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顔　の　心　理　学

心理学的観点からみた顎矯正外科

高　橋　庄二郎

東京歯科大学名誉教授

臨床ノート--

は　じ　め　に

顎変形症の外科的治療すなわち顎矯正外科は,

外科的技術の進歩とともに口腔外科医と矯正歯科

医との協同治療が行われるようになったため,近

年著しく進歩し,きわめて優れた治療結果がえら

れるようになった｡今や顎矯iIi外科はわが国にお

ける歯科医療の特異な分野として大いに発展し,

多くの施設で日常数多く実施されている｡

大部分の顎変形症患者は自分がもつ顔面変形や

歯並びの異常に常に悩み苦しんでおり,それらが

改善された時の患者の喜びは余人には誠にはかり

知れないものがある｡しかし心の問題は大変複雑

で,大部分の患者は治療結巣に満足するが,時と

して不満足を示す患者もいる｡

近代の医廃は生物学的な観点からのアプローチ

に重点が置かれて発展し,多数の疾患が征服さ

れてきた｡しかし近年,医療は生物学的

心理学的　　　　　　　　社会学的

な観点に立って行われるべきであり,さ

らにこれらのアプローチが倫理学的　　　　に配

慮されなければならないことが強調されるように

なり,このような考え方が現代医療の基本理念と

されているo　とくに最近,生活の質

という概念の普及に伴い,あらゆる疾

患の治療に心理･社会的観点からのアプローチを

取り入れていくことが必要不可欠であり,心の状

態はQOLを構成する重要な柱の1つであること

から　　　　の維持･向上には心のケアが必要で

あるといわれている｡

顎矯正外科患者の心理学的ないし心理社会学的

研究は,顎変形症の診断法や手術法,治療法など

の発達に遅れて　　年代から世界各国で行われる

ようになった｡しかし心理学的研究法はきわめて

複雑かつ多彩であり,顎矯正外科におけるこの分

野で採用されている方法にも研究者によって大き

な相違がみられ,必ずしも一定した研究結果がえ

られていないように思われる｡また顎矯正外科は

一面において美容外科的な特徴をもつことから,

顎矯正外科における多くの心理学的研究は　　年

代に始まった美容外科における心理学的研究を参

考にしている｡

そこで,従来発表された顎矯正外科における心

理学的研究に関する文献をできる限り多く収集し

て総括的な展望を試みるとともに,美容外科にお

ける心理学的研究の結果と比較した｡本稿が顎矯

iE外科に携わる人々にとって,さらに　-･般歯科臨

床医に少しでも参考になれば幸いである｡

1.顔貌の心理社会的意義

日常生活の中で顔のはたす役割はきわめて大き

い｡我々は知らない人に始めて会った時,まずそ

の人の顔をみる｡次いで体の他の部位をみたの

ち,再び彦酎こ戻る｡そして顔っきや表情からその

人の人柄や知性,感情などを知ろうとし,さらに

日
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職業すらも推測する｡顔は体の他の部位と異な

り,衣服などで隠すことができず,上述の如く対

人関係を実現していくうえで,有益な手掛かりと

なる特異な部位であり,非常に多くの非言言吾的情

報を伝えることから,我々は顔に大きな関心をも

ち,他人から往意の対象となることを十分に意識

している　　｡とくに最近,マスメディアの浸

透によって以前に比べられないほど顔への関心が

高まり,多くの分野からなる日本顔学会が結成さ

れている｡

容貌ほど人の心に影響するものはない｡この影

響は容貌それ自体によるものではなく,魅力的

か非魅力的かの人の自覚によるといわれている

(L　　　　　｡

身体の魅力性は,人の心の中に形作られる自分

自身の画像で,知覚的プ-ルと体験的プールとの

相互作用によって形成される体についての知覚,

思考,感情などを含む多面的構造であるボディイ

メージ(身体像　　　　　　　と,自分で自分の

ことをどんなふうに感じ,考えているか,他人と

の関係で自分のことをどう考えるか,また価値

の観点からどう考え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

の発達に大きな役割をはたし,その内的

および外的力動は性格(人格)の形成,社会的行

動　　.などに関与する｡それゆえ,顔貌は自

尊心,行動パタン,社会的適応に最大のインパク

トをもっ,重要な心理学的変数であるといわれて

いる13･

顔貌の魅力性は確信をもって判断できるが,明

確には定義できない特性である｡しかし,その評

定は意外なほど高くII-致している｡顔貌の魅力に

ついて順位をっけるように回答者に求めると,

国や性別,年商令,社会的階層の違いにかかわり

なく,その順位に高い相関性がみつけられてい

る　　｡

魅力的な顔貌をもっ人は社会から陽性のフィー

ドバックを受けるため,暢性の自己概念を確立し

て安定した情動(情緒)反応を示し,外向性で高い

自尊心をもっ健康的な性格を発達させている｡そ

のため優れた学業成績,幸せな職業選択や結婚fE

活などが期待される｡一方,非魅力的な顔貌をも

つ人は他人から存在を無視されたり,拒否された

り,時にはからかわれたり,あざけられたりし

て,社会から陰性のフィードバックを受けるため,

陰性の自己概念を確立して,内向的,社会逃避

的,自己防御的,依存的などの不健康な性格をっく

り,時には心理的障害をきたして非社会的行動を

とるようになるといわれている(図　　･36･

2.顎矯正外科患者の受診動機

顎矯正外科手術は奇形,外傷,炎症,腫痕,嚢

胞などに対する一般的な手術の如く,機能回復や

生命保持の面から,患者の意志に拘わらず,手術

が絶対的適応となる場合と本質的に異なり,美容

外科手術と同様に患者自身の意志に依存する,高

度に選択的な手術である　　･99)｡ -一般的な普通

の手術では通常,医師や歯科医師の説得によって

患者はいやいやながら手術に同意するのに対し,

顎矯正外科手術を求める患者の動機の卜層には心

理的機転が深く関与しており,その動機自体が治

10-

図1彪力的および非魅力的な身体的容貌の結果
(Flanary, 1992)24
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療必要性の板拠となり,治療結果に対する患者の

満足度にも大きくかかわることから,患者の受診

動機は心理面に関する検討において不可欠の課題

である｡

顎矯正外科患者は必ずしも自分の悩みや動機を

訴えるとは限らない｡治療結巣が術者にとって成

功的であり,患者が義初に述べた動機が達成され

ていても,隠れた動機が達成されない限り,患者は

治療結果に不満を示す｡それゆえ, ｢患者はなぜ

治療を求めているか｣ ｢患者は手術で何を達成す

ることを望んでいるか｣という治療の動機と期待

を詳細に調べ,とくに隠された動機を探求するこ

とが大切である　　　｡顎矯正外科患者の受診

動機については多くの人々によって,独自に開発

した質問紙を用いるか,あるいは構成された面接

法によるアンケ-卜調査によって追究されている｡

(1)顎矯正外科における患者白身の受診動機

美容外科を求める患者の主な動機はただ1つ,

種々の心理的要素を含む容貌の審美的改善である

が,顎矯正外科を求める患者の主な動機はやや複

雑で,顔貌や歯並びの審美的改善と唱噴障害や言

語障害の機能的改善である｡顎矯正外科患者の受

診動機としての審美的改善と機能的改善の頻度

は,表1に示す如く,報害者によって大きな差が

みられ,審美的改善は6%から　　平均

に,機能的改善は13%から　　平均　　　にわ

たっており,審美的改善の方が高いとするもの,

機能的改善の方が高いとするものなどさまざまで

ある｡このようなことは調査方法や設問方法,調

香時期(術前調査か,術後調査か),国や民族など

の相違,社会的環境の時代的変遷などによるばか

りでなく,顎矯正外科患者の受診動機への心理的

関与に起因するものと思われる｡

は下顎前突症による審美的障害が患

者に与える心理的影響について始めて言及し,本

症患者は言語障害,唄噛障害,不適当な栄養など

に苦しんでいるけれども,身体的に悪化をきたす

ようなことはない｡下顎前突症の外科的修正を希

望する患者は主訴として不正唆合をあげるが,こ

れは通常,貢実ではなく,このような患者は正常

---- ll
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にみえること,社会で正常なメンバ-になること

を望んでいる｡

ら88)は顎矯正外科的治療の動機とし

て唄噴能力の改善が鼻も高い頻度を示した｡これ

は頁の理由であろうが,顔貌の審美的改善を望む

患者の心の苦闘の表現であろうo患者は　一般に歯

科医や口腔外科医が治療動機として岨噛能力の改

善を容認し易いだろうと考え,顔貌の審美的改善

という大きな希望を意識的,無意識的に隠す傾向

があると述べている｡

上述の如く,機能的改善を望む大部分の患者が

審美的改善を望み,審美的改善が最も重要な治療

動機であることは多くの人々によって認められて

いる　上　･　,63･95'　　　　は各種顎変形

症患者の治癒動機を術前術後で調べ,唄噴能力を

重要としたものは術前では　　　であるのに対

し,術後には　　　と術前よりも26%減少し,一

方,審美を重要としたものは術前　　　術後

%で,術後には術前に比べてわずかに増加してい

た｡このようなことから,多くの人々が述べてい

る如く,審美的改善が治療決定において重要な役

割をはたし,これは患者の心の中に深く,かつ長

く横たわった,固定した患者の願望であると考察

している｡

治療動機としての審美的改善を顔貌と歯並び

に分けて調査したものは比較的少ない25･36調.68･96･

が,一般に顔貌の改善　　　　　　平均

%)よりも歯並びの改善　　　　　　平均

がやや高い比率を示していた｡このようなことも

先に述べた如く,顔貌の審美的改善という希望を

隠し,歯科医が歯並びの改善を容認し易いという

患者の考え方によるものであろう｡しかし歯並び

の異常はからかいや噸笑の対象となり,顔面の変

形ほどではないが,大きな心理的影響をもっ24)｡

は勉力的な顔貌をもっ少年少女各1名

と非魅力的な顔貌をもつ少年少女各1名の白窯正

貌写貢を　　正常切歯　　前突切歯　　上顎左側

側切歯欠損　　高度叢生　　片側臼歯裂の術後疲

痕と歯列異常などをもっように修正し　　名の

歳の少年少女および840名の一般成人にそ



646 高橋:顔の心理学　心理学的観点からみた顎矯正外科-

表]　アンケート調査による顎矯正外科患者の受診動機と治療結果満足例の強度

著 者 患

調

蚕

鍋

,A

動 機 満 足

審美 機能 全般 手術 知 人

推薦

(年 度) 者 方 時 的 的 的 再

数 演 瑚 改善 改善 改善 選択

IJ 32 質 後

62

56

4 5

76

32

67

100

97

94

97

84

97

97

87

92

88

89

93

92

77

78

61-X.

ら 95 質 前

ら 33 質 後

ら 49 質 後 96

ら 25 寛 後 95

ら 67 質 後 96 95

Q u ellette (1978)72 66 魯 後 93 93

94

81

ら 52 血 前後 6 1

4 1

83

41

92

ら 110 質 後 95

94

83

ら 男) 29 質

面

前後

後

(女) 45 53 29

ら 16 88

93

13

97

ら 55 質 前後

ら 30 質 前後

J a C0b S0 n (1984)36 50 餐 後 76 70 98

ら 90 餐 後 4 8 77 88

ら 152 質 後 3 3

16

78

70

84 78

77

82

77

R itterSm a (1989)76 は 0 質 後 94

91

ら 57 質 後

ら 27 貴

面

前後 93 74

W itt(1991)90 51 前後 5 0 82

ら 27 前後 74

6 0

85

50

ら 41 面 前後 93

S h a 1h 0u b (1994 )80 20 面 前後 80

ら 61 質 前後 52 31 87

95

ら 74 質 前 76

6

51

67

ら 81 質 後

ら 49 質 後 90 71

80

70

ら 男) 18 質

宵

後

前後

94

(女 ) 23 30 61 87

山田 40 98 75

27

90

山田 60 賛 前後 88 90

橋本 ら 60 賛 級 40 100

78※

80

ら 男 ) 25 質

面

面

魯

徳

前

後

後

12 76

(女 ) 40 38 53

中村 ら 男 ) 24 25 63

(女 )

中村 ら 男 )

43

20

6 1

79

33

16

(女 ) 35 88

足立 ら 178 85

大原 ら 59 質 後 93

伊藤 ら ◎3 70 質 後 78 77 99 80

調査方法-賛:質問紙法,面:面接法
調査時期-前:術前,後:術後,前後:術前後
数字※ :男女平均

12
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れぞれ1枚の写真を提示して,社会的魅力性に関

する印象を　　　のアナログスケール上で判定

させた｡その結果,正常歯列をもっ子供の写真が

よき顔っきであり,友人として望ましく,攻撃的

な行動をとらないようであるという仮説を支持す

ることを認めた｡また魅力性は子供,成人ともに

口唇裂が最小値を示し,友人として望ましさは子

供では切歯叢年,成人では口唇裂,容認される攻

撃性は子供では側切歯欠損,成人男性では口唇

裂,成人女性では側切歯欠損が最小値を示したと

のことである｡

は口元は人の感情をよく表し,

自己イメージと強く結合する｡この部位は言語や

摂食の器官としてばかりでなく,感情の鏡として

働くので,特異な社会的および心理的意義,象徴

的な意味をもち,かつ同部の何らかの異常はみつ

けられ易く,冒立っ｡　　　　　　　ら74は身体

の種々の部位における醜形の心理的影響を比較す

るため,口の周囲に醜形をもつ子供,手を失った

子供,松葉杖をもつ子供,車椅子に乗る子供など

の写貢を　　　　歳の640名の子供に評価させた

ところ,臼の周囲に醜形をもっ子供が義も好まれ

なかったと述べている｡

治療動機として言語障害の塵度を調べたものは

比較的少ない　･　　　が,その比率は4-

平均　　　であり,これが主な動機となる

ことはまれである｡また顎機能障害ないし顎関節

症26ブ　　　　　呼吸障害36調).,胃腸障害　　頭

痛や歯ぎしり25)などの軽減ないし改善を求める患

者のいることが報吾されている｡

ら5)は手術に関連する明白な,かつ

達成できる患者の目標と期待をっくる用紙である

らの目標達成尺度

を用いて,顎矯正外科患者30名の患

者期待について調べ,表2の如き結果をえた｡

(2)顎矯正外科における患者外の受診動機

顎矯正外科患者における患者外の受診動機とし

て-般歯科医,矯iE歯科医,口腔外科医,医師な

どの忠吾,家族や友人の圧迫ないし強いすすめ

が調査されている｡とくに歯科医による忠吾は

-- 13
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表　　　　によって評価された顎矯正外科の患者
期待　　　　　　ら

目　　　標

機能的目標

唱噴改善

歯牙消失の予防

顎ヲ奉癖の軽減

消化不良の軽減

の除外

言言吾改善

審美的目標

側貌の改善

平静時の口唇閉鎖

歯牙の整置

歯牙歯敵の露出減少

体重の減少

歯牙審美の改善

心理的目標

自信/自尊心の改善

対人的スキルの改善

異なる経歴の追求

友人数の増加

数　　　百分率

3　8　8　3　3　002

8　8　7　4　3　2

1

8　2　2　1

7　7　7　0　0　77　2　2　1　1　2

n

U

　

7

6

　

2

　

2

　

1

　

1

7　7　7　32

(症例数　30)

高い強度を示し　　　から90%にわたっていた

(平均　　　　　　　　　　　　　　　･ ｡ま

た家族や友人,知人の圧迫や励ましは

平均　　　であった　　　　　　｡

近年,顎矯正外科を求める患者が大変増加して

いるが,このようなことは本治療法に対する矯正

歯科医や一般歯科医の認識が著しく深まるととも

に,本治療を受けた患者の増加や新聞,雑誌その

他のマスメディアの影響によるものと思われる｡

いずれにしても,美容外科患者と顎矯正外科患者

における大きな相違の1つば,前者は患者自身が

手術を求めて来院するのに対し,後者は矯正歯科

医や一般歯科医に紹介されて来院することの多い

ことである｡

(3)顎矯正外科患者の受診動機の性差

ら39)は従来報吾されている美容外科と

顎矯正外科の文献から,顎矯正外科の受診動機と

して女性患者は男性患者よりも顔貌と社会的理由

を多くあげ,男性患者は女性患者より歯科医の忠
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吾を多くあげるだろうという仮説を立て,各種顎

矯正外科患者の治療動機を社会的理由(家族,友

人の強い推薦),専門家の忠害,機能的問題,審

美的顔貌に分けて男女別に調査した｡その結果,

社会的理由は男　　　女　　　　般歯科医の忠害

は男　　　女　　　唄噛障害は男　　　女

顔貌変化の希望は男　　　女53%であり,ほぼ予

言通りの傾向がみられたが,いずれも統計的な有

意差を認めなかった｡

ら22)は顎矯正外科的治療を受ける理

由として審美的改善を重要としたものは男より女

で有意に多かったが,機能的改善を重要としたも

のは性差を認めなかった｡また機能的改善を重要

視したものは審美的改善を重要視したものより

も手術に対する,ためらいを示すことが多く,

術後の顔貌変化に適応するのに明らかに多くの田

楽をもち,審美的改善を重要視したものの大部分

は機能的改善も求めていた　　　　　　　ら

中村ら99)も表1に示す如く,動機

としての審美的改善が男より女で高い比率を,機

能的改善が女より男で高い比率を報害している｡

伊藤ら94)はド顎前突症患者男14名,女16名の術

前後における20項目の質問紙法による調査結果を

因子分析法によって統計処理して, 6園子すなわ

ち第1因子:発音機能のこだわり,第2因子:歯

並びのコンプレックス,第3因子:前歯部機能の

こだわり,第4園子:顔貌の主観的認識へのこだ

わり,第5因子:唄噴機能のこだわり,第6因

千:顔貌の客観的認識へのこだわりを抽出し,そ

の累積寄与率は73%であった｡術前の評価におい

て女は男より審美性に関わる第2,第4因子で高

い得点を,機能に関わる第1,第3因子で低い得

点を示し,さらに術後は術前より第2,第3,第

4園子の得点が男女とも有意に低下し,男の第1

因子も有意に低下したが,女の第1因子および男

女の第5,第6因子で有意差の認められなかった

ことから,女の方が審美性のこだわりがより顕著

であり,機能に関する園子は男においてよりこだ

わりが強いと述べている｡

以上の如き動機における性差は女が男より容貌

に高い関心を示し,男が女より業績や経歴に高い

関心を示すという伝統的な男と女のステレオタイ

プによるものと考えられている22･39･80'｡

(4)顎矯正外科患者の自己側貌の認知

顎矯正外科手術を受ける患者の決心に側貌の自

己認知が大きな役割をはたすと考えられることか

ら　　　ら8)は口腔外科医と矯正歯科医によって

顎矯正外科的治療を必要と診断された患者80名の

側貌の自己評価を求めた｡これら患者のうち40名

は手術を受けることを決心し,他の40名は手術を

受けることに反対した(28名は矯正単独治療を選

釈, 12名はすべての治療に反対)｡なお側位セ

ファロ分析において手術決心君と手術反対群と

の間で有意の差のみられた項目は　　　　　　と

と　　　　　　　　　　　と　　　のみであっ

た｡側貌の自己評価には図2に示す如き,聞垂産

的欠損-過大　　上顎前突-後退　　　顎後退-

前突　　歯牙歯槽性前突一後退の4項目につい

関摺摺摺摺
1　2　3　4　5　　6　7　　8　9

:‾売笑寺二
1　2　　3　4　5　6　7　　8　9

1　2　3　4　5　6　7　8　9

DENTOAL.YEOLh

摺摺摺摺
2　3　4　5　6　7　8　9

図2　側貌の自己評価用の図　　　ら
A:垂直的, B :上顎水平的,
C :下顎水平的, D :歯牙歯槽性(水平的)
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て,それぞれ9つの図を提示し,自分自身の側貌

と同様と思われるものを選択させた｡

その結果,手術決心群は手術反対群よりも自己

の側貌を理想的でない,または正常範囲内にない

と評価する傾向がみられたが,有意の差は4つの

項目のうち歯牙歯槽性のみであった｡また37名の

lJ腔外科医, 46名の矯正歯科医, 43名の･般人に

患者の正側貌写真を示して,患者と同様の方法で

側貌評価を求めたところ,いずれの評価者群も手

術反対群の側貌を手術決心群の側貌より理想に近

いものと評価した｡しかし各評価者群の側貌評価

の関連性を調査したところ,口腔外科医と矯正歯

科医の評価は4項目ともきわめて高い相関を示

し,一般人の評価も前者の2群の評価と明らかな

相関を示したが,患者の自己評価は下顎と歯牙歯

槽性の項目で他の評価者群と相関がみられず,患

者はこれらの項目で口腔外科医,矯正歯科医,一

般人と異なって自己の側貌を評価する｡さらに,

このような所見から,側貌の自己認知が専門家の

推薦やセファロ測定結果よりも,患者が外科的修

正を受けるかどうかの決定において重要であると

結論している｡

ら58)は顎矯iE外科患者35名について

側貌の自己評価および自己描画,側位セファロ

分析　　　　と　　　　　による身体カセクシ

ス尺度　　　　　　　　　　　　　　　　などの

調査を行い,これら結果の関連性を追究した｡

自己側貌評価法は　　らの方法と同じである｡

自己側貌描画法は患者に理想的な男または女の側

貌線画を与えて,その上に自分の側貌を描かせ,

その後図3に示す10コの境界点における理想像と

の差を, mm単位の格子を置いて測定するもので

ある｡点1と2は上顎水平的,点4-6ぼ下顎水

平的,点8 -10は垂直的の測定である｡本研究に

おいて,自己評価法による垂直項目の評価は

セファロ分析におけるSNBと,上顎の評価は軟

組織ANBおよび軟組織　　　と,下顎の評価

は　　　軟組織ANBおよび軟組織　　･と

有意の相関を示した｡また歯牙歯槽性の評価は

軟組織ANBおよび軟組織　　　と明ら

図3　側貌の自己描画用の図　　　　　ら
点　　　　　　　水平的,点　　:垂重的

かに相関した｡自己描画法による点1と2はセ

ファロ分析の結果と相関がみられなったが,点4

- 6は　　　欧組織ANBおよび軟組織

と,点　　　はSNAおよび欧組織ANBと有意

の相関を示した｡しかし　　　による全般的ボ

ディイメージと顔面ボディイメージはセファロ分

析結果と関連しなかった｡顔貌の自己認知が患者

の決心に大きく影響するといわれていることか

ら,上記の2つの側貌評価法は患者に顎顔面不調

和の内容を理解させ,治疲の必要性を教えるため

に有効である｡また一般に,顔貌に対する主観的

感情が顎顔面禾調和の客観的な程度と関連しない

ことから,術者は顎顔面不調和の患者認知と魅力

性についての患者の主観的判断を評価することが

大切である｡

ら89)は骨格性　　　丑患者

名と　　　　患者

名における19項目の側貌セファロ分析値と,矯正

単独治療および顎矯正外科的治療の患者動機高低

(面接による10段階評価)との関係を調べた｡その

結果,矯iE治療動機の高い群と低い群との問でA

NBに有意差が認められたが,その他の18項目に

は明らかな差がみられなかった｡一方,外科的治

療動機の高い群と低い群との問ではすべての計測

項目で有意の差が認められなかったことから,側

貌の自己認知がセファロ分析値による歯科医の推

15
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薦よりも顎矯正外科的治療を受けようとする患者

の決心にとって重要であると主張している｡

(5)美容外科患者の受診動機

ら18)は美容外科を求める患者の動機

のパタンを外的動機と内的動機に分けた｡外的動

機は環境からの外的圧迫に反応するもので　　他

人を喜ばせる願望,例えば配偶者の圧迫または配

偶者を喜ばせる希望や包親の主張　　身体的容貌

が自分の外的環境を強迫的にしているという偏執

病的観念化　　職業的および社会的野心などであ

る｡一方,内的動機は自分自身の内的感情による

ものである｡外的動機は手術によって達成される

ことのできない環境の変化を要するが,内的動機

は環境の変化を必要とせず,手術によって他人の

行動変化をきたすこともあることから,内的動機

の患者は外的圧迫で動機付けられた患者よりも好

ましい手術候補である｡しかし,このような動機

の分類は患者評価において有益であるが,すべて

の患者を動機によって明確に分けることはでき

ず,外的動機と内的動機の両者をもっ患者もい

る｡もし患者の動機について疑問のある場合に

は,精神科医の協力を求めるべきであると強調し

ている｡

最近　　　　　ら78)は美容外科術前女性患者

100名に　　　らの多次元的身体自己関係調査法

Multidimensional Body-Self Relation Que-

と　　　　らの身体醜形障

害検査自己報吾

の2つ

のボディイメージの検査を行い　　　　　によ

る全容貌評価は報菖されている正常値と有意差を

認めず,患者は全般的容貌について大きな不満を

示さなかったが　　　　　　の測定値は正常値

と明らかな差を認め,患者が手術を考えている特

別の身体部分について不溝を示したことから,ボ

ディイメージの不満足が美容外科患者の動機の重

要な要素であると報害している｡

3.美容外科術前患者のILt理

美容外科手術(鼻形成術,オトガイ形成術,耳

形成術,顔面しわとり術,眼醸形成術,乳房形成

術など)を求める患者の心理に関する研究は,臨

床的面接と標準化された心理テストの2つの方法

によって行われている77)｡

美容外科患者が修正を望む変形は一般の人々に

とって許容できる範囲内のものであり,患者の手

術を求める動機自体が病的な徴候である｡また容

貌に関連する苦悩は心の中の矛盾の象徴的転換で

あるとの考えから,早期の研究は精神科医によっ

て行われた77)｡しかし美容外科術前患者の心理的

評価に関する研究結果は報害者によって著しく異

なり,大きな混乱がある｡

ら10)は美容外科患者の心理に関する文献

を展望し　　　　　の患者は精神科的診断が付け

られ,一般に美容的鼻形成術患者は強迫観念的,

精神分裂病的な特徴を,乳房形成術患者はヒステ

リー的,衝動的,顔面しわとり患者は抑うつ的,

依存的または過度独立的,頑固的な特徴をもっよ

うである｡しかし　　　　　は対照群との比較を

もっ最近の主要文献の展望から,美容外科を希望

する患者の　　　　は正常であり,精神病をもつ

患者はまれである｡このように心理的に正常と考

えられる患者の著明の増加は,近年における容貌

についての関心の高まりや美容外科容認の社会的

変化による美容外科患者の著しい増加に起画する

と考えられている73･87)｡

ら6)は早くも　　年,先天性または後天

性疾患による顔面醜形をもつ患者の中に心理的に

不適応な,後退的な性格をもつ患者や精神病また

は境界線上の性格をもっ患者のいることを指摘し

た　　　ら32)は審美的改善を望む患者はiE常な

ものが少なく,神経症の徴候の認められることが

多いと述べた｡

ら17)は小さな変形をもつ美容外科術

前患者98名の精神科医による面接において

のものが精神医学的な診断が付けられ　　　は精

神病　　　は神経症　　　は性格異常であった｡

また福田ら　は変形･醜形が全くないか,また

は軽微であるにも拘わらず,訴えが異常に誇張さ

れ,執勘であると判定された患者274名のうち,
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形成外科医が精神的異常または性格異常があると

診断したものは179名　　　訴えの目的は理解で

きるが,神経質過ぎると判断したものは95名35%

であり,形成外科において精神医学的に問題のあ

る患者の割合は　　　　　らの報吾に近いもの

であった｡なお精神科診断を受けた13名中, 5名

が精神分裂病であったとのことである｡

ら37)は小さな変形,とくに鼻変形の

美容外科的手術を求める患者の精神科的評価を行

い,男性患者20名車, 7名は精神病, 4名は神経

症,他の7名は中等度ないし重症の性格異常を有

していた｡一方,女性患者30名中, 16名が精神医

学的診断が与えられ,精神病は1名,神経症は2

名のみであり,とくに軽微な変形で美容外科手術

を求める男性患者は女性患者よりも重症な情動的

疾患をもっものが多い｡

は美容外科患者における心理的状態の

臨床的評価の時代的変遷について調べ,正常性格

を有するもの(容貌に対する現実的な考えをもっ

もの)は　　年では750名中36%であったが

年には900名中68%に増加し,情動不安定ない

し性格障害を有するもの(容貌について禾適当な

関心を示すもの)は　　年には62%であったが,

年には30%に減少したと報害している｡

ら48)は刑務所収容者で鼻変形,麻

薬常用による注射針痕跡,顔面廠痕,いれずみ

などのために美容外科手術を希望するもの281名

に対して,ミネソタ多面人格目録

と

テネシー自己概念尺度

の検査を行い,変形をもたない薗

人対照48名および正常集団のデータと比較した｡

その結果　　　　で測定された抑うつ性,軽燥

性,精神病嚢的偏惰性,偏執性,精神分裂性など

の尺度得点はいずれも正常集団より囚人対照群が

著しく高い平均値を示し,さらに手術希望者はい

ずれの変形ないし異常群でも国人対照群より,す

べての尺度で高い得点を示した｡また　　　で測

定される身体的自尊心値と全般的自尊心値は正常

集団が最も高く,手術希望者群は因人対照群より

- 17 I-
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高い身体的自尊心値を有していたことから,刑務

所収容者は低い自尊心値と高い精神病理的レベル

を示し,囚人の中でも美容外科手術を求めるもの

は囚人対照群より精神病理的レベルがさらに高い

と述べている｡

は鼻の外観欠損を主訴とする患者45名

に　　　　らのヒステリー性強迫観念調査表

Hysteroid Obsessoid Questionnaire (fIOQ),

らの5罰尺度

らの性格疾患尺度微候目録

Personal Illness Scale of Symptom Sign

の人格目録

などの心遅テスト

を行い,看護スタッフから成る対照群のテスト結

果と比較し,患者群は対照群より低いHOQ得

点　　　における高い全般的敵意(内的敵意と外

的敵意の合計)および敵意方向(内的敵意と外的敵

意の差),高いP I得点　　　における低い外向

性得点と高い内向性得点を示し,いずれも有意の

差を認め,患者群は恐怖的,内向的,内罰的な傾

向にあり,とくに神経症傾向,全般的敵意,性格

障害などの症状待点で対照群と大きな差がみられ

た｡また各患者の正側貌写貢によって6名の観察

者に9段階の鼻変形の評価を求め,これら客観的

鼻変形度と上記4つの心理テストとの関連性を検

索し,いずれも有意の相関を認めなかったと報害

している｡

しかし　　　　ら91)は鼻形成術患者90名の心理

的面接と　　　　テストの結果から,大部分の患

者は心理的に健康である｡　　　の臨床尺度に

おいて他の型の手術をもつ25名の対照群と比較し

て　　　精神病質的偏椅性尺度)のみが有意に上

昇しており,対照群より従順でなく,社会的およ

び家族的関係について満足していなかった｡また

動機と目標を明確にするカウンセリング中に明ら

かにされた心理的危険を示す,最も強度の高い性

格パタン障害は幼児的自己愛の性格と術者を巧み

に操縦する性格で,これらを不適当性格と呼び,

カウンセリングによって改善できると述べている｡

ら28)は顔面しわとり術施行患者50名の術



652 高橋:顔の心理学1Lt理学的観点からみた顎矯正外科-

前　　　テストと精神科医の半構成面接による

評価を行った　　　　の結果は患者が比較的iF.

常人であることを示し,異常性格傾向として衝動

性を示すもの3名,受動性･攻撃性,ヒステリー

性,偏執性,社会病質性,内向性,抑うつ性神経

症,混合性神経症を示すものそれぞれ1名であっ

た｡このような所見は顔面しわとり患者の71%が

いくらかの精神障害をもっという　　　　　　ら

の結果と著しく異なっていた｡なお臨床的評価に

おいて7名14%の患者が臨床的抑うっ症のいくら

かの証拠を示したとのことである｡

ら10)は鼻形成術,乳房形成術,顔面しわ

とり術などの美容外科手術を求める女性患者40名

に　　　　らによる意味按分法テスト

と　　　　による心理テ

ストを施行し, SDと　　　による全般的自尊

心､がいずれも身体的自尊心より有意に高い値を示

した｡また　　　による全般的自尊心が正常集

団より明らかに高く　　　　における身体的自尊

心が正常集団より明らかに低いことを認め,これ

らの所見は,時々の条件によって支配されるので

はなく,冒標に向かって統制された統一のある

行動をとる,あるいは考えることと行動とが矛

盾なく一致し,調和しているという自己　-貫性説

に一致するものであ

り,美容外科における女性患者は自尊心の立場か

ら正常な女性とみなされるとしている｡

4.顎矯正外科術前患者の心理

顎矯正外科で対象となる患者の大部分は発育異

常に起因する顎変形症であり,本症における顎顔

面の変形は10歳代初期の思春期以後の青年期に顕

著になる｡

この時期はボディイメ-ジと自己同一化に大量

のエネルギーを費やす,最も感受性の高い時期で

ある｡したがって,このような心理的危険期に

現する顔面変形は患者に好ましくないボディイ

メージをもたらして自尊心や自信を失わせ,社会

的適応の低下や心理的障害をきたし易いと想像さ

れる　　しかし顎矯正外科患者は他人に恐怖感や

拒絶感,あわれみなどをきたすほどの醜貌を呈す

ることはほとんどない14)｡唆合異常や歯列不正の

如き歯科的異常は顔面変形ほど大きな心理的影響

を及ぼさないが,あざけりやからかい,時によっ

ては嫌がらせの如き社会的反応をきたして,患者

に苦悩や怒りをもたらすといわれている　｡

(1)アンケート調査による結果

一般に,顎矯正外科患者は手術の内容や手術に

対する射侍に関して項実的な理解をもち,心理的

によく適応した,健康的な集団であると考えられ

ている　上　　しかし　　　　　ら88)は95名の顎

変形症術前患者の質問紙法調査で,心理社会的変

化として,自分の顔貌が正常でないと考えている

もの49名　　　自分の異常を常に考えているもの

65名　　　公衆の場所を避けるもの22名　　　翼

性関係に問題をもっもの19名20%であり,大部分

の患者　　　は小さな心理的障害を　　　の患者

が異性に対して重い心理的障害をもち,このよう

な患者の精神科カウンセリングの必要性を指摘し

た｡

ら26)は27名の術前患者の面接謂蚕で,

患者がとりあげた問題は唄境や唆合に関連する機

能的問悪　　　症状,顔貌,冒腹障害などであ

り,これらの問題が個人として陰性に影響してい

ると考えているもの　　男40,女　　　社会的

生活を障害していると考えているもの　　男20

%,女　　であり,このような偶人的および社

会的問題は男より女で多く経験した｡また,かよ

うな問題の患者表現は｢私は他人とI-緒にいる

時,話をしない｣ ｢私は常に口の前に手をおく｣

｢私は社会的集まりを避ける｣ ｢私は写貢をとら

れることを好まない,とくに側貌写真を好まな

い｣ ｢私は他人と一緒に食事をすることを避ける｣

｢私は内気で,自然にふるまうことができないJ

｢私は常に自分の顔貌を気にしている｣ i私は他

人が私を見つめていると感じている｣などであっ

たO　なお上述の如き個人的,社会的問題の性差

は,顎矯正外科を求める患者が男より女に多いこ

とを説明するだろうと述べている｡

ら7)は各種顎変形症患者41名の術前
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に面接調査を行い,社会的適応に大きな問題をも

つものは5名12%で,上下顎手術,下顎後退術,

上顎前方移動術,上顎単独手術などの適用者のう

ち,社会的適応の不安定なものは下顎後退術患者

で最も少なかった｡しかし顎変形が睦格に強く影

響したものは7名17%で,下顎前案症患者で最も

多くみられた｡　　　　　　は20名の術前患者の

面接調査において,女は男より個人的および社会

的問題を多くもち,それらは他人と話をすること

を避ける,社会的活動を避ける,他人の前で日を

手でおおう,他人に見つめられる感じ,顔貌につ

いての恥ずかしさ,孤立化などであった｡

山田　はド顎前突症術前患者40名の質問紙7去

によるアンケート調査において,患者の情緒不安

として視線恐怖,仕事の熱中度,性格の発揮,将

来の不安,結婚不安などをとりあげ,視線恐怖を

感じるものおよび将来に不安をもつものがそれぞ

れ37名93%あった｡中村ら99)は下顎前突術前患者

67名の面接調査で,顎変形が生活や行動に影響を

及ぼしていると考えられているもの39名　　　劣

等感を感じているもの20名　　　人前で食べた

り,話をすることが恥ずかしいとするもの8名12

%,職業選択に影響したとするもの15名22%で

あったと報害している｡

､理テストによる結果

顎矯正外科患者の心理的特性をより客観的に把

握するため,近年多くの人々によって種々の心理

テストによる検索が行われている｡顎矯正外科患

者に応用された主な心理テストを表3に一括して

示す｡

ら40)は顎矯正外科術前患者74名にRI-

などの心理テスト･

バッテリーを応用し,本症患者の性格特性を明ら

かにしようと試みた｡　　　による統制の所在

(座)は報曹されている標準よりもやや外的にあっ

たが,正常範囲内にあり　　　による神経症傾

向の得点は標準よりも低く　　　　による自尊心

の得点は標準よりも高く　　　　によるボディイ

メージも高い値を示した｡このような結果から大

部分の顎矯正外科患者は陽性のボディイメージと
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高い自尊心をもち,神経症傾向の低い集団であ

り,完全な自我egoと正確な自己概念を発達さ

せていると考察している｡ただし顔面の特別の部

位すなわちオトガイと側貌のボディイメージはや

や陰性的であった｡なお　　　は, -般の物事

の成否を統制している原因を努力や素質など自分

の内部にある要因に帰属させる傾向(内的統制の

所在または内的原因帰属傾向)が強いのか,運や

他人の力など自分の外部の要因に帰属させる傾向

(外的統制の所在または外的原因帰属傾向)が強い

のかをみる尺度である｡

さらに　　　　ら39)は前述の症例(男29名,女45

名)における性格の性差を調べ　　　　による統

制所在　　　による外向性　　　　による自尊

心　　　による全般的ボディイメージおよび顔

面ボディイメージなどの性格変数に有意差を認め

なかったが　　　による神経症傾向の得点は男

より女で有意に高く　　　　による側貌ボディイ

メージの得点は女より男で明らかに高かった｡ま

た　　　　ら45)はボディイメージの得点は各種顎

変形症患者の間で有意の差を示さず,ボディイ

メージの評価は顎変形症患者を鑑別する有益な方

法ではないと述べている｡

ら5)は30名の顎矯iE外科術前患者の

心理状態をSCL-90と　　　　を用いて調べた｡

は90項目の質問から成り,身体化(心理

的葛藤が身体的症状として現れること),強迫観

念性,対人感受性,抑うつ性,不安,敵意,恐怖

的不安,妄想性観念化,精神病的傾向などについ

て測定された｡また　　　では全般的自尊心､の

ほか,自己非難,自己同一化,自己溝足,行動,

身体的自己,個人的自己,社会的自己,家族的自

己,変動性, 1一一般的禾適応などが測定されたO

および　　　の上記各尺度における標準

の平均得点は　　　　は10であるのに対し,患者

群の　　　　の各尺度平均得点は

の各尺度平均得点は　　　　　で,いずれ

も正常範囲内にあり,患者は心理的によく調節さ

れた集団であった｡

ら23)は61名の患者に
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表3　顎矯正外科患者に応用された主なJL､建テスト

(外Eg)

ロックー内的･外的統制所在尺度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,39,40

EPI　　:アイゼンク人格目録　　　　　　　　　　　　　　　　　　･　　　　･70

テネシー自己概念尺度　　　　　　　　　　　　　　　　　　･  ,40A上42,

BCS　　:身体カセクシス尺度

症状調査表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･82

性格因子調査表

家族環境尺度

:ミロン行動的健康目録

児童用自己概念尺度

顔貌評価尺度

身体醜形障害検査-自己報吾
◎

自尊心尺度

DQ　　:差別調査表

生活の薯目録

身体満足尺度

社会的回避･苦悩尺度

陰性評価恐怖尺度

一般健康調査表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　, 53

病院不安･抑うつ症尺度

:気分プロフイ-ル尺度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･61

SIS　　　:社会的相互作用尺度

補助的社会的相互作用尺度

(日本)

矢田部-ギルフォード性格検査　　　　　　　　　　　　　　　　　　,

CMI　　:コ-ネル健康調査表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深町ら)97,111

SD　　:意味秋分法テスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯島

:ミネソタ多面人格目録

役割構成レパートリーテスト

など5種の心理テストを

行った｡その結果　　　　における16尺度の性格

特性のうち12尺度の平均得点は正常の得点5. 5よ

り大きく,好ましい陽性方向にあった｡また

FESの10尺度のうち7尺度の平均得点は5. o似上

を示し,陰性の家族的サポートの環境にあったo

EPIによる外向性と神経症傾向の平均値は従来

報吾されている正常値よりわずかに低かったが,

女性患者は男性患者より,年麻の高い患者は年齢

の低い患者より明らかに神経症傾向が高かった｡

の平均得点は正常範囲内にあり,精神病

態度待点および平均予後指数はともに低い範囲に

あった｡また　　　の自己概念平均値も正常範

囲内にあり　　　　　　　の報害した顎矯正外科

患者の値とほとんど同様であった｡以上の如き所

見から,顎矯正外科患者は心理的に健康で,良好

な適応状態にあり,術後早期に衝動的不安定をき

たす危険性は低いであろうと推察している｡

ら20)も61名の顎矯正外科患者の術前

1ヵ月時にEPIとBCSのテストを行い　　　に

おける患者の神経症傾向平均値は正常値よりわず

かに高く,外向性値は軽度に低く　　　の個人

的自尊心値は正常値よりわずかに低かったが,こ

れら患者は心理的に良好な適応を示し
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らの報害した所見と一致していたと述べているO

ら71)は特異な歪み鏡を開発して顎矯正

外科患者に応用し,心理的状態を追究した｡この

歪み鐘はアルミニウムの粉末を吹き付けたプラス

チック製の柔軟なもので,付属された電気モー

タ-で被験者の顔を長く,短く,また太って,痩

せて見せることができ,手にもたせた調整装竃で

被験者が正しいと感じる姿に戻させ,その正確度

を調べることのできるものである｡彼ら70'は本研

究の前段階として180名の正常成人に歪み鏡を応

用し,自己修iEした像と貢の像との誤差を調べる

とともに　　　とBCSによる心理テストを行

い,これら各種結果の関連性を検索した｡正常被

験者の歪み鐘による顔面自己像の誤差範囲は5

mm以内であり,一般に貢の像より短く修正する

傾向があった｡ EPIにおける神経症傾向の得点

と歪み鏡による自己像誤差との問に男女とも正の

相関がみられ,神経症傾向の待点が高くなればな

るほど,顔の大きさを正確に表さなくなった｡ま

た男ではEPIによる外向性得点と歪み釦こよる

自己像誤差との間に正の相関を認め　　　によ

る全般的ボディイメージおよび顔面ボディイメー

ジの得点と歪み鐘での誤差との間にも男女とも正

の相関を認めた｡さらに顎矯正外科患者に歪み鐘

を応用したところ,貢の像との誤差はすべて正常

範囲内であった｡また精神病者の歪み鏡による自

己像誤差が著しく大きいことから,顎矯正外科患

者は一般に心理的に正常である｡さらに大部分の

患者が治療結果に満足することから,術前の心理

的スクリーニングで危険な患者を見出すことはで

きないだろうと主張している　　しかし本研究に

用いられた患者数や変形のタイプは全く明らかに

されていない｡

近年,頭蓋顔面外科　　　　　　　　　　　の

発達に伴って,通常の顎変形症患者よりも高度の

顔面変形をもつ頭蓋顔面異常患者の手術が行われ

るようになった｡　　　ら3)は　　　歳の両眼隔

離症,片側顔面巽形成症　　　　　症候群,

症候群　　　　症候群　　　症候群

の如き重症群患者14名と不正唆合による軽症群患
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者8名に対して　　　らによる1(完全像)から

9 (著しく不完全)にいたる9段階の顔面評価尺度

にしたがって自己顔貌を評価させると

ともに,児童用の　　　のテストを実施し,軽

症群は重症群よりも高い顔貌評価得点と

において低い自己概念得点を示した｡このような

所見は軽症群患者が重症群患者よりも自分の顔貌

を不完全に評価し,低い自尊心をもつことを意味

する｡

ら79)は頭蓋顔面の醜形をもって生ま

れ,平均5.1歳で外科的治廃を受け,成人に達し

た片側顔面倭小症11名および両眼隔離症13名と頭

蓋顔面に異常の認められない対照24名に

などの心理テストを施行

し,患者群は対照群よりも　　　　　　における

顔面の禾溝が大きく　　　　において明らかに

低い自尊心を　　　　において有意に低いQOL

レベルを示した｡なお,残達する顔面変形の程度

を調べる　　　　　の高い得点は　　　　　に

よる顔貌の大きな不満とDQによる雇用および社

会的環境の不利感と相関したと報害しているo

わが国では性格の全体的構造を把握する心理テ

ストとしてY-G検査法が多く用いられている｡

本法は120項目の薯問から成り,これら各項目は

以下に示す12の尺度に分けられる｡

(D)抑うつ性

(C)回帰性傾向

(I)劣等感

(N)棉経質

(0)客観性欠如

協調性欠如

不愛想

(G)一般的活動性

(R)のんきさ

(T)思考的外向

(A)支配性

(S)社会的外向

さらに,これら12の特性を情緒安定性(D,

社会適応性　　　　　　　　向性

の3群に分け,これらの組
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み合わせによって以IIFの5種類に分類される｡

A型:標準型,各側面での特徴を示さない

B型:情緒不安定,反社会的で非行に結び付き

易い-行動上の問題を起こし易い

C型:内向,消極的な性格であるが,社会的適

応力は高い,おとなしいタイプ｡防衛

的,抑圧的な人

D型:情緒安定,積極的で,優れた指導性と管

理能力がある｡自己顕示的な人や内省力

の乏しい人に多い

E型:情緒不安定,社会的に不適応,消極的な

人一神経症的傾向を示す人に多い

辻97'はF顎前突症術前患者男33名.女67名と,

顔面形態および唆合機能に異常がない対照男女各

100名のY-G検査の結巣を比較した(表4,

5 )O類型別比較では男性患者群と男性対照群と

の間にx2検定で有意差を認めなかったが,向性

を中心に　　　　　型とE, C型に分けてx2検

定を行ったところ,患者群は対照群よりE, C型

が有意に多く,内向的であった｡女性患者群は女

性対照群との間で類型において有意差を認めず,

向性面を中心とした2群間でも明らかな差が認め

られなかった｡ Y-G各尺度の粗点比較では,男

性患者群と男性対照群の間で

ら Nで有意差がみられ,関連の深い尺度を相隣

り合うように配列して各尺度粗点を連結した線で

あるプロフィールをみると,患者群は対照ま酎こ比

べて情緒性二次因子で不安定側に,社会適応性二

次園子で不適応の側に,向性の二次因子で非活動

性向性の側に傾いていた｡しかし女性患者群と女

性対照群の問では尺度粗点に有意差が認められ

ず,プロフィール上でもほとんど差がみられな

かった｡

氷室　は女性の下顎前案症術前患者30名と対

照18名のYIG検査における類型を比較し,安定

積極型のD型が両群とも半数を占め,情緒不安定

を示すB型とE型の合計が患者群で　　対照群

で28%を示し,両群間で差が認められなかったと

のことである(表4)｡

辻97)は前述のY-G検査を行ったと同じ被験者

についてCMIとSD(飯島)による心理テストを

行った｡ CMIは主として神経症としての異常心

理状態を調べるために用いられ,身体的症状の質

問男173項目,女175項目,精神的自覚症状の質問

男女各51項目から成り,これらはA～Lの身体的

項目　　　　の精神的項目に分けられる｡深町ら

は縦軸に身体的症状,横軸に精神的症状をとる神

経症判別図によって以下の4つの領域を分けた｡

領域　　　　水準で心理的に正常と判断される

領域

領域II :異常心理現象を認めてもよいが,ほぼ

正常とすべき領域

表4　下顎前突症群および対照群のYIG検査幾型別発生強度

著 山田 辻 伊藤 ら 氷室

者 (1984)Ilo (198 7)97 (1988)94 (198 7)103

性 男女 男 女 男女 男 女 男女 女

君羊 術 術 術 術 対 術 術 対 術 術 対 術 術 術 術 術 術 術 術
前 後 前 後 照 前 後 照 前 後 照 前 後 前 後 前 後 前 後

A 17 15 7 6 11 13 1 1 15 20 17 26 3 2 5 3 8 5 13. 3 22.2

B 8 6 4 2 16 15 9 16 19 11 32 1 2 4 2 5 4 16. 7 27.8

C 12 11 7 4 15 9 10 14 16 14 29 4 6 0 1 4 7 6. 7 0.0

D 16 25 11 18 54 27 36 4 7 38 54 101 3 2 5 10 8 12 53.3 50.0

E 7 3 4 3 4 3 1 8 7 4 12 3 2 2 0 5 2 10.0 0.0

計 60 60 33 33 100 67 67 100 100 100 200 14 14 16 16 30 3 0 100.0 100. 0

(山田,辻,伊藤ら:例数,氷室:百分率)
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表5　ド顎前突症群と対照群におけるYIG検査各尺度の比較
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著 山田

者 (1984)110

性 男女 男

群 術 術 術 術

前 後 前 後

D 栄 丘18+

C 2.73 2.58 8.52 7.82

I ※ 7.55* 6.39

N 2.73 2.50IX 8.82* 7.09

0 ※ 7.15 5.36

C 0 ※ 6.48 5.85

A g 2.60 2.70 10.42 10.48

G 2.85 2.98 10.76* 10.97

R 3.1.2 3.20 9.42* 9.94

T 3.38 3165 9.64* 10.76

A 栄 9.67 10.36

S ※ ll.91* 12.94

領域　　神経症的異常心理現象が認められると

する名貢域

領域　　　　の水準で神経症と判定できる異常

心理現象が認められる領域

このCMlによる術前患者群と対照群との神経

症領域の比較において,男女ともx2検定で有意

差が認められなかった｡しかし男では神経症傾向

の強い領域IVに属するものが対照群の2 %に対

し,患者群で9%であった｡ I-方,女では領域Ⅲ

は患者群　　　対照群　　　　領域Imま患者群

対照群　　であり,患者群は対照群より

神経症傾向が少なかった｡また患者群と対照群と

のCMI各区分の肯定数比較では,男で(L)習慣,

(J)疾病新庄　不安で,女で(B)呼吸器系統　疲労

度　疾病強度で有意差を認めたに過ぎず,男女

とも,とくに男で精神的項目で肯定数の多い傾向

がみられた｡さらにY-G類型とCMI神経症領

域との関係を検索し　　　安定群

型)がCMIで神経症傾向のないと患われる領域

こ多く　　　不安定群　　　型)は神経

症傾向を疑わせるCMI領域　　　の占める割合

÷
　
　
ふ
･
　
　
　
　
　
　
-
　
　
　
　
ふ
･

対 術

輿 前

6. 78 8 . 4 2

7. 8 7 8 . 9 3

5 . 8 7 7 . 8 2

6 . 8 4 7 . 9 4

6 . 12 7 . 3 9

6 . 2 8 6 . 6 9

1 0. 59 10 . 10

12 . 44 10 . 9 4

1.2 . 3 9 12 . 12

l l. 59 l l. 6 7

l l. 19 10 . 2 8

13 . 94 13 . 3 9

女

I. 0｣-

7. 87･X　　　　8. 47

主　　　　　T.07

※

6. 34･X<　　　　7. 68

5.8十;

9.99　　　　　9.52

上28

12.24　　　　11. 77

上　:

10.82　　　　10. ll

14. 30･X　　　13. 73

t検定で有意差を認む　* :術前群と対照群
※ :術前と術後
× :術後群と対照群

が多く, x2検定で1%の危険率で有意差を認め

た｡ SDは種々の概念の内容的ないし情意的意味

を客観軋　定量的に示そうとするものである｡使

用する質問紙は未知の人物に対する印象的構造を

把握するため, 16の形容詞対から成り,それらを

7段階に評価させ,園子分析により社会活動性,

魅力性,道徳性の3次元が抽出されている｡患者

群と対照群との問で男では9項目,女では4項目

で有意差が認められ,男の患者は対照群より社会

活動性,魅力性ともに明らかに劣っていると自己

認識しており,一方,女の患者は社会活動性,人

のよさ,美しさが劣っていると自己認識している

が,その程度は男ほど顕著でなかった｡

山田　は下顎前突症術前患者60名について

cMIによる神経症領域と∠ANBによる顔面変

形の程度(6群に分類- 1度から6度に向かって

∠ANBが小さくなる)および術前アンケートと

の関係を調べ,神経症領域I ～Ⅲでは変形の程度

と関係が認められなかったが,領域拝の3名は変

形　　　　　度の比較的軽度の変形をもつもので

あった｡また領域lIおよびⅣのものは領域Iおよ
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びHのものより将来の不安を明らかに多くもち,

他人の悪口に悩み,仕事に熱中できず,他人の視

線が気になる傾向が認められたとのことである｡

中村ら98)は下顎前突症術前患者男23名,女31名

について性格の偏りないし異常性を評価すること

を目的として　　　の心理テストを実施した｡

本法は4種の妥当性尺度　　　　　　　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,精神病質的偏椅性尺度

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,軽楳性尺度Ma,社会

的向性尺度Si)で構成されている｡対象患者の全

尺度得点をTスコア(標準換算点)に換算し,男で

は各尺度のTスコア平均値は正常値の50に近いと

ころに分布し,平坦なプロフイ-ルを示したo女

ではプロフィールの凹凸が目立ち　　　　　でや

や高い値を　　　　　　で低い値を示した｡本

研究の平均待点を男子学生249名,女子学生536名

のMMPT集団実施の報吾値と比較したところ,

臨床尺度において差異が認められなかったことか

ら,対象患者は性格の偏りの点でI-･般学年と差が

ない｡しかし妥当性尺度のKがやや高い値を示し

たことから,対象患者は心理的弱点を防衛し,自

己を望ましい方向に歪める傾向がやや高いことが

示唆される｡さらに彼らは顎変形の程度

の大きさにより6種に分幾, 1度から6度に向

かって漸次大きくなる),顔貌に対してもっ悩み

の程度(I領域:変形は大きいが,悩みは小さ

い｡ =領域:変形の大きさと悩みの大きさとが

つりあいがとれている｡ I圧磯城:変形が小さい

が,悩みが大きい),治療過程における問題行動

の有無(担当医および看護婦からの聴取)などと

の所見との関係を調べ,顎変形の程度と

による性格の偏りとの間に相関を認めな

かったが, I領域からⅡ領域に近づくほど臨床尺

度高得点(65点以上)の出現鹿度が増加し,小さな

変形を強く悩むものほど睦格の偏りを示すものが

多くなった｡また問題行動の有無と　　　各尺

度丁得点との間に高い相関を認め,領域がIから

IM=近づくにつれて問題行動者の出現頻度が増大

したと報じている｡

5.美容外科の心理的影響

美容外科手術はI -般に患者に対して陽性の心理

的結果をもたらす｡患者は手術結果に蒲足し(演

足率　　　　　不満足率　　　　　手術によっ

て身体の自己評価,自信,対人的および社会的関

係の質,性的関心,ストレスの対処法　　　な

どが改善される　｡精神医学的に問題をもっ患

者でさえ美容外科の絶対的禁忌症にならないよう

である77)｡

ら47)は思春期に美容外科手術を受けた

患者57名の精神科的評価と心理社会的適応に関す

る質問紙法による患者白身の評価を求め,鼻形成

術を受けた患者(26名)は抑うっ的な特徴をもち,

若い女性患者では術後早期に退行的行動を多く

とったが,長期経過例では患者は心理的に障害さ

れているとは感じておらず,社会的に自信を増

し,家族に対しても依存的でなくなった｡豊胸術

を受けた患者(11名)はヒステリー性の特徴を示

し,術直後に抑うっ傾向を示すものが多かった

が,長期例では主観的に溝足していたo耳形成術

患者(12名)は不適当なボディイメージと低い自尊

心をもっていたが,術後には全例が自信の増大を

報害したoただし,顔mi疲痕のため皮膚削去術を

受けた患者( 8名)は1例を除いて結果に不満足で

あり,とくに女性患者で高い感情的反応を示し

た｡このような結果から,思春期の患者では成人

患者に比べて手術による身体的変化はボディイ

メージの知覚の中に容易に結合され,重症な情動

障害や自己同　イヒの危機をきたすことは少ない｡

しかし短期間の精神療法は患者の期待と動機を明

らかにすることを助け,長期間の精神療法は変形

について強いこだわりをもっ患者に適応となる｡

Hayら30)は美容的鼻形成術を受けた患者17名

の術前後にヒステリーと強迫観念の特性を調べる

般的敬意と敵意方向を調べる　　　心

理的障害を調べるP Iなどの心理テストと患者面

接を行い　　　の待点とFPSの得点は有意の

差をもって術後改善を示した｡ P Iの待点は術前
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後で明らかな差を示さなかったが,術後改善の傾

向が認められ, 17名車16名は手術が有効であった

と感じていたo　なお術前に6名の観案者によって

評価された鼻変形の程度はすべての心理テスト結

果と相関しなかったことから,鼻変形の程度は手

術決定の重要な要因とならないと述べている｡

ら91)は鼻形成術を受けた患者25名の術

後1年6ヵ月以上経過時の面接による再評価にお

いて,術前に比較して性格の大きな変化はなかっ

たが,自己概念の改善と陽性の行動的変化がみら

れた｡またMMPTにおけるすべての尺度は術前

後で明らかな差を示さなかったが,術後には術前

よりも低下していた｡

ら28)は50名の顔面しわとり術患者に対

して術前および術後6ヵ月にわたって精神科医

の面接を行うとともに,術前に　　　　術後に

の抑うつ症尺度　　　　　　　　　の

テストを実施し,術後の心理的障害の改善につい

て調査した結果,術後の心理的障害が27名54%に

みられ,それらは明らかに次ぎの4群に分けられ

た｡

A君羊: 6名,術後5E]以内に抑うつ症または不

安の感情が時々起こり,術後1遇以内に

消失した｡この群は他の群と異なり,術

前に有意に高い　　　　の軽楳性尺度

得点を示した｡

B群: 6名,術後2-3週に抑うっ症をきたし,

3-5日で消失したo抑うつ症は患者生

活における新しいストレスに関連した｡

C群: 8名,術後5日以内に抑うつ症が起

こり,数週間続いた｡本群患者は術前

で高い抑うつ性尺度(D)得点を

示した｡

D群: 7名,術後2-3週で抑うつ症が発

生し,数週以上続いた｡本群患者は術前

で抑うっ性尺度,神経衰弱性尺

度　　　社会的内向性尺度　　で高い

得点を示した｡

なおA群とB群は一時的に抑うつ症を示すも

の, C群とD群は比較的長く抑うっ症を示すもの

659

であり　　　　群は以前から抑うつ症をもってい

たか,あるいは隠されていた抑うつ症が術後に隠

すことができなくなったものである｡また心理的

改善として14名が自尊心と自伝の増大を, 4名が

一般生活におけるよき適応を, 4名が仕事におけ

る積極性と安定を, 4名が悲しみの反応の減少を

報吾したとのことである｡

ら10)は各種美容外科女性患者40名の術前

と術後2ヵ月および4ヵ月時にSDと　　　の

心理テストを行い, SDによる身体的自尊心は

術後2ヵ月と4ヵ月で術前より有意に増大し,

による身体的自尊心も術後2ヵ月で有意に

増大した｡またSDおよび　　　における全般

的自尊心､値と身体的自尊心値との差は術前より術

後2ヵ月で明らかに滅少したことから,女性の美

容外科患者は自尊心の立場から正常とみなされ,

患者は全般的自尊心と身体的自尊心との間の意識

的不一致を調整しようと望み,手術はこのような

不I-致を減少させるようであることから,自己　-

貫性説を支持した｡

6.顎矯正外科の心理的影響

顎矯正外科による顔面審美性の改善は患者に対

する他人の反応や対応,態度などを変化させ,患

者がそれらを認識することによって自己概念やボ

ディイメージを強化して性格(人格)の統合に影響

すると考えられる｡したがって,顎矯正外科は顔

貌と心理的パラメ-夕との関係を観察することの

できる社会的に,また科学的に承認されうる最も

感動的な実験の1つであるといわれている24)｡

(1)アンケート調査による結果

は顎矯正外科患者のアンケート調査

を最初に行い, ｢手術の結果として性格が変わっ

たと思いますか｣という雲間に対して32名車16名

の患者が吊よい｣と答えた｡これら性格の変化を

明らかに感じた16名の患者の感情的表現はそれぞ

れ異なっていたが,全員が自信を獲得し,他人と

会ったり,話をしたりする時,恐怖がなくなり,

大衆の中での会食を楽しみ,一層社交的になった

ようであると述べている｡その後,多くの人が顎
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矯正外科手術後の性格変化について調査してお

り　　　　　　ら12)は　　　　　　　　　　ら

ら

ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら7)

ら　　　　橋本ら

ら　　　　大原ら　　　　伊藤ら93)

は20%の患者に陽性の性格変化があったと報害し

ている｡

また,このような性格の変化はQOI.に好まし

い影響を及ぼし　　　　　　　によれば,顎矯正

外科または矯止治療を受けた患者66名中,極度の

生活変化が　　　中等度の生活変化が37%の患者

にみられ,職業選択,収入,夫婦関係などへの好

ましい影響があった｡　　　　　　は50名の顎矯

正外科患者のうち80%の患者で生活の変化を認め

た｡

ら15)は手術によるQOI.改善の

程度を知るため,術前患者83名と術後患者100名

における歯牙,顔面および全般的容貌,自伝,仕

事または大学における成績,社交性などについて

の患者の自己評価を比較し,すべての項目で両群

問に有意の差を認めた｡また同氏らI6)は48名の患

者の連続的研究において, 8名16%が術後に大き

な娃活変化を, 26名53%がいくらかの4二活変化を

感じた｡中村ら　は男19名,女33名中,術後に

生活態度が変わったとしたものは男で10名

女で16名48%であった｡

ら26)は27名の術後患者の面接によって

顎矯正外科の心理社会的影響を連続的に調べ,個

人的問是貢の改善は術後2ヵ月で　　　　カ月で59

カ月で　　　社会的問題の改善は術後2ヵ

月で　　　　カ月で　　　　カ月で　　　他人の

反応改善は術後2ヵ月　　　　カ月　　　　カ月

で45%の患者に認め, r私は自伝を多く感じるJ

｢私は臼を開けたり,笑うことを恐れない｣ ｢私

は自分の顔貌を何ら恥じない｣ ｢私は人に会うこ

とを恐れない｣ ｢私はよい気分であり,人に会う

ことを楽しんでいる｣などいう患者の表現を紹介

している｡

ら7)は各種顎変形症患者41名の術前

後の面接調査を行い,治癒によって社会的適応の

改善を認めたものは26名66%であり,上下顎手術

例で改善率が鼻も高かった　　　　また治療が性

格に大きく影響を及ぼしたとしたものは21名51%

であり,とくに上下顎手術例で多かった　　　と

のことである｡

(2)心理テストによる結果

ら4°は顎矯正外科患者55名について術

前1-2日　　　術後1-2日　　　術後3遇

術後4ヵ月　　　　術後9ヵ月　　　時に

などの心理テストを行い,経

時的な心理的変化を追究した｡その結果

による個人的自尊心,身体的自尊心,社会的自尊

心,家族的自尊心を含めた全般的自尊心はTlか

らT4まで高い値を示し,正常範囲内にあった

が, T5で有意の低下がみられた｡ BCSによる顔

面ボディイメージもTlからT4まで高いレベルを

示したが, T5で明らかな低下がみられた｡しか

しオトガイのボディイメージはTlで最低点を示

し, T2で有意に上昇し,以後高いレベルを維持

した｡また全般的ボディイメ-ジは全期間を通じ

て大きな変化が認められなかった｡ TlとT5で行

われた　　のテストにおいてT5にはTlより外

向性の得点が有意に上昇していた｡なお, T5に

おける自尊心の低下が術後の矯正装置の存在によ

るものかどうかを調べるため,装置装着群と非装

着群の自尊心値を調べ,前者の群ではT5で有意

の低下がみられたが,後者の群ではそのようなこ

とが認められなかった｡

ら42)は前述の如く, T5で自尊心､および

顔面ボディイメージの得点の低トがみられたこと

から, 46名の患者について術前　　　から術後

24ヵ月　　にわたって連続的に追跡し, T5で有

意に低下した自尊心がT6までに再び挙上するこ

とを認めた｡またT5で有意に低下した顔面ボ

ディイメージもT6には術前値に回復し,全般的

ボディイメージと側貌ボディイメージはT6でTl

より有意の改善を示した｡このようなことから,

顎矯正外科患者について,とくに術後早期の往意

が必要であるが,少なくとも術後2年間にわたる
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日腔外科医または矯正歯科医の患者接触が重要で

あることを指摘した｡

さらに　　　　ら44)は顎変形症治療のため来院

した患者のうち,手術を行った90名,矯正単独治

療を行った33名,全く治療を行わなかったもの33

名の　　　およびBCSの検査を連続的に実施し

たO手術群の　　　による全般的自尊心と個人

的自尊心は術前1年　　と術後6週　　の問で

有意の改善がみられた｡術後6ヵ月　　での全

般的自尊心はTlよりやや低かったが, T5の個人

的自尊心はTlより高かった｡手術群のBCSに

より全般的ボディイメージおよび顔面ボディイ

メージは前報吾と異なり, Tlから術直後

と有意の線的改善を認めた｡手術群,檎

手打台療群,無治療群の比較では全般的自尊心と個

人的自尊心は3群で同様の変化パタンを示した｡

すなわちT5ではTlより3群とも全般的自尊心は

有意に低下し,個人的自尊心は有意に上昇してい

た｡全般的および顔面ボディイメージは手術群と

矯正治療群で同様の変化パタンを示したが,手術

群では矯正治療群より常に大きな改善がみられ,

無治療群では明らかな改善が認められなかった｡

なおTlのEPIにおいて手術群は3群中量も内向

的であり,全般的および顔面ボディイメージが鼻

低であった｡

ら23)は61名の顎矯正外科患者の術前

1-4過,術後1ヵ月, 6ヵ月, 12ヵ月および

24ヵ月時に　　　のテストを行い,すべての自

己概念値が術後有意に改善され,さらに自尊心,

自己満足,行動的自己,自己同一化,個人的自

己,身体的自己,遺徳倫理的自己,家族的自己,

社会的自己,全自己矛盾の下位尺度も陽性の変化

を示した｡また性格障害下位尺度の-般的不適

応,精神病,性格疾患,神経症,性格統合などが

術後有意に改善されたことなどから,顎矯正外科

は顔貌を変えることによって精神的健康に好影響

をもっようであると結論している｡

ら53)は縦断的被験者(術前および術後

3-6ヵ月)41名,横断的被験者術前54名,術後

58名に対して　　　　　　　　　　　　　などの
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各種心理テストを実施した　　　における全般

的,頭部,歯と顎の満足度は縦断群,横断群とも

に術後には術前に比べて有意の改善を示したが,

躯幹部の満足度は術前後で変化が認められかっ

た｡社会的に不安を感じる主観的苦悩と社会的環

境から逃れようとする傾向を調べるSADと,他

人の評価についての不安,他人の陰性評価で起こ

る苦悩,評価の回避,陰性評価の予想などを調べ

るFNEは縦断群,横断群ともに術後には術前よ

りも小さな値を示し,社会的不安の減少する傾向

が認められたが,有意の差は縦断群のSADのみ

であった｡心理的障害を発見するために使われる

GHQにおける全得点と,身体的症状,不安と不

眠,社会的機能障害,重症の抑うつ症の4つの卜

位尺度の術前後の比較は縦断群と横断群の間で　-

定の傾向を示さず,有意の差は縦断群の身体的症

状においてみられるに過ぎなかった｡以上の結果

から,本症患者は心理的に健康であるだろうと結

んでいる｡

ら20)は顎矯正外科患者61名について,

術前から術後にわたって連続的に

およびGHQのテストを行い, E円の外向性平

均得点は術後1年で術前よりわずかに低下し,神

経症傾向平均得点は軽度に上昇したが,いずれも

有意の差は認められなかった｡ BCSによる身体

的自尊心は術前から術後1ヵ月, 12ヵ月と軽度に

上昇し,個人的白尊心は術前と術後6ヵ月でほぼ

同様であり,術後1年でわずかに上昇したが,こ

れらの差はいずれも有意でなかった｡またGHQ

の得点は術前　　術後9. 4であったが, 12以上の

大きな得点をもっ患者数は術後わずかに減少し

た｡

ら-5'は術前患者83名と,それ

と別の術後患者100名における　　　　と

の測定結果を比較し　　　　による自尊心値,

による不安値および抑うつ症値に術前群

と術後群との問で明らかな差を認めなかった｡手

術による顔貌や性格の改善にも拘わらず,術前後

の自尊心値に変化が認められなかったことは患者

が広い概念の自尊心よりも歯牙の外観や側貌の如
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き特別の面の改善に関心を示すか,あるいは術前

からかなり高い自尊心をもっていたためであろ

う｡また抑うつ症値は両群とも低かったが,術直

後には80%のものが抑うつ的感情を訴えたとのこ

とである｡

Lamら49)はレクリエーション的および社交的

活動の改善が顎矯正外科を求める患者の動機にな

ることがあり,また本手術がしばしば患者に外向

性の性格変化をもたらして,術後にはこれら両活

動が増大するだろうと考えられることから,顎矯

TE外科患者のレクリエーション的および社交的活

動を質問紙法によって術前後にわたり連続的に調

査するとともに,術前および術後9ヵ月における

EPIによる外向性の変化と両活動の変化との関

連性を追求した｡その結果,レクリエーション的

活動は術後3過で術前より減少し,術後4ヵ月で

わずかに増大したが,術後9ヵ月で術前レベルに

戻った｡社交的活動も術後3過で術前より減少し

たが,術後4ヵ月で有意に増大し,術後9ヵ月で

術前レベルよりわずかに高い程度に減少した｡ま

た,これら両活動の変化と外向性の変化との間で

相関を認めなかった｡

ら3)は頭蓋顔面患者14名と不正唆合患者

8名の術前後に　　　　と　　　のテストを実施

するとともに,これら患者の術前後の写貢を15名

の-般成人に提示して　　　　の評価を求めたと

ころ‥患者自身と一般成人の　　　　による顔貌

評価得点は頭蓋顔面異常群,不正唆合群ともに術

後明らかに低下し,顔貌の著しい改善を認めた｡

による自己概念の得点は両群ともに術後有

意に上昇し,しかも両群でほぼ等しい値を示し

たo　また,このような外科的治廃による身体的魅

力と自尊心の増大に加えて,術後の面接において

自信の増大,学校での成績や社会的能力の改善な

どがみられたことから,このような治療は患者の

QOLに対して好影響を及ぼし,患者に安寧の感

情と生気をもたらすと報菖している｡

山田　は下顎前突症患者60名の術前および術

後1年以上経過時にY-G検査を行い,尺度面

(標準点)において術後にはとくに　　　抑うつ性

および( I )劣等感が減少し　　　思考的外向およ

び(A)支配性は増大し,術前後で有意差を認め

た｡また歎型において術前の情緒不安定群(B,

E型)と平均群(A型)の32名中8名が術後に安定

群　　　型)に移行し,とくにD型の増加が著明

であった(義

遠藤ら95)下顎前突症女性患者29名の術前と術後

矯正終了時のY-G検査において,術後には12尺

度のうち(D)抑うっ性　　　神経質　　　非協

調性は術前に比べて有意に小さな値を示し, 6園

子水準のうち情緒不安定性園子

と社会不適応性因子　　　　　　　は術後明らか

に低下した｡美貢型別ではB型およびE型が減少

し, A型およびD型が増加していた｡このような

結果はアンケート調査による従来の報吾で術後多

くの患者が自信の増大をきたし,外向性になる陽

性の性格変化を示すという所見に一致する｡

辻97)は下顎前突症患者男33名,女67名の術前と

術後1年経過時にYIG検査を行い,尺度面(粗

点)において男では術前後の(D)抑うつ性

神経質　　　客観性欠如　　　思考的外向の4尺

度で,女では(D)抑うつ性　　　回帰性傾向,

(I)劣等感　　　神経質　　　客観性欠如,

協調性欠如　　　恩考的外向　　　社会的

外向の8尺度で有意差を認め,男女とも情緒面と

社会適応性面で術後大きな改善がみられた｡術前

後の歎型比較では男女ともx 2検定で有意差を認

めなかったが,術後には　　　　　型の情緒安定

群が増加し　　　　型の情緒不安定群が減少する

傾向がみられ,とくに女のB+E型は10%の危険

率で術後有意に近い滅少を示した(表　　　｡

伊藤ら94)は下顎前突症患者男14名,女16名の術

前と術後保定中ないし保定後にY-G検査を行

い,尺度水準において術後男では(D)抑うつ性,

(0)客観性欠如が有意に低下し　　　のんきさ,

(T)思考的外向　　　社会的外向が明らかに増大

し,一方,女では(C)回帰性傾向　　　神経質,

協調性欠如が有意に減少し　　　　般的活

動性　　　思考的外向が明らかに増大した｡因子

水準では男女とも術後には情緒不安定性(D,

28 I-
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および社会不適応性

の因子得点は低下し,活動性　　　　　衝動性

非内省性　　　　　主導性　　　　の

因子得点は上昇したが,有意の差は男女とも衝動

性と非内省性にみられるに過ぎなかった｡美貢型別

出項数では術後,情緒安定なC, D型,外向性の

B, D型が増大する傾向がみられたが,男では目

立った変化がなく,女では情緒安定性と外向性へ

の変化が大きく,治療の効果は男より女で表われ

易いと報害している(表4)｡

山田　は先にY-G検査を行った患者について

CMIのテストを行い,術後には身体的項目の12

項目中　　　呼吸器系　　　消化器系　　　神経

系の訴え数が有意に減少し,精神的項目の6項目

中　　　不適応　　抑うつ　　　不安　　　怒

りで明らかな滅少がみられた｡また神経症領域分

布では領域IとⅡは術前49名,術後54名,領域Ⅲ

とⅣは術前11名,術後6名で,領域ⅢとⅣのもの

が領域IとIHこ移行する傾向がみられた｡

辻97)もYIG検査を行った患者のCMIテスト

を行い,各区分肯定数の術前後の比較において,

男ではほとんどの区分で術後減少を示し,身体的

自覚症状の( C )心臓脈管系　　　消化器系

神経系　　　習慣,精神的自覚症状の(M)不適

応　　　不安で有意差を認めた｡女では男の場合

よりもさらに多くの区分で有意差がみられ,身体

的自覚症状の(B)呼吸器系　　　消化器系

神経系　　　既往歴で有意差を示し,とくに(M)

不適応　　　抑うつ　　　禾安　　　過敏

怒り　　　緊張などのすべての精神的自覚的症状

で明らかな減少を示した｡これらの結果は顎矯正

外科が患者の身体的および精神的な自覚症状を改

善しうる手術であることを証明する｡また神経症

領域の術前後の比較では男女とも有意差を認めな

かったが,男では領域Ⅱのものが6名から10名に

増加し,領域IVの3名は全くみられなくなった｡

深谷ら　は下顎前突症患者16名に術前および

術後6ヵ月以上経過時における顔貌からの印象を

SD法によって自己評価させるとともに, 10名の

患者の術前後の写真を刺激素材として歯学部学生

663

231名にSD法による評価を行わせたところ,第

3者の評価では術後に魅力性,社会活動性,遺徳

性のすべての次元で陽性の変化が認められた｡し

かし自己評価では魅力性のみ優性変化を示し,

内面的な要素を含む道徳性は陰性変化ないし無

変化の評価例が多くみられた｡辻はYIG検査と

CMIテストを行った患者の術前後にSD法を施

行し,男女とも術後にはほとんどの項目で良好な

改善を示し,男では3項目で,女では6項目で有

意差がみられ,患者はとくに社会活動性の面で外

向的になったと自覚しているようであったと述べ

ている｡

氷室ら　は骨格性下顎前突症術後女性患者2

名に　　　　を適用し,対人認知の面から自己イ

メージの変化を調べた｡本テストは認知論的人格

論の立場から,被験者に置接関係をもっている人

(役割)を列挙し,相互がどのくらい幾似し,どの

くらい差異をもっているかを明らかにすることに

よって,概念形成の特殊性を明らかにしようとす

るものである｡わずか2例の適用であるが,本法

によって患者の自己イメージの変遠と対人関係に

おいて患者が抱えている問題を明らかにすること

ができた｡また2症例において対人認知構造の分

化水準に相違のみられたことから,患者の内面世

界における蓋本的な問題に庄意しながら治療を進

めることが必要であると言及している｡

7.顎矯正外科手術後の抑うつ症

手術は身体的な面とともに精神的な面でも大き

な侵襲となる｡手術後に精神科的問題を生じ易い

要因は種々あるが,一般に年麻,術前の状況,辛

術の種類などが関連する｡老年者は術後せん妄や

うつ状態をきたし易く,小児では親との分離に

よって情緒的な問題が生じ易いo　また自分がこれ

から受ける手術について正しい知識があるかどう

かも術後の精神状態に関係する｡以前に同じ手術

を受けた人を知っていてその人がとのような経過

をとったかを知っておれば,精神的に安定するこ

とが多いo精神科的問題を有するものでも手術の

絶対的禁忌症とならないが,術前からうつ状態の

-29　-
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みられる時には,術後にもその状態の持続するこ

とが予想され,さらに一過性に症状の悪化するこ

とがある　　　しかし顎矯正外科患者は若い成人

ないし青年であり,一般に身体的にも精神的にも

健康なものである｡

如何なる手術でも術後に抑うつ症の発生する可

能性がある｡手術後の抑うつ症の発生率は手術の

種幾によって大きく変わるが　　般的には30%前

後である　　　　　　ら41)は顎矯正外科患者55名

の術後9ヵ月時の質問紙における自由記我の患者

コメントで, 6名11%の患者が術後経過中に抑う

つ症を経験したことに注目した｡このような術後

の抑うつ的な患者反応は患者の自尊心,ボディイ

メージ,手術結果に対する満足度などを低下させ

る｡そこで　　　　ら43)は90名の患者に

の検査を行い,情動の変化を追求するとともに,

それに関連する要因を検索した｡

では緊張一不安,抑うつ一落ち込み,

混乱,怒り一敵意,疲労,活気などの6項目の得

点と,活気の得点を他の5項目の得点の合計から

引くことによってえられる全気分得点が求められ

る｡全気分得点が高ければ高いほど気分は陰性で

ある｡全気分得点は術前1過　　　　術後1日

顎問固定中の術後3-4週　　から術後

6ヵ月　　　で有意に低下し,気分の著しい改善

がみられた｡またT3で最高の全気分得点がみら

れた｡ 6項目のうち,抑うつ-落ち込みと混乱は

経過中有意の変化がみられなかったが,他の4項

目では有意の変化が認められた｡すなわち緊張-

不安はT2とT3で高く, T5で有意に低下し,怒

り-敵意はT3で低下し, T5で術前　　　カ月

と同様のレベルになり,疲労はT3で著しく

増大し, T4でも高かったが, T5で著しく低下し

た｡一方,活気はT3で著明に増大し, T5まで改

善し続けた｡なお,このような術後の情動的反応

にぼ性差がみられなかった｡さらにTlにおける

EPIの神経症傾向は　　　　　　　の　　　　の

全気分得点とよく相関し,神経症の傾向が高くな

ればなるほど陰性の気分が高くなった｡ Tlにお

ける　　　の全般的自尊心,家族的自己,個人

的自己はT4とT5の　　　の全気分得点と相関

し,自尊心が高くなればなるほど陰性の気分が少

なくなる傾向がみられた｡また　　　　　　　に

おける外科的不快,食事,唖下,言語などの口腔

機能障害,対人関係の不快　　　　　におけるブ奉

痛　　　　　における知覚異常が　　　　の多く

の得点と有意の相関を示した｡またT3とT4にお

ける術後満足後はすべての気分得点と, T5にお

ける満足度は活気を除く気分得点と明らかに相関

したと報害している｡

ら83)は術前に抑うつ症の既住歴をもた

ない顎矯　外科術後患者6名に半構成的な面接を

行い,術後回復期における抑うつ的症状につい

て,とくに睡眠,興味,罪悪感,エネルギー,隻

中心,食欲,喜びの感覚,リビドー　　　性衝

動,あらゆる行動の根底にある心的エネルギー)

について調べた｡その結果, 5名(男1名,女4

名)の患者が米国精神医学会による第3回精神障

害の分類と診断の手引

Statistical Manual of the Mental Disorders

の大うつ病症候群

の基準(不快気分ないし,すべ

てのまたはほとんどすべての通常の活動と娯楽に

おける興味または喜びの消失,不快気分は抑うつ

的な,悲しい,憂うつな,絶望的な,見捨てられ

たような,いらいらする症状で特徴付けられる)

に適合した｡このような抑うつ的症候群は2名の

患者では術後2過で, 3名では術後3過で起こ

り,いずれもほぼ2週間続いた｡また,これらの

症候群の原因として2名は投与された鉄痛剤, 1

名は術後感染, 1名は顎問固定による欲求不満,

2名は顔貌変化に対する不安であった｡また,こ

のような結果から,患者や家族に対して術後に抑

うつ症が起こるだろうことを説明し,本反応の影

響を軽減させることが必要であり,それはまた不

満患者を少なくするであろう｡さらに顎問固定解

除後も抑うつ症が続く患者では精神科の診察を受

けるべきである｡

ら25)は65名の術後患者のアンケート調査

の中で, 40名69%の患者に抑うつ症の発生をみ
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た｡そのうち11名は術置後に, 22名は術後6週以

内, 7名は術後3-6ヵ月で抑うっ症が起こり,

その平均持続期間は2過以内であり,男より女で

抑うつ症の程度が強かったo　また抑うつ症の原因

は腫脹抑制のためのステロイド剤投与と予想しな

かった変化の出現または顔面変化による定位混乱

(見当識障害　　　　　　　　のようであった｡

ステロイド剤による抑うっ症は術後2, 3日で消

失したが,自我同-性　　　　の裏矢による抑

うつ症は最も重症で,数週間続いた｡

ら14)は術後の心理的問題として

抑うつ症をきたした1症例を詳細に報害し,手術

の心理面に関する説明の重要性を強調し,もし心

理的問題の起こった場合には家族の援助を求める

べきである｡また同氏ら15'は術後患者100名の質

問紙法によるアンケート調査で80%の患者に術後

間もない時期に抑うつ症の発生を認めたが,その

程度は軽微であったとのことである｡

8.顎矯正外科患者の治療結果に対する満足度

顎矯正外科における手術的成功は必ずしも患者

に満足をもたらすとは限らないことから,顎矯正

外科の治療目標は治療結果に対する患者評価で

高い満足をうることであり,患者の満足･不満

足は術後評価の好ましいパラメータであるとい

われている　　甘76)｡このように手術の技術

的成功に拘わらず,不満足を示す患者のいるこ

とは,治療結果に対する患者満足度にしばしば

患者の心理的構造ないし状態が関与するからであ

る　　｡

幸いにも大部分の患者は治疲結果に溝足し,従

来発表された文献では表1に示す如く,満足と

評価した患者(全般的満足例)は　　　　　平均

である｡ ｢万一,術前と同じ状態にあれ

ば,もう一度同じ手術を受けますか｣という質問

に対して｢はい｣と答えた患者,すなわち手術再

選択例は　　　　　平均　　　であった｡また

｢もし自分と同じ状態の知人や他人がいたなら

ば,手術を受けることを勧めますか｣という質問

に対して｢はい｣と答えた患者,すなわち知人･
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他人推薦例は　　　　　平均　　　であった(義

1)｡このように再選択例および推薦例が高い比

率を示したことは顎矯正外科における患者満足度

が著しく高いことを証拠付けるものである｡

ら63)は27名の術後患者の満足度につい

て前述の再選択と推薦の満足度のほか, ｢すべて

のことを考えて手術結果に如何に満足しています

か｣という全般的満足度, r手術後のなおり方に

如何に満足していますか｣という治癒満足度など

を, 1(大変不満足)から7(大変満足)までの7段

階評価で調べ,平均選択満足度は　　±　　　推

薦満足度　　±　　　治癒満足度　　上　　　全

般的満足度　　±　　で,いずれも高い値を示

し,これら4者の平均は　　±　　であった｡ま

た,これら4者での小さな標準偏差は満足レベル

における反応者問の著しい一致を暗示すると述べ

ている｡

(1)患者満足度の経時的変化

ら41)は顎矯正外科患者55名の全般的満

足度を7段階評価で経時的に調査し,術後1-2

日で平均　　　術後3過で　　　術後4ヵ月で

術後9ヵ月で　　であり,術直後を除いて

中立点以上の数値を示したが,とくに術後4ヵ月

と術後9ヵ月の間で有意の低下のみられたことに

往目した｡そこで同氏ら42)は46名の患者の推薦満

足度を同様に7段階評価でさらに長期にわたって

継時的に調べた｡その結果,本満足度は術後1-

2口で平均　　　術後3週で　　　術後4ヵ月で

術後9ヵ月で　　　術後24ヵ月で　　であ

り,術後9ヵ月で有意に低下した満足度が術後

24ヵ月後で再び明らかに上昇することを認めた｡

また術後9ヵ月での満足度低下の原園を解明する

ため,矯正治療下にある患者群と矯正治療を終7

した患者群の満足度を比較し,前者の群は後者の

群より有意に低い値を示し,後者の群の満足度は

連続的に上昇を示したことから,この時期におけ

る不満足の原因は主として術後の矯正治療であ

り,術後できる限り早く矯正治療を終了すべきこ

とを強調した46)｡

ら34'は55名の患者の全般的満足度,



666 高橋:顔の心理学一心理学的観点からみた顎矯正外科-

再選択満足度,推薦満足度および｢すべてのこと

を考えて治療について如何に満足しているか｣と

いう薯問に対する治療満足度を7段階評価で調

べ,これら4つの満足度から求める複合満足度

は術後2週で　　十　　　術後2ヵ月で　　±

工38,術後6ヵ月で　　十　　であり,経過とと

もに軽度の低下を示したが,各時期の問で有意差

を認めなかった｡

ら7)は各種顎変形症患者41名の治療

結果に対する満足･不満足を顎問固定解除時(術

後　　　目)と長期経過後(術後8カ月～5年)に

面接調査し,満足例は顎間固定解除時には33名81

%であったが,長期経過時には38名93%に増加

し,これらのほぼ全例が同様の変形をもっ人に本

治療を推薦すると答えた｡なお顎問固定解除時の

満足例は両顎手術例で　　　ド顎後退例で

下顎前方移動例で　　　上顎単独手術例で83%

であった　　　　　　　　ら　　は手術後1-

3年を経過した短期患者群81名の全般的満足例は

再選択満足例および推薦満足例はともに77

%であったが,術後5年以上を経過した長期患者

群44名の全般的満足例は　　　再選択満足例は71

%であったと発表している｡

(2)患者満足度に関連する要因

上述の如く,顎矯正外科患者の治療結果に対す

る満足度の高いことは,患者が本治療法を求める

主な理由ないし動機である審美的改善と機能的改

善の達成度が高いことによるものである｡従来発

表された審美的改善に満足を示す患者は

%,平均　　　　･25･  ･59･　,　　　･102

JO9･　機能的改善に満足を示す患者は

%,平均　　　　　　　言i3･　　･  ,

であった｡

ら26)は顎矯正外科患者27名の術前後に

面接調査を行い,術後2ヵ月で顔貌変化が期待し

た以上であったとするものは　　　期待した通り

とするもの　　　期待していたより少なかったと

するもの15%であった｡また自己のii･側貌の満

足度を　　　大変不満足)から+ 5 (大変満足)ま

で11段階で評価させたところ　　貌評価の平均は

-32

術前で　　　　術後2ヵ月で　　　　術後6ヵ月

で　　　　術後18ヵ月で　　　　側貌評価の平均

は術前　　　　術後2ヵ月　　　　術後6ヵ月+

術後18ヵ月　　　で,術後明らかな改善が

みられた｡また顎変形のない大学生の男女22名に

同様の方法で自己顔貌の評価を求めた結果,正貌

平均は　　　　側貌平均は　　　で,術後患者群

と非患者群との問で差がみられなかった｡さらに

術後18ヵ月における手術結果の全般的満足度を慮

貌評価と同様に11段階で評価させたところ,その

平均は　　であり　　　の患者が満足または大

変満足を　　　　の患者が満足でもなく不満足で

もなく　　　　の患者が不満足を示した｡再選択

満足例は術後2ヵ月で　　　術後6ヵ月で

術後18ヵ月で82%であった｡以上の所見から,顔

貌の変化が術後結果に対する患者評価の主要な要

因であると強調した｡

ら40)は74名の患者について,全般的満

足度,再選択満足度,推薦満足度などを乎均して

求める術後満足度　　　　による自尊心

による神経症傾向および　　　による統制所在

などの得点,捧痛および知覚異常の術前予想に対

して術後に経験した程度,その他の不快症状など

における相互の関係を検索した｡その結果,術直

後の満足度が術前の神経症傾向,術後の捧痛およ

び知覚異常と有意の相関を示すことを認めた｡ま

た術後3-4週における自尊心が捧痛および知覚

異常と,術後4ヵ月における自尊心が捧痛および

知覚異常,術前の神経症傾向および統制所在と関

連し,さらに術前統制所在が術産後の摂食困難お

よび術後1ヵ月の言語障害と明らかな相関を示し

たo Lかし術後9ヵ月における満足度は捧癖およ

び知覚異常,神経症傾向,統制所在などと関連し

なかったことなどから,術前に神経症傾向の得点

が高く,外的統制所在(外的原因帰属傾向)の意者

は術後早期に不満を示し易く,自尊心､の改善もみ

られない｡また経験した捧痛と知覚異常は術後早

期の満足度と自尊心の最良の予言となるO　次い

で,同氏ら39)は上述の患者を予想より少ないブ奉痛

を報害した群と予想より多くの捧痛を報害した群
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に分け,両群のEPIによる術前性格を比較し

て,女の神経症傾向と男の外向性の得点において

両群問に有意差を認め,神経症傾向の得点の高い

女性患者と外向性得点の鼻も低い,すなわち内向

性の男性患者は術後に捧痛を訴え易いので,術前

のカウンセリングが必要であると主張した｡

ら4上42)は上述の患者の心理的変化の追

跡的研究において,術後9カ月の満足度は唄噴,

嘆合,顎関節機能などの口腔機能の問恵存否,受

診動機,術後の匪痛や知覚異常などと関連性を示

さず,患者はたとえ口腔機能の困楽を訴え続けて

も結果に蒲足し,術後結果に心理的によく適応す

る　　　による全般的ボデジイメージと顔面ボ

ディイメージは術前後で有意差を示さなかった

が,側貌ボディイメージは術後の各時期で術前よ

りも常に高く,術後24ヵ月で明らかな差を示した

ことから,また患者のコメントから,術後満足度

の主な決定要因は機能的改善よりも,むしろ患者

が顔貌の審美的改善を如何に認識するかというこ

とによる｡

ら44)は再び90名の患者について術後満

足度に関連する要因を検索し,術前の外向性の程

皮,自尊心,ボディイメージは満足度と関連性が

みられなかったが,術前の神経症傾向は術直後と

術後6週の満足度と逆相関を示し,神経症傾向の

得点が高ければ高いほど術後早期の満足度が低い

ことを認めた｡さらに彼ら43)が上述の患者につい

て　　　　による気分得点が術後満足度と有意の

相関を示すことを認めたことは先に記載した｡

と共同研究者の　　　ら61)は術後の匪

痛,知覚翼常,顔面腫脹などが術産後の満足度に

関連することから, 92名の患者についてこれら症

状の自己報吾を求めるとともに,これら結果と術

前の　　　　　　症状の有無,術産後および術後

2年における　　　　の結果との関連性を追求し

た｡術後の匪病,知覚異常および腫脹の患者報吾

はいずれも上下顎同時手術例が最大であり,下顎

手術例がそれに続き,上顎手術例が最低であっ

た｡術前の神経症傾向の得点が高いものとTMJ

症状を有するものは長期にわたって顔面痛を訴え
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る傾向があり,さらに捧痛が　　　による気分

状態に陰性の影響を与えるようであったと報害し

ている｡

ら34)は55名の患者について4項目か

ら成る複合満足度と対人サポートとの関係を経時

的に検索した0本研究における対人サポートの検

査にはSISと著者の1人　　　　　が開発した

が用いられ,前者では配偶者,親しい親族

や友人など患者にとって大切な人々から受けた患

者の感じた一般的サポートの程度が,後者では患

者の手術を受ける決心に対する大切な人々のサ

ポートと患者顔貌に対する反応について患者が感

知した程度が調べられた｡この研究では術後2週

での患者満足度が配偶者の一般的サポートおよび

手術を受ける患者決心に対する友人のサポートと

有意に相関し,術後2過と6ヵ月の患者満足度が

支持者の患者顔貌に対する反応と高度に関連する

ことを認め,術前から術後にわたる患者支持者群

のサボ-トの重要性を主張した｡

ら82'は顎矯正外科患者の主な受

診動機が顔貌の審美的改善であり,術前の顔貌満

足度が術後の満足度を予言すると考えられること

から,顎矯正外科が適応と患われる患者41名に

およびSCL-90の自己評価を求める

とともに, 5名の矯正歯科医にこれら患者の安静

時と放笑時の正側貌写貢を提示して顔面呑均衡の

重症度判定を求め,これら各所見の関連性を追求

した｡その結果　　　による顔貌満足度は矯正

歯科医による顔面不均衡の重症度判定と相関を認

めず　　　　の自己概念と高い相関を示したこと

から,高い自己概念をもつ患者は自分の顔貌に溝

足し易いだろう｡逆に低い自己概念をもつ患者

は顎矯正外科の結果に満足しないだろう｡また

による心理的苦悩が顔貌満足度および自

己概念と高い相関を示したことから,心理的苦悩

を伴う患者では治療を開始する前の庄意深いカウ

ンセリングが必要であると述べている｡

山田　は下顎前突症患者40名の術前および術

後1年以上経過時のアンケート調査(主として7

段階評価)において, ｢手術してよかった｣という
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賛問による総合評価と術前後の各種自己評価との

問の関係について調べ,以下の如き項目で有意の

関連性を認めた｡

(1)気付いた年齢,指摘された年麻,気になっ

た年齢,悪口をいわれた年麻などが低いもの

はど総合評価が良好であった｡

(2)自分から手術の希望,手術に対する期待,

歯並びを美しくしたい希望などの高いものは

ど総合評価が良好であった｡

(3)顔貌の自己評価,歯並びの自己評価におい

て術後よくなったというものほど総合評価が

高かった｡

(4)術前に唆みにくいというもの,術後に唆み

易くなったというものほど総合評価が高かっ

た｡

(5)術前に視線恐怖,将来の不安,結婚の禾安

など情緒禾安の大きいものほど総合評価が高

かった｡

(6)術後外向性に変化したものほど総合評価が

高くなる傾向がみられた｡

(7)第3者の術後評価は患者の心理に大きく影

響した｡

(8)顔貌変形と唆合異常の大きいものほど総合

評価が高くなる傾向が認められた｡

さらに山田ら　は下顎前突症患者60名の術前

におけるY-G検査の性格プロフィール5類型と

術後総合評価との関係を調べ,満足の程度はD,

C型に比べ　　　　型で低かった｡また術前の

CMIによる4領域と総合評価との関係において

領域I ～Ⅲの患者は高い総合評価を示すものが多

いのに対し, 5%の水準で神経症と判定できる領

域Ⅳの患者の総合評価は低い傾向があった　｡

しかし橋本ら　は術後1年以上経過した患者

の60名の顔面および唆合状態を100点満点で自己

採点させたところ,顔面の術前は　　　点,平均

点,術後は　　　点,平均80点,唆合の術

前は　　　点,平均　　点,術後は　　　点,

平均　　点であった｡予想像を100点とした時の

全般的蒲足度は　　　点,平均　　点であっ

た｡しかし顔貌および唆合状態と全般的満足度と

の間には相関関係は認められなかったと報害して

いる｡

は従来発表された美容外科および顎

矯正外科における心理学的研究の文献を展望し,

術後患者の満足･不満足の指針となる要因を表6

および表7に示す如くまとめている｡

(3)患者不満の原因

顎矯正外科患者の大部分は治療結果に満足を示

すが,アンケート調査を行った多くの報告者が指

摘した患者の不満は手術に関連する術前説明の不

足であった　　　　　,　｡説明禾足は術

後の顔面腫脹,変色,知覚鈍麻などについての患者

予想と実際の経験との間の相違をきたし,患者に

大きな驚きや不安をもたらすからである　　｡

そのため,術前患者にパンフレットによる情報を

提供し,術者と患者の問のコミュニケーションを

高めることの重要性が強調されている　　｡

術後の顎問固定とそれに関連する食事困難と会

話困難は多くの患者が訴える苦痛である4詔　･

｡　　　　ら50)は25名中4名の患者が

同様の手術を再選択しなかった理由は術後長期に

わたる顎間固定であった｡しかし最近,骨片固定

法の進歩によって顎間固定期間の著しく短い,あ

るいは顎問固定を全く行わない骨切り術が多く行

われるようになった｡

顎矯正外科手術後に最も多くみられる継発症は

口唇およびオトガイ部の知覚鈍麻ないし異常であ

る　　　　　ら12)は3年前に下顎枝垂直骨切り術

を受けた下顎前突症患者33名のうち,いまだに口

唇およびオトガイ部に知覚鈍麻を認めたものは9

名あったが,これら患者のうち8名は手術結果に

溝足し,他人に同様の手術を勧めると述べたこと

から,知覚鈍麻は手術結果の満足度に関連しない

と結論している｡

ら64)は下顎枝矢状分割法を行った

下顎前突症患者の術後5年以上経過時のオトガイ

神経の知覚変化は67名中30名　　　の患者に認め

られたが,多くの患者がこのような変化に関心を

示さず, 5名　　の患者がこの知覚障害に不満

を示したに過ぎなかったことから,知覚障害が同
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表6　患者満足の陽性要因

A.欠損

1.観察できる
2.先天性または後天性

3.職業的または社会的要求の実現を明らかに障
害する

B.心理的要因
1.客観的重要性に適合した欠損についての感情

2.患者は他の自己改善の現実的方法を求めてお
り,手術が患者の問題にとって万能薬でないこ

とを悟っている

3.手術が神経症的願望を承認し,神経症的防御
を強化することに役立っような精神障害

4.内的統制所在(内的原因帰属傾向)の意者
5.外的統制所在(外的原図帰属傾向)の意者

6.用心深い対処スタイル
C.社会的要因

1.家族や友人による術後承認の傾向
2.友人について多くの自信をもち,グループの

標準に一致するために手術を求める思春期の患
者

3.欠損として判断される文化的環境

4.手術の料金を契約として認める患者
5.外科医との関係および外科医の性格との関係

表7　患者満足の陰性要図

A.欠櫨

1.微小または観察できない
2.外傷性

B.心理的要因
1.欠損を恥じる個人的欠損: 2次的収穫に欠
損を利用

2.自己,一般社会,手術などについての不合
理な期待

3.患者生活における鼻近の変化に一致した手
術の興味

4.外向性の患者

5.明らかな外来性,内在性の強制

6.回避的な対処スタイル
7.他の医師,とくに精神科医についての失望
経験の患者報吾

8.以前の非成功的手術の既住歴
C.社会的要因

1.親しい友人や家族による好ましくないコメ
ント

2.経済的困歎
3.外科医との関係,外科医の権威主義的性格
との関係

様の手術を選択しないという理由にはならない｡

なお,このような障害は女より男で,また左側よ

669

り右側で多く認められたが,このような事実は男

の方が女より下顎枝を分割するのに大きな力を要

する下顎骨構造をもち,左側の方が右側より手術

野-の術者の到達が困難なためであると考えられ

ている

ら21)は再選択をしなかった90名中9

名の患者を詳細に調べ,不満足の理由はさまざま

であったが,共通の要因は術後の予期しなかった

何らかの事件の発生であり,その発生には非現実

的期待,乏しい感情的準備,禾十分な説明,スト

レスに耐える機構の欠損,大きなヲ奉痛,患者に

とって大切な人の不適当なサポートなどが関連し

ていた｡なお手術不満足は性,年歯令,手術のタイ

プ,術後の経過期間,他人の意見　　　　による

統制所在の得点などと関連しなかった｡また,術

後渉痛と　　　による統制所在との問にも有意

の相関を認めなかったと報害している｡

ら4)は術後に患者が遭遇する主な

困難は食事,会話,歯牙清掃,呼吸,上顎洞など

の問蓮であり,手術法のはiな説明と患者の手術

に対する感情的準備との間に強い相関があり,さ

らに手術法が適当に説明され,感情的によく準備

された患者と治療目標を達成した患者との間に有

意の相関のあることを認めた｡

ら25)は手術に関連する最も多い継発症は

口唇およびオトガイの感覚消失と抑うつ症であ

り,多くの患者にとって最大の不快はICUの経

験であった｡また患者が訴える患者の不快は食

事,会話,呼吸,歯牙清掃などの困難と恐怖感で

あった｡　　　　ら20)も手術に対する不満足は

性,年麻,手術法などに関係がなく,不満足患者

は且PIで神経症傾向を示すものが多く,しかも

これら患者は術後早期の腫脹,捧痛,知覚異常な

どに対して非現実的な期待をもっていたとのこと

である｡

9.顎悟正外科における患者の選択

顎矯正外科における大部分の患者は暢性のボ

ディイメージと高い自尊心をもち,口元や側貌に

ついてのみ陰性のボディイメージを示す,本質的
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に健康な集団であり,手術に対しても現実的な理

解をもち,治療結果について高い満足を表すO　し

かし全例が治療結果に満足するとは限らず,術者

が手術的に成功したと思われる患者でも禾溝を示

すことがある　　　　　　般に顔面変形が他人に

とって明らかであるかどうか,認知されるかどう

かということは顔面変形に苦しむ人にとって問是

ではない｡顎矯正外科患者における心壬酎勺障害は

必ずしも顔貌の審美的障害や口腔の機能的障害の

程度と一致しない7言　　　からである｡

顎矯正外科における心理的テストは　　顎矯正

外科患者がどのような心理的障害をもつか,また

本症患者に性格の変化がみられるかどうか　　顎

矯正外科手術は患者に対してどのような心理的影

響を及ぼすか　　術後に不満足をきたし易い,危

険な患者を発見できるかどうか,などという3つ

の目的をもって過去多くの人々によって実施され

てきたO　しかし本症患者の一般的な心理的テスト

は心理的障害ないし疾患をとり上げることが少

なく,また治療結果と高い相関を示さず,不満足

をきたし易い患者を見出す確実な方法はいまだ発

見されていない｡したがって,術後に不満足を表

す患者を避けるためには,術前の庄意深い面接に

よる患者選択と患者にとって問題となると思わ

れる事項の十分な説明が大切であるといわれてい

る　　　｡

顎矯正外科における心理学的面からみた患者選

択法に関する報吾は,先に行われた美容外科にお

ける心理学研究や患者選択法を参考にしているこ

とが多い｡　　　ら6)は顔面醜形の審美的改善を

希望する患者で心理的不適応を示すものの多いこ

とから　　名の形成外科志望者の心理的スク

リーニングを行い,患者を3つの群すなわち,第

1群:心理的によく適応した正常な人,第2群:

心理的に不適応な退行的性格をもっもの,第3

群:精神病的または境界線上の性格をもつものに

分けた｡そして第3群の患者では,時には第2群

の患者でも術後突然に情動障害をきたすことがあ

るので,手術を実行すべきでないと主張した｡

は社会行動的観点から顔面変形

を次の4群に分けた｡

第1度:　　一人目を引かないような軽度の

変形で,庄意されるまで庄冒されない

が,ある人にとっては苦悩の源泉とな

る｡

第2度:　　　　　目立っ変形で,往目,い

じめ,質問,凝視を惹起するが,激し

い陰性反応をきたすことはない｡

第3度:　　　　明らかに冒立っ変形で,他

人に嫌悪,ジョーク,あわれみ,好奇

心,故意の回避,過度の凝視などの強

い反応をきたし易い｡

第4度　　　　　他人にとって明らかにショッ

クとなり,不快を感じさせる変形で,

恐怖,拒絶,あわれみなどの激しい反

応をきたす｡

ら1)は顎矯正外科患者にみられる

顔面変形の大部分は　　　　　　分頬の第1度ま

たは第2度に属するものである｡しかし第1度の

患者は顎顔面変形よりもむしろ自己イメージに悩

んでいることがあり,そのような症例では精神科

の診察を受けるか,綿密な面接を要する｡

ら18)は美容外科手術は解剖的観点か

ら比較的小さな変形による情動的問題を修正する

ために行われることが多く,大部分の患者は明ら

かに神経症をもち,時には精神病をもつものもい

ることから,達意深い患者の選択が必要であるo

そのため　　患者苦悩の持続期間(長い既往歴を

もつ患者は短い苦悩をもっ患者よりもよい手術適

応者である　　鼻近における生活状態　　この

時期に手術を求める正確な,表面的でない理由す

なわち動機を評価しなければならない｡そして美

容外科患者の動機パタンを内的動機と外的動機に

分け,内的動機をもっ患者は外的動機をもつ患者

よりよき手術適応者であるとしたことは先に述べ

た｡

しかし　　　　　　は内的動機をもっ患者と外

的動機をもっ患者の鑑別は極端な例を除いて困難

であり,内的動機と外的動機は密接に関連する｡

また容貌の改善は自己概念の改善と,自己概念を
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さらに高める陵性の社会的反応によって増強され

る社会的接触の改善をきたし,多くの美容外科患

者は手術結果に溝足し,術後に心理的継発症をき

たす患者も少ないことから,患者選択における

らの内的動機と外的動機の鑑別はあま

り助けにならない｡しかし非現実的な動機は精神

病の重要な徴候であるだろうと考察している｡

は美容外科において手術が成功

的に行われたにも拘わらず,患者が不満を表する

のは以下に示す3つの要図の1つ,またそれ以上

によるとした｡

(1)患者に帰因する要因:多数の,または重症

な心理的問題,非項実的期待,衝動的か,ま

たは誰か他人を喜ばせるための手術

(2)外科医に帰因する要因:患者についての急

いだ評価,患者に適切に準備させることの失

敗,術後の問題を共感的に聞かないこと

(3)外科医と患者の相互作用に帰因する要図:

コミュニケーションの不足または個人的衝突

は形成外科患者の満足は以下に示す頭

文字　　　に示される患者選択に始まるとした

とのことである13)｡

S一　　　　　　　　　　　　　　　　　　魅力

性の患者評価) : ｢魅力性は患者にとって

如何に必要かJ ｢魅力性に関して自分自身

を如何に認識しているか｣などの質問に対

して陽性の回答をする患者は成功の機会が

高い｡

不安) :患者の精神的緊張が少な

ければ少ないほど成功の機会が高い｡

恐怖) :強迫観念の特性をもっ患者,

とくに多数の意見または過度の説明を求め

る患者は往意を要するo

期待) :期待が現実的であれ

ばあるほど患者は満足するはずである｡

ら52)は術後に不満足を示す美容外科患

者は次のことを調べることによって避けることが

できるとした｡

(1)医学的考慮:これはまれである｡医学的問

題,例えば高血圧症,血液疾患,出血傾向,
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宴血などをもつ患者は注意せよ｡

(2)身体的考慮:手術で大きな変化をきたさな

いならば注意せよ｡

(3)対人的考慮:葛藤性の性格をもっ患者に注

意せよ｡

(4)心理的考慮:この評価は臨床家にとって最

も困難な問題である｡先に述べた　　　　の

に蓋づく評価が参考になる｡

ら39'が顎矯正外科患者への心理テスト･

バッテリ-の応用結果から,術前のEPIで精神

症傾向の得点の高い,また　　　で外的統制所在

の得点の高い患者は術後不満足をきたし易い｡ま

た神経症傾向の得点の高い女性患者とEPIで内

向性の得点の高い男性患者は術後間もない時期に

捧痛を訴えることが多いと主張したことは先に述

べた｡また同氏らは多数の問題を術前に予想する

患者　　　　　　　は,より少ない問題を予想

する患者　　　　　　　　よりも大きな不満を示

す｡このようなことは経験で生じる問題を多く予

想すればするほど,その人は問題を多く発見する

だろうという自己成就的予言説　　　　　　　仁

に一致するものであり,

は不安の多い人である｡患者は一

般に治療法についてよく知らされることを望む

が,危険ないし問題となるような事項については

必ずしも多く知らされることを望まない｡最近強

調されているインフォームドコンセント(説明と

同意　　　　　　　　　では,手術で起こりそ

うなすべての危険を知らせることが要求される

が,それは患者に不適当な恐怖をもたらす｡それ

ゆえ,患者によく説明することと恐怖感の強い患

者との間のジレンマは術者にとって重要な課題で

あり続けるだろうと記載している

は成功的な結果は正しい身体的な

診断と治療のほかに,患者の選択に大きく依存す

る｡竃貢矯正外科や通常の矯正治療では,以下の如

き情動的に危険のある患者は往意を要する｡

(1)顔面変形をすべての陰性生活の経験に結び

付ける患者

(2)仕事を止めるか,仕事で困難を増している
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ような外的生活で著明なストレスを経験して

いる患者

(3)容貌について身体的妄想をもっ精神病患者

ら13)は以下の如き顎矯正外科患

者は特別の注意を要するとした｡すなわち　　顔

面変形が顎矯正外科のよき適応であるにも拘わら

ず,よきボディイメージを発達させている患者,

(2)後に述べる　　　　　の基本的質問におぼろげ

な回答をする患者　　最近になって顔貌に悩み始

めた患者　　後天性欠損の患者　　手術で二次的

収穫を求める患者　　主観的変形者,

らの外的動機をもっ患者である｡

しかし　　　ら3°は境界線上の精薄患者2名

の顎矯正外科手術経験を報害し,いずれも術後に

性格の変化を認めなかったが, 1名では行動の改

善がみられ,情動障害は必ずしも手術の禁忌とな

らない｡ Lewら51)は精神科に紹介され,各種の

心理テストを受けた顎矯正外科患者9名の精神科

医の面接結果と心理テストの結果を報害し,顎変

形の心理的ストレスが抑うつ症や偏執病棟疾患の

ごとき精神病を確患させていることがあり,また

顎矯正外科患者の中に下層に精神病をもっ患者の

いることから,本症患者の心理的評価の有用性を

唱えた｡

ら86)は顎矯正外科と通常の矯正治療と

の境界線上にある患者23名の写貢とともに,患者

の特徴(身体的,心理的,サポート系,態度)を言己

載した用紙を矯正歯科医に郵送して,どのような

治療法を選択するかという回答を求める研究にお

いて　　名の回答者のうち心理学者への紹介を

推薦したものは2%に過ぎなかったが,治療に

よって陰性の生活条件の改善を求める患者,低い

自尊心をもっ患者,矯正治療中に手術に進むこと

に不安をもつ患者は心理学者への紹介を適当とさ

れた｡

P　　　　ら65,66,67)は主として美容外科におけ

る報吾を参考にして,術後に不幸に陥り易い顎矯

正外科患者を発見する心理的評価法とそれら患者

の取扱法について諭述している｡まず評価すべき

事項として以Fの7つをあげた｡

(1)変形の程度と明確化:大きな変形をもっ患

者は小さな変形をもっ患者より,一般に手術

の好ましい候補である｡きわめて軽放な主観

的変形に悩む患者は手術について不満を示し

易い｡また自分のもつ変形ないし問題につい

て十分に認識せず,あいまいな理解をもっ患

者は注意すべきである｡

(2)患者苦悩の継続期間:自分の変形に長く悩

んでいるものほど,患者は手術に対して-層

陽性の受容をもっ｡最近になって手術を決心

した,攻撃的で要求の厳しい,忍耐力のない

患者は配偶者との別離の如きストレス状態の

反応であることが多い｡数週間のみの苫悩な

いし関心は陰性反応と考えられる｡

(3)変形の性質:発育性の変形患者は外傷など

による後天性の変形患者より,一般に術後満

足度が大きい｡前者は正常のボディイメージ

をもたないのに対して,後者は損傷前のボ

ディイメージを獲得する再建を期待し,しか

も以前のボディイメージを現実以上に評価し

がちであるため,術後不満足を表現し易い｡

(4)社会的適応の状態:家族,友人,協力者な

どとの対人関係が良好で,安定した生活を営

んでいる患者では,手術に対してよき反応が

期待される｡もし家族との関係が悪く,友人

が少ないならば庄意を要する｡職業歴の問診

で安定した勤務や適当な昇進は陽性反応であ

り,明らかな理由での解雇や長い期間の不採

用の履歴は術後の不満足を暗示する｡異性と

の長期にわたる安定した関係はよき社会的適

応の証拠である｡家族や友人の死亡,別居や

離婚,仕事の変化,昇進,移転,差し迫った

結婚の如き,生活上での最近におけるいくつ

かの出来事や,近い将来のこれら出来事の予

想は手術が大きなストレスとなり,情動障害

をきたし易い｡また精神疲法の既住歴をもっ

患者は術後不満足の危険が高い｡とくに社会

的適応の欠損による社会的接触の回避,低い

レベルの自尊心,獲得できないような壮大な

希望を示す患者は達意を要する｡このような
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表8　顎変形症患者の面接用紙　　　　　ら

673

面接目

面接者

(陽性反応)

1.顎変形の程度:

□高度

2.患者の顎変形の理解度:

□容易に理解
(コメント)

3.患者の顎変形確悩期間:

□年

4.顎変形の性質:
□発育性

(コメント)

5.社会的適応の状態:
□安定

(コメント)

6.顎変形の患者性格への影響:
□小さい

(コメント)

7.動機の源泉:

□明確かつ正当
(コメント)

8.手術-の胡待
□現実的

(コメント)

口中等度

(陰性反応)

□軽度

□援助によって理解　　　　　□理解困難

亡]月

□疑問

口中等度

□やや不明確

Lj多少項実的

□過

□後天性
(いっ　　　)

□不安定

[⊃大きい

□不明確/禾当

□非現実的

分戴: □　　　　:高度暢性反応者-すべての項目に陰性反応を示す
□　　　　:中等度反応者　　　コの項目に陰性または中間の反応を示す

□　　　　　陰性反応者　　　コ以上の項釦こ陰性反応を示す

患者では精神科医のコンサルティションが必

要である｡

(5)性格構造における変形の役割:心理的によ

く適応した患者は-次的収穫すなわち審美的

改善と機能的改善を求め,これは陽性の要因

である｡このような患者における手術は情動

障害から逃れる方法として変形についての自

意識の最大関心事を取り除く｡一方,二次的

収穫すなわち,よき仕事をうる,または対人

関係を改善するような他人の変化を求めるこ

とは陰性の要園であるO

(6)動機の源泉:患者は治廃を求める理由を明

確にすることが必要である｡おぼろげで不確

実な理由をもっ患者は危険な患者である｡外

的動機は環境の変化を必要とし,手術で達成

することができないのに対し,内的動機は環

境の変化を必要とせず,外科的修正で達成さ

れ易い｡

(7)手術への期待:手術についておぼろげな,

また非現実的な期待をもつ患者は術後不満足

をきたし易い｡患者は手術で達成されること

と達成されないことを確実に理解しているこ

とが必要である｡

以上の如き要因は庄意深く構成された面接に

よって明らかにされる｡ ｢あなたはどこが悪いと

思っているのですか｣ ｢あなたは手術でどんなこ

とを望みますか｣ ｢あなたは何故治療を望むので

すか｣ ｢あなたは何故この時親に治療を求めるの

ですか｣という4つの蓋本的賛問を行い,表8に

示す面接用紙を用いて患者の情動的状態と手術結
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巣に対する予想される反応についての情報を収集

して,患者を以下の3群のうち,いずれに属する

かを明らかにする｡

第1群:高度の陽性反応者一面按用紙における

8つの項目に対して,すべて陽性の反

応を示し,好ましい結果を期待できる

患者である｡

第2群:中等度の陽性反応者一大部分の項目で

陽性反応を　　　　の項目で陰性また

は中間に反応を示すもので,第1群よ

りも多くの注意とカウンセリングを必

要とするが,手術結果に満足すること

が多い｡

第3群･.陰性反応者13つまたは4つの項目で

極度に好ましくない陰性反応を示すも

のである｡このような患者は自分の顔

貌に過度の関心を示し,社会的適応の

改善を望み,自分の変形や手術に対す

る期待をはっきりと認識しておらず,

手術結果に不満を表し易い｡

第2群および第3君羊の患者ではいくつかのサ

ポート法がとられる｡変形の性質と予想される手

術結果の理解を深めるため,同様の変形をもっ患

者の写貢,模型,トレーシングなどが使われる｡

時には手術が延期される｡即時の手術を希望する

患者はストレス状態から逃れようとするか,それ

に適応することを助けるだろう方法を探している

から,数カ月の手術延期が望ましい｡この期問に

環境の変化が起こり,治療を求める患者の希望

も変わることがある｡第3群の陰性反応者で多

くのサポート法をとってもなお患者が手術結果

に不満足を示すだろうと思われる場合には,精

神科に診察を依頼する｡外科と神経科の協同治

療はしばしば幸せな患者をもたらすと記述してい

る｡

10.心理的要因の関与が疑われる術後継発症をき

たした症例の報告

ら60)は顎矯正外科手術後に比較的長期

にわたって嘆下困難　　　　　　をきたした1症

例を報害した｡患者は22歳の女性で,垂　的上顎

低形成,下顎後退,後方顔面高径の短小などのた

め　　　　　　型骨切りと下顎枝矢状分割術を受

け,術後1過で顎間固定と鼻腔栄養チューブを除

去された｡術後はば2ヵ月で突然,嘆下困難をき

たし,鼻腔栄養チューブを用いざるをえなかっ

た｡神経性疾患や内分泌性疾患は認められず,梶

頭鏡で閉塞はみつけられなかった｡咽頭マノメー

ターの検査で上食道収縮筋のスパズムが認めら

れ,食道能で咽頭と食道の揺動が正常でないこと

が分かり,バリウム嘆下のⅩ線テレビでバリウム

陰影は咽頭を通過しなかった｡心理的検査で退行

的,強迫観念的な性格特性を示し,軽度の知能低

下があった｡嘆下困難出現5週後∴言語治療上に

よる嘆下訓練を受け,やさしいケア,サポート,

勇気付けなどが行われ, 2ヵ月後には嘆下パタン

が正常になった｡本症例における嘆下困難の発現

には塊状物感覚に対する中枢性障害,重症の心理

的苦悩,外科的結果の完全理解を妨げる知能低

下,鼻腔栄養チューブによる栄養低下などが関連

すると考えられ,情動的に不安定で,知能低下の

ある患者の顎矯正外科では言語治療士や心理学者

の治療チーム参加が望ましいと主張した｡

は前方開唆,上顎形成不全,下

顎前突などで　　　　　型骨切りと下顎枝矢状分

割術を受けた産後から,完全な嘩下困難をきたし

た22歳の男性患者を報害した｡本症例では中枢性

および末梢性の神経学的検査で異常がみられず,

バリウム嘆下のⅩ線映画でバリウムの食道内通過

を認めず,輪状咽頭収縮筋(上食遺収縮筋)のスパ

ズムが認められた｡そこで董径　　　のバルーン

による拡大を行ったが,効果がなく,またヒステ

リーを疑ってベンゾジアゼピンを投与したが,効

果がなかったことから,術後8過で輪状収縮筋の

切開を行ったところ,嘆下困楽の即時解決がえら

れた｡嘆下中の輪状収縮筋の弛緩には舌骨上筋に

よる喉頭の挙上と前方移動が関連することから,

下顎後退に伴う舌骨上筋の後方偏位と舌骨の解剖

的位置の変化が本症例の嘆下困難をきたしたもの

であろうと考察している｡
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ら9'は顎顔面の外傷および顎矯正外科

手術によって,顔面の知覚麻庫または顔面神経麻

庫を示す転換疾患　　　　　　　　　　をきた

した3例を報害した｡竃貢矯正外科手術後の症例は

18歳の女性で　　　　　型骨切りとオトガイ形

成術を受け,術後3ヵ月で下限醸部から舌骨の高

さの間の全顔面に完全な知覚麻庫が出現した｡神

経学的検査や頭肇部C T検査は何ら異常は示さ

ず,神経科医は転換疾患を疑った｡患者は精神心

理的治療を拒絶したとのことであるが,処置や予

後については全く記載がない｡なお他の2例は顔

面外傷後3ヵ月で左側顔面神経麻庫を発生した20

歳の男性患者と,左側顔面の知覚麻庫をきたした

42歳の男性患者である｡

転換疾患は明らかな神経学的および医学的疾患

によって説明されることのできない, 1つまたは

それ以上の神経学的症状の存在によって特徴付け

られる疾患で,心理的要因が症状の開始または悪

化に関連する｡本症は無意識的葛藤の抑圧によっ

て起こり,葛藤をっくる不安を減少させるため,

患者は禾安を無意識的に身体症状,とくに運動麻

庫や感覚麻庫に変え,それによって不安を減少さ

せ,葛藤を無意識下に保つと考えられている｡顔

貌は個人的,社会的,職業的生活においてきわめ

て重要であり,顔面外傷や顔貌の変化は他の身体

部分の損傷よりもストレスが大きい｡しかし顎矯

正外科後に転換疾患を発生させるだろう患者を発

見する特別の検査法はない｡本症の予後は心理的

な強さと性格による｡良好な予後には急性の発

症,発症時の明確なストレス,魔患前の心理的健

康,発症後間もない時期の心理的治療の開始など

が関連するが,自然に症状の消失することもある

といわれている｡

長尾ら　は下顎前突症手術後に発生した強迫

神経症　　　　　　　　　　　　　　　　ないし

対人恐怖症　　　　　　　　と考えられる1例

を報害した｡患者は27歳の男性で,下顎枝矢状分

割法手術を受け, 3ヵ月入院した｡退院1年後か

ら手術は成功的であったにも拘わらず,下顎が出

てきていると頑固に主張し始めた｡精神科におけ

675

る知能検査は正常域にあった｡文章完成テストで

感情的に不安定であり,顔への関心がきわめて強

く,精神力動学的に強い劣等感を窺えた｡さらに

バウムテストで精神的未熟性が窺え,依存的で,

情緒表出の統合に問題のあることが示唆された｡

抗不安薬を投与しながらの精神疲法によって,ほ

ぼ1年後には顔貌やF顎に対するこだわりは続い

ているが,表情には笑顔が出て,精神的にゆとり

が認められるようになった｡

強迫神経症は自己の考えや行為を不合理なもの

とする認識がありながら,ある観念や行為から脱

却できない状態である｡本症では不合理性からの

脱却が不可能な点に患者の最大の苦悩があり,精

神分裂病に発展することがある｡ ｢舷に本症は神

経質で過敏,自信欠乏型の性格や完全癖の強い人

に起こり易いといわれている｡報吾例は幼少時代

から顔貌に対する劣等感を引きずったまま人格形

成の障害をきたし,心理的な成長が停滞した状態

にあったものである｡また,このような症例の存

在することから,顎矯正外科では心理的面からの

病前性格の把握と生活史の情報を総合して外科的

適応の有無を判断することが必要であると言及し

ている｡

11.醸形恐怖症

顎矯正外科患者の中には,醜形恐怖症(変形恐

怖症,不具恐怖症,醜貌恐怖症

と思われる症例の存在する可能性があ

る　　前述の長尾らの報吾例も醜形恐怖症に属す

るものである｡醜形恐怖症はイタリアの精神分析

医　　　　によって　　年,容貌は正常範囲内

にあるにも拘わらず,他人の目を引くように感じ

る醜さ,ないし身体的欠損の主観的感情と定義し

て初めて用いられた　･　｡彼は完全に健康

であるが,やや神経薯で突然に訴えを起こし,そ

れに完全に心を奪われるようになった数人の患者

を記載した　　その主な症状は自分が魅力的でな

いということを患者が信じることであった｡

この用語は東ヨーロッパやロシアで長く使われ

ていたが,本症が症状であるか,独立した疾患で
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あるか,その定義については-般的な合意がえら

れていない　　　　米国精神医学会が作成した

精神障害の分幾と診断の手引き,第3版改定版

-　　　　の身体表現性障害の中で,

身体醜形障害　　　　　　　　　　　　　　の用

語が用いられている　　　　　　　　　は本症は

薬物由来や脳障害に起因するものには使用され

ず,精神分裂病やうつ病の如き広い範囲の精神病

においてみられる非特異的な症状と見倣されるこ

とから,本症は恐怖症ではなく,強迫観念ないし

妄想であり, -層適切な用語として形態不快症(身

体違和症　　　　　　　　　の用語を提唱した｡

は醜形恐怖症を(1)訴えが人格障害に関

連せず,容貌変化の要求がより現実的と思われる

もの　　容貌変化の訴えが人格障害の中に埋もれ

ているものの2群に分けた｡　　　　　は本症

における醜さの感情は精神分裂病,うつ病,人格

障害,重症神経症などを含む精神病的状態で起こ

り,典型例は精神分裂的,自己愛的,強迫観念的

な人格特性の1つないしそれ以上をもっ若い男女

であり,本症を次の2型に分けた｡

(1)単一症候性醜形恐怖症

完全な人格におい

て醜さの感情がただ1つの孤立性妄想である

場合

(2)二次性ないし症候性醜形恐怖症

:何ら

かの精神疾患が醜さの感情を引き起こしてい

る場合

は本症をさらに広範囲に考え,

以下の3型に分けた｡

(1)一次性醜形恐怖症

何ら他の精神病と診断されない神

経症的ないし精神病的特性をもつもの,およ

びうつ病,精神分裂病に続発するもの

(2)民族的身体違和症　　　　　　　　　　ア

ジア人や黒人が白人の容貌に変わる廠望

(3)性的身体違和症

ria∴性を変えることを必要とする強迫観念

ら2)によれば,醜形恐怖症の典型

的な患者は正常な容貌をもつか,あるいは小さな

欠損をもっが,患者が醜いと感じる自覚と実際の

欠損との問の関係が不釣り合いである｡発症は通

常10歳代の終わり頃か, 20歳代の始めである｡患

者は一般に内気で,自意識過剰であり,友達が少

なく,社会的活動に参加しない｡またデートする

ことがなく,性経験もほとんどない｡身体的には

全く健康で,病的既住歴をもたず,多数の症状を

訴えることもない｡典型的な性格は強迫観念的ま

たは精神分裂的で,完全主義者である｡彼らの経

験によれば美容外科患者の約2 %が醜形恐怖症の

状態のものであった｡

福田ら　は形成外科外来において変形･醜形

が全くないか,または軽襖であるにも拘わらず,

訴えが異常に誇張され,執掬であると判定された

患者(外来患者の2 %)を醜形恐怖症として統計的

観察を行った｡担当医が精神的または性格的異常

が原因と判断したもの(異常群)は179名,訴える

目的は理解できるが,神経薯過ぎると判断したも

の(神経質群)は95名であったo性別では男

女38%であるが,異常群のみについてみると,男

女30%であったo受診年齢は男では

歳に山型の分布があるのに対し,女ではあまり目

立った山がなく, 60歳代までばらばらに分布して

いた｡気にし始めた年麻は男では　　　歳,女で

は　　　歳にピークがあった｡対象別では顔面に

関するものが251名92%を占め,その中で鼻も多

いものは外鼻　　名),次いで眼癒(55名)であ

り,顔面以外では陰部(10名)が多かった｡なお問

診で明らかに妄想があると判断されたものが22

名,精神分裂病が5名あった｡さらに本症の対処

法として(1)細かい問診　　患者の信頼獲得　　自

己洞察の指導(精神分裂病では不可能であるが,

神経症や病的性格ではある程度可能である

精神科-の受診　　手術の延期　　手術の拒絶な

どをあげている｡

最近　　　　ら78)は美容外科女性患者100名に

対し　　　　　　のテストを行い, 7名の患者

が身体醜形障害と診断されたが,この発生率はA

らの2%より高いものであったと報吾
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している｡　　　　　　　ら13)は小さな変形をも

つ醜形恐怖症の手術的成功例の報害もあるが,義

初の適切な治療は外科よりも精神科である｡しか

し精神科受診に抵抗する患者が多く,このような

患者では手術に同意する外科医がみつかるまで,

次々と外科医の問をわたり歩き

患者は手術を受けてもさらに新しい欠損をみつ

け　　　　　　　　の結果となる｡したがって醜

形恐怖症の傾向をもっ顎矯正外科患者では,まず

精神科の完全な評価を受けるべきであると述べて

いる｡

む　　す　　び

顎矯iE外科における心理学的研究の文献を展望

した｡研究結果は必ずしもI-定していないが,以

下の如く概括できるだろう｡

1.顎矯　外科は高度に選択的な手術であり,

患者の受診動機に心理的機転が大きく関与して

いるので,患者動機について深い洞察が必要で

ある｡

2.顎矯正外科患者の貢の受診動機は顔貌および

歯並び,とくに顔貌の審美的改善であり,顔

貌の自己評価が手術受容の決定に大きく関与

する｡

3.顎矯正外科患者は一般に陽性のボディイメー

ジと高い自尊心をもち,神経症傾向も低く,心

理的に正常である｡しかしオトガイ部や側貌に

ついて陰性のボディイメージをもち,社会適応

性の低下,情緒不安,内向性の性格を示す傾向

がある｡

4.顎矯正外科の患者に与える心理的影響はきわ

めて大きく,顔面ボディイメージと自己概念を

強化して,社会適応面や情緒面の改善

の向上をもたらし,ほぼ半数の患者は陽性の性

格変化を自覚する｡

5.神経症傾向の高い,また自尊心の低い患者は

術後間もない時期に抑うつ症をきたし易いの

で,心理的サポートが必要である｡

6.顎矯正外科患者の治療効果に対する満足度は

きわめて高いが,全例が満足を示すとは限らな
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い｡治疲結果に対する患者評価の主体は機能的

改善よりもむしろ顔貌の審美的改善である｡

7.治療結果に不満を示す患者を術前に発見する

確実な方法はない｡不安の多い神経質な,自己

概念の低い,また外的統制所在の患者は術後に

不満を示し易い0

8.予想以上の術後捧痛,顔面腫脹,知覚翼常の

経験は術後間もない時期の満足度に関連する

が,長期経過例ではそのような関連性は認めら

れない｡

9.治療成績の向上には術前における患者の心理

的評価が必要である｡　　　　による顎矯正

外科患者の心理的評価法が有効である｡

10.顎矯正外科患者の中に変形がきわめて軽激

であるにも拘わらず,異常かつ執掬な訴えを

する醜形恐怖症患者のまざれこんでいることが

ある｡

なお, `般的な歯科診療でも下層に心理的園子

を多く含む審美的改善の要求されることが多いの

で,患者の心理的状態について常に配慮すること

が必要である｡

稿を終わるに臨み,ご懇篤なご指導とご校閲を賜り
ました東北大学文学部心理学教室,仁平義明教授に衷

心より衝礼申し上げます｡
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