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抄録：本研究の目的は，Ｘ線 VTRを用いて，唇顎

口蓋裂を伴った歯科矯正未治療患者の嚥下時の軟口

蓋および咽頭後壁の運動を解析することである。被

験者は唇顎口蓋裂を有する者（口蓋裂群）１０名であ

り，対照は口蓋裂を伴わず，正被蓋を有する者（対

照群）１０名である。希釈したバリウムを嚥下させ，

正中矢状面の嚥下運動をＸ線 VTRで撮影した。そ

して，嚥下時の軟口蓋運動過程を５期に分類して軟

口蓋および咽頭後壁の運動について比較検討を行っ

た。その結果，口蓋裂群の嚥下時における軟口蓋後

端部の挙上は対照群と差はないが，軟口蓋上端部の

挙上の不足，軟口蓋上縁長径，厚径の変化の減少，

咽頭後壁の運動距離の増大が認められた。さらに口

蓋裂群の軟口蓋の運動時間は対照群に比較して短縮

が認められた。以上より，口蓋裂群は軟口蓋の運動

の不足を補うために咽頭後壁が代償的に前方へ運動

することによって，鼻咽腔閉鎖機能の向上が図られ

ていると考えられた。

緒 言

軟口蓋は舌，下顎運動と協調して口腔機能の成立

において重要な役割を果たしている。しかしなが

ら，唇顎口蓋裂患者の軟口蓋は，器質的欠損および

裂隙の閉鎖手術による術後の瘢痕をきたしているこ

とから，正常とは異なった嚥下様相や構音機能を呈

すると考えられる１）。

構音機能に関しては従来から映像による検査，研

究方法として頭部Ｘ線規格写真撮影２～４），内視

鏡５，６），超音波検査７，８），筋電図９），Ｘ線テレビ１０）を用

いての多くの研究がある。しかし，口蓋裂患者の嚥

下機能について山岡５）は完全に鼻咽腔閉鎖が行われ

ている症例が blowing，発音において必ずしも完全

閉鎖が行われないことから，嚥下と他の動作とは互

いに異なった活動であると述べ，Ashley ら１０）は側

面Ｘ線において発音時よりも嚥下時のほうが咽頭側

壁または，Passavant 隆起の運動が大きく，発音で

閉鎖が見られなくても嚥下で完全閉鎖が見られると

述べている。さらに Issiki ら１２）は嚥下の場合は咽頭

側壁が上方に運動し，発音の場合とは様相も異なり

運動量も異なると述べており，嚥下運動は鼻咽腔閉

鎖機能の中でも特異的な運動を呈すると考えられ

る。嚥下機能に関しては，深井ら１３）はＸ線テレビを

用いて，またHillarp ら１４）はＸ線VTRを用いて口蓋

裂患者以外の鼻咽腔閉鎖機能を観察しているが口蓋

裂患者との比較は行ってなく，谷本１５）はＸ線映画法

を用いて口蓋裂患者の嚥下パターンと口腔諸組織の

協調機能について検討しているが，軟口蓋，咽頭後

壁についての定量的な解析は行っていない。

そこで著者らは唇顎口蓋裂患者の嚥下時軟口蓋お

よび咽頭後壁の動態を解明するためにＸ線VTRを

用いて定量的に解析し，検討を行った。

研究対象および研究方法

１．研究対象

被験者は東京歯科大学矯正歯科に来院した唇顎口

蓋裂を伴った反対咬合者で６歳８ヶ月から９歳３ヶ
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月，平均年齢７歳１０ヶ月の男性４名，女性６名であ

り（以下口蓋裂群とする。），対照は，口蓋裂を伴わ

ず鼻腔・咽頭・喉頭等に異常を認めない歯科矯正未

治療の正被蓋を有する者（以下対照群とする。）

で，７歳９ヶ月から１３歳７ヶ月，平均年齢１０歳５ヶ

月の男性４名，女性６名である。なお口蓋裂群は，

上顎歯列の拡大治療，上顎骨の前方牽引による嚥下

機能への影響を排除するために矯正未治療患者とし

た。さらに鼻咽腔閉鎖機能に異常を認めず，１歳６

ヶ月前後に push back 法，または Perko 法にて口

蓋閉鎖術がおこなわれ，現在言語治療士による言語

治療を受けている片側性唇顎口蓋裂患者とした。な

お本研究において両群ともに，Ｘ線VTRによる機

能的な精査が，舌突出癖の診断，軟口蓋，咽頭壁の

運動解析を行い，治療方針の決定，および予後の安

定の予測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。またヘルシンキ宣

言を遵守して行った。

２．研究方法

１）Ｘ線VTR撮影

本研究に使用したＸ線VTRは，本学放射線科が

所有している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頭頚部用CアームＸ線テ

レビ撮影装置（東芝メディカル社製，特注品）を使用

して撮影した。撮影条件は管電流が０．４から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。

撮影はすべて座位で行い，撮影に先立ち，軟口蓋

背面の動態を明瞭にするために経鼻的に硫酸バリウ

ム（伏見社製，バリトゲンHD）を３ml 注入した。

セファロスタット（WEHMER社製，１０９M）を用い

てフランクフルト平面を水平になるように，かつ頭

部の生理的運動を阻害しない程度に固定した。な

お，計測時にキャリブレーションを行うために右側

外耳孔前方部皮膚に１cmの長さに切った鉛リボン

を，セロハンテープを用いて貼付した。そして，水

で数回嚥下を行わせて自然な嚥下が行われることを

確認し，硫酸バリウム５ml を一回嚥下させ，正中

矢状断方向の嚥下における軟口蓋及び咽頭後壁の運

動を撮影した。得られた画像はデジタル・ビデオカ

セットレコーダー（SONY社製，DSR-４０）にて記録

した。バリウムは，大畑ら１６）の，水と同様の嚥下が

行える調度でないと嚥下のパターンに影響を及ぼす

という報告に従い，水と同様の調度に希釈したもの

を用いた。なお，撮影終了後，鼻腔内及び軟口蓋背

面を蒸留水にて洗浄した。

記録した画像は，ビデオ画像処理装置（SONY社

製，PCV-R６３K），及び画像処理ソフトウェア

（Adobe 社製，Photoshop５．０Limited Edition）を使

用して取り込み，解剖学的諸構造が明瞭になるよう

に濃淡及び鮮鋭性などの画像処理を行った。

嚥下時の軟口蓋運動過程を以下に示す５期に分類

し，各時期の得られた画像を画面上に表示しトレー

スして計測を行った。

� 第１期 軟口蓋安静時

口腔内諸組織が安静の状態を呈している時期を第

１期とした。

� 第２期 １／２挙上期

軟口蓋が挙上を開始した時間と最も挙上した時間

を計測し，その中間期を第２期とした。

� 第３期 最挙上期

軟口蓋が最も挙上し，咽頭後壁と最も接触してい

る時期を第３期とした。

� 第４期 １／２下降期

軟口蓋が最も挙上した時間と最も下降した時間を

計測し，その中間期を第４期とした。

� 第５期 最下降期

軟口蓋が最も下降した時期を第５期とした。

２）基準平面と計測点

分析に際して口蓋平面（ANSと PNS を結んだ線）

を基準平面として用い，計測点を以下のように設定

した（図１）。

� ANS（anterior nasal spine）：前鼻棘の尖端とし

た。

� PNS（posterior nasal spine）：後鼻棘の前後的

な位置が不明瞭であるため，口蓋平面と，Ptm から

口蓋平面に引いた垂線との交点を PNSとした。

� Ptm（pterigomaxillary fissure）：翼口蓋窩透過

像の最下点とした。

� SPt（top of soft palate）：軟口蓋上端点。PNS

と軟口蓋後端点を結んだ線より最も遠い部位とし

た。

� SPb（bottom of soft palate）：軟口蓋後端点。

軟口蓋の最も下方に位置する点とした。
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� PW（pharyngeal wall）：咽頭後壁点。口蓋平面

と咽頭後壁の交点とした。

３）計測項目および分析方法

上記の計測点をもとに計測項目を以下のように設

定した。

� 軟口蓋の形態変化の計測について（図２，図３）

�口蓋平面に対する軟口蓋上端の傾斜角（angle of
inclination at SPt）：PNS と軟口蓋上端点を結んだ

線の口蓋平面に対する角度とした。

�口蓋平面に対する軟口蓋後端の傾斜角（angle of
inclination at SPb）：PNS と軟口蓋後端点を結んだ

線の口蓋平面に対する角度とした。

�軟口蓋屈曲角（soft palate bending angle）：PNS，
軟口蓋上端点，軟口蓋後端点のなす角度とした。

�軟口蓋上縁長径（dorsal soft palate length）：PNS
と軟口蓋上端点を結んだ線と，軟口蓋上端点と後端

点を結んだ線を足した距離とした。

�軟口蓋厚径（soft palate width）：PNS と軟口蓋後

端点を結んだ線に軟口蓋上端点から引いた垂線の距

離とした。

� 軟口蓋と咽頭後壁の運動距離の計測について

（図４）

�軟口蓋上端点の運動距離（distance of movement
at SPt）：軟口蓋運動過程の各時期間における軟口

蓋上端点の移動距離とした。上方をプラスとした。

�軟口蓋後端点の運動距離（distance of movement
at SPb）：軟口蓋運動過程の各時期間における軟口

蓋後端点の移動距離とした。上方をプラスとした。

�咽頭後壁点の運動距離（distance of movement at
PW）：軟口蓋運動過程の各時期間における咽頭後

壁点の移動距離とした。前方をプラスとした。

運動解析はデジタイザー（グラフィック社製）に計

測点６点を入力し，N８８‐Basic（NEC社製）システム

で作成した計測プログラムを用いて，計測を行っ

た。

図２ 軟口蓋の形態変化についての計測項目１図１ 基準平面と計測点
�口蓋平面に対する軟口蓋上端の傾斜角

�口蓋平面に対する軟口蓋後端の傾斜角
�軟口蓋屈曲角

�前鼻棘（ANS） �後鼻棘（PNS） �
翼口蓋窩最下点（Ptm） �軟口蓋上端点
（SPt） �軟口蓋後端点（SPb） 	咽頭後
壁点（PW） 
口蓋平面

図３ 軟口蓋の形態変化についての計測項目２ 図４ 軟口蓋と咽頭後壁の運動距離についての
計測項目�軟口蓋上縁長径（ａ＋ｂ） �軟口蓋厚

径 �軟口蓋上端点の運動距離 �軟口蓋後
端点の運動距離 �咽頭後壁点の運動距離

山崎，他：唇顎口蓋裂者の軟口蓋，咽頭後壁の運動解析４３２
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両群の比較は，Unpaired Student’s t-test を用い

て差の検定を行った。

� 運動時間の計測

軟口蓋運動過程における挙上期である第１期から

第３期，下降期である第３期から第５期，軟口蓋の

全運動時間である第１期から第５期までの時間をビ

デオカセットレコーダーの時計機能を利用して測定

した。

両群の比較は，Unpaired Student’s t-test を用い

て差の検定を行った。

結 果

１．軟口蓋の形態変化について

軟口蓋の形態変化についての結果を表１に示す。

口蓋平面に対する軟口蓋上端の傾斜角は，両群と

も２期，３期にかけて値が増加し，４期，５期にか

けて減少した。口蓋裂群は対照群と比較して２

期，３期において有意に小さい値を示した。口蓋平

面に対する軟口蓋後端の傾斜角は，両群とも２

期，３期にかけて約１０度上方に増加し，４期，５期

にかけて減少した。全ての時期において口蓋裂群と

対照群の間に有意差は見られなかった。軟口蓋屈曲

角は，両群とも２期，３期にかけて減少し，４

期，５期にかけて値が増加した。口蓋裂群は対照群

と比較して２期，３期において有意に大きな値を示

した。

軟口蓋上縁長径，軟口蓋厚径の両計測項目は，両

群とも２期，３期にかけて値が増加し，４期，５期

にかけて減少した。口蓋裂群は対照群と比較し

て，２期，３期において有意に小さい値を示した。

２．軟口蓋，咽頭後壁の運動距離について

表３ 軟口蓋の運動時間

口 蓋 裂 群 対 照 群
Ｐ

平均 SD 平均 SD

第１期～第３期 ０．３８ ０．１２ ０．４２ ０．１０ n.s.
第３期～第５期 ０．５２ ０．１３ ０．６０ ０．１６ n.s.

第１期～第５期 ０．８９ ０．１６ １．０２ ０．１４ ＊

（単位：秒）
＊：Ｐ＜０．０５，＊＊：Ｐ＜０．０１，n.s. : no significant

表２ 軟口蓋，咽頭後壁の各嚥下時期における移動距離

嚥下
時期

軟口蓋上端点（mm） 軟口蓋後端点（mm） 咽頭後壁点（mm）

口蓋裂群 対照群
Ｐ

口蓋裂群 対照群
Ｐ

口蓋裂群 対照群
Ｐ

平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD

第１期 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ n.s. ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ n.s. ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ n.s.
第２期 ３．１ １．３ ４．０ １．２ n.s. ３．１ １．８ ６．８ ２．７ ＊＊ ０．６ ２．０ １．１ １．４ n.s.
第３期 ３．０ ２．６ ３．４ ２．６ n.s. ３．０ １．８ ５．２ ２．７ ＊ ２．３ １．５－０．４ １．６ ＊＊
第４期 －３．６ １．７－３．９ １．９ n.s. －３．５ １．５－６．５ ２．３ ＊＊ －２．４ １．２－０．３ １．５ ＊＊
第５期 －３．６ １．８－３．９ ３．０ n.s. －３．７ ２．１－４．１ ６．２ n.s. －１．０ １．６－０．４ １．３ n.s.

＊：Ｐ＜０．０５，＊＊：Ｐ＜０．０１，n.s. : no significant

表１ 軟口蓋の各嚥下時期における形態変化

嚥下
時期

口蓋平面に対する
軟口蓋上端の傾斜角（°）

口蓋平面に対する
軟口蓋後端の傾斜角（°） 軟口蓋屈曲角（°） 軟口蓋上縁長径（mm） 軟口蓋厚径（mm）

口蓋裂群 対照群
P

口蓋裂群 対照群
P

口蓋裂群 対照群
P

口蓋裂群 対照群
P

口蓋裂群 対照群
P

平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD

第１期 １６６．８ ６．８１６７．４ ９．１ n.s. １４３．０ ７．９１４２．９ ７．３ n.s. １３８．４１２．２１３８．１ ８．８ n.s. ２７．１ ３．７ ３０．７ ６．２ n.s. ４．７ １．８ ５．３ １．７ n.s.
第２期 １７６．１ ６．９１８４．６ ４．６ ＊＊ １４８．６ ６．８１４９．０ ５．７ n.s. １２７．６１２．４１０７．２１４．７ ＊＊ ２８．８ ３．３ ３５．１ ４．５ ＊＊ ６．３ １．９ １０．３ ２．１ ＊＊
第３期 １８４．４ ６．３１８９．４ ４．１ ＊ １５３．３１０．０ １５３．５ ５．６ n.s. １１５．３１６．２ ９５．２１０．３ ＊＊ ２９．４ ４．３ ３９．７ ７．０ ＊＊ ７．８ ２．８ １２．９ ２．８ ＊＊
第４期 １７５．１ ７．１１７７．６ ５．４ n.s. １４８．０ ７．７１４８．５ ４．８ n.s. １２８．２１１．７１１８．３１４．５ n.s. ２９．６ ４．９ ３４．９ ７．０ n.s. ６．５ ２．５ ８．９ ３．２ n.s.
第５期 １６４．２ ４．３１６５．３ ６．８ n.s. １４０．９ ７．３１４１．７ ６．２ n.s. １３９．１１０．４１３９．２ ７．４ n.s. ２７．３ ３．３ ３１．１ ５．９ n.s. ４．７ １．４ ５．３ １．７ n.s.

＊：Ｐ＜０．０５，＊＊：Ｐ＜０．０１，n.s. : no significant
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軟口蓋，咽頭後壁の運動距離についての結果を表

２に示す。

軟口蓋上端点，軟口蓋後端点の運動距離の両計測

項目は，両群とも２期，３期にかけて上方に移動

し，４期，５期にかけて下方に移動した。軟口蓋後

端点の運動距離は全ての時期において両群間に有意

差は見られないが，軟口蓋上端点の運動距離は口蓋

裂群が対照群と比較して２期，３期において有意に

小さく，４期において有意に大きい値を示した。咽

頭後壁点の運動距離は，対照群ではすべての時期を

通じて咽頭後壁の前後的変動は少ないが，口蓋裂群

では３期に２．３mm前方へ移動し，４期にほぼ同距

離の２．４mm後方に移動した。口蓋裂群は対照群と

比較して３期，４期において有意な差を示した。

３．軟口蓋の運動時間について

軟口蓋の運動時間についての結果を表３に示す。

挙上期である第１期から第３期，下降期である第

３期から第５期に関しては両群間に有意差は見られ

ないが，全運動時間である第１期から第５期に関し

ては口蓋裂群の方が対照群と比較して，有意に小さ

い値を示した。

考 察

１．研究方法について

Calnan１７）は口蓋裂患者の鼻咽腔閉鎖機能の診断と

予後の判定においてＸ線映画撮影法が有用であると

報告し，発音時における軟口蓋の動態を観察してい

る。またCooper ら１８）はＸ線映画撮影法が機能時に

おける口腔諸組織の運動を観察することにおいてき

わめて有効であると述べている。このようにＸ線映

画撮影法は，嚥下時における軟口蓋や咽頭後壁の動

態を連続的に観察し診断を行うことができる利点を

有している１）。また最近ではＸ線VTR１９～２２）が用いら

れ，蛍光増倍管で得られた明るい蛍光像をテレビカ

メラで増幅後，受像管に映し出すため被験者の被爆

線量が大幅に軽減されるようになった。Skolnick２３）

の報告によるとＸ線VTRは感度が高く，Ｘ線映画

撮影法に比べて被爆量を１／４～１／１０にすることがで

きると述べている。以上のことより今回の研究にも

有効な研究方法と考えＸ線VTRを用いた。

撮影は管電圧６５～９５Kvp，管電流０．４～０．６mAの

条件のもと約５秒間行った。その被爆量に関しては

岩本ら２４）の管電圧７０～７７Kvp，管電流１．０～１．６mA，

で３０秒Ｘ線VTRを撮影すると頭部Ｘ線規格写真を

１枚撮影する被爆量とほぼ等しいという報告から，

舌機能の診断，軟口蓋，咽頭の運動解析において適

当な被爆量と考えられる。また，被爆量軽減のため

に１）鉛エプロンを使用した。２）コリメータに

よって必要最小限の範囲にて撮影を行った。３）事

前に手技の練習を行った。４）蛍光像輝度倍増管を

用いた。

軟口蓋の運動解析の評価方法に関しては，嚥下時

における軟口蓋の形態の変化を評価するために，軟

口蓋屈曲角，軟口蓋上縁長径，軟口蓋厚径を測定し

た。またそれらの変化が軟口蓋の部位によって違い

があるかを評価するために軟口蓋を上端，後端に分

けて角度と距離計測を行った。

２．研究結果について

正常者におけるＸ線テレビを用いた軟口蓋の嚥下

様相について長嶋１０）は，全体の様相として軟口蓋の

形態は嚥下開始とともに上方へ凸弯し，その程度は

強さを増し最挙上時に最も強くなり，下降期に入る

とふくらみは消失し最後に半月形になり次いで安静

時の紡錘形になると述べている。すなわち軟口蓋上

縁の長さについては嚥下とともに延長し最挙上時に

最も長くなり，下降とともにわずかに短縮するが最

下降時でも安静時の１．４倍の長さを持つこと，軟口

蓋の厚さは嚥下開始より急速に厚くなり下降直後に

最も厚くなり最下降期に安静時と同じ厚さになるこ

と，咽頭後壁については前方への突出が見られ，軟

口蓋後縁と接触することを報告している。また四

家２５）は同様の方法を用いて，正常者における嚥下時

の舌骨，舌根部，喉頭蓋および軟口蓋の動きの相関

関係を観察し，軟口蓋の挙上収縮による鼻咽腔閉鎖

のメカニズムは，軟口蓋の挙上収縮に加えて上咽頭

後壁の前方運動による突出あるいは Passavant 隆

起が関与していると述べている。今回の結果から得

られた対照群の嚥下様相をまとめると，安静時より

軟口蓋上端・後端同時に挙上していき，咽頭後壁は

前方に運動していくが，軟口蓋上端の方が後端より

も大きく挙上し，また屈曲度を増していった。軟口

蓋上端・後端は同時に最挙上期に達するが，咽頭後

壁はすでに後方に運動を開始していた。その後軟口

蓋上端後端ともに下降期になり，その際には屈曲度

山崎，他：唇顎口蓋裂者の軟口蓋，咽頭後壁の運動解析４３４
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は減少していき，最下降期には軟口蓋上端・後端と

もに安静時よりやや下方に位置した。これらの嚥下

様相は長嶋１０），四家２５）とほぼ同様であるが，四家２５）

の述べている Passavant 隆起は発現しなかった。

口蓋裂群と対照群の軟口蓋，咽頭後壁の運動様式

の違いを模式図にしたものを図５に示す。安静時に

おける口蓋裂患者の軟口蓋の形態は対照群と比較し

て有意差はなかった。嚥下開始とともに上方に凸弯

しながら挙上し下降するに従い安静時の形態に戻る

こと，軟口蓋上端のほうが後端よりも大きく挙上

し，また屈曲度を増していくことは対照群と同様で

あった。しかし，軟口蓋後端の運動は対照群と同様

であるが，軟口蓋上端の運動が挙上期において不足

していたことが今回の研究で明らかになった。この

ため，軟口蓋上縁長径，軟口蓋厚径に関しても対照

群と比較して挙上期における変化は減少していたと

考えられた。下降期には軟口蓋上端の運動量が対照

群より多かったが，その他の計測項目に関しては有

意差がみられず対照群とほぼ同様の運動をしてい

た。

咽頭後壁に関しては，安静時より軟口蓋上端・後

端が挙上するに従い前方に運動した。最挙上期に対

照群はまだ前方運動している状態であったのに対

し，口蓋裂群は軟口蓋が下降期に入るのと同時期に

後方運動に入っていた。またその運動量は口蓋裂群

の方が大きかった。Shprintzen ら２６）はＸ線VTRに

より口蓋裂患者に関して嚥下時に軟口蓋と咽頭側壁

の不調和な運動が存在し，軟口蓋の運動の不足を咽

頭側壁が補うか，咽頭側壁の運動の不足を軟口蓋が

補うと述べている。さらに谷本１３）は軟口蓋の動きが

対照群に比べて不良である一方，咽頭後壁の前方運

動は著明でいわゆる Passavant 隆起が観察された

例もあったと述べている。著者らも同様にこれは軟

口蓋上端の運動が不足し充分な鼻咽腔閉鎖機能が獲

得できない状態を咽頭後壁に大きな前方運動によっ

て補償しているためであると考えられた。

Shprintzen ら２７）は鼻咽腔閉鎖に不調和の認められる

患者５人についてＸ線VTRを用いて発音，嚥下時

の軟口蓋，咽頭壁を観察し，３人は軟口蓋の運動が

無く，咽頭壁のみ運動が認められ，２人は軟口蓋に

運動が認められ，咽頭壁に運動が認められなかった

と報告しているが，今回の結果はどちらかの運動が

認められないという例は無く，全ての症例において

軟口蓋，咽頭後壁に運動が認められた。Passavant

隆起に関しては口蓋裂群においても対照群と同様認

められなかった。

軟口蓋の運動時間に関しては，軟口蓋が最も下降

し安静時に戻るまでの過程は判定が困難であるため

に，安静時から挙上し，最も下降するまでの時間を

軟口蓋の運動時間として計測した。長嶋９）は正常者

に対して同様の計測を行い，安静時より軟口蓋が最

も下降するまでは１．３秒かかると報告している。今

回の研究では対照群の平均運動時間は１．０２秒であり

やや短い結果となった。対照群と口蓋裂群の運動時

図５ 軟口蓋，咽頭後壁の運動様式の模式図

口蓋裂群は対照群と比較すると，１．軟口蓋後端の運動に関しては差が認められない．
２．軟口蓋上端の挙上が不足している．３．咽頭後壁の運動距離が大きい．４．軟口蓋
上縁長径，厚径の変化が小さい．
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間は，拳上期，下降期それぞれに関しては違いはな

かったが，軟口蓋拳上開始より安静時に戻るまでの

時間に関して，口蓋裂群の方が短縮することが今回

の結果により明らかになった。このことも口蓋裂患

者の軟口蓋の運動が不足しているためだと考えられ

た。

結 論

歯科矯正未治療の唇顎口蓋裂患者１０名の嚥下時に

おける軟口蓋および咽頭後壁の運動を正中矢状面の

Ｘ線VTRを用いて解析し，対照群と比較して次の

結果を得た。

１．口蓋裂群の嚥下時における軟口蓋後端部の挙上

は対照群と差はないが，軟口蓋上端部の挙上が不足

し，軟口蓋上縁長径，厚径の変化が減少した。ま

た，咽頭後壁の運動距離の増大が認められた。

２．口蓋裂群の嚥下時における軟口蓋の運動時間の

短縮が認められた。

＊本論文の要旨の一部は，第２６回日本口蓋裂学会総会（２００２
年５月３０日，岡山）において発表した。
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The purpose of this study was to videofluorographically analyze the movement of the soft palate and

pharyngeal wall during swallowing in patients with cleft lip and palate before orthodontic treatment. The

subjects were 10 patients with cleft lip and palate (the cleft palate group), and the controls were 10 patients

without abnormalities in the nasal cavity, pharynx, or larynx. A small amount of barium was injected

through the nostril to visualize the structure of the soft palate, and soft palate and pharyngeal wall move-

ment on the midsagittal plane during the swallowing of 5 cc of diluted barium was videofluorographically

observed. The soft palate movement process during swallowing was classified into 5 stages, and the soft

palate and pharyngeal wall movement was compared between the groups for evaluation. Although no dif-

ferences in the raising of the bottom of the soft palate during swallowing were noted between the cleft pal-

ate and control groups, the cleft palate group showed insufficient raising of the top of the soft palate, de-

creases in changes in the dorsal soft palate length and the soft palate width, and increases in the movement

distance of the pharyngeal wall. Furthermore, the movement duration of the soft palate was shortened in

the cleft palate group compared with that in the control group. These findings suggested that the pharyn-

geal wall in the cleft palate group moves in the anterior direction to compensate for insufficient soft palate

movement, and velopharyngeal closure function is improved.

（The Shikwa Gakuho，１０４：４３０～４３７，２００４）
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