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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）過去３０年間の来院患者数は８７４人であり，当科
の総患者数のうち７．５％を占めていた。

２）患者は，男性４７０人（５３．７％），女性４０４人（４６．３％）
で，男女比は１．１：１．０であった。

３）初診時年齢は，最多が７歳で２０．５％（１８０人），
６～８歳が全体の５０．３％（４４０人）を占めていた。
最少年齢は３歳６ヶ月，最高年齢は４１歳２ヶ月で
あった。

４）患者居住地域では，千葉県内からの来院患者数
が全体の８６．２％（７５４人）を占めており，ほぼ県内
全域から来院していた。

５）紹介元では，千葉病院内の他科からの紹介が
３９．５％（３４１人）であった。千葉病院を含めた千葉
県内の医療機関からの紹介が６３９人で全体の７３．０％
を占めていた。

緒 言

口唇・口蓋裂は，頭蓋顎顔面領域における先天異
常として比較的高頻度でみられる。我が国では約

５００人に１人の発生とされている１）。その臨床所見
は，口唇・口蓋形成術による上顎骨の劣成長や反対
咬合，歯の欠如や形態異常といった顎顔面部形態異
常，言語・咀嚼における機能障害，また審美的・心
理的障害も挙げられように多岐に渡る問題がある２）。
口唇・口蓋裂患者の治療は，その病態の多様性から
みて様々な分野の専門医によるチームアプローチが
必要である。我が国では，昭和５７年（１９８２年）４月よ
り健康保険制度が導入された。このことにより患者
の経済負担が軽減され，多くの口唇・口蓋裂患者が
矯正歯科を受診するようになった。矯正歯科分野に
おける治療は，幼児期から開始され長期にわたるも
のであり，口唇・口蓋裂治療のチームアプローチに
おいて大きな役割を担っていると考えられる。
東京歯科大学千葉病院矯正歯科では，１９８１年の開

設と同時に口唇・口蓋裂患者の治療に取り組み，千
葉県内をはじめとする近隣の医療機関とも連携して
治療にあたってきた。今回，１９８１年４月から２０１１年
４月までの３０年間に当科へ来院し治療を開始した患
者について実態調査を行った。その中から，患者
数・性差・初診時年齢・居住地域・紹介元医療機関
について報告する。

調査対象および方法

１９８１年４月から２０１１年４月までの３０年間に当科へ
来院し治療を開始した口唇・口蓋裂患者８７４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（側面および正面Ｘ線規格写真，
パノラマエックス線写真，デンタルエックス線写
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真）を用いて以下の項目について調査した。尚，こ
の研究は介入を伴わない観察研究であり，人体への
負荷を伴わないことから，厚生労働省の指針に準じ
て倫理的に行われたものである。
１．患者数：当科に来院し治療を開始した総患者数
のうち，口唇・口蓋裂の患者数を調査した。

２．性差：総患者の男女別患者数とその割合を調査
した。

３．初診時年齢：当科に来院し治療開始の診断を
行った時の年齢を治療開始年齢とし，年齢別人数
を算出した。

４．居住地域：患者住所から居住地域別の患者数と
その分布について検討した。

５．紹介元医療機関：受診に際しての紹介元となっ
た医療機関と，その各機関からの患者数を調査
し，その地域分布を検討した。

結 果

１．患者数
３０年間で当矯正歯科を受診し治療を開始した総患
者数は１１，７１２人であり，そのうち口唇・口蓋裂の患
者数は８７４人であった。これは，全体の約７．５％を占

めていた。年別の患者数の推移を示す（図１）。年別
にみると，１９９７年・１９９８年・２００１年では１２％以上と
比率が高く，その他の年には大きな変動は見られな
かった（図２）。
２．性 差
８７４人の患者における男女の割合は，男性４７０

（５３．７％）人，女性４０４（４６．３％）人であった（図３）。
これは，裂型の種類を区別せず総患者を男女に分け
た数値である。男性は女性よりわずかに多く女性の
１．１倍であり，著明な性差は見られなかった。
３．初診時年齢
初診時年齢は，３～５歳は５３人，６歳は８５人，７

歳は１８０人，８歳は１７５人，９歳は９７人，１０歳は６１
人，１１歳は３７人，１２歳は３７人，１３～１９歳は８１人，２０
～２９歳は４６人，３０歳以上は２２人であった（図４）。最
少年齢は３歳６ヶ月，最高年齢は４１歳２ヶ月と幅広
く分布していた。７歳での受診者数が最多で全体の
２０．５％を占めており，６～８歳でみると５０．３％で全
体の約半数を占めていた。
４．居住地域
受診患者の居住地域の分布を示す（図５）。そのう

ち千葉県内の患者居住地域の分布を千葉県地図上に

図１ 年別患者数の推移
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丸印で示し，大丸は人数の多かった三都市（千葉市・
船橋市・市原市）を示している（図６）。千葉県内で
は７５４人（うち最多は千葉市２４４人），東京都２９人，茨
城県３１人，埼玉県１３人，その他は４７人であった。千
葉県内からの来院患者数は全体の８６．２％を占めてお
り，その県内居住地の分布は，人数の差はあるが県
内全域に及んでいた。
５．紹介元医療機関
紹介元である医療機関とその割合（図７），および

該当する医療機関の分布を日本地図上に丸印で示す
（図８）。紹介元医療機関として，当大学千葉病院内
が３４１人（内，口腔外科３１６人），千葉県立こども病院

図２ 全矯正患者に対する口唇・口蓋裂患者の割合

図３ 口唇・口蓋裂患者の性別比率

図４ 初診時年齢別患者数 図５ 患者居住地域の分布

図７ 紹介元医療機関とその割合

図６ 千葉県内の患者居住地の分布

図８ 紹介元医療機関の全国分布
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が１７９人，千葉大学形成外科が８３人，東京都内の病
院が８６人（大学付属病院等），上記以外の千葉県内の
病院が３５人，その他１５０人（うち不明者は１０５人）で
あった。千葉県内の医療機関からの紹介患者総数は
６３８人で全体の７３．０％を占めていた。

考 察

１．患者数
口唇・口蓋裂の発生率は宮崎ら３）の全国規模調査

結果によると全国平均は０．１８２％で千葉県の発生率
は０．１９％である。この状況に際して，当科には１９８１
年以降３０年間で総勢８７４人の患者が来院し治療を開
始している。年別の患者数をみると，総患者数の多
い年には口唇裂口蓋裂の患者数も同様に多くなって
いる。一方で，年別に増減の変化をみると総患者数
と口唇・口蓋裂患者数の増減は必ずしも一致してい
ない。口唇・口蓋裂の患者数でみると１９９２年以降は
年間患者数が２５人を下回ることはなかった。このこ
とから，口唇・口蓋裂患者数は，総患者数の増減に
影響する要因には左右されないことが予測できる。
また，１９８１年以降の千葉県の出生率は緩やかに下降
しているが４），今回の調査期間において，特に１９９２
年以降で口唇・口蓋裂患者の来院患者数に大きな変
動はみられなかった。このことから，今後，口唇・
口蓋裂患者数が大きく変動するという可能性は考え
にくく，一定の来院患者数を保持していくことが予
想される。しかし，社会環境の変化等の様々な要因
により口唇・口蓋裂患者の出生率に変化が生じる可
能性や，近隣の医療施設との医療連携の強化等に伴
い患者数は変化していくことが考えられることか
ら，今後も調査が必要となる。
２．男女比
３０年間に来院した口唇・口蓋裂患者８７４人の男女
の割合は，男性が女性より僅かに多く１．１倍であっ
た。他大学の報告と比較してみると，ほぼ同様の結
果がみられ５～１９），我が国の口唇・口蓋裂患者の発生
率における男女比において男性が女性より僅かに多
いという報告とも一致している。一般患者において
は，審美的要求の面から考えて女性の比率が多い
が６，９，１２），口唇・口蓋裂患者においては，審美的改善
だけでなく機能障害改善の要求も受診動機として多
く挙げられることから，明らかな性差が生じないも

のと考えられた。
３．初診時年齢
当科では７歳が最多で全体の２０．５％を占め，６～

８歳でみると５０．３％と全体のほぼ半数を占めてい
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歳との報告が多く５～１８），当科の結果も同様
であった。この時期は永久歯への交換が始まり，そ
れに伴って不正咬合が明らかになってくるため，患
者および保護者が矯正治療の必要性を認識する時期
であると推測される。当科の治療方針として，６～
８歳の混合歯列初期から治療を開始するのが適切と
しているが，このことも結果に反映されていると考
えられる。また，各紹介元医療機関の治療方針にお
いて，初回手術後から顎裂部への骨移植術を行うま
での時期（犬歯萌出前が望ましいとされている２０））
に，矯正歯科が介入するのが適切だとしていること
から，各医療機関から当科への紹介が６～８歳に集
中したものと考えられる。
４．居住地域および紹介元医療機関
居住地域については，千葉県内からの来院が最多

で全体の８６．２％を占めている。その県内を地域別に
みると，千葉市が３２．３％と最も多く，ついで船橋市
および市原市で６．９％となっており，人数の少ない
地域も含めると千葉県全域から来院していることが
分かった。このことは，当施設が県内でも人口の多
い千葉市に所在していること，交通機関網の視点か
らも県全域から通院が可能な条件が整っている事と
関係している。
紹介元となった医療機関については，当大学千葉

病院内が３４２人（内，口腔外科からは３１６人）で全体の
３９．１％を占め，続いて千葉県立こども病院が１９．４％，
千葉大学形成外科が９．５％，東京都内の病院が９．８％
（大学付属病院等より紹介），上記以外の千葉県内の
病院が４．０％（総合病院および一般開業歯科より紹
介），その他１８．２％（他県から等）であった。千葉県
内からの紹介は合計６３９人で全体の７３．１％を占めて
いた。これらは，日本口蓋裂学会が千葉県内の診療
チームとして挙げた三施設（千葉大学医学部付属病
院・千葉県こども病院・東京歯科大学千葉病院唇顎
口蓋裂チーム２１））において，当科が矯正歯科治療の
中心的役割を担っていることを反映しているものと
考えられた。
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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。
今後も，当科が地域に立脚した施設であることを

踏まえ，地域医療への貢献に努めるよう近隣施設を
はじめとした医療機関や地方自治体との連携をより
密接なものとしていくことが必要である。

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

― Number of patients, sex differences, patient age at first medical
examination, residence, referring medical facilities ―
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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．The total number of patients with cleft lip and/or plate was 874，which accounted for 7.5% of all ortho-
dontic patients．
２．The patients consisted of 470 males（53.7%）and 404 females（46.3%）． The overall male-to-female ratio
was 1.1 : 1.0．
３．The peak age at the initial visit was 7 years（20.5%，180 persons）and the patients between 6 and 8
years accounted for 50.3%（440 persons）． The youngest age was 3 years，the oldest age was 41
years．
４．86.2% of all the patients（754 persons）lived in Chiba，and they came from almost all districts in Chiba．
５．There were 39.5% of the patients（341 persons）referred from other departments in Tokyo Dental Col-
lege Chiba Hospital． 73.0%（639 persons）of the all cleft lip and/or palate patients were referred from
medical facilities included the general hospitals and clinics in Chiba．

（The Shikwa Gakuho，１１２：６３１～６３６，２０１２）
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