
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title

東京歯科大学千葉病院矯正歯科における口唇・口蓋裂患

者に関する実態調査第二報 : 裂型・不正咬合・欠損歯・

口蓋閉鎖法について

Author(s)

中川, 映佳; 林, 郁恵; 石井, 武展; 坂本, 輝雄; 末石,

研二; 須賀, 賢一郎; 中野, 洋子; 大畠, 仁; 内山, 健

志; 髙野, 伸夫

Journal 歯科学報, 112(5): 637-641

URL http://hdl.handle.net/10130/2940

Right



抄録：１９８１年４月から２０１１年４月までの３０年間に東
京歯科大学千葉病院矯正歯科に来院した口唇・口蓋
裂患者に対して実態調査を行い，以下の結果を得た。
１）裂型別では，片側性口唇裂口蓋裂が最も多く
３６５人（４１．７％），両 側 性 口 唇 裂 口 蓋 裂１１６人
（１３．３％），口蓋裂１６３人（１８．７％），片側性唇顎裂
１４６人（１６．７％），両側性唇顎裂１９人（２．２％），唇裂
６５人（７．４％）であった。
２）不正咬合別では，反対咬合が最も多く５２９人
（６０．５％），上顎前突４６人（５．２％），開咬２７人（３．１％），
叢生２２５人（２５．８％），交叉咬合４７人（５．４％）であっ
た。

３）永久歯先天性欠如歯においては，欠如歯を有す
る患者４３４人（４９．７％）。歯種別に見ていくと，患
側側切歯３５５本，健側側切歯９７本，上顎小臼歯１０２
本，下顎小臼歯４３本であった。

４）口唇・口蓋裂関連の手術件数は１，０６１件で，口
蓋形成術５９３件，口唇形成術４２５件，口唇修正術
１８８件であった。

緒 言

口唇・口蓋裂は頭蓋顎顔面領域における比較的発
生頻度の高い先天異常であり，我が国において出生

児約５００人に１人であると報告されている１）。出生直
後から成人に至る長期間にわたって整容，発音，咬
合，咀嚼，嚥下さらには心理学的領域におよぶ治療
の必要性を有し，多種多様な専門領域によるチーム
アプローチが必要不可欠である。
このような口唇・口蓋裂にチームアプローチを実

現すべく我々の施設では，病院開設に伴い１９８１年４
月から矯正歯科，口腔外科が中心となり歯科矯正治
療，手術，言語治療，補綴治療といった一貫治療
を，関連各科および関連病院と連携をとりながら
行っている。
今回，当科における口唇・口蓋裂治療の実態を把

握することを目的に，開設以来３０年間に当科に受診
し治療を行った口唇・口蓋裂患者の実態調査を行っ
た。その結果を第１報に引き続き報告する。

調査対象および方法

対象は，東京歯科大学千葉病院矯正歯科を１９８１年
４月から２０１１年４月までの３０年間に受診し，治療を
行った口唇・口蓋裂を有する患者８７４人である。調
査資料は第一報と同様，介入を伴わない観察研究で
あり，人体への負荷を伴わず厚生労働省の指針に準
じて倫理的に行ったものである。これらの患者につ
いて以下の項目について調査した。
１．裂型分類：口唇・口蓋裂総患者数に対して裂型
別に調査し，またその男女別患者数とその割合を
調査した。

２．不正咬合：不正咬合の種類別に口唇・口蓋裂患
者数を調査し，中でも最も多い反対咬合について
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は経時的変化，裂型別に調査を行った。
３．永久歯先天性欠如歯：永久歯先天性欠如歯を有
する患者数を割出し，さらに歯種別に調査を行っ
た。

４．口蓋閉鎖法：口唇・口蓋裂患者に関連する手術
総件数と，さらに手術件別に件数とその割合を調
査した。

結 果

１．裂型分類（表１）
１）裂型別発現頻度
裂型別発現頻度では，口唇・口蓋裂４８１人（５５．０％），
唇顎裂１６５人（１８．８％），口蓋裂１６３人（１８．７％），唇裂
６５人（７．４％）であった。
破裂部の裂側別では，片側性口唇裂口蓋裂が３６５

人（４１．７％）で最も多かった。次いで片側性唇顎裂
１４６人（１６．７％），両側性口唇裂口蓋裂１１６人（１３．３％），
硬軟口蓋裂１０５人（１２．０％），唇裂６５人（７．４％），軟口
蓋裂５４人（６．２％），両側性唇顎裂１９人（２．２％），粘膜
下口蓋裂４人（０．５％）であった（図１）。

２）裂型別男女比
口唇・口蓋裂では男性２７４人，女性２０７人で男性：

女性＝１．３７：１，唇顎裂では男性８５人，女性８０人で
男性：女性＝１．０６：１，口蓋裂では男性７２人，女性
９１人で男性：女性＝０．７９：１，唇裂では男性３４人，
女性３１人で男性：女性＝１．０９：１であった。
２．不正咬合
１）不正咬合の種類
反対咬合を有している患者は５２９人（６０．３％）と一

番多かった。次いで叢生２２５人（２５．８％），交叉咬合
４７人（５．４％），上顎前突４６人（５．２％），開咬２７人（３．３％）
であった。なお，重複する場合は第一診断名とした
（図２）。
２）反対咬合の経時的変化
反対咬合の発現頻度を年代別にみると，１９８１年～

１９８５年は５０人，１９８６年～１９９０年は７０人，１９９１年～
１９９５年は９５人，１９９６年～２０００年は９７人，２００１年～
２００５年は１１２人，２００６年～２０１０年は７８人であった（図
３）。

表１ 裂型別発現頻度

片側性 両側性 合計 男性 女性
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 人数 男性：女性

口唇裂口蓋裂 ３６５ ４１．７ １１６ １３．３ ４８１ ５５ ２７４ ２０７ １．３２：１
唇顎裂 １４６ １６．７ １９ ２．２ １６５ １８．８ ８５ ８０ １．０６：１
唇裂 ６５ ７．４ ３４ ３１ １．０９：１
口蓋裂 硬軟口蓋裂 １０５ １２．２ ７２ ９１ ０．７９：１

軟口蓋裂 ５４ ６．２
粘膜下口蓋裂 ４ ０．５

合計 ８７４ １００

図１ 裂型別発現頻度 図２ 不正咬合の種類
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３）反対咬合の裂型別
反対咬合を裂型別にみると，口唇・口蓋裂３７０人

（７０．０％），口蓋裂７２人（１３．７％），唇顎裂６９人（１３．１％），
唇裂１８人（３．２％）であった（表２）。
３．永久歯先天性欠如歯
第三大臼歯を除く先天性欠如歯を有する者は４３４

人（４９．７％）であった。
先天性欠如歯が最も多い部位は患側上顎側切歯

３５５本で，総先天性欠如歯数の５９．５％を占めた。次
いで上顎小臼歯１０２本，健側上顎側切歯９７本，下顎
小臼歯４３本であった（図４）。
４．手術件数
口唇・口蓋裂患者に関連する手術総件数は１，２０６

件で，口蓋形成術が５９３件（４９．２％）と最も多かった。
次いで口唇形成術４２５件（３５．２％），口唇修正術１８８件
（１５．６％）であった（図５）。

口蓋形成術法別にみると，一回法は３９２件，二回
法は２０１件で，一回法は他院，二回法は当院口腔外
科がほぼ占めていた。

考 察

１．裂型分類
裂型分類では口唇・口蓋裂が４８１人（５５．０％）と最

も多かった。他大学の調査でも口唇・口蓋裂患者数
が最も多いと報告されている２～６）。また，宮崎ら６）に
よると口唇・口蓋裂４８．９％，口唇裂および唇顎裂
２９．８％，口蓋裂２１．３％であり，本調査では口唇裂お
よび唇顎裂２６．２％，口蓋裂１８．７％とほぼ同様であっ
た。
口唇・口蓋裂，唇顎裂，口唇裂は口蓋裂と比較す

ると，口唇や外鼻の審美障害が強いため積極的な受
診が多く，また口蓋裂は審美的にも問題ないことが
多いため，受診が遅れやすいと考えられる。
破裂部の裂側別では片側性口唇裂口蓋裂が４１．７％

と最も多く，次いで片側性唇顎裂，両側性口唇裂口
蓋裂，硬軟口蓋裂，唇裂，軟口蓋裂，両側性唇顎
裂，粘膜下口蓋裂の順であった。吉村ら７）によると
片側性口唇裂口蓋裂，両側性口唇裂口蓋裂，片側性

表２ 反対咬合の裂型別

人 数 比 率

口唇裂口蓋裂 ３７０ ７０
口蓋裂 ７２ １３．７
唇顎裂 ６９ １３．１
唇 裂 １８ ３．２

合 計 ５２９ １００

図３ 反対咬合の経時的変化

図４ 永久歯先天性欠如歯 図５ 手術件数
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唇顎裂，硬軟口蓋裂，唇裂，軟口蓋裂，両側性唇顎
裂，粘膜下口蓋裂の順で多く，詳細分類にも関わら
ずほぼ同様の結果が得られた。
男女別にみると他の報告２，５，８）と同様で，口唇・口

蓋裂は男性に多く，口蓋裂は女性に多く，唇裂・唇
顎裂では男女ほぼ同程度であった。
２．不正咬合
本調査では，全体の約６割が反対咬合を占めてい

た。反対咬合の発現率は河野ら９）は８４．６％，森ら１０）

は８８．４％，坪倉ら１１）は８８．１％と報告しており，当科
は少し低い割合を示した。
また，反対咬合を示す者は口唇・口蓋裂患者が最

も多いと同様の報告をしている。口唇・口蓋裂患者
は上顎骨劣成長に加え，後天的要因である手術時の
侵襲や術後の瘢痕性収縮により反対咬合を呈すると
考えられる。
本調査の結果では全体的にみると反対咬合患者の

割合は低いが，年々少しずつ増加している。また，
次に多い不正咬合が叢生ということで，患者や保護
者の矯正治療に対する意識が高まっていることが背
景にあるとも考えられた。
３．永久歯先天性欠如歯
一般的に口唇・口蓋裂患者にみられる歯数異常

は，健常者に比べて発生頻度が高いと報告されてい
る１２）。
本調査での先天性欠如歯を有するものは４９．７％で

ほぼ全体の半分であった。森ら１０）は６８．２％，佐藤
ら１３）の８０．０％との報告に対して本調査は低い割合を
示した。
歯種別にみると，顎裂部に相当する患側上顎側切

歯が先天欠如している頻度が約６０％と最も高い。こ
れは乳歯列において顎裂部乳側切歯が先天欠如し，
それに伴って後続永久側切歯も欠如する可能性が高
いことや，また特に片側性口唇裂口蓋裂では，顎裂
が存在する側の歯列弓が狭いため，第二小臼歯も先
天欠如する可能性が高いと報告されている１４）。
４．手術件数
口唇・口蓋裂患者に関連する一番早い時期に行う

手術は唇裂の閉鎖手術で，一般的には生後３～４ヶ
月，体重６，０００ｇ前後の時期に行うと言われてい
る１５）。口蓋裂の閉鎖手術は生後１歳～１歳半の喃語
期に行われる一回法が一般的である。一回法は軟口

蓋閉鎖と硬口蓋閉鎖を一回で行う方法で，口蓋の裂
の閉鎖と同時に軟口蓋の延長を行う push back 法
などによって鼻咽腔閉鎖機能を獲得する。
しかし近年では，軟口蓋閉鎖手術（生後６ヶ月～

１歳頃）を先行し一定期間おいて硬口蓋閉鎖手術（５
～８歳頃）を行う二回法が望ましいともいわれてい
る。早期に軟口蓋を閉鎖することによって鼻咽腔閉
鎖機能の獲得を容易にし，言語障害の発生を予防す
る。また，硬口蓋閉鎖手術の時期を遅らせることで
顎発育障害が最小限となるといわれている。当院口
腔外科ではその考えに基づき，口唇・口蓋裂患者の
一次手術は２回法を施行している。
各裂型の発現率は他の調査と同様であったが，不

正咬合では反対咬合の発現率が低く，二回法による
口蓋閉鎖術との関連が示唆された。
口蓋裂閉鎖手術は鼻咽腔閉鎖機能の獲得と正常な

言語発達，嚥下機能を得ることが最大の目標である
が，その手術的侵襲によって生じる瘢痕拘縮を原因
とする顎の発育障害もまだまだ課題が残るのが現状
である。

結 論

１９８１年４月から２０１１年４月までの３０年間に当科に
来院し，治療を開始した口唇・口蓋裂患者８７４名の
実態調査を行った結果を報告した。
治療法や手術法等は医療機関に応じて様々であ

り，今後更なる調査を進めていきたい。

本論文の要旨は，第２８８回東京歯科大学学会総会（２００９年１０
月１７日，千葉市）において発表し，座長推薦を受けたもので
ある。

文 献
１）高橋庄二郎：口唇裂・口蓋裂の基礎と臨床：日本歯科評
論社，１～２，１９９６．
２）西原一秀，三村 保，野添悦郎：当科における口唇裂口
蓋裂患者の臨床統計的観察：第１報．日口蓋誌，２３：１１０
～１１８，１９９８．
３）西原一秀，三村 保，野添悦郎：当科における口唇裂口
蓋裂患者の臨床統計的観察：第２報．日口蓋誌，２３：１１９
～１２４，１９９８．
４）原 久永，小谷泰子，尾島麻希：大阪大学歯学部付属病
院顎口腔機能治療部における唇顎口蓋裂患者の臨床統計：
日口蓋誌，２６：３４９～３５４，２００１．
５）新垣敬一，砂川 元，平塚博義：琉球大学医学部歯科口
腔外科における口唇裂口蓋裂患者の臨床統計的観察：日口
蓋誌，２８：６６～７３，２００３．

中川，他：口唇裂・口蓋裂患者に関する統計的調査 第二報６４０

― ４４ ―



６）宮崎 正，小浜源郁，牛島貞一：我が国における口唇裂
口蓋裂の発生率について：日口蓋誌，１０：１９１～１９５，１９８５．
７）吉村亮子，安部輝美，宮沢晴代：東京歯科大学水道橋病
院矯正歯科における過去５年間の口唇裂口蓋裂患者の統計
的観察：日口蓋誌，３１：３９～４４，２００６．
８）牟禮理加，森口隆彦，光嶋 勲：川崎医科大学付属病院
形成外科における過去１０年間の口唇口蓋裂の統計的観察：
日口蓋誌，１５：１９８～２０５，１９９０．
９）河野紀美子，鈴木 陽，渡辺美恵子：口唇裂口蓋裂患者
の矯正受診と咬合の実態：日口蓋誌，１４：１５９～１７０，１９８９．

１０）森 重樹，根来武史，伊藤拓二郎：愛知学院大学歯学部
付属病院矯正歯科における唇顎口蓋裂患者に関する実態調
査：日口蓋誌，３０：２５９～２６９，２００５．

１１）坪倉志乃，井籐一江，岩谷有子：広島大学歯学部付属病

院矯正科における口唇口蓋裂患者の統計的観察：日口蓋誌，
１５：１３２～１４３，１９９０．

１２）鬼塚卓弥，一色泰成：成長期に於ける口唇裂軟組織の再
建術．形成外科（抄），１７：４０～４１，１９７４．

１３）佐藤康守，林 幸則，中川晧文：川崎医科大学付属病院
矯正歯科における口蓋裂患者の臨床統計的観察―矯正歯科
開設にいたるまでの約９年間について―：日口蓋誌，１１：
２３８～２４８，１９８６．

１４）一色泰成，山本義茂，原崎守弘：唇顎口蓋裂の歯科矯正
治療法の標準化に関する研究―第１期治療の効果につい
て：三越厚生事業団研究年報，１３：１８８～１９１，１９７７．

１５）三村 保：口唇裂一次症例において良好な赤唇形態を得
るための方法：日口蓋誌，２９：６５～７０，１９８３．

Clinical Survey of Patients with Cleft Lip and/or Palate at Department
of Orthodontics, Tokyo Dental College, Chiba Hospital Part Ⅱ

― Cleft morphology, Malocclusion, Congenitally missing teeth,
Surgical operations related to cleft lip and/or palate ―
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We carried out a clinical survey on patients with cleft lip and/or palate who visited the Department of
Orthodontics in Tokyo Dental College Chiba Hospital during the 30-year period from April 1981 to April
2011，and following results were obtained．
１．Cleft morphology was classified as follows : unilateral cleft lip and/or palate in 365 patients（41.7%），bi-
lateral cleft-lip cleft palates in 116 patients（13.3%），cleft palates in 163 patients（18.7%），unilateral cleft
lip and/or alveolus in 146 patients（16.7%），bilateral cleft lip and/or alveolus in 19 patients（2.2%），and lip
clefts in 65 patients（7.4%）．
２．As to malocclusions，percentage of anterior crossbite，maxillary protraction，open bite，crowd-
ing and posterior crossbite were 529 patients（60.5%），46 patients（5.2%），27 patients（3.1%），225 pa-
tients（25.8%），47 patients（5.4%），respectively．
３．Patients with congenitally missing teeth accounted for 49.7%． Congenitally missing diseased side lat-
eral incisors were found in 355 teeth，healthy side lateral incisors were found in 97 teeth，maxillary
premolars were found in 102 teeth，mandibular premolars were found in 43 teeth．
４．The total number of surgical operations related to cleft lip and/or palate was 1061． 593 patients had
received palatoplasty，425 patients had received cheiloplasty and 188 patients had received lip
correction． （The Shikwa Gakuho，１１２：６３７～６４１，２０１２）
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