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抄録：本調査の目的は，口唇口蓋裂患者の中で永久
歯列まで矯正治療を受けていなかった，いわゆる二
次症例患者の実態を把握することで，患者実態調査
を行い検討を加えた。１９８１年から２０１３年までの３２年
間に東京歯科大学千葉病院矯正歯科に来院した９２４
名の口唇口蓋裂患者のうち，二次症例患者５９名を調
査対象とした。その結果，不正咬合の重症化と早期
治療の有効性が示唆された。矯正歯科医は患者のみ
ならず，関係する医師・歯科医師にも矯正治療につ
いての正しい知識の普及，啓蒙活動を行い，全ての
患者に適切な時期に，適切な治療が受けられる環境
を整えていく必要があるといえる。

緒 言

本邦においては，口唇口蓋裂は５００～６００人に一人
の割合で出生すると言われており１，２），頭蓋顎顔面領
域の外表奇形において最も発生頻度の高い先天異常
である。歯科矯正治療の保険導入など，我が国では
本疾患に対する認識が高くなっている。また口腔外
科，形成外科，小児科，矯正歯科など複数科による
一貫したチーム医療が確立され，出生時から成人に
至るまでの長期間にわたる一貫したチームアプロー
チが重要である。我々矯正歯科医としては顎顔面の
成長および咬合の管理を低年齢時から行い，顎顔面
の成長発育のコントロールや不正咬合の改善を行っ

ていく必要がある。しかし口唇口蓋裂患者の中に
は，患者，家族の有する様々な事情により永久歯列
まで矯正治療を受けていなかった，いわゆる二次症
例患者が存在する。本調査では，このような二次症
例に関する実態を把握することを目的に，患者実態
調査を行い検討を加えた。

材料及び方法

調査対象は，１９８１年１月から２０１３年１２月までの３２
年間に東京歯科大学千葉病院矯正歯科に来院した
９２４名の口唇口蓋裂患者のうち，永久歯列まで矯正
治療を受けていなかった５９名である。これらの患者
の外来診療録を参考に以下の項目について調査し
た。
１．二次症例患者の年次推移：調査期間の３２年間を

４年毎に分け，二次症例患者の年次推移を調査し
た。

２．二次症例患者の割合及び性別：受診した二次症
例患者の割合，男女の割合を求めた。

３．初診時年齢：外来診療録に記載されている初診
時の年齢を求めた。

４．来院経緯：紹介の有無と紹介元を調査した。
５．受診の動機：患者から直接問診が可能であった

１７名については，受診した理由，永久歯列まで受
診しなかった理由を調査した。

６．裂型分類：片側性唇顎口蓋裂，片側性唇顎裂，
両側性唇顎口蓋裂，両側性唇顎裂，口蓋裂，口唇
裂についてその割合を求めた。

７．不正咬合の種類：不正咬合の分類では，反対咬
合・上顎前突・叢生・開咬の４つに分類し，その
中でもっとも顕著な不正咬合を代表とし，各不正
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咬合の割合を求めた。
８．Cross bite の分布（北林らの分類）：前項７．の

不正咬合の種類とは別に，反対咬合および交叉咬
合などのように上下歯列弓が，１箇所ないし２箇
所で交叉するものおよび全顎的逆被蓋となってい
るものを Cross bite と称した。北林ら３）はこのよ
うな Cross bite を交叉する部位により６つに分
類しており，それに従い各 Type の裂型発現率を
求めた（図１）。Type１は Cross bite のないもの，
Type２は前歯部および両側臼歯部に Cross bite
があるもの，Type３は前歯部および片側どちらか
の臼歯部に Cross bite のあるもの，Type４は前
歯部のみに Cross bite のあるもの，Type５は両
側の臼歯部のみに Cross bite のあるもの，Type
６は片側どちらかの臼歯部にのみ Cross bite の
あるものとした。

９．治療方針（外科手術の有無）：外科的矯正治療と
診断された患者の割合及びその術式を求めた。

本研究は東京歯科大学倫理審査委員会で承認され
ている。（受付番号５６１）

結 果

１．二次症例患者の年次推移
二次症例は，調査を開始した１９８０年初頭から増加

し，１９９０年初頭にピークを迎え，その後は減少傾向
を認めた（図２）。
２．二次症例患者の比率，男女比

二次症例患者数は全体の３．６％で，男性５３％，女
性は４７％で男女比は１．１：１であった（図３）。
３．初診時年齢

初診時年齢は平均１７歳４か月であり，１０代での受

診が７８％を占めていた。また２０代での受診は１２％で
あった（図４）。
４．来院経緯

来院経緯は５９名中紹介によるものが３６名（６１％）で
半数以上を占め，その中でも当院口腔外科からの紹
介が多く１７名であった。患者自身が自発的に来院し
たのは１５名（２５％），不明が８名（１３％）であった。
５．受診の動機

受診した理由として最も多かった理由は，「見た
目が気になった」が１０名（５９％）であり，「よく噛めな

図１ Cross bite の分類（北林ら）

図２ 年次推移

図４ 初診時年齢

図３ 男女比
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い」３名（１７％），「歯磨きがしにくい」１名（６％），
「発音がしにくい」１名（６％）の順であった（図５）。
永久歯列に至るまで矯正歯科を受診しなかった理由
として，もっとも多かった理由は，「医師・歯科医
師にまだ必要ないと言われた」６名（３５％）であり，
「矯正の必要性を感じなかった」４名（２３％），「金
銭面の問題」３名（１８％），「通院に要する時間が長
い」１名（６％）であった（図６）。
６．裂型分類

裂型のうち最も多く見られたものは，片側性唇
顎口蓋裂１８名（３１％），次いで片側性唇顎裂１３名

（２２％），口蓋裂１２名（２０％），口唇裂７名（１２％），両

側性唇顎口蓋裂５名（８％），両側性唇顎裂４名
（７％）であった（図７）。
７．不正咬合の分類

不正咬合のうち最も多く見られたものは，反対咬
合３９名（６６％），次いで叢生１３名（２２％），上顎前突５
名（９％），開咬２名（３％）であった。その反対咬合
では，片側性唇顎口蓋裂１７名（４４％），次いで片側性
唇顎裂８名（２１％），口蓋裂７名（１８％），両側性唇顎
口蓋裂４名（１０％），口唇裂２名（５％），両側性唇顎
裂１名（３％）であった（図８）。
８．Cross bite の分布

Cross bite が見られなかったもの（Type１）は１２
名（２０％）であり，Cross bite が見られたものは４７名

（８０％）であった。そのうち Type２は２７名（４６％），
Type３は６名（１０％），Type４は１０名（１７％），Type
５は４名（７％），Type６は０名（０％）であった（図
９）。
９．治療方針（外科手術の有無）

治療方針として外科的矯正治療手術を行なった症
例を調査した。外科的矯正治療を行なわなかった
患者は４６名（７８％），外科的矯正治療を行なった患者
は１３名（２２％）であった。１３名の内訳として，SSRO図５ 受診した理由

図６ 受診しなかった理由

図７ 裂型分類

図８ 不正咬合分類

図９ Cross bite の分布
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７名，SSRO＋Le fortⅠ ２名，コルチコトミー３
名，骨延長術１名であった（図１０）。

考 察

１．二次症例患者の年次推移
当院矯正歯科の唇顎口蓋裂患者の実態調査を行

なった林ら４）によると，１９８０年代は患者数の増加が
認められるものの，１９９０年代以降は患者数の変動を
認めなかったと報告している。本調査結果で，二次
症例患者の患者数は１９８０年代後半から１９９０年代前半
をピークに減少傾向が認めた。本邦では，１９８２年に
唇顎口蓋裂患者への矯正治療に対して健康保険が導
入されたことで，唇顎口蓋裂患者に対する矯正治療
が周知され，二次症例患者が減少した事が示唆され
る。
２．二次症例患者の比率，男女比

口唇口蓋裂の治療成績の向上には，口腔外科，形
成外科，小児科，矯正歯科など複数科による一貫し
たチーム医療が必要であり，専門各科が綿密に連携
をとり，各科の治療を最適の時期に円滑に行うべき
である５）。しかし何らかの事情により，混合歯列期
の矯正治療を受けず，永久歯列まで未治療な患者が
稀に存在する。本調査では，二次症例患者の比率は
全体の３．６％であった。男女比は１．１：１であり，こ
の比はわずかに男性が多かった。一般患者において
は審美的要求の高い女性が多いが６），口唇口蓋裂患
者では審美的要求だけでなく，咀嚼障害や発音機能
障害を主訴としている場合が多いため，大きな性差
は無かった。
３．初診時年齢

これまでの口唇口蓋裂患者の統計学的調査による
と，矯正治療開始時は６歳から８歳前後が多い７，８）。

今回の調査結果では，初診時年齢が１１～４１歳とばら
つきがあったものの，そのうち７８％が１０代での受診
であった。この結果は二次症例の臨床統計を調査し
た西原ら９）の報告と同様であった。
４．来院経緯

来院経緯は５９名中紹介によるものが３６名（６１％）
で，患者自身が自発的に来院したのは１５名（２５％）で
あった。稲森ら１０）によると，口唇口蓋裂患者の来院
経緯は紹介によるものが９３．２％と報告している。こ
れは，二次症例患者は，何らかの理由により医療機
関の管理外に置かれ，患者自身が自発的に来院する
事が多い事が示唆される。
５．受診の動機

受診した理由としてもっとも多い理由は，「見た
目が気になる」と答えていた。これは，患者が思春
期を迎えることで顔貌に対する審美的要求が増した
ためと考えられる。また受診しなかった理由として
もっとも多い理由は，「医師・歯科医師にまだ必要
ないと言われた」と答えていた。これは，歯科医師
に専門的な知識が無く，患者に明確な受診時期を伝
えていなかった可能性や患者と歯科医師間の意思疎
通が適切に行われていなかった可能性が考えられ
る。
６．裂型分類

裂型分類では，片側性唇顎口蓋裂（３１％），片側性
唇顎裂（２２％），口蓋裂（２０％），口唇裂（１２％），両側
性唇顎口蓋裂（８％），両側性唇顎裂（７％）の順で
あった。中川ら１１）によると，研究対象とした医療機
関での口唇口蓋裂患者全体の裂型分類は，片側性唇
顎口蓋裂（４２％），片側性唇顎裂（１７％），両側性唇顎
口蓋裂（１３％），口蓋裂（１２％），口唇裂（７％），両側
性唇顎裂（２％）の順で多く，詳細分類にも関わらず
ほぼ同様な結果が得られたが，口蓋裂の比率は本研
究において大きい割合を占めした。これは，口蓋裂
は審美性に与える影響が少なかったため，矯正歯科
への受診時期が遅れたからだと考えられる。
７．不正咬合の分類

不正咬合のうち最も多く見られたものは反対咬合
の６６％であった。この結果は口唇口蓋裂患者におけ
る反対咬合の発現率を調査した中川ら１１）の６０％，稲
森ら１０）の５９％に比べ，比較的大きい割合であった。
これは，二次症例においては混合歯列期に矯正治療

図１０ 治療方針
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の介入がないまま思春期性成長スパートの時期を迎
えて，上下顎骨間の骨格的不正が顕著となったこと
が反映したと考えられる。
８．Cross bite の分布（北林らの分類）

Cross bite の発現率は８０％であり，稲森ら１０，１２）の
７０％に比べ大きい結果となった。これは，前項と同
様に，混合歯列期に矯正治療の介入がなく，上顎の
側方方向の成長が瘢痕組織に制限された状況で，側
方歯群の永久歯への交換が行われた結果，交叉咬合
の発現率が増加したことが考えられる。
９．治療方針（外科手術の有無）

外科的矯正治療の適応となった症例は２２％であ
り，徳永ら１３）の，早期矯正治療から開始したものの
中で外科的矯正治療の適応となった症例は７％であ
るとの報告に比べると，約３倍近い結果となった。
歯科矯正治療が上顎骨の成長に与える影響につい
て，本橋１４）は早期矯正治療前後の比較より上顎骨の
拡大による成長促進は見られなかったと報告し，ま
た許ら１５）も混合歯列期での治療評価により同様の結
果を得ている。一方，北村１６）は作田１７）と同様に，歯科
療により唇顎口蓋裂者の上顎骨は catch-up growth
を示したと報告している。このように，歯科矯正治
療が口唇口蓋裂患者の上顎骨に与える効果について
は必ずしも評価は一致していないが，本調査では，
早期矯正治療の有効性を示したといえる。

結 論

１９８１年１月から２０１３年１２月までの３２年間に東京歯
科大学千葉病院矯正歯科に来院した９２４名の口唇口
蓋裂患者のうち，永久歯列まで矯正治療を受けてい
なかった５９名の実態調査を行った結果を報告した。
その結果，不正咬合の重症化と早期治療の有効性が
示唆された。また，矯正歯科医は患者のみならず，
関係する医師・歯科医師にも矯正治療についての正
しい知識の普及，啓蒙活動を行い，全ての患者に適
切な時期に，適切な治療が受けられる環境を整えて
いく必要があるといえる。

本論文の要旨は，第３８回日本口蓋裂学会総会・学術総会
（２０１５年５月２１日，札幌）において発表した。

本研究に関して，開示すべき利益相反状態はない。
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An orthodontic investigation on cleft lip and palate cases where no orthodontic
intervention was made until permanent dentition

Madoka TAKAHASHI，Issei TAKAHASHI，Takenobu ISHII
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The purpose of this survey was to clinically investigate secondary cases of cleft lip and palate where
patients did not receive orthodontic treatment until permanent dentition．

Out of ９２４ patients with cleft lip and palate，who were admitted to the orthodontic department at
Tokyo Dental College Chiba Hospital in the ３２ years from １９８１ to ２０１３，５９ patients with secondary cases
were included in the survey． Results suggested exacerbation of malocclusion and effectiveness of early
treatment． It is important not only for patients，but also for doctors and dentists，to participate in
awareness activities to gain proper knowledge on orthodontic treatment in order to provide an environment
for these patients to receive treatment at appropriate times． （The Shikwa Gakuho，１１８：３４７－３５２，２０１８）
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