日本音声言語医学会
創立 60 周年記念式典ならびに
第 51 回〜第 60 回総会の記録

音声言語医学 Vol. 57, No. 2 別刷
（2016 年 4 月 20 日発行）

日本音声言語医学会創立 60 周年記念式典ならびに第 51 回〜第 60 回総会の記録

目

次

60 周年記念式典の記録
第 60 回日本音声言語医学会 創立 60 周年記念式典 理事長挨拶······························· 大森

孝一··········· 147

学会創立 60 周年記念事業報告··· · · · · · · · · · · · · · · ································································ 内藤

健晴··········· 148

60 周年記念
日本音声言語医学会創立 60 周年を記念して···························································· 一色

信彦··········· 150

「音声言語医学」第 1 巻，第 2 巻について······························································· 髙橋

宏明··········· 152

創立 60 周年にあたって·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ······························································· 田中

美郷··········· 154

創立 60 周年にあたって·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ······························································· 廣瀬

肇··········· 156

創立 60 周年にあたって―日本音声言語医学会創立者 颯田琴次先生―·· ··········· 加我

君孝··········· 158

言語聴覚士（ST）を生み育てた日本音声言語医学会―感謝を込めて―··········· 柴田

貞雄··········· 159

60 歳を迎えるとき·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···························· ··································· 新美

成二··········· 161

日本音声言語医学会と言語聴覚士の原点·· ······························································ · 藤田

郁代··········· 163

音声言語医学会の思い出·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ······································ ························· 本庄

巌··········· 165

学会と私······ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ································································ 熊倉

勇美··········· 166

私の学会とのかかわりと思い出·· · · · · · · · · · · · · · ················································· ··············· 福田

宏之··········· 168

創立 60 周年にあたって·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ······························································· 山下

公一··········· 170

································································ 172
日本音声言語医学会総会と学術講演会（第 51 回〜第 60 回）

147

Vol. 57 No. 2, 2016. 4

60 周年記念式典の記録

第 60 回日本音声言語医学会 創立 60 周年記念式典 理事長挨拶
大森

孝一

（京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

日本音声言語医学会が創立 60 周年を迎え，記念式典を行うに当たり，一言ごあいさつを申し上げます．ま
ず最初に，ご多忙の中ご出席頂きましたご来賓の方々に厚く御礼申し上げます．また，第 60 回総会並びに学
術講演会を担当して頂いた内藤健晴教授はじめ藤田保健衛生大学耳鼻咽喉科の皆様に感謝いたします．
本学会は 1956 年（昭和 31 年）に音声言語医学の進歩・発展に寄与することを目的として設立され，当初の
会員数は 62 名でした．歴代理事長，役員，会員のご努力により発展し，現在は会員数約 1700 名となっていま
す．本学会は音声，言語を中心に，これらに密接に関連する高次脳機能，嚥下，聴覚など幅広い領域を取り扱っ
ています．高齢化社会を迎えて，生活の質を保ったままでの健康長寿が求められており，コミュニケーション
医学を扱う本学会の重要性が増しています．先達の作ってこられた歴史を振り返りながら未来に向かうことが
大切と考え，60 周年の記念行事準備委員会を立ち上げました．記念行事としましては，記念式典，湯本英二
前理事長の記念講演，記念シンポジウム，記念品，市民公開講座，60 周年記念誌の発行を行います．なお，
2005 年には 50 周年の記念事業を北里大学の岡本牧人会長のもとに行いましたので，主にそれ以降の活動につ
いてお話しします．
本学会の最も大きな事業としては学会誌の発行と学術講演会の開催ですが，学会誌は順調に発行され，音声
言語医学に関する学術成果が着々と掲載されています．学術講演会は開催地域での音声言語医学への関心を高
めて頂くと同時に，新しい学術的成果を全国，世界に発信して頂いています．また最近は様々な職種の方が会
長をされるようになりました．様々な視点で学術講演会が開催され，本学会の幅が広がっていくものと期待し
ています．今後も，会員の皆様が学会に参加して良かったと言って頂けるように，主催される会長を支援して
いきたいと思います．
湯本英二前理事長が 2007 年から研究助成制度を始められ，研究助成費審査委員会で審査された若手研究者
の新規性のある課題が学会で報告されています．2007 年からポストコングレスセミナーも始まり，会長の企
画と講習会企画委員会の支援のもと言語聴覚士を中心に実践的な研修が行えるようになってきています．音声
情報委員会では「声の検査法」を改訂し，現在多くの施設で採用されています．2013 年に私が理事長に就任
してからは，DVD「動画で見る音声障害」の改訂に取り組んでいます．学術活動として新たに「音声障害の
診療ガイドライン」の作成に取り組んでいます．広報委員会では新たに入会案内のパンフレットを作りました．
大変な力作で，言語聴覚士養成校など関連施設にお送りしています．各種委員会では，時代の流れや社会から
の要望にこたえるべく，嚥下委員会，言語・発達委員会，聴覚についてそれぞれの課題に対応して活動してお
り，その中から学会でのシンポジウムのテーマが提案されています．また，新たに倫理委員会，利益相反委員
会を立ち上げました．
本学会は学際的で医師，言語聴覚士，教育者，研究者など様々な職種の会員がおられます．せっかくの機会
ですので，音声言語医学に関わる医療や教育について，多職種あるいは多施設の共同研究が進むように，学会
としても支援していきます．会員へはもちろんのこと，患者さんへの情報提供も充実させたいと考えています．
60 周年を皆様と一緒にお祝いし，今後の発展につなげていく大切な学会にしたいと思います．そして，皆
様からご意見を頂き，継続して，より良い学会に作り上げていきたいと思います．ご支援ご協力頂きますよう，
どうぞよろしくお願いいたします．
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学会創立 60 周年記念事業報告
内藤

健晴

（藤田保健衛生大学耳鼻咽喉科学教授）

このたび，第 60 回日本音声言語医学会総会・学術

で取り組む音声言語障害」（司会：深浦順一，田山二朗，

講演会（平成 27 年 10 月 15 日・16 日，ウインクあいち）

演者：城本

修，藤本保志，渡邊雄介，山口優美）が

を担当するにあたり，学会創立 60 周年の記念事業を

行われました（写真 3）．医師の立場から，言語聴覚

会期中に行いましたので報告します．

士の立場から，大学病院の立場から，市中病院の立場

この事業は兵頭政光委員長はじめ表 1 に示した委員

から，それぞれの見地が述べられ，まさに本学会の将

によって音声言語医学会創立 60 周年記念事業準備委

来を見据えた 60 周年を飾るに相応しいものとなりま

員会として 2013 年より進められてきました．

した．

まず，60 周年を祝う事業の第 1 弾として，会場に

60 周年の記念大会として，一般演題数 168 題，参

て学会参加受付をされた方には，学会からの記念事業

加登録者数 817 名とたくさんの皆様のご協力をいただ

の ご 支 援 も い た だ き，60 周 年 開 催 記 念 品（60JSLP

き，盛会のうちに大会を終えることができました．皆

［60th Japan Society of Logopedics and Phoniatrics の

様から頂きました多大なるご支援に心より感謝いたし

略］のロゴ入りクロスのボールペン）が進呈されまし
た．このボールペンを使うときに本学会の 60 周年に

ます．
会期中，好天とロケーションに恵まれ，会場が閑散
とするのではないかと危惧しましたが，記念行事はも

思いを馳せていただけましたら幸いです．
記念行事は表 2 に示しましたように，式典，記念講

ちろん，一般演題も最後の最後までどの会場も熱心に

演，記念シンポジウムが初日の総会の後に第 1 会場で

ご討論を頂き，60 周年の記念の大会を主催する者と

行われました．式典は，大森孝一理事長のご挨拶，久
育男 日本耳鼻咽喉科学会理事長のご祝辞，過去 10 回
の大会長（第 51 回：久
第 53 回：今泉

育男，第 52 回：田内

光，

敏，第 54 回：大森孝一，第 55 回：

山岨達也，第 56 回：塩谷彰浩，第 57 回：友田幸一，
第 58 回：兵頭政光，第 59 回：深浦順一，第 60 回：
内藤健晴）への感謝状および記念品の贈呈と，来場さ
れた名誉会員・参与の皆さんを交えての記念撮影（写
真 1）が行われました．
続いて湯本英二前理事長による記念講演「音声言語
医学会の歴史と展望」
（司会：大森孝一理事長）が行
われ，本学会が過去に積み上げてきた業績の足跡と今
後あるべき方向性を示されました（写真 2）
．その 1
つにチーム医療があり，今回，次の行事である記念シ
ンポジウムのテーマとして取り上げました．
そうした流れの中で記念シンポジウム「チーム医療

第 60 回日本音声言語医学会会長

表1

創立 60 周年記念事業準備委員会委員（順不同）

兵頭政光（委員長），湯本英二，大森孝一，塩谷彰浩，
田村悦代，城本 修，深浦順一，立石雅子，為数哲司，
西澤典子，櫻井一生，岩田義弘，内藤健晴
表2

日本音声言語医学会創立 60 周年記念行事

1．記念式典
  開会の辞 大森孝一（日本音声言語医学会理事長）
  祝辞 久 育男（日本耳鼻咽喉科学会理事長）
  感謝状贈呈 第
 51 回から 60 回までの大会長への
感謝状授与
  記念撮影
2．記念講演「音声言語医学会の歴史と展望」
  司会：大森孝一，演者：湯本英二
「チーム医療で取り組む音声言語障害」
3．記念シンポジウム
  司会：深浦順一，田山二朗
  演者：城本 修，藤本保志，渡邊雄介，
山口優美
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写真 1

記念式典での集合写真

写真 3

写真 2

記念シンポジウムの 1 場面

湯本英二前理事長による記念講演

してこの上もなく嬉しく思いました．
学会終了の後に記念行事の一環として行われた最後
の企画である市民公開講座「話せることの幸せ！」で
は，地元東海地方で有名なパーソナリティの矢野きよ
実さんの司会の下で，講演 1「発声のしくみと声の病
気」
（兵頭政光［高知大学］
）
，次いで病気で一度音声
を失ったが手術と訓練で復活したシンガーの金友伸雄
さんの歌（2 曲）
（写真 4）の披露，講演 2「声の健康
を保つために」
（生井友紀子［横浜市大］）が好評のう
ちに行われました．事前に一般聴衆の集客にかなり努

写真 4 市民公開講座の 1 場面
疾病で失った声を手術と訓練で取り戻し復活したシンガー金
友伸雄さんと司会の矢野きよ実さん

力をしましたが，予想より若干，参加者が少なかった
もののイベント内容は素晴らしく，一般市民の皆さん

講座の 1 週間前に 10 分ほど生出演し，音声言語の重

には満足していただけたものと確信しています．この

要性について公共の電波を通じて広報することができ

後もラジオ番組（東海ラジオ）の中で矢野きよ実さん

ました．

に市民公開講座の内容を数回取り上げていただき，広

以上，第 60 回日本音声言語医学会総会・学術講演

く一般の方への効率的な啓発がなされ，本事業の本来

会における創立 60 周年記念事業について報告しまし

の目的は達成できたと思います．ちなみに小生も公開

た．
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60 周年記念

日本音声言語医学会創立 60 周年を記念して
一色

信彦

本学会創立 60 周年を記念して，何を考え，今後の

表した．声帯に触らないので声を悪くする心配もなく

発展に何を期待するか．この 60 年間，それは筆者が

局所麻酔でできるので，音声を聞きながら手術操作を

医者になってからの時期とも一致し身近に感じられ

調整できる利点もあり，やがて世界中に広がった．声

る．ここでは主として自分の経験してきた音声外科を

帯麻痺，萎縮，声の高さの問題も良い適応の一つであっ

材料にして回顧してみる．

た．

総括的回顧はその任にある理事長，歴代会長の方々
にお任せすることとする．

さてこれらの診断はほとんど直視，各種スコープ，
画像など視覚に基づいたものである．耳鼻科，眼科な

コンセプト

どが一般外科から独立したのも，見えにくいところを

従来の外科一般は病気の根源となっている悪い所，

見る特殊技能を持った科ということが発端である．ま

つまり病巣を見つけそれを切除するのがその役目と考

た専門医師間で診断が一致する率の高いのも耳鼻科と

えられてきた．しかし，その切除過程で種々の組織損

いうことで視診の重要性がわかる．振り返ってみると

傷が起こり，また術後の機能欠損を補う必要が出てき

見えにくい所見の疾患は難診とされることが多い．音

た．つまり摘出外科から再建外科への移行が 20 世紀

声の場合，機能的音声障害とされてしまう．例えば軽

末の傾向であった．

度瘢痕は見えにくいことがあり，わからないというこ

さて声はどうか？

耳鼻科入局時まず言われたのは

“声帯に大きな侵襲を絶対に加えてはならない”との
ことだった．なぜか？

とから，機能的障害としてしまうことも多かった．ま
た声がかすれている場合，
（さ声）ではほとんどの場合，

それは経験的なものに基づく

声門が完全に閉じない．逆に閉じているのに声が悪い

のは明らかだが理論的背景はこの半世紀以前にはあま

とわからないということで，痙攣性発声障害はなかな

りはっきりしなかった．声帯振動のメカニズムについ

か診断のつかないことが多かった．硬度スチフネスな

て簡言すると，ベルヌーイ効果（気流が狭い所を通る

ど見えないものは苦手なのである．表面だけを見るの

と流速は早くなりその周りに陰圧を生じる）
，声帯の

で は な く， そ の 意 味 を よ く 考 え る こ と が 大 切．

場合閉じた声帯が開くには下からの圧力（声門下圧），

Behind the Scene である．いつも注意深い観察眼で

閉じるのはこのベルヌーイ効果による陰圧が大きく働

オヤとまず思い詳しく見て考えることが肝要と言え

く．そのためには声帯の粘膜表面がふわふわと移動性

る．

が良いことが条件である．丁度耳鼻科入局の頃，オラ

多くの進歩は観察機器などに依るものが多い．しか

ンダの数学者 van den Berg らが声帯振動のメカニズ

しそうは言えないこともある．例えば人工内耳．誰も，

ムを理論的に解析する論文を発表．筆者はこの論文に

あんな簡単な機器で感音性難聴に著効があると考えな

啓蒙，触発され日夜を分かたず，犬摘出喉頭での発声

かった．器械が予想以上優れていたのではなく，脳が

模擬実験に没頭，その結果，喉頭枠組み手術，すなわ

予想以上であったわけである．それは脳の Plasticity

ち声帯に触らず喉頭の枠組みの形を変えることで，声

可塑性（相手，環境によりこちらも変わる）という説

帯の位置，緊張度を変えられる手術を世界で初めて発

明しにくい性質で，客観的数値的に捉えにくい．50

第 37 回会長，京都大学名誉教授
2015 年 9 月 17 日受理
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年ほど前，ソナグラフとか音響分析機器が開発され，

圧上昇は声帯を内転するような遠心性神経刺激波を誘

音声の自動認識，自動通訳もすぐできると多くの工学

発する．痙攣性発声障害患者が発声法を変えて治そう

関係者は思ったようだが，実際音声言語はそう簡単な

としても圧が上がると声帯は内転しようとするので難

ものではなかった．コンピューターにインプットする

治な原因になっている．しかし一般的には声門下圧上

のにタイプでなく喋った方が簡単だなーと思うがまだ

昇は身体各部に好影響を及ぼしているようで興味深い

実用化していない．今後，ロボット，マイクロロボッ

が詳しくは不明．

トは急速に開発実用化されるものと思われるが，音声

今後の研究課題は多く尽きることはないが，研究目

言語治療に大きな進歩をもたらすか？となると疑問が

的を障害の改善，疾患の治療に明確に焦点を当てて行

ある．人間の脳の機能，神経反射機構の解明がまず必

うことが望ましい．喉頭枠組み手術は世界に先駆けわ

要と思われる．

が国で開発され現在広く用いられているが，さらに発

発声に関連して興味ある反射は多いがまだほとんど
解明されていない．発声により声門下圧は上昇するが

展の余地が多い．今後もわが国がリードするよう希望
している．
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60 周年記念

「音声言語医学」第 1 巻，第 2 巻について
髙橋

宏明

私の本棚に，
「音声言語医学」第 1 巻，第 2 巻が貴

ず第 1 回より第 4 回の演題目録と昨年の演題抄録及び

重品として大切に保存されている．
「巻」という名は

追加討論の編集のみに止どめました．それで資料を保

ついているが，それぞれが「第 1 号」のみ．B5 の薄

存してありました東大で編集しましたが，予算不足の

い粗末な紙に「がり版（謄写版）」印刷．特に第 1 巻は，

ため印刷も本印刷にできず一部の図表を割愛させて頂

「背」と，その付近の表紙はボロボロになり，小紙片

きました．雑誌の名称，形態，あり方に対する皆様の

として脱落しそうになるので，すべて透明テープで修

御意見とともに，各種記事の原稿を奮ってお寄せ下さ

理している．

い．1960．10．31」

この 2 冊が本箱の片隅にひっそりと並んでいる．

第 2 巻：63 ページ，第 5 回と第 6 回講演会記録．

現在の日本音声言語医学会会員で，この 2 冊をご存

第 5 回：会長：颯田琴次，会場：東大医学部講堂，

じの方は少ないと思い，学会 60 周年の記念に，内容

29 題
第 6 回：会長：後藤光治，会場：京大医学部耳鼻科

などをご紹介する．
第 1 巻：40 ページ，第 1 回（1956 年）から第 4 回
までの講演会記録（会長はすべて颯田琴次．会場はす

講堂，38 題
さて，私の恩師，京大医学部耳鼻咽喉科の 3 代目教
授・後藤光治先生は，最初，喉頭結核の研究をされた．

べて東大医学部講堂）．
第 1 回：演題数 12 題．出題者の所属を見ると，東

そして第 16 回日本結核病学会と第 50 回日本耳鼻咽喉

大 3 題，京府大 2 題．そして横浜大，東一，群大，京

科医学会でそれぞれ宿題報告をされている．当然，多

大，東北大，福岡医大が各 1 題．

くの教室員の研究および学位論文はこの分野であっ

第 2 回は 27 題，第 3 回は 25 題，そして第 4 回は

ところが，ストレプトマイシンなどの抗生物質によ

32 題である．
編集員：切替一郎，河村正三，澤島政行，廣瀬

た．

肇，

茂木しげ子，米山文明．

り，喉頭結核を含む結核病は不治の病ではなくなって
しまった．全精力を捧げて研究した疾患が，薬剤によ

発刊の辞（颯田琴次）：
「
（前略）音声や言語の問題

り治癒し，過去の研究はほとんど無意味になるという

に関係のある色々な方面の人々が集まって日本音声言

事実に失望された先生は，発声器官としての喉頭の知

語医学会の発足をみたのは今から 4 年前の昭和 31 年

識を活用して，音声言語医学を教室の主研究テーマと

秋のことであった．以来，本会も漸次盛んになってき

された．

たのに，機関紙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．
（後略）
」
編集後記（米山文明）
：「雑誌第 1 号を出すに当り，
全く暗中模索でしたので，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

第 36 回会長，大阪医科大学名誉教授
2015 年 9 月 4 日受理

そして，医学のみならず，言語学，心理学，情報工
学などの研究者による「京都大学音声科学総合研究部
会（「音研」と略す）を設立され，音響分析機器とし
て当時の花形だったサウンド・スペルトログラフ（商
品名ソナグラフ）を耳鼻科研究室に設置された．
上述の第 6 回学会が京大医学部で行われたのは，後
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藤教授の強い意志によるものだった．
私は昭和 28 年に耳鼻科教室へ入局して間もなく，

え，これを聴覚正常者および難聴者がどのように聴く
かという研究を重ねた．その詳細は省くが，とにかく，

先生から「錯聴の研究！」を命じられた．錯聴という

京大音研での耳鼻科医の研究テーマは「発声」が主流

と，何か精神病の症状のようで驚いたが，実際は誤聴

なのに，私は主として構音を担当したことになる．

であって，
「語音聴力検査で正答率のみを指標にする

最後に，音声言語医学会は，耳鼻咽喉科学会関連学

のは不完全である．誤答の内容を検討せよ」という主

会・研究会の中では特殊な分野だから，発足は遅かっ

旨であった．そこで，これも新しく購入された東通工

たのだろうと考えていたが，実は，気管食道科学会，

（東京通信工業，現在のソニー）の大きなテープレコー

オージオロジー学会に次いで 3 番目である（昭和 58

ダーにより，速度変更，逆回し，あるいはフィルター
による周波数歪など語音に種々の音響学的歪みを与

年発刊日本耳鼻咽喉科史 p. 462 参照）．
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60 周年記念

創立 60 周年にあたって
田中

美郷

日本音声言語医学会 40 年史（音声言語医学 36 巻 4

が私を所長室に招いて下さり，いろいろとお話を聴か

号別刷）を開くと，この学会の主導的役割を果された

せて下さった．その中で今でも思い出すのは，日本語

颯田琴次先生を始めとして，それ以後本学会の発展に

の文字で「は」の右肩に小さな丸や点々を付けて「ぱ」

尽力されてこられた錚々たる先生方の写真が眼に入

とか「ば」と読ませるのは正しくない，音声学的には

る．その大部分は耳鼻科医である．明治以来わが国の

「ま」に丸や点々を付けるのは正しい，とおっしゃら

医学はドイツのそれを範としてきたため，音声言語医

れたことである．なるほど！と感じ入ったが，颯田先

学もドイツの Stimm- und Sprachheilkunde の流れを

生の口からはこのような意表をつくお面白いお話がポ

汲み，私も戦後に医学を学んだものの，ドイツ医学の

ンポンと出てきて誠に楽しかった．颯田先生のこのユ

伝統の残る中で育ってきた．40 年史にはその時代か

ニークなものの見方は，私の思考方法に大きな影響を

らの推移が感じられてなつかしい．

及ぼしてきたと感謝している．このあと，言語課にお

私が医師の資格を得たのは昭和 32 年である．信州

られた笹沼澄子先生に所内を案内して頂き，次いで所

大学医学部耳鼻咽喉科学教室に入局したが，この頃教

長室におけるケースカンファランスにも参加させて頂

室では鈴木篤郎先生の下に幼小児の聴力検査法の研究

いた．この折の印象は，颯田先生は 100 パーセント

が進められていた．

Stimm- und Sprachheilkunde の立場であり，一方笹

その中で特筆に価する研究は乳幼児を対象とした条

沼先生は米国で勉強されてきた speech pathology の

件詮索反射（COR）聴力検査法であった．これにつ

立場で論じ合っていて，話の噛み合わないところが

いては昭和 35 年の第 61 回日耳鼻学術講演会において，

あった．この経験は，これからこの分野の研究を進め

鈴木篤郎先生が宿題報告の中で公表されたが，これに

ていく上で甚だ示唆に富むものがあり，いたずらに先

より難聴の診断は生後 6 か月過ぎ頃から可能になり，

入観や学説にとらわれて子どもを診るのではなく，自

難聴児の早期教育に大きく貢献してきた．ところが，

分の眼で診て，洞察を深め，子どもから学ぶことの大

これを武器に小児難聴外来を開いたところ，難聴に限

切さを悟った．加えて日本音声言語医学会は ST（今

らずことばの遅れた子どもも続々と訪れるようになっ

日では言語聴覚士）の活躍が高まるにつれて学問も変

た．これに対処するために，教室の図書室にあった鈴

革していくであろうという予感が脳裡をよぎった．

木篤郎先生の
「言語障碍の診断と治療」
（日本図書出版，

時が経ち，医学部の古い体質に対する改革の火の手

1952）や Berendes の「Einführung in die Sprachhei-

が東京大学医学部から上り，この紛争の炎は百花遼遠

lkunde」
（1963）など読んだが，訪れる子どもを前に

全国に広まった．日本音声言語医学会でも ST のパ

してこれだけでは先に進めないことを感じていたの

ワーが高まるにつれて学会の改革や学会名の変更を迫

で，当時米国で speech pathology を勉強されてこら

る勢いも出てきた．しかしその後は学会名の変更もな

れた田口恒夫先生や笹沼澄子先生のおられた国立聴力

く，現状に落ち着いている．

言語障害センターで勉強させて頂きたく上京した．当

ST の養成はわが国では昭和 46 年 4 月に国立聴力

日田口先生はおられなかったが，所長の颯田琴次先生

言語障害センターに付設された聴能言語専門職員養成

第 41 回会長，田中美郷教育研究所，大阪保健医療大学・大学院，神尾記念病院
2015 年 8 月 21 日受理
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所で始まった．私は丁度この頃信州大学からこのセン

ある．私はこの動向が好ましいとは感じていないが，

ターへ出向したので，この時代の様子は今でも記憶に

ヨーロッパをみても事情は同じと思われ，ちなみに

残っている．ここの ST 養成所には当初から優秀な学

Luchsinger und Arnold の大著「Handbuch der Stimm-

生が集まり，この集団から今日音声言語医学会を担う

und Sprachheilkunde, Dritte Auflage」（Springer-

人材が輩出し，平成 10 年には言語聴覚士法が施行さ

Verlag（Wien）, 1970）以後，これに代る（あるいは

れるに及んで身分も定まり，社会のいろいろな領域で

超える）出版物が出ていない．

活躍するに致っている．日本音声言語医学会に限って

私は言語医学を進めてきた立場でみると，医師が

みれば，会員の半数は ST ないし nonmedical 分野の

依って立つ言語医学と ST の分野の言語病理学は異な

人が占めるまでになった．かかる現状をみると，当初

る学であり，それ故に我々は言語医学を放棄してはな

の音声言語医学という学問形態は崩れて，Stimmhei-

らず，むしろ ST の分野と共通理解を図るために，業

lkunde は耳鼻科医によって発展が続けられてきたも

務分担ではなく，お互いの分野に或る程度踏み込んで

のの，Sprachheilkunde 領域は ST 分野に任せて耳鼻

クライエントを診るという関係作りを目差していく姿

科医が余り手を出さなくなったというのが私の印象で

勢が求められていると感じているこの頃である．
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60 周年記念

創立 60 周年にあたって
廣瀬

肇

日本音声言語医学会は今年，創立 60 周年を迎える

施され，4,003 名の言語聴覚士が初めて誕生した．以来，

ことになった．人の還暦にあたる節目の年に，まず，

平成 27 年（2015）までに 17 回の国家試験が施行され，

これまで本学会を支えてこられた多くの先人に心から

累積合格者数は 25,549 名に達している．この間，平

感謝と敬意を表したい．

成 12 年（2000）には日本言語聴覚士協会が設立され，

ご存じの方も少なくないと思われるが，今から 20

平成 21 年（2009）にはこれが一般社団法人化して，

年前（平成 7 年（1995）に学会創立 40 周年を記念し

現在では言語聴覚士有資格者の 6 割程度がその会員と

て会報「音声言語医学」の特別号（別刷）
「日本音声

なっている．このような動きの中で，現在 1,709 名の

言語医学会 40 年史」が刊行された．その編纂にあたっ

日本音声言語医学会会員のうち，言語聴覚士は 909 名

ては，当時学会史担当理事であった山下公一先生の多

と全体の半数以上を占め，医師の数（523 名）を大き

大なご貢献があったことを，是非ここに記しておきた

く上回っている．すなわち，当初耳鼻咽喉科医が主体

い．この号には，昭和 31 年（1956）に本学会が創設

となって発足した日本音声言語医学会を現在構成して

された当時の詳細な歴史が残されており，さらに学会

いる主体は言語聴覚士であると言って過言ではない．

発足以来の歩みがいろいろな観点から記録されてい

一方，平成 16 年（2004）に新医師研修制度が発足し，

る．
“故きを温ねて新しきを知る”という論語の言葉

診療に従事しようとする医師は 2 年以上の臨床研修を

があるが，若い会員各位も機会があれば一度この特別

受けなければならないとされた．これによって従来の

号に目を通して頂きたいと考えている．

医局制度，大学中心の医療に変革が起こり，さらに日

上に述べた特別号が発刊されてから現在までの 20

本耳鼻咽喉科学会などで施行されている専門医制度の

年間を振り返ると，日本音声言語医学会にとって重要

導入がこれに拍車をかけている．専門医については現

と考えられる幾つかの出来事があった．まず国家的な

在各学会が個々に認定を行っているが，近い将来，日

レベルでは，言語聴覚士国家資格の成立と研修医制度

本専門医機構による認定制度の施行が準備されつつあ

の発足，さらには専門医制度の充実計画などが挙げら

り，その成り行きが注目されている．こうした変革に

れよう．また，社会医学的なレベルで考えると，超高

より，耳鼻咽喉科医がその全領域を網羅する筈の研修

齢社会の進行，疾病構造の変化と診療戦略の転換が目

課程において，音声言語医学を学ぶ機会が多くなる可

立ち，その結果として臨床的あるいは研究上のテーマ

能性もある反面，専門医資格取得がいわゆる学位の取

の変容，例えば嚥下障害に対する関心の増大などを挙

得より優先されることも考えられ，その結果医学の基

げることが出来る．

礎的研究，ひいては音声言語医学の研究面の発展にど

長年の懸案であった言語聴覚士国家資格制度が国会
で可決され成立したのは平成 9 年（1997）12 月で，

のような影響が出てくるかが今後の問題として残され
ていると言えよう．

言語聴覚士法が施行されたのは翌平成 10 年（1998）8

わが国の人口は現在約 1 億 2,500 万人と減少傾向に

月 28 日，厚生省令第 74 号としてであった．これに基

あり，そのうち 65 歳以上が全体のほぼ 1/4 を占める

づいて第 1 回国家試験が平成 11 年（1999）3 月に実

超高齢社会となっている．その結果，必然的に高齢者

東京大学名誉教授
2015 年 7 月 13 日受理
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医療の重要性が増し，老化に伴う疾病や機能不全の対

機能の解明，関連する診療の向上などを目指した．し

策，とくにリハビリテーションの意義が強調されるよ

かし現代では，これらに加えて聴覚，嚥下などさらに

うになった．日本言語聴覚士協会の調査による言語聴

広汎な領域の機能向上と障害改善，あるいはこれらす

覚士の職務内容の実態を見ても，失語や認知障害を含

べての根底にある高次機能の解明などが喫緊の課題と

む高次脳機能障害に対応する分野で活動する人の割合

なっている．こうした課題に迫るためには多職種の連

が極めて多い．さらに注目すべきは，嚥下障害症例の

携が不可欠であり，今後も医師，言語聴覚士，さらに

増加とそれに対応する職域の拡大で，これは 20 年前

は工学者，言語学者，心理学者などが集結し互いに協

の予測を大きく超えている．いうまでもなく嚥下障害

力しながら日本音声言語医学会を盛り立てて行くこと

は複数の領域にまたがる病態であり，日本音声言語医

が切望される．とくに現在学会員の過半数を占める言

学会はその診療の一端を担っているに過ぎない．しか

語聴覚士が，医師らとの有機的な協同（コラボレーショ

し，言語聴覚士法で規定する言語聴覚士の業務として

ン）を保ちながら，学会活動に積極的に参加されるこ

“嚥下訓練”が明記されているように，言語聴覚士に

とが急務と思われる．

とって，その職務上極めて重要な分野であることは事

創立 60 周年にあたり，学会の草創期を知る，今や

実であり，今後もその重要性はさらに増して行くと予

数少なくなりつつある者の一人として，日本音声言語

測される．

医学会の今後を担う若手会員のますますの研鑽と発展

音声言語機能は人類固有のものとして古くから注目
を集めており，日本音声言語医学会も当初はこれらの

を心から願う次第である．
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創立 60 周年にあたって
―日本音声言語医学会創立者 颯田琴次先生―
加我
日本音声言語医学会は昭和 31 年，当時東京大学名

君孝
当した．会場は安田講堂と山上会館を使用した．安田

誉教授であった颯田琴次（1886-1975）（図 1）によっ

講堂は東大紛争以後長い間使われていなかったのが，

て創立された．東京大学耳鼻咽喉科学教室の初代教授

やっと破壊された内部を修復し使用できるようになっ

の岡田和一郎がドイツ留学中にベルリン大学の附属病

て間もなくのことであった．まだ使い勝手は悪かった

院 Charité をはじめとして各大学の病院の耳鼻科に音

が，すぐ近くの山上会館の会場では東大耳鼻科が保存

声言語の外来のあることから，わが国も必要と考え，

しているわが国初めての喉頭ストロボスコープや喉頭

その実現のために東京大学薬学部と東京音楽学校音楽

内視鏡を展示した．一般演題数は 91，特別講演 1，教

部の学生であった颯田琴次に白羽の矢を立て医学部に

育講演 2，シンポジウム 4 を企画した．一般演題は多

再入学させた．卒業後耳鼻科に入局させ，音声言語の

い順に音声，聴覚，構音，吃音，言語発達，口蓋裂，

専門外来を担当させた．岡田和一郎の後の 2 代目教授，

嚥下，高次機能の順である．最近の本学会は 150 前後

増田胤次の時代，基礎医学の橋田邦彦教授の生理学教

の演題があるのに比べ，演題数も少なく，関心のある

室で聴覚・音声の研究を行った．耳鼻科では切替一郎

領域も異なっている．当時は人工内耳や自閉症に関す

助手とともに声帯の振動に関する研究を行い，戦時中

る研究はない．まだ喉頭科学会も設立されていない頃

の昭和 14 年に宿題報告“発声機構と語音調節につい

なので，音声の演題数が第 1 位となっていたのであろ

て”を行った．戦時中は陸軍の依頼で機密研究「双耳

う．

聴」を行った．絶対音感者の両耳による音源定位能力

学会は生き物のようで，時代を反映している．この

によって敵の飛行機の位置を同定しようという試みで

たび創立 60 周年を迎え，リーダーシップを期待する．

あった．論文としては残っていないが，最相葉月の『絶
対音感』に短い解説がある．戦後，両耳聴の研究は切
替一郎，佐藤恒正によって継承され，現在は小生が補
聴，人工内耳と方向感研究に取り組んでいる．停年退
官後も文化人としてオペラや邦楽の音声に関する批評
や国語審議会の委員など，幅広く活躍した．
日本音声言語医学会はこのような研究の背景を持つ
颯田琴次が多くの研究者の賛同を得て創立に至った．
創立の昭和 31 年から昭和 46 年までの長期にわたって
会頭として会頭講演を行うと同時に厳しい討論を行う
など活躍した．颯田琴次は舌鋒鋭く，批判精神旺盛で
あったため，恐らく質問された会員は青ざめたことと
推測される．
私は平成 13 年の第 46 回の音声言語医学会総会を担
図1
第 46 回会長，東京大学名誉教授
2015 年 5 月 8 日受理

颯田琴次先生
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言語聴覚士（ST）を生み育てた日本音声言語医学会
―感謝を込めて―
柴田

貞雄

私が ST の世界に足を踏み入れたのは「音声言語障

声言語医学会総会・学術講演会は当学会と ST にとっ

害学」の習得にアメリカに渡った昭和 39 年（1964 年）

て忘れられない日となった．音声言語障害リハビリ

で，凡そ半世紀が経った．平成 9 年（1997 年）に ST

テーションの現況が分析され，当学会が総括的な言語

は医療国家資格を得て専門領域を担当している．平成

障害対策推進のイニシアチブをとることが強く要請さ

7 年（1995 年）頃までの当学会の ST 身分・資格制度

れた．具体的には，言語治療士の教育・育成，身分・

獲得に関する活動は先の「40 年史」に詳しいが，以後，

資格制度化の検討開始などであった．本来，学会は学

約 20 年の経緯の補完も兼ねて ST 発展史の中で重要

術活動が唯一の目的であり，身分・資格獲得などの会

な転換点となった事柄を書きとめ，ST 界の将来につ

員の福利を目的とする協会とは峻別されるべきとの意

いても触れたい．

見もあった．しかし，ST の職務からして本質的に当

ST 誕生の土壌は戦前からの耳鼻咽喉科における音

学会に帰属する専門職であるからには，立派に科学的，

声言語医学の実践，日本音声言語医学会の創設，福祉・

臨床的研究が行え学会の発展に貢献できる人材として

リハビリテーションについての国策論議の活発化を反

育成し，制度化に関与することは使命でもあると決断

映した身分制度の検討開始（昭和 38 年）と研究会の

された．思えばここは音声言語医学会が ST を受け入

発足（同 40 年）である．その流れから ST 養成の初

れ，育成し，その身分・資格の制度化までをも担う覚

の試み（昭和 46 年，1971 年）がなされ，資格未定な

悟を決めた一大転機であった．以来，ST に憧れる人

がら ST が誕生した．これまでの展開の中心が切替一

が増え会員も増加し未来が明るく広がる時代となり，

郎先生であり，偉大なるリーダーシップの下，実質的

ST 達の臨床や研究への研鑽・努力は無の状態から臨

には日本音声言語医学会が ST を誕生させたと言えよ

床や教育の土台を作り上げ，今日の音声言語障害学実

う．これには昭和 35 年（1960 年）WHO 調査団の一

践の基盤を築くほどの成果を挙げた．

員として来日され，聴覚言語障害者対策と専門担当者

一方で，音声言語障害学が根付き，発展性を持って

の養成を政府に勧告し，自らも留学生を受け入れ技術

国民のニーズに応える恒久的な身分・資格制度の確立

移転を促された M.F. Palmer 博士の幸運な功績も加わ

に切替先生を始め歴代会長，役員の先生方など学会を

る．

挙げて取り組んだ．当学会が先頭に立ち，日本耳鼻咽

この ST 教育は大方の了解として医療専門職の養成

喉科学会，日本リハビリテーション医学会を巻き込み，

を目標としていた．先進国 America を意識し，医学

さらに多数の医学・歯学学会，ST 団体，それに障害

重視の視点も入れたカリキュラムの枠組みの理想を追

者団体も加わり，まさに総力を結集して平成 9 年（1997

求した．現在のカリキュラムの根幹となっている．ま

年），言語聴覚士法の制定に至った．昭和 46 年の ST

た将来の身分法で規定される教育を重要視し，発展性

養成開始から 26 年に亘る難渋を極めた年月であった

が保証される教育レベルの獲得を想定して 4 年制大学

（事実経過は「医療言語聴覚士資格制度推進活動報告」

卒業者を養成教育の対象とした．

（平成 11 年刊行）に詳しい）．国家資格確立への当学

そしてこの年，横浜市で開催された第 16 回日本音

武蔵野大学専攻科，同
2015 年 6 月 13 日受理

大学院言語聴覚コース（客員教授）

会の惜しみない尽力や支援は絶大であった．深い感謝
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を支える天職に誇りと自覚を持って，学会を中心に学
術活動を活発化し ST 学の発展に躍動して欲しい．

められる存在になった．ST は独立して自らの世界を

ST を生み，育てた当学会は ST の将来に光を感じた

手にし，医学的治療の実践者として国家に権威付けら

いのである．

れ，同時に行為と責任が明確になった．人命に直接，

終わりに，日本音声言語医学会は聴覚音声言語障害

関わる業務を担うことの重い義務と責任を絶えず自覚

学の実践をわが国に誕生させ，ST の養成・育成・普

し，研鑽に励むことが一層，求められることになった．

及を促し，障害者福祉・リハビリテーションを定着さ

そして約 18 年が経過し，養成校が激増し有資格者

せる一大功績を成し遂げた．この学会がなければ言語

が 2 万人を超えるまでになりサービスの全国普及に目

聴覚士の存在を見ることはなかったかもしれない．こ

途がついたかに見える．しかし ST 学が順調に進歩発

こで再び言語聴覚士の自立発展に多大のご理解とご尽

展し，質的向上を伴っているのであろうか．例えば，

力を授けられた当学会の全ての先生方に深い感謝を申

資格制度ができれば ST 達は当学会を離れていくとの

し上げます．そしてまた，真の言語聴覚士生みの親は

危惧があったが，やはり実情は悲観的で会員は増加し

音声言語医学を愛し，卓抜した指導力を発揮された切

ない．学会活動も不活発な印象がある．次代を担う

替一郎先生であることを再確認して，感謝と尊敬の念

ST 教育の質の低下を怖れる．生命を守り，人間生活

を表します．
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60 歳を迎えるとき
新美
日本音声言語医学会創立総会は昭和 31 年（1956 年）

成二
めたことになる．

11 月 25 日に颯田琴次教授（当時東京芸術大学）を会

就任の文章のなかで，「会員全員の熱意と，諸先輩

長として東京大学医学部において行われた．つまりこ

のご努力によって言語聴覚士法が制定され，新しい時

の日が本学会の誕生日ということになる．その時の演

代が始まったような気がする」と感想を述べている．

題数は 12 題，出席者 62 名であったと記録されている

1997 年言語聴覚士法が成立し 1999 年 3 月に第 1 回の

（日本音声言語医学会 40 年史）
．60 年経った今回は

国家試験が施行された．この時は，すでに言語聴覚士

190 題余の演題が集まっている．学会も 60 歳を迎え

として第一線で活躍していた著名な先生方が大勢受験

ると，質的にも量的にも大いに発展することを実感す

されたことを覚えている．さらに同じ文章の中で「音

る．還暦のお祝いに値する発展と言えよう．

声言語医学は人間の根元的な行動であるコミュニケー
ションにかかわる医学であり，その特徴は学問が多分

年齢の節目，10 歳ごとに特別な呼称を与えて成長

野におよぶことにある．このような学際的な領域に携

をお祝いする．30 歳の而立（「三十にして立つ」：『論

わる者は，自分のバックグランドに捉われることなく

語』
），40 歳の不惑（「四十にして惑はず」：『論語』
），

自由に討論し協力することが大切であり，そのような

50 歳の知命（
「五十にして天命を知る」：『論語』），60

場として発展させたい」と述べている．

歳の還暦，耳順（
「六十にして耳順ふ」：（『論語』），70
歳の古稀（
「人生七十，古来稀なり」：杜甫「曲江」）
であろうか．中でも多くの人がお祝いをするのは還暦

2001 年に会員の皆様の信任を得てさらに 3 年間の
任期を与えられた．
この年は世界的に激動の年であった．特にアメリカ

と古稀ぐらいであろう．これより高齢になると傘寿，

で起きた同時多発テロは衝撃的であった．全世界に放

米寿，卆寿，白寿などでありこれらは漢字を頓智でよ

映されたマンハッタンの世界貿易センタービルの崩壊

むという少々格調にかけるこじつけである．長寿をお

のシーンは忘れられない．

祝いするためのタイトルにすぎない，と私は思ってい
る．最近は 75 歳の後期高齢者という節目もある．

この時の就任のあいさつ文には，「音声言語医学を
取り巻くテクノロジーは時代と共に加速度的に進歩し

我々の学会は今年還暦であり誠におめでたい．耳順

ている．10 年前の 1 年と現在の 1 年とは学問の進歩

という呼称は学会にの還暦にはよく似合う．
「多くの

という観点からは決して同じ時間ではない．この時間

人の言うことを聞いてそれに従う」という意味である．

の流れに追従できる若い会員の学会運営への参加を促

人の発表をよく聞いてしっかりと討論をしようという

したい」と述べ学会の若返りと領域の拡大を図ったつ

ことだろう．

もりである．

私が理事長であったのは 1999 年から 2004 年までの

長いようで短い 6 年であった．学会は基本的に同好

6 年間である．廣瀬前理事長から理事長を引き継いだ

の士の集まりである．好きなものが好きなことをやる

のは 1999 年で，世紀の変わり目を跨いで理事長を務

団体だから運営が難しいはずがない，という楽天的な

国際医療福祉大学教授，東京大学名誉教授
2015 年 9 月 1 日受理

162

音声言語医学

考えを基調に私の任期を終わらせた．後任の湯本理事

る」とよく言われるが，私の場合は，少しちがう．遅

長が学会の設立 50 周年を祝い，大森理事長が学会の

ればせながら 75 歳を過ぎた今年は，これからどのよ

還暦を祝われることとなった．

うに過ごすかを前向きに考えるようになった．
我々の学会は発展をつづけつつ還暦を迎え次の 10

私ごとで恐縮だが私は 15 年前に還暦を迎えている．
学会より 15 歳年上であり後期高齢者の仲間入りをし
た．後期高齢者になるといろいろなことが起きる．

年に向かっている．どのようにしてこれからの学会を
発展的に運営するかを考えるときであろう．
私なりに提言をしたい．

反応が早かったのは，地区の民生委員である．誕生

私が担当している「音声言語医学」の講義の始まり

日を過ぎたら早々に自宅を訪ねてきた．
「はい，おか

に必ず「人のヒトたるアイデンティティの一つが，音

げさまで元気です」と答えた．

声言語を巧みに操る能力である」と言っている．その

役場から，
長寿お祝い金の支給のお知らせが届いた．

ことを私は確信しているからである．我々の学会の目

敬老会に出席することが条件で支給することになって

指すべきことは，まさに「音声言語の科学的解明と，

いる．欠席の場合は本人が役場に取りに行かなければ

得られた知識の有効な活用」である．どのように音声

ならない．面白そうだから，敬老会に行ってみようか

科学と言語科学を融合し，どのようにその成果を活用

と考えている．

するかを学会として考えながら運営して頂きたい．具

自動車の免許証更新に際して，認知症の検査が加え

体的には医師と言語聴覚士とのコラボレーションであ

られた．係りの人は「簡単な問題だから大丈夫ですよ」

る．医師は言語学への，言語聴覚士は医学への理解を

と励ましてくれた．結果は合格．

深めることである．

後期高齢者になって気持ちの持ち方も変った．
「若いころは先のことばかり考えていたが，年をと
ると昔のことを思い出しながら生活することが多くな

これからこの学会が，古稀を迎え傘寿を迎え，更に
白寿と発展の歳を重ねることを祈念している．
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日本音声言語医学会と言語聴覚士の原点
藤田

郁代

日本音声言語医学会は創設より 60 年を迎え，輝か

多くの言語聴覚士は検査法の作成や評価・治療法の開

しい足跡を残してきた．私はこの間の約 40 年にわた

発が急務であると感じていた．本学会はこのような状

り本学会で素晴らしい先生方に出会い，多くのことを

況に対応すべく委員会を設置し，言語聴覚士の研究活

学ばせていただいた．私が初めて入会した医学会は本

動をサポートすることとなった．それが 1987 年（昭

学会であり，学会発表および論文発表を最初に行った

和 62 年）に笹沼澄子先生を委員長（副委員長 鈴木重

のも本学会である．題目は失語症の統語機能に関する

忠先生）として活動を開始した言語委員会である．こ

ものであり，現在までに到る研究の出発点となってい

の委員会は言語障害検査法検討委員会（柴田貞雄委員

る．

長）を引き継ぐかたちで発足している．

私が本学会に入会したのは 1974 年（昭和 49 年）で

言語委員会は約 10 年間にわたって活動を続け，そ

あり，当時から発表演題は音声・構音研究に関するも

の成果は今日の言語聴覚療法の基盤をなしている．こ

のが充実していたが，言語研究や聴覚研究の演題もか

の委員会の特徴は言語聴覚障害の臨床全般にわたる質

なり多かった．言語聴覚士（当時はスピーチセラピス

の向上・発展を目標としてすべての障害領域の小委員

トと呼ばれていた）の多くは専門とする障害領域に関

会をほぼ同時に立ち上げ，相互に情報交換しながら切

わらず本学会に集い，研究発表をしていたように思う．

磋琢磨して活動を進めたことである．その小委員会は

この頃，言語聴覚士になったばかりの私は切替一郎先

言語発達遅滞小委員会（小寺富子委員長，佐竹恒夫副

生のお姿を拝見しお言葉を拝聴するだけで心踊ったも

委員長），機能的構音障害小委員会（船山美奈子委員

のだが，笹沼澄子先生を始めとする言語聴覚士の先達

長），口蓋裂言語小委員会（岡崎恵子委員長，相野田

の方々はもちろんのこと，澤島政行先生，岡本途也先

紀子副委員長），吃音小委員会（森山晴之委員長），失

生，内須川洸先生，永渕正昭先生，神山五郎先生，廣

語症小委員会（1992 年まで竹内愛子委員長，1993 年

瀬

肇先生，新美成二先生，柴田貞雄先生，田中美郷

以降は藤田郁代委員長，物井寿子副委員長），麻痺性（運

先生らが言語や聴覚の演題に対し核心を衝く質疑をさ

動障害性）構音障害小委員会（1992 年まで福迫陽子

れている中にいると，言語聴覚士としてのアイデン

委員長，1993 年以降は遠藤教子委員長），聴覚障害小

ティティーが強く刺激され，言語治療を科学し，その

委員会（能登谷晶子委員長，廣田栄子副委員長）であ

基盤となる理論や技術の創出に励みたいと痛切に思っ

る．この委員会活動の中から現在も臨床で広く活用さ

たものである．

れている検査法が誕生している．具体的には「構音検

わが国で言語聴覚士が失語症の言語治療に本格的に

査法」「吃音検査法」
「鼻咽腔閉鎖機能検査法」「重度

携わるようになったのは，1963 年（昭和 38 年）の笹

失語症検査」「失語症語彙検査（TLPA）
」「運動障害

沼澄子先生の臨床に始まる．それからまだ 10 年程度

性（麻痺性）構音障害 dysarthria の検査法」等が作

しか経っていない当時は標準化された検査が少なく，

成され，または案の検討が行われた．「＜SS 法＞言語

訓練・指導の論拠となる科学的データや資料も乏し

発達遅滞検査」はこの委員会で改訂を行っている．

かった．
このような状況は他の障害領域も同様であり，

国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科言語聴覚分野
2015 年 8 月 25 日受理

当時，私は若輩で経験も浅かったが，他の委員長お
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よび委員として活躍された先生は言語聴覚障害学分野
を第一線でリードされていた方々であり，このような
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い起こされる．
現在，わが国の言語聴覚士数は約 2 万 6 千人に達し，

先生方と言語聴覚臨床における問題を堀り下げ，熱く

2000 年に設立された（社）日本言語聴覚士協会は言

討論し，未来を語る機会を得たことは私にとって何物

語聴覚療法や言語聴覚障害学の普及・発展，言語聴覚

にも替えがたい貴重な経験となっている．この経験は

士の生涯学習の充実等を目指し多彩な活動を推進して

その後の私の臨床・研究および職能活動の原点のひと

いる．ここに到るまでの道距は決して平坦ではなかっ

つになった．委員会活動が終結する前年の 1997 年（平

たが，その過程を温かく見守り支援して頂いた日本音

成 9 年）には「言語聴覚士法」が国会で成立し，言語

声言語医学会の皆様に心から感謝申し上げたい．

聴覚士は歴史の第 2 ステージを迎えることとなった

科学の進歩は専門分化と共にあるといわれるが，総

が，言語委員会の活動がその後の言語聴覚臨床の質を

合なくして人間生活に真に寄与する知識や技術の発展

支え，さらなる発展の礎になったことは疑いようがな

はないものと思われる．この意味において，コミュニ

い事実である．残念なことはこのような活動の途上で

ケーションにかかわるすべての障害領域および専門職

委員長として活躍されていた福迫陽子先生が 1993 年

種が集う日本音声言語医学会における学術活動の意義

に逝去され，その 2 か月後に鈴木重忠先生が逝かれた

は今後も極めて大きいものと考えられる．

ことである．この年のことは今も哀切の情をもって思
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音声言語医学会の思い出
本庄

巌

私が京大耳鼻科に入局した当時，後藤光治教授は音

グフラウヨッホにケーブルで登り，氷の回廊から頂上

声言語学に力を注いでおられ，京都大学の中には医学

に立ったこと，夜の懇親会では参加者が英語の他にフ

部をはじめ文学部，工学部などを含む学際的な研究会

ランス語やドイツ語で笑いあうのを聞いて，その頃私

があり，機関紙 Studia phonologica に私の最初の英文

は少しドイツ語は分かるようになっていたので，ヨー

論文を掲載させていただいた．教室の輪読会では Van

ロッパの国際的な雰囲気を羨ましく思ったことなどが

Riper & V. Irwin の“Voice and Articulation”が読ま

ある．なお 1986 年，切替一郎先生が東京で第 20 回国

れていて，今も緑色の表紙の書物が私の書架にある．

際音声言語医学会を主催されたが，その折の準備委員

その後に着任された森本正紀教授は口蓋裂児の治療経

の会食会で私たちにまでお酒を注いで下さり感激し

験から，大学院に入ったばかりの私に口蓋裂音声の研

た．

究テーマが与えられ，アメリカから帰国された一色信

その後私は人工内耳に取り組むようになって，重度

彦先生のご指導で毎年その結果を音声言語医学会で発

難聴児が人工内耳で言語を獲得する様子を発表する一

表をした．その後関西医科大学に移ってからも二人の

方，私自身は言語をコントロ－ルする脳に興味を持ち，

部下と共に音声言語医学会で研究成果を発表し，｢やっ

当時日本に導入された PET を使った脳機能画像法で

と一人前になりましたね｣ と他大学の先生から言われ

言語活動の際の脳の働きを教室員と共に調べていっ

た．

た．その結果，言語活動には大脳だけでなく運動や体

学会で印象に残ることの一つに，颯田琴次先生の特

平衡に関わる小脳も大きな役割を果たしていることな

別講演でオペラのアリアの複雑な音声波形を示され，

どが分かり，書物“Language Viewed from the Brain”

この波形をいかに分析しても本物を聞く感動は得られ

としてスイスの書店から出版し，幸いイギリスでその

ないといった趣旨のことを話され，その通りだと納得

年の優秀医学書の一つに選ばれた．

したことがある．また東京医大，白岩俊雄教授ご主催

私が耳鼻科医になった頃は音声言語医学会はまだ全

の音声言語医学会のアトラクションが新宿末広亭で行

国的ではなく，東京大学の門下と京都大学の門下，そ

われ，医師たちの会ということで柳家小三治師匠は，

して慶応大学，久留米大学などだけであったが，60

悪所で ｢草餅｣ を食べると鼻が落ちて開鼻声になる様

年後の今日，ほぼ全国規模の学会に成長していること

子を演じられ，その芸に驚いたことを覚えている．

を喜ぶものである．音声言語は人の文化に直結する重

音声言語の国際学会 IALP にも何度か参加したが，
スイス・インターラーケンでの学会で，先生方とユン

京都大学名誉教授
2015 年 8 月 28 日受理

要なコミュニケーションの発信手段であり，今後ます
ますこの分野が発展してゆくことを願っている．
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学会と私
熊倉

勇美

私の言語聴覚士としての人生は日本音声言語医学会

兵庫医科大学・耳鼻咽喉科学教室に研究生として入学

と共にあったと言っても過言ではない．既に 40 周年

し，研究活動を始めることが出来た．当初は浅井良三

記念誌に記したこともあるが，私のこれまでの個人的

先生（当時：兵庫医科大学耳鼻咽喉科教授）にご指導

な歴史を，学会を中心にご指導をいただいた先生方の

をいただいたが，後を継いだ雲井健雄先生（同・教授）

お名前と共に振り返ってみたい．ここで挙げさせてい

より学位論文の指導を受けることになった．日本耳鼻

ただいた先生方は，ほとんどが耳鼻咽喉科医である．

咽喉科学会にも入会するよう勧められ，日本音声言語

昭和 43 年（1968 年），私が大学 3 年生の時に，運

医学会ばかりでなく日耳鼻の兵庫県地方会等での発表

よく出会うことが出来たのが神山五郎先生（当時：国

も行った．そのお蔭で，たくさんの兵庫県の耳鼻咽喉

立聴力言語障害センター・言語課長）である．私は押

科医の先生方に親しくしていただく機会に恵まれた．

しかけで，個人的に指導・研修を受けさせていただい

昭和 60 年（1985 年）には，兵庫医科大学病院で，

ていた．先生は日本音声言語医学会の役員をされてお

私が初めて出会った舌がん術後の患者様の症例報告を

り，学会のお手伝いをさせていただく機会が度々あっ

「舌半側切除と下顎切除術後の構音の改善について」

た．東大の音声研に何度も足を運んだ思い出がある．

で論文にすることが出来た．それまでの失語症の言語

田口恒夫先生（当時：お茶の水女子大学教授）にも，

治療などと異なり，知らないこと，分からないことば

学会の関係でお目にかかり，先生の主催される定期的

かりであったが，その時に細かいアドバイスをして下

な勉強会に参加することが出来た．

さったのは小笠原

寛先生（当時：兵庫医科大学講師）

大学を卒業すると静岡県の伊豆韮山温泉病院に入職

であった．やがて雲井先生のご指導のもと「舌がん術

することが出来た．そして，入職して間もなく，昭和

後の構音障害」で学位論文を書くことが決まった．そ

44 年（1969 年）には日本音声言語医学会で初めて学

こで，兵庫医大病院ばかりでなく，神戸大学病院にも，

会発表の経験をした．失語症の臨床を含めて，指導を

服部

して下さったのが竹田契一先生（当時：伊豆韮山温泉

で，私は腫瘍外来に通い，大勢の患者様の構音機能の

病院・言語治療室長）である．テーマは「失語症患者

評価をさせていただくことが出来た．

の聴覚的理解力強化の試み」というものであったが，

浩先生（当時：神戸大学医学部教授）のご好意

そして，私の研究も半ばの頃，神戸で開催された日

その後，昭和 47 年（1972 年）には「失語症者の呼称

本音声言語医学会での発表の際に，澤島政行先生（当

能力の変動」を発表し，初めて原著論文を書いた．伊

時：東京大学医学部教授）に励ましの言葉をいただい

豆韮山温泉病院では長谷川恒雄先生（当時：伊豆韮山

たことは，既に 40 周年記念誌に記しているが，私に

温泉病院院長）に温かいご指導，ご支援をいただいた．

とって終生，忘れがたい思い出である．そうして，約

そして，
臨床経験 7 年目に入ると，昭和 50 年（1975 年）

3 年の間に 150 名以上の口腔がん術後の患者様に出会

に兵庫県神戸市の有馬温泉病院へと移った．当時国家

い，データの分析と整理，博士論文の完成を急いでい

資格のないことなどもあり，小林八郎先生（当時：有

る時に，「舌切除術後の構音機能」の特集を組む企画

馬温泉病院専務理事）から学位を取ることを勧められ，

があるからということで「音声言語医学」から執筆依

千里リハビリテーション病院顧問
2015 年 8 月 30 日受理
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頼の嬉しいお知らせをいただいた．そうして，昭和

郎先生（当時：みぞじりクリニック耳鼻咽喉科院長）

60 年（1985 年）には，「舌切除後の構音機能に関する

のご発案とリーダーシップで「口腔・中咽頭がんのリ

研究―舌癌 60 症例の検討―」は「音声言語医学」に

ハビリテーション―構音障害，摂食・嚥下障害―」（医

掲載され，兵庫医科大学より，同じ年のうちに医学博

歯薬出版）が完成・出版されたのは平成 12 年（2000 年）

士の学位をいただくことが出来た．

のことである．本書は，そのタイトル通りに，学際的，

その後，
「音声言語医学」に，昭和 63 年（1988 年）

かつリハの視点で貫かれており，言語聴覚士である私

には「口腔器官の器質的異常に伴う言語障害―舌切除

にとって，およそ 20 年の臨床研究のひとつのゴール

後の構音障害とリハビリテーション―」
，平成 9 年

であったと思っている．これは，ひとえに日本音声言

（1997 年）には「舌機能と構音」，平成 14 年（2002 年）

語医学会という存在がなければ，成しえなかったこと

には「頭頸部癌術後の構音の改善」と 3 回にわたって，

である．

舌がん術後の構音機能に関する評価・訓練に関する解

「学会と私」というテーマで個人的な思い出を記し

説的な論文を執筆する機会もいただいた．やがて，こ

たが，日本音声言語医学会の，今後益々の発展を祈念

の領域のテキストがないということもあり，溝尻源太

しつつ筆を擱きたい．
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私の学会とのかかわりと思い出
福田

宏之

日本音声言語医学会 60 周年，誠におめでとうござ

へリサーチアソシエイトとして赴任することになった

います．ここまでご苦労なさった先達の諸先生，また

のです．これでまた私がこの学会との関係を強くする

現役で会務を遂行なさっておいでの諸先生に深く感謝

事態が生じたのです．その頃東大の音声研の講師でし

申し上げます．また今後のさらなるご発展を祈念いた

た廣瀬

します．

私ともにお付き合いさせていただきました．いろいろ

私も本当に塵みたいな存在でしたが多少はいろいろ

肇先生がハスキンスラボにおいでになり，公

ご指導いただき，この面への興味は高まるばかりでし

な企画などさせていただき学会会員として意味ある立

た．また

平野

実先生が何かの折，New Heaven に

場を与えていただき，感謝の念を禁じえません．

お立ち寄りくださり，3 人で，食べたか飲んだか忘れ

さて私とこの学会のかかわりの一端を述べてみたい

ましたが平野先生と廣瀬先生が熱っぽく，基礎や臨床

と思います．私は時期とか順序などを正確に保存でき

などいろいろ論じ合っていて，私も熱くなった覚えが

る大脳分野が欠落していますのでその点あらかじめお

あります．それでなんとなく音声言語医学会から足を

許し願っておきたいと思います．

洗うことができなくなってしまったのです．

まず喉頭や音声とのかかわりですが，慶応の耳鼻咽

学会運営の小間使いみたいなことも，まだ無肩書の

義男先生の音声外

頃からさせていただいたのも思い出の一つです．その

来にベシュライバー，若い人にとっては何のことかわ

頃の学会の事務局は東大の音声研にありました．確か

からないでしょうが傍に寄り添ってなんでも雑用をす

広い敷地の中の一隅のビルの 7 階だったと思います

る役目です．
そこで喉頭のことを教えてもらいました．

が，東大の音声の中枢が集結していたところです．私

ドイツの電気式ストロボスコープも初めて使わせても

は月に一度事務局に赴き，秘書が揃えていた経理に関

らったのですが当時は，間接喉頭鏡であんまり情報量

する資料をなんとなく見るように言われ，一円玉一個，

もなく，たいしたものではないなと思ってしまいまし

一円切手一枚きちんと数えました．1 円足りないから

た．一方で故小野

譲先生の気管食道外来にもつくよ

僕が寄付するといったら秘書からもっと真面目にやっ

うに言われ，喉頭，気管気管支，食道の直達による観

てくださいとこっぴどく怒られたこと覚えています．

喉科に入局して間もない頃，故林

察と処置を経験いたしました．ちょうどその頃，故斎

確か編集会議もそこでやった覚えがありますが，澤

藤成司先生が欧米視察帰国後，喉頭顕微鏡下手術が始

島先生や当時の大御所がお集まりになり，全部その場

まり，そのメンバーになり，喉頭や音声に深く立ち入

で直接読み合せ，討議を重ね，それは強い熱いものが

ることになり，メインの学会は音声言語，気管食道と

あったと思います．その後私もいろいろな学会の編集

なっていきました．

委員をやり，それらと比べるとまるで戦場かと思わせ

基礎的な研究も始まり，成犬摘出喉頭を使った吹鳴

るものがあり，私にとってはとても言い尽くせない刺

実験で喉頭のＸ線ストロボスコピーが始まり，声帯振

激的な，そして感激あふれる体験となっています．で

動を初めて前頭面から観察記録できるようになりまし

も終わりになる頃，決まって傍の中華料理店から出前

た．ところが急にエール大学の Kirchner 教授のもと

を取ってくださり，これがとてもおいしかった．しま

第 43 回会長，青山耳鼻咽喉科福田ボイスセンター
2015 年 8 月 22 日受理
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いにはその中華そばが目的みたいになっていたほどで

るようになり，現在ではこの三か国が主体です．次回

す．今度尋ねてみようかと思っています．

は熊本の湯本教授が主催いたしますが，今後の発展が

そうこうするうちにこんな私でも僅かでも力がつい

期待されます．

てきて，この学会を起点として行動を起こすこともで

個人的な思い出となりますが，やはり第 43 回の総

きるようになりました．それが今でも盛んに行われて

会 を 担 当 さ せ て い た だ い た こ と で す． 会 場は国際

いる東日本音声外科研究会の創立です．もちろん，一

フォーラム，全員懇親会は帝国ホテルと贅沢なもので

人ではなく廣瀬先生や新美先生，故牛嶋先生なども巻

したが演題数も当時最高になり，出し物も劇団四季が

き込んで，小さいですが何でも言える趣旨の研究会が

無償で応援してくださり，音響や照明も横浜本部から

仕上がりました．当時の澤島先生や故斎藤先生などか

運んで，数人の出演もいただきました．全部入れると

らも多大なご支援，ご助言をいただきながら，でも自

数千万円と言われて，劇団四季に対しても手厚い看護

分としては心細い出発でしたが，ここで応援をたくさ

で恩返してきました．学会の直接人力は慶応の喉頭班

んしていただいた諸先生に感謝申し上げる所存です．

でしたが，当時教室を主宰されていた主任教授の神崎

もう一つは東アジア音声外科研究会の立ち上げです．

仁先生も快く支援していただき，同時に同窓会である

これも日本ではこの学会が起点になっています．当時

慶耳会の支援もいただき，ご恩は忘れることはできま

慶応の喉頭研究室に台湾から張先生（台湾大学）が留

せん．一介の助教授であった私を指名していただいた

学しておりましたが，その関係上最初は日本と台湾で

当時の役員の先生方はもとより，神崎教授をはじめと

した．一方で韓国のソウル大学，延世大学の両金教授

した慶応全体のご支援の賜物と思い，思い出を語りつ

も慶応に短期間ですが留学していたので韓国も参加す

つ深くここに感謝申し上げます．
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60 周年記念

創立 60 周年にあたって
山下

公一

1 ．60 年前の頃の思い出

2 ．学会 40 年史の発刊

日本音声言語医学会が創立されたのは，戦後 10 年

本学会は 1996 年（平成 8 年）に創立 40 周年を迎え

を経てようやく復興が軌道に乗った 1956 年（昭和 31

た機会に「40 年史」が編纂され，会誌第 36 巻 4 号に

年）で，私は東京医科歯科大学耳鼻咽喉科学教室に入

収載されると同時に単行本の形でも発行され，創立以

局した年でした．入局早々のことで第 1 回の本学会に

来 40 年間の会の発展の貴重な記録を後世に残しまし

出席したか記憶が定かでありませんが，私は翌年，創

た．今回これを繙いて日本の音声言語医学界が今日の

設されたばかりの「国立ろうあ者更生指導所」（現在

発展をみるまでに至った先人の苦労のあとをみて，歴

の国立身体障害者リハビリテーションセンターの前

史の記録を残すことの大切さを再認識しています．こ

身）
の聴能課の角田忠信先生の下に出向を命じられて，

の度の企画は，創立 51 年から 60 年までの 10 年間の

赴任早々から聴覚・言語の臨床に手を染めることにな

記録を中心に整理される企画かと思いますが，今実施

り，東大医学部の講堂で開催されていた本学会にも連

しておかないと重要な歴史の事実が時の経過とともに

れて行かれた記憶があります．欧州や米国の Speech

失せてしまい，後世に残らないことにもなるので，時

and Hearing Center など新進の施設の資料を検討材

宜を得た意義のある事業であると思います．

料として，厚生省が行政的に新設した上記の国立ろう

音声言語医学はきわめて multidisciplinary な領域

あセンターを中心に，speech therapist や audiologist

で，医師，ST，心理学者，電気工学関係者などを含

の養成や将来問題が検討されはじめました．また聴覚・

めた専門家の参加が必要です．

言語の貴重な入門書として，CID の Hallowell Davis

「40 年史」の冒頭に採録されている切替一郎東大名

の“Hearing and Deafness”や Bell 研究所の Harvey

誉教授が本学会誌第 27 巻 2 〜 3 号に掲載された 25 ペー

Fletcher の“Speech and Hearing in Communication”

ジにおよぶ論文「音声言語医学の源流とわが国におけ

などをむさぼるように読みました．当時は，耳鼻咽喉

る発展―前篇―，―後篇―」は，題目のとおり phoni-

科学関係の全国学会は春の日本耳鼻咽喉科学会と秋の

atrics（音声医学）と logopedics（言語医学）の源流

日本気管食道科学会の 2 つだけでした．昭和 31 年に

とその後の発展についてわかりやすく解説されていま

は音声言語医学会とほぼ時を同じくして難聴研究会か

す．ぜひ目を通してほしいと思います．

ら発展した日本オージオロジー学会（現在の日本聴覚

切替先生は「わたくしは音声言語医学の源流を，19

医学会）も発会しており，
「聴力検査の規準」が設定

世紀中葉に求めたい．その頃，Helmholtz，Broca や

され，本学会とともに耳鼻咽喉科医が構成メンバーの

Wernicke など多数の学者が出現して，聴こえ，声や

大部分を占める耳鼻咽喉科学の関連学会の形を取るに

言葉，その障害について重要な発見をした」という記

至りました．米国や欧州の状況が急速に取り入れられ

載にはじまり，わかりやすくこの学問を概説されてい

るとともに言語病理学分野のコメディカルスタッフと

ます．19 世紀中葉といえば，欧州ではウィーンは医

の協働の必要性も論じられ活性化への理解が進んで行

学のメッカといった状況だったようで，有名な外科教

きました．

授の Billroth がはじめて喉頭摘出術を実施していま

第 39 回会長，金沢医科大学名誉教授
2015 年 9 月 29 日受理
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す．Politzer がはじめて耳科学教室を興して 1873 〜

3 ．これからに向けて

1907 年にわたって Universitätsohren Klinik, Wien（ウ

本学会が専門分野とする人間の音声言語機能とその

イーン大学耳科学講座）の教授を勉め，耳科学領域で

障害の内容は，人間の知的情報交換の機能をにぎるき

大きな業績を残しています．その後任には 1872 〜

わめて複雑な生理学的病理学的現象であります．60

1907 年 に わ た っ て Allgemeine Poliklinik, Wien（ ウ

年前，本学会が発足した当時は，欧米においても我が

イーン総合病院）で耳科を担当していた Urbantsch-

国においても聴覚，音声言語の医学的問題として，耳

itsch が後を継ぎ，1907 〜 1918 年にわたって教授を

鼻咽喉科医が主に取り扱っていたもので，学会の構成

勉めて，とくに難聴児教育につくしています．当時

メンバーも過半数は耳鼻咽喉科医でした．そこにこの

Urbantschitsch のもとには，欧州や米国からの留学医

領域の障害に立ち向かってきた，医学，教育学，工学，

師が多かったようです．米国セントルイスの Max

コミュニケーション学，言語学などの各専門家がメン

Goldstein も Urbantschitsch のもとに留学し，帰国後

バーに加わったことによって，学会の構成メンバーの

Central Institute for the Deaf（CID）を設立し，とく

比率は大きく変わってきました．異なった専門分野の

に言語教育に対して残聴の有効利用を説きその普及に

「協働」による取り組みは必然的に必要となったもの

務めました．国際音声言語医学会を興しその初代会長

ですが，本領域の新しい進歩発展にはきわめて大切な

を 1924 年 か ら 1953 年 ま で 務 め た Froeschels は Ur-

ことで，そのような意を体しての本学会のさらなる発

bantschitsch の弟子でした．

展をお祈りしたいと思います．
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日本音声言語医学会総会と学術講演会
第 51 回日本音声言語医学会 （会長

久

育男）

記事（久

育男）

第 52 回日本音声言語医学会 （会長

田内

光）

記事（田内

光）

第 53 回日本音声言語医学会 （会長

今泉

敏）

記事（今泉

敏）

第 54 回日本音声言語医学会 （会長

大森孝一）

記事（大森孝一）

第 55 回日本音声言語医学会 （会長

山岨達也）

記事（山岨達也）

第 56 回日本音声言語医学会 （会長

塩谷彰浩）

記事（塩谷彰浩）

第 57 回日本音声言語医学会 （会長

友田幸一）

記事（友田幸一）

第 58 回日本音声言語医学会 （会長

兵頭政光）

記事（兵頭政光）

第 59 回日本音声言語医学会 （会長

深浦順一）

記事（深浦順一）

第 60 回日本音声言語医学会 （会長

内藤健晴）

記事（内藤健晴）
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第 51 回日本音声言語医学会
期日：平成 18 年 10 月 26 日（木）〜 27 日（金）/2006 年
会場：京都リサーチパーク
担当：京都府立医科大学耳鼻咽喉科学教室
会長：久

育男

会場費：15,000 円（学生会員 10,000 円）
学会記事：会誌第 48 巻第 1 号
このたび，第 51 回日本音声言語医学会総会会長を

から，音声関係では「声帯内注入術の現状と将来

司

拝命し，平成 18 年 10 月 26 日（木），27 日（金）の

会：塩谷彰浩先生」，言語関係では「Dysarthria への

両日，京都リサーチパークにおいて総会ならびに学術

対応

講演会を開催させて頂きます．本学会は，昨年，設立

生・清水充子先生」，聴覚関係では「聴覚とコミュニ

50 周年を迎え，記念式典が盛大に催されるとともに，

ケーション

さらなる 50 年を見据えて，気持ちをあらたに進むこ

ました．パネルディスカッションは，「機能性発声障

とを誓い合いました．この最初の一歩を担当させて頂

害の臨床

くことを大変光栄に存じますとともに，身の引き締ま

いずれも，音声言語医学会の神髄に迫って頂けるもの

る思いが致しております．

と期待しております．

本総会を教室が主宰させて頂くのは二度目であり，

―QOL の向上を含めて―

司会：堀口利之先

司会：伊藤壽一先生」の 3 題を企画致し
司会：兵頭政光先生」を予定しております．

本学会では，質疑応答が活発に行われるよう，会場

治会長のもと，昭和 30 年 4 月に国

の分散を避け，2 会場に限りました．そのため，第 2

立京都国際会館で開催されました．一般演題 104 題と

日目も夕刻近くまで一般演題の発表をお願いすること

パネルディスカッション 2 題からなり，一般演題は，

になりました．ご了承の程，宜しくお願い申し上げま

口演をせずに抄録集における誌上発表のみとし，質疑

す．

先の学会は水越

応答だけが会場で行われるという，画期的なものでし
た．また，パネルディスカッションⅠ「発声機能検査
法」では，廣瀬
岡本

肇，一色信彦，平野

実，澤島政行，

健といった錚々たる先生方がパネリストとして

参加しておられます．
本学会では，特別講演 1 題，教育講演 1 題，シンポ
ジウム 3 題，パネルディスカッション 1 題とランチョ
ンセミナー 2 題を予定しております．特別講演は，音
声外科の権威であるマウントサイナイ医科大学の
Peak Woo 教授に，米国における医師と言語聴覚士の
関係を紹介して頂きたいとご依頼したところ，“What
should be the working relationship between
laryngologists and speech language pathologists?” と
題した講演をして頂けることになりました．医師，言
語聴覚士のいずれの方にも貴重な情報となるのではと
期待しています．国際医療福祉大学言語聴覚センター
副センター長

磯貝

豊先生には，先生のライフワー

クである内視鏡検査の深奥について，単に医師だけで
はなく言語聴覚士にも有益となる教育講演としてお願
いし，
「音声障害に対する内視鏡的アプローチ

―診

断から治療まで―」をご講演頂きます．
シンポジウムは，音声，言語，聴覚それぞれの分野

教室員全員が一丸となってご期待に添えるよう準備
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致しておりますが，学会の成功は，役員を含め会員の

です．学会の合間，あるいは終わっての週末に，日頃

方々のご協力如何に係わることは言うまでもありませ

の息抜きもして頂ければ幸いでございます．

ん．何卒盛大なるご支援の程，宜しくお願い申し上げ
ます．
京都の秋は，古き良き日本を感じられる絶好の機会

最後になりましたが，本学会が会員の皆様にとって
有意義なものとなることを心より願っております．
（久

育男記）
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第 52 回日本音声言語医学会
期日：平成 19 年 10 月 26 日（金）〜 27 日（土）/2007 年
会場：国立身体障害者リハビリテーションセンター
担当：国立身体障害者リハビリテーションセンター病院
第二機能回復訓練部・耳鼻咽喉科
会長：田内

光

会場費：10,000 円（学生会員 6,000 円）
学会記事：会誌第 49 巻第 1 号
このたびは，国立身体障害者リハビリテーションセ

して，地域での特徴のある試みを発表して頂き，ディ

ンターにおいて，第 52 回日本音声言語医学会総会・

スカッションを行います．そして第三に「障害を持つ

学術講演会を開催させていただくことになり，たいへ

方のニーズに応えるための理論的・理念的な背景」に

ん光栄に思っています．今までにご助言およびご協力

ついての教育講演を企画しました．また，特別講演と

をいただきました学会役員および会員の皆様に厚く御

しては「障害のある方々を中心としたリハビリテー

礼申し上げます．また，かつて当センターに在籍し，

ション」と題して，兵庫県立総合リハビリテーション

その後もご活躍の多くの先生方にも御礼を申し上げた

センター前センター長であり，現顧問の澤村誠志先生

いと思います．先生方のご活躍のおかげでこの度の学

にお話をして頂きます．障害のある方へのリハビリ

会を開催できたものと感謝いたしております．

テーションという大きな流れの中で，音声言語医学の

さて，この学会を担当させていただくにあたり，私

あるべき道を探ることが出来ればと考えています．

どものような大学とは異なる施設にて，無事この大任

公募演題はおかげさまで 110 題の応募をいただきま

を果たせるかどうか非常に不安でした．また会場を何

した．演題発表は 4 会場に別れており，興味ある演題

処にするかも頭を悩ませた問題でした．参加する皆様

が重なる場合もあるかもしれませんが，A・B・C 会

のことを考えるとアクセスの良い都内で開催する案も
考えましたが，この学会を開催させていただく意義の
一つに当センターの紹介の意味もあるのではと考えま
した．また都内は数多くの学会が開かれ，参加する機
会も多いのではと考え，少しアクセスは悪いのですが
当センターを会場といたしました．これに関してご尽
力頂いたセンターの方々に非常に感謝をいたしており
ます．会場を当センターで行うことに決めてからは，
第二機能回復訓練部のスタッフ全員がおのおのその責
任の重さを自覚しながら，一丸となって準備にあたっ
てきました．
そして学院言語聴覚学科の教官の先生方，
研究所の先生方にもご協力を頂き，ここに開催する運
びとなりました．しかし何にしても初めての経験であ
り不行き届きな点なども多々あると思いますが，お許
し頂ければと思います．
今回の学会のメインテーマは「障害を持つ方を中心
にしたケアの連続性を求めて」としました．このテー
マに従いシンポジウム，教育講演，特別講演を計画し
ました．シンポジウムとしては第一に「障害を持つ方
のニーズを知る」というテーマで，障害を持つ方およ
びご家族からのご意見・ご要望などを発表して頂きま
す．第二に「障害を持つ方のニーズに応える試み」と
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場は同一建物内にありますので簡単に移動は可能で

28 日（日）と所沢市民フェスティバルが開催され，

す．ポスター発表会場は本館で少し歩きますが，こち

多くの催し物が行われますので，お帰りに寄っていか

らにはテーマ展示会場，機器展示会場，書籍展示もあ

れるのも良しかと思います．また，少し足を伸ばすと

りますので，
ぜひ足を運んで頂ければと思います．テー

西武遊園地やグッドウィルドーム（旧西武球場）があ

マ展示会場ではテーマに沿った各種団体などの活動状

りますし，電車で 20 分ほどの川越には小江戸・川越

況のご紹介をいたします．その他にはランチョンセミ

と呼ばれる古い町並みが残されており観光名所となっ

ナーとして「吃音」
「小児難聴」に関しての講演を企

ています．さらに足を伸ばせば秩父の長瀞の川くだり

画いたしました．各方面での興味ある内容をお話して

や温泉などもありますので，こちらにもう一泊して帰

頂きますので，ご期待ください．

られるのも楽しい思い出になると思います．是非多く

会場の最寄り駅の航空公園駅は，新宿や池袋より

の方にご来場していただき，活発なご意見の交換をお

30〜40 分かかります．また駅より会場までは歩いて

願いすると同時に，学会を楽しんで頂ければとお待ち

15 分ほどかかりますので，当日は専用シャトルバス

しております．

を運行します．しかし駅から会場までは一本道ですの

最後になりましたが，学会初日の 26 日（金）には

で，秋風に色づき始めたケヤキの並木道をのんびり歩

当センターは通常業務を行っています．ご迷惑，ご不

くのも一興かと思います．また，懇親会では障害を持

便をかける点もあるかもしれませんが，よろしくご協

つプロによる落語独演会やミュージシャンによる演奏

力をお願いいたします．またお気づきの点などありま

も企画していますので，楽しんで頂ければと思います．

したら，学会事務局までご連絡いただければ幸いです．

航空公園駅に隣接した航空記念公園では 27 日（土）

（田内

光記）
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第 53 回日本音声言語医学会
期日：平成 20 年 10 月 23 日（木）〜 24 日（金）/2008 年
会場：三原市芸術文化センター ポポロ
担当：県立広島大学保健福祉学部コミュニケーション障害学科
会長：今泉

敏

会場費：15,000 円（学生会員 6,000 円）
学会記事：会誌第 50 巻第 1 号
このたび，第 53 回日本音声言語医学会総会会長を

speech production : lessons learned and questions

拝命し，2008 年 10 月 23 日（木），24 日（金）の両日，

raised」では，Luc F. De Nil トロント大学教授にお願

広島県の三原市芸術文化センター（ポポロ）にて総会

いし，発話を可能にしている脳の仕組みについて，特

ならびに学術講演会を開催させて頂きます．歴史ある

にいまだ謎に満ちた「吃」の諸問題に焦点をあてて，

総会を本学科が担当できますことを大変光栄に存じま

発話障害リハビリテーションの現状と展望をお話しい

すとともに，身の引き締まる思いで，教室員全員が一

ただきます．

丸となってご期待に添えますよう準備して参りまし
た．

シンポジウム「言語障害への新たなアプローチ」
（座
長：寛一彦先生・種村純先生）では，いまやコンピュー

今回の学術講演会では，音声言語医学会の特徴であ

タシミュレーションで障害の様相を再現し検証できる

る学際性を強調し，特別講演 2 題，シンポジウム 3 題，

までに発展した言語機能モデルやその障害モデルが音

ランチョンセミナー 2 題を企画いたしました．

声言語医学にどのようなインパクトを与えつつあるの

特別講演「脳！内なる不思議の世界を読み解く」で

か，基礎研究とその臨床活用の視点から討論していた

は，世界の脳科学研究を先導する川人光男 ATR 脳情

だきます．シンポジウム「声の分析と臨床」
（座長：

報研究所所長にお願いし，急速に深まりつつある脳の

小池靖夫先生・新美成二先生）では医学，工学，言語

仕組 み へ の 理 解， そ れ に 基 づ い て 進 展 し つ つ あ る

聴覚障害学，声楽という学際的な観点から，「声」の

ニューロリハビリテーションやブレイン・ネットワー

理論と臨床がいまどのような展開を見せつつあるの

ク・インタフェースなど最先端の研究動向をわかりや

か，どのような方向に進みつつあるのか討論していた

すく解説していただきます．最先端脳科学と音声言語

だきます．シンポジウム「嚥下障害と音声言語機能」
（座

医学の接点を考えてみたいと思います．また，特別講

長：土師知行先生・倉智雅子先生）では，遠い関係と

演「Recent brain imaging of normal and stuttered

思われがちながら表裏一体の関係にある嚥下機能と音
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声言語機能に関して cure と care の視点から鋭く討論

正治先生が高次脳機能障害者のコミュニケーション脳

していただきます．いずれも最先端で活躍される学際

機能に関する最新の研究成果をお話しくださいます．

的なシンポジストの先生方から最新の研究と臨床の成

県立広島大学は前身の広島県立 3 大学が統合されて

果をご紹介いただき，音声言語医学の現在と未来を展

発足し 4 年目を迎えたばかりの新しい大学です．言語

望していただけると期待しております．

聴覚士を養成するコミュニケーション障害学科は前身

また，126 題もの一般演題を応募いただき，音声言

時代を含めて 14 年ほどの歴史を積み重ねてまいりま

語医学の広さと深さを再認識いたしました．動画や映

した．一方，広島県三原市は 1580 年（天正 8 年）に

像が重要と思われる演題を中心に口頭発表を編成し，

毛利一族の小早川隆景が瀬戸の海に浮かぶ城を築いた

できるだけ時間的余裕を持って発表をしていただくた

ことでも知られる歴史ある町です．若い学科がこの静

めに多くの演題をポスターセッションとして編成させ

かな古都で主催する学会に，三原市をはじめ多くの

ていただきました．発表者が不在のときでも議論が展

方々から厚いご支援を頂きました．心から感謝申し上

開できるようにと，ポスター会場には質疑応答用紙を

げます．

用意いたしましたので，ご活用ください．発表形式の

しばしば映画の舞台にもなってきた瀬戸内海国立公

ご希望にお応えできなかった方々には申し訳ありませ

園の中心地で開催される音声言語医学会総会および学

んがご容赦いただき，ぜひ活発な討議を十分に展開し

術講演会は，都会の喧騒をしばし離れて学問に専念で

ていただきたいと思います．ランチョンセミナーでは

きる好機でもあり，会期後に歴史や自然の探索を楽し

田山二朗先生が高速度デジタル撮影を活用して声帯の

む好機でもありましょう．多くの皆様の参加をお待ち

3 次元振動様態をも見ようとする新しい試みを，また

申し上げております．

高次脳機能障害支援拠点施設の長としてご活躍の丸石

（今泉

敏記）
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第 54 回日本音声言語医学会
期日：平成 21 年 10 月 15 日（木）〜 16 日（金）/2009 年
会場：コラッセふくしま
担当：福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座
会長：大森孝一
会場費：15,000 円（学生会員 6,000 円）
学会記事：会誌第 51 巻第 1 号
このたび，第 54 回日本音声言語医学会総会・学術

く取り上げて，会員の皆様一人一人にとって有意義な

講演会を平成 21 年 10 月 15 日㈭，16 日㈮に福島市の

ものとなるように心がけてプログラムを組ませて頂き

「コラッセふくしま」にて開催いたします．本学会は

ました．

東北地方において，昭和 50 年に盛岡市で第 20 回の学

海外招聘講演として，世界トップクラスの医療を提

会が，昭和 63 年に仙台市で第 33 回の学会が開かれま

供 し て い る ク リ ー ブ ラ ン ド ク リ ニ ッ ク の Michael

した．福島市で初めて，伝統ある本学会を開催させて

Benninger 所長に喉頭良性疾患に対する音声外科につ

頂くことを大変光栄に存じますとともに，このような

いて，ソウル国立大学の Kwang-Hyun Kim 教授に甲

機会を与えて頂きました理事長をはじめ会員の皆様に

状腺手術における音声障害についてご講演頂きます．

心より感謝申し上げます．

シンポジウムは，初日は「喉頭瘢痕性病変へのアプロー

日本音声言語医学会は，音声と言語，聴覚に代表さ

チ」を取り上げました．今まで瘢痕に絞ったシンポジ

れるコミュニケーション医学に加えて，高次脳機能，

ウムはほとんどありませんでしたが，診断の基準や先

嚥下障害など広い範囲を対象としており，多種多様な

進的な治療を紹介して頂き今後の発展のきっかけにな

職種の方々が所属されています．今回の学会では，音

ればと期待しています．二日目は「重複障害のある難

声言語医学の先端的研究から実地臨床に至るまで幅広

聴児への聴覚言語獲得支援」と「小児の高次脳機能障
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データをじっくり見たい演題をポスター演題に選ばせ
害と発達支援：ことばに関する障害を中心に」を取り

て頂いたつもりですが，ご要望に応えられなかった方

上げました．小児のコミュニケーション障害のうち，

もあるかと思います．何卒ご容赦のほどお願いいたし

重複障害のある難聴児への対応，発達障害児への対応

ます．

について，新しい視点から支援策を示して頂けるもの

学会終了の翌日，10 月 17 日㈯には，ポストコング

と期待しています．パネルディスカッション「音声障

レスセミナーとして音声治療と摂食・嚥下リハビリ

害への対応：医師と言語聴覚士の連携」では，今後の

テーションを企画しました．充実した内容ですので，

課題とその解決法について討論して頂きます．

是非ご出席ください．

今回新たに若手の方々を対象とした教育セミナーと

10 月中旬の福島は，表紙にあります吾妻山や磐梯

実技講習のハンズオンセミナー，研修医を対象とした

山，安達太良山など，紅葉の最も美しい時期です．ま

臨床研修セミナーを企画しました．ランチョンセミ

た，土湯，高湯，岳温泉など多くの温泉がありますの

ナーは 4 題を用意しました．

で，学会が終わったらゆっくりと体を休めて頂くのも

学会を盛り上げる最大の力は会員の皆様の積極的な

よろしいかと思います．

ご参加と多くの優れた一般演題です．このたび 141 題

教室員一同，皆様にとってこの学会が意義深いもの

という多数のご演題を頂戴いたしました．厚く御礼申

となるように，精一杯準備しております．皆様のご来

し上げます．音声や動画が中心の演題を口頭演題に，

福を心よりお待ちしております．

（大森孝一記）
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第 55 回日本音声言語医学会
期日：平成 22 年 10 月 14 日（木）〜 15 日（金）/2010 年
会場：学術総合センター
担当：東京大学医学部耳鼻咽喉科学教室
会長：山岨達也
会場費：15,000 円（学生会員 6,000 円）
学会記事：会誌第 52 巻第 1 号
このたび，第 55 回日本音声言語医学会総会・学術

礎科学）に「人間の言語の本質とは」について，加我

講演会を平成 22 年 10 月 14 日（木）
，15 日（金）に

牧子先生（国立精神神経医療研究センター精神保健研

東京都千代田区の学術総合センターにて開催致しま

究所）に「小児聴覚失認の診療．Landau-Kleffner 症

す．大変光栄に存じますとともに身の引き締まる思い

候群を中心に」について御講演頂きます．シンポジウ

でおります．このような機会を与えて頂きました理事

ムでは，加我君孝先生の司会で「言語の生物学的基礎

長をはじめ会員の皆様に心から感謝申し上げます．

のために」を，久育男先生の司会で「脳血管障害によ

日本音声言語医学会は，音声，言語，聴覚に代表さ

る嚥下障害への対応」を取り上げます．海外招待講演

れるコミュニケーション医学に加え，嚥下機能や高次

では，音声研究の世界的権威であるアイオワ大学の

脳機能なども含む広い範囲を対象としておりますが，

Ingo Titze 先生に「Professional voice production」に

今回の学会では「脳と音声・言語・嚥下の関係」を主

ついて，両側人工内耳や超早期人工内耳の経験豊富な

たるコンセプトとして企画を組みました．特別講演と

ト ロ ン ト 大 学 の Karen Gordon 先 生 に は「Auditory

して，酒井邦嘉先生（東京大学総合文化研究科相関基

development in children who use cochlear implants:
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Past experience guides present research」について

告 4 題を含め，すべての発表を口演にさせて頂きまし

ご講演頂きます．なお Karen Gordon 先生の講演の前

た．ご要望に応えられなかった方もあるかと思います

に会長講演「人工内耳を装用した先天性高度感音難聴

が，ご容赦頂ければ幸いです．

小児例の聴覚・言語力の発達をめぐる諸問題」を行い

学会終了の翌日，10 月 16 日（土）には，ポストコ

ます．ランチョンセミナーでも廣田栄子先生（筑波大

ングレスセミナーとして，「声の検査法と音声治療」

学人間総合科学研究科）に「聴覚障害児における早期

および「嚥下障害の診断と治療」を東京大学内の山上

の聴覚活用とコミュニケーション発達の支援」につい

会館および鉄門講堂にて企画しております．充実した

て御講演頂きますので，難聴児の補聴と聴覚・言語力

内容ですので，こちらもご参加をお待ちしております．

の発達について理解を深めて頂ければ幸いです．ラン

10 月中旬の東京は気候が穏やかで，観光にも最も

チョンセミナーではこのほかに，角田晃一先生（感覚

良い季節と言えます．学会場のすぐ近くには皇居があ

器センター人工臓器 ･ 機器開発研究部門）に「声門閉

り，敷地内の散策をお楽しみ頂くことが可能です．少

鎖不全に伴う問題点と経済的対策」について，Karen

し足を伸ばして頂ければ，国立近代美術館，神保町の

Gordon 先生に「Benefits of bilateral cochlear implant

古本屋街などもございます．お子様をお連れの方にも

use in children」について，梅垣宏行先生（名古屋大

安心してご参加いただけるよう，託児室も用意致しま

学老年科）に「認知症と嚥下機能低下」について御講

したので，ご利用頂ければ幸いです．
現在教室員一同，実りある学会になりますよう，一

演頂きます．
一般演題は 114 演題もの申し込みを頂戴致しまし

丸となって鋭意準備を進めております．多くの皆さま

た．すべての演題が魅力ある内容であり，厚く御礼申

にご参加賜りますよう，心よりお待ちしております．

し上げます．なお発表形式ですが，音声や動画を中心



とした演題が大多数を占めましたので，今年は成果報

（山岨達也記）
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第 56 回日本音声言語医学会
期日：平成 23 年 10 月 6 日（木）〜 7 日（金）/2011 年
会場：ホテルグランドヒル市ヶ谷
担当：防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座
会長：塩谷彰浩
会場費：15,000 円（学生会員 6,000 円）
学会記事：会誌第 53 巻第 1 号
こ の た び， 平 成 23 年 10 月 6 日（ 木 ），7 日（ 金 ）

湯本英二先生）をテーマとして，2 題を企画しており

の両日，ホテルグランドヒル市ヶ谷において第 56 回

ます．どちらも本学会の学際的特色を反映したテーマ

日本音声言語医学会総会ならびに学術講演会を開催さ

と思いますが，特に職業歌手のパネルについては，実

せて頂くことになりました．伝統ある本学会を担当さ

際にプロ歌手の伊東ゆかり様にパネリストとして参加

せていただき，大変名誉なことと存じますとともに，

していただき，医療を受ける立場からご発言いただき

身の引き締まる思いをいたしております．また，この

ます．ランチョンセミナーは全て教育セミナーとし，

ような機会を与えていただきました理事長をはじめ，

実際の臨床の場で役立つ，教育的な内容のセミナー 4

会員の皆様方に心から感謝申し上げます．

題（5 講演）を用意いたしました．

本学会は，音声，言語，嚥下，聴覚などの幅広い領

一般演題は研究助成成果報告を含め，131 題という

域をカバーし，医師，言語聴覚士，教育関係者などの

多くのお申し込みをいただきました．厚く御礼申し上

様々な職種の方々が多数参加されます．今回の学会で

げます．どの演題も興味深い内容で，口演の方が御理

は「音声言語医学の魅力

解いただきやすいと思われるものが大多数でしたの

再発見」をテーマとして，

ベテランの先生方にも，これから音声言語医学に取り
組もうとされている若い先生方にも，共通して興味を
持っていただけるようなプログラムを組ませていただ
きました．
海外招聘講演はオレゴン健康科学大学耳鼻咽喉科主
任教授の Paul Flint 先生に「DNA to da Vinci: Future
Challenges in Laryngology」と題して喉頭科学の将来
について米国の第一線のスペシャリストの立場から御
講演いただきます．特別講演では防衛省航空自衛隊首
席衛生官の山田憲彦先生に「安全保障・危機（災害）
対応の観点から見る医学の課題」と題して，普段先生
方が接する機会が少ないと思われます，防衛省自衛隊
における医療についてご講演いただきます．シンポジ
ウムは，音声領域では「声帯内注入術―何をどこに：
適応と限界」
（司会：田村悦代先生），言語領域では「吃
音の治療」
（司会：立石雅子先生），嚥下領域では「嚥
下障害の臨床―その現状と将来展望」
（司会：大前由
紀雄先生）をテーマとして，3 題を予定しております．
いずれも興味深い内容と自負しておりますが，特に吃
音は，アカデミー賞受賞の映画「英国王のスピーチ」
でも今年話題になりましたので，タイムリーなテーマ
と思っております．パネルディスカッションは，「高
次聴覚・言語機能とその病態」（司会：小川

郁先生）

と「職業歌手にみられる音声障害への対処」
（司会：

で，すべて口演として採用させていただきました．ご
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希望に沿えなかった先生方には，申し訳ございません
が，ご容赦いただければ幸いです．
学会終了後翌日 10 月 8 日（土）には，ポストコン
グレスセミナーを一ツ橋の日本教育会館にて行いま
す．明日からの臨床に役立つような，音声と嚥下に関
するセミナーを予定しておりますので，こちらも奮っ
てご参加下さいますようお願い申し上げます．
現在教室員一丸となって，先生方のご期待に少しで
も添えるように鋭意準備を進めておりますが，会の成
功は会員の先生方のご協力にかかっておりますことは
言うまでもございません．何卒盛大なるご支援をお願
い申し上げますとともに，沢山のご参加をお待ち申し
上げております．

（塩谷彰浩記）
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第 57 回日本音声言語医学会
期日：平成 24 年 10 月 18 日（木）〜 19 日（金）/2012 年
会場：大阪国際交流センター
担当：関西医科大学耳鼻咽喉科学教室
会長：友田幸一
会場費：15,000 円（学生会員 5,000 円）
学会記事：会誌第 54 巻第 1 号
第 57 回日本音声言語医学会総会・学術講演会を平
成 24 年 10 月 18 日（木），19 日（金）の 2 日間，大

覚の獲得まで幅広い QOL を追求したリハビリテー
ションについてご講演されました．

阪国際交流センター（大阪市）において開催いたしま

3 ．特別ゲスト講演

した．また引き続いて 10 月 20 日（土）にポストコン

地元大阪から吉本興業の川上じゅん氏による腹話術

グレスセミナーを同会場にて開催いたしました．本会

の発声法と音声指導をショーをまじえてご講演をいた

の大阪地区での開催は，21 年前に高橋宏明会長，10

だきました．川上氏に講演を依頼した理由は，舌切除，

年前に田辺正博会長に続いて 3 回目となります．学会

再建された患者に腹話術の発声法が応用できないかと

期間中の受付者は 864 名とこれまでの最多で，会員以

考えたからであります．講演では発声訓練の指導の経

外の方々にも多く参加いただきました．

験と，腹話術の際の舌の動きを MRI でも紹介されま

今回は「未来への扉を開こう」をテーマに，音声言

した．MRI では通常の舌の動きがより強調されてい

語医学の温故知新ならびに新しい視野・視点に立って

ることがわかり，結論はやはり正常の舌機能がないと

分野の開拓をめざす魅力あるプログラムにしたいと考

難しいことがわかりました．しかし腹話術で発声の難

えてまいりました．

しい語彙や言葉は，別の言葉に置き換えたり，前後の

1 ．特別講演

言葉から推測させる巧みな対話の仕方を紹介いただ

2013 年にイタリアのトリノで開催される第 29 回世

き，構音障害のリハビリに応用できることがわかりま

界音声言語医学会会長の Oskar Schindler 教授とご子

した．

息で事務局長の Antonio Schindler 先生をお招きし，

4 ．シンポジウム

ヨーロッパにおける嚥下障害の取り扱いについてご講

シンポジウムＩは「コミュニケーションを科学する」

演をいただきました．ヨーロッパ各国では嚥下医療に

と題して，3 名の先生からコミュニケーションを画像

携わる職種やそれぞれの役割も異なるため，国別格差

化して捉え，そのメカニズムに迫る最先端の大変興味

の是正，診断・治療方針の標準化，国際的，共通コー

ある講演を聞くことができました．村井俊哉先生（京

ド化などが求められている現状を報告されました．

大精神医学教授）は，社会的情報を読み取り，自らも

2 ．海外招聘講演

発信し，行動する能力は「社会的認知」と呼ばれ，そ

オランダがんセンター教

れは「社会脳」と言われる領域を基盤として活動して

授 の Frans JM Hilgers 先

いると解説されました．松村雅史先生（大阪電気通信

生をお招きし，喉頭摘出者

大医療福祉工学部教授）は，MRI を用いた三次元声

の気道生理と音声，呼吸を

道形状と音響理論から実音声，口腔機能の可視化の試

含め，さらに嚥下指導，嗅

みなどユニークな研究が紹介されました．菊池良和先
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生（九州大耳鼻咽喉科）は，ご自身が吃音者でもあり，

たユニークな爆笑計について，宇高二良先生（日耳鼻

ご自分の経験をまじえて聴覚入力のずれが病態の原因

学校保健委員）に本学会ではあまり取り上げられたこ

と考えられ，MRI による脳の解析から左聴覚野の「聴

とのない学校検診における音声障害の診察法とその重

覚ゲーティング機能」の異常と右聴覚野での周波数配

要性について，そして梅崎俊郎先生（九州大）に高齢

列の広がりと灰白質量の増加のあることが明らかとな

化社会を迎えるにあたり嚥下動態からみた嚥下障害食

り，吃音は単なる癖や精神的なものではなく，医学的

のあり方についてそれぞれ講演いただきました．
8 ．平成 23 年度研究助成成果報告

な疾患であることを報告されました．
シンポジウム II は「高齢化社会に向けての嚥下障

能登谷晶子先生他（金沢大学）の 1 件で，聴覚障害

害の取り扱い」と題して，4 名のスペシャリストに高

幼児の文の発達支援に関する開発研究について，聴覚

齢者の嚥下障害の特徴から手術と在宅管理まで広きに

障害児でも訓練によって健聴児同様の 2 歳前半には格

わたりご講演をいただき，大前由紀雄先生（大生病院）

助詞が出現することから幼児期間に助詞を多用するこ

は高齢者の嚥下障害の特徴として，嚥下反射の惹起遅

との重要性が報告されました．

延が高頻度にみられることを強調されました．柴

裕

子先生（柴耳鼻咽喉科）は，在宅医療における耳鼻科
医の関与の重要性を強調されました．木村

幸先生（京

都第一赤十字病院リハ科）は，飲水訓練などから嚥下

9 ．一般演題，ポスター
一般演題 102 題，ポスター 13 題と広い領域にわた
り活発な討論が行われました．
10．ポストコングレスセミナー

パターンを再構築するなど患者の病態を十分に把握し

「吃音：最近の評価法や治療法などのトレンド」と「神

た指導が重要であることを指摘されました．そして千

経原性の発声発語障害 dysarthria を診る」の 2 コー

年俊一先生（久留米大）は，高齢者に対する内視鏡下

スが行われました．川合紀宗先生（広島大）は，多面

輪状咽頭筋切除術の手技とその有効性を紹介されまし

的アプローチから治療する重要性を，原

た．

里大）は，小児期の吃音に対する家族，周辺環境，発

由紀先生（北

5 ．パネルディスカッション

話面と心理面の対応の重要性を，安田菜穂先生（北里

城本

大東病院）は，吃音治療にマインドフルネス（注意集

修先生（県立広島大），田口亜紀先生（愛媛大）

の司会で「音声治療終了のタイミング」として医師と

中力の高い状態では深い穏やかさとともに洞察力が生

言語聴覚士とのペアーで講演という初めての企画をご

まれること）を養成する練習法を，森

提案いただき，各施設の方針，困った症例の取り扱い

立障害者リハ）は，吃音を隠すのではなく，良好なコ

などについて熱心に討論されました．愛媛大学は田口

ミュニケーションが取れるように認知行動療法を導入

先生と三瀬和代先生，京都大学は楯谷一郎先生と金子

する方法をそれぞれ紹介されました．

真美先生，関西医大は宮本

真先生と宮田恵理先生の

浩一先生（国

もう一つの dysarthria のコースは，苅安

誠先生（鹿

ペアーで発表が行われました．三施設ともほぼ 3 ヶ月

児島特州会）は，dysarthria の本質から音声学的治療

を目途に医師と言語聴覚士の両者の判断で治療終了か

の原理を，中谷

継続が決定されているようでした．

の実際的なトレーニング法について解説いただきまし

6 ．教育セミナー

謙先生（姫路獨協大）は言語聴覚士

た．いずれも関心の高いテーマで実演もまじえての講

「喉頭内視鏡検査」は，齋藤康一郎先生（慶応大）
に手元にある器機でどこまでの情報が得られるか，も

演であったため前者が 97 名，後者が 74 名と盛況でし
た．

う一つの「音声検査」は，梅野博仁先生（久留米大）

11．その他

に空気力学的検査と音響分析について検査データの読

会員懇親会では，第 29 回世界音声言語医学会の紹

み方について解説いただきました．
7 ．モーニング，ランチョンセミナー
モーニングセミナーは，小川

真先生（阪大）に

介が，続いて川上じゅん氏の会員がモペット役をする
小芸に会場はいっそう盛り上がりました．
最後に，本学会を開催する貴重な機会を与えていた

GERD に関連した MTD（muscle tension dysphonia）

だきました湯本英二理事長をはじめ会員の皆様，また

の治療について，ランチョンセミナーは，宮良高維先

大阪府耳鼻咽喉科医会や医療系専門学校の学生さん達

生（関西医大呼吸器）に誤嚥性肺炎の原因菌と治療薬

のご支援に心より感謝申し上げます．本会を通して

の選択について，松村雅史先生（大阪電通大教授）に

テーマの未来への扉が少しでも開いていただけたもの

笑いを数値化するために頸部にマイクロフォンを付け

と信じてやみません．

（友田幸一記）
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第 58 回日本音声言語医学会
期日：平成 25 年 10 月 17 日（木）〜 18 日（金）/2013 年
会場：高知市文化プラザ かるぽーと
担当：高知大学医学部耳鼻咽喉科学教室
会長：兵頭政光
会場費：15,000 円（学生会員 5,000 円）
学会記事：会誌第 55 巻第 1 号
第 58 回日本音声言語医学会総会・学術講演会の担

お願いしました．また，天津大学の本多清志教授には

当を拝命し，平成 25 年 10 月 17 日（木）および 18 日

音声生成モデルに関連するご講演を，同志社大学生命

（金）の 2 日間，高知市文化プラザ かるぽーと にお

医科学部の力丸

裕教授には聴覚と言語の中枢情報処

いて開催させていただくことになりました．本学会が

理に関わるご講演をお願いしています．シンポジウム

高知で開催されるのは，半世紀を超える長い学会の歴

は「嚥下障害診療の標準化における現状と展望」
（司会：

史の中でも初めてになります．伝統ある本学会の会長

中島

にご指名頂き，大変光栄に存じます．学会役員ならび

た，パネルディスカッションでは「小児の言語聴覚障

に会員の諸先生方には厚く御礼申し上げます．

害への対応

今回の学会では「先達に学び，若手に学ぶ」をメイ

格先生，熊倉勇美先生）を取り上げました．ま
―早期診断から療育へ―」（司会：伊藤

壽一先生，深浦順一先生），および「伝えよう！拡げ

ンテーマとしました．世界の音声言語医学研究をリー

よう！音声言語医学の魅力と輪」
（司会：久

育男先生）

ドしてこられた多くの諸先輩方の業績を継承するとと

を予定しました．その他にも教育講演，モーニングセ

もに，現在精力的に活躍されている多くの若手の先生

ミナー，ランチョンセミナーなど，ご参加の先生方の

も学会のプログラムでは積極的に登用させていただき

臨床にお役に立てるような内容を多数企画しました．

ま し た． 特 別 企 画 と し て， 海 外 招 聘 講 演 で は 米 国

一般演題は口演のみとさせていただきましたが，134

Wisconsin 大学の McCulloch 教授に，嚥下圧検査に基

題と多くのお申し込みをいただきました．内容の濃い

づいた嚥下機能評価と治療への応用に関するご講演を

発表と活発な討論を期待しています．
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節です．坂本龍馬の生誕地や高知城は会場からも近く，

スセミナーを開催します．テーマは「音声障害の診断

西へ足を伸ばせばたびたびテレビドラマや映画の舞台

から治療へ」と「嚥下障害の評価と対応」の 2 コース

ともなった仁淀川や四万十川などの清流があります．

です．いずれも，検査・評価・診断・治療まで実際の

また，東には白亜紀からの地質や地形を直に見る事が

診療の流れに沿った内容を，それぞれエキスパートの

できる室戸ジオパークなどの観光スポットがありま

先生にご講演いただきます．本セミナーは事前申込制

す．学会の合間や終了後には，高知の自然，歴史，な

とさせていただきますが，いずれもご参加の先生方に

らびに食文化を是非とも満喫していただければ幸いで

とりまして有意義な内容であると確信していますの

す．

で，奮ってご参加ください．
10 月の高知は観光や味覚を楽しむのにも絶好の季

多くの会員の先生方のご来高を心よりお待ち申し上
げます．

（兵頭政光記）
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第 59 回日本音声言語医学会
期日：平成 26 年 10 月 9 日（木）〜 10 日（金）/2014 年
会場：アクロス福岡
担当：国際医療福祉大学福岡保健医療学部言語聴覚学科
会長：深浦順一
会場費：15,000 円（学生会員 3,000 円）
学会記事：会誌第 56 巻第 1 号
この度，第 59 回日本音声言語医学会総会・学術講

テーマで抱負を語っていただきます．また，シンポジ

演会を平成 26 年 10 月 9 日（木）
，10 日（金）に福岡

ウムとして「聴覚障害周辺領域の近年の動向」，「再生

市にありますアクロス福岡において開催させていただ

医療から見た音声言語医学の未来」，「高齢社会におけ

くことになりました．言語聴覚士の多くの先達が活躍

る音声言語医学の未来」を取り上げました．これらの

した本学会を担当させていただくことになり，大変光

企画は，音声言語医学領域の今後の展望に資するもの

栄に存じます．このような機会を与えていただきまし

になると期待いたしております．

た理事長をはじめ会員の皆様には厚く御礼申し上げま
す．

特別講演としては昭和大学神経内科の河村

満教授

に「進行性失語の音声言語学・神経学」と題して講演
いただきます．先生は本邦における神経心理学研究の

今回の学会は「音声言語医学の未来へ」というテー

第一人者であり，つくばで開催された第 48 回本学会

マで，今後の音声言語医学の展望について大いに議論

総会で「発語失行をめぐる諸問題」というテーマでシ

していただきたいと考えています．今年度より新理事

ンポジウムの座長をお務めになりました．教育講演と

長に就任された福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科学

しては，北海道医療大学の今井智子教授に「小児の構

講座大森孝一教授に「音声言語医学の近未来」という

音障害―多様性への対応―」，県立広島大学の今泉
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敏教授に「音声言語医学における音声分析の活用可能

達障害児の評価と指導」と「嚥下障害患者の栄養管理」

性を考える」と題してご講演いただきます．

を予定しています．

さらに，最終日の夕方には 60 周年に向けた記念事
業の一環として一般市民向けの公開講座「声を大切に

福岡市は市内に名所・旧跡がたくさんあり，また，

―のどの病気の予防と治療―」を開催することになり

太宰府と九州国立博物館，門司港レトロ地区，柳川と

ました．たくさんの市民の方の参加で成功させたいと

大川などへは 1 時間程度で行くことができます．新鮮

思います．会員の皆様にもぜひ参加していただき，盛

な魚介類，水炊き，もつ鍋，豚骨ラーメン，焼鳥，ひ

り上げていただきたいと思います．

と口餃子などおいしい料理もたくさんあります．学会

また，学会翌日の 10 月 11 日（土）にはポストコン
グレスセミナーを国際医療福祉大学福岡看護学部（福
岡市百道浜）で開催します．
「学童期を中心とした発

の前後，合間に福岡を満喫なさってください．
多数の会員先生方のご参加をお待ち申し上げます．
（深浦順一記）
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第 60 回日本音声言語医学会
期日：平成 27 年 10 月 15 日（木）〜 16 日（金）/2015 年
会場：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）
担当：藤田保健衛生大学医学部耳鼻咽喉科学教室
会長：内藤健晴
会場費：15,000 円（学生会員 3,000 円）
学会記事：会誌第 57 巻第 1 号
このたび第 60 回日本音声言語医学会（平成 27 年

世情は絶え間なく，しかも予測のつかない変化をして

10 月 15 日・16 日，ウインクあいち）を担当する栄誉

います．今は，医療においてチーム医療が重要なテー

をいただき，湯本英二前理事長，大森孝一現理事長お

マとなっています．そうした背景から「チームで取り

よび役員，評議員，会員の皆様に心より感謝申し上げ

組む音声言語医学」をテーマに据えました．このテー

ます．

マは湯本英二前理事長が 60 周年を迎えるに当たり，

本学会は 60 歳の誕生日を迎えます．人間でいうと
ころの還暦です．

この先を見据えた日本音声言語医学会の大きな将来展
望として明示されました．その精神を受け継がれた大

還暦は干支が一巡して出発点に戻ることを意味して

森孝一新理事長が携わる最初の大会ですので，この

います．音声言語医学も過去に積み重ねてきた業績を

テーマを具現化することを使命として準備し，それが

一区切りとし，新たなスタートを切る学会として，今

分かるようなポスターを作成しました．

回のスローガンを「60 年の財産を未来に生かす日」
としました．
その一方で，
学会の何十周年という区切りとは別に，

このスローガンとテーマに沿って，60 周年の記念
行事として，記念式典，記念講演（講師：湯本英二前
理事長），記念シンポジウムが組まれております．また，
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また，17 日のポストコングレスセミナーでは，特

ただき 60 周年開催の記念品（クロスのボールペン）

に今回，初めて人工内耳などの術後聴覚リハビリを取

が進呈されます．どうか，ふるってご参加ください．

り上げてみました．コーディネーターの東野哲也先生

60 周年記念行事以外にも特別企画（特別講演，シン

（宮崎大学）には企画にあたり大変なお骨折りいただ

ポジウム，パネル，教育セミナー，市民公開講座，ポ

き，厚くお礼申し上げます．

ストコングレスセミナーなど）を計画しております．

結びとして，学術講演会では，この 1 年間の貴重な

特に特別講演 1 では，話すことがお仕事の地元東海

研究成果を一般演題で発表してもらうことが最も重要

地方のパーソナリティである矢野きよ実さんに，話す

なことです．皆様には一般演題会場にも足を運んでい

ということの大切さ，力について楽しくお話が聞ける

ただき，第 60 回の記念大会を熱心な議論で盛り上げ

と思います．名古屋弁の話題も出るかもしれません．

ていただければ幸甚に存じます．

また特別講演 2 では，岡ノ谷一夫先生（東京大学大

多くの皆様と 10 月 15 日・16 日・17 日に名古屋の

学院総合文化研究科広域科学専攻生命環境科学系教

ウインクあいちでお会いできることを楽しみにしてお

授）に音声言語が鳥の鳴き声，囀りを起源にしている

ります．

くだりについて興味深いお話をしていただきます．ど
ちらも楽しみです．

以上，会長のご挨拶とさせていただきます．
（内藤健晴記）

