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抄録：東京歯科大学千葉病院矯正歯科における１９９５

年４月から２００５年３月まで１０年間に来院したの口唇

裂・口蓋裂者は３５４人であった。その患者について，

受診動向や内訳調査を行い，臨床統計的に検討した。

その結果，初診時年齢の平均は１０歳０ヶ月であり，７

歳が８３例と最も多く，Hellman の歯牙年齢はⅢ A

が最も多く３９．８％を占めていた。性別は男子１８１例，

女子１７３例と男子がやや多く，男女比は１．１：１で

あった。居住地域では千葉県内が３１５例（８９．０％）と

大部分を占めていた。紹介患者は９３．２％を占め，県

内の医科病院の形成外科からは３８．８％であった。裂

型分類では，唇顎口蓋裂１７１例（４８．３％），唇顎裂７２

例（２０．３％），口 蓋 裂３７例（１０．５％），口 唇 裂３６例

（１０．２％），軟口蓋裂２８例（７．９％），粘膜下口蓋裂１０

例（２．８％）であり，裂隙部の左右比は１．７：１と左側

が多かった。不正咬合では反対咬合が２１１例

（５９．６％），叢生８８例（２４．９％），上顎前突２７例（７．６％），

その他２８例であった，また全症例の中で交叉部位を

有するCross bite は２４９例（７０．３％）にみられた。

緒 言

本邦では，口唇裂・口蓋裂は，出生児の約５００人

に１人の割合で発生する比較的高頻度でみられる顎

顔面領域の先天異常の一つである１）と言われている。

口唇口蓋形成手術術後の口腔内の特徴として，上顎

骨の劣成長，上顎歯列弓の狭窄，前歯部反対咬合，

裂隙部の歯の形態異常や，欠如があげられ，歯列不

正を伴うことがほとんどである。その歯列不正を治

す矯正治療に関して，昭和５７年（１９８２年）４月より健

康保険制度が導入され，患者の経済的負担が軽減さ

れたためにほとんどの口唇裂・口蓋裂者が矯正歯科

を来院するようになった。また，顎顔面の形態異常，

成長発育障害，哺乳障害，言語障害，耳鼻科的疾患

および聴力障害など多くの障害を持つことがあるた

め２），多くの分野の専門医による包括的治療が必要

である。特に，矯正治療は長期にわたることから，

口唇・口蓋裂治療のチームアプローチにおける役割

はきわめて大きいと考える。

そこで，今後の地域医療における治療体制の在り

方を検討するため，１０年間における千葉病院矯正歯

科における口唇裂・口蓋裂者の受診動向と症例の内

訳の調査を実施した。

調査対象および調査項目

１９９５年４月から２００５年３月までの１０年間に当科を

受診した口唇・口蓋裂者は３５４例である。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）初診年月日：外来診療録に記載されている初診

時の年月日とし，年度別来院の推移を求めた。

２）初診時年齢：外来診療録に記載されている初診

時の年齢の推移を求めた。

３）性別：受診した口唇裂・口蓋裂者の男女の割合

を求めた。

４）居住地域：来院した患者の居住地域を千葉市，
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千葉県内で千葉市以外，東京都，茨城県，その他

とした。

５）来院経路：紹介の有無と紹介元を調査した。

６）Hellman 歯牙年齢：初診時の Hellman 歯牙年

齢を調べた。

７）裂型分類：唇顎口蓋裂，唇裂，唇顎裂，口蓋裂，

軟口蓋裂，粘膜下口蓋裂についてその割合を求め

た。

８）裂隙部の左右の側性：唇顎口蓋裂，唇裂，唇顎

裂について裂隙部の左右の割合を求めた。

９）不正咬合の種類：不正咬合を叢生，上顎前突，

反対咬合，開咬，切端咬合，交叉咬合，過蓋咬合，

空隙歯列の９つに分類し，その中で最も顕著な不

正咬合を代表とした。またその不正咬合の割合を

求めた。

１０）Cross bite の発現部位：前項９）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，これを調査した。北林ら３）は

このような Cross bite を交叉する部位により６

つに分類しているので，それに従い発現率を求め

た（図１）。Type１は Cross bite のないもの，Type

２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，Type６は

片側どちらかの臼歯部にのみ Cross bite のある

ものとした。

結 果

１）初診年月日をもとにした年度別来院数は，１９９５

年度から２００４年度まで平均すると年間３５．４人で

あった（図２ａ）。調査期間における新来患者数は

７，４９８人であり，そのうち口唇裂・口蓋裂患者は

３５４人で占める割合は４．７％であった（図２ｂ）。

２）初診時年齢の平均は１０歳０ヶ月であり，２歳か

ら最高３７歳にわたって分布していた。そのうち

７歳が８３例（２３．４％）と最も多く，次いで８歳が５２

例（１４．７％）であり，５～８歳が１９１例と半数以上

（５４．０％）を占めていた（図３）。

３）性別は男子１８１例（５１．１％），女子１７３例（４８．９％）

と僅かに男子が多く，男女比では１．１：１であった。

図２ａ 年度別口唇裂・口蓋裂者来院数

図２ｂ 新来患者に占める口唇裂・口蓋裂者の割合

図１ Cross bite 分類 図３ 口唇裂・口蓋裂者の初診時年齢

稲森，他：矯正歯科における口唇裂・口蓋裂者の臨床統計１８４

― 32 ―



４）居住地域は千葉県が３１５例と全体の８９．０％を占

め，東京都１３例（３．７％），茨城県１８例（５．１％）であっ

た（図４）。うち千葉市内は８８例，千葉市外は２２７

例と千葉市外の方が多かった。

５）来院経路としては，紹介が３３０例と９３．２％を占

め，そのうち学内からの紹介は１３５例（３８．１％）で

あった。学内からは口腔外科１２３例，小児歯科１１

例であった。学外からの紹介は県内の医科病院

（県立こども病院，千葉大）の形成外科が最も多

く，３８．８％を占めていた（図５）。

６）Hellman 歯牙年齢では，ⅢＡが最も多く１４１例

（３９．８％）であった（図６）。

７）裂型のうち最も多くみられたものは唇顎口蓋裂

で１７１例（４８．３％），次いで唇顎裂７２例（２０．３％），

口蓋裂３７例（１０．５％），口唇裂３６例（１０．２％），軟口

蓋裂２８例（７．９％），粘膜下口蓋裂１０例（２．８％）で

あった（図７ａ）。性別と裂型については，唇顎口

蓋裂，口唇裂，粘膜下口蓋裂で男性に多く，口蓋

裂，唇顎裂および軟口蓋裂では女性に多かった（図

７ｂ）。男女比は唇顎口蓋裂，口唇裂で１．４：１，

粘膜下口蓋裂では１．８：１で男性に多く，口蓋裂

１：１．８，唇顎裂１：１．２５，軟口蓋裂１：１．５で女

性に多かった。

８）裂隙部の側性は，唇顎口蓋裂，口唇裂，唇顎裂

ともに左側に多く，それぞれの４３．９％，６６．６％，

５４．２％であった。右側は２９．８％，１９．４％，３０．６％，

両側性は２６．３％，１３．９％，１５．３％であった（図８）。

左右比は１．７：１と左側が多かった。

９）不正咬合では４前歯以上が逆被蓋である反対

咬合が最も多く，２１１例（５９．６％）と半数を超え

ていた。その反対咬合では，唇顎口蓋裂は１３７例

（６４．９％）であり，側性として両側性唇顎口蓋裂

は３７例（１７．５％），片側性唇顎口蓋裂１００例（４７．４％）

であった。唇顎裂は３３例（１５．６％）であり，うち両側

性唇顎裂は６例（２．８％），片側性唇顎裂２７例（１２．８

％）であった。口唇裂１２例（５．７％）では両側性口

唇裂は１例（０．５％），片側性口唇裂１１例（５．２％）で

あった。口蓋裂２０例（９．５％），粘膜下口蓋裂６例

（２．８％），軟口蓋裂３（１．５％）例であった（図９）。

また，両側性唇顎口蓋裂の８２．２％，片側唇顎口蓋

裂の７９．４％に反対咬合がみられ，両側性唇顎裂の

５４．５％，片側唇顎裂の４４．３％に反対咬合がみられ

た。一方，上顎前突は２７例であり，口唇裂が９例，

唇顎裂および軟口蓋裂が各６例，口蓋裂５例，粘

膜下口蓋裂１例であった。叢生は８８例であり，唇

顎口蓋裂２３例（２６．１％），唇顎裂２７例（３０．７％），軟

口蓋裂１５例（１７．１％），口唇裂１２例（１３．６％），口蓋裂

８例（９．１％），粘膜下口蓋裂３例（３．４％）であった。

１０）Cross bite がみられなかったもの（Type１）は

１０５例（２９．７％）であり，Cross bite がみられたも

図４ 居住地域

図５ 来院経路
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のは全症例のなかで２４９例（７０．３％）であった。

そのうちType２，Type３はそれぞれ５１例（１４．４

％），Type４は１２０例（３３．９％），Type５は１２例

（３．４％），Type６は１５例（４．２％）であった。裂型別

で Cross bite が認められたものは，唇顎口蓋裂者

の９０％，口蓋裂の７０％，粘膜下口蓋裂の６３．６％，

唇顎裂の５６．９％，軟口蓋裂の２８．６％に認められた

（図１０）。また側性では両側性唇顎口蓋裂の９３．３％，

片側性唇顎口蓋裂の８８．９％，両側性唇顎裂の６３．６

％，片側性唇顎裂の５５．７％に Cross bite がみられ

た。

考 察

年度別来院患者数は，この１０年間で大きな増減は

みられなかった。口唇裂・口蓋裂者の発生率は宮崎

ら４）の全国規模調査結果によると，全国平均では

０．１８２％であり，千葉県では０．１９０％と報告されてい

る。千葉県推計人口の報告されている総出生数にこ

の数値を乗じ，千葉県における口唇裂・口蓋裂者の

出生数を推定すると，過去１０年間における千葉県内

の唇顎口蓋裂患者の出生率は年間約１０３人となった。

当科を受診した年間平均３５．４人であることより，千

葉県における口唇裂・口蓋裂者の約１／３が当科を受

診していると考えられた。

他施設の矯正歯科における初診時年齢のピークは

６～８歳との報告が最も多く５）６），当科においてもほ

ぼ同様に７歳で８３例（２３．４％）であった。５～８歳で

は１９１例（５４．０％）と過半数を占めていた。また，Hell-

man の歯牙年齢では初診時年齢のピークと関連し

て，ⅢＡ期ⅢＢ期を含めて６１％を占めていた。この

混合歯列期前期は，前歯部の交換時期にあたり，患

者，保護者にとって不正咬合を認知しやすく，また，

矯正治療においても患者の協力を得やすく，矯正治

療での上顎歯列の拡大や上顎骨の前方牽引を行うの

に適した時期であると考えられる。

この１０年間の男女比は１．１：１であり，この比は

わずかに男子が多く，他大学の報告５）～１６）と同様で

あった。一般患者においては審美的要求の高い女子

が多い６）１０）１４）が，口唇裂・口蓋裂者では審美的要求

だけでなく，咀嚼障害や，発音機能障害を主訴とし

ているために，大きな性差はなかった。

図６ Hellman の歯牙年齢 図７ａ 裂型分類

図７ｂ 裂型と性別

図８ 裂隙部の側性
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居住地域は千葉県が３１５例と８９．０％を占め，来院

経路では紹介患者が３３０例と９３．２％を占めた。この

うち学外では千葉県こども病院９４例，千葉大学形成

外科３４例，一般開業歯科医２１例，他の施設４２例など

であり，当科の口唇裂・口蓋裂者の矯正治療が千葉

市周辺の医療機関に認知されていることを示すもの

と考えられる。

裂型分類では唇顎口蓋裂が１７１例（４８．３％）と最も

多く，他大学の報告５）～１４）１７）と同様であったが，当科

では次いで唇顎裂７２例（２０．３％），口蓋裂３７例（１０．５

％），口唇裂３６例（１０．２％）となっていた。これは宮崎

ら３）の報告した全国規模調査結果の報告では唇顎口

蓋裂，口唇裂，口蓋裂の順と異なっていたが，口唇

裂に比べ唇顎裂，口蓋裂の方が不正咬合の程度が重

篤であり，矯正治療の対象となることが多いためと

考えられた。性別についても唇顎口蓋裂，粘膜下口

蓋裂は男子に多く，口蓋裂に女子が多い点は他大学

の報告５）１２）と同様であった。また，裂隙部の左右の

側性は唇顎口蓋裂，唇顎裂，口唇裂ともに左側が多

く，他大学の報告５）～１４）１６）と同様であった。これらの

ことから，当科に来院する唇顎口蓋裂患者は全国的

にみて平均的な症例の構成であると考えられた。

不正咬合の種類，程度を知ることは矯正治療の治

療方針，予後を決定する上で重要である。不正咬合

の分類法は報告１０）１８）～２０）によってまちまちではある

が，本研究では不正咬合の種類を近遠心関係の不正

として上顎前突，反対咬合，垂直的関係の不正とし

て過蓋咬合，開咬，切端咬合，左右関係の不正とし

て交叉咬合，Arch length discrepancy の不正とし

て叢生，空隙歯列に分類した。当科では反対咬合が

２１１例（５９．６％）と最も多く，そのうち唇顎口蓋裂な

いし唇顎裂のものが８０．５％を占めていた。その唇顎

口蓋裂，唇顎裂ともに両側性のものは片側性のもの

と比較して若干の反対咬合の発現率が高かった。上

顎前突は７．６％あり，その中には唇顎口蓋裂は含ま

れず，口唇裂（９例）が多く，上顎前突患者２７例のう

ち小下顎症に起因するものは２例（Pierre Robin 症

候群，小下顎症）あった。叢生には他の不正咬合よ

りも軟口蓋裂の頻度が高かった。他施設の矯正歯科

の報告１０）１８）～２０）では反対咬合を有する患者の割合は全

体の６８～８５％であり，当科での反対咬合の割合は少

なかった。これは他大学の報告と比べ唇顎口蓋裂者

の割合が１０～２０％少なく，口唇裂患者の割合が２～

９％多かったためと考えられる。

図９ 不正咬合の種類

図１０ 裂型と Cross bite の発現率
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さらに，上顎骨への影響度を評価し，治療の難易

度の指標として Cross bite の部位を北林ら３）の方法

に準じて６つに分類した。Cross bite の発現率は，

北林ら３）では口唇裂・口蓋裂者全体の７３％，森ら５）で

は８８．４％，坪倉ら６）では８８．１％であった。当科での

Cross biteの発現率は口唇裂・口蓋裂者全体の７０．３

％と他の報告よりも低い割合であった。Type 別に

みると当科では Type４が最も多く，裂型別にみる

と唇顎口蓋裂，口蓋裂，粘膜下口蓋裂，唇顎裂，軟

口蓋裂の順にCross biteの発現率が高いことが認め

られた。さらに裂隙部の側性でみると唇顎口蓋裂者

では両側性唇顎口蓋裂者でのCross biteを有する割

合は９３．３％であり，片側性唇顎口蓋裂者では Cross

bite の割合は８８．９％，また両側性唇顎裂では６３．６％，

片側性唇顎裂は５５．７％と反対咬合の発現率と同様に

片側性のものと比較して両側性のもののほうが発現

率は若干高かった。上顎骨に影響の大きい顎裂ほど

前歯部，臼歯部の Cross bite の発生頻度が高いこと

から口唇形成術，口蓋形成術が上顎骨の成長に大き

く影響していると考えられた。

今回の調査から現在千葉県内の約１／３の口唇裂・

口蓋裂者が当科を受診していると予想され，残り約

２／３の中には他の歯科大学付属病院，医療施設の受

診者の他に歯科矯正治療を必要と強く感じない口唇

裂，口蓋裂単独者が多く含まれていると思われた。

しかし，裂型分類で口蓋裂，粘膜下口蓋裂も Cross

bite の発現率が高く，咀嚼機能，発音障害などの改

善のために歯科矯正治療が必要と考えられる。また

千葉市周辺の医療施設に当科の口唇裂・口蓋裂の矯

正治療が認知されていると考えられるが，さらに医

療施設，患者の両親などに対し，口唇裂・口蓋裂者

の歯科矯正治療の必要性や治療効果を説明し，チー

ムアプローチによる包括的な治療を推進する必要が

あると考えられた。
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Ten-year clinical statistical study on cleft lip and palate patients

at Orthodontic Clinic of Tokyo Dental College, Chiba Hospital

―Part 1 Characteristics of patients and their occlusions―

Kojiro INAMORI，Kunihiko NOJIMA，Yasushi NISHII，Hideharu YAMAGUCHI

Department of Orthodontics, Tokyo Dental College

Key words: cleft lip and/or palate , clinical statistics , malocclusion , crossbite , orthodontic clinic

During the 10‐year period from April 1995 to March 2005，354 cleft patients visited the Orthodontic

Department of Tokyo Dental College Chiba Hospital． A demographic survey was conducted in this pa-

tient population and the data obtained were statistically analyzed． Average age at initial visit was 10.0

years，with the largest number of patients（83）presenting at age 7． The highest proportion of patients

（39.8％）were at Hellman’s dental age IIIA． Male patients slightly outnumbered female patients（181 vs.

173）by a ratio of 1.1 to 1． The great majority，315 patients（89.0％），were residents of Chiba Prefec-

ture． The rate of referral was 93.2％，with 38.8％ being referred to plastic surgery departments at medi-

cal institutions within Chiba Prefecture． Cleft type distribution was 171 cases（48.3％）with cleft lip，al-

veolus and palate，72 cases（20.3％）with cleft lip and alveolus，37 cases（10.5％）with isolated cleft palate，

36 cases（10.2％）with isolated cleft lip，28 cases（7.9％）with cleft soft palate and 10 cases（2.8％）with submu-

cous cleft palate． Left-side clefts were more prevalent，with a left to right ratio of 1.7 to 1． The types

of malocclusions observed in this patient population were anterior crossbite in 211 cases（59.6％），crowd-

ing in 88 cases（24.9％），maxillary protrusion in 27 cases（7.6％）and other in 28 cases． There were 249

cases（70.3％）with crossbite in some area of the dental arch． （The Shikwa Gakuho，１０７：１８３～１８９，２００７）
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