
　池田　まず、吃音とはどういうもの
なのでしょうか。
　稲垣　吃音の定義を申し上げると、
会話における言葉、語音の流暢性障害
を示す発達障害の一つといわれていま
す。これは大きなくくりではコミュ 
ニケーション障害に含まれています。
2013年にできたDSM５という診断基
準がありますが、その中で明確に小児
期に発症する流暢性障害あるいは吃音
症といわれています。
　吃音というのは、年齢不相応な流暢
性の低下が長期間続くことで診断され
ます。通常は２～５歳までの幼児期に
多く生じ、男女比では、３対１、ある
いはそれ以上といわれています。
　池田　成人でも吃音の方を時々見か

けますけれども、症状が出るときとい
うのは、２～５歳までには出ている。
それから、治療がうまくいかないとか、
されていないと、成人まで続く、そう
いう理解なのですね。
　稲垣　はい。
　池田　最初は２～５歳の間というこ
とですが。
　稲垣　発達障害ということですので、
発症は幼児期になります。
　池田　幾つか症状があると思うので
すけれども、どのような症状でしょう
か。
　稲垣　吃音症は３つの主要症状に分
けられます。１つは繰り返しという症
状です。これは言葉の声、音節の繰り
返し、特に語頭音を繰り返すことが特

徴です。例えば「ぼ・ぼ・ぼ・ぼ・ぼ
くは」、あるいは「と・と・と・と・
とまと」というふうに、語頭音を繰り
返す場合です。
　２番目に引き延ばしという症状があ
ります。これは音声の延長といわれて
いて、「とまーと」あるいは「ごはーん」
というように、本来伸ばさないところ
で伸ばしてしまう。そういう症状です。
　３番目にはブロックという症状があ
りまして、これは音にならない。お子
さんが構音動作をしているのですけれ
ども、声が出ないということで、無声
状態になっています。これは一応頭の
中ではしゃべっている。前頭葉等で発
話運動の企画企図があるといわれてい
ますけれども、それにもかかわらず声
にならない状態といえます。
　池田　繰り返しから始まって、引き
伸ばし、ブロックというように、症状
が進行していくという理解なのでしょ
うか。
　稲垣　そうです。最初は繰り返しで
始まり、その次に引き伸ばし、そして
ブロックというように経過するといわ
れています。
　池田　逆に、繰り返しだけで済んで
いるうちはまだいいと。
　稲垣　そうですね。
　池田　これが伸びたり、止まってし
まうと症状が進んでいるという考えな
のですね。
　稲垣　そうです。

　池田　その辺を理解していないで、
ただ繰り返しだけで、「ああ、吃音だ、
進んでいるんだ」という理解ではいけ
ないのですね。
　稲垣　そういうことになります。
　池田　どのように進んでいくのでし
ょうか。あるいは、その背景として何
かあるのでしょうか。
　稲垣　進展させる要因には、吃音に
対して自分自身がどのように思ってい
るのか、そういう感情、態度があると
いわれています。多くはこれは小学生
以降に出現するものでして、自分が吃
音をしているという、吃音に気づいて、
それが恥ずかしい、あるいはストレス
になってしまう。吃音をきたしてしま
う恐怖感や不安、そういったものが高
じると、自分に対して非常に否定的な
態度や自尊心低下になってくることか
ら、先ほどの繰り返し、それから引き
伸ばし、そして無声状態、ブロックと
どんどん進んでいく。それで本人の中
でだんだんと感情が損なわれていくと
いわれています。
　池田　そういった患者さんを見て、
今度は診断ということになるのですけ
れども、実際に診断基準などはありま
すか。
　稲垣　明確な診断基準というものが
あるわけではないですが、吃音が正常
範囲の非流暢性かどうかが、とても重
要になります。先ほども申し上げまし
たように、２～５歳で出現する吃音は、
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　４歳の女児の吃音についてご教示ください。
　私から見れば、家庭的にも親子関係も正常なお子さんです。保育園も２歳頃
から通園されています。原因や引き金となるようなことがあるのでしょうか。
対応の仕方とともに治療に関してご教示ください。
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健康なお子さんの非流暢性と区別が必
要になります。どんな症状かといいま
すと、時々「えーっと」とか「あのね」
とか、あるいは「ぼくがやった」とい
うところを「ぼくをやった」とか言い
直しをするような、非典型的な症状が
ある。そういう場合には正常範囲の非
流暢性と考えたりします。
　言語の獲得期の子どもというのは、
発話の流暢性が乏しくなることが多い
と考えますし、語頭音の繰り返しが１
回ぐらい、「く・くるま」というよう
な場合には正常範囲と考えていいと思
います。
　池田　そういったことから診断をつ
けるのですね。もう一つの質問の、原
因とか引き金にはどのようなものがあ
るのでしょうか。
　稲垣　まず原因ですけれども、最近
の研究によりますと、４年ほど前に、
原因遺伝子が発見されたという研究発
表がありました。ということで、一つ
は体質・遺伝がいわれています。
　もう一つは、急激な言語発達の副産
物という見解も出されています。２年
ほど前のオーストラリアの前向きコホ
ート研究で、吃音のあるお子さんのほ
うが、むしろ吃音のないお子さんより
も言語発達がよいことが知られてきた
というものです。
　きっかけとしては、例えば引っ越し
をしたりとか、両親が別居・離婚され
た、あるいは下にお子さんができた、

そういうエピソードがある場合に発症
するということも知られています。
　池田　何か遺伝的背景があって、環
境の変化が引き金で起こるということ
ですね。
　稲垣　はい。
　池田　その中で、引っ越し等がある
ということですね。症状で、例えば出
たり消えたりするということはあるの
でしょうか。
　稲垣　吃音症で非常に特徴的な点は、
１日のうちでとか、あるいは１カ月の
間とか、そういう中で症状が消長する、
出たり消えたりすることだといわれて
います。
　池田　出たり消えたりすることがあ
るというと、症状から見て診断が不確
定になりやすいと思うのですけれども、
何か検査法などはありますか。
　稲垣　まずはお子さんが、先ほど言
った３つの症状のうちのどの段階に今
あるのかがとても大事になってくると
思います。繰り返しの段階なのか、そ
れとも引き伸ばし、あるいはブロック
まで至っているのかを見極めるのがと
ても重要になると思います。引き伸ば
しあるいはブロックの段階になってき
たら治療を考慮しなければいけないと
考えています。
　池田　そこで治療になる場合ですけ
れども、どのような治療が行われるの
でしょうか。
　稲垣　まず一番大事なのは、ご家族

に対して指導が重要になると思います。
先ほども申し上げたように、吃音が一
時的によくなったり、悪くなったりす
ることがありますので、それに反応し
てお子さんに対して怒ってしまったり
すると、非常に本人のストレスにつな
がって、症状の軽快につながりません。
まずご家族への対応が一番重要で、吃
音を禁止したり、「わからないからも
う一度話してごらん」というような言
葉は禁句だと思います。
　池田　環境から整えていくというこ
とですね。
　稲垣　そういうことになります。
　池田　何か理学療法のようなことは
されるのでしょうか。
　稲垣　専門の言語療法士の先生方に
よると、流暢性を高めるような間接的
な指導があります。他には直接的に流
暢な言葉を出してもらうというやり方
もありますし、本人の言葉に対しての
親和性を高めるような治療法もいわれ
ているようです。
　池田　そのような治療をされて、経
過としてはどのように推移していくの
でしょうか。
　稲垣　一般的に吃音は、有病率で申
し上げると、小児期には５％といわれ
ているのですが、最終的には１％程度

になって、多くは自然に軽快する、自
然治癒するといわれています。しかし
先ほどの中核症状、それから随伴症状
がある吃音が小児期から青年期に至っ
てしまう方々が、およそ１％であると
考えています。
　池田　吃音の治療を始めるのが早け
れば早いほど、そういった進展もなく
て、治りがいいのですね。
　稲垣　そういうことになります。
　池田　逆に、成人に達している方は
治療が遅くなっている。
　稲垣　成人の方は、いろいろなタイ
プの方がいらっしゃると思いますので、
その症状に合った言語療法が必要にな
ってくると思います。
　池田　薬物に関しては何か開発され
ているのでしょうか。
　稲垣　薬物療法は現在、本当に手探
り状態で、背景のメカニズムがまだわ
かっていないという点から、明らか 
に有効な薬というのは出ていません。
SSRIを含めて、抗不安薬が用いられた
り、リスペリドンが用いられたりする
こともあります。そのような状況です。
　池田　まだ確定的ではない、手探り
状態ということですね。
　稲垣　そうです。
　池田　ありがとうございました。
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