永，大石（公）

堀口（信），田口，柏戸，浅井，庚戸，後藤（修）

以上 22名

（陪席．河村，沢島，米山，康瀬）

なお興味あることには，このあと 1962年にパドアで

開催された第 12回IALP総会の参考資料として本学

会の英文会則（By-Laws）がこの頃に作られている．

これは後述する会則改訂案の学会誌掲載以前のことで

あった点、が注目される．ただしこの ByLawsは学会

誌に掲載されたことはない．

さて 5月 16日に検討された会則改訂案，および役員

の案とも，同年 11月24,25日に東京医大で開催され

役員の選出および会則改訂についての討論が行われ， た第7回総会の折りに「案jとして「委員会Jに提出

さらに学会の英文呼称についても再検討が行われた． された．会則改訂については多少の変更を加えてこれ

なおこの日現在の会員数は 223名となっている． が承認され，昭和 39年発行の学会誌第5巻 1号に改訂

この自に評議員候補者として提案されたのは 33名 版が掲載された．

で，全国各地の耳鼻咽喉科主任教授が含まれ，その他 一方役員の件については，評議員，顧問をおくこと，

心理学，教育学，生理学，精神医学，口腔外科学の領 およびその際従来の委員会を常任評議員として存続す

域からも候補があげられている． ることなどが検討された．しかしこの時点でもまだ役

学会の英文呼称については種々の意見が出されたの 員の最終決定に至らず，昭和 38年（1963)2月のいわ

ち，それまでの呼称を廃し現行の「TheJapan Society ゆる常任評議員会で再検討の上，ようやく顧問，評議

of Logopedics and Phoniatrics」に改訂することが決 員，幹事を会頭が委嘱するということが了承された．

まり，これに連動して学会誌、名も現行のとおりとなっ この時点で委員会が提出した案は，会頭楓田，常任評
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議員，切替，大藤，白岩，堀口（申），石倉，柏戸，林，

小Illの諸先生．幹事は河村，田口，堀口（信），沢島，

山下，米山であった．上記のように学会誌に新会則が

掲載された時点で，これらの役員を置くことが公表さ

れたことになる．ところがその後も学会誌には役員名

簿が掲載されず，これが誌上に載ったのは，さらに遅

れて昭和 40年（1965）の第 6巻からである．しかも改

訂された会則には常任評議員をおくことが明記されて

いるのにもかかわらず，当初の役員名簿には誰が常任

評議員であるかの印しがないという奇妙な状況であっ

た．役員名簿に常任評議員の印しが付されたのは昭和

46年（1971）選出の役員名簿（昭和 47年（1972）発行

の学会誌第 13巻に記載）からで，この時には当初の常

任評議員（従来の委員会委員）とはすでに顔ぶれが変

わっていたのである．なおこの役員選出時の大きな変

化は，従来会頭であった瀦田琴次先生が名誉会頭とな

り，代わって切替一郎先生が会頭に選出されたことで

ある．役員名簿の変遷はこの章の未尾に別表として示

す．

ところで各年次の総会については第 5回総会まで東

大医学部で開催された後，第6回総会は京都大学で開

催され，それ以降も順調に各総会会長のもとで行われ

るようになった．

昭和 40年（1965）秋には学会創立 10年目を迎えた

ことになり，これを記念して第 10回総会（東京私学会

館で開催．担当切替一郎教授）において切替一郎会頭，

堀田琴次名誉会頭の講演が行われた．その抄録は学会

誌第 7巻 1号に所載されている．この時の会員数は

340名であった．（資料 2, 3) 

資料2

日本音声言語医学会 10年の歩み

切替一郎事

＊第 10回日本音声言語医学会会長

日本音声言語医学会は昭和40年秋を以てめでたく 10

年目を迎えたので，去る 11月27・28の両日に東京私学

会館講堂で行なわれた，第 10回日本音声言語医学会総会

の席上記念式典を行うとと もに，本学会生みの親であり，

斯学の発展に尽粋しておられる堀田琴次会頭に対する感

謝の意を表して表彰式が行なわれた．

今日学会の運営もおちついて軌道に乗り，研究も多岐

にわたりその内容も立派なものになりつつあることはま

ことに喜ばしい限りである．

かえりみると，音声言語に関する科学的研究を主とし

て行なう学会を設立すべく，堀田会頭が同志によびかけ

て具体的準備にとりかかったのが，昭和29年秋のことで

音声言語医学

ある．当時配布されたよびかけの趣意書の一節をここに

引用することは意義あることと思われる．

、前略 昨年来，音声言語医学会の設立を計画してお

りましたが，愈々今秋を期して，具体的活動を開始致し

たいと存ずる次第であります．

学会のありかたに就きましては，各方面の御意見を伺

い熟慮検討の末，理想、としては音声・言語に関連した科

学的研究にたずさわる人全部を包含したものに致したい

のでありますが，さし当つては，その母体として，医学

に関する部門だけに止めその名称も，、日本音声言語医学

会。として発足致しては如何かと存じます．

つきましては，耳鼻咽喉科学関係者のみならず，臨床

医学では内科・外科 ・口腔外科・小児科・精神科，基礎

医学では，生理学 ・心理学などを専攻される方々も含め

て，広く音声・言語に関する医学的研究に従事されてい

る方，或いは特にその方面に興味を持っておられる方々

を，打って一丸として，本会を創設致したいのでありま

す．

海外に於いては，今秋バルセロナで，第 10回国際音声

言語医学会が開催されるようであります．然るに我国に

は，未だ音声言語医学研究の中心となるべき学会もなく，

研究機関誌も発行されていないという事実は，国際学会

との連絡も不可能であり，期学の発展のためにも，極め

て遺憾なことであります．かかる見地からしても，学会

の設立は刻下の急務であり，もはや時間尚早という考え

は当らないと信じます．

以上のような理由から，甚だ突然ですが，今秋 11月下

旬〔11月25日（日曜日）の予定〕に，発会式を兼ねて，

第 1回の研究発表会，東京に於いて，開催致したいと存

じます．…以下略。

かくして昭和 31年 11月25日を期して、日本音声言語

医学会かの外称の下に，東大医学部講堂において，設立

総会と第 l回研究発表会が行われた次第である．

以後本学会は初めの趣意書にあるところにほぼ忠実に

発展し，人間の音声や言語の機能を主として医学的立場

から研究し，併せて物理・工学的研究も含めつつ，正常

な音声言語機能を解明するとともに，種々な音声言語障

害の病態生理およびその治療の問題については心理学， ，

教育学的立場をも含めて，広く基礎的，賂床的研究を行

なうことを目的として活動がつづけられてきている．

過去の資料をしらべてみると，

第1回の演題数は 12，参会者66人．

翌 32年秋，第2回学会では 27題に増加している．

また昭和 33年には，およそ本学会を母体として音声言

語障害に関する文部省科学研究費による班研究が行われ

たこともあった．
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昭和 35年秋に第 5回総会が行われたとき，粗末な仮印

刷ではあったが，機関誌として、音声言語医学’ 1巻 1

号が発刊された．

第 5固までの総会はいずれも繍回会頭の主宰の下に東

京で行われていたが，

昭和 36年 11月，開催地を京都にうつして，第6回総

会が京都大学後藤光治名誉数授によって京都大学で開催

され， 38題の出題と映画 1つが上映され活発な学会が持

たれた．

昭和37年には本学会は InternationalAssociation of 

Logopedics and Phoniatricsに加盟，国際的にも他国の

学会に伍して一歩をふみ出すことになった．

なお同年8月イタリアのパドア市で開かれた国際音声

言語医学会には，会員数名が参加して演説を行なってい

る．

同年秋に東京医科大学白岩俊雄教授が会長として，同

校講堂で盛大に講演会が行なわれた．出題数は 45に達

し，特別講演，会長講演のほか諸施認の見学などもあり

多彩な学会が行われた．なお白岩教授のきも入りで機関

誌が編集，紙質など立派な雑誌に生まれ変わったのもこ

のときである．

昭和 38年秋，第8回総会は，日本医科大学の大藤敏三

教授会長の下に本郷の同大学で開催されたが， 49題の発

表と活発な討論の他に，会頭講演，言語障害の検査，診

断に関するシンポジウムもあって有意義であった．機関

誌も年2回に増刊された．翌昭和39年には開催地を福岡

に移して，演題は 52題に増加，会頭講演，シンポジウム

もあり，機関誌の内容も特別講演やシンポジウム，演説

などがのせられ，次第に豊富なものになってきた．

昭和 40年秋は筆者ば会長として東京私学会館で多数

の参加者を得て，総会を開くことができた．本学会 10周

年式典を行なったことは前に記したが，会頭講演，特別

講演，シンポジウムが行われ盛会であった．会員数は 340

名の現況である．

過去 10年間に日本各地の大学あるいは病院にも徐々

に言語音声障害に関する治療施設がつくられ，適正な診

断の下に治療が秩序立って進められつつある．

また研究方面においては，とくに実験音声学の面で欧

米のそれと匹敵するに至った．

日本音声言語医学会は，昭和31年設立以来，わが国に

おけるこの分野の中心として発展してきた．

今後学会のなすべき仕事は多い．

会員諸兄の活躍と本学会の発展を祈って筆をおく．

（音声言語医学会第 2巻第 l号， P3 -4) 
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資料3

日本音声言語医学会 10周年記念会頭講演（講演筆記）

科学と芸術

楓田琴次本

＊日本音声言語医学会会頭

国立聴力言語障害センタ一所長

芸術と科学は，これまでのところ，両方とも，まった

く無関係のもの，あるいは全然関係してはいけないもの

のようにいわれています．本当にそうだろうかという疑

問を持ったのがもとで，この演題を選んだのです．

考えてみると，両者は無関係であってはならないし，

実際上，無関係ではありえないと思います．皆さんのう

ちには，それは無理だとお考えになる方もあるに違いあ

りません．しかし，味覚の面ではすでに，科学が芸術の

面におおいに関係しています．例えば，、味の素Hが，う

まいということに関係があるのは，万国共通の事実であ

って，これは誰もが認めています．グルタミン酸ソーダ

と，うまいまずいの感覚との聞には，何か直接の関係が

あるはずです．これは、コの一番ヘイノシン酸について

も言えることです．

その詳細についてお話ししている時聞はありません

が，とにかく，味覚の面では，感覚を化学的に説明する

ことが，おいおいできてきています．すでにその一歩を

ふみ出したと言ってもよいと思います．

色彩についても，ぽつぽつその方面のことがわかりか

けているのではないでしょうか．しかもそれが，視覚の

範囲では，形の認識に関する事実として，把握されてい

るようです．具象派がいくらか下火になり，抽象派が一

時さかんになったことなど，まさにその実例として見て

よいと考えます．とにかくこれが，視覚の科学的研究に

基礎を，おいているのは確かでしょう．

音に対してだけ，いい音，わるい音，問のいい人，わ

るい人というように，まったく主観に依存するのみで，

きめられるのは，どういうわけでしょう．そしてそれを，

科学はあとから説明しているだけというのでは，少しも

のたりないような気がします．われわれ生物学の学徒も，

耳金基礎として今少し実験的に研究すべきではないでし

ょうか．

味覚の面で，すでに具体化していることを，聴覚にあ

てはめて，考えてみたらどうかとおもうのです．事実に

おいて，グJレタミン酸ソーダ，イノシン酸をもって，味

覚の末梢器官を刺激すれば，人間はほとんどすべて，‘う

まいかという認識に到達するのです．まったく主観的に

のみ取扱われていた現象を，一部分ながら実験的に実証

することができたと言っていいとおもいます．科学と芸

術とがある意味で，おおいに接近したものと認めてもよ
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い事実ではないでしょうか．

言葉の内容はいろいろ違いますが，うまいということ

と，まずいということ，これは芸術的に非常に大事なこ

となのです．とくに音響芸術に関するかぎり，その区別

をハッキリ定めるのは，まだまだ容易なことではありま

せん．画学生で，外国にいるあいだ，相当の作品を発表

していたのが，日本に帰ってくると，まもなくタ．メにな

るのも少なくないようです．音楽家だって，それは決し

て少なくないのです．

そもそも，うまいまずいというのは，どういうことな

のか．とにかく非常にデリケートな問題が，たくさんあ

ると思います．さて，それが，今までのところ，余りは

っきりわかつてはいないのです．

弦楽四重奏に例を とってみますと，近ごろでは日本人

の合奏団体も，その演奏者が，調子をはずしたり，音を

まちがえたりというような初歩的なミスをすることは，

ほとんどありません．しかも実際では，優れた外国の演

奏者がくると聴衆は超満員，日本人の時には，客席はま

ばらという状態です．どういうわげでしょう．たずねて

みますと，外国人のときには普通，面白いが，日本人の

時にはおもしろくないから行かないというのです．すな

わち，一方はおもしろい，こちらのはおもしろくないと

いうのが一般的の答えです．その原因はそもそもどこに

あるのでしょう．

前述のように近ごろでは，日本人の合奏者でも，調子

をはずすのや，自分のでる箇所をまちがえるようなのは，

ほとんどありません．その意味では，日本の演奏者も，

まったく長足の進歩をしたとおもいます．それでは一体

どこが違うのかと言われますと，西洋のと比較して，日

本の弦楽合奏でとくに気がつくのは，演奏者が，他人の

ノTートをじゅうぶん聞いていないということです．そし

て自分の出番となると，まえに弾いている人と釣合いな

ぞはあまり考えず，自分のベストをつくして，がんばり

ぬこうというのです．これでは合奏にはなりません．ソ

ロとソロとの集りです．第一バイオリンが、あのネーか

とやさしく言ったとすれば，それを受ける第二バイオリ

ンも，それとまったく同様のやさしさで，吋可だえH とい

うふうに応答しなければいけないはずなのです．ビオラ

もセロも，その心持ちで，つねに演奏しなければなりま

せん．全部が一斉に演奏している時だって，そのバラン

スがもっとも重大要素です．ピアノにとってもそれはお

なじこと，右手と左手の強さにアンバランスがあれば，

その演奏がかりにどんなに達者でも，結果はあまり おも

しろくないでしょう．西洋の音楽では，単音での演奏は

ほとんどありません．とすると，音の大小のバランス，

問のよさなどが，うまいまずいの分かれ目，面白い，お

音声言語医学

もしろくないの分岐点となるのは当然でしょう．邦楽の

ように，単音でうたわれたり，演奏されるものでも，伴

奏楽器との音の大きさのつりあい，聞のよしあしで，曲

はおもしろくも，おもしろくなくも，なってしまいます．

聞ということになりますと，今では l秒の 1,000分の し

またその 1,000分の lも計測することができるのです．

科学は芸術に，その本質的な問題で，うんと近づくとと

ができるのです．どうしてこれまでのところ，まったく

異質なもののように，おもわれていたのかわかりません．

日本における西洋音楽と，それに関連する科学では，

音ということになると，どうしてその振動の数の大小に

のみ力をこめて，研究することになったのでしょう．西

洋でも，音の強さに関しては，普通，PP,P, mf, f, ff 

くらいにしか区別してはいないのです．まったく大ザッ

パなもの，しかもそれは絶対値には関係ありません．そ

してそれが，うまいまずいに直接，関係があるとすれば，

その芸術的な表現にも，今少し科学性があっていいとお

もいます．西洋ではしかし，永いあいだの経験によって，

それに関するおよその見当がつくはずですが，それはし

かし音高に関する精度より，逆に組雑なものと言って好

いとおもいます．この面ここそまさに今後の科学の研究

にまつべき領域なのではないでしょうか．現代芸術は，

科学の発達によってのみ， 新生面を開拓することができ

ると言っていいでしょう．

むかし，わたくしはペルリンで，フルトヴェングラ一

指揮，ベルリン・フィルハーモニーの練習を聞きました．

その時，この指揮者が，何度も何度もくりかえして，強

くしかっていたのはただひとりのティンパニーの奏者で

す．今きみがたたいている ffは，ワグナーかリストのフ

ォルティシモだ，それではシューベルトはメチャだと，

最後に言いました．曲はシューベルトのハ長調交響曲だ

ったのです．実に好いこと を聞いたとおもいました．わ

れわれ科学者は，音の強弱についてもまた，音高の場合

のごとく ，もっと正確に言いあらわすことに工夫をこら

すべきではないでしょうか．日本のようなポリフ才ニー

音楽の後進国では，芸術が科学の力を借りなければなら

ない分野が，非常におおいと信じます．

わたくしは，今の音楽科学において，じゅうぶん説明

しつくしていない音色の問題なぞについても，われわれ

生物学の学徒は，どうしてもっと熱心に，手をつけない

のかとおもいます．このことに関するかぎりわたくしは，

始めの瞬間騒音に，強く意義あるものと信じているので

す．たとえば「ヵ」と言い， 「タ」と言ったとします．描

時上における両者の差は「K」と「T」との相違，たか

だか 1,000分の何秒という時間の経過だけでしょう．し

かもその印象は発音全部の終るまで，違ったものかのよ
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多いのです．うにひびくのです．バイオリンとフリュートの音色の相

違も，事情はまったくおなじです．波形を見ても，違う

のは，単に始めの瞬間騒音だけ，あとはほとんど区別が

つきません．音色という，すこぶる芸術的な現象にも，

われわれ臨床科学者のタッチしなければならない事実は

FM，ステレオなぞの考察にも，オージオロジストおよ

び耳鼻咽喉科学者の関与しなければならない分野は少な

くないとおもいます．科学と芸術とは，決して疎遠なも

のではありません．

表4 日本音声言語医学会歴代総会記録

回数 会期 総会会長 ヨぷエ〉恥 場 担当機関

第 l回 S 31. 11. 25 瀦 田 琴 次 東京大学医学部本館大講堂 東 尽 大 山守斗． 

第 2回 S 32. 11. 24 II II II 

第 3回 S 33. 11. 5 II II II 

第 4回 S 34. 11. 2 II II II 

第 5回 S 35. 11. 23 ／／ II II 

第 6回 S 36. 11. 3 後 藤 光 治 京都大学医学部耳鼻咽喉科講堂 京 都 大 学

第 7回 S 37. 11. 24 白岩 俊 雄 東京医科大学同窓会館ホール 東京医科大学

第 8回 S 38. 10. 26～27 大藤敏 三 日本医科大学4番館講堂 日本医科大学

第 9回 S 39. 9. 22～23 河 田 政 一 天神ピル 11階大ホーJレ 九 介｜ 大 学

第 10回 S 40. 11. 27～28 切 替 一 郎 私学会館 東 尽 大 A子.,. 

第 11回 S 41. 10. 4～5 堀 口 申 作 全電通ホール 東京医科歯科大学

第 12回 S 42. 12. 9～10 後藤修 二 愛知県中小企業センター 名古屋大学

第 13回 S 43. 11. 21～22 浅井良 三 兵庫県民会館9階ホール 神 戸 大 学

第 14回 S 44. 10. 4～5 林 義雄 野口英世記念会館 慶 磨、 大 学

第四回 S 45. 10. 24～25 豊 田 文 一 金沢大学医学部十全講堂 金 i沢 大 A予.,. 

第 16回 S 46. 10. 21～22 柏戸貞一 神奈川県青少年センター・横浜市教育会館 横浜市立大学

第 17回 S 47. 11. 7～8 鹿戸幾一郎 電気ピル 九 1'1'1 大 学

第 18回 S 48. 10. 21～22 高橋 良 東京慈恵会医科大学 東京慈恵会医科大学

第 19回 S 49. 10. 9～10 斎 藤 英 雄 全電通ホール 日 本 大 A子.,. 

第 20回 S 50. 9. 13～14 立木 孝 岩手県民会館中ホール 岩手医科大学

第 21回 S 51. 11. 9～10 大和田健次郎 安田生命ホーjレ 東京学芸大学

第 22回 S 52. 10. l～2 水 越 治 国立京都国際会館 京都府立医科大学

第 23回 S 53 11. 11～12 津 島 政 行 東商ホーlレ 東 尽 大 戸＊

第 24回 S 54. 10. 25～26 平 野 実 久留米医師会館 久留米大学

第 25回 S 55. 11. 15～16 戸 塚 元 吉 東商ホーノレ，東京商工会議所講堂 虎の門病院

第 26回 S 56. 11. 20～21 河 村 正 三 経団連会館 順天堂大学

第 27回 S 57. 11. 26～27 服 部 浩 神戸市勤労会館 ネ申 戸 大 学

第 28回 S 58. 11. 25～26 内須川 告t筑波大学会館 筑 波 大 品子

第 29回 S 59. 11. 16～17 岡本途也 経団連ホール SB 手口 大 品ヲL

第 30回 S 60. 10. 25～26 斉藤成司 笹川記念館 慶 陸、 大 A子.,. 

第 31回 S 61. 8. 2 切 替 一 郎 都イン・東京

第 32回 S 62. 10. 30～31 曽田 豊 二 福岡大学病院医学部講義棟 福 岡 大 学

第 33回 S 63. 10. 7～8 永沸l正昭 仙台市民会館 東 j七 大 学

第 34回 H 1. 11. 7～8 岩 田 重 信 藤田保健所衛生大学藤田会館 藤 田 保 健 衛 生 大

第 35回 H 2. 10. 26～27 小 池 靖 夫 徳島市郷土文化会館 徳、 島 大 A子.,. 

第 36回 H 3. 10. 25～26 高橋宏明 大阪国際交流センター 大阪医科大学

第 37回 H 4. 11. 13～14 一 色 信 彦 国立京都国際会館 尽 都 大 A子.,. 

第 38回 H 5. 11. 12～13 金 子 敏 郎 千葉市民会館 千 薬 大 戸寸る4一与

第 39回 H 6. 10. 7～8 山下公 一 金沢市文化ホール 金沢医科大学

第 40回 H 7. 11. l～2 大山 勝 鹿児島市サンロイヤルホテル 鹿児島大学



462 

（音声言語医学第7巻第 1号， P1 2) 

なお，各年次の総会の一覧表を表4に示す．

3.会則の抜本的改訂と選挙による役員の選出

その後の学会の発展は順調で，会員数の増加もみら

れたことから，新たに会則を改訂し，とくに役員選出

を選挙によって行うことが必要と考えられるようにな

った．そこで学会として会則検討委員会（岡本健委員

長）を設けて検討が進められた．この辺の経緯につい

ては別章で述べられるが，昭和 49年（1974)6月 17日

の評議員会で改訂案の最終案が報告された．この案は

同年発行の学会誌 15巻 2号に掲載され，結局周年 10

月 10日の第四回総会（総会会長斉藤英雄教授）にお

いて新会則が昭和 51年（1976)5月1日より発効する

ことが承認された．

新会則の発効に先立つ昭和 50年（1975)10月2日，

本学会の名誉会頭堀田琴次先生が逝去された．学会創

始者である瀕回先生の逝去はまさに巨星墜つの感があ

った．堀田先生の年譜と切替会頭による追悼文は学会

誌 17巻 1号（昭和 51年（1976））に所載されている．

新会則に基づく役員選挙については選挙管理委員会

（小林武夫委員長）がおかれ，昭和 51年（1976) 8月

に選挙が行われた．開票は 8月25日に行われここで第

1次候補 100名が選ばれ， 2次投票の結果 10月6日に

50名の，選挙による新評議員が決定した．また新会則

により従来の会頭という名称が会長と変わり，新会長

には切替一郎前会頭が選ばれた．この時の評議員名簿

は学会誌第 18巻 1号に掲載されているが，会長推薦の

評議員を加えて実際には 55名となっている．なおこの

時の役員名簿には会長指名による運営委員のメンパー

も記載されている．

この時期の学会における委員会活動としては会則改

訂前には編集委員会のほか，言語治療士に関する検討

委員会（主務：笹沼澄子常任評議員）がおかれていた

が，改訂以後は切替会長の主導のもとに編集委員会（戸

塚元吉委員長），言語治療士の身分制度委員会（柴田貞

雄委員長），社療問題検討委員会（岡本健委員長），発

声機能検査法検討委員会（平野実委員長），言語機能検

査法検討委員会（柴田貞雄委員長）が設置され，それ

ぞれ活動を続けた．各委員会のその後の展開について

は別に述べられる．

昭和 51年（1976）以降， 3年おきに評議員選挙が施

行され，昭和 54年（1979），昭和 57年（1982）にそれ

ぞれ新しい役員名簿が発表されている．

昭和 57年 (1982）の役員改選後， 1986年（昭和 61

音声言語医学

年）に開催予定の第 20回国際音声言語医学会（IALP)

の日本誘致を進める気運が盛んとなり，昭和 58年

(1983）にエジンパラで開催される IALP総会におい

て日本誘致を実現することをめざして IALP日本開

催準備委員会（庚戸幾一郎委員長）が発足した．

昭和 59年（1984) 1月には， IALP日本開催にあた

ってのいわゆる挙国体制の設立をめざして推薦評議員

の増員が行われ，評議員の総数は 90名となった（学会

話、27巻 l号所載）．

昭和 60年（1985），本学会は創立 30周年を迎えた．

この年の第 30回総会（斉藤成司総会会長）において切

替一郎会長は本学会設立後のわが国における音声言語

医学の発展について記念講演を行った．この講演要旨

は学会誌 27巻に掲載され，別章に再録されている．

4.第 20回国際音声言語医学会（IALP）の担当

とその後の変遷

前述のとおり，昭和 58年（1983）エジンパラで開催

された第四回 IALP総会において第 20回IALPを

東京で開催することが最終決定され，日本音声言語医

学会はそのホスト役として企画運営を実行することが

本決まりとなった．かくて昭和 61年（1986)8月，東

京笹川記念館において第 20回IALP総会学術講演会

が開催される運ひ．に至ったのである．

この総会開催に関する詳細は別章に述べられるので

具体的な記述は避けるが，きわめて盛会裡に総会を終

えることができたのはひとえに切替会長を中心とする

関係者一同の努力によるものであり，国際的に高い評

価を得ることができた．

たまたまこの昭和 61年（1986）は役員改選の時期に

当たっており，会則に従って選挙が施行された．なお

この年の日本音声言語医学会総会は，国際学会の担当

年にあたったため学術講演会無しで事務総会のみが行

われた．

この時選挙で選出された評議員による臨時評議員会

が，国際学会終了後の昭和 61年（1986) 8月30日本

郷赤門の学士会館で開催された．この評議員会では，

これまで長く会長の職にあった切替一郎会長が，国際

学会終了を機に退任されることとなり，新会長として

斉藤成司教授（慶応大学）が推薦され，全員一致で会

長に選出された．

昭和 61年 (1986)12月20日の運営委員会において

斉藤会長から切替一郎前会長および康戸幾一郎前運営

委員のお二人を名誉会員に推挙することが提案され，

正式に決定した．この件に関してはあらかじめ文書に

より評議員会の承認が得られていた．またこの時，名
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れた．

この頃の斉藤会長の一つの念願は，日本音声言語医

学会が日本医学会に加盟することであった．実は学会

発足後まもない頃にも規田先生がこのことについて尽
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誉会長の設置等の点について会則改訂．の必要があるこ

とが指摘され，改正案の作成を岡本健，平野実運営委

員に依頼することとなった．この会則改訂については

翌昭和 62年 (1987）の総会時に案が提示され，承認さ

日本音声言語医学会役員ならびに評議員名簿

（平成5～7年度）

（学会誌34巻：平成 5年 (1993）掲載）

表5

孝

忠

巌

君

重

我

木

庄

加

鈴

本

吉

健

雄

二
貞

成

公

E. Loebell 

戸塚元

岡本

柴田

新美

山下

行

信

子

昭

之

稔

A. Muller 

津島政

岩田重

笹沼澄

永 t樹立

福田宏

鳥山

角田

肇

郎

也

彦

士

大

郷

実

洗

弘

幾

途

信

精

美

瀬

戸

本

色

小池

田中

平野

内須川

川井田

旗

康

問

理事長

名誉会員

顧問

理事

事

事

監

幹

作

吉

肇

郎

門

郎

之

子

太

衛

理

雄

鱗

駿

宗

右

五

則

真
彦

木

橋

木

野

村

場

瀬

坂

木

田

野

飯

井

牛

大

岡

鬼

粕

神

桐

倉

斎

漂

進

鈴

高

立

中

西

馬

鹿

訟

前

茂

柳

吉

京子

銭 三

達次郎

公直

恵子

卓弥

英樹

五郎

滋

子

等

イ丁

幹

忠

明

孝

紀

政

武

重

宏

高

上

嶋

石

崎

塚

谷

山

谷

内

藤

島

陸郎

征夫

卓也

尚志

勝

光博

敏宏

敏郎

和智

成子
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カされたが，かなわなかったといういきさつがある（米

山先生による）．

実際には昭和 62年度に加盟の申請が行われたが，や

はり会員構成の点で医学会加盟には問題があり，結局

不承認という結果に終わった．

昭和 62年 (1987)7月2日，これまで長く日本音声

言語医学会の監事をつとめられた佐野茂先生が逝去さ

れた．これは学会にとって誠に悲しい出来事であった．

昭和 62年 (1987）秋の第 32回総会（総会会長曽田

豊二教授）において新しい会則に従って切替一郎前会

長が名誉会長に推挙され承認された．同時に康戸幾一

郎先生は顧問として承認された．ただこの時発効した

会則では，名誉会員および顧問の記述が必ずしも明確

でなかったため，役員名簿における康戸幾一郎先生の

記述にはその後多少の混乱がありご迷惑をおかけし

た．しかし康戸先生はすでに名誉会員として承認を受

けておられるので，現在では後述する現行会員りに従っ

て名誉会員として記載されている．なお欠員となった

監事には新たに鳥山稔評議員が推薦され承認された．

この昭和 62年（1987）秋頃から斉藤成司会長が体調

を崩され，手術，放射線治療等を受けられるという学

会として憂慮すべき状態となった．昭和 63年 (1988)

に入り斉藤会長は病をおして運営委員会等に出席され

ていたが，きわめて残念なことに昭和田年（1988)9 

月28日に逝去され，学会は第 33回総会（永測正昭総

会会長）を目前にして会長を失うという悲しい出来事

に見舞われた．この事態をとりあえず乗り切るために

第 33回総会時の評議員会において庶務部担当の康瀬

肇運営委員が斉藤会長の残任期間，会長を務めること

が承認された．

なおこの年から学会事務局に事務処理用電算機が導

入されている．

平成元年（1989）再び役員選挙（杉村公美選挙管理

委員長）が行われ新しい体制が作られた．この頃より

学会の拡大に伴い，従来の運営委員会組織を理事会組

織に改める機運が起こり，これをめざして会則の改訂

がはかられた．この案は平成元年（1989)11月の第 34

音声言語医学

療養中であった切替一郎名誉会長が逝去された．本学

会の実質上の創始者であり，わが国の音声言語医学界

の員の意味のリーダーであった切替名誉会長の逝去

は，一つの時代の終わりを告げるものであり ，会員一

同に大きな衝撃を与えた．

平成 3年（1991)1月，前年度の第 35回総会（小池

靖夫会長）において特別講演を行った IALP会長の A

Muller氏が名誉会員に推挙され承認された．またこの

年の 10月には，第 36回総会（高橋宏明会長） におい

て特別講演が予定されたドイツの E Loeb巴11教授が

名誉会員として承認されることになった．

平成 4年 （1992) 8月，評議員選挙（杉村公美選挙

管理委員長）が行われ，平成5～7年度の新評議員が

選出され，11月の第 37回総会（一色信彦会長）におい

て推薦評議員を含めた名簿が発表され承認された．こ

の総会に先立つて再び会則の改訂が行われ，顧問に関

する条項が成立した．その結果，戸塚元吉，岡本途也，

津島政行，の3先生が顧問として推挙され総会時に承

認された．

平成5年（1993)12月，これまで長く東京大学医学

部内に置かれていた学会事務局が外部に移転すること

となった．

5.学会の現状

平成 7年 （1995)1月21日現在の本学会の会員数に

ついてみると，名誉会員 3名， 正会員 1,671名（うち

在外会員 22名）購読会員 227名，賛助会員 16社であ

る．なお正会員の職種別内訳の概要は次の通りである．

耳鼻咽喉科医師 524名，その他の医師 62名， 歯科医

師 35名，言語病理学ないし言語治療関係者 899名，学

校教職者（教諭） 44名，理工学系会員 45名，音楽関係

会員 10名， その他 （心理学者等） 52名．

また現在の役員，評議員，各部および各委員会の構

成は表5の通りである．

学会事務局の所在は〒112東京都文京区後楽 2 3 

10 （事務局担当：：本杉道子）である．

回総会（岩田重信総会会長）の際，評議員会および総 （本草の執筆にあたり，米山文明先生（評議員）から貴重

会で承認され，ここに本学会の従来の運営委員は理事 な助言と資料を頂いたことを付記して深甚なる謝意を表す

となり，会長は理事長となることが決まった． る）

平成元年（1989)12月 17日，この年の春頃より病気
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日本音声言語医学会の運営

岡本 健

1.会則の変遷

日本音声言語医学会は昭和 31年発足し，第 I回講演 発行する．

会を東大で開催しているが，同年 12月には会則も本決 9）毎年総会において，会計報告を行う．

まりとなっていた． 10）その他，本会の行事は，委員会これを立案し，

（発足当時の会則案） 会長の承認を経て行い，その経過を総会に報

日本音声言語医学会（仮称）会則（案） 告する．

1）本会は日本音声言語医学会と称す． 昭和 35年（1960）音声言語医学第 1巻に始めて公式

2）本会は音声言語に関する科学的研究を行うの に会則が掲載された（資料 1) .当時英文名は The

を目的とする．この目的のために研究発表会 Japan Society of V oic巴 andSpeech Disordersとなっ

の開催，研究機関誌の発行を行い，研究者の ており，現在の英文名と違っている．役員の構成が明

聞の連絡ならびに，海外学会との交流をはか 確でなく会長と委員だけの構成であった．入会費 200

る． 円，会費 500円であった．

3）本会は音声，言語に関する医学的及び教育的 昭和 37年(1962）秋，第 7回総会時には，会員も 217

問題を研究するもの，あるいはそれに特に関 名になったので学会会則の改正に着手する．会則検討

心を有するものを会員とする． の幹事として，河村（順大），田口（聾センター），井

4）本会は会員の中より，会長 1名，委員若干名 原（医歯大），堀口（東大分院），米山，沢島（東大）

を選ぶ．その任期は 2年とし重任を妨げない． が指名され，検討が行われた（資料 2).

5）本会の運営は会長及び委員会これに当たり， 昭和 38年（1963)2月，日本音声言語医学会会則（改

事務所は東京大学耳鼻咽喉科学教室に置く． 正案）が提出された．

6）本会員は入会と同時に，入会金 200円を納め， 学会の英文名がTheJapan Society of Logopedics 

他に年会費 200円を負担する． and Phoniatricsと現在のものに改正，会の目的，構成

7）本会は毎年，研究発表会，ならびに総会を聞 を明確にした．役員の構成を明確にし，会頭，会長，

催する． 顧問，評議員，幹事を置き，これらの業務，任期を明

8）本会は研究機関誌として，季刊の学会雑誌を 確にした．

日本音声言語医学会々則

1 .本会は日本音声言語医学会（THEJAPAN SOCIETY OF VOICE AND SPEECH DISORDERS）と称す．

2.本会は音声・言語に関する科学的研究を行うのを目的とする．この目的のために研究発表会の開催・研究機関誌の

発行を行い，研究者の聞の連絡並ひリこ海外学会との交流をはかる．

3.本会は音声・言語の心理及び病理に関する研究を行うもの，或はそれに特に関心を有するものを会員とする．

4.本会は会員の中より，会長 I名，委員若干名を選ぶ．その任期は二年とし重任を妨げない．

5.本会の運営は会長及び委員がこれに当り，事務所は東京大学耳鼻咽喉科学教室に置く．

6.本会員は入会と向時に入会金 200円を納め，他に年会費5百円を負担する．

7.本会は毎年総会並びに l回の研究発表会を開催する．

8.本会は研究機関誌として，学会雑誌を発行する．

9.毎年総会において，会計報告を行う．

10. その他，本会の行事は，委員会がこれを立案し会長の承認を経て行い，その経過を総会に報告する．

11.会則は総会の承認を経てこれを変更することが出来る．

資料 1 音声言語医学第 l巻（1960）に掲載されたもの
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討，および運営委員の選出方法の検討．

4）会長の諮問事項あるいは事業遂行のための委

員会の設置に関する項目を設けること．

5）これまでの会頭制の検討．

以上の点を主検討事項として， 2年に亘って会則検

討委員会において慎重に検討が行われ，その問，常任

評議員会，評議員会においても討議が重ねられ，昭和

49年 3月に会則検討委員会としての最終報告案がま

とまった．

しかし当時は学園紛争の最中でもあり，またいわゆ

るSTの身分制度の問題が紛糾していたところから，

会則の見直しは，学会の民主化を問われ紛糾した．

すなわち学会名の変更，会の目的の変更から討議し

なければならなかった．学会員の構成が医師以外の会

員が多くを占める関係から，音声言語医学会から医の

文字をとることがまず提案された．また目的，事業の

項目では，単に音声言語医学の進歩発展を図るに留ま

らず，進んで社会福祉のために行動することを加える

べきであるとの意見が出されたりもした．特に役員の

選出には多くの議論があり，これまでの学会の運営に

対する問題点が多々指摘された．

その当時としては学会とはいっても，未だ会員数が

1000人にも満たない学会も多く，これらは研究会の延

長線上にあり，会則も満足なものはなかった．また内

科，外科といった学会の会則はいかにも古く余り参考

にはならなかった

日本音声言語医学会の会則は，将来を考え今後の学

会の運営，発展に備えて，多くの議論を闘わせた結果

昭和 39年 (1964）「音声言語医学」第5巻に改正さ

れた日本音声言語医学会会則が始めて掲載された．会

費は 500円と変わらなかったが，入会金が200円から

300円になっていた（資料 3). 

昭和 42年 (1967）「音声言語医学」第 8巻に掲載さ

れている会則では，東大の住所変更に伴う変更がみら

れる．

昭和 43年 (1968）「音声言語医学」第 9巻に掲載さ

れている会則では，入会金が 500円に，会費は 1000円

に値上げになっている．さらに昭和 44年には会費は前

納となる．

昭和 47年 (1972），切替会頭就任にあたって，学会

のよりよい運営を目指すこととなり，そのーっとして

会則の見直しに着手すべく，会則検討委員会（主務 ：

河村正三，後に岡本健に交代，委員：河村正三，佐

藤則之，田口恒夫，竹田契一，藤村靖，米山文明）

が発足した．

切替会頭より，異なった分野の人々が密接に関係し

ながら協調していく場でありたいという会員の希望を

尊重し，学会のよりよい運営を図るための会則にする

よう検討に当たって，次の点が基本方針として示され

た

1）新しい時代に即した会則かどうか全体を見直

すこと．

2）評議員の選出方法（会長推薦を含めて）の検

討と改定．

3）学会運営の母体（プレインとなって推進）と

なるべきものとしての運営委員会の設置の検
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日本音声言語医学会会則（1964)

第1条本会は日本音声言語医学会（TheJapan Soci- (4）評議員は一般会員の推薦により会頭が委嘱

ety of Logopedics a,d Phoniatrics）と称す． する．そのうち若干名を常任とする．

第2条本会の事務所を東京都文京区本富士町 lのl東 (5）幹事は会長が委嘱する．ただしその内若干

京大学耳鼻咽喉科教室内におく． 名を常任とし，会頭が委嘱する．

第3条本会は音声言語医学の進歩発達を図ることを目 第10条役員の任期はつぎの通りとする．

的とする． 会頭3ヵ年，会長 1ヵ年，顧問は終身，評議員

第4条本会は第3条の目的に賛同する医師ならびに研 は2ヵ年，幹事2ヵ年，ただし重任をさまたげ

究者をもって構成する． ない．

第5条入会を希望するものは，本会所定の申込用紙に 第11条本会は第3条の目的遂行のために次の事業を行

必要事項を記入し本会に申し込むものとする． つ．

第6条退会を希望するものは本会に届出るものとす (1）総会を開催する．

る．ただし既納の会費，入会金は返付しない． (2）学術研究会を開催する．

第7条本会に次の役員をおく ． (3）会誌を発行する．

会頭 1名，会長 I名，顧問若干名，評議員若干 (4) その他．

名，幹事若干名 第12条本会の経費は入会金，会費および寄附金をもっ

第8条会頭は本会を代表し，会務を総理する．会長は てこれにあてる．

学術講演会を主宰し，事務を管理する．評議員 第13条会員は力に定める会費を納めるものとする.2 

は言平議員会を組織し，重要事項を審議し，会長 ヵ年以上会費滞納の場合は退会と認める．

の諮問に応じ必要と認める事項について助言す 第14条本会の会則変更は評議員会の議決を経て総会の

る．幹事は会務を補佐する． 承認を得なければならない．

第9条役員の選定は次の通りとする 第15条本会の会計年度は定時総会開催翌日より翌年の

(1) 会頭は役員会において選定する． 定時総会開催当日までとする．

(2) 会長は評議員会において選定する． 細 則

(3）顧問は評議員会の推薦により会頭が委嘱す 第 1条入会者は会頭の承認を要する．

る． 第2条会費は年額500円，入会金 300円とする．

資料3 音声言語医学第 5巻 (1964）活字として始めて会誌に掲載された会則

である．これをまとめるには，多くの困難に遭遇した

が，最後には法律家とも十分相談の結果一つ一つの文

章まで吟味したものである．

改正案の骨子はつぎの通りである．

1 ）会員を正会員，賛助会員，購読会員とした．

2）学会の運営については運営委員会を新たに設

置し学会の推進母体としての重要な役割を果

たして貰うこととした．

3）役員について：会頭を会長と呼ぴ替えること

とした．総会会長，次期総会会長を明記し，

運営委員会に出席出来るようにした．評議員

は選挙で選ぶが，会長推薦評議員も置くこと

が出来るようにした．監事がいままでなかっ

たので新設した．

4）会長の要請により諮問委員会をおくことが出

来るようにした．

5）役員の選出方法について：評議員は選挙によ

り選出することとしたが，選挙管理委員会を

組織し，会員よりあらかじめ候補者を推薦し

てもらい，評議員選挙名簿を作成したのち，

それにより会員全員による選挙とした．

会長，総会会長，次期総会会長，監事，幹

事，運営委員は評議員会で選出することとし

た．

以上の検討結果から，昭和 51年 (1976）新会則が発

足した（資料 4），翌年の昭和 52年 (1977）には新会

則により全会員の選挙により評議員が選出されるよう

になった．

昭和田年（1983）には会費，役員の選出に関する項

目を施行細則を設げてここに移した．

昭和 60年 (1985）には，会長推薦評議員の項目，名

誉会員に関する項目を細則に新たに付け加えた．

昭和 62年（1987）には，更に顧問の項目を細則に付

け加えた．

平成元年には，学会の発展に伴い，これまでの運営

委員（会）制度をあらため，理事（会）制度にするべ
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日本音声言語医学会会則（1976)

第 l条（ 名称 ）

本会は日本音声言語医学会（TheJapan Soci-

ety of Logopedics and Phoniatrics）と称する．

第 2条 （本部の所在地）

本会の本部は干 113東京都文京区本郷 7 3 1 

東京大学医学部音声言語医学研究施設内にお

く．

第3条（目的）

本会は音声言語医学の進歩・発展に寄与するこ

とを目的とする．

第 4条 （事 業）

本会は前条の目的を達成するために次の事業を

行なう．

1）機関誌の発行

2）学術講演会等の開催

3）その他，前条の目的を達成するために必要

と認める事業

第 5条（会員）

本会は正会員，賛助会員，購読会員をもって組

織する．

1）正会員は本会の趣旨に賛同する個人とし，

所定の手続を経て本会に登録されたものと

する．

2）賛助会員は，本会の趣旨に賛同する個人，

団体，会社および事業所とし，所定の手続

を経て本会に登録されたものとする．

3）購読会員は本会の目的とする領域に関心を

持つ図書館，その他個人以外のものとし，

所定の手続を経て本会に登録されたものと

する．

第 6条 （正会員の権限）

正会員は学術講演会等に参加する資格を有し，

機関誌その他の配布を受け，それに投稿するこ

とができる．

第 7条 （会員の入会手続）

会員として入会を希望するものは本会所定の申

込用紙に必要事項を記入し，入会金を添えて申

込むものとする．但し，入会の可否は運営委員

会がこれを審査し会長がこれを決定する．

但し，賛助会員，購読会員として入会を希望

する場合は入会金を必要としない．

第 8条 （会 費）

1）本会の会費はつぎのとおりとする．

正会員 年 額 3,000円

賛助会員 I口年額 10,000円

購読会員年 額 3,000円

2）入会金は， 1,000円とする．

3）会費は前納とする．

第 9条 （退会及び除名）

1 ）退会を希望するものは，本会に届け出るも

のとする．

但し，既納の会費等は返還しない．

2）会員が死亡したときまたは引続き 2年以上

会費を滞納したときは会員の資格を失う．

3）本会の目的に反して，本会の運営を妨げた

もの，または本会の名誉を損う行為のあっ

たものは運営委員会の決議によって除名す

ることができる．

第10条（役員）

1 ）本会に会長 l名，総会会長 l名，次期総会

会長 1名，運営委員 10名以内，評議員 55名

以内，幹事2名，監事2名をおく．

2）会長，総会会長，次期総会会長は在任中運

営委員の地位につき，前項に定める数の制

限を受けない．

第11条 （役員の任期）

1 ）会長，運営委員，評議員，幹事，監事の任

期は 3年とする．

但し，再任を妨げない．

2）総会会長，次期総会会長の任期は 1年とす

る．

第12条 （役員の職務，権限）

1）会長は本会を代表し，会務を掌理する．

2）総会会長は，総会及び学術研究発表に関す

る職務を行なう．

3）次期総会会長は，次年度の総会の準備に関

する職務を行なう．

4）運営委員，評議員はそれぞれ運営委員会，

評議員会を構成し，おのおの所定の職務を

行なうものとする．

5）幹事は会長を補佐する．

6）監事は本会の会計を監査するものとし，運

営委員会及び評議員会に出席し意見を述べ

ることができる．

資料4 現在の会則の基となった改正後の会則
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く検討を行い，これまでの会長を理事長，運営委員（会） にいたっているが，それに伴って会則も次第に学会と

を理事（会）と改めた． しての体裁をなしてきたように思う ．会則が学会の発

平成4年（1992）には，これまで評議員が役員の中 展を抑制しではならないし，むしろ発展を助ける機能

に含まれていたものを，役員の条項から除き，また顧 をもたなければなるまい．その点で，長年にEって会

問に関する条項を会則に明記した． 則に携わってきたものに とって，今日の学会の隆盛を

以上 40年の永きに亘って学会は次第に発展し，今日 見るときに感慨無柳である．

2.役員の変遷

・昭和40年 (1965) 学会誌第 6巻所載始めて会誌に載った役員名簿

会 頭堀田琴次

顧 問後藤光治立木豊佐藤重一 小野議

評議員浅井良三須永義雄石倉武雄寿原健吉上野正小川常二高橋宏片桐主一大藤敏三柏戸貞

一高原滋夫河田政一高藤次夫北村武切 替 一 郎 中 村 文 雄 外 越 好 古 後 藤 修 二 林 義 雄 後

藤敏郎広戸幾一郎佐藤則之藤田磐ー藤野博佐野茂猪口申作白岩俊雄森本正紀鈴木篤

郎 山 本 馨吉田申次

幹 事 内須川洗堀口信夫河村正三山本肇沢島政行米山文明永井 氾山下公一回口恒夫神山五

自R

編集委員長切替一郎

編集委員幹事兼任

・昭和 41年（1966) 学会誌第 7巻所載

会 頭堀田琴次

顧 問後藤光治立木豊佐藤重一 小野 譲

評議 員浅井良三須永義雄石倉武雄寿原健吉上野 正 小川常二高橋宏片桐主一大藤敏三柏戸貞

一高原滋夫河田政一高藤次夫北村武切替一郎 中村文 雄 名 越 好 古 後 藤 修 二 林 義 雄 後

藤敏郎広戸 幾 一 部 佐 藤 則 之 藤 田 馨 ー 藤野博佐野茂堀口申作白岩俊雄森本正紀鈴木篤

郎 山本型車

幹 事内須川洗堀口信夫河村正三山本肇沢島政行米山文明山下公一回口恒夫神山五郎

編集委員長切替一郎

編集委員幹事兼任

（注）吉田申次先生逝去後

・昭和 42年 (1967) 学会誌第 8巻所載

会 頭楓回琴次

顧 問後藤光治立 木豊佐藤重一 小野譲

評議員浅井良三須永義雄石倉武雄寿原健吉上野正小川常二高橋宏片桐主一大藤敏三柏戸貞

一高原滋夫河田政一高藤次夫北村武切替一郎中村文雄名越好古後藤修二林義雄後

藤敏郎広 戸 幾 一 郎 佐 藤 則 之 藤 田 馨 ー 藤野博佐野茂堀口申作白岩俊雄森本正紀鈴木篤

郎山本馨福田 精 大 和 田 健 次 郎 藤 村 靖豊田文一高橋良斎藤秀雄

幹 事内須川洗堀口 信 夫 河 村 正 三 山本肇沢島政行米山文明山下公一 回口恒夫神山五郎岡本

健

編集委員長切替一郎

編集委員幹事兼任

（注）評議員数増員後
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・昭和 43年 （1968) 学会誌第9巻所載

会 頭瀦回琴次

顧 問後藤光治立木 豊 佐 藤 重 一 小 野 譲

評議員浅井良三石 倉武雄上野正小川常二柏戸貞一片桐主一河田政一北村武切替一郎後藤修

二後藤敏郎 斎藤英雄佐藤則之佐野茂白岩俊雄鈴木篤郎須永義雄寿原健吉高橋宏高

原滋夫高橋良高簾次夫大藤敏三豊田文一中村文雄名越好古林義雄広戸幾一郎藤田馨

ー藤野博藤村靖堀口申作森本正紀山 本磐大和田健次郎福田精

幹 事内須川洗神山五郎河村正三岡本健沢島政行田口恒夫堀口信夫山下公一山本肇米山文

明

編集委員長切替一郎

編集委員幹事兼任

（注）一部変更あり .50音順となる．

・昭和 45年（1970) 学会誌第 11巻所載

会 頭規田琴次

顧 問後藤光治立木萱佐藤重一 小野譲

評議員浅井良三石倉武雄上野正小川常二大橋博司大島良雄柏戸貞一 片桐主一 河田政一北村

武切替一郎後藤修二後藤敏郎斎藤英雄佐藤則之佐野茂白岩俊雄鈴木篤郎須永義雄寿

原健吉高橋宏高原滋夫高橋良高藤次夫大勝敏三豊田文一中村文雄外越好古長谷川恒

雄 林義雄広戸幾一郎平井昌夫藤田馨一藤野博藤村靖保崎秀夫堀口申作森本正紀

山本馨大和 田 健 次 郎 福 田 精

幹 事内須川洗神 山 五 郎 河 村 正 三 岡 本 健 沢 島 政行田口恒夫婦口信夫山下公一山本 惑米山文

明

編集委員長切替一郎

編集委員幹事兼任

・昭和 47年（1972) 学会誌第 13巻所載 （1972年 4月より）

(0 印は常任評議員）

名誉会頭楓回琴次

会 頭切替一郎

顧 問後藤光治立木 豊 佐 渡 重 一 小 野 譲

評議員浅井良三石倉武雄 o一色信彦 o板倉秀今 井秀雄上野正 o内須川流 0大和田健次郎 o岡

本健 小川常二大橋博司大島良雄柏戸貞一片桐主ー金子敏郎河田政一 o神山五郎 o河村

正三北村武 黒 住 静 之 後 藤 修 二 後 藤 敏 郎斉藤英雄 o笹沼澄子佐藤則之佐野茂 o沢島政

行 o白岩俊雄 0柴田貞雄鈴木篤郎鈴木昌樹 0須永義雄寿原健吉高橋宏高橋良高原滋

夫高藤次夫大藤敏三 0田口恒夫 o竹田契一田中美郷谷俊治豊田文一中西精子中村文雄

永沸l正昭名越好古服部浩長谷川恒雄平井昌夫平井信義 0平野実広戸幾一郎福田精

藤田馨ー 藤野博藤村靖保崎秀夫 0堀口 申 0堀口信夫水越治宮崎正森本正紀 o

山下公一 o米山文明渡辺融

幹 事広瀬肇小林武夫

（注）始めて常任評議員の印が付された．

・昭和 50年（1975) 学会誌第 16巻所載（1974年 5月より）

(0 印は常任評議員）

名誉会頭堀田琴次

会 頭切替一郎

顧 問後藤光治立木 豊佐藤重一小野譲

評議員浅井良三石倉武雄 o一色信彦 0板倉秀今 井 秀 雄 上 野 正 0内須川洗 0大和田健次郎 o岡
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本健小川常 二大橋博司大島良雄柏戸貞一片桐主一 金子敏郎河田政一 o神山五郎 o河村

正三北村武黒住静之後藤修二後藤敏郎斉藤英雄 0笹沼澄子佐藤則之佐野茂 o沢島政

行 o白岩俊雄 o柴田貞雄鈴木篤郎鈴木昌樹須永義雄寿原健吉高橋宏高橋良高原滋夫

高藤次夫大藤敏三 0田口恒夫 0竹田契ー田中美郷谷俊治豊田文一中西靖子中村文雄永

沸l正昭名越好古服部浩長谷川恒雄平井昌夫平井信義 0平野実 o広戸幾一郎福田精

藤田磐ー藤野靖藤村靖保崎季夫 o堀口申作 o堀口信夫水越治宮崎正 o山下公一

0米山文明渡辺勧

幹 事広瀬肇小林武夫

諸部および委員会

1.庶務部主務担当．沢島政行

2.会計部主務 ：内須川洗，田中美郷

3.編集委員会主務・戸塚元吉

4.言語治療士に関する検討委員会主務 ：笹沼澄子

委員会名簿

1.編集委員会（主務：戸塚元吉）

津島政行，田中美郷，佃 一 郎

2.言語治療士に関する検討委員会（主務 ：笹沼澄子）

内須川洗，柴田貞雄，白岩俊雄，竹田契一，谷俊二，鳥山稔，平野実，堀口申作，

盛由紀子

・昭和52年 （1977) 学会誌第 18巻所載（51年 10月より）

会 長切替一郎

評議員飯高京子石戸谷栄一一色信彦今井秀雄内須川洗大熊喜代松大和田健次郎岡本健岡本途也

小川仁小JI［口宏萩野洋一神山五郎河村正三木村照切替一郎斉藤成司斉藤英雄相楽多

恵 子 笹 沼 澄子沢島政行設楽哲也柴田貞雄鈴木篤郎鈴木昌樹田口恒夫竹内愛子竹田契ー

田中美郷谷俊治立木孝佃一郎角田忠信戸塚元吉鳥山稔長沢泰子中西靖子永沸l正

昭長谷川恒雄比企i静雄平野実広瀬肇（横浜）広戸幾一郎福迫陽子藤村博也藤田馨ー船

山美奈子堀口申作水越治宮崎正村井潤一盛由起子森山晴之若葉陽子渡辺励

運営 委 員 一 色 信 彦内須川洗大和田健次郎岡本健笹沼澄子沢島政行柴田貞雄平野実広戸幾一郎

堀口申作

皿匝と 事佐野茂白岩俊雄

幹 事牛島達次郎高橋文夫

諸部および委員会

1.庶務部主務：沢島政行

2.会計部主務：内須川 洗，田中美郷

3.編集委 員会委員長戸塚元吉

4.言語診療士の身分制度委員会委員長 ：柴田貞雄

5.社療問題検討委員会委員長岡本 健

6.発声機能検査法検討委員会委員長：平野 実

7.言語機能検査法検討委員会委員長：柴田貞雄

委員会名簿

1.編集委員会（委員長：戸塚元吉）

大和田健次郎，沢島政行，回申美郷，佃一郎

2.社療問題検討委員会（委員長 ：岡本健）

斉藤成司，竹田契ー，佃一郎，鳥山稔，長谷川恒雄，平野実，広瀬肇，福田宏之

3.発声機能検査法検討委員会（委員長 ：平野実）

一色信彦，岡本健，斉藤成司，沢島政行，広瀬肇

（注）会則改訂による選挙後はじめて掲載
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・昭和 55年 （1980) 学会誌第 21巻所載 （昭和 54年 10月より）

会 長切替一郎

評議員相野田紀子一色信彦伊藤元信今井秀雄岩田重信内須川洗大熊喜代松大和田健次郎岡本健

岡本途也 小川口宏柏木敏宏神山五郎切替 一 郎 小 池 靖 夫 小 寺 富 子 斉 藤 成 司 笹 沼 澄 子 沢 島 政

行設楽哲也柴田貞雄鈴木重忠鈴木篤郎田口恒夫竹内愛子竹田契ー田中美郷谷俊治立

木孝佃一郎角田忠信戸塚元吉鳥山稔 永江和久長沢泰子中西靖子永沸l正昭長谷川恒

雄花田晃治比企静雄平野実広瀬肇（横浜）広戸幾一郎福迫陽子藤田郁代船山美奈子堀

口申作宮崎正村井潤一物井寿子森山晴 之山下公一山下真司吉野公喜綿森淑子

運営委員内須川洗大和田健次郎笹沼澄子沢島政行柴田貞雄鈴木重忠戸塚元吉平野実広瀬肇（横

浜） 広戸幾一郎

監 事佐野茂白岩俊雄

幹 事遠藤尚志新美成二

諸部および委員会

委員会名簿

1.庶務部主務 ：沢島政行

2.会計部主務 ：内須川洗，田中美郷

3.編集委員会委員長：戸塚元吉

4. 言語治療士の身分制度委員会委員長：柴田貞雄

5.社療問題検討委員会委員長広瀬肇（横浜）

6.発声機能検査法検討委員会委員長 ：平野実

7.言語障害検査法検討委員会委員長 ：柴田貞雄

1.編集委員会（委員長 ：戸塚元吉）

大和田健次郎，沢島政行，田中美郷，佃 一郎，福田宏之，吉野公富

2.社療問題検討委員会（委員長 ．原瀬肇）

岩村忍、，岡本健，柴田貞雄，平野実，福田宏之

3.発声機能検査法検討委員会（委員長平野笑）

斉藤成司，沢島政行，比企静雄，広瀬肇

4.言語障害検査法検討委員会（委員長 ：柴田貞雄）

石野京子，伊藤元信，小寺富子，沢島政行，船山美奈子，森山晴之（以上小委員会委員長）

・昭和 58年 (1983) 学会誌第 24巻所載 （昭和 57年 10月より）

会 長切替一郎

評議員相野由紀子 一 色 信 彦 伊 藤 元 信 今 井 秀 雄岩田重信牛島達次郎 内須川洗遠藤尚志大和田健次郎

岡 崎 恵 子岡本健岡本途也柏木敏宏神山五郎河村正三切替一郎小池靖夫小出和生小宮山

荘太郎斎藤成司笹沼澄子津島政行柴田貞雄杉下守弘鈴木重忠高橋庄二郎高橋宏明田口恒

夫竹内愛子竹下圭子竹田契一田中美郷谷俊治佃一郎角田忠信戸塚元吉永江和久長

沢泰子中西靖子永測正昭服部浩比企静雄平野実鹿瀬筆（横浜）康戸幾一郎福迫陽子

藤田郁代藤林真理子船山美奈子宮崎正村井潤一森寿子森山晴之 山下公一若葉陽子

運営 委 員 岩 田 重 信内須川流岡本健斎藤成司笹沼澄子津島政行柴田貞雄鈴木重忠平野実康戸幾

一郎

監 事佐野茂白岩俊雄

幹 事白坂康俊新美成二

諸部および委員会

1.庶務部主務津島政行

2.会計部主務 ：内須川流

3.編集委員会委員長： 田中美郷

4.言語治療士の身分制度委員会委員長 ：柴田貞雄

5.社療問題検討委員会委員長：！責瀬 肇
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6.発声機能検査法検討委員会委員長：平野実

7.言語障害検査法検討委員会委員長柴田貞雄

8. !ALP日本開催準備委員会委員長廃戸幾一郎

・昭和 61年 (1986) 学会誌第 27巻所載（昭和 57年 10月より（昭和 59年 l月追加分を含む））

会 長切替一郎
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評議員相野田紀子一色信彦伊藤元信井上鉄三今井秀雄岩田重信上村卓也牛島達次郎内須川洗梅

田良三海野徳、ニ遠藤尚志大石公直太田文彦大山 勝大和田健次郎岡崎恵子丘村照岡本

健岡本途也長田光博鬼塚卓也柏木敏宏 金 子 敏 郎 神 山 五 郎 亀 井 民 雄 河 村 正 三 河 本 和 友

北原正章切替 一 郎 小 池 靖 夫 小 出 和 生 小 宮山荘太郎斎藤成司笹沼澄子津島政行設楽哲也柴

田貞雄進武幹杉下守弘鈴木重忠鈴木淳一曽田豊二高橋庄二郎高橋宏明高山乙彦竹内愛

子 竹下圭子竹田契ー田中美郷谷俊治立木孝佃一郎角田忠信寺山吉彦戸川清戸

塚元吉鳥山稔長沢泰子中西精子永測正日召 野村 恭也 長谷 川恒 雄服 部浩 花田 晃治 原因 康夫

比企静雄日 野 原 正 平 野 実 践 瀬 肇 康 戸 幾一郎福迫陽子福田宏之藤田郁代凝林真理子船

山美奈子本 庄厳 本多 芳男 松永 亨松本治雄水越治宮崎正村井潤ー森寿子森田

守森山晴 之柳田則之山下公一若葉陽子 渡辺融

運営 委 員 一 色 信 彦岩田重信内須川洗岡本健岡本途也小池靖夫斎藤成司笹沼澄子津島政行柴田貞

雄鈴木重忠田中美郷平野実廃瀬 E程度戸幾一郎

監 事佐野茂戸塚元吉

幹 事白坂康俊新美誠司

委員会 1.庶務部主務：津島政行

2.会計部主務：内須川洗

3.編集委員会委員長 田中美郷

4.言語障害関係委員会委員長 ：柴田貞雄

5.社療問題検討委員会委員長：康瀬肇

6.発声機能検査法検討委員会委員長：平野実

7.言語障害検査法検討委員会委員長：柴田貞雄

・昭和 63年 (1988) 学会誌第 29巻所載（昭和 61年 8月 30日選出）

名誉会長切替一郎

会 長斎藤成司

顧 問廃戸幾一郎

評議員相野由紀子阿部雅子飯高京子一色信彦伊藤元信今井秀雄井上鉄三岩田重信上村貞也牛島

達次郎内須川洗梅田良三海野徳二遠藤尚志大石公直太田文彦大山 勝大和田健次郎岡崎

恵子丘村照岡本健岡本途也長田光博鬼塚卓弥垣固有紀金子敏郎神山五郎亀井民雄

河村正三北原正章木村照切替一郎小池靖夫小寺富子小宮山荘太郎斎藤成司棺楽多恵子

笹沼澄子津島政行設楽哲也柴田貞雄進武幹杉下守弘鈴木重忠鈴木淳一曽田豊二高橋宏

明高橋庄二郎高山乙彦竹内愛子竹下圭子竹田契一回中美郷谷俊治立木孝佃一郎

角田忠信 寺 山 吉 彦 戸 川 清 戸 塚 元 吉 鳥山稔中島誠中西靖子長沢泰子永視l正昭野村恭

也新美成 二 長 谷 川 恒 雄 馬 場 駿 吉 原 田 康夫比企静雄日野原正平野実鹿瀬肇蹟戸幾一郎

福迫陽子福田宏之藤田郁代藤林真理子 船山美奈子本庄巌本多芳男松永亨水越治宮

崎正村井潤一森寿子森田守森山晴之柳田則之山下公一吉田義一米山文明若葉陽子

渡辺励

運営委員一色信彦岩田重信内須川洗岡本健岡本途也小池靖夫笹沼澄子津島政行柴田貞雄鈴木重

忠、 田中美郷平野実康瀬肇福田宏之山下公一

監 事 戸 塚 元 吉鳥山稔

幹 事白坂康俊堀口利之

委員 会 1.庶務部主務庚瀬肇
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2.渉外部主務 ：津島政行

3.会計部主務 ：内須川洗

4. 編集委員会委員長 田中美郷

5.言語障害関係委員会委員長：柴田貞雄

6.社療問題検討委員会委員長 －福田宏之

7.音声委員会委員長：平野実

8.言語委員会委員長：笹沼澄子

・平成元年 (1989) 学会誌第 30巻所載 （昭和田年 10月より）

名誉会長切替一郎

会 長 康瀬 肇

顧 問康戸幾一郎

音声言語医学

評議員栂野田紀子阿部雅子飯高京子一色信彦伊藤元信今井秀雄井上鉄三岩田重信上村卓也牛島

達次郎内須川流梅田良三海野徳二遠藤尚志大石公直太田文彦大山勝大和田健次郎岡崎

恵子丘村照岡本健岡本途也長田光博鬼塚卓也垣国有紀金子敏 郎 神 山 五 郎 亀 井 民 雄

河村正三北原正章木村照切替一郎小池靖夫小寺富子小宮山荘太郎相楽多恵子笹沼澄子

津島政行設楽哲也柴田貞雄進武幹杉下守弘鈴木重忠鈴木淳一曽田豊二高橋宏明高橋庄

二郎高山乙彦竹内愛子竹下圭子竹田契ー田中美郷谷俊治立木孝佃一郎角田忠信

寺山吉彦戸川清戸塚元吉鳥山稔中島誠中西靖子長沢泰子永測正昭野村恭也新美成

二長谷川恒雄馬場駿吉原田康夫比企静雄日野原正平野実鹿瀬肇康戸幾一郎福迫陽子

福田宏之藤田郁代藤林真理子船山美奈子本庄巌本多芳男松永亨水越治宮崎正村

井潤ー森 寿子森田守森山晴之柳田則之山下公一吉田義一米山文明若葉陽子渡辺融

運営委員一色信彦岩田重信内須川洗岡本健岡本途也小池靖夫笹沼澄子津島政行柴田貞雄鈴木重

忠田中美郷平野実鹿瀬肇福田宏之山下公一

監 事 戸 塚 元 吉鳥山稔

幹 事白坂康俊堀 口利之

委員会 し庶務部主務：福田宏之

2.渉外部主務：津島政行

3.会計部主務：内須川洗

4.編集委員会委員長 ：田中美郷

5.言語障害関係委員会委員長：柴田貞雄

6.社療問題検討委員会委員長：福田宏之

7.音声委員会委員長 ：平野実

8.言語委員会委員長：笹沼澄子

・平成2年（1990) 学会誌第 31巻所載 （平成元年 10月より）

理事長康瀬肇

顧 問鹿戸幾一郎

評議員相野田紀子阿部雅子天津睦郎飯高京子一色信彦伊藤元信井上銭三今井秀雄岩田重信植村

研一上村卓也牛嶋達次郎内須JI！洗梅田良三遠藤尚志大石公直太田文彦大橋靖大山勝

大和田健 次 郎 岡 崎 恵 子 丘 村 照 岡 本 健岡本途也長田光博鬼塚卓弥加我君孝垣固有紀粕

谷英樹形浦昭克加藤正子金子敏郎神山五郎亀井民雄北嶋和智桐谷滋国島喜久夫隈上秀

伯小池靖夫 小 林 範 子 小 宮 山 荘 太 郎 斎 藤等酒井俊一笹沼澄子津島政行設楽哲也柴田貞雄

進武 幹 進藤美津子杉下守弘杉藤美代子 鈴木重忠鈴木淳一鈴木勉鈴木理文曽田豊二高

橋宏明 竹内愛子竹田契ー田中美郷玉井直子立木孝角田忠信手束邦洋戸川清戸塚元吉

鳥 山 稔 中島誠中西靖子中野雄一長沢 泰 子 永 沸l正昭新美成二 西村緋作長谷川恒雄原田

康夫馬場俊吉比企静雄日野原正平野実蹟瀬護福迫陽子福田宏之藤田郁代藤林真理子

船坂宗太 郎船 山美 奈子 本庄 巌前 川彦右衛門松永亨道健一村井潤一茂木五郎森田守
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森山晴之柳田則之山下公一吉田義一吉野真理子米山文明

理 事一色信彦岩田重信内須川流岡本健岡本途也小池靖夫笹沼澄子津島政行柴田貞雄鈴木重

忠田中美郷新美成二平野実福田宏之山 下公－

E主 事戸塚元吉鳥山稔

幹 事白坂康俊堀口利之

委員会 1.庶務部主務：福田宏之

2.渉外部主務：新美成二

3.会計部主務内須川洗

4.編集委員会委員長：田中美郷

5.言語障害関係委員会委員長：柴田貞雄

6.社療問題検討委員会委員長福田宏之

7.音声委員会委員長：平野実

8.言語委員会委員長：笹沼澄子

（注）理事会制度確立後のもの

・平成4年（1992) 学会誌第 33巻所載 （平成2～4年度，平成4年 1月現在）

理事長鹿瀬肇

名誉会員康戸幾一郎 A Muller E. Lo巴bell

評議員相野田紀子阿 部 雅 子 天 津 陸 郎 飯 高 京 子 一色信彦伊藤元信井上銀三今井秀雄岩田重信植村

研一上村卓也牛嶋達次郎内須川洗遠藤尚志大石公直太田文彦大橋矯大山勝岡崎恵子

丘村照岡本健岡本途也長田光博鬼塚卓弥加我君孝垣固有紀粕谷英樹形浦昭克加藤正

子 金 子 敏郎神山五郎亀井民雄北嶋和智桐谷滋国島喜久夫限上秀伯小池靖夫小林範子

小 宮 山 荘太郎斎藤等酒井俊一笹沼澄子津島政行設楽哲也柴田貞雄進武幹遠藤美津子

杉下守弘杉藤美代子鈴木重忠鈴木淳一鈴木勉鈴木理文曽田豊二高橋宏明竹内愛子竹田

契ー田中美郷玉井直子立木孝角田忠信手東邦洋戸川清戸塚元吉鳥山稔中島誠

中西靖子中野雄一長沢泰子永がl正昭新美成二西村耕作長谷川恒雄原因康夫馬場俊吉比企

静雄日野原正平野実鹿瀬肇福迫陽子福 田宏之藤田郁代藤林真理子市公坂宗太郎船山美

奈子本庄巌前川彦右衛門松永亨道健一村井if,¥J一茂木五郎森田守森山晴之柳田則

之山下公一吉田義一吉野真理子米山文明

理 事 一 色 信 彦 岩田重信内須川洗岡本健岡本途也小池靖夫笹沼澄子津島政行柴田貞雄鈴木重

忠、田中美郷新美成二平野実福田宏之山下公一

監 事戸塚元吉鳥山稔

幹 事白坂康俊堀口利之

委員 会 し庶務部主務：福田宏之

2.渉外部主務：新美成二

3.会計部主務：内須川流

4.編集委員会委員長：田中美郷

5. 言語障害関係委員会委員長．柴田貞雄

6.社療問題検討委員会委員長福田宏之

7.音声委員会委員長 ：平 野 実

8.言語委員会委員長 ：笹沼澄子

・平成6年（1994) 学会誌第 35巻所載（平成5～7年度）

理事長鹿瀬肇

名誉会員鹿戸幾一郎 A Muller E. Loebell 

顧 問岡本途也津島政行戸塚元吉

理 事一色信彦岩田重信岡本健加我君孝小池矯夫笹沼澄子柴田貞雄鈴木重忠田中美郷永沸j正

昭新美成 二 本 庄 巌 平 野 実 福 田 宏 之 山下公一
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監 事内須川洗鳥山稔

幹 事川井田政弘角田晃一

庶務担当理事新美成二

財務（会計）担当理事 田中美郷

会報編集委員会委員長 福田宏之

音声委員会委員長 平野実

言語委員会委員長 笹沼澄子

言語障害関係委員会委員長 柴田貞雄

社療委員会委員長 福田宏之

評議員相野田紀子阿部雅子天津睦郎飯高京子一色信彦伊藤元信犬山征夫井上銭三岩田重信植村

研一上村貞也 牛嶋達次郎内須川洗海野徳二遠藤尚志大石公直大石敬子大橋矯大山勝

岡崎恵子岡本健岡本途也長田光博鬼塚卓弥加我君孝垣固有紀柏木敏宏粕谷英樹形浦昭

克加藤正子金子敏郎神山五郎 亀井 民 雄神崎仁北嶋和智桐谷滋限上秀伯熊倉勇美倉

井成子倉内紀子小池婿夫小林範子小宮山荘太郎斎藤等酒井俊一相楽多恵子笹沼澄子津

島政行設楽哲也柴田貞雄白坂康俊進武幹進藤美津子杉下守弘杉藤美代子鈴木重忠鈴木

7享一鈴木理文曽田豊二高橋宏明竹内愛子竹田契ー田中美郷立木孝戸川清冨田寛

中 島 誠 中野雄一長津泰子永襖tlIE昭 新美成二西村耕作能登谷品子長谷川恒雄原田康夫馬

場駿吉比企静雄日野原正平野実康瀬肇福田宏之藤田郁代松坂宗太郎船山美奈子古

川 仰 本 庄巌前川彦右衛門松永亨道健一 村井潤一茂木五郎森寿子森田守森山

晴之柳田則之柳原尚明 山下公一吉田義一吉野真理子米山文明渡辺陽子綿森淑子
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学会誌「音声言語医学」の変遷

日本音声言語医学会の会報（学会誌）として刊行さ

れている「音声言語医学」は，概要の章でも述べたよ

うに昭和 35年 (1960）に発刊された．当初は年間 1冊

で，はじめの 2年聞はガリ版刷りのものであった．発

刊に際し堀田琴次会長が次のような発刊のことばを載

せられている．

資料 l 発刊の辞

人間の音声や言語についての関心は，人類の歴史とと

慶瀬 肇

たので，本年7月，虎の門共済会館に委員会が開かれた

折，相談の結果，今回は取り敢えず第 l回より 4固まで

の演題目録と昨年の演願抄録及び追加討論の編集のみに

止めました．それで資料を保存しでありました東大で編

集しましたが，予算不足のため印刷も本印刷にできる一

部の図表を割愛させて頂きました．雑誌の名称，形態，

あり方に対する皆様の御意見とともに，各種記事の原稿

を奮ってお寄せ下さい.1960. 10, 31 （米山記）

もにはじまっているが，それが学問として科学的にとり なお当時編集委員長は長く切替一郎教授が務められ

扱われるようになったのは余り古いことではない． た．

ドイツはその先駆者となったのであるが，フランスそ 最初の 2巻の表紙は図 1のようである. 2巻につい

の他西欧の諸国，最近ではアメリカにおいてそれぞれの では l号しかないのに（英語では No.2となってい

国民性を反映した科学的研究が，或いは正常な音声や言 る） 2号と誤って印刷されている．なお学会誌の英文

語を対象として基礎的立場から，また或いはそれが警わ 名は 2巻までは「TheJapanes巴Journalof Voice and 

れてきた状態について実際的立場から研究が進められ， Speech Disorders」となっていたが，学会名の英文呼

その発展ぷりはめざましいものがある． 称が改まった時点（昭和 37年： 1962）で，現行の「The

わが国でもこの方面の関心が高まり，音声や言語の問 Japan Journal of Logopedics and Phoniatrics」と定

題に関係のある色々な方面の人々が集まって日本音声言 められた．

語医学会の発足をみたのは今から 4年前の昭和 31年秋 年間に l号ずつの発刊は第 5巻まで続いた．この当

のことであった．以来，本会も漸次盛んになってきたの 時の年間 1回という意味は，年に一度の総会 ・学術講

に，機関誌がないというのは研究を発展させる上にも， 演会の内容を記録するという意味にとどまっており，

相互の連絡交流の上にも大きな不便であった． 学会誌としての本来の記事は他になにも載っていなか

ここに発刊する「音声言語医学」誌の内容は，今まで ったということになる. 3巻からの表紙のスタイルは

毎秋行われてきた音声言語医学会の演題，及び昨年度の 図2のようであったが，昭和 40年（1965）の第6巻か

演説内容を収録したものであるが，今後は研究論文，各 ら年間 2号（半年刊）になるに伴い図 3のようになっ

国の事情，通信などこの方面の学問の発達に役立つ事項 た．その後昭和 48年（1973）第 14巻から年間 3号の

を載せて組織立つ雑誌に育て上げたいと願っている． 刊行のなり，さらに昭和 53年 (1978）第 四巻から現

そのためには同学の士である皆様の研究業績をお寄せ 行のように季刊（年間 4号）となっている．この間，

下さるよう御協力をお願いするとともに，編集のことに 表紙のスタイル変更は昭和 48年（1973）の第 14巻か

ついてもキタンなき御意見をお寄せ下さるよう切望する ら図 4，昭和 55年（1980）の第 21巻から図 5のよう

次第である． になり，さらに平成 6年（1994）の第 35巻 1号からモ

昭和35年9月 タ．ンな色彩を使って図 6のように改められている．

日本音声言語医学会々長堀田琴次 編集に関する歴史は編集委員会によって別章にまと

められるのでこ こでは割愛するが，投稿規定にも何回

この巻（号）の編集後記は米山文明先生が担当して かの改訂を含めた変遷があり，歴代の編集委員の努力

次のように述べている． が偲ばれる．

学会誌は学会の顔であるといわれるが，われわれの

資料2 編集後記 「音声言語医学」が今後とも充実した内容を備えて発

雑誌第1号を出すに当たり，全く暗中模索の状態でし 展していくことが望まれる．



478 音声言語医学

音声言語医学

TIIE・JAS¥N回EJOUR蹴LCF VOJOE 

AND喝PEEひiDJ却!ROERS

?.ri2巻第l号

・’， 
.i/ 
む

¥kll 2 トわ.2

使司EJI¥糊託児IETYOf四 ICEAND S同ECHO閣臨RS

）
 

－hu 
（
 

図 l 第 l巻第 l号の表紙は本来の印刷にのちになって切替先生が手書きで修正されたものを掲げた

音声 言語医学

第 i港第 l号

Vol.I No.1 

--

.i.·J•f,J,;,, , ... p仏 ，＇a,I川$

THE .L¥P；制 SOCIETYOF 峨€1:=11純l=SI認t'j l::l,j$般民総

(a) 

IUi ¥"ol. ~ ¥o. l 

音声言語医学

l10GOPEIIICS 
HD 

PDONIA1l1KJCS 

'THE J』干ifSIJl:ll'l'f OF LOGOPRlltr~ AXD PHIIM~TRll'N 

図2

THE JAPAN JOURNAL OF 

LOGOPEDICS AND PHONlA TRICS 

II It 

．訓If

鳴抑留．． 即応飽食M必．．． 。周囲働舗幽脚由働側＿........放同3

a・・R鱒，.，，ンボジヲム2・... 
圃民主柑綱... ，噌咽闘延町。...同..t，－‘’守骨・‘
.. ”・・＂‘W湖鴨曹実Bお司n,11.漉却炉曾腎・句集

nJl..to 噌・聞四回一－－－－－－句自明倫ー・・・•·P ll!D公ー －

J民H 『E・.... からみt,r・”・.....糞芳・－ー・ー＿＿，..，守L '-n 

.. I‘ 
.，...，舞働－・－－－.. ー・『ー向－－ーー司・一ー司a・・4・
吃，に宅民・てー・－・－ーー畑町田－ －－－－司問時笹山五脇，.，，

・・回・... ，帽圃岬傘He-----－・網開国鈴
鹿・・・－司ーー”一一ー－－－・－－－－－ 晶－ー回－－－－
処健闘榊馳ー四一一一一ー一一一ー __ ,. 

THE JAP州 SOCIETYOF LOGOPEOICS ANO州側csI 

日本背戸管官苦自民学会

図3



Vol. 36 No. 4, 1995. 11 479 

l雪量言語民 li声量語医手
1973 Vol. 14, No. 1 1980 Vol. 21, No. I 円本rr,u,fna11>1-1，会

’‘・・司区
.....‘＂＂ 
・%．，，守.. ... 
’INR•f戸na・~・企II!

...鋼ト・ 白

「・.醤軍

114,’戸・Pl!(・＞－・令制.，，，，号。ftJ',llt
ttlll;‘” 

~ 

THE JAPAN SOCIETY OF LOGOPEDICS AI-D PHONI.HR!CS 

H本官

図4

199.J fol. 35, ,Vo.J 

Ci( ) 

·li~ 
.1i ~ 

可：5!)~ 
-;;5 c1: 
！：：可： l 
:::s l問
i:) cl5 
圃＇） ci l) 
1:: Q 
Cl:! E可：i!5 
！；含Jii 
.：.電 • 1:2 ． 
"I c ： ) 

CJ自I l:J ) 

.J.：’4 ： ) 
ト岨 1醐．.I 

Jp,、J
凶，,opt町、，.

－ 

日本音声量錨医学会

白書R

開局移＂＇＂掴 H
.. ti 

• • ‘’・・...民ι6－－，う拘・a定助隊.. ．． 聴取，，岨II＜•館”・叫浪...,...,._ ．割......」 - " -

’‘衣お・....《’... ，伝，・受・.....鍋..，，除.
...，咽ヨ町‘・と......肉一 ，.. ・g ・..院予・慣習客・H • ・....， 旬 曾 』句

”惨・....... の零細開－・之JJU6・'1-fll<C＜・－びの・・則・ょ縄
ず•· .. 

仙区 凶←...，...－...孟むm
n・・・・‘・奮の．． ”・劃..闘する待”

・・・処a・・・uw.. .,n党勾，，.司..・9比・
a，持・・＇山下タ”‘J..111 •• • ・・4・E乎. .ー 晴、．．”・司町制鴫・ .. 

MJIBB窓雨戸，．更常会館倉，... -.・・・町 一 "" ,, ..”..・，.v.:.-・

峨a・z，．．． 
ー蜘？吋四団a凶－.戸”・3
咽............＿..時ーー”』 ．． 

相R

... ,.J :ts.’，. 
”・＊.II«•
”．，，・・・包‘静合金剛

“ 。嘱禽幅・...：・筏：，... ’ , e”，， .. _ ..・・a・
ー宅事，隣・ -'M ,,a令鬼・－’Ii・z

M,l:Utn本，.，.... ‘’... .... 
’， ...• 恒 国・ー ””R・5 ・6
司，.週~－錫
剖！‘．吻 ヨ剛噌 ” ’h入金民 ” ・4 ！” ・” 
，，＿’［・ι Z圃

．‘忠a・a・－－’”’ 咽句司M ， 削， 司守 ~· 

図5

図6



480 音声言語医学

日本音声言語医学会総会と学術講演会

第 l回日本音声言語医学会 （会長楓田琴次） 記事（米山文明）

第 2回日本音声言語医学会 （会長城田琴次） 記事（米山文明）

第 3回日本音声言語医学会 （会長堀田琴次） 記事（米山文明）

第 4回日本音声言語医学会 （会長堀田琴次） 記事（米山文明）

第 5回日本音声言語医学会 （会長堀田琴次） 記事（米山文明）

第 6回日本音声言語医学会 （会長後藤光治） 記事（平野実）

第 7回日本音声言語医学会 （会長 白岩俊雄） 記事（米山文明）

第 8回日本音声言語医学会 （会長大藤敏三） 記事（津島政行）

第 9回日本音声言語医学会 （会長 河田政一） 記事（曽田豊二）

第10回日本音声言語医学会 （会長切替一郎） 記事（津島政行）

第11回日本音声言語医学会 （会長 堀口申作） 記事（山下公一）

第12回日本音声言語医学会 （会長後藤修二） 記事（後藤修二）

第13回日本音声言語医学会 （会長浅井良三） 記事（浅井良三）

第14回日本音声言語医学会 （会長林義雄） 記事（酒向睦）

第15回日本音声言語医学会 （会長豊田文一） 記事（梅田良三）

第16回日本音声言語医学会 （会長 柏戸貞一） 記事（漂木修二）

第17回日本音声言語医学会 （会長鹿戸幾一郎） 記事（廃戸幾一郎）

第四回日本音声言語医学会 （会長高橋良） 記事（高橋良）

第四回日本音声言語医学会 （会長 斎藤英雄） 記事（富田寛）

第20回日本音声言語医学会 （会長立木孝） 記事（立木孝）

第21回日本音声言語医学会 （会長 大和田健次郎） 記事（大和田健次郎）

第22回日本音声言語医学会 （会長水越治） 記事（水越治）

第23回日本音声言語医学会 （会長 津島政行） 記事（津島政行）

第24回日本音声言語医学会 （会長平野実） 記事（平野実）

第25回日本音声言語医学会 （会長戸塚元吉） 記事（戸塚元吉）

第26回日本音声言語医学会 （会長 河村正三） 記事（河村正三）

第27回日本音声言語医学会 （会長服部浩） 記事（服部浩）

第28回日本音声言語医学会 （会長 内須川洗） 記事（内須川洗）

第四回日本音声言語医学会 （会長 岡本途也） 記事（岡本途也）

第30回日本音声言語医学会 （会長斎藤成司） 記事（福田宏之）

第31回日本音声言語医学会 （会長切替一郎） 記事（津島政行）

第32回日本音声言語医学会 （会長 曽田豊二） 記事（曽田豊二）

第33回日本音声言語医学会 （会長 永測正昭） 記事（永測正昭）

第34回日本音声言語医学会 （会長 岩田重信） 記事（岩田重信）

第35回日本音声言語医学会 （会長 小池靖夫） 記事（小池靖夫）

第36回日本音声言語医学会 （会長 高橋宏明） 記事（高橋宏明）

第37回日本音声言語医学会 （会長 一色信彦） 記事（一色信彦）

第38回日本音声言語医学会 （会長 金子敏郎） 記事（金子敏郎）

第四回日本音声言語医学会 （会長 山下公一） 記事（山下公一）

第40回日本音声言語医学会 （会長大山勝） 記事（大山勝）
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第 l回～第5回
日本音声言語医学会総会

第 l回から第 5固までの総会はすべて堀田琴次会長のもと東京大学で開催された．

学会設立からしばらくの聞の総会については当時の詳細な記録に乏しく記載も不

備であったため，以下の記述も多小粗雑になることをご容赦頂きたい（米山文明 記入

第 l回日本音声言語医学会

期日：昭和 31年 11月25日（日）/1956年

会場 ：東京太学医学部本館小講堂

会長 ：楓田琴次教授（東京芸術大学）

学会記事：会誌第 1巻第 1号

日本音声言語医学会第 1回総会（創立総会）は別章 した出席者は 62名であった．

481 

にも述べられたような創立の目的と創立準備プロセス ご覧のように僅か 12演題ではあったが，全国から熱

を経て，昭和 31年 11月25日東京大学医学部本館小講 心な同学の士が参加され，活発な議論がなされた．演

堂で開催された．当日の諸係を記したメモによれば， 題が少ない分だけ討論の時聞が十分あり，少人数で和

受付係はその頃東大耳鼻咽喉科学教室内にあった日本 気あいあいの雰囲気の中にも学問的にはかなり激しい

耳鼻咽喉科学会の事務担当の鴨川氏ほかの職員が担当 やりとりがあった．とくに瀕田先生からはきびしい質

し，進行係：佐藤恒正，堀口信夫，沢木修二，津島政 聞が浴びせられた．演題内容をみても，現在に至って

行，スライド係：鳥山寧二，大島弘至，記録係：米山 もまだ新鮮なテーマ，未解決の難題があるのが目につ

文明，降矢宜成，テープレコーダー係：分院耳鼻咽喉 く（たとえば「発声時の体壁振動」，「高音発戸時の頭

科という陣容であった． 部振動感」など）．

この時の演題数は 12題（p.456表 1参照），当日署名

第 2回日本音声言語医学会

期日：昭和 32年 11月24日（日）／1957年

会場：東京大学医学部本館大講堂

会長：楓田琴次教授（東京芸術大学）

学会記事 ：会誌第 1巻第 l号

第2回総会は昭和 32年 11月24日，ふたたび東京大 特異の発表者が聴衆を無視して延々と長時間演説し，

学医学部の講堂で開催された．この日の演題数は 24題 進行係をかなり困らせたこともあった．

と前年度に比して倍増している． 日本の俊秀達が喉頭筋電図という新しい手法で

まだこの当時，手術優先であった喉摘後の処理，発 Hussonのtheoryに挑戦を始め，めざましい成果をあ

語方法の工夫と言語障害（特に吃音）の演題が多いの げはじめたのもこの時期である．

が目につく．吃音についてはこの初期の頃（ 1～ 3回），
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第3回日本音声言語医学会

期日：昭和 33年 11月5日（水）／1958年

会場：東京大学医学部本館大講堂

会長：楓田琴次教授（東京芸術大学）

学会記事：会誌第 l巻第 l号

昭和 33年 11月5日には，第 3回総会が東京大学医

学部本館大講堂で開催された．この時の演題数は 25

題，当日の事務報告によれば，会員数は 118名であっ

たという．

第 3回も全体の演題の 3分の 2は言語障害で占めら

れている．この時期は吃音関係の演題が比較的多く，

いろいろな角度からのアプローチが試みられているの

であるが，その割に有効な治療法として定着するよう

なものがなかったという印象である．

若干私事で恐縮であるが，第2，第 3回に“歌唱者の

練習時間”をとりあげたのは，当時まだ新米であった私

は，外来診察台で先輩，同輩の医師が音声障害の患者

第 4回日本音声言語医学会

期日：昭和 34年 11月2日（月）／1959年

会場：東京大学医学部本館大講堂

会長 ：堀田琴次教授（東京芸術大学）

学会記事 ：会話、第 l巻第 l号

音声言語医学

さんに，「あなたは声の使い過ぎです．声を使わないよ

うに」と指示するのをきいていて，どの程度を「使い

過ぎ」というのか疑問であったことに起因している．

患者さんも「使い過ぎ」といわれると自分なりに今ま

で使っていたのが使い過ぎかと思うだけで，はっきり

した目安がないまま何となく納得している感じであっ

た．お互いにある程度の「声の使用量」の目安があっ

た方がよいのではないかと思ってやった調査である．

現在でも歌唱ではないが学校の教師などの発声量指示

の目安になるかと思う．単純に発声制限を強制するの

ではなく，使用量の具体的指示と使用法の指導が必要

だと思う．

この回頃から言語障害の演題にくらべて音声障害の の声帯」朝日新聞社刊）から抜粋する．

演題が増加しはじめている．臨床的な各種嘆声（学童 I昭和 34年 11月，創立問もない日本音声言語医学

も含め）に関するもの，音声の基礎的な研究（筋電図， 会の第4回講演会が東大医学部の一号館で行われてい

X線シネ，新形式ス トロボなど）も次第に活発になり た．会場で顔なじみの古川正重博士にばったり出会つ

はじめている． た．彼から「イタリアオペラの連中が何人か私の診療

ところでこの第 4回の最終演題に「Mario D巴l 所に来ているが，興味があったら診にこないか？」と

Monacoの発声法J（古川正重ほか）というのがある． 誘ってくれた．私も「ぜひ診たいからチャンスがあっ

この年は即席ラーメンが登場し，国産初の缶ビールが たらよろしく」とお願いした。数日後，「モナコが今日

出はじめた頃でもある.NHKが招いたイタリアオペ 来院する予定だから診にくるか？」という電話をもら

ラの第2回公演が行われていた．この公演の目玉は名 った．さっそく当時一緒に東大の音声外来を担当して

テノーlレ， MarioDel Monacoであり，その演目は彼 いた先輩の高藤次夫博士と大学を飛び出した．

の最も得意とする「オテロ」であった．その時私が彼 古川博士は宝塚劇場近くの日活ピルの地下で開業し

を診察するに至った経過の一部を小著（「プリマドンナ ており ，イタリアオペラの連中の宿舎も同じ日活ピル
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上階の日活ホテルであった．そんな関係で歌手達も故 行ってみると，もう診察が始まっており，われわれ

障が起こると気軽に地下の診療所を利用できるので便 は一段落するまで待った．一区切りしたところで古川

利だったようである． 博士にモナコの許可をえてもらい診察した（以下略）J 

第 5回日本音声言語医学会

期日：昭和 35年 11月23日（水・祝日）/1960年

会場：東京大学医学部本館大講堂

会長：楓回琴次教授（東京芸術大学）

学会記事：会誌第2巻第 l号

本学会も回を重ね，年ごとに演題も増え，参加者も 語障害，音声障害へのアプローチのしかたも多方面に

多くなった．演題数は創立時の 2～2.5倍に定着した． 開拓されてきているのが目立つた．そしてこの第 5回

しかしまだ時間的には余裕があり， l題あたりの演説 から学会誌第 l号が発行された．

時間は 8分であったが， l群につき 20分の討論時聞が ここまでの第 l回から第5固まで東大で行われたの

あてられており，討論は活発で熱気があった． であるが，初期段階の学会としての運営スタイルがほ

この第5固から演題をそれぞれの特徴別に演題群に ぽ固まったのをうけ，さらに学会活動を全国的に拡大，

分類して，演説，討論が行われる現行形式になった． 発展させる目的も兼ねて，次回（第6回）から学会開

内容的には吃音群の演題数も従来より整理され，言 催地を京都（後藤光治教授）に移すことになった．

第 6回日本音声言語医学会

期日：昭和 36年 11月3日（金・祝日）/1961年

会場：京都大学医学部耳鼻科講堂

担当：京都大学医学部耳鼻咽喉科学教室

会長：後藤光治教授

学会記事：会誌第2巻第 l号，第3巻第 I号

第6回総会は，本学会総会が東京大学から外に出て 情，思考の伝達が甚だ頻繁，且つ円滑に行われている

聞かれた最初の総会であった． 一般演題 38題，映画 1 のである．殊に最近はマスコミ時代と呼ばれ，この傾

題，計39題の学術発表が行われた．演者は 14施設か 向は一層に顕著である．これは独り我固に留らず広く

らの人達であり， 39題中 24題は京都大学 (14）と東京 世界の傾向である．各国に於いて音声言語に関する研

大学 (10）からの出題であった．この当時，音戸言語 究が急速に発達してきたのは富に社会的要望に答えん

医学に対する関心を持っていたのは，まだ極く限られ がためとも思われる．

た施設であったようである しかし音声言語の研究程にその分野が広範に亘るも

後藤光治会長の巻頭言を以下に揚げる． のも亦珍しい．即ちこれには生理学，医学，物理学，

工学，音楽，心理学，哲学，言語学，教育学等が関係

巻頭言 している．否，音声言語の研究にはこれらの諸学の協

会長後藤光治 聞が絶対必要であるとも言えよう．

人間と動物の差異の一つは完全な言語を持っか否か 本学会は音声言語の研究に従事する多方面の学者の

にある．人聞社会にあっては，言語を介して意志，感 学会であって，従前も幸に概ねその目的を達成してき
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た．京都における今次の学会も同様に成功を収めるこ った．

とを祈る． この学会中に大変なエピソードがあった．昼休み中

に行われた役員会のため，役員がエレベータに乗った

この巻頭言の中には音声言語医学の本質をつく 2っ ところ，エレベータが事故をおこして 2階から地下ま

の記述がある．言語が人間特有の機能であること，音 で一気に落ちたのである．幸いけが人はなかった．私

声言語医学は学際領域の分野であることの 2点であ は当時京都大学で医局長をしていて，この総会の下働

る． きをしていたのであるが，もう少し高い所から落ちて

出席者の正確な記録はないが，会場の大きさから推 人身事故を起こしていたら，学会がつぶれ兼ねなかっ

定すると、 100名前後であったと恩われる．討論は大変 たと，冷汗百斗の思いをした．音声言語医学会を神が

活発であった．なお，総会開催の費用は 19,455円であ 守って下さったのであろう． （平野実記）

第7回日本音声言語医学会

期日 ：昭和 37年 11月24日（土）～25日（日）/1962年

会場：東京医科大学同窓会館ホール

担当 ：東京医科大学耳鼻咽喉科学教室

会長 ：白岩俊雄教授

会場費 ：200円

学会記事：会誌第 3巻第 l号，第 5巻 l号

第 6回をはじめて京都で行ったのも刺激となり，学 またこの年に本学会は IALP（国際音声言語医学会）

会体制も次第に整備されてきたこともあって，第 7回 に加盟した．

再び東京に戻ったこの回（白岩俊雄教授）はいろいろ 講演内容も充実し，演題数も多くなったのと併せて，

な意味で画期的な飛躍となった． この年から特別講演が加えられ，一般演題の活況とは

すなわち演題数も創立時の 12からほぼ4倍の 46, 別に会員の知識，教養の視野を拡げるために意義深い

会員数も 66名から 275名になった． ものとなった．この回の特別講演は東洋病院長，林義

規約も見直す必要があり，会則検討（第一次）も始 雄博士が担当され，「音声障害の診断と治療」と題して

まった．学会雑誌もこれまでガリ版だったのが新装， 30分間講演された． （米山文明記）

活字印刷になり，一新した．

第8回日本音声言語医学会

期日 ：昭和 38年 10月26日（土）～27日（日）／1963年

会場 ：日本医科大学4号館講堂

担当：日本医科大学耳鼻咽喉科学教室

会長：大藤敏三教授

会場費 ：300円

学会記事：会誌第 4巻 1号，第 5巻 l号

前年の第 7回総会（東京医大耳鼻咽喉科学教室，白 会に加盟し，切替一郎教授（東京大学耳鼻咽喉科学教

岩俊雄教授担当）を機会に，学会の会則，組織，会誌 室）が， IALPの理事に選ばれた．つまり，当学会が，

などが一新された後の総会であった．また前年の夏に 国内的にも国際的にも一本立ちになった時期の総会で

は，パドアで開催された第 12回国際音声言語医学会 あった．

(IALP）にも日本から初参加し，当学会として国際学 第8回総会に参加した一般演題は， 49題，これに特
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別講演，シンポジウムを加え，会期は 2日間となった．

学会の会期が 2日間となったのはこの時からである．

また，学会の財政基盤も安定し，その 2年前までの，

貧乏所帯から脱け出していた．参考までに，当時（昭

和 37年 11月～昭和 38年 10月）の会計報告をみると，

収入が 166,299円（前年繰越し 24,992円，会費・入会

第9回日本音声言語医学会
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金 141,307円），支出合計が 60,846円，残高 105,453円

となっている．当時の会費は年会費 500円， 入会金 300

円である．当時会員は 200名を遥かに越えていたと思

われる．

なお，第8回総会の会場費は 300円であった。

（津島政行記）

期日 ：昭和 39年9月22日（火）～23日（水）／1964年

会場 ：天神ピル大ホール

担当 ：九州大学医学部耳鼻咽喉科学教室

会長： 河田政一教授

学会記事 ：会誌第 6巻第 1号

当時，河田教授はこの学会とともに昭和 39年度の第 諸問題で，22日17時より 17時30分まで会頭講演が

9回日本オージオ ロジー学会と第 16回日本気管食道 行われた．

科学会の会長指命をうけていた． 23日（水）は 9時より V：言語障害児の検査.VI: 

性格のそれぞれ異なる秋のこれら三学会を，無理な 発声機構.VII：吃音 (1). VIII：吃音（ 2 ）.その後12

く，学会参加者の便宜を考え，どのように挙行するか， 時20分より 13時20分まで評議員会と昼食会，13時

河田教授以下教室を挙げて努力した ことを憶い出す． 20分よ り総会．以後IX：発生障害.x：言語障害児の

それぞれの学会の伝統を守りながら，学会開催期間 治療．で一般講演を終了し， 15時30分よ り17時まで

をそれぞれ離して行うのではなしできるだけ同時期 シンポジウムが行われた．シンポジウムでは大藤敏三

に全体の開催期聞を工夫を凝らしてまとめて行えない 教授（日本医大）の司会のもとに（ 1) r聴力検査の面

かと苦労した． より」 河村正三（順天堂大 ・助教授） ( 2）「心理テス

役員会，委員会の構成の方々の参集しやすさ，会員 ト面よ り」関計夫（九大教育心理学科・教授）( 3）「言

の参会のことを考え，少しでも関連する学会が連繋す 語病理の面より」田口恒夫 （お茶の水大児童学科 ・助

ることを考え，次のような開催期日とした．

音声言語医学会は昭和 39年 9月22日12時より役

員会を開催し，13時より一般講演第 1群を始めること

とした．

ちなみに，9月23日（水）, 24日（木）, 25日（金）に

日本オージオロジー学会， 25日（金） 17時より日本気

管食道科学会役員会を開始し 26日（土）, 27日（日）

を学術講演にあてることとした．

音声言語医学会の発表一般演題の数は 52題あるの

で一会場で行うことができる．また，参加者は 300名．

その他特別演題として 「難聴による言語障害児に対す

る検査法」と題するシンポジウムと瀕田琴次先生の

「続 ・音声言語学的に見た日本語の特徴」と題する会

頭講演が行われた．

一般講演は 10群に分け，22日役員会後 13時より会

長挨拶から開始された．各群は I：構音と共鳴.II : 

言語障害児の実態.III：口蓋裂の構音障害.IV：臨床
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教授）が発表し，会員に多大な感銘を与えた。 り，諸資料を整理すると演題内容やその数，また群分

今回日本音声言語医学会 40周年を記念して記念論 類からみても，現在の学問の状況からみて，その研究

文集が作製されるに当たり，第9回の開催記録は，故 内容から基本的にこの学問の変わらざるところと大い

河田政一九大名誉教授に代わり医学会よりご依頼をう に進化しているところが伺え，時代の推移をつくづく

け，曽田が記すこととなった．この記録を記すに当た 感じさせられている．

第 10回日本音声言語医学会

期日：昭和 40年11月27日（土）～28日（日）/1965年

会場 ：私学会館

担当 ：東京大学医学部耳鼻咽喉科学教室

会長 ：切替一郎教授

会場費： 500門

学会記事 ：会誌第 7巻第 1号

（曽田豊二記）

第 8回総会以来，会場は 1会場，会期は 2日間とい の後であったのであろう．しかし，実質的には，東大

う形式が定着している． 音声研初代の教授として特別講演をされたわけであ

一般演題は 51題の他，会頭講演（楓田琴次），特別 る．演題は，「声道の音響特性」である．

講演（藤村靖），シンポジウムという内容であった． シンポジウムは，「発声障害に対する臨床検査の検

筆者は，当時東大耳鼻科に所属し，切替教授の下で， 討」で，分担者は「声域の検査」：堀口信夫，「I慶声の

学会事務を手伝うとともに，第 10回総会の計画，実施 分類記載法」：一色信彦，「発声持続時間の測定」：津島

にも多少参画した． 政行，「喉頭の効率」：西国之昭で，司会は鹿戸幾一郎

一般演題について記憶に残っているのは，吃音の演 教授であった．

題である．当時，吃音に関する一般演題の中には，い このシンポジウムの意図が，後の発声機能検査法検

わゆる吃音矯正所からの演題が多く ，ともすれば当学 討委員会につながったものと思われる．事実， 一色信

会の研究発表にはなじまない論争が展開されることも 彦の，頃戸の分類記載法の提案は，現在のいわゆる

あった．第 10回総会では，そのようなおそれのある演 「GRBAS」尺度の端緒を開いたものであるし，また津

題の採否に対して，主催者側の責任で，かなり厳しく 島の「発声持続時間の測定」は，検査法の一部として

対応した．そのためか否かはわからないが，それ以後， 生かされている．

いわゆる矯正所からの演題は減少した． 特別講演とともに，このシンポジウムの内容も翌年

この年は，東大耳鼻科の音声グループにとって特別 の会誌7巻 l号 (1966）に掲載されているが，司会の

な年である．昭和 40年は，東京大学医学部音声言語医 康戸教授のコメントは，検査法の標準化，用語の統一

学研究施設発足の年である．切替教授は，その初代の など，まさに検査法委員会の必要を提唱し予見された

施設長を兼ねておられた．特別講演の藤村靖先生は， ものである．

この研究施設（音声言語科学部門 I部門）の初代教授 なお，切替教授の「日本音声言語医学会 10年の歩み」

である．しかし，昭和 40年 11月発行の会誌6巻2号 （音声言語医学 7:3～4, 1966）によれば，第 10回総

（第 10回総会号）には，東大就任以前の，電気通信大 会時の会員は 340とある．

学助教授と記載されている．恐らく正式の発令は，そ （津島政行記）
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第 11回日本音声言語医学会

期日：昭和 41年 11月11日（金）～12日（土）／1966年

会場：全電通ホール

担当：東京医科歯科大学耳鼻咽喉科学教室

会長：堀口申作教授

会場費： 500円

学会記事：会誌第8巻第 l号

第 11回日本音声言語医学会は，東京医科歯科大学耳

鼻咽喉科の堀口申作教授の会長のもとに，昭和 41年

(1966年） 11月11日（金）午後l時から始まり 12日

（土）午後6時までの 1日半の日程で，東京神田駿河

台の全電通ホールにおいて開催された．第 1日目の午

前中までは前庭研究会が開催されており，それに引き

続くかたちで本学会の役員会が行われ，学会は午後 l

時から開催された．また，発声障害の臨床検査規準委

員会（康戸幾一郎委員長）が学会に先立つて第 l日の

午前9時 30分から，参加希望会員は自由に参加できる

かたちで，全電通ホールの会議室で開催された．

プログラムの会長挨拶によると，本学会も第 11回を

迎えて，一般演題は従前より 10題も多い 65題を数え，

内容も充実して誠に慶ばしいかぎりと述べられてお

り，中型の規模の全電通ホールが丁度よい程度の参加

者を迎えて盛会であった．学会参加費は 500円で，当

時は本学会の年会費が 500円，新入会費は 300円とい

う時代であった．

特別企画としては，会頭講演，会長講演，特別講演，

シンポジウムが行われた．

楓回琴次会頭（国立聴力言語障害センタ一所長）は

「日本語の現状」と題する会頭講演で，言語学者とし

ても造詣の深い先生の科学的ノマンチのきいた評論を披

露され，堀口申作会長の会長講演は 「口蓋機能不全症

の臨床」と題され，従来のドイツ学派的な考察と新し

い英語圏の口蓬裂臨床を橋渡しする考え方を明解に述

べられた．特別講演は，本学会の重鎮である康戸幾一

郎教授（久留米大学）に「I夏声 その音声生理学的考

察」の題でご講演をお願いして， I裏声を基礎的な面と

臨床的な面から掘り下げて述べていただき会員に大き

な感銘を与えられた．鹿戸教授は同年春の日本耳鼻咽

喉科学会総会（千葉市）において掘口会長と同じく宿

題報告を「発声機能の面からみた喉頭の病態生理」の

題で担当されたばかりで，本学会の会員にも是非ご講

演をお願いしたいとの堀口会長のご希望をかなえてい

ただいたものであった．シンポジウムは「小児の言語

発達遅滞」のテーマで，鈴木昌樹講師（東大小児科），内

須川流助教授（東京学芸大言語指導研究施設），上出弘

之助教授（東大分院神経科）をシンポジストとして堀口

申作会長の司会で行われた．小児の言語発達遅滞はい

つの時代も臨床では大きな課題であり，解決の難しい

問題であるが，堀口会長の新しい時代を切り拓くとい

うお考えから，当時の最先端の分野のお三方にお願い

して，堀口会長ご自身が司会をつとめられたものであ

る．

一般演題の 65題は，構音障害の臨床 9題、構音障害

の基礎的問題8題，発声障害の臨床 7題，吃音 3題，

失語症7題，聴覚障害と言語7題，言語発達遅滞 3題，

教育と臨床対策 2題，音声の基礎的問題（ 1 ）小児の

音声 4題，音声の基礎的問題（ 2）発声の生理9題，

音声の基礎的問題（ 3）暖声6題，映画 1題という群

分けで発表されている．

これらの学会発表の全記録は，本学会の会誌「音声

言語医学」第8巻 l号（昭和 42年5月1日発行）に掲

載されているので詳細についてはこれを参照願いた

（山下公一記）

シンポジウム「小児の言語発達遅滞Jのシンポジス

ト．右から上出弘之助教授，内須川洗助教授，鈴木昌

樹講師．
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第 12回日本音声言語医学会

期日 ：昭和42年 12月9日（土）～10日（日）／1967年

会場 ：愛知県中小企業センター

担当 ：名古屋大学医学部耳鼻咽喉科学教室

会長：後藤修二教授

会場費 ：500門

学会記事：会誌第9巻 I号

音声言語方面の研究は一部の医師のみが研究してい

たので，私も余り熱心でなかった．それで演者の発表

に興味を持っていた．それで面白そうな発表とその話

の記述を読み返してみた．

まず第ーに特別講演である楓回会頭のものであ る

「電気音響機器と聴覚」という題で，最近の物理学者

は音とは耳の適応刺激なりという定義を用いている．

この立場からはわれわれの役目も重〈なっている．と

ころが音の良い悪いなどに関しては耳鼻科からは全く

離れている．一方一般人は良い音悪い音の区別が音に

関して一番の基礎と考えている．

聴覚と電気音響学との関係をいろいろと例をあげて

いて非常に興味があり，参考になる．そして聴覚に関

係する一方の基礎となるのが電気音響学であるのでこ

の二つの立場は互いに批判的でありかつ尊重し合わな

ければならないと結論づけている．

次にカリフォルニア大学のスニデカ一氏が食道発声

について，特にその知見と考え方について，次のよう

に述べた．特に言語訓練を具体的に実地的に述べられ

た．

第三の教育講演は津島助教授によって発声障害の臨

床と題して，診断面について日常臨床の実際を述べら

れた．それらは問診に次いで音声検査は音質，発声時

間についで声域の測定も難しくないし，これによって

話声では現れない音質の異常が声の高さを変えること

によって発見される．最後に治療法を列挙した．

もうひとつの教育講演は河村助教授による言語障

害，特に言語発達遅滞児についてのものであって例を

あげて，自分の立場のみに執着しないで，誤まりは誤

まりとして認め，その時期に適した指導を行ってゆく

べきだという．

次に言語障害の治療についてシンポジウムが鈴木教

授司会のもとに行われた．その第ーに堀口助教授によ

って言語障害の診断に分類を主として 1）原因的， 2) 

症候的，3）障害語音による．その後言語病理学の研

究が進んで，音声言語の理解表現の程度による分類と

して，次のようにされる．①理解できないか表現でき

ないもの（ろう、高度精神薄弱など），②理解できるが

表現できないもの，③理解力や表現力が低下（失語症，

自閉症など），④理解も表現もできるが，正常の会話と

してうけ入れられないもの（日内、吃、脳性麻癖など）

その第2は神山国立聴力言語センターにおける研修シ

リーズとして組織について，組織の中で働く心構え 3)

言語課の重点項目 4）残された問題として将来を展望

された．その第3は内須川助教授による言語障害児の

教育であるが、言語障害児と家庭教育，言語障害児と

幼児教育，言語障害児と学校教育とについて論じ，特

に言語治療士と学校担任教師とが完全なチームワーク

のもとに相互理解と協力の実をあげることである．そ

の第4は久保山博士による言語障害の医学的治療と題

するもので吃音についての科学的判定の一端を述べ

た．

一般演題については次のごとくである．第 l群の構

音と共鳴において口蓋裂音声の基礎的研究．構音の生

理学的機構に関するもので，わが国独自の新しい研究

方法が開発され，着々成果があがりつつあることが特

に強く感じられた．第 2群の音声の臨床は日常臨床に

関係深い群であったためか，質疑応答も活発に行われ

た．シリコンの進歩に伴う応用範囲の拡大，ホノレモン

と音声の関係，I夏声の臨床的な処理方法，精神神経分

野と音声の関連など．それぞれが将来大きな課題を含

んだテーマであり，将来いっそうの成果を期待するも

のである．

第 3群と第 4群は音声の基礎に関するものであっ

て，それぞれについて発言があった．

第5群は音声と病態についてであって，相互の関連

性はあまりなし討論も散発的であったが各演題とも

それぞれ多くの問題点を含んでおり，今後の研究発展

が希求されるものである．

第 6群は人工音声に関するものであり，第7群は言

語発達遅滞を中心としたものであり，未解決な問題が

多く ，問題のとらえ方も，医師，言語治療士，教育関
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係者などそれぞれの意見があることと思われる．わが

国においても研究をかさねて，日本語および日本人の

基準を作ってはどうかと思われる．

第 8群は聴力と言語との関連についてのものであ

り，第9群は吃音に関するものであるが，従来からこ

れには問題があった．そのために厳しい意見が出され，

吃りの治療に際し悪化した症例についても論じられて

きていることは好ましい．演題の数が少なく新人がで

てこない体制で，吃りが研究されていること自体は何

か問題はないだろうかなどである．

第 10群は口蓋裂言語と単語の発音のしにくさの要

因分析に関するもので，もう少し平易な形で解説され

るのが望まれた．

第 11群は中枢性言語障害に関するもので興味ある

ものであり，それぞれがきわめて有意義であった．

第 13回日本音声言語医学会
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第 12群は失語症群で，逐年ごとに発表数，発表内容

ともに充実されて来ているが，失語症という障害の性

格からみて，困難な領域もある．各方面の研究が検討

される必要が痛感される． （後藤修二記）

期日 ：昭和 43年 11月21日（木）～22日（金）／1968年

会場：兵庫県民会館

担当：神戸大学医学部耳鼻咽喉科学教室

会長 ：浅井良三教授

会場費： 500円

学会記事：会誌第 9巻2号，第 10巻 1号

音声言語はそのうち音声は喉頭に，言語特に構語は

鼻，口，舌，口唇，咽頭に関係しているから，言語学

で取り扱われるだけでなしに医学（耳鼻咽喉科，内科，

神経科，歯科口腔科）でも取り扱っていた．堀田琴次

先生は聴覚から音声学に研究を進められ，一方では難

聴研究会（後にオージオロジー学会に発展）を他方音

声言語医学会を創立された．

私は口蓋裂，舌ガン，喉頭ガン等の治療にたずさわ

っていたので自ら音声言語に関心を持っていた．

音声言語医学会では上述の研究分野が大きくそのゆ

えに耳鼻咽喉科の専門医が会員の大多数を占めてい

た．

第 13回日本音声言語医学会が神戸市で開催となり

神戸医科大学耳鼻科教室が担当した．会場は兵庫県庁

の東i務に新しくでき上がった県民会館をあてた．

出題は前述の分野が主であったが，特に吃音の治療

が報告せられた．この治療法は特異の方法が行われて

いて報告者それぞれのお家芸の特色のあるのが目立つ

たように記憶している．

その後本来の医学的分野特に喉頭（発声器）の問題，

構語の問題などが基礎から取り扱われるようになっ

た．音声に始まり言語音声へと進展して行く ように思

われる． （浅井良三記）
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第 14回日本音声言語医学会

期日：昭和 44年 10月4日（土）～ 5日（日）／1969年

会場：野口英世記念会館

担当：慶応大学医学部耳鼻咽喉科学教室

会長 ：林義雄客員教授

会場費： 1,000円

学会記事：会誌第 10巻 l号，第 11巻 1号

音声言語医学

第 14回日本音声言語医学会総会は総演題数は 79題 算として作成された基準テープの発表で，発声障害の

で，言語発達，中枢性言語障害，吃，口蓋裂， H内，症 臨床検査法の確立とさらに新しい検査が期待される労

例，聴覚と言語，基礎 I，音声検査法，I夏声，蛋白同 作であり，音声学上貴重な報告であった．

化ホルモンと声，大気汚染と発声障害，基礎II，失語 また，一般講演の他に映画が上映されたことを付記

症の 14群に分類され， 2会場に分れて行われた．講演 する。 1. 口蓋裂の調音運動：広瀬肇（東大音声研），

に先だち，本総会の特色として各群に設けられた「代 2. 失語症とは ：神山五郎（東京都身障センター）の

表演説」の趣旨説明が，林会長よりあり ，それぞれ各 2題である．

群で発表され，参加者に多大の感銘を与えた．「代表演 特別講演は音声言語学を科学と文化の両面から取り

説」は次の 5題である．演題9：幼児のことばの発達 ： 上げた，異色の演者と内容で，本総会の特筆すべきも

大和田健次郎（東学芸大），演題 18：東京都における中 のである．林会長ならではの発案で日本語の心髄に触

枢性言語障害の実態とその対策・神山五郎（東京都身 れようとする試みであったと考えるのは筆者一人の偏

障センター），演題 26：発吃論をめぐる二・三の問題に 見であろうか．

ついて ：内須川洗（東学芸大）， 演題 61: I裏声の診断と 第 1日

その解釈：一色信彦（京大），演題65：大気汚染と発声 特別講演 I 日本語の魅力 金田一春彦教授（東京外

障害 ：高山乙彦（日大）． 語大）

主催者の配慮、により各群とも十分な時聞が与えら 特別口演 三十石 三遊亭円生師匠

れ，また座長の手際よい司会により，なごやかなうち

にも、活発な討論や意見交換が行われ， 2会場ともほ

ぼ満席の盛況であった．本総会の報告は音声言語医学

Vol 11, Nol (1970) pl2～27にあるので参照とされ

たい．

総体的にみて，言語の発達，言語遅滞，聴覚と言語

など言語障害に数多くの演題が集まり，音声障害は比

較的減少した感があったが，演題 58：音声障害検査の

基準テープの試案 ：廃戸幾一郎（久大）は，発足して

数年になる「発声障害の臨床検査基準委員会」の総決

第2日

特別講演II 歌声の調節機構平野実助教授（久大）

特別講演III 発声法の研究

①大蔵弥太郎氏（大蔵流家元）

②平井澄子氏 （民族楽団「ふき」の

会代表）

③須永義雄講師（東京学芸大）

第 1日目の特別口演後の座談会が，円生師匠の都合

によりわずかな挨拶だけで実現しなかったのは残念で

あった。 （酒向睦記）



Vol. 36 No. 4, 1995. 11 491 

第 15回日本音声言語医学会

期日：昭和 45年 10月24日（土）～25日（日）／1970年

会場：金沢大学医学部十全講堂

担当：金沢大学医学部耳鼻咽喉科学教室

会長：豊田文一教授

会場費： 1,000円

学会記事：会誌第 11巻2号，第 12巻1号

第 15回総会・学術講演会は特別講演2題，シンポジ

ウム l題，一般講演 66題という構成で行われ，その全

記録は「音声言語医学」第 11巻2号に収載されている．

特別講演は大塚良作教授（神経精神医学教室）によ

る「失語症の臨床」および藤村靖教授（東京大学医学

部音戸言語医学研究施設）による「発音の過程」とい

うlanguageとspeechに関するものが 1題ずつ企画

された．まず大塚教授は失語症の一般的症状と臨床分

類，自験例 28例についての言語症状および他の高次神

経症状・失語型などの詳細な検討，代表3例の臨床経

過，自験例および文献報告例における病巣の剖検的検

討について講演された．この中で失語症状の詳細な分

析が大脳の局所診断に寄与すること，また臨床経過の

検討が病因の考察や予後の推測に重要であることな

ど，失語症を扱ううえで決して忘れてはならない基本

的臨床姿勢が強調されている．さらに，失語症状につ

いて言語学的側面から検討することの重要性を当時す

でに指摘されていることは，まさに今日の失語症学の

方向を予見しているものであり驚嘆する．次いで藤村

教授の“発音”に関する講演では，言語と音声の関連，

音声の構成要素，音戸の生理的段階における物理的現

象としての無声化母音の検討，音韻および非音韻論的

調節，アクセントの喉頭調節，句とJI侯頭運動など，周

波数分析・内視鋭・筋電図・電気的人工口蓋を駆使し

た広範囲におよぶ音声研究の成果が提示された．

シンポジウム「言語発達遅滞」は大和田健次郎座長

（東京学芸大学教授）のもと，症候・治療教育・原因・

予後について 4人のシンポジストによる討論が行われ

た．症候については田口恒夫先生（お茶の水女子大学

教授）が脳性麻痔例を中心として，原因については田

中美郷先生（信州大学耳鼻科）が，治療教育について

は小川口宏先生（金沢大学教育学部）が難聴例を中心

として，予後については中西靖子先生（東京学芸大学）

が正常発達との比較を中心として講演された．

一般演題は 10群に分けられ，それぞれ“言語発達”

に8題，“構音の発達”に 8題，“失語症”に 8題，“構

音と共鳴 I・II”に計 10題，“発声の基礎 I・II”に

計 12題，“口蓋裂音声”に 4題，“吃”に 7題，“発声

障害”に 9題の演題が発表された．

当時のプログラムをみると， 1日目は l会場のみが

使用され特別講演をはさんで9時から 17時 10分まで

講演が行われた． 2日目は 2会場で行われ，第 l会場

が特別講演とシンポジウムをはさんで 9時から 16時

10分まで，第 2会場が同じく 9時から 12時まで使用

されている．国鉄金沢駅から会場までパス料金が 30円

（現在は 200円），学会場は大学の講堂が使われたとは

いえ会場整理費が 1,000円と書かれているのをみる

と，隔世の感を禁じ得ない．また当然のことながら，

使用機器がスライドとテープレコーダーの他に 16

mm映画のみであり，現在のビデオ多用の時代と比較

するとつくづく各種機器の発展の速さに驚かされる．

当時の総括記録の中で，豊田会長は“音声言語医学に

おける基礎的・臨床的研究の発展には，学際的態勢が

重要である”ことを述べているが，この学問的姿勢は

20年以上を経た今日でも変わっては＇＇ない．

（梅田良三，相野田紀子記）
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第 16回日本音声言語医学会

期日：昭和 46年 10月21日（木）～22日（金）／1971年

会場：神奈川県青少年センター ・横浜教育会館

担当 ：横浜市立大学医学部耳鼻咽喉科学教室

会長 ：柏戸貞一教授

会場費： 1,000円

学会記事：会誌第 12巻 2号

音声言語医学

大学紛争の余燈さめやらず，産学協同に対する世評 馨ー，柴田貞雄とこの方面の権威である四先生が，そ

の厳しい頃で，会場費のみで運営するという質素な関 れぞれの意見を開陳したあと，真剣な討議を交わされ

催ぶりであった．しかし内容は大変充実しており，柏 た．特に柴田先生は「本邦の現状と将来への展望」の

戸貞一会長のこの学会に賭ける意欲が溢れていた． 課題で，リハビリテーション医学の遅れをとり戻し，

堀田琴次先生の会頭講演「日本人の音声と言語の特 それを強力に推し進める必要性を説かれた．

異性ならびにその研究方法」は，傘寿を迎えた先生が シンポジウムの第2日藤村靖先生（東大音研）の司

長年にわたるこの方面の研究を回顧しつつ，日本人の 会で，「発声時の喉頭調節」を課題として四人の先生が

音声と言語の特質を先生独特のユーモアを混じえて諺 発言された．モデル実験により声帯振動機構を考察し

誇を説かれ，会員に多大な感銘を与えた。余談ながら た比企静雄先生， l喉頭の生理学的調節機序を述べた平

先生が公式の場で講演されたのは，これが最後になっ 野実先生，超音波により観察した結果を報告した金子

た。その意味で老躯をおして演題に上られた先生の悲 敏郎先生，ファイパースコープによる観察の津島政行

槍ともいうべき情熱と，敢て先生に会頭講演をお願い 先生である．それぞれ異なった手法での観察により，

した柏戸先生の恩師に対する礼譲に心打たれるものが 発声にかかわる喉頭の調節機序を解説し，大変参考に

ある． なった．

柏戸先生の会長講演「嘆声の医学」は喉頭の病態を 一般演題は 12群、 63題であった．紙幅の関係でその

中心に嘆声の原因を分類提示し，音声医学上最もポピ 一つ一つを紹介できないのが残念だが，発声の基礎，

ュラーなこの障害をわかりやすく解説し，われわれ臨 構音の共鳴などの基礎的事項から，発声障害，言語発

床医に直接役立つ知識を与えてくれ，聴衆に多大な感 達，失語症など臨床の問題に及ぶ，きわめて広範かっ

銘を与えた． 多岐な演題が発表された．ここで強いてこれらを音声

摩大裁台湾大学副教授の招待講演「中国語のソナグ と言語の課題に大別すれば，音声関係は 4群，21題，

ラフの特性についてJは先生が医歯大生理の勝木教授 言語の課題は 8群，42題で，後者は前者のちょうと 2

のもとに留学されていたとき研究された内容で，日本 倍で，この学会でspeechtherapistの占める比重の大

語にはない中国語特有の発声法を多数のソナグラフを きさを如実に示していた．

示しながら説明された．たとえば舌背で口蓋を擦るよ このほか映画演題が l題あった．ともあれ明治の歴

うに発声する単音など，言葉の多様性を今さらのよう 史の繁明を告げた横浜の掃部山の施設を会場として，

に感じさせてくれた． 爽やかな秋晴れの天候に恵まれて開かれた 2日間の学

シンポジウムの第一は後藤修二先生（国立聴言セン 会は無事終了した．役員はじめ関係した先生方に，故

ター）の司会のもとに，「言語障害のリハビリテーショ 柏戸教授になり代わって深く感謝申し上げる次第であ

ン」が採り上げられた．笹沼澄子，長谷川恒雄，藤田 る． （津木修二記）
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第 17回日本音声言語医学会

期日：昭和 47年 11月7日（火）～8日（水）/1972年

会場：電気ピ／レ

担当：九州大学医学部耳鼻咽喉科学教室

会長 ：康戸幾一郎教授

会場費： 1,000円

学会記事 ：会昔、第 13巻 2号，第 14巻 l号
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切替一郎教授が会頭（現在なら理事長）に就任され は繰り返し読むことができるが，映画はその場に居合

て第 1回目の学術講演会（演題数 75）であった． わせないと観ることができない.13篇の映画を，はじ

この学会は，魔戸が久留米大学在任中に開催担当を めの 2回は討論なしで上映し，最後に討論を加えて，

予定されていたものであったが，その後九州大学に転 都合3回繰り返して上映した．

任したため福岡で開催されたものである．当時はいわ その 3は，抄録に対して図表の制限をしなかったこ

ゆる大学紛争が収まった直後で，まだ余；騒がくすぶっ とである．図表の費用を演者に負担していただいて経

ていた．産学協同の排除が叫ばれていた関係もあって， 済面をカバーし，抄録の内容を豊富にしてできるだけ

冗費節約を旨とし，実質本位に運営せざるをえなかっ 原著に近いものにしようと思ったからである．

た．運営費も，九大 OBのある方がある製薬会社から その 4は，総会を第 l日目の講演終了後に設けたこ

の寄附金 10万円を持参して下さった他は，学会からの とである．日本音声言語医学会の会員構成は medical

補助金と会員の参加会費のみでまかなわれた． とnonmedicalとが半々であり，逐年 nonmedical会

従来とはいささか異なる企画で行われた．その 1は， 員の数は増加しつつあった．また，言語治療士の免許

講演会場をーっとし， medicalとnonmedicalとの交 をいかにするかということは焦眉の問題であった．こ

流をはかったことである．そのため，特別講演，シン れに対する学会員の総意を十分に時間に追われること

ポシジウムは行わなかった．また，演題募集を 1）発 なく聴き，討議したいという考えからであった．

声構音の基礎的問題（司会者平野実）， 2）口蓋裂音 その 5は，学術講演会とは別に「音声言語治療の実

声（司会者 一色信彦）, 3）無喉頭音声（司会者 曽 際」に関する講習会を聞いたことである．講習会は第

田豊二）, 4）吃（司会者 内須川洗）, 5）言語発達 1日目の午前中に 1時間半ずつの講義を 2回ずつ繰り

（司会者大和田健次郎）, 6）失語症（司会者豊田 返して行い、聴講者は希望する 2つのテーマを聴ける

文一）， 7）発声障害（司会者津島政行）, 8）言語 ようにした．テーマと講師は， 1）言語発達遅滞児に

障害（司会者河村正三）の 8テーマに限り，各テ一 対する治療（船木ふき子）' 2）吃に対する指導（堤賢），

マごとに予め司会者を定め，その群の演題の配列，講 3）催眠療法（成瀬悟策）， 4）聴能訓練（石井武士）

演時間などすべて司会者にお任せし，各群ともシンポ であった．国立聴力言語障害センターと九大耳鼻咽喉

ジウム的に運営していただいた． 科教室の両者共催，日本音声言語医学会後援の形式を

その 2は，日本にある音声言語関係の映画を，新旧 とった．ちなみに講習会費は 1,000円であった．

を問わず，ほとんどすべて上映したことである．論文 （虞戸幾一郎記）
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第 18回日本音声言語医学会

期日：昭和 48年 10月21日（日）～22日（月）/1973年

会場：東京慈恵会医科大学中央講堂

担当：慈恵医科大学耳鼻咽喉科学教室

会長：高橋良教授

会場費： 1,000円

学会記事：会誌第 14巻3号，第 15巻 l号

音声言語医学

第 18回日本音声言語医学会は高橋良教授主催の元 で，各群とも各 8分から 16分間の追加討論時聞が設け

に開催されたが，その事前の役員会は 10月20日（土） られた．

の午後5時より 7時半まで東京商工会議所8階のスカ 学会の初日は午前 8時半より開会され， 2日目の午

イルームで行われた．一般の演題時聞は 1題 6分間， 前 12時 15分の閉会まで会員諸氏のご協力により慈な

スライドスクリーンは 1面でスライド枚数は 10枚以 く盛会裡に終始した．

内とした． ちなみに，各講演群の座長は，失語症群は長谷川恒

総会の特別講演は，京大霊長類研究所の江原昭善教 雄，口蓋裂群は一色信彦，音声 Iは広瀬肇，音声II平

授により「人類進化からみた言語について」（30分）と， 野実，音声III堀口信夫，音声IV岡本健，音声V藤田馨

招待講演「北陸トンネル災害に伴った暖声」（30分）が 一，音声VI津島政行，第9群河村正三，第 10群内須川

豊田文一教授により行われた． 洗，第 11群田中美郷，第 12群大和田健次郎の諸氏が

一般演題は 12群に分けられ，第 l群失語症，第 2群 受け持たれた．本総会の懇親会は行われなかった．

口蓋裂，第3群より第8群まで音声を，第9群言語発 なお本総会の記事については，音声言語医学誌

達遅滞，第 10群より第 12群まで言語の主題の元に行 1973, Vol 14. No3に記載報告されている

われ，総計 73題で，各 1群の講演題数は 4ないし 8題 （高橋良記）

第四回日本音声言語医学会

期日：昭和 49年 10月9日（水）～10日（木）／1974年

会場：全電通ホール

担当：日本大学医学部耳鼻咽喉科学教室

会長：斎藤英雄教授

会場資： 1,000円

学会記事：会誌第 15巻 3号，第 16巻 l号

第四回日本音声言語医学会総会学術講演会は，一般 対する認知機構の差と精神構造の特徴J（角田忠信教

演題 83題，吃音，口蓋裂2群，音声 3群，言語3群， 授）が発表された学会でもあった．

難聴と言語，失語症3群の計 13群で講演が行われた． 特別講演は 2題．その 1は，服部四郎東大名誉教授

傾向として構音障害と言語発達遅滞との関連を取り の「言語音声の耳による観察と機械による実験」．その

扱ったものと，失語症に関する発表が多かった． 2は，ハンプルグ大学医学部の音声言語障害治療部門

振り返って，特筆すべき演題として，「甲状軟骨形成 主任の WolfgangPascher教授の「ドイツにおける音

術J（一色法）が、動物実験から臨床検討まで， 3演題 声言語障害治療学の歴史と現在」であった．

一挙に，初めて発表されている． 当時，日本音声言語医学会では，言語治療士に関す

さらに，文化人に多大の反響を呼んだ名著「日本人 る検討委員会で，その身分制度などに関して，まだ意

の脳」の中心課題となる，「日本人と西欧人の自然音に 見の交換が行われていた段階であり，設立が机上に乗
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っていた，東京都立保健大学リハビリテーション学部

に，言語病理学科（言語治療土の養成）の開設要望書

が，切替会頭から美濃部都知事に提出された時期でも

あった．

斎藤会長は，「日本における Speechth巴rapistの制

度の実施がうまくいかないのは，戦後アメリカからの

輸入で急速に発達したわが国の音声言語医学が，本来

ドイツに範を求めて出発したわが国の医療制度に適応

しないことが一つの原因ではないか．したがって Pas-

cher教授の講演により，ドイツにおける音声言語障害

治療の現況を知ることは，われわれにとって有力な参

考となるであろう」と考えたのであった．

Pascher教授は（通訳：富田 寛日大助教授），ドイ

ツ言語音声医学会 (1925年設立）の歴史ならびに現況

第20回日本音声言語医学会
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について述べ，ヨーロッパ音声治療医連合 UnionEur-

opascher Phoniat巴rが， 1973年 10月プラハにおいて

各国の政府に音声治療専門医制の設立をアッピーlレし

たことを幸~じた．

1963年ベルリンで始まった言語治療士 Logopaden

の教育は，高卒以上の入学資格で，国立の養成機関で

行われており，修業年限は 2～ 3年であること．まだ

定まった職業資格がないこと．言語治療教師 Sprach-

h巴ilpadagogen（大学で2～4年の専門課程を学ぶ）と

の問で，資格についてもめているー ・など，日本と同

じ悩みを述べた．

20年後の今日の，彼我の比較をしてみることも興味

深い． （冨田寛記）

期日：昭和 50年9月 13日（土）～14日（日）／1975年

会場：岩手県民会館

担当：岩手医科大学耳鼻咽喉科学教室

会長：立木孝教授

会場費： 2,000円

学会記事：会誌第 16巻 3号，第 17巻 l号

盛岡市の中央を南北に流れる中津川の河畔，岩手県 る切替先生を写したものであるが，総会の次第と会計

民会館の中ホールにおいて，第 20回日本音声言語医学 報告が大きな紙に手書きのものであるところが大変懐

会が開催された． かしい．議事の最後に会費値上げの件とあるのが読み

昭和 31年に本学会が設立されてからちょうど 20 取れるであろうか．このときまで年会費は 2,000円で

年，学会として成人を迎えた，記念すべき節目の学会 あったが，この総会で 3,000円に値上げられたのであ

であった． る．

発表された演題は 2日間 16群に分かれて 81題，い あれからもうそろそろ20年が経過する．当時，学会

ずれも活発な討論が行われ，それに加えて岩手医科大 の指導者であった白岩先生，切替先生，斉藤英雄先生

学小児科学教室の講師，畠山富而博士による「乳幼児 など，亡くなられた方も少なくない．学会を指導する，

のモデルとしての仔猿の行動発達Jという招待講演が また支える主要メンバーも全く一新した．当時の学会

花を添えた

畠山博士の研究は， skinshipから完全に隔離された

isolation monkeyを使って，人の情緒発達やその障害

の成因を探ろうというユニークなもので，言語発達障

害の原因として当時ようやく広く知られるようになっ

たautismの成因探究に深くかかわる研究であった．

学会も最近ではスライドはもとより，映画，ビデオ，

OHP，などが駆使され，またコンピューター画像も随

所に現れてはなやかになったが，当時の学会は素朴な

もので，発表の方法もせいぜいスライドとテープレコ

ーダー程度のものであった．写真は，総会で挨拶され

自軒偽
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を思い出すと，今昔の感にたえない． 年 10月2日）．その意味でもこの第 20回日本音声言語

最後に附言すれば，この学会の終了後 1カ月を出ず 医学会はわが国における音声言語医学の一時代を画し

して名誉会頭の楓田琴次先生が亡くなられた（昭和 50 たものであったと感慨が深い． （立木孝記）

第 21回日本音声言語医学会

期日：昭和 51年 11月9日（火）～10日 （水）／1967年

会場：安田生命ホール

担当：東京学芸大学

会長 ：大和田健次郎教授

会場費 3,000円

学会記事：会誌第 17巻 3号，第 18巻 l号

第 21回日本音声言語医学会は昭和 51年 11月 9日

（火） 10日（水）に新宿駅前の安田生命ビル地下にあ

る安田生命ホーJレで行われた．前日の 8日には同じ会

場で，音声言語障害学の現状と展望という勉強会があ

った．

この講堂は地下であるがゆるやかな階段講堂で 400

席の収容であったが狭いくらいであった．

演題数は 82題で，音声を始め，構音，失語症，発達

遅滞，吃音など 14群になった．総会は第 1日の午後に

行われた．この頃はビデオがなかったので映画フィル

ムのため，映写の用意をした.18年も前になるので演

題内容の記憶はほとんどないが，係りの者が会場で質

問者に記録用紙を配るのに苦労していた．従来と変わ

っていたのは董食討論会を行ったことである．2日日

午前の演題終了後，会場を近くの京王プラザホテルの

4階花の聞に移し， 12時 30分からの 2時間の時聞を

とった．討論会は中華料理のテープル 12を用意し，各

テーフ．ルに座長をお願いした．会員は 10名前後にわか

第 22回日本音声言語医学会

れて希望のテープlレにつき，座長の司会で童食をとり

ながら自由討論を行った．座長には切替教授を始め著

名な先生方についていただき，内容は座長に一任した

が，慣れないことなので座長の先生方は苦労されたよ

うであった．この董食代に 500円をいただいたが好評

であった．

学会の記録は，音声言語医学第 18巻 l号，24～37頁

にある．閉会に当たり切替教授からユニークな学会で

あったとのご丁寧な謝辞をいただいたことが印象に残

っている．

昭和 51年は私が東京学芸大学特殊研究施設に移っ

て13年目であったが医局員に相当する者がいない．事

務局として研究施設の中西靖子助教授（当時）が運営

の総括をして，その頃内地留学で同施設に来ていた島

根県のろう学校教諭5名の応援を得て役割を分担し，

20数名の学生アルバイトを頼んだ．会場移動があるの

で雨を心配したが天候には恵まれた．

（大和田健次郎記）

期日：昭和 52年 10月1日（土）～2日（日）／1977年

会場：国立京都国際会館

担当 ：京都府立医科大学耳鼻咽喉科学教室

総会会長：水越治教授

会場費 3,000円

学会記事 ：会誌第 19巻 1号

第 22回日本音声言語医学会は京都府立医科大学耳 て開催された．一般演題 104題で，これ以外に 2題の

鼻咽喉科学教室が担当することとなり ，昭和 52年 10 パネルを準備した．

月 1, 2日の両日京都市洛北宝ガ池の国立国際会館に この学会をお引受けする時代は，学会そのものに若
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干の課題を抱えた時代である．第 2次大戦後，新たに

出直した日本の各学会がその活性を取り戻した頃であ

り，科学の細分化が医学界にもおよび，関連学会の数

が多くなり大学関係者がカバーし得る限界に迫ってき

たこと，圏内の医科大学の整備が急速に進み始め学会

の演題数が急速に増加し始め，それにともなった臨床

系では進歩した内容を医療現場に定着せしめるため何

らかの画一性を整えなければならないことなどがあげ

られる．

このような背景のもとで，限られた 2日間で多くの

演題を皆が参加できる状態で（会場を分けずに）準備

し，なおかつ特別演題を整えることは難題である．窮

余の一策として，出題者には申し訳ないが一般演題の

発表は抄録集をもって行い，講演はせず質疑応答のみ

を行って I会場 1日で終えるシステムを試みた．

特別演題は，上記のような背景で特に言語音戸医学

会で問題になる検査法の基準化を求めて「発声機能検

査法」と「言語障害検査法」のパネルを取り上げるこ

とにし7こ．

国際会館の会場は環境に恵まれそれなりの試行的な

形態の学会を終えたが，この形態では若手研究者の口

演の機会をなくする欠点は無視できない感じが残った

が，この頃より音声言語医学は耳鼻咽喉科の重要な領

域の一つに定着したように思う．

第2日， 2つのパネルの内容（プログラムより）を

付しておく。（水越治記）

10月2日（日）

9 : 00-12 : 00 

ノTネル・ディスカッション I 

発声機能検査法

司会久 留米大・耳鼻科平野実

東大・音声研津島政行

神経生理学的検査

東大・音声研広瀬肇

空気力学的検査

京大・形成外科一色信彦

声帯の振動状態に関する検査

久留米大・耳鼻科平野実

音響分析による検査

東大・音声研津島政行

聴覚J心理的検査

国立東 2・耳鼻科岡本健
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フォノグラム

慶大・耳鼻科斎藤成司

追加発言者 長崎大・耳鼻科佐藤意生

名古屋保険衛生大・耳鼻科岩田重信

九大・耳鼻科小宮山藤太郎

千葉大・耳鼻科金子敏郎

東北大・電通研比企静雄

大阪医大・耳鼻科高橋宏明

13 : 00 13 : 30 総会

13 : 30-16 : 30 

パネル・ディスカツション II 

言語障害検査法

司会国立聴言センター柴田貞雄

口蓋裂言語

東大・音声研津島政之

脳性麻療に伴なう言語障害

東京都・北療育園 石野京子

機能的構音障害

国立聴言センター 船山美奈子

吃音

国立聴言センター 森山晴之

言語発達遅滞

国立聴言センター 小寺富子

失語症

東京都老人総合研究所伊藤元信

麻痩性構音障害

国立聴言センター 柴田貞雄

岱3
第 22回

日本音声言語医学会総会

学術混演会プログラム・予稿集

・昭和52年10月18・2自

．国立京都国際会館
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第 23回日本音声言語医学会

期日：昭和 53年 11月 11日（土）～12日（日）/1978年

会場：東京商工会議所ビル

担当：東京大学医学部音声言語医学研究施設

総会会長：津島政行教授

会場費 3,000円

学会記事：会誌第 20巻 l号

第 23回総会は，東京大学医学部音戸言語医学研究施

設（音声言語生理部門）教授であった筆者が主催して，

昭和 53年 11月11,12日の 2日間行われた．会場は千

代田区丸の内の東京商工会議所ビル（東商ホール）で

ある．会場の契約に関しては，このビルの中に診療所

を開設しておられる杉村公美先生に，物心両面にわた

り大変お世話になった．また，学会の準備，実行に関

しては，東大音声研のスタップに加えて，東大耳鼻咽

喉科学教室からも多大の応援をいただいた．

この学会では，できるだけ多くの一般演題を，でき

るだけ多くの施設から発表してもらうことを考え，特

別講演 I題の他の時間は，全部一般演題に割り当てた．

また同一施設からの複数の演題には，優先順位をつけ

て出題してもらい，出題者側からは多少の「ひんしゅ

くjを買うなどのこともあった．昨今ではあたり前と

なっているビデオ演題のセッションは，まだ多少無理

であった．

集まった一般演題は 94題であった．この頃の総会の

一般演題は，おおよそこんなものであった．

発表に関しては，類似の内容のものを 12群に分類し

た. 1群あたりの演題数は， 6題から 10題と，かなり

の大きな群となった．各群は 2人組の座長とし，各群

について，演題の発表II原，形式など，ある程度座長の

考えと好みに合わせて自由に取り仕切っていただい

た．皆さんの協力で，活発な発表，討論が行われたと

感謝している．

特別講演は，斉藤収三先生にお願いし，演題は「音

声の合成と認識Jであった．斉藤収三先生は，当時電

電公社武蔵野電気通信研究所（通研）の室長で，翌年

（昭和 54年） 1月からの東大音声研音声言語科学部門

教授就任が内定されていた．

この総会から会員懇親会が総会の行事として行われ

るようになった．

総会会場から少し離れた，霞が関ビル 33階の東海大

学校友会館を懸親会場として使わせていただいた．お

世話いただいた東海大学形成外科長田博教授に感謝申

上げる．会費は 3,000円とし， 特別な「出し物」はな

い代わり，当時は都内有数の高層ビルからの夜景を楽

しんでいただいた．また，校友会館側にお願いして，

会場の一隅にキャッシュ・パーのコーナーを出して貰

った．キャッシュ・パー，つまり参会者が有料で好き

なものを好きなだけ飲むという風習は，外国の研究会

や学会ではよく行われており，筆者も一度やってみた

いと思っていたことであった．自画自賛ではないが，

なかなか良い雰囲気であったと思う．

なおこの総会で 1974年グールド賞が，白岩俊雄教授

から鈴木理文氏へ伝達された．総会で報告された予算

演算の規模は， 800万円余り，会員数は約 1,000人とな

っていた． （津島政行記）
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第 24回日本音声言語医学会

期日：昭和 54年 10月25日（木）～26日（金）／1979年

会場：久留米医師会館

担当：久留米大学医学部耳鼻咽喉科学教室

総会会長：平野実教授

会場費： 3,000円

学会記事：会昔、第 21巻 l号

第 24回総会にはいくつかのユニークな企画が盛り

込まれた．

1.総会のテーマ

“音声言語医学におけるチーム・アプローチ”とい

う総会のテーマを掲げた．音声言語医学は学際的分野

の学問であり，臨床にも研究にもチーム・アプローチ

が必要であり，有用である，という理念を，総会のテ

ーマとしたのである．

2 . Frederic L. Darley教授（MayoClinic) 

特別講演に Darley教授をお招きし，“Speech

Pathology and Medicine. Their Roles and Interac-

tions”と題する講演をしていただいた．総会のテーマ

そのものに関するトピックスで，コミュニケーション

障害に関する医師と言語治療土の役割，言語治療土は

医師から何を期待すべきか，医師は言語治療士から何

を期待すべきか，その他の提言，について話された．

3. 3つのノマネル・ディスカッション

( 1）神経系障害に伴う言語障害（座長笹沼澄子，

康瀬撃）' ( 2）発声障害（座長小池靖夫，平野実）， ( 3) 

口蓋裂に伴う言語障害，類似疾患を含む（座長津島政

行，岡崎恵子）の 3つのパネル・ディスカッションが

行われた．パネルの構成と企画，パネリストの選定は

座長にお任せした．発声障害のパネルには，ニューヨ

ークから VoiceFoundationの理事長 Wilbur]. 

Gould博士をお招きし，“TeamApproach in Treat 

ing Voic巴Cases”と題するお話をしてもらった．一般

演題はこれら 3つのパネルのテーマと，後述の“臨床

上の創意・工夫”に関するものだけを募集し，関連す

るものはパネルの中に組み込んでいただいた．

( 1 ）では 25題，（ 2）では 32題，（ 3）では 16題

の発表が行われた．

4. 臨床上の創意・工夫（座長柴田貞雄，竹下圭子）

実地臨床に役立つ創意・工夫について 20題の発表が

行われた．企画と進行は座長にお願いした．

5.映画祭 Pre-CongrossFilm Festival 

学会前日に行った.12の作品が上映された．審査員

に審査をお願いし，すぐれた作品に貨を差し上げた．

受賞者は一色信彦，笠誠一，佐藤文彦の諸先生であっ

た

6.会員懇親会

良いチーム・アプローチを行うには，良い人間関係

が大切であるという考えに基づいて，従来あまり行わ

れていなかった懇親会を盛大に催した．（平野実記）
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第 25回日本音声言語医学会

期日：昭和 55年 11月 15日（土）～16日（日）/1980年

会場：東京商工会議所

担当： 虎ノ門病院耳鼻咽喉科

総会会長：戸塚元吉部長

学会記事：会誌第 22巻 l号

音声言語医学

従来音声言語医学会総会は大学勤務者が主催するの 願いした．同教授は神経病学の古典に詳しく， 19世紀

が常であったが，第 25回総会では当時虎ノ門病院に勤 初頭のガルの骨相学から説き初めてブローカ，ピエー

務していた私が総会会長を勤めさせていただくことに jレ・マリーなどの失語症学の開拓者の論文を紹介し，

なった．会期は昭和 55年（1981年） 11月 15日と 16日 この古い時代にいかに真撃な，いかに水準の高い論争

で会場は東京商工会議所講堂を選んだ．この会場は東 が行われたかを紹介された．特別講演のもう一つは神

京駅に近い便利な場所にあった． 経内科の安警博士にお願いした.CTの臨床応用の幕

発表演題を募集すると 95題の応募があった．学術議 開けの時代であり，この新しい知見を加味した失語症

演会の企画にあたってはまず苦労するのは講演時間の 臨床の紹介であった．講演会の第 2日は偶然国際女子

配分である．学会が盛大になるにしたがって出題数が マラソンの日で，会場の玄関で走者を応援した会員も

増加し，限られた時間にどう配分するかということが いた由である．

問題になる．会員の便利のためには会期をいたずらに 毎年の総会の思い出に残る行事の一つは会員懇親会

延長することはできない．会場を増やすことも一つの である．皇居に近い濠端に新築された竹橋会館で関か

工夫ではあるが，会員にはできることならすべての全 れた．音楽学校のお嬢さん方がボランティアで歌と演

部の講演を聞いてもらいたい．参加者は発表の時聞が 奏を聴かせてくれたが，会員から飛び入りののど自慢

重なるために聞きたい演題を逃すことは残念であると が入り，楽しい一晩であった．

いう．結局会場は少なくしてー題の持ち時聞を短くせ 些か私事に亘るが，私の音声言語医学への関心は瀕

ざるを得ないが，充実した研究の成果はこれを短時間 田，切替両先生のご指導によるものであった．戦争直

にまとめて発表することは難かししまた，勿体ない 後のまだ巷が荒廃していた時代に，東大病院では音声

ことでもある．そこで短時開発表の会場と長時間発表 障害の診察が再開されていた．喉頭のストロポ光によ

の会場を分けて，どちらを希望するかは演者の選択に る観察も行われていたが，当時の器械は回転する円盤

任せるという試みをあえて行った．結果は，長時間発 によって光を断続する方式で，光源は強くても喉頭に

表の演題には聴きごたえのあるものが多かったが，短 はいる光は撮影のためには十分ではなかった．高名な

時間の発表は慌ただしい印象のみであった．この型破 ソプラノ歌手であった三浦環女史の喉頭について，精

りの企画についての批判はあまり聞こえてこなかった 細な解剖学的な検索が行われたのもその時代である．

が，その後同様な演題時間の配分が行われていないの また，吃音については「n法jによって口腔，咽頭の

で，どうやらアイディア倒れで，大方の賛成を得られ 力を抜いて発語を始めると良いとされており，また，

なかったものと思われる． 自律神経剤による治療も試みられていた．両先生のご

会場には虎ノ門病院の職員のほか東大，自治医大の 尽力で音声言語医学会が創立され，年を追って発展す

耳鼻科医局，東京専売病院の医員や看護学校学生の皆 ると学会誌が発行されるようになった．私はその編集

さん方の応援をいただいた．混成部隊なので戸惑いな をお手伝いすることになった．学会創立 25周年に当た

がらも大過なベ運営ができた．当時，言語療法士の身 って学術総会を主宰し，さらに会誌のその総会特集記

分法について議論が沸騰しており，総会議事の進行に 事の編集にも参加することができて幸いに思ってい

恩わぬ時聞がかかるのではないかとの心配があった． る． （戸塚元吉記）

これが思い過ごしであったことは誠に幸いであった．

特別講演の一つは東京医科歯科大学の高年教授にお
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第 26回日本音声言語医学会

期日： 昭和 56年 11月20日（金）～21日（土）／1981年

会場：経団連会館

担当： II頂天堂大学医学部耳鼻咽喉科学教室

総会会長：河村正三教授

学会記事：会誌第 23巻 1号

501 

第 26回日本音声言語医学会は約 500人の会員が参 tion of Educational and Rehabilitative Services」と

加した． いう講演をしていただいた．

一般演題は 92題で， 23群に分けて 2会場で講演さ 余談ではあるが全員懇親会ではこの学会にちなんで

れた．その内容は音声の基礎的な研究が 11題，音声検 声楽家の東敦子（ソプラノ）と岡村喬生（パス），歌手

査について 6題，音声の臨床像に関するもの 7題，言 のペギー葉山の歌唱を楽しむことができた．

語の基礎的な問題について 6題，言語発達に関連した （河村正三記）

もの 16題，構音障害の基礎あるいは臨床に関して 27

題（うち口蓋裂8題），失語症について 19題，討論も

活発に行われた．

教育講演として順天堂大学脳神経内科楢林教授に

「不随意運動と言語障害」と東京芸術大学西垣勇蔵教

授に「邦楽の発声について」という演題で講演をお願

いした．

招待講演としてはアメリカ合衆国セントルイスの

The Centaral Institute for th巴deafのIJ. Hirsh所

長に「AconsticPhonetics and Speech Perceptionj 

とイギリスのロンドン大学の R Hinchecliffe教授に

「Careof the Communicatively Disabl巴d-Organiza

第 27回日本音声言語医学会

期日：昭和 57年 11月26日（金）～27日（土）/1982年

会場：神戸市勤労会館

担当：神戸大学医学部耳鼻咽喉科学教室

総会会長 ：服部浩教授

会場費 ：4,000円

学会記事：会誌第 24巻 l号

一般演題88，ビデオ演題9，教育講演 2. 係者を主とする演題を集めた．失語症2群 10題，中枢

第 l会場：（収容人員 160）従来の学会参加者の状況 性聴覚・言語障害 2群 11題，構音 (I）基礎 5題（II) 

から，医師を主とする演題を集めた．口蓋裂2群 13題， 臨床 5題，計44題（構音は医師主体），ビデオ会場：

音声基礎4群 211題，音声障害の臨床 2群 10題，計 44 9題．

題． 学会は討論することに意義があるので可能な限り討

第 2会場：（収容人員最大 500).SP，教育，福祉関 論に多くの時間を当てた．すなわち発表は 7分と 10分



502 

とし，討論は一題につき 6分，最長 10分とした．幸い

各群ともホットな討論が展開され，この点では参加者

各位の満足がかなり得られたものと考えている．この

ことは，会誌 24巻 l号 (1983）の第 27回日本音声言

語医学会総会特集の各演題の質疑応答に示されてい

る．

教育講演（ I ）本学会では毎回失語症，中枢性聴覚・

言語機能の演題が数多く発表されている．そこで単な

る思考や推論でなく具体的な視覚的映像として，脳の

形態や機能をとらえる最新の医学的な脳研究法の現況

と将来の展望を知る必要があると考え，「核医学におけ

る脳機能研究の進歩と展望」と題して久田欣一教授（金

第 28回日本音声言語医学会

音声言語医学

沢大学核医学講座）にご講演をお願いした. (II）また

自閉症特に自問的傾向という言葉が大変よく用いられ

ているが，発言者それぞれの理解が異なっていては論

議が噛み合わないので，わが国で最も早く自閉児を見

い出し研究を続けて来られた黒丸正四郎神戸大学名誉

教授（精神科）に「自閉症のことば」の演題で自閉症

研究の歴史的展開，本症の言語の特徴，原因， 30年間

の追跡研究による予後などについて述べていただい

た．会長の趣味で，簡素に運営し，会員の学会参加費

のみですべてを賄った．幸いに延 500余名の参加者を

得，学会の目的は達せられたものと考えている．

（服部浩記）

期日：昭和 58年 11月25日（金）～26日（土）／1983年

会場 ：筑波大学大学会館

担当 ：筑波大学心身障害学系

総会会長：内須川流教授

会場費： 4,000円

学会記事：会誌第 25巻l号

第 28回日本音声言語医学会総会は，筑波大学大学会

館ホールと特別会議室の 2会場に分けて行われた．前

日24日（木）には運営委員会（午後3時），評議委員

会（午後4時）が，それぞれ第 1会議室および特別会

議室で開催された．

総演題数は 107題で， その内音声に関するもの 38

題，失語症 14題，言語発達関係 11題，構音関係 16題，

口蓋裂関係 12題，難聴9題，吃音関係 7題であった．

初日，シンポジウムが「ST（言語治療土）の問題」

を中心に，平岡利美（全国言語障内児をもっ親の会事

務局長），原田政美（凍京都心身障害福祉センタ一所

長），岡本途也（昭和大学医学部教授）の各氏をシンポ

ジストとして行われ，活発な論議が交わされた．指定

討論者には遠藤尚志（東京都板橋ナーシングホームリ

ハビリテーション室），鈴木重忠（金沢大学医学部）の

諸氏がそれぞれの立場で討論に参加され，ST問題の

問題性と深刻さが提示された．以来， 10年余を経た現

在でも，ST問題の法制化に日をみない現状に戸惑い

を感ぜざるを得ない． 2日目には， 教育講演が筑波大

学心身障害学系教授長畑正道氏によって，「小児精神医

学からみた小児の言語障害」と題して行われた．小児

の言語障害のうち，小児精神医学の立場から，自閉症

と精神遅滞児を取り上げ，各種の実験 ・観察結果を紹

介され，いずれの言語障害にも，その背景に何らかの

脳内の言語処理障害が示唆された．

開催地が都心を離れ，交通不便な遠隔地にあるとこ

ろから，多くの学会参加者にはご不自由をおかげした

が，会場の広さ設備については余裕も感ぜられまずま

ずと思われた．演題発表に当たっては，それぞれに熱

心な討論がなされ活気に満ちた学会であった．

本学会では，音声障害と吃音を主題として設定し積

極的参加を呼びかけたが，演題数にもみられるように，

音声障害研究の隆盛は別として，吃音研究の発表は 7
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例に止まった．今後ますます内容の充実が期待された． 耳鼻咽喉科主任教授）が外国人研究者として初めて本

隣国，韓国の研究者，金基鈴教授（延世大学医学部 学会に参加された． （内須川 洗記）

第 29回日本音声言語医学会

期日 ：昭和 59年 11月15日（木）～17日（土）／1984年

会場： 昭和大学臨床講堂 ・経団連ホール

担当： 昭和大学医学部耳鼻咽喉科学教室

総会会長：岡本途也教授

会場費： 5,000円

学会記事：会誌第 26巻 l号

昭和大学にも新病棟が完成した．その地下 l～ 2階 症例，手術，訓練，内視鏡，ストロポなどには威力を

に臨床講堂が設けられ，大スクリーンにビデオが投映 みせる．

できるようになった．そこで，この設備を用い，学会 11月16～17日は通常の学会学術講演会を経団連ホ

の初日 11月15日に昭和大学新臨床講堂をビデオ供覧 ールの 2会場で行った．しかし，学会で発表すれば，

会場として学会講演会を行った． 質問がなければ，もうその演題，研究は正しいものと

音声言語の研究には静止画像ではだめで，音も像も 誤って考えている人が多い．正しく答弁でき，質問者

同時に動くものでなければならない．これには映画を も納得したものでなければ，その研究の価値は不明な

用いれば威力を発揮するが，経費がかかる．そこで， のである．そのため行司役に座長がいるが，まあまあ

ビデオを用いればと考えた．すでに小型のビデオは用 ということで，うやむやとなることが多い．そこで今

いられていたが，大型を用いればそれだけ効果はある 回は各群に座長以外に発言者を設け，質疑応答を盛ん

と考え，今回の学会ではビデオ供覧会を行うと発表し にするよう試みた．座長よりも発言者の方が大変であ

た．そうしたところ，22題もの演題の申込みがあった． ったと思うが，なんのお礼もしなかったことを会長と

l題 20分としても，映写だけで 7時間 20分もかかる してお詫びする．

ので，口演をできるだけご遠慮願った．また，8時間 一般演題の内訳は，音声 45，失語 22，口蓋裂 15，発

も映写を続けたら，器械の方も調子が悪くなり，映像 達遅滞 12，構音 10，聴覚9，吃・その他4，計 117題

がやや不鮮明になった．期待遇りにはなかなかいかな であった． （岡本途也記）

いものであったが，とにかく無事に初日は終わった．

第30回日本音声言語医学会

期日 ：昭和 60年 10月25日（金）～26日（土）/1985年

会場・笹川記念会館

担当 ：！憂慮義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室

総会会長 ：斎藤成司教授

会場費 ：5,000円

学会記事：会話、第 27巻 1号

斎藤成司先生（当時，慶慮義塾大学医学部耳鼻咽喉 会の運営を行った．

科学教授）が総会会長を務められた．事務局長に福田 1.内容

宏之講師（現助教授），事務局の庶務に当時教室の助手 学術講演会では特別講演 1題ならびに 7つのシンポ

であった藤岡正，川井田政弘の両名が担当し，教室の ジウムが特別企画として行われた．一般演題は口演 79

喉頭研究室のメンパーが中心となった総会 ・学術講演 題，ビデオ演題 10題の計問題であった．一般演題数
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がやや少ないが，これは 7つのシンポジウムをすべて 総会が行われるのは科学博が終了した後なので，これ

公募したことによる． を総会・学術講演会の会期中だけマスコットとして借

2.特別企画 りれないものかと提案した．全員，まず無理だろうと

第 30回という区切りの総会・学術講演会であること 考えていたが，世の中は広いようで狭いもので，庶務

から，特別講演は斎藤成司総会会長の司会のもとで， 担当の藤岡先生の親戚が富士通の役員で，しかも，科

当時の日本音声言語医学会会長の切替一郎先生に「音 学博担当であるという強力なコネクションがあること

声言語医学の源流とわが国における発展」という題で， がわかり，事務局全員で筑波の科学博に出掛けて，担

本学会の発展を中心にお話しいただいた． 当者と交渉することができた．富士通のご好意もあり，

一方，シンポジウムは最近の学会では非常に珍しい 一部改良までしていただいてマスコットとして貸して

と思われるが，総会会長と司会者の間でシンポジウム いただき，総会・ 学術講演会の会期中に，会場の笹川

の演者をあらかじめ指名するのではなく，テーマを 10 記念会館 l階のロビーで総会や懇親会のお知らせなど

題ほど決め，リーデインク．ペーパーを 1人ずつ指名し に活躍してくれた．

て演題と内容を学会会報に載せ，それに対してチャレ

ンジングペーパーを会員に応募していただくという企 第 30回の総会・学術講演会は以上のような企画で開

画を行った．そして，その内容を検討して 7つのシン 催され，大成功をおさめた．

ポジウムを決定し，その後に司会者をお願いするとい その後，斎藤成司先生は大学を停年退職されたが，

う形をとった．その結果，シンポジウム I「難聴児の すでに故人となられた．また，事務局の庶務で，事務

言語発達」 (10題）ならびにシンポジウム II「音響分析J 局長代理として大活躍された藤岡正先生も，教室の関

( 4題），シンポジウムIII「喉頭の基礎研究J( 3題）， 連病院に出張された後，濁協医科大学越谷病院耳鼻咽

シンポジウムIV「吃音J( 7題），シンポジウムV 「音 喉科の専任講師として活躍されたが，若くして故人と

声治療」（ 2題），シンポジウムVI「発声効率」（ 5題）， なられてしまった．この総会に思いを馳せるとき，こ

シンポジウムVII「鼻咽腔閉鎖機能」（ 5題）が組まれ， の両先生を抜きには考えられない．あらためて，この

各シンポジウムとも白熱した討論が行われ，好評を得 お二人のご冥福をお祈りしたい．

た． （福田宏之・川井田政弘記）

3.マスコット・シンボルマーク

最近のいろいろな学会ではよくみられるが，第 30回

総会・学術講演会のシンボルマークを作成したのは画

期的であった．シンボルマークとして，歌う九官鳥（の

ような鳥）をイラストした（図）．ただし，本格的に名

の通ったデザイナーなどに依頼した訳ではなしまっ

たくのわれわれの手作りであった．また，あまり目立

ってもいけないと考えて，予稿集の裏ページや登録さ

れた会員に配布する書類ケースなどに小さく載せる程

度にした．

この年は茨城県筑波研究学園都市で，科学博が行わ

れた．この科学博の人気ノマビリオンのひとつであった

富士通ノマビリオンに，たまたま訪れた事務局の一員が，

パビリオンの内容を紹介するしゃべる九官鳥（のよう

な鳥）のロボットをみて，大変気に入ってしまった．

第30回

日本音声

言語医学会

く手
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第31回日本音声言語医学会

学術講演は第 20回国際音声言語医学会議

( 8月3～5，笹川記念会館 ・都イン東京）と併催

期日：昭和 61年8月2日（土）総会／1986年

会場：都イン東京

総会会長：切替一郎日本音声言語医学会会長

学会記事：会誌第 28巻 l号

第 31回総会は，第 20回IALPCongressに会わせ， IALP Congressの開会までにこぎつけた安堵感と，

昭和 61年8月2日，すなわち Congr巴SS開催前日に行 明日からの国際学会の運営に対する緊張感に満ちた会

われた．会場は Congressの会場ともなった，港区三回 議であった．なおこの総会の後に，日本音声言語医学

の都イン・東京である．学術集会は行わず，学会事務 会会長は，切替一郎先生から斎藤成司先生へ引きつが

局が担当した事務総会だけであった．総会会長は，前 れた． （津島政行記）

会長の切替一郎教授であった．

第32回日本音声言語医学会

期日：昭和 62年 10月30日（金）～31日 （土）/1987年

会場 ：福岡大学医学部講義棟

担当：福岡大学医学部耳鼻咽喉科学教室

総会会長：曽田豊二教授

会場費 ：5,000円

学会記事：会誌第四巻 I号

1987年 10月30日（金） 31日（土）の両日，第 32回

日本音声言語医学会が福岡市福岡大学医学部講義棟に

おいて，福岡大学医学部耳鼻咽喉科学教室担当で行わ

れた

今回は一般演題 119題，特別演題として三つのシン

ポジウム， I：音声障害に対する学際的アプローチ

司会：平野実（久大教授）' II：難聴児の言語指導 司

会：田中美郷（帝京大教授）' III：失語症研究の現況と

展望 司会：笹沼澄子博士（東京都・老人総研）と一

つの特別講演「音響信号の計算機による改善」伊達玄

（もと九州芸術工科大学音響設計科教授・ E見山形大学

工学部情報工学科教授）が行われた．

一般演題数が 119題であること，最終の講演は 16: 

00頃までに終わることが帰途につかれる会員の方々

には大切であること，一般演題は討論を大事にしたい

こと，などから少なくとも 3会場が必要であろうとい

うことが討議された．

この結果，新装された医学部講義棟を全館使用する

こととし， l階フロントで受付を行い 2階の 500名収

容できる講堂を第 l会場，3階のそれぞれ 280名収容

できる二つの講堂を第 2会場並びに第 3会場とした．

3会場といってもきわめて短時間で他の会場に移動で

きることなので幸いと考えられた．

群分けは 31群となり，それぞれ専門領域の座長によ

ってきわめて密度の濃い熱心な討論ができたことにつ

いては，会長にとっても感銘深いことであった．

学会前日 29日の午後に，運営委員会と評議員会が福

岡大学文系センターピ／レ第 l会議室と第4会議室で行

われた．

全参加員数は 520名．

日本音声言語医学会は，昭和 35年楓回琴次先生，そ

して林義雄先生をはじめとして多くの先達によって始

められ，1986年には国際音声言語医学会議が東京で開

催されたが，この日本の学会のレベル，研究のレベJレ

は国際的に非常に高く，また学際的で，学会構成メン

ノTーも医学会とはいえきわめて多彩であり，他の学会
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にみられない自由閲達な雰囲気がある．参加したすべ

ての会員に学問的な喜びと満足感を与えた．

この学会の良さのーっとして，この 32回の会議にも

米国，韓国，台湾，また東南アジアの諸国より研究者

が自由に参加していただしコたが，きわめて嬉しく学会

の将来のますますの発展をみる思いがする．

特別講演もさることながら，この 3つのシンポジウ

ムの演者には多方面の領域の方々にご依頼申し上げた

ので，ここに深く感謝するとともに記録に留めたい．

シンポ I

1）声帯の成長 ・発達と老化

栗田茂二朗（久大医・耳）

2）音響分析による音声の評価

粕谷英樹（宇都宮大工学部）

3）音声治療

タ．イアン・M・プレス（ウィスコンシン大・言語病理）

4）発声法の改善による音声障害の治療と予防

山田実（武蔵野音大）

5）音声外科的治療

湯本英二（愛媛大医・耳）

シンポII

1) auditoryーoral法による早期教育の検討

内山勉（富士見台聴こえことばの教室）

2）早期より文字言語を導入した聴覚障害児の言語発

達

鈴木重忠（金沢大医・耳）

3）聴覚障害児の言語指導方法の検討

広田栄子（帝京大医・耳）

4）聴覚障害児の言語・コミュニケーション教育と言

語メディアの諸問題

第33回日本音声言語医学会

音声言語医学

菅原広一（国立特殊教育総合研）

シンポIII

1 ）失語症の言語学的分析

神尾昭雄（筑波大現代語・現代文科学系）

2）失語症への神経学的アプローチ

田川陪一（秋田脳研センター・神経内科）

3）失語症への情報処理モデル的アプローチ

辰己格（東京都老人総研）

4）失語症の言語治療 藤田郁代

（国立身障リハセンター病院第三機能回復訓練部）

5）失語症患者の地域リハビリテーション

伊藤元信（横浜市総会リハセンター）

以上，日本音声言語医学会 40周年史の記録のーっと

して記載した． （曽田豊二記）

期日：昭和 63年 10月7日（金）～ 8日（土）／1988年

会場：仙台市民会館

担当：東北大学教育学部聴覚言語欠陥学教室

総会会長：永測正昭教授

会場費： 6,000円

学会記事：会誌第 30巻 I号

前年までの本学会の開催地をみると，第 20回の盛岡 を勤められることになった．

を除いてすべてが東京以西であったので、仙台での関 本学会で多少とも工夫した点を述べると，一般演題

催は東北地方の会員に活気を与える契機となった．斎 は発表・討論を含めて 10分とし，全部で 122題に押さ

藤成司会長のもとで準備を進めてきたが，学会直前に え，そしてビデオ演題 (10題）とシンポジウム（ 2題）

病死されたので，本学会から康瀬肇氏が会長（理事長） に重点を置いた．
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この頃は学会発表にビデオ演題が登場するようにな

った時期であり，出席者に少しでもよりよく理解して

もらうことを考えてビデオ会場を設置して，喉頭（音

声），鼻咽腔（鼻声），耳（難聴）の最新情報の提供に

努めた．喉頭では，癌摘出手術に際して音声保持ある

いは再建をいかにするかが古くて新しい課題であり，

鼻咽腔は口蓋裂音声を治療する手術方法が中心であっ

た．耳は人工内耳とその後の言語習得に関心が集まっ

7こ．

シンポジウムは「小児の脳障害と言語・行動」と「聴

覚と音声言語」の二つとした．前者についてみると，

小児失語は成人失語とタイプ，予後が異なり，教育と

いう面が入る．また画像診断の発達で，脳損傷部位と

言語機能の関係がより鮮明になってきたことを考慮、し

て， 4人の演者に，脳の電気生理学的アプローチ， Lan-

dau-Kleffner症候群，脳損傷児の学校適応，自閉症児

の言語というテーマで，小児の言語障害を脳損傷と関

連づけて包括的に取り上げてもらった．その結果，会

員以外に特殊教育の言語障害担当教師の当日参加が多

かった．

後者の「聴覚と音声言語」については，聴覚と発話

はこれまで別々に研究されてきた嫌いがあるので，両

第 34回日本音声言語医学会
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者の関係を再認識する意味で，生理学的研究と言語訓

練を含めた臨床的研究の今日的課題を取り上げた．具

体的には 6人の演者に，聴覚中枢と発声中枢の関係，

聴覚喉頭反射，言語音と非言語音の受聴，人工内耳の

言語聴取機能，難聴児の言語発達というテーマで発表

してもらった．こちらは言語治療土もさることながら

耳鼻咽喉科医の関心が高かったように思われた．

（永襖j正昭記）

期日：平成元年 11月 10日（金）～11日（土）／1989年

会場：藤田保健衛生大学藤田会館

担当：藤田保健衛生大学医学部耳鼻咽喉科学教室

総会会長：岩田重信教授

会場費： 6,000円

学会記事：会誌第 31巻l号

本会の主要テーマの一つである高齢者におけるコミ

ュニケーション障害を主題として取り上げたシンポジ

ウム I「成人の構音障害」を司会福迫陽子先生のも

と，シンポジス卜として相野田紀子先生「言語病理学

の立場からJ，川口寿郎先生「25語音リストによる口腔

癌術後の構音機能」，河村満先生「神経学－Neurology

の立場から」，伊藤元信先生「失語失行症についてjに

発表をお願いした．シンポジウム IIとして「失語症の

臨床」を可会 岡本途也先生のもと，岩田誠先生「失

語症患者の臨床とその病態J，田中美郷先生「失語症者

のコミュニケーション障害」，佐野洋子先生「失語症者

の求める援助とは？ 長期経過をふまえて 」，柴田貞

雄先生「失語症と身体障害者福祉法」というわが国の

代表的シンポジストに発表をお願いし，われわれ会員

に多大の感激と将来への対応の支持を示していただい

た．

また，発声障害の現況と評価法に関し，シンポジウ

ムIIIとして「声の評価」を平野実先生の司会のもとに，

田中信三先生「声帯振動の検査」，高須昭彦先生「空気

力学的検査」，小宮山荘太郎先生「Voicerange pro-

fileJ，粕谷英樹先生「声の音響的評価J，宮原卓也先生

「歌声の評価」にシンポジストとしてご発表いただき，

各検査法とデータの臨床的意義・解釈について，詳細

な解説と検討を加えていただき，会員にとってよく指

標となった．

ピデオパネルディスカッション「言語発達遅滞の言
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語治療」（司会鈴木重忠先生）では美しい VTR再像 了後，小音楽会をフジタホール 2000において，宮原卓

から，新鮮で感動的な状況を臨場感をもって示してい 也先生のご協力で開催させていただき，宮原先生をは

ただいた． じめ，斉田晴仁先生，平野実先生，原田康夫先生，萩

本学会の特徴として，他分野の専門家の報告を理解 野昭三先生に素晴らしい歌を披露していただき，楽し

しやすく討論しやすいように， VTRを多用した発表 い懇親の実をあげて下さったことを感謝している．

をお願いした結果， 18題の一般ビデオ演題が発表さ （岩田重信記）

れ，明日からの研究，診療治療に直接役立つたと喜ん

でいる．

一般演題は基礎・臨床を含めて 118題におよび，座

長は主として専門領域の異なる 2人制とし高いレベル

から会員のためにコメントをいただき，学会を盛り上

げていただいた．

本学会の参加者は約 700名であり，盛会裡に終了し

たことを感謝している．

なお，今回の総会で日本音声言語医学会運営委員会

が理事会（理事長 鹿瀬肇先生）として学会で認めら

れ，各種学会委員会が開催された．組織構成が機能的

となったことをご報告する．

11月10日には会員懇親のーっとして，学会発表終

第35回日本音声言語医学会
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期日：平成 2年 10月 26日（金）～27日（土）／1990年

会場：徳島県郷土文化会館 ~ 
担当：徳島大学医学部耳鼻咽喉科学教室

会長：小池靖夫教授

会場費 ：6,000円

学会記事：会誌第 32巻 l号

平成 2年 10月26日（金）， 27日（土）の両日，徳島

県郷土文化会館において開催された第 35回学会の特

色は Speechscienceの重視と，これに伴う国際的雰囲

気であったように思われる.2つの特別講演の講師が，

2人とも外国人学者であったうえ，パネルディスカッ

ションにも，スウェーデンおよびエジプトから参加を

得た．したがって全体からみると，かなりの時間が英

語による発表と討論にあてられたことになる．これら

の内容がきわめて充実していたので，この学会はその

まま国際学会と呼んでもおかしくない雰囲気となっ

た．

まず第 1日の特別講演では， DavidBroad博士（ア

メリカ）が，“SomeUseful Inexactness in Speech" 

と題して，Speech研究過程における研究者の内面の苦

闘を淡々と述べ，聴衆に深い感銘を与えた．また第2

日の特別講演では，国際音声言語医学会会長 Andre

Muller 博士が，“Hearingand Speech by Ceft Palate" 

と題して，きわめて早期に行う口蓋裂手術の有用性と，

口蓋裂児の取り扱いにおける学際的協調の重要性を指

摘し，大きな反響を呼んだ．

一方，シンポジウムでは，笹沼澄子博士（東京都老

人総合研究所）の司会により，“老人のコミュニケーシ

ョン障害”という主題で，難聴，失語症はじめ多くの

側面にわたって討議が進められ，多数の具体的課題が

浮き彫りにされた．またパネルディスカツションは，

平野実教授（久留米大）の司会によるもので，“音声治

療”というテーマで行われた．このセッションには，

この分野の権威である文殊敏郎博士，山口宏也博士，

山田実教授に加え， BibiFex博士（スウェーデン），

Nasser Kotby教授（エジプト）という国際的権威が加

わり，具体的症例についての徹底的検討が行われて聴

衆を大いに襖益した．
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一般演題は 118題，ビデオ演題は 9題が採択され，

熱心な発表と討議が行われた．これらの中には，きわ

めてレベルの高い演題も含まれており，この分野での

わが国の先進性がうかがわれて，心強いものがあった．

また画像処理技術を応用したものや，パーソナルコン

ピュータを利用した演題が多数みられ，ディジタlレ解

析技術の普及，一般化を実感することができた．本学

会の大きな特徴の一つは，学際的である点であるが，

この特徴を大いに活かすことが，本学会の今後の発展

につながるものと強く感じられた．

なお全員懇親会では，徳島伝来の阿波踊が披露され，

会員の参加も得て，賑やかな懇親の場となった．

（小池靖夫記）

第36回日本音声言語医学会

期日：平成 3年 10月25日（金） 26日（土）／1991年

会場：大阪国際交流センター

担当：大阪医科大学耳鼻咽喉科学教室

会長：高橋宏明教授

会場資： 7,000円

学会記事 ：会誌第 33巻l号
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一般演題は 106題で，音声基礎（17題），構音（22題）， の特徴J，および上野田鶴子氏の「外国人の習得からみ

難聴（11題），音声臨床 (17題），口蓋裂 (10題），吃 た日本語音声の問題」であり，人工内耳使用の際の臼

音（ 4題），言語発達（15題），失語症（10題）に分類 本語の特殊性が明瞭に示された．

された．（このほか，ビデオ演題が9題あった）。 粕谷英樹教授の司会によるパネルディスカツション

特別講演としては，翌 1992年8月に開催される第 「声の音響学的評価」では，医学と工学の両面から声

22回国際音声言語医学会総会の会長 Hannoverの の音響分析の診断的価値およびその限界について徹底

Prof. Loebellに， VoiceProfile Measurements of the 的に論じていただしミた．医学系からは新美成二氏，湯

Speaking Shouting and Singing Voices in Clinical 本英二氏，工学系からは垣田有紀氏，小泉卓也氏，お

Use.というお話をしていただいた．講演の内容は，声 よぴ今泉敏氏に参加していただき，遠慮なしすなわ

の基本周波数と音圧の 2次元表示による発声機能検査

であり，正常人 300人以上，音声疾患患者 700人以上

という多数例についての報告で迫力があり，得るとこ

ろが多かった．

松坂宗太郎教授の司会によるシンポジウム「音声聴

取における日本語の特殊性jでは，日本語の特殊性に

ついて多方面から検討していただいた．松坂教授は多

数の人工内耳手術の経験から，術後のリハビリテーシ

ョンの際に外国でのデータは必ずしも参考にならない

と述べている．シンポジストとそのテーマは，河野淳

氏の「人工内耳装用者の子音聴取における日本語と英

語の比較」，重野純氏の「母音知覚における文脈効果J,
匂坂芳典氏の「音声タイミング制御にみられる日本語
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ちきわめて科学的に、討論していただいた． のは賢明な判断であった．シンポジストとそのテーマ

竹田契一教授にビデオシンポジウム「前言語期のコ は，里見恵子氏の「インリアルによるコミュニケーシ

ミュニケーション能力」をお願いした．人間が生後わ ョン指導について」，岩田まな氏の「重度心身障害児の

ずかの期間に複雑な言語を獲得するのはまことに驚異 コミュニケーション治療の試み」，長崎勤氏の「ダウン

的な現象であり，なぜそのようなことが可能なのかに 症児のコミュニケーションについて」および，大井学

ついては種々の仮説が存在する．前言語期の状態はそ 氏の「語用論とコミュニケ ション障害について」で

の意味でまことに興味ある分野であるが，かなり理解 あった．会場は立錐の余地もなかった

しにくい．そこで，竹田教授が，正常を理解するため （高橋宏明 記）

に異常を用い，また，手段としてビデオを利用された

第37回日本音声言語医学会

期日：平成 4年 11月13日（金）～14日 （土）／1992年

会場 ：国立京都国際会議場

担当：京都大学医学部形成外科学教室

会長：一色信彦教授

会場費： 7,000円

学会記事：会誌第 34巻1号

第 37回日本音声言語医学会総会ならびに学術講演 いただいた．ある症例を通じて，どういう思考過程で

会は， 1992年 11月 13日， 14日の両日，国立京都国際 各検査法を選び，理解するか．ユニークな発想での大

会館において開催された． 変有益な講演であった．次は従来難治と考えられて来

一般演題 121題，ビデオ演題9題が集まり，活発な た神経性音声障害の治療についてである．ローへンラ

討論がなされた．紙面の都合上，おのおのについて述 ーミッグ博士（コロラド大）はビデオを用しU 治療の

べることはできず，お許しいただきたい． 実績， Qualityof Lifeの向上に対する貢献の大きさを

今回，特別企画の主題は音声にしぼった．特別講演 示し，将来に明るい展望を与える講演を行った．教育

の第ーは発声と構音 ：コンピューターシミュレーショ 講演は城本修氏（久留米大）による音声治療の実際と

ンについてであり，石坂謙三教授（電通大）からお話 その限界についてであり，治療の実際，治療前後の喉

しを伺った．永年にわたる先生の研究の集大成であり， 頭所見がビデオで示され，この領域に対する会員の理

その論理的構成と発展のすばらしさに魅せられた．音 解，興味が一段と深まった．筆者は音声，情音の研究

声の研究にはメカニカルアプローチが適している面が を通じて，生物進化の歴史について考えさせられた所

あり，是非こういった面の理解を深める必要がある． をのべた．

次は音声検査の問題で，この領域では決定版ともいう 今回は時間の都合でシンポジウムなどは割愛せざる

べき教料書の著者，ロナルド，べイカン教授に講演を を得ず，申し訳なかったと思っている。

（一色信彦記）
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第38回日本音声言語医学会

期日：平成 5年 11月 12日（金）～13日（土）／1993年

会場：千葉市民会館

担当：千葉大学医学部耳鼻咽喉科学教室

会長：金子敏郎教授

会場費： 7,000円

学会記事：会誌第 35巻 l号

今回の学術講演会は千葉大学医学部神経内科学平山

教授の特別講演「構音障害と失構音」，東京大学加我教

授の司会によるシンポジウム「音声言語知覚研究の進

歩」，久留米大学平野教授の司会によるパネルディスカ

ツション「歌手の音声障害」からなる特別企画と， 106

題の一般演題， 15題のビデオ演題で構成された．

平山教授は神経筋疾患に墓園する構音障害を病変部

位との関連性を視点におき， X線 CT像， MRI，と各

患者の音声を対比させっつ，明解な解説をされ，聴衆

に大きな感銘を与えられた．病変部位として構音運動

の中枢である前頭葉中心前回に始まり，下降路として

上位運動ニューロン系，小脳系，錐体外路系を経て橋，

延髄の脳神経核，さらに末梢神経に至る各所の障害に

基づく構音障害を提示され，それらは麻輝性構音障害

のみならず，調律障害性の構音障害として表出される

ことを強調された．

シンポνウム「音声言語知覚研究の進歩Jでは加我

教授が最近の画像診断や新心理学的検査法の発展が言

語知覚研究の分野でいかなる貢献をなしつつあるかを

明らかにすることを目的とすることを強調された．東

大音声研の桐谷氏は言語知覚の獲得過程について，都

立老人医療センター板東氏は言語知覚の神経学，帝京

大進藤氏は言語知覚の障害，九大山本氏は脳磁図によ

る言語知覚の研究について報告された．いずれにせよ

画像情報を始めとする周辺科学の進歩は高次機能とし

ての音声言語医学をさらに発展させ得るものと期待さ

れた．

パネ1レディスカッション「歌手の音声障害」では平

野教授が，“歌手の音声障害は一般の人にとっては障害

とならないことでも障害となる．歌手は異常に良い声

を必要とするからである．また歌手には声のemer

gencyがある”と述べられ，その主旨に沿って荻野，加

藤，宮原，斎田，山田，米山氏がそれぞれ自験例のビ

デオや録音テープを呈示され，各ノマネリスト全員が診

断・評価，治療の内容について意見を述べられ，明日

の治療に直接役立つ内容としていただいた．

一般演題としては音声関係 39，言語関係 12，失語症

10，吃音 5，口蓋裂 9，構音障害 12，難聴による言語

障害 14，その他5題が発表されたが，ビデオ演題を含

めて内容的には基礎的事項から治療・教育に至るまで

のきわめて幅広い分野がカバーされ，今更ながら本学

会が学際的研究の場であることが痛感された．

音声言語という人間の人間たる高次機能を研究対象

とする本学会の研究分野には中枢レベ／レはいうにおよ

ばす，末梢レベルにおいてもなお未解決の分野が多々

残されていることは衆知の事実であるが，今回はそれ

に対応した着実な進歩が随所にみられた点で，誠に喜

ばしい限りである．参加者は約 600人であった．

康瀬理事長のもと，本学会が今後ますます発展され

んことを切望して止まない． （金子敏郎記）
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第四回日本音声言語医学会

期日：平成 6年 10月7日（金）へ，8日（土）／1994年

会場：金沢市文化ホール

担当：金沢医科大学鼻咽喉科学教室

会長：山下公一教授

会場費： 8,000円

学会記事：会誌第 36巻 1号

本学会は，昭和 31年，現田琴次先生や切替一郎先生

をはじめとする耳鼻咽喉科の先達によって，音声や言

語によるコミュニケーションとその障害を医学的な見

地から探求するための rnulltidisciplinaryな会員構成

を持つ学術集会として作られて以来やがて 40年にな

る．わが国の音声・言語領域の学術集会としても，ま

た医学の分野の学会の中でも最も古いものに属してい

る．現在，会員数は約 1,900名，年会費は 8,000円で

あったが，本学会の総会で社会情勢や物価を考慮、に入

れて 10,000円に値上げされることになった．会員にと

って全く有難くないことであるが，総会においてはや

むを得ない措置と受けとめられた．

第四回日本音声言語医学会総会の学術講演会は，一

般演題 141題（ビデオ演題 13題を含む）と 4つの特別

企画から構成された．一般演題はわが国のこの領域の

学術的レベルを示すことになるもので，年 l回行われ

るこの学術講演会では最も大切なものであるが，本年

は過去最高と思われる 141題の出題があり盛んな討議

が行われた．発表演題の内容の内訳は，音声 48題，檎

音24題，言語発達 23題，難聴と言語 19題，失語症 11

題，口蓋裂言語7題， l礁下障害 5題，吃音3題，その

他 l題で，合計 141題であった．

特別講演①は東京医科歯科大学名誉教授角田忠信先

生に「聴覚からみた大脳の半球優位性」について先生

のライフワークの核心部分の一端を分かりやすくご講

演いただいた．特別講演②は白百合女子大学教授森永

良子先生に「LearningDisabiliti巴5の診断と治療」と

題して約30年前に米国から導入して以来発展させら

れてきたこの概念の現今の解釈についておまとめいた

だき，両特別講演とも感銘深く有意義なこ．講演だった．

2つのパネlレディスカッションは「実際」シリーズと

して日常臨床に役立つ企画をお願いした．パネルディ

スカッション①「発声障害の検査の実際jは平野実教

授（久大）の司会（図 2），パネリストは福田宏之，小

池靖夫，新美成二，岩田重信，小宮山荘太郎，城本修

の各先生，コメンテーターとして鹿瀬肇先生が担当さ

れ，同じく②「前言語期の障害児における言語指導の

実際Jは田中美郷教授（帝京大）の司会，パネリスト

は能登谷晶子，小山正，高橋ヒ ロ子，加藤正子の各先

生が担当された．ともに見事な司会とそうそうたるパ

ネリストの熱演で，明快な指針が示され参会者は時の

経つのを忘れた．教育講演は，第2日早朝にモーニン

グセミナーの形で鳥居方策教授（金医大）に「交叉性

失語をめぐる最近の知見jについて最近の文献と知識

を集約していただいた． 早朝に もかかわらず会場は満

席となり好評だった．

本学会が金沢市で開催されたのは，第 15回（豊田文

一会長）が開催された昭和 45年以来 24年ぶりで，今

回は約 600名の参加者を得た．会の実施運営に努力い

ただいた多くの皆様に深甚な謝意を表したい．

なお本学会発表の全記録は，本学会の会誌「音声言

語医学」第 36巻 l号および2号に掲載される．

（山下公一記）
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第 40回日本音声言語医学会

期日：平成 7年 11月1日（水）～ 2日（木）／1995年

会場：鹿児島サンロイヤルホテル

担当：鹿児島大学医学部耳鼻咽喉科学教室

会長：大山勝

会場費： 10,000円

学会記事：会誌第 37巻第 1号

このたび，第 40回日本音声言語医学会総会ならびに

学術講演会を開催するにあたり，学会役員ならびに会

員各位の絶大なるご支援とご援助を賜わりましたこと

を心から感謝いたします．

本会は，平成7年 11月1日（水）, 2日（木）鹿児島市，

鹿児島サンロイヤルホテルで多数の会員の参加を得て

盛会裡に開催された．さて，近年，科学の進歩と経済

発展にともない，人間と自然の共生の問題が大きく論

議されるようになった．なかでも，文明国家の中で，

高齢化や少子化が社会問題となっている国々において

は，特に環境と人との触れ合い，そして調和が大きな

関心ごとになっている．知識偏重に陥りすぎた余り，

もう一度人間味があふれ，知恵のある人…自然を解し，

自然に優しい人を求めようとする考えが浮上してきた

からである．それはまさに，視聴覚に加えて， I奥覚，

味覚，触覚などをフルに活用しながら情操豊かな文化

を築く人（五感人間と呼びたい）の登場がまたれてい

るのである．“ことば”と“音楽”は，人類が創造した

音の世界の産物であり，脳の認知，記憶、，創造の働ら

きに加えて生体の表出および受聴機能の調和と統合に

よって生成される．しかも，これらは人聞社会におけ

るコミュニケーション媒体であるばかりか，人格形成

や分化の創造さらには伝承にとって大切な役割を果し

ている.21世紀，五感人聞に求められる最も大切な機

能である．

幸い，わが国は，音声言語医学に係る基礎研究や診

断，解析，計測器機開発などの分野では，世界で先導

的な役割を演じている．また，大脳と聴覚，言語機能

に関する研究やコミュニケーション障害の病態と社会

学あるいは教育心理学などの分野でも優れた研究成果

が蓄積されている．以上の理由から，今回の学術講演

会は，次の 3つの課題を中心にプログラムを編成し，

音声言語医学の現在をみすえた上で将来のあるべき姿

を探ることにした．すなわち，①大脳レベルに焦点を

おいて，音感， リズム感の発達と成熟そしてことば獲

得と人間性や文化創造，②高度先進医療時代とコミュ

ニケーション形態の変貌，③音声言語障害と効果的な

チーム医療などなどの問題を取り上げた．

まず，特別企画のセッションでは，特別講演，“サlレ

の研究からみたヒトの音声言語”（小嶋祥三教授，京大

霊長類研），教育講演“大脳と言語機能”（山鳥重教授，

東北大高次機能障害学）がもたれ，人間における“こ

とば”創造の特徴と意義さらには失調に係る問題点に

ついて，それぞれ最新の研究成果が報告された．

また，シンポジウムの 1つとして，“脳と音楽”をテ

ーマに，加我君孝教授（東大耳鼻咽喉科）の周到な準

備と明快な司会で，専門領域の異なったシンポジスト

5人により行われた．

医学生理学，福祉社会学，電子工学，芸術科学など

の視点を変えた学際的な討議は，新しいスタイ Jレの

セッションとして感銘を受けた．ただ，音楽は文字通

り音を楽しむという点では，すべての人々のもののは

ずである．しかし現実には，心の潤いと生きる励まし

が必要な人ほど音楽とは縁遠い環境におかれているの

も見逃せない．ハンディキャップをもった人々，高齢

者さらには生活に追われている階層の人々こそが音楽

を楽しめるような環境造りが大切であろう．戦後 50

年，わが国はかつてない経済的繁栄を成し遂げた．し

かしその反面，豊かさゆえにハングリー精神が稀薄と

なる一方，価値感の多様化や表面的な人間関係が造ら

れて，“心の空洞化”が進み問題となっている．

オウム真理教の事件を契機に，宗教や幻想に全身全

霊をゆだねる若者が増え問題となっていることでもわ

かる．ところで，近年，音楽や音の生体生理作用への

影響が明らかにされ注目をひいている．自律神経機能

の調整を始め，人間の知情意全体に対する心理的，生

理的作用まである．また，ごく最近，高周波音（20kH 

以上）が人間の脳幹と視床の一部で血流を増加し，脳

を活性化する作用のみられることが明らかになった．

これらの音は鳥の鳴き声や虫の音など自然界の音に多
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く含まれるという．われわれが聴取しえない，“脳賦活

音”とでもいいうるものの存在が示唆され大いに興味

をそそる．森林浴の生体作用の lつにある種の芳香（嘆

覚）が関与することが分っているので，これに加えて

もう lつ新しい未知の音が関係することも否定できな

い．また，ヨーロッパを中心に禅的音楽療法による性

格改造，良い意味でのマインドコントロールの試みも

行われている．日本的な香道や茶道とともに音を享受

することで心と体を癒やす手法が注目されつつある．

音楽への新たな夢が托される理由でもある．

一方，もう一つのシンポジウムは，本圧巌教授（京

大耳鼻咽喉科）と田中美郷教授（帝京大耳鼻咽喉科）

の司会により人工内耳の implant術を受けた小児の

言語獲得やコミュニケーション改善の問題が論議され

た．術者と言語治療士の両立場から真剣な討議がなさ

れ，専門的で，かつ築学的なアプローチの実際と問題

点が浮き彫りにされて聴衆を大いに魅了した．

ノぞネルディスカッションでは，笹沼澄子教授（国際

医療福祉大）と柴田貞雄院長（国立身障者リハセンタ

ー）の司会により「音声言語治療におけるチーム連携」

と題して，本学会が抱えている最も重要な課題のいく

つかが討議された．音声言語の機能障害や能力障害レ

ベル別での治療プランや臨床的マネージメントの効果

的な具体例がしめされチームアプローチの重要性が強

調された．これと併行して，もう lつのパネルディス

カッション「喉頭病変と音声治療の実際jは，岩田重

信教授（藤田保健衛生大耳鼻咽喉科）と小宮山荘太郎

教授（九大耳ぬ咽喉科）の司会のもとに病態に則した

音声治療の原理と手法が美しいビデオを中心に提示さ

れた．日常臨床の現場で大いに役立つ内容ばかりであ

った．一方，今回が始めての試みとして，フィールド

ディスカッション， ここが聞きたい，話したいーと

いう特別企画がもたれた．福田宏之助教授（慶応大耳

鼻咽喉科）と新美成二教授（東大音声言語研）の司会

と8人のこの道のエキスパートが参画して，「音声障害

の病態，診断，治療」に係る日常臨床に直結する諸問

題が活発に討議された．同様に「失語症の臨床Jをテー

マに，司会，藤田郁代先生（国立身障リハセンター），

物井寿子先生（都老人医療センター），演田博文教授（鹿

大医療短大）によるきめ細かい準備のもと，この道の

エキスパート 4人のパネリストが理論から実際まで判

音声言語医学

りやすい内容で論議をつくされた．このフィールドデ

ィスカッションの最大の目的は，聴衆と司会者，パネ

リストが一体となって形式ばらずに気軽に質疑できる

ことである．活字で表現できない問題やコツを会得す

ることを狙った企画であった．そのため，前日にあら

かじめ，聴衆の生の声をアンケート用紙で集めて，討

議の資料に供することも試みた．始めての企画でもあ

ったので，また時間の制約などからすべての事項に応

える運営はできなかった．しかし，全般を通じて，本

セッションの趣旨に十分応えた有意義な内容であっ

た．司会者およびノマネリストのご苦労と直接，間接に

討議に参加された聴衆の方々の熱意と支えに対して，

本稿を借りて深謝する．

一方，これら特別企画とは別に，ビデオ演題 18，一

般口演 130計 148題と多数の演題が寄せられた．それ

らの中には，本学会のモットーに沿った立派な演題も

数多く ，21世紀の音声言語医学を拓く研究に値し感銘

を覚えた．特に，↑青報化社会は，言語や文字の情報を

コンピューターのビットに置き換えつつある．しかし

心と精神の解析はコンピューターにとって最も不得意

とするところである．知識はあっても知恵は発揮し得

ないのである．とれらの内容を先取りするような先駆

的な発表が目についたのは頼もしい限りであった.2 

日間，5会場でのホッ トな討論は盛会裡に終えること

ができた．

学術講演会が終了した後には，同ホテル太陽の間で

記念コンサートが開催され，学問で疲れた頭脳を癒や

すのに役立つた．東京芸大出身者の声楽集団“ムーサ”

（ギリシャ神話に出てくる舞台芸術の女神の名） 18名

による世界の音楽（クラシック，カンツォーネ，ポピ

ュラー，ジャズ，民謡など）が舞台一杯に披露された．

“音楽が心と体を癒す”の臨場感を実際に体験した後，

すべての学会プログラムを終了した．

11月2日夜は，鹿児島おはら祭の前夜祭，そ して 3

日はおはら祭本番とあって，本学会に参加された多く

の会員が，秋の蔭摩路の自然と祭典を心ゆくまで楽し

んだ．

本学会 40周年の節目の会を無事，成功裡に開催でき

たことに，心から感謝するとともに本会のいよいよの

発展を祈念する． （大山勝）
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いである．ガリ版刷はミスプリントが見つかっても訂

正が容易でない．ちなみに第 2巻第 l号の表紙をみる

と，英語の部分は Vol.2, No. 2と誤ったままである．

当時の抄録で面白いのは図の取り扱いで，たとえば第

2巻第 l号には頑固琴次らの「軟口蓋 ・口蓋垂の解剖
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音声言語医学発刊の辞

学会誌「音声言語医学」は本学会が発足して 4年目

（昭和 35年）に発刊をみた．第 l巻第 l号（といって

も当時は年に l度しか刊行されなかった）には楓田琴

次会長の発刊の辞（図 1）があり，この辞にも述べら

れているように第 1固から 4固までの講演会の目次お

よび第4回の講演抄録がのっている．昭和 35年といえ

ば日本はまだ第二次世界大戦の荒廃と貧困から立ち直

れずにいた頃で，この社会事情を反映して，雑誌の表

紙も中味もすべてガリ版刷であった（図 1）.編集後記

には米山文明が「……今回は取り敢えず第 l回より 4

回までの演題目録と昨年の演題抄録及び追加討論の編

集のみに止めました．（註：この形式は今日においても

踏襲されている）．……予算不足のため印刷も本印刷に

できず一部の図表を割愛させていただきました」と書

~ 同本音奔言語E写会々長

図 l
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的所見と機能に関する研究」の抄録に解剖のスケッチ

がのっているが（図 2），これは原稿の上に原紙を載せ

て，なぞり書きしたものと思う．当時の雑誌はこのよ

うにすべてが手作業で作られた．本印刷になったのは

昭和 37年からである．

ところで，雑誌発刊当時はまだ編集委員会がなかっ

た．第 1巻の巻末をみると，編集発行人堀田琴次，編

集委員として切替一郎，河村正三，津島政行，鹿瀬肇，

茂木しげ子，米山文明とある．昭和 39年 5巻より総会

号も含めて雑誌発行は年2回になった．第 10巻第 l号

（昭和 40年）になって編集委員長が置かれ，委員長切

替一郎，委員は幹事が兼任した．当時の幹事は内須川

洗，堀口信夫，河村正三，山本肇，津島政行，米山文

明，永井氾，山下公一，田口恒夫，神山五郎の諸先生

であった．昭和 42年には岡本健が加わっていた.14巻

（昭和 48年）からは編集委員会が設けられ，主務は大

・音声委員会

音声言語医学

和田健次郎，委員は小林武雄，田中美郷，佃一郎，戸

塚元吉，第 16巻（昭 50年）からは年3回の発行にな

り，主務は戸塚元吉，委員は津島政行，回中美郷，佃

一郎，第四巻（昭 53年）からは年4回発行となって，

主務は編集委員長と名称が変り，戸塚元首がその任に

当った．編集委員は大和田健次郎，小川口宏，津島政

行，田中美郷，佃一郎，福田宏之であった．昭和 55年

には吉野公喜が加わった．これ以後の編集委員の構成

は次の如くである．昭和 57年：編集委員長田中美郷，

委員津島政行，今井秀雄，戸塚元吉，佃一郎，福田宏

之，福迫陽子．平成2年：編集委員長田中美郷，委員

今井秀雄，新美成二，加我君孝，佃一郎，福田宏之，

福迫陽子，辰巳格，福田友美子．平成 4年：編集委員

長福田宏之，委員田中美郷，新美成二，佃一郎，福迫

陽子，福田友美子，辰巳格，物井寿子，川井田政弘，

山口宏也（以上敬称を略させていただきました）．

久留米大学医学部 平野 実

1975年6月7日に開催された本学会の常任評議員 した．これらのうち空気力学的検査とフォノグラム，

会で，音声障害の検査について検討する委員会を設置 音響分析による検査と聴覚心理的検査については，何

することが決められた．これが音声委員会の前身の始 度かの委員会を合同会議として行った．

まりである．委員長には私が任ぜられ，委員の選定は 委員会活動の成果は 2つの形で公にした. 1つは本

委員長に一任された．第 l回の委員会は同年8月30日 学会の第 22回総会(1977年 10月1 2日，京都市，水

に開催された．以来6期にわたって委員会活動が続け 越治会長）におけるパネル・ディスカッション「発声

られている．各期の委員会の構成員を表 Iに示す．各 機能検査」である．水越会長の格別の取り計らいで，

期の主な活動について以下に記す． 3時間の長い時間をいただいて，上記6群の検査につ

第 I期 (1975～1979) いての委員会活動の成果を示し，追加発言が加えられ

委員会の名称を発声機能検査法検討委員会とした． た．今 lつは本の発刊で，日本音声言語医学会編「声

本委員会の基礎造りの時期であると同時に，それまで の検査法jを， 1979年 10月25日に医歯薬出版株式会

系統的にはほとんど何も行われていない分野であった 社から発行した．発声機能検査に関する日本で最初の

ので，問題が山積しており，短い聞に多くの問題を， 包括的な出版物であった．

精力的に処理しなければならなかった． なお委員会活動を基盤として，文部省科学研究費を，

発声機能という多元的な機能を評価するための多く 総合研究B “音声障害の客観的総合的診断法の確立に

の検査法を整理し，それぞれの臨床的意義を明らかに 関する研究”に対して 1977年に，総合研究A“発声機

し，施行のためのガイドラインを定め，どこの施設で 能の面よりみた喉頭の機能および病態に関する工学

も共通の評価が行われるようにすることを最終的な目 的，生理学的，臨床学的研究”に対して 19781980年

標として，作業が行われた．検査法を 6つの群に分け， に受けた．

各群毎に小委員会を設置した（表 1). 第II期（1979～1982)

委員会を 12回，神経生理学的検査小委員会を 2回， 第II期に行った主な仕事は 2つである．

声帯の振動状態に関する検査小委員会を 3回，空気力 Iつは GRBAS標準テープの作製であった．

学的検査小委員会を 5回，フォノグラム小委員会を 5 GRBASとは第 I期に聴覚心理的検査小委員会から提

回，音響分析による検査小委員会を 9回，聴覚心理的 案され，委員会で採択された， I裏声の評価尺度である．

検査小委員会を 8回，全小委員会合同会議を 3回開催 この評価法の理解を助けて普及を促進するために，声
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のサンプルをテープに収録し，解説を付けて販売する 以上の作業のために委員会を 3回， GRBAS標準テ

ことにした．テープは “耳で診断する音声検査の手引 ープ作業実行委員会を 3回，「音声機能検査」小委員会

き，I夏声のサンプルテープ”と題して，1981年 11月 20 を2回開催した．

日，本学会の第 26回総会の折に発行された． 第lil期 （1982～1986)

他の lつは，保険診療報酬点数表の中の「音声機能 第 I～II期で発声機能検査についての当面必要な作

検査jを施行するための，ガイドラインを設定するこ 業は一応，ほぽ終わったので，第III期には少し勉強を

とであった.1981年 5月改定の点数表に「音声機能検 して充電するこ とになった．勉強のテーマとして，（ 1) 

査」が採択されたので，保険医がこの検査を行うため 2つ以上の検査パラメータを同時測定することの意

のガイドラインを設定し，本学会の会誌 23巻 2号 義，（2）聴覚心理的評価と音響分析による検査のその

(1982年）に掲載した． 後の発展，の2つをとりあげた．

表 l 音声委員会 （旧発声機能検査法検討委員会）構成員

。委員長，O副委員長

第 I期 ｜。平野 実，O沢島政行，藤崎博也，比企静雄，鹿瀬肇，一色信彦，岡本健，

1975～79 I 斎藤成司，高橋宏明

神経生理学的検査小委員会.c鹿瀬肇，O平野実，岩村忍，村上泰，佐藤

意生，進武幹，鈴木理文，竹之内智

声帯の振動状態に関する検査小委員会.c平野 実， O斎藤成司，金子敏郎， 北原

哲，高橋文夫，田辺正博，吉田義一

空気力学的検査小委員会.c一色信彦，O岡本健，福田宏之，本庄巌，岩田重

信，牛島達次郎

フォノグラム小委員会.c斎藤成司，O沢島政行，比企静雄，川崎洋，小宮山荘

太郎，前川彦ヱ門，松下英明，丘村 照

音響分析による検査小委員会.c沢島政行， O康瀬肇，比企静雄，今 泉 敏，垣

固有紀，桐谷滋，小池靖夫，小野博，高山乙彦，山下公一

聴覚心理的検査小委員会．。岡本健， O一色信彦，藤崎博也，法水正文，鈴木忠

重，高橋宏明

第II期 Ic平野実，O沢島政行，比企静雄，康 瀬 肇，斎藤成司

1979～82 I GRBAS標準テープ作製実行委員会．上記5名，一色信彦，小池靖夫，岡本健，鈴

木忠重，高橋宏明，牛島達次郎

「音声機能検査」小委員会．上記5名，福田宏之，一色信彦，小宮山荘太郎，丘村

照，大石公直

第III期 Ic平野笑，O沢島政行，福田宏之，日比正史，比企静雄，康瀬肇，今泉敏，

1982～86 I 一色信彦，岩田重信，垣固有紀，粕谷英樹，北嶋和智，小池靖夫，小宮山荘太郎，

岡本健，丘村照，大石公直，佐藤文彦，高橋宏明，田辺正博，牛島達次郎，

渡辺宏，吉田宮二

第IV期 Ic平野笑，O康瀬肇，福田宏之，日比正史，比企静雄，鹿瀬肇，今泉敏，

1986～89 I 一色信彦，岩田重信，垣田有紀，金子敏郎，粕谷英樹，北嶋和智，小池靖夫，小

宮山荘太郎，岡本健，丘村照，大石公直，高橋宏明，田中信三，田辺正博，

渡辺宏

用語小委員会.c鹿瀬肇，粕谷英樹，小池靖夫，岡本健

本の改定小委員会.c沢島政行，比企静雄，金子敏郎，高橋宏明

第V期 Ic平野 実，岩田重信，粕谷英樹，小池靖夫，新美誠二，高橋宏明

1989～92 ｜（相談役）鹿瀬肇，沢島政行

第VI期 ｜向上
1992～95 



518 

第 lのテーマは測定機器の作製とも関連して取り上

げられた．第 I期の委員会活動で発声機能検査法が検

討され，その方向がみえ始めた頃，いくつかの医療機

器メーカーが，呼気流率，声の基本周波数，声の音圧

レベルを同時記録する装置を作って市販した．呼気流

量，口内圧あるいは声門下圧の同時記録も，オプショ

ンとしてできるようになっていた．これらのパラメー

タは従来 1つずつ別々に測定されていた．同時記録す

ることによって，別々に測定するよりも，どういう利

点があるのか，を検討することにしたのである．この

テーマについては 5回会議が行われ，そのうちの 1回

は滋賀県の比叡山荘に 1泊して，ワーク・ショップの

形で行われた．

第 2のテーマについては 7回会議を行った．種々の

音響分析の方法，効用，限界についての研究報告と討

論が行われ，GRBAS尺度の B,Rに関与する音響分析

上のパラメータについても検討された．

以上を含めて計 13回の委員会会議を開催した．一定

の合意された結論を得る，というよりも，各委員が勉

強し，情報や意見を交換し，それぞれが自分なりに考

えを整理できた時期であった．

なお，諸施設での発声機能検査のデータを，データ・

パンクの形で学会に蓄積し，相互に利用し合えるよう

にしようという提案も行われ，基本的に合意されたが，

実施をするには至らなかった．

第W期 （1986～1989)

委員会の名称を “音声委員会”と改め，発声機能検

査だけでなく，必要に応じて，声に関するあらゆる問

題を取り上げることにした．手掛けた主な仕事は用語

に関すること，音声検査法の本を改訂すること，音声

治療の普及をはかること，の 3つであった．

用語については用語小委員会を設置した．小委員会

で 140語を選定し，その解説を音声委員会委員が分担

して執筆した．この仕事は第V期の委員会に引き継が

れ，その成果は学会誌 31巻 3号、 4号 (1990年）, 32 
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巻 1号（1991年）に “音声言語医学領域の用語のその

解説 l,Il,III”として掲載した．また 32巻 2号に（1991

年）“補遺”を掲載した．

本の改訂については小委員会を設けて作業を始め

た. 1979年に発行された「声の検査法」を改訂するこ

とにした．改訂版は基礎編と臨床編の 2冊に分けて出

版することにした．この作業は次期の委員会に継続さ

れた．

音声治療については圏内に専門家がいないので，ま

ず外国の専門家に教えを乞うことにした．久留米大学

に客員教授として来日中の DianeBLESS教授（アメ

リカ，ウィスコンシン大学）， So巴renFEX教授と Bibi

FEX博士（スウェーデン，ルンド大学）, Nasser 

KOT BY教授（エジプト，エインシャムス大学）にお

願いして，音声治療の講習会を東京，大阪，福岡，久

留米で計7回開催した．

なお， 1986年に東京で第 20回国際音声言語医学会

議が開催された時に， IALPにVoiceCommitteeが設

けられ，本学会の平野笑がその委員長に任命された．

この IALPのVoiceCommitt巴巴は 12名の委員と 4

名の相談役によって構成され，非常に活発に活動した．

その経緯が音声委員会で報告された．

第V期 （1989～1992)

前期から引き継いだ用語と本の改訂について作業を

続けた．用語については前述のように，学会誌に 4固

にわたって解説を掲載した．本については章立て，執

筆者の選定を完了し，執筆を依頼した．

委員会構成を縮小し（表 1），実務を中心に作業した．

委員会は 4回開催した．

第VI期 （1992～1995)

本の改訂作業だけを行った．改訂された本「芦の検

査法，第2版」は，基礎編と臨床編の 2冊に分けて，

1994年 10月 10日に，医歯薬出版株式会社より発行さ

れた．

国際医療福祉大学 笹沼澄子

（委員長：笹沼澄子，副委員長：鈴木重忠） た結果を集約したかたちで新委員会の特徴に反映させ

言語障害検査法検討委員会（柴田貞雄委員長）を引 るように努めた．すなわち，①活動内容は狭く限定せ

き継ぐかたちで 1987年の 4月に発足した．発足に先立 ず，言語障害の評価 ・診断・治療に関わるすべての領

ち，新委員会のあり方（活動内容，名称，構成メンバ 域を視野にいれる，②メンバーは旧委員会委員の希望

一等）について，旧委員会の委員，委員外の STおよび を優先するが，新しいメンバーの参加も呼びかけるこ

医師各数名の方々にアンケートで意見を求め，得られ ととし，③名称は「言語委員会」とした．こうして設
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立された言語委員会は 7つの小委員会から構成され，

年に 1度の連絡会議で相互の情報交換，問題点の討

議・解決などをはかる以外は，各小委員会が独自の活

動を展開している．各小委員会の名称および委員長／副

委員長名は下記を参照されたい．各小委員会の委員数

は現在5名から 14名，計 64名である（委員名は付表

に言己した）．

1987～現在までの主な活動状況

1.言語発達小委員会 （委員長：小寺富子，副委員

長：佐竹恒夫）

言語発達遅滞検査〈試案 2＞を増補改訂し，これを

日本音声言語医学会編「記号形式指示内容関係に基づ

く＜S-S法＞言語発達遅滞検査」と改名（1991），以後

①＜S-S法＞検査／訓練講習会の開催（毎年 1回以上），

②＜S S法＞検査の normaldataの収集，③＜S-S

法＞検査を用いた臨床研究を並行して行っている．

2.機能的構音障害小委員会（委員長：船山美奈子）

「機能的構音障害」と呼ばれる対象の実態を明らか

にするためのアンケート調査を実施し，得られた情報

の分析 ・検討結果に基づいた①構音検査法改訂作業が

進行中．さらに②構音障害関連要因の評価法の作成作

業も進行中であり，項目，評価手続き，評価基準の検

討，臨床例による再検討などを経て試案 1の作成を終

了した．
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3. 口蓋裂言語小委員会 （委員長：岡崎恵子，副委

員長 ：相野田紀子）

口蓋裂臨床の実態調査，口蓋裂構音障害サンプJレテ

ープおよび手引書の改訂 ・販売，口蓋裂言語分類に関

する国際アンケート調査，鼻咽腔閉鎖機能検査に関す

る検討などを終了．現在，鑑別診断用スピーチサンプ

／レテープ作成のための資料収集と編集方針の検討，お

よび構音訓練用ハンドブック作成のための単語・短文

の収集作業を並行して進めている．

4.吃音小委員会 （委員長：森山晴之）

臨床的に使いやすい吃音検査法（幼児用，学童用，

成人用）の作成を目的とし，各年齢層における吃音群

および正常対照群の発話サンプルの収集，分析，およ

び検査フォームの修正作業を行っている．現在までに

学童および成人用の一部を残してほぽ終了．今後は修

正フォームの実施状況を追試し，検査としての有効性

を検討する．

5.失語症小委員会 （1987～1992の委員長：竹内愛

子， 1993以後の委員長 ：藤田郁代，副委員長 ：物井寿

子）

1987～1992：重度失語症の検査法開発をめざしてコ

ミュニケーション活動観察法（仮称）および診断検査

の構成・内容等の検討を行い，試案 lを完成．

1993～ ：失語症の治療法とその理論的背景の整理・

検討，新しい方法論の開発等を目指し，まず単語レペ

付表 言語委員会 ・小委員会の構成メンバー（1994年 7月現在）

1.言語発達遅滞小委員会（委員長 ：小寺富子，副委員長：佐竹恒夫）

委員 ：飯塚直美，大西祐好，倉井成子，佐場野優一，新谷晴夫，外山浩美，

田中真理，知念洋美，那須道子，林耕司，松本幸子，村上たか子

2.機能的構音障害ノj、委員会（委員長：船山美奈子）

委員：山下タ香里，竹下圭子，今井智子，三宅順子

3. 口葦裂言語小委員会（委員長 ：岡崎恵子，副委員長：相野田紀子）

委員：大平章子，加藤正子，津島政行，田野口二三子， 福田登美子，

三浦真弓

4.吃音小委員会（委員長：森山靖之）

委員 ：大岡由紀江，小沢恵美，国島喜久夫，鈴木夏枝，原 由紀

5.失語症小委員会（委員長 ・藤田郁代，副委員長：物井寿子）

委員・植田恵，浮田弘美，奥平奈保子，小野久里子，笹沼澄子

6.麻癖性（運動障害性）構音障害小委員会（委員長：遠藤教子）

委員河村 j筒，毛束真知子，境問純一，鈴木和子，高橋雅子，鶴田燕，

広瀬肇，正木信夫，山本晴美

7.聴覚障害小委員会（委員長 ：能登谷晶子，副委員長：広田栄子）

委員：＊氏田直子，十内山 勉，＊倉内紀子，白坂康俊，＊城間将江，

＊高橋晴雄，＊富里則子，＊中川辰雄，＋中村公枝，＊福田友美子，

森寿子，十鷲尾純一，

（＋印：言語評価部会，＊印：人工内耳部会，無印：両部会）
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ルの理解 ・産生障害に対する治療法についての具体的 耳のリハビリテーション」の開催（1994）を企画．従

な作業を進めている． 来の活動を続ける「言語評価部会」との 2部会から成

6.麻痔性（運動障害性）構音障害小委員会 る活動を進めている．

(1987～1992の委員長 ：福迫陽子， 1993以後の委員

長：遠藤教子） 成果の発表

臨床的に使いやすい検査法の作成を目的に第1次案 委員会活動の成果は以下の方法で，他の会員および

を作成し（1988），この第 1次案に関するアンケート調 一般に公表された：学会での口頭発表9点，学術論文

査，および第l次案によるデータ収集を全国の協力者 8点，その他の刊行物（テスト，サンプルテープなど）

に依頼して実施．現在までに①仮性球麻簿患者，②ノT 7点，講習会・セミナー ・ワークショップの開催など

ーキンソン病患者，③小脳性失調患者，④筋萎縮性側 十数回．

索硬化症患者の各群と健常者との比較 ・検討を終了．

7.聴覚障害小委員会 （委員長 ：能登谷晶子，副委 以上，言語委員会の発足の経緯と活動状況について

員長 ：広田栄子） 述べた．7つの小委員会の活動内容は，各障害領域に

1989年に発足．聴覚障害児の言語評価法作成を目的 おける検査法の改訂 ・作成，治療・訓練法の開発，各

とし，関係資料の収集，理論的枠組みの検討を行うと 種調査，セミナー・ワークショップ・講習会の開催等々

共に，ワークショップ（1989），聴覚セミナー（1991, の広い範囲にわたり，各々の目標に向かつて所期の成

1992）の開催を企画・実施した. 1993年には「人工内 果をあげつつある．

耳部会」を発足させ，ワークショップ「小児の人工内

・社療問題検討委員会の変遷

この委員会の目的は，音声言語医学会として日本の

社会保険制度の枠組みのなかで，いかにして会員の声

を日本耳鼻咽喉科学会そして日本医師会，厚生省に反

映させ，正当な評価を得ょうとするものである．

委員会が本格的になってきたのは，昭和 50年代で当

初は岡本健，柴田貞雄両先生が中心になって対処され

ていた．その後昭和 54年 10月から庚瀬肇先生が委員

長になられ，昭和 62年に筆者が代わるまで長く活躍な

された．

主な流れ

当初から言語治療，サウンドスペクトロプラフィ ，

失語症検査などの報酬点数の確立に向けて努力がなさ

れた．この間画期的なことは“音声検査”“音響分析”

が明確に制度化されたことである．

いずれもある検査装置が具体化された結果であり，

その装置の減価償却などから点数が設定されやすいも

慶応義塾大学医学部 福田宏之

のであった．またファイパースコピイやストロポスコ

ピイなども若干の点数改定などもあった．

問題点

福田委員が日耳鼻の社療委員会で主張することは，

無形技術の正当な評価を求めていることである．現在

の保険制度では手術，投薬などは評価されやすく，ま

た具体的な検査装置があれば評価してもらえる．とこ

ろが治療のプログラムを組むとか音声，言語治療など

時間はかかっても無形であるかぎり正当な評価は困難

である．したがって，音声訓練などもある装置を中心

とするシステムアップをして（その意義はとりあえず

無視する）点数化するほうが近道であろう．日耳鼻の

社療委員として感じることは，新しく点数を設定する

ことは至難であり，何かのすきを見つけて手早く行動

しないと実現しないだろうということである．
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・言語障害関係委員会

国立身体障害者リハビリテーションセンター・学院 柴 田 貞 雄

1.はじめに

言語障害関係委員会は，音声 ・言語療法をめぐる問

題が発生したり情勢が変化する時，適宜，学会として

の対応を検討することを目的として，昭和 59年（1984)

3月24日，前身の「言語治療土の身分制度委員会」の

廃止に伴い，代わって引き継ぐ形で設置された．ここ

でいう音声言語療法をめぐる問題とは，ずばり，「聴

覚 ・音声 ・言語療法土」の身分 ・資格制度（以下， ST

資格制度とする）問題である．形態は，委員長のみ常

任で，審議・検討の事項またはテーマに応じて委員を

選定してことに当たる活動形式をとっている．

後に活動経過を記すが，現委員会の活動を述べるの

みではあまり意味がない．というのも当委員会のテー

マは STの資格制度であり，周知のごとくこの問題は

20年以上も，当事者とその団体，関連学会，立法・行

政府を巻き込んで錯綜と混迷を繰り返してきており ，

当学会はその時々に委員会を形成して対応に追われて

来た．したがって，現委員会の前身である二つの委員

会，すなわち，「言語治療士に関する検討委員会」（昭

和 47年7月発足，堀口申作委員長），「言語治療士の身

分制度委員会J（昭和 52年2月5日発足，柴田貞雄委

員長）の活動も含めた，一つの流れの，いわばST資格

制度問題をめぐる学会対処の小史であるべきと考える

からである．ここでいう学会はもちろん，当学会を指

すが，親学会として一体となって全面的な支援と協力

を続けてきた日本耳鼻咽喉科学会（以下，日耳鼻とす

る）も含めたものであるといえよう．

この 20年間に費消した関係者のエネルギーが膨大

なものであることを思えば思うほど，いち早く建設的

な方向でST資格の結論を出すべきであろう．そして

この歴史がもたらした，社会にあっては医療・福祉サ

ービス面のマイナスと地位の未確保，自らにあっては

臨床，研究，教育の発展の遅延など，すべての問題を

一挙に挽回したいものである．

以下の記述は主として常任評議員会，運営委員会等

の議事録に依り，適宜，関連資料に当たった．記録は

記憶の暖昧さを補って余りある．

2.資格制度法制化の動きと前身の二つの委員会の活

動

STの資格制度が実現するチャンスは，私の知る限

り，これまで少なくとも 4回は巡ってきた．最初は昭

和 38年(1963)3月の医療制度調査会の答申を受けて，

PT,OTらと共に法制化する際であった．次は昭和 47

年8月，厚生省瀧漂医務局長が参議院社会労働委員会

で， AT,STを一本化した身分法を次の通常国会（会

期昭和 47年 12月～48年5月）に提出すると言明した

時である.3回目は昭和56年で，厚生省が学識経験者

により構成される「言語治療士（仮称）身分制度検討

会」を発足させ，法案の国会上程の準備を始めた機会

であった．そして最後は昭和62年、厚生省が「新たな

医療関係職種の資格制度のあり方に関する検討会」を

設置し法制化を進めた時であった．

この 4度の出来事が節目になるが，その時々に，学

会の対応，すなわち委員会がどのような趣旨で設置さ

れどんな活動を行ったか述べてみたい．時代の背景も

出来るだけ記したい．

(1) 「言語治療士に関する検討委員会J（昭和 47年

～52年）

この委員会の始まる前の状況から説明する．先に資

格制度実現の最初のチャンスについて述べたが，もし

PT, OTとともに法制化されたとしたらそれは昭和

40年であった．実際には ST,ATは先送りにされ，

「ORT、ST等身分制度研究会J（座長切替一郎）での

更なる検討に委ねられた．その理由は STの資格を 4

年制大学卒にしたことのようである．高い大学院レベ

ルか現実的なレベルかで委員間の意見が分かれたが，

結局， 5年後の昭和45年 8月に出された同研究会

ST・AT部会の「STおよびATの制度化に関する意

見書」も同じで， 4年制大学において大学院に連なる

形で養成を行うべきとの趣旨を厚生大臣に提案した．

体制の異なるアメリカ方式に合致させ，臨床 ・研究 ・

教育のすべてにわたって大きな発展をもたらそうとす

る構想は多くの賛同者を得たが，一方では理想論と さ

れた．思えば，この理想、論への傾斜と「日本である」

という現実が相克し，不幸な阻館が重畳して行くこと

になる．今現在の姿でもある．

さて，「言語治療士に関する検討委員会」は，昭和47

年（1972) 6月9日に開催された第 l回日本音声言語

医学会評議員会および常任評議員会での “言語治療士

の育成 ・身分について学会としての姿勢 ・態度 ・意志

を示す必要がある”との合意を受けて設立された．そ

して第 l回の委員会が昭和 47年 7月26日に聞かれ

た．委員長は堀口申作先生（後に切替会頭兼務，笹沼
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澄子先生）．委員は内須川洗，笹沼澄子， 白岩俊雄，竹 する要望書」の主文は “言語治療士の身分制度は，各

回契一，谷俊治，鳥山稔，平野実，柴田貞雄，盛由紀 種学校ではなく大学院（修士，博士）課程と連なる学

子の各先生である． 校教育法による 4年制大学での養成を基盤にして，制

この委員会の発足には，昭和 43年に東京学芸大学， 定されることを要望する”であった．

昭和 44年には大阪教育大学にそれぞれ言語障害課程 この間，厚生省案とされた（正式に提示されたもの

が開設されたり ，昭和 46年の伊豆韮山温泉病院の研究 ではない！）「短大卒プラス 2年」に対して，聴言セン

グループに対する，失語症実態調査と治療技術開発へ ター養成所学生や現任者団体（言語聴覚協会）の要望・

の500万円の特別研究補助，国立聴力言語障害センタ 署名運動も行われた．その趣旨は，①医療補助職では

一聴能言語専門職員養成所での本邦初のST養成，固 なく単独の専門職種として位置づける，②医療・福祉・

立特殊教育総合研究所の聴覚 ・言語障害教育研究部の 教育の 3分野に共通な資格とする，③養成は各種学校

設置，昭和 40年に開設された東京大学医学部付属音戸 でなく ，臨床機関をもった大学 ・大学院で行う，とい

言語医学研究施設の活動など臨床，研究，教育 ・養成 ったもので，学会の要望書の趣旨よりも一層，内容を

が一斉に活発化した環境を背景としたこともあるが， 厳密に規定している．このようにこの年は大勢が理想

国会の意を受けた厚生省の早期制定への強い意図が一 論に熱く傾いた時期であったといえようか.9月の「都

番のきっかけであったと考える．楓田所長を通じて， 立保健大学設置準備委員会」の発足も 4年制大学実現

また，その後も直接的な制度化の打診があったことも に積極的な姿勢を強めさせたかもしれない．ちなみに，

事実である． 筑波大学の設置要綱の確定も報じられる等，教育の変

さて，委員会の活動にふれる．第 l回委員会では， 革が予感された時代でもあった．

堀口委員長がSTの制度化には医学と言語治療の両方 しかしながら一方において，この事態を憂慮、してい

の立場から共通点を見出し，学会として STを規定す る人も多かった．理想論はわが国の医療 ・福祉 ・教育

る必要があるとされた．切替会頭も STのあるべき姿， の諸体制を鑑みると実現が不可能に近く，もしこれに

学会の考え方，立法や行政への反映のさせ方，学会の 固執すれば制度の確立が遅れ，その分サービス，研究，

行動範囲など，全般的な討議をしたいと挨拶の中で希 教育などのあらゆる面での発展に遅延 ・停滞を来す心

望を述べられた．そこで，①期待される ST像，②職種 配があったからである．その思いを人一倍持っておら

の規定， ③教育レベルと養成の方向，④情勢分析（ニ れたのは，切替，堀口，白岩， 広戸などの各先生では

ー に制度化の可能性）などについて活発に討議され， なかっただろうか．厚生省の法制化の好意に何とか乗

多彩な意見がでた．そして諸外国の養成や資格制度の って ST資格制度の実現をまず図りたし、そして，出来

調査も行い最終的には意見書を提出することが申し合 れば要望書に誼われた内容であって欲しいと切実に願

わされた．この時に確認されたことは，言語病理学課 われていたのではなかろうか．

程を有する 4年制大学でSTを養成する基本的希望 そうこうするうちに国会上程はいっとも知れず沙汰

は，なお堅持するとしても，現状では 4大卒に対して 止みとなった．昭和 48年3月の常任評議員会では，事

2カ年の専門教育をすべきであり，レベルはこの 1種 の不調が報告されると共に，今後の方針として，①4

類とするといったものであった． 年制専門大学の設置を文部省に働きかける，②漸進的

8月になって瀧津医務局長の次期通常国会への身分 な段階として，大卒者に対する専門コースの設置を厚

法上程の国会発言があり，10月2日の第 2回の委員会 生省に働きかけることが決まった．

では，学会の意向を公表するために，言語治療士の教 昭和 48年の委員会活動は専ら陳情に終始した．切

育レベノレに関する意見を骨子とした要望書の提出を決 替，笹沼，内須川等の委員が医務局医事課，文部省特

め，その作成を急いだ．そして，この要望書は 11月の 殊教育課，医学教育課を訪れたが，関心を示されると

総会に諮られ，学会の総意に基づく意見となった．直 同時に要望書を裏づける資料の提出を求められた．そ

ちに切替会頭と堀口委員長はこの要望書を携えて，厚 こで、カリキュラム案の作成など学会の「ST教育構

生省事務次官，医務局長，医事課長，社会局長，文部 想」を確立することになった．

省特殊教育課長ら を訪れ陳情した．並行して日本医師 昭和 49年の活動は活発であった．資格制度は理想に

会，日本リハビリテーション医学会（以下、リハ医学 走らず，早期の実現を旨とすべしといった意見や，暫

会とする），PT, OT協会等の関連団体，マスコミ等に 定的に資格を認定する経過措置の必要性が主張され

も要望書を配布して理解と協力を求めた．昭和 47年 た．これは後に「学会認定制度」案として検討された．

11月7日付けの「言語治療士（仮称）の身分制度に関 7月には切替会頭と柴田は昭和 52年開講を目標とし
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た「都立保健大学」に言語病理学科の設置を美濃部都

知事に陳情し，都議会にも請願書を提出した．ちなみ

に，大学設置準備委員会は昭和 53年までに約 30回聞

かれたが，理由が判らないまま「都立保健大学J構想

は立ち消えになった．大いなる落胆であった．

昭和 50年は，学会認定制度案の検討が行われ，後に

会員の意向をアンケート調査して賛成多数を得たが，

結局，国家資格を目指すことになり見送りとなった（昭

和 51年）．また，日耳鼻では聴・平衡機能訓練士の身

分制度の検討が進んでおり， ST業務との重複を調整

することになったが不調に終わった．

この年には特筆すべきことがある.11月に，わが国

初の ST団体として日本聴能言語士協会（略称： ST

協会，会長笹沼澄子）が設立された．この協会は資格

制度の制定を大きな目的のーっとして旗揚げされた．

爾後，資格制度問題はこの協会を軸にして，左右に大

きく振れながら推移していくことになる．省みるに，

この時こそ ST資格問題に新しい流れが始まった分岐

点であった．理想と現実問題を調和でき，何よりも社

会的である団体に，行政も，医療・福祉の関連団体も

大いなる期待を寄せたのであった．

昭和 51年には言語治療土に関する種々の検討が一

段落し，委員会活動はほぼ終了した．しかし資格制度

推進を巡る諸情勢から，この問題に精力的に取り組む

必要性が強く認識され，新たな委員会が設置されるこ

とになった．

(2) 「言語治療土の身分制度委員会J（昭和 52年～58

年）

ST協会と協調しながら， ST資格制度確立に目的を

絞って活動することになった．委員長は柴田，委員は

平野実，笹沼澄子先生で構成された．まず， ST協会に

望ましい制度の検討を要請した．委員会自身は協会案

に検討を加えたり，他学会と調整したり，所管の官庁

との接触などを役目とした．ここに， ST身分制度は

ST協会と音声言語医学会の二つが基軸となって推進

する枠組みが整った．

5月には日本学術会議が総理大臣に ST資格制度の

勧告を行った．内容は，①言語療法士（仮称）の資格

制度を創設し，その教育は 4年制の統合大学において，

大学院課程と連なる形で早急に実現すべきこと，②充

足率の向上を早急に図るため，暫定措置として現行の

認定コース（サーティフィケート・コース）の存続・

拡充等を行うべきこと，③暫定的な 3年制短期大学の

発足，聴能訓練士の養成等も考慮されるべき事，であ

り理想、と現実との微妙な接点にたつものであった．

日耳鼻，リハ医学会も ST協会の検討結果に注目を
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していたが，本邦における医療従事者の身分・資格，

教育・養成に関して法概念・法体系が確聞としたもの

として現存することがますます認識されだした．

昭和 53年は委員会と ST協会の活動が目立った．委

員会は非公式に厚生省医事課の考えを打診し，実現に

向けでなすべき事の示唆を受けた．例えば，必要 ST数

の算出，他学会との連絡調整などである．特に， ST協

会には身分法の即時実現を第一義とし，教育制度につ

いては現状と将来展望の両面を視野に入れた，折衝の

テープルにつけるような flexibl巴な提案を要請した．

この頃，弘前大学，金沢大学の両校に短大設置の考え

があると伝えられた．

そして 5月， ST協会は「言語聴能士（仮称）資格制

度案の骨子Jを以下のように決議し，本学会長，当委

員会，リハ医学会に送付した．すなわち，①資格制度

が適用されるのは医療機関・福祉機関の二分野で働く

者とする，②受験資格は 4年制大学で必要科目を取得

しその課程を修了した者とする，③適切な経過措置を

現任者に講ずる，というものである．委員会は関連分

野のコンセンサスをうるために，種々の角度からこの

協会案に検討を加え，本学会案の作成に当たった．資

格制度実現のとりまとめと推進役である．

昭和 54年．本学会，日耳鼻，リハ医学会， ST協会

の4団体による身分制度推進の体制が固まった年であ

る．その経過はざっと次のようである． 2月には日耳

鼻がST身分制度検討委員会（担当理事：広戸，斉藤，

岡本（途），委員長：津島，委員：平野，鳥山，田中，

柴田）で，①ST協会案を基本とする，②関連学会と世

論統ーを図って推進する，と方針を決めた．音声言語

医学会の委員会では，①ST協会案の大筋を支持する，

②他学会との協議には代表委員を当てるが，ある程度

の判断の権限を与える，とした．リハ医学会もこれら

に同調し， 9月， ST協会も含めた 4団体からなる身分

制度合同委員会が発足することになった．やがて，厚

生省とも接触し担当当局との打ち合わせも行われた．

なお，この年の 7月には，国立聴言センターは国立身

体障害者リハビリテーションセンターに統合された．

昭和 55年は合同委員会（本学会からは，平野，柴田

が代表委員になった）が討議を重ね，厚生大臣宛の「言

語療法士（仮称）の資格制度制定に関する要望書」と，

必要 ST数（4500人），業務内容，カリキュラムなどの

資料を作成し 12月に提出した．要望書の骨格は，①医

師の指示のもとに言語療法を行う，②養成制度は学術

会議の勧告の趣旨をふまえて検討する，というもので

あった．思えば，“学術会議の勧告を踏まえる”の解釈

を巡って，後に調整が難航することになる．
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そしていよいよこれまでの運動が実り，厚生省は世

論統ーが出来たと判断して身分制度の法制化に動き出

した．第3回目のチャンスを迎えたのである．具体的

には昭和 55年 12月，学識経験者により構成される「言

語治療士（仮称）身分制度検討会」を発足させた．メ

ンバーは座長に切替一郎東大名誉教授，津島政行東大

教授，笹沼澄子横浜国大教授，柴田貞雄国立リハ学院

長，芳賀敏彦国養リハ学院副学院長，広戸幾一郎九大

教授，川村恒明文部省医学教育課長，斉藤治美厚生省

医務局医事課長の 8名であった．

昭和 56年3月3日，第 l回検討会が開催された．こ

の日は，職種の名称と業務内容が討議された．名称は

当面「言語療法士」または「言語治療士Jとする，ま

た，業務は名称独占（一部業務独占） とし，「医師の指

示の下に」言語療法を行う「医療関係者」と位置づけ

る．そして業務の定義の試案が示された．さらに第2

回検討会の予定検討項目として，資格試験および免許，

教育課程，経過措置，必要数などが決められた．しか

し第2回の検討会が行われる前に ST協会内部の意見

不統ーが表面化して，実質的には制度化は中断の憂き

目にあう．執行部は現実的な「医療短大以上Jの養成

を当面の方針としたのに対して，「 4年制大学において

大学院に連なる形」での養成を主張する派に押し切ら

れ，執行部は総辞職し，会長，副会長らは退会した．

教育レベルが問題であったのである．そのため，第2

回検討会は 5月20日に行われたが， ST協会の方針変

換に対応する議事に終始した．その結果，関係 4団体

の意見調整が十分に図られるまで，当分の間，検討を

休止することになった．

この後，旧執行部案を支持する者が，「病院治療士連

絡会」を結成して，なお実現に向けて活動したが余燈

にすぎなかった．なおこの流れは「資格制度を創る会」

を経て，昭和 60年 10月の日本言語療法士協会（会長 ：

鈴木重忠）創設につながった．また，日耳鼻も昭和 58

年に， ST身分制度検討委員会担当の平野理事と津島

委員長がST協会の飯高京子会長に柔軟姿勢への再考

を助言したが受け入れられなかったという．

こうして資倦制度は熱い論争の渦の中にあえなく消

え去り，当事者間の癒しがたい不信と亀裂が残った．

患者・障害者不在の論争との誇りを受けただけでなく，

リハビリテーション・障害者福祉に対する国を挙げて

の取り組みの中で，ひとり聴覚言語障害者対策だけが

置き去りにされる結果になった．

かくして，「言語治療士の身分制度委員会」は昭和 55

年，合同委員会の要望書が出された時点で実質的な役

目を終えてはいたが，昭和 58年， ST資格制度成立の

音声言語医学

目途が立たないことから存続理由がなくなり解散する

ことになる．

3. 「言語障害関係委員会J（昭和 59年設置）

この委員会は先に述べたどとし資格制度実現の新

しい事態，変化に学会として対応するためのものであ

る．委員長に柴田が就任し，事態が発生したら即応す

る体制をとった．発足以来，活動はほとんどなく他学

会，団体の動きを報告するだけである．身分 ・資格問

題のイニシアティプをとることはもうないのである．

以下に，報告した主な事項を記す．

昭和 60年，耳鼻科医を対象とする第 l回「音声言語

機能等判定医師研修会」（厚生省・国立身体障害者リハ

ビリテーションセンター主催，日耳鼻，音声言語医学

会後援）開催．ちなみに 58年より，補聴器適合判定医

師研修会が聞かれている.10月，日本言語療法士協会

設立．

昭和 61年， 再びST資格制度制定への動きが始ま

る． 4度めのチャンスである．まず2月，リハ医学会

は言語療法関係職資格問題特別委員会（委員長：上田

敏）を設置して，医療 ST資格の緊急の必要性を訴え

た．日耳鼻も言語障害者対策委員会（委員長 ：平野実）

がそれに呼応して活動を強め，言語療法土協会ととも

に制度化の推進を図ることになった．医学会は患者の

被る不利益，無資格診療，国公立病院における非定員

化や格付け問題等を深刻に受けとめた背景があった．

6月には，言語療法士協会が本学会に，昭和 56年に中

断されたままの「言語治療士（仮称）身分制度検討会」

の再開に協力を求める要望書を提出した．しかし，本

学会は具体的な活動を日耳鼻とリハ医学会に任せ，協

力の立場をとることにした.12月に入って事態が急テ

ンポで進展していることが判明した．すなわち，厚生

省，日耳鼻，リハ医学会等の聞で制度問題に関する考

え方が煮詰まっているというものである．本学会とし

ては，状況によっては対応するが，傍観の立場をとり

推移を見守ることにした．

あけて昭和 62年，未解決の各種の専門職の身分・資

格問題を一括して解決すべく，厚生省（主管・健康政

策局医事課）は 2月に「新たな医療関係職種の資格制

度のあり方に関する検討会J（座長：上村一）を設置し

た．検討会は 7回にわたる審議の後，3月20日に中間

報告を答申した．この検討会と並行して日耳鼻，リハ

医学会，言語療法士協会，聴能言語士協会が四者協議

会を形成して数次にわたる調整を行い，最終的に資格

化内容の合意が成立したという（言語聴能士（仮称）

資格制度 （案）概要）．然るに，中間報告では STに関
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しては今少し検討調整が必要とのことで，国会上程は

見送られた.ST団体が最後になって異議を唱えたた

めに，合意形成が崩れ去ったのが理由とされている．

しかし，制度化への模索は続く．

昭和 63年には，日耳鼻，リハ医学会が医療従事者と

しての質の保証という社会的責任を果たすために学会

認定を行うことにし，「医療言語聴覚療法担当者講習

会」を厚生省後援のもとで始めた. 8月には先の両医

学会が医療 ST資格の早期制定を厚生大臣に要望した

が，本学会にも賛同する学術団体として加わるように

要請された．そこで時の斉藤成司会長の指示で運営委

員会，当言語障害関係委員会が慎重に討議し，参加す

ることに決まった．当学会は，昭和 56年より一貫して

ST資格の早期制定を方針としてきたことが最大の理

由であった.12月24日，これまでの日耳鼻，リハ医学

会による推進活動が一挙に拡大した．すなわち， 25の

関連医学・歯学で構成する「医療言語聴覚士資格制度

推進協議会」（以下，推進協とする）が結成された．本

学会もこの推進協の構成団体の一員となった．以後，

ST資格制度の推進運動は推進協が主導し数々の活動

を精力的に行ったが，その内容は平成 4年に刊行され

た小冊子「医療言語聴覚士資格制度推進活動報告」に

詳しく記載されている．主なものをあげてみる．

平成元年 1月，厚生大臣および関係国会議員への陳

情.4月，「言語聴覚療法担当者認定講習会」を推進協

主催とする．9月，厚生大臣に「医療言語聴覚士」の

国家資格制定を要望．これに対して一部会員から抗議

声明が出されたが，手続きに問題がなく不問とされた．

平成 2年．推進協は，専門教育の質的向上を目的と

して医療 ST養成校の認定制度の検討を始める．日本

言語療法士協会の推進協加盟が決まる（ST協会は加

盟を辞退）．資格問題とは無関係であるが， 8月には

IALPおよびASHAから DIRECTORYOF EDUCA-

TION PROGRAM作成のための情報提供依頼があ

り，学会として正式に回答を行う．平成3年にも IALP

から再度，依頼を受け，同様に回答する．

平成3年1月，「医療言語聴覚士養成施設認定制度」

発足．「医療言語聴覚士」の国家資格の必要性について

の，医療機関および診療科などの約 400人の責任者に

対するアンケート調査の実施と分析結果の公表．

平成4年には，現任の医療 STに対する意向調査も

実施．

平成5年には重大な動きが幾つかあった．まず， 1 

月には医療言語聴覚士の望ましい教育内容を確立する

ことと，推進協と協力して国家資格制度の早期実現を

図ることを目的として，11の養成校からなる「医療言
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語聴覚士養成校連絡会議」が結成された．署名・陳情

運動，公開討論会など活発に活動している． 二つ目は

ST業務範囲に関してである．かねてより日本臨床衛

生検査技師会が，聴力検査と平衡機能検査を検査技師

の業務に加えたいと厚生省および日耳鼻に要望してき

たが，平衝機能についてのみそうなった．聴力検査は，

STや補聴器士業務との調整が必要とのことで決定は

先送りになった.STの本来的な固有業務であると考

えられてきた聴力検査も，必ずしもそうではない時代

である事を認識せざるを得なくなった．もう一つは，

8月の IALPで鴨下障害を ST業務とすることが正式

に決定されたことである．この業務拡大の国際的な流

れを，わが国の STもしっかり確保せねばならないと

考えられたことであった．また，推進協は再び，国会

上程の準備として，医療言語聴覚士資格法の基本的な

考え方と業務内容案を作成し構成団体との調整を図っ

ている．なお，推進協の発表によると，平成5年度ま

での 6年間の医療言語聴覚療法担当者認定試験の合格

者の総数は 1141名である．講習会受講の合格者は 655

名，認定校卒業者のそれは 486名である．

4. おわりに

20年以上に及ぶ記録をひもといていると，数々の

人々の意見，熱気，希望，落胆，憎しみさえも生々し

く蘇る．試行錯誤，生みの苦しみと表現するには，あ

まりにも膨大なエネルギーが費やされてきた．こんな

にも報われない歴史を書く必要があるのかとさえ思っ

た．あれほど良心的であられた切替一郎先生は精魂を

傾けられたが，遂に報われることがなかった．誰もが，

患者，障害者はもとより， ST自身も医療関係者も，行

政関係者も，すべてが報われていない．しかし，誰か

が悪いのではなく，そのような巡り合わせに違いない．

建設的であることは今からでも遅くはないのでは，と

思う．この世界の人々がもっとオープンに，互いに少

しばかり寛容で，また，将来についてやや楽観的で，

世のため人のためで一致しさえすれば，凄い社会的，

学問的地位を築けるのにと思う．そうすれば，今まで

の過去が単なる浪費でなく，味わい深い思い出となる

に違いない．

幸いにして，まだ順風が吹いている．現在， 4年制

大学も含めて 12校に上る養成校がある.STになりた

い人が実に多いのである．来春には国際医療福祉大学，

広島県立保健福祉短期大学（仮称）も開校する．今や

ST養成は大学教育が中心の趨勢になりつつあり，関

係者の年来の最大の希望が着々と実現しつつある．医

学 ・歯学の団体はこぞって資格制度の成立を祝意を持
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をとっている聴覚・音声・言語障害領域の発展を取り

返す意味でも， STとして安定して活躍できる土台で

ある身分・資格制度の整備を急がねばならない．
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って待っている．国会で幾たび資格制度成立が求めら

れ，行政が早期の確立をどれほど望んでいることか．

患者，障害者も期待している，等々．

この風に乗って，リハビリテーションの中では後れ

成美新東京大学医学部．庶務・渉外関係

1991年には国際音声言語医学会会長の AndreMuller 

氏，翌年には第 16回，第 22回の国際音声言語医学会

の会長を務めた ErnstLoeb巴11氏が名誉会員に推挙さ

れている．

会員数は着実に増加を続け現在は正会員 1567名，購

読会員 227名，賛助会員 16社，名誉会員 3名となって

いる. 1980年以降の会員数の推移を図に示す．

会員数の推移

年度

1980 
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1985 
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名誉会員
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表 l

正会員

1 021 

1,024 
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1,180 

1,170 

1,261 

1,225 

1,332 

1,355 

1,427 

1,442 

1 450 

1,471 

1,563 

1,567 

他の項で詳細に述べられているように日本音声言語

医学会は，故堀田琴次先生の発案で昭和 31年に設立さ

れた．以来毎年 1回の総会および学術講演会が行われ

ているのはご存じの通りである．

昭和 37年の第7回総会時には，会員数は 200名を越

えた．これを機に国際音声言語医学会（International

Association of Logopedics and Phoniatrics, I. A. L. 

P.）に加入した．加入後， IALP総会・学術講演会の

日本開催の機運が高まり， 1977年の第 17回国際音声

言語医学会（コペンハーゲン）から実際に誘致を始め

た．第四回エジンパラ大会において，第 20回国際音

声言語医学会を 1986年東京で開催することが決定さ

れた．以後の経緯は他項にゆずる．

1984年（昭和 59年）日本学術会議会員選出制度が改

正され学術団体単位で会員選出の推薦人を出す，つま

り間接選挙の形態をとることとなった．その改正に伴

い，既存の学術団体を日本学術会議が正式の団体とし

て認める基準が示された．本学会も当然すべての点で

日本学術会議の要求を満足しており，以後，日本学術

会議会員選出に関与出来る正式な団体（推薦人指名団

体）と認められ現在に至っている．

1984年（昭和 59年）日本音声言語医学会の会則の変

更が行われ名誉会員をおくこととなった．新会則の発

効後， 1986年（昭和 61年） 10月の運営委員会におい

て切替一郎，広戸幾一郎両先生が推挙された．以後
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III.関連する社会的活動（ST問題など）
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ST問題に関するこれまでの経過

言語によるコミュニケーション機能に障害を持つ

人々の治療，指導，相談を行う専門職を通常 ST（聴能

言語土，言語治療士等）と呼んでいるが，このような

STの必要性はわが国においても急激に高まっている

にもかかわらず，これら専門家の養成のための教育お

よびその身分制度に関しては，まだ確立されていない

のが現状である，このため医療の場におけるこれら

STは極度に不足しており，障害者の多くが適切な治

療を受けることが困難であるのが現状である．

言語そのものの仕組みは極めて複雑であり，高次神

経系に依存しているため，その発達，障害の発生機序

についても未だ未解決な面が少なくない．

したがってこれらの分野に携わる者は科学的に高度

な専門的知識と技術を統合した新しい学問を打ち立て

て行く必要もある．またこのような学問的基礎に乗っ

取って行われる言語治療は独立した専門分野であるべ

きであり，医師，心理，教育，福祉それぞれの専門家

と問題を十分に討議出来る知識，能力を備えることが

要求される．このことがこれまでSTの教育には大学

院（修士，博士）を持つ 4年制大学で行われるべきで

あると主張されてきたところである．

日本音声言語医学会にとって ST問題は避けて通れ

ない問題である．学会設立当時は言語治療に携わる者

の多くが，真剣に勉強を始めていたところであり，こ

の問題に関心を持つ医師も，多くは米国に留学し，そ

の成果を我が国の聴覚，言語障害者の治療に役立てる

べくその中心となって努力始めたところであった．し

かし我が国の医療事情は欧米のそれと異なり，新しい

STと言う職種の確立には，なお多くの困難を避ける

ことは出来なかった．

昭和 38年， WHOの短期顧問 Palmers氏が来日し，

日本における，ろうあ者および聴覚，音声，言語障害

者の厚生指導に関する報告を行い，言語および聴覚障

害分野における指導者の養成は ASHAの規定に準ず

るべきであると勧告したが，米国留学を終え帰国した

者の多くの意見もまた米国の ASHAと同様なものを

作るべきであろうと意見が一致していた．

国はこれらの問題に対して無関心ではなく，昭和38

年3月に聞かれた医療制度調査会は厚生大臣に対し，

国立東京第二病院 岡 本 健

医療制度全般についての改善の基本方策に関する問題

として，「リハビリテーションに従事する専門職種とし

て，機能療法士，物理療法士または理学療法士（PT),

職能訓練士または職能療法土（OT），言語療法士（ST),

聴覚訓練士（AT），弱視訓練士（ORT）等があるが，

これらの者については，教育，業務内容の確立等その

制度化を早急にはかる必要がある（原文のまま）」と答

申した．これにより，それぞれの分野ごとに委員会が

設けられ，検討が進み，理学療法士，作業療法士につ

いては，第 48回通常国会において成立をみるに至り，

医学的リハビリテーションの最初の専門職種として，

その制度化をみるに至った．

昭和 40年 2月， Speech th巴rapist, Audiologist, 

Orthoptist，の身分制度の検討を目的として，言語療法

士，弱視訓練士等身分制度研究会が設立され，会合が

持たれたが，第 l回の会合以降は， Orthoptist部会と

Speech therapist, Audiologist部会に分かれてそれぞ

れ検討することとなった．

当時 ST.AT部会は，座長切替一郎，委員として，

内須川，鍛原，大和田，岡本（途），角田，神山，河村，

津島，堀口（申），天城（文部省大学学術局長）により

構成されていた．

厚生省においては，当時高卒3年の各種学校による

養成が考えられていた．

言語治療を担当する者の必要性は，社会的にもまた

特に医療側にとってその要望が高まっていたが，障害

者の数に対して，治療を担当する者の数は極めて不足

していた．しかし具体的には国公立の医療施設では，

身分制度がはっきりしないため人員要求がしにくいこ

と，言語治療に対する保険点数の導入が困難なこと，

言語治療にあたる者のレベルが一様でないこと等，早

急にその解決が迫られていた．また我が国の縦割り社

会では，大学は文部省の管轄であり，厚生省では，短

大，大学の設立は困難であること等，また医療施設内

で言語治療が行われれば，それは医療行為となること

等が問題となった．

一方，言語障害の問題は教育関係で早くから取り上

げられてきており，特殊教育の分野でこうした児童の

教育，治療を担当する教員の養成が始められていた．
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言語障害児教育教員養成課程（修業年限4年）が設

置され，すでに教育関係ではこうした制度化が進んで

いた．

これまで言語障害に関しては，教育，医療，福祉の

3つの分野に分かれ扱われてきたが，教育に関しては

文部省が，医療，福祉に関しては厚生省が所轄官庁で

あった．

教育分野では，昭和 28年に市川市立真間小学校に言

語障害児および読書不振児のための通級式治療教室が

開設されたことに始まる．

その後，言語障害児教育教員養成課程，臨時養成課

程，特殊教育特別専攻科を持つ大学が出来た．また全

国に難聴学級，言語治療教室が設置された．しかし，

これらの教員は正規の資格を持たない事，一般教諭の

資格さえあれば，誰でも難聴，言語障害学級の担当に

なれるため専門性が確立しているとは言いがたい．ま

た医療，福祉分野では，資格制度は出来ていない．

これらの問題につき，日本耳鼻咽喉科学会，日本オ

ージオロジー学会はどのように対応してきたであろう

か

昭和 40年 5月：第 1回オージオロジー学会主催

聴力検査講習会開催。

聴力検査が耳鼻咽喉科臨床における基本的検査であ

るので，医師以外で実際に検査に当たる者に対して講

習会を開き，そのレベルアップをはかることになった．

昭和 44年 12月： ST,AT部会は「STおよび AT

の制度化に関する意見書」を厚生大臣に提出．

昭和 45年 5月：衛生検査技師法の一部改正に関す

る法律が国会に提出され成立．視能訓練士の身分制度

が確立，同時に国立小児病院に視能訓練学院発足．

昭和 46年 4月：国立聴力言語障害センターに付属

聴能言語専門職員養成所発足（ 4年制大学卒業者に対

する 1年間の教育コース）．

昭和 46年 10月：日本平衡神経科学会主催第 I回平

衡機能技術者講習会開催．

耳鼻咽喉科臨床において聴力検査と同様重要な検査

法としての平衡機能検査についても先にオージオロジ

ー学会が実施したように講習会を聞きそのレベルアッ

プを計った．

昭和 47年 7月：日本音声言語医学会 ST問題検討

委員会発足．

言語治療土（仮称）の身分制度に関する要望書「ST

を独立した専門職とし，大学院に連なる 4年制大学に

おいて教育されるべきであるjを厚生省に提出．

昭和 49年 7月：聴覚言語懇話会（後に日本聴能言語

士協会に発展）発足．
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昭和 49年 7月：日本耳鼻咽喉科学会聴平衡機能訓

練士対策特別委員会発足．

昭和 49年 10月：厚生省に「聴平衡機能訓練土の身

分制度に関する要望書」提出．

昭和 50年 11月：日本聴能言語土協会設立（会長

笹沼澄子）：「聴能言語の臨床，研究に従事するものが，

互いに交流，研鏡し，資質を高め，聴覚言語障害学を

推進し，地位の向上をはかり，もって聴覚言語障害の

福祉に寄与しようとするもの」として全国的組織とし

て発足した．

聴能言語士（仮称）の資格について次のような要望

をffっている．

1) 4年制大学における養成を基盤とする資格制

度を確立する．

2）医療機関で診療業務に携わる者の資格は厚生

省健康政策局を窓口として決められるので，健

康政策局を窓口とした法令と考える．

3）資格制度案としては「免許の性格は名称独占

とする」．

昭和 53年， 54年度：日耳鼻ST問題検討委員会

設立．担当理事：斉藤英雄，広戸幾一郎，同本途也，

委員長：津島政行，委員： 平野実，柴田貞雄，田中美

郷，鳥山稔

昭和 54年9月：厚生省医務局医事課見解．

内閣委員会における「厚生省設置法の一部を改正す

る法律案jの審議に関連して，医務局長が聴能言語士

の資格制度について発言．

1）公式的な見解はまだ出ていない．

2）厚生省としては実現に向けて努力する．

3）その際，当事者の意見を十分に聞く．

というものであった．

昭和 55年， 56年度：日耳鼻聴平衡機能検査土検討

委員会が理事長直属で開かれる．委員長：岡本健，委

員：猪忠彦，佐藤恒正，津島政行，曽田豊二，二木隆，

松永享，三好佑

昭和 55年 12月：日本耳鼻咽喉科学会，日本リハビ

リテーション医学会，日本音声言語医学会，日本聴能

言語土協会，共同で厚生大臣に宛て，「言語療法士（ST)

いずれも仮称の資格制度制定の内容に関するお願いの

件Jが提出された．

この中での資格制度の内容は次のようなものであ

る．

1 ）医師の指示のもとに言語療法を行うものとす

る．

2）言語療法士（仮称）の養成制度は，日本学術

会議の勧告の趣旨をふまえて検討されるべきで
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ある．

3）現任者には適切な処置を講ずる．

ここで言われている学術会議の勧告の趣旨は次のご

とくである：

言語療法士の教育を国家施策として取り上げ，その

制度化を実現すること，特に国立，公立の 4年制大学

において大学院課程と連なる形で実現することは，ま

ことに急務であるといわねばならない．なお，現在の

言語治療士のはなはだしい不足を早急に充足するため

には，暫定的に 3年制短期大学の発足，聴能訓練士の

養成等も考慮されるべきであろうが，ここでは現行の

認定コースの存続と，そのための養成機関の数的拡充

の必要性を指摘するにとどめる。

というものであった．

昭和 56年3月： 言語療法士（仮称）身分制度検討会

の設置．

厚生省はこれまでの要望に答えて検討会を設置し

た．座長 ：切替一郎， 委員：津島政行，笹沼澄子，柴

田貞雄，芳賀敏彦，広戸幾一郎，川村恒明，斉藤治美．

検討会は 2回聞かれたが，その問，日本聴能言語士協

会の態度急変により，同協会の賛同が得られるまで検

討会は中断されることになった．

昭和 56年4月：日本聴能言語士協会笹沼会長辞任

退会．

聴能言語士資格制度実現のための運動方針が臨時総

会において否決されたことによる．

「4年制大学における専門教育の終了を受験資格と

する厚生省管轄の国家試験による免許」とのこれまで

の主張に対し，厚生省側では聴能言語士の資格制度に

ついて，既存のリハビリテーション職種である，理学

療法土，作業療法士と同様のものを考えており，養成

課程も高卒後3年間の専門教育をペースとしたものを

考えていることが明らかになったからである．

厚生省側の考え方としては，医療行為上，他の職種

とのバランスから，また医療法上の問題を考慮、したも

のであり，その壁は極めて厚いものであった．

協会としては，この資格制度についてのこれまでの

運動は，あくまでも障害者のニーズに答えるものであ

るべきであり，従来主張してきた方針に固執すること

は，かえって資格制度をふまえた医療サービスの実現

を待つ多くの障害者に対して必ずしも適切な処置では

ないとの見解から修正案 （高卒＋ 3年の枠のなかで4

年制への展望が聞ける“医療短大”但し厚生省では養

成校を作らない，文部省による医療短大という形でい

く）を提案していたが，4月5日に聞かれた第 2回臨

時総会においてこの修正案は否決された．

音声言語医学

4年制に固執せず，医療短大でと考えた理由は以下

の通りである．

1）資格制度が制定されれば，STの専門性が確立

され一定の教育水準が保証されること．

2）医療現場で無資格のまま続けることが将来ま

すます困難となること．

3）厚生省，文部省，関連学会，医師会の足並み

が揃った好機であること．

4）当面非現実的な 4年制に固執することによる

ディメリットが余りにも大きいこと．

すなわち，資格制度の制定が延びるに従って，好ま

しくない形での養成校の出現，乱立を招くこと，他職

種による領域の侵害が生じることである．

昭和 56年5月：日本聴能言語士協会会長に飯高京

子就任，これまでの方針に沿って運動を継続すること

になる．

同時に「病院言語治療土連絡会」が結成される．

昭和 57年2月：「資格制度を創る会j発足．日本言

語療法士協会の母体となる．

昭和 58年 1月：日耳鼻ST身分制度担当理事平野

実，委員長津島政行は日本聴能言語士協会飯高会長を

含む執行部3名を招き，説得に当たったが，同年 11月

「同協会の態度を変えることはできない」との回答が

あった．

このため日耳鼻は ST身分制度委員会を廃止した．

現実の問題として，言語治療に関しては，医師，看護

婦に対しての教育に力を入れる事とする，将来身分制

度制定の可能性が生ずれば前向きに対応するとした．

昭和 59年， 60年度：日耳鼻聴平衡言語委員会では，

これらの問題を一本化して取り扱う事となった．

昭和 60年 10月：日本言語療法士協会が言語治療を

行なう医療従事者の資格制度早期確立を当面の目的と

して設立された（会長鈴木重忠）．

昭和 61年， 62年度：日耳鼻聴平衡言語委員会で問

題解決にあたることになった．担当理事 ：曽田豊二，

委員長：山下公一，委員 ：岡本健，加藤功，古賀慶次

郎，佐藤恒正，柴田貞雄．

昭和 63年8月 ：「言語聴覚療法担当者認定講習会」

日本耳鼻咽喉科学会，日本リハビリテーション医学会

主催厚生省講演で開催．

受講資格は医師，歯科医師の指示のもとに言語聴覚

療法業務を通算5年以上経験した現任者で，かつ施設

長の推薦するものとする．

昭和 63年 12月：医療言語聴覚士資格制度推進協議

会（代表津山直一）発足．

「言語聴覚療法担当者認定講習会jを受講し認定試
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験に合格したものに認定書を授与し，認定登録する． 日本小児科学会，日本神経学会，日本整形外科学会，

平成5年7月現在：医療言語聴覚士資格制度推進協 日本精神神経学会，日本内科学会，日本脳神経外科学

議会参加団体は次の 26学会及び同体となり，厚生省に 会，日本リハビリテーション医学会，日本老年医学会，

対し資格制度についてなお強く要望している． 日本歯科医師会，日本歯科医学会，日本口腔外科学会，

日本音声言語医学会，日本口葦裂学会，日本失語症学

医療言語聴覚土資格制度推進協議会参加学会および 会，日本小児神経学会，日本神経心理学会，日本聴覚

団体名： 医学会，日本頭頚部腫疹学会，日本脳卒中学会，日本

日本医師会，日本医学会，日本気管食道科学会，日本 言語療法士協会

形成外科学会，日本口腔科学会，日本耳鼻咽喉科学会，





N.圏内の関連各研究施設
N 
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東京大学医学部附属音声言語医学研究施設について

この研究施設は，昭和 40年当時の耳鼻咽喉科学教室

教授切替一郎先生のご尽力で設立された．当初の構想

は， 1 ）音戸言語科学部門（音声言語に関する物理的，

言語学的な研究を主として行う）， 2）音声言語生理部

門（発声，発話機構の研究部門で，中枢から末梢器官

にいたる生理，解剖あるいは生化学的な研究を行う），

3）音声言語聴覚心理部門（音声言語の受聴機構を研

究する部門），以上の 3部門の医学応用部門としてさら

にSpeechtherapistの教育を含む， 4）音声言語病理

部門の 4部門から構成されるというものであった．こ

れは世界にも類をみない音声言語医学のセンターをつ

くるという構想であったといえる．設立の当初はまず

音声言語科学部門が認められた．施設長として切替一

郎耳鼻咽喉科学教室教授（当時）が兼任され，部門主

任として物理出身の藤村靖教授，助教授は耳鼻咽喉科

学を背景とする津島政行先生，助手として同じく鹿瀬

肇先生，及び物理出身の桐谷滋先生というまさに学際

領域である音声言語医学をカバーするに十分な陣容で

発足した．発足当時は耳鼻咽喉科学教室の片隅に寄寓

していたが昭和 42年2月には新築の医学部 3号館に

独立したスペースを得て本格的に活動を開始した．特

にファイパースコープの喉頭科学及び音声言語学への

導入， X線マイクロビーム装置（X線のビームを計算

機で制御して構音動作を観測する装置）の開発，喉頭

の筋電図観測法の確立など音声言語医学の発展に寄与

する研究が活発に行われた．特にファイパースコープ

の開発とその応用は耳鼻咽喉科学の臨床においても高

く評価されるものである．その成果は毎年刊行される

英文年報（AnnualBulletin）に発表されている．昭和

44年初代施設長切替一郎教授は定年退官され，藤村靖

教授が施設長となった．この頃米国ハスキンス研究所

との共同研究が開始された．

昭和 46年4月には音声言語生理部門が文部省によ

って承認され，本研究施設は 2部門構成となった．こ

の新部門は，米国より帰国した津島先生が教授として

担当された．この部門の新設に伴い，研究面での活動

はますます盛んになり，文部省科学研究費，及び NIH

研究費の援助を受けて， X線マイクロビーム装置の実

用化が進み，さらに各種の発音動態観測，解析装置が

整備された．これらの技術は現在内外各国で広く活用

東京大学医学部 新 美 成 二

されている．当時は外国からの客員研究者の参加も多

く，圏外の研究施設，特に米国のベル研究所，ハスキ

ンス研究所との交流も活発となった．

昭和 48年7月，米国べ／レ研究所に Linguistic and 

Sp巴echAnalysis Departmentが設立されるにあたっ

て藤村靖教授がその主任として招請され，東京大学医

学部を退官された．後任施設長は津島政行教授となり，

音声言語科学部門は工学部藤崎博也教授を併任とし

Tこ．

昭和 54年 1月，電電公社武蔵野通信研究所（当時）

から音声言語科学部門の専任教授として，斉藤収三博

士を迎えた．これにより，音声信号処理，音声の分析

合成をはじめとする音声科学研究が一段と盛んになっ

た．

昭和 58年に懸案であった音声言語病理部門の新設

が文部省によって認められ，この新部門には廃瀬肇助

教授（当時）が教授に昇任した．昭和 59年3月斉藤収

三教授が定年退官され，後任として，桐谷滋助教授（当

時）が教授に昇任した．この異動に付随して，新美成

二（北里大講師）が音声言語生理部門助教授，今泉敏

博士（近畿大助手）が音声言語科学部門助教授に迎え

られた．この新たな 3部門構成の発足に伴い研究分野

も広がり，声帯の高速度撮影システムの開発や，超音

波による舌運動の解析などが， X線マイクロビーム装

置の研究とともに進められた．昭和 61年 8月に第 20

回国際音戸言語医学会が東京で開催されるのに伴い，

事務局長の任に就かれた津島政行教授から，鹿瀬肇教

授に施設長の責務が渡された．昭和田年3月，津島政

行教授が定年退官となり，新美成二助教授が音声言語

生理部門教授に昇任となった．平成5年3月，鹿瀬肇

教授が定年退官となるとともに，音声言語病理部門は

初期の目的を達したとして発展的に改組され，代わっ

て音声言語神経科学部門が文部省より承認された．こ

の新部門には，東京都神経研究所から杉下守弘博士が

教授として着任され，高位中枢における言語の認知な

どについての新分野を開拓している．

現在，音声言語医学研究施設は，東大本郷キャンパ

スの医学部 3号館6階と 7階にあ仏教官 9名技官 2

名大学院生9名，ほかに多数の客員研究生や研究生を

構成員として活気ある研究体制をとっている．また創
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設以来，学内学外の多くの施設との交流が行われ，特 との交流，協力の実をあげている．本研究施設は，固

に東京大学耳鼻咽喉科学教室とは人的な交流のみなら 内はもちろん諸外国との共同研究も盛んで，特に米国

ず音声言語障害の診療など緊密な協力態勢にある．学 のハスキンス研究所とは研究員の派遣という形で本施

内では，このほか，工学部との協力が密であり，さら 設創立当初より協力体制をとって多くの研究成果をあ

に大型計算機センター，教養学部教養学科，文学部言 げている．

語学科と教育，研究の二つの面から緊密な関係にある． 近年，音声言語医学に対する社会的な関心が高まつ

また国内では，電気通信大，早稲田大，工学院大をは ており音声言語医学研究施設の役割もさらに大きくな

じめ， NTT電気通信研，国立身体障害者リハビリテー るものと思われる．

ションセンター，東京都老人総合研，国立国語研等々
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国立身体障害者リハビリテーショ ンセンター

国立身体障害者リハビリテーションセンター 柴 田貞雄

1 .はじめに

本 40年史の編纂の意図は，わが国における聴覚・音

声 ・言語障害分野の発展を主導した日本音声言語医学

会の歴史の側面に光を当てることであるが，医学会と

これから述べる国立身体障害者リハビリテーションセ

ンターとその前身の国立聴力言語障害センタ←は、生

みの親を同じくする兄弟のような関係で生長の歴史を

共有して来た．そして音声言語医学会会員にとっては

現在の国立身体障害者リハビリテーションセンター

（以後，国立リハとする）よりも旧国立聴力言語障害

センター（以後、聴言センターとする）の創設期以来

の発展史にウエイトをおいて述べた方がより有意義と

思われる．古びゆく記憶と記録を過ぎ行く時間の堆積

の中に埋没させないためには，より古いものを掘り起

こしておいた方がよいのと，創生期には常にと言って

良いほど見られる理想、の熱気を是非とも語り継いでお

きたいためである．聴言センター 21年，国立リハ 15年

の36年に及ぶ歩みを概観し，本学会員の活動の足跡も

辿ってみたい．

2.国立聴力言語障害センター

-21年の歩み一

(1) センターの誕生

昭和 33年3月1日に国立ろうあ者更生指導所とし

て施設が発足し， 4月1日より事業が開始された．事

業の内容は，身体障害者福祉法に定められた「ろうあ

者更生施設」として，（1）聴覚障害者及び音声，言語機

能に障害を有するものを収容し（入所），その更生に必

要な治療及び訓練を行い速やかな社会復帰を図る，（2)

外来者に対して，身体障害者福祉法の適用，年齢，原

因，居住地域の如何を問わず，聴覚，音声，言語の機

能に障害を有する全ての人々に必要な相談，検査診断，

治療及び訓練を行いその障害の軽減を図る，の二つを

目的とした．すなわち入所者の更生指導（入院 ・手術

を含む）のみならず，一般外来も行う聴覚，音声，言

語障害の医療・福祉の総合的リハビリテーション施設

として最初から性格を鮮明にした．なお，昭和 39年4

月1日より国立聴力言語障害センターと改称された．

発足当時の組織図を見ると，入所者を扱う指導課（福

祉）と聴能課（医学的検査，診断，治療，訓練），言語

課（音声，言語障害の診断，治療，訓練）のサービス

部門に分けられている．聴能課には，研究検査係も設

けられており，臨床のみならず研究への意図が明確に

示されている．

今日でもなお斬新な構想、を実現された 4人の創始者

とも言うべき先達，すなわち，初代所長の安田巌氏，

音声言語医学会を創設されたこ代目所長の堀田琴次先

生，身体障害者福祉審議会委員の，東京医科歯科大学

耳鼻咽喉科堀口申作教授（ 4代目所長），東京大学耳鼻

咽II侯科切替一郎教授らの並々ならぬ聴覚，音声，言語

に関する見識と，このセンターを日本のメッカにしよ

うとする意気込みは大変なものであったと伝えられて

いる．かくして，大いなる夢と希望に燃えてこのセン

ターは船出をし，わが国における聴覚・音声・言語の

臨床，研究， 教育を先駆けとして担うのである．

そしてこのセンターは，聴覚，音声，言語に関する

学術の発展を目指す学会と密に連携する実践の場と位

置づけられたと思われる．実質的な初代所長である瀕

回先生は，オージオロジー学会（昭和 30年設立）と，

国立聴力言語障害センター正面玄関
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音声言語医学会（31年）の共に初代会長を務められ，

切替，堀口先生はその門下としてそれらを継がれたこ

とからも、この両学会と世界にも希と言われた難聴と

言語のセンターの関連の深さが推し量れよう．

(2）設立後の 10年（昭和 33年一43年）一一草創期

の活動ーー

まず入所者の更生指導を見ると，約700名に対して

社会的，心理学的，職能的及び医学的サービスが行わ

れたが，ここでは関係の深い医学的治療について述べ

る．聴覚障害に対しては，耳鼻咽喉科学的検査，聴覚

学的な純音及び各種の語音検査が実施された．失聴の

原因を見ると，中耳炎，先天性難聴，家族性難聴が多

く，更生医療として聴力回復手術，根治手術が 132耳

に及んだという．昭和 37年以降，聴力回復手術が一般

に普及したこともあって手術件数が減少したので，感

音障害に対する補聴器特性測定と装用指導，それらの

研究に重点が移った．読話訓練，聴能訓練，言語保存

訓練，発語訓練も併せて実施されていた．

このように聴覚障筈に対して最も斬新な検査，治療，

指導が行われていたようであるが，なんと言っても堀

口申作教授の指導と協力が大きかった．当時，先生は

医科歯科大学に難聴研究施設を作られ，聴力検査，難

聴病理，聴覚生理部門の三講座を設けられ，日本のオ

ージオロジーをリ ードしておられた．その協力の内容

は設備，備品のみならず，優秀なスタッフの惜しみな

い派遣にも及んだ．指導課の他に聴能課や言語課を配

する着眼は先生のものであり，初代の課長はいずれも

先生の門下の俊才であった．このようにセンターは診

療と研究に主眼をおいて運営され始めた．

一方，外来者に対する相談，検査・診断，処置を見

る七年間約800から 1200人もの人が訪れ活況を呈し

ている．主訴別にみると，聴覚障害が最も多く 40%に

及び，次いでことばの遅れ，発音不明瞭あるいは構音

の誤り，吃音と続く．失語症も増加の傾向を認めてい

る．そして外来者の 50%が学齢前の児童であり，聴覚

言語障害の特質を示している．また地域別に見ると，

約40%が他の府県からであり，聴覚言語障害対策が繋

明期であったことを物語る．診療内容を見るとX線検

査，脳波検査，聴力検査，各種の心理学的検査，言語

検査，さらに，補聴器の測定と装用指導，聴能訓練，

各種の言語訓練及び指導等が先駆的に行われていた．

以上の臨床業務が軌道に乗るにつれて，また，サー

ビスの存在が知れ渡ってくると，各種の施設職員から

の教育的ニーズが高まってきた．そこで，昭和 38年度

から，身体障害者更生相談所，児童相談所，ろうあ者

更生施設，ろうあ児施設，肢体不自由児施設などの職
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員を対象に，聴覚 ・音声 ・言語障害の医学的知識と，

訓練 ・指導技術を習得させるべく研修会が開かれるよ

うになった．これは現在でも続けられている．聴器と

構音器官の解剖 ・生理に始まり音声学，音響学，心理

学，言語 ・聴覚病理，障害各論などが内容である．

講師はわが国における斯界の最高権威とされた先生

方であった．切替一郎，時実利彦東京大学医学部教授，

堀口申作，恩地豊東京医科歯科大学教授，住宏平東京

学芸大学教授，内須川洗，小川仁同助教授，鈴木昌樹

東京大学医学部講師，仲村優一日本社会福祉大学教授

らが外部から招かれ，センターからは楓回琴次所長，

角田忠信，神山五郎課長らが講師を務めた．

ちなみに昭和 43年度には言語治療士の養成施設設

置の予算要求をし，聴能 ・言語専門職員養成所設置調

査会の設置（昭和 43年6月）に結びついた．かくして，

研修のみならず，養成事業の萌芽をセンター設立 10年

自にして見るわけである．“NATIONAL CENTER” 

としての発想と構想といえよう．

研究 ・開発も活発であった．入所生を扱う指導課の

松下淑，小川仁氏らはろう者の心理学的側面，社会教

育学的側面からの研究を精力的に行った．貞広邦彦氏

は手話法の研究に多大の成果を上げ，成人聴覚障害者

の更生指導に先鞭をつけた．

聴覚障害の医療を担当する聴能課では，昭和 35年に

かけて聴覚障害の手術療法と手術法に関する研究が，

また 36年より医療と特殊教育機関の谷間にある感音

難聴，特に小児難聴に重点が絞られていった．補聴器

の適応と装用に関する研究として，装用の実状調査に

始まり両耳補聴器，補聴器と読話の併用効果，長期間

装用による聴器への影響，補聴器の測定 ・評価など包

括的な取り組みが行われた.39年より難聴幼児に対す

るリハビリテーションとして，聴能訓練プログラムの

開発が展開された．特筆すべきは，角田忠信先生が他

覚的聴力検査として Tappingtestの研究を進め，こ

の方法によって大脳半球優位側が他覚的に診断できる

ことを見い出されたことである．これが後に「左脳 ・

右脳」の機能分担という世界の知的興味を揺さぶる大

学説につながった．また，聴覚とその障害の研究も活

発に行われた．これらの研究は，恩地豊，堀口申作，

山下公一，角田忠信，竹生田勝次，森山晴之，山口司，

早川泰子，吉野公喜氏らの精力的な活動に依るもので

ある．聴覚障害対策の臨床基盤はこのセンターが作り，

全国への発信源であったことを今更ながら，感慨をも

って感じるところである．

言語課の研究活動にはいる前に，聴覚障害とは違っ

てわが国では比較的なじみの薄かった言語障害の臨床



538 

部門がどのように出来て，発展しつつあったか若干，

振り返ってみたい

初代課長は田口恒夫氏であり，第 1号 ST(Speech 

Therapist一言語療法士）は船山美奈子氏であったが，

その後，小川口宏，梅林章子， 笹沼澄子，久保美恵子，

中西靖子氏らが加わり，音声言語障害者の医学的，心

理学的，及び教育学的研究が大々的に繰り広げられた．

しかし，最も精力的に進められたのは音声言語障害学

に関する情報，特にこの領域の先進国であるアメリカ

のものを大量に得ることであった．昭和 35年 12月に

WHO顧問として， MartinF. Palmer博士が来日さ

れ，約 1カ月に亙り 当所を始めとして日本各地の聴覚，

言語障害者に対するリハビリテーションの状況を視察

され，聴覚 ・音声・言語障害のリハビリテーションの

推進を求める勧告書を政府関係機関に提出された．こ

のこともあってアメリカ留学が相次いで行われ，この

領域の情報センターの役目を担った．この10年間に，

課長も含めて 6名が留学をし，合計滞在年数は 16年に

及ぶ程であった．主な留学先は Palmer博士が主宰す

るInstituteof Logop巴diesand Phoniatrics Wichita, 

Kansasであった．

昭和 39年には Palmer博士の下で Ph.Dを取得さ

れた神山五郎氏が2代目課長として着任され，新たに

福迫富子，倉根泰子，堤賢，府川昭世，中村成子，物

井寿子，山口陽子，佐藤捷氏，また心理学の山田麗子

氏などが加わり，仕事が一段と発展した．こうしてみ

ると，日本の言語障害に対する概念や実践は強くアメ

リカに影響されて当然であった．特に医学でいう病理

学とは異なる言語病理学speechpathologyの導入は

新鮮で，衝撃的ですらあった．原因は何であれ全ての

communication disorderを対象として，speechther -

apyを行う患者，障害者へのサービスにウエイトをお

くという実用主義的な臨床観と，その学問領域を

SPEECH PATHOLOGY，実践者の THERAPISTを

PATHOLOGISTと称する高学歴者であるとした知

識はその 30年後にも残るほど強烈なインパクトがあ

った．事の功罪は別としてわが国の言語障害の基礎は

アメリカにありの感を強くする．創生期 10年のメンパ

ーが，日本のSTとST界の基礎を作ったと言っても

過言ではなく，現在もリーダーとして活躍している人

が多くその功績は極めて大きい．

さて，研究活動であるが，原著の論文，書籍，学会

や研究会での発表さらに PR記事にしても，言語障害

やその治療法，言語治療士についての解説の多さが目

に付く．これも創生期故の自然の成り行きと思われる．

障害類型毎に見ると，吃音，脳性麻痔，各種の構音障

音声言語医学

？ 読す
創設時の施設全景（昭和33年4月）

害，失語を扱ったテーマが多い．言語発達遅滞はまだ

本格的には着手されていず，今日のような臨床内容

一言語療法としての方法論ーーは模索中のようであっ

た．音声関係の研究や，言語障害に対する医学的治療，

すなわち手術や薬物の研究も見あたらず，専ら STの

行う言語療法に関心や努力が集中されていたようであ

る．このことは本邦のこの領域の発展に或る方向性を

与えたといえよう．

当時，センター外部から研究や臨床に参加された主

な先生方を列挙すると，戸塚元吉，松坂宗太郎，内須

川洗，竹田契ー，津島政行，蔵内祥博，須貝六実，福

井国彦，福迫陽子，長沢泰子，上田敏，鈴木淑子，藤

村靖，佃一郎，柴田貞雄，伊藤元信，古賀梅千代，相

楽多恵子，佐野洋子，岩田玲子氏らがある．

(3) 次の 10年（S44ー54年）一-STの養成・供給

最初の 10年の活動の成果が一般に認識され，また，

40年頃からリハビリテーションのコンセプトが急速

に広まり始めたことも相まって，聴覚 ・言語障害対策

に対する世の関心が高まり，聴能訓練士，言語治療土

の養成・供給が重要課題になってきた．したがって，

次の 10年は臨床，研究に新たに聴能・言語療法士の養

成・教育が加わり，総合的な役割lを果たした時期と意

義づけられよう．詳細に入る前に人事を見る．

まず，44年4月には設立以来活躍された楓田所長が

退官され，後藤修二先生が就任された．先生は 47年1

月まで在任されたが，その間三つのことを実行された．

すなわち，臨床のウエイトを成人にも拡大し医療から

職業訓練までの一貫したリハビリテーションを確立す

ること，専門職員の養成を始めること，研究活動の促

進とその成果の公表による寄与の三点である．養成に

関しては第1回生を入学させて，授業も受け持たれた．

研究発表機関誌として 45年度に紀要の第 1号が刊行

され，注目を集めた．後藤先生の後は堀口申作先生が

着任され，現在の国立リハに統合され発展的解消をす

るまで指揮を執られた．
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堀口先生は聴能言語部門のあり方として，身障法対 45年 5月には，数々の業績を残された角田先生が医

象の 18歳以上の規定を幼少児にも広げ先天的障害の 科歯科大学教授に栄転された．代わって田中美郷先生

多い聴覚言語障害の特徴に配慮して運営するよう指導 が来られ， 48年 3月まで在任された．聴能課長はその

され，新センターへの移行に際しでもこのことを主張 後柴田が一時，併任していたが，昭和 53年になって真

して下さった．これは外部から見れば至極当然のこと 鍋敏毅先生が就任され今日の国立リハの聴能部門の基

であるが，内部ではサービス対象の幼児・成人の区分 礎を築かれた．

けが議論になることが多く，その意味で心強い援護射 この間のスタッフとして聴能課では，宮地公枝，進

撃であった．また， STの養成事業にも大変熱心に取り 藤美津子，木場興次，立石恒雄君らが，また，言語関

組まれたが，そもそもこの計画は，先生が設立の頃か 係では小島恵美，井野朝二（心理学），加藤育子，藤田

ら構想しておられた由である．養成事業は軌道に乗り 郁代君らが訓練土として加わった．

関係者の注目を集め，年年，受験者が増加の一途を辿 さて，専門職の養成と供給はセンターの設立目的・

り始めた．日本テレビ「愛の小鳩」の福祉事業として， 使命であるが，専門職員養成所開設の気運の急速な高

全国各地で聴覚・言語障害児早期発見・療育相談会を まりを受けて，学識経験者や行政関係者を中心とする

開催して歩いたが，先生を団長に押し立てたキャンペ 聴能言語専門職員養成所設置調査会が， 43年 6月に設

ーンの日々は忘れ難い楽しい思い出である． 置され，本邦初の ST（言語療法士）・AT（聴能訓練士）

時代が遡るが， 43年 8月には言語障害対策のあらゆ 養成を目指すことになった．そして 44年 10月に「聴

る面 臨床，研究，教育の人材育成を中心とした体 覚言語治療専門職員養成所設置運営に関する調査報告

制づくりのみならず，行政・立法府への働きかけなど 書」が提出された．主な審議事項を列挙すると，（1）養

スケーlレの大きな仕事で多大の貢献を果たされた神山 成は国の責務であり，本邦に現存しないから早期に設

先生が去られ，代わりに柴田が後を襲った． 置すべきである，（2）養成すべき専門職員はリハビリテ

表調査会委員名薄（順不同）

区 分 氏 名 備 考

し学識経験者関係 切 替 一 郎 三楽病院長前東京大学医学部教授

｝｝ 堀口申作 東京医科歯科大学医学部教授

II 恩地 豊 東京医科歯科大学医学部附属難聴研究施設教授

II 内須川 洗 東京学芸大学教育学部助教授

II 今 井 秀 雄 東京教育大学講師

II 林 義雄 音声言語医学会会長

II 藤 村 立青 東京大学医学部音声言語医学研究施設教授

II 沢 島 政 行 東京大学医学部音声言語医学研究施設助教授

II 戸 塚 元 吉 東京大学医学部助教授

II 田 口 恒 夫 お茶の水女子大学家政学部助教授

／／ 平 井 昌 夫 東京学芸大学教育学部教授

II 角田忠信 国立聴力言語障害センター聴能課長

II 柴 田 貞 雄 II 言語課長

2.病院施設関係 横山 巌 七沢病院長

II 小 池 文 英 整肢療護園長

II 岡本途也 関東労災病院耳鼻科部長

II 笹 沼 澄 子 言語病理学（博士）

II 船山フキ子 オージオロジスト（修士）

3.親 の バZ与コて 岡 橋 滋 夫 難聴児・言語障害児を守る親の会代表

4.行 政 関 係 寒 川 英 希 文部省初等中等特殊教育課長

II 鈴 木 幸 一 厚生省社会局更生課長

／／ 黒 木 延 厚生省医務局医事課長

II 今 泉 昭 雄 厚生省児童家庭局障害福祉課長

11 後 藤 修 二 国立聴力言語障害センター所長
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ーション施設・病院で検査，評価，判定及び訓練等を

担当する臨床専門技術者と規定し，（3）その身分は，厚

生省医務局医事課所管の身分制度研究会の審議に基づ

く法制化を待って運用し，専門職種としての資格は国

家の施行する資格試験により付与する，というもので

あった．また，養成所の入所資格を大学卒業者とし，

教育年限に関しては色々と議論があったが1年間と決

められた．さらに，卒後教育に対する考慮や，養成所

で修得した教科は大学院修士課程の履修単位になるよ

う配慮、が要請された．この当時に既に STは医療従事

者であるという基本的性格が決められていたわけであ

る．

このような卓見を示された調査会のメンバーを見る

と（表参照），聴覚，音声，言語のあらゆる領域の鈴々

たる重鎮が集い，いかに熱心に，夢や理想、，期待を込

めて構想に知恵、を結集されたかが判り感無量である．

これに並行して，我々センターの職員は，カリキュ

ラム作りに没頭した．理想の ST像を描きながらであ

るので，愉快で熱気に溢れた楽しい創造の日々であっ

た．アメリカから教わったものは多くあったが，実際

に言語療法に当たってみると知識として欠けていた

り，不十分であることがかなりあった．その最たるも

のは聴覚，音声， 言語障害学における医学的基礎の欠

如である．障害を考える起点はあくまでも人体であり，

その上に行動学，言語科学の事象が展開する．この認

識は STのidentityにつながると考えたことであっ

た．

さて，そのような不足分を補うことは勿論であるが，

言語症状を理詰めで解析でき，その上で，最も合理的

で効率のいい Therapyを進めることが出来る人材を

作り出すカリキュラムを，模索・追求すべきであると

考えた．ではそのような知識の範囲と深度はいかなる

ものであり，論理的な思考を構造化するために，これ

らの知識はどのように体系化して与えられるべきか考

えねばならなくなる．アメリカから学んだものを思い

切って modifyし，ほとんど日本製といってもよいも

のにした．聴覚と音声言語の正常と異常を，生物学的

側面（基礎医学と臨床医学），音声言語科学的側面（音

声学，言語学，音響学），行動学的側面（心理学）に分

けてカリキュラ構成の枠組みを作り，必要と思われる

ものは全て包含することにした．結局，基礎，専門総

論，各論の合計35科目， 1545時間の一年制のカリキュ

ラムが出来上がった．このカリキュラムから生まれて

くるのは理想の STであり ，師として仰ぐアメリカの

カリキュラムに質量とも負けないものであると自負し

た. 1年間の修業という制約から逃れられない点が

音声言語医学

多々あるが，このときに考案したものが今もわが国の

ST養成のカリキュラムの基本となっている．

さて，このようにしてわが国の ST養成の先駆けと

して，昭和 46年4月10日， 聴能言語専門職員養成所

の第 l回入学式が執り行われ， 20名の第 I期生を迎え

た．教官組織は専任教官と内外の非常勤講師からなる

が，専任教宮には笹沼澄子，船山美奈子両先生と柴田

がなり，後に吉野公喜，森山晴之，宮地公枝，山下真

司君らが加わった．内部の講師は聴能課と言語課など

のスタッフが当たったが，理想、のカリキュラムの意図

を実現するには外部の先生方のご参加が不可欠であっ

た．幸い関連専門領域で当代一流の学者，研究者，臨

床家で外部講師陣が形成され，各々に積極的に教育に

参加して下さった．当時の外来講師のうち，音声言語

医学会と関係の深い方々は次の如くである．切替一郎，

戸塚元吉，岡本途也，中村賢二，佐藤恒正，高藤次夫，

津島政行，自公坂宗太郎，広瀬肇，小林武夫，神山五郎，

藤村靖，桐谷滋，亀田寿夫，加賀谷良平，恩地豊，角

田忠信，蝦原勇，中田幸代，大和田健次郎，古賀慶次

郎，問中美郷，上田敏，岩田誠，塩永淳子，内須川洗，

鹿取広人，河内十郎， 井上史雄，今井秀雄，中野善達，

金田昭三，福迫陽子，物井寿子，阿部雅子，伊藤元信，

大石敬子らの先生方である．お陰をもって学生たちは

STとして高い評価を得ることができ，またたく聞に

応募者が 10倍を超すようになった．なお，上に挙げた

先生方の多くは，国立リハに移行した後も長期間に亙

るお力添えを頂いている．

この 10年の臨床と研究の展開を概観してみよう．ま

ず診療に関してであるが，入所者に対しては身体障害

者手帳の再申請や補聴器の意見書を発行するなどが主

な業務になりつつある一方で，外来者に対するサービ

スは益々，多様で高質のものが求められるようになっ

た．新来者は 40年代当初は年間 1,000人に上ったが，

50年代にはいると 400人前後に減少した．これは，各

地に言語障害の施設が増加してきたためであるが，そ

の分，診断や訓練の困難な重度障害者や若年者が増加

し，内容的にはより高度な技術やサービスが求められ

るようになった．特に，幼少児の受診が増加したが，

障害児の早期発見・療育に対する認識が高まった時代

でもあった．それにしてもこの当時から既に訓練スタ

ッフの不足が深刻であった．聴覚言語の訓練とは本質

的にマンパワーをより多く必要とするものである事が

痛感された．

また， 50年代にさしかかると医療技術が急速な進歩

を遂げ，それを聴覚言語のリハビリテーションに反映

するとなると，耳鼻咽喉科の充実拡大はもとより，形
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成外科，脳神経外科，内科，口腔外科，麻酔科なども

含めて総合的な医療施設を目指さねばならなくなっ

た．そこで，数年に亙って，聴覚・音声・言語障害の

総合的リハビリテーションセンター構想を練り上げ予

算化を目指した．その構成部門は，生活指導，一般医

学（内科，小児科，歯科を含む），言語，聴能，音響，

精神心理，職能，予防，養成，管理の 10部門からなる．

しかし，後で述べるように東京には聴言センターの他

に肢体不自由，視覚障害の二つのセンターがあったが，

それぞれに同じ悩みや構想を有していたので，統合し

て実現しようとする動きは高まっていた．

障害別に展開を見ょう．難聴幼児の早期発見，検査・

診断法，補聴器の装用と管理，聴能訓練，家庭（親）

指導の技術的体系が出来上がった．言語発達遅滞児に

対して，言語発達に焦点を絞った働きかけの体系一一

基本的行動の形成に始まる言語記号の学習，語染の拡

大，語連鎖，文に至る評価と訓練法の開発の構想、が漸

く固まりつつあった．

吃音では言語症状の質的及び構造的分析に基づく治

療が進められた．治療手段として， DAFや筋電フィー

ドパックの利用等が考えられた．失語症では，言語に

かかわる諸理論（生成文法理論や言語心理学）に触発

されながら，言語行動の再獲得を一つ一つ促す訓練プ

ログラムが作成されつつあった．運動障害性構音障害

には，発声発語の生理学的過程に沿って，運動機能の

回復と構音の再習得のプログラムが確立された.50年

頃になると，喉頭ファイパースコープやダイナミック

パラトグラム等の技術を応用して，発話時の口蓋帆や

舌の運動の視覚的フィードノマックによる運動学習の効

率的な方法がいろいろと開発されてきた．これらは後

で述べる脳性麻療や口蓋裂構音障害，機能的構音障害，

聴覚障害に起因する構音障害などの構音学習に効果を

発揮するものとして利用され始めた．脳性麻療は，主

に肢体不自由者の施設で訓練が行われ，ポパース法を

早期から実施することが強調されたが，言語もそれに

合わせて訓練に参加した．機能的構音障害では，弁別

素性の概念の導入により検査・評価，さらに訓練の効

率的な体系化が出来るようになった．口蓋裂では一次

及び二次的な手術，言語，歯科矯正，美容など必要な

ことを経年的に実施していくチーム医療が確立され

た．心理学部門は，言語行動の発達を構造的により細

かいステップでとらえる検査と評価，言語学習過程の

分析に基づく言語発達と改善を促す訓練法の開発を行

って，増加する一方の言語発達遅滞児の臨床に貢献し

た．

このように見てくると，漸くアメリカに学んだもの
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を基礎にして，独創的な仕事が出来始めたと言える．

すなわち検査にしても，治療・訓練にしてもより体系

的，合理的，具体的なものが生み出されつつあった．

言語療法が最も進歩し，また，この世界の人が一番，

希望に滋れ元気であった時かもしれない．

各地に治療・訓練施設が設置されるようになると，

資料，情報の提供，治療技術の伝達といった役目がま

すます大きくなってくる．したがって，臨床研究が活

発に行われ，研究紀要も発刊されるようになった．ま

た，この頃になると国が支出する研究費も比較的潤沢

になってきた．科学技術庁関係の特別研究，厚生省関

係の厚生科学研究，心身障害研究，文部省の科研費，

通産省工業技術院の医療福祉機器技術研究開発委託制

度による研究費などである．創立以降の 21年間の研究

業績は，論文 248題，学会発表 165題，図書の発刊は

60題となっている．このうち 44年からのものは，論文

211題，学会発表 116題，図書 46題である．

これらの研究に外部から数多くの先生方が参加され

た．音声言語医学会関係では，恩士也豊，山下公一，広

瀬肇，福迫陽子，藤村靖，石野京子，鹿取広人，桐谷

滋，辰巳格， E泰崎博也，田中純子，綿森淑子，佃一郎，

竹田契ー，竹内愛子，鈴木弘二，北JII洋子，加藤正子，

矢口由美， 山田真理，高橋泰子，熊井和子，樋口真理

子，佐竹恒夫，長沢泰子，島田純一，杉下守弘，和田

あさ子，斉藤佐和子，大森和子，堀内正子，金子真一，

八巻葉津，竹下圭子，森川利根子，赤星俊，比企静雄，

永江和久，飯高京子，若葉陽子，今井秀雄，中野善達

の各先生方である．

昭和 40年代は，身体障害者のリハビリテーションの

推進を図る諸方策が示され，わが国の福祉が大きな発

展を遂げる時代であった．それに関連して昭和 41年と

45年に，身体障害者に関する最高の審議機関である，

身体障害者福祉審議会は，国立リハビリテーションセ

ンター設置を厚生大臣に答申した．それを受けて学識

経験者による検討が行われ， 49年，国立リハビリテー
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ションセンター設置に関するマスタープラン研究報告

が提出された．このように着々と，在京の国立三施設

が国立リハとして発展的に統合される計画が進行して

いた．そして， 51年，所沢市にある旧米軍補給基地跡

約 24万平方メートルが建設予定地として決まり， 52

年から建設が始まった．そして， 21年の歩みを続けた

国立聴力言語障害センターが解消され， 54年 7月 1

日，国立身体障害者リハビリテーションセンターに統

合され新しい歴史を刻むことになったのである．

思えば聴言センターは，伝統的に聴覚，音声，言語

とその障害を重要なテーマとしている東京大学耳鼻咽

喉科学教室によって，その精神と臨床，研究，教育の

基盤を与えられたと考える．堀田琴次先生とその門下

である切替一郎，堀口申作両先生とその系譜である．

先生方は聴覚言語障害の“NATIONALCENTER” 

作りの夢と理想、を描かれ，格別に御尽力された．そし

て歴代の職員たちはその実現に向けて，使命感に燃え

ながらセンターの役割や機能について議論をし，努力

を傾けたのである．具体的に述べるなら，まず，質量

ともに誇るサービスを実施して全国の臨床のモデルに

なること，臨床内容を高める諸研究を行う研究機関と

しての業務を併せ持つこと，最後に，臨床と研究の成

果をあまねく広げる教育機関である，という臨床，研

究，教育のいわば三位一体である．職員は自覚十分で，

臨床に，研究に自己研鎖ぶりは大変なものであった．

教育熱心でもあった．これが聴言センターの気風と精

神的基調となり，伝統として今も息づいている．そし

てータ，厚生省の高官を迎えて閉所の式典が，センタ

ーの実績と栄光を讃えその名が永遠に消えることを惜

しみつつ執り行われた．特記しておきたいことは，セ

ンター外部の人々が殊更に聴言センターの解消に疑問

をもたれたことである．コミュニケーション障害を専

一的に扱うという発想が，民度の高さを表すものとし

て世界で考えられ，有識者の聞でも高く評価されてい

たため，その象徴としての国立聴力言語障害センター

の存在と名称は何にも代え難く貴重であったからであ

る．

3.国立身体障害者リハビリテーションセンター

創立から 15年を経ょうとしている国立身体障害者

リハビリテーションセンター（以後国立リハとする）

における聴覚言語関係を簡単に紹介する．

国立リハは肢体不自由者を対象とした国立身体障害

センター（新宿区戸山町），視力障害者を扱う国立視力

障害センター（杉並区）と国立聴力言語障害センター

（新宿区戸山町）の三施設が統合されたものである．

音声言語医学

したがって，国立リハの事業はこれら三つの施設が目

的とした三種の障害（肢体，聴覚言語，視覚）に対す

るリハの実施を基軸にしている．また，ここで言う身

体障害者とはあくまで身体障害者福祉法で規定する身

体障害者であり，このことをセンターの名称に謡って

いる．しかし，比較的規模の大きい病院を有し，障害

予防も含めて広くリハビリテーションを指向するセン

ターであるから，身障法に該当しない障害者も，さら

に障害の虞のある一般の人々へのサービスも幅広く行

う．

いずれにせよ，かつての在京三施設当時よりも病院

機能，教育機能，研究機能が大幅に拡大充実された．

近年では内部障害も含めた 4種の身体障害固有の臓器

別専門リハと，障害構造の変化，つまり高齢化，重度・

重複化傾向に対処する各種専門領域の統合的リハのご

つの両立を目指している．現在の所，情報部門を除い

て一応の完成を見ているが，それでも徐々に拡張が続

いている．

国立リハの業務目的は， (1）身体障害者に対する医

学的治療から職業訓練までの一貫したリハビリテーシ

ョンの実施，（ 2）身体障害者のリハビリテーション技

術の研究開発，（ 3）身体障害者のリハビリテーション

に従事する専門職員の養成と研修，（ 4）国内外の身体

障害者のリハビリテーションに関する情報，資料収集

及び提供，（ 5）国際協力，の五つであり，それぞれに

病院，更生訓練所，国立職業リハビリテーションセン

ター（労働省管轄），研究所，学院，管理部等がおおよ

そ300人の職員を擁して対応している．そして，国の

モデル機関として国内外より年間，約 6,000人（うち

海外より約 400人）を数える視察・見学者を迎えてい

る．

さて，聴覚言語関係の各種の専門スタッフは，新宿

から移行した者も新たに加わった者も，この大規模な

センターの各部門で活躍しているが，その信条は，国

立聴言センタ一時代に培ったものである．すなわち，

高度の包括的な臨床を目指して研究的に実践し，その

成果を教育に反映させるとするものである．主な教育

実践は STの教育養成と，耳鼻科医に対する補聴器や

音声言語臨床の研修である．

国立リハにおける聴言関係の布陣と人事を見てみよ

っ．
先ず病院であるが，診療科として耳鼻咽喉科，眼科，

整形外科，内科を主力とした 12科目と，四つの部，す

なわち第一機能回復訓練部（理学，作業，運動療法），

第二機能回復訓練部（聴覚・言語療法），第三機能回復

訓練部（視能訓練），そして医療相談開発部（心理学，
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医療福祉相談など）がある．またベッド数 150床を擁

し各種の障害者を入院させている．耳鼻咽喉科では，

一般外来の他に，聴覚外来，補聴外来，言語外来など

の特殊外来を行っており，入院・手術は難聴幼児に対

する扇摘 ・チュービング， 鼓室形成術，人工内耳埋込

術，口蓋形成術などである．現在は，囲内光医長，増

田哲也，柴田貞雄の三人の専門医が担当しているが，

かつては真鍋敏毅，西沢伸志 ・典子夫妻，堀口利之，

安部浩一先生等が活躍された．

第二機能回復訓練部は耳鼻咽喉科と連動して，外来

及び入院患者，後で述べる更生訓練所の入所生らに対

して聴覚 ・言語の諸検査と評価，訓練・指導を行って

いる．障害の類型は全てに及ぶ．すなわち，幼児，成

人の聴覚障害，言語発達遅滞，失語症，運動障害性構

音障害（脳性麻癖も含む），口蓋裂言語，機能的構音障

害，吃音，音声障害などである．聴覚障害，言語発達

遅滞，失語症が多く，構音障害，吃音も少なくない．

第二訓練部のもう一つの重要な仕事は，後で述べる学

院ST謀程の講義と実習の教育的業務である．臨床と

教育が一体となって展開することが，良い結果を双方

にもたらすと考えられてのことである．

現在は柴田が部長を務めるが，前任は真鍋敏毅先生

であった．言語療法士は，木場輿次，小寺富子両主任

以下，関育子，小沢恵美，倉井成子，藤田郁代，立石

恒雄，白坂康俊，小野久理子，渡部環君などである．

心理学の山田麗子君と共同で臨床を行うことが多い．

昭和 46年に発足した聴能言語専門職員養成所は，国

立リハになってからは，学院聴能言語専門職員養成

課程になり，54年入学生が学院の第一期となった．そ

して平成4年から，それまで続いていた一年制から二

年制に移行し，益々，教育内容を充実させることにな

った．学生定員は l学年 30名でこのところ 8倍から

11倍に及ぶ入学競争率である．

教育には 4名の専任教官が専属で当たっており，こ

れに先に述べた病院の耳鼻科と第二機能回復訓練部，

研究所などのスタッフが講義や実習に力をかしてい

る．勿論，内科，整形外科などの各科の協力も得てい

る．さらに，聴覚言語の基礎と臨床に外部の先生方か

ら多大のご指導を受けていることは言うまでもない．

専任教官は，本邦 ST第一号として臨床，研究，そ し

て教育にパイオニアと して大きな貢献をされた船山美

奈子先生が平成6年3月をもって退官なさったので、

その後は主任教官の森山，中村，山下君と第二機能回

復訓練部から内部異動した倉内紀子君（学院二期生）

の4名で構成している．国立リハに移って以来，数多

くの先生方に外部講師としてご協力頂いて来たが，今，

543 

現在の主な方は，鳥山稔，小林武夫，牛島達次郎，新

美成二，三辺武幸，熊田政信，道健一，鈴木規子な

どの先生である．

ちなみに学院には ST課程の他に，四つの養成課程

を有している．すなわち，義肢装具，視覚障害者生活

訓練，手話通訳，リハ体育の各専門職である．その他

に，リ ハビリテーションの現任者に対する 1週間程度

の研修会を 16種目，開催している．そのうち関係の深

いものは， STや関連職員を対象とした聴能言語研修

会，耳鼻科医のみを対象とする補聴器適合判定医師研

修会と音声言語機能等判定医師研修会である．後の二

つは，コミュニケーション障害の臨床と身体障害者福

祉の実践に大いに役立つている．

研究所は六つの部からなるが，そのひとつに感覚機

能系障害研究部があり，光本清君と福田友美子さんが

活発に活躍している．ちなみに，他には運動機能系障

害，福祉機器開発，障害工学，障害福祉，補装具製作

の各研究部がある．

更生訓練所は，身体障害者の手帳を保持する障害者

に入所してもらい，教育的，心理的，職能及び職業的

訓練を実践するところである．視覚障害者，肢体不自

由者内部障害者，それに聴覚言語障害者の合わせて約

500人が上に述べた社会適応訓練を受けている．聴覚

の入所生は手話，読話，発語等のコミュニケーション

訓練や，一般教養，職業訓練等を受けている．時には

失語症者や運動障害性構音障害者が医学的リハの後に

入所し，社会復帰を目指して各種の訓練を受けている．

更生訓練所には，旧聴言センターで活躍していた生活

指導，生活訓練，職能及び職業指導，心理判定などの

民生専門職等がいる．

4, 36年間の総括と課題

聴覚，音声，言語の領域で先導的役割を果たし，今，

新たに自らの意義を構築しようとする折から，聴言セ

ンター・ 国立リハセンターの歴史を簡単に統括してみ

たい

昭和 33年の聴言センター開設に尽力された人々の

願いは，聴覚・音声・言語のコミュニケーション機能

全般にわたって，最先端の臨床実践 ・研究開発 ・養成

研修などの人材養成を行う医学と福祉の総合的，中心

的機関を創造する事であり，聴言センター，国立リハ

の36年間はその意図に沿って，わが国の聴覚言語障害

対策を先頭きって展開させてきた．

このうち，比較的，満足に推移したのは聴覚障害と

言語障害の臨床 ・臨床研究面（評価・診断，訓練 ・指

導）と STの養成面ではなかろうか．特に後者に関し
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て，目覚ましいのは STを誕生させ普及の役目を果た 身分法・資格制度がない，いわば対策的養成にすぎな

したことだが，同時に良くも悪くも日本の言語療法 いので絶対の根拠にはならない脆弱なものなのであ

（土）の内容，レベル，性格を形成した． る．リハビリテーションと言えば，肢体不自由を対象

それに対して聴覚，音声，言語の，基礎にせよ臨床 としたものという一般の根強い風潮やイメージもあ

にせよ医学面の発展には，初期の一部の先達の学問的 る．こう言った平穏とは言えない環境に固まれて，言

成果を除けばさしたる成果を生み出せなかったようで 語病理学の存在価値，重要性，固有性ないしは独自性，

ある．アメリカ流の言語病理学を日本独自のものにし 範囲と言ったことを絶えず主張し，発展を期してきた

て根付かせたが，医学者のイメージする言語病理学は 道程であった．

それ程でもなかったということか．切替先生は，基礎 そして今，国立身体障害者リハビリテーションセン

的研究面と治療・訓練の実践面とは表裏一体をなすも ターの聴覚言語部門はどのように在るべきか熟慮、の時

のであるから両面の取り組みが進歩の基であり，言語 である．基本的にはこれまで通り，高度の臨床，教育，

病理学を科学として成熟させるには基礎的研究の振興 研究機関であり続けることであるが，障害構造や実態

が重要である，と指摘されたが全くその通りである． の急変，それに伴う医療・福祉政策の変化に即応する

したがって，聴言・国立リハの 36年を総括すれば，人 ために，絶えず変革を試みねばならない．特に臨床・

材，殊に言語病理学の指導者や STの育成に功があっ 実践面では，高齢化社会を背景とした障害の重度化・

たと言えようか． 重複化の進展と共にリハビリテーションは総合化しつ

しかしながら，この 36年の歩みを振り返ってみると つあり，従来の肢体，視覚，聴覚・言語という臓器別

決して平坦ではなかったと思う．むしろ，存在や存続 の専門性の領域をどう拡大していくかが課題であろ

について常に危機的状況に曝されて来たと言っても過 う．

言ではない．聴覚言語の障害の発現は先天性要因によ また， STの教育・養成にしても一つの時代が去り新

るものが後天性のそれよりも遥かに多いという基本的 しい発展段階が到来しつつある．すなわち，大学 (11[ 

な性格があり，そのためこの領域は関心とエネルギー 崎医療福祉大学， 北里大学など）に ST養成課程が設置

をどちらかというと乳幼児に向けざるを得ない．しか され，かつて関係者がこぞって描いた大学を中心に展

るに，この聴言・国立リハは成人障害者の更生（リハ 開する，より高度の臨床・研究・教育の理想像が実現

ビリテーション）を行政目的とする厚生省社会局の所 しつつあるからである．そんな中では大学卒業者を

轄であるため，成人対策に焦点を当てるべしとの議論 STに育成することは，ひょっとしたら専門職養成の

が起こりやすく，否，常に渦巻き，くすぶる．最近で 脇役に退くことかもしれない．それだけに大卒者の養

は高齢化時代を迎えているのでこの傾向は強まってい 成という特徴をどう生かして言語病理学界に貢献する

る．もとより，年齢を問わず聴覚言語障害を統一的に かが極めて大きな課題になる．このセンターにいる

扱う体制が厚生省にあれば問題にはならないのであろ 我々，聴覚言語グループはこれらの課題に雄雄しく立

うが，実際には社会局の枠を超える主張をせざるを得 ち向かわねばならないと覚悟を新たにしている昨今で

ないと言うことである． ある．それにつけても STの資格制度の確立が望まれ

そんな中で，聴覚言語障害は乳幼児に発生を見るこ る．そうなれば聴覚・音声・言語の領域は社会的にも

とが多いという障害発生の特質， STの養成も行う中 学問的にもスケールの大きい存在になり，なによりも

心的機関であるから全ての聴覚言語障害の類型を扱う コミュニケーション機能を一つのまとまりとして扱う

必要性があること，病院や福祉施設の，老幼を問わず 総合領域として認知されるからである．

援助を求める患者や障害者を門前払いせずに受け入れ 最後に，聴言センター・国立リハセンターに対する

るという人道上の普遍性などを楯に，辛うじて言語病 日本音声言語医学会会員の皆様からの長年にわたる

理学の Totalな実践の必要性を説き，存在を防衛して 数々のご尽力，ご支援，ご鞭援に心から感謝の方を表

いる， ST養成課程を有していることは， Totalな実践 したい．同時に今後ともお心を寄せていただきたく深

の強固な論理に常識的にはなるはずであるが，肝心の く願う次第である．
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京都大学音声科学総合研究部会

京大音声研究部会は京都大学内規により認められた

研究組織であるが，文部省認可の正式機関ではなく予

算もない．京都大学各学部で音声に興味ある研究者が

集まり共同研究の場として，1955年 12月に発足以来，

定期的に研究発表会を行い，それらの成果を年 l回，

機関誌StudiaPhonologica （英文， 1961年創刊）を発

行して来た．

研究発表会の内容などを見ながら，主に私の記憶：，

印象に頼って，京大音声科学総合研究部会の流れにつ

いて述べる．これはあくまで医学部から見た一個人的

印象にすぎない事をあらかじめお断りする．

昭和 30年，輸入機械補助金「日本語及び諸外国語の

音声構造の分析および教育J（代表矢田部教授）により

京大にソナグラフが入ることになり，耳鼻科に設置さ

れることになった．音を絵に変換し，分析できるとい

うことで，音声に興味を持っていた人達は興奮し，夢

をひろげた．私は当時，耳鼻科入局 l年目で，何のこ

とか，さっぱりその意義は判らなかったが，先輩達の

期待の大きさは，ひしひしと身に感じた．

同部会の設立当時，指導的役割を果たしたのは文学

部とくに言語学の泉井久之助教授，心理学の矢田部達

郎教授，園原太郎教授，工学部の前田憲一教授（電気

工学），医学部耳鼻科の後藤光治教授らである．

本研究部会設立の直接のき っかけはソナグラフであ

ったが，当時，音声に関心のある人達は皆，音声とい

う境界領域では他学部の知識，技術が必要と感じ始め

ていた．すなわち言語学の領域でも言語の文法を科学

的に体系づけようとする動きがあり，何か内容はよく

判らなかったが，チ ョムスキー理論など耳にタコが出

来る程，聞いたものだった．世界各国の極めて珍しい

言語にまで精通していた泉井教授も，自 らの理論に，

より科学的摂拠を与えようと積極的であった．心理学

の矢田部教授はその広い視野，見識で，その発言はい

つも皆の注目を集めていたが，喉頭癌に躍られ，喉頭

全摘後，タピアの人工喉頭でしゃべれるようになって

からは一層，音声言語のメカニズムにも興味を持たれ，

耳鼻科との交流が深まったように思う．工学部，電気

工学では，この頃から情報科学が将来大きな課題とな

ることに注目，音声タイプライター，音声オートマト

京都大学名誉教授 一色信彦

ン，自動翻訳機などの実用化をめざしていた．しかし

音声そのものが，人聞を抜きにしては考えられず，少

なからず人間の発声，構音機構に興味を持っていた．

工学部の考え方は大きく分けて 2つの流れがあったよ

うに思う．人間の発声構音機構にもとづき，それを模

倣することにより音声機械を作ろうとする考えと，“あ

くまで音声の音響分析をやれば，人間のメカニズムと

関係なく目的は達せられる，つまりちょうど鳥の飛び

方とは関係なく，飛行機を飛ばすことが出来たように”

とする考えがあった．勿論， この考えは交互に入り組

み，両者の折衷，例えば Analysisby Synthesis （合成

を通じて分析する）という考えもやがて出て来た．京

大はどちらかというと後者の分析的考えに近かった．

工学部のこの流れはその後，坂井利之教授に引継がれ，

やがて情報工学教室が独立し，部会発足当時から我々

と一諸に岡部会のメンバーであった堂下修司氏が教授

として研究をリードしている．私の印象では当時の物

を作るという具体的目標より，さらに情報理論という

概念の発展に主流が移り，しばらく本部会で一緒だっ

た長尾教授は専ら画像処理とかコンピュータ一理論そ

のものの研究へと移っていったように思う．

耳鼻科では故後藤光治教授の主テーマはl喉頭結核で

あったが，結核が治るようになり，教室をあげてのテ

ーマは音声へと移った．日本語語音の分析， I裏声の分

析，食道発声，口蓋裂音声，音声の強さ高さのコント

ロールメカニズムから犬の鳴き声，蚊の音から腹話術

まで実に広いテーマが研究対象となった．私が入局し

た当時は広戸幾一郎助教授（のちに久留米大学，九州

大学教授）が耳鼻科での音声研究の指導をしておられ，

教室をあげての研究態勢で全盛期だったといえるかも

しれない．今では忘れられたも同然だが，当時 Husson

がニューロクロナキシ一説，つまり声帯はニューロン

を伝わるインパルスに 1対 lに対応して振動するとい

う説を提唱し，皆仰天した．私が音声研究をやるきっ

かけとなったのは，この説と，それに対する vanden 

Bergの理路整然たる反論に惹かれてのことであった．

耳鼻科教授が後藤先生から森本正紀へと引き継が

れ，研究のウエイ トは喉頭のみならず，口葦裂へと移

り，鼻咽腔閉鎖機能という最も基本的問題と本庄巌先
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生，川野通夫先生，私達を中心に真正面から取り組む しかし実際にそれを行うことは至難である．どうして

ととになった． も各専門分野で最も関心のあるテーマは異なるし，ま

精神科，大橋博司教授の専門が失語症でしばしば本 たそのテーマを深く追究すれば専門分化，狭く深くな

研究部会で興味ある課題を提示いただいた． らざるを得ない．各専門分野がちょうど，世界各国語

各学部とも世代交代が進み，独自の研究が確立され があるように，独自のことばを使用し，簡単には理解

て行った．文学部西国龍雄教授は西域の言語について することさえ困難である．

の研究で文化勲章を受賞した．心理学の中島誠教授は 京大の音声科学研究部会は 40年近くも，少なくとも

言語の発達過程を詳細に観察しこれを体系づけた．こ 年 l回研究発表会を行い，どの学部でどんな研究が行

れらの研究は耳鼻科での口蓋裂言語の研究，治療に極 われているか，お互いの交換をし，また各領域の最近

めて密接な関連を持つことが判り，川野通夫先生を主 の話題などについて各担当者の総括的解説を聞く会を

とする耳鼻科内の音戸言語グループとの共同研究へと もって来た．実際の共同研究はむずかしかったが，こ

発展した．この音声言語治療グループ（いわゆる音研） ういう機会を通してお互い貴重な研究のヒントが得ら

には実に多くの研究生が出入りし，現在，各医療施設 れ，また専門外からのコメントは専門同志のコップの

で活躍している． 中では考えつかぬ意外性のある貴重なものであった．

耳鼻科が桧学教授をへて本圧巌教授へと受け継が これが総合大学のメリットであったと，今，省みて満

れ，また新たな展開を来した．すなわち，口蓋裂音声， 足できるものと思っている．誰か積極的な coordina

食道音声などに加えて，人工内耳手術が盛んに行われ， torがいないと仲々こういった会は長続きしないもの

その術後，語音聴力の評価を通して人間の言語理解の である．部会の創設以来，一貫して世話をいただいた

大脳メカニズムにまで迫ろうというものである．生理 中島誠教授に負う所は大きい．

学の大森治紀教授との電気生理学的共同研究とかポジ 創設期，助手だった人達がほぼ定年退官する頃にな

トロン CT利用による研究とか新天地を拓く条件は整 り，この部会も変換期を迎えている.21世紀にむけて，

いつつある．形成外科に移った一色は口蓋裂の臨床研 情報科学，光と磁気など新しい発展が期待されている．

究とともに，耳鼻科時代に開発した喉頭枠組手術を系 音声の研究はこういった新しい研究手段を通し，大き

統化し，現在この手術は世界で定着しつつある． く色合いを変えながらも，その重要性はますます増大

総合大学の理念は各学部聞の交流，共同研究にある． するであろう．
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九州大学声音 ・言語障碍治療部

九州大学病院耳鼻咽喉科に「声音・言語障碍治療部」

という施設がある．現在も生々とした部門として生き

ている．開設当時はもちろん，ここを拠り所として九

大教室はこの分野の研究者や臨床家を多く輩出した．

この「声音・言語障碍治療部」は昭和4年 11月に九

州帝国大学医学部耳鼻咽喉科学教室内に施設として認

可新設されたものである．この設立については， 明治

41年 1月に耳鼻咽喉科学教室を創設した故久保猪之

吉教授の開設当初からの遠大な教室づくりの一環とし

て考えられたものであることが諸般の事情から伺われ

る．これはまた，日本での大学臨床に設置された最初

のこの分野の施設であるといわれている．

この施設の開設については久保（猪）教授がその前

年に提出した下記の概算要求に詳しい．

声音及言語障碍治療部設置に関する件理由香（原文は

縦がき）

「小官は 1928年丁抹国コペンハーベン市開催，第一回万

国耳必咽喉科学会に出張の序を以て，独，填各大学の声音及

言語障害の研究及治療に関する現況を視察したるに殆んど

凡ての大学の耳鼻咽喉科に於て此方面の研究と治療とに対

し特殊の講座及設置あり．又講習会あり．其最も整いたるも

のは伯林大学耳鼻科，ミュンへン大学耳鼻科，マルプルグ大

学耳i；：..科，維納大学耳鼻科及ハムプルグ大学声音学研究所

等なり．市して此等諸大学における声音及言語障害治療及

研究に関する主要なる目的は次の如し．

1.各国々民の声音及言語の基本的研究，殊に靴音及発音変

化の研究 2.発声機関に障害ある場合の発音障害の治

療及研究 3. 'ill駆者の発音教育言語障害仮令ば吃口内

早口その他の疾患の治療及研究

しかるに吾国の現状を見るに僅かに民間の非医者により

て吃の矯正を宣伝せらるるに過ぎず，誠に文明固としての

恥辱なり．以上の目的を達するには将来大学に専門講座を

増設して研究せしむべきものなるも一日も早く治療方面に

着手する必要あるを以て研究を従としたる治療所を設けて

我大学をして率先此事に当たらしむとするものなり．

耳鼻科主任教授 久保猪之吉

（日本耳鼻咽喉科学会編 ：日本耳鼻咽喉科史一学会創立

90周年記念 106頁から引用）

福岡大学医学部 曽田 豊二

当時，耳鼻咽喉科教室は独立した広大な木造建築で

あった．中央に 3階の望楼をもった左右均粛のとれた

2階建ての建物で，この声音 ・言語障碍治療部は，こ

の本館右側，北寄りの角で， 1階にあり，曲がれば臨

床講堂に通じていた．部屋の大きさは 18×12mほど

の大きさで，高い天井は検査に適していた．静かな部

屋である．風格のある大正ロマンに満ちた洋風建築で

後々まで印象ぶかく想い出される．とくに窓をあけれ

ば楠の並木が見え，季節には青葉若葉が明るく映え，

風が爽やかにまわった．

開設と同時に設置された機器はオッシログラフ，喉

頭廻旋鏡（原文のママ）＝（喉頭ストロボスコープ），

録音器，喉頭調和電働摩擦機（原文のママ），ピアノな

どと診療設備であった．またこの後，枇細声帯長 ・計

測機が整備された（九大医 50年史）．当時としては最

新の機器装備であり，これにより研究と臨床の質は向

上したといえる．

初期時代，昭和4～9年（故久保猪之吉教授退官時）

の研究者は，大藤敏三， 具田好美，田中一弘，飯田武

雄，周防屋信次，高橋啄男，藤田辰男，原田雄吉，松

井太郎，三宅辰男，小山田昌秋，内田徒志，山中 巌，

横田寅次，菱 自永，野口渉の諸氏であり，久保教

授のもとにこの分野の活動の主力となっていた．

これらは九州帝国大学医学部耳鼻咽喉科学教室 25

年史 ・30年史に詳しい．

故久保教授の意志のあふれた多面的な教室づくりの

計画のーっ として話題を記載すると，大正5年には当

時としては珍しい本格的な聴力検査室が建てられてい

ることである．

これは本館とは別棟として建てられ，基礎をしっか

りと築き，周囲の壁は煉瓦造りで「無響室Jと称した．

日本ではこの分野の最初のものであったときいてい

る．壁の厚さは 60～70cmで周囲をめぐらし，内部は

ほぼ2/3坪もあった．入口には厚い防音扉をもっ前室

があり，それから 2重の扉の無響室となった．ただ当

時は航空機騒音の影響を考える必要がなかったので，

この聴力検査室は周囲と床下の防音対策は，当時とし

てはよく考えられたものであったが，天井と屋根はそ

れに比し余り考慮は携われていなかった．史蹟的に重
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要なこの無響室は，昭和 50年代前半の九大病院再開発

の折に，残念ながら取り壊された．

ここにはべツオルド ・エーデルマン氏の連続音叉，

ガル卜ン氏笛が備えられ，その後独乙 St.Blasienで製

作されたオトオージオンが購入された（昭和 6年頃

か）．

このように無響室や声音・言語障碍治療部の設立は

卓見といえよう．

興味ぷかいことは，現在使われている「音声」とい

う表現ではなく，「声音」という表現で九大教室ではあ

る時代まで頑固に声音を使用していた．この声音とい

音声言語医学

い，音声という表現がどのような経緯で九大や音声言

語医学会や日耳鼻学会，また言語学会などで使われた

か不分明である．また障害を障碍と記述していたのも

久保教授の見識と考えている．

昭和 39年，第9回日本音声言語医学会が九大河田政

一教授主宰の下で福岡市で開催されたが，上記の理由

で河田教授は心からその九大主宰を喜ばれたことと思

われる．当時の教室員，同門一同はこの学会を教室が

指名されたことを，久保教授を思い，極めて大切なこ

ととして素直におうけし懸命に力をつくしたことを申

しそえて記録に残しておきたい．



v.国際音声言語医学会

v 
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国際音声言語医学会

国際音声言語医学会 (InternationalAssociation of 

Logopedics and Phoniatrics.略称 IALP）は，はなし

ことば（speech），言語 (languag巴），声（voice），聴

覚（hearing）を含む領域における臨床と研究活動を行

う国際学会である．当初ヨーロッパのドイツ語圏で発

足したので，ドイツ語流の Logopedics（言語障害学）

とPhoniatrics（音声障害学）という名称が存続してい

る．日本音声言語医学会の英語名も同様のルーツを持

つ．内容領域でも IALPと日本音声言語医学会はほと

んど同じである．

会員には，個人会員（individualmember）と各国か

らの加盟学会（affiliated soci巴ty）を介しての会員

(affiliated member）とからなる. 1992年当時，個人

会員 513名，加盟学会 56(37ヵ国）となっている．加

盟学会は l国から複数の学会が認められるが，日本か

らは日本音声言語医学会のみである．日本音声言語医

学会の会員は，自動的に IALPの加盟会員となる．各

国の加盟会員を総計すると，個人会員を加えて約9万

人になるという．その中では米国（ASHA）からの会

員が最も多く ，ついで日本からの会員である．

功績のあった会員は名誉会員に推薦される．今まで

に創始者の E Froeschels以下 12名が名誉会員に指

名されている（うち 4名は故人）．日本からの名誉会員

は，切替一郎，康戸幾一郎の両先生である．

学会の役員は，理事長（Pr巴sident），前理事長（Imme-

diate past president），次期理事長（President巴lect),

事務局長（Generalsecretary），副理事長（Vicepresi-

dent），理事（Memberof board），監事（Auditor)

で理事会を構成する．役員は l固から 2名以内である．

日本からは， 1962年切替一郎先生が理事に就任以来，

継続して 1人が理事会の役員となっている（表 1).

各専門領域における委員会活動も行われており，

1992～1995年の期間には，別表の 9委員会がそれぞれ

に活動している．それぞれに 10名前後の委員が各国か

ら参加しており，日本からも委員長 I名，委員数名が

参加している（表 2). 

総会および学術集会 (IALPCongress）は，

行

l回加盟国の回り持ちで開催される．別の章で述べる

ように，日本でも当学会が担当して， 1986年第 20回会

議が東京で行われた．歴代の開催地については，後段

の歴史の項で述べる．当初はヨーロッパ内で開催され

政島津横浜船員保険病院

その概要1 

日本音声言語医学会からの

IALP役員

表 l

1962～1977 

1977～1983 

1983～1986 

1986～1989 

1989～1992 

1992～ 

IALP Committe出

Aphasia* 

Applied audiology 

Augumentative communication事

Child language 

Cleft palate* 

Education (Logopedics, Phoniatrics勺

Fluency disorders本

School 

Voice掌 $

理事

理事

副理事長

理事

副理事長

理事

郎

幾一郎

郎

行

E盗

表2

替

戸

替ー

島政

瀬

切

廃

切

津

康

－ょっん
q

J

A
伎

に
υ

P

0

7
e

o
δ
Q，v

牟当学会からの委員参加

日委員長平野実（1986～1993)

IALP Embl巴m図 l
3年に
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図2 IALP旗の引きつぎ（第 20回東京から第 21

回プラハへ）

表3 当学会からの IALPMain reporters 

一色信彦： Recentadvances in phonosurgery 

1980年ワシントン

笹沼澄子： Languageuniversal and language-specific 

symptomatology and treatment of aphasia 

1986年東京

康瀬 肇 ：Pathophysiologyof motor speech 

disorders (Dysarthria) 

1986年東京

平野実・ Objective巴valuationof the human 

voice clinical aspects 

1989年プラハ

ていたが，最近ではヨーロッパ外でも行われるように

なった．

図1はIALPの紋章（Emblem）である. 1965年の

ウィーンの学会の理事会で採用されたという.1983年

のエジンパラの総会でこの紋章の旗が作られ，以後歴

代の開催担当者へ引きつがれている（図 2).

学術集会では，主題講演（Mainr巴port) 3題（1986

年の東京では 4題）が行われている．当学会からも今

までに数人の Mainrepoterが指名され講演を行って

いる（表 3).

この学会の機関誌はスイスの S.Karg巴rから出版さ

れる FoliaPhoniatrica （略称 FoliaPhoniatr）で， 1947

年創刊， 1993年で第 45巻となり，年6回の発行であ

る．前述の主題講演の内容は，詳細な論文として，そ

の年の l～2号にあらかじめ発表される．

学会の口演および会誌の論文に使用される公用語

は，英，独，仰の 3ヵ国語（学会口演では開催国の言

語が加えられる）である．
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表 4 歴代開催地と期日（1936年から1950年の間

は次 2次世界大戦で中断）

第l回ウ イ ン 1924 7. 3 5 

第2回ウ イ ン 1926 7. 15-17 

第3回ウ イ ン 1928 7. 11-13 

第4回プ フ ハ 1930 9. 8-10 

第5回ウ イ ン 1932 7. 14-16 

第6回プダベスト 1934 9 5-7 

第7回コペンハーゲン 1936 8. 10-12 

第8回アムステルダム 1950 8. 21-26 

第9回チューリッヒ 1953 9. 1- 5 

第10回ノf ルセロナ 1956 9. 3一 7

第11回ロ ン ド ン 1959 7. 17 22 

第12回パ ド ア 1962 8 . 29 9. 4 

第13回ウ イ ン 1965 8. 23 29 

第14回パ 1968 8. 31-9. 7 

第15回 プエノスアイレス 1971 8. 14 19 

第16回 インターラーケン 1974 8. 25 30 

第17回コペンハーゲン 1977 8. 15 18 

第18回ワシントン 1980 8. 4ー 7

第19回エジンパラ 1983 8. 14-18 

第20回東 京 1986 8. 3- 7 

第21回プ フ ハ 1989 8. 6 10 

第22回ハ ノ ノT 1992 8. 10 14 

第23回カ イ ロ 1995 8 6-10 

第24回アムステルダム 1998

2.歴史

学会の創立は 1924年で，第 l回の集会は， 1924年 7

月3～ 5日，ウィーンの ViennaInstitute of Physiol 

ogyで行われた．会長は， EFroeschels，事務局長は

H. Sternであった．学会創立の背景には，当時のウィ

ーンにおける Froeschelsの音声言語障害についての

指導的な業績があった．参加者は 65名で，その多くは

中部ヨーロッパのドイツ語圏の人達であったという．

歴代の学術集会，会議の期日と開催地を別表に示す

（表 4).

第 7回（1936年，コペンハーゲン）までは 2年ごと

に行われていたが，第二次大戦の中断後再開された第

8回（1950年，アムステルタ＋ム）からは 3年ごとに開

催されるようになった．

また開催地は第 4回（1930年，プラーノ＼）でウィー

ンを離れ，以後第 14回（1968年，パリ）まではヨーロ

ツパ内に限られていたが，第 15回（1971年，プエノス

アイレス）からは，ヨーロッパ外でも開催されるよう

になった．
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第四回（1956年，バルセロナ）では，ヨーロッパ以

外の南北アメリカ，オーストラリア，ニュージーラン

ド，南アフリカからの参加が加わり，アジアを除く世

界の学会となった．第 12回（1962年，パドア）から日

本の参加がはじまり，日本音声言語医学会の加盟，切

替一郎先生の理事就任により， IALPはアジアを含む

世界の学会となった．日本音声言語医学会は第 17回

(1977年，コペンハーゲン）から IALPの開催国とし

ての意志表示を行い，第 20回(1986年，東京）の開催

音声言語医学

にいたった．

第 15回(1971年，フ’エノスアイレス）の総会で，現

在の規約 (IALPBy Laws）が採択され多少の手直し

を加えられながら現在にいたっている．

追記）日本からの加盟国体は， 1992年当時は日本音

声言語医学会のみであったが，現在はその他に日本聴

能言語士協会，日本言語療法士協会が加盟団体となっ

ている．
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第 20回国際音声言語医学会議

しはじめに

第 20回国際音声言語医学会議 （20th IALP Con-

gress）は， 1986年8月3～7日， 東京で行われた．組

織委員会会長は，当時の当学会切替一郎会長で， IALP

としては，東洋ではじめて開催される会議であった．

会場は港区三田の笹川記念会館に 4会場，都イン・

東京に 2会場の 6会場であった．会議の日程は別表 1

の通りである．この会議の計画，実行にあたっては，

当学会の会員の多くの方々に，資金面および物理的精

神的あらゆる面にわたってご協力頂いた．お陰様で東

京大会は，「歴代の IALPCongr巴SSの中で一番よかっ

たjと各国の人遠から今でも評価されている．

この会議の準備，運営に関する報告は，音声言語医

学 28巻 1号（1987）に特集として掲載されている．こ

こではその特集の記事を適当に編集して転載する．

その前に筆者として補足しておきたいことを以下に

述べる．

o Main reportは当学会員によるものを含めて以

下の 4題であった．

1 . H. Hirose : Pathophysiology of motor speech 

disorders (dysarthria). 

横浜船員保険病院 津島政行

2. H. H. Gregory : An international persp巴ctive

on fluency disorders. 

3. S. Sasanuma ・ Language univeral and language 

specific symptomatology and 

treatment of aphasia 

4 -1 . ]. Psaume . Early surgical techniqu巴 for

cleft palate and results. 

4 2. ]. Hirschberg Velophargngeal insuffi 

ciency. 

0笹川記念会館の借上げについては，斉藤成司教授（当

時）に大変お世話頂いた．また，斉藤教授は，会場の

下見を兼ねて，その前年の当学会総会（第 30回， 1985

年）を笹川記念会館で主催された．

o開会式には常陸宮ご夫妻，鈴木東京都知事のご出

席を頂いた．この日は台風 10号の接近中であった．午

前中の開会式は何事もなかったが，午後からは台風の

直撃を受け，都イン ・東京の会場が一時停電するなど

の騒ぎがあった．幸い大事故はなく，外国からの参会

者の中には，「日本のタイプー」にめぐり会えたことを

楽しんでいるようすもあった．

翌朝は台風一過の快晴で，われわれにも珍らしい位

鮮やかに輝く富士山を跳めることができた．

表 1 会議スケジュール
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国際会議に前後してサテライト・ミーテイングが行

われた．会議前には，久留米大学平野実教授主催の「声

の国際会議（InternationalConference on Voice）」

が7月 28,29日に行われ，会議後には，京都大学一色

信彦教授の，「KyotoSymposium . Instrumentation 

for Voice and Speech」が8月9日に行われた．これ

らの集会の報告も音声言語医学 28巻 l号から転載す

る．

2.特集（音声言語医学 28巻 l号）より

・第 20回国際音声言語医学会議を顧みて

第 20回国際音声言語医学会議

組織委員会会長切替一郎

いろいろな分野の国際会議が日本で開催されること

は，今日では極めて普通のこととなった．それにも拘

わらず，われわれ同僚の若い研究者たちの熱情が火元

となって，音声言語医学会議がアジアで初めて日本に

爾らされることになってみると，それなりの不安があ

った．それは海外とくにヨーロッパからの来会者が，

遥か遠い日本へ果してどれ位あるであろうか？ アジ

ア地区からの，とくにわが団からの参加はどうであろ

うか？ 学術方面ではわが国にも優れたものがある

が，音声言語医学全体として諸外国のそれと比肩しう

るであろうか？ 貧困な内容となることは好ましくな

い．時期的に経済不況に襲われた場合の資金問題は安

全か？ 社会的不安やテロ事件の発生などは如何であ

ろうか？

しかし，開催する以上は学術的に充実し，来会者を

満足するものにしなければならない．また，同時に来

会者のほとんどが期待している日本文化の理解と，科

学とくにハイテク方面の発達の現況を知りたいとの希

望に答えるだけの万全の企画をしたい．そのうえで人

間交流がスムーズに行われることを目標と考えた．

企画・準備には全国の会員が一丸となって推進して

いく形をとることをモットーに，学術，募金，財務，

学会運営などの各部からなる組織委員会が作られ，学

術講演会の規模の予算の策定などを手はじめに活動を

はじめたのが 1984年2月であった．

ょうやく大まかな学会の規模が予測されるようにな

ったのは，世界各国から応募演題が事務所に集まって

きた時点であって，なかには決定までに出題希望者と

何度かの交渉を要したものもあった．結局 36ヵ国から

参加者があり，登録者は外国から 282名，内外合せて

総数 677名，一般演題の申込は 364件に及んだのであ

った．出題数が案じられていた圏内からは 149題が提

出されて，われわれの危倶をふきとばしてくれた．

音声言語医学

さて，準備も整いいよいよ開幕してみると，盛大な

会議として実現した．学術講演は音声，言語の各部門

ともバランスがとれており，充実した学術交流が有意

義に行われ，また歓迎レセプションにはじまりガーデ

ンパーティーに終る社交的行事はいずれも満員の盛況

で，和気謁々の雰囲気に包まれ，来会者の満足を得る

ことができ人間交流に大きく役立ったように思われ

7こ．

IALP学会の役員（Boardmember）はじめ，中心的

な専門家たちが予想に反して多数来日されたことは，

開会，閉会式はじめ，代表者会議，総会などの重要会

議の価値を高め，欧米におけると全く遜色のない正規

行事として裏付けられることとなった．

この時期には例年多忙を極められ，実現困難と思わ

れた常陸宮殿下，同妃殿下を開会式にお迎えして，お

言葉をいただく光栄に恵まれたことは，わが国の図柄

を外国人に直接体験して貰うために好適の感銘深い事

柄であった．さらに鈴木東京都知事の列席を得て祝辞

をいただくことができたことは，この会議の地位を甚

だ高めたものであり，また東京都の好意で特別にもう

けられた国外参加者歓迎のレセプションはまことに好

評であり，この会議に公的な支援があることを知って

いただく点で意義深いものであった．

また，ご出席はいただけなかったものの，斉藤十朗

厚生大臣よりメッセージが寄せられ，この分野への関

心の深さが示された．

会議に参加して感じたことは，日本音声言語医学会

が，単にアジアの一角にあるそれではなくなって，世

界に伍する学会として存在することが明らかに認識さ

れたことである．今後のわれわれは，そのような自覚

をもって世界の一員として学会に処していかねばなら

ないであろう．

以上に今回の国際会議の成功について触れさせてい

ただいたが，何をおいても会議を成功に導き，学術交

流に貢献し得た所以のものは，日本音声言語医学会会

員の学術的寄与，組織委員会委員の各部署における献

身的努力，事務業務を委託されたサイマル・インター

ナショナルのスタッフの働き，会員，団体，企業など

多数の関係者からの資金援助などの裏付けによるもの

であることを強調し，深謝の意を表するものである．

なお，本年は日本音声言語医学会の創立者である堀

田琴次教授の丁度誕生 100年に当たっている．同教授

とこの度の第 20回国際会議との因縁浅からぬことを

思うものである．
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・第 20回国際音声言語医学会議の報告一一組織委員 おいて大成功のうちに終了した．本学会の会員一致団

会事務局から一一 結して行われた，アジア地方での最初のこの国際会議

事務局長津島政行 の成功を，会員の皆様とともに喜ぶとともに，皆様の

ご協力に深く感謝の意を表するものである．

はじめに この会議の誘致は， 1977年の第 17回国際音声言語

日本音声言語医学会の，かねての念願であった第 20 医学会議（コペンハーゲン）にはじまり，第 18回（1980

回国際音声言語医学会議が本年8月3～ 7日，東京に 年，ワシントン）を経て，第四回 (1983年，エディン

表 2 組織委員会名簿

会 長切替一郎

副会長康戸幾一郎斎藤成司

事 務 局 長津島政行

同補佐新美成二

学術委員会

委員長一色信彦

委員相野田紀子丘村 照小宮山荘太郎笹沼澄子津島政行新美成二

鹿瀬肇

財務委員会

委員長内須川洗

委員田中美郷

学会運営委員会

委員長康瀬 肇

委員牛島達次郎（会場） 小野 博（テクニカルビジット） 柴田貞雄（広報）

白坂康俊（登録） 鈴木重忠（特別企画） 高山乙彦（展示）

新美成二（学術連絡） 福田宏之（会場） 米山文明（特別企画）

若葉陽子（同伴者プログラム） 広田栄子（同伴者プログラム）

小沢恵美（同伴者プログラム）

募金委員会

委員長平 野 実

委員飯高京子

丘村照

河村正三

相楽多恵子

高橋庄二郎

長沢泰子

原 田 康 夫

森寿子

監事佐野 茂

井上鉄三岩田重信

岡本 健岡本途也

河本和友小池靖夫

設楽哲也佐藤文彦

高橋宏明竹田 契一

新美成二西村弁作

福田宏之本庄 巌

森田 守山下公一

戸塚元吉

顧問鈴木俊一東京都知事

大石三四郎 国立特殊教育統合研究所所長

牛島達次郎海野徳二大山 勝

長田光博鬼塚卓也金子敏郎

小宮山荘太郎笹沼澄子

柴田貞夫進 武幹鈴木淳一

立木孝寺山吉彦中島誠

野村恭也長谷川恒雄花田晃治

松永亨水越治宮崎正

吉 野 公 喜

津山直一 国立身体障害者リハビリテーションセンター総長

服部四郎東京大学名誉教授，第 13回国際言語学者会議会長

小 野 譲 財団法人国際耳鼻咽喉科学振興会理事長，慶応義塾大学客員教授

砂原茂一国立療養所東京病院名誉院長

岡本途也社団法人 日本耳鼻咽喉科学会理事長，昭和大学医学部教授

カンファレンスオーガナイザー（株）サイマル・インターナショル

指定旅行社阪急交通社
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パラ）で決定されたものである．この決定にいたる経

過は，本誌第 24巻 4号に， 「第 四回国際音声言語医学

会議 (IALP）に出席して」と題して述べられている．

今回の報告は，前回の報告のあとを受けて，「IALP

(1986）日本開催準備委員会」が解散し，「第 20回国

際音声言語医学会議組織委員会」が発足してから，会

議が終了するまでの事柄についてのまとめである．な

お，組織委員会名簿，活動経過，会議の実績等は別表

としてまとめであるのでご参照いただきたい

組織委員会の発足

エディンパラの会議で日本開催が決定した年の秋，

1983年 11月24日，第 28回日本音声言語医学会総会

において，それまでの IALP(1986）日本開催準備委員

会の康戸委員長から， IALPの組織委員会が発足する

時点で準備委員会は解散する旨の報告があった．同年

12月 17日の日本音声言語医学会運営委員会で，組織

委員会の構成が検討され，組織作りがはじまった．翌

1984年 2月に組織委員会の骨格ができあがり，以後各

部の委員が決定され，表2の組織委員会が作られた．

それと同時に，本誌第 25巻2号（1984年4月）から，

第 20回国際音声言語医学会議のための特別頁（黄緑

色）がもうけられ，組織委の活動，会議についての情

報，協力依頼などが，掲載されるようになった．

組織委員会の発足と同時，あるいはそれに先んじて

進められていたのが，会期および会場の検討である．

エディンパラの学会の直後 1983年秋の聞に，開催時期

についてのアンケートを加盟各国に出し，同年暮には

ほぼその結果がまとまっており，開催時期は 8月にな

らざるを得ないことがわかっていた.1984年，組織委

員会の第 l回の打合せ会において，時期は8月第 l週

または第2週，会場は東京，笹川記念会館という方針

がきめられた．

組織委の発足に次いで行われたのが，会議業務委託

業者の選定で， 1984年 3月， サイマル・インターナシ

ョナJレが決定した．

組織委員会の活動経過

組織委員会の作業分担は，中央における総括的業務

（総務）と，学会運営，学術，募金，財務の各部に区

分された．総務委員会は，会長，副会長，事務局長，

各部委員長，監事から構成された．早急に行わなけれ

ばならないのは，会議の第一次案内状の作製，および

資金面を含む園内の支援を得るための，国際会議開催

趣意書の作製であった．

1984年8月に開催趣意書ができあがり，関係官庁，

諸国体への支援の依頼がはじまった．また，第一次案

内も 8月中に完成発送された．以下， 各部の作業経過

音声言語医学

表3 自己資金（登録費，特別会費），指定寄付

予 算 実 高責

登 録 費 22,920,000円 27,779,552円

特別会費 16,580,000円 11,380, 000円

指定寄付 32,000,000円 31,973,000円

4に』コ 計 71,500,000円 71, 132, 552円

およびその成果について振り返ってみたい．

1.募金委員会

会議の成否の鍵は資金にありともいわれる．この国

際会議は，それ程大規模なものではなしまた質素を

旨として企画する方針ではあるが，それでも資金面の

手当は，組織委員会の重大課題であった．募金委員に

は，全国的に多数の方々をお願いした．一方，資金面

の手当は，まず当事者団体の本会の会員からはじめる

べきであるとの考えから，会員に対して拠金の呼びか

けを行った．

1984年 11月 15日の組織委員会において，資金確保

のために寄付の免税措置の申請を行うという方針が決

定され，予算の見直しと，日本学術振興会を通じての

大蔵省への申請の手続きがはじまった． ζの免税措置

を受けるための条件として，寄付金の総額が 3,000万

円を下らないこと，および寄付金と同額以上の自己資

金を有すること，があった．先に会員に呼びかけてい

た拠金は，「特別会費」という名目で自己資金と見倣さ

れることになり，以後，会員諸氏には，特別会費のご

依頼を繰返し行った．

免税の申請は 1985年 8月に学術振興会の審査を通

過，同年 12月に大蔵省の許可を得た．

その間，募金委員諸氏には，それぞれに募金活動を

お願いする一方，切替会長以下事務局では，経団連関

係の企業への寄付ー依頼を行った．経国連関係の募金に

おいても，多くの方々に側面からの援助をいただいた．

種々の準備をはじめてから 2年余の努力の結果，最

終的には必要な経費をまかなうに十分な資金が得られ

た．予算および実績を表3に示す．特別会費は目標額

に達しなかったが，会議登録費の伸びによって，自己

資金の総額は目標額に達していた．特別会費を納めて

いただいた会員は ABCを含めて合計299名で全会員

の約 23%であった．また，音声言語医学を必ずしも専

門とはしない耳鼻咽喉科医，とくに何人かの耳鼻咽喉

科教授の方達が募金に多大の貢献をされた．

全国的な規模で多数の方々に参加していただいた募

金委員会の仕事が，十分にその成果を実らせた事を報

告するとともに，ご協力いただいた方々に深く感謝し
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ます． gerへ発送され，その校正は事務局に居る学術委員 3

2. 学術委員会 名が手分けして行った．

学術委員会の作業は，講演会場との関係を無視して 次の仕事は，最も厄介なもので，演題を分類整理し，

はできないので，学会運営委員長を含めて行われた． 各群を作り，発表の会場，日時を決定することであっ

委員会の仕事は，まず演題数がどの位であるかという た．

予想、を立てることであった．ワシントン，エディンパ まず 364の演題から， l人で複数申し込んでいるも

ラの例を参考にし，極東という土地柄多少は減るかも のを， l人 l題にしぼってもらい，実際の発表件数を

知れないが，最高 300題という予測で会場の手配をお 300題程度にした．各群の構成は，なるべく互いに関連

願いした． する内容のものにするのが当然であるが，ビデオ，映

具体的な作業の第 1番は，第二次案内に載せる学術 画などの機材，同時通訳の問題など複雑な条件を考慮、

講演会プログラムで，これには会期中に行われる会議 しなければならなかった．これらの作業が， 1986年 2

や行事との折合いをうまくつける必要があった．一緒 月に行われ一応の体裁ができあがった．

に発送する演題募集要綱の作製も同時に行われた．従 次の仕事は，座長の依頼で，これに関しては，各群

来の形式を参考に，演題の分類その他には若干の手を ともに 2人座長とし， l名は圏内から， l名は国外か

加え，これらの形式が決定したのは 1985年3月であつ ら依頼することを原則とした．結果的にこの方法は成

た．演題募集要綱は第二次案内とともに 1985年 7月か 功であったと思う．座長の選定は 4月に行った．

ら8月にかけて発送され，応募者の反応待ちとなった． 学術委員会としては， Foliaphoniat.の抄録集にし

演題申込みの出足は，はじめはボツボツであったが， ても，当日のプログラムにしても，学会当日前に余裕

締切 (1985年 10月末）が近づき，それを過ぎる頃から をもって出せるつもりで作業を進めたが，完成までに

急速に増加し，最終的には，予想を越えて 364題に達 予想以上の日時を要し，事前に配布できなかったのは

してしまった．それとともに学術委員会の仕事も 1985 残念であった．発表は 6会場（笹川記念会館4，都イ

年 11月頃から急にあわただしくなった.IALPでは， ン東京 2）で行われた．全体的な日程表は別表 lの通

演題抄録を，学会に間に合うように Kargerで Folia りであった．

phoniat.に出版するのが慣習であり， l月中に各演題 学会当日には，発表者の確認，演題の取消し，変更，

の分類，採否を決め， 3月には印刷用の原稿を Karger プロシーデンクス原稿の受付など委員が分担して行つ

に送らねばならなかった． た．かなり忙しかったがすべて各委員の柔軟な対応に

まずカテゴリー別に分類したものを委員が分担して より，さしたる混乱もなかった．

内容，英語（主として国内および中国）などを検討し， 同時通訳はメインホールに英独仏日， RoomAに日

圏内からの演題については若干の訂正をお願いするも 英をおくことにした．同時通訳に関しては，通訳者に

のもあった．原則としては，抄録の段階では全部採用 対して事前に内容的な講義をする必要があり，また，

する方針を貫いた．抄録の原稿は 1986年 3月に Kar司 当日も通訳室に付添って臨機応変に用語の説明をする

表4 一般演題数

抄録受付数 364 

発表数圏外 140，圏内 149，合計289(27ヵ国）

口頭発表 251, VTR/FILM 20，ポスター 18 

音 声 Phoneticsand phonology 5, Sp巴echphysiology 9, Voice physiology 30, 

(112) Voice disorders 36, Voice therapy 7, Phonosurgery 15, Alaryngeal voice 10 

言語 Aphasia31, Speech language development 15, Speech language evaluation 

(136) and therapy 25, Articulation disorders 14, Cl巴ftpalate and velopharyngeal 

insufficiency 29, Fluency disorders 22 

聴覚 Hearingimpairment 22 

(22) 

そ の 他 Aging3, Neurological disorders 1. N onve1 bal communication 3, Miscellane-

(19) ous 12 

国別出題数 日本： 149，米国： 59，台湾： 10，中国： 9，スエーデン： 8，フランス： 6'

イタリー： 5，イギリス： 5，チェコ： 4，フィンランド： 4，その｛也30
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4会場を作り，合計6会場で行うことになった．ビデ

オにはいろいろな形式があり，それらの確認，機種の

用意に神経を使った．一方，学会当日のプログラムの

進行についての作戦計画，人員配置などの手はずを練

り上げた．笹川記念会館については慶応大のク．ループ，

都イン・東京については東大他いくつかの施設からの

スタッフの支援をうけて，この作戦計画は成功裡に実

行された．

広報に関しては，係からの寄稿にその苦労と感想、が

詳しく述べられている．その奮闘に感謝するとともに，

この領域の今後の PRについて学ぶべきことが多い k

思われる．

事前登録では，コンピュータ処理の準備がやや遅れ

たため，初期の対応がもたついたが，その後は大きな

正参加者

国外

国内

合計

正登録者

国 外

国内

合計

国別正参加者

日 本

米 国

スエーデン

英国

中国

台湾

1. レセプション

1 ）パンケット ……………………H ・H ・－……・・300名

2）日本庭園パーティーー…・ー一…ー・ー268名

3）東京都レセプションーーー・ ーー…－一約 300名

2. エクスカーション ーーーーー－…ー ーー・150名

（都内観光）

3.同伴者プログラム

1）茶の湯・着物ショー －－－…－・・・・ ・・31名

2）生け花 ・日本工芸 …－…・・・・・・・・・・・・・・・・・21名

3) ショッピング ••• ••• • ・....… ・・・・ーー・・••••• 13名

（銀座・秋葉原）

4. テクニカルピジット ……・・・………・・・・……・27名

にどもの城）

56名

11名

67名

9名

8名

8名

6名

66名

外

内

計

者

西独

フランス

スイス

ノlレウェイ

その他

社交行事出席者

登録，参加者数

219名

342名

561名（36ヵ国）

同伴

国

国
d』

Eコ

342名

72名

14名

13名

12名

11名

226名

384名

610名

表6

表5
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必要があった．これらはかなりきいつ仕事であったが，

以下の諸先生にこれらの重労働を引受けていただい

た．お名前を列記（50音順，敬称略）してお礼を申し

上げる．

相野田紀子，小林範子，紺野加奈江，田中信三，上

師知行，羽生ょう子，日比正史，鹿田栄子，堀口利之，

湯本英二

最終的に発表された演題は表4の通りである．中国，

台湾からの多数の演題は，この学会の収獲の 1つであ

ろう．

円高その他の国際情勢もあり，ある程度欠演があっ

たので，かえってゆとりのある進行が可能となった．

それにしても，発表件数 289は，前回エディンパラの

抄録段階での件数をかなり上まわっており，この面か

らみても盛会であった．国際学会では出席人数，演題

数を正確に予測することは元来不可能である．突然の

変更にどう対応するかが問題だが，国際親善を第一に，

できるだけ先方の希望をとり入れ，柔軟に各委員が対

応したので，さしたるトラブルも不愉快なとともなく ，

後から考えても気持の良い学会であった．

当日のプログラム遂行の中枢となったデスク

(Chair p巴rsonsand Speakers’Desk）の係の寄稿が

別に掲載しである．また，これらの学術プログラムの

遂行は，会場係のチームワークのよい大活躍がなけれ

ば成功しなかったことを感謝をこめて述べておきた

なお，発表演題の講演集（プロシーディングス）は

現在印刷中である．各演題 2頁で，全体で約 600頁の

l巻にまとめて， 1986年 12月中には完成し，予約申込

者へ発送される予定である．

3.学会運営委員会

この委員会の役割は多岐にわたっており，その分担

は，会場，広報， 登録，特別プログラム，同伴者プロ

グラム，IALP委員会の諸係にわかれていた．したがっ

て別表 1-1の組織委員会名簿の中，この委員会に関し

ては，特にその役割分担を記しである．また，いくつ

かの係からはそれぞれの寄稿が別に掲載されてある．

役割の性格上，初期の段階では具体的な仕事は少な

く，準備段階の後半から学会当日にわたって多忙とな

ってきた

会場係は，当初は笹川記念会館との交渉が主であっ

た．演題申込が増加するとと もに仕事も忙しくなり，

会場の割当，発表機材の確保，配置など，プログラム

編成の重要条件を整えるのに追われた．当初は笹川記

念会館のみで間に合うかと予想していたのが，結局は

都イン ・東京にも 2会場を設け，かっ笹川記念会館に
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トラフ．ルもなく，順調であった．最終登録者数は表 5

の通りで，当初の予測とほぼ一致し，まずまずの成績

であったと思う．同伴者が少なかったのは，種々の条

件で仕方がないとはいえ残念であった．

登録の取消は特に米国から多少あったがそれほど多

くはなかった．思わぬ円高は圏外の参加者に気の毒で

あったが，海外旅行者にショックを与えるような大事

件がなかったのが幸いである．

特別プログラムは，開会式，閉会式などの式典，パ

ンケットおよびそれに伴う催しものである．開会式に

常陸宮同妃両殿下と東京都知事をお迎えしたのは大成

功であった．そのために式そのものの進行にかなり神

経を使わなければならなかった．開会式に演奏された

雅楽，パンケットの狂言は外国人はもちろん，日本人

にも深い感銘を与えた．

また，学会準備の途中から，会期中に適当な見学コ

ースが設定できないかと，小野博氏にその役を依頼

した．運悪く 8月の会期中は見学に適当な企業等が夏

休みであり，結局のところ，「こどもの城」見学コース

を設定，学会当日に希望者を募った．比較的小人数の

見学となったが大変な努力をしていただいた．

商業展示は種々調査の結果，日本医科器械学会山田

三千郎氏に一切お世話していただくことになった．都

イン 2階の会場で， 21ブースが使用され，まずまずの

成功であった．

同伴者プログラムは，女性の委員にお願いし，指定

旅行社の阪急交通を交えて企画を作った．第二次案内

でその募集を行うため， 1985年春の段階で企画を作り

上げなければならなかった．参加者は，表 6の通りで，

人数は少なかったが，それなりに良いところもあった．

市内観光では浅草の仲見世が好評であった．

なお，会期中，一般演題のない午前中に会場で日本

紹介の映画会を行った．

また，会期中の救急対策として済生会中央病院にお

願いしてあったが，幸いにお世話になる例はなかった．

4.会議その他

IALPの組織として会期中に行われる会議は，理事

会，各種委員会，代表者会議，総会である．また， IALP

には Congressの運営に関するいろいろな運営細則が

あり，組織委員会側としては IALP本部と連絡を密に

する必要があった．基本的には手紙の往復が主であっ

たが，直接出向いて本部の執行部と打合せることも必

要であった．

1984年 11月，切替会長と津島事務局長がサンフラ

ンシスコへ出張，IALP会長 Butler，副会長 Montfort,

事務局長 Mull巴rの諸氏と打合せを行った．この時は，

559 

Congressの運営細則の検討，および東京での集会のあ

らましについての打合せであった.1986年6月，間近

に追った国際会議の議事に関係する郵便投票の開票が

ローザンヌで行われた．投票者は IALP個人会員，加

盟学会代表者で，投票内容は役員選挙，次回（1989)

の主題講演テーマ，次々回（1992）の開催国に関する

ものであった．組織委員会からは，津島事務局長が開

票の立会いを兼ねて，最終的な事務打合せのためにロ

ーザンヌに出張した.IALP側では，事務局長 Muller,

会計担当 Croatto，理事Kaiserが集まった．いろいろ

なことに関して，かなりあけすけに具体的な打合せが

できた．

これらの準備のお陰で，会議の本番であわてるよう

なことは何も起こらなかった．各種委員会は，大部分

を8月3日の午前中に適当に済ましてもらった．理事

会は 8月3日， 6日， 7日の 3回行われた． 3回目の

会合は新旧合同の理事会であった．代表者会議は 8月

5日，総会は 8月6日に行われた．日本を含めて 26ヵ

国からの代表者が出席した．なお欠席したニュージー

ランドからは祝電が寄せられた．なお，本会からの代

表者は岩田重信，小池靖夫，平野実の 3名であった．

事前の投票などもあって，いずれの会議も，時間に過

不足なく定刻通りに報告や議事を円滑に消化したのは

不思議な位であった．日本側の用意周到さと九l帳面さ

に敬意を表してか， IALP執行部も議事進行に大いに

気を使っているようであった．これらの会議や主会場

でのアナウンスメントその他に，小林範子，勝木準

のお 2人にお手伝いいただいた．

議案や報告事項は，理事会，代表者会議を経て総会

に提出される仕組である．会議の内容についてはここ

では省略するが，われわれに関連した事柄についてい

くつか触れておし

－切替会長が IALP名誉会員に選出された．また，西

独音声言語医学会の名誉会員に選出されたことも発表

された．

• IALP新理事に津島事務局長が選出された．

・総会で監事の選出が行われ，日本からの斎藤成司候

補はほんの少しの差で当選しなかった．事前の PR不

足で大変残念かっ申訳なかった．

• IALPの委員会に， VoiceCommitteeが新設され，

平野実委員長が決定した．

・次々回（1992）の開催地に西独が決定した．次回

(1989）はチェコ，プラーハに決定済．

・次回 (1989）の主題講演のテーマが次のように決定

した．

1) Obj巴ctiveEvaluation of Human Voic巴（Clinical
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aspects). 国際音声言語医学会議を機に，音声言語医学の存在

2 ) Hemisphere Dominace Its development and とその意義を広く一般に知らせる千載一遇のチャンス

relation to neuro psycho-motor aspects of com だと思ったからです．

munication disorders. 以下に活動のあらましと結果を報告し，感想を記し

3 ) Speech Therapy for H巴aringImpaired Children ます．

Diagnosis, treatment, rehabilitation. 1 ）医療・福祉関係の新聞 ・雑誌や障害者団体などへ

IALPの機関誌Foliaphoniat.はスイスの Karger の情報提供（ 5' 6月）

から出版されており，抄録集は Foliaの通巻号として IALP紹介記事が掲載されることを期待して開催趣

出版される．また IALP年会費の徴収も Kargerが代 意書やプログラムを送付しました．列挙しますと，医

行しており，組織委員会としても Kargerとの接触は 学会新聞，福祉新聞，B巴tterHearing Journal，障害

かなり多かった．幸いに東京に Kargerの出張所，カタ 者の福祉，リハビリテーション，みみより，戸山サン

クラリプリがあり，種々の交渉に便利であった．また ライズ情報，日本喉摘者団体連合会，失語症友の会連

学会当日には，Karger関係その外の出版物のカタロ 合会，日本型唖連盟，言語障害児を持つ親の会，難聴

グ展示， IALP個人会員の受付等も，出張所責任者の片 児を持つ親の会，全国言友会，全国吃音者連盟などで

倉弘人氏に面倒をみていただいた． す．

後援をお願いした東京都から，思いがけずレセプシ このうち医学会新聞と BetterHearing Journalに

ヨンの申し出をいただいた．日程，時間の調整に苦労 記事が掲載されました．

の結局， 8月5日のエクスカーション後，東京プリン 2）厚生記者会などへの働きかけ（ 5～ 7月）

スホテルで開催ということになった．副知事の出席を IALP東京開催を広く一般にニュースとして報道し

いただいたレセプションは，われわれの予想をはるか て賢うことを念願して，会期前および会期中の活発な

に上まわる豪華版で，招待された外人達の旺盛な食欲 取材を導くために，記者発表会が開かれることを画策

とともに，社交行事の圧巻の lつとなった． しました．しかし残念ながら夏休みシーズンというこ

閉会式後のガーデンパーティー（八芳園）は定員超 ともあってか，記者発表会は見送られ，やむなく開催

過が必配されたが，IALP以外の日本人団体も入って 趣意書，会議の一般情報， プログラムなどの情報提供

丁度よい混み具合いであった．夜の庭園の散策はでき に留まりました．この記者会の常勤社は主要全国紙の

なかったが，祭り太鼓のショーがあり，賑やかに雑然 他，時事，共同通信社などの計 10社と NHKを初めと

と飲んだり喋ったり，丁度よい締めくくりとなった． する 4大放送会社です．取材に備えて，集まった内外

以上，第 20回国際音声言語医学会議は，成功裡に無 の演題の中から，各カテゴリー別に新知見・ 新試行な

事終了した．関係の皆様方に改めて厚くお礼申し上げ ど関心を呼びそうな話題あるいは Topicsを選び出

る次第である．会議終了後 11月現在，主として経理面 し，説明できる資料なども用意しました．

での事務処理はまだ進行中であるが，本報告が刊行さ 取材を行ってくれたのは，朝日，毎日，日経，共同

れる頃にはほとんど終了する予定である．最後に実務 通信の 4新聞社と NHKでした．

面で働いていただいたサイマJレ・インターナショナル このうち新聞記事になったのは，日経新聞と共同通

の松尾征二，加藤由美子，谷直子，宮城雅之の諸氏， 信社をソースとする地方紙でした．この地方紙では，

および阪急交通社の中川達明氏の仕事振りに敬意を表 健康欄，科学欄，夕刊ワイド面などにのりますが，掲

してこの報告を終える． 載が確認されたのは， TheJapan Timesも入れて 11

紙にのぼります．取り上げられたのは，主に吃音と声

＜学会あれこれ＞ の問題で，これらに対する一般の関心の深さが推測さ

・広報委員会活動＜記録と感想、＞ れます．このように全国に広く伝えられたことは，喜

委員会の役目の一つは，プログラムや演者の変更と びでした．直接取材ではありませんが，読売新聞にも

いった参会者への告知と，参会者同志の連絡を仲介す 吃音の記事がでていました．

る伝言の仕事でした．これらは，国立リハセンターの 一方，テレビでは，第4日目の Official日 port（笹

職員と各地の ST学生の協力によって無事，責任を果 沼先生）の時，NHK-TVの取材が丹念に行われ，当日

たせました．この場をかりてお礼申し上げます． の総合テレビジョンの昼のニュースで放映される予定

いま Iつは，関連学会はもとより，広く世間一般に でした．しかし，残念な事に，台風の豪雨による茨城

対する広報という，実に重大な仕事でした． 具小貝川の決壊のニュースが飛び込み，IALPはあえ
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なく水に流されてしまいました．痛根事でした．がつ は，ホストとしての日本音声言語医学会に，将来に大

かりしましたが，幸いにも夜のニュースで短く流され きな課題を再認識させてくれたことになります．

たそうです．また，どこかのラジオでも IALP開催が 2人の外人臨床家 Dr. Kresa （チェコ）， Dr, de 

放送されたそうです． Graaf （オランダ）は，自分たちの発表をマスコミや学

3) HNK TVへの働きかけ（ 5～7月） 会誌になんとか取り上げて貰えまいか，そのための仲

ただ今述べましたニュースとしての報道の他に，こ 介を是非とって欲しいと再三頼まれました．残念なが

のIALP開催にかこつけて音声言語科学の進歩，発見 ら期待に応えられず，気の毒に思いましたが，世にア

から捉える科学番組，また，障害とその対策に視点を ビールすることへの凄い義務感に，わたくしたちに欠

置く健康 ・福祉番組の特別企画についても考慮をいた けているものを見た思いでした．支離滅裂ですが感じ

だくようお願いしました．以前から脳卒中後遺症の言 ることの多い日々でした． （柴田貞雄）

語障害，難聴児，音声科学などの制作をご存知の方が

多いと思いますが，会期とのタイミングはずれますが，

いずれ企画として取り上げて貰えることと期待してい

ます. NHKのこのような熱心さと好意には大変感激

しましたが，一連の折衝には，会員の米山文明先生の

ご尽力が大きくモノをいいました．紙面をかりて改め

て先生に感謝する次第です．

4）プレス関係者と接して一考えさせられたこと

上に述べましたプレスの反応ーー報道ーを満足とみる

か，淋しいとするか皆様の判断にお任せしますが，わ

たくしには予想外に少なし今 1つであったと思えま

す．常陸宮様や都知事が参加下さった素晴らしいセレ

モニーも報道されませんでした．かといって，記者諸

氏の取材がおざなりであった訳ではありません．逆で

す．大変，熱の入ったものでした．

記事になり難かった理由として，科学（技術）とし

て革新的な発明，発見があるとか，ある研究や試行が

患者・障害者の救済に陸自すべき朗報であるといった

白玉となる材料を提供できなかったことがあります．

それともう lつ，記事にし難かったこともあるようで

した．すなわち，障害者対策が取材の焦点の 1つにな

りますが，これには言語療法専門職の身分資格制度問

願がからまっていて，記事にすることを避ける雰囲気

があることでした．社会部が担当すべき取材対象であ

るということでしょうか．

プレス関係への働きかけは，逆に当学会の諸活動に

対する世間一般の関心度を，取材の規模という物差し

で投げ返してくれたことになると思います．ひょっと

したら，わたくしたちの領域には日頃から何かと社会

にアピールしていく活力や積極性に乏しいのではと思

います．エネルギーに満ちた学術活動と，活気溢れる

臨床活動が国民の聞に日常的な価値感をもって浸透

し，根を張っていて，さらに常に患者・障害者のみな

らず一般からも着目され続けようとする努力があれ

ば，国際会議が学術祭としてインパクトとなり，おの

ずと話題性が高まったのではと考えます．その意味で

・国際音声言語医学会議で登録を担当 して

「登録」担当としては，会議開始前は事前登録状況

の把握程度で，それほど仕事はありませんでした．し

かし会議が始まってから，特に初めの 2日聞は随分な

忙しきで， 2日目が終わった頃にはさすがに疲労感を

感じました．さいわい， 3日日午後は会場での講演・

演題プログラムはなく，デスクも閉鎖，早めに退出し

てプールで汗を流レ心身のリラクゼーションをするこ

とができました．

きて，準備段階で不安だったのは，開会式に常陸宮

ご夫妻ご出席のため，通路となる 1階メインホールに

登録デスクを設置できなかったことです．開会式前後

という登録者の比較的多い時間に，玄関左手の狭い場

所にデスクを縮小して設置し対応することになったの

ですが，案ずるより産むがやすしで，参加者にほとん

どご迷惑をかけることなく無事終了しました．常陸宮

ご夫妻のご入退場の数分間のみ登録業務を停止しまし

たが，その間は参加者もご夫妻に注目している訳です

から苦情が出ることもなく，デスク上の雑多な見苦し

いものの目隠しを兼ねて，登録事務のうるわしき女性

たちが玄関脇に整列しお出迎えお見送りをいたしまし

た．

また，金銭面に細かいといわれる特に欧米人とのト

ラブルも心配されましたが，彼らの金銭感覚はいわゆ

る「けち」というより［必然’性のない出費はしないと

いう合理感覚」であって，こちら側がはっきりした原

則を示して，明快に応対したので，ほとんど問題なく

処理できました．責任者としてのわたくしはといえば，

英語が苦手という強みを生かし，通訳を聞にたてて「は

いJ，「いいえ」と首を振っているだけでした．ですか

ら，なかなからちがあかず，納得したというよりうん

ざりして諦めた人もいるかもしれませんが，また，旅

行会社から受け取るべきキャンセルの返金をわれわれ

に催促し，さんざん人を悩ませながら，勘違いに気付

いてニコニコと報告に来た方も後になればなつかしく
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思い出します．

さらに，登録デスクは事実上インフォメーションデ

スクの様相を呈していたので，組織委員会側の人間と

してはなかなかデスクを離れられず，結局国際会議の

メインホールの雰囲気はたっぷり味わいましたが，演

題発表会場の空気はあまり吸えずに終わりました．

ともあれ最終的に，参加者は 600人を越え，ミスや

トラブルなどほとんどなく，登録事務も円滑に行われ

ました．参加者ならびにご協力いただいた皆様にお干し

申し上げます． （白坂康俊）

．“Chairperson and Speaker’s Desk，，を担当して

この Deskの役割は座長および演者の出席を確認

し，プログラムに変更が生じた場合，ただちにそれに

対処することと， Proc巴edingおよび同時通訳用原稿の

受領でありました．担当者は学術委員のうち，一色信

彦先生を責任者とし，相野田紀子先生，小富山荘太郎

先生とわたくしの 4人でした．

この Deskを開設するにあたって，追加演題の採択，

発表日時とか発表様式の変更などの希望をいかに取り

扱うかが議論されました．最終的には，最も気候の悪

い時期に円高の日本に来られた人達の希望をできうる

かぎりかなえることとしました．この flexibilityこ

そ，日本で開催された学会の基本姿勢と考えたからで

す．その結局，会場係や進行係の方々には種々ご迷惑

をかけることとなりました．

当初，一番心配されたのは演題の取り消しが続出す

るのではないかということでした．幸い，演者欠席で

も代読の方を準備されており，プログラムに大きく空

白のできることはありませんでした．もっとも，座長

さんの権限で代読が拒否された演題もあったようです

が，一方，なかにはあつかましい人もいました．本学

会では freepaperの口演時聞が 12分なので， 6分ず

つ2題口演させろとか，プロジェクターを 3台使わせ

ろ，などの要求を出した人がいました．後者の人はあ

ちらこちらで物議をかもし，学会に携わった人の間で

は有名になりました．

この学会で最も困ったのは日本人演者の出席確認で

した．各演者が発表直前までお見えにならないので，

会場係への連絡が大幅に遅れることになりました．し

たがって，座長さんのなかには再三再四 Deskに立ち

寄られ，この方は本当に発表されるのかと尋ねらたり，

また発表の方法について打合せしたいのだがと困って

おられる人がいました．今後，国際学会での発表にあ

たって，考えていただきたいところかと考えます．

この Deskには座長，演者が l度は立ち寄らねばな
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りませんので，一番長く店を聞けておく必要がありま

した．そのために，タイプライターの斡旋，タクシー

の手配，本屋の窓口，ホテルの確認など，学会の「よ

ろず相談所」的な性格になり，結構多忙をきわめまし

た．可能なかぎりは要望に応えたつもりではあります

カf

わたくし自身，十分なお手伝いはできませんでした

が，会場の入り口で出席者の大半の方と接する機会を

持ちえたことを喜んでいます. 3年後のプラハの学会

では，いろいろな難題を持つて

Speal王er D巴sl王”に立ち寄ろうと楽しみにしていま

す． （丘村照）

・会場係りから“一言”

第 20回国際音声言語医学会の準備がはじまって，か

なり早い時期から会場担当を命じるといわれていた．

それまでいろいろな会をやっていたので，まあまあ経

験も豊富と最初はあまり神経質でもなかった．実際の

会まで，会場（笹川記念館）との風とおしをよくして

おけば良いぐらいに考えていた．ところが日が近づく

にしたがし、さすが国際，いろいろ問題がわきだして

きた．ひとつには外国との対応でこちらが動くわけだ

から，どうしても敏速に動けないことがある．そんな

こんなでスタートがかかったのはかなり遅くて，運営

委員長の康瀬先生をして，かなりノイローゼにさせて

しまった．その点，康瀬先生はじめその上部執行部の

皆様の度量の大きさには驚いていて，まあよく首をき

られないで済んだものと思っていて改めて感謝する次

第．

会場担当といっても実は雑用係りみたいなところが

ありこちらの方が大変だった．仕事を掘り起こすとい

くらでも仕事があるので，そのうち，ちょっとほっと

くというずるいコツを身に着けたことも事実で，実は

ずるいのでは無くて，あまりせっかちにやっても結局

軌道修正せざるを得なくなることがあるから，たくさ

んの人と無理なくゴールへ近づくための lつのコツだ

と思う．

さて，実際には会場側，学会屋さん，それにわれわ

れとのコンビで業務にあたったわけだが，準備がよけ

れば学会当日 はひまで仕方ないのが理想的．それで会

場の割り振り，看板のあれこれ， audiovisualの器具，

こまかい文房具，机や椅子の設定などなど，それに人

員の配置については，われわれが全くいなくても機能

するようまず考えた．そのうえで，われわれの仲間を

配置してことが起きた時の連絡網，まあいってみれば

ネットワークをつくりあげること，これだけはなにが
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なんでも完全無欠に行うべく計画を練った．人員とし

てはわたくしどもの研究室のメンパーを総動員と考え

た．それからは独自に動いてーつまり研究室の庶務に

ネットをつくらせた．そのうえ業務のシミュレーショ

ンを行い当日を迎えた．ふたをあけてみるとあまり 仕

事がなくきわめてスムーズに進行．本当は康瀬先生あ

たりが「し3ろいろ裏でカバーして下さった」のかもし

れないとひそかには思っているが，根が楽天的なので

あまり悩んでいないのが白状すると本当のところ．そ

れにしても，このような栄えある仕事のお手伝いをさ

せていただき切替会長はじめ諸先輩の先生方に深く感

謝する次第で，わたくしを手伝ってくれた諸先生にも

よい思い出になったものと思っている．

（福田宏之）

・第 20回 IALP学会のひとつの裏窓から

例によって今回も，わたくしはこの会議の裏方の一

端をおおせっかり，主に開会式と Banquetの演し物の

企画と運営を担当しました．一番困った点は，予算の

めどが直前 2～3ヵ月まで明確に立たなかった点と，

事情があって大部分の経費を学会運営経理の表面に出

せない点でした．しかもわたくしの基本方針としては，

やるなら日本の面白にかけて恥しく ないものに しぼ

り，中途半端なものならむしろやらないですっきりし

た方がよいという考えでしたので，それにふさわしい

ものを選ぶとなると少なくとも 1年以上前には演者を

予約しておかなくてはならない難しさがありました．

そのためやむを得ず出演者の大部分をわたくしの日常

診療上の知人から選び，万ーの場合の出演料は学会終

了後経理で出し得る範囲内で勘弁して賞おうという覚

悟で予定を進行させました．幸い直前になって津島事

務局長らのご尽力で予算のめどがつき，見通しが明る

くなりました．開会式の雅楽では，前夜の舞台設営と

リハーサJレ予定に冷房が入っておらず（予めの連絡不

備），衣裳ぬきの稽古になり，全員汗だくでした．前か

らの準備と当日の運行で会場担当の慶応大福田先生以

下医局の方々には大変お世話をかけ，深く感謝してお

ります．雅楽の内容はわかりやすく，華やかな演目を

選びました．ほとんどの方が気付かれなかったと思い

ますが，あの楽器奏者のなかに一人女性が居り，彼女

は芸大でピアノ科を卒業してから筋を習い始めた変り

積です．

開会式は緊張の連続でしたが，台風もどきの豪雨の

中で無事終了し，ホッとしました．

Banquetは会場が別で学会としての会場係も居ら

ず，わたくしとホテル側との直接折衝でしたので細か
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い点で戸惑いました．たとえば狂言の演者が控室で衣

裳を着け，自足袋で舞台まで（少し離れていました）

歩いてゆくのにスリッパが要るといえば，ホテjレの従

業員は廊下やロビーではスリッパ禁止ですと頑張りま

す．

狂言には当初人間国宝の三宅藤九郎氏にお願いして

あったのですが，病床のためその御子息で，三宅，野

村の本家にあたる第 19世和泉流宗家を継がれた家元

が，文化庁公演中の合聞をぬって開宴直前にかけつけ

（当日郡山→翌日千葉），一族で熱演して下さいまし

た

狂言が終ったところでハプニングが起こりました．

はじめはここからすぐダンスパーティに移る予定でし

たのが，突然壇上にスウェーデンの DR.B. Fritzellと

DRS. Fexが現れ，男性三重唱を始めました（数人で

の男声合唱の予定だったそうですが，他のメンバーが

Banquetに申し込んでなかったため急速変更）．それ

につられてわたくしの隣席にいたポーランドの若い女

性（DR.M. Pachalska ? ）が勇敢にも l人で壇上に飛

び出してポーランド民謡を歌い，満場の喝采を浴びま

した．司会の NHK目加田アナ も夏の甲子園野球で大

阪出張中を，急速この夜のためにとんぼ返りで出演し

てくれました.Banquetの料理を東欧圏からの出席者

逮が写真に撮っていたのが印象的でした．

わたくしにとってこの晩もう一つのハプニングが起

こりました．会食中突然わたくしの席に l人の中国人

がやってきて，わたくしにプレゼントを差し出したの

です．みると扇子と石の塊です．見知らぬ人が変なも

のをと不審に思っていますと，彼は扇を聞けて見せて

くれました．扇の絵にはなんとわたくしの似顔絵と数

年前に書いたわたくしの著書のカバータイトルが見事

に描かれています．唖然として二の句もつげずにいま

すと，「この本を上海で買って読んでいたので，今回の

来日を機に作らせて持参した」というのです．そして

もう 1つのプレゼントの石塊と見えたのを裏返してみ

ると，わたくしの姓名を刻んだ印鑑で，石の頭に亀を

刻んでありました．一面識もないこの中国医師の善意

に驚きと感謝でしばし拒然としていました（帰宅して

調べてみると上海の芸術家のための病院－The Art-

ists’Hospital of Shanghaiーの主任医師で，中国代表

のCoMeT会員， DR.Koo LehTehでした）．わたく

しの診療所を見たいとの希望で，翌日北京の DR. Z. 

Wangと2人で来院されました．夏休みなのと学会の

ためほとんど休診状態で何もお見せできないことを詫

びました．わたくしの診療を見ながら「患者さんの写

真やビデオは撮らないのかjと尋ねるので，「私は是非
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撮りたいのだが，貧乏なので高価な撮影機器を買うお 付けし，歩いてもらったところ，“私も着てみたかった”

金がない」と答えると彼は「日本の医師は金持ちだと という人が何人かいて，この試みは好評だったようで

聞いているのにどうしてか？」とけげんな面もちでし ある．

た．突然の来院のためわたくしが平常行っている局麻 生け花は，まさか自分で実際に生けてみることが出

の声帯手術も供覧できず， 2,3の著作と小論文以外 来ると全く思っていなかったので，大変驚き，喜んだ

にわたくしからの何のプレゼントもできなかったのが と感想、を述べた人がいた（委員は会場までは付添って

今もって悔まれます． はいっていないので念のため）．

こんなわけで裏窓のひとつからみた第 20回IALP フィルムショーは， 5日， 6日の午前にビデオ会場

学会は，わたくしに中国医師とのささやかな交流の種 で行われた．日本の風土や文化を紹介することを主眼

子を lつ，その窓際に生み落していってくれました． に，無料で借りられるフィルムを持っている機関に電

（米山文明） 話をかけまくった．いずれも 10分以内の短時間のもの

であるが，会場整理の都合で，上映時聞を短縮するた

・同伴者プログラム め，予告した上映フィルムのうち，「空手」をはずすこ

同伴者プログラムは，8月4日はお茶と着物ショ ー， ととなった．ところが，参加者が，“Karate!Karar巴！”

8月5日は生け花と美術館訪問，最終日 7日は買物ツ とコール，急逮，終了時間を延長して「空手」を映写

アーであった．立案にあたって困ったことは委員 3名 した．われわれは外国人の空手熱をはからずも知るこ

ともが，過去このような類の催しの企画作業の経験が ととなった次第である．

ないことであった．どのような内容が参加者の興味に 何はともあれ，好評がきけて，委員一同ヤレヤレで

マッチし，予算的にも可能かということで，試行錯誤 ある．諸々，ご協力下さった方々にお礼申し上げます。

した．といっても，電話による意見交換が主である． （若葉陽子）

さまざまな方にサジェスチョンをいただけたのは幸い

であった． ＜サテライト・ミーティング報告＞

問題が起きないようにと，こと細かく立案時に話し ・声の国際会議一一International Conference on 

合ったが，大きな番狂わせが起った．それは，悪天候 Voic←ーー

の襲来である．毎年8月上旬は， 7月下旬とともに最

も暑い時期である.IALP開催期聞は，恐らく猛暑の中

で汗をふきふきということになることを予想した．と

ころが，プログラム初日はあの大雨である．プログラ

ム参加者を乗せるパスは，高輪プリンスホテルに寄っ

た上で，都インから出発することとなっており，その

見送りに都インに出かけた．肌寒く感じる朝であった．

出発時には，強い雨が降っており，一段と肌寒い状況

であった．ところが“一寸まって”とパスから降り，

都インにかけこんだ人が 2、3人いた．アジアの固か

らの参加者と思われた．待つほどに，その人達はヤッ

ケを持って現れたのである．“これがないと，寒くて”

といいながら，ノてスに乗りこんだ．やはり，寒い固か

ら来た人には，ヤッケまでもっていこうという人はい

なかった．お国の気候の違いを感じるーコマであった．

お陰で委員達が恐れていた，暑さで体調をくずす参加

者は出ず，この天候は，結果的によかったのかも知れ

ない．

初日のプログラムは，ボランティア団体である“ICS

（インターナショナルカルチャーソサエティ）”のご協

力を得た．着物ショーでは，参加者に問いかけ，女性

1人にモデルとして加わってもらい，着物を実際に着

平野実 日比正史

1.会議の概要

声の国際会議は， 1986年 7月28,29日の両日，久留

米大学医学郎耳鼻咽喉科学教室の主催で岡市の翠香園

ホテlレにおいて聞かれた．この会議は，翌8月3日よ

り7日まで東京で開催された第 20回国際音声言語医

学会議のサテライ ト・ミーティングとして位置付けさ

れていた．東京の本会議が音声言語医学の分野から広

く一般に演題を募集したのに対し，久留米の会議では

トピックスを“声”のみに限定して小規模ながら中身

の濃いものにしようと企画された．

わたくしたちの呼び掛けに応えて集まった論文数は

34件であった．演題論文の国別内訳は，アメリカ合衆

国 18，スエーデン 6，日本 3の外，エジプト，ドイツ，

イタリア，中華民国，チェコスロパキア，フィンラン

ド，アルゼンチンから各 1件であった．会議への参加

者は，共同演者や聴講者を含めて計 70名余りであっ

た

1 .他の学会などとの関連

この会議は，その後延々と 2週間に渡って続く学会

週間の皮切りであった．久留米でこの会議が聞かれた
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後，同じ遇に韓国のソウルでは COMET会議が，そし

て翌週には東京で前述の国際音声言語医学会議が聞か

れ，京都でのポストコングレス・ミーティングへと続

いたのである．これらの会議は何れも音声言語医学に

関連するもので，わたくしたちの知る限りでも全会議

に出席した熱心な研究者／臨床家が何人もいた．

2. その他のプログラム

会議の演題の専門的なトピックについては次章に述

べるが，それ以外のプログラムについて先に触れる．

先にも述べた通り，久留米の会議が先頭を切って聞

かれたこと，そしてこの会議の第 1日目の開始時刻が

早かったことから，ほとんどの参加者は前日の内に会

場である翠香園ホテルに到着していた．そこで，会議

開始前日の夜には顔合わせのウエルカム・パーティが

聞かれ，既知の者たちは再会を喜び合い，初対面の者

たちは互いに紹介しあった．

学会第 1日目は朝 8時半から始まり，途中 2度のコ

ーヒープレークを挟んで 12時までみっちり講演／討議

が行われた．出席者はこの後，久留米大学のすぐ近く

にある城跡まで行き，筑後川の雄大な流れを見ながら

昼食をとった．午後は久留米大学耳品咽喉科学教室の

研究室ツアーである．出席者は 5班に分かれ可愛いい

秘書嬢に連れられて 5つの部屋を順番に回った．喉頭

ビデオファイパーストロボスコピの装置を備えた音声

外来，超高速度映画撮影／解析室，発声機能検査／録音／

音響分析室，喉頭組織研究室，それにスピーチクリニ

ックである． 5箇所に配置されたスタッフはデモンス

トレーションと解説を行ったが，熱心な質問に英語で

答えるのにおおわらわだった．

会場に戻って再び講演／討議を続けた後，ゆっくりシ

ャワーを浴びてパンケットルームに集まったのは 7時

半をまわっていた．食事の開始に先だって湯布院から

招いた“かぐら”の上演があり大好評をはくした．食

後は恒例の“歌の夕べ”となり， Fex教授，平野教授，

Wendler教授が口火を切れば， Estill女史， Naidich女

史らがこれに続き，それぞれ自慢ののどを披露した．

2日目の夜もほとんど全員が久留米に泊まることが

わかり，同ホテルの庭園でバーベキューパーティが聞

かれた．この日はたまたま FritzeII教授の還暦にあた

り， Fujimura博士の発案で本人には内緒のうちに全

員の寄書きが作られた．パーティの席でパースデイケ

ーキとともにわたされ， Bighappy surpriseとなった．

2. トピックス

34の演題はその内容によって以下に示す 7つのセ

ッションに分けられた．誌面の都合上，各セッション

からし 3の演題を選んで紹介しよう．

1.発声の解剖と生理
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Bakenら（Columbia大）は，有声摩擦音の発声中に

声道の狭めによって起こる口腔内圧の高まりによって

声の基本周波数が下がることを実験的に調べた．また，

文章のイントネーションはこの Foの低下を passive

に含んだものであって，瞬間ごとに activeに調節して

いるのではない，と報告した．

Alfonsoら（Haskins研）は， Stutteringにおける

audibleとinaudibleなdisfluencyなとの聞の差異を

EMG, EGG, PGG, Respitraceを用いて明らかにし

Tこ．

Kotbyら（AinShams大）は，後輪状被裂筋（PCA)

の活動様式を明らかにするために，この筋とその靭帯

の被裂軟骨基部への付着の仕方を調べ，水平方向の

variationが垂直方向のそれより大きいことをしめし

た．

2.喉頭のストロポスコピ

Berkeら（UCLA大）は，ストロボスコピと PGGの

同時計測を行い，ビデオに収められた画像の各フレー

ムが声帯振動周期のどの時点のものかを明らかにする

方法を開発した．

Blessら（Wisconsin大）は，従来のストロボスコピ

所見の記載法（平野）に改良を加え，より詳細な記述

を可能にした 6 point巴qual-app巴aring interval 

seal巴を発表した．

Wendlerら（Humboldt大）は，ストロボスコピの

定量的計測としての有効性を統計学的手法によって検

討したが，あまり多くを期待しない方がよいとしてい

る．

3.歌声

Estill (New York）は，種々の歌声発声を，声帯（薄／

厚），軟口蓋（開／閉），頚昔日や背中の緊張（有／無），咽

頭のl幅（普通／拡大），咽頭の長さ（短／長），舌（普通／

緊張）, Aryepiglottis （普通／緊張）によって調節して

いるというモデルを立て，実演入りで解説した．

Brunoら（Rome大）は， X線を用いて声道長（全

長および部分長）を計測し，声種／男女による差異を検

討することによって，声種を決定する際の一手段とし

て役にたつ，と報告した．

4.声の評価 I 

Fritze！！ら（Karolinska研）は，声門閉鎖不全があ

る発声における声の特徴を記述する際，各国ではどの

ような termが使われているかを検討した．そして，原

因を想像させるような termではなく，純粋に音響的

特徴を表すような termを用いるべきだ，と提案した．
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Milenkovicら（Wisconsin大）は，音声波形が周期 呼吸法の獲得，適切な基本周波数の使用などによって

成分と非周期成分からなり，さらに周期成分は振幅変 治療効果があった，と報告した．

動と周期変動からなっているというモデルをたて，マ

イクロコンピュータを用いて shimmer,Jitt巴r,SN上七

を求めるシステムを開発した．また，男女別／年齢群別

の正常値を求め，病的例のそこからの隔たりを標準偏

差で表して指標とした．

垣田ら（金沢工大）は，発声機能の特性を調べるた

め，音圧，平均呼気流率，基本周波数の同時計測を行

い，とれらを三次元表示した．その結果，音圧と平均

呼気流率（両方とも対数）は直線関係にあり，その勾

配は基本周波数によって systematicに変化する，と報

告した．

日比ら（久留米大）は，垣回の音声波／呼気流指数を

用いて，男女正常人の発声効率（に準ずるもの）を調

べた．そして，効率は音圧に比例して良くなることか

ら，効率を個人間や治療前後で比較する際にはその時

の音圧に留意すべきである，と報告した．

5.声の評価 II 

Blessら（Wisconsin大）は，成人男女聞の声帯振動

特性の差異を，発声機能検査装置，ストロポスコープ，

音響分析装置を用いて調べ，男性の方が閉鎖期が長い，

女性の方が粘膜波動が大きい，女性では後部声門に隙

聞のあるものが多い，と報告した．

Ohlssonら（Goth巴nburg大）は， 1日の発話時間と

ピッチが計測できる小型の装置を開発し，言語治療士

と電話交換手を対象に両パラメータを計測した．平均

発話時間，平均ピッチとも両グループに差はないが，

仕事終了時には前者のピッチレンジの方が広かった，

と報告した．

6. 手術による治療

Fexら（Lund大）は，声門癌 Tlaについて，放射線

療法とレーザ手術の術後の音声を比較し，もし可能な

らば放射線療法が第 lのチョイスである，と報告した．

平野ら（久留米大）は，経皮的声帯内シリコン注入

術のビデオを供覧し，術前／術後の発声機能の改善につ

いて報告した．また，この手法のメリット／デメリット

についてもコメントした．

7.非観血的治療

F巴X (Lund大）は， Ace巴ntMethodによる Voice

Therapyの実際をビデオによって供覧し，ボンゴのリ

ズムに合わせて発声することによって適切な呼吸法／

発声法を身に着けるものだと解説した．また，治療前

後の音声を比較した．

Naidich (Buenos Aires大）は，機能的発声障害の

治療に歌声の技法を応用して，筋の緊張緩和，適切な

3.あとがき

平野が外国を訪れるごとに，久留米を一度見に行き

たいという友人たちの要望に応えるために， IALPが

東京で聞かれる機会を利用させていただいて，この会

議を開催した．大型の国際会議では時間の制限上，発

表／討論時聞が不足勝ちになるので，この会議ではテー

マを声にしぼり，演題数が余り多くならないことを考

慮した．参加者の人数，演題の数ともに少なすぎず多

すぎず，討論時間もたっぷりとれた．それに，座長を

務めてくださった人たちの巧みなハンドリング，声の

国際会議は成功であったと自負している．最後に，こ

の会議にご参加，ご協力いただいたすべての人々に感

謝の意を表したい．

・京都・サテライ卜・ミーティング

一色信彦

昭和 61年8月9日，第 20回国際音声言語医学会の

サテライト ・ミーティングとして，京都国際会議場に

おいて KYOTOSYMPOSIUM : INSTRUMENT A-

TION FOR VOICE AND SPEECHカ吋催された． そ

の経過について若干述べると，まずサテライト・ミー

テイングをやるかどうかが問題で，種々の困難な状況

下に無理してやらなくてもというのが本音であった．

しかし，外人が白本に来る以上， 京都に来る人はかな

りあるだろう，その際何か名目的にでも小会合がない

と，税金対策上も困るのではないかと考え，ミニ ・サ

テライトを計画した．観光も考慮し半日とした．

ミニである以上，何かテーマをしぽる必要があり，

日本のハイテクに期待をもって来る人も多かろうとい

うことで， Instrumentationを主テーマとした．その方

が業者からの協力も得やすいという面もあった．この

シンポジウムには，USAはもとより，西ドイツ，フラ

ンス，東欧各国や中固など多数の参加を得ることがで

き，また演題数と口演 13題，， ビデオ演題 14題と盛会

をきわめた．演題の過半数をビデオ演題が占めていた

のも特徴といえよう.SESSION lでは DR.Warren 

のSPEECHの空気力学的分析にはじまり，日常外来

で用いる音声機能検査機器やストロポスコピィ，内視

鏡を用いた喉頭疾患の観察などがビデオ演題として発

表された.SESSION 2では，鼻咽腔閉鎖機能の検査，

診断におけるX線ビデオの有用性にはじまり， I夏声の

音響分析，フランス人5歳児の音声，言語分析結果，

職業歌手の音声分析や音声障害の治療などが報告され
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た.SESSION 3では，日常外来診療で手軽に行えるビ

デオストロボスコピィと題して，久留米大学の平野教

授とデンマークのハルトマン教授が，鮮明でよく分か

るビデオ演題を発表された．とくに，この SESSION

では，チェコスロパキアの DR.Kr巴saが HydronGel 

を用いた反田神経麻療の治療法で，その基礎的実験か

ら，文献的考察，また臨床応用まで追及し，非常に印

象的であった.SESSION 4では，千葉大学音声グルー

プの超音波モードをもちいた音声検査や，フォノメー

ター，また VELOTRACEをもちいて発語時の軟口蓋

運動を解析した報告などがみられた. SESSION 5で

は，TDP，これは，特電波という中国語の頭文字の略

号との説明であったが，このTDPをもちいると急性
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喉頭炎では，そぽ 100%に近い有効率がある．また種々

の喉頭疾患に有効であるとの中国よりの報告に対し

て，フロアーより活発な質疑応答が行われ，盛会のう

ちに無事，サテライト・ミ ーティングが終了した．パ

ンケットでは出雲の地方伝説の「八岐大蛇（やまたの

おろち）退治」を出し，気楽に楽しんでもらった．

小ク勺レープのミーテイングは，それなりに落ちつい

た雰囲気で，お互いに親しく知り合うことができ，フ

ランクな討論をしやすいなど利点も多かった．京都，

しかも宝が池の国際会議場という静かな環境も手伝っ

て，ゆっくり京都の良さを味わってもらい，互いの親

交を深めることができたように思う．





VI.寄稿

VI 
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堀田先生について

楓田琴次先生の想、出

神戸大学及び兵庫医科大学名誉教授兵庫イアーバンク常務理事 浅 井 良 三

楓田先生がかつて日耳鼻学会総会である，大学の研

究生のプライエル反射についての報告にきびしい討論

をされたのを聞いたことがある．びっくりして学会の

重さとこわさとを思い知ったと記憶している．堀田先

生はかつて東大橋田教授の下で聴覚，特にプライエル

反射を研究されたことがあり，それであのような厳し

い討論をされたのだろうと先輩が教えてくれて了解し

た覚えがある．

このように楓田先生は歯に衣を着せないそのものず

ばりのしゃべり方で注目を浴びておられた．聴覚，音

声の問題を主テーマとして東大の切替名誉教授をはじ

めとして多数の研究生を指導しておられた．

戦後，難聴研究会を創設されて今日のオージオロギ

ー学会の基礎をつくられた．われわれもはじめてオー

ジオメーターを購入して貰って今日のごとき聴力検査

に従事した．

東大では堀田先生の指導で音声特に喉頭機能を研究

する人が多く ，堀田先生もこれらをまとめて宿題報告

をされた．動物実験でなく人体実験であり横隔膜筋電

図を撮るのに苦労したよと話されたのを記憶してい

る．

堀田先生は学会で歯に衣をきせないそのものズパリ

の発言をされ，きついが心地よくひびいた．私も何度

かやられたが，それが励みになって何かを考える基礎

となった．

音声言語医学会を創立されたとき，私も当時やって

いた口蓋裂の開放性鼻声の手術治療成績を報告した．

われわれの形成手術方法で開放性鼻声のきわめて快癒

した音声を録音しテープを聞いて貰った．先生はこれ

を聞いて「成程よくなった．他の人は鼻声はなくなっ

たと聞くかも知れないが僕にはまだ鼻声はよくなって

いないと聞える」と批判の声，私はなるほどと考え，

その後口蓋裂の治療効果を開放性鼻声でな く構音明瞭

度の向上で定めることにしている．こうゅうところが

私には励ましと聞こえ，私は学会発表報告毎に何か発

言されることを心待ちにしていた．

神戸で第 13回音声言語医学会を主宰させて貰った

とき学会場を新設された県民会館とした，この会場は

細長く講演会場としてどうかと懸念したが，堀田先生

は「君この会場の音響効果がよいよ，構造なんか心配

いらん」といって頂いてよかったとの想いが今日も記

憶にある．

このように何によらず思ったことをズパリと的をは
カタギ

ずさずいわれる．江戸っ子気質とゅうか，心地よくそ

れが却ってはずみとなってスムーズにことが運ぶよう

だ．大学での研究指導もそのようであろうと想像する．

私の恩師星野貞次先生も このようであった．私は一

番多く叱られた一人であろう．なぜ叱るのであるか毎

度考えることにしていた．チャンスとみるべきと ころ

はみていられたのであろう．あるとき私のオリジナル

論文を持参した．書見中の先生はチラッと題目をみて

パラパラとめくられたが「チヨット待て」と「今一緒

にみよう」と校正をしながらちくいちみて下さった．

それでー図書直すだけで校了となったことがある．

私はこのことから先生は正直な真筆な方であると拝

した．自分をあざむくことができない人だ．廻診でこ

っぴどく叱るのもそう本気で思っていられるにちがい

ない．弟子はなぜだと考えねばならない．私はいつも

そう思って叱られてきた．

堀田先生もきっと自分をあざむくことのできない真

正直な方にちがいない．先生の発言は聞き流してはい

けない．一歩下って考えねばならないのであろう．
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楓田琴次先生の思い出

東京慈恵会医科大学名誉教授 高橋 良

日本音声言語医学会は 3年後に創会後 40年を迎え ったし，無駄なことをさせられているとも思わず，こ

ることになるので，その学会記念誌を作ることになっ れが研究というものの一端かと思っていました．ただ

たという．小生は，その第 18回会長を慈恵医大の現役 もう少し，佐藤先生が問先生に慈恵の伝統のある耳鼻

時代に担当させて頂いたので，何かを執筆せよとのご 科教室のことを売り込んで頂いてあればと思ったこと

書面で大変光栄に存じております． は事実です．

本学会の第 1回より第5固までの学会長を引続いて しかしこの貴重な体験からのお陰で，「聴器結核」と

担当されたのが淵田琴次先生であるということだけ いう分厚い本を佐藤先生と共著で出版することができ

で，本学会への先生の思い入れとご尽力の深さが解り ましたが，結核のほとんどなくなってしまった今日で

ますが，私は上記したように，この学会長を勤めさせ は幻のことを書いた本になってしまったようです．

て頂いたにも拘らず，音声言語学そのものについて勉 もちろん当然のことながら，当時喉頭結核も少なく

強不足というより勉強しなかったことをいまさらなが なかったのですが，ノドに来ると間もなく ，そのべツ

ら大変後悔しております． ドは空いてくるというのも現実で，耳症状を訴えそれ

というのは，私は慈恵医大耳鼻咽喉科学教室の責任 を調べているうちはまだよい方だった訳です．もっと

者になる前に，耳では結核性中耳炎を，次いで鼻では も中耳の結核でも渉出性から増殖性の結核病変の患者

その鼻中隔湾曲症と鼻副鼻腔炎とを専攻しましたが， まで，ずらっとそろっており，それは壮観というか真

咽喉領域についてはほとんど特に勉強するということ にものすごく勉強になりました。渉出性のひどいもの

がなかったからです．教育者の立場の一人として，は では鼓膜所見から全身の予後（死亡）の予知ができる

なはだ申し訳ないことながら，音声言語医学は他岸の ほどのものでした．そして，このような診察の状況か

出来事のようにみていた感なきにしも非ずだったので らベッドに寝たままの患者の耳鼻科所見の見方という

す． ものも白得させられた訳です．というのも，前から中

もっとも，私の師の佐藤重一先生の宿題報告（中耳 野療養所勤務の耳鼻科担当のベテラン ・ドクターであ

結核）の担当にあたっては，卒業 2年目の春に何の予 る平野恒先生というおだやかな人柄の先生がおられた

備知識もないままに，当時関東で結核療養所としては のですが，当方は耳の訴えの患者ばかり勝手に診てい

最も有名だった中野療養所へ丸一年間研究調査のため るのでお互いの交流が少なかったわけです．

フル勤務の出張（サラリーなし）に出されたのですが， しかしある日のータ，御大の問先生と平野先生と三

そのときは時間もたっぷりあることだし，何とも仕方 人で，当時食糧不足の続く時代でしたが，野菜鍋とい

なしにといった具合で入院療養患者の全部を耳鼻科領 った方がよいくらいの鶏肉の少ない鍋を囲みました．

域全体に渉って異常のあるなしに拘らずその所見を調 当方は居候身分の出張医でしたから遠慮しながら鍋を

べあげ，異常のあった患者や異常の起こりそうな患者 っついていたので，家へ帰ってから存分に食い足した

は連日鼓膜所見を詳しく覗き，それを図化し聴検を行 思い出があります．

い，それらを内科所見と比較検討しましたので，それ こういう対外の在り方の場合，上記しましたように

が卒後2年目からのことであったに拘らず，骨の髄ま 佐藤先生は真に紳士的でしたから，当事者はこのため

で耳の臨床結核を自習勉強させられた訳であります． 現場で思いがけない苦労をしたものでした．

その頃，この療養所には肺結核の病理で日本で有名 佐藤先生は東大の増田先生の直系的かつ最も謹厳優

だった岡治道先生がおられましたので，一層刺激的な 秀なお弟子の一人であり ，瀕田先生とは親しいという

雰囲気の中で毎日を暮し得たのを昨日のように思い出 仲ではなかったようすでしたが，どういう訳か楓目先

すことができます． 生と小生の義父の高橋研三とは親しい交際をされてい

今でこそ思うと，若いときのガムシャラとも思える たようで，ときに下谷酋黒門町のわが家へご来訪され

勉強というものの貴重さというか，そういう環境にお たのを覚えています．そ してまた私自身，父のいいつ

かれたことの有難さを強く感ずるのですが，当時は決 けで本郷弥生町の先生のお宅へ何回か伺ったこともあ

して有難いとは思いませんでした．しかし嫌ではなか り，私自身の考古学の趣味で以前から知っていた弥生
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式土器の弥生町がこの当りだということも物の本で知

っていました．お近くには東大の先生方のお宅が多い

ということでしたが，天下の東大の先生方のお宅とし

ては大変つつましいお住いだったようにお見受けした

のを思い出します．

何といっても楓田先生の思い出の圧巻は，関係学会

における先生のご発言の在り方だったと思います．と

いうのも私はそれ以外には先生の警咳に接する機会が

ほとんどなかったからでもあります．先生は大変雄弁

なお方であるとお見受けしました．先生の追加討論や

発言をお聴きしていると，弁舌爽やかでその内容より

言葉のリズムにうっとりしたのを思い出します．

学会会場で先生をお見受けすると，遠くの方から「ゃ

あ，高橋クン，元気かネ，お父さんはどうかネ」など

と若輩にお声をかけて頂くので，学会の最長老の先生

から，こんな風に呼びかけられることに大変嬉しくか

音声言語医学

つ光栄に感じたものでした．

心に，いつまでも爽やかさを残して頂いた個性的な

先生でしたが，これは私が直弟子でなかったためかも

知れません．というのは教育学習研究には大変きびし

い先生だったということを漏れ承わっていたからです

が，音声言語医学の実際の担当者が耳鼻科医であって

みれば，その教育学習の牽引車の役割をされた先生と

してはさもありなんと推察しながら遠くの方から尊敬

していた次第であります．

最後になってしまいましたが，日本の耳鼻科学の代

表誌であり東大に事務所のあった日耳鼻学会会報の編

集は，先生に大変長い間ご厄介となりご苦労をおかけ

していたということをある方から聴いたことがありま

すが，このことについては，どなたかがお書きになる

と思いますので，それを期待しつつ筆をおきます．

(1993. 7. 7) 

楓田琴次先生

横浜市立大学名誉教授 葎 木 修 二

楓田先生の業績や人柄については他の多くの方が筆 と湧かせたものだ．

を執られることと思うので，先生が日本語について深 あるとき「関東弁は二音節，関西弁は三音節でいう．

い関心をもち，かつ鋭い洞察を持っておられた一面を この三音節が関西弁に柔らかいニュアンスを与えてい

挿話風に書いてみたい． る．たとえば池田さんは東京ではイケ・ダさんだが，

先生はたびたび医局に顔を出され，私ども若輩を相 大阪ではイ・ケ・ダさんになる」といわれた．吃音ほ

手に他愛ない話題で皆を面白がらせ，ひとときを楽し か発語の問題に取り組んで来られた先生の見解にすつ

んでおられた．先生一流のユーモア溢れる話であった． かり感服させられた．もっともこれは人文科学として

「君たちは何でも「ぉ」をつければ丁寧な言葉だと の言語学の領域に属する課題のようにも思われるのだ

思っているようだが，奈良漬に「ぉ」をつけたらどう が。

なる」と，突拍子もないことをいい出され，皆をどっ

姻目先生について

昭和大学 岡 本 途 也

私が編目先生にお会いしたのは昭和 20年の頃であ 背の高い白なまずの頭をした英国紳士であった．先生

った．第二次世界大戦終戦前後に二期にわたって音声 は東大薬学科を卒業後バイエルに勤め，嫌になって，

言語医学講義が行われた．東大南講堂で日当たりの良 再度，医学科に入学し，ついでに上野の音楽学校も白

い教室であった．戦陣医学だとか南方医学とかの講義 由に出入りし，卒業後，耳鼻咽喉科医局に入局したが，

で厭になっていたので，われわれにはちょっと興味が もっぱら音声学を研究したという経歴の持ち主であつ

あった．どんな講師でどんな講義が始まるのかと思っ た．

てちょっとのぞいてみたら，白衣をまとった戦時中の 間口一番，授業中のマントやオーパーの着服は許可

ゲートル姿であった．戦後はきりりと洋服を着こなし， をとって一斉に行うことといわれた．講義は時間厳守
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ではじめるということであったが，その当時の交通事

情は非常に悪く，大変であった．あるとき，遅刻した

学生が講義が終わると，ドアを聞けて飛び込んできて，

黒板をすぐにみた．教授がどうしたと尋ねると，電車

の事故と述べ， 遅刻したのでドアの外で講義を聴いて

いた旨答えた．教授はいたく感心して，今後は遅れて

きても入室を許可するといわれた．これほど堀田先生

の講義は学生に対しては厳格であったが，内容は面白

く，学生に評判はよかった．冬の寒い季節であり，試

験にも関係ない講義にもかかわらず，多くの学生が堀

田先生の講義に駆けつけた．

先生の講義はドイツ留学時代の研究とその後の経験

に基づく講義（音声と言語，頭声 ・胸声，関東弁と関

西弁，アクセントと間（ま），三味線とバイオリン，マ

イクロホンと聴覚など）であって，今もわれわれの耳

にのこっているものが多い．これが本当の大学教授の

講義ではないかと今でも思っている．

切替教室に入局後も楓田先生にはお世話になった．
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語音明瞭度検査法を作成したとき，君はNHKの普及
おんさ

度を調べているのかといわれたり，音叉は聴覚を表す

が，オージオメータは聴力を検査していると忠告され

たり，猫がピアノの鍵盤を踏んだときと名ピアニスト

が鍵盤を叩いたと きでの音の差についても諮られた．

音と声，音声学と音響学については先生は持論を持っ

ていられた．私もこれにしばしば反論したが，私の現

在には大きく影響している．

その当時，戦争のおかげで，音響機器は大きく進歩

した．日本音響学会も再興し，堀田先生は副会長にな

られた．労働省や厚生省の会議にも出席され， 私もお

供したが，そのとき定められた音声や聴覚に関する規

約が今も生きている．

最後に，君は随筆を読め，そして随筆を書く人聞に

なれ，といわれた．これが私に対する最後の教訓であ

ったが，しかし，約束されたネクタイはついにもらい

損ねた．

堀田先生と林先生の思い出

名古屋大学名誉教授・愛知医科大学名誉教授 後藤修二

堀田先生を初めて知ったのは，昭和 7年名古屋での 声」の本が楓国家から送られてきた．

耳鼻科学会総会のときである．そのとき堀田先生は「裏 次に林義雄先生とは学会でお会いしている聞に，

声，地声の研究」 という題で口演された．当時私は音 私も音声言語のこと，特にその臨床についてお話を伺

声言語のことは全く無知であったので，こんな研究面 ってみたいと思って，お宅を訪ねたことがある．それ

分野のあることを知った．それから戦後聴覚に興味を 以来音声言語に関してよくお話をうかがってきた．先

持つていたので，聴力検査の零デシべJレ検討会議に厚 生からは昭和 32年版の「こえとことばの科学J，昭和

生省班研究に加わって，それ以来ずっと堀田先生との 42年改訂第 4版とを送ってくれた．

交流がつづいた．その後何年か経て，郷田先生が国立 両先生ともに私にとっては，なつかしい先生です．

聴力言語センターを退かれ，後任として私が当るこ と ご冥福を祈ります．

になった．そうしたことから「かたい声，やわらかい
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民日

さらにお役所むきに体裁を整えたのである．

めでたく，勲一等の叙勲が決定してから，勲一等決

定にいたった内幕を，さる筋から耳にした．その話で

は，鈴木首相の「難聴」診断書の件と，国語審議会委

員としてのご活躍とが有力な摂拠となった由．陸軍軍

人の世界でも，師団長レベルの上司の危急を戦場で救

った場合には，「殊勲甲jとして表彰された．まして，

首相の危急を救ったのであるから，勲一等は当然だっ

たのであろう．

このあたりの話は，

五山神鳥山診療所所長

日本の聴覚学の草分けの先輩に

1. 吃音

堀田琴次先生は耳鼻咽喉科の医師としては，吃音に

関心があった方だと思う．いわゆる瀕図式「ンjメト

ーデ，つまり「ンj法である．吃っていいにくい音の

直前に，「ン」をかるく発音すると，いいにくい音がい

いやすくなるというのである．

東京大学医学部付属病院耳鼻咽喉科外来において，

毎週定期的にひらかれていた「音声言語外来」なると

ころで，受診にきて下さった吃音者に先生はその方法

を説明しておられた．そして，先生の自の前で即座に

実行させ，うまくいくと，素直に喜んでおられた．

この方法の善悪などは，ここで論ずべきではない．

私がいいたいのは，因って受診にきた吃音者に，とに

もかくにも，ひとつの具体策を提示しておられたのを

嬉しく思うのである．

吃音者として私は、「ン」法などで， 2, 3回うまく

いったからといって，吃りがどうなるものではないと

思いつつも，先生の面接技術を学んでいた．
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2.鈴木貫太郎首相

楓回先生は、かつて東京都新宿区に存在した厚生

省 ・国立聴力言語障害センター（元・国立ろうあ者更

生指導所）の所長を勤めておられた．その在任期間の

終わりころ、叙勲の話があった．当時私は堀田所長の

もとで，厚生技官・言語課長であり，叙勲のための資

料作りには，それなりに努力した．

鈴木貫太郎首相は終戦のときにも，功績のあった方

である．しかし， A級戦争独罪人の裁判，つまり「東

京裁判」に証人として出廷するよう，占領軍から指示

があったか、あるいはそういう指示が予測されていた．

そのとき，堀町田先生は東京大学医学部耳鼻咽喉科学教

室の主任教授であった．当然日本政府の関係筋から，

鈴木首相を出廷させないで済む便法について相談があ

った．

先生は門下生のうち，当時まだ新しかった

audiology （聴覚学）に興味をもっ者を指名し，戦勝国

である米国の学者から批判されない程度の証拠作りを

行った．その証拠のお陰，すなわち「難聴」という診

断書のお陰で，鈴木首相は出廷しないで済んだのであ

る．

以上の経緯を私は先生から伺い， それを文章化し，
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語っていただく方がよかったのかもしれない．私は，

ただ事務的に走りまわっただけなのである．誰も書か

ないと消えてしまいそうな話なので，念のために記し

た．

3.耳鼻咽喉科の臨床

切替一郎教授の時代に東京大学医学部 ・耳鼻咽喉科

学教室に入局した私は，堀田先生の耳鼻咽喉科的臨床

能力がどれくらいなのかは知らない．知らないから，

以下のように勝手に推測するのであるが，額帯鏡の付

け方からして，声帯の観察は別として，耳鼻咽喉科的

臨床は余りお好きでなかったらしい．長い助教授の時

代に，臨床に弱かったとすると，も っぱら東大分院に

立てこもっておられたとしても，それなりにいじめら

れた可能性はある．まして，当時の上司M教授は塊田

先生より若年の陸軍軍医少将であり，しかも臨床一筋

の人であった．当然，規田助教授はM教授を敬遠し，

顔を会わさないようにされていたと聞く ．

終戦．軍人は公職追放となり，舞台はまわった．短

い期間ながら堀田先生は東京大学教授となり，耳鼻咽

喉科学の領域に君臨された．そしてながく日本耳鼻咽

喉科学会の理事長も勤められ，ついで日本音声言語医

学会の初代理事長となった．

この輝かしい経歴をへられたので，耳鼻咽喉科的臨

床への恨みは消えておられたと私は思っていた．しか

し，所長室における国立聴力言語障害センターの後任

所長の月旦（げったん ・人事評論）などでは，しばし

ば「所長を耳鼻科医にとられるなリと激しい口調で

いっておられた．皮肉なことに，その所長室には，当

時の日本の耳鼻咽喉科の偉いさんが頻繁に訪問されて

いたのである．私には先生の「所長を耳鼻科医にとら

れるなリというのが納得できなかった．実は今でも

わからないのである．それで，耳鼻咽喉科臨床への恨

みを持ち出し，私自身を無理に納得させた次第である．
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会費の処理，その他の雑務を切替一郎教授と二人で

相談しながら行ったことは，今も懐かしい．切替先生

がご存命ならば，このあたりの話ができるのだが…

第 l回総会，つまり設立総会が東京大学の医学部講

堂で開催されたのをみて，私はフルプライト交換学生

として，日本を発った．

5.世界保健機構（WHO）顧問来日

「教育の面から言語障害を考えるべきだ」というお

立場の田口恒夫先生は，東京大学医学部整形外科学教

室の医局員として，当時の整肢療護園（現・心身障害

児総会医療療育センター）に派遣され，そこから WHO

の援助で米国へ渡られた．帰国後，東京医科歯科大学

医学部耳鼻咽喉科学教室（当時主任・堀口申作教授）

を経て，国立ろうあ者更生指導所の初代言語課長とな

った．田口先生はこの言語課長の時代に再び一年間米

国に渡り，言語障害対策を学んでこられた．

この 2回の田口先生の留学の影響は大きかった．日

本の初等中等公教育界に「言語治療教室」のブームを

巻きおこし，今日でいう，「ことばの教室」を形成して

いった．やがて， NHKはじめ，その他マスコミも協力

し始めたのである．ここから，いわゆる「言語治療土J

の資格問題の萌芽が育っていった．

ちなみに，「言語治療」・「医療福祉」・「臨床心理」の

分野に，厚生省サイドからみての公的な資格は，私の

知る範囲，確立されていない．言語を治療できるのか，

治療できるとすればそれは病気であり，障害ではない，

などと考えれば問題は多い．交換学生として，このあ

たりの問題まで考察しないまま，米国の「言語治療」

を日本に紹介してしまった私は，考察の未熟さを反省

すべきなのである．

この考察の未熟さは，後日私が東京都心身障害者福

祉センターの東京都技師・医学判定科長となってから，

初代の原田政美所長から教示され，冷汗三斗の心境で

あった．今では，「障害は治らないからこそ，障害なの

4. 日本音声言語医学会 ・設立 である」と思っている．したがって，障害を治そうと

東京大学医学部・耳鼻咽喉科学教室の末席を私が汚 することによって発生する弊害を，最小限にくい止め

していたころ，日本音声言語医学会設立の準備が始め たいのである．

られた．言語障害，特に吃音を学ぶために耳鼻咽喉科 きて，私は田口先生の 2度目の留学先であり，しか

に入った私に準備の雑務が割り当てられた．これは当 も田口先生の推薦のあった，米国カンサス州 ・ウィチ

然である． タ州立大学・言語障害研究所からの奨学金と，フルプ

ある日私は切替先生から学会設立の趣意書の原案の ライト交換学生としての渡航費の援助とで約五年間留

提出を命ぜられ，提出した．しかしこの原案はまった 学することができた．

く日の目をみず，「没Jであった．そして，後日印刷さ このウィチタ州立大学の言語障害研究所 ・所長の

れた趣意書は，なるほど立派なものであった．だが， Martin F. Palmer博士がWHOの顧問として，私の

私には不本意なものであった． 留学中に公式に来日された．当然，堀田所長は同顧問
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来日中日本各地の施設・病院の案内をされた．また，

田口先生はその通訳をなさった．田口先生の通訳が余 6.ふたたび吃音について

りにお上手だったので，知らぬ人は，先生を医師では さて，最後に吃音について再度ふれておきたい．

ない通訳専門の人と思ってしまったようである．これ 率直に述べる．日本音声言語医学会発足のころ，入

は後日談． 会審査の件でもめたことがある．それは，いわゆる民

東京では，楓田先生および切替先生が同顧問を東京 間吃音矯正界の方々からの入会申請を会の役員がみ

の「銀鈴会（ぎんれいかい）」という喉頭摘出者（声帯 て，入会の是非を問題にしたからである．

のない人）の団体へ案内された．その会員各位の食道 会の役員の言い分は，これらの方々は本会の会員で

発声の成果は素晴らしく立派であり，同顧問からの評 あることを矯正所の宣伝に使う可能性がある．したが

価も高かった．切替先生・会の顧問高藤先生・その他 って，会としては品位を落とされる弊害を予防する意

銀鈴会幹部の方々はその労を，同顧問からねぎらわれ 味で，入会を断るべきであるというのであった．

たと聞いている． 黙って聞いておられた姻回先生は，皆の意見が十分

日本国の将来性を戦後いち早く見抜かれ，日本のこ 出尽くしたころ，即決された．すなわち， 「入会可jで

とをこよなく愛しておられた，慧眼の Palmer博士は ある．そして日く，「みんなして仲良くやるんだ！」

残念なことに，比較的若くして亡くなられた．現在の その後，心配された弊害は発生せず，みな自然と仲

日本の言語障害関係者で，博士とご縁のある方は案外 良くなっていった．

に多い．ほとんどの方が関係領域での教授あるいは管 現在，吃音の研究を健康増進の面からみている私に

理職についておられる．その同窓会のないのがむしろ は，民間の吃音矯正法から画期的なアイデアがつかめ

不思議なくらいである． そうな予感がする．そう思うのは，心身二元論・古典

本節をおわるに際し，博士夫妻のご冥福を遠く祈ら 物理学などからの脱皮をせまられている「新しい科学

せていただし （ニュ←サイエンス）」台頭の影響なのであろうか．
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林先生について

林 義雄先生の憶い出

林先生と私の出合いには，はっきりした記憶がない．

いずれにしても私が正式の医師になる前からであり，

耳鼻咽喉科を選ぶ前である．その仲立ちは指揮者の故

尾高尚忠氏で，尾高氏とは私の学生時代，戦後直後か

らの付き合いであった．尾高夫妻は昭和初期，戦前の

ウィーンに遊学され，そのある時期に林先生ご夫妻と

毎日顔を合わせる交際をされた由である．

昭和 26年2月初旬，突然尾高氏は脳出血で倒れ，東

大佐々内科に入院されて意識不明のまま同月 16日死

去された．その間私は病床に泊り込んでっき添ってい

た．そんな頃，林先生も見舞いに来られたり，死後の

病理解剖にも立ち合われた．尾高氏の死直後，未完成

だった遺作のフルート協奏曲を補作完成させ，追悼演

奏に捧げた作曲家林光氏は林先生の一人息子であり，

幼時からの尾高氏の秘蔵弟子でもあった．そんな関係

で林先生父子とはときどき顔を合わせる間柄であっ

た

昭和26年2月，尾高氏の死去後， N響の後任指揮者

としてウィーンから来日したクルト・ウェス氏の第 1

回演奏会が同年9月に開催された．その演奏会の帰り

途，友人の延命氏にばったり顔を合わせると， N響機

関誌「フィ lレハーモニーJ10月号にウェス演奏会の感

想記を依頼された（彼はその編集を手伝っていた）．

素人の感想、として気軽に書いた原稿が雑誌に出てし

まって大騒動（私にとって）になった．はからずも同

じ号に堀田先生も執筆されていたのである．詳細は省

略するが結局私は辞表を書くことになった．最初から

第一志望で耳鼻科に入ったわけでもなしある人にす

すめられて何となく入局しただけであったので気軽な

気持であった．その頃私の下宿は原宿で，林先生のす

ぐ近くにあった．その近辺には知り合いの音楽家達が

何人か居り，散歩道から林先生宅の見事なパラの花が

通行人を楽しませていた．

米 山 文明

東大をやめ，いっそのこと林先生に入門することも

考えたりした．その後辞表は切替先生の机の中に収め

られたままになった．そして私はほとぽりのさめるま

でl～ 2年都内関連病院に放出された．その頃から本

学会創立の話が出はじめ，切替先生の手紙をもって林

先生のお宅に何回か参上した（といっても玄関で手紙

を渡すだけであったが）．

林先生のお人柄の印象は豪放奈落，きわめてリベラ

ルな大人の風格であった．現場で直接のご指導を受け

たわけではなし功ミら，そのきびしさは知らないけれど

も，該博な知識と大きな度量の持主だったと思う．経

済的に恵まれない人々のために芸能人健康保険組合を

つくり，自ら診療所を有楽町に開設されたり，若い人

材達の面倒もよくみられたようである．

記憶に残る一つのエピソードがある．創設問もない

頃の経団連ホールで某著名歌手（メゾソプラノ）の当

時にしては珍しいサロン風音楽会が開かれた．会場は

満席で，演奏が終了した直後のことである．演奏が終

り，次のアンコールの拍手が湧きおこる寸前のきわめ

て緊迫した短い切れ目の瞬間，シーンと静まりかえっ

た一瞬の聞をついて，会場中央に居た大柄の男性がす

っくと立ち上ると，大声で「プラポー！ 00ちゃんグ」

と絶叫したのである．その女性歌手の愛称で呼びかけ

られた舞台上の本人もびっくりしてその声の主の方を

向き，ニッコリと笑顔をかえした．次の瞬間，満場か

らわれんばかりの拍手が爆発した．

そのタイミングのよさの感覚と，感情をストレート

にフル表現できる勇気に私は感動した．この男性が林

先生である．

林先生が亡くなる（昭和46年） 2年前，第 14回総

会会長を担当された時の特別講演のユニークさ（狂言

の大蔵弥太郎氏，響曲の平井澄子氏）も先生の面白躍

如であった．
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林義雄先生の追憶

国立音楽大学名誉教授 原田 利 治

林先生は明治 36年6月5日新潟県佐渡に生れ，昭和 特別講義を l対 lで受付るが，久保教授の紹介状持参

3年慶膝義塾大学医学部を卒業後，同大学生理学教室 でやっと教授料を 50Sーから 30Sーにまけてもらって

を経て耳鼻咽喉科学教室に入られ，日本の耳鼻科医の 得意のフォナステニーその他の講義を 2週間うけ、「ス

草分けの一人で鼻の形成手術のパイオニアであった林 トロボスコピーレン」もなさったそうである．ウィー

熊男先生のお嬢さん（生理学の林繰先生の妹さん）と ンはミュンへンより声楽家の患者が多いのはもちろん

結婚された．ご子息が作曲家の林光氏で，フルート奏 だが，教授みずからがオルガンを奏して患者に歌わせ

者であった故林リリ子さんは姪ごきんである．のち日 てみるのに林先生も驚かれたらしい．音楽的な耳と感

大医学部教授，慶大医学部助教授から昭和 29年 12月 性を持つことが音声医にとって強力な武器であること

より昭和 46年 7月 12日に亡くなるまで国立音楽大学 を実感されたという．ちなみに林先生は慶擦のワグネ

の教授を勤められた．以下に私の存じあげる先生のプ ノレソサエティーのメンバーであった．

ロフィールの一端を記す． 2.気管食道科のクリニックと同学会の設立に協力

1. 日本の耳鼻咽喉科学界の中でも早い時期から音 した．

声言語の領域に深い関心を持って研鎖を積まれた． 戦後，慶大耳鼻咽喉科では西端験一教授がアメリカ

先生は昭和 11年 6月から「幸に父母も健全だし此時 から小野譲先生を客員教授に迎えて気管食道科を創立

とばかり親爺のスネをかぢって l年と 10日間の世界 されたが，当時助教授であった林先生もこのジャクス

一周の旅に」（耳鼻臨床 32,P. 977, 1937）出られたが， ン式直達鏡の普及に霊力された．肺や食道の外科手術

それはその年の 8月 17日からベルリンで開催された が行われはじめたこの時期に，慶膝でジャクスン式直

第 3回国際耳鼻咽喉科学会と，それに続く「第五回濁 遠鏡の手ほどきをうけた内科外科の先生方は多くいる

逸言語声音治療学会J（耳目侯 9, P. 1084, 1936）に出席 はずである．

することが主目的であった．そのときの先生の学会印 3. 日本音声言語医学会の創立に参画した．

象記によれば，私には文献でのみお馴染みの鈴々たる 東大の楓田琴次先生やその門下の方々とともにこの

学者らが活発に討論したようすが読みとれるが，中に 学会の設立とその後の運営に協力され，自らも第 14回

グッツマンに関して「彼の造った喉頭マッサージは道 総会の会長をつとめられた（別項）が，そのときの主

具の宣停に過ぎぬ．目盛りをつけたI喉頭鋭を供覧した 題「美しい日本語Jはいかにも先生らしいとの評価を

が小生が既に四年前に考案して永島に造らしたものと

似てゐる．患者を二人供覧したが度重なると拍手を強

制するようで鼻につく．先代に比して遥かに不宵の子

の感がする」とある．林先生もお若かったのだ．

先生はその後ミュンへンのナドレッチニー教授のポ

リクリニツクに 1ヵ月いて種々の音声言語障害治療を

直接伝授され，特に声楽家の治療と喉摘者の 1sog.

Magen-Stimmejの指導に感銘をうけたという．後年，

林先生は「ナドレッチニー教授を憶ふJという追悼文

（耳鼻臨床 36, p 186～189, 1941)の中に，このとき

のお別れに際してナドレツチニー教授が即興で書いて

贈ってくれたドイツ語の詩を載せている．ナドレッチ

ニー教授は久保猪之吉先生の還暦のときの贈りものの

紋紗（「吾生の行路新なり草紅葉」の匂あり）も林先生

にみせたという．士はよく知己の土を知るというべき

か

林先生はそれからウィーンに廻ってステルン教授の
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得た．

4.内外の学者や音楽家，芸能人らと幅広い交際が

あった．

現在ほど音声医の専門家が多くない時代に，しかも

ご自身が音楽や演劇に通じておられたから，その方面

の患者が多かったのは当然だが，単なる医師と患者の

関係でなく人間同志の交際をしておられた．たとえば，

歌舞伎では六代目菊五郎，十一代目団十郎，十七代目

勘三郎丈らとお附合いがあり，新劇の千田是也（林先
ょ したコリャ

生には密かに吉田是哉の筆名があった／／），長岡輝子，

東山千栄子氏らや，新国劇の島田正吾，辰巳柳太郎氏

らとは家族ぐるみで往き来なさっていた．声楽家では

砂原美智子，三宅春恵，伊藤京子，ペギ一葉山氏らあ

げればキリがないが，なぜか女性歌手の名が思い浮ぶ

のは林先生のせいではない．かつて林先生のお宅で毎

年6月に催された「パラの会」には，これらの人々が

ワンサと押しかけてこられて談論風発するのが常であ

ったが，私達弟子どもはその応援のお手伝いをしなが

ら医術と芸術の接点に立ち合わせて頂いたのだった．

5.東京地方の喉摘者のグループ「銀鈴会j設立の

プロモーターであった．

林先生はヨーロッパ視察から帰って日大の教授にな

られ，昭和 16年におそらく日本ではじめて喉摘者に食

道発声の指導を行った．戦後に喉頭摘出術が増えるに

つれてその代用音声の研究も進み，各地にi侯摘者の会

が作られたが東京地方ではなかなか一つにまとまらな

かった．昭和 29年9月になって東大の高藤次夫博士，

喉摘者の中村喜四郎，重原勇治氏らとともに林先生が
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プロモートして「銀鈴会」が創立された．この会は，

会員相互の親睦を計るのみでなく代用音声習得のため

の訓練や情報の交換，手術前患者の元気づけなどの活

動を精力的に続けている．この会の名附け親は林先生

で「Sprech巴nist silbern, Schw巴igenist golden」の

諺を逆手にとって，止むを得ず沈黙を強いられた喉摘

者に銀の鈴のような声を再獲得してほしいと願つての

ことだという．また第3回喉摘者世界大会が東京で開

催された時は，作詞谷川俊太郎，作曲林光で「大会の

歌jが作られ，それの英訳，イ弗訳もついている．

6.国立音大での音声生理学の開講

国立音大の初代学長の有馬大五郎先生は林先生より

3年ほど年長で，慶大文学部在学の頃ワグネルソサエ

ティーでも先輩であった．有馬先生がウィーン国立音

楽アカデミーやウィーン大学哲学科に学ばれていた頃

に林先生と接触があったかどうかは詳かでないが，昭

和 25年に新制大学の学長になってから林先生を招い

て，当時数少かった「音声生理学jの講座を聞かせた．

その講義と試験問題はユニークで，同大学の名物教授

の一人になった．

7.林先生は明治生まれの日本人と しては上背もあ

り，服装も態度も日本人ばなれしておられた．

先生の晩年の弟子の一人として，私は 20年余もお傍

におりながら学業はいうに及ばず，そのもの腰さえも

遂に会得し得ずに終ったことを漸慨にもまた申訳なく

思っております．（文献資料の参照にご助力を給わった

東京電力病院の磯貝豊先生に感謝します）．
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切替先生について

切替教授について

昭和 30年頃と思う．関連逓信病院にて画期的な手術

を行った．食道入口部癌患者に喉頭・食道入口部全摘

手術を行ったのである．それほど珍しい手術ではない

が，本症例は音声もそれほど障害されていなかったの

で，患者の了承，協力をえて，手術中に声門上部にて

喉頭原音を録音したのである．録音に協力していただ

いたのは電気通信研究所の三浦種敏（後の日本音響学

会理事長），斉藤収三（後の東大音声研教授）技官であ

った．頚部を舌骨下で切開し，喉頭腔を開放した段階

で，腔内に小型マイクロホンを挿入し，患者の発声す

る声を声門上下にて録音採取し，これを分析した．

喉頭原音を採取して音響学的研究をしたいことは，

かねてより思っていたが，まだそれを可能にする音響

機器はなかった．東大耳鼻咽喉科切替教授と電気通信

研究所の早坂寿郎研究部長（後の NTT電気通信研究

所所長）とは聴覚と音声の研究についてしばしば意見

を交換されていた．その席上で小型マイクロホンが完

成したので，なにか研究に使えないかという話題もで

た．それで，早速，音声録音に本器を用いたのである．

分析の結果は，喉頭原音は鋸状波であった．しかし，

声門上で喉頭原音を録音したとはいえ，「あ，い，う，

え，ぉ」母音は母音によって多少波形が異なっていた．

声門より上方の咽頭・喉頭の共鳴が影響していたので

ある．ゆえに上咽頭腔をガーゼで閉鎖すると，母音へ

の影響は少なくなった．それでもなお，母音による波

形に差があるので， 声門下腔の影響も無視できないの

ではないかと推測した．

この結果を早速に切替教授に報告した．教授は日本

音声言語医学会にて発表せよといわれた．それで，そ

の命令には従ったが，原著として英文で学会誌に投稿

せよとの命令が出たが，これには従わなかった．とい

昭和大学 岡本 途 也

うのは，同様な論文がすぐに発表掲載されたからであ

る．教授からは遅いと叱られた．切替教授は先生の博

士論文からみても喉頭原音には関心があったのであろ

っ．
切替教授は楓田教授への遠慮があって，音声学の研

究には控えめであったのではなかろうか．しかし，そ

の後，切替名誉教授のご尽力により東大音声言語医学

研究施設が開設された．長年，外来の一隅にあった音

声言語外来もようやく大手を振って診療，研究ができ

るようになったのである．そして，切替名誉教授が会

長の下に国際音声言語医学会も開催された．これで切

替先生もご満足であろう．
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切替一郎先生

横浜市立大学名誉教授 津木修二

切替先生の音声医学に傾けられた並々ならぬ情熱に 先生はまだ十分な撮影器具もなく ，技術もそれほど

ついては，いまさら書くまでもない．さればこそ多岐 進んでいなかったと思われる時代に，声帯の振動の実

にわたる耳鼻咽喉科の課題のうち，音声医学に多くの 態を映画に収められた．講義の際それを供覧し，学生

時聞を割いて講義された．当時こんな綿密な講義が聴 をすっかり魅了された．先生の映画好きは，多分それ

かれたのは日本中で私達だけではなかったかと深く感 に初まったことと思う．後年 「中耳伝音系の構造と機

謝している．発声時の声帯の振動様式など，図解入り 能」の宿題報告に際し作製された科学映画は，先生白

で詳しく説明して下さったものだ．私が耳鼻咽喉科は ら指揮をとって纏められたもので，海外でも評判を呼

科学であると感じ入ったのは，このときである． び，賞を得られたのは周知のことである．
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斎藤成司先生について

斎藤成司先生の思い出

慶雁義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室 福 田 宏之

切替一郎先生の後を受けて，斎藤成司先生が日本音

声言語医学会の現在の理事長職にあたる会長に就任さ

れていたが，会長の任期途中の 1988年9月28日に亡

くなられました．斎藤成司先生の業績などはよく知ら

れていますので，ここではプライベートなエピソード

を紹介させていただくことにします．

とにかく，人の和を大切にする方でした．地方の学

会で斎藤先生ならびに私，そしてもうひとりの研究室

の仲間の 3人で酒を飲みながら食事をしていたときの

ことです．お酒がすすんだこともあり，私どもは自分

たちの身分も忘れ，ついでに斎藤先生の身分も忘れた

か，言いたい放題の論争が始まってしまいました。実

はこのとき何の話をしていたのか私は忘れてしまって

いるのですが，斎藤先生が部下ふたりに責められてい

るという状況でした．普段温厚な斎藤先生もついに堪 いうではありませんか．驚いてしまったのはいうまで

忍袋の緒が切れたか，大変激高されてテープルを叩い もありません．ところが，さらに驚いてしまったのは，

て立ち上がり，「もう，お前達と話ができるか」といっ 扉を開げて外に出たところ，斎藤先生が寒い中を足を

てさっさと帰ってしまったのです．普通の感覚ですと， 踏み鳴らしてわれわれが出てくるのを待っていたので

主任教授を怒らせて大変になり，こちらは真っ青にな す．しかも，ニコニコしながら……．

ってしまうところです．追いかけていって土下座して すっかり酔いのさめている斎藤先生に対して，酔い

でも謝るところなのかもしれないのですが，残された が十分に回っているわれわれは「先生，こんなところ

私どももアルコールのせいか，慌てることもなしま で何しているの？ Jなどと語らいながら 3人で仲良く

あまあといいながら酒を飲み続けました．大変寒い時 ホテルに戻りました．戻ってから 3人でまたアルコ一

期で，追いかけていっても寒いから程度にしか考えて ル三味になってしまいました．

いなかったように記憶しています．小一時間たってか そうやって一生懸命に軌道修正をなさる斎藤成司先

ら，さあ帰るかということになり，レジで会計しよう 生には，今さらのように偲ばれる思いで一杯となりま

とすると，先程の人が会計をすべて済ませていったと す．

斎藤成司先生の記憶

東京都立大塚病院耳鼻咽喉科 川井田 政 弘

私が慶慮義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室に入局し 現助教授で本学会でも活躍中の福田宏之先生，後に北

た当時，斎藤成司先生が教授であられました．また， 海道大学医学部教授になられた犬山征夫先生，気管食

後に京都府立医科大学教授になられた村上泰先生が助 道領域で著名な斎藤誠次先生（故人）がいらっしゃい

教授であり，さらに専任講師には現教授の神崎仁先生， ました．私自身は 1980年（昭和 55年）に耳鼻咽喉科
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に入局しました．入局説明会で，斎藤先生は「僕はサ 命に仕事をされました．たとえば，シンポジウムはテ

イトウ先生でなく，サイテー先生なんですヨ」と冗談 ーマを決めて，一般会員からチャレンジしてもらうと

を飛ばし，私は思わず吹き出しそうになりました．も いう画期的なアイデアを出されました．今でもこのよ

ともと耳鼻咽喉科 ・気管食道科領域の中で，気道 ・食 うなシンポジウムやパネルの企画をみることはほとん

道領域の疾患や頭頚部外科に関心を持っていた私は斎 どありませんが，この企画は非常に好評でありました．

藤先生が喉頭領域の大家であられることに加えて，先 私自身，この総会の事務局員として働かせていただ

生の温厚で楽しい性格にひかれて耳鼻咽喉科，特に喉 きましたが，大変ではあったものの，楽しい思い出で

頭領域と音声外科の専門家を目指したといえます． あります．

斎藤先生は人に迷惑をかけることがきらいで，思い 仕事を離れて，斎藤先生と酒を交わしたときのこと

やりあふれた方でした．大学の停年近くになってから， も大変楽しい思い出です．特に外国人をみつけるとま

日本耳鼻咽喉科学会や日本頭頚部腫蕩学会，日本音声 ったく知らない人でも英語で声をかけてしまいます．

言語医学会の総会会長をお引き受けになりましたが， 「何しろ，ただで英会話の勉強ができるからネ」とニ

私が入局した頃は学会を主催されることはほとんどな コニコしながら私に話していたことが思い出されま

し私がそのことを斎藤先生に尋ねたことがありまし す．また，外国人でなくてもまったく知らない人に声

た．そうしたら，先生は「学会はお金がかかつて，同 をかけて仲良くなることもしばしばで，そのときは必

窓会に寄付を頼んだり，医局員には診療や研究以外で ず自分の名刺を差し出してこう言います．「決しで怪し

働いてもらわねばならないから，引き受けたくないん い者ではございません」と……．横でみていると呆然

だ」とおっしゃっていました．実際，後にこれらの学 としてしまうこともあるのですが，素晴らしい人柄と

会を引き受けたのはむしろ同窓会や医局員の方から， 温厚な性格で人々の心をひきつけたといえます．

斎藤先生に学会を主催しましようと励ましたからだと まだまだこれから本学会などで活躍されなければな

聞いています．それがなければ，第 30回日本音声言語 らないときに亡くなられたのは残念でなりませんが，

医学会総会・学術講演会の会長も務められなかったか 今はこれらの思い出とともにご冥福をお祈りしていま

もしれません．しかし，一度号｜き受けた以上は一生懸 す．
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日本音声言語医学会に望むこと

神戸大名誉教授 服部 浩

私は本学会には第 l回から参加させて戴いている． ST，教育，音楽，保健，福祉関係合計 780(65 %）で

今年で 38年になるわけで時の経過に改めて驚いてい 学会参加者も後者が多い状況が続いていた（現在の会

る．すでに亡くなられた諸先生のあれこれの言動やお 員数は 2000を越えているが，構成はどうなっているか

顔が懐しく想い出され懐旧の念を禁じ得ない． 知らない）．一つの学会でありながら，音声は前者，言

音声言語医学会という命名は，どなたがされたか知 語は後者が発表および参加者ともに大多数を占め，一

りませんが，最初は THE JAPAN SOCIETY OF 部の共通テーマを除き，あたかも 2つの学会が平行し

VOICE AND SPEECH DISORDERSであったのが， て行われているような印象が強い．上述の後藤教授が

1962年からは THEJ. S. OF LOGOPEDICS AND 述べられた通りで，科学の進歩は極度の専門化を要求

PHO NIA TRICSと変更され今日に至っている． しているが，おのおのが自分の専門以外に関心を示さ

1961年（S.36）には京大の後藤光治教授が会長を引 ず，広い視野を失うと学問の目的を見失うことになり

受けられた．本学会誌第2巻の巻頭言に先生は次のよ かねない．生きた学問にするためには，一つのテーマ

うに述べておられる．「 …しかし，音声言語の研究ほ に対し専門を異にする人々による多角的アプローチが

どに，その分野が広範にわたるものもまた珍らしい． 必要で，そのためにも本学会にさらに多くの工学系，

すなわち，これには生理学，医学，物理学，工学，音 言語学，心理学などの専門家の参加が望まれる．学会

楽，心理学，哲学，言語学，教育学等が関係している． として何らかのテーマについてプロジェクトチームを

否，音声言語の研究にはこれら諸学の協同が絶対に必 作り専門を異にする人々の交流を計るようなことも考

要であるともいえよう」これは京大ではすでに昭和 20 えてほしいものである．それは学問的な成果を上げる

年代から後藤教授のご発案と思うが，医学部，工学部 ことのみでなく相互の理解を深めるのに必要なことで

（電気），文学部（心理，教育）などと協同した音声研 はないだろうか.ST問題なども従来からの対話の欠

究組織があったことからの発言であると思われる．私 除乃至は不足に基づく部分が大きいと考えるが，いか

自身， 1982年第 27回総会を神戸で開催することにな がであろうか.Communication disorderを取扱う専

り，改めてそのことを考えさせられた．当時の会員数 門家集団であるから，共通の目的に向って協力して本

は約 1200名でその中で耳鼻科医 300，他科医 90，電気， 学会の発展のために一層の努力をお願いしたい．

音響， 情報工学関係 20，その他 10，合計420(35%), 

私と日本音声言語医学会

京都大学医学部 本 庄 巌

私は現在，耳科学を専門領域としているが，研究の その頃であったと思うが，堀田琴次先生がこの音声

スタートは音声言語医学であった．京大耳鼻咽喉科教 言語医学会で特別講演をされ，有名なオペラのさわり

室に入局した頃，後藤光治教授を長とした音声言語の の部分の音響分析をスライドで示されて，この複雑な

研究が盛んに行われており，当然のことのようにこの 波形をいくら分析しでもヒトの耳で聞く音楽の美しさ

研究チームに入った．そして昭和 37年秋の東京医科大 はわからないという主旨のお話しをされた．これも永

学，白岩俊雄教授ご主催の第 7回日本音声言語医学会 く私の脳裏に残っていて，研究は機械による分析だけ

にはじめて参加した．この折，懇親会が寄席の新宿末 では不十分で，これを生物としてのヒトに当てはめて

広亭で行われ，開鼻声をテーマにした楽しい落語など 考えることが大切なのだと常に自分に言い聞かせてき

を聞かせて頂いたことは永く忘れられない． た．
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私自身はその後着任された森本正紀教授のご指示 のコトパの認知がどうなっているかを中枢を含めて興

で，口蓋裂音声の研究をやることになり，一色信彦先 味深く眺めているが，これにはこの音声言語医学会で

生のど指導でこの研究成果を数年にわたって日本音声 学んだコトパに関する知識が大いに役立つている．

言語医学会に発表した．その後京大を離れ，研究の中 私にとっては一番おつき合いの長かった学会であ

心も音声学から耳科学へと移っていったが，音声言語 り，この機会に感謝をこめて一文をしたためた次第で

医学の研究で学んだことは大きし現在，人工内耳で す．

音声言語医学会と私

有馬温泉病院言語療法科 熊倉勇美

私の音声言語医学会との最初の出会いは，資料がな その時，東大音声研の津島政行先生（現横浜船員病院）

いので確かではないが，昭和 45年頃であったと思う． から質問とともにあたたかい激励のお言葉をいただい

慶膝大学医学部の林義雄先生が学会長をされ，野口英 た．

世記念館が会場であった．私は言語障害に関してまだ なんと，ちょうど 10年前，私が初めての学会発表を

右も左もわからない状態であったので，残念なことに 経験した福岡で，津島先生は「舌切除の言語機能」と

学会発表に関する記憶はほとんどなく，林先生がとて いう映画演題を発表しておられたのである．その後，

も背の高いダンディな方であったことや，懇親会に秋 不思議なことに学会で舌切除と言語機能に関する発表

i筒義孝クインテットと歌手のペギ一葉山が出演してい は行われていない.10年目にして，ようやく同じテー

たことなどを断片的に覚えているだけである． マに取り組む言語療法士の姿をみて，津島先生の口か

その後，私は伊豆の韮山で言語療法士として病院に ら思わずがんばってくれよという言葉が出たのではな

勤務し，初めての学会発表を経験したのが昭和 47年 いか，とこれは私が自分ひとりで勝手に思いこんでい

11月の第 17回日本音声言語医学会（九州大学医学部 るのであるがー・

の鹿戸幾一郎先生が学会長）であった．これは忘れよ その翌年から，「舌切除と言語機能」の関連演題が学

うもない．福岡の電気ピル本館が学会場であったが， 会で継続して発表され，活発な議論がなされるように

発表のときには緊張して壇上でドキドキしながら原稿 なった．そして，2年後の昭和 60年7月刊の 26巻 3

を読み上げたのを今でもときどき思い出す．発表内容 号では牛島達次郎先生と鹿瀬肇先生の企画による「舌

は失語症患者の呼称能力の変動性に関するものだった 切除と構音機能jの特集が組まれている．この特集に

が，発表が終わってホッとしていると，東京学芸大の 論文寄稿の依頼を受け，およそ 3年かけて収集分析し

中西靖子先生から論文にまとめてみませんかとお誘い た60症例のデータをまったくタイミングよく「音声言

をいただいた．早速そのときの上司の竹田契一先生（現 語医学」に掲載していただけることになった．これも

大阪教育大学）をはじめ，先輩の方々に論文作成の指 たいへんな幸運であったと思っている．

導をしていただいた．何度も何度も書き直しをして， このように，私は昭和 57年の神戸学会から始まり，

最終的には東京学芸大までお邪魔し，中西靖子先生と （昭和 61年に東京で行われた国際音声言語医学会議

大和田健次郎先生から，丁寧に論文の訂正をしていた を除いて）毎年，舌切除と言語機能に関する研究発表

だき，感激したのも懐かしい思い出である． を続けている．日本音声言語医学会のお陰で，ほとん

このように，初めての学会発表が初めての論文につ ど何も分からない状態から出発し，12年以上を経過し

ながるという幸運な出発を私は音声言語医学会でする たが，やっと舌切除症例に対する言語療法の意義と言

ことができた． 語療法士の具体的な役割が分かりかけてきたように思

それから，私と学会との因縁めいた話はまだある． っている．

福岡から 10年後の昭和 57年 11月の第 27回学会（神 最初の出会いから，もう 24年になるのには驚くばか

戸大学医学部の服部浩先生が学会長）で，私は「舌癌 りであるが，これからも，音声言語医学会との関わり

術後の構音能力の回復経過」という症例報告をした． の中でさらに成長していきたいと願っている．
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音声言語医学会へ 1人の医療 STとして期待すること
一一 この分野の永遠の学術的リーダーたれ一一

川崎医療福祉大学言語聴覚専攻講座教授，医療言語聴覚士養成校連絡会議代表

森 寿子

私が音声言語医学会に初めて参加したのは，昭和 43 った．要望書はいう．「STの養成は各種学校ではなく

年 11月に神戸で開催された第 13回学術講演会からで 大学院（修士 ・博士）課程と連なる 4年制大学でなさ

あった．その年の 4月から言語聴覚士（以下，医療 ST) れるべきだ」と．本学会によって提示されたこの要望

になるための研修を始めたばかりの私は，第 13回学会 書の内容は，医療 STにとってのちのちまでも強い心

に出された 76の演題のほとんどの内容が理解できな の支えとなるものであった．

いという情けない状態であったが，堀田琴次先生がな 昭和 50年に日本で最初の STの職能団体「日本聴能

された会頭講演「音戸言語医学会と国語問題一日本語 言語士協会」が設立され，笹沼会長を中心に医療 STの

の特質 」のみは，大学での自分の専攻が国語学 ・言 資格養成制度問題が論じられたときにも，昭和 47年に

語学であったためか非常によくわかり，強く印象に残 出された本学会の要望書と昭和 52年に出された 日本

るとともに励まされた思い出がある．瀕目先生は［コ 学術会議の勧告文の内容が主たる論点となった．すな

トパの問題を検討するのに最近の学会ではアクセント わち，医療STの養成レベルの基本を 4年制大学卒以

のみを問題とする風潮があるがそれはおかしな こと 上とするか短大を含めた高卒後3年以上とするかで論

だ．また日本人は東京弁を基準にして日本語の全体的 点は分かれ紛糾し，残念にも昭和 56年の国家資格制度

問題を論じているがそれもおかしなことだ．」といった 検討会は中断した．以後それまで lつにまとま ってい

主旨のご講演をなされた．それを聞いて，深く共鳴す たSTは2つに分かれ， 昭和 60年には日本言語療法士

るとと もにもっとも基本的なことをわかりやすく強調 協会が設立された．こうした STの対立の影響を受け

された会頭に親しみをおぽえ，頑張らなければという てか，音声言語医学会そのものも，昭和 56年以後は

思いとともにホツ としたことを憶えている．以来今年 STの国家資格制度問題について表面だった積極的発

で26年目を迎えるが，この間の本学会の進歩はめざま 言をしなくなった．会員の半数以上が医療 STである

しいものがあり ，喜びにたえない．特に当時総称的に という事情を考慮されてのことであろうが，本学会が

「言語治療」という名で呼ばれた ST業務も，知見が集 学術的側面から日本における言語治療業務を推進して

積されるにつれてその働く分野（医療 ・教育 ・福祉な こられた ことは偽りのない事実であり，一会員として

ど）によって仕事の内容も必要とされる知識も養成の 残念でならない．

ためのカリキュラムも少しずつ異なることが明らかと 幸いにも好余曲折を経て，昭和 47年に本学会によ つ

なりつつある．いわゆる「専門性」が明確になってき て提示された 「STの4年制大学での養成の夢」が，約

たということである．働く分野によってSTが分断さ 20年後の平成 3年4月に現実のものとなった．日本で

れることの是非は別の機会に譲るとして，以下一人の 初めての医療 STを養成する 4年制大学（川崎医療福

医療 STの目を通してみた音声言語医学会の歩みと本 祉大学感覚矯正学科言語聴覚専攻コース）が岡山の地

学会への今後の期待を述べてみたい． に誕生したのである．加えて，平成6年4月よりは北

この26年間の音声言語医学会の歩みを医療 STの 里大学に，さらに平成 7年4月よりは国際医療福祉大

立場から整理する と， 2つの大きな時代に分けられる 学に，それぞれ医療 STを養成する 4年制大学のコー

ように思う. 1つは医療 STの養成問題に対して本学 スがオープンする予定と聞く ．平成7年3月には私ど

会そのものがイ ニシアチプをとり積極的に発言した時 もの第 I期生が社会に飛び立ち，さらにそれを受け継

期（昭和 56年頃まで），どちらかといえば消極的姿勢 ぐ形で平成 7年4月から私どもの大学に医療 STのた

にとどまった時期（昭和 56年～現在まで）の 2つであ めの大学院（修士課程）が開設される予定である．

る． また，これまで沈黙していた医療 ST養成校（10校

昭和 47年に本学会より出された「言語治療士（仮称） 12課程）の教師たちも，平成 5年 1月より連絡会議を

の身分制度に関する要望書」は，私達医療 STにとって 発足させ，国家資格制度の早期実現へ向けて積極的発

は歴史に残る記念すべき格調高い内容をもつものであ 言を行う努力を始めた．
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21世紀の高齢化社会を目前にして，安心して高齢者 言語聴覚学構築の学問的母体となり， 40年近くも水準

や障害児・者が生活でき，豊かな人生を送ることがで の高い学術論文を載せ続け，この分野の学問を推進す

きるよう，医療と福祉制度の総合的整備が必要である るための原動力となった歴史ある学会として，本学会

という共通認識の下に，日本全体が胎動している． には医療 STの国家資格制度早期実現に向りて，学術

こういう時代の流れの中で，学術振興の立場から音 振興の立場から今後是非ともリーダーシップをとって

声言語医学会には，医療 STの養成問題に対して，昭和 いただきたいと心より切望する．

47年になされたように是非独自に積極的発言をして 学術振興をはかる学会の立場・ST現任者の立場・医

ほしいと願う．医療 STに関連する学会は多数あり，そ 療 STを養成する者の立場・患者や家族の立場，それぞ

れぞれが専門性をもって学問構築の努力と国家資格制 れの立場の代表者が誠意ある態度で話し合いの努力を

度実現への努力をしておられることは当事者の l人と 積み重ねたとき，はじめてより理想的な医療 STの国

して喜ばしい.30年間も紛糾してきた医療 STの国家 家資格制度が実現するのではないだろうか．

資格制度問題を解決するためには， lつの学会のみが 平成 6年度発刊の 35巻 l号より本学会誌の表紙は

動くよりも多くの学会が力を合わせて動くことが有効 新しくなった．これを機に本学会の新たな躍進を期待

であることはよくわかる．しかし，日本における医療 したい．

第 20回国際音声言語医学会の思い出

長年の日本音声言語医学会の誘致活動が実って

xxth International Association of Logopedics and 

Phoniatricsが 1986年 8月3日より 7日まで東京で

開催された．津島政行先生を中核とした学会の運営は，

日本音声言語医学会が組織した各委員会によって行わ

れ，学術面の交流のみでなく，国内，国外の参加者の

相互の親睦を深め，さらに国際的地位を高めることが

でき，誠に素靖らしく見事であった．

Main Reportの中で，康瀬肇先生の「構音障害の病

態生理j，笹沼澄子先生の「失語症の言語症状と治療j

は長年にわたる研究成果の粋をまとめたもので，他の

発表内容よりも際立つて優れており，印象的であった．

数々の思い出の中で， FoliaPhoniatrica., 37 : 246 

伊豆韮山温泉病院 長谷川恒雄

～258, 1985.に私どもの研究の一部である「SLTAを

用いた失語症の 3次元構造」が掲載されたということ

もあって，伊豆韮山温泉病院から失語症に関する 5題

の研究発表が宇野，肥後，種村，庄司，長谷川によっ

て行われた．このことは私どもの病院の言語リハビリ

テーション部門にとって，実力が試される貴重な機会

であり，全員が進んで挑戦した．以後，言語リハビリ

テーション部門は自信をもって研究・診療の向上を図

るようになり，次第に失語症の治療と回復に関する論

文が外国の専門誌に掲載されはじめた．第 20回国際音

声言語医学会は当院の言語リハビリテーション部門の

発展に著しい影響を及ぽしたのである．

第 22回音声言語医学会の思い出

福井医科大学耳鼻咽喉科 斎藤 等

私と音声医学会との出合いは，昭和 52年の第 22回 題，特別講演2題とこじんまりしており， 2会場で 2

音声言語医学会に始まる．当時，私は京都府立医科大 日間であったと記憶している．それまではほとんど関

学耳鼻咽喉科学教室の水越治教授のもとで，助教授を 心がなかったが，担当校ということで，われわれも「喉

していた． 頭全摘出術後の T E shunt音声Jと題して発表した．

第 22回音声医学会は水越治教授が会長に指名され， 日侯頭癌で喉頭をなくしても声が出せる手術という， 一

京都市左京区の国立国際会館（宝が池の国際会議場で 般の人でも理解しやすい内容のためか，翌日の朝日新

はない）で開催したことを覚えている．一般演題は 104 聞に報道され，恥ずかし嬉しであったことを思い出し



音声言語医学

苦難境開時忠】 u

1ii11i11:11tt~ ~ :1~1;~11f ill堅
持~m;i判手務長ll 1,1~1;1訴続三
持議芸能u1翌！士 号室1言1f I !ti！；：テ

思 ・ 菖を互交奪宅吾妻 府立医大助敏後嚢完思璽恩二差是 H宗主語＇!g

588 

議官捺2残った気管と食道を細い管で結ぶ

u i ff UTim I uu長野器開i;lil
111~i h idm1,!ui·n;111i~1111！官

朝日新聞より）

傷後の二次的喉頭再建術」と題して発表して，以後こ

の学会にも注目するようになった．喉頭学会， 気管食

道科学会との重複もあり，この学会にのみ関連する演

題を模索している今日この頃である．

第22回音声言語医学会の報道記事 (1977年10月2日

ている（図 1) .学会を担当してみると，この学会は，

M.D.以外の言語療法士や学校の教師などが比較的多

く，普通の医学学会とは異なり，討論も教育論争など

があり異質の雰囲気を感じとったことを思い出す．

昭和 54年の久留米市での第24回学会では， 「H侯頭外

図

第 22回日本音声言語医学会の思い出

子

先生が追加発言をして下さった．以下，音声言語医学

Vol. 19 (1), 68ページに記載されている先生の原稿を

そのまま引用させていただいた．先生は，「従来，われ

われは難聴者の言語指導の場合に常に耳というものを

考えがちだが，耳を使わないで直接に文字を教えるこ

とが大切である．このことが実現されたことは喜ばし

い」と書いておいでる．発表のあとの懇親会でも堀口申

作先生は私の恩師であり，この文字音声法を考えだし

た鈴木重忠先生に，「すごい発想、の転換である．どうし

て思い付いたのですか」と聞いておいでたそうである．

電話の発明で有明なBellも難聴児に文字を教える

ことの重要性を報告している．われわれの研究では，

最初に文字を教えても難聴児は必ず後に聴覚や読話も

利用するようになっており，耳だけを利用したときに

起こりがちな語設の不足や，統語規則の習得の遅れを

免れ，しかも音声言語も習得できている．われわれは

堀口申作先生のこのことばに励まされ，その後金沢方

式（文字音声法）として集大成した．この金沢方式は

鈴木重忠博士の元に考え出され，約 30年の歴史を持

つ．本当に本学会の中で育てられてきたという実感が

ある．

晶能登谷金沢大学医学部耳鼻咽喉科学教室

学会から本学会 40年史の原稿執筆の依頼が届いた

とき，私は京都府立医科大学耳鼻咽喉科学教室の水越

治教授のもとで昭和 52年 10月l日，2日に開催され

た第 22回日本音声言語医学会総会・学術講演会のこと

を書こうとすぐ心に決めた．

私が鈴木重忠先生のもとで言語病理学の勉強を初め

て4年目で，いろいろな学会発表もようやく自分なり

に興味や問題意識をもって聞けるようになった頃であ

った．それだけに今でも印象深く 心に残っている．場

所は国立京都国際会館で都心からはなれた静かで広々

とした所であった．

演題数は 104題で他にパネJレディスカッションが2

題あった．音声障害，構音，言語発達遅滞，聴覚障害，

口蓋裂，吃音，失語症といった，いわゆる音声言語障

害のすべての疾患についてほぽ均等に演題があり，ど

れもこれも本当に刺激的であった．われわれの施設か

らは演題を 3題出していた．

われわれが発表した「文字記号学習を行った重度聴

力障害幼児の言語発達一文字記号と音声記号の移行

」の演題に対して，当時国立聴力言語障害センター

（現東京医科歯科大学名誉教授）においでた堀口申作
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シンポジウム「音声聴取における日本語の特殊性J

（第 36回日本音声言語医学会）を司会して

東京医科大学耳鼻咽喉科学教室 松坂宗太郎

1985年人工内耳に関係してから，否応なしに「言語

音の聞きとり」について考えさせられるようになった．

そして，大は「未知の何語であれコトパが話されてい

れば，私たちはなぜ人の声と感じとれるのか」から，

小は「たとえば日本語のタの VOTは認識にどのよう

に関わり合うのか」まで，余りにも広く ，未知の要素

が多いと痛感させられた．また，私たち日本人は日本

語でも日常／ra／と／la／を使い分けて発音しているの

に，意識では区別できないということも知って「コト

パは面白いjと感じていた．折しも SpokenLanguage 

Processingという新概念が提起きれ，この国際会議が

日本で開催されたのである．

このような趨勢にあった 1991年，第 36回の本学会

総会に当たり，高橋宏明会長から「音声言語医学会で

のspecialsessionのテーマについて」のアンケートを

いただし〉た．そこでかねがね思っていた「日本語の特

殊性について，基礎，臨床にわたる特別な話を伺えれ

ば嬉しい」とご返事しておいた．と ころがはからずも

高橋会長から「音声聴取における日本語の特殊性」と

題してのシンポジウムの司会を仰せつかった．以上の

ような次第なので正直いって私には荷が重かった．し

かし興味あるテーマでもあるし，東大音声研の桐谷教

授とも｜日知の間柄であるので，「相談すれば何とかなる

だろう」とお引き受付した次第である．

まず的を次のようにしぼった．すなわち，種類の少

ない母音 ・子音から成り立っている日本語の聞きとり

の特殊性を，「Fo,Fi, F2までは抽出するが，子音ノfー

スト， VOTを必ずしも忠実に伝えない人工内耳」をつ

けている患者はどのように聞きと るのか，母音の種類

が多い英語の母音を日本人はどのようにカテゴリー化

するのか，モーラ（拍）を単位としたタイミング制御

を行っている日本語での音声タイミングの実情はどう

なのか，そして外国人による日本語の発音から日本語

の特殊性が浮き上がらせてみたらどうなるかという点

である．これらについて，東京医科大学河野淳氏，北

里大学重野純氏， ATR自動翻訳電話研究所匂坂芳典

氏，東京女子大学上野田鶴子氏にご依頼したところ，

快く引受けて下さった．

当日，上記の諸氏はそれぞれについて，ご自分の最

新の研究を分かりやすくご発表になり，また前もって

講演内容をまとめて小冊子として配布したこともあっ

て，会場は満員の盛況であった．このシンポジウム終

了後，音声言語の専門家の 2～3の方々から（工学系，

人文系）から，賞賛の言葉をいただいた．このシンポ

ジウムでは，秀れた講演者によって音声言語学の最先

端を垣間みることができ，そのうえ私までお誉めにあ

ずかった．これは今でも嬉しい思い出として残ってお

り，また東大音声研の桐谷教授にこの紙上をお借りし

て，深くお礼申し上げる次第である．

第 3回国際音声外科シンポジウムについて

慶応義塾大学医学部 福田宏之

表記の研究会が 1994年 6月26日から 28日にわた 登録と歓迎ノマーティのみであったがワークショップと

って京都国際会議場にて開催されました．主な役員は して喉頭枠形成が取り入れられました．演題数も約

以下のとうりです．名誉会長：廃戸幾一郎，会長 ：－ 120を数え，外人参加者も約 60人となりこの意味から

色信彦，副会長：岩田重信，事務総長 ：福田宏之，総 も成功であったといえます．パネルを 3件（内視鏡，

務：田辺正博，出版：小宮山荘太郎，学術：新美成二， 声帯注射，枠形成），一般演題を session18に分け， 2

広報 ：児嶋久剛，登録：北向島和智，接遇 ：鈴木理文． 会場を用いて行われました．

それぞれにたくさんの先生方に参加していただき無事 この会議の準備期間中はちょうど日本の経済のパプ

に会議を終えることができました.26日は公式的には ルがはじけて寄付金を集めるのにとんでもない苦労を
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してしまいました．募金委員長の岩田先生や常に身じ

かにいてもらって金集めにご苦労をかけた新美先生に

は感謝の言葉もありません．国際会議は 500～600人の

規模なら 1人あたり 12～13万円といわれていますが，

人数が少なくなると l人あたりの経費は何倍にもなり

ます．赤字かプロシーディングなしのトントンの覚悟

で会議に突入しました．何回も実行予算を作りなおし，

そのうち各委員には“金あつめろ”ばかりいうように

なり大分誤解されて頻盛を買いました．外国からの参

加者にも十分なことができませんでした．本来東欧や

中国からの参加者にはなんらかの援助をしたかったの

ですがだめでした．そのため出席の意思表示をしなが

ら目的を達せられなかった人もいてこれが悔恨のきわ

みでした．

音声言語医学

しかし学会そのものは終始なごやかに行われて一応

大成功といえるでしょう．学会における audiovisual

の特色として，スライドとかビデオとか区別しないで

なんでも使えるようにしました． 1つの演題でつぎは

ビデオ，つぎはスライド，つぎは OHPと自由自在にし

ました．外国の方はよく理解されて私の意図のとうり

でしたが国内のかたでは十分に理解されてないむきも

ありました．さて最終的には登録が 160を数え，これ

は最終の実行予算の 120人よりも 40人多く，なんとか

赤字をださないですみそうとなりほっとしました．関

係各位に感謝感激です．現在礼状とか支払いなどの残

務業務に追われてまだまだ終わったわけではありませ

ん．



。編集後記．

学問というものは実に多くの人々の貢献によって進

歩するものであって，自分が現在行っていることがど

のような意義があって，それがどのように将来に結び

っくであろうかを知るためにも，過去の発展の軌跡を

視野の中に納めておくことに大きな意義がある．

本学会が創設されたのは 1956年（昭和 31年）であ

る．今では想像もできない戦後の復興にあたった厳し

い時代を経て，ようやく学術面における立て直しをし

ようという意欲がみなぎった時期であった．学会発足

の経緯は康瀬理事長の「日本音声言語医学会史の概要J
に記載されていて大変感概深いものがあるが，それか

ら数えて今年で満 40年を迎える乙とになる．

40年という時聞は人聞が第一線で活躍するスパン

からいってギリギリの期間であるから，学会発足当時

に活躍された方々の多くはリタイアされている．今回

はその皆様からも貴重なご寄稿を願ったが，残念なが

らいただく ことができない方々も少なくない．この学

会史を編纂するにあたって切替先生がご健在であった

らと残念に思われるが，古い資料を大切に保存されて

いたので， 当時を知る方々のご努力によって再現して

いただいている．

切替先生が書かれた「音声言語医学の源流とわが国

における発展一前・後篇」は本学会誌「音声言語医学J
の既刊号に収録されているものであるが，音声言語医

学の歴史が詳細に整理されている貴重な資料なので，

この 40年史に改めて再録させていただ くことになっ

た．またその中にも触れられている九州大学の「声音

言語障害治療部Jはわが国ではごく早い時期に開設さ

れた専門施設で， 1929年（昭和4年）に久保猪之吉教

授によってベルリン大学やウィーン大学の音声医学専

門施設を範として開設されており，わが国におけるこ

の領域のきさがけとして歴史に残しておかねばならな

いものの一つである．曽田豊二先生が本誌の中に紹介

されている．

この 40年史は 3年前の一色信彦会長による第 37回

本学会総会の理事会で作成することが決まったが，そ

の時に一色信彦先生からベルリン大学（Humboldt

Universitat）の Wendler教授が編纂した“75Jahre 

Phoniatrie”という本を紹介いただいた. 1905年に H.

Gutzmann教授がベルリン大学に音声医学専門の部門

を創設してから 75周年を記念して 1980年に出版され

たものである．当時の東ベルリンの貧しい経済事情か

ら質素な本であるが， 300篇に及ぶ H Gutzmannの論

文の紹介にはじまって，東独，西独，ベルギー，プノレ

ガリア，エジプト，フィンランド，日本，オランダ，

ノルウエー，オーストリア，ポーランド，ルーマニア，

スイス，スペイン，スエーデン，チェコスロパキア，

ハンガリ ー，ソビエト，米国といった世界各国におけ

る音声医学の歴史と現況が紹介されている貴重な資料

なので記録にとどめておかねばならない．

ひるがえって，この 40年史編纂にあたっては多くの

方々が精力的に記録の執筆に協力され，本学会の由緒

と現況を明らかにすることができた．これが今後本学

会やこの領域の学術面での将来の発展に寄与する資料

として利用されていくことが望まれる．

本 40年史は会誌「音声言語医学」の補冊として発刊

することが予定されたが，その後，本学会における経

費節減の主旨に沿うため，また本学会の大切な記録で

あることから通刊号の中に含めて発刊することになっ

た．そのような次第でこの 36巻 4号には，原著2編と

第 36回日本音声言語医学会（高橋宏明会長）における

シンポジウム「音声聴取における日本語の特殊性」の

司会松坂教授の記事と第3回国際音声シンポジウム

（一色信彦会長）の福田助教授による報告記事とともに

本 40年史が掲載されることになった．最後に本学会誌

編集委員会の多大なご労力に感謝したい．

（学会史担当理事山下公一記）
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