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抄録：第一報に引き続き，１９９５年４月～２００５年３月
の１０年間に当科に来院した唇顎口蓋裂患者３２６人の
顎態と治療方針の調査を実施し，臨床統計的に検討
した。調査項目は側面セファロ分析による顎関係の
評価，矯正歯科治療の種類，早期治療で使用した矯
正装置の種類，本格矯正治療における抜歯の有無と
抜歯部位である。顎関係においては，前後的には大
きな不正はみられなかったが，垂直的には長顔型を
呈していた。矯正歯科治療の種類では，早期治療か
ら開始した者が１３２人（４０．５％），早期治療後，２０１０
年３月までの間に，本格矯正治療を受けた者が１１１
人（３４．０％），本格矯正治療から開始した者が５０人
（１５．３％），外科的矯正治療が必要と診断された者が
２３人（７．１％），経過観察が１０人（３．１％）であった。早
期治療で使用した矯正装置は，可撤式拡大装置が
１１６例（４７．７％），クワドヘリックスが８７例（３５．８％），
唇頬側拡大弧線が５１例（２１．０％），上顎骨前方牽引装
置が４５例（１８．５％）であった。本格矯正治療をうけた
患者は，非抜歯治療が９７人（６０．２％），抜歯治療が６４
人（３９．８％）であった。

緒 言

唇顎口蓋裂は，本邦において，出生児の約５００人

に１人の割合で発生する比較的高頻度にみられる顎
顔面領域の先天異常の一つである１）。唇顎口蓋裂患
者の歯科的特徴として，個々の歯の位置異常や裂隙
部の歯の形態異常や欠如がみられ，術後の影響によ
り，上顎骨の劣成長による前歯部反対咬合，上顎歯
列弓の狭窄による臼歯部交叉咬合やその他の歯列不
正を伴うことが多い。そのため，出生直後から成人
までの長期間にわたって成長発育を管理し，歯列・
咬合の改善を行い，一貫した方針に基づく集学的治
療が必要である。その中で歯科矯正治療は長期にわ
たる役割を担うため，適切な治療計画の立案が重要
である。
唇顎口蓋裂患者の症型，側性，咬合異常などの歯

科矯正学的な臨床統計について，多くの報告がなさ
れている２－７）。側面セファロ分析による顎態につい
ては，上顎骨の前後的位置は後方位で，下顎骨につ
いては，後方への回転がみられ，オトガイ部は後方
位にあり，下顎角の開大，下顎下縁平面の急傾斜が
みられると報告されている８－１２）。しかし，使用する
矯正装置の種類や抜歯治療の割合や抜歯部位につい
ての報告は少ない１３，１４）。
我々は第一報として，当科における１０年間の唇顎

口蓋裂患者の受診動向と咬合状態を報告した１５）。そ
れに引き続き今回，その顎態と治療方針に関する調
査を実施して，臨床統計的検討を行ったので報告す
る。

調査対象および調査項目

調査対象は，１９９５年４月～２００５年３月の１０年間に
当科に来院した唇顎口蓋裂患者のうち診断時資料の
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ある３２６人（男１６６人，女１６０人）である。初診時平均
年齢は９．８±５．９歳であった。そして，診断時および
再診断時の以下の項目について調査した。
１．側面セファロ分析による顎態の評価
初診時の側面頭部エックス線規格写真を用いて，

前後的な顎関係を評価する計測項目として，SNA，
SNB，ANB，Convexity，Facial angle，垂直的な
顎関係を評価する計測項目としてMandibular
plane angle，Y-axis を計測した（図１）。唇顎口蓋
裂者の計測値と当科所有の正常咬合者の標準値デー
タを比較してｔ検定を行った（表１）。危険率５％以
下を有意とした。
２．矯正歯科治療の種類
診断時，および再診断時に立案された矯正歯科治

療の種類を以下の５つに分類し，調査した。
１）早期治療から受ける患者。
２）早期治療から開始し，さらに２０１０年３月まで
に，再診断を行い，本格矯正治療に移行した患者。

３）本格矯正治療から開始した患者。
（マルチブラケット装置による本格治療）

４）外科的矯正治療と診断された患者。
（矯正治療だけでは，被蓋の改善が困難とさ
れ，顎矯正手術を行う患者）

５）定期観察となった患者。
３．早期治療で使用した矯正装置の種類
診断時に計画された早期治療で使用する矯正装置

の種類を調査した（重複を含む）。
４．本格矯正治療における抜歯の有無と抜歯部位
本格矯正治療を行った患者において，本格矯正治

療のための抜歯・非抜歯治療の割合と抜歯部位を調
査した。

結 果

① 顎態の評価について（表１，図１）
唇顎口蓋裂患者の顎態は，当科所有の標準値と比

較して SNA，SNB，Facial angle は有意に小さく
（ｐ＞０．０１），Mandibular plane angle は有意に大き
かった（ｐ＜０．０１）。しかし，ANB，Y-axis，Convex-
ity に，有意差は認めなかった。
② 矯正歯科治療の種類について（図２）
早期治療から開始した者は１３２人（４０．５％）であっ

た。２０１０年３月までの間，再診断後に本格矯正治療
へ移行した者は１１１人（３４．０％），本格治療から開始
した者は５０人（１５．３％），外科的矯正治療と診断され
た患者は２３人（７．１％）であった。定期観察をした者
が１０人（３．１％）であった。
③ 早期治療で使用する矯正装置の種類について
（図３）
早期治療を行う患者は２３４人であった。可撤式拡

大装置は１１６例（４７．７％），クワドへリックスは８７例
（３５．８％），唇頬側拡大弧線装置は５１例（２１．０％），上
顎骨前方牽引装置は４５例（１８．５％）使用されており，
その他には舌側弧線装置は６例（２．５％），機能的顎
矯正装置は２５例（１０．３％），急速拡大装置は１１例（４．５
％），床矯正装置は８例（３．３％），部分アーチ（２×

表１ 側面頭部エックス線規格写真の計測結果

計測項目 平均値 標準偏差 当科所有
の標準値 有意差

① SNA（̊） ７９．０３ ４．８３ ８３．３ ＊＊

② SNB（̊） ７５．９３ ４．１５ ８０．２ ＊＊

③ANB（̊） ３．１０ ４．６４ ３．１ ns

④ Facial A（̊） ８２．９４ ５．８９ ８６．０ ＊＊

⑤Mand P（̊） ３１．１７ ６．７０ ２５．６ ＊＊

⑥Y-axis（̊） ６４．７０ ５．０１ ６４．２ ns

⑦ Convexity（̊） ５．６８ ９．４９ ６．０ ns

ns：有意差なし **：ｐ＜０．０１

① SNA ② SNB ③ANB ④ Facial angle
⑤Mandibular plane angle ⑥ Y-axis ⑦ Convexity

図１ 側面頭部エックス線規格写真分析における計測項目
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４やユーティリティアーチを含む）は４１例（１６．９％），
チンキャップは３例（１．２％）などが使用された。
④ 本格矯正矯正における抜歯の有無と部位につい
て
本格矯正治療を受けた患者のうち，非抜歯治療が

９７人（６０．２％），抜歯治療が６４人（３９．８％）であった。
抜歯の部位は上下顎別にみると，上顎は，非破裂側
のいずれかの歯を一本抜歯している者が１９人（１４．１
％），両側歯を抜歯している者が４１人（６４．１％）で
あった。下顎は，下顎両側歯を抜歯している者が４５
人（７０．３％）であった。

考 察

顎態については，前後的には上顎前後径の短小，
垂直的には下顎下縁平面傾斜の増大による下顎骨の
後下方回転が認められ，須佐美ら８）の報告と一致す
る。また，ANBの値は有意差を認めなかった。こ
れは，上顎骨の劣成長に加え，下顎骨は後下方に回
転し，オトガイ部は後方にあり，下顎枝の短小，下

顎角の開大，下顎下縁平面の急傾斜，下顔面高の過
大が認められるため前後的には有意差が生じにくい
と考えられる。高橋１）も，下顎骨の開大を起こすと
報告しており，これは，上顎歯列弓の狭窄，浅い口
蓋，舌房容積の減少による舌の低位，上顎骨の前下
方への成長不全による口蓋平面の時計回り回転，上
顎の後退位，鼻呼吸障害に起因する舌の位置異常に
よる下顎骨の開大など，唇顎口蓋裂患者の顎顔面の
形態的特徴と一致する結果となった。しかし，不正
の程度が１S. D. 以内にとどまったのは，米原１６），
今井１７）も述べているように，幼少時に受けた唇顎口
蓋裂閉鎖の術式の進歩と術後の管理が以前より良好
になったためであると考えられる。
矯正歯科治療の種類については，当科では，来院

した唇顎口蓋裂患者の７４．５％が早期治療を受けてい
る。廣瀬ら１８）は，一般矯正患者のなかで，学童期か
ら始める患者が半数を占めると報告しており，学童
期から開始する唇顎口蓋裂患者の割合は多いと言え
る。理由として，唇顎口蓋裂患者は反対咬合が多く
不正咬合の認識が高い，歯科矯正治療が保険の適応
となり自己負担が少ない，歯の個々の位置異常や欠
損が多いなどが考えられる。さらに，地域医療のな
かで唇顎口蓋裂患者の歯科矯正治療の必要性が十分
に理解され，チームアプローチによる包括的治療が
確立されていると考えられる。また，外科的矯正治
療が必要と考えられた患者は７．１％という結果で
あったが，柴崎ら９）の，外科的矯正治療を必要とす
る片側性唇顎口蓋裂患者は２７．０％であるとの報告と
比較すると少ない。また，高戸ら１９）によると，下顎
骨の成長は人によっては，１７歳ころまで続く一方

図２ 矯正治療の種類の割合

図３ 使用する矯正装置の度数分布
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で，唇顎口蓋裂患者では，上顎の良好な成長はあま
り期待できないため，上下顎の顎関係が悪化し，顎
矯正手術が必要になると報告されている。顎矯正手
術は原則として，下顎骨の成長が終了する１６歳から
１８歳に施行される。
選択された矯正装置の種類については，可撤式拡

大装置と上顎骨前方牽引装置が多く，過去の報
告１１，１３，２０）とほぼ一致している。また，本研究で５１例
（２１．０％）選択された唇頬側拡大弧線の報告は他に見
られなかったが，前方および側方の拡大が確実に行
えるので用いている。一色２１）は，唇頬側拡大弧線に
ついて，確実な歯列弓全体の拡大を必要とする場合
には，超弾線の主線の外側に固定源となる太くしっ
かりしたワイヤ－を通しそれをパワーチューブで結
ぶと述べている。唇顎口蓋裂患者は上顎の発育が悪
く，顎裂部で歯列が連続性を失い，顎裂部の骨が欠
損するなど治療は困難で，長期にわたり複数の装置
を使用することが多い。早期治療では，上顎骨の長
径・幅径を改善するための積極的な前方・側方拡大
と上顎骨の前方成長促進を目的としている。当科で
は，クワッドヘリックス，唇頬側拡大弧線と上顎骨
前方牽引装置の併用が見られた。これは第一報で報
告したように，当科受診の唇顎口蓋裂患者の約６割
に反対咬合が認められたことから，反対咬合治療の
装置として用いられているということができる。以
上より，早期治療では歯列弓の前方側方拡大と上顎
骨の前方成長促進により，顎関係の改善と前歯被蓋
の獲得が積極的に行われていると考えられた。上顎
前方牽引装置については，縫合性成長の旺盛な８歳
以前から思春期前期にかけて使用するのが効果的と
されるが，有効性については疑問視する報告もあ
る８）。唇顎口蓋裂患者においては，一度前方牽引さ
れても，瘢痕組織による後戻りのため被蓋の確保や
歯列弓の維持が難しく，長期にわたって使用する必
要性がある。クワドヘリックス，急速拡大装置，唇
頬側拡大弧線は側方拡大，舌側弧線装置は前方拡
大，上顎骨前方拡大装置，機能的顎矯正装置，チン
キャップは骨格的改善や被蓋改善，部分アーチは
個々の歯を配列するために使用されており，唇顎口
蓋裂患者の多様な不正に対応した結果であると考え
られた。
本格矯正治療における抜歯の有無については，当

科では，唇顎口蓋裂患者の６０％に非抜歯治療が行わ
れていた。芳野ら２２）は，混合歯列期から積極的にア
プローチすることで，非抜歯治療が増加したと述べ
ている。これは，今回の結果と同様であり，早期治
療で骨格的なアプローチを行うことにより，上下顎
骨の不調和を改善でき，抜歯によるカモフラージュ
治療を回避できるからであると考えられる。さら
に，富澤ら２３），渡邉ら１４）は唇顎口蓋裂患者にみられ
る永久歯の歯数異常は，健常者よりも高いことを報
告している。先天欠如歯の頻度が高いため，現存歯
数をできるだけ保存する傾向にあると考えられる。
さらに，破裂側の側切歯が先天欠如また形態異常歯
であることが多い。高戸ら１９）や石井２４）らの報告で
は，上顎側切歯部の欠如率が８０％に及ぶと述べてい
ることから，正中の一致を図るため片側抜歯の割合
が高くなったと考えられる。また，今回の結果では
下顎両側小臼歯抜歯の頻度が高かった。これは，前
歯反対咬合の改善のため下顎歯の抜歯により下顎歯
列弓を縮小して顎関係の不正を補償するためである
と考えられる。
矯正治療の最終目標は個性正常咬合の確立である

が，これは唇顎口蓋裂者についても同様である。矯
正歯科治療は成長期を通しての骨格的なアプロー
チ，連続性の断たれた歯列弓の回復，治療後も後戻
りに対する長期の保定，成長終了後の最終補綴に至
るまで長期にわたり患者と密接に関与することにな
る。唇顎口蓋裂患者が社会生活を送るうえで，機能
的，審美的な要求に応えるためには，様々な不正咬
合に対し，各々の患者に応じた的確な装置の選択を
含む治療計画を立案し，矯正歯科が中心となり口腔
外科，形成外科，パラメディカルスタッフと良好な
連携をとっていくことが大切であると考えた。今回
の診断と治療方針についての検討は，これから，口
唇裂・口蓋裂患者の治療方針を立案するうえで，参
考になると考えられる。

結 論

東京歯科大学千葉病院矯正歯科における１０年間の
唇顎口蓋裂患者３２６人の顎態と治療方針について臨
床統計学的検討を行い，以下の結論を得た。
１．顎関係において，前後的には大きな不正はみら
れなかったが，垂直的には長顔型を呈していた。
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２．矯正歯科治療の種類では，早期治療から開始し
た患者が１３２人（４０．５％），早期治療後，２０１０年ま
での間に，本格矯正治療を受けた患者が１１１人
（３４．０％），本格矯正治療から開始した患者が５０人
（１５．３％），外科的矯正治療と診断された患者が２３
人（７．１％），経過観察となった患者が１０人（３．１％）
であった。

３．早期治療で使用した矯正装置は，可撤式拡大装
置，クワドヘリックス，唇頬側拡大弧線，上顎骨
前方牽引装置の順であり，他には，急速拡大装
置，機能的顎矯正装置，舌側弧線装置，部分アー
チ，床矯正装置などが使用されていた。

４．本格矯正治療をうけた患者では，非抜歯治療が
９７人（６０．２％），抜歯治療が６４人（３９．８％）であっ
た。抜歯の部位は上下顎別にみると，上顎は，非
破裂側の何らかの歯を一本抜歯している患者が１９
人（１４．１％），両側歯を抜歯している患者が４１人
（６４．１％）であった。下顎は，下顎両側歯を抜歯し
ている患者が４５人（７０．３％）であった。

本論文の要旨は，第３２回日本口蓋裂学会総会（２００８年５月
２８日，広島）において発表した。
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Ten-year clinical statistical study on cleft lip and palate patients
at orthodontic clinic at Tokyo Dental College Chiba Hospital-Part 2 :

Skeletal morphology and treatment planning

Eri TOKUNAGA１），Kunihiko NOJIMA２）
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１）Division of Orthodontics, Department of Clinical Oral Health Science, Tokyo Dental
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As a follow-up to our earlier report，we investigated and statistically evaluated the gnathostatic condit-
ion and treatment guidelines in 326 patients with cleft lip，alveolus，and palate who visited our depart-
ment between April 1995 and March 2005． The following items were addressed : evaluation of intermax-
illary relationship，classification of orthodontic treatment，type of orthodontic appliance used in early treat-
ment corrective orthodontic treatment with or without extraction and tooth extraction region．
In terms of skeletal pattern，no significant anteroposterior discrepancy was evident，although vertica-

lly a long facial pattern was noted． Orthodontic treatment was initiated at an early stage in 132 patients
（40.5%），among which 111（34.0%）patients received corrective orthodontic treatment by March 2010 after
completion of early treatment． Treatment was initiated with corrective orthodontic treatment in 50 pa-
tients（15.3%）． Orthognathic surgical treatment was considered necessary in 23 patients（7.1%）． Clini-
cal course observation was performed in 10 patients（3.1%）． Orthodontic appliances used in early treat-
ment were : removable expansion appliances in 116（47.7%），quad helix in 87（35.8%），E-arch in 51（21.0
%），and maxillary protractive appliances in 45（18.5%）． In patients who received corrective orthodontic
treatment，treatment was performed without tooth extraction in 97（60.2%）and with tooth extraction in 64
（39.8%）． （The Shikwa Gakuho，１１１：３５９～３６４，２０１１）
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