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要旨：東京歯科大学千葉病院小児歯科で長期的口腔
健康管理中のCornelia de Lange 症候群の２１歳女性
に対して，噛まずに飲み込んでしまうという保護者
の訴えを受け摂食・嚥下療法を開始した。初診時，
本症例では顔面，手指に過敏症状が認められた。咀
嚼せず，押しつぶしは行われず，舌の前後運動を行
いながら食物を処理していた。また，捕食時，口唇
閉鎖は認められなかった。
指導方法は，過敏を除去するための脱感作療法，

成人嚥下を促すための直接訓練および間接訓練を
行った。
指導１７か月後，過敏症状は消失し，押しつぶし食

であれば口唇閉鎖が認められるようになった。少量
の水分摂取であれば，スムーズな成人嚥下が認めら
れた。しかし，多量になると舌根部を押し下げるよ
うな動きが認められた。
新生児，乳児期のみならずCdLS児・者は，様々

な摂食・嚥下障害を有するため，摂食・嚥下機能ハ
ビリテーションの実施は，機能獲得の効果が認めら
れるとともに，その重要性が示唆された。

緒 言

Cornelia de Lange 症候群（CdLS）は，身体各部に
多彩な奇形および合併症を伴う症候群として，１９３３
年に Cornelia de Lange によって報告された。それ
以 前 の１９１６年 に は Brachmann の 報 告 が あ り，
Brachmann-de Lange 症候群が本来の名称である。
しかしながら単に de Lange 症候群と呼ばれること
が多い１）。本症候群の特徴は，低体重出生，生下時
から低身長であり頭囲も小さい。さらに眉毛は濃く
左右が癒合し，睫毛は長くカール状を呈し，小さく
とがった鼻，上向き鼻孔，薄い口唇，小顎症，短頸
並びに四肢や背部の多毛を認める。精神運動発達遅
滞は必発であり，指趾欠損など手足の奇形（重度の
場合はアザラシ肢症）も伴う。口腔内所見として
は，唇顎口蓋裂，高口蓋および歯数の異常などを認
める。欧米での頻度は出生２万人に１人と推定さ
れ，本邦でも稀な疾患ではない。染色体検査は通常
異常なく，遺伝子の突然変異によるものが大半であ
ると報告されている１～３）。

CdLS 児は，新生児および乳児期には筋緊張が亢
進しているため，吸啜・嚥下機能の発達が健常児よ
り未熟であり，さらに行動異常および自傷行為があ
るため４，５）集中して食事を食べることができず，
摂食・嚥下機能の発達障害を随伴することがしばし
ばある。

今回，著者らは，東京歯科大学千葉病院小児歯科
において口腔健康管理を行っている，摂食・嚥下機
能障害を認める CdLS の２１歳の女性に対し，２００５年
６月から２００６年１１月までの１７か月間，摂食・嚥下機
能療法を行った結果，著しい改善が認められたので
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報告する。
なお，本報告にあたっては，患者および保護者の

承諾を得ている。
１．症例
患者：２１歳，女性。
摂食指導初診：２００５年６月，東京歯科大学千葉病院
小児歯科において 定期的な口腔内管理を行ってい
たところ，母親から摂食指導の希望があった。
主訴：噛まずに飲み込んでしまう。
既往歴：出生時体重２０００g，在胎９か月の低体重出
生 児 で 身 長 も 低 いsmall-for-date児（SFD 児）で
あった。患者は，出生直後に顔貌の特徴および四肢
の運動機能障害の発現などから本症候群と診断され
た。現在，精神遅滞が認められるが，明らかな自傷
行為は認められない。
現病歴：栄養摂取方法は生後約４か月まで経管栄養
のみであった。その後経口摂取を試みた。摂取方法
はスポイトで、奥舌部にミルクを流し込むという方
法であった。１歳頃に経管栄養はなくなり、スプー
ンで摂取するようになった。食形態は離乳食の段階
を経て現在は普通食を摂取している。しかしながら
ほとんどの食物を噛まずに飲み込んでいる。
現症：独歩は不可能である。車椅子座位保持可能だ
が，自力での移動は困難で介助が必要である。顔貌
は，本症候群の特徴的な所見である小頭，癒合した
濃い眉毛，長い睫毛，薄い口唇，小下顎および高口
蓋を認める。また，生活リズムは異常睡眠パターン
である。体重は約２０kg，やせ型であった。
口腔内所見：口腔内は清掃不良であり，齲蝕のため
全身麻酔下にて抜歯した。現在歯は表１に示すとお
りである。保護者による口腔清掃が困難なため，約
３か月毎に来院して歯科衛生士による口腔清掃を実
施していた。
摂食・嚥下機能について：過敏症状についてみる
と，顔面，口腔周囲，上唇，下唇並びに口腔内に過
敏が認められた。歯ブラシを歯列の頬側に挿入する
ことを嫌がっていた。さらに手指にもやや過敏症状
が認められた。なお，呼吸様式は，鼻呼吸であっ
た。車椅子に座って摂る摂食姿勢は，体幹が後屈傾
向であった。栄養摂取方法は経口摂取であり，ス
プーンで普通食を自食出来た。しかしながら，姿勢
および食具のコントロールが未熟であるため，ほぼ

全介助・側方介助で与えられていた。なお介助にあ
たっては，顎介助および口唇介助は行われていな
い。水分摂取法は，コップおよびストローが用いら
れた。ストローは口角部で保持し摂取していた。

口唇閉鎖は安静時においても認められず，上下唇
は常にやや開いていた。水分摂取時および処理時も
明らかな変化がみられなかった。安静時に明らかな
流涎は認められなかった。しかしプリンを捕食する
際は上唇部にやや口唇閉鎖が認められたが，その動
きは少なく，力が弱かった。ほとんどの固形食は前
歯部でそぎとるように捕食していた。嚥下時にも明
らかに口唇が開いた状態であった。また，口角の動
きはほとんどなく，舌の動きも前後運動が主体で
あった。臼歯部に歯がないため咀嚼は不可能であ
り，歯槽堤部を使ったすりつぶし様の動きもみられ
なかった。さらに舌で押しつぶすこともなく，普通
食を丸飲みしていた。その結果，普通食では嚥下
後，舌背および口蓋に摂取食品の残留が多く認めら
れた。

本症例の場合，安静時においてもほとんどの場合
やや開口した状態であった。舌は咬合面上にあり，
明らかな成人嚥下は認められなかった。また，ス
プーン一口の摂取量が多いと，時々むせが生じた。
丸飲みの際，摂取量が多いと小さく開口し舌根部を
押し下げて食物を落としこむように飲み込んだ。こ
のため，まれに顎下部が膨らむ動きが認められた。

軟性食品の摂取では，前歯部での咬断を数回行う
が，口唇閉鎖は認められず，顎位のコントロールも
未熟であった。
２．診断および指導経過
診断：過敏による経口摂取準備不全ならびに咀嚼機
能不全（丸飲み）
摂食指導と経過：（表２）
１）初回時指導

最初に過敏症状を軽減させるため脱感作療法を

表１ 指導開始時の現在歯
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行った。よく信頼関係の保たれている保護者に食事
以外の時間に過敏が残っている手指から腕，肩，
首，顔，口へ順に触るように指導した。

食形態に関しては，１日１回，ヨーグルトのような
ペースト状の食事を摂るように勧め，さらに捕食時
に上唇部の動きがあるか否かを観察すように指導し
た。同時にスプーン一口量が多くならないように注
意を促すとともに，水分の摂取は，一口ずつスプー
ンもしくはコップで飲むことを指導した。
２）指導４か月後

過敏症状が軽減し，口腔前庭部ならびに頬粘膜部
を手指で触れることが可能になった。

また，ヨーグルト，ゼリーおよび具のないシチュー
などのペースト状食品摂取時には上唇部の動きが認
められるようになった。このことから，捕食時の口
唇閉鎖を促すことを目的に，口唇の筋肉を刺激する
こととした。本症例の場合，患者の協力が得られな
いため，バンゲード法の受動的刺激方法の口唇訓練
を選択した。しかしながら，筋が緊張し，持続的な
筋収縮が顕著に認められるため，口唇の外側への膨
らませが困難であった。

さらに，舌運動が前後運動であるため，舌の上下
運動での処理を目指すため，舌訓練口外法を指導し

た（図１）。
３）指導８か月後

押しつぶし食であるプリン摂取時に，介助なしで
口唇閉鎖が可能な時が認められるようになった。水
分はコップで一口ずつ飲むようになり，口唇閉鎖が
認められた。しかしながら，ご飯のような固形食で
は上唇の動きは認められなかった。このことから口
唇訓練の継続を指示した。

さらに脱感作療法の効果によって上唇への接触が
可能となったことから，摂食介助時に口唇介助を行

表２ 指導経過

図１ 舌訓練（口外法）指導
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うように指導した。
嚥下時にまれに舌の上下運動が認められたが，主

な舌運動は依然として前後運動であるため，舌訓練
口外法は引き続き行うように指導した。
４）指導１１か月後

ゼリーや柔らかく煮た野菜のような押しつぶし食
で口唇閉鎖が認められるようになった。

また，口唇訓練では，訓練開始時に困難であった
口唇の外側への膨らませが，筋の緊張の軽減により
容易に行えるようになってきた。

舌運動については，上下運動ができるようにな
り，押しつぶし食の処理が十分ではないものの可能
となった。さらに口角の動きが出てきて，水平左右
対称の動きが認められた。さらに，この時期から口
腔周囲の筋の動きが認められるようになった。しか
しながら，固形食では丸飲みが依然みられた。
５）指導１７か月後

初診時と比較して明らかな体重の増減は認められ
なかった。しかし下唇部の筋の緊張が軽減し，下顎
前歯部唇側に歯ブラシをあてることが容易となった

（図２）。押しつぶし食であるプリンなどでは口唇閉
鎖が明らかに認められるようになった（図３）。この
ため，口唇閉鎖を認めるときには口唇介助の必要性
がなくなった。

水分摂取時においても少量であれば，スムーズな
嚥下が認められたが，多量になると舌根部を押し下
げるような動き，いわゆる逆嚥下が認められた。こ
のため保護者に対し水分摂取時の摂取量には気をつ
けるように助言するとともに，口唇訓練および舌訓
練は引き続き行うように指導した。

考 察

１．摂食指導の目標について
発達障害児・者の摂食機能の発達は，その全身障

害の程度に応じて様々な障害がみられることが多
い。一般に全身障害が重度の場合には，摂食機能障
害も重度となり，経口摂取が困難になる。CdLS は
重度成長障害が特徴であり，これに加え高口蓋や小
顎といった摂食機能に影響を及ぼす因子が伴う。こ
のため摂食・嚥下機能の発達障害が認められると考
える。発達障害児・者にみられる摂食機能障害は，
基本的機能獲得期の問題が主である。治療的には，

広義のリハビリテーションに属する未だ獲得されて
いない機能を獲得することを意味する「ハビリテー
ション」が必要とされる６）。発達障害者における摂
食機能障害の場合，機能発達の過程のどこかの段階
が停滞してしまう状態が長期間経過する。その停滞
している時期までに獲得した運動様式が定着し，異
常パターン化することがある。本症例は２１歳の成人
であり，長期間前歯部で食物をこすりとる動きや舌
根部を押し下げて食物を落としこむように飲み込む
動きといった異常パターンが定着したと考えられ
る。著者らは，この異常パターンを治し，摂食・嚥
下機能の正常発達の道筋をたどり，まだ獲得されて
いない摂食・嚥下機能をできるだけ発達・獲得させ
ることを目標として指導した。

図２ 歯ブラシを用いた刷掃指導

図３ ゼリー摂取時における捕食時口唇閉鎖
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２．摂食指導について
１）過敏の除去

過敏とは極端な感覚刺激経験不足もしくは過剰で
不適切な刺激が繰り返し与えられた場合に，身体や
口腔周囲，口腔内に触られることを嫌がることであ
る。過敏現象は体幹の中心に近い部分ほど起こりや
すく，症状も強いため，顔面・口腔領域での過敏の
発現は多いとされている７）。過敏症状があると食物
を異物として嫌がったり，食事介助も十分にできな
いことが多いため，摂食機能の発達に影響を及ぼ
す。本症例では身体各所ならびに口腔周囲に過敏症
状が認められたため，最初に全身に認められた過敏
症状を取り除くこととした。患者は自傷行為を認め
ず，信頼関係を築くことができれば脱感作療法自体
は受け入れられることが可能であると判断した。こ
のため，信頼関係のある保護者による脱感作が行わ
れ，頻回に保護者の協力が得られたことも加わり，
脱感作が促進されたと考えられる。
２）食形態および訓練

食形態については，主食，副食をはじめとして全
ての食形態を普通食から変更する必要があった。し
かしながら，患者が食形態の急激な変化を受け入れ
ることが困難と考えられた。そこで訓練食８）という
名目で発達段階と食形態の一致した食物を必ず食べ
るように指導した。
また，副食は柔らかい食品を選ぶように勧めた。こ
れによって今までの食生活を急激に変化させず，ス
ムーズな摂食機能療法を行うことが可能となった。

呼吸様式は鼻呼吸であったため，摂食訓練を行う
ことが可能であると考えた。口呼吸のみの場合に
は，食事中に摂食機能と呼吸機能とが協調せず，む
せや誤嚥の原因となる７）。このため口呼吸の場合に
は，訓練の前に鼻呼吸訓練や鼻疾患に対する治療が
必要になる場合もある。

本症例では明らかな舌突出は認められなかった
が，舌の前後運動が認められた。このため，成人嚥
下で行われる舌の上下運動での処理を目指すため，
舌訓練口外法を指導した。

水分摂取においては，初診時に口角部にストロー
を保持して摂取していた。これは口唇閉鎖が不可能
であったため，口角部で保持していたと考えた。さ
らにストローを奥に入れて舌の上にのせていると，

吸啜動作が残留するという報告もあり９），舌の前後
運動を助長すると考えた。そこで口唇訓練とコップ
で一口ずつ摂取することを指導した。ストローをや
め，コップで水分摂取を行い訓練を継続した結
果，１７か月後には口唇閉鎖が認められるようになっ
たと考えた。

CdLS は，新生児・乳児期に筋緊張が亢進してい
ると報告されている１）。このため新生児期に十分な
哺乳ができず，経管栄養を長期間実地され，十分な
口腔体験が出来ず，感覚経験不足および筋機能活動
不足を引き起こすと考えた。本症例の場合は成人で
あったが，感覚経験不足ならびに筋機能活動不足の
ため，口唇周囲筋において筋緊張を認めた。このた
め口唇閉鎖を促すことが困難であったと考えた。著
者らは，口唇閉鎖訓練を行うことによって口唇閉鎖
機能を亢進することが可能となったと考えた。また
ペースト状食品摂取時では口唇閉鎖が行われ，固形
物では行われないという，食物の形態による運動の
違いが認められたことは，認知期（先行期）との関係
があると考えた。Leopald らが提唱した５期のモデ
ルにある認知期とは，食物を口で摂取する前の時期
である。これは視覚，嗅覚，触覚などの感覚と過去
の食体験から，目の前にある食物の物性，味，温度
などを感知し，それに応じて口に運ぶ食物の種類や
量などを決定し，口腔内での処理方法を予測し，そ
の必要な動きのための準備をする時期である１０）。本
症例はこの認知期の発達によって，押しつぶし食と
固形食の食物の形態の違いに応じて，口唇閉鎖を
行ったと考えられる。

指導１７か月後において，水分摂取時に一口量が多
いと，押し込むような動きが認められた。一度獲得
されつつあった口唇閉鎖機能も，摂取する量によっ
てその機能を十分に発揮することができず，機能が
落ちてしまうと考えた。このため動きがでてから
も，十分な機能が発揮できるまでは，摂取するもの
の選択や練習期間の継続が必要であると示唆され
た。

本症例は表１に示すとおり，多数歯に及ぶ臼歯が
欠如しており，臼歯部で咬合が支持されているのは
右側第一小臼歯のみで，殊に左側臼歯部はいわゆる
すれ違い咬合の状態である。このことから臼歯によ
る咀嚼運動は著しく困難であると考えた。したがっ
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て捕食機能および舌による押しつぶし機能を十分に
発達させ，舌と口蓋前方部での取り込みを安定して
行うことを今後の目標にしたい。この前方部での取
り込みが発達すると，舌を口蓋皺壁に押し付ける力
を強くすることができるようになると考える。この
押しつぶし行動は自分自身で食物の形を変化させ，
その感覚を経験することによってさらに口腔機能を
発達させると考える。歯槽堤部，舌，頬の協調運動
による食物処理を念頭におき，今後指導を行ってい
く予定である。

結 論

２１歳の女性 Cornelia de Lange 症候群患者に摂
食・嚥下機能療法を行った結果，以下の結論を得た。
１．過度の過敏症状があったため，脱感作療法を行

うことが，摂食・嚥下療法を行った上で重要で
あった。

２．口唇閉鎖訓練を行ったことによって，口唇閉鎖
機能を亢進させた。

３．舌訓練を行ったことにより舌による押しつぶし
機能を十分に発達させた可能性を認めた。
本報告で得られた結論から，発達期の障害による

摂食嚥下障害は，たとえ患者が成人であっても，摂
食・嚥下機能発達獲得のため摂食・嚥下機能療法を
実施することは有効であることを再確認できた。

本論文は第２４回日本障害者歯科学会総会および学術大会，
（２００７年１１月２５日，長崎市）において発表した。
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A 21-year-old woman with Cornelia de Lange Syndrome（CdLS）presented with the chief complaint of
being unable to chew prior to swallowing，and so underwent rehabilitation for dysphagia． At the initial
examination，she showed widespread hypersensitivity of the face and hands． Masticatory dysfunction
was characterized by difficulty in pulverizing food prior to swallowing and an in-and-out tongue move-
ment． She ingested food without closing the lips．

Rehabilitation for dysphagia consisted of instruction on how to decrease hypersensitivity and swallow．
After 17 months，her hypersensitivity was decreased，and she showed improvement in ability to pul-

verize food and ingest with lips closed． At this point，she was able to drink a little water with ease．
Not only children，but also adults with CdLS present with many types of dysphagia． Therefore it is

important to offer rehabilitation in such cases． （The Shikwa Gakuho，１０８：３５５～３６１，2008）
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