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調査報告

東京歯科大学千葉病院矯正歯科における
口唇裂・口蓋裂患者に関する実態調査

－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－

飯嶋彩花 草場 岳 石井武展
坂本輝雄 末石研二

抄録：２０１０年４月から２０１５年３月までの５年間に東
京歯科大学千葉病院矯正歯科を受診した口唇裂・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５年間の総患者数は３，０３６人で，うち口唇
裂・口蓋裂患者は２２６人であり，当科の総患者数
のうち７．４％を占めていた。

２）口唇裂・口蓋裂患者は，男性１３１人（５７．８％），
女性９５人（４２．２％）で，男女比は１．４：１．０であっ
た。

３）初診時年齢は，最多が７歳で３４．２％（９０人），６
～８歳が全体の７１．１％（１８７人）を占めていた。

４）患者の居住地域では，千葉県内からの患者が全
体の８５．９％（１９４人）を占めていた。

５）紹介元では，千葉県こども病院からの紹介は
１３６人（６０．２％），千葉病院内の他科からの紹介は
７０人（３１．０％），千葉大学医学部附属病院からの紹
介は９人（４．０％）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２１５人で全体の
９５．１％を占めていた。
従って，紹介患者における本学矯正歯科の口唇

裂・口蓋裂治療は一貫した医療連携が長期間に継続
的に行われていることが示唆された。

キーワード：口唇裂・口蓋裂，臨床統計研究，東京歯科大
学千葉病院
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緒 言

口唇裂・口蓋裂は頭蓋顎顔面領域において比較的
発生頻度の高い先天異常であり，我が国において出
生児の約５００人に１人の発生と報告されている１）。口
唇裂・口蓋裂患者の治療は，出生時から成人に至る
までの長期間にわたる一貫したチームアプローチが
重要である１）。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，口唇裂・
口蓋裂治療のチームアプローチの大きな役割を担っ
ていると考えられる。今回，当科における口唇裂・
口蓋裂患者の診療動態を確認し，今後の対応に生か
す目的で，２０１０年４月から２０１５年３月までの５年間
に東京歯科大学千葉病院矯正歯科を受診し，治療を
開始した口唇裂・口蓋裂患者の実態調査を行い，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。

研究対象と方法

２０１０年４月から２０１５年３月までの５年間に東京歯
科大学千葉病院矯正科を受診した口唇裂・口蓋裂患
者２２６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線写真を用いて以下の項
目について調査した。
１．患者数：当科を受診し治療を開始した総患者数
のうち，口唇裂・口蓋裂の患者数を調査した。

２．性差：口唇裂・口蓋裂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：治療開始の診断を行った時の年齢
を初診時年齢とし，年齢別人数を算出した。
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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。
なお，本研究は東京歯科大学倫理審査委員会（受

付番号７６１）の承認を得ている。

結 果

１．患者数
当科において５年間で治療を開始した総患者数は

３，０３６人で，そのうち口唇裂・口蓋裂患者は２２６人で
あり，当科総患者数のうち７．４％を占めていた（図
１）。
２．性差
患者は，男性１３１人（５７．８％），女性９５人（４２．２％）

であった（図２）。これは，裂型を区別せずに全患者
を男女に分けた数値である。男性は女性の１．４倍で
わずかに多くはあったが顕著な差は認められなかっ

図１ ５年間における当科総患者および口唇裂・口蓋裂患者
の割合

た。
３．初診時年齢
初診時年齢は，３～５歳は２５人，６歳は２５人，７

歳は９０人，８歳は４７人，９歳は１１人，１０歳は１４人で
あった。また，最多は７歳で３４．２％（９０人），６～８
歳が全体の７１．１％（１８７人）を占めていた（図３）。
４．居住地域
患者の居住地域では，千葉県内からの当院矯正歯

科受診患者数が全体の８５．９％（１９４人）を占めていた
（図４）。
５．紹介元医療機関
紹介元では，千葉県こども病院からの紹介は１３６

人（６０．２％），東京歯科大学千葉病院内の他科からの
紹介は７０人（３１．０％），慶應義塾大学病院からの紹介
は１１人（４．９％），千葉大学医学部附属病院からの紹
介は９人（４．０％）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２１５人で全体の９５．１％
を占めていた（図５）。

図３ 初診時年齢別患者数

図２ 口唇裂・口蓋裂患者の性別比率 図４ 患者居住地域の分布
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図５ 紹介元医療機関とその割合

考 察

１．患者数
２０１０年から２０１５年までの５年間の当科を受診した
口唇裂・口蓋裂患者は総患者数３，０３６人のうち２２６人
（７．４％）であった。これは，松本歯科大学２）および
徳島大学３） ４％），東京歯科大学水道橋病院４）（７．
（７．２％），愛知学院大学５） ７％）（６． の調査結果に近似
していた。これは，大学病院では形成外科あるいは
口腔外科を併設しており，矯正歯科は口唇裂・口蓋
裂患者に対する医療連携の枠組みのなかで治療が行
われているため，総患者に対して口唇裂・口蓋裂患
者は一定の割合を有するものと思われる。
口唇裂・口蓋裂患者の発生率は宮崎ら６）の調査

結果によると全国平均０．１８２％であり，千葉県にお
ける発生率は０．１９０％である。当科初診時年齢の
７１．１％を占めている６～８歳の口唇裂・口蓋裂患者
が出生した２００７年から２００９年の千葉県の出生数は

－５１，８２１人，５２，３０６人，５１，８３９人であり７ ９），計算的
にはおおよそ年間平均９８人の口唇裂・口蓋裂患者が
出生していると推定される。当院矯正科における
２０１４年に来院した口唇裂・口蓋裂患者は３７人であ
り，千葉県における口唇裂・口蓋裂患者の約４割が
来院していることとなり，本学が千葉県における口
唇裂・口蓋裂患者の矯正治療の一翼を担っているこ
とがわかる。
患者数においては，年別の増減の推移において大

きな変動は見られなかった（表１）。年別の増減で見
ると総患者数と口唇裂・口蓋裂患者の増減は必ずし
も一致していない。このことより，口唇裂・口蓋裂
患者の来院数に関しては総患者数に左右されず，過

表１ 年別患者数の推移

総患者数（人） 口唇裂・口蓋裂
患者数（人）

２０１０
２０１１
２０１２
２０１３
２０１４

５４９
６４９
５９１
６４８
５９９

４８（８．７％）
３７（５．７％）
５２（８．７％）
５２（８．０％）
３７（６．１％）

去３０年間の当科における口唇裂・口蓋裂患者に関す
る林ら１０）の報告からみても今後も一定数を維持する
ものと考えられる。
２．性差
性差においては，男性が女性の１．４倍でやや多く

はあったが，顕著な差は認められなかった。これは
我が国の口唇裂・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わずかに多い１１）という報
告とも一致している。一般の矯正患者においては，
機能的改善と同時に審美的要求の面から女性の比率
が多いという報告もあるが１２），口唇裂・口蓋裂患者
における矯正治療の位置づけは保険診療であり，医
療連携の枠組みの中で一貫して行われていることか
ら明らかな性差が生じないものと考えられる。
３．初診時年齢
初診時年齢においては，６～８歳が７１．１％を占め

ていた。これは村上２），中山１３）らによる大学病院矯
正歯科の報告と同様であった。初診時年齢が６～８
歳に集中する理由としては，永久歯交換時期であ
り，患者および保護者が矯正治療の必要性を意識し
始める年齢であるためと，顎裂部骨移植を控え口腔
管理の必要性が高まる時期であるためと考えられ
る。
４．居住地域および紹介元医療機関
居住地域および紹介元医療機関においては，どち

らも千葉県内が最多であった。これは当科が東京歯
科大学千葉病院唇顎口蓋裂チームの構成メンバーで
あり，千葉大学医学部附属病院，千葉県こども病院
の口蓋裂チームと連携していることが大きく関係し
ていると考えられる１４）。

― ５５ ― 



５５２ 村上，他：口唇裂・口蓋裂患者に関する実態調査 

結 語

２０１０年４月から２０１５年３月までの５年間に東京歯
科大学千葉病院矯正歯科を受診した口唇裂・口蓋裂
患者は２２６名で千葉県に出生する口唇裂・口蓋裂児
の約４割が来院し，この５年間での患児の出生およ
び来院割合には変化が認められなかった。性差につ
いても顕著な差が認められなかった。初診時年齢は
永久歯交換時期である６～８歳に集中する傾向が認
められた。紹介元は，ほぼ千葉県内の医療機関が占
めていた。従って，紹介患者における本学矯正歯科
の口唇裂・口蓋裂治療は一貫した医療連携が長期間
に継続的に行われていることが示唆された。

著者の利益相反：開示すべき利益相反はない。
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Clinical statistics of cleft lip and/or palate 
at the Department of Orthodontics, Tokyo Dental College Chiba Hospital.

― Number of patients・gender difference・age at first visit・residential area・medical institution of introduction ― 

Ayaka IIJIMA，Gaku K USABA，Takenobu I SHII
 
Teruo SAKAMOTO，Kenji S UEISHI
 

Department of Orthodontics, Tokyo Dental College 

Key words : cleft lip and/or palate, clinical statistics, Tokyo Dental College Chiba Hospital

In the ５ years from April ２０１０ to March２０１５，clinical statistic analyses were performed on patients 
with cleft lip and/or palate（CLP）at the Department of Orthodontics，Tokyo Dental College Chiba Hospital．
The result of analyses were as follows：
１）The number of patients arriving in the past ５ years was ３，０３６，２２６ people with CLP risited， 

occupying７．４％ of the total number of patients in our department．
２）Of the CLP patients，１３１ were male（５７．８％）and９５ female（４２．２％），with a male / female ratio of

１．４：１．０．
３）The most common age at the time of first visit were ７，with ３４．２％（９０ people），ages ６ to ８ 

accounted for７１．１％（１８７people）．
４）In the patient’s residential area，the number of visiting patients from Chiba prefecture accounted 

for８５．９％（１９４people）of the total．
５）As for the source of referrals to our hospital，１３６ people（６０．２％）were introduced from Chiba

Children’s Hospital，７０ people（３１．０％）were introduced from other departments in Chiba Hospital，and ９ 

people（４．０％）were introduced from Chiba Univercity Hospital． There were ２１５ referrals from medical
institutions in Chiba Prefecture including Chiba Hospital，and accounting for９５．１％ of the total．
Therefore，it was suggested that consistent medical cooperation is consistently performed over a long

period of time，for treatment of referral CLP patients． （The Shikwa Gakuho，１１８：５４９－５５３，２０１８）
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