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失語症と社会資源・社会⽀援テーマ

失語症の⽇

失語症の⽇制定委員会

50万⼈
⽇�には�50万�の失��者がいます。
・��により、コミュニケーションが��になる。

・��⽣活を�むうえで、たくさんの�りごとを�えている。

・リハビリを希�しても、�く�が打ち切られている。

・��保�や����制度で、その��さがあまり�映されていない。

・��はもとより��にも、�援が⾏き�いていない。

・�療や��に�わる�でさえ、�し�が�からないこともある。

・不�切な��で失��者を傷つけている場�がある。

・失敗体�によって、��的に�立している�も�なくない。

失語症のある⽅が⽣きやすくなるためには、社会資源・⽀援をどう活⽤するといいのか。

また今ある制度では何が⾜りないのだろう。

そんなテーマで、失語症を取り巻く様々な⽴場の⽅からお話を伺います。

時間になったら
ここにアクセス！
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立石雅子（ST・日本言語聴覚士協会）

馬渕敬（当事者・公立学校教員）

西村紀子（ST・NPO法人Reジョブ大阪）

失語症友の会「こだまの会」

黒澤武史（当事者・東京版失語症者のつどい）

平澤哲哉（当事者・在宅言語聴覚士）

関和義（当事者家族）

高濱美佐子（ST・首都医校）

森誠治（当事者）

田中昌明（就労継続支援B型事業所トークゆうゆう）

安居和輝（ST・ことばの道）

橋本ゆかり（音楽療法士）

小西参議院議員

西脇恵子（ST・東京都言語聴覚士会）

終わりに
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立石 雅子
⾔語聴覚⼠

⼀般社団法⼈⽇本⾔語聴覚⼠協会

言語聴覚士は、ことばや聞こえなどコミュニケーションに問題のある
方々や、食べたり、飲んだりすることに問題のある方々に対して、専
門的サービスを提供し、その生活の質の向上と社会参加を支援す
る、国家資格の職種です。言語聴覚士の職能団体として2000年に
日本言語聴覚士協会が設立されました。2009年には一般社団法
人となりました。コミュニケーションや摂食嚥下障害のある対象者の
方々への支援という目的を実現するために、本協会では学術集会や
研修会、講演会などの開催をはじめ、コミュニケーション障害に関
する調査・研究を通して言語聴覚士の資質の向上に努め、また関
連のある諸団体や障害がある方々との連携、交流などの活動をさま
ざまに行ってきました。現在、正会員数は約2万人となっています。
失語症のある方々に対する地域や生活期における支援の一つとして
失語症者向け意思疎通支援事業にも士会と共に取り組んでいます。

岐阜県生まれ。公立学校教員。
2015年3月14日土曜日の朝、部活動の指導に行こうとしていて、
自宅で脳梗塞を発症。当時41歳。一命は取り留めたが、後遺症と
して「失語症」と「右半身麻痺」になる。「失語症」は「全失
語」の状態で、「自分の名前」はもとより、「あ、い、う、え、
お」も言えない状態に。右半身は全く動かず、病院からは「教員へ
の復職」は不可能で、「一生寝たきり」だと宣言される。しかし、
2年間の休職・リハビリ期間を経て、復職。現在は市立の小学校に
勤務している。
愛知県の失語症友の会に参加し、深い感銘を受け、地元岐阜県
に、若い失語症者を対象にした、「岐阜 若い失語症者のつどい　
やすらぎの会」を、約1年間の準備期間を経て、発足させる。「や
すらぎの会」は、当事者、家族、ボランティアなど、常時40名前
後の参加者が、2カ月に1度集まり、交流を深めている。

馬渕 敬
当事者

公⽴学校教員

わたしのかつどう



西村 紀子
⾔語聴覚⼠

NPO法⼈REジョブ⼤阪

株式会社くるみの森

初めて勤務した老人保健施設で、一人ぽつんと座っている失語症の
方がいました。「あの人はしゃべれないから」 そういって、当たり
前にように置き去りにされている状況にショックを受けました。その
後、病院に勤務するようになったのですが、そこでも同じセリフを何度
聞いたことでしょう。あたかも、意思がない人のように扱われ、悔し
い思いをしている患者さんを何人も見てきました。NPO活動を通じ
て、職場復帰されている失語症の方の苦労も知りました。これらはす
べて、失語症に対する理解が乏しいことから起きています。 言語聴
覚士のみなさん、「言葉くらい」と、失語症の方へのリハビリを軽
視された経験はありませんか？　失語症のリハビリは、とても大切な
言語聴覚士の職務です。一緒に啓発活動に取り組み、社会から置
き去りになっている失語症の人、復職しても困りごとを多く抱える失語
症の人にしっかりリハビリができるよう、環境を改善していきましょう。

愛知県犬山地域で活動している失語症友の会「こだまの会」は、
平成2年9月に設立してから30年以上が経過しました。
2か月に1回程度、土曜日に集まって、バス旅行・納涼会・失語症
体験発表・作品展・忘年会・総会などを楽しんでいます。
メンバーは、言語障害者・家族・賛助会員（会話パートナー・看
護師・医療ソーシャルワーカー・言語聴覚士）。参加人数は約20
名です。
昨年はコロナで休会の期間が長かったので、皆寂しく感じました。最
近は、役員会会議の時に、失語症者向け意思疎通支援者の協力
を受けています。おかげで失語症の役員が会議に参加しやすくなりま
した。
今回は、「失語症の日」のために、PR用のティッシュを1000個
作って、配布しました。皆で失語症のことを広めましょう！

失語症友の会
「こだまの会」

鈴⽊ �美代⼦

平松 �寛

⼭⽊⽥ �⽂⼦

わたしのかつどう
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黒澤 武史
当事者

東京版失語症者のつどい

私は今から40年前、当時まだ小学校4年生の時に、塾で何の前ぶ
れもなく突然倒れ、意識不明の重体に陥りました。幸い、奇跡的に
命は取りとめたものの、内頸動脈閉塞症による後遺症として、右半
身麻痺および言語障害“失語症”になってしまいました。
右半身が利かない事でもいろいろ苦労しましたが、一番困った事は
言葉が不自由になった事です。平仮名･片仮名･漢字･数字……何
もかも一から出直しました。会話のテンポがかみ合わず、友達とも
うまく話せなくなり、ジレンマを感じ、ストレスに陥りました。「どうし
て私だけが失語症になってしまったのだろうか？」と落ち込んだ時もあ
り四苦八苦しました。しかし下手は下手なりに、言葉の言い表し
方、相手との受け答え、表現力、徐々にではありますが身に付き、
また肉体的にも精神的にも強くたくましくなり、それが“自信”にも
つながりました。これからも前向きに取り組みたいと思います。

1961年、山梨県生まれ。1983年、青山学院大学在学中に交通
事故による脳外傷のため失語症になる。1985年に大学を卒業後、
1987年、言語聴覚士として病院に勤務。1988年、大阪教育大
学教育学部言語治療研究生を経て、山形県、山梨県のリハビリテ
ーション病院に勤務。1999年、第１回言語聴覚士国家試験に合
格し、言語聴覚士免許取得。2002年に病院を辞め、フリーの在
宅言語聴覚士として活動を始める。
現在　山梨市立牧丘病院、上條内科クリニック、韮崎東ケ丘病
院、山梨県立育精福祉センター、障害者支援施設そだち園、など
に非常勤勤務。
NPO法人失語症デイ振興会理事、東山地区失語症友の会を事務
局として主宰。
著書に『失語症者、言語聴覚士になる』『失語症の在宅訪問ケ
ア』（いずれも雲母書房）『この道のりが楽しみ《訪問》言語聴
覚士の仕事』（協同医書出版社）

平澤 哲哉
当事者

在宅⾔語聴覚⼠

わたしのかつどう



関 和義
当事者家族

失語症の日制定委員、関啓子の夫、和義です。信州出身で大学か
ら東京に出てきました。啓子とは学生時代当初、教会で知り合い、
7年後に25歳で結婚、以降44年間ずっと連れ添って参りました。
啓子は、単身赴任先12年目の神戸で脳梗塞を発症し、左半身麻
痺の身となったものの生還。回復期以降は、神戸に復職後退職ま
での10か月以外を一緒に過ごしています。私は58歳で再就職先の
大学事務局を退職し、以降は自由業の傍ら介護に勤しむ毎日。
「少女パレアナ」の「喜びの遊び」よろしく、何事も楽しもうという
のがモットーであり、どんな境遇でもエンジョイできる自信がありま
す。好奇心は旺盛で準備に時間をかけますが、実現すると次に目移
りする繰り返しの人生を送ってきました。高齢者に仲間入りした今
は、忘却力が有益だと実感する毎日。
命ある限り楽しんで生きていきたいと願っています。

神奈川県言語聴覚士会は、①会員の専門知識・技術、職業倫理
の向上のための研修会・講習会の開催、②県民に対する言語・聴
覚・嚥下領域のリハビリテーションの啓発と普及、③行政および関
連団体との連携・交流、④会員間の情報交換および連携、の4事
業を通じて、言語聴覚士の資質向上と相互連携を図り、もって県民
の保険・医療・介護・福祉・教育の充実に寄与することを目的
に、2012年4月に設立されました。現在の会員数は484名
（2021年3月1日現在）となっております。
2018年度より神奈川県より委託を受け、失語症者向け意思疎通
支援事業を開始しました。会員の言語聴覚士13名、担当理事4名
の合計17名体制で進めています。神奈川県での当事業の大きな特
徴は、養成事業の開始から派遣事業のモデル的実施までの展開が
比較的スムーズであったこと。それは、障害福祉課の担当者との顔
合わせの場に失語当事者にも同行、当事者の立場から思いを語って
いただいたことが大きかったように思います。
今後も、県民の皆様に貢献できるような活動を展開していきたいと考
えております。
 
 

高濱 美佐子
⾔語聴覚⼠

⾸都医校

わたしのかつどう



森 誠治
失語症漫才コンビ

「のんべぇーず」

元大工。
羽曳野市在住。
診断名：左被殻出血。右片麻痺。中等度ブローカ失語。

杖と短下肢装具で歩行しています。神戸や京都など一人で電車で行
くことができます。日常会話はどうにかとれています。
失語症漫才「のんべぇーず」で言語聴覚士と一緒に活動していま
す。
PT/OT/STの養成校に出向き、実習前の学生さんの評価モデルと
いうかたちで、話をしたり、身体を触ってもらいながら練習していただ
いたりする、リハビリテーションモデルをしています。

夫の突然の発症を、一本の電話から知りました。
二報目は、食事もトイレも一人で行けているのに電話には出られない
という。
35歳の時の海外での発症でした。伊丹空港に戻ってきた時、家族
を見ても「あー……」「うー……」としか言えない余りの変わりよ
うに涙が流れました。兵庫医科大学病院で脳血栓症による失語症と
診断されました。
転機は、2年半が経過したころ。名古屋にある友の会の総会にST
と一緒に参加、大勢の人の中で、夫は三文字の名前が言えたこ
と、病気の先輩ご家族に出会えたことでした。
私たちにも10年先があることが分かったのです。
勇気と元気をもらいました。
この出会いが原点となり今の活動に繋がっています。出会いは私た
ち夫婦にとって一番の宝物です。

田中 昌明
就労継続⽀援B型事業所

トークゆうゆう

わたしのかつどう



安居 和輝
⾔語聴覚⼠

⼀般社団法⼈ことばの道

私は、失語症の方の“幸せへの道”を探し求め、日々取り組んで
いる言語聴覚士のうちの一人です。「ことばの道」は2008年4月
に兵庫県で初めて言語リハビリに特化したデイサービスとしてスタート
しました。病院退院後の生活を支える施設の重要性と必要性をとて
も感じる中、さらなる多様な拡がりと繋がりを生み出すべく、今年の
4月から全国初の子どもから大人までを対象にした『言語リハビリ多
機能型施設』として新しく生まれ変わりました。失語症の方をはじめ
とした言語コミュニケーション障がい児者の“幸せへの道”を見つけ
るべく、これからも挑戦していきたいと思います。
現在は全国各地で失語症者向け意思疎通支援事業も始まり、社会
における認知度は少しずつ向上し、支援体制も少しずつ拡がってきて
います。しかし、まだまだ不十分です。もっともっと必要です。今後さ
らに拡がっていくよう、4月25日の失語症の日をきっかけにたくさん
繋がっていきましょう♪

1999年、脳動静脈奇形と診断され、4回の脳出血で生死をさまよ
い、放射線治療と開頭手術をしました。闘病中、音楽療法士がメ
ロディーやリズムに乗せて歩行や発語の練習をしているリハビリ病院
のテレビ番組を見て衝撃を受け「私もこの仕事をしたい」と強く思い
ました。早く健康な体になって資格を取ると決め、8年かかりました
が、病気は完治しました。
2012年に資格を取得、2013年からカルチャーセンター、高齢者
施設、放課後等デイサービス、障害者施設などで、失語症、吃
音、パーキンソン病、認知症、発達障害、知的障害などの方を対
象に、発語や歩行のレッスンを始めました。自身の病気を治すため
にしてきた体質改善や、メロディやリズムに乗せての発声をクライアン
トさんに試すと効果があり、驚きました。
私は、見た目の障害がないため、病歴を伏せておりましたが、
2018年の脳卒中フェスティバルで、生き生きとしている当事者方の
姿に感銘を受け、病気を公表しました。今度も音楽を使って、クライ
アントの方々のお悩みを軽減したいと思います。リハビリ病院で音楽
療法士として、働くのが私の夢です。

橋本 ゆかり
⾳楽療法⼠

わたしのかつどう



西脇 恵子
⾔語聴覚⼠

⼀般社団法⼈東京都⾔語聴覚⼠会

東京都言語聴覚士会は、東京都で活動をしている言語聴覚士会の
団体です。2009年に任意団体として発足し、2017年から一般社
団法人になりました。現在、学生会員を含めて800名弱の会員が
います。
東京都と言っても、みなさんがイメージしやすい、ビルがそそり立ち、
車や電車がたくさん走っている「都会」のほか、山村地域や伊豆諸
島や小笠原諸島のような離島の地域など、いわゆる「田舎」も混
在する、さまざまな顔を持つ地域です。その中で医療・保健・福
祉・教育の領域の関連団体と協働し、ことばや聴こえ、食べること
に困っていらっしゃる方々のために働く活動をしています。
　我々を取り巻く社会はどんどん変化しており、障害のある人たちが
その人らしい生活を送るための支援は、これまでにもまし、様々な側
面から実践していかなければならないと考えています。その為には、
皆さんからの発信も大切だと思います。

わたしのかつどう

応援メッセージ

「失語症の日」を応援します

脳卒中専門医の私は、若い頃に重度失語症患者が身体障害者手帳の3級しかもらえな
いことを知って驚愕し、立腹しました。失語症のことを国民に広く理解してもらい、こうし
た不正義を正さなければなりません。
日本脳卒中協会は1997年以来、「脳卒中の予防と患者・家族の支援を目指して」活
動を続けています。我々が10年以上取り組み、2018年に成立した「脳卒中・循環器
病対策基本法」に、「失語症、てんかん等の脳卒中の後遺症を有する者に関する施策
について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」と記載していただきまし
た。具体的施策はこれからですが、「失語症の日」はきっとその第一歩になると思いま
す。

峰松 一夫 公益社団法⼈⽇本脳卒中協会理事⻑



中山 博文 公益社団法⼈⽇本脳卒中協会専務理事

失語症の理解や支援の広がりを願って

2019年に日本脳卒中協会が実施した脳卒中患者・家族アンケート（回答者の74％は
日本失語症協議会会員）では、失語症という後遺症に対する支援や理解の不足が指摘
されていました。自由記載欄には、言語に関して利用できるサービスや相談窓口が少なす
ぎる、言語障害の認知度が低い、居場所がなくいつも孤独である、など、切実な声が寄
せられていました。
「失語症の日」の制定とそのイベントの開催は、まさしくそのニーズに応えるムーブメント
だと思います。この動きが各都道府県の循環器病対策推進計画の施策等につながって、
より大きな波となって広がっていくことを願っております。

清水 貴之 参議院議員（兵庫県選挙区）

第2回失語症の日記念イベントの開催、誠におめでとうございます。
全国で50万人以上と推定される失語症患者の方々ですが、「見えない障害」のため回
りの人々には症状がわからずに誤解を受けやすく、職場などでも苦労されるケースが多い
と伺います。しかし適切な対応によって回復する可能性が高く、高次脳機能障害を負った
方々がスムーズに社会の中で生活できる環境を整えることは、当事者の皆さんにとってはも
ちろん、社会全体にとってのメリットが大変大きいものであると思います。
けれども、失語症は現在の介護認定の仕組みでは決して重要視されているとはいえず、
要支援になれない、障害者手帳の取得が困難であると言った課題が現に存在します。ま
た、医師の理解も十分ではなく、適切な診断と治療やリハビリが行われているとは決して
言えません。こういった課題やしくみを見直し、国が患者の方々の生活をサポートできる体
制を作っていく必要性を改めて感じています。
失語症に対する認知度をもっと広げていくことが大切です。
コロナ禍においても、オンラインの活用など新しく出来ることは多々あります。
失語症の日記念イベントが開催されるにあたり、多くの方々に失語症を理解していただ
き、支援の輪が広がり、失語症患者の方々の社会参加が大きく前進することを願ってや
みません。
国政に携わる者の一人として、患者や家族の皆さんの安心を創るために、またリハビリな
どに携わる全ての皆さんの環境整備のために全力を尽くしてまいります。

応援メッセージ



小西 洋之 参議院議員（千葉県選挙区）

　皆さん、こんにちは。参議院議員の小西洋之でございます。
　私は、亡き父親が脳梗塞の後遺症による失語症の患者でした。

　四月二十五日が「失語症の日」の日となり、今年で二回目のイベントの開催、誠に
おめでとうございます。イベントの主宰者や関係の皆さまのご努力に心よりの敬意を表させ
ていただきます。
　昨年からの新型コロナのために、「失語症友の会の集会」や「失語症サロンの開
催」が見送られるなど、患者やご家族の皆さまにとって大変な状況が続いていると伺って
おります。また、失語症の「意思疎通支援者の同行」が断られてしまったり、あるいは
「養成派遣事業」が中止になるなど、支援に多くの支障が出ていることも伺っておりま
す。そもそも、多くの患者さん、ご家族、支援者の皆さまが、マスク越しの会話を余儀な
くされ、表情や感情が伝わえるのが難しくなっていることは、大きな負担が生じていると思
います。この新型コロナから、一日も早く以前の生活に戻れるように、与野党の国会議
員で全力で頑張って参ります。

　さて、こうした中に、昨年の１０月に定められた脳卒中・循環器病対策基本法の基
本計画の中に「失語症の患者さんが、適切な診断、治療を受けられ、社会生活を円滑
に営むなめに、就労支援を含め、必要な支援体制の整備を行う。」などの言葉が盛り
込まれました。

　これは、日本失語症協議会の園田尚美理事長さんが本当に頑張って下さったお陰なの
ですが、今年は、この基本計画が生かされるよう、しっかりと失語症のための具体的な
政策や予算を実現しなければなりません。

　脳卒中・循環器病対策基本法の中に、法律として初めて「失語症」という言葉が明
記されましたが、それをしっかりと生かして、失語症を巡る医療、リハビリ、介護、障害
福祉、年金、就労、社会参加などの各課題を解決していかなければなりません。

　そのために、皆さまのご意見を頂きながら、与野党の国会議員で厚労省にしっかりと働
きかけを行っていきます。
　
　結びに、本日の失語症の日のイベントを通じて、失語症のことがもっともっと日本社会
で知られていくことと、皆さまのご健勝をお祈りいたしまして、お祝いのご挨拶とさせて頂き
ます。

応援メッセージ





便が出やすい姿勢

足の裏全体を床につける 足の裏全体が床につかない場合は、
足台や段ボール箱などを使って
高さを調節する

「考える人」のポーズをする

１ 2 3

など、イラストを使ったノウハウ多数あり

お求めはお近くの書店またはAmazonで

痛み・かゆみ・便秘に悩んだら
オシリを洗うのは
やめなさい
佐々木みのり 著
税込価格 1,430円



オンライン言語リハ

ご利⽤料⾦

30分�2,000円
消費税別

☑�病院でリハビリは終了と⾔われたが、継続したい

☑�通院、通所の負担が⼤きくてあきらめた

☑�⾃費リハビリの費⽤が⼼配

☑�復職したけれども、⾔語リハビリを継続したい

☑�リハビリに通わせたいが、連れて⾏く余裕がない

☑�⾔語リハビリをしたいが、近くに⾔語聴覚⼠がいない

☑�構⾳障害（ろれつが回りにくい、声が⼩さいなど）がある

オンラインリハ.com

くるみの森

オンライン⾔語リハ

失語症や⾼次脳機能障害は

⻑期に渡って改善する⾒込みがあります。

しかし医療保険や介護保険の事情で

「退院してください」

「リハビリは終了です」

そう⾔われてしまうことが多いのです。

言語聴覚士による

自
宅
で
受
け
ら
れ
る

050-3550-0221



賛助会員募集中
特典１

特典２

特典３

脳損傷者、とくに「⾒えない障害」と⾔われ、医療従事者にさえ⼗分

理解されているとは⾔いがたい⾼次脳機能障害や失語症。私たちNPO

法⼈Reジョブ⼤阪は、その⼈たちが⾃分らしく社会復帰する⼿助けを

したいと思っています。また、脳損傷者への家族⽀援の乏しい状況の

中、継続的な⽀援活動が必要です。この障害が抱える様々な問題につ

いて、ともに⽣きていける社会作りについて、SNSやブログなどを通

じ、世の中に広めていく活動もしています。

⾃分の為、友達の為。いざという時

の相談料、初回無料

リジョブが主催する様々なイベント

などで割引等の特典

こんにちはリジョブです

脳損傷患者の社会復帰家族⽀援に

関するメールマガジン

1か月500円！

当事者会 イベント

出版

配信


