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３５５ 

調査報告

口唇裂・口蓋裂患者における側切歯欠損部の処置方法

岩渕訓子 坂本輝雄 大木章生 東郷聡司
石井武展 野嶋邦彦 末石研二

抄録：本研究の目的は，口唇裂・口蓋裂患者の実態
を調査し，側切歯欠損部に対する処置の状況を把
握することである。１９８１年１０月１日から２０１３年１月
３１日までの３２年間に，当科に来院した９２４名の口唇
裂・口蓋裂患者のうち，側切歯部欠損を伴う患者
２００名を調査対象とした。補綴処置を行った患者に
関しては，診療録，口腔内写真などを資料として，
補綴物の種類について調査した。選択された補綴装
置としては，固定性ブリッジが３９例（６７％）でもっと
も多く，インプラントや自家歯牙移植による欠損部
補綴処置も行われていた。これらは顎裂部への骨移
植の普及によるものと考えられる。側切歯欠損部に
対する処置法は様々あるが，今後は極力健全な歯の
切削は避け，長期的な顎裂周囲の歯の保存，審美性
の改善，器質性構音障害，咀嚼の剪断効率の改善な
どを考慮し，長期安定性を獲得できる治療方法を選
択していくべきであると思われる。

緒 言

口唇裂・口蓋裂患者では，顎裂部に相当する側切
歯が高頻度で欠損していたり，形態異常や著しい傾
斜を呈することが多く１－７），抜歯に至る例も多い。
側切歯欠損部への対応としては，隣在歯を移動して
空隙閉鎖を行うか補綴処置が必要となる。顎裂部へ
の歯の移動や萌出誘導のためには，犬歯萌出前に骨
移植を行うことが望ましい８）。しかし，顎裂部にお
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ける歯牙欠損に対して，隣在歯を誘導して空隙の閉
鎖ができない場合には補綴処置が必要となる。欠損
補綴は主として架橋義歯，部分床義歯９），最近では
インプラントや自家歯牙移植による咬合再建が１０，１１）

行われている。そこで本研究の目的は，口唇裂・口
蓋裂患者の実態を調査し，側切歯欠損部に対する処
置の状況を把握することにある。

対象および方法

１９８１年１０月１日から２０１３年１月３１日までの３２年間
に，東京歯科大学千葉病院矯正歯科に来院した９２４
名の口唇裂・口蓋裂患者のうち，側切歯部欠損を伴
う患者２００名を調査対象とした。補綴処置を行った
患者に関しては，診療録ならびに口腔内写真，パノ
ラマ写真およびデンタルＸ線写真などを資料とし
て，性別，裂型，欠損部位，顎裂部骨移植術の有
無，補綴物の種類，補綴時年齢について調査した。
本研究は東京歯科大学倫理委員会で審査，承認さ

れている。（受付番号５６５）

結 果

１．側切歯欠損部の処置方法に関して
側切歯欠損部の処置方法として，隣在歯の移動に

て空隙閉鎖した患者が１４２名（７１％），補綴処置を
行った患者が５８名（２９％）であった（図１）。

２．補綴処置に関して
１）性別
男性は２７例（４７％），女性は３１例（５３％）であった

（図２）。
２）裂型
片側性唇顎口蓋裂が３３例（５７％）でもっとも多く，
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図１ 口唇裂・口蓋裂患者の側切歯欠損部処置法
隣在歯の移動による閉鎖が約７割を占めている

図２ 性別
男性と女性はほぼ同数である

次いで片側性唇顎裂１３例（２２％），両側性唇顎口蓋裂
１１例（１９％），両側性唇顎裂１例（２％）であった（図
３）。
３）欠損部位
患側側切歯欠損が４０例（６９％）でもっとも多く，次

いで患側側切歯および健側側切歯の欠損１８例（３１％）
であった（図４）。
４）顎裂部骨移植術の有無
顎裂部骨移植術を施行したものが２０例（３４％），施

行しなかったものもしくは不明のものが３８例（６６％）
であった（図５）。
５）補綴物の種類
固定性ブリッジが３９例（６７％）でもっとも多く，次

いで床義歯１４例（２４％），接着性ブリッジ３例（５％），
インプラント１例（２％），自家歯牙移植１例（２％）
であった（図６）。

図３ 裂型
片側性唇顎口蓋裂が約６割を占めている

図４ 欠損部位
患側側切歯が約７割を占めている

図５ 顎裂部骨移植の有無
無しまたは不明が約７割を占めている

６）補綴時年齢
補綴時年齢は，２０代（平均年齢２２歳２か月）がもっ

とも多かった（図７）。補綴処置別にみると，接着性
ブリッジはすべて１０代で，平均年齢１５歳４か月で
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図６ 補綴物の種類
固定性ブリッジが約７割を占めている

図７ 補綴時年齢
２０代がもっとも多くみられる

図８ 補綴処置別年齢
自家歯牙移植・接着性ブリッジが１０代，床義歯・固

定性ブリッジが２０代，インプラントが３０代で多くみら
れる

あった，自家歯牙移植は年齢１６歳９か月であった。
固定性ブリッジ（平均年齢２１歳２か月）と床義歯（平
均年齢２５歳４か月）は２０代でもっとも多かった。イ
ンプラントは３９歳１０か月であった（図８）。
また，１８歳以下では固定性ブリッジ（５０％），接着

性ブリッジ（２５％），床義歯（１７％），自家歯牙移植

図９ １８歳以下の補綴処置
固定性ブリッジや接着性ブリッジが約３／４を占め，

自家歯牙移植もみられる

図１０ １８歳以上の補綴処置
固定性ブリッジや床義歯が約３／４を占め，インプラ

ントもみられる

（８％）で，固定性ブリッジと接着性ブリッジが多く
を占めており，インプラントは存在せず自家歯牙移
植がみられた（図９）。１８歳以上では固定性ブリッジ
（７２％），床義歯（２６％），インプラント（２％）で，固
定性ブリッジや床義歯が多くを占め，接着性ブリッ
ジは存在せずインプラントがみられた（図１０）。

考 察

口唇裂・口蓋裂患者では，顎裂部に相当する歯が
高頻度で欠損し，また，形態異常や著しい傾斜を呈
し１－７），抜歯に至ることが多い。したがって，顎裂
部における欠損部に対する処置が必要となる。大別
すると欠損部に隣在歯を移動して空隙閉鎖する方法
と補綴による方法がある。今回の調査結果におい

― ７１ ― 
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て，欠損部を補綴処置したものより隣在歯の移動に
て空隙閉鎖したものが７１％と多かった。これは，泉
ら１２）や幸地ら１３）の報告とほぼ同様の結果を示した。
隣在歯を移動して空隙閉鎖する方法は，欠損補綴

の必要がなく歯牙への侵襲がないという利点を有す
る。また柿本ら１４）は，閉鎖排列群と非閉鎖排列群の
間で ANBと Convexity の値に有意差がみられ，閉
鎖排列群は非閉鎖排列群に比べ正常な上下顎骨の発
育がみられる傾向があると述べている。すなわち，
顎裂部を閉鎖するためには上顎骨の良好な顎発育が
不可欠となる。幸地ら８）は，架橋義歯や可撤式義歯
を必要としない咬合形成を可能にするためには，顎
裂部骨移植術を犬歯萌出前に行うことが望ましいと
述べている。補綴物の寿命を調査した研究による
と，装着１５年後に機能していた固定性架橋義歯は
６５％程度であり１５），歯牙への侵襲を伴わない隣在歯
を移動して空隙閉鎖する方法は利点が大きいと考え
られる。しかし，１歯欠損ならば歯の移動による閉
鎖で解決できる場合が多いが，同側の多数歯欠損と
なると非補綴処置の目標達成は難しい。
次に補綴による方法として，固定性ブリッジ，床

義歯，接着性ブリッジ，インプラント，自家歯牙移
植がある。口唇裂・口蓋裂患者の一貫したチーム医
療において，補綴処置はその最終段階にあたり，外
科および矯正治療によるセグメントの拡大や歯の移
動が終了し，成長がほぼ終了する１０代後半から開始
するのが望ましい１６－１９）。今回の調査結果においても
補綴時年齢は２０代がもっとも多かった（図７）。固定
性ブリッジは，審美性および装着感，発音に優れ，
咀嚼効率や咬合感覚が良いが，健全歯を切削する必
要があり歯への侵襲が高く，場合によっては抜随処
置が必要となる。また，ポンティック部周囲の衛生
面でのメンテナンスが重要である。大山２０）は，顎裂
に隣接して萌出している歯の支持骨は非常に乏し
く，特に顎裂側においてはごく薄い一層の歯槽骨し
か存在しない例がほとんどで，中切歯は生理的動揺
が大きいと述べている。つまり，顎裂に隣在する歯
の咬合負担能力はかなり低いと考えるべきである。
したがって，鈴木２１，２２）の報告にあるように，固定性
ブリッジの設計では支台歯の連結歯数は顎裂を挟ん
で２歯ずつを含めることが望ましく，隣在歯の切削
や過重負担は避けられず，歯および歯周組織の長期

的予後を考える上で問題となる。床義歯は歯に対す
る侵襲が少なく，年齢に関係なく適用できる。また
製作および調整が容易で，保定装置としても利用で
き，可撤式であるため清掃性にも優れる。しかし，
審美性（唇側線，クラスプ，人工歯の色調など）に劣
り，他の方法に比べて咀嚼効率が劣る。また部分床
義歯は，同じ欠損幅であっても健常人と比較して大
型で複雑になる２１）。一方，接着性ブリッジは床義歯
に比べると審美性に優れ，装着感や違和感が少な
く，咀嚼効率も良い。また固定性ブリッジに比べる
と歯の切削量が少ないため歯への侵襲が少なく，年
齢に関係なく適用できる利点がある。しかし，固定
性ブリッジと比べると脱落のリスクがあり２３），矯正
治療においては以下に示すような維持力を増す配慮
が必要である。第１に，上顎中切歯と犬歯の口蓋側
面の被覆面積を大きくし維持力を増すために，前歯
部のオーバージェットとオーバーバイトを適切にす
ることが重要である。第２に，上顎中切歯と犬歯の
アンギュレーションで，咬合力が中切歯の歯根と歯
冠部に垂直にかかると接着性ブリッジの維持力が増
す。インプラントや自家歯牙移植による咬合形成は
顎裂部骨移植の意義を拡大したが，適応については
一致した見解はない１０，１１）。インプラントは審美性，
咀嚼効率が高く，固定性ブリッジと比較して隣在歯
の切削や過重負担といった不可逆的な侵襲がない。
しかし，健康保険が適用されず患者の経済的負担が
大きい。Chapasco２４）は，インプラントは成人症例に
行うのが望ましいとしており，Thilander ら２５）は，
成長期にある患者に骨移植後インプラントを埋入す
るのは骨性癒着を起こしたり，顎顔面の成長に伴い
インプラントが沈下するなどの上部構造装着時の審
美的問題から成長のピークが終わるまで遅らせるべ
きであると述べている。成長を待ってインプラント
を埋入するには骨移植後の経時的な歯槽頂から頬側
の骨吸収が著明で２６），再骨増生のために，ディスト
ラクション（骨延長術）が必要になるという問題も考
えられる。自家歯牙移植は，口唇裂・口蓋裂患者の
治療では叢生や上下顎歯列関係等の咬合異常を改善
するために抜歯を行うことが多く２７），生着後矯正学
的歯の移動が可能で１０），上顎の成長に伴う生理的移
動も可能なため成長期の患者でも適用できる。しか
し，ドナー歯の確保が必要で，骨移植と歯の自家歯

― ７２ ― 
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牙移植の至適時期は時間的隔たりがあり，速やかな
実施が望まれる再建顎堤への機能付与の必要性から
も問題が考えられる。また，場合によっては移植
歯の歯冠修復を含めた形態修正が必要となる。Bar-
bara ら２８）は，両側性唇顎口蓋裂患者における上顎
側切歯欠損に対する矯正治療による空隙閉鎖と補綴
処置による治療との審美性と機能について比較し，
審美性の評価に対して有意差は認められなかった
が，機能に関しては矯正治療による空隙閉鎖よりも
補綴処置による治療の方が，特に咀嚼機能障害に関
してのスコアが有意に高かったと述べている。
以上のように，側切歯欠損部に対する処置方法に

はそれぞれの利点，欠点があるが，今後は極力健全
な歯の切削は避け，長期的な顎裂周囲の歯の保存，
審美性の改善，器質性構音障害，咀嚼の剪断効率の
改善などを考慮し，長期安定性を獲得できる治療方
法を選択していくべきであると考える。

結 論

１９８１年１０月１日から２０１３年１月３１日までの３２年間
に，東京歯科大学千葉病院矯正歯科に来院した９２４
名の口唇裂・口蓋裂患者のうち，側切歯部欠損を伴
う患者２００名を対象とし，側切歯欠損部に対する処
置の状況を把握する臨床統計を調査した。
側切歯欠損部に対する処置方法としては，隣在歯

の移動にて空隙閉鎖した患者がもっとも多かった。
補綴物の種類としては固定性ブリッジがもっとも多
く，インプラントや自家歯牙移植も行われていた。
補綴時年齢は２０代がもっとも多かった。
口唇裂・口蓋裂患者の補綴処置において，治療計

画を立案する際には，顔面形態，審美性，年齢，患
者への侵襲，口腔機能（発音，咀嚼など），長期安定
性，費用，患者の希望など，総合的に考慮する必要
があると考える。今回顎裂部骨移植術の有無が不明
なものがあった。これは他施設にて顎裂部骨移植術
を施行しているものに多くみられた。このことから
も，系統的なチーム医療が重要であるといえる。ま
た今後，診療録や口腔内写真などの資料記録を確実
に保存することで，より正確な調査ができると思わ
れる。

本論文の要旨は，第３８回日本口蓋裂学会総会・学術集会
（２０１４年５月２９日～３０日，札幌）において発表した。
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The purpose of this study was to investigate the actual situation of cleft lip and palate patients and
clarify the situation of the treatment for missing maxillary lateral incisor． In the ３２ years from October
１，１９８１，until January３１，２０１３，out of the９２４cleft lip and palate patients who visited our hospital，２００
patients with missing maxillary lateral incisor defects were surveyed． For patients undergoing pros-
thetic treatment，medical records，such as intra-oral photos，were investigated for the type of prosthe-
sis． In terms of the selected prosthetic devices，the most common was fixed bridge in３９ cases（６７％）， 

while defect prosthetic treatments with dental implants and autologous tooth transplants were also
performed． We think this is due to the spread of alveolar bone grafts． The treatment methods for lat-
eral incisor defects differ，but abutment preparation should be avoided as much as possible for healthy
teeth in the future，long-term alveolar bone graft saves surrounding teeth，and improves the esthetic re-
sults，organic dysarthria，and shearing efficiency when chewing，so it is believed that the choice of treat-
ment methods that can produce long-term stability should be continued．

（The Shikwa Gakuho，１１５：３５５－３６０，２０１５）
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