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抄録：２０１０年４月～２０１５年３月の５年間に当科に来
院した口唇・口蓋裂を有する患者２２２人を対象とし
て実態調査を行い，以下の結果を得た。
１．裂側別裂型発生頻度では片側性唇顎口蓋裂が最
も多く，次いで片側性唇顎裂，硬口蓋裂，両側性
唇顎口蓋裂＝唇裂，軟口蓋裂，粘膜下口蓋裂，両
側性唇顎裂であった。

２．不正咬合は，反対咬合が最も多く，次いで叢
生，上顎前突，交叉咬合，開咬であった。裂型別
では，口蓋裂を伴うものは反対咬合・叢生・交叉
咬合が多く，唇顎裂では上顎前突，唇裂では叢生
が多かった。

３．永久歯の先天性欠如を有する者は３８．７％で，歯
種別では患側上顎側切歯が最も多く，次いで上顎
小臼歯，下顎小臼歯，健側上顎側切歯であった。

４．治療段階では，phase１（乳歯列期～混合歯列
期）が９４．６％であった。

補助制度の改定により今まで経済的に来院すること
を躊躇していた軽微な審美不良の患者も容易に来院
することが出来るようになった可能性が示唆され
た。

緒 言

口唇・口蓋裂患者は，しばしば顎骨形態異常や歯
数異常などを有することが知られている。これらの
実態を把握することにより，今後の口唇・口蓋裂患
者の矯正治療を行うにあたり有益であることが予想
される。東京歯科大学千葉病院矯正歯科における口
唇・口蓋裂患者の実態について，中川ら１）が１９８１～
２０１０年の３０年間の臨床統計を報告している。

２０１０年には子ども手当が施行され，千葉県では乳
幼児医療費助成制度から子ども医療費助成制度への
改定がなされた２）。そこで２０１０年４月～２０１５年３月
の５年間に当科に来院した口唇・口蓋裂を有する患
者２２２人を対象として，中川らの報告に引き続き当
科における口唇・口蓋裂患者の実態を把握すること
を目的に，裂型分類，不正咬合の種類，永久歯の先
天性欠如，治療段階について調べたので報告する。

材料および方法

２０１０年４月～２０１５年３月の５年間に東京歯科大学
千葉病院矯正歯科に来科し，初診で診断を受けた口
唇・口蓋裂を有する患者２２２人を対象とした。調査
資料として診療録，顔貌写真，口腔内写真，X 線写
真を用いて，以下の項目について調べた。

１．裂型分類：口唇・口蓋裂総患者数に対して裂
型別にその患者数と割合を調査した。

２．不正咬合：不正咬合の種類別に口唇・口蓋裂
患者数とその割合を調査し，また裂型別に不正
咬合の割合について調査した。不正咬合の種類
については，最も特徴的なものを選択した。
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３．永久歯の先天性欠如：口唇・口蓋裂患者のう
ち永久歯の先天性欠如の有無について調査し，
欠損している永久歯の部位についても調査した。

４．治療段階：口唇・口蓋裂患者の初診時におけ
る歯列期について調査した。なお乳歯列期～混
合歯列期までの治療を Phase１とし，永久歯列
期においての治療を Phase２とした。

なお，本研究は東京歯科大学倫理審査委員会の承
認（７６１）を得ている。

結 果

１．裂型別発生頻度
裂型別発現頻度では，唇顎口蓋裂９７人（４３．７％），

唇顎裂５４人（２４．３％），口蓋裂５３人（２３．９％），唇裂１８
人（８．１％）の順であった。裂側別では，片側性唇顎
口蓋裂７９人（３５．６％）が最も多かった。次いで，片側

性唇顎裂４８人（２１．６％），硬口蓋裂３５人（１５．８％），唇
裂１８人（８．１％）と両側性唇顎口蓋裂１８人（８．１％）が同
率で，軟口蓋裂１０人（４．５％），粘膜下口蓋裂８人

（３．６％），両側性唇顎裂６人（２．７％）であった（図１）。
２．不正咬合の種類
反対咬合９８人（４４．１％）が最も多く，次いで叢生４４

人（１９．８％），上顎前突４１人（１８．５％），交叉咬合２２人
（９．９％），開咬４人（１．８％）の順であり，その他１３人
（５．９％）は空隙歯列，過蓋咬合などであった（図２）。
また，裂型別に見ると，片側・両側性唇顎口蓋裂，
硬口蓋裂，軟口蓋裂では反対咬合が最も多く，粘膜
下口蓋裂，唇裂では叢生，片側・両側性唇顎裂では
上顎前突が最も多かった（図３）。

３．永久歯の先天性欠如の有無と部位
第三大臼歯を除く先天性欠如歯を有する者は８６人

（３８．７％）であった。先天性欠如が最も多い部位は，
患側上顎側切歯（３５．６％）であった。次いで上顎小臼
歯（１７．５％），下顎小臼歯（１５．０％），健側上顎側切歯

（１４．４％）であった（図４）。

図１ 裂側別出現頻度

図２ 不正咬合の割合

図３ 裂型別不正咬合の割合 図４ 永久歯の先天性欠如の有無
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４．治療段階
治療段階では phase１（９４．６％）が多くを占めてい

た。

考 察

１．裂型別出現頻度
裂型では，唇顎口蓋裂が４３．７％と最も多く，次い

で唇顎裂，口蓋裂，唇裂であった。他施設による調
査においては，本研究と同様に唇顎口蓋裂＞唇顎裂
＞口蓋裂＞唇裂の順のもの１，３－５）と，唇顎口蓋裂＞口
蓋裂＞唇顎裂＞唇裂のものが見られた６－９）。本研究
でも口蓋裂単独と唇顎裂はほとんど差が見られな
かった。これより裂型では，施設による差はほとん
ど認められないと思われる。また本研究では唇裂部
の裂側別では片側性唇顎口蓋裂が３５．６％と最も多
く，次いで片側性唇顎裂，硬口蓋裂，唇裂と両側性
唇顎口蓋裂は同率で，軟口蓋裂，粘膜下口蓋裂，両
側性唇顎裂の順であった。

中川らによると片側性唇顎口蓋裂，片側性唇顎
裂，両側性唇顎口蓋裂，硬口蓋裂，唇裂，軟口蓋
裂，両側性唇顎裂，粘膜下口蓋裂の順１）で，本研究
では両側性唇顎口蓋裂，両側性唇顎裂がやや少ない
結果となったが，ほぼ同様の結果が得られた。また，
中川ら２）の報告では片側性および両側性唇顎口蓋裂
の合計は５５％と半数以上を占めていたが，今回の調
査では４３．７％とやや減少がみられたのに対し，片側
性唇顎裂では１６．７％から２１．６％と増加が認められ
た。このことより比較的骨格および顔貌に変化の現
れにくい症例の割合が増加したことが考えられる。

２．不正咬合の種類
不正咬合では反対咬合が最も多くみられ，次いで

叢生であった。これは他の報告１，５）と同様であった。
口蓋裂の手術は正常な言語を得られやすくするため
１歳～１歳半頃に行うことが多く，例えば Push
back 法は，古くから多くの施設で行われている方
法で，正常な言語獲得の成績も良好である。しかし
硬口蓋の粘膜骨膜弁を広範に剥離し後方移動するた
め，術後に骨の露出面が多く上顎骨の発育が障害さ
れる可能性が高いと言われている１０）。中川らの報
告１）と比較してみると，全体に占める割合は反対咬
合の占める割合が６０．３％から４４．１％と減少がみられ
る。

中山らの報告５）でも反対咬合は経時的に８４．９％か
ら４４．６％へ減少していた。本院では Perko 法，連
携している病院では Push back 法や Furlow 法で口
蓋裂の手術を行っている。手術を担当する執刀医の
豊富な経験や手術の質の向上により，手術時期の変
化や手術の質の向上をもたらし上顎骨の成長が抑制
される割合が減ってきたものと考えられる。加えて
以前よりも比較的軽度な患者が多く来院するように
なったと思われる。また裂型別でみると，口蓋裂を
伴うものは伴わないものに比べ，反対咬合，叢生，
交叉咬合が多くみられた。これは前述したとおり，
上顎骨の劣成長に加え手術時の侵襲や術後の瘢痕性
収縮があるため多くなったものと考えられる。唇裂
では叢生が最も多くみられた。これより唇裂は骨格
に与える影響は少ないと思われる。

３．永久歯の先天性欠如
一般的に口唇口蓋裂患者にみられる歯数異常は，

健常者に比べ発生頻度が高いといわれている。他の
報告でも永久歯の先天性欠如を有する患者は高い欠
損率１，８，１１，１２）を示しており，本研究でも３８．７％と高い
欠損率が示された。歯種別では，顎裂部に相当する
患側上顎側切歯が３５．６％と最も多く，次いで上顎小
臼歯（１７．５％）が多く中川らの報告１）と同様であっ
た。乳歯列において顎裂部の乳側切歯が先天欠如
し，それに伴い後続永久側切歯も欠如する可能性が
高いことが考えられる。また，先天性欠如している
永久歯の割合は中川らの報告１）では４９．７％であった
のに対し，今回の調査では３８．７％と減少が認められ
た。これより比較的軽度な症例が増加したことが考
えられる。

４．治療段階
治療段階では phase１が多くを占めていた。これ

は，乳歯・混合歯列期の段階で審美的，機能的な障
害が起こるためであると考えられる。また，顎裂の
ある患者は犬歯萌出期前頃に骨移植を行うことが多
いことや，当科では口唇・口蓋裂患者は紹介により
来院した患者が８割以上を占めており，通院してい
る病院からの紹介により早期の来院になったものと
思われる。

２０１０年には子ども手当が支給され（２０１２年からは
新しく児童手当として改定），旧児童手当では小学
生までであった支給対象が，義務教育である中学生
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までと対象を拡大し，支給額も増加した。また，千
葉県においては乳幼児医療費助成制度から子ども医
療費助成制度への改定が行われ，入通院の助成の対
象は小学校就学前から小学校３年生までへと引き上
げられた。

今回の調査では，１９８１～２０１０年と比較し来院した
口唇・口蓋裂患者の平均した年間の総数は２９．１人か
ら４４．４人と約１．５倍に増加している。また今回の調
査では口唇・口蓋裂患者は骨格的な不正咬合や永久
歯の先天的な欠損が非常に多く認められたが，１９８１
～２０１０年と比較し反対咬合が減少し，叢生や上顎前
突など審美や不正咬合が比較的軽度な患者が増加し
た。また永久歯の先天性欠如率も減少している。こ
れらは手術の質の向上等に加え，２０１０年に子ども手
当が支給されたことや千葉県において改定された子
ども医療費助成制度による助成対象の拡大などによ
り，比較的軽度な口唇・口蓋裂の患者も治療を受診
しやすくなったのではないかと考えられる。

結 論

２０１０年４月～２０１５年３月までの５年間に当科に来
院した口唇・口蓋裂患者２２２名の実態調査を行っ
た。中川らの報告２）と比較してみると，裂型別発生
頻度の順序としては大きな変化は認められなかった
が，片側性および両側性唇顎口蓋裂の割合は減少し
ていた。不正咬合においては反対咬合の出現頻度に
減少が認められた。また永久歯先天性欠如の発生頻
度にも減少が認められた。これらは手術の質の向上
などに加え，２０１０年から導入された子ども手当や千
葉県において施行されていた乳幼児医療費助成制度
から子ども医療費助成制度への改定などにより，比
較的軽度な症例の患者が来院しやすくなったためで
あると考えられる。

今回の調査でもわかるように乳歯列期や混合歯列
期から長期にわたって矯正治療を行うことが多く，
他科の治療も必要とすることが多いため，今後もさ
らに他科との連携を図っていきたい。

著者の利益相反：開示すべき利益相反はない。
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We performed a clinical survey of ２２２ patients with cleft lip and/or palate who visited our department
between April２０１０and March２０１５, and the following findings were observed．

１．Cleft morphology was found in the following order of frequency : unilateral cleft lip，alveolus，and
palate ＞ unilateral cleft lip and alveolus ＞ cleft hard palate ＞ bilateral cleft lip，alveolus，and palate ＝
cleft lip ＞ cleft soft palate ＞ submucous cleft palate ＞ bilateral cleft lip and alveolus．

２．In all patients，different malocclusion types were found in the following order of frequency : anterior
crossbite ＞ crowding ＞ maxillary protrusion ＞ cross bite ＞ open bite．Anterior crossbite，crowding，
and cross bite were common in patients with cleft palate，whereas maxillary protrusion and crowding
were commonly associated with cleft lip and alveolus and cleft lip，respectively．

３．Congenitally missing permanent teeth were found in３８．７％ patients．Specific missing teeth were in
the order of frequency，the maxillary lateral incisor on the affected side，maxillary premolar，mandibular
premolar，and the maxillary lateral incisor on the unaffected side．

４．The treatment step in phase １（primary dentition to mixed dentition）comprised９４．６％ patients．
Our results suggested that patients with mild dysmorphic problems who previously hesitated to visit clin-

ics because of financial reasons can now easily visit clinics after revision of the subsidy system．
（The Shikwa Gakuho，１１９：５１７－５２１，２０１９）

歯科学報 Vol．１１９，No．６（２０１９） ５２１

― ５３ ―


