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LVST LOUD® 初回面接 

本人情報： 

氏名：                メールアドレス：                 

住所：                                                                               

市：       都道府県：        〒       電話：             

Fax：              年齢：        生年月日：            

初回面接日時：                                                                       

診断／病期：                    初回診断日：            

最後の抗パ剤投与日：           次の抗パ剤投与日：            

神経内科医名：                      電話：            

住所：                                                                               

神経外科医名；                       電話：            

住所：                                                                               

耳鼻咽喉科医名；                       電話：            

住所：                                                                                

理学療法士名：                      電話：            

住所：                                                                                   

 

神経学的情報およびその他の医学的情報： 

あなたのパーキンソン病の初期症状はなんでしたか？                                    

                                          

振戦はありますか？ はい     いいえ      はいの場合その様子を詳しく説

明してください                                     

                                          

他に何か医学的な問題がありますか？ はい    いいえ    はいの場合詳しく説

明してください                                   

                                          

 

投薬情報： 

抗パーキンソン病薬：                                                               

その他の薬：                                                                       

薬の効果はいかがですか？                                                           

                                          

抗パーキンソン病薬はあなたの声や発話に影響を与えていますか？    はい      

いいえ      はいの場合詳しく説明してください：                 

                                          

                                          



 

 

オン・オフ症状を経験していますか？        はい      いいえ       

はいの場合詳しく説明してください：                             

                                          

ジスキネジアを経験していますか？         はい      いいえ       

はいの場合詳しく説明してください：                              

                                          

 

手術に関する情報： 

神経外科手術または喉頭の手術を受けたことがありますか？ ある場合には、手術法、いつ、

どこで、だれによって手術を受けましたか？                    

                                          

 

発話に関連した症状： 

声を使う職業に就いていたことがありますか（ラジオ、テレビ、演劇、歌唱など）？  

はい      いいえ      はいの場合、詳しく説明してください：       

                                          

パーキンソン病と関連したコミュニケーションの症状に初めて気づいたのはいつでしたか

（発話や声の変化など）？                             

                                           

現在の症状は何ですか？                               

                                          

現在コミュニケーションをする上で最も重要な問題はなんですか？               

                                          

典型的な一日の声の使い方を説明してください                     

                                          

一日に何時間ぐらい話をしますか？                          

現在あなたの声は普段と同じようですか？                        

他の人からもう一度繰り返すよう言われることはありますか？              

出来る限り相手に理解してもらいたいときにはどうしますか？              

                                          

あなたの発話の何パーセントぐらいが容易に理解されていると思いますか（他の人はあなた

の話していることを理解できますか？）                       

パーキンソン病のせいであなたは話すことが少なくなりましたか？            

どの程度少なくなりましたか？                            

あなたがパーキンソン病のせいで話すことが少なくなった理由はなんですか？       

                                          

話しているときに息が続かなくなると思いますか？                   

深呼吸するのは困難ですか？                             



 

 

声の調子が単調だということに気づいたことはありますか？               

あなたが話すときの声の調子は、パーキンソン病の診断を受ける前と比べて高いとか低いと

か気づいたことがありますか？                              

声の調子が切れることに気づいたことがありますか？                  

歌うときの声の変化に気づいたことがありますか？                    

声の質が変化したことに気づいたことがありますか？                                  

はいの場合、声の質はどのように変化したか説明してください。 （患者が自分の声を、嗄

声、湿声、息漏れした声、ざらざらした声、あるいは絞るような声と思っているか探る）                

                                           

あなたの声の安定度が変化していると気づいたことはありますか？            

一日の終わりに声が疲れてくると感じていますか？                    

あなたの声が小さくなってきたと気づいたことはありますか？              

あなたは話しているときに不明瞭になったり口ごもったりすることに気づいたことはあり

ますか？                                      

あなたの発話速度は変化しましたか？                         

はいの場合、どのように速度が変化したか説明してください（患者が速くなった、遅くなっ

た、話している途中で変化するなど気づくよう探る）                 

                                          

話しているときに吃音がでることに気づいたことはありますか？             

飲食しているときに食べ物や液体が鼻から出てくることがありますか？        

あなたの声は鼻にかかった声だと思いますか？（開鼻声ないし閉鼻声）                     

これまでに発話の治療を受けたことはありますか？                   

はいの場合、どのくらい前で、どのような治療を受けましたか？             

                                          

以前に受けた発話の治療は役に立ちましたか？                     

はいの場合、どのような変化に気づきましたか？ 説明してください           

                                          

 

嚥下に関する情報： 

摂食、咀嚼または嚥下の問題に気づいたことはありますか？                

                                          

はいの場合、それを説明してください（食べ物の種類、問題の発生頻度など）       

                                         

味覚や嗅覚の変化に気づいたことはありますか？ ある場合、どのような変化ですか？        

                                          

 

就労状況に関する情報： 

今仕事についていますか？                               



 

 

                                          

仕事の種類は？                                   

仕事でどのように声を使っているか説明してください                  

                                          

パーキンソン病はあなたの仕事に影響を与えていますか？                  

どのように？                                    

                                          

 

神経心理学的情報 

あなたは記憶の困難に気づいたことがありますか？                   

気づいたのはどのようなことですか？                         

服用している薬は記憶に影響を与えていますか？                    

はいの場合、薬は記憶にどのような影響を与えていますか？               

                                          

あなたにとってパーキンソン病のどの側面が最も困っていますか？            

                                          

その他のコメント：                                 

                                          

                                          

                                          

 

「自己校正の魔法の瞬間」を決定／創出するのに役立つ質問： 

 

コミュニケーションの状況： 

「あの時こそうまくコミュニケーションしたかった」という状況を一つ上げるとしたら、そ

れはどのような状況でしたか？                                         

                                          

一日を話す状況に即して説明してください（患者が誰とコミュニケーションし、いつコミュ

ニケーションし、そして何について話すのかなどの情報を、患者から引き出す） 

午前                                       

                                          

午後                                       

                                          

コミュニケーションが最もしにくいのはいつですか？                  

                                          

                                          

上にあげた状況／時間にコミュニケーションが困難である理由は何ですか？               

                                          



 

 

コミュニケーション能力で改善したい点は何ですか？                                    

                                          

パーキンソン病であなたが一番困っているのはどのような点ですか？                      

                                          

その他のコメント：                                                                  

                                          

                                          

                                          

パーキンソン病のためにやめたものはありますか（仕事、ボランティア活動、余暇活動、運

動など） 

                                           

                                          

その理由は？体を動かすことや話すことに困難があったから、あるいはやる気の問題です

か？説明してください：                                     

                                          

                                          

                                           

                                          

                                          

あなたの興味や趣味はなんですか？ 

                                            

                                           

 

 

 

 

 



 

 

LVST LOUD® 評価プロトコール（このプロトコールは治療前と治療後の両方に

使用可能） 

課題１：  母音発声の最長持続時間 

指示：  「楽な声の高さと大きさでできるだけ長く「アー」と発声して下さい」 

コメント項目： 声の大きさ、質、持続時間 

記録：  時間（秒）と母音発声中の音圧（SPL） 

SPL 測定装置と患者の口の距離：                   

時間（秒）         dB SPL 

1.                                                                                    

                                                                                  

2.                                                                                

                                                                                  

3.                                                                                     

                                                                                      

4.                                                                                 

                                                                                       

5.                                                                                

                                                                                  

6.                                                                                

                                                                     

 

コメント：                                       

                                           

 

平均秒      範囲秒      平均 dB          範囲 dB         

 

課題２：  最大基本周波数範囲 

指示：     「アーと発声しながら一番高い音まで声の高さを上げていってください」 

        （臨床家が高い「アー」のモデルを示してもよい） 

コメント項目： 声の高さ、大きさ、質 

記録： 到達した最高周波数（ヘルツ）またはデジタルチューナーから読み取った 

        音名とオクターブ 

１．                 ４．             

２．                 ５．             

３．                 ６．             

最も高い音：            音の高さの範囲：           

コメント：                                     



 

 

                                         

指示：    「アーと発声しながら一番低い音まで声を下げていってください。」 

    （臨床家が低い「アー」のモデルを示してもよい） 

コメント項目： 声の高さ、大きさ、質 

記録： 到達した最低周波数（ヘルツ） 

１．                 ４．             

２．             ５．            

３．             ６．            

最も低い音：            音の高さの範囲：          

コメント：                                     

                                          

 

課題３：  文の一節を読む（例：「虹の文章」） 

指示：  「この文を楽な声の高さと大きさで音読してください。」 

コメント項目： 声の高さの変動性、大きさ、声の質、構音、速度、プロソディ、ｽﾄﾚｽ（強

め） 

記録：  音読中の音圧（SPL） 

測定装置と口の距離：            

SPL 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

コメント：                                     

                                          

                                          

                                          

 

 



 

 

課題４： 会話での独話 

指示：  「あなたが最高に幸せに感じた時のことを話して下さい。 とても 

強く幸せな気持ちを感じた時のことを思い出していただきたいのです。 

あなたが最高に幸せに感じた時のことを思い起こして、再現してみてく

ださい。 その状況を思いおこして、その時の気持ちをできる限り同じ 

強さで再体験してみて下さい。 少し時間を差し上げますので、そのと

きの状況を考えて、準備ができたら教えて下さい。」 

        本人の準備ができたら・・・・ 

  「最低９０秒間お話し下さい。」 

コメント項目： 声の高さの変動性、大きさ、声の質、構音、速度、プロソディ、ｽﾄﾚｽ（強

め） 

記録：  会話中の音圧（SPL）  

測定装置と口の距離：            

SPL 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

コメント：                                     

                                          

                                          

                                          

 



 

 

課題５： 語想起 

指示：  「次の課題では特定の文字で始まる言葉を考えていただきます。 私が

ひらがなの文字を言いますので、その文字で始まる単語を考えて下さい。 

人や場所などの固有名詞でなければどのような単語を言っても構いませ

ん。 たとえば私が「ひ」と言ったら、あなたは「人」「ひひ」「秘密」な

どの単語を言うことはできますが、「ひとし」「ひろこ」「広島」などはだ

めです。 また「言う」「言わない」など活用形をかえて何度も同じ言葉

を使うことはできません。 

   

 「では文字を言います。 その文字で始まる単語を思いつく限り言って

下さい。 人の名前や場所の名前などの固有名詞はだめです。 それ以外

の言葉を考えて下さい。 沈黙の時間があっても構いません、次の言葉を

思いつくまで静かに座って待っていてください。 それぞれの文字につい

て６０秒づつ差し上げます。  

  最初の文字は「ふ」です。 

コメント項目： 声の大きさ、声の質と発話明瞭度 

記録：     患者が単語を言った時の測定装置からの SPL 

測定装置と口の距離：            

SPL 

ふ                                                                                   

                                          

                                          

あ                                                                                  

                                          

                                          

し                                                                                 

                                          

                                          

コメント：                                     

                                          

 



 

 

課題６： 体を動かす活動をしながら別の運動課題について説明する 

指示：  「私に何か一つの活動を説明して下さい。 私がその活動やそこで使わ

れる道具を全く知らないと想定して説明して下さい。 たとえば、インタ

ーネットへのログインの仕方とか、ゴルフクラブの振り方とか、チョコレ

ートチップクッキーの作り方などです。 その活動をやりとげられるよう

できるだけ詳しく説明することを忘れないでください。」 

同時に患者には別の運動課題をさせる。 たとえば：1）話している間ボ

ルトにナットを締め付け続けるとか；2）話している間自分の足をたたき

続けるとか。 これは本人の気を散らすような運動課題なら何でもよい。 

ゴールは患者が運動課題も説明も止めないようにすることである；患者が

二つの活動（話すことと運動課題）を続けることが大切。 

コメント項目：  声の大きさ、声の質と発話明瞭度 

記録：     測定装置からの SPL 

測定装置と口の距離：            

SPL 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

コメント：                                     

                                          

                                          

                                          

 



 

 

課題７： 被刺激性検査 

指示：  キューの声の大きさを上げながら、患者に以下の音声や発話を促す。 

「私のやるとおりにしてください」と指示し、モデルを示すこと。 

コメント項目： すべての被刺激性検査においては、患者が発声努力を増大できるかどう

 か、声の大きさ、ならびに患者の声の質、発話明瞭度、構音、抑揚の変 

  化について記録する。 

 

母音持続発声「アー」 

指示：  「「アー」と言って下さい。ただし私がやるように大きく「アー」と言っ

て下さい。」（臨床家は声の大きさを上げながらよい質の「アー」をモデル

で示す。 必要ならば、患者がうまく発声できるよう指示を加えてもよい。 

たとえば、もう少し力を入れてとか、口を開いてなど） 

記録：  音圧（SPL） 

持続時間（秒）         dB SPL 

1.                                                                            

                                                                    

2.                                                                                   

                                                                        

3.                                                                                                                                                   

                                                                           

声の大きさと質は改善しましたか？                          

                                          

よい質と大きさのアーの声を形作るうえでどんな技法が最も役に立ちましたか？       

                                           

コメントや気になる点：                               

                                          

最高音（最も高い声）、最低音（最も低い声）の発声 

指示：  私のように大きな声で「アー」と言いながら一番高い声まで上げて下さ 

        い。 （臨床家はデモンストレーションする。 必要ならば力を入れて

  とか口をあけてなど発声できるように指示を加えてもよい。） 

コメント項目：   声の高さ、大きさ、質 

記録：  到達できた最高周波数（ヘルツ）または音名とオクターブ（楽器用のチュ

ーナーを使った場合) 

1.                 

2.                 

3.                 

 

 



 

 

指示：  私のように大きな声で「アー」と言いながら一番低い声まで下げて下さ 

        い。 （臨床家はデモンストレーションする。 必要ならば力を入れて

  とか口をあけてなど発声できるように指示を加えてもよい。） 

コメント項目：   声の高さ、大きさ、質 

記録：  到達できた最低周波数（ヘルツ）または音名とオクターブ（楽器用のチュ

ーナを使った場合) 

1.                          

2.                         

3.                                

 

声の大きさや質は改善しましたか？                           

                                          

よい質の高い/低い声を出すのに一番役に立った技法はなんでしたか？           

                                           

コメントや懸念：                                  

                                          

常套句（機能的／実用的フレーズ） 

指示：     「私の後について次のフレーズを大きな声で復唱して下さい」 

コメント項目： 声の大きさ、質、発話明瞭度 

記録： 音圧レベル （臨床家は患者にとって最も機能的／実用的な単語やフレ

ーズを追加してもよい。） 

測定装置と口の距離：            

１． こんにちは             ５． さようなら            

２． はい                ６． いいえ              

３． 知りません             ７． お元気ですか？          

４． ありがとう             ８． どういたしまして         

声の大きさ、理解しやすさ（発話明瞭度）、声の質は改善しましたか？                  

                                          

コメントや懸念事項？                                

                                          

追加情報 

喉頭検査の予定：                               

現在のコミュニケーションの状況と LSVT/LOUD の果たす潜在的役割は？          

                                          

「大きな」声に対する患者の反応：                          

                                          

推奨事項： 

 



 

 

LVST LOUD® のフォローアップ質問 

（このプロトコールは治療後に使用することも可能） 

本人情報： 

氏名：                メールアドレス：                 

住所：                                                                               

市：       都道府県：        〒       電話：             

Fax：              年齢：        生年月日：            

初回面接日時：                                                                       

診断／病期：                    初回診断日：            

最後の抗パ剤投与日：           次の抗パ剤投与日：            

神経内科医名：                      電話：            

住所：                                                                               

神経外科医名；                       電話：            

住所：                                                                               

耳鼻咽喉科医名；                       電話：            

住所：                                                                                

理学療法士名：                      電話：            

住所：                                                                                   

 

以下の質問は治療後とフォローアップセッションで用いることもできる： 

音声と発話に関する情報 

治療が終了した後、発話や音声の変化に気づきましたか？                 

はいの場合、その変化について説明して下さい。                    

                                           

他の人から、この頃あなたの言っていることが理解しやすくなったという意見をもらいまし

たか？                                        

彼らはなんと言っていましたか？                         

                                          

他の人からもう一度言って下さいと言われますか？                    

他の人があなたの行っていることを理解するのに困難な時がありますか？         

できるだけ理解してもらいやすく話したいと思うのはどのような時ですか？ その時にあ

なたはどうしますか？                                

                                          

そのようにする頻度はどの程度ですか？                          

この治療が終了してから話すことが多くなりましたか？                 

どのくらい増えましたか？                              

その理由はなんですか？                              

                                         



 

 

あなたの発話の何パーセントが明瞭である（相手に理解されている）と思いますか？          

あなたは練習を続けていますか？                             

どのくらい？                                    

練習するときは何をしますか？                            

それは役に立っていますか？                             

嚥下に関する情報 

摂食、咀嚼、嚥下に変化を感じていますか？                        

                                          

感じている場合、具体的に説明して下さい：                      

                                          

医学的情報 

この６カ月の間にお薬に変化はありましたか？                      

あった場合、どのような変化がありましたか？                      

                                          

この６ヶ月間の間にあなたのパーキンソン病に変化はありましたか？           

はいの場合、何が変わったか説明して下さい：                     

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

聴覚評価用紙 

患者氏名：          日時：         患者との関係：       

下の線の上で、患者の典型的な発話を最もよく表わしていると思われる位置に印をつけて

ください： 

いつも十分大きな声である              十分大きな声であることはない 

                                         

一度も声が「震える」ことはない              いつも声が「震えている」 

                                         

一度も嗄声の「しゃがれた」声にはならない   いつも嗄声の「しゃがれた」声である 

                                         

一度も声の調子が単調であることはない               常に単調である 

                                         

一度も発音が不明瞭であることはない           いつも発音が不明瞭である 

                                         

一度も喉を「締め付けた」声はない        いつも喉を「締め付けた」声である 

                                         

一度も口の中でもぐもぐいうことはない      いつも口の中でもぐもぐ言っている 

                                         

常に他の人が理解できるように話す  他の人が理解できるように話すことは一度もない 

                                         

常に会話に参加する                   決して会話には参加しない 

                                         

常に会話の口火をきる              決して会話の口火を切ることはない 

                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

音声ハンディキャップ指数（Voice Handicap Index：VHI) 

Jacobson, Johnson, Grywalski, Silbergleit, Jacobson, Benninger, & Newman(1977).  

The Voice Handicap Index (VHI).  American Journal of Speech Language Pathology, 6, 

66-70.) 

 

氏名：                                    

月日：                  セッション：            

指示：以下に示しているのは、多くの人が自分の声や声が生活に及ぼす影響について説明す

るときに用いてきた表現です。 あなたが同じ経験をした頻度を示す欄に印をつけて下さい。 

  なし ほとん

どなし 

時々 ほとん

ど常時 

常時 

F1 私の声は他の人には聞きとりにくい      

P2 話している時息ぎれがする      

F3 騒々しい部屋では他の人は私の言って

いることが理解しにくいと言う 

     

P4 私の声の調子は一日の中で変化する      

F5 家族は、私が家の中の離れた所から呼ぶ

と聞こえにくいと言う 

     

F6 なるべく電話をかけなくなった      

E7 自分の声が気になり、人と話をする時緊

張する 

     

F8 自分の声が気になり、グループでの会話

を避けるようになった 

     

F9 他の人は私の声に苛つくようだ      

P10 人に「その声どうしたの」と質問される      

F11 自分の声が気になり、友人、隣人、家族

と話すことが少なくなった 

     

F12 対面で話しているのに、相手に繰り返す

よう言われる 

      

P13 声が乾いて軋んでいるように聞こえる      

P14 声を絞り出さなければ聞こえない気が

する 

     

E15 他の人は私の声の問題を理解していな

いと思う 

     

F16 声が問題となり、対人社会生活が制約さ

れている 

     

P17 声の明瞭さが予測できない      



 

 

P18 声を変えようと努力している      

F19 自分の声のせいで、会話から取り残され

ている気がする 

     

P20 話すのにかなりの努力を要する      

P21 夕方になると声が悪くなる      

F22 声のおかげで収入が減った      

E23 私は声の問題で当惑している      

E24 声の問題のため、外向的ではなくなっ

た 

     

E25 声の問題で私はハンディキャップを背

負っているように感じる 

     

P26 話の最中に声が小さくなる      

E27 繰り返すように人に言われると不快だ      

E28 繰り返すように人に言われるとまごつ

く 

     

E29 声のために自分は無能な人間であるか

のように感じる 

     

E30 私は声の問題を恥ずかしく思う      

今日のあなたの声をどう感じているか、当てはまる言葉をまるで囲んで下さい： 

           正常  軽度  中等度  重度 

P スケール      F スケール      E スケール      合計      

 

 

 

 



 

 

知覚スコアリング用紙： 

音声障害指数（VHI）： 

Jacobson, Jonson, Grywalski, Silbergleit, Jacobson, Benninger, & Newman (1997) The 

Voice Handicap Index (VHI).  American Journal of Speech Language Pathology,6,66-70 

 

各回答は 0（なし）から 4（常時）までのいずれかの数字に置き換える。 

VHI は 3 つのカテゴリーから構成されている：身体（P）、機能（F）、感情（E） 

それぞれのカテゴリーの回答を、P、F、E スコアとしてカテゴリーごとに合計する。 

P、F、E スコアの総計が総 VHI スコアとなる。 

 

総 VHI スコアが 18 点以上変化した場合は VHI スコアのばらつきの結果ではない変化を反

映している。 

 

聴覚評価スケール（ビジュアルアナログスケール） 

１． 線の全長を計測する（A） 

２． 左端から患者が印をつけたところまでの線の長さを測る（B）。 

３． A-B x100＝変数（下の例では声の大きさ）に対するパーセンテージスコア 

     A 

 

例： 

いつも十分大きな声    患者の自分の声に対する感じ方 大きな声であることはない 

 

                               

                      （B=116ｃｍ）     （A=171cm） 

A－B x 100=171－116 x100＝32％ 

 A     171 

 

＊患者は 32％の時間はいつも十分大きな声である。 

 

 

 

 


