まえがき

言語聴覚士（speech therapist；ST）の多くは医療施設で働いている。私
も ST になって 15 年ほどは病院に勤務していた。その時も，もう少し長く
関われれば失語に伴う不安の解消が望めるような人とも，退院を境にそれ
きりになってしまうことに，悔しい思いをし，疑問も抱いていた。もっと
長く ST として患者さんと関わりたい，ST としてすべきことがほかにある
のではないか。その思いが，私に病院を辞めて家庭訪問ケアを始めるとい
う選択をさせた。それからの経験は私に，その決断が間違いではなかった
ことを日々感じさせてくれる。何より，楽しい。それは，ST としての自分
の存在を患者さん（利用者さん）が受け入れ認めてくれ，私を家に迎え続け
てくれるからだ。そして，残念なことでもあるのだが《訪問》ST としての
私を新たに求めてくれる人は跡を絶たない。
より長期にリハビリテーションを受けられれば，もっと回復してから，
いくぶん不安も小さい状態で退院できるのかも知れない。しかし昨今の診
療報酬改定により，脳血管障害によるリハビリテーションにおいては，機
能的に改善途中であっても早期退院を促される場合が多い。失語症者の場
合は意思疎通が不十分なまま家に戻るため，本人・家族とも不安を抱え，
途方に暮れてしまう。その障害ゆえに家族とも誰ともコミュニケーション
をとることができず，孤独のまま日々を送らざるを得ないということにも
なる。彼らが一様に訴えるのは「誰にもわかってもらえないつらさ」であ
る。「ことば」に障害がある人を適切に支援できるのは，やはり言語聴覚士
（ST）であるが，退院後も失語症者に関わる ST は極めて乏しい。

私は何の制度的な保障もない 2002 年に，フリーの ST としてこの道を選
んだ。当時は，医療保険も介護保険も使えず，個人的に依頼してくれた方
からいただく指導料（報酬）も悩みながら自分で決めるという，まさにゼ
ロからのスタートだった。近年，医療・ケアは病院から地域へ，施設から
在宅へという流れになってきていて，今は 2002 年と比べ格段に《訪問》を
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始めやすくなったと言えるかも知れない。しかし現実には，まだ圧倒的に
人材不足である。訪問 ST として働く制度・場所がまだ整っていない，と
いう理由はあるかも知れない。制度をうまく利用するのは当然だ。しか
し，それを自らの限界としてしまうことはないと思う。私が経験から言え
るのは，退院後に家で困っている失語症の人やその家族が，私の住む地域
にいるように，どの地域にも必ずいるということである。ST は，医療施設
で必要とされるのと同じくらい，いや，それ以上退院後に求められる職種
ではなかろうか。
ST 養成学校では実習も含め「病院」での臨床について学び，就職後は経
験も積んでいく。だが《訪問》については，具体的に学ぶ機会はなく，
「訪
問リハビリテーション」に興味をもったとしても，知識も情報もなく踏み
切れない状況かも知れない。病院での経験はもちろん大切だが《訪問》は
また違う構え（備え）が必要なのも確かである。失語症者とその家族の現
状を考えれば，ST による退院後の適切な支援の必要性は疑いようがな
い。また退院後の失語症者を気にかけ，もっと関わりたいと思っている
ST も実は多いはずである。
本書は，在宅 ST としての私自身の経験を伝えることで，漠然とでも
《訪問》に興味・関心をもっている若い ST にその意義（魅力）を感じても
らうこと，かつ実際の活動について細部を提示して具体的なイメージを
もってもらい，自らが実際に動き出すためのヒントやガイドとして利用し
てもらうことを目的とする。白衣を着て ST 室の机の向こう側で，ことば
に障害を持った方を迎えるという ST 像（自己像）が，待っていてくれる利
用者さんのところへ自分が赴き，そこで臨床をつくりあげるという将来像
へと，本書を読んだことで変化するのであれば何より嬉しい。
また現在，病院が行っている「訪問リハビリテーション」に携わってい
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る ST には，現状を捉え返しより良い訪問を実現していくために役立てて

もらえたらと考える。更には（同じことの表裏なのだから）病院での明日か
らの臨床にも生かしてもらえるはず。ST 室の先，退院した失語症者が生
活を送っている風景を想像できる病院 ST が増えること。地域に根差して
障害を持つ対象者と共に歩んでいこうとする ST が一人でも増えれば，そ
れだけ言語リハビリ自体が，障害を持った方や家族にとってより良いもの
に変わっていくだろう。
自宅での生活に戻る失語症者にとって，急性期，回復期で集中実施され
たリハビリテーションでは，その理念に基づく支援体制や社会への啓蒙活
動という点において，決して十分なものではない。今徐々に進められてい
る慢性期支援，つまり在宅リハビリテーションは，多面的社会的内容を持
ち，長期にわたって続けられ，今後更に期待される活動となっていくに違
いない。多くの若い ST たちに，退院後の患者さんに目を向け，生活の場
でのコミュニケーション支援を必要としている人たちの心に寄り添い，
ST として言語障害のある方たちと共に生きる（関わり続ける） 道を選び
とってほしいと願っている。それが ST の職域の拡大にも，地域における
連携という観点からも大きな意味を持っていくに違いない。
本書が，地域で暮らすことばに障害を持った人たちが有効な生活支援を
受け，楽しく暮らしていくために役立つことを期待する。
なお，訪問 ST，在宅 ST という二つの言葉を本書では使っているが，前
者は通所が困難もしくは十分な ST サービスを受けることができない方を
対象に，訪問を展開する ST とその業務とし，後者は訪問も含め「失語症
友の会」
「言語リハビリ教室」等，仲間意識を高めながら当時者・家族の社
会生活全般を支える ST とその業務という面を強調している。また，言語
聴覚士と言語聴覚療法（speech therapy）は ST，理学療法士（physical therapist）と理学療法（physical therapy）は PT，作業療法士（occupational therapist）と作業療法（occupational therapy）は OT と，略称を用いた。
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章

《訪問》が開く可能性
笑顔は自信のバロメーター
〜5 代目会長 A さん

とう さん

2012 年 4 月，私が事務局をしている山梨県の東山地区失語症友

の会の定期総会の場で，新会長に選出されたのは A さんという 76
歳の男性である。今の友の会メンバーの中では一番の古株で，5 代
目会長として押され，満場一致で承認された。
A さんが脳梗塞となり，重い失語症と右片麻痺を発症したのは
1996 年 10 月。男性の場合，還暦と厄年が同時に訪れ，60 歳近辺で
大病にかかる人が多いという。A さんもこの数ヶ月前に還暦を迎え
ていた。12 日間は総合病院のリカバリー室で過ごし，脳外科病棟
に移る頃にはトイレに歩いて行けるようになるなど，徐々に快方に
向かう兆しが見えていた。ことばに関しては，妻や娘の話し掛けに
首を縦横に振るのみで，話すことはできなかった。
私はこの頃，リハビリテーション専門病院に勤務しながら，金曜
午後は総合病院の脳外科に入り，失語症など高次脳機能障害の急性
期ケアを担当していた。そこで，入院していた A さんの初回評価を
依頼され，スクリーニング的簡易検査の結果，ブローカ失語と判断
した。2 週間ほど経ち，本格的なリハビリを受ける段階となった A
さんは，これまでの主治医のいる Z 病院に転院していった。
うまくいかなかった病院リハビリ

「先生のところで言語リハビリを受けさせていただけません
か？」
。A さんの奥さんから私に連絡があったのは，4 ヶ月後の
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1997 年 2 月末だった。
「Z 病院でのリハビリがうまくいきません

1

で……」と奥さんの語る Z 病院での出来事は，信じがたい話だった。
「ST・PT・OT のそれぞれのリハビリが始まり，順調にいくかと
期待していましたところ，ST 訓練はうまく進みませんでした。一
生懸命に課題に取り組む主人でしたが，ST の厳しさに音を上げて
いました。1 から 10 の数列を言う練習をほとんど上手に発音でき
ていても，
『もう 1 回，もう 1 回』と強い口調で責め立てられまし
た。まるで拷問にあっているようで，主人は顔を伏せてしまいまし
た。そんな ST との劣悪な関係により主人はますます落ち着かなく
なり，表情も冴えず，PT や OT の担当者からも心配されました。便
秘になり排尿も困難に，睡眠不足から薬が増えるばかりでした。あ
る日，私が病室に入ると主人は突然立ち上がり，窓から飛び降りよ
うとしたのです。私の力では抑えきれず，看護師や周りにいた何人
かで押さえ，やっと主人もベッドに座りました。興奮状態は簡単に
おさまらない様子でした。主治医からその夜は自宅に連れて帰るよ
う言われ，娘の車に乗ったところ車内で更に暴れ，押さえてはいた
ものの少しでも手をゆるめると外へ飛び出しそうな興奮状態。どう
にか自宅まで乗せて帰ったものの，今度は家の外へ出ようと暴れ，
押さえるのがまた大変でした。その攻防は夜中まで続き，外が明る
くなるころ，やっと落ち着きました。翌朝，私だけ病院に戻り，主
治医と面談すると『24 時間付き添うか，退院するか』と選択を迫ら
れ，私は迷うことなく退院を選びました。主治医は『精神科に入院
するのが一番良い』と紹介状を渡してくれました。言われた通り精
神科を受診すると，
『その必要はないのでは』と言われました」。
Z 病院での様子を伺い，信じられない思いだったが，A さんと家
族はかなり困っていることは理解できた。「とにかく一度受診に来
て下さい」と，外来で言語リハビリを受けてもらうことにした。久
しぶりにお目にかかった A さんは，昨年 10 月の初回評価時とまる
で別人のような暗い表情，というか，ずっと下を向いていたので顔
をハッキリ見られなかった。私が何を尋ねても硬くうつむいた状態
で固まっているよう。もちろん失語症検査ができるような状態では
なく，如何なる方法で接していけばいいのか，思案に暮れた。そう
はいえ，Z 病院で受けたマイナス因子を消していくような手立て
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と，強力なプラス刺激を与えていかねばと思った。

●笑 顔 は 自 信 の バ ロ メ ー タ ー

通院してくる A さんは奥さんに隠れるように現れ，ST 室の中で
はほとんど下を向いている。コミュニケーション意欲がなく，視線
を合わせようともしない。カード類は見向きもしないので，奥さん
から教えてもらった A さんの興味あるモノ ─ハンマー，鋸，差し
金などの大工道具（A さんは日曜大工が趣味だった） やグローブ，
ボールといった野球道具（学生時代は野球部だった）を OT 室から借
り，並べたり目の前で実際に使ったりしてみた。すると，チラッと
視線を移し，初めて興味を示したことが分かった。
「A さん，このハ
ンマー持ってもらえます？」と私が差し出すが，そのような受け渡
し訓練にも全く乗ってこなかった。
新たなリハビリ〜失語症友の会で

ST 室でのやり取りに四苦八苦しながら，私にある考えが生じ
た。私の呼び掛けで毎月集まっている失語症友の会に，A さんを
誘ってみたらどうかと。失語症者の中には，うまく伝えられないと
いう引け目から，「どうして自分だけが」という孤独感に陥る人が
多い。これが，同じようなことばの障害を持った人と知り合えた
ら，どうだろう。
「悩んでいるのは自分だけではない」と，仲間の存
在を知ることで，この上ない勇気を持てる。私は奥さんに友の会の
話をし，夫婦で参加しないか勧めてみた。奥さんは前向きに乗り気
であったが，A さんは一筋縄でいかない様子で，二度ほど空振り
だった。
それでも奥さんの執拗な説得に，A さんは嫌々ながらも 7 月の例
会に顔を出した。その月の友の会例会は，公園のバーベキュー場で
カレーを作り，みんなでいただくという企画だった。当事者 10 名，
家族 7 名，ボランティア 4 名の総勢 21 名だった。
「今日初めて参加
する A さんと奥さんです。みなさんよろしくお願いします」と私か
ら紹介した。奥さんはお辞儀をしたが，A さんはいつものように無
表情でうつむき加減だった。参加した失語症者の多くは男性で，右
片麻痺のため左手一本で作業に取り掛かる。皮むき機でジャガイモ
の皮をむいたり，玉ねぎを包丁で切ったり，手こずりながらも笑顔
で楽しく取り組んでいた。また，奥さんやボランティアとのコミュ
ニケーションでは，言いたいことがうまく伝えられず，四苦八苦し
ていた。
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そんな雰囲気の中で A さんは次第に顔を上げ，他のメンバーの様
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子をぼんやり見始めた。すると隣にいた別の失語症者の奥さんが
「A さんもこれ切ってくださいな」と言い，A さんに皮をむいたジャ
ガイモと包丁を渡した。どうするかなと私が黙って見ていると，麻
痺が軽い A さんは渡された包丁を右手に持ち，左手でジャガイモを
押さえて不器用に切り始めた。「そうそう上手じゃないですか，A
さん」
。その奥さんにほめられたが，それには反応せず，無心に作業
に集中していた。
「A さん，上手だからこの人参も切ってね」と更に
頼まれると，A さんはそれも言われた通りに切っていった。いつも
の A さんからは想像できないような，素敵な一面が窺われた。やが
て，でき上がったカレーをおいしそうに頰張る A さん。うつむいて
なんかいない。
「A さん，カレーおいしいですか？」。私の問い掛け
に A さんは顔を上げ，私の顔を見て初めて軽くうなずいた。
この数日後，病院での言語リハビリに A さんが通ってきた。いつ
ものように奥さんの後ろについて，椅子に座ってからも下向き加減
だった。そこで先日のカレー作りの写真を A さんの前に出した。
「おいしかったですね。そして A さんもよく頑張っていました」と
私が言うと，少しだけ顔を上げ，興味深そうにジッと見ていた。
「あ
のカレー作りの日，家に帰ってから少し興奮しているような感じで
した」
。奥さんが A さんのことを伝えてくれた。
「楽しかった？って
私が聞いたら，ウンってうなずいていました」。同じような仲間が
いるんだという意識は，A さんの孤独感を少なからず癒したのでは
ないか，と私は思った。
A さんの趣味が釣りだということを奥さんから聞いた。それも釣
り堀で糸を垂れるのが好きという。それならばと，友の会の会員に
提案し，次の友の会例会は釣り堀に行くことにした。ボランティア
センターのフィッシング仲間に協力してもらい，近くの釣り堀で会
を開いた。友の会メンバーが集まる中，登場した A さんは一番目
立っていた。それもそのはず，帽子から靴，手に持つ竿や釣り道具
まで見事な釣り人になりきっていた。
「1 年ぶりですね。倒れたあの
日も釣りをして帰ってからでしたから」と話す奥さんは，いつもな
がら心配そうな表情だった。片や A さんはいつもの下を向くような
仕草はなく，違う人のように見えた。
「A さん，凄くきまってます
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ね」という私に，A さんはここで初めて笑顔を見せてくれた。

●笑 顔 は 自 信 の バ ロ メ ー タ ー

ほとんど発話のない A さんだが，失語症友の会活動には毎回参加
するようになり，同病者との場の雰囲気を味わっているようだっ
た。私との信頼関係もでき，病院の言語リハビリでは次第に訓練的
な課題に乗れるようになった。聴理解は単語レベルで 8 割，短文が
3 割程度。話したり書いたりはできないものの，こちらがイエス・
ノーで答えられる質問をすれば，うなずいたり無反応だったり，A
さんの大体の思いは摑むことができた。奥さんの話では，日常はほ
とんど家にいることが多く，外出は病院に行く時と友の会例会へ参
加する時くらいだという。表情は硬く，リラックスできていない様
子だった。
自宅での安心，意欲に変わる

私が病院を退職し，在宅訪問活動を開始したのは 2002 年 4 月で
ある。病院で私が担当だった 4 名の失語症者から訓練の継続 ─ 訪
問リハビリを希望され，A さんの奥さんからも要望された。病院で
行なっていた言語リハビリが在宅でのアプローチに代わり，如何な
る効果を生むのか，私自身漠然とした思いしか抱いていなかった。
それが A さんとのやり取りで，すぐに病院の ST 室では生み出せな
い効果を味わうことができた。
病院に通ってくる A さんは，奥さんの後ろから ST 室に入り，い
つも気難しい表情だった。どのようにして楽しい時間を提供して
いったものかと，私の大きな悩みであった。それがどうしたこと
か，訪ねるのが私となり，迎えるのが A さん，その関係が逆転した
ことで，まるで気持ちも反転したかのよう。親しい仲間が我が家を
訪ねてくれるのは嬉しいものである。わざわざ訪ねてくれたのだか
ら，精一杯もてなそうと気を利かせるものである。私がお宅を訪ね
ると，A さん自ら玄関まで出て，笑顔で迎えてくれる。
「こんにち
は，A さん。入っていいですか？」と聞くと，声は出ないが「どう
ぞ」という仕草で私を部屋に招く。目の前の A さんは病院に通って
来ていた A さんとは別人のようだった。
A さんにしてみると以前 Z 病院で受けた厳しい“仕打ち”が，心
的外傷となっていたのだろう。そして，病院という特殊なたたずま
い，白衣をまとった職員に対し，強い嫌悪感を抱いていたのかも知
れない。年単位の長い時間経過の中，失語症友の会の例会などプラ

5

第 章●
︽訪問︾が開く可能性

スの経験を少しずつ積み重ねるうちに，次第に心が落ち着いてきた。

1

「A さん，この家は建ててどれくらいですか？10 年くらい？」
「こ
れはどこのお土産ですか？京都？」など，A さんにとって身近な話
題なので，首振り，うなずき，身振りなどで一生懸命に答えてくれ
る。病院の ST 室で，絵カードを使用しての，興味のない課題をさ
せられている時とはまるで目つきが違う。ST 室では質問しても無
反応な時もあり，理解力の問題かと思っていたが，課題が具体性に
欠け，手掛かりも摑めなかったので把握できなかったのだろう。
「A
さん鏡がありますか」というと，隣の部屋にある鏡を取りに立ち上
がり，目の前に置いてくれる。
「コップに水を半分くらい入れてき
てもらえますか」といった指示にも，嫌がらずに対応してくれる。
奥さんにしても，病院では緊張気味にかしこまり，不安げに夫の様
子を眺めているだけだった。それが我が家となるとゆったりできる
し，A さんと私のやり取りの中へも，自然に加わることができる。
私と A さん夫妻，三人での言語リハビリは一対一で行なう緊張した
やり取りとは違い，かなりリラックスできる。
病院とは全く異なったリハビリを訪問で受けながら，これまでは
病院や友の会活動など，ごく限られたところにしか外出しようとし
なかった A さんが，一人で家の周りを散歩するようになった。それ
も，初めは家からほんの二，三十メートル先の通りまで恐る恐る
だったのが，次第に距離が伸び，家の周り 30 分ほどのコースを日
課で歩くようになった。家での役割も果たそうと，洗濯物を取り込
んだり，洗い桶の食器を洗剤つけて洗ったり，細々としたことに気
付くようにもなった。
「調子は良いですか」という私の問いに，以前は笑顔でうなずい
ていた A さん。訪問リハビリに切り替えて半年ほど経った頃から同
じ問いに，首を横に振るようになった。自分の口を指さして，首を
横に振る。口がダメ ─うまく喋れない，という訴えである。話せ
ないことを苦にするようになった。逆にいうと，これまでは話せな
くても苦ではなく，気にもならなかったということになる。では，
どうして話せるようになりたいと思ったのだろう。それは当たり前
のことだが，
“話す相手がいるから”であり，“コミュニケーション
とうさん

を楽しみたいから”であろう。東山地区失語症友の会の仲間たちと
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てきたり，そんな生きた時間の中に自分も入っていきたい，と欲す
るようになったのだろう。
そんな A さんの思いが少しずつ叶っていったのは，発症 7 年目を
超えた 2003 年頃からだった。その少し前から「あー」「おー」と口
形を見ながら，多少発声できるようになってきていた。次第に氏名
と家族，簡単な挨拶ことばがどうにか言えるようになり，それがま
た A さんの大きな励みとなっていった。友の会で近況報告を話す場
面では，これまでほとんど奥さんに任せていたが，A さん自らが発
声するようになった。上手に伝わっているとは言えないが，
“この
会だから”そして“この仲間たちの前だから”A さんは勇気を振り
絞って話し掛けていく。
「こ・ん・に・ち・は，A，で・す。よ・
ろ・し・く，お・ね・が・い，し・ま・す」という感じに。
友の会一の笑顔で

失語症になって 16 年，回復に向けての経過は決して順調とは言
えず，人一倍苦労してきた。今は毎月の例会に参加する A さんに対
して，他の会員から「いつもニコニコと笑顔が増えましたね」と声
が掛かる。本当にそうだ。言えることばの数はなかなか増えない
が，笑顔の数は友の会一だろう。友の会の雰囲気をいつも和らげて
くれる。そんな A さんは，友の会の中で決して目立った存在ではな
く，脇役的だった。2011 年クリスマス会で劇をすることになり，A
さんは準主役の“寅さん”役を演じた。最初は嫌々ながらの承諾か
と思ったのに，帽子や腹巻など“衣装”を自分のモノで揃え，やる
気満々だった。当日の舞台では，台詞こそないがさりげなく役を演
じ，会員からは「A さん凄く良かったよ」と絶賛された。大役を終
えた A さんは，嬉しそうな笑顔で満足感を味わっているようだった。
2012 年 4 月に失語症友の会の定期総会が開かれた。
「A さん，今
度会長にどうですか？」と推す声に，笑顔でウンウンと答えてくれ
た。あの一番苦しかった時期，カレー作りに参加した A さん，仲間
の存在を知り得たあの日があったからこそ，今があると信じてい
る。そんな経験をしてきた A さんだからこそ，友の会の代表として
ふさわしいし，仲間の信望も厚い。
失語症者は病院でみている時と家にいる時とでは，ほとんど違う
人，と知っておく必要がある。A さんは訪問リハビリの中で，初め
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て目覚めたという感じであり，意欲が出た。その意欲は仲間と交わ

1

りたいという思いから，ことばを良くしたいと望んでいった。こと
ば以外のコミュニケーション手段（表情，声の調子，身振り・手振り
等）や，自分を理解してくれる仲間たちの援助により，ことばの不

自由さから生じる鬱積を解き放ち，
“生まれ変われる，もっと楽し
くなれる，良い人生を送っていける”，と思いが弾けていったのだ
ろう。
暗い表情で私のところへ現れたあの A さんの姿は，もうどこにも
ない。長期に，諦めることなく続けてきた成果だと，私も奥さん
も，そして本人自身も感じているだろう。あの時点で，失語症の適
切なケアが受けられなかったら，と思うとゾッとする。
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