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は じ め に

口唇裂・口蓋裂は生命を脅かすような先天異常

ではないが，口唇裂・口蓋裂児を出産した母親の

心的外傷はきわめて大きく，とくに口唇裂児を初

めてみた母親は悲嘆，不安，混乱，失望，不信，

焦燥，抑うつ傾向，罪悪感，苦悩，拒否，おち込

み，怒り，ショックなどを示す７２，１５２）。しかし，口

唇裂・口蓋裂は精神遅滞や脳性麻痺と異なり，適

切な治療法があり，また患児への愛情や同情感に

よって，多くの母親は比較的短い期間に患児を受

容し，心的外傷を和らげる２４，７２，８４，１８６）。ただし，母

親の患児に対する愛と憎しみ，ないし愛着と敵

意・攻撃の両面感情や患児の将来に対する大きな

不安は，母親の育児態度や母子関係に影響を与

え，それらは患児の性格形成や社会的行動に密接

に関係すると考えられる３３，１３９，１９０）。

口唇裂・口蓋裂児をもつ多くの両親が抱く大き

な不安の１つは，一般の身体障害児と同様に患児

知能の発達遅延の存否である。また，顔面組織の

大部分を形成する顔面間葉は神経堤細胞に由来

し，脳と顔面は発生学的に密接な関係がある。さ

らに，口唇裂・口蓋裂の発生機序の１つに顔面間

葉の欠損があげられていることから，本症患者は

認知機能や運動機能の発達遅滞を伴うだろうと想

像される３０，１４０，１８６）。

口唇裂・口蓋裂児が自己の顔や言語，聴力など

の異常に気付くのは４，５歳ころからであり，友

だちや同胞によって注意やからかい，あざけりを

受け，あるいは見つめ，好奇心，あわれみ，質

問，拒否，差別などを受け，またニックネームを

付けられて異常を悟ることが多い。このような発

育段階の早期からの顔，言語，聴力などの異常の

自覚は，患児の性格や社会的行動に大きな影響を

与えるだろうと推測される３４，７３，１０５，１４８，１５１，１５５，１６４）。

口唇裂・口蓋裂治療の最終目標は患者の自己概

念とボディ・イメージを増強し，患者が破裂の影

響によく適応し，正常範囲内で行動し，社会にお

いて正常に機能する個人に成長させることであ

る２６，３４，１１５）。それゆえ，口唇裂・口蓋裂患者の治療

は出生直後から成人に至るまで長期にわたり，こ

のような目標を達成するため，また本症患者のQOL

を高めるため，口唇裂・口蓋裂患者の治療に携わ

るものは，本症患者の心理社会的特徴について十

分な理解が必要である１０５，１１５，１５９）。

以上のようなことから，欧米では過去半世紀に

わたり，口唇裂・口蓋裂患者の心理社会的研究が

枚挙にいとまのないほど多数に発表されている。

しかし，残念にもわが国ではこの領域の研究はき

わめて少ない。そこで，口唇裂・口蓋裂患者の心

理社会的研究に関する文献をできる限り多く収集

し，主として患者の発育段階にしたがって，それ

らの概要を紹介するとともに，口唇裂・口蓋裂患

者の顔面異常と言語障害に対する社会的評価およ

び自己評価，心理的介入法などについて展望す

る。なお，口唇裂・口蓋裂には種々の裂型がある

ので，記載の繁雑を避けるため，表１に示すごと

き省略記号を用いることにした。

Ⅰ．乳児期および幼児期前半の患者

出生後間もない時期からからほぼ３歳に至るま

での乳児期および幼児期前半におけるCL／CP

児では，心理学的発達と親子関係および愛着の質

ないし状態が探究されている。

１．心理学的発達

Starrら１４２）はBayley Scale of Infant Development

表１ 口唇裂・口蓋裂裂型の省略記号

CL ：口唇裂 cleft lip
UCL ：片側口唇裂 unilateral cleft lip
BCL ：両側口唇裂 bilateral cleft lip
CLP ：口唇顎口蓋裂 cleft lip and palate
UCLP ：片側口唇顎口蓋裂 unilateral cleft lip and

palate
BCLP ：両側口唇顎口蓋裂 bilateral cleft lip and pal-

ate
CL（P）：口唇裂および口唇顎口蓋裂（CL＋CLP）
UCL（P）：片側口唇裂および片側口唇顎口蓋裂（UCL

＋UCLP）
BCL（P）：両側口唇裂および両側口唇顎口蓋裂（BCL

＋BCLP）
CP ：口蓋裂 cleft palate
CL／CP：口唇裂・口蓋裂（CL＋CLP＋CP）
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（BSID）を用いて，生後６，１２，１８，２４ヵ月の他部

異常を伴わないCL／CP児７５名の精神，運動お

よび社会的行動の発達を横断的に調べた。その結

果，精神発達指数MDI および心理運動発達指数

PDI は CL／CP全体では各月齢群ともにBayley

の標準値と有意差を示さなかった。しかし，１８ヵ

月のCLP群と CP群および２４ヵ月のCLP群にお

けるMDI，１８ヵ月のCP群と２４ヵ月のCLP群に

おける PDI は標準値よりも明らかに低く，一般

にCLP群および CP群は各月齢群を通じてCL

群よりも低いMDI および PDI を示した。乳幼児

活動記録 IBRでは，１２ヵ月と２４ヵ月のすべての

破裂群における母親への応答，６ヵ月のCLP群

と CP群，１２ヵ月のCP群，２４ヵ月のCL群にお

ける対象方位付け，１８ヵ月のCL群と CLP群お

よび２４ヵ月のCLP群と CP群における想像的遊

び，６，１２，１８ヵ月のCLP群および１２ヵ月のCP

群における活動レベルはいずれもBayley 標準値

よりも有意に低い得点を示し，CL／CP児は正常

児よりも社会的活動において消極的で，感覚運動

刺激を避ける傾向があった。しかし，CL／CP児

２８名の６，１２，１８，２４ヵ月時にBSID の検査を縦

断的に行い，MDI，PDI ともにいずれの時期で

も標準値と有意差を示さなかったことから，CL

／CP乳幼児の精神的および運動的機能の発達は

ほぼ正常であると報告した。

Jocelyn ら５５）は CLP 児と破裂をもたない対照児

各１６名の１２ヵ月時と２４ヵ月時にBSID による発達

検査を行うとともに，３０分間の母子相互活動中の

ビデオ記録からReceptive－Expressive Emergent

Language Scale（REEL，Bzoch ら），Sequenced

Inventory of Communication Development－Re-

vised（SICD－R，Heidrick ら）およびPreschool La-

nguage Scale－Revised（PLS－R，Zimmerman

ら）による受容および表出言語の測定を行い，さ

らに聴覚と tympanometer による聴力測定を実

施し，各測定置間の関係を調べた。CLP群の BSID

によるMDI と PDI は各月齢ともに対照群より有

意に低い得点を示し，SICD－Rと PLS－Rによ

る受容言語得点とREEL，SICD－R，PLS－Rな

どによる表出言語得点は明らかに低下していた。

しかし，平均発声時間には差がみられなかった。

また両群間の平均聴力にも差がみられなかった

が，CLP群の４名で聴力の低下があった。さら

にCLP群におけるMDI と受容および表出言語

得点の間ならびに各種言語得点と聴力の間で有意

の相関を認めた。以上の結果から，CLP児はす

でに１，２歳で認知および言語機能の発達遅延が

明らかに存在すると結論した。

Kapp－Simon ら６２）は CL／CP児１８０名 を 平 均

６，１２，１８，２４ヵ月の４つの群に分け，BSID に

よるMDI を横断的に調査するとともに，CL／CP

児８５名の平均９ヵ月（４～１５ヵ月）と２４ヵ月（１６～

３６ヵ月）におけるMDI を縦断的に調べた。その

結果，いずれの月齢群でも，また，いずれの裂型

群でも標準範囲内のMDI 平均値を示した。しか

し，月齢の増加に伴ってMDI 平均値は低下し，

横断的調査の６ヵ月群と１８ヵ月群との間ならびに

縦断的調査の９ヵ月群と２４ヵ月群との間で有意差

を認めた。また，標準偏差はBayley の標準より

も大きく，しかも月齢の増加とともに増大し，群

内変化が大きくなった。裂型別でも群差がみら

れ，CLP群および Pierre Robin 症候群児群はCL

群よりも明らかに低い値を示し，とくに Pierre

Robin 症候群児群は最低値を示した。MDI 得点

は目と手の協調，操作，対象関係，模倣・理解，

発声化・社会化の５つの尺度に分けられる。縦断

的調査例において８～１１ヵ月時の発声化・社会化

以外の４尺度得点が，また１２～１５ヵ月の目と手の

協調，発声化・社会化，模倣・理解の得点が２４ヵ

月時のMDI と有意に相関し，階層的重回帰分析

で８～１１ヵ月時の操作と１２～１５ヵ月時の目と手の

協調は２４ヵ月時のMDI のほぼ４０％を説明したこ

とから，最初の１年での知覚運動発達が２歳時の

発達状態を予測する。なお，２４ヵ月時のMDI 標

準分類において発達遅滞に属するものが予想に反

して１５．３％と高く，このようなものは知覚運動ス

キルの獲得が遅延しがちであると述べている。

Speltz ら１４０）は CLP 児２９名，CP児２８名，対照児

６９名の３，１２，２４ヵ月時にBSID の検査を行い，

歯科学報 Vol．１０３，No．７（２００３） ５８１
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CLP 群は３ヵ月の PDI を除いてすべての時期で

対照群よりも低いMDI と PDI を，CP群は各時

期を通じて対照群より低いMDI と PDI を示し

た。またCLP＋CP群は１２ヵ月のMDI 非言語項

目で対照群より明らかに低い得点を示したが，MDI

言語項目では対照群と差を示さず，２４ヵ月で対照

群より明らかに低いMDI 非言語得点とMDI 表

出言語得点を示したことから，破裂乳幼児にける

認知問題は言語欠損のみによるものではない。さ

らに，３ヵ月時の哺乳中のビデオ記録でNursing

Child Assessment of Feeding Scale（NCAFS，Bar-

nard ら）と１２ヵ月時の母親の教え活動中のビデオ

記録でNursing Child Assessment of Teaching

Scale（NCATS，Barnard ら）の調査を行い，母親

のNCAFS 得点とNCATS得点がともに２４ヵ月

の破裂児のMDI を予測することを明らかにし

た。

Fox ら３７）は２～３３ヵ月のCLP・CP児と対照児

各２４名の発達パターンを，Denver Development

Screening Scale（DDS，Frankenburg ら）と Birth

－３ Scale（B－３S，Bangs ら）の研究者と親の評

価，REELの親評価によって比較した。その結

果，DDSにおける個人的・社会的，微細運動適

応，言語，粗大運動などの発達，B－３Sにおける

言語理解と表出，問題解決能力，個人的・社会的

行動，運動発達，REELにおける受容および表出

言語など１１項目のすべてにおいて，CLP・CP群

は対照群よりも低い値を示し，１～３ヵ月遅延し

ており，とくにB－３Sの言語表出，個人的・社

会的行動，運動発達，REELの受容および表出言

語で有意差を認めた。また，これらの発達パター

ンが裂型重症度に関連することを明らかにした。

さらに，幼児期以後の小児や成人におけるCL／

CP患者にみられる言語，知能，社会的問題ない

し危険がすでに乳幼児期に明らかにされたことか

ら，本症患者に対する早期介入の必要性を強調し

た。

Neiman ら９０）は５ヵ月および１３ヵ月のCL／CP

児９３名の保護者に患児のKent Infant Development

Scale（KID，Reuter ら）の評価を，また２５ヵ月と

３６ヵ月のCL／CP児９３名の保護者にMinnesota

Child Development Inventory（MCDI，Ireton ら）

の評価を求め，それぞれの発達指数DQ（発達年

齢／生活年齢×１００）を算出した。５ヵ月のCL群

ではKIDの６つの領域の全尺度と運動領域，CLP

群では全尺度と運動領域，自己援助領域，認知領

域，CP群で運動領域，自己援助領域，言語領域

のDQが標準値と有意差を示し，発達の遅れを

認めたが，１３ヵ月では追いつき現象がみられ，CP

群の運動領域以外，いずれの破裂群でもすべて正

常範囲内のDQを示した。２５および３６ヵ月の各

破裂群におけるMCDI の８つの発達尺度は３６ヵ

月のCP群における表出言語領域以外，すべて正

常範囲内にあった。しかし３６ヵ月の微細運動領

域，粗大運動領域および表出言語領域のDQ平

均はいずれの破裂群でも２４ヵ月のそれらよりも明

らかに低かった。

Pecyna ら９７）は早期の言語スキルに関連するだ

ろう特別の認知機能である対象永続性の概念object

permanence concept の発達をUCL児，UCLP 児

および非破裂対照児各４名について，１２ヵ月から

２４ヵ月の間，２ヵ月毎に調査した。対象永続性概

念の確立は Piaget の感覚運動的知能の時期中に

みられる１つの発達的現象である。生後数ヵ月の

乳児は目にみえるものが隠されてしまうと，消失

してしまったように振る舞うが，もう少し後にな

ると，目の前から隠れたものが何処かに存続し続

けるということを気付くようになる。これが対象

の永続性であり，保存の原理の原型であるとみな

されている。Piaget は乳幼児がある対象をつか

もうとする時，それを布で覆い隠し，それでつか

むことを断念するか，布を払いのけて対象を見い

だし，つかもうとするかどうかのテストで対象の

永続性を確認した。Pecyna らは対象永続性のテ

ストにウズギリス発達順序尺度Ordinal Scales of

Psychological Development（Uzgiris ら）の尺度１

のDevelopment of Visual Pursuit and Permanence

of Objects を用い，各群ともに月齢の増加ととも

に有意に改善し，本概念の進行的発達を示した

が，予想に反してUCL群とUCLP 群は対照群よ
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りも優れた得点を示した。このような群差の理由

は明らかでないが，UCL（P）児は発達問題の危険

があるとの考えから，親が意識的，無意識的に感

覚運動認知概念の増大した環境的刺激と訓練を多

く提供したためであろうと記している。

Long ら７７）は１２～１３ヵ月のCLP児と正常対照児

各１０名の言語獲得前の早期コミュニケーションと

しての身振り行動を，家庭内での母子遊び中の１

時間にわたるビデオ記録によって調べた。この研

究ではジェスチャーとして指さし，見せる，与え

る，手を伸ばして取る，拒む，見せびらかしなど

５つの行動の頻度が調べられたが，CLP群と対

照群の間で大きな差がみられず，１歳のCLP児

は意志を伝達する必要性と意志伝達に必要な非言

語的身振り行動を正常児と同様によく確立してい

ることを認めた。しかし，CLP群は対照群より

も拒否行動を多く示す傾向があった。これは障害

児の場合と同様に子どもの注意喚起と指導のた

め，母親が遊びを強要しがちであることによるだ

ろうと考えた。さらに彼ら７８）は同じビデオ記録か

ら，身振り行動を伴う，または伴わない母親の言

語の理解能力を調べ，CLP群と対照群との間で

有意差のないことを明らかにした。

Roberts ら１２２）は早期の滲出性中耳炎とそれに関

連する聴力消失が言語スキルと認知スキルに直接

的関係をもつか，間接的関係をもつかどうかを明

らかにするため，地域センターに通っている黒人

乳児６１名について，６～１２ヵ月の間，２週間毎に

耳鏡と tympanometry による滲出性中耳炎の存

否確認と視覚増強による聴力検査を行い，１歳時

に SICD－Rと Communication and Symbolic Be-

havior Scale（Wetherby ら）によって言語スキル

を，BSID のMDI によって認知スキルを調べ

た。さらにHome Observation for Measurement

of Environment（Caldwell ら），NCATSおよび In-

fant／Toddler Environment Rating Scale（Harms

ら）によって子どもの養育環境を調べ，各測定値

間の関係を検索した。その結果，聴力消失は受容

言語に有意に相関したが，養育環境で処理された

時，認知機能と言語の発達には間接的に関係する

に過ぎなかった。すなわち，聴力消失乳児は反応

の少ない母親と家庭環境をもつ傾向があり，それ

らはより低い乳児評価をきたすようであった。こ

のような結果は単一要因よりも多数の要因が子ど

もの発達に重要であり，とくに環境の役割を考慮

する最近の多因子モデルを支持するものであっ

た。この研究の被験者はCLP・CP児を含んでい

なかったが，CLP・CP児は耳管の機能不全によ

る滲出性中耳炎に起因する軽度の聴力消失を伴う

ものが多いので，これら乳幼児における言語およ

び認知機能の発達に対する聴力消失の影響も考慮

されるべきである。

権平ら１８４）は CLP・CP児９４９名の乳幼児発達検

査を行い，１歳児のDQ平均は１００．５，２歳児お

よび３歳児のそれは９１．１と８４．３であり，１歳児で

は標準化集団と差が認められなかったが，２歳児

および３歳児では標準値と有意差がみられた。し

かし，このようなことはCLP・CP児における言

語発達の遅延によるものであり，CLP・CP児と

普通児の間に本質的な精神発達に差がないと主張

した。

萩尾ら１８９）は CLP，CPおよび先天性鼻咽腔閉鎖

機能不全をもつ乳幼児１４９名の運動発達と言語発

達について調査し，出生時体重は全国平均値と大

差なかったが，先天性鼻咽腔閉鎖機能不全例は低

出生時体重児が多く，また低出生時体重児では運

動および言語の発達遅滞を示すものが多かった。

一般に，これら被験者は運動発達が遅れがちであ

り，とくに始歩は顕著に遅れていた。運動発達を

裂型別にみると，CLP児および鼻咽腔閉鎖機能

不全児は始歩のみの遅れを，CP児および粘膜下

CP児は座位安定と始歩に明らかな遅れを示し

た。また，全体として言語発達は２歳代前半で遅

れがちであり，２歳代で単語を話す程度の遅れを

有する症例は運動発達の遅れを示さないが，有意

味語をもたない症例は運動を含めた心身の発達全

般の遅れを示すものが多かった。

井上ら１７３）は１例のUCLP 児と母親の家庭内の

様子を生後６ヵ月から２０ヵ月まで，毎月３０分間ビ

デオ記録し，喃語期の患児の構音と心身の発達を
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観察した。声門破裂音以外の両唇音，硬口蓋音，

軟口蓋音の数は１０ヵ月時の反復喃語が盛んになっ

た時期と１５ヵ月の音声模倣が現れた時期に増加

し，構音の分化や獲得が進んだ。歯音，歯茎音，

歯茎硬口蓋音は有意味語を話し始めた２４ヵ月でも

ほとんど構音されておらず，大幅に遅れていた。

母親の患児への働きかけは出産時のショックや育

児への不安のため，６ヵ月ではきわめて少なく，

患児の心身発達は著しく遅れていたが，母親が心

理的に安定し始めた８ヵ月ころから，患児は動作

模倣を盛んに行うようになり，口蓋形成術後の１４

ヵ月時には母親はさらに安心し，１５ヵ月で患児は

無意味音声の模倣を，１９ヵ月で有意味音声の模倣

を始めたことから，母親に対して早期よりのカウ

ンセリング，治療についての見通し，育児への助

言など，母親への援助を行っていくことが重要で

ある。

峪ら１８５）は正常発達レベルを示すUCLP児７８名

の１歳半，２歳，２歳半時に津守・稲毛式乳幼児

発達検査を行い，平均DQは１歳半で９９．０，２

歳で１０５．０，２歳半で１１４．８であり，加齢とともに

有意に上昇した。各領域の得点も加齢に伴って上

昇したが，運動，探索・操作，社会の発達に比べ

て食事・排泄・生活習慣と言語の発達は２歳時で

遅れを示したことから，この時期の親の不安を増

大させないため，適切な助言を行うことが重要で

ある。また，UCLP児における摂食行動や身辺自

立動作の遅れは，親の過保護的な育児態度や口蓋

形成術の影響によるものだろうと述べている。

以上のごときCL／CP乳幼児の心理学的発達

に関する研究では，必ずしも一定した結果がえら

れていない。すなわち，CL／CP乳幼児には認知

機能や運動機能，社会的行動などの発達遅延が存

在するというものと，存在しないというものとが

ある。このようなことはテスト法や検査時期，裂

型などの差によるものと考えられる。しかし，CLP

／CP児ではすでにこの時期から受容および表出

言語機能の発達遅延が存在するようである。

２．母子関係

親と子の心理的な人間関係は子どもの人間形成

過程の重要な要因であることから，近年，CL／CP

乳幼児の親子関係が母子相互作用中のビデオ記録

の観察によって盛んに行われている。

Field ら３６）は生後３ヵ月のCLP乳児と正常乳児

各１２名の母子差し向かいでの遊び行動を１０分間ビ

デオ録画し，顔面変形の母子相互作用に及ぼす影

響を調べた。その結果，CLP児の母親が乳児を

みつめる時間と頻度は正常児の母親の場合と同様

であったが，CLP児が母親をみつめたり，ほほ

笑んだりすることは正常児よりも有意に少なく，

発声する時間は明らかに短く，頻度も少なかっ

た。また，CLP児の母親は正常児の母親よりも

ほほ笑み，発声，模倣行動，偶然の応答，ゲーム

遊びが少なかった。このようなCLP児の母親の

母子相互作用中の行動不活発の理由は明らかでな

いが，乳児の微笑や発声が少なく，それに対して

母親の反応も自然と少なくなることよりも，むし

ろ顔面変形の長時間観察による精神的なおち込み

によるものであろうと推察した。

Wasserman ら１６６）は９～２４ヵ月の身体障害児１４

名（CL・CLP 児６名を含む），未熟児１４名および

正常児１４名の半構造化状態（自由遊び，母親の分

離と再結合）でのビデオ記録によって，母子関係

の質を比較した。身体障害児＋未熟児は正常児よ

りも遊びに集中すること，母親と相互作用を始め

ること，言語生産などが有意に少なく，身体障害

児は未熟児よりも気を散らすことやおもちゃ遊び

が明らかに多く，服従することが少なく，２４ヵ月

で母親との分離を嫌うものが多かった。身体障害

児＋未熟児の母親は正常児の母親よりも相互作用

を手引きすることが多く，子どもへの反応は少な

かったが，身体障害児の母親は未熟児の母親より

も注意の引き付けと励ましが明らかに多く，また

子どもを無視する傾向が多くみられ，このような

母親の補償的行動パターンは，Bell の唱える lower

limit behaviorに一致する。さらに１２ヵ月児のBSID

によるMDI と２４ヵ月児のスタンフォード・ビ

ネー知能検査 Stanford－Binet Intelligence Test

（SBIT，Terman ら）による知能指数 IQ（精神年

齢／生活年齢×１００）を求め，いずれの得点も身体
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障害児，未熟児ともに正常児よりも明らかに低下

していた。

また，彼ら１６８）は平均２４ヵ月の言語関連異常児２１

名（１名を除きすべてCLP・CP児），非言語関連

異常児（末梢性異常および顔面変形）１３名，対照児

４５名の３０分間の母子遊び中のビデオ記録を観察

し，言語関連異常群の母親は対照群の母親よりも

有意に多くの非言語的教えと遊びの手引きを，言

語関連および非言語関連異常群の母親は対照群の

母親より明らかに多くの注意引きつけを示した。

とくに，このような母親の補償的な相互作用は主

として言語障害をもつ子どもに対して限定される

ようであった。また，言語関連異常をもつ子ども

は模倣遊びの少ない傾向があったと報告した。

Barden ら５）は顔面変形の母子相互作用の質に

及ぼす影響を明らかにするため，平均１７．２週の頭

蓋顔面異常児５名（CLP児２名を含む）と平均１５

週の正常児５名の母子自由遊び，母親による乳児

の発声引き出しと模倣などにおけるビデオ記録を

観察し，頭蓋顔面異常児の母親は正常児の母親よ

り育児態度と行動において明らかに劣ることを認

めた。また，頭蓋顔面異常児は正常児よりも母親

を触ったり，ほほ笑んだり，笑うことが少なく，

顔をそむけることが多かった。

Speltz ら１３６）は１～３歳のCL（P）児１２名，CP児

１１名，矢状骨癒合症１０名，対照児２２名の母子遊び

中と教え活動中のそれぞれ５分間のビデオ記録を

観察評価した。自由遊びは主としてDyadic Par-

ent－Child Interaction Coding System（DPCI-

CS，Eyberg ら）によって，教え活動はNCATS

によって評価したが，いずれも従来の報告と異な

り，各被験者群間の子どもおよび母親の行動に全

く有意差を認めなかった。さらに，このようなこ

とは異常児が表出言語の欠損以外に発達問題をも

たなかったためであろうと考察した。

Endriga ら３２）は平均２．９ヵ月のCLP児２８名，CP

児３０名，対照児５８名のビデオ記録における母子相

互作用中の乳児の行動を主としてInfant Regulatory

Scoring System（IRSS，Tronick ら）によって，母

親の行動をMaternal Regulatory Scoring System

（MRSS，Tronick ら）によって評価した。IRSS

では５つの，MRSS では６つのmonadic phase（単

相）の時間百分率を求めたが，３被験群間で差よ

りも，むしろ同様性を示した。しかし，CP群の

母親はCLP群や対照群の母親よりも母子相互作

用の低い関わりを示した。さらに，乳児の特徴と

して認知機能をBSID のMDI で，顔面魅力性を

写真の７点尺度で，陰性反応の気質を Infant Be-

havior Questionnaire（IBQ，Rothbart ら）で求め，

また母親の特徴として心理的障害の程度をMental

Health Index（MHI，Veit ら），ソーシャル・サ

ポートをQuestionnaire of Social Support（QSS，

Crnic ら）を用いて調べ，母親の低い関わり合い

を予測する変数を階層的重回帰によって調べたと

ころ，破裂群では乳児の裂型診断と乳児の高い陰

性反応が，対照群では母親の低い心理的障害が有

意に関連することを認め，異常顔貌が早期の母子

相互作用の質に大きな影響を及ぼす要因とならな

いと主張した。

Chapman ら２０）は１～３歳のCLP児と非破裂児

各１３名の母子自由遊び中のビデオ記録によって，

母親の子どもへの言葉かけについて調査し，CLP

児の母親は多くの会話的工夫と改善を用い，発声

回数と陳述的発言が少なかったが，一般に両群に

おける母親の言語行動は差よりも同様性を示し

た。しかし，いずれの群でも言葉かけスタイルに

個人差が著明であり，子どもによってもたらされ

る話題にコメントを与え，会話を誘導，拡大した

り，会話的相互作用を引き出すような質問を行う

促進的行動を高頻度にとる母親と，このような陽

性の相互作用をほとんど用いない母親の２群に分

けられた。かような母親の相互作用の差は，主と

して子どもの会話に参加する能力と意志の差に関

連するようであり，非破裂群よりCLP群で変化

が大きかった。

Speltz ら１３８）は３ヵ月時の未手術CLP児１５名，

CP児１７名，対照児１７名の哺乳びんによる授乳中

のビデオ記録によって，母親と乳児の哺乳行動を

NCAFS で評価した。母親の哺乳行動は４つの下

位尺度（乳児の合図に対する敏感性，苦痛に対す
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る応答性，社会的・情緒的成長育成，認知的成長

育成）で，乳児の哺乳行動は２つの下位尺度（合図

の明確性，親に対する応答性）で測定された。CLP

児の母親はCP児や対照児の母親よりも乳児の合

図に対する敏感性において有意に低い得点を，CLP

児および CP児は対照児より合図の明確性におい

て低い得点を示した。また，母親の哺乳行動の全

得点は各群間で明らかな差を示さなかったが，CLP

児と CP児の哺乳行動全得点と母子を合わせた全

得点（NCAFS の全得点）は対照児のそれらより有

意に低かった。NCAFS の全得点が５５点以下のも

のは障害された母子哺乳相互作用と解されてい

る。NCAFS 全得点の平均はCLP群で５９．９，CP

群で６０．５，対照群で６４．４であり，全得点が５５点以

下を示す母子はCLP群で３組，CP群で３組，

対照群で１組であった。なお，破裂群乳児は哺乳

中ほほ笑みや笑いが少ない傾向があった。さら

に，乳児の特徴を IBQと育児ストレス指標Parent-

ing Stress Index（PSI，Abidin）を用いて，母親の

特徴をGeneral Well－Being Schedule（GWBS，

Dupuy）および PSI，ソーシャル・サポートをQSS

を用いて調べ，回帰分析によって破裂群における

母子哺乳相互作用に密接に関連する因子を追求し

た。その結果，乳児の気質，ソーシャル・サポー

ト，社会経済的状態などが母親の哺乳行動全得点

に明らかに寄与したが，乳児の哺乳行動全得点に

は寄与しなかったと報告した。

以上のごとく，乳幼児期におけるCL／CP児

の母子関係は正常児の母子関係と異なるとするも

のが多い。しかし，このような母子関係の差が児

童期以後における患児の性格形成や社会的行動に

どのように影響するかということについては全く

明らかにされていない。

なお，親子関係には子どもの性格が関連すると

思われる。Clifford ら２３）は平均７ヵ月のCL／CP

児の Personality Rating Scale for Neonates（Haar

ら）の評価を父母に別個に求めた。本テストでは

乳児の緊張，怒りっぽさ，活動水準を含む活動要

因と好ましさ，可愛さ，知能を含むハロー効果要

因の２つの独立要因が測定される。ハロー（光

背，後光）効果は人物の評価を行う場合，１，２

の顕著な好ましい，または好ましくない特徴があ

ると，その人物の他のすべての特徴についても不

当によく，あるいは悪く評価してしまう傾向があ

り，そのため全体的評価の変わってくることを指

す。CLP群は CL＋CP群より父母ともに高い活

動性得点と低いハロー得点を示し，とくに父親に

おいてこれら群間に有意差を認めた。母親では活

動性得点とハロー得点との間で負の関連がみら

れ，乳児が緊張し，怒りっぽく，活動的であれば

あるほど，母親は乳児を好ましくなく，可愛くな

く，利口でないと評価した。またCL群と CP群

の間の差がきわめて小さかったことから，CLの

ごとき顔面欠損がCPのごとき目にみえない異常

よりも両親に対して著しい影響を与えるだろうと

いう考えを支持できないと述べている。

３．愛着の状態

出生直後からみられる母と子のきずなを愛着 at-

tachment という。子どもは７，８ヵ月ころになる

と，人見知りがあらわれるが，これは特定の人を

記憶し，見慣れたものとそうでないものとを識別

することができる認知機能の発達による。子ども

は１歳ころになると，母親と一緒にいると安心し

た感じである強い愛着を示し，母親がみえなくな

ると，不安や悲しみを示す分離不安をあらわし，

再び親が戻ってくると，子どもは大喜びをする。

このような愛着のあり方には個人差があり，条件

差が大きいといわれている。

Ainsworth ら１）は愛着の質の個人差を測定する

新奇場面法 Strange Situation Procedure（SSP）を

発展させた。これは子どもを母親とともに新奇の

部屋に置き，母親と知らない人の出入によって

種々の場面をつくり，子どもの反応を調べるもの

である。子どもの反応から，安定愛着（Ｂ型）か，

不安定愛着（Ａ型：回避型，Ｃ型：抵抗型，Ｄ

型：無秩序型）か，という２大分類と回避，安

定，抵抗，無秩序の４類型への分類が行われる。

Ｂ型は母親との分離時に多少の不安を示すが，再

結合時には積極的に身体的接触を求める。Ａ型は

母親との分離時に不安を示さず，再会時に母親を
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避けようとする。Ｃ型は母親との分離時に強い不

安を示し，再会時には身体的接触を求めるが，同

時に母親を叩くような「怒りの反抗」をみせ，母

親に対して両面価値的な感情を示すものである。

Wasserman ら１６７）は身体障害児（CLPを含む顔

面奇形および四肢奇形）３６名と正常児４６名の１２ヵ

月時における愛着状態を，９つの場面から成るSSP

のビデオ記録によって調べ，Ａ，Ｂ，Ｃ型の愛着

および安定愛着と不安定愛着の発生頻度において

両群間に有意差を認めなかった。さらに，BSID

によってDQを求め，身体障害児群は正常児群

より明らかに低いDQを示し，また，DQは愛着

状態と有意に相関し，低いDQを示すものは不

安定愛着が多かった。

Speltz ら１３９）は CLP 児２４名，CP児２７名，対照児

６４名の１２ヵ月時の愛着状態を SSP のビデオ記録

によって調査し，これら３群における愛着の２大

分類および４類型への分類の頻度が高度の同様性

を示し，破裂群における不安定愛着の発生率挙上

を認めなかった。また，愛着状態に多数の要因が

関与することから，これら被験児の生後３ヵ月時

の発達状態をBSID で，気質を IBQ，顔面魅力性

を写真の７点尺度で評価するとともに，母親の心

理的障害とポジティブな精神的幸福状態をMHI

で，ストレス状態を PSI で評価し，さらに社会的

／家族的状態をDyadic Adjustment Scale（DAS，

Spanier），Family Environment Scale（FES，Moos

ら）およびQSS を用いて調べ，これらの測定結果

が１２ヵ月時の不安定愛着を予測するかどうかを

バックワード・ステップワイズ・ロジスチック回

帰分析によって検討した。その結果，破裂群では

乳児と母親の特徴が不安定愛着を予測したが，社

会的／家族的特徴は不安定愛着を予測しなかっ

た。一方，対照群では母親の特徴と社会的／家族

的特徴が不安定愛着を予測したが，乳児の特徴は

不安定愛着を予測しなかった。また，CLP児の

顔面魅力性はCP児や対照児より明らかに低い得

点を示したが，CLP児の顔貌が愛着の質に影響

を及ぼすことはなかったと報告した。

Maris ら８０）は CLP 児２４名，CP児２２名，対照児

６１名の１２ヵ月時と２４ヵ月時の愛着状態を SSP に

よって調べ，１２ヵ月ではCP群は CLP群や対照

群より不安定愛着を示すものが多かったが，２４ヵ

月では愛着の２大分類および４類型分類において

３群間に有意差を認めなかった。また，１２ヵ月と

２４ヵ月で同じ愛着分類を示す率は対照群６２％，CLP

群５８％，CP群３６％で，対照群とCP群の間で明

らかな差がみられ，CP群において不安定愛着か

ら安定愛着に移行するものが多かった。このよう

な結果から，破裂児は２４ヵ月までに母接近の活発

な探求と母接近によって急速に弱まる軽度の分離

苦悩を示す安定した愛着パターンをあらわす。ま

た，CLP児の顔貌は早期の母子関係に不利に影

響することはないであろうと推測した。

Koomen ら６５）は口蓋形成術のためのほぼ１週間

の入院による母子分離が子どもの愛着状態と行動

に及ぼす影響を明らかにするため，９．５ヵ月で口

蓋形成術を行ったCLP児１４名（�群），１２．５ヵ月
で口蓋形成術を行ったCLP児１３名（�群）および
対照児１４名の１２ヵ月時と１８ヵ月時の SSP（研究室

でのテレビ記録）と９，１０，１２，１３，１８ヵ月時の In-

duced Stress at Home Procedure（ISH，Ainsworth

ら，家庭でのビデオ記録）によって愛着状態を評

価するとともに，９，１０，１２，１３，１８ヵ月時に Per-

ceived Insecurity Scale（PI，Hoeksma ら）の評価

を，さらに�群と�群のCLP児入院中と退院後
２，３日でのNegative Behavioral Changes Scale

（NBC，Hoeksma ら）の評価を母親に求めた。SSP

によるＡ，Ｂ，Ｃ型の愛着分類の発生頻度は１２ヵ

月時，１８ヵ月時ともに３群間で有意に異ならな

かったが，１２ヵ月時の�群でＡ型（不安定回避）が
やや多い傾向がみられた。また，ISHにおける接

近探求，結合維持および抵抗には各群間で明らか

な差が認められなかったが，�群の１０ヵ月時と
�，�群の１３ヵ月時に回避行動が高い得点を示
し，短期入院後の母分離の再結合で母親を避ける

ことが多かった。しかし，１８ヵ月時の ISHでは

すべての項目で３群間に差がみられなかった。NBC

によるネガティブ行動数は�，�群ともに入院中
よりも退院後に減少したが，退院後のネガティブ
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行動は�群より�群で有意に多かった。しかし，
愛着行動の強度を示す PI の評価では入院の影響

を認めなかったとのことである。

以上の報告から，CL／CPの存在，とくにCLP

による顔面変形は母子の愛着状態に大きな影響を

及ぼさず，CL／CP乳幼児には認知機能の著しい

障害はないものと考えられる。また，CP手術の

ための入院による母子別離は愛着状態に大きな変

化をもたらさないようである。

Ⅱ．幼児期後半の患者

ここでは，主としてほぼ３歳から小学校入学時

の６歳ころまでの幼児期後半の患児についての研

究を示す。

１．言語心理学的発達

Smith ら１３５）は３～８歳のCL／CP児１３６名にイ

リノイ言語学習能力検査 Illinois Test of Psycholin-

guistic Ability（ITPA，Kirk ら）を実施し，９つの

心理言語的機能の下位尺度得点を６つの年齢群に

おいて標準値と比較した。その結果，CL／CP児

はすべての言語機能下位尺度で低下の傾向を示

し，とくに言語表現，動作表現，視覚的記憶など

の減弱が著明であった。また，このような言語発

達の遅れが年齢の増加とともに顕著になることを

認めた。

Nation８９）は３４～６３ヵ月のCLP・CP児，破裂を

もたない同胞，正常児各２５名の言語理解と言語使

用をピーボディ絵画語彙検査Peabody Picture Vo-

cabulary Test（PPVT，Dunn）を用いて調べた。こ

れら被験児は６ヵ月ごと５つの年齢群に分けら

れ，年齢の増加とともに言語理解と言語使用の両

得点は有意に増大したが，いずれの年齢群でも言

語理解は言語使用よりも明らかに高い得点を示し

た。各群におけるすべての年齢群の言語理解と言

語使用の測定値平均はCLP・CP群２２．３，同胞群

２６．８，正常児群３６．０で，各群間で有意差を認め，

破裂の存在が言語発達に影響する。

Eliason ら２９）は４～６歳のCLP・CP児６５名の言

語と記憶の発達をHiskey－Nebraska Test of Le-

arning Aptitude（HNTLA），ITPA，Wechsler Pre-

school and Primary Scale of Intelligence（WPP-

SI），Color Span Test（CST，Richman ら）の神経

心理学的なテスト・バッテリーを用いて調べた。

ITPAによる聴覚関連とWPPSI による語彙の得

点はいずれの年齢群でも正常範囲内にあったが，

HNTLAによる絵画関連の得点は著しく低かっ

た。CSTは色の記憶をテスト１の視覚的呈示と

視覚的反応，テスト２の視覚的呈示と言語的反

応，テスト３の言語的呈示と視覚的反応，テスト

４の言語的呈示と言語的反応の４つのテストで調

べるもので，５歳児群でテスト２と３，６歳児群

でテスト１，２，３で正常値より有意に低かった。

このような結果から，CLP・CP児は語義，言語

類推，聴覚的記憶の平均的能力をもち，絵画分類

と視覚的および感覚間記憶の遅延を示し，一般的

な言語遅延よりも，むしろ特殊型の言語発達にお

いて遅延をもつようである。

Lynch ら７９）は１人の BCLP 女児の２．８歳から３．１

歳の間での７回の母子相互作用中のビデオ記録

と，１人の破裂をもたない弟の３歳時の１回の同

様ビデオ記録を用いて母子間の会話を分析した。

その結果，両児における会話スタイルの最も著明

な差はBCLP 児が否定ないし拒絶の陳述を高頻

度に用いることであり，これは患児が母親との会

話を避けるためであり，母親は患児との会話や話

題を維持することに大きな困難を示した。それゆ

え，母親は患児の言語生産を増大させるため，否

定的反応と会話不連続を減少させ，言語生産の改

善をはかるべきであると主張した。

飯田ら１７４）は IQ レベルが正常範囲内にある３～

６歳のCLP・CP児４０名の ITPAを調べ，言語学

習年齢が暦年齢よりも高いものが多く，言語発達

の遅延を示すという Smith ら１３５）と異なる所見を

発表した。石沢ら１７５）は３～８歳のCL／CP児４６

名に ITPAを施行し，全被験児の総合評価点は

３１～４４に分布して正常範囲内にあり，いずれの年

齢，裂型でも鋸歯状のプロフィールを呈し，聴

覚・音声回路が視覚・運動回路より高い得点を示

した。また，各年齢とも表象水準（受容能力：こ

とばの理解，絵の理解，連合能力：ことばの類
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推，絵の類推，表現能力：ことばの表現，動作の

表現）が自動水準（構成能力：文の構成，絵さが

し，配列記憶能力：数の記憶，形の記憶）より評

価点が高く，加齢にともなって過程間の差が小さ

くなる傾向を認めた。

武内ら１８７）は３～６歳のCLP・CP児３３名に ITPA

（言語学習能力診断検査，三木ら）を実施するとと

もに，始語期と２語文初出期を母親問診によって

聴取した。その結果，始語期と２語文初出期はと

もにほぼ正常であったが，言語学習年齢は平均し

て５ヵ月の遅れを示した。ITPAの評価点平均は

３４で，普通児より有意に低かった。また，視覚・

運動回路より聴覚・音声回路の能力の劣るものが

多く，全被験児の ITPAプロフィールは鋸歯状

を呈し，視覚・運動回路に対比して聴覚・音声回

路の能力の劣る典型的パターンを示した。

以上の報告から，CLP・CP幼児では一般に言

語発達の遅延が存在する。しかし，心理言語的機

能の発達については必ずしも一定した結果がえら

れていないようである。

２．社会的スキルと行動

Krueckeberg ら６６）は３６～７４ヵ月の頭蓋顔面異常

児３０名（２０名はCL／CP）と４３～８１ヵ月の対照児２２

名の社会的スキルとそれに関連する要因を明らか

にするため，親と教師に子どものSocial Skills Ques-

tionnaire（SSQ，Greshamら）の評価を求めると

ともに，学生にFacial Encoding and Decoding

Tasks（FEDT，Camras ら）およびEnactive Social

Knowledge Interview（ESKI，Mize ら）の評価を

依頼し，さらに被験児にPictorial Scale of Perceived

Competence and Social Acceptance for Young

Children（PSPCSA，Harter ら）の自己評価を求め

た。SSQによる社会的スキルの得点は頭蓋顔面

異常群と対照群の間で有意差を認めず，FEDT

による顔面表情をつくる能力 encoding と顔面表

情を見分ける能力 decoding も両群間で明らかな

差を認めなかった。しかし，ESKI において頭蓋

顔面異常群は対照群よりも仮想的状況に対する友

情的反応が少なかった。また，PSPCSAにおけ

る母親受容，友だち受容，身体的能力，認知能力

の全得点は予想に反して頭蓋顔面異常女児群が対

照群および頭蓋顔面異常男児群より有意に高く，

頭蓋顔面異常男児群は対照群の平均範囲内の得点

を示した。階層的重回帰分析によって，頭蓋顔面

異常群ではFEDTの encoding と ESKI の友情的

反応が親による子どもの社会的スキルの測定値の

２７％を，対照群ではFEDT encoding と ESKI の

主張的反応が親による子どもの社会的スキルの測

定値の３０％を説明した。

さらに彼ら６７）は先に報告した被験児の社会的ス

キルに対する親の育児ストレスと育児スタイルお

よび社会的ネットワークの影響を調べるため，親

に PSI，Modification of the Block Child Rearing

Practices Report（CRPR，Rickel ら），Social Rela-

tionship Scale（SRS，McFarlane ら），Four Factor

Index of Social Status（FFISS，Hollingshead）な

どの評価を求め，PSI の育児ストレス，CRPRの

育児スタイル，SRS および FFISS の社会的ネッ

トワークの測定値において頭蓋顔面異常群と対照

群の間で有意差を認めなかった。しかし，目に見

える頭蓋顔面異常児２２名の母親は目に見えない異

常児（CP８名）の母親より社会的ネットワークが

有効であり，活発な制限的でない育児スタイルを

とった。また頭蓋顔面異常群では，PSI による親

ストレス全得点が SSQによる親評価の患児社会

的スキル全得点の３４％を説明したと報告した。

Speltz ら１３７）は彼らが先に１３６）報告した被験児の

うちの頭蓋顔面異常児２３名（CLP９名，CP７名，

矢状骨癒合症７名）と対照児１０名の６歳時の社会

的行動を明らかにするため，母親にChild Behav-

ior Checklist（CBCL，Achenbach）の評価を，教師

にTeacher Report Form（TRF，Achenbach）の

評価を求め，頭蓋顔面異常女児群は対照女児群よ

り有意に大きなCBCL総得点を示し，多くの行

動的問題をあらわした。しかし，頭蓋顔面異常男

児群は対照男児群と同様のCBCL総得点を示し

た。TRFの結果はCBCLの結果とよく一致し

た。さらに，GWBSによって母親の情緒的ウェ

ルビーングの状態を，DASによって結婚満足度

を，Social Network Reciprocity and Dimension-
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ality Assessment Tool（Kazak ら）によってソー

シャル・サポートの状態を調べ，それらとCBCL

の結果との関係を検討し，頭蓋顔面異常群におい

て母親の情緒的健康状態が子どもの社会的行動に

明らかに相関すること，さらに，被験児１歳時の

DPCICS による母子相互作用が６歳時の子どもの

社会的行動をよく予測することを認めた。

以上を要するに，CL／CPを含む頭蓋顔面異常

をもつ幼児の社会的スキルないし社会的行動は正

常児と大差がないが，多くの行動的問題を示す少

数例がある。これら子どもの社会的スキルないし

行動には母親の育児ストレスや情緒的健康状態，

母子相互作用などが関連するようである。

Ⅲ．顔面異常と言語障害の社会的評価と自己評価

CL（P）患者では常に上口唇に術後瘢痕が残遺す

る。また，外鼻や上口唇に軽重種々の形態的異常

がみられ，歯列不正や咬合異常，顎顔面の変形を

伴うものが多い。CLP・CPをもつ一部患者には

社会生活において最も重要なコミュニケーション

を妨げる言語障害がみられる。このような顔面の

審美的障害ないし顔面異常や言語障害は児童期の

患者において確実に認知され，それら障害は患者

に大きな心理社会的影響を与え，性格形成や社会

的行動に関連するだろうと想像される。

１．顔面異常と他部欠損の社会的評価の比較

Richardson１０６）は身体的欠損を除いて同様の状

態を示す６種類の子どもの絵を被験児に見せ，最

も好む絵から取り去る選好法 preference method

によって，種々の身体障害者に対する子どもの反

応を調べた。その結果，好みの順位において被験

児間で著しい一致があり，非障害者が最も好ま

れ，次いで足の副木と松葉杖をもつ子ども，車椅

子に乗る子ども，手の先天性欠損，軽度の顔面異

常の順位であり，肥満児が最も好まれなかった。

とくに最大の身体的欠損と機能障害をもつ整形外

科的障害者が好まれ，機能障害のない顔面醜形が

好まれなかったことは予想外であったと報告し

た。

さらに，同氏１０７）は白人および黒人の正常児，痩

身児，肥満児，顔面異常児（非対称顔面），義足ま

たは松葉杖をもつ，あるいは車椅子に乗る各種足

切断児，義手をもつ，またはもたない各種腕切断

児など２１枚の絵のうち，それぞれ異なった５枚の

絵を１０～１１歳の少年，少女各２１０人に選好させた

ところ，顔面醜形児は少年で３位，少女で６位で

あり，足や腕の切断児よりも好まれ，以前の報告

と異なった。なお，肥満児は１４位であり，最も好

まれなかったのは義手のない肘上両腕切断児で

あった。

Shears ら１２９）は１０種の異常ないし障害のステレ

オタイプの社会的受容性を，９４名の成人への社会

的距離質問紙 Social Distance Questionnaire（Bo-

gardus）の実施によって調べた。この方法では結

婚，友人，隣人，話し相手，同じ国の人，ともに

働く人としての距離が求められる。全体として最

も受容できる群は腕または足の切断者，車椅子に

乗る人，盲者などの身体障害者であり，中間群は

聾者，高度の吃音者，CL者で，最も受容できな

い群は精神病，精神発達遅滞MR，同性愛などの

精神障害者であった。脳性麻痺者は中間群と最も

受容できない群の間にあった。さらに，友人とし

ての望ましさと自己苦悩としての受容性の順位付

けを調べ，CL者は友人としての望ましさで第４

位，自己苦悩としての受容性で第３位であった。

Lansdown ら７１）は９～１１歳の子ども７５名に正常

顔面，こうもり耳，斜視，上顎前齒突出，術後

CL，不恰好な鼻などをもつ６種の顔面の絵につ

いて選好法を実施したところ，その順位は被験児

で一定であり，CL顔面と上顎前歯突出が第５位

と第６位を占め，口の周囲の変形の心理的影響の

大きいことを主張した。

以上のごとく，顔面異常ないしCL術後顔面の

社会的評価は被験者間でかなり高い一致を示し，

一般に他の身体的欠損よりも好まれないようであ

る。

２．口唇裂術後顔面の社会的評価

Glass ら４１）は正常成人２名，UCL術後瘢痕をも

ち，UCL特有の外鼻変形をもつ，あるいはもた

ない成人８名の白黒写真の社会的受容性を２７名の
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成人に，またそれら写真からつくった Identi－Kit

（モンタージュ写真）の社会的受容性を別の成人２７

名に７点尺度で評価させたところ，写真評価得点

と Identi－Kit 評価得点との間に有意相関があ

り，両評価平均得点に明らかな差を認めなかっ

た。また，１０名の顔面 Identi－Kit 上に状態１

（正常構造），状態２（UCL術後口唇瘢痕），状態

３（UCL術後口唇瘢痕と外鼻変形）をつくり，前

記と異なる成人４５名に同様の評価を求め，状態１

と２の間および状態２と３の間の平均得点に有意

差を認めたことなどから，Identi－Kit が顔面異

常に関連する審美的変化に対する社会的反応の研

究に有用であると報告した。

Schneiderman ら１２４）は正常児，術後UCL児，術

後 BCL児各３名の顔面カラースライドを，小学

校２～４年生の生徒７８名に１５の形容詞対から成る

意味微分法 Semantic Differential Method（SDM，

Osgood）によって評価させた。その結果，CL児

は正常児より明らかに否定的に評価され，BCL

児は７つの形容詞尺度でUCL児より否定的に評

価された。また，４年生児は１４の尺度で２年生児

より肯定的に判定し，好み／憎しみの尺度におい

て女の評価者は男の評価者よりCL児を肯定的

に，男の写真を女の写真より肯定的に判定した。

Tobiasen らは CL顔面の社会的評価に関して

多くの研究を行っている。Tobiasen１５６）は正常児

とCLP児各１１名の顔面カラースライドおよび写

真上で破裂障害の修正を行ったカラースライドを

教室の前面に投影して，親しさ，人気，利口さ，

顔つき，友だちとしての望ましさなどの５つの印

象を８～１６歳の一般児３１７名に９点尺度で評価さ

せた。CLP児の写真は正常児の写真よりもすべ

ての項目で否定的に評価され，修正された写真の

評価はすべて肯定的に変化した。評価者の性と年

齢はCLP児の評価に相関しなかったが，女のCLP

児の写真は男のCLP児の写真より否定的に判定

された。

Tobiasen ら１５８）は１０～１６歳のCLP児８名の顔面

カラースライドとそれらを修正したカラースライ

ドを８～１２歳の一般児１５７名に呈示し，審美性の

好みについて９点尺度で評価させた。子どもたち

は各種顔面タイプをほぼ一致して評価し，重症な

障害をもつ，または低い魅力性をもつ，あるいは

それら両者をもつ写真を好まず，大部分のものは

障害の少ない，または普通の魅力性をもつ，ある

いはそれら両者をもつ写真を好んだ。また，年

とった子どもは若い子どもより，少年は少女より

顔貌評価において信頼性が高く，大きな一致を示

した。

さらに同氏ら１６０）は CL顔面の障害重症度評価の

信頼性と妥当性を調べるため，中顔面の後退の有

無と性の影響を考慮して，１３～１６歳のCL／CP

児１４４名の顔面スライドから，口唇および外鼻の

障害の有無と程度，顔面魅力性の程度，中顔面の

後退の有無などで異なる男女の写真３６枚を選び，

いくつかスライド組をつくって，医学部学生８０名

と高校生１２０名に一対比較法 paired comparison

scaling model によって，障害の状態と魅力性の

評価を求めた。その結果，医学生と高校生の評価

はよく一致し，障害重症度は明らかに口唇と外鼻

の特徴に関連し，さらに破裂障害は非魅力性と高

い相関を示し，障害が高度になるにしたがって顔

面魅力性が低下した。また，全顔面写真と目の下

からの顔写真の評価は高度の相関を示した。

また，彼ら１６１）は１０～１６歳の男のCLP児１６名の

顔面スライドと障害を修正したスライドの魅力性

を，７～１７歳の一般男女児９１名にTobiasen らが

先に発表した方法で評価させ，平均魅力性得点に

よって未修正写真と修正写真においてそれぞれ順

位付けを行ったところ，両者の順位はほとんど同

様であった。また，２人の形成外科医によって判

定された未修正写真の口唇と外鼻の軽度障害群と

高度障害群の平均魅力性得点に有意差を示さず，

魅力性と障害重症度との間で有意な相関を示さな

かったことから，評価者は魅力性と障害の間を区

別した。さらに未修正写真の社会的望ましさ（親

しさ，人気，友だちとしての選択）の評価を２１６名

の一般児に求めたところ，高度障害群は軽度障害

群より低い社会的望ましさを示したが，魅力性は

顔面障害度に影響しなかったとのことである。
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Eliason ら３１）は修復UCLP をもつ思春期者およ

び成人２４名の顔面写真を，CPクリニックの職員

４０名とCL／CPについてよく知らない一般成人

２４名に呈示して障害重症度を６点尺度で判定させ

た。CL／CPをよく知っている専門家はよく知ら

ない一般人より，男性評価者は女性評価者より破

裂顔貌を否定的に評価した。とくに男性専門家は

厳しい評価を下した。

Roberts－Harry ら１２３）は１０歳のCLP児２５名と非

破裂児１９名の正貌写真のカラープリントを，３５～

４８歳の成人９名（矯正歯科医３名，歯学部卒業生

２名，一般歯科医１名，素人３名）に最大魅力を

もつものから最小魅力をもつものまで並べること

によって順位付けを２回行わせた。この評価で高

い験者内と験者間の一致がみられ，CLP児は専

門家と素人のいずれでも正常児より常に非魅力的

と判定された。この方法は従来の分類法による顔

面評価法よりも治療による審美的改善の評価に有

用である。

なお，Slade ら１３３）は未手術の不完全UCL，完全

UCL，完全UCLP，不完全 BCL，不完全 BCLP，

一側完全他側不完全BCLP，完全 BCLP の白黒

正貌写真をCL／CPをよく知る病院スタッフ３７

名とCL／CPをよく知らない病院スタッフ１４名

に提示して一対比較法と Likert の７点尺度に

よって顔面魅力性を評価させたところ，未手術CL

（P）の魅力性評価は種々の専門家と素人を通じて

一致する傾向があった。また，重症度を示す上記

裂型分類は魅力性認知と有意に相関し，臨床使用

に有用であると記している。

以上を要するに，口唇裂術後顔面の否定的な社

会的評価は外鼻変形の程度，破裂障害の重症度，

裂型，患者および評価者の性，年齢などに関連す

る。また，顔面魅力性は顔面審美性と関連する

が，障害重症度とは必ずしも相関しないようであ

る。

３．口蓋裂言語の社会的評価

Podol ら１０２）は言語評価に対する顔面異常存否の

影響を調べるため，言語病理学を学ぶ上級生と卒

業生６０名に，CL少女顔面写真とその醜形修正写

真のいずれかを付した同じ病歴を読ませた後，正

常言語と通鼻性をもつCP言語のテープを聴取さ

せ，言語明瞭度，構音スキル，通鼻性，強度，

ピッチ，治療の必要性などの判定を求めた。その

結果，顔面異常の存否は明瞭度，構音，強度の判

定に影響しなかった。しかし，通鼻性に関して正

常言語では容貌はその判定に影響しなかったが，

通鼻性言語では修正写真は非修正写真より高い通

鼻性評価を受けた。また，ピッチに関して通鼻性

言語では容貌はその判定に影響しなかったが，正

常言語では非修正写真は修正写真より良好な評価

を受けた。さらに，非修正写真は修正写真より通

鼻性言語の治療必要性を増大させた。このような

結果から，顔面異常は通鼻性言語の評価に明らか

に影響すると主張した。

Blood ら１１）は正常少女および軽度，中等度，高

度の鼻共鳴をもつ少女の５１語文章朗読時のテープ

を幼稚園児，小学校１年生児および２年生児１２０

名に聞かせて，彼らの反応を調べたところ，早く

も幼稚園児で高度の通鼻性言語に否定的の反応を

示した。しかし，幼稚園児は１年生児および２年

生児より中等度通鼻性言語をやや肯定的に評価し

た。このように通鼻性言語をもつ子どもは友だち

から否定的の社会的反応を受けることから，早期

言語治療の必要性を強調した。

Sinko ら１３２）は CLP・CP患者の言語と顔面の社

会的受容性評価の相互関係を調べるため，３０名の

大学生に１２～４４歳のCLP・CP患者１９名の１分間

の発音時ビデオ録画を用いて，音声呈示時の言語

受容性，ビデオ呈示時の顔面受容性，オーディ

オ・ビデオ呈示時の言語受容性と顔面受容性を７

点尺度で評価させた。その結果，一般成人はこれ

ら呈示様式による４つの評価において言語と顔面

の受容性を適切に評価し，信頼性があった。しか

し，言語受容性は顔面受容性より否定的に評価さ

れた。また，評価者の性は評価の大きな要因とな

らず，言語と顔面の受容性の間の相互作用は有意

でなく，顔面評価は言語評価に対して影響しな

かった。

Berry ら８）は８～１２歳のCLP・CP児２０名と対
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照児１６名の録音された朗読言語を小学校６年生の

２０名に聴取させ，１９項目にわたるBig Five Model

of Personality（Costa）に基づいて性格特性を評価

させた。この視覚的入力なしでの言語資料に基づ

く性格特性評価において，CLP・CP児と対照児

の間に有意差を認めなかった。

なお，Noar９５）は CL／CP患者の治療に携わる

形成外科医３４名，矯正歯科医４１名，言語治療士３４

名にUCLP患者の治療，顔面と言語，社会的情

緒的側面，専門家の認知された成功などに関する

質問書を郵送して８１名から完全回答をえた。回答

者３群の間で十分な同意がえられ，治療結果の満

足率は外鼻および口唇の外科的治療３９％，矯正治

療５９％，言語治療４７％と低かった。これは専門家

が大変高い治療標準をもつためである。とくに外

鼻について不満足とするものは外科医で９０％，矯

正科医で９１％，言語治療士で７１％であり，歯牙を

不満足とするものは全体で５６％であった。また，９０％

以上の専門家は患者が社会的情緒的側面で侵かさ

れており，６７％の専門家は患者が他人からからか

われたことがあると感じていたとのことである。

以上，口蓋裂特有の通鼻性言語は比較的早い時

期の小児によっても否定的に評価され，言語受容

性は顔面受容性より低いという報告すらある。し

かし，通鼻性評価は容貌の同時呈示によって影響

されることから，その評価は客観性に乏しいとい

える。言語の治療満足度は口唇と外鼻変形に次い

で低い。

４．口唇裂・口蓋裂患者の顔面と言語の自己評価

と親の評価およびそれらの心理社会的影響

Van Demark ら１６５）は平均１９歳のCL／CPをも

つ若い成人３９名への質問で，言語よりも顔貌に対

して不安を示す傾向がり，５３％のものが容貌に悩

んでいた。言語については大部分のものが満足し

ているか，ほぼ満足していていたが，６４％のもの

は会話を要する活動に参加しないようであった。

Clifford ら２５）は２２歳以上のCL／CP成人患者９８

名に４５項目のボディ・イメージ（Body Cathexis

Test : BCT, Secord ら）と３０項目の個人的特徴に

ついて５点尺度の評価を求め，身体満足度平均は

３．８２，自己満足度平均は３．６２で比較的高い値を示

した。最も低く評価された項目は歯牙で，次いで

言語，鼻，口唇などが低い値を示した。顔貌につ

いては７５％のものは大変満足，２０％のものはやや

満足，４％のものは不満足であった。

Bjornsson ら１０）は CL（P）成人患者６３名に，�現
在の顔貌満足度，�自己にとっての顔貌重要性，
�他人にとっての顔貌重要性について５点尺度の
評価を求めた。現在の顔貌満足度平均は３．６５と高

く，自己にとっての顔貌重要性得点は２．６２，他人

とっての顔貌重要性得点は３．３７で，顔貌は自分自

身よりも他人にとって一層重要であり，この傾向

はとくに女性で顕著であった。

Strauss ら１４７）は１３～１９歳 のCL／CP患 者１０２名

の顔面と言語の満足度について，自己評価と親の

評価を面接法によって調べた。顔面の自己評価は

大変満足５９．３％，大変または多少不満足２７．５％，

言語の自己評価は大変満足６９．１％，大変または多

少不満足８．１％であり，これら満足度に性差を認

めなかった。親の評価は自己評価と有意差を示さ

ず，一般にCL／CP思春期患者と彼らの親は顔

面と言語に大きな関心をもっていた。

Broder ら１７）は５～１８歳のCL／CP児４９５名の顔

面と言語の満足度を患児と親に求めた。CL（P）児

の５４％は顔面に，CLP・CP児の６２％は言語に大

変満足していた。顔面の満足度に関して女患児と

彼女らの親の評価の間に低い相関を認めた。年長

のCLP・CP児は言語満足度の増大を示したが，

顔面の満足度には年齢差を認めなかった。また，

母親は父親より娘の顔面について，父親は母親よ

り言語について大きな不安を示した。

さらに彼ら１８）は５～１８歳のCL／CP児４３１名と

対照群としての一般歯科患児１２８名の顔貌満足

度，問題解決能力，社会的自立，人気などについ

て質問紙調査を行い，次のごとき結果をえた。目

に見える欠損をもつCL（P）群は目に見える欠損

をもたないCP群や対照群より顔面に大きな不満

足をあらわした。ただ１つの例外は容貌について

大きな自己意識をもつ対照群の思春期少女で，低

い顔貌満足度を示した。CP児の問題解決能力は
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CL（P）児や対照児より有意に低かった。これはと

くに５～９歳の小学校児で顕著であった。また，

CL／CP児は対照児より高い人気と低い社会的自

立の比率を示し，彼らは多くの友だちをもち，友

だちと遊ぶことを好むと報告したが，このような

ことは友だちの低い受容に対する過剰代償である

だろうと考察している。

Noar９４）は１６～２５歳のUCLP患者３２名に自己顔

貌と言語の評価を求め，全般的顔貌について満足

とするもの７１．５％，多少気になるとするもの２８．５％

で，不満足とするものは１名もいなかった。しか

し，破裂に直接関連する部位に不満足を示すもの

が多く，鼻４６．４％，口唇３５．７％，側貌３５．７％，微

笑２５．０％，歯１４．３％，顔の形３．６％に不満足であっ

た。言語に関して不満足とするものは１０．７％，満

足とするもの７８．５％であった。なお，親の評価で

全般的顔貌に不満足とするものが６．７％いたが，

言語について不満足とするものは１名もいなかっ

た。

Ramstad ら１０４）は２０～３５歳のCLP患 者２３３名 に

質問紙調査を行い，２７．８％のものが顔貌について

心配しており，そのうち４０％のものが言語を気に

していた。一方，顔貌について心配していないも

ののうち，言語を気にするものは１５％に過ぎな

かった。なお，顔貌について心配をもつものは不

安と抑うつ傾向を多く示し，友だちをもつことが

少なく，職業選択に影響したとのことである。

Turner ら１６３）は１０，１５，２０歳のCL／CP患者１１２

名と彼らの両親の治療満足度について半構造化面

接法で調査した。両親の８８％，１５歳患者と２０歳患

者の８７％が全般的破裂治療に満足を示し，すべて

の１０歳患者が医師がよい仕事をした方を選んだ。

１０歳群と１５歳群の患者と両親の破裂関連状態（言

語，聴力，歯牙，咬合，鼻，口唇，側貌，呼吸）

の７点尺度の評価は必ずしも一致しないことか

ら，治療計画決定に際して患者と両親の意見が別

個に探求されるべきであると述べている。

三浦１９５）は１３～１８歳のCL／CP児８７名と彼らの

保護者９８名に，患児の治療状態に対する満足度を

質問紙法によって調査し，患児自身の肯定的回答

は全体で３９％であったが，男と比較して女の肯定

的回答が少なかった。保護者の肯定的回答は４９％

で，ほぼ半数を占めた。なお，CP群は肯定的回

答が，CL（P）群で否定的回答が多かった。治療満

足度に対する寄与度の高い要因は，患児では鼻と

唇の形，歯，耳（中耳炎，聴力），言語などであり，

保護者では鼻と唇の形，言語，鼻（鼻づまり，鼻

汁），耳であった。

Starr１４６）は CLP・CPをもつ若い成人患者５７名

に Physical Attractiveness Scale（PAS，Lerner

ら）と Self－Esteem Scale（SES，Simmons ら）の

評価を求め，PASによる身体的魅力性の自己評

価は性，裂型，学校成績に関係しなかったが，年

齢と関連し，若いものほど身体的魅力性が高かっ

た。また，身体的魅力性の評価と SES による自

尊心評価とは有意に相関し，魅力性を高く評価す

るものほど高い自尊心を示した。

Thomas ら１５０）は１０歳，１５歳および２０歳のCL／

CP患者１１１名の自己顔面満足度を７点尺度で，

心理社会的適応性をChildren Experience Ques-

tionnaire（Pertschuk ら）で調べ，さらに患者顔面

の親満足度を求めた。CL（P）患者はCP患者より

顔面に不満足であり，２０歳患者は１０歳および１５歳

患者より顔面について有意に多く満足していた

が，著しく不満足を示す２０歳患者があった。１５歳

患者は親より明らかに大きな不満足を報告した。

また，１０歳および１５歳患者では顔面満足度と心理

社会的適応得点との間に有意な相関がみられたこ

とから，顔面の自己満足度の調査は心理社会的適

応において危険な状態にある患者を明らかにする

ことができると主張した。

Tobiasen ら１６１）は自己，親，同僚の破裂障害評

価の関係と，破裂障害重症度評価と心理的適応と

の関係を明らかにするため，CLP思春期者３１名

と非破裂対照者２０名にFacial Impairment Scale

for Cleft（FISC，Tobiasen ら）によって顔面魅力性

および障害重症度を，Self－Perception Profile for

Adolescents（Harter）によって自尊心を，Multidi-

mensional Personality Questionnaire（Tellegen）

によって陰性および陽性の情緒の自己評価を求め
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るとともに，破裂群の親に子どものFISCと CBCL

の評価を求めた。また，各被験者の写真の顔面魅

力性を５名の思春期の仲間に判定させた。破裂群

ではFISC の自己評価と同僚評価は相関しなかっ

たが，自己評価と親評価は有意に相関した。各被

験者は自己と同僚の魅力性評価の差によって次の

３群に分けられた。Ａ群は自己評価が同僚評価平

均より１SD以上高いもの，Ｂ群は自己評価が同

僚評価平均の上下１SD以内のもの，Ｃ群は自己

評価が同僚評価平均より１SD以下低いものであ

る。破裂群ではＡ群３２％に対し，対照群ではわず

か６％であり，破裂者は自分の容貌を肯定的に評

価する傾向があった。破裂群におけるC群は B

群および対照群より有意に高い自尊心得点，低い

陰性情緒得点，高い陽性情緒得点を示した。ま

た，Ｃ群はＡ＋Ｂ群より親のCBCL評価で明ら

かに高い社会的能力を示したとのことである。

Millard ら８６）は８～１７歳のCLP・CP児６５名につ

いて裂型，顔貌および言語と心理的変数との関係

を調べた。親と教師に患児の Pediatric Behavior

Scale（PBS，Lindgren ら）の評価を求め，患児に

対してRevised Children’s Manifest Anxiety Scale

（RCMAS，Reynolds ら），Reynolds Children De-

pression Scale（RCDS），Reynolds Adolescent De-

pression Scale（RADS）およびSelf－Perception In-

terview Form（SPIF，Richman）を実施した。さ

らに，研究スタッフによって顔貌および言語の６

点尺度評価が行われた。親と教師の PBS 評価に

おいてCP児はUCLP 児および BCLP 児より抑

うつ傾向，不安，言語に関する学習において多く

の問題をもった。患者自身の評価においてUCLP

児は CP児および BCLP 児より RCDS と RADS

で有意に低い抑うつ傾向を示したが，SPIF での

自己知覚とRAMASでの不安には裂型差を認め

なかった。また，UCLP児と BCLP 児の RCMAS

による不安得点と顔面醜形との間ならびにCP児

の不安得点と言語障害との間に有意な正の相関が

みられた。最後に，CLP・CP児は比較的良好な

心理的適応を示すが，いくらの問題が顔貌と言語

に関連するようであると結論している。

Lefebvre ら７４）は CLP を含む頭蓋顔面変形患者

の再建手術前後にHay’s Standard Rating Scale of

Appearance（HSRSA），Piers－Harris Self－Es-

teem Inventory（PHSEI）のテストおよび半構造

化面接を行った。１７５名の術前患者のHSRSAに

よる９点尺度の顔貌評価において先天性疾患患者

は後天性疾患患者より不完全と評価した。親の

HSRSAの結果と比較して患者は親より自己顔貌

を肯定的に評価した。術後には８１％の患者で平均

３点の顔貌評価尺度の改善をみた。また，７７％の

患者でボディ・イメージの改善とそれに伴う自覚

的情緒改善を報告した。７６名の患者においてPHSEI

による自尊心得点が平均ないし平均以上を示すも

のは術前７６％，術後８６％であったが，術前後で有

意差は認められなかった。なお，患者の年齢，手

術を受ける動機，術前の期待などが心理社会的改

善の大きな予測要因であると述べている。

以上のごとく，CL／CP患者の自己顔貌満足度

は性，年齢，裂型によって多少の相違を示すが，

一般に自己の顔貌について満足しているものが多

い。しかし，破裂に関連する外鼻，口唇，歯牙な

どに不満や不安を示すものが少なくない。言語に

ついて不安や不満を示すものは顔貌よりもさらに

少ない。顔貌満足度は自尊心，心理社会的適応，

情緒，抑うつ傾向などに関連するようである。

Ⅳ．幼児期以後の小児患者

ここでの小児患者は，主として小学校入学時か

ら１７～１８歳にいたる児童期，思春期，青年期のも

のである。

１．知能指数

CL／CP児は顎顔面の変形を伴う先天異常であ

り，言語障害や聴力低下によるコミュニケーショ

ンの問題をもち，両親から過保護を受けやすい。

また，顔面の発生には神経堤細胞が関与し，顔面

の先天異常であるCL／CPは中枢神経系との関

連性が推測される。このようなことから，一般に

CL／CP児の知的発達は正常児よりも劣るであろ

うと想像される。

そのため，早くから９，１９３）多くの人々によってCL
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／CP児のIQがSBIT，Wechsler Intelligence Scale

for Children（WISC），WPPSI，Wechsler Adult

Intelligence Scale（WAIS），Homburg－Wechsler

Intelligenztest３８，９３），わが国では鈴木ビネー法およ

び桐原－Goodenough 法１９３），田中ビネー法および

田中Ｂ式１９７）などを用いて検索されており，ほぼ一

定した結果がえられている。すなわち，CL／CP

児の平均 IQは標準値または破裂をもたない同胞

や対照群の平均 IQよりもやや低いが，平均範囲

内にあることが認められている。

WISC やWAIS では言語性 IQ，動作性 IQお

よび全尺度 IQが測定されるが，CL／CP児では

言語性 IQが動作性 IQより低いデータを示すこ

とが多くの人々によって報告されている。それゆ

え，CL／CP児における平均 IQの軽度低下は主

として言語性 IQの低下によるものであると考え

られている。Goodstein４６）は５～１６歳のCL／CP

児１０５名と対照児９５名のWISC 検査において言語

性 IQ，動作性 IQ，全尺度 IQともに CL／CP群

が対照群より有意に低いと報告したが，Lamb

ら６９）は５～１５歳のCLP児２６名と破裂をもたない

同胞２６名の比較で，言語性 IQと全尺度 IQで両

群間に明らかな差を認めたが，動作性 IQでは有

意差を認めなかった。

� IQ の裂型差と性差

CL（P）と CPとは遺伝系統を異にするばかりで

なく，疫学的にも異なり，CL（P）は女より男に，

CPは男より女に多く発生する。多因子遺伝モデ

ルの面から，発生率の低い性は高い性よりも易罹

病性の閾値が高く，発生率の低い性の発病者は奇

形発現に関与する遺伝子を多くもっており，遺伝

発生的に不安定であると解されている１８６）。

Means ら８５）は CL／CPの IQに裂型差や性差

を，Lewis７６）や渡辺１９７）は裂型差を認めなかった

が，Goodstein４６），Estes ら３５），McWilliams ら８３）は

CP群が CL（P）群よりも明らかに低い平均 IQを

示すことを認め，一般にCP群は CL（P）群より

他部異常ないし奇形を伴うことが多いためであろ

うと解されている。

Lambら７０）は５～１６歳 のCL／CP児７３名 の IQ

をWISC を用いて調べ，言語性 IQは男の CL（P）

群より女のCL（P）群で，女のCP群より男のCP

群で，また男のCL（P）群より男のCP群で，女

のCP群より女のCL（P）群で有意に低い値を示

し，低い集団発生率を示す性は高い集団発生率を

示す性より低い言語性 IQを示した。動作性 IQ

は上記４群間に有意差を認めなかったが，全尺度

IQは言語性 IQと同様の傾向を示し，男のCP群

は男のCL（P）群より明らかに低い全尺度 IQを示

した。さらに PPVTを用いて言語理解能力を調

べ，４群間で言語性 IQおよび全尺度 IQの場合

と同様の傾向を認め，女のCL（P）群は男のCL

（P）群より，男のCP群は女のCP群より低いPPVT

得点を示したとのことである。

� IQ と他部奇形存否との関係

CL／CPは他部奇形を伴うことが多く，とくに

CL／CPに関連する症候群や多発奇形は単因子遺

伝，染色体異常あるいは環境的要因によって発生

する１８６）。したがって，このような成因的に異なる

CL／CPは通常の CL／CPと別個に考慮されな

ければならない。

Lewis７６）は４～１６歳のCL／CP児を他部奇形を

有する群と有しない群に分け，前者の群が後者の

群より明らかに低い SBIT の得点を示した。Lamb

ら７０）は他部奇形の発生率は男CL（P）群２４％，女CL

（P）群３３％，男 CP 群５６％，女 CP 群８％で，女

CL（P）群＋男CP群は男 CL（P）群＋女CP群より

他部位奇形発生率が有意に高く，前述の言語性 IQ

および全尺度 IQの場合と同様に，集団発生率の

低い性は高い性より他部奇形を伴うことの多いこ

とを発見した。

McWilliams ら８３）は４～１６歳のUCLP児および

CP児２２６名のWISC またはWPPSI の検査を行

い，言語性 IQ，動作性 IQ，全尺度 IQともに他

部奇形を伴わないUCLP群が最も高い値を示

し，他部奇形を伴わないCP群，他部奇形を伴う

UCLP群と続き，他部奇形を伴うCP群が最低値

を示した。言語性 IQは他部奇形を有しないUCLP

群と他部奇形を有するCP群との間で，動作性 IQ

は他部奇形を有しないUCLP群と他部奇形を有
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するCP群および有しないCP群との間で，全尺

度 IQは他部奇形を有しないUCLP群と他部奇形

を有するUCLP群，他部奇形を有するCP群お

よび有しないCP群との間で有意差を認めた。そ

れゆえ，破裂児における他部奇形の存在は発達遅

滞の危険を暗示し，とくに他部奇形を伴うCP児

は IQ低下の危険があり，他部奇形を有する破裂

児は注意深い監視とカウンセリングを要する。

Golding－Kushner ら４３）は口蓋心顔症候群 velo

－cardio－facial syndrome（VCF）２６名のIQをSBIT

（６歳以下に適用）とWISC（６歳以上に適用），学

力をWide Range Achievement Test（WRAT，Jas-

tak ら），言語機能を PPVTと ITPAを用いて調

べた。言語性 IQと動作性 IQはともに標準値よ

りも低く，年齢の増加に伴って低下する傾向を認

め，６歳以後のWRATの平均得点は標準値の１

SD以下にあった。また，PPVTによる平均語彙

数と ITPAの平均得点は６歳以下では正常範囲

内にあったが，６歳以後ではそれらの低下が認め

られたことから，VCFの早期診断と注意深い経

過観察の必要性を強調した。

� IQ と言語との関係

Estes ら３５）は９～１５歳 のCL／CP児１９１名 に つ

いて SBIT とWISC の検査とともに，７点尺度の

言語評価を行い，言語障害は動作性 IQおよび全

尺度 IQと有意な相関を示したが，言語性 IQと

は相関しなかったことから，これら患児の低下し

た IQ，とくに言語性 IQの低下はコミュニケー

ションの問題だけでは説明することができず，他

の要因も関与するであろう。また，渡辺１９７）は５０名

のCLP・CP患者において，IQと発語明瞭度と

の間に一定の関係を認めなかった。

McWilliams ら８１）は３～１６歳 のCLP・CP児１７０

名を正常音質と正常構音をもつ�群，鼻咽腔閉鎖
機能に関連しない異常構音をもつ�群，鼻咽腔閉
鎖機能に関連する異常構音をもつ�群に分け，各
群における SBIT とWISC による IQを比較し

た。その結果，SBIT による平均 IQは�，�群
の間で明らかな差をみなかったが，�群は�，�
群より有意に低い平均 IQを示した。WISC によ

る全尺度 IQは３群間で有意差を示さなかった

が，SBIT の場合と同様の傾向が認められた。ま

た，�，�群ではWISC の言語性 IQと動作性 IQ
はほぼ同様であったが，�群では言語性 IQが動
作性 IQより低い値を示したとのことである。

� IQ と聴力との関係

CPを有する多くの患児は耳管機能障害によっ

て滲出性中耳炎と，それに起因する聴力消失を伴

う。Means ら８５）および Lewis７６）は，言語周波数で

２０～２５dB以上の聴力消失を示すCL／CP群は非

消失CL／CP群より SBIT による IQが明らかに

劣ることを認めた。

Lambら６９）は CLP 児 のWISC，PPVT，Cohen’s

Perceptional Organization Factor（PO），Cohen’s

Verbal Comprehension Factor（VC）の調査を行

い，２０dB以上の聴力消失群は非消失群よりWISC

の動作性 IQ，PPVTによる受容言語能，POに

よる視知覚運動能などが明らかに劣っていたが，

WISC の言語性 IQと全尺度 IQ，VCによる言語

理解能には両群間で有意差を認めなかった。

Hubbard ら５２）は平均３ヵ月で鼓膜切開とチュー

ブ挿入を行ったCLP・CP児２４名と，平均３０ヵ月

で同様の処置を行ったCLP・CP児２４名の４～１１

歳時に各種検査を行い，前者の早期処置群は後者

の晩期処置群より聴力消失や構音障害が少なかっ

たが，WISC による言語性，動作性および全尺度

IQには両群間に有意差を認めなかったとのこと

である。

� IQ の段階分類の分布

CL／CP児における平均 IQの標準偏差は対照

群や一般集団のそれよりも大きく，変化に富んで

いるといわれている３５，４６，８８）。Goodstein４６）は CL／CP

児におけるWISC 全尺度 IQの段階分類の分布が

対照群および期待百分率と比較して有意に異なる

ことを認めた。IQ段階は１３０以上の最優，１２０～

１２９の優，１１０～１１９の上正常，９０～１０９の平均，８０

～８９の下正常，７０～７９の境界線，６９以下のMR

に分けられる。平均以下の IQを示すものはCL

／CP群では４０％であるのに対し，対照群では

１２．７％，期待百分率は２４．８％であった。一方，平
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均以上の IQを示すものはCL／CP群で１４．３％で

あるのに対し，対照群３６．８％，期待百分率２５％で

あった。

Gabka３８）は１２～１８歳のCL／CP児８３名と対照児

４３名において，平均以下の IQを示すものはCL

／CP群１４．４％，対照群１１．６％，平均 IQを示す

ものCL／CP群７５．３％，対照群７６．７％，平均以

上のIQを示すものCL／CP群１０．３％，対照群１１．６％

であった。

Estes ら３５）は CL／CP児において IQが７９以下

の境界線ないしMRに属するものはWISC 全尺

度得点で１６．７％，SBIT で２１．２％であるのに対

し，WISCの期待率は８．９％，SBITの期待率８．２％

であり，CL／CP児の平均 IQは一般集団の平均

範囲内にあるが，下方端の IQを示すものが多

かった。McWilliams ら８３）は IQ６９以下のMRに属

するものは他部奇形を伴わないUCLP群で

４％，CP群で９％であるのに対し，他部奇形を

伴うUCLP群で１９％，CP群で３９％であり，いず

れも正常分布における２．２％よりはるかに高かっ

た。

Munsonら８８）は１３２名のCL／CP患者中９名６．８％

がMRに属し，期待値よりも高かった。Strauss

ら１４９）は４～１９歳のCL／CP児５５３名中，IQが７０以

下のMRに属するものは５６名１０％であり，アメ

リカの一般集団におけるMR発生率のほぼ１０倍

であった。MR発生率を裂型別にみると，CL群

８．６％，CLP群７．６％，CP群１７．４％で，CP群 が

MRを最も発生しやすかった。また，MRに属す

るもののうち４６．３％は染色体異常，明らかな症候

群または多発奇形であった。なお，MRに属する

CL／CP児は CL／CPをもつ正常学習児より大

きな顔面醜形と言語障害をもっていたと報告して

いる。

以上の報告を総括すると，以下のごとくであ

る。

１）CL／CP児の非言語的知能は正常に分布し

ているが，言語的知能は正常児より軽度に低下し

ている。しかし，一般的知能は著しく低下してい

ない。

２）IQに裂型差があり，CP児の IQは CL（P）

児の IQよりも低い。

３）発生率の低い性の破裂児［女のCL（P），

男のCP］の IQは，発生率の高い性の破裂児

［男のCL（P），女のCP］の IQより低い。

４）他部奇形を伴う破裂児の IQは他部奇形を

伴わない破裂児の IQより低い。

５）言語障害を伴う破裂児の IQは言語障害を

伴わない破裂児の IQより低い傾向がある。

６）聴力消失を伴う破裂児の IQは聴力消失を

伴わない破裂児の IQより低い傾向がある。

７）IQが７９以下の境界線ないしMRに属する

ものの発生頻度は一般集団のそれよりも高い。

要するに，CL／CP児の IQは平均において正

常範囲内にあるが，裂型，疫学的特徴，他部奇形

の存否，言語障害の程度，聴力消失の有無などが

IQに関連するようである。

２．学校成績

Gall ら３９）は CL／CP児１０１名の学校成績をレベ

ル�の普通クラスでよくできるもの（Ａ，Ｂ，Ｃ
の１部），レベル�の普通クラスであまりできな
いもの（Ｃ，Ｄ），レベル�の特殊クラスにいるも
の，または就学不可能なものに分けて調べた。CL

（P）群ではレベル�７３％，レベル�２２％，レベル
�５％，CP群 で は レ ベ ル�４６％，レ ベ ル�
２９％，レベル�２４％で，CP群は CL（P）群に比べ
て成績良好なものが少なく，MRが多かった。ま

た，他部の形態異常を伴わないCL／CP児２７名

中３名１１％が，他部形態異常を伴うCL／CP児

７１名中３５名４７％がレベル�とレベル�に属し，他
部形態異常を伴わない破裂児は正常な学校予後を

もちやすいが，他部形態異常をもつ男のCP児は

成績不良の危険が高いと述べた。

Richman らは CL／CP児の学校成績について

一連の研究を行っている。Richman１０８）は９～１４歳

のCLP・CP児４４名と対照児４４名の Iowa Test of

Basic Skills による平均得点を比較し，CLP・CP

群は対照群より有意に低く，とくに男のCLP・CP

群の得点低下が著しく，男の対照群より１年以上

低い平均得点を示し，女のCLP・CP群でも女の
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対照群より約半年遅れていた。

Richman１０９）は９～１４歳のCLP・CP児８７名につ

いて，顔面醜形が先生の知能評価に及ぼす影響を

調べるため，CLP・CP児の正面写真よって別の

先生に顔面評価を求め，比較的正常顔貌をもつ群

と著しい顔面醜形をもつ群に分け，それぞれの群

における IQ（１１１以上の平均以上群，９０～１１０の平

均群，８９以下の平均以下群）とクラス担任の先生

の知能評価（平均以上の知能，平均知能，平均以

下の知能）の関係を調べた。その結果，正常顔貌

群では IQと先生の知能評価の間に有意な相関を

認めたが，顔面醜形群では IQと先生の知能評価

との間に明らかな相関を認めず，先生は正常顔貌

をもつCLP・CP児の知能を顔面醜形をもつ

CLP・CP児よりも正確に評価し，顔面醜形と平

均以上の IQをもつ CLP・CP児の知能を過小評

価し，顔面醜形と平均以下の IQをもつ CLP・CP

児の知能を過大評価した。

また，彼１１３）は言語性 IQが動作性 IQより１５点

以上低く，しかも動作性 IQが９０以上を示す７～

９歳のCLP・CP児５７名に対して，言語媒介を要

するが，言語受容や表出を要しない，聾児のため

に開発された知能テストであるHNTLAを実施

して偏差知能指数DIQを求め，被験児をDIQが

低い言語性 IQとほぼ等しく，比較的乏しい言語

媒介スキルをもつ一般言語障害群と，DIQが高

い動作性 IQとほぼ等しく，比較的高い言語媒介

スキルをもつ言語表出障害群に分けて学校成績と

認知パターンを比較した。学校成績はWRATで

調べ，一般言語障害群は言語表出障害群より国

語，算数ともに有意に低い得点を示した。認知パ

ターンはWISC と HNTLAの下位テストで調

べ，一般言語障害群は言語表出障害群よりWISC

の類似性とブロック・デザインの２項目で，HNTIA

の絵関連とブロック・パターンの２項目で有意に

低い値を示し，言語欠損をもつ破裂児において必

ずしも同様の認知パターンを示さなかった。ま

た，CLP群では高い言語媒介スキルと適当な学

習能力をもつ言語表出障害群が，言語媒介スキル

欠損と学習障害を示す一般言語障害群より有意に

多かったが，CP群では言語表出障害群が一般言

語障害群より有意に少なかった。

さらに，Richman ら１１７）はWRATで１年以上の

読みの遅れを示すと判定された８～１３歳のCLP

児２４名とCP児２４名の読み変数と神経心理学的学

変数について比較した。読み変数としてWRAT

による単語認知と Standard Reading Inventory

（SRI，McCracken）による読み理解と読み誤りを

調べた。単語認知には両破裂群間に差を認めな

かったが，両群とも標準値よりかなり低い値を示

した。読み理解のレベルはCLP群より CP群で

明らかに低く，読み誤りにおいてCP群は有意に

多くの非音声的誤りを，CLP群で音声的誤りを

示した。神経心理学的変数はいくつかのテスト・

バッテリーによって８項目を調べ，聴覚的記憶３

項目中の単語と文章の得点および言語関連課題３

項目の聴覚関連，単語流暢性，絵関連の得点がCLP

群より CP群で有意に低かったが，視覚的知覚の

Judgment of Line Orientation（JLO，Benton ら）

による視空間知覚と視覚運動ゲシュタルト検査Vis-

ual Motor Gestalt Test（VMGT，Bender）による

視知覚運動能スキルには両群間で差を認めなかっ

た。このような結果から，CLP群と CP群とは

異なるパターンの読み障害を示し，CLP群は主

として末梢性の言語欠損を，CP群は象徴的ない

し中枢性の言語欠損を含み，CP群でより重症の

読み障害を示した。

また，彼ら１１９）は６～１３歳のCLP・CP児１７２名に

SRI の検査を行い，裂型差と年齢差（６～７歳，

８～９歳，１０～１３歳）について調査した。SRI の

単語認知と読み理解を従属変数とした２元配置の

分散分析（年齢×裂型）ではともに年齢が有意の主

影響を示し，年齢の増加とともにいずれの平均得

点も増大した。また，両測定値ともに各年齢群で

CLP群が CP群より大きかったが，両群間で有

意差のみられたのは１０～１３歳群の読み理解のみで

あった。読み理解の得点が８５以下を示す読み障害

発生率は６～７歳群で最も高く，CLP群 で

４９％，CP群で５３％であったが，１０～１３歳のCLP

群では９％に低下し，一般集団と同様になった。
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しかし，CP群では１０～１３歳でも３３％と高く，CP

群では読み障害が長期にわたって残存したと報告

している。

Broder およびRichmanら１９）は６～１８歳CL／CP

児１６８名の学習障害，学校成績，落第率の裂型差

と性差を調べた。学習障害は SBIT とWISC によ

る IQ，California Achievement Test の結果，ク

ラス配置などによって決定し，本障害発生率は男

CP群７９％，女CP群４２％，男女CP群５７％，男CL

（P）群３７％，女CL（P）群４７％，男女CL（P）群４１％

で，男CP群で最も高い発生率を示し，女CP群

との間で有意差がみられたが，CL（P）群では男女

間に有意差を認めなかった。なお，一般集団の学

習障害発生率は１５～２０％であるのに対し，CL／CP

群のそれは４７％であった。標準学校テストが２５％

以下の下方レベルの発生率は男CP群６３％，女CP

群４２％，男女CP群５０％，男CL（P）群４３％，女CL

（P）群５０％，男女CL（P）群４５％であったが，各群

間に有意差はみられなかった。また，落第率は男

CP群３８％，女CP群１９％，男女CP群２７％，男CL

（P）群２４％，女CL（P）群３２％，男女CL（P）群２７％

であり，男CP群は最も高い学習障害，下方学校

成績，落第率を示し，Lambら７０）の IQ 裂型差お

よび性差に類似した傾向を認めた。

Kommers ら６４）は８～１３歳のCLP・CP児１７名の

記述言語スキルを Picture Story Language Test

（Myklebust）を用いて調べ，単語全数，文章毎の

単語数，統辞指数は標準値より低く，記述言語ス

キルが低下していたが，文章全数と抽象的・具体

的関係は標準値に近い値を示した。また，年齢の

高い群は低い群よりすべて５尺度の得点が低く，

増齢に伴って記述言語スキルは低下した。しか

し，WISC の動作性 IQの高い群と低い群の間で

は統辞指数を除いていずれの尺度でも著しい得点

差を示さなかった。

¨Andra ら２）は１年生クラスのCL／CP児と対照

児各６９名の学校成績と社会的行動の評点を比較

し，CL／CP群の成績平均は対照群よりやや低

かったが，CL／CP児は友だちからよく受容さ

れ，先生によって不利益に対応されることはな

かった。また，彼ら３）は CL／CP児２５０名と対照

児２７１名の１年生と４年生の年度末成績評点を比

較し，全体としてCL／CP児の成績低下を認め，

それはCL児より CLP児，とくにBCLP 児で著

明であった。さらに，CL／CP児の成績と母親の

教育水準との関係を調べ，１０年以上の教育を終え

た母親の子どもは，１０年以下の教育水準をもつ母

親の子供どもよりすべての課目でよい成績を示

し，とくに数学で大きな差を示した。なお，体操

と図画の評価は１年生でも４年性でも明らかに悪

く，これは大きな，また小さな運動障害を暗示

し，軽度の脳障害をもつ若年児の場合と同様であ

り，このような障害がCL／CP若年児の成績低

下に関連するであろうと考察した。

要するに，CL／CP児の学校成績は破裂をもた

ない一般児よりやや劣り，裂型差と性差がある。

一般にCP児は CLP児より，CP児では女より男

で，CLP児では男より女で低い学校成績を示す。

また，CP児と CLP児の間で異なる認知パター

ンと読み障害パターンを示す。なお，教師は顔面

醜形をもつCLP児の知能を正確に評価しない傾

向がある。

３．感覚・知覚の機能

Lambら６９）は CLP 群と対照群の間で POによる

視知覚運動能に差をみつけなかった。しかし，聴

力消失をもつCLP群は聴力消失をもたないCLP

群より，また，聴力消失をもつCLP児同胞群は

聴力消失をもたないCLP児同胞群より有意に低

い視知覚運動能値を示したことから，視知覚運動

能の欠損はCLP状態単独の結果ではなく，家族

的，遺伝的異常から生じるものであろうと考え

た。Richman ら１１７）は先に述べたごとく，読み障

害をもつCLP群と CP群の間で JLOによる視空

間知覚とVMGTによる視知覚運動スキルに差の

ないことを認めた。

Brennan ら１４）は７～１１歳のCLP・CP児と対照

児各１４名の視知覚運動能である視覚持続閾値 vis-

ual duration threshold と対象命名潜時（言語反応

時間）object－naming latency を測定して比較し

た。視覚持続閾値は簡単な刺激絵を被験児に５ミ
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リ秒段階で漸次増大させて呈示し，刺激絵を見分

け，命名するまでの時間である。対象命名潜時は

刺激絵を提示し続け，被験児が命名できるまでの

時間である。視覚持続閾値の測定には１２枚の絵が

用いられ，その平均時間は対照群よりCLP・CP

群で明らかに長かった。また，対象命名潜時の測

定には２４枚の絵が用いられ，その平均時間は対照

群よりCLP・CP群が有意に長かったことから，

破裂児は対象の視覚的認知と命名の動作に劣ると

結論した。

Nelson ら９１）は４～８歳のCL／CP児７０名の感

覚統合機能異常の発生率についてSouthern Califor-

nia Sensory Integration Test Battery（SCSITB，

Ayres），Postural Behavioral Rating Scale（PB-

RS，de Quiros ら）および Southern California Pos-

trotary Nystagmus Test（SCPNT，Ayres）を用

いて調べた。SCSITBは１８の下位テストから，PBRS

は１４の尺度から成り，前者の４下位テスト以上，

後者の３尺度以上が正常値平均より１SD以上低

い得点を示す被験児を感覚統合機能異常と判定し

たところ，その発生率は７１％であった。さらに，

CL／CP児における SCSITB の下位尺度得点は

視覚テストの４下位テスト中２テスト，触覚テス

トの６下位テストのすべて，運動テストの６下位

テスト中４テストで正常値より有意に低かった。

また，SCPNTによる回転後眼（球）振テストの平

均得点も正常値より明らかに低かったことなどか

ら，CL／CP児は内耳前庭，触覚，両側統合に関

する感覚統合機能異常を示すやすいと考えられ

る。そのため，患児に対する積極的な治療プログ

ラムの実施と発達調査が必要である。しかし，こ

のような感覚統合機能異常に性差と裂型差を認め

なかった。また，CL／CP児における感覚・知覚

の機能異常が IQや学校成績に関連すると推測さ

れるが，その詳細は明らかでないと述べている。

以上の報告から，CL／CP児は軽度の感覚およ

び知覚の機能異常をもつように思われる。

４．性格

CL／CP児の性格特徴を明らかにしようとし

て，早くから４７，１３０，１９４）多くの人々によって種々の投

影法や質問紙法による性格テストが行われてい

る。

� 投影法テスト

Hackbush４７）は CL／CP児および成人に投影法

性格テストであるRorschach 法を実施し，本症

患者に特有の性格特徴はなく，脳性麻痺や情緒障

害者と同様のRorschach パターンを示す。親が

患児に対してよき理解と大きな寛容をもち，遊び

友だちや学校友だちが親切で，受容的であるよう

に教育されるならば，本症患者は十分に発達し，

統合された幸せな性格をもつ成人に発達するだろ

うと報告した。

Palmerら９６）は４～６歳と１０～１２歳のCL／CP児各

１０名と，同様の年齢群の対照児各１０名に人物画法

Draw－A－Person Test（DAP，Machover ら）と

Draw－A－Face Test（DAF）を実施した。DAP

の得点法はMachover らによる一般基準にしたが

い，顔とくに口についての評価に基づいたが，DAF

は得点化されなかった。若い年齢群と高い年齢群

におけるCL／CP群と対照群の間でDAP得点に

有意差がなかった。また，いずれの年齢群でもCP

群と CL（P）群の間で明らかな差を認めなかった

ことから，CL／CP児が口腔構造に関して正常児

より有意に大きな未解決の感情をもつという仮説

を支持しなかった。

Corah ら２７）は平均７歳のCLP児と対照児各１２

名のSBITによる精神年齢MAとDraw－A－Man

Test（DAM，Goodenough）によるMAを求め，SBIT

によるMAには CLP群と対照群の間で有意差を

認めなかったが，SBITによるMAとGoodenough

によるMAとの差は対照群では有意でなかった

が，CLP群では有意で，CLP群は対照群より低

いGoodenough のMAを示した。この結果はCLP

児がボディ・イメージの歪みや性格変化をもつこ

とを暗示する。

Wirls ら１７１）は７～１４歳のCLP・CP児６８名と破

裂をもたない同胞６４名にDAP，Kahn Test of Sym-

bol Arrangement（KTSA），主題統覚検査Thematic

Apperception Test（TAT，Morgan），Rorschach

Test などの投影法テストを行った。なお，DAP
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では人の絵，反対の性の人の絵，自分自身の絵な

どを描かせ，好む絵と好まぬ絵，絵の大きさや位

置，身体部分の包含ないし抹消，影などによって

性格を判定した。KTSAでは種々の形の対象物

を呈示し，好みの順序に配列させたり，対象物を

愛，憎しみ，良い，悪い，小さい，大きい，死な

どに分類させた。TATは一連の光景画を見せて

物語をつくらせ，また，Rorschach 法はインクの

しみを見せて，その反応について質問し，性格や

心理状態を調べた。しかし，これらのテストにお

いて破裂群と同胞群の間で有意差を示す項目はき

わめて少なく，これら投影法は両群間における性

格差を引き出すほど敏感でなかった。

Tisza ら１５３）は３名の CLP少年に精神科医との

面接，SBIT，VMGTの検査のほか，DAP，House

－Tree－Person Test, Blacky－Picture Test, Ror-

schach Test などの投影法テストを行い，これら

少年の心理行動的特徴として精神運動的動揺，不

安に対する低い耐性，本能的衝動の過剰抑制，敵

意や痛みのある情緒に対する強い防御などを認

め，さらに，対象関係における著明の両面感情と

母親との過剰同一化の傾向を認めたとのことであ

る。

Kasuya ら６３）は７～９歳のCLP・CP児６０名と対

照児１００名に動的家族画法Kinetic Family Drawing

Technique（KFD，Burns ら）を実施した。KFD

法は１枚の紙に何かを行っている自分と家族の絵

を描かせ，自己像と他の人までの距離，絵の大き

さ，絵の動作などによって被験者の心理的評価を

行うものである。CLP・CP児は家族メンバーに

対して不安と恐怖を感じており，家庭を安らかな

場所としてみることが少なく，両親から大きな心

理的距離をもち，家庭での特異な動的関係を知覚

しているようであった。

また，糟谷ら１７８）は CLP・CP児１０７名の発達と情

緒側面を人物画法によって調査し，多くのCL／

CP児は情緒的問題を内求しており，引っ込み思

案で，恥ずかしがりやで，指導性や自信をもって

前進する態度が少なく，世間や他人に向かって手

をさしのべることが困難な傾向にあり，人間関係

の貧困さや情緒面での未成熟さが示唆された。さ

らに，彼ら１８０）は小学校４～６年生のCLP児５３名

に樹木画法（バウムテスト）を行い，従来の健康児

の報告に比べてCLP児に知的な発達遅延や情緒

的問題が存在するようであると報告した。

� 質問紙法テスト

Sidneyら１３０）は２１名のCL／CP児と対照児にCali-

fornia Personality Test や TATのほか，Sociomet-

ric Questuonnaire, Teacher Rating Scale，ヴァ

インランド社会成熟尺度Vineland Social Maturity

Scale（VSMS，Doll）など５つの検査を行い，両群

間になんら有意差を認めず，CL／CPは対照児に

比べて社会的適応において著しく劣らないと報告

した。

Watson１６９）は８～１４歳のCLP少年３４名，慢性の

身体障害（神経的疾患，MR，３０dB以上の聴力消

失者）をもつ少年１９名，対照少年４０名にRogers Per-

sonal Adjustment Inventory（RPAI）の検査を行

い，性格適応について比較した。RPAI では個人

的劣等感，社会的不適応，家族的不適応，白昼

夢，全適応（先の４得点の合計）の５つの尺度得点

がえられるが，３群間でいずれの得点も有意差を

認めなかった。また，CLP少年について顔面醜

形と構音障害の程度を評価し，それら評価とRPAI

の５尺度得点との間に相関を認めず，CLP少年

では顔面醜形と構音障害が性格障害に関連すると

いう説を支持しなかった。

Smith ら１３４）は１０～１１歳のCLP児と対照児各２２

名に６つのGuilford 型テストを行い，２群間の

創造性思考能力の差について調べた。これらの検

査では知的構造モデルの一部因子，すなわち言語

性および非言語性流暢性，柔軟性，独創性，思考

の精密性などが評価され，言語性因子として６

つ，非言語性因子として７つの変数と，それらの

変数から全創造性得点がえられる。２つの言語性

変数と３つの非言語性変数において２群間に有意

差を認め，CLP群は対照群より明らかに低い全

創造性得点を示した。なお，創造的な人は知覚力

に優れ，関連の内部組織から自分自身を評価で

き，抑圧ないし抑制以外の方法で不安を軽減させ
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ることに優れ，しばしばユーモアをあらわし，陽

性の自己概念に関連する自己自律性の傾向を示

す。一方，非創造的な人は創造的な人に反対の特

徴をあらわすといわれていることから，CLP児

は創造的な人の特徴を示すことが少ないと思われ

る。

Harper ら４８）は平均１６歳のCL（P）児５２名と平均

１７歳の整形外科的障害児４６名にミネソタ多面人格

目録MinnesotaMultiphasic Personality Inventory

（MMPI，Hathaway ら）の検査を行って２群間の

性格差を調べた。MMPI では３種の妥当性尺度

（Ｌ，Ｆ，Ｋ）と１０種の臨床尺度（心気症尺度Hs，

抑うつ性尺度Ｄ，ヒステリー性尺度Hy，精神病

質的偏倚性尺度 Pd，性度尺度Mf，偏執性尺度

Pa，精神衰弱性尺度 Pt，精神分裂性尺度 Sc，軽

躁性尺度Ma，社会的向性尺度 Si）の得点がえら

れる。男のCL（P）群は男の整形外科的障害群よ

り Pt と Si で有意に高い得点を，Pd，Mf，Maで

低い得点を示した。また，女のCL（P）群は女の

整形外科的障害群よりＤにおいて明らかに高い得

点を，Sc とMaで低い得点を示したことから，

障害のタイプが思春期者の性格特徴に異なった影

響をもつ。しかし，各尺度のＴ得点（標準換算値）

によるプロフィールで両群とも一次的行動適応が

抑制的であることを示した。また，対人関係にお

いてCL（P）群はより大きな自己不安と沈思的な

自己疑問を示し，整形外科的障害群は対人関係に

おいて孤立的，受容的方向を示し，疎外のより一

般化された感情をもった。

Richman ら１１２）は平均８～９歳のCLP男児２５名

と女児２０名，整形外科的障害（脳性麻痺，脳膜脊

髄瘤，外傷後四肢麻痺など）男児２５名と女児２０名

に非言語的テストであるMissouri Children’s Pic-

ture Series（MCPS，Sines ら）の自己評価を求め

た。このMCPS では２３８コの線画を面白いか，面

白くないかによって群分けすることによって同調

性，性度（男性／女性），成熟度，攻撃性，抑制，

活動レベル，睡眠障害，身体化など８尺度の得点

がえられる。CLP男児は整形外科的障害男児よ

り成熟と抑制の尺度で有意に高い得点を，攻撃

性，活動レベル，身体化の尺度で低い得点を示し

た。CLP女児は整形外科的障害女児より成熟と

抑制で明らかに高い得点を，性度で低い得点を示

した。このような結果から，CLP児と整形外科

的障害児は異なる性格適応パターンをあらわし，

目に見える身体的障害の異なるタイプは性格適応

の変化をもたらす。また，CLP児が男女とも成

熟と抑制において高い得点を示したことから，知

的および運動的に劣らないが，内気，引っ込み思

案的で，社会的抑制を示し，対人関係において多

少の不快感を経験するだろうことを暗示する。

さらに，Richman１１６）は１５～１８歳のCLP児３０名

においてMMPI による客観的性格評価と社会的

適応，顔面醜形および言語障害の自己評価との関

係を調べた。一般に，CLP児は良好な性格適応

を示したが，これらCLP児をすべてのMMPI 尺

度 T得点が正常範囲内にある正常性格適応群

と，１つ以上の臨床尺度のＴ得点が７０以上を示す

異常性格適応群に分けると，前者は１６名，後者は

１４名であり，Ｔ得点が７０以上を示した尺度はＤ，

Pt，Si であった。なお，異常性格適応群は正常

性格適応群より有意に多くの社会的，教育的不満

足を示した。また，最もしばしばＴ得点の上昇を

示した臨床尺度は Si の社会的向性尺度で，言語

障害の不安はこの Si に影響しなかったが，顔面

に不安をもつものは有意に高い Si 得点をもった。

Brantley ら１３）は９～１８歳 のCL／CP児４４名 と

対照児６１名について，Locus of Control Test（L-

CT，Nowicki ら）による統制の位置とRod and

Frame Test（RFT，Witkin ら）による場依存性の

検査を行うとともに，“私が生まれた時”と名付

けられた被験児が知覚した母親の反応（Clliford

ら）について調査し，さらに，National Health Sur-

vey Questionnaire によって学校行動の評価を先

生に求めた。CL／CP児は対照児より LCTにお

いて有意に外的にあり，RFTにおいて場依存的

であった。外的統制者は成功，不成功が運，偶

然，運命，自然や社会などによって支配されると

いう考えが強いものである。RFTは四角形の枠

の中に１本の棒を見せ，その棒を垂直に調整さ
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せ，誤差の大きいものを場依存的，誤差の小さい

ものを場独立的と呼ぶテストで，場依存的な人は

視覚的な枠に規定される傾向が強く，場依存と独

立の差異は人格と深い関係をもつといわれてい

る。また，CL／CP児は対照児より母親の反応を

陰性に知覚し，先生は適応と行動で両群に差をみ

なかったが，CL／CP児は学問的に劣ると評価し

た。さらに，母親に LCTの検査を行うととも

に，“私が生まれた時”と呼ばれる質問紙の回答

を求め，CL／CP児の母親は対照児の母親と LCT

では差をみなかったが，子ども出生時に明らかに

陰性のインパクトをもった。また，母親と子ども

の変数の相関を調べ，外的統制の母親は破裂の存

在にかかわらず，場依存的で，外的統制の子ども

を多くもった。

Wriedt ら１７２）は８～３４歳のCLP患者１３０名にRo-

senzweig による絵画フラストレーション・テス

ト Picture－Frustration－Test（Duhms ら）を

行った。本法は欲求不満を起こすような２４枚の漫

画を被験者に見せ，どんな対応を示すかによって

人格を調べようとするものである。CLP患者は

欲求不満の耐性が低く，ストレスの多い対人関係

を処理できず，論争を避けようとした。また，女

性患者は男性患者より自己主張が困難であり，８

～１７歳の患者は１８～３４歳の患者より強い罪悪感と

自己攻撃傾向を示した。

Jeckel ら５４）は最低１４歳の歯科矯正科のCLP患

者３６名と非破裂患者３１名にFreiburger Pers�n-
lichkeitsinventer の検査を行い，両群間に大きな

差を認めなかった。しかし，尺度１で有意差がみ

られ，CLP患者は非破裂患者より精神身体的障

害が少なく，女のCLP者は尺度１と４で明らか

に低い値を示し，衝動性と自発性が低下してい

た。

木村１８２，１８３）は口唇裂再形成術前の１５～２０歳のCL

（P）患者男女各１００名と，非破裂対照者男女各２５０

名に谷田部・ギルフォード性格検査（YG），Cornel

Medical Index（CMI，深町），エゴグラムEgogram

（十河），SDM，不安尺度Manifest Anxiety Scale

（MAS）などの検査を実施して比較し，次のごと

き結果をえた。

１）YGの５類型中，患者群は男女とも対照群

に比べて情緒安定積極型のＤ型が少なく，男では

情緒不安定積極型のＢ型が，女では情緒不安定消

極型のＥ型が多く認められた。１２尺度のプロ

フィールにおいて患者群は対照群より男女とも情

緒不安定，社会不適応，向性非活動性の側への傾

斜を示した。

２）CMI における４つの領域で，患者群は対

照群と比較して神経症傾向の強い�，�領域がや
や多かった。

３）自我状態を調べるエゴグラムにおける５項

目によるパターン分類で，男患者群はＭ型を示

し，秩序組織力が低く，やや協調性に欠け，思い

やりの心が強いが，自己中心性が高い。一方，女

患者群では台形型を示し，周囲への批判を外部に

発散しにくく，内面にフラストレーションをため

やすく，逆に黙々と周囲に尽くす行動を取りやす

いと考えられた。

４）１６の形容詞対から成る質問紙によって社会

活動性，魅力性，道徳性の３次元が抽出されるSDM

において，患者群は対照群より男女とも社会活動

性と魅力性が劣っていると自己認知していた。

５）MASでは患者群は男女とも対照群より安

定群が有意に少なく，不安定群が多く，様々な面

に不安を抱いていた。

以上のごとく，CL／CP児の性格特性を明らか

にしようとする研究が多くの人々によって行われ

ているが，必ずしも一定した結果がえられていな

い。それは主として採用された検査法の差による

ものと考えられる。一般にCL／CP患者に特有

の性格はないといわれているが，内気で，対人関

係において抑制的で，情緒的問題をもつCL／CP

児が多いようである。

� 親の性格と親子関係

Goodstein４４）は親子関係が子どもの発達と後の

適応に決定的な影響を与えると考えられることか

ら，乳児期から１６歳までのCL／CP児をもつ母

親１７０名と父親１５７名のMMPI による性格調査を

行い，身体的正常児をもつ父母各１００名のデータ
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と比較したところ，CL／CP児の両親と正常児の

両親の間で有意差の認められた尺度は妥当性尺度

のＬとＫ，臨床尺度の Pd，Sc，Si のみであり，

しかもそれらの差は小さく，本研究でみられた最

も重要な所見は２群間で大きな差のないことで

あった。さらに，Goodstein４５）は前述の CL／CP

児両親のMMPI 評価と子どもの年齢，裂型，両

親面接による子どもの９段階の社会適応性評価，

両親の子どもを扱う能力評価などとの関係を調

べ，両親のMMPI による性格適応が子どもの裂

型や社会的適応，両親の子どもを扱う能力に関係

しないことをみつけた。ただし，若い子どもをも

つ両親は年とった子どもをもつ両親より低い性格

適応を示したとのことである。

藤野ら１９４）はCL／CP患者２９名と両親８４名にMMPI

の調査を行い，患者，両親とも臨床尺度のＤが最

も高く，次いで Pt または Si が高い値を示した。

越後ら１７６）は CL／CP児をもつ母親１０２名にYGテ

ストを行うとともに，患児に対する悩みについて

アンケート調査を実施し，YGの５類型において

Ｂ型（情緒不安定社会不適応積極型）とＣ型（情緒

安定社会適応消極型）が多くみられ，Ｅ型（情緒不

安定消極型）が少なかった。患児の審美性に悩み

をもつ母親はＣ型（安定消極型）が最も多く，患児

の言語のみに悩みをもつ母親はＡ型（平均型）が多

かったとのことである。

深野ら１９２）は未手術 CL／CP児をもつ母親９４名

にCMI テストを行い，本テスト４領域の分布は

正常者のそれと同様であり，神経症に陥るほどの

影響を受けていなかった。しかし，精神項目の分

析でイライラして怒りやすく，周囲の環境に不適

応で，過敏状態にあった。さらに，大岩ら１７７）は CL

／CP児を出産した母親８０名にCMI と YGのテス

トを行い，CMI による４領域とYGによる５類

型の分布は一般集団の分布に類似していた。しか

し，CMI で神経症傾向の高い�，�領域に，ま
たYGで社会的不適応を示すＢ，Ｅ型に属するも

のが４名みられ，このようなものには特別の対応

と指導が必要であったと報告している。

三浦１９５）は１３～１８歳のCL／CP児８７名と彼らの

保護者に患児の心理状態に関するアンケート調査

を行い，５者択一方式による回答を求めた。この

調査における患児の性格について，本人の報告で

は外向性，明朗性，従順性，気性で肯定的回答が

多く，統率力で否定的回答が多かった。一方，保

護者では外向性，明瞭性，従順性で肯定的回答が

多く，依頼心，統率力，気性で否定的回答が多

く，本人と保護者の間で，従順性と気性に有意差

があった。さらに，親子関係についての調査にお

いて，親に対する子どもの態度として患児，保護

者ともに従順性，依存性，対話で肯定的回答が多

く，批判性で否定的回答が多く，患児と保護者の

間で従順性，対話，批判性で有意差を認めた。ま

た，子どもに対する親の態度として患児，保護者

とも自由尊重度，理解度，干渉度の肯定的回答が

多く，理解度で両者間に明らかな差をみた。

糟谷ら１７９）は両親の養育態度が子どもの自律性や

自主性の発達，情緒や人格形成などに影響するこ

とから，小学校１，２，３年生のCLP・CP児の

両親１７０名と健常児の両親４９０名に，親子関係につ

いて１８０項目にわたるアンケート調査を行い，

CLP・CP児の両親は子どもを年齢より幼く扱

い，親が子供どもの代わりにどんなことでもして

しまう行動や態度が多く，子どもの発達に応じた

自律性や自主性を促す態度が少なく，子どもの行

動を批判し否定する傾向にあった。しかし，両親

間における子どもに対する養育態度には同一方向

性の姿勢が少なかった。

山崎ら１９６）は CL／CP児の母親の育児態度と患

児の自律性の関連性についてアンケート調査を行

い，CL／CP児の母親と健常児の母親の育児態度

には差異を認めなかったが，母親の神経質傾向の

高いものほど，また社会的外向性の低いものほ

ど，患児の自律性行動の劣ることが示唆されたの

で，乳幼児期の発達早期から母親の育児態度を査

定し，育児のあり方について助言することが大切

であると報告している。

平井１９０）は CL／CPをもつ子どもに対して不憫

に感じる母親は過保護的な養育態度をとり，戸外

の生活を制限し，子どもの社会的経験を少なくす
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る。母親の不安は子どもに投影され，子どもの人

格形成に悪影響を与え，子どもは消極的になり，

情緒発達の遅延をきたす。子どもに対して嫌悪感

をもつ母親は養育に熱意を示さず，子どもを放置

し，子どもは攻撃的，情緒不安定になると記して

いる。

５．自己認知と自己概念

Clifford２１）は言語治療のための夏期キャンプ中

の８～１７歳のCLP・CP児２０名について，本疾患

概念に関連する内包的意味を SDMによって調査

し，CLP・CP児の認知構造を追求した。その結

果，CPは CLP よりやや肯定的に，CLPと CP

は喘息，四肢切断，肢体不自由より肯定的に評価

され，頭痛の概念に近かった。口，鼻，顔の概念

はそれらから離れた身体部分より，力量，評価，

活動性ともに小さい得点を示し，否定的に評価さ

れた。さらに，Clifford２２）は先に報告したCLP・CP

児２０名と新たなCLP・CP児１６名，１０～１６歳の喘

息症状保持児２５名と本症状消失児２５名の SDMに

よる意味微分差Ｄ得点（自分についての概念と他

の選択された概念との距離）を求めて比較した。

CLP・CP児の２群は同様に健康，各種疾患，死

の概念の中で比較的低いＤ得点を示し，CLP・CP

の概念を比較的軽く位置づけた。喘息児の２群で

は喘息に対するＤ得点の差が大きく，喘息症状消

失児は保持児より高いＤ得点を示した。CLP・CP

児の CL／CPに対するＤ得点は喘息症状消失児

の喘息に対するＤ得点よりかなり低く，喘息症状

保持児のそれに類似した得点を示した。さらに，

もし被験児がCLP・CPないし喘息をもたなかっ

たならば，どのような変化を示すだろうか，とい

うことについて質問を行ったところ，よい方向へ

の変化は喘息児よりCLP・CP児で明らかに少な

かった。また，被験児が生まれた時の両親の反応

について被験児に質問したところ，CLP・CP児

は喘息児より両親の受容が有意に少ないと知覚し

ていた。このような結果から，症状の発生時期や

目に見える，または見えない障害は患児の自己認

知に異なる影響をもつと主張した。

自分が自分自身をどんなふうに感じ，考えてい

るかということについての概念的ゲシュタルトで

ある自己概念は，性格の発達や社会的適応に深く

関与し，良き自己概念をもつことの重要性が広く

認められている。容貌ないし魅力性は自己概念の

重要な要素であり，CL／CP児は非魅力的顔貌に

加えて，しばしば言語障害をもち，それらは否定

的な対人関係をきたし，否定的な自己概念をもた

らすと想像される。

Kapp５７）は１１～１３歳のCL／CP児と対照児各３４

名にPiers－Harris Children’s Self－Concept Scale

（PHCSC）の評価を求めて比較した。PHCSC では

全般的自己概念値のほか，因子分析による６つの

クラスター因子の得点がえられる。CL／CP児と

対照児の間で全般的自己概念とクラスター因子の

行動，人気，身体的特性・容貌の得点に有意差を

認めなかったが，クラスター因子の幸福・満足，

不安，知的・学校状態の得点において差がみられ

た。一般にCL／CP児は容貌について大きな不

満足を示し，とくにCL／CP少女は大きな不

安，学校での不成績，不幸と不満を示し，身体的

障害の徴候によって大きく影響されることを暗示

した。しかし，CL／CP児の自己概念に裂型差を

認めなかった。

Jones５６）は８～１８歳のCLP児と対照児各５０名に

PHCSC を実施して比較した。CLP児は対照児よ

り全般的自己概念と５つのクラスター因子すなわ

ち学校状態，行動，身体的特性と容貌，人気，幸

福と満足において有意に低い得点を示し，否定的

な自己概念を報告した。また，男のCLP児は男

の対照児より人気が少ないと感じ，女のCLP児

は女の対照児より大きな不安を報告した。さら

に，親に対して子どもと家族や友だちとの関係お

よび学校での進歩についての質問紙調査を行い，

両群の親は社会的相互作用を肯定的に評価した

が，CLP児の親は子どもの顔貌によるからかい

の多いことと，顔貌による学校進歩への大きな影

響を報告した。

Leonard ら７５）は８～１８歳 のCL／CP児１０５名 の

郵送によってえられた PHCSC による自己概念の

得点に対する性と年齢の影響を探求した。大部分

高橋：口唇裂・口蓋裂患者の心理社会的研究に関する文献の展望６０６

― 42 ―



の患児（９８％）は平均ないし平均以上の全般的自己

概念得点を示した。年齢的に８～１１歳の若年者群

と１２～１８歳の思春期者群に分けると，女性では思

春期者群が若年者群より低い，すなわち否定的な

全般的自己概念値を示すのに対して，男性では思

春期者群が若年者群より高い，すなわち肯定的な

全般的自己概念値を示した。クラスター因子のう

ち，人気の得点は性と年齢による４群のすべてに

おいて正常集団より低い平均値を示し，不安と幸

福・満足の得点が男性より女性で低かったことか

ら，とくに思春期少女に対する心理的介入の必要

性を強調した。

Lefebvre ら７４）は CLP を含む頭蓋顔面変形をも

つ再建手術前の患者７６名と術後患者３５名にPHCSC

の検査を行い，平均以下の自己概念値を示すもの

は術前群１８名，術後群５名であったが，両群間に

有意差を認めなかった。最も低い得点を示したも

のは先天性疾患よりも腫瘍，火傷，外傷などによ

る晩期発症患者に多かった。

Starr１４３）は１０歳代のCL／CP児７２名と対照児４８

名における SES，Missouri Children’s Behavior

Checklist（MCBC，Sines ら），Attitude Toward

Clefting Scale（ATCS，Starr ら）などの測定値を

比較するとともに，それらの間の関係を調べた。

SES による自尊心の測定値はCL／CP児と対照

児の間で有意差を認めなかったが，この自尊値は

ATCS の破裂に対する態度と明らかに相関し，

自尊心の高いものほど破裂に対して好ましい態度

をとった。また，破裂に対して好ましい態度をと

る群は，好ましくない態度をとる群よりMCBC

における攻撃性，活動レベル，身体化，睡眠障害

などで低い得点を示したが，社会性と抑制ではこ

れら２群間で差がなかった。

Brantley ら１２）は１０～１８歳 のCL／CP児５１名，肥

満児２０名，正常児１００名における自己概念，認知

スタイルと構造，ボディ・イメージなどの各種測

定値の判別関数分析を行った。自己概念の測定に

は Self－Description and Self－Rating Scale（Clif-

fod ら），When I Was Born Test（Cliffod ら），Self

－Satisfaction Scale（Secord ら），Self－Inclusion

Test（Prelinger）などを用いた。認知スタイルの

測定にはCategory Width Test（Wallach ら），Ma-

tching Familiar Figures（Kagan），Tilting Chair

Experiment（Witkin ら）などを，認知構造の測定

にはPPVT，基本的精神能力PrimaryMental Abili-

ties（Thurston ら），WISC な ど を 用 い た。ボ

ディ・イメージでは知覚された身体的歪みに対す

る抵抗，目に見える身体的部分に対する反応，身

長と体重の評価，標準との身体的比較，自己と理

想的自己との比較，身体的問題の障害などが調べ

られた。本研究では認知変数は３群間を有効に判

別しなかった。ボディ・イメージの変数はCL／

CP児群と正常児群の間で異ならなかったが，肥

満児群を他の２群と識別した。自己概念の変数は

CL／CP児群を正常児群や肥満児群から識別し，

CL／CP児は正常児より高い自尊心と両親の低い

受容性を知覚していた。

Kapp－Simon５８）は５～９歳のCL／CP児５０名と対

照児１７２名に Primary Self－Concept Inventory

（PSCI，Muller ら）の調査を実施した。PSCI では

全自己概念値のほか，３つの領域得点（個人的自

己，社会的自己，知的自己）と６つの因子得点（身

体的大きさ，情緒的状態，友だちの受容，有用

性，成功，学校行動）がえられる。全自己概念値

が５０以下，領域粗点が４以下，因子粗点が２以下

の場合には好ましくない，低い自己概念と考えら

れる。CL／CP群は全自己概念，社会的自己領域，

情緒的状態因子で低い得点を示す百分率が対照群

より有意に高く，このようなCL／CPをもつ小

学校児における乏しい自己概念は，顔貌や言語に

ついての不安や両親の異なった対応に関連するだ

ろうとした。

Broder ら１６）は６～９歳のCL／CP児４０名と対

照児１８名に PSCI の検査を行って比較するととも

に，裂型差について調査した。CL／CP群は対照

群より全自己概念，個人的および社会的自己の領

域で対照群より明らかに低い値を示した。CL群

と CP群の間にはいずれの領域でも差が認められ

なかったが，CLP群は全自己概念と社会的およ

び知的自己の領域でCL群およびCP群より低い
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得点を示した。このような結果から，早くも初期

の小学校児において顔面欠損，とくに目に見える

欠損が自己概念に負のインパクトをもつ。した

がって，学校職員はCL／CP児における心理的

ストレス因子の早期評価が必要であると主張し

た。

以上のごとく，CL／CP児と対照児における自

己概念値に有意差を認めるものと認めないものと

があり，一定した結果がえられていない。しか

し，CL／CP児の自己概念には性差，年齢差，裂

型差が存在するようである。一般にCL／CP児

は本奇形を他疾患より軽く自己認知し，比較的高

い自尊心をもつようである。

６．社会的適応

� 面接法とアンケート調査

Spriestersbach１４１）は CL／CP児両親と患児への

構造化された質問による面接法での心理社会的側

面の包括的研究法を開発した。質問は出生歴，身

体的発達，病歴，言語歴，社会歴，家族歴，訓練

歴，結婚関係，社会的家庭環境，聴力問題などを

含み，母親への質問は７１５，父親への質問は４５０で

あった。また，１０歳以上の患児への質問は８６で

あった。被験者はCL／CP児をもつ家族と破裂

児をもたない対照家族各１７０組であった。社会性

に関する母親への質問で，夜泣きをしたとするも

のはCL群２０％，CLP群１７％，CP群４３％，対照

群１６％であった。患児の可愛さについて平均的と

するものはCL群５０％，CLP群６１％，CP群６２％，

対照群３９％であった。患児への質問において学校

で先生の質問に対して手を滅多に上げないとする

もの対照群１０％，CL／CP群３１％で，決して手を

上げないとするものは対照群では全くなかった

が，CL／CP群で２％あった。家庭でからかわれ

たことがあるかという質問に「はい」と答えたも

のは対照群６４％，CL／CP群２７％であった。ま

た，学校で友だちを如何に好むかという質問に大

変好むと答えたものは対照群６０％，CL／CP群１８％

であった。

Gluck ら４２）は CL／CP児５０名と小児指導クリ

ニックに紹介された小児２９名の行動，症状，家族

や臨床スタッフなどによって報告された苦情など

の心理的適応問題をケース記録から比較した。CL

／CP児は内気で，夜尿症を多くもち，小児指導

クリニック児は先生，親，同胞に対して戦闘的

で，乏しい注意力，無意識運動，低下した学校成

績，非難に対する敏感性を多くもち，両群ともに

心理的不適応問題を多くもったが，同様な像を示

さなかった。また，夜尿症をもつ子どもはもたな

い子どもより，言語障害をもつ子どもはもたない

子どもより多くの症状を示した。

Schweckendiek ら１２６）は７～１４歳のCL／CP児２００

名の社会的行動に関して親と先生への質問紙に

よって調査した。乏しい社会的接触を示すとされ

たものは親で９％，先生で１１％，一人遊びを好む

ものは親で１９％，先生で８％であった。顔貌でか

らかわれたり，あざけられたりされたことのある

ものは親で２０％，先生で４％，言語でからかわれ

たり，あざけられたりされたことのあるものは親

で２２％，先生で２％であった。

McWilliams ら８１）は CLP・CP児の２８項目の行動

的特徴について母親に問診し，正常音質と正常構

音をもつ�群より鼻咽腔閉鎖機能に関連しない構
音異常をもつ�群で有意に多くの行動的症状を示
し，鼻咽腔閉鎖機能に関連する構音異常をもつ�
群は�群とほぼ同数の行動的症状を示した。な
お，比較的多くみられた行動的症状は神経質，興

奮，悪い気質，不安定，寝小便，訓練困難，恐怖

感，不機嫌，孤独性，爪かみなどであった。

Simonds ら１３１）は６～１８歳のCLP・CP児と対照

児各４０名の小児精神科医による行動と情動反応に

関する半構造化面接結果と，１２０項目にわたる行

動的・情動的症状調査表の母親記録を分析した。

患児面接による精神科的診断や対人的および非対

人的葛藤の発生頻度は，CLP・CP群と対照群の

間で有意差を示さなかったが，母親評価で過度の

依存性と内気，寝小便が対照群よりCLP・CP群

で多く，懲罰ないし矯正に対する憤慨と自己につ

いての否定的な会話や他人非難はCLP・CP群よ

り対照群で多かった。精神科診断は男のCLP群

より女のCLP群で，女のCP群より男のCP群
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で有意に多かった。また，他部奇形は男CP群で

多くみられ，他部奇形を有するCLP・CP児はそ

れを有しないものより精神科診断と対人的葛藤を

多くもった。さらに，精神科診断や葛藤をもつも

のは構音障害をもつことが多かったが，鼻咽腔閉

鎖機能不全や聴力消失とは関連しなかった。

Bernstein ら７）は思春期のCL／CP児６０名の面

接と観察から，これら患児における情緒的，社会

的問題をきたす最も重要な要因は手術による口唇

瘢痕であるが，言語障害，聴力消失，親の罪悪感

や不安な感情，延長する医師との接触なども関連

する。これらの要因は満足な自己イメージと個性

の発達を遅らせ，目に見える欠損をもつ子どもは

人々がそれに反応するため，正常児と異なった社

会的環境で成熟しなければならず，ジェスチャー

や顔面表情に乏しく，自己価値と自尊心をもつこ

とに大いにもがき苦しむと述べている。

Mitchell ら８７）は CL／CPをもつ学童の行動と学

校成績について学校職員に質問紙を郵送して１０７

の回答をえた。CL／CP児が多くもつ困難は言語

障害と社会的問題で，学問的能力は問題とならな

いが，一般に低かった。社会的適応は低く，比較

的多い適応問題は友だちの少ないこと，乏しい自

己イメージ，内気，コミュニケーションなどで

あった。なお，学校職員はCL／CP児の経験が

少ないことから，彼らへの多くの情報提供の必要

性を強調した。

Jeckel ら５４）は１４歳以後のCLP患児の社会的関

係について，患児と彼らの親への質問紙によって

調査し，同胞より優遇されているとするものは患

児で５．６％，親で１６．７％であった。また，友だち

関係で不利であったとするもの患児で１３．８％，親

で１６．７％，一般社会関係で不利であったとするも

の患児で１６．７％，親で３７．５％であった。なお，職

業関係で不利とするものは患児で８．３％，親で１２．５％

であった。

Turner ら１６３）は CL／CP患者の半構造化面接に

おいて１５歳と２０歳のCL／CP患者５２名のうち７３％

のものが自信に対する破裂の影響を認め，低い自

信をもつと自覚していたものは２２名の２０歳患者で

９１％，６０名の１０歳患者で５％であった。１５歳と２０

歳のすべての患者は知らない人と会話を始める

時，問題を経験した。また，６０％のCL／CP患

者は顔貌と言語についてからかわれた経験をもっ

た。からかわれた時期には大きな変化があった

が，最も早いものは５歳時であった。

Kapp－Simon ら６１）は思春期の頭蓋顔面異常児

１３名（CLP児５名を含む）と対照児１２名の自然環

境での社会的行動の差を調べた。観察者は被験児

を知らない大学院生で，学校のランチルームでの

行動を４５分間観察した。対照群は頭蓋顔面異常群

より明らかに多くの友だちと長い会話をもった。

また，対照群は友だちから接触されることが多

く，適切に反応された。頭蓋顔面異常群は関係の

ないコメントを発しがちで，しばしばグループの

周辺におり，会話参加者よりもむしろ観察者であ

り，対照児と異なったパターンの社会的相互作用

を示した。

Bressmann ら１５）は１０～１６歳 のCL（P）児７３名 と

対照児４５名の生活の質 Lebensqualität（QOL）をBull-

ingerらの質問紙によって調査し，QOLの全得点

平均はCLP群７２．５％，対照群７４．５％，標準値７８．９％

であった。また，１７～５３歳のCL（P）患者３７名，

両親３１０名，一般学生３７５名のQOLをWare らの

質問紙によって調査し，QOLの平均得点はCL

（P）群８５％，両親群７８％，学生群７９％であり，CL

（P）患者は小児，成人ともにQOLが良好で，高

い社会的機能を示すと報告している。

三浦１９５）は CL／CP児の社会生活および家庭生

活に関する患児と保護者への質問紙調査で，学校

生活全般に対する満足度に肯定的回答をしたもの

は患児で５２％，保護者で６２％であった。家庭生活

全般に対する満足度に肯定的回答をしたものは患

児で４９％，保護者で５４％であった。学校生活の満

足度に対して寄与率の高い要因は患児，保護者と

も友人関係の良否，学校生活の楽しさ，親友の有

無，クラブ活動などであった。また，家庭生活の

満足度に対して寄与率の高い要因は患児自身では

自由尊重度，親密度，不干渉，理解度であり，保

護者では理解度，親密度，不干渉，対話であっ
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た。さらに，将来の社会生活に関して，１０％の患

児が進学，就職，結婚，遺伝についてそれぞれ不

安をもっていた。なお，保護者の結婚および遺伝

の不安率は患児のそれよりも高かった。

� 社会的行動テスト

Goodstein４６）は CL／CP児と対照児のVSMSに

よる社会的成熟度の差を調べた。本テストは社会

的自立に必要な社会的生活能力の発達程度を測定

するための尺度で，一般的自立，食事の自立，着

衣の自立，作業能力，意志の交換，移動能力，集

団参加能力，自己指南力の８領域から構成され，

IQと同様に社会指数 social quotient（SQ）が求め

られ，生活年齢に応じた社会成熟能の程度が判定

される。CL／CP群は対照群より有意に低い SQ

を示したが，IQ低下のごとく著明でなかった。SQ

の低下は年齢の低い群で大きかったが，これは不

安をもつ親の過保護によりものであろうと推測し

た。

しかし，Estes ら３５）は CL／CP群と対照群の間

でVSMSによる平均 SQに有意差を認めなかっ

た。CL群が最も高い SQを示し，CLP群がこれ

に次ぎ，CP群が最も低い値を示したが，いずれ

の群でも１００以上の平均 SQであった。McWilliams

ら８３）は他部異常を伴わないUCLP群と CP群の平

均 SQは正常範囲内にあったが，他部異常を伴わ

ないUCLP群は他部異常を伴うUCLP群および

CP群より，他部異常を伴わないCP群は他部異

常を伴うCP群より有意に高い SQを示した。ま

た，Hubbart ら５２）は早期に鼓膜切開とチューブ挿

入を行ったCLP・CP群と，晩期にこれら処置を

行ったCLP・CP群における平均 SQはいずれも

正常範囲内にあったと報告している。

Richman らは Behavior Problem Checklist（BP-

C，Quay ら）を用いてCLP・CP児の行動的特徴

について一連の検索を行っている。BPCでは外

在化行動ないし衝動の過度表現を意味する行動障

害と，内在化行動ないし衝動の過度抑制を意味す

る性格障害の独立した２つの側面が調べられる。

Richman１０８）は CLP・CP児と対照児の先生による

BPC評価を比較した。CLP・CP群は対照群より

有意に高い性格障害の得点を示し，衝動に対して

過度抑制的であった。行動障害は両群間で差を認

めなかったが，両群とも少年は少女より大きな行

動障害の得点を示し，外在化問題行動が多かっ

た。このようなCLP・CP児における過度の衝動

抑制は低い学校成績や少ない自信と自尊を暗示す

る。

また，彼１０９）は CLP・CP児を正常顔貌をもつ群

と顔面醜形をもつ群に分け，先生によるBPC評

価を比較し，行動障害，性格障害ともに両群間に

差を認めなかったが，性格障害の得点は行動障害

の得点よりも両群ともに高く，衝動ないし感情の

抑制，すなわち内在化問題行動の多い傾向を認め

た。さらに，彼ら１１１）は７～１２歳のCLP・CP児１０２

名の両親と先生のBPC評価を比較し，男患児の

行動障害の得点は先生より両親の評価で有意に高

かったが，女患児の行動障害得点には両親と先生

の評価の間で差をみなかった。性格問題得点は男

女患児とも両親より先生の評価が明らかにに高

く，先生は教室において患児が大きく抑制されて

いるとみた。なお，父と母のBPC評価には有意

差を認めなかった。

Harper およびRichman４９）は１０～１８歳のCL／CP

児と脳性麻痺児各６２名の先生によるBPC評価を

比較した。CL／CP児は顔面醜形軽度群と重度群

に，脳性麻痺児は身体障害軽度群と重度群に分け

た。CL／CP群は脳性麻痺群より高い行動問題得

点を，軽度群はCL／CP群，脳性麻痺群ともに

重度群より高い性格問題得点を示した。このよう

な結果から，障害のタイプと程度が異なった様式

の行動表現に影響すると主張した。

Richman ら１１８）は１４～１７歳のCLP児３６名を，BPC

親評価の行動障害と性格障害の得点が正常児平均

の１SD以内にある良き適応群（１９名）と，正常児

平均より１SD以上大きい悪い適応群（１７名）に分

け，両群におけるBPC親評価と自己評価の差お

よび顔貌の７点尺度の先生と自己の評価の差を比

較検討した。その結果，良き適応群ではBPCに

よる行動障害と性格障害の親と自己の評価得点の

間，顔貌の先生と自己の評価得点の間に有意差を
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認めなかった。一方，悪い適応群では行動障害の

親と自己の評価の間には差をみなかったが，性格

障害の親と自己の評価および顔貌の先生と自己の

評価の間には有意差を認め，適応の悪い群は顔貌

の非現実的知覚をもち，自分の行動を親より社会

的に受容されていると知覚していた。

また，彼ら１２０）は CLP・CP児４４名の４歳から１２

歳までの８年間における先生によるBPC評価を

縦断的に調査した。BPCによる性格障害ないし

内在化問題と行動障害ないし外在化問題はともに

裂型差を認めなかった。各年齢群を通じての性格

尺度の分散分析は少年では有意の影響を示さな

かったが，少女では有意の影響を認め，４～６歳

群より８～１２歳群で多くの内在化行動を示し，年

齢の増加とともに社会的抑制が増大した。行動尺

度は少年，少女ともに有意の年齢的影響を認め

た。少年では６～７歳群が１１～１２歳群より多くの

外在化問題を示すのに対し，少女では若い年齢群

より１１～１２歳群で多くの外在化問題を示した。９

歳児において言語，顔面醜形，聴力の状態とBPC

評価および学校成績との関係を調べ，ただ１つの

相関が言語障害と性格尺度の間でみられ，重症の

言語障害を示すものは低い内在化行動の得点を示

した。

さらに，Richman１２１）はCLP・CP児６５名の６，９，１２

歳時にBPC評価を親に求め，クリニックにおけ

る SBIT とWISC による IQ，５点尺度の顔貌評

価および７点尺度の言語評価との関係を調べた。

その結果，低い IQをもつ１２歳男児は外在化行動

を最も多く示し，高い IQをもつ９歳と１２歳の女

児は内在化行動を示しがちであった。言語と顔面

の評価と外在化行動との間には相関を認めなかっ

たが，言語障害の少ない９歳の患児と大きな顔面

醜形をもつ１２歳の患児は高いレベルの内在化行動

を示した。

なお，彼１１０）は母親の養育行動が子どもの行動パ

ターンに影響すると考えられることから，平均１４

歳のCLP・CP児，脳性麻痺児，対照児各６８名に

自分の母親の養育行動をParental Behavior Inven-

try（Burger）によって評価させた。本テストでは

因子�（受容／拒否），因子�（心理的抑制／心理
的自律），因子�（きつい抑制／ゆるやかな抑制）
の行動パターンの得点がえられる。因子�と�で
は３群間に差をみなかったが，因子�では男の
CLP・CP児は他のすべての群より母親が大きな

心理的抑制ないしでしゃばりをすると知覚してお

り，母親の依存的養育を容認しなかった。一方，

女のCLP・CP児と脳性麻痺児はこのような母親

の反応ないし養育を容認し，歓迎するようであっ

た。

Schneiderman ら１２５）は５８名のCLP児の BPC評

価を両親と先生に求め，行動問題，性格問題，不

適当・未成熟，社会化非行など４つの面について

調べた。両親のBPC平均得点は加齢にともなっ

て高くなり，父と母の間に差をみなかったが，先

生の小学校児と中学校児の評価得点はほぼ同様で

あり，しかも親の評価得点よりも高く，Richman

ら１１１）と同様の所見を認めた。行動問題はいずれの

年齢群でも女より男が高く，とくに中学校男児で

最高であった。性格問題と不適当・未成熟には性

差がみられなかったが，小学校入学前児では男女

とも高い性格問題得点を示した。社会化非行はと

くにに中学校男児が高い得点を示したことから，

CLP男児は行動に関する危険性が高いと主張し

た。

Starr１４４）は１３～１８歳 のCL／CP児９４名 にMCB-

C，SES，ATCS の自己評価を求め，裂型差，年

齢および性差を調べた。MCBCでは攻撃性，社

交性，活動レベル，身体化，睡眠障害の６つの面

が測定され，SES によって自尊心（６段階評価）

が，ATCS によって障害の自己受容の程度が測

定された。これら８つの測定値においてCLP児

と CP児の間で差をみなかったが，１４歳以下の早

期思春期者は１５歳以後の晩期思春期者より有意に

攻撃性，活動的で，多くの身体的不満をもった。

性差に関しては一般集団と同様に男は女より攻撃

的であると評価された。また，彼１４５）は１０歳代のCL

（P）児４９名を，正面写真によってスタッフが瘢痕

群と非瘢痕群に，５人の大学生が顔面魅力群と非

魅力群に分け，各群における患児自身の
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MCBC，SES，ATCS の評価得点を比較したとこ

ろ，瘢痕群と非瘢痕群の間ならびに魅力群と非魅

力群の間で，８つの測定値に有意差を認めず，顔

貌の魅力性自体は選択された社会的行動と負の関

連がみられなかった。この事実はCL（P）児に

とって好ましい所見であると述べている。

Tobiasen ら１５４）は２～１４歳のCLP男児４１名の親

にEyberg Child Behavior Inventory（ECBI，Rob-

inson ら）の評価を求め，行動問題の頻度と問題

に対する親の寛容度を調べた。ECBI では３６項目

の行動の７段階評価による強度尺度と，行動が親

にとって問題となるかどうかを百分率で示す問題

尺度が測定される。強度尺度では３６項目中１項目

だけが標準値と有意差を示し，CLP児は過活動

的で，落ち着きがなかった。問題尺度では他の子

どもへの挑発ないしからかい，同胞との口喧嘩と

身体的喧嘩，友だちとの口喧嘩と身体的喧嘩，過

活動的ないし落ち着きのなさの６項目で標準値と

明らかな差を示し，親はいわゆる攻撃的行動に対

して多少寛容的であった。このような結果は家庭

内での社会的学習環境がCLP群と正常児群で異

なることを暗示する。

また，彼ら１５７）は２～１４歳のUCLP・CP児７９名

の親にECBI と学校問題の評価を求め，他部奇形

を有する群と有しない群における測定値の比較を

行った。他部奇形を有する群は有しない群より，

ECBI における強度尺度において３６項目中８項目

で有意に大きな値を示し，親の訓育に従わないこ

とや仕事完成の困難を多くもつと評価された。ECBI

の問題尺度では他部奇形を有する群は有しない群

より６項目で有意差を認め，親は前者の群で多く

の問題をもつと評価した。さらに，４歳以上の患

児の学校問題を６項目について調査し，他部奇形

を有する群は有しない群より，指導に従うこと，

短い時間の注意，仕事未完成，緩徐な学習で明ら

かに高い得点を示した。それゆえ，他部奇形を有

するUCLP・CP児は家庭や学校で行動問題のよ

り高い危険にあると結論した。

Heller ら５１）は４～１３歳の先天性心疾患児，CL

／CP児，聾児合計１４０名の心理社会的不適応発

生率を，CBCLの母親評価とChildren’s Self－Re-

port Psychiatric Rating Scale（CPRS，Beitchman

ら）の自己評価によって調べた。CBCLの得点は

年齢と性によってT得点に変換され，この全般

的得点が６３以上を示す時，不適応と判定された。

CBCLによる不適応発生率は心疾患群３９％，CL

／CP群２６％，聾児群３３％で，全体として３２％で

あり，正常集団の１０％より高かった。心疾患群と

聾児群では性差を認めなかったが，CL／CP群で

は男の不適応発生率は女のそれより２．７倍高かっ

た。また，心疾患群と聾児群の不適応発生率は重

症度に相関したが，CL／CP群では CLP群と CP

群における不適応発生率に差を認めなかった。CPRS

による不適応発生率は心疾患群２４％，CL／CP群

１９％，聾児群５５％であり，CBCLによる不適応発

生率と相関しなかった。なお，家族機能化のレベ

ルを調べるFamily Functioning Index（Pless ら）

の親評価結果は不適応発生率に関連がなかった。

Hubbard ら５２）は CLP・CP児の中耳炎早期処置

群と晩期処置群におけるCBCLの母親評価によ

る行動問題全数に有意差を認めなかった。また，

Sergl ら１２８）は１０～１６歳のCLP児１名を含む１９の

学校クラスの生徒５０２名にCLP児のSoziometrisher

Test（Moreno）を行わせ，CLP児のクラス内にお

ける人気と役割が非破裂児と有意差を示さず，CLP

児がクラス内によく統合されていることをみつけ

た。

Kapp－Simon ら５９）は１０～１６歳の頭蓋顔面異常

児４５名（２０名のCLPを含む）について Personality

Inventory for Children（PIC，Wirt ら）による全

般的適応と社会的スキルの親評価，Self－Percep-

tion Profile for Children（SPPC，Harter）による

６つの下位尺度の自己評価，Revised Behavior

Problem Checklist（RBPC，Quay ら）による不安・

落ち込み（社会的抑制）の親と先生の評価を求め，

全般的適応，社会的スキル，自己知覚，社会的抑

制の間の関係を調べた。PICの社会的スキルとRBPC

の不安・落ち込みの得点は正常範囲内にあった

が，PIC の全般的適応T得点は正常データの１．５

SD以上であった。SPPC による社会的受容，容
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貌，行動，運動能力，学校成績，全般的自尊心な

どの６尺度得点は正常値よりわずかに低かった

が，いずれも正常範囲内にあった。全般的適応Ｔ

得点が正常値の１．５SD以内にあるかどうかに

よって適応良好群（１５名）と適応不良群（１８名）に分

けると，これら２群間で SPPC の６尺度には差

がみられなかったが，適応不良群は良好群より有

意に低い社会的スキルの得点を示した。また，PIC

による社会的スキルは SPPC の社会的受容およ

び運動能力，PIC による全般的適応と，PIC によ

る全般的適応は SPPC の行動尺度およびRBPC

の不安・落ち込みと有意に相関した。さらに，PIC

による全般的適応を依存変数，PIC の社会的スキ

ルおよび SPPC の６尺度を独立変数として階層

的重回帰分析を行い，社会的スキルと運動能力が

PIC の適応を有意に予測した。このような結果か

ら，頭蓋顔面異常児において社会的スキルを増強

する介入が肯定的な全般的適応をきたすだろうと

述べている。

Barden ら４）は３ヵ月～１７歳のCLPを含む頭蓋

顔面異常児２０名の手術前後の顔面写真を１８～５４歳

の素人２２名に呈示し，社会的相互作用中の行動反

応と情動反応を予測させた。行動反応は特別に作

成 し た Social Attraction Quessionnaire に よ っ

て，情動反応は６項目の質問紙による４段階評価

で調査したところ，術後には行動反応，情動反応

ともにすべての項目で術前に比べて明らかに陽性

に評価された。このように頭蓋顔面外科は患者の

行動反応と情動反応を確実に改善するので，手術

による心理社会的機能化が生物学的理由よりも，

むしろ本手術の一次的動機となると述べている。

以上を要するに，一般にCL／CP児は社会的

適応において正常児よりも劣る。このようなこと

は患児における顔面の審美的障害，言語障害，聴

力低下，親の養育態度などに起因するものと思わ

れる。CL／CP児の社会的行動には患児の性，年

齢，裂型，IQ，他部異常の存否などが関連す

る。CL／CP児は男女ともに内在化問題行動すな

わち性格障害を多く示し，衝動に対して過度抑制

的であるが，男の患児は女の患児より外在化問題

行動すなわち行動障害を多く示す。また，男患児

は年齢の増加に伴って行動障害を多く示すように

なるのに対して，女患児ではより若いもので行動

障害を示しがちで，加齢とともに性格障害を多く

示すようになる。さらに，顔面醜形をもつものは

もたないものより性格障害を多くあらわし，大き

な社会的抑制を示し，他部異常を伴うものは伴わ

ないものより社会的生活能力が低く，行動問題を

あらわしやすい。

Ⅴ．成 人 患 者

１．教育

Dembら２８）は平均１９．５歳のCL／CP患者６４名と

平均２４．８歳の同胞７１名の高校中退率について調

べ，CL／CP患者のそれは２５％，同胞４２％であり，

米国イリノイ州の一般高校中退率は３０％であっ

た。同胞が高校を中退した家系のCL／CP患者

の高校中退率は７７％であるのに対し，同胞が高校

を中退しなかった家系のCL／CP患者の高校中

退率は２３％であったことから，CL／CP患者の高

校中退は家族の教育パターンによるものと考えら

れた。なお，男のCL／CP患者の高校中退率は

３１％，女のCL／CP患者のそれは２０％であった

が，裂型，言語障害や聴力消失の重症度はCL／CP

患者の高校中退率に関連しなかった。

Van Demark ら１６５）は CL／CP成 人 患 者 に

Spriestersbach１４１）が発表したCL／CP患者の心理

社会的問題に関する広範な質問を参考にして作成

した言語と社会職業的側面の質問紙調査を行い，

そのなかで，CL／CP患者の学校中退率はアイオ

ワ州の平均よりも高く，大学進学計画率は低かっ

た。彼らは学校で活動的でなく，友だちとのグ

ループでリーダーになることがほとんどなかっ

た。

Clifford ら２５）は CL／CP成人患者の心理的所見

を面接と質問紙によって調べ，教育の平均年数は

１１．８年であった。教育完成年数が９年のもの

２０％，１０～１２年のもの５０％，１３年以上のもの３０％

であったが，裂型や性別による分類では有意差が

なかった。また，教育満足度を５点尺度で求め，
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その平均は３．２５で軽度満足に属した。

McWilliams ら８２）は１８～３８歳のCL／CP患者１１５

名，同胞９７名および両親の教育について電話連絡

によって調査し，CL／CP患者と同胞は両親より

有意に高い教育レベルを達成しており，CL／CP

患者と同胞は平均４の教育レベル（高校卒業）であ

るのに対し，両親は平均５の教育レベル（１０～１１

年完成）であった。高校中退率はCL／CP患者

２３％，同胞１３％であった。高校を中退したCL／

CP患者のうち８１％のものは高校を中退した両親

をもち，Dembら２８）と同様に家族の教育パターン

の影響を認めた。

Peter ら９９）は２４～５４歳 のCL／CP患 者１９６名，

同胞１９０名，自由選択対照者２０９名の教育面につい

て調査した。平均教育達成年数はCL／CP患者

１２．０年，同胞１２．３年，対照者１２．０年で，互いに有

意差を認めなかった。高校中退率はCL／CP患

者２７％，同胞２５％，対照者３１％で差がなかった。

男のCL／CP患者の高校中退率は２９％，女のCL

／CP患者のそれは２６％，男女CL（P）患者２５％，

男女CP患者２７％であった。また，大学に進んだ

ものはCL／CP患者２６％，同胞２９％，対照者３４％

であった。以上の結果から，３群の教育達成度は

ほぼ同様であるが，CL／CP患者は下方の教育ス

ペクトルを高く，上方の教育スペクトルを低く達

成する傾向がある。なお，CL／CP患者は自分と

同様，または自分より低い教育達成者を配偶者に

することが多く，さらなる教育の希望は対照者よ

り有意に低かった。

Lahti ら６８）はフィンランドにおけるCL／CP成

人患者２９６名の教育レベルについて国家データと

比較し，低いレベルまたは中等レベルの学校出席

率および軍隊奉仕率は対照群より高かったが，高

等レベルの教育を受けたものは少なかった。Neu-

mann ら９２）はドイツにおける１６～３０歳のCL／CP

患者１５６名と対照者５３名の心理社会的状態を比較

し，CL／CP患者の学校成績は対照者より明らか

に劣り，落第経験者はCL／CP患者で１６％，対

照者で７．６％であった。

Bjornsson ら１０）はアイスランドにおけるCL（P）

成人患者と正常成人の質問紙による心理社会的研

究のなかで，教育レベルを比較した。小学校から

高校までの教育達成に両群間で差がなかったが，

大学卒業者はCL（P）患者より正常者でやや多

かった。また，CL患者と CLP患者との間，男

患者と女患者との間で教育レベルに差がなかっ

た。Ramstad ら１０３）はノルウェーにおけるCLP患

者の心理社会的適応に関する質問紙の回答から，

教育達成度を同国における１３２４名の標準生活調査

結果と比較し，多くの報告と同様に差のないこと

を認めた。

２．職業

Clifford ら２５）は CL／CP患者の職業平均数は男

３．６２，女２．０８で，男女間に有意差を認めた。McWil-

liams ら８２）は CL／CP患者，同胞および父親の職

業レベルは平均５．６，５．７および５．１で，それぞれ

レベル５（熟練工）とレベル６（半熟練工）の間に

あって差をみなかった。CL／CP患者の５点尺度

の職業満足度は４．２６と高かった。Van Demark

ら１６５）は学校カウンセラーによる職業の調査で，多

くのCL／CP患者は将来の職業に非現実的な考

えをもっていたとのことである。

Peter ら１００）は CL／CP患者，同胞，父親，対照

者の職業的および経済的側面を調査し，CL／CP

患者は職業レベルに関して正常範囲内にあった

が，収入レベルは対照者より低かった。また，CL

／CP患者は同胞や対照者と同様に父親より高い

レベルの職業をもっていた。しかし，彼らは職業

的および経済的報酬をえることにおいて社会から

いくらかの制限を経験したことを報告した。

Heller ら５０）はカナダにおける１８～２７歳のCL／CP

患者９６名の心理社会的適応に関して電話による半

構造化面接を行い，８０名のものは都市における一

般集団と同様のレベルの職業をもち，そのうち４５％

のものは自己の職業に満足していた。しかし，３０％

のものは職業をみつけることに困難をもった。

Neumann ら９２）は CL／CP患者と対照者の職業

階級の差は著明でなかったが，手作業をもつもの

はCL／CP患者８６．５％，対照者７９．３％であった。

Ramstad ら１０３）は CLP 患者は対照者と同様の職業
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レベルをもったが，一般大衆に直接接触する職業

を避けるようであった。収入は一般に少なく，と

くに既婚男性で低かった。平均仕事数はCLP患

者で２．４，対照者で２．０であったとのことである。

３．結婚

Clifford ら２５）は９９名のCL／CP患者のうち７７名

が結婚しており，離婚したものはおらず，１名が

別居中であった。５点尺度の結婚満足度平均は

３．４で，軽度満足と満足の中間にあった。McWilliams

ら８２）は結婚しているか，結婚したことのあるもの

はCL／CP患者では４０％であるのに対し，年齢

の最も近い同胞では７２％であり，CL／CP患者は

独身者がはるかに多かった。

Peter ら９８）によれば，結婚率はCL／CP患者

７３．５％，同胞９１．１％，対照者９１．４％，平均結婚年

齢はCL／CP患者２４．２歳，同胞２１．７歳，対照者

２１．２歳，子どもの平均数はCL／CP患者１．７人，

同胞２．５人，対照者２．６人であり，いずれもCL／

CP患者は同胞および対照者と有意差を示した。

なお，男のCP患者の結婚率が最も高く８３．３％，

次いで女のCL（P）患者の７３．９％，男のCL（P）患

者の７２．７％で，女のCP患者が最も低く６９．８％で

あり，裂型によって社会化に変化がみられた。離

婚率はCL／CP患者１４％，同胞１２％，対照者１８％

であった。要するに，CL／CP成人は結婚するこ

とが少なく，また高い年齢で結婚する。子どもの

数の少ないことは遅い結婚と子どもをもつことの

恐怖によるものだろうと考察している。

Neumann ら９２）は CL／CP患者と対照者の結婚

状態は著しく異なり，独身者はCL／CP患者で

４９．６％，対照者で３９％であった。また，子どもを

もつことを好まないものはCL／CP患者で

４．５％，対照者で１．７％であった。Bjornsson ら１０）

によれば，結婚しているか，結婚したことがある

か，異性とともに生活したことのあるものは，男

対照者で８７．９％であるのに対し，男CL（P）患者

で５０．０％，女対照者で８９．０％であるのに対し，女

CL（P）患者で６０．９％であった。

Ramstad ら１０３）は結婚しているか，同棲してい

るものはCLP患者５６．１％，対照者７２．１％であり，

とくに男のCLP患者は独身者と同棲者が多く，

BCLP 患者で独身のものは５４．１％で，対照者より

２倍多かった。また，最初の結婚年齢はCLP患

者２４歳，対照者２２歳，子どもの平均数はCLP患

者０．７１人，対照者１．０３人であった。

４．社会的適応

Van Demark ら１６５）は CL／CP患者に破裂存在

の社会的影響についての質問紙調査を行い，３１％

の患者が社会的関係において種々の程度のハン

ディキャップをもった。また，５９％のものが社会

的団体に属さないと報告し，彼らは活動参加者よ

りも，むしろ観察者であった。Clifford ら２５）は CL

／CP患者に破裂の社会的影響について５段階評

価（１評価が最も影響が少ない）を求め，その平均

得点はデート２．７３，からかい２．４５，教育２．７３，職

業１．８８，容貌１．７５であった。しかし，裂型や性に

よる平均得点には有意差がなかった。

Peter ら１０１）は CL／CP患者，同胞および対照者

における家族的相互依存，地理的移動，友好性，

二次的な社会的グループへの参加などを含む社会

的統合について調査し，CL／CP患者は相互援助

と社会的活動に関して家族に頼りがちで，住所の

移動距離は短かった。また，ボランティア団体に

参加することが少なく，１対１の友情に頼ること

が多く，CL／CP家族は米国における一般家族と

異なり，ある程度の制限を経験するようであると

結論している。

Heller ら５０）は CL／CP患者の心理社会的機能化

を学校の成績と仕事の実行，過去と現在の家庭生

活，現在の社会生活などに基づいて評価し，機能

化の適切なもの６７％，境界性のもの２３％，不適切

なもの１０％であった。この心理社会的機能化は裂

型や治療年数，手術のための入院期間などとは関

係しなかった。しかし，顔貌と強い関係があり，

心理社会的機能化の適切なものの半数が自己の顔

貌を不満足と評価したが，機能化の不適切なもの

は全員が自己顔貌について不満足であり，機能化

の境界性のものの５９％が顔貌について不満足で

あった。また，この心理社会的機能化は言語の自

己評価と有意の関係があり，年齢，同胞数，社会
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的クラス，学校成績，独身状態などと弱い関係が

暗示されたとのことである。

Bjornsson ら１０）は CL（P）患者に破裂存在による

学校でのからかいや無視，教育進行への影響，友

だちや異性との関係への影響，同胞のからかい，

自信や公衆の信頼への影響，内気，人々の凝視，

破裂結果ついての質問，人々のあわれみの感情な

どについての５段階評価を求めたところ，それら

の平均値はいずれも中間から否定的な極までの中

間にあり，これら患者の心理社会的適応は比較的

良好で，彼らの生活が大きく影響されることはな

かった。しかし，女性患者は男性患者より人々の

凝視と破裂結果の質問を多く報告し，男性患者は

女性患者より異性関係と学校進行への影響を強く

感じていた。また，現生活に対する変形の影響は

５段階評価において男CL患者１．５５，男CLP患

者１．６４，女CL患 者１．６４，女CLP患 者２．００で，

女性患者は男性患者より，CLP患者は CL患者

より高い値を示したが，有意差はなかった。

Noar９４）は UCLP 患者に対して破裂存在の影響

について質問紙調査を行い，学校成績や友だちを

つくることに強い影響を感じているものはほとん

どいなかったが，半数以上のものはボディ・イ

メージや女友だちをつくる能力，自信などがおか

された。また，２５％のものが破裂に関連してから

かわれたことがあったと報告した。

Ramstad ら１０３）は CLP 患者と対照者に過去９ヵ

月間に経験した心理的問題について質問し，CLP

患者は不安，抑うつ傾向，動悸などを対照者より

２倍多く報告した。このような心理的問題を報告

するものは対照者では男より女で多いのに対し，

CLP患者では女より男で多かった。なお，CLP

患者の心理的問題は顔貌，歯列，言語，再治療に

ついての不安に関連した。社会的統合に関してCLP

患者は他人と接触する仕事をもつこと，親友をも

つこと，１６歳以後の転居などが対照者より明らか

に少なかった。

Berk ら６）は中国における１８～６９歳のCL／CP

患者，１６～６８歳の非罹患同胞，２０～６１歳の対照者

各８５名の社会的不安と，それに関連すると思われ

る自尊心とソーシャル・サポートを調べるため，

Fear of Negative Evaluation Scale（Watson ら），

Social Avoidance and Distress Scale（Watson

ら），Rosenberg Self－Esteem Scale, Interpersonal

Support Evaluation List（Cohen ら）などのテスト

を実施した。その結果，CL／CP患者は同胞およ

び対照者より有意に高い社会的不安と，有意に低

い自尊心およびソーシャル・サポートの得点を示

した。しかし，同胞と対照者の間ではいずれの測

定値にも明らかな差を認めなかった。したがっ

て，CL／CP成人は非罹患成人より社会的参加と

社会的適応の困難をもつだろうと結論した。

５．性格

Sergl１２７）は CLP 成人患者と対照者各３５名に Per-

sönlichkeits－und Interessentest（Mitteneckerら）を

実施した。本テストにおける性格部分では自己批

判，社会的能力，内向性および外向性，神経質

性，そう病およびうつ病傾向，精神分裂病および

偏執病傾向，無意識安定性などが測定され，関心

部分では決められた生活習慣，職業的，学問的，

技術的傾向の偏好，管理，社会的職業，人との交

際などの関心が調べられる。本研究の主要所見は

両群間に有意差のないことで，CLP患者が対照

者より多くの病的心理を示さないことであった。

しかし，女のCLP患者は女の対照者よりうつ病

傾向や精神分裂病および偏執病傾向の得点がやや

大きかった。関心部分ではCLP患者は技術的お

よび社会的職業に関心を示し，学問的，美術的，

言語文学的，音楽的活動に嫌悪感をもつようで

あった。

Richman ら１１４）は CL（P）をもつ若い成人と先天

性または後天性の整形外科的歩行障害をもつ若い

成人各２７名に，MMPI のテストを施行して性格

適応について比較した。男の整形外科的群は男の

CL（P）群よりＤ（抑うつ性尺度），Pd（精神病質的

偏倚性尺度），Sc（精神分裂性尺度）で明らかに高

い平均T得点を示し，女の整形外科的群は女の

CL（P）群よりＦ（妥当性尺度），Hs（心気症尺

度），Pt（精神衰弱性尺度），Pd，Sc などで高いＴ

得点を示し，異なった形の慢性の目に見える障害
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は成人の性格適応に対して異なるインパクトをも

ち，CL（P）成人は整形外科的障害をもつ成人より

も性格適応問題をもつことが少ないようようであ

る。とくに整形外科的群の両性における Pdと Sc

の T値上昇は大きな社会的，対人的疎外感を意

味すると述べている。

Geier ら４０）は２０～３０歳のUCLP患者５１名に多面

的人格を測定するGiessen Test（Barth ら）を行

い，社会的反応，自己調節と社会的確認，情緒的

方向，気分，社会的開放性などの５つの尺度では

一般集団の結果と有意差を認めなかったが，社会

的優位性尺度で明らかな差がみられ，UCLP患者

は社会的従属の傾向を示したと報告している。

以上のごとく，CL／CP患者における教育レベ

ルおよび職業レベルは対照者や同胞とほとんど同

様である。しかし，結婚状態は異なり，CL／CP

患者は結婚率が低く，結婚年齢は高く，子どもの

数は少ない。社会的適応は一般に良好であるが，

社会的団体に入ることが少なく，やや多くの社会

的不安をもつようである。しかし，性格テストの

結果は対照者と大きな相違を示さない。

Ⅵ．心 理 的 介 入

大部分のCL／CP患者は大きな心理社会的問

題を示さず，成功的な人生を過ごす。しかし，心

理的ないし情緒的不適応や行動的不適応を示すCL

／CP患者に対しては，対人関係による心理的葛

藤を解決したり，不安を除去したり，問題行動を

軽減して人格的発達を援助する心理的介入ないし

心理治療 psychotherapy が必要である９５）。CL／CP

患者の治療目標はよく見え，よく話し，よく機能

するばかりでなく，自分自身をよく感じる個人に

成長させることであり，心理治療なしでは完全治

療はありえないといわれている３４，９５）。CL／CP患

者の心理治療にはカウンセリング，支持療法，認

知行動療法，社会的スキル訓練などが適用されて

いる。

１．カウンセリング

多くの不安や関心事をもつ，あるいは軽い問題

行動を示すCL／CP患者や家族に対しては，一

般に勇気づけ，情報を与え，支持する，指示的・

指導的・再教育的な相談指導であるカウンセリン

グが行われる。なお，Rogers の提唱する来談者

中心のカウンセリングは，人間は本質的に自分か

ら成長していく力をもっているとの考えから，教

示したり，指示するのではなく，クライエントの

発達を援助することを強調する非指示的カウンセ

リングである。この方法ではクライエントの発言

がすべて受け入れられ，あるいは承認され，彼ら

の感情を明確にしたり，励ましが与えられる。

平井１９０）は不安を抱くCL／CP児母親に対して

納得のいく十分な説明を行い，子どもの障害を受

容し，困難に挑戦し，療育に熱意を示し，医師と

親密な関係を保つようなカウンセリングを行う。

患者や家族に対するカウンセリングでは相手の立

場になって考え，相手の話をよく聞きながら，そ

の裏にある気持ち，情緒を汲みとり，それを言語

的に表現して反射する共感的理解が大切である。

医師から思いやりを受けた患者や家族は情緒が安

定し，前向きに人生を考え，幸せな人生を送るよ

うになると記している。また，遺伝カウンセリン

グは患者や家族の不安や罪悪感を和らげ，奇形の

原因の誤った概念をとり除く１８６）。

２．支持療法

本法は患者を元気づけたり，暗示や説得によっ

たり，話すことによって情緒的解放をさせたり，

環境を調整したり，ある種の仕事，音楽や絵など

に興味を集中させたりして患者を回復させようと

するものである。自我が強く，以前に正常な生活

していたことのあるもの，自我が弱くて深層の葛

藤に触れることのできないもの，環境的条件に

よって問題が解決しうる場合などにこの療法は適

しているとされている。また，知的に劣り，人格

的な硬さがあり，患者自身に治療をしようとする

気のない時に利用される。

Bernstein ら７）は CL／CP思春期患者の２年間

にわたる観察と面接から，情緒的問題をもつ患者

に対して，葛藤や不安を統制し，自制しようとす

る防御機構の応用は有効でなく，とくに激怒，悲

しみ，非現実的反応をあらわす場所を与える支持
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療法の有効性を強調している。

野口１８８）は歯科矯正治療にノンコンプライアンス

（不従順）を示したCL（P）患者９名を精神医学的

に観察し，容貌や言語の障害，家族的危機，進学

受験などの心理的負担を負いながら，自らの趣味

やスポーツにおいて他者に負けない自己を発見

し，危機意識を回避するとともに，自己同一性の

感覚をつかみ，内的衝動を昇華させた症例があっ

た。しかし，対人関係やボディ・イメージなど精

神医学的問題をもつ患者に対して患者，家族，医

療スタッフがそれぞれの問題意識を再点検し，対

人関係を調整して患者の架け橋をかけるべく，コ

ンサルテイション・リエゾン精神医学導入をはか

るべきであると述べている。

３．認知行動療法

神経症の症状は誤って学習された行動あるいは

行動の欠陥によってつくられたものと考え，患者

を積極的に教育，訓練し，適応的な行動習慣を再

学習することによって神経症の症状を消去する行

動療法のうち，とくに認知の役割を重視する技法

である。

Thompson ら１５１）は CL／CPを含む顔面醜形者

に対する介入法には医学的介入，系統的・共同体

的介入，認知行動療法，社会的スキル訓練の４つ

がある。顔面醜形は医学的，とくに外科的治療に

よって改善される。系統的・共同体介入は醜形に

対する他人の反応を変えようとするものである。

家族的支持は醜形者の適応に有効である。認知行

動療法はボディ・イメージの概念を変えさせるこ

とであり，本法によって自尊心やQOLの大きな

増大と陰性の自己概念の軽減がえられ，とくに認

知行動療法と社会的スキル訓練の併用は，醜形者

の不安を起こす刺激に対して過敏に反応しないよ

うにする脱感作をきたし，きわめて有効である。

Whitehead ら１７０）は外鼻手術に著しい不安を示

す１３歳CLP女性患者に対して，弛緩法とくに筋

電図表面電極を右前腕に，サーミスターを左中指

に付けた biofeedback を利用した弛緩法のもと

に，目標問題の議論を勇気づけ，認知的および情

緒的機転によって自分の生理機能を調節する能力

を発達させるように教える認知行動療法を行い，

良好な結果のえられたことを報告した。なお，弛

緩法は筋肉を弛緩させることと不安とは両立しな

いことから，Jacobson によって提唱された，筋

肉を弛緩させる最も基本的な行動療法である。

４．社会的スキル訓練

本法は社会的スキルのレパートリーを拡大させ

る社会的相互作用過程の教育と訓練である。Kapp

－Simon６０）は CL（P）患者の発達課題は家族からの

個性化，個人的同一化の知覚の発達，満足的な友

だち関係の確立である。これの課題を修得させる

ための治療ストラテジーとして，容貌の外科的改

善，適当な時のメーキャップ，社会的スキル訓練

の多面的介入が有効である。この社会的スキル訓

練における基本的スキルとして，�初歩的な社会
的手引き，�会話スキル，�主張ないし直接コ
ミュニケーション，�共感または活動的聴取，�
葛藤と問題の解決の５つ挙げた。

Thompson ら１５１）は社会的訓練プログラムとし

て日々の生活に関連して役割を分担する状態に参

加するグループ集団治療が，顔面醜形者にとって

自信の大きな改善と不安低下をきたす。Irwin

ら５３）は３～６歳のCLP・CP児１１名の毎週の創造

劇遊び参加が言語治療の補助，コミュニケーショ

ン・スキルの発達，患児の内面的な心理的過程の

理解などにきわめて有用であったことを報告し

た。

平本ら１９１）は口唇の変形，言語障害，心身の発達

遅延を示す７歳のBCLP 児に CLP児を対象とし

た小集団による合宿，野外キャンプ，個別宿泊な

どの院外指導を行い，他の子どもとの関係，友だ

ちつきあいに改善をきたし，さらに体力，持久力

がつき，運動の面でも向上がみられた。川野ら１８１）

は鼻咽腔閉鎖機能と構音の改善が遅れ，発達的，

心理的な問題をもつBCLP 児の１例の治療過程

を詳細に報告し，言語治療とともに８歳時に院外

合宿に参加させ，また身体を鍛え，スポーツの面

から自信をもたせるように助言し，トランポリン

や腹筋運動を行わせ，さらにスイミングスクール

に通うようになって発達的，心理的に大きな改善
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のえられたことを報告した。

お わ り に

CL／CP患者の心理社会的研究に関する文献の

概要を紹介した。それらを総括すると以下のごと

くである。

CL／CP児を出産した母親の心理的影響はきわ

めて大きいが，適当な心理的介入によって比較的

短期間に心理的動揺を和らげ，CL／CP乳児の母

親は非破裂乳児の母親とほぼ同様の母子関係や愛

着関係を示すようになる。

他部異常ないし奇形を伴わない，または非症候

群的な通常のCL／CP児は一般に正常な知的お

よび認知機能や運動機能をもち，病的な心理的障

害を示すことはない。しかし，CLP・CP児には

早期に言語機能の発達遅延が認められる。

学校成績は平均において非破裂児よりもやや劣

るが，これは教師や両親のCL／CP児に対する

低い期待，言語発達遅滞や言語障害による読み書

きや学問的スキルの獲得遅滞よるものと考えられ

る。

CL／CP児は口唇における術後瘢痕の存在，歯

列の不正，外鼻や顎顔面の変形，言語障害，聴力

低下などによる陰性の社会的経験や親の過保護な

どによって，内気で独立心に乏しく，依存的で，

社会的に引きこもり，孤独的になりやすい傾向が

ある。このような乏しい社会的適応を示すものに

は社会的スキルの増強が必要である。しかし，一

般にCL／CP患者は比較的良好な性格適応と高

い自己概念およびボディ・イメージをもち，適切

な行動パターンを示す。

稿を終わるに臨み，ご懇篤なご指導とご校閲を賜り
ました筑波大学心理学系（発達心理学）助教授，濱口佳
和先生に衷心より御礼申し上げます。
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