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緒 言

嚥下運動に関する知見は，古くより解剖学的研

究や動物実験などから得られ，１８３６年にMa-

gendie１）が嚥下運動を３相に分類している。嚥下

は，基本的な生理的機能であり，複雑で立体的な

運動の連続で，固定された運動パターンが関与し

ており，口腔，咽頭，喉頭，食道の２５対以上の筋

肉が両側性の活動と抑制からなる協調運動をなし

ている２）。現在では，延髄の弧束核にある dorsal

swallowing group（DSG）とよばれるニューロン群

がリズム発生器の働きをなし，ここからのインパ

ルスのリズムが延髄の腹外側部にある ventral

swallowing group（VSG）とよばれるニューロン群

に送られる。そして，このVSGはスイッチング

ニューロンの働きをして，嚥下に関連する脳幹の

運動ニューロンへ時間差をもってインパルスを送

る。そのため嚥下運動は，“leading complex”を

構成している顎舌骨筋から上食道括約筋までの筋

群が，時間差をもって収縮することにより，リズ

ム運動を行っていることが解明されている２）。ま

た，嚥下発現に関係する感覚神経線維は，三叉神

経，舌咽神経，迷走神経の各線維で，特に迷走神

経枝上喉頭神経（SLN）は弧束核のリズム発生器

ニューロンに単シナプス性に接続し，この神経線

維の活動が嚥下リズムの引き金となっていること

も解明されている２）。

この嚥下運動に重要な役割を担い，活発かつ精
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抄 録：本研究は，反対咬合を伴う片側性唇顎口蓋裂者と正被蓋で口蓋裂を伴わない者の嚥下時の
舌運動機能について，Ｘ線VTR正面および側面画像より定量的解析を行い，比較検討した。
その結果，口蓋裂群は，１）舌安静位時では，舌全体が低位で扁平な状態を呈していた。２）バ

リウムを保留する際，対照群では舌背が上昇型であるのに対し，下降型であった。３）嚥下時の舌
運動では，対照群の搾送運動に対し，波状運動であった。４）総移動距離では，舌尖および舌背で
３０．９mm，３４．５mmであり，対照群の約３／５であった。５）一回の嚥下時間では，２．４４秒であり，
対照群より０．４４秒長かった。
以上より，反対咬合を伴う片側性唇顎口蓋裂者は，舌全体が扁平で低位にあり，飲食物を鼻腔へ

逆流させない方法を各自で学習していることなど，対照群に対して特異な嚥下時の舌運動様式が明
らかにされた。

キーワード：Ｘ線VTR，片側性唇顎口蓋裂，舌運動，嚥下
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細な舌運動を解明する研究方法には，これまでＸ

線を用いる研究３～１６），ダイナミックパラトグラム

を用いる研究１７～１９），超音波を用いる研究２０，２１），筋

電図を用いる研究２２～２４），圧力センサーを用いる研

究２５，２６）などがある。なかでもＸ線映画ないしＸ線

VTRを用いる研究法は，諸器官の動態を比較的

低い線量で観察できるという利点があることから

多くの報告がみられる。

反対咬合を伴う唇顎口蓋裂者の嚥下運動は，舌

が常在的に低位をとり３），舌と口蓋感覚受容器と

の触覚信号の欠如を伴い，反対咬合のため特異な

動きをすると考えられている。しかし，唇顎口蓋

裂者の嚥下時舌運動についての研究は少なく，

Shelton ら４）の口蓋裂者の嚥下パターンや谷本５）の

口蓋裂術後患者の嚥下パターンと口腔諸組織にお

ける協調機能を報告しているに過ぎず，嚥下時の

舌運動を定量的に捉えているとは言い難い。そこ

で，舌の位置関係や機能時における特異な運動を

解明する研究が必要である。

本研究では，反対咬合を伴う片側性唇顎口蓋裂

者の嚥下時における舌の位置および運動様式を解

明する目的で，Ｘ線VTR正面および側面画像を

用いて定量的に舌の運動解析を行った。

対象および方法

１．被験者

被験者は，本学矯正歯科に来院した口唇，口蓋

形成術施行後の歯科矯正治療を受けていない反対

咬合（Over jet：平均－２．２mm）を伴う片側性唇

顎口蓋裂者１０名（口蓋裂群）で，９歳０ヵ月から１１

歳５ヵ月（平均年齢１０歳１ヵ月）の男子４名，女子

６名とした。なお，口蓋裂群は同一病院で手術や

機能訓練などを受けたものばかりでなく，必ずし

もそれらの正確な情報を収集できるものではな

かった。対照としては，当科に来院した歯科矯正

治療を受けていない患者のうち，叢生などの不正

を伴うが，口蓋裂を伴わず，水平被蓋（Over

jet：平均＋２．７mm）および垂直被蓋が正常範囲で

ある者１０名（対照群）で，９歳７ヵ月から１２歳３ヵ

月（平均年齢１１歳３ヵ月）の男子４名，女子６名と

した。

なお，本研究においては両群共に，Ｘ線VTR

による機能的な精査が矯正歯科診断，治療方針お

よび予後の安定に十分に生かされることを説明

し，本人および保護者の承諾を得て行った。

２．撮影装置および撮影方法

本研究で使用したＸ線VTRシステムは，支持

装置であるCアームの両端にＸ線発生装置と受

像装置が取り付けられた本学放射線科所有の特型

頭頸部用ＣアームＸ線テレビ撮影装置（東芝メ

ディカル社製）を使用した。撮影条件は，管電圧

が６５～９５kVp，管電流が０．４～０．６mAの範囲で，

自動的に最適条件が設定されるようにした。

撮影前の準備としては，各被験者を撮影装置付

属の歯科用椅子に座らせ，舌尖部，舌背部および

両側舌外側縁部の計４ヵ所に，直径３．５mm，厚

さ２mmの小半球状の鉛マーカーを瞬間接着剤

（歯科用アロンアルファ）にて貼付した。その後，

セファロスタットを用いてフランクフルト平面を

可及的に床面と水平になるように頭部を固定し

た。鉛マーカーは，矯正用リンガルボタンの突起

部分にハンダ付けを行って製作したものである。

なお，キャリブレーションを行うため，左側瞳孔

直下約３cmおよび右側外耳孔前縁部に，縦横１

cm大の鉛リボンをそれぞれセロハンテープにて

貼付した。

撮影は，被験者によく説明を行い，嚥下が自然

に行えるよう数回嚥下運動を繰り返した後，バリ

ウム３０ｇ（バリトゲンHD，伏見製薬所製）に対し

て水３０ml の割合で調製されたバリウム溶液をプ

ラスチック製小型カップから５ml 嚥下させ，口

腔内諸構造を明瞭にした。その上で，１０倍に希釈

したバリウム溶液を正面では１０ml，側面では５ml

を嚥下させ，Ｘ線管球に対して正面および右側面

からそれぞれ撮影した。なお，被験者の被爆軽減

のために１）事前に手技の練習，２）鉛エプロンに

よる防護，３）コリメータによって照射野を絞り

必要最小範囲の撮影，４）蛍光像輝度増倍管を使

用して線量の軽減などを行い，ICRP（Inter-

national Commission on Radiological Protection）
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の勧告する線量制限大系（system of dose limita-

tion）を遵守して行った。

３．解析方法

撮影によって得られた画像は，デジタルビデオ

カセットレコーダー（DSR－４０，ソニー社製）に

て記録し，ビデオ画像処理装置（PCV－R６３K，

ソニー社製）および画像処理ソフトウェア（DV

gate，ソニー社製）で解剖学的諸構造が明確に認

識できるように画像処理を行った後，以下の基準

に従って嚥下過程を７期に分類し，トレース用紙

図１ 口蓋裂群のＸ線VTR，嚥下過程７期の１例（１期～３期）

歯科学報 Vol．１０２，No．１２（２００２） ９４５
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に各期毎の必要な諸構造をトレースした（図１）。

１）嚥下過程の時期分類

・１期：舌安静位期

下顎安静位で，舌を含む口腔内諸組織が安静な

状態を呈している時期を示す。

・２期：舌尖移動前期

口腔内に流動物が入り，舌尖が後下方へ移動し

て最後退位をとる時期を示す。

・３期：舌尖移動後期

舌尖移動前期と舌尖固定期の中間時期を示す。

図１ 口蓋裂群のＸ線VTR，嚥下過程７期の１例（４期～７期）

９４６ 吉井，他：片側性唇顎口蓋裂者の嚥下時舌運動解析
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・４期：舌尖固定期

舌尖の移動が終了し，固定された時期を示す。

・５期：舌背口蓋前方部付着期

舌尖が固定され，流動物が舌背上を咽頭方向へ

移動する時期を示す。

・６期：舌背口蓋付着期

流動物が咽頭部へ移動することにより軟口蓋が

最も挙上し，舌背の大部分が口蓋へ付着した時期

を示す。

・７期：舌背後方部下方運動期

喉頭蓋が反転して，流動物は咽頭部から食道へ

の移行に伴い，軟口蓋の下降，後舌部の前方移動

および舌背の下降を示し，嚥下過程を終了しよう

とする時期を示す。

なお，上記の嚥下時期分類とMagendie の嚥下

分類３相の対応を表１に示す。

２）計測点および基準線

嚥下過程における各時期について，舌の外形線

を含む解剖学的諸構造のトレースを行い，計測点

と基準線を設定した。

� 正面画像（図２）

ａ．舌背点

舌安静位期において，左右の下顎第一大臼歯

舌面溝を結んだ舌背線上の中央点で，そこに

マーカーを貼付した。

ｂ．舌外側縁点

舌安静位期において，左右の下顎第一大臼歯

舌面溝を結んだ線上の舌外側縁点で，その左右

側にそれぞれマーカーを貼付した。

ｃ．正中線

篩骨鶏冠，眼窩，鼻腔，オトガイ最下縁点な

どにより，顎顔面の中央を通る線を示す。

ｄ．舌外側縁線

左右の舌外側縁点を通る線を示す。

ｅ．下顎大臼歯中間線

左右の下顎第一大臼歯歯冠中央部を通る線を

示す。

� 側面画像（図３）

ａ．舌尖点

舌を前方に突出させた時の舌尖の最前部で，

そこにマーカーを貼付した。

ｂ．舌背点

正面画像で設定したものと同一点を示す。

ｃ．L１－Tip

下顎中切歯の切端を示す。

表１ 嚥下過程の時期分類

嚥下過程の時期分類 Magendie の分類

舌安静位期 １期 前嚥下時期

舌尖移動前期 ２期

第�相（口腔相）舌尖移動後期 ３期
舌尖固定期 ４期
舌背口蓋前方部付着期 ５期

舌背口蓋付着期 ６期 第�相（咽頭相）

舌背後方部下方運動期 ７期 第�相（食道相）

ａ：舌背点 ｂ：舌外側縁点

図２ 正面画像における計測点および基準線

ａ：舌尖点 ｂ：舌背点
L１－Tip：下顎中切歯の切端
Me：Menton Mand. pl.：下顎下縁平面
Occ. pl.：咬合平面

図３ 側面画像における計測点および基準線

歯科学報 Vol．１０２，No．１２（２００２） ９４７
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ｄ．Me（Menton）

オトガイ断面像の最下縁点を示す。

ｅ．Mand. pl.（下 顎 下 縁 平 面：Mandibular

plane）

Meから下顎下縁の隅角部に引かれた接線を

示す。

ｆ．Occ. pl.（咬合平面：Occlusal plane）

上下顎中切歯切縁の中点と上下顎第一大臼歯

咬頭嵌合の中央点とを結んだ直線を示す。

３）計測項目および計測方法

記録，画像処理ならびに解析に至るブロックダ

イヤグラムを図４に示す。

� 正面画像について

舌背点および舌外側縁点の位置変化は各期毎の

トレースをもとに距離計測を行い，面積計測は多

目的画像処理装置（MIP）を使用した。

ａ．各時期における舌背点および舌外側縁点の

位置変化に関する分析

ａ）舌背点の高さ（図５）

下顎大臼歯中間線と口蓋最深部を通り下顎大

臼歯中間線に平行な線を用い，この２線間距離

に対する舌背点の鉛マーカーから下顎大臼歯中

間線までの垂直距離を百分率で示した。

ｂ）舌外側縁点の幅（図６）

左右の下顎第一大臼歯舌面の最大膨隆部を通

り正中線に平行な線を用い，この２線間距離に

対する正中線から左右舌外側縁点の鉛マーカー

までの水平距離の合計を百分率で示した。

ｂ．嚥下物の流入面積の計測（図７）

嚥下過程の４期から５期におけるバリウム流

入面積を，舌外側縁線の上方および下方にわけ

て面積計測し，百分率で示した。

� 側面画像について

各点の位置と移動距離に関する解析は，７期に

分類された嚥下過程を各期毎にN８８－Basic（日本

電気社製）システムを利用した座標変換プログラ

ムを用い，舌尖点および舌背点をデジタイザー

（KD３３２０，グラフテック社製）で入力した。そし

て，Ｘ軸をMandibular plane とし，L１－Tip を

通りそれに直交する線をＹ軸として座標変換した

後，各点を描出し，距離計測は各点の２点間距離

を計測した。また，面積計測は多目的画像処理装

置（MIP）を使用し，経過時間はＸ線VTRに画面

表示されているタイムレコードをそれぞれ秒に換

算した。

ａ．各時期における舌尖点および舌背点の位置

に関する分析

口蓋裂群と対照群の嚥下過程の１期から７期

における舌尖点および舌背点の散布を，９０％信

頼楕円で描き，両群を比較した。

ｂ．舌尖点および舌背点の位置移動量と舌の嚥

下過程に伴う変化に関する分析

以下の３項目について計測した。

ａ）舌尖点と舌背点の各時期間の移動距離

ｂ）舌体上縁と咬合平面に囲まれた舌断面積

（図８）

ｃ）１期から７期までの各嚥下過程の経過時間

なお，舌尖点および舌背点の位置移動量と舌の

嚥下過程に伴う変化は，嚥下過程の時期毎に平均

図４ ブロックダイヤグラム

９４８ 吉井，他：片側性唇顎口蓋裂者の嚥下時舌運動解析
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値と標準偏差を求め，両群の計測結果における差

の検定はMann－Whitney のＵ検定を用いた。

結 果

１．正面画像について

１）各時期における舌背点および舌外側縁点の位

置変化に関する分析

� 舌背点の高さ（図９）

対照群の舌背点は，各期の平均値でみると，１

期の６０．６％から２期の７５．８％にかけて増加し，４

期の３６．４％まで減少した。その後６期まで高さは

増加して９６．９％が最大となり，７期では６８．８％で

１期より僅かに大きい値を示した。一方，口蓋裂

群の舌背点は，１期の３０．３％から３期の１８．２％ま

で減少した。その後６期まで高さは増加して

６５．６％が最大となり，７期では３４．４％で１期より

僅かに大きい値を示した。対照群と比較すると，

嚥下物の流入面積の計測は，４期から５
期におけるバリウム流入面積を，舌外側縁
線の上方および下方にわけて面積計測し，
百分率で示した。

下顎大臼歯中間線と口蓋最深部を通り下
顎大臼歯中間線に平行な線を用い，この２
線間距離に対する舌背点の鉛マーカーから
下顎大臼歯中間線までの垂直距離を百分率
で示した。

図７ 嚥下物の流入面積の計測

図５ 舌背点の高さの計測

UT：上部舌断面積 Occ. pl.：咬合平面
舌体上縁と咬合平面に囲まれた舌断面積左右の下顎第一大臼歯舌面の最大膨隆部

を通り正中線に平行な線を用い，この２線
間距離に対する正中線から左右舌外側縁点
の鉛マーカーまでの水平距離の合計を百分
率で示した。

図８ 上部舌断面積の計測

％
図６ 舌外側縁点の幅の計測

１００

７５

５０

２５

０
１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期

図９ 正面画像における舌背点の高さ
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すべての嚥下時期において小さい値を示した。

� 舌外側縁点の幅（図１０）

口蓋裂群の舌外側縁点の幅は，対照群に比べ１

期では約５％広い値を示したが，２期から７期で

は顕著な差を示さなかった。

２）嚥下物の流入面積の計測（図１１）

バリウムを咽頭方向へ送る４期から５期での流

入面積を計測した結果，対照群は保持されたバリ

ウムの８５．３％を舌外側縁線より上方，１４．８％を下

方に流入させ嚥下運動を行っており，舌外側縁線

を基準とした上方および下方の比率は約９：１を

示した。これに対し，口蓋裂群は保持されたバリ

ウムの５８．４％を舌外側縁線より上方，４１．６％を下

方に流入させ嚥下運動を行っており，上方および

下方の比率は約３：２を示した。

２．側面画像について

１）各時期における舌尖点および舌背点の位置に

関する分析（図１２）

１期では，口蓋裂群は対照群に比べ，舌尖点お

よび舌背点共に低位を示した。２期では，対照群

は舌尖点の後下方への位置変化と舌背点の後上方

への挙上を示し，口蓋裂群は舌全体の明確な位置

変化を示さなかった。３期では，対照群は舌尖点

の前上方への位置変化と舌背点の下降を示し，口

蓋裂群は舌尖点および舌背点共に前方へ位置変化

していた。４期では，対照群は舌尖点の前上方へ

の位置変化と舌背点の下降を示し，口蓋裂群は舌

尖点が下顎前歯切端付近に位置し，舌背点では明

確な位置変化を示さなかった。５期では，両群共

に舌尖点の明確な位置変化を示さなかったが，舌

背点は対照群で上方に位置変化し，口蓋裂群でも

やや上方に位置変化していた。６期では，両群共

に舌尖点および舌背点を上方に位置させていた。

７期では，両群共に舌尖点および舌背点ともそれ

ぞれの位置関係をあまり変化させず，やや下降さ

せていた。

口蓋裂群は対照群と比較すると，すべての嚥下

時期において舌尖点および舌背点共に低位を示し

た。

９０％信頼楕円の形状による比較では，対照群の

舌背点は１期でほぼ円形に近く，２期でやや前後

的な楕円となり，被験者間のばらつきを示した。

口蓋裂群の舌背点は１期で前後的に，２期で垂直

的に大きな楕円を示し，それぞれ大きなばらつき

を示した。また，４，５，６期では，対照群の舌

尖点はほぼ円形に近く，口蓋裂群は垂直的に大き

な楕円で高低のばらつきを示した。

２）舌尖点および舌背点の位置移動量と舌の嚥下

過程に伴う変化について

� 舌尖点と舌背点の各時期間の移動距離（表２）

ａ．舌尖点の移動距離

対照群では，１期から２期で１７．８mmと最も大

きな移動距離を示し，口蓋裂群では８．０mmであ

り，有意（Ｐ＜０．０１）に短かった。また，２期から

％ ％

１１０ １００

１００ ７５

５０９０

２５８０

０７０
１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期

図１０ 正面画像における舌外側縁点の幅
図１１ 正面画像における嚥下物の流入面積
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３期，３期から４期でも同様に，対照群がそれぞ

れ１０．２mmであったのに対し，口蓋裂群ではそれ

ぞれ６．０mmであり，有意（Ｐ＜０．０５）に短かった。

６期から７期では，対照群が６．９mmであったの

に対し，口蓋裂群は５．０mmであり，有意（Ｐ＜

０．０５）に短かった。１期から７期までの総移動距

離は対照群が５０．６mmであったのに対し，口蓋裂

群は３０．９mmで有意（Ｐ＜０．０５）に短かった。

ｂ．舌背点の移動距離

対照群では，１期から２期で１４．７mmと最も大

きな移動距離を示し，口蓋裂群では７．２mmであ

り，有意（Ｐ＜０．０１）に短かった。４期から５期で

は，対照群が１０．０mmであったのに対し，口蓋裂

群は６．１mmであり，有意（Ｐ＜０．０５）に短かっ

た。１期から７期までの総移動距離は対照群が

５１．６mmであったのに対し，口蓋裂群は３４．５mm

図１２ 各期における舌尖点および舌背点の散布と９０％信頼楕円
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表２ 舌尖点および舌背点の各時期間における移動距離

嚥下時期間

舌 尖 点 舌 背 点

対 照 群 口蓋裂群
有意差

対 照 群 口蓋裂群
有意差

平 均 標準偏差 平 均 標準偏差 平 均 標準偏差 平 均 標準偏差

１期～２期 １７．８ ３．６ ８．０ ３．３ ＊＊ １４．７ ３．５ ７．２ ３．０ ＊＊
２期～３期 １０．２ ３．３ ６．０ １．８ ＊ １０．３ ３．７ ７．０ ２．５ N. S.
３期～４期 １０．２ ３．３ ６．０ １．８ ＊ ５．５ ２．３ ３．９ ２．２ N. S.
４期～５期 ３．１ １．６ ３．２ １．５ N. S. １０．０ ３．２ ６．１ ３．４ ＊
５期～６期 ２．５ １．６ ２．６ １．４ N. S. ４．０ ２．１ ４．０ ２．４ N. S.
６期～７期 ６．９ ２．６ ５．０ ２．０ ＊ ７．２ ２．９ ６．４ ３．２ N. S.

１期～７期 ５０．６ １５．７ ３０．９ １０．５ ＊ ５１．６ １７．１ ３４．５ １６．３ ＊

（単位：mm）
N. S.：有意差なし，＊＊：Ｐ＜０．０１，＊：Ｐ＜０．０５

表３ 各嚥下時期における上部舌断面積

嚥下時期
対 照 群 口蓋裂群

有意差
平 均 標準偏差 平 均 標準偏差

１期 ６８４．３ ８７．４ ３８０．５ ５１．２ ＊＊
２期 ４５６．２ ６７．０ ３５０．１ ４８．６ ＊＊
３期 ４８９．６ ７１．７ ３６７．２ ５３．３ ＊＊
４期 ５７０．６ ８１．８ ４０３．０ ４６．８ ＊＊
５期 ７４７．５ ６４．０ ５０１．５ ５１．１ ＊＊
６期 ８２８．８ ８３．７ ５５０．６ ５１．２ ＊＊
７期 ７０６．４ ７３．５ ４６７．９ ５２．４ ＊＊

（単位：mm２）
N. S.：有意差なし，＊＊：Ｐ＜０．０１，＊：Ｐ＜０．０５

表４ 各嚥下過程の経過時間

嚥下時期間
対 照 群 口蓋裂群

有意差
平 均 標準偏差 平 均 標準偏差

１期～２期 ０．６８ ０．０６ ０．８３ ０．０６ ＊＊
２期～３期 ０．４６ ０．０６ ０．５４ ０．０６ ＊
３期～４期 ０．３６ ０．０５ ０．４３ ０．０６ ＊
４期～５期 ０．２１ ０．０３ ０．２８ ０．０５ ＊＊
５期～６期 ０．２８ ０．０３ ０．３７ ０．０４ ＊＊
６期～７期 １．０９ ０．０９ １．７８ ０．０５ ＊＊

１期～６期 ２．００ ０．２２ ２．４４ ０．２５ ＊＊

１期～７期 ３．０９ ０．２９ ４．２３ ０．２８ ＊＊

（単位： sec）
N. S.：有意差なし，＊＊：Ｐ＜０．０１，＊：Ｐ＜０．０５
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で有意（Ｐ＜０．０５）に短かった。

� 上部舌断面積（表３）

対照群の上部舌断面積は，１期が６８４．３mm２で

あり，２期が４５６．２mm２と最も小さな値を示し，

その後６期で８２８．８mm２と最大となり，７期では

７０６．４mm２で１期より僅かに大きな値を示した。

一方，口蓋裂群では，１期の３８０．５mm２から２期

の３５０．１mm２に減り，３期は僅かに増加して３６７．２

mm２となり，その後６期の５５０．６mm２まで増加

し，７期では４６７．９mm２で１期より大きい値を示

した。対照群と比較すると，すべての嚥下時期に

おいて有意に小さかった。

� １期から７期までの各嚥下過程の経過時間

（表４）

対照群では，１期から２期が０．６８sec で，その

後２期から５期まで短くなり，４期から５期が

０．２１sec と最も短かった。また，６期から７期が

１．０９sec と長くなり，総嚥下時間は３．０９sec で

あった。一方，口蓋裂群では，１期から２期が０．８３

sec で，その後２期から５期まで短くなり，４期

から５期の０．２８sec が最も短かった。また，６期

から７期が１．７８sec と長くなり，総嚥下時間は

４．２３sec であった。口蓋裂群は対照群と比較する

と，すべての嚥下時期において有意に長かった。

１期から６期までの嚥下時間は，対照群が２．００

sec であったのに対し，口蓋裂群は２．４４sec で有

意（Ｐ＜０．０１）に長かった。また，１期から７期ま

での嚥下時間は，対照群が３．０９sec であったのに

対し，口蓋裂群は４．２３sec で有意（Ｐ＜０．０１）に長

かった。

考 察

１．研究方法

１）撮影方法について

Ｘ線画像を明確に捉えるため本研究では，Lif-

schiz６），尾関７）および西村８，９）の方法を参考に，�
舌運動を障害しない範囲内であること，�Ｘ線不
透過性を有すること，�良好な維持が得られるこ
と，�形態的に危険性のないことなどを考慮した
上で，小半球状の鉛マーカーを自作して用いた。

また，嚥下運動を観察するため本研究では，造

影性を有するバリウムを用いた。バリウムの量お

よびバリウム溶液の濃度は，谷本５），大畑１０），Ad-

nerhill ら２７）および Coster ら２８）の報告を参考に

し，事前に規定した上で撮影した。

２）Ｘ線VTRの解析方法について

嚥下過程の時期分類について西村９）は７期，ま

た斉藤ら１１）は１０期に分類している。本研究では，

嚥下時の随意運動を詳細に観察するため７期に分

類した。

正面画像の計測について西村８）は，左右梨状孔

下縁の最下方突出点を含む梨状孔下縁線を基準線

として用いているが，本研究の上方基準は，口蓋

最深部を通り下顎両側第一大臼歯歯冠中央部を通

る直線と平行な線を用いた。これは，唇顎口蓋裂

者の梨状孔下縁が画像上で不明瞭になりやすいた

め，上方で比較的明瞭な口蓋最深部を用いた。

また，側面画像の計測について西村９）は，口蓋

平面および下顎咬合平面を基準線とし，戸村１２）は

口蓋平面，上下顎咬合平面および Prosthion 平面

を基準としているが，本研究では，Ｘ軸をMan-

dibular plane とし，L１－Tip を通りそれに直交

する線をＹ軸とした基準座標を用いた。これは，

下顎を基準にすることで舌単独の動きを把握しや

すくなると考えられた。

２．研究結果について

１）舌安静位時の舌尖および舌背の位置について

下顎安静位における舌の位置についてMckee３）

は，同一固体での舌位置の再現性が極めて高いと

報告している。そこで本研究では，顎運動を行わ

ず口腔周囲筋に過度な緊張のない状態を下顎安静

位とし，その状態の舌位を舌安静位時とした。

舌安静位時の舌尖について，対照群は下顎中切

歯切端より舌側で上方に位置していた。これは，

石川１３）の述べた常に下顎前歯舌面に接し，上下的

にみると殆ど下顎前歯切端部，もしくは下方位に

あるという報告，McKee３），尾関７）の述べた下顎

中切歯の舌側で，切端と歯頚部との中間付近に位

置しているという報告よりも上方であるが，西

村９）および斉藤ら１１）の報告とほぼ一致している。
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これに対し，口蓋裂群は対照群より低位にあり，

下顎中切歯切端より舌側に位置していた。これ

は，McKee３）の述べた片側性口蓋裂者２２例中１７例

に下顎前歯切端部から低位にあるという報告とほ

ぼ一致している。

舌安静位時の舌背について，対照群は硬口蓋粘

膜と接しておらず，下顎大臼歯中間線と硬口蓋の

間，約３／５の高さに位置していた。これは，斉藤

ら１１）の述べた硬口蓋粘膜と接触を認めるという報

告と異なるものの，石川１３），Thompson１４）の述べ

た硬口蓋粘膜と接触を認めないという報告，西

村９）の口蓋粘膜と接さず，咬合平面と口蓋平面の

間の下２／５にあるという報告とほぼ一致してい

る。これに対し，口蓋裂群は対照群より低位にあ

り，下顎大臼歯中間線と硬口蓋の間，約３／１０の

高さに位置していた。これは，McKee３），Ross２９）

の述べた正常咬合者に比べ狭窄した上顎歯列弓の

ため舌背が低位をとるという報告，大木場１７）の述

べた拡大前の狭窄した上顎歯列弓を呈する場合に

は，口蓋に全くないし僅かしか接触しておらず，

大多数で低位を示したという報告と一致している。

以上より，口蓋裂群の舌は，舌安静位時の舌幅

が対照群に比べてやや広い傾向にあったこと，上

顎骨の劣成長により上顎歯列弓の狭窄を呈するこ

とから，下顎骨にあわせて前後左右的に伸張し，

舌尖および舌背が低位で扁平な状態を示している

と考えられる。

２）嚥下時の舌運動について

舌安静位時から２期では，バリウムの口腔内流

入に伴い，対照群は舌全体を大きく後退させて舌

尖を後下方へ，舌背を後上方へ移動して口腔底部

に相当する舌尖前部にバリウムを保留していた。

これに対して口蓋裂群は，舌尖および舌背の移動

量も有意に短く，舌尖を後方に後退させ舌背を沈

下させることで窪みをつくり，そこにバリウムを

保留しようとする動きがみられた。これは，対照

群が舌背を上昇させる上昇型であるのに対し，口

蓋裂群は舌背を沈下させる下降型であった。ま

た，バリウムの保留場所について，対照群は斉藤

ら１１）の報告とほぼ一致しているが，口蓋裂群は低

位舌を有する不正咬合者の保留場所に類似してい

た。

２期から３期では，対照群が舌尖を口蓋前方部

方向に移動させ，保留されたバリウムを舌前方部

でほぼ一塊に保持し，それに伴い舌背を下降させ

ていた。これに対し，口蓋裂群は舌尖の移動量が

有意に短く，舌全体を僅かに前進させて舌背上の

窪みにバリウムを保持するが，舌背上の窪みでバ

リウムを一塊に保持できないため口腔底へ流れる

様相もみられた。これは，ここまでの時期の嚥下

が随意運動であることをふまえると，舌を含めた

統合機能の不調和により嚥下物保持能力が低下し

ているため，固有の保持法を身に付けているもの

と考えられる。

３期から４期では，バリウムの嚥下に伴い対照

群が口蓋前方部に舌尖を固定し，口蓋に圧接する

ようにして舌背が舌前方部より挙上し始めること

で，一塊に保持されたバリウムを舌背後方部へ

送っていた。これに対し，口蓋裂群は下顎前歯切

端付近に固定し，舌背を３期より僅かに前方に移

動させ，バリウムを保持する窪みを後方へ移動さ

せていた。舌尖が低位に固定されているのは，前

歯が逆被蓋を呈するために，舌尖部の挙上運動が

制限されてしまうものと考えられる。

４期から５期では，対照群および口蓋裂群共に

舌尖の位置を固定しており，明確な移動を示さな

かった。しかし，舌背においては対照群が一塊に

したバリウムを咽頭方向へ送る目的で，前方部か

ら口蓋に付着させて挙上する搾送運動１５）を行って

いるのに対し，口蓋裂群では４期よりもやや挙上

させているに過ぎず，波状運動１８）を行うことでバ

リウムを咽頭方向へ送っていた。また，バリウム

が咽頭方向へ送られる際の面積をみると，対照群

ではKydd ら３０）の報告のような嚥下時に舌辺縁部

封鎖が起こるため，一塊となったバリウムが舌背

上を通過しているのに対し，口蓋裂群は波状運

動１８）を行うことやバリウム保持能力の低下などに

より，舌背の側方および下方を通過していた。こ

れらについては，鼻咽腔閉鎖不全が存在していた

ため，鼻腔への逆流を防ぐという体験が固有の嚥
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下動作になっているものと考えられる。秋吉ら１８）

は，舌小帯癒着症のある不正咬合者と癒着のない

不正咬合者の舌と口蓋との接触様相を比較したと

ころ，癒着のない例では舌背が平行に挙上し，全

体として無駄のないスムーズな動きをしているの

に対し，舌小帯癒着症のある例では舌が低位をと

るため，全体として波状運動を示したと報告して

いる。また，斉藤ら１１）は，低位舌を認めない者の

嚥下が口蓋に舌を押し当てるような圧接型である

のに対し，低位舌を有する反対咬合者では，主に

波動型であったと報告している。いずれも本研究

の結果と類似しており，口蓋裂群にみられる波状

運動１８）は，前歯が逆被蓋を呈することによる舌の

運動範囲の制約や，嚥下の効率化をはかろうとす

る固有の嚥下動作が影響したものと考えられる。

５期から６期では，咽頭部にバリウムが流入さ

れ，舌尖は固定されたままで明確な位置変化を示

さなかったものの，対照群および口蓋裂群共に舌

全体の挙上が最大となることが示された。ただ

し，口蓋裂群の舌背は対照群に比べ低位で後方へ

の斜面を形成している様相が観察され，この斜面

に沿ってバリウムを咽頭部へ落下させているよう

にみられた。これは，対照群が一連の嚥下反射を

引き起こす場合，軟口蓋周辺や咽頭壁にある圧受

容器への刺激が必要とされるための基本運動であ

るが，口蓋裂群では自然に身に付ける代償性運動

の一つであると考えられる。

６期から７期では，バリウムの嚥下が終了し，

安静な状態に達すると対照群および口蓋裂群の舌

尖，舌背は下方に移動しはじめた。これは両群と

も舌安静位時の位置に向かっているためと考えら

れる。

対照群と口蓋裂群の嚥下の全過程を比較した

時，安静時の舌が扁平で低位にあることやバリウ

ムの保持能力に影響していることにより，口蓋裂

群は舌安静位時だけではなく嚥下の全過程におい

て舌全体が低位にあり，波状運動１８）を行ってい

た。これは，口蓋裂群に裂隙による顎骨，歯牙な

どの器質的欠損のあること，反対咬合を呈してい

ること，および鼻咽腔閉鎖不全が存在していたた

め，舌背に流動物をのせると鼻腔へ逆流するとい

う過去の体験から，飲食物を鼻腔へ逆流させない

方法を各自で学習しているものと考えられる。

一回の嚥下における総移動距離について，斉藤

ら１１）は，健常者において舌尖点および舌背点共に

約７０mmと報告しているが，本研究の対照群では

約５１mmであった。これは，斉藤ら１１）が被験者と

して成人を対照としているため口腔内容積に差が

みられ，舌の運動範囲が少なかったものと考えら

れる。また，対照群の総移動距離が舌尖点，舌背

点共にほぼ同距離であるのに対し，口蓋裂群では

舌尖点で３０．９mm，舌背点で３４．５mmであり，３．６

mmの差がみられた。これは，対照群が舌を口蓋

前方部より付着させて挙上する搾送運動１５）を行っ

ているのに対し，口蓋裂群では舌背部を上下動さ

せる波状運動１８）を行っているため，総移動距離に

差がみられたと考えられる。さらに，柄１６）は，平

均年齢９歳７ヵ月の反対咬合者について嚥下時の

舌尖の動態変化を観察したところ，同年代の正常

咬合者に比べ広範囲に運動していたと報告し，本

研究の結果と異なっている。これは，柄１６）が機能

的反対咬合者を被験者としていることで，早期接

触による不安定な顎位や口腔周囲筋などの機能的

要因が影響し，舌位が安定せず運動範囲が広く

なったのに対し，口蓋裂群の反対咬合は，骨格的

要因によるもので顎位の変化は少なく，舌尖点の

移動距離が短くなったものと考えられる。

斉藤ら１１）の方法に準じて計測した舌体上縁と咬

合平面に囲まれた舌断面積は，舌全体の挙上の程

度を示しているが，口蓋裂群では対照群に比べ舌

安静位時を含めた一連の嚥下運動で舌挙上の程度

が小さかった。これは，舌安静位時では対照群に

比べると上顎歯列弓の狭窄により舌全体が低位で

扁平な状態を呈していること，また一連の嚥下運

動では両群の嚥下様相に違いがあり，対照群が搾

送運動１５）を行っているのに対し，口蓋裂群では波

状運動１８）を行っているためと考えられる。

総嚥下時間は，西村９），斉藤ら１１）によれば，そ

れぞれ１．７秒，１．８秒と報告しており，本研究でそ

れに相当する６期までの嚥下運動では対照群で２
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秒とほぼ一致している。これに対し，口蓋裂群で

は２．４４秒で０．４４秒長かった。これは，口蓋裂群の

舌が安静時より低位で，舌を含めた統合機能の不

調和や固有の嚥下動作を学習していることで不安

定な嚥下運動になり，時間が長くなったと考えら

れる。Jean２）によると全口腔咽頭の運動の一連続

は，ヒトを含めてすべての哺乳類で０．６～１秒の

範囲で一定であると報告しているが，本研究の対

照群に比べ約１秒短かった。これは，研究方法や

嚥下動作に違いがあるためと考えられる。

３．顎顔面形態に与える影響について

舌は口腔内を占める大きな筋組織であり，咀

嚼，嚥下，発音など口腔内における機能遂行に必

要な生理的役割を果たし，口腔内諸構造および顔

面の形態形成や保全に重要と考えられる。Moss

ら３１）は，頭蓋顔面複合体の形態的な成長が，その

中に含まれる非骨性の組織の優位な支配を受ける

という functional matrix 理論を主張し，形態と

機能は密接に関係していることを述べている。唇

顎口蓋裂者は，先天的に顎顔面頭蓋の発育障害が

存在することで種々の機能異常を認め，特に１日

平均５８５回（２０３～１００８回）３２）行われる嚥下運動は，

成長期の顎顔面の成長発育に少なからず影響を及

ぼしていると考えられる。

唇顎口蓋裂者の顎顔面頭蓋は，Graber３３）が１９４９

年に頭部Ｘ線写真法を用いて形態学的研究を行っ

て以来，多くの研究者によって報告されてきた。

Ross２９）は，鼻咽腔閉鎖不全，口蓋閉鎖手術による

上顎歯列の狭小化，口蓋の高さの低下，鼻中隔の

変形による鼻呼吸の障害などにより舌が常在的に

低位をとるようになり，それに伴って下顎の後下

方への回転と下顎下縁平面の急傾斜が生じ，これ

が長期にわたる結果，骨の改変のため下顎角が開

大すると報告している。

矯正治療と舌位の関わりについて柄１６）は，歯列

形態が改善されると舌の運動機能が形態の変化に

順応して治療前よりも安定すると述べ，また，大

木葉１７）は，唇顎口蓋裂者に拡大治療を施行するこ

とで，安静時および嚥下運動時の舌位は正常咬合

者の舌位に近づき，さらに保定後も円滑な舌運動

が示されていると述べた。

本研究の結果より唇顎口蓋裂者は，形態的要因

および過去の体験からの学習が複合することによ

り特異な舌の運動様式を示し，その結果，顎骨の

成長発育，他の口腔周囲組織の機能および軟組織

に影響を及ぼすものと考えられる。そして，本研

究の嚥下機能の解明では，唇顎口蓋裂者に矯正治

療や外科的矯正治療と併せて舌運動を含めた機能

的訓練を行うことが，保定ならびに予後の安定に

必要であると示唆された。

結 論

反対咬合を伴う片側性唇顎口蓋裂者の嚥下時舌

運動様式を解明する目的で，Ｘ線VTR正面およ

び側面画像を用いて定量的解析を行い，以下の結

論を得た。

１．舌安静位期では，口蓋裂群は対照群に比べ，

舌全体が低位で扁平な状態を呈していた。

２．舌尖移動前期から舌背後方部下方運動期で

は，口蓋裂群は舌背を下降させることでバリウ

ムを保留し，下顎前歯切端付近で舌尖を固定し

て波状運動を行っていた。また，口蓋裂群は対

照群に比べ舌が常在的に低位をとり，舌全体の

挙上が最大の時でも対照群の約３／５であった。

３．口蓋裂群は，バリウムを咽頭方向へ送る際に

波状運動を行うこと，保持能力が低下している

ことなどにより，舌外側縁を基準とした流入面

積では上方および下方の比率でみると約３：２

であった。

４．口蓋裂群の一回の嚥下における舌尖および舌

背の移動距離は短く，対照群の約３／５であった。

５．口蓋裂群の上部舌断面積は，舌安静位期では

対照群に比べ約半分であり，舌全体の最挙上期

でも約５／８であった。

６．一回の嚥下時間は，対照群が２秒であり，口

蓋裂群では２．４４秒で０．４４秒長かった。

本論文の要旨の一部は，第２４回日本口蓋裂学会総会
（２０００年６月１２日，東京）ならびに第２７１回東京歯科大学
学会例会（２００１年６月２日，千葉）において発表した。
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A quantitative analysis using frontal and lateral images of videofluorography was performed to

comparatively study the manner of tongue movement during swallowing in subjects with unilateral

cleft lip and palate and in normal subjects.

As a result, １）Patients held their whole tongues flat and in a low position during resting inter-

vals and during all swallowing movements in the oropharyngeal stage. ２）The patients caused barium

to subside into the dorsum to keep barium in contact with the dorsa of their tongue, while normal sub-

jects elevated the dorsum to keep barium in contact with the dorsa of their tongue. ３）In the patient

group, tongue movement during swallowing showed a wave－like movement of the dorsum contrasting

with the squeezing movement with the dorsum and palate in the control group. ４）In the patients, the

total movement distance was 30.9 mm for the marked tip point of the tongue and 34.5 mm for the

marked dorsum, which was about three－fifths of those in the control. ５）The deglutition time in the

oropharyngeal stage was 2.44 s, and was 0.44 s longer than that of the control.

In conclusion, patients with unilateral cleft lip and palate held their whole tongue flat and at a low

position during swallowing. This was a learned behavior to avoid regurgitating fluid food into the nasal

cavity. Therefore, in patients with cleft lip and palate, functional training of the tongue is required

along with orthodontic and surgical treatments. （The Shikwa Gakuho，１０２：９４３～９５８，２００２）

９５８ 吉井，他：片側性唇顎口蓋裂者の嚥下時舌運動解析
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