
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSVT LOUD® 
 

 

治療パッック 

 

毎日の治療用紙 

常套句 (機能的／実用的フレーズ)用紙 

「大きな声を意識しましょう」標語 

宿題用紙 

推奨される宿題 

階層性発話練習用単語／フレーズのサンプル 

 

 

 

 



 

 

LVST LOUD® 音声治療のための毎日の課題記録用紙 

氏名：           月日：        セクション番号         

時間：         最後の服薬時間：       次の服薬時間       沿

測定装置と口の距離：                    

毎日の課題＃１：「アー」と発声した時の最大持続時間（秒）と音圧（dB SPL）。「アー」

の発声を持続している間は、SPL 値の記録を中断しないこと。 

秒                dB SPL 

１．                                        

                                       

２．                                        

                                       

３．                                        

                                       

４．                                        

                                       

５．                                        

                                       

６．                                        

                                       

７．                                        

                                       

８．                                        

                                       

９．                                        

                                       

１０．                                       

                                       

１１．                                       

                                       

１２．                                       

                                       

１３．                                       

                                        

１４．                                       

                                       

１５．                                       

                                       



 

 

平均持続時間（秒）：         平均 dB SPL：          

範囲：                   範囲：                 

知覚された努力レベル： 

声の大きさのキュー： 最大   中等度   最小   なし 

「即興」の質問に対する解答時の SPL：                        

 

毎日の課題＃２：ヘルツで測定した最大基本周波数または音名とオクターブ 

最高音（最も高い声）： 

１．     ２．    ３．    ４．    ５．    ６．     

７．    ８．     ９．    10．    11．    12．     

13．    14．    15．     

最高音の平均値：      

最低音（最も低い声）： 

２．     ２．    ３．    ４．    ５．    ６．     

７．    ８．     ９．    10．    11．    12．     

13．    14．    15．     

最低音の平均値：      

知覚された努力レベル： 

声の大きさのキュー： 最大   中等度   最小   なし 

声の高さのキュー：  最大   中等度   最小   なし 

「即興」の質問に対する解答時の SPL：                       

 

毎日の課題＃３：機能的／実用的フレーズをつかった、最も大きな声での発話訓練。 SPL

値を記録する。 

１．    １．    １．    １．    １．     

２．    ２．    ２．    ２．    ２．     

３．    ３．    ３．    ３．    ３．     

４．    ４．    ４．    ４．    ４．     

５．    ５．    ５．    ５．    ５．     

６．    ６．    ６．    ６．    ６．     

７．    ７．    ７．    ７．    ７．     

８．    ８．    ８．    ８．    ８．     

９．    ９．    ９．    ９．    ９．     

10．    10．    10．    10．    10．     

毎日の平均 dB SPL：                  範囲：          

知覚された努力レベル： 

声の大きさのキュー： 最大   中等度   最小   なし 

「即興」の質問に対する解答時の SPL：                       



 

 

 

大きな声での発話のための階層性演習：（現在のレベルをまるで囲む） 

単語／フレーズ   文  段落音読  会話 

患者の生活に関連し、実用性を明確に感じられる音読素材を選ぶ。 音読課題と自発的質問

の両方において定期的に SPL を測定する。 

SPL 測定装置と口の距離：           

「音読」時の SPL                                   

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

知覚された努力レベル：            

声の大きさのキュー： 最大   中等度   最小   なし 

自発的な「即興」の質問に対する解答時の SPL（大きな声で話す訓練をしていない時）： 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                        

知覚された努力レベル：            

声の大きさのキュー： 最大   中等度   最小   なし 

 



 

 

治療後のコメント： 

聞きとりやすさ／声の質： 

 

 

 

 

 

 

治療： 

 

 

 

 

 

 

自己校正： 

 

 

 

 

 

 

宿題： 

 

 

 

 

 

 

訓練効果維持 (carryover) 課題 

 

 

 

 

 



 

 

LVST LOUD® 常套句（機能的／実用的フレーズ）記録用紙 

           様用の 10 の最もよく使われるフレーズ／文 

 

                                   （１） 

 

                                   （２） 

 

                                   （３） 

 

                                   （４） 

 

                                   （５） 

 

                                   （６） 

 

                                   （７） 

 

                                   （８） 

 

                                   （９） 

 

                                   （10） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

大きな声を

意識しまし

ょう！ 

 
 

 



 

 

LVST LOUD® 宿題記録用紙 

スケジュール： 

 ●クリニックで治療を受けた日は 5－10 分間でセット１のみを行いましょう 

 ●クリニックでの治療のない日はセット１と 2 の両方を行いましょう。 それぞれのセ

ットは同時に行わないで、時間をあけてやってください。 それぞれ 10－15 分間で行

ってください。 

道具： 

 ●秒針のついている腕時計または時計、もしくはデジタルタイマー 

 ●ペンまたは鉛筆 

 ●オプションで音圧計があってもよい。 

 

氏名：                  月日：                   

時間：          最後に抗パーキンソン病薬を服用した時間：          

毎日の課題： 

１． 大きな、質の良い声でできるだけ長い間「アー」と発声して下さい。 セラピス

トとの訓練時と同じ努力レベルが感じられるようにしてください。 下にその持続時間

を記録するか、またはこの課題を終了したときにチェック印を付けて下さい。 

セット１：１．    ２．    ３．    ４．    ５．    ６．     

セット２：１．    ２．    ３．    ４．    ５．    ６．     

 

２． 大きな、質の良い声で「アー」と言い、一番高い声まであげて 5 秒持続して下さ

い。 セラピストとの訓練時と同じ努力レベルが感じられるようにしてください。 こ

の課題を終了したときに、下にチェック印を付けて下さい。 

セット１：１．    ２．    ３．    ４．    ５．    ６．     

セット２：１．    ２．    ３．    ４．    ５．    ６．     

 

３． 大きな、質の良い声で「アー」と言い、一番低い声まで下げて 5 秒持続して下さ

い。セラピストとの訓練時と同じ努力レベルが感じられるようにしてください。 この

課題を終了したときに、下にチェック印を付けて下さい。 

セット１：１．    ２．    ３．    ４．    ５．    ６．     

セット２：１．    ２．    ３．    ４．    ５．    ６．     



 

 

 

４． 10の常套句 (機能的／実用的フレーズ)と文のリストの中から治療のときに学んだ

大きな、質の高い声で音読して下さい。 フレーズや文を音読し終わったらそれぞれの

下線の上にチェック印を付けて下さい。 

セット１：                セット２： 

１．                    １．           

２．                    ２．           

３．                    ３．           

４．                    ４．           

５．                    ５．           

６．                    ６．           

７．                    ７．           

８．                    ８．           

９．                    ９．           

１０．                  １０．          

 

５． まるで囲んだレベルでの練習をして、終了時にチェック印を付けてください。セ

ラピストが選んだ素材または家にある好きな音読素材を使ってください。 

単語／フレーズ   文   段落音読   会話 

 

あなたはセラピストと一緒に訓練している時と同じレベルの努力（声の大きさなど）をして

いると感じますか？ 

 

あなたが感じた努力レベルはどのくらいでしたか？ 

   

６． 訓練効果維持課題：この課題を行うときには訓練室でおこなったのとおなじよう

に大きな声を出すことを忘れないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LVST LOUD® 治療後に推奨される宿題 

 

毎日構造化された練習を 10—15 分間続けましょう。 あなたにとってやりやすい時間と場

所を選んで、そのスケジュールを維持して下さい。 私が練習するのは：                

                          です。 

練習を続けることが重要です。 それがあなたの新しい力強い声を維持してくれます。 

道具： 

 ●デジタルの秒針のついた時計または腕時計 

 ●ペンまたは鉛筆 

 ●オプション：音圧計 

毎日の課題： 

◆6－10「アー」。 あなたの大きく質の良い声を使ってできるだけ長く「アー」と言い

ましょう。 大きな声を意識して、セラピストと訓練した時と同じレベルのエネルギー

と声の大きさを感じるようにしましょう。 持続時間を記録します。 

◆6－10 高い声。 大きな「アー」の声で始めて、一番高い声まで上げ、それを 5 秒維持

します。 

◆6－10 低い声。 大きな「アー」の声で初めて、一番低い声まで下げ、それを 5 秒間維

持します。 

◆あなたの 10 の常套句（機能的／実用的フレーズ）と文のリストを、治療のときに学ん

だ大きな声を使って音読して下さい。 リストに挙がっている句や文を 3－5 回繰り返

します。 

◆5－10 分間、大きな声で音読して下さい。 どのような音読素材を使ってもいいです。 

毎日治療で注いでいるのと同じエネルギーと声の大きさを用いて、大きな声を意識する

ことを忘れないように。 

 

最良の練習は会話や電話、街中、食料品店などで 

家族や友人と話すときに 

新しい強い声を使い続けることです。 

それがあなたの新しい、力強い声を維持する方法です。 

 

 

幸運をお祈りしています！！！！！！！ 



 

 

発話訓練に用いる言葉 

はい。         またあとで。        誕生日おめでとう。 

いいえ。        準備はいいですか？     本当ですか？ 

手伝って！       さあ行きましょう。     それは大変ですね。 

ありがとう。      さようなら。        気をつけて！ 

どういたしまして。   知りません。        おやすみなさい。 

なんですか？      今はだめです。       わかりましたか？ 

オーケーです。     誰ですか？         結構です。 

それはいい。      おやまあ。         確かに。 

悪くないですね。    どのくらい？        すごい。 

どこ？         やあ、どうですか？     手伝いましょうか？ 

こんにちわ。      おめでとう！        どうしましたか？ 

ご機嫌いかがですか？  そう思います。       こちらに来てください。 

元気です。       あとで。          今はだめです。 

次は何ですか？     わあ、すごい！       どこですか？ 

すばらしい！      痛い！ 

しまった！       なぜですか？ 

おはようございます。  あんまり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

発話訓練のためのフレーズ 

 

どちら様ですか？            塩を下さい。 

電話をとって。             お分かりになりましたか？ 

冗談でしょう！             今日はどうでしたか？ 

あそこにあります。           だれか電話をかけてきましたか？ 

また後ほど。              手伝いは結構です。 

どういたしまして。           もしもし、         です。 

確信はありません。           コーヒーいかがですか？ 

出かける時間です。           私の靴はどこですか？ 

何がありますか？            今日の天気はどうでしょう？ 

まだ到着してないですか？        リモコンをとってください。 

薬を飲む時間です。           私は留守だと言って下さい。 

こちらに来てください。         失礼します。 

どちらにお出かけですか？        今は結構です。 

夕食は何ですか？            給油に寄らないといけません。 

気分がよくありません。         行ってらっしゃい。 
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