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頭部外傷により小児失語症を呈した 1例の長期経過

玉 井 ふ み*1 徳永要二*2 

Long-term outcome of a case of acquired childhood aphasia 

Fumi TAMAI， Yoji TOKUNAGA 

Abstract 

A longitudinal study of a case of aphasia acquired in childhood was reported. The patient was a 

27幡 year嗣 oldright-handed man who had suffered a traumatic brain injury caused by a serious traumatic fall 

at 11 years of age. Surgery was performed to remove an epidural hematoma immediately. He remained in 

a coma for four months following the accident. MRI revealed extensive lesions extending across the 

parietal， temporal， and occipitallobes， basal ganglia and thalamus in the left hemisphere. The patient was 

mute for six months， after which he began to speak some words. However， he could pronounce only 

vowels and the consonants / m / and / n / due to dysarthria and apraxia of speech. Although auditory 

comprehension of single words and simple sentences was fairly intact， he experienced difficulty in 

comprehending complex sentences precisely. He also showed severe deficits in reading and writing of 

both Japanese kana and kanji. His articulative disorders， except for slow speech， disappeared within two 

years following the traumatic brain injury. He received speech therapy for 15 years following the injury， 

and comprehensive and expressive language abilities showed good recovery. However， word-finding 01' 

syntactic processing deficits were sometimes apparent. He also demonstrated marked improvement in 

scores on the Standard Language Test for Aphasia. However， deficiencies in grammar， writing and 

reading comprehension remained. The long-term recovery of the patient suggests plasticity of cerebral 

functions during childhood. However， the age of injury， 11 years of age， and the extensiveness of the 

cerebrallesions suffered are considered to be responsible for the persistent Ianguage disorders. 
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はじめに

後天性小児失語症(以下，小児失語症)とは

「小児期に起きた大脳の器質的病変による言語

機能障害Jをさし，先天性または発達性言語障

害とは別に論じられるようになっている 1.2)。

小児失語症は成人に比べ予後が良好であること

から，小児に特有の脳の可塑性との関連が注目

されてきた 1-5)。近年では，日常のコミュニ

ケーションに支障のない程度に回復しても，読

み書きや算数など学業不振をきたすことが多く，

その背景に言語処理過程の障害があるとする報
告がみられるト14)。回復経過と長期的な到達

* 1 言語聴覚療法学科

度は原因疾患，脳の損傷部位，発症時年齢によっ

て異なると考えられるが，長期観察例の報告は

少ない 6-8)。今回， 11歳で重度の頭部外傷に

より発症した 1例について， 12~27歳まで15年

間言語指導を行い，言語・非言語機能の到達度

を検討したので報告する O

症例

症例:27歳，右利きの男性。肢体不自由養護

学校高等部卒業後，授産施設に通所し，軽作業

に従事。

生育歴:特記事項なく，受傷までの発達は正常。

Department of Communication Disorders， Hiroshima PrefecturaI ColIege of Health and Welfare 
* 2 武蔵野療闘病院

Musashino Ryoen HospitaI 
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現病歴:1979年9月17日(11歳11カ月時)，走

行中のマイクロパスから転落。 S病院からの紹

介状によると，帰宅時には意識があったが， Y
病院を受診し，約 3時間後昏睡状態、となった。

痘撃が続き，瞳孔が散大した状態になったため，

血管撮影を行ったところ硬膜外血腫が見つかり，

同日血腫除去術を施行した。しかし，意識は回

復せず，高熱，産撃頻発が続き，気管切開，空

腸からの経管栄養を行った。同年12月10日， S 

病院に転院した。 CTスキャンでは，左半球の

側頭後頭葉に広範囲の低吸収域が認められ，脳

波検査においても左半球の低電位が認められた。

呼吸状態は自発呼吸が良好にあったが，意識レ

ベルは痛みに対して反応がある程度で，瞳孔不

同(左>右)があり，四肢が硬直，時々振戦が

みられ，健反射も充進して右半身に病的反射が

出現し，時折強迫泣きのような表情がみられた。

気管切開孔や空腸痩からは緑膿菌が検出された。

37~380Cの熱があり，全身に抗生物質の投与を

行って抑えていた。流動食の経口摂取，気管切

開口の閉鎖を試み， 1980年 1月27日にカニュー

レ抜去 1月30日に空腸痩を抜去した。意識状

態は12月下旬に視線の位置がしっかりし 1月

中旬には手を挙げるなどの命令に反応しはじめ，

1月下旬には簡単な命令にほぼ反応するように

なった。 2月(発症 4カ月後)， Iウ，ウj とい

う発声による yes/no表現，構音不明瞭だが音

声模倣がみられるようになり，同年 4月(発症

6カ月後)， Iただいま」に対して「オカエリ」

と返事をするなどことばによる応答がみられる

ようになった。発話量は少なく，発症初期には

自分の名前も「ナナナナナナナ」になっていた。

また，数字や自分の名前は見てわかるが，カル

タとりはできず，文字が読めなくなっていた。

同年 5月(発症 7カ月後)， 1病院に転院し，

言語訓練および運動機能訓練を受けた。 1982年

1月(発症 2年 3カ月後)，訓練目的で心身障

害児総合医療療育センターに入園し， 1984年 3

月(発症 4年 6カ月後)退園した。

検査所見

発症15年後 (27歳時)の検査所見を中心に述

べる O

1 .神経学的検査

右上下肢麻癖と左下肢の麻庫。右顔面神経麻

庫，輯奏麻庫などの眼球運動障害が認められる。

右同名半盲。転倒しやすいが，杖歩行が可能。

日常生活動作は緩慢であるが，自立している O

2.放射線学的検査

MRIでは，左半球の頭頂，側頭~後頭葉，

大脳基底核および視床に損傷を認めた(写真 1) 0 

3 .脳波検査

左中心部，後側頭部に練波が認められた。発

写真 1 MRI所見，上段:水平断， T 1強調画像，

下段:前額断， T 2強調画像

作はみられず，服薬は中止していた。

4 .神経心理学的検査

(1) 発声発語器官の運動機能

舌の突出運動ではやや右に偏位。舌の上下・

左右運動とも可能であるが，運動速度は遅い。

口唇の突出運動，口角を号|く運動では左への偏

位が認められた。発声持続は30秒o oral dia-

dochokinesisは 5秒間に /pa/: 17回， /ta/ 
: 16回， /ka/ : 16回， /pataka/ . 6回と運動

速度の低下が認められた。

(2) 構音検査

構音の誤りは認められないが，発話速度は全

体的に遅い。

(3) 知能検査

WAIS-R検査によるPIQ73， VIQ 56，全 IQ60 

(図 1) 0 動作性検査のうち， r符号Jの成績が

著しく劣っていたが，符号と数字のマッチング

は正確で誤りは認められないことから，非利き

手使用および全体的な運動速度低下によると考

えられた。レーヴン色彩マトリックス検査の得

点、は35/36点(正答率97%)。

発症 8カ月後に行ったコース立方体組み合わ

せテストによる IQ860 発症 2年後 (14歳時)

に行ったコース立方体組み合わせテストによる
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図 1 WAIS-R知能診断検査結果

(発症15年後， 27歳時施行)



IQは105，WISC-R検査では PIQ84，VIQ44， 

全 IQ59であった。また，発症 6年後(18歳時)

に実施した WISC長検査では PIQ77，VIQ45， 

全IQ520 一貫して言語性 IQが動作性 IQより

低い傾向が認められた。

(4) 視空間構成能力

図2に立方体の自発画および模写を示した。

(5) べントン視覚記銘力検査

まず，施行法C (模写)による検査を行い，

正確数 6，誤謬数 4であった。誤りは右周辺図

形の省略および右の大きい図形の右側部分の脱

落で，視野障害によると考えられた。次に，施

行法A(即時記銘)を行い，正確数 5，誤謬数

6 (誤謬内容は省略 1，ゆがみ 5)と成人の基

準に比べ顕著な低下がみられた。施行出によ

る検査結果に右周辺図形の省略が少なかったの

は，施行法Cの検査中に右周辺図形の存在に気

づいたための学習効果によると考えられる。し

たがって，即時記銘の成績不良は視空間認知構

成面の障害というよりは，視覚的記銘力の低下

によると考えられた。

a b 

図2 立方体の a 自発画 b.模写

(発症15年後， 27歳)

経過

I病院における言語訓練開始時(発症 8カ月

後)，聴覚的理解は比較的保たれており，簡単

な日常会話は理解していると思われたが，複雑

な文の理解は困難であった。発話量の低下，喚

語困難，統語障害，読み書き障害など重篤な失

語症状が認められた。また，復唱可能な音は母

音，1mん Inlのみでほとんどの音節はナ行に

置換された。舌，軟口蓋の運動不良が認められ

た。また，構音訓練で比較的速やかに正構音が

得られた音であっても，日常会話において，般

化しにくい傾向が認められ，発語失行の合併が

疑われた。言語訓練は，構音訓練，単語・短文

の聴覚理解・表出，助詞の理解と表出，仮名・

漢字の理解・書字訓練，計算(かけ算九九)を

行った。

療育センター初診時(発症 2年後)，自分か
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ら話すことはみられないが，名前，生年月日，

住所，家族について尋ねられると簡単なことば

で応答することができた。発話速度は全体的に

遅いが，構音は明瞭であった。言語訓練の内容

は，構文の理解と表出，小学校低学年レベルの

長文の音読と読解，仮名・漢字の読み書きと作

文を中心に行った。発症15年後，文レベルの日

常会話が可能で，語最も豊富になり，初診時と

比較すると著しい回復が認められた。しかし，

込み入った内容の表出の際には喚語困難を伴い，

統語障害，読み書き障害，発話速度の低下とと

もに存続している O

以下，標準失語症検査(図 3)を中心に，失

語症構文検査，読書力検査による発症8カ月~

15年後 (12~27歳)までの言語面の回復経過と

到達度について述べる O

標準失語症検査

く聴覚理解〉

発症 8カ月後，単語，短文の聴覚理解は比較

的保たれていた。聴覚的記銘力の低下，統語障

害により「口頭命令に従うJは成績が不良(0 

%)であったが，徐々に改善し， 15年後の検査

では正答率60%であった。

〈呼称〉

発症 8カ月後には正答率 0%であったが，構

音障害のため，喚語能力の十分な評価を行うこ

とができなかった。高頻度語については 2年後

までにかなり (60%)改善がみられた。低頻度

語は15年後の検査においても正答が得られない

語がみられた。

く復唱〉

発症8カ月後には単語・文とも復唱困難であっ

たが 2年後には単語の復唱は正答率100%と

なった。聴覚的記銘力の低下がみられるため，

15年後の検査でも文の復唱が可能であるのは 4

文節文までであった。

く音読〉

発症 8カ月後には仮名 1文字，漢字単語，仮

名単語，短文とも全く音読できなかったが 2
年後には顕著な改善 (80~100%) が認められた。

く文字言語理解〉

発症 8カ月後には，漢字・仮名単語の理解は

70%可能だったが，仮名 1文字の理解は20%と

不良であった。 4年後の検査では仮名単語，漢

字単語，仮名 1文字の理解ともほぼ (80'"'-'100 

%)良好となった。短文の理解は徐々に成績が

向上し， 15年後には90%となった。「書字命令

に従うJは回復が遅れたが 4年後の正答率は

10%， 15年後には70%と顕著な改善が認められ

た。

く書字〉

発症 8カ月の時点、では自分の名前の写字は可

能であったが，左上肢の失調のため検査が実施
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ム一一一ム 発症8カ月後 (12歳)

.A-.A 発症 2年後(14歳)
。一一一O 発症 4年後 (16歳)

.一一.発症15年後 (27歳)

図3 標準失語症検査結果

できなかった。発症 1年後から仮名文字の書字

訓練を開始した。発症 3年後まで、に，仮名文字

をほぼ習得していたが，文字を想起するまでに

時間を要し，時に想起できないことがみられた。

また，書字速度も遅いため，発症15年後の検査

においても 4文字以上の仮名単語は時間内に

正答することができなかった。また，発症15年

後の検査で，自力で書字可能な漢字は， r犬J
「本Jr新聞」であった。書字によるまんがの

説明は， 15年後には，基本語をすべて含み，文

法的な誤りも少なくなった。

失語症構文検査;発症 3年後，試案 115)による

検査で，聴覚的理解:レベル 1，読解;レベル

II ，産生検査の合格項目 (3~ 4点)は「走る」

「乗るJr食べるJr泳ぐJr載せるJo 4年後

(試案 1)には，聴覚理解;レベル 1，読解;

レベルII，産生検査の合格項目は「走るJr乗
るJr食べるJr泳ぐJr降りるJr載せるJr切
るJrやるJr追いかけるJrあげるJrもらうJ
「取られるJr洗わせるJであった。 15年後の

検査(試案II16)) で，聴覚理解，読解ともレベ

ルII (語順に基づく理解)，産生検査はレベル

Iであった(図 4)。助詞，受動文，使役文を

中心とする構文訓練の効果が一時的にみられた

が，定着せず，理解面では助詞に基づく理解の

レベルに達しなかった。

読書力検査;教研式・新読書力診断検査による
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図4 失語症構文検査(試案II)(発症15年後， 27.歳)



読書学年は，発症6年後 08歳時小学1年
1学期以下，発症15年後 (27歳時小学1年
3学期であった。小学校低学年レベルの文章の

内容理解は可能であるが，読むことが非常に遅

いため，読書学年の向上につながりにくいと考

えられた。

作文;発症 2年後の手紙では，構文は単純で短

く，字性錯書，音の省略，漢字の形態の誤りが

認められた。発症 7年後の手紙では，語葉，構

文，文章の長さなど著しい改善が認められた。

しかし，語棄の省略，字性錯書および，助詞，

動詞の語尾変化，漢字の使用に誤りが認められ

た(図 5) 0 

考察

1 .言語症状について

後天性小児失語症の特徴として，福迫は 1)4)，

(1)言語活動の低下や繊黙が起きやすいが，語

漏やジャーゴンは稀である o (2)成人にみられ

る障害ノfタン(タイプ)を適用して分類できる

症例はほとんどみあたらない。 (3)症状は発症

年齢によって大きく異なる o これに加えて田

中5)は， (4)読字，書字，計算などは口頭言語

と同様にまだ十分自動化されておらず，失読，

失書，失算などが出現しやすく，口頭言語に比

べて回復しにくい。 (5)言語に関する大脳領域

は，小児で、は機能分化が未熟なため，大脳の損

傷部位と臨床像の関係がはっきりしないと述べ

ているo しかし，近年，小児においても損傷部
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位に対応した言語症状がみられ，成人と同様の

失語症のタイプがみられるという報告がされて
いる 8.l7) ~19) 。

本症例は，第一側頭回後部，角田を含む広範

な損傷によって重篤な失語症状が認められた。

言語症状は，発症初期より聴覚理解は比較的保

たれ，表出言語の著しい減少が認められた。ま

た，発話は流暢とはいえず，ジャーゴンや語漏

は認められなかった。しかし，発話の非流暢性

は，喚語障害，発話速度の低下によると考えら

れる O 現在もみられる発話速度の低下の原因は，

運動面の障害が影響していると考えられる o ま

た，理解面についても，複雑な文の理解には顕

著な障害が認められた。したがって，運動障害

性構音障害など合併症状もあり，成人にみられ

る典型的な失語症のタイプに分類することはで

きないが，個々の症状は成人にみられる損傷部

位と言語症状との対応と矛盾しているとはいえ

ない。

また，読み書き障害が音声言語に比べて，回

復しにくい傾向も認められた。仮名，漢字とも

に発症初期には理解，音読，書字すべてにわたっ

て困難となった。しかし，写字は正確であるこ

と，視空間構成能力には大きな障害がないと考

えられることから，構成失行に伴う書字障害と

は異なると考えられる O また，仮名文字は習得

したが，文字を書く際，文字想起までに時間を

要し，想起できないこともある，音読にも時間

がかかることがみられた。これは，角回を含む

左頭頂葉の広範な損傷により，音韻一文字変換

図5 祖父(発症2年後)，友人(発症7年後)に宛てた手紙



広島県立保健福祉短大紀要 1 (1) 127-134 1995 

に障害が生じている可能性が考えられる O

以上の点から，本症例の言語症状には，従来

小児失語症の特徴とされてきた傾向が認められ

るO しかし，一方で，責任病巣に対応した症状

もみられ，小児失語と成人の特徴が混在してい

ると考えられる。

2.経過と予後について

従来，小児失語症は，成人に比べて回復速度

は早く予後は良好であるといわれてきた。しか

し，日常会話に支障がないほど回復しても，言

語機能の詳r細な評価を行ったところ，言語処理

過程に何らかの障害が認められたとの報告があ

る6-14) 0 Watamoriら8)は， 6 ------11歳で発症

した 3例の成人後の言語・非言語機能を評価し，

言語の意味的側面に比し，統語面により重篤な

障害が認められることを報告している O また，

長期的に学習障害や適応障害を起こすものも少
なくなし)10-1:l)。

小児失語症の予後に影響する要因として原因

疾患，脳損傷の部位，発症年齢などがあげられる O

原因疾患について福迫 1， 4 )は，本邦の報告例

を概観し，成人では脳血管障害の割合が高いの

に比し，小児では，頭部外傷，脳炎，脳腫場，

けいれん発作，脳血管障害によるものが多いと

述べている。また，原因疾患と予後との関係に

ついて，炎症または腫療に起因する場合は回復

が急速で，比較的正常なレベルに回復しやすい

のに比し，外傷では経過は緩慢で 1年を経過

しでもなお改善が期待されるが，治癒率が低い

としている O 本症例のような重症頭部外傷では

特に，損傷部位が広いこと，外傷によって脳の

損傷部位の反対側にも影響があることから，運

動機能や知能など言語以外の能力にも障害がみ

られるなど複雑な臨床像を呈し，また予後にも

影響を与えていると考えられる O

大脳の損傷側との関連について，右半球損傷

による失語症の発生率は成人の場合より高いと

されていたが，その後の研究では右半球損傷に

よる失語症の出現率は，成人と同程度に低いと

いわれている20)。著者ら21)が，本症例を含む小

児の頭部外傷後遺症24例の言語障害を検討した

ところ，小児失語を呈した 3例とも左半球損傷

であった。 3例のうち 1例は，発症年齢が 3歳

8カ月と比較的低年齢であったことは，左右大

脳半球の機能差が早期から存在することを示唆

すると考えられる o

小児では，脳が発達途上にあることから，回

復経過および予後は，脳損傷を受けた年齢によっ

て大きく影響を受ける O 発症年齢について

Lenneberg3)は，言語機能のー側化は年齢とと

もに発達し， 11------14歳では，優位半球損傷例で

は回復不能な失語症状もみられると述べている。

また， 8 ------10歳を境にして，それ以前に発症し

た小児では，初期には言語の表出活動が低下す

るが，多くは 1年後には失語症状のほとんどが

消失する。一方で，それ以降に発症した失語症

の回復は成人の場合と同様な傾向がみられるこ

とが指摘されているし 2，20却。また，発症年齢

と言語・非言語機能の回復との関連について綿

森7)は， r 3歳以下で発症した症例において知

能の低下が著しく，言語性より動作性知能の方

が低い傾向が認められることから，脳損傷の時

期が早いほど言語機能への影響は少ないが，非

言語機能が障害されやすいj と述べ， r早期の

左半球損傷のため言語機能の右半球転移が起こ

り，その結果本来非言語機能を発達させるはず

の右半球の皮質が言語機能に占有されたため，

非言語機能の低下がもたらされるjことを示唆

している O 本症例では，一貫して言語性知能が

動作性知能より低い傾向が認められた。しかし，

動作性知能や視覚的記銘力など非言語機能の低

下も認められた。本症例の場合，重症頭部外傷

により両側性の運動障害がみられ，放射線学的

検査では明らかではないが，右半球の損傷も否

定できない。したがって，本症例の非言語機能

の低下が，早期に発症した症例と同様のメカニ

ズムに基づく脳機能の再構築を示すものかどう

かは明らかでない。

本症例では，著しい回復がみられたものの，

発症15年後の成人になってからも失語症状が存

続し，日常のコミュニケーションにも支障がみ

られた。これは，発症年齢が11歳と比較的高かっ

たこと，脳の損傷部位が広範囲であったことの

影響が大きいと考えられる O また，知能検査所

見から言語機能だけでなく非言語機能の低下

も認められる O これらが，あいまって学習面の

障害をきたしていると考えられる O しかしなが

ら優位半球に広範な損傷が認められたにもか

かわらず，日常のコミュニケーションのレベル

で顕著な回復がみられたことは，右半球を含む

脳の損傷を受けなかった部分の代償によると考

えられ，比較的高い年齢においても，脳機能の

可塑性の存在が示唆される O

3.言語指導について

発症 4年後と15年後の言語機能検査の結果を

比較すると，あまり変化のない項目もあるが，

標準失語症検査の「口頭命令に従うJ，r文の復

唱J，r書字命令に従うん「仮名単語の書取り」

など顕著な回復がみられる項目があったこと，

検査結果としては成績の改善が得られなくても，

語棄の豊かさ，読み書きの速度，漢字の書字能

力など徐々に改善がみられたことが注目される O

小児の頭部外傷後遺症の特徴として，柳迫ら23)

は，脳性麻癒と比較し，受傷後短期間における



大きな改善とその後の長期的な改善傾向をあげ

ている O 言語面では特に日常会話のレベルでの

短期間の回復が著明であること，復学後は学校

を中心とした教育的リハビリテーションが重要

になることから，継続的な言語指導がなされに

くい傾向がある O しかし，小児においては，脳

機能の可塑的変化と成長，発達による変化の相

乗効果が考えられ，長期的リハビリテーション

の必要性が示唆される。本症例では急性期には

週 5回， リハビリテーション施設では週 1回，

退院後は月 1回と指導の頻度は徐々に減ったも

のの，家庭学習課題を与えるなどの方法で補う

工夫を行った。また，年齢や職業など生活環境

の変化に伴って学習面での適応だけでなく，職

場でのコミュニケーションを円滑にする，新聞

やテレビから情報を得る，趣味を充実させるな

ど，言語治療の目的やニードの変化がみられ，

長期に渡って言語指導の必要性があると考えら

れた。

結論

11歳時，頭部外傷により小児失語症を呈した

1例について， 15年間言語指導を行い，言語機

能の到達度を評価・検討した。l.第一側頭回

後部，角田などの言語中枢を含む広範な左半球

損傷が認められた。 2.発症 6カ月後自発話が

みられたが，構音障害および喚語障害，統語障

害，読み書き障害など重篤な失語症状が認めら

れた。 3.発症15年後においては，文レベルの

会話が可能になったが，発話速度の低下および

言語障害が残存していた。

謝辞:ご指導いただきました綿森淑子教授，

進藤美津子教授，貴重な資料を提供してくださ

いました心身障害児総合医療療育センター機能

訓練科言語室中田雅子先生，同小児科児玉真理

子先生に深謝いたします。

本論文の要旨は，第4回言語臨床学術研究会，

第40回日本音声言語医学会において発表した。

文 献
1 )福迫陽子:小児失語症(後天性).笹沼澄

子編著，言語障害，東京，医歯薬出版， 321-

394， 1975 
2 )進藤美津子:言語の障害.藤永保編，現代

の発達心理学.東京，有斐閣， 175-189， 1992 

3) Lenneberg， E. H. : Biological foundation 

of language， 1967 :佐藤方哉・神尾昭雄訳

:言語の生物学的基礎.東京，大修館書庖，

153-196， 1974 
4 )福迫陽子:後天性小児失語症について.音

声言語医学， 22: 172-184， 1981 

5 )田中美郷，荒山 喬ほか:小児失語症につ

広島県立保健福祉短大紀要 1 (1) 127-134 1995 

いて.耳喉， 41: 439-446， 1969 

6 )田並年子，板倉秀ほか:小児失語症の言

語症状と予後.祖父江逸朗ほか編，失語の経

過と予後，東京，医学出版社， 168-181， 1987 

7 )綿森淑子:小児失語症の長期的予後. リハ

医学， 18: 347-356， 1981 

8) Watamori，T.， Sasanuma， S. et al. : Recov-

ery and plasticity in child-onset aphasics 

u1timate outcome at adu1thood. Aphasiology， 

4: 9-30. 1990 

9) Woods， B.T. and Carey， S. Language 

deficits after apparent clinical recovery 

from childhood aphasia. Ann. N eurol.， 6 
405-409， 1979 

10)竹田契一，山口浩明ほか:脳損傷児の社会

適応について.音声言語医学， 30: 239-246， 

1989 

11) Cooper，]. A. and Flowers， C. R. : Children 

with a history of acquired aphasia Re-

sidual language and academic impairments. 

]. Speech Hear. Disord.， 52 : 251・262，1987

12) Cranberg， L. D.， Filley， C. M. et a1.: 
Acquired aphasia in childhood Clinical 
and CT investigations. Neurology， 37:1165・

1172.1987 

13) Campbell， T. F. and Dol1aghan， C. A. : 

Expressive language recovery in severely 

brain-injured children and adolecents. J. 

Speech Hear. Disord.， 55 : 567・581，1990

14)橋本佳子，進藤美津子ほか:幼少時の左半

球損傷による学業不振児の 1例一言語面およ

び非言語面の障害についての検討.音声言語

医学， 32: 261-268， 1991 

15)藤田郁代ほか，日本聴能言語士協会・失語

症検査法委員会:失語症構文検査(試案 1).
1982 

16)藤田郁代ほか，日本聴能言語士協会・失語

症検査法委員会:失語症構文検査(試案1I). 

1983 

17)Paquier， P. and Van Dongen， H. R. 

Current trends in acquired childhood 

aphasia: An introduction. Aphasiology， 7 : 
421-440， 1993 

18) Martins， 1. P. and Ferro， ]. M. : Recovery 

of acquired aphasia in children. 

Aphasiology， 6 : 431-438， 1992 

19) Basso， A. and Scarpa， M. T. : Traumatic 
aphasia in children and adults : a compari-

son of clinical features and evolution. Cor-

tex， 26 : 501-514， 1990 

20) W oods， B. T. and Teuber， H. L. : Chang-

ing pattern of childhood aphasia. Ann. 
N euro.， 3 : 273・280，1978 

一 133-



広島県立保健福祉短大紀要 1 (1) 127-134 1995 

21)玉井ふみ，加我君孝:頭部外傷による小児

の後天性言語障害.音声言語医学， 30: 41-

42， 1989. 
22) Alajouanine， T. H. and Lhermitte， F. 
Acquired aphasia in children. Brain， 88 

653-662，1965 

23)柳迫康夫，児玉真理子ほか:小児の頭部外

傷.岩倉博光ほか編著，頭部外傷症候群

一後遺症のマネージメントー.東京，医歯薬

出版， 153-175， 1991 


