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臨床ノート-

口蓋裂患者の鼻咽腔閉鎖機能を評価する各種検査法の特徴

内　山　健　忘1)　本　橋　佳　子1)　山　本　責和子1)

渡　辺　　　　-｡　小　枝　弘　美1)　中　野　洋　子1)

棟　方　　　子2)　鈴　木　弘　二3)

工　東京歯科大学口腔外科学第=講座

(主任代行:野間弘康教授)

2.官本病院リ-ビリデーション科
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年3月20日受付)

年5月13日受理)

抄　録:口蓋裂患者の鼻咽腔閉鎖機能を評価することは口蓋裂臨床の現場で絶えず求められる｡こ

の検査法には種々あるが,それぞれ利点と欠点を有しているので,その特徴と限界を把鍾しておく

必要がある.また,いかなる方法でも,鼻咽腔閉亀に関わる基本的パラメータと妥当性および信頼

性さらに臨床有用性をできるだけ満たしていることが求められる｡それらの視点から各種検査法を

調査し,比較検討した｡その結果,著者らは聴覚的判定,ブローイング検査,鼻息鏡による鼻漏出

の有無を鼻初に行い,ついで側位頭部Ⅹ線規格写真による構昔器官の観察,さらにナゾメ-夕によ

る分析を行い,症例に応じて組み合わせて総合的に診断すべきであるとの見解を得た｡ナゾメータ

からは通鼻音を含まない文章の開鼻声値が21より高ければ鼻咽腔閉鎖禾全があるとみなしてよく,

また本検査法は統計学的に充分な妥当性を有していることも判明した.

キーワード:鼻咽腔閉鎖機能評価,口蓋裂術後患者,鼻咽腔閉鎖不全,開鼻声,口蓋裂言言吾

緒　　　　　芦

口蓋裂に対する一次手術すなわち口蓋形成術の

主な目標は周知のごとく良好な鼻咽腔閉鎖機能を

持っ口蓋を形成して正常な言語を獲得することで

ある｡｡したがって鼻咽腔閉鎖機能の評価や診断

は,口蓋裂一次手術を施した患者には言言吾管理の

面から,また言語障害を主訴に来院した口蓋裂患

者にはスピーチエイドのごとき二次治療や言言吾治

療を検討する必要性から口蓋裂臨床の現場で絶え

別刷請求先: 〒　　　　　千葉市美浜区真砂
東京歯科大学口腔外科学第Ⅱ講座　内山健忘

ず求められる2)｡

鼻咽腔閉鎖機能を評価する検査法は音声言言吾の

聴覚的判定,単純な検査法,映像法,信号変換法

の4つに分残されるl)｡音声言語の聴覚的判定

と単純な検査法は従来より日常のチェアーサイド

で行われている方法である｡一方,映像法や信号

変換法は医療機器の進歩に伴って発展した方法

で,鼻咽腔閉鎖機能を客観的に分析することを可

能にし,臨床面においても大きな貢献をもたらし

た　｡また,それらは現在なおも開発が続けら

れている｡上記のように鼻咽腔閉鎖機能を評価し

て検査する方法には各種あるが,その特徴を総合
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的に比較し,かつ検査法の妥当性　　　　　や信

頼性　　　　　　について詳索郎こ検討した報害は

少ない13)｡

そこで各種検査法の特徴を簡単な歴史的経緯を

ふまえて要約し,それらより得られる所見が鼻咽

腔閉鎖機能に関していかなる情報を提供している

かを教室における業績を紹介しながら論述する｡

最後に鼻咽腔閉鎖機能検査法を総合的に比較しな

がら現在,当科で行っている総合評価法について

紹介する｡

各種の鼻咽腔閉童機能検査法

1.音声言語の聴覚的判定

聴覚的判定法は鼻咽腔閉鎖機能を把握する上

でこれなくしては無意味と考えられるほど,義

も蓋本的かつ頑繁に行われている方法(図1 )で

ある　　　　　なぜなら本検蚕法は,ヒトとして

の意思疎通をはかる手段でもあり,言語機能の最

終的な結果としての音声言語から原因を調べる方

法だからである｡また音色のような複雑な性質を

判定するのは器械よりも聴覚の方が優れている場

合があるともいわれている14)｡しかし,口蓋裂言

語は構音異常を伴っていることが多いので,聴覚

のみで鼻咽腔閉鎖機能の評価を判定するのは難し

く,専門的な技量と臨床経験を要する｡

鼻咽腔閉鎖不全があると開鼻声と子音の歪みが

生じる｡開鼻声は鼻咽腔閉鎖不全によって鼻腔共

鳴を強く起こし,声の質の異常をきたしたもので

図1　開鼻声などの聴覚的判定
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ある｡一方,子音の歪みは鼻咽腔閉鎖不全によっ

て呼気が鼻腔へ多量に漏出した結果, Lj腔内圧を

高めることができず,子音発音時に異常をきたし

たものである｡これら両者の程度を聴覚の印象に

基づいて数値的に評価することが鼻咽腔閉鎖機能

の聴覚的判定である｡聴覚判定の検査対象はこの

開鼻声と子音の歪みに対して行われる｡開鼻声に

対しては母音｢イ｣発声時と会話全体の聴覚印象

からその有無と程度を3段階ないし4段階に評価

し,子音の歪みは｢パ｣,｢タ｣,｢カ｣了サ｣, ｢バ｣,

｢ダ｣,｢ガ｣,｢ザ｣などの単音を蓋本に単語や会話

における単音節を中心として調べる｡

鼻咽腔閉鎖不全があると,これら破裂音や摩擦

音ないし破擦音は呼気エネルギーを音声エネル

ギーに変換するのに必要な口腔内圧を高めること

ができないので,弱音化(弱い構音)したり,同じ

構音点での通鼻音に鼻音化してしまうことがあ

る｡さらに鼻咽腔閉鎖機能が重度に損なわれると

代償的に破裂音rパ,タ,カ｣は声門破裂音に,

摩擦音の;サ1は咽喉摩擦音に置換される｡また

時には子音部が省略され,明瞭でない母音のごと

く聴取されることがある15上　　｡したがって,

これら無声子音が逆に概ね良好に発音されれば,

鼻咽腔閉鎖機能は少なくとも境界域

以上であり,潜在的に能力があると見なす

ことができる20)｡特に｢パ｣, ｢バ｣行の発音が良

好で｢カ｣, ｢ガ｣行で弱音やわずかな鼻音化が認

められれば境界域を示し3), ｢カ｣, ｢サ｣行の発

音が良好であれば,十分とはいえないが鼻咽腔閉

鎖機能は概良であると著者らは判定している｡

2.単純な検査法

単純な検査法には口腔内を視診する　視法,吹

き出し検査,鼻息鐘による呼気鼻漏出の観察,

後述)の観察などがある｡

腔からの鼻咽腔直視法(図2 )

ライトとデンタルミラーもしくは舌圧子を用い

て行う簡単な診査で,軟口蓋,口蓋帆,咽頭側

壁,咽頭後壁,舌などの構音器官および鼻咽腔閉

鎖状態などを口腔前方より直接観察するものであ

る18)｡まず,開口させた状態での軟口蓋の長さを
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図2　日腔からの鼻咽腔近視(ア発声時)

3段階程度に評価する｡ついで,母音の[ア]を

持続的に発音させ,軟口蓋ないし口蓋帆の運動

性,咽頭側壁の運動性を3段階に評価するととも

に,軟口蓋後縁と咽頭後壁の接触状態,すなわち

鼻咽腔閉鎖状態を,簡単に評価する｡しかし後鼻

鏡と呼ばれる長いミラーを咽頭腔に挿入しても鼻

咽腔閉鎖の把握は完全ではない｡むしろ咽頭側壁

の運動性について詳細に判定すべきであろう｡

2)吹き出し(ブローイング)検査(図3)

ストローによるソフトブローイングと巻き笛や

肺活流量計などによる-ードブローイングがあ

る｡正常な母音および大部分の子音の庄成には呼

気エネルギーを音響エネルギーに容易に変換する

のに充分な口腔内圧と口腔気流が必要であり,鼻

咽腔が閉鎖されることによって可能となる｡本検

査は音声生成の機序に蓋づく最も蓋本的で簡便な

図3　吹き出し検査における鼻息鐘の使用
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検査法である｡いずれも外鼻孔開放時と外鼻孔閉

鎖時での吹き出し時間や肺活流量などを求め,そ

れらの比を算出して評価する｡本検査法は2歳児

からの適用が可能であり, 3歳6ケ月では90%以

上の症例において可能であったとの報害18)も散見

される｡

3)鼻息鐘による呼気鼻漏出の観察(図3)

外鼻孔の下に鼻息鐘を置き,鐘に生じた曇りの

大きさを計って呼気鼻漏出の程度を3段階に評価

するものである｡前述した吹き出し検査や言語の

聴覚的判定と同時に行う｡鼻咽腔閉鎖不全がある

と,鼻息鐘に曇りが生じる｡鼻息鏡の使用は日常

の臨床でチェア-サイドに行いうる簡便な鼻咽腔

閉鎖機能検査法18)である｡

4) nasal grimace

とは発音時に鼻翼の周囲とそ

の付近の口唇を中心として顔面にしわをよせる表

情筋の異常運動のことで,渋面ともよばれてい

る｡この習癖は筋電図の所見から,鼻美付近の日

輪筋を緊張させて鼻腔抵抗を増加させる単純な運

動ではなく,鼻咽腔の運動性を高めようとする鼻

咽腔閉鎖不全の代償行為と考えられている15)｡

の有無だけでは鼻咽腔閉鎖機能

の十分な把鐘はできないので,他の方法とも組み

合わせる必要がある｡

5 )鼻咽腔閉鎖機能調査表

前述したような方法を総合的に判定するには試

案を見直して報害された日本音声言語医学会,口

蓋裂小委員会作成の鼻咽腔閉鎖機能調査表22)が閉

鎖不全の程度を概括的に調査記録できて便利であ

る｡これによると,鼻咽腔閉鎖機能の診断には

｢なし･あり･憂度｣の3段階が必要でしかも簡

単であると記されている｡しかし聴覚的判定や簡

便な検査では経験を必要とし,また判定が不一致

なものも認められることがあるので,判定が比較

的困難な境界を示す症例では検査機器を有してい

る専門機関に紹介すべきであると報じている｡

3.映像7去

映像法は頭部X線塊格写真, Ⅹ線映画ないしⅩ

線テレビ, CT写貢などのⅩ線検査,鼻咽腔内視

13　-
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鏡検査,超音波診断装置による検査などに分類さ

れる｡また最近ではダイナミックMRIなども応

用されるようになっている｡

ここではⅩ線検査と内視鏡検査について言及

する｡

1) Ⅹ線検査法

(1)側位頭部Ⅹ線塊格写真(セファログラム)

(図4)

Ⅹ線撮影を用いる口蓋裂患者の発声時構音器官

の観察が　　　　　　　によって　　年最初に施

行されて以来,頭空貢部単純Ⅹ線だけでなく,断層撮

影,側位頭部Ⅹ線塊格写貢, Ⅹ線映画やⅩ線テレビ

を用いる鼻咽腔閉鎖機能や構音器官の観察が枚

挙にいとまがないほど報吾されている　　｡こ

のうち側位頭部Ⅹ線規格写真は

であるため母音発声時の観察しかできないが,安

静呼吸時の写貢と比較することにより鼻咽腔閉鎖

に働く構音器官の状態を比較的簡単に観察でき

る｡さらに頭空貢部の位置や方向が固定されている

ので,定量的な評価ができる｡　　　　　ら26'の

矯正歯科医の努力によって積極的に利用され,発

展してきた｡

本撮影法は発声時の鼻咽腔閉鎚状態や構音運動

図4　側位頭部Ⅹ線規格写頁による鼻咽腔の観察
(鼻咽腔閉鎖不全症例)

の観察だけでなく軟口蓋挙上度,鼻咽腔開放距

離,咽頭後壁の運動量　　　　　　隆起の位置

も簡単に計測でき,手段の割には情幸踊く多いの

で,日本人構音器官について詳纏に報吾されてい

る　　　とくに鼻咽腔閉鎖状態を示す鼻咽腔開

放距離と言言吾の明瞭度との関係が庄目され,両者

が高度の相関を示すといわれている｡教室の成毛

28'は鼻咽腔開放距離とスパイロメータによる鼻腔

呼気温　度との関係は相関係数　　で統計学的に

有意であり,しかも開放距離が4mmを越えると

鼻腔呼気漏出度が9 %から37%に増大すると報害

しているO　また言語の明瞭度との相関係数も

で有意であったが,鼻咽腔開放距離が4mm以上

の場合にはとくに明瞭度が悪くなると報じてい

る｡いずれにしても側位頭部Ⅹ線規格写貢を用い

る鼻咽腔閉鎖機能の観察は患者の身体的負担が軽

く,短時間に写真が得られ,鼻咽腔閉鎖機能を概

括的に把握することができるのでルーチンに行っ

ている医療機関が多いようである｡

線映画ないしX線テレビ(図

本検査法は鼻咽腔閉鎖運動や構音運動を連続的

に撮影することができるので,運動の時間的変化

を追求できる利点がある｡したがって連続音の発

図5　Ⅹ線テレビ撮影装置,患者の右側はイメー
ジ･インテンシグファイア

14　-
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音や子音部における鼻咽腔閉鎖運動の詳細な動的

観察に有用である｡さらにセファロスタットと接

頭台を使えば, 1コマ画像における距離計測を

行って各種の比較をすることが可能となる｡しか

し動的に把握できる反面,求められる連続した1

コマの画像群はおびただしい情報を有しているた

め,これらを整理し綿密に分析することはかなり

煩雑で容易でない｡このようなことから欧米では

[S]音や[k]音などの単音発音時における鼻

咽腔閉鎖運動と舌の構音運動がよく分析されてお

り,連続音の場合には鼻咽腔閉鎚と構音運動の定

性的観察のみにとどまっている｡

近年, X線映画と比べ照射線量の少ないⅩ線テ

レビ撮影法が蛍光像輝度増倍管とテレビ技術の進

歩と相まって急速に広まってきた　｡ Ⅹ線テレ

ビを用いて鼻咽腔閉鎖機能を詳細に観察し,優れ

た業績をあげたのは　　　　･35)である｡彼は

開発された被爆線量の少ない蛍光輝度増倍管を使

用し,口蓋裂患者の鼻咽腔を側面,正面,頭部水

平面からの多方向Ⅹ線ビデオ撮影　　　一

一　　　　　　を行った｡その結果,軟口

蓋と咽頭側壁それぞれの機能に応じた鼻咽腔閉鎖

機能の状態に幾つかのパターンがあり,咽頭側壁

の運動性も鼻咽腔閉鎖には重要であることを証明

した｡また鼻咽腔閉亀は決して軟口蓋の後上方運

動と咽頭側壁の正中運動などの二次元運動が重

なったものではなく,円筒状になっている鼻咽腔

周囲の続航運動　　　　　　　　　　　図6)

であると述べている　｡また本邦では一色らが

図6　絞振運動を示す鼻咽腔閉鎖のシェーマ

より引用)
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鼻咽腔閉鎖運動において咽頭側壁の重要性を強調

している　　共著者の渡辺37)は二段階口蓋形成術

を施行した38名の完全酋顎口蓋裂患児の子音

｢カ｣, ｢パ｣発音時の鼻咽腔閉鎖運動と構音運動

をⅩ線テレビを用いて解析し,定性的な所見を求

めるとともに,鼻咽腔閉鎖成立時間,鼻咽腔閉鎖

距離を求め,鼻咽腔閉鎖運動と構音運動との時間

差や協調性などを明らかにしている｡

また,著者38)はⅩ線テレビとコンピュータシス

テムより得られた連続する二次元画像の時間的変

動を多点間計測することなく一画面に描出するこ

とを可能にした｡まず, 1コマごとに,鼻咽腔閉

鎖機能にかかわる軟口蓋と舌の表面をトレースし

た後,三次元画像解析システムを用いて入力し,

サーフイスモデルにより画像解析を行った｡解析

された画像(図7)は1コマの連続した画像が右上

から左下にいたる時系列として重ねられており,

あたかも烏略図のごとき三次元像として表示され

る｡この画像は斜め右側の前上方から傭撤した立

体像として観察され,短い軟口蓋は構音運動中わ

ずかに挙上するのみで,鼻咽腔は著しく広く閉鎖

は不全であることが一目瞭然でわかる｡傭撤する

図7　Ⅹ線テレビとコンピュータシステムより求

めた鼻咽腔閉鎖不全の三次元画像
上:安静時　下:｢ア｣発声時　38)参照

一15　-
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方向は任意に設定できるが,鼻咽腔閉鎖運動と舌

運動が自然の運動に見えるよう,かつ時間的経過

が認識できるように選択される｡本法は画像が得

られるまでに長時間を要するが, -画面上に時間

的な運動変化を時系列に則って表示できる利点が

ある｡したがってデータが保存されていれば再現

性があるので,妥当性と信頼性はかなり満たして

いるものといえる｡

2)内視鏡検査法(図8)

内視鐘は当初,先端に光源と対物レンズを付け

た硬性鐘が使用されていた39'｡その後,操作性や

視野の問題から断始にレンズを有し,オブティッ

クファイバーと柔軟なスコープなどからなるファ

イバースコ-プが開発された｡本法は口腔内より

観察する方法と鼻腔内より観察する方法とがある

が,鼻腔内から鼻咽腔ファイバースコープを挿入

して観察する後者が構音運動を阻害せず,また堰

吐反射をきたすこともない等の理由から広く応用

されている　　｡最近では挿入時の違和感を軽

減するため内径が　　　のものも開発され,使

用されている｡まず少量の表面麻酔剤を鼻内にス

プレーまたは綿棒で塗布した後,ファイバーを

徐々に外鼻孔から挿入する｡レンズを鼻咽腔の直

上に設置し,スコープから観察すると中央に喉頭

蓋,周囲に咽頭後壁,咽頭側壁,軟口蓋鼻腔面が

認められる｡

本検査法の最大の利点は軽度の榎襲で鼻咽腔閉

図8　鼻咽腔ファイバースコープ写真(大阪府母子
医療センタ口腔外科の西尾先生から借用)
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鎖運動に関わる上記の器官を重接にかつ同時に観

察できることである｡また,これらの運動をモニ

ターをとおして検査者の他に患者や家族も観察す

ることができる｡したがってモニターの画面を

使ってバイオフィードバックによる鼻咽腔閉亀機

能の賦活化を図ったり,ビデオに記録して改善状

況を比較することができるので言語訓練にも組み

込まれている43)｡また本分析法は発音中における

語音の相違による鼻咽腔閉鎖状況およびブローイ

ング時や嘩下時における鼻咽腔の開銀様式も識別

できるといわれている40)｡

3)その他の映像法

超音波検査法は鼻咽腔内視鏡検査法と比べて,

鼻腔に挿入される不快感などの倭嚢は全くなく,

操作も簡便であるので小児にも通用ができる｡さ

らにⅩ線検査法と異なり,被爆の危険がないので

反復して行え,画像はリアルタイムに連続的に描

出されるなどの利点がある｡しかし鮮明度がやや

劣る欠点がある｡ CT検査は静止像しか把握でき

ず,ダイナミックMRI検査は設備,費用などに

おいて現段階における普及の見込みは少ないと思

われる｡

4.信号変換法

信号変換法とは鼻咽腔閉鎖に関わる器官の活動

によって引き起こされたある種の信号を,その目

的に応じた特別な器械を用いて変換したり処理し

て鼻咽腔閉鎖機能を分析する方法である｡それら

は音響分析とくに周波数分析による検査,音圧を

利用する方法,空気力学的検査,加速時計を利用

する検査,筋電図検査,さらに光検出器を利用す

る方法,器械的方法などに分幾される13)｡

(1)音響分析とくに周波数分析

開鼻声や子音の歪みは鼻咽腔閉鎖不全すなわち

口腔と鼻腔との種々なる結合によって引き起こさ

れたある特徴的な音響変化を示す音声信号である

と音響学的には説明される　　｡周波数分析で

はスペクトル上の変化として示されるので,主に

従来より,音声の周波数,強度,時間の3次元表

示をすることができる周波数分析がソナグラフを

用いて行われてきた50)づ8)｡その他,ケブストラ
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ム分析,線形予測分析などが試みられており

後者がスペクトル分析を包含することから主流と

なってきているとのことである59)｡鼻近では米国

KAY社製のコンピュータシステムを応用した周

波数分析器が開発され,後述するナゾメータなど

種々のソフトウエアを組み込むことによって多血

的な分析を同時に行うことが可能となっている｡

音声の周波数分析を行って鼻咽腔閉鎖不全を特

徴づける音響的所見を求める試みが以前から行わ

れてきた｡特に母音では鼻音化した母音を対象

に,ある時点における周波数と強度の関係が調査

されてきたO　その音響的所見は,最近では第1

フォルマントのエネルギー滅弱とスペクトル上に

おけるアンチフォルマントないし反共鳴の存在で

あるという見解のI-致がみられている｡しかし開

鼻声の聴覚的判定を定量化することは-般的に無

効であると考えられている

子音では症例あるいは言吾音によって異なるが,

鼻咽腔閉鎖不全があると,図9に示すように,有声

図9　広帯域バンドパスフィルタによって周波数

分析をしたソナグラム(ソナグラム左は咽頭弁
移植術前,右は術後　　　を参照
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破裂音の｢ダIjでは先行波に相当する部/分の音圧が

大きく,時間も長くなって適鼻音に幾似するパター

ンとなる｡また, ｢カJでは鼻咽腔閉鎖不全により,

口腔内圧を高めることができなく,鼻漏出と思われ

る摩擦音様フィルがみられ,子音波に相当するスパ

イクフィルがみられない52'｡図9に示すように鼻咽

腔閉鎖不全に起因する種々な代償性の構音に関連し

た音響的な特徴が括写されるソナグラムは有用であ

る56)｡

(2)音圧を利用する方法(図

によって開発されたナゾメータは

鼻咽腔閉鎖機能や開鼻声の程度を客観的にかっ簡

便に判定できる機器として,ここ数年の間に多く

の医療機関で使用されるようになった｡本装置は

隔壁板と2つの単　守旨向性マイクロフォンの付い

たヘッドピースを顔面に装着させて発音すると

(図　　コンピュータシステムによって鼻腔と口

腔からの音圧を合計した値に対する鼻腔からの音

圧比を瞬時に計算してディスプレイ上に表示する

ものである｡したがって音止比の状況を経時的に

も観察することができる｡なお,その音圧比は

なる用言吾が与えられており,開鼻声

値として訳されている62)｡

前述したごとく開鼻声の聴覚判定は再現性に

乏しく,熟練した言言吾治療士の問ですらかなり

の差が認められる｡また統･的な判定蓋準がない

ので異なった医療機関での比較が困難であるとも

いわれている｡　　　　ら62)は被験者に英文の文

17　-

図10　ナゾメータによる鼻咽腔閉鎖機能の分析
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章を朗読させ,録音した音声における開鼻声の聴

覚判定による程度とナゾメータによって得られた

値との相関関係を調べたところ, 1%

の有意水準で0.9以上の高度の相関を認めてい

る｡著者ら63)も　　　　らと同様に日本文につ

いて相関を求めたところ1%の有意水準で0.9の

相関であった｡したがって　　　　　の開鼻声

値は一定で不変であるので,開鼻声の程度すなわ

ち発音時の鼻咽腔閉鎖機能を客観的に判定できる

利点がある｡以上のことを明らかにした後,教室

では共著者の小枝64)が二段階口蓋形成術を施行し

た4歳の口蓋裂児に対し,ナゾメータを用いて単

音,単語,通鼻音を含まない文章朗読時の鼻咽腔

閉鎖機能を客観的に分析している｡本法では低年

齢の小児にも使用できる利点がある｡

著者らは本器から求められた　　　　　値の

どの値から開鼻声を示すと言って差し支えない値

であるかどうかを検討した｡口蓋裂患者と対照群

に通鼻音を含まない文章の開鼻声値を求め,独立

2群の判別特性分析を行い,感度特異度特性曲線

を描出した｡その結果, 7名の口蓋裂児と10名の

対照小児における感度と特異度を分けるcut-

of日直は22であった(図　　その　　　　　値に

おけるデータの平均値は口蓋裂児が　　±

8,対照小児のそれが　　±　　を示し,両群

間において1 %の危険率で有意の差が認められ

■桐亜･額八強棚(ロ強兎〉

-- 18

20　　　　30　　　　40　　　　50

図11口蓋裂児(7名)と対照小児(10名)における

開鼻声)値の感度特其度特性曲線
横軸:　　　　値　縦軸:百分率
ドット:データの感度と特異度

図12　フロー･ネイザリティーグラフのフロ-

マスクによる発音時呼気流の分析

図13　フロー･ネイザリティグラフより求めた
鼻音化指数

鼻音化指数とは総呼気流量に対する鼻腔
呼気流量の対数表示

た｡なお, 10名の年長口蓋裂児と10名の対照成人

におけるcut--off値は21から22,開鼻声度±,

十を示す18名の二段階口蓋形成術の硬口蓋形成術

前における患児の　　　　　値は24から27であっ

た｡

(3)空気力学的検査法(図12)

この検査法は呼気流がとトの音声のエネルギー

源であり,さらにその音が気流にのっているとい

う理論に蓋づく14)もので吹き出し検査に客観性を
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与えたものである｡　　　　　誰の発音時にお

ける鼻咽腔開放面積と鼻咽腔流量や鼻咽腔圧など

を測定する研究が発表されて以来　　　年代中期

頃からポリグラフを用いて口蓋裂患者における口

腔と鼻腔それぞれの呼気圧,呼気流量などが盛ん

に測定されるようになった　　　教室の氏家67)

は熱線風速計を応用した呼気消費計を開発して語

音発音時の口腔と鼻腔からの呼気消費量の状態を

記録した　　　　　　は鼻咽腔開放面積が20

mm2を越すと開鼻声に聴取されるので,それ以

下の値であることが必要であると述べている｡氏

家67'は発音時の鼻腔呼気漏出は発言吾明瞭度と明ら

かな相関がみられ,かつ正常者は通鼻音以外の発

音において鼻腔呼気漏出がみられないことから発

音時の鼻腔呼気漏出は可及的少ないことが必要で

あると報害している｡

最近では発音時の口腔と鼻腔からの呼気を別個

に,しかも音声と同時に記録できるリオン社製の

フロー･ネイザリティーグラフが簡便でマスクの

適合がよいことから,よく使われている70ト　図

12)｡木器は鼻腔や口腔の呼気流量だけでなく,総

呼気流室に対する鼻腔呼気流量の比を対数表示し

た時間積分値が鼻音化指数としてモニター上に瞬

時に算出される(図13)｡これを求めれば鼻咽腔閉

鎖機能ないし鼻音性を定量的にしかも客観的に判

定することができる｡

(4)筋電図検査法(図

筋電計を用いる検査法で主に口蓋帆挙筋の筋活

動によって生じる電位を刺大した電極や貼付した電

極で捉え,筋放電を増幅して観察する方法　　で

ある0本検査法は鼻咽腔開銀機能の主役である口

蓋帆挙筋の筋活動の状況を判読できるのみで,鼻

咽腔の閉鎖状況や鼻咽腔周囲の構造に関しては筋

電図所見から得られないo三村74)は発音時の口蓋

帆挙筋の筋電図と鼻腔呼気漏出気室の同時記録を

行ったところ筋電図積分値と鼻咽腔閉鎖程度とは

明らかに相関すると報害している｡しかし他の検

査法の併用が必要であるとも述べている｡

本検査法の所見は筋放電の有無ないしその程度

が判読できることであるO図15は軟口蓋短小,片

99, No. 8 (1999)
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図15　右側軟口蓋麻庫を示した先天性鼻咽腔閉亀
不全症例　76)参照

側軟口蓋運動麻庫を示す先天性鼻咽腔閉也不全症

患者における口蓋帆挙筋の筋電図である｡視診で

は｢ア｣発声時における軟口蓋の右側半分は全く

運動を示していなかった｡また聴覚判定では著し

い口蓋裂言言吾を呈していた76)｡

(5)加速度計を利用する方法

小型の加速度計　　　　　　　ないしセンサを

鼻背部皮膚や鼻翼皮膚に設置し,鼻腔壁の振動を

採取するとともに口腔前方においてマイクロフォ

ンにより音声を言己録する｡ついで記録した音圧や

音声波形を分末斤しながら両者の比を増幅したり,



650 内山,他:口蓋裂患者に対する鼻咽腔閉鎖機能検査の特徴

関数表示して鼻声の分析をする方法である｡本法

は開発者によって分析過程の理論的板拠がわずか

に異なり,車用の機器も量産されていない｡また

非榎襲的であるがセンサの接触状態,発音強度に

より,再現性のある値を得るのが必ずしも容易で

ない｡

(6)光検出器を利用する方法80),81)

この方法の機序は発光する端子と受光あるいは

光を検出する端子を外鼻孔から挿入して鼻咽腔閉

鎖郭の上方に設置するとともに,口腔内からは鼻

咽腔閉鎖部の下方に設置して,発音中における鼻

咽腔閉鎖機能の活動状態を連続的に記録分析する

ものである｡鼻咽腔部に挿入して光を検出する手

段にはファイバーもしくは極細の連結線などが用

いられている｡本器は鼻咽腔ファイバースコ-プ

や　　　　の空気力学的方法などによる鼻咽腔

閉鎖機能検査の所見とよく一致し,高い相関関係

があるとされている82)｡またファイバースコ-プ

などとの同時併用は鼻咽腔閉鎖部における運動の

理解に有用であるともいわれている｡しかし本吉

単独による所見の再現性について言及はされてお

らず,専用器械の普及も充分でないようである｡

考　　　　　察

口蓋裂に対する一次手術すなわち口蓋形成術は

近年著しい進歩を示し,かつ早期手術が行われる

ようになって術後に重度な言語障害を示す患者が

著しく減少した｡しかし,いまだ全例がlE常な言

語を示すとは限らず,目蓋裂特有の言語障害すな

わち口蓋裂言言吾を呈するものが,程度の差こそあ

れしばしば認められる｡口蓋裂言言吾成立の原因は

口腔内圧の増強障害で,その主体は鼻咽腔閉鎖不

全である｡したがって鼻咽腔閉鎖機能を検査して

診断ならびに評価することは口唇裂･口蓋裂の-A

貫治癒に携わるものにとって必須である｡

鼻咽腔閉鎖機能の評価に際しては,いかなる

手段の検査法を用いても蓋本的な4つのパラ

メータすなわち鼻咽腔閉鎖に関わる器官の構造

鼻咽腔閉鎖運動　　　　　　　鼻

咽腔閉鎖の程度　　　　　　　　　　　鼻咽腔閉

-20

鎖のタイミング　　　　などの情報を得ること

が重要である　　また,鼻咽腔閉鎖機能検査のみ

ならず他の検査法についても言えることである

が,得られた所見が正しく評価されるためには,

その検査手段が満足すべき妥当性　　　　　と官

報性　　　　　　を有していることも最近求めら

れている　　｡さらに患者の認容度,使い勝

辛,費用や時間,医療機関の設置条件など,臨床

面からの有用性　　　　　　　　　をも考慮する

必要がある13)｡そこで前述した種々の鼻咽腔閉鎖

機能検査法が以上の条件をどの程度満たしている

かを簡単に考察する｡

1.鼻咽腔閉鎖に関わる4つの基本的な要素につ

いて

1 )鼻咽腔閉鎖器官の構造

適切な鼻咽腔閉鎖機能を行いうる諸器官の臨床

解剖のことである｡鼻咽腔閉鎖は正常人において

も複雑で,性,年齢,体質およびfE理的要因に

よっても異なるので鼻咽腔閉鎖を把握するために

は,それに関わる諸器官の基本構造や形態を熟知

していなければならない｡それらは軟口蓋,咽頭

側壁,咽頭後壁である｡

2)鼻咽腔閉鎖運動

鼻咽腔閉鎖運動の評価は鼻咽腔閉鎖に関わる諸

器官個々における運動の評価を含んでいる｡つま

り軟口蓋では後上方運動,咽頭側壁では正中

運動,咽頭後壁では前方運動のおのおのが障害を

きたすと鼻咽腔閉鎖運動全体としては境界域

さらに不全-と移行すると考えら

れるので,鼻咽腔閉鎖に関わる-つI-つの運動を

把握しておかなければならない｡しかし鼻咽腔閉

鎖運動は二次元的なものでなく,口蓋帆挙筋と上咽

頭収縮筋の筋活動による三次元的な絞振運動であ

る35)ことを絶えず念頭に入れておく必要がある｡

3)鼻咽腔閉鎖の程度

このパラメータは発音の認識に最も重接的に影

響を与えるO鼻咽腔閉鎖がある範囲を越えて　く

なると急激に開鼻声の度合いが増強する｡

4)鼻咽腔閉鎚のタイミング

鼻咽腔閉鎖運動は口唇や舌,下顎などの構音
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器官の運動と適切なタイミングで行われている

必要がある｡言い替えると閉鎖そのものが達成

されていても適切なタイミングで閉鎖がされない

と,それは充分な鼻咽腔閉鎖機能を有していると

はいえないことを意味している｡鼻咽腔閉鎖機能

が境界域　　　　　　　を示す症例には特にタイ

ミングをチェックすべきである｡また発音中鼻咽

腔閉鎖運動のタイミングを評価するのに最適な器

械は　　　　　　　であるといわれている1こ｡0

2.妥当性　　　　　と信頼性　　　　　　につ

いて

妥当性とは検査器械が目的とするパラメータを

どの程度正確に測定しているかどうかということ

である｡　二万,信赦性とは刺定結果がいかに再現

性を存しているかということで,それゆえ信頼性

があると説明される｡著者らはナゾメータから求

められたいかなる値が聞鼻声を示すと言って差し

支えない値であるかどうかを検討し,さらに木器

の妥当性を検討するため年麻の近いit常人との間

で独立2群の判別特性分析を行った｡前述したご

とく　3つのグループにおける　　　　　値が21-

27であったので,年齢を問わず,ナゾメータより

えられた開鼻声値が通鼻声を含まない文章発話に

おいて21より高ければ,開鼻声があるか,もしく

65]

は軽度の鼻咽腔閉鎖不全があるといってさしっか

えないと考えられた｡これに関しては今後,被験

者を増やし,発表する予定である｡また同--の感

度特異度特性曲線から貢陽性と貢陰性を分ける幅

も小さく,ナゾメータは充分な妥当性を有してい

ることが判明した｡

3.総合評価

表1はKa.　　が提言したものを著者らが

改変したもので,今まで述べてきた各種検査法が

鼻咽腔閉鎖に関わる4つのパラメータ,妥当性と

信頼性,さらに臨床有用性についてどの程度有し

ているかを示したものである｡表に則って簡単に

言及する｡

1 )音声言語の聴覚的判定

鼻咽腔の閉鎖それ自体はわかるが,閉鎖に関わ

る諸器官の形態,閉鐘運動そしてタイミングに関し

ては何ら客観的な情幸酎ま得られない｡しかし音声言

語は言語機能の結巣そのものであり,その妥当性は

充分あると考えられる｡また,判定者の経験が充分

あれば信頼性はI-般に良好とされている

2)口腔からの鼻咽腔直視法

鼻咽腔閉鎖器官の構造,運動に関する評価は限

定したものとなる｡舌庄子で舌を圧排し,長い後

鼻鐘を使って閉鎖面を調べたとしても観察できる

表1　各種の鼻咽腔閉鎖機能検査法の特徴　　　　)の表を改変)

ら　　　法

直視法

映像法

側位頭部Ⅹ線塊格写貢

Ⅹ線テレビ

内視鏡

超音波

信号変換法

周波数分析

ナゾメータ

空気力学的検査

筋電図検査

加速時計

光検出法

構　造　　運　動　　閉　鎖　　タイミング　　信頑性　　妥当性

+　　　　　　　　　+

十
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語音は限られる｡日本語では大開日母音の｢ア｣

のみである｡

3)映像法

側位頭部Ⅹ線塊格写貢は構造と閉鎖の程度ない

し状況は把握できるが,運動に関しては母音にお

ける　-時期のみの観察であり,タイミングに関し

ては全く情報が得られない｡多方面撮影のⅩ線テ

レビと内祝鐘検査では,いずれも鼻咽腔閉鎖状態

を三次元的に観察できるのでタイミングを含めて

4つとも情報として得ることが可能である｡しか

し,これら三者は信顧性と妥当性は充分あるが, Ⅹ

線被爆,イヤーロッド,内視鐘の鼻腔内挿入などで

臨床有用性は±とした｡

多方面Ⅹ線テレビと鼻咽腔内祝鐘検査から得ら

れる所見はお互いに高度の相関が認められてい

る｡またそれらを比較すると,後者の方が鼻腔内

から内視鏡を挿入するので若年者の患者は適用し

がたい｡アメリカでは鼻咽腔閉鎖機能の診断に前

者の方がルーチンに行われているが,設備などの

面から日本では多方面Ⅹ線テレビより鼻咽腔内視

鏡による診断が多いようである

4)信号変換7去

鼻咽腔閉鎖に関わる諸器官を直接に観察するも

のではないので,どの方法でも構造についての情

幸酎ま得られないo　さらに周波数分析では構造以外

の基本パラメータである運動,閉鎖そしてタイミ

ングのいずれについても確実な情幸酎ま不明であ

る｡しかしナゾメータ,空気力学的検査法および

加速度計はそれらの情報を得ることができる｡な

お,いずれの方法でも信頼性と妥当性は充分得ら

れている｡

ナゾメータでは鼻咽腔閉鎖とそのタイミングの

状況が充分得られるデータが報舎されている　｡

ナゾメータによる開鼻声値の変化と光検出器を使

用して鼻咽腔開口部の調査を行ったところ,その

出力信号の差は平均　　　　しか異ならず,しか

も鼻咽腔閉鎖の反応時間は　　　　より小さいも

のであったという　　このようなことからナゾ

メータのモニターを利用する視覚的バイオフィー

ドバック療法が言言吾療法に応用されている88)｡

空気力学的検査法もモニター上にリアルタイム

に口腔と鼻腔からの呼気が音声とともに表示され

るので,タイミングに関する情幸酎ま充分あると考

えられる｡また総呼気流量に対する鼻腔呼気流の

比から鼻咽腔閉鎖機能を調べる方法は理論として

ナゾメータと同じであり,実際に同様の結果が待

られている72'｡しかしデータを採取するのに必要

なマスクの適合はナゾメータの隔壁板の適合と比

べて完全とはいえないので,費用ともに臨床有用

性　　　　　　　　　に関してはナゾメータの方

がよいと考えられる｡

結　　　　　語

1.鼻咽腔閉鎖機能を検査する各種方法の特徴を

相互に比較しながら,その利点欠点について述べ

た｡鼻咽腔閉鎖機能の診断に当たっては検査法の特

徴と限界を認識し,症例に応じて適当な検査法を組

み合わせて総合的に評価･診断すべきである｡

2.当科では鼻咽腔閉鎖機能に対する検査チャー

トとして以下のように試みている｡まず最初に日

常臨床のチエアーサイドでは特別の機器を用いな

い聴覚的判定の他に,口腔内視診,鼻息鐘による

鼻漏出の有無,ブローイング検査を行って閉鎖不

全の有無や閉鎖境界例など,おおよその程度を調

べる｡ついで側位頭部Ⅹ線規格写真による観察を

ルーチンに行う｡定量的なデータが必要な場合に

はナゾメータ, Ⅹ線テレビを用いて総合的に鼻咽

腔閉鎖機能の評価を行っている｡さらに径の綿い

鼻咽腔用ファイバーオブティックが開発されたの

で,それを鼻咽腔閉鎖機能検査の一環に取り入れ

ていく｡

3.ナゾメータから求められる通鼻声を含まない

文章朗読の開鼻声値が21より高ければ,鼻咽腔閉

鎖不全が少なくとも軽度以上あるといって差し支

えないことが判明した｡また木器は統計学的に充

分な妥当性を有している｡

4.定量的な値が求められる新しい検奄器械で

は,その妥当性と信頑性を統計学的に検討すべき

である｡

-22　-
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Methods of Assessing Velopharyngeal Function in Cleft Palate Patients
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Cleft palate speech.

Assessment of velopharyngeal function (VPF) is frequently performed in the cleft palate

clinic according to various methods, each of which has its advantages and disadvantages･ This

diverslty necessitates identifying the characteristics and limitations of each･ Any method used

must deal with the four basic VPF parameters and must be as valid, reliable, and clinical]y

efficacious as pssible. This study lnVeStlgateS Several methods of assessing velopharyngeal

function.

Results

ll°　､t血当･ ､tつ　'　･つ　　　つ､t､rh汀　上tIつ　舟一つ･1五　　mの　　　　･1　01ily

evaluations blowing tests, and snorting-mirror examinations of nasal emissions･ Latera1-

cephalometric examinations of the articulator organs and nasometer evaluations of degrees of

perceptible nasality should be made. For each individidual case, methods should be used in

combination to ensure comprehensive diagnosis. Velopharyngeal incompetence may be

C　　　　　　　　　　つ1aSm11〔当廿　g五(､S　こ　　　　　　白汀e (,日　　つ　　1　　　　了甲

language sentence lacking nasal sounds. Of the techniques investlgated, nasometry provides

the most nearly sufficient statistical validity.　　(The ShihLL,a Gahuho, 99 : 641-656, ]999)
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