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脊髄小脳変性症 (SCA6)による失調性構音障害患者における交互
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抄録

脊髄小路変性症 (SCA6) による失調性構音障害患者 4名および鍵需者 7名を対象に 口唇の交互反復運動検

査を施行し，下唇の動作解析を行った G その結果，失調症例群で法纏常群に詫べて，下唇の平均最大運動距離

が有意に延長する一方，健常群に比べ下唇の平均最大運動速度は有意に速い傾向があった。失語症例において

は運動謡館機能の障害のために 下唇の運動速度が過剰に高速となったこと及び運動停止のタイミングの遅れ

により，運動距離が顕著に延長された結果，交互反復運動速震が抵下したことが示唆された。

キーワード:失語性構音揮害，口腔交互反復運動，動作解析
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はじめに

運動揮害性構音F章害誌 神経・第の異営に起因する

話し言葉の障害 1)で，発話が不明瞭になったり，言

葉の自然主プロソディが損なわれる O 神経・筋の異常

にはいくつかのタイプがあるが 運動障害性構音障害

の臨床挨査の一つで島る口腔交互反復運動検査 (oral

diadochokinesis test)では ほとんどのタイプにおい

て，健常者に比べて明らかな速震抵下を訴す 2)。たと

えば，上位・下位運動ニューロンの損傷により，筋力

低下を呈する患者だけでなく 明らかな運動扉薄や筋

力低下がみられ者い運動失調症患者においても交互反

復運動速度は低下することが多い。運動失調症患者に

おいては，効率的立交互反復運動が何らかの形で担害

され，交互反復運動速度低下が生じていると誰灘され

るが 3) その機序は明らかにされてpない。

そこで，本研究では，失調性講音障害患者の口腔交

互反複運動の動作解析を行い 速度抵下の機序を考察

した。

呂的

本研究は，失調性構音障害患者における口控交互反

護運動速度低下の要冨を動作解折の手法を用いて検討

することを目的とする。

研究対象および研究方法

対象

対象は，脊髄小脳変性症患者 4名(平均年齢 51土

13歳)と薩常者 7名(平均年齢 59士6義)である。

症額Hまいずれも神経内科医により脊髄小脳変性症6望

(SCA6) と診断され，言語聴覚士による発話の聴覚心

理的評値により失語性構音障害と判定された。表 1に

各症例の年齢，性関，発話明瞭慶，発話異掌度を示し

た。発話明瞭度および異常度は 日本音声言語医学会

の運動障害性(蘇摩性)構音障害検査法 4) に基づき

評定した。発話明瞭度は 1から 5(1 :明瞭、 5:全

く分から会p)，異予言度は o~ 4 (0 :異常なし、 4: 

最重度)の 5段階尺度による評定である O

表 1 失調症椀

痘関 年齢 性別 明瞭度 異常度

31 男 2 

2 55 女 2 2 

3 57 女 2 3 

ヰ 60 男 3 3 

方法

症摂jおよび健常者の口唇の交互反復運動をうま析する

ことを巨的に，被験者に音節IpaJをできるだけ速くか

っ正確に反復構音するよう詣示した。その捺の音声を

デジタル・オーディオ・レコーダー(Sony，TCD-10)で，

またヨ唇の動きを動作解析装置 (OKK，G280) を用い

て記録した。検査は各被験者につき 3試行実強し，各

試行の開始から 3秒目以降の 10音蔀を計測の対象と

した。

音響分続

吾響分析プログラム (C&Dテクノロジー，音声録

間見)を用いて，被験者の音声の音声波形をディスプ

レイ上に表示し，各吾俸の持続時間{破裂者のパース

ト部から次の破裂音のパースト部までを 1音蔀とし

た)を許測した。 10音蔀分の音蔀持続時間の平均値

を算出し，各被験者の平均音節持続時間とした。

動f乍解析

室径 1.5cmの球体の反射マーカーを，被験者の顔面

正中部の鼻尖および上・下の赤唇の縁の 3点に貼付

し，球体の中 Jl;を計測諜点とした(国1)。産位をと

る被験者の正面 3.7m，高さ 1回の桂置に，カメラ

(iAi， CV ~M30) を毘定し，標点の動きを撮影した。動

作解析装置を用いて座標平面を設定し，標点に座標を

与えて口唇の動きを 15秒間記録した。座標平面は，

冠状雇一本平軸を x軸とし，患者の左方向を正の方向，

垂宣軸を y軸として，上方を正の方向とした。座標の

取得は自動追尾で、行った。耳支持産標のキャリプレーシ

ョンには，一辺が 20cmの正方彰で 5cm潤掃のキャワ

プレーション・フレームを吊いて正規北した。検査時

の各標点の座標を取得する擦には サンプリング局設

函 1 動作解析の標点

-130-



2008 129 -134 8 (1) 県立広島大学保建福祉学部誌人間と科学

続時間が延長するiまど交互反復運動速度泣抵下するた

め，この結果誌，失謂症群のヨ唇の交互反複運動速度

が鍵常群に比べて有意に遅かったことを示している O

下書の平均最大運動距離

表 2に各症例の下唇の乎均最大運動距離および健常

群の平均最大運動距離の中央鐘を示した。毘 3には名

群の平均最大運動距薩の分布と中央値を示した。

失調症群の平均最大運動距離は健嘗群に比べて有意

に延長していた (Mann-WhitneyのU検定，手く0.01)。

下書お平均最大運動速度

表 2に各症例の下唇の平均最大運動速護および健常

群の平均最大運動速度の中央植を示した。菌 4には各

群の平均最大運動速度の分布と中央値を示した。失調

痘群の平均最大運動速度は鍵常群に比べて有意に速か

った (Mann-Whi加eyの U検定， p<0.05)。

• 
• × • 

纏常群 失語症群
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結果

平均吾箆持続時間

表 2に各症例の平均音節持続時間および健常詳の平

均音節持続時間の中央値を示した。また図 2に各群の

平均音館持続時間の分布および中央植を示した。失調

症群の平均音節持続時間は鍵常群に比べて有意に延長

していた (Mann-Whitneyのじ検定， pく0.01)0 音節持

数 120Hzで A/D変換を行った。家得した座標データ

をもとに，上記の動作解析装置付高のコンピュータ・

プログラムを用いて 鼻尖の標点と下唇の標点間の距

離を算出し，各音節について 2点関の距離の最大植と

最小植の差を求め 10音蔀分の平均値を各被験者の

平均最大運動距離とした。また，同プログラムにより，

下唇の襟点の運動速度を算出した。各音節における速

度の最大僅を 10音節について調べ 平均したものを

各被験者の平均最大運動速度とした。なお先述のよう

に，実験時に誌上唇蔀にも標点を設けて測定を行った

が，本論文で法口唇の交互反複運動時にラ上唇に比べ

て，より広範習の動きを示す下唇のみを分訴の対象と

した。

吾症例と鍵草群の分析結果

音節持続時間 最大運動産離 最大運動速度

(msec) {mm} (mm/sec) 

症例 1 331.2 25.8 222.5 

症例 2 305.5 18.8 209.6 

症例 3 375.6 15.8 152.8 

症例 4 380.5 15.9 143.5 

健常群 149.0 6‘2 109.7 

表 2
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考察

実験の結果，失調症群の交互反復運動速度は健醤群

に比べて有意に遅く 下唇の平均最大運動距離は韓嘗

群に比べて宥意に延長していた。口控交互反復運動検

査の被験者に対しては通需単音節を出来るだけ速

く反復構音することだけを指示し それ以外には特に

動作に関する具体的主指示は行わない。本語究の結果

から，失調症群に比べ交互反復運動速震が有意に速い

健常群では，口唇の運動距離が失調症群に比べ顕著に

短いことが示された。高速の交互反復運動の達成のた

めに，運動距離をできるだけ題くすることは合理的立

方略であり，捷常者は無意議のうちにこのような方略

を用いていると考えられる O

一方，下唇の平均最大運動速度は，失調症群の方が

健常群よ与も有意に速い傾向があった。すなわち，失

調症群においては，口唇の交互反復運動速度誌健常群

に比べて有意に遅いが 下唇自体の運動速度は健吉群

に比べて有意に速いという逆説的な環象がみられるこ

とが分かった。この逆説現象を健常者の交互反復運動

;こ置き換えると，健常者は迅速な交互反復運動を実現

するために，個々の構音器官の運動速度については，

Jうる程度抑制するという方略をとっていることが推察

される。口唇の交互反復運動検査では，上・下唇が問

委員一開放運動を繰り返し そのたびに運動の一時拝止

と運動方向の切り替えを行う O 単発の運動と異なり，

こうした交互反復運動では 個々の構音器官の運動速

度を上ずることは 結果として運動方向の切り替えに

先だって不可欠な講音器官の制動に要する時間の延長

につながり効率的と辻いえない。実際に，失調症例iこ

おいて誌，下唇の最大運動速度が速い症例ほど最大運

動距離が延長される傾向が認められた。小脳性失調症

では，徴結な運動調部が困難と怠るが 5) 交互反復運

動検査においても効率的な構音器官の運動速度調蔀が

障害され，運動速度が鑓常者に比べて過剰に高速とな

った可能性がある。構音器官の運動速度が過剰に高速

となったことにより，~該器官の運動距離が延長し，

結果として交互反護運動速度の低下を招いた可能性が

示唆される。

上記のように，失調性構音障害症拐における口控交

互反護運動速度の低下の一国として，構音器官の運動

速度が過剰に高速となったことが考えられるが，失議

症例および{建常例の平均最大運動速度の分布には一部

重な与がみられた(国 4)0平均音蔀持続時間(図 2)

および平均最大運動距離(図 3) においては両群の分

布の重立りはみられ右かった。したがって，失調症例

の中には，王子均最大運動速度は舘常例の分布範留にあ

るものの，平均最大運動距離は鍵常例に比べて延長す

る症例がみられることが分かった。運動距離が延長し

た原冒として，失調症関では運動停止の詣全のタイミ

ングに遅れが生じたことが考えられる。

我々はこれまでに，失調性構音障害症例および密性

麻庫性講吾障害症例の交互反復運動検査(音部/pa!の

反復運動)の音声を音響分析し 両者の質的な違いを

明らかにした的。すなわち，音響分析により，各音蔀

の持続時間を syllable区間(破裂畜バースト部から第

2フォ jレマントの消失点まで)とギャップ区関(第 2

フォんマント消失点から次の音節の破裂音パースト部

まで)に分けて分析すると 失調症例群では平均音節

持続時間が長い症例つまり交互反復運動が遅い症関ほ

ど，ギャップ区間の平均値が延長する傾向がみられた。

一方，産性感薄群では，平均音簡持続時間が長い症関

ほど syllable区間が延長する傾向がみられたc ギャッ

プ区間は，前記のように./pa!の母音の第 2フォルマ

ントの消失点、から次の/pa!の破裂音パースト部までと

定義されたが，この区間誌 構音器宮によって声道が

閉鎖されている区間と考えられる 7)。講音器官すなわ

ち口唇の関鎮から開放までの区間の時間的延長法，口

唇運動の停止の遅延と関連している可能性がある O 実

際，著者らの失調症棋の検査時の録画の観察で法，口

唇の毘鎖後から開設までの時聞が鍵常者に比べて長い

傾向があるように思われた。また失調症例では，視察

土，口唇の閉鎖が強い印象があり 提嘗者では;まとん

どみられることがない口唇形状の頴著な変形が観察さ

れた。これは口唇運動の適切なタイミングでの寄止と

スムーズ立運動方向の切り替えが行われず，いわば不

必要な口唇閉鎖運動が存われていることを示している

可能性がある G 一方，産性麻産群における syllable区

間の延長は，筋力低下および筋緊張の克進による口唇

の運動速度自体の抵下と関連している可能性がある。

今設は産性麻庫性講音障害患者についても動非解析を

用いた分析を行い 2群需における口腔交互反護運動

速度低下の要因の違いを明らかにしていきたい。

まとめ

失調性講音障害患者における口控交互反護運動速度

低下の要因を明らかにすることを呂的に動作解析を行

った結果，失調症群では健常群に比べて，下巻の平均

最大運動距離が有意に延長しており 下唇の平均最大

運動速度は有意に速いことが分かった。失調症慌に主

いては運動調節機能の揮害により 下唇の運動速度が

過剰に高速となったこと及び運動静止のタイミングの

遅れにより，運動距離が顕著に延長された結果，交互

反復運動速度が低下した可能詮が示唆された。
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Abstract 

τhe mechanism of decreased altemating motion rates in persons with ataxic dysarthria was investigated through a motion 

組a1ysistechnique. The subjects included four persons with ataxic dys紅白riaand seven norma1 persons. The maximum 

ranges of movement of the lower lip in the ataxic group were significantly more prolonged than those in the norma1 group. 

However， the maximum motion rates of the lower lip in the ataxic group were significantly higher than the rates of the nor-

mal group. 

It was suggested由atthe prolonged ranges of movement of the lower lip due to excessive motion rates and!or delayed 

timing of motion braking to change the direction of the movement resulted in decreased a1temating motion rates並 persons

with ataxic dysarthria. 

Key words : ataxic dys紙面ia，oral diadochokinesis， motion analysis 
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