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ABSTRACT

The Hotz palatal plate is a passive orthopedic plate used without strapping. This

plate is worn soon after birth until completion of palatoplasty. Therefore, Hotz plates

have been used for early treatment of children with cleft lip and palate m our clinic.

We studied the early effects on maxillary growth and feeding difficulties in cases where
the plates were worn almost continuously until the first operation in 12 cases of unilat-

eral cleft lip and palate (UCLP), and 10 cases of Bilateral cleft lip and palate (BCLP).

For control cases, with unilateral cleft lip and palate (13 cases of UCLP, andlO cases

of BCLP) operated in our clinic and who did not wear Hotz plates were used.

The results were as follows; 1. After setting the Hotz palatal plate, total milk

volume increased and stipulated feeding time and decreased. 2. In the group that used

Hotz palatal plates there was a reduction in both the major and minor segments so

that their tips could touch each other. In the group that did not use Hotz plates, there

was a reduction in the minor segment and it could go into the major segment and

moved in under of it.3. The group which used the Hotz palatal plate had a tendency

of having a reduction in cleft width. It is suggested that using the Hotz palatal plate

reduces the cleft palate width an improves the alveolus bow form. Ryukyu Med. J., 24
(3,4) 137-147, 2005

Key words: Hotz palatal plate, Cleft lip and palate, feeding facilities, maxillary alveolar

arch form

緒　　言

Hotz型人工口蓋床(以下Hotz床)は, 1970年代に

Hotzらが唇顎口蓋裂患児の顎口腔機能の改善,晴乳改

善,歯槽形態の改善および口蓋裂幅の狭小化を目的とし

て開発したものであり1,2)現在多くの医療機関で採用

され,唇顎口蓋裂に対する一貫治療のなかでは重要な役

割を占めている.当科においても,前述の目的で出生直

137

後から可能な限り早期にHotz床を装着している.また
口唇形成術,口蓋形成術前に顎形態を整えておくことに

より,手術を容易にし,さらには口唇形成術前に顎裂幅

の狭小化をはかり,歯槽堤形態を整え,鼻口唇形態を非
観血的に改善できることも期待できるため積極的に使用

している.今回,われわれはHotz床の期待される効果
の中で晴乳の改善,顎・口蓋裂部および歯槽部の動きに

注目し,口唇裂口蓋裂患者に与える効果を明らかにする
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Table 1 Distribution of 41 patients

Cleft type Hotz plate group non-Hotz plate group

UCLP

BCLP

12

10

Tota1　　　　　　22　　　　　　　　　　　19

UCLP:Umlateral cleft lip and palate

BCLP:Bilateral cleft lip and palate

Fig. 1 A: View of Hotz plate

B: Intraoral view with Hotz plate

C: Structure of Hotz plate

ことを目的に検討を行った.

研究対象および方法

1.研究対象

対象はこれまで当科にて一貫治療を行っているHotz
床導入前および導入後の口唇形成術および口蓋形成術を

施行した症例で, Hotz床を装着した片側性唇顎口蓋裂
(UCLP) 12例,両側性唇顎口蓋裂(BCLP) 10例,計22

例,および非装着群のUCLP13例, BCLP6例,計19
例である.なお,選択に関しては,晴乳記録および上顎

歯列石膏模型(Hellman's Dental StagelA, IC)の
資料が全て揃っている症例で,その中から無作為に抽出

した.また,口唇裂口蓋裂以外の先天疾患や計測に支障
をきたす重度う蝕を有する患者は除外した(Tablel ).
2.研究方法

①Hotz床作製の方法:

当科におけるHotz床の概念と調整方法は,患児の迅
速な床装置の習熟化とよりよい良好な顎発育を促す目的

で生後できるだけ早期,初診後一週間をめどに印象採得
を行いHotz床を装着するようにしている. Hotz床の

作製は,通常の上顎義歯作製方法に準じて行った.この
際,印象材が咽頭部に流れ込まないよう留意し,患児は

やや-ツドダウン気味の体位をとり,印象材が迅速に固
まるように水温と練和時間を調節した.印象採得後には

直ちに硬石膏を注入して模型を作製し,次いで顎裂部及
び全口蓋部にパラフィンワックスを盛って歯槽頂および

IITTil訳

H.D.Age IA
I :incisal point , on the top of the alveolar crest or mtedental

papilla where the incisive papilla

c, c':lateral sulcus(non-cleft site) , lateral sulcus (cleft site)

d,d : cuspid point, on the top of the alveolar crest where

the max arch widthmon-cleft site ),and cleft site

e, e : Cuspid point, on the top of the alveolar crest where

the second deciduous molar (non-cleft site)and cleft site

t , t : tuberosity point (non-cleft site) and cleft site

H.D.Age I C

C, C : On血e top of crown of deciduous canine

D,D : the middle area of the deciduous first molar crown (non-

cleft site land cleft site

E, E : Cuspid point, on the top of the alveolar crest where

the second deciduous molar (non-cleft site)and cleft site

T, T : tuberosity point (non-cleft siteland cleft site

I-tt' : Total arch length

linear measurements

C-C : deciduous canine width

D-D': deciduous first molar width

E-E':deciduous second molar width

T-T : tuberosity point width

I-tt': arch length

I-TT': arch length

Impressions were taken at 3months

of age just before cheiloplasty

Impressions were taken at 3months

of age just before palatoplasy

Fig. 2 The maxillary dental cast with landmarks in points and linear measurements
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Table　2　The first medical examination

Cleft type Hotz plate group non-Hotz plate group

UCLP　　　　　15i 55.5 days

BCLP　　　　19.7 days　　　　　27.5 days

p<0.01: Mann-Whitney U test

Table 3　Comparison of the Hotz plate setting and period
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Cleft type Case first visit before setting Hotz plate chailoplasty palatoplasty after setting Hotz plate

UCLP

1　　　24

2　　　13

3　　　13

4　　　　8

5　　　16

6　　　　6

7　　　　27

8　　　16

9　　　　1

10　　　　24

11　　　　9

12　　　　33

15.83

31

24

25

15

27

13

34

23

5

31

19

_40

23.92

112

102

123

108

106

143

iffl

97

105

168

101

66

mi

537

552

533

514

514

540

563

606

602

551

556

508

548.1

360

177

136

330

514

258

167

359

401

551

449

247

329.08

BCLP

1

o

3

4

5

6

7

8

9

10

;u

16

1

10

34

5

5

78

10

7

38

23

5

18

91

9

¥2

103

14

10

112

331

105

99

106

189

105

182

140

170

573

529

674

599

547

561

001

1132

535

541

コ;u

331

425

312

106

561

439

602

365

541

153.90 624.30 m.eollll�"^

Fig. 3 Scan methods of specification photography

硬口蓋を連続させ,さらに軟口蓋に破裂長径のほぼ2/3
を塞栓するように延長した(装着の際に患者の噛吐反射
が強い場合には,軟口蓋延長部分を短くし調整する).

床は,粘膜に接する部分は透明の軟性レジン,硬性レジ

ンは両歯槽頂間の軟性レジン上におき,床の補強と安定

化を図った(Fig.1) .これらの作製過程は前もって
検討を行った技工士にて全例行っている.床装着後は,
原則として1週間目に来院させ,粘膜面に発赤や潰癖形

成,口腔, Hotz床の衛生状態を調べたのち削合および
調整を行った.顎誘導にあたっては,床を削合し,軟性
レジン,床調整剤などを添加することにより歯列弓を正

常な形に近づけるように配慮した.以後は2週毎の観察

調整を原則とした.口唇形成術後や顎の発育による不適
合,材料劣化や破損が認められた際には適宜再作製した.

Hotz床を装着した患児の管理については,家族とくに
母親の協力が必要であるため, Hotz床装着時の心得に

ついて十分な説明と指導をおこない,理解を得るように
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Fig. 4 Type of change in maxillary alveolar arch form before palatoplasty

(l)Total milk volume per day (2) Velocity of milk sucking　　　　　　(3)The number of breast feeding

UCLP

‥一-　BCLP

UCLP Hotz(-)

BCLP Hotz(-)　　/

12

10

8

0

4

2

0

UCLP

‥一-　BCLP

. UCLP Hotz(-)

BCLP Hotz(-)

a触r After30 days before

(days)

after After 30 days

(days)

・p<0.01: Mann-Whitney U test

10

9

8

ft

・

5

4

3

2

1

0

-　UCLP

BCLP

詛UCLP Hotz(-)

BCLP Hotz(-)

after After30days

Fig. 5 Comparison of the feeding conditions before and after the use of Hotz plate

配慮した.

②晴乳状態の評価について

Hotz床装着前後の晴乳量および晴乳速度の変化につ

いては,母親に晴乳記録用紙を渡し,毎回の晴乳量と所

要時間を記録させ,これにもとづいて算出した.ここで

装着前はHotz床装着6日前からの平均とし,装着後を

Hotz床装着7日目までの平均とした.

③模型分析のための計測点及び計測方法(Fig. 2 )
計測に先立ってすべての測定条件を一定にするため,

上顎歯列弓上の中切歯(乳中切歯)の舌側歯間乳頭部,

両側第一大臼歯(第二乳臼歯遠心舌側部)の近心舌側歯

間乳頭部の3点で決定された基準平面を固定した後,そ

れに垂直な方向から規格写真を撮影した(Fig. 3 ).

I:切歯乳頭の歯槽頂の点

c , c :乳犬歯歯槽部遠心で乳犬歯が石灰化している

部分の中心

d, d　歯槽弓の最大幅径としてあらわされる点

e, e :第二乳臼歯の遠心部に相当する歯槽頂上の切痕

t, t':上顎結節部に相当する歯槽の最後縁部

歯列弓の線計測

C-C:乳犬歯間距離

D-D':第1乳臼歯間距離
E-E':第2乳臼歯間距離
T-T':上顎結節間距離

i-tt', I-TT':歯列弓長径

④口蓋形成術前の上顎歯槽弓変化別分類(Fig. 4 )
Typel :両segmentの歯槽頂の延長線上が一致するも
の

Type2 : major segmentと　minor segmentのずれ
が3 mm未満のもの

Type3 : major segmentと　minor segmentのずれ
が3mm以上のもの

Type4 : minor segmentの先端がmajor segment
の内側に入り込んでいるもの

Type5 :両segmentが離れているもの

3.検討項目

以下の項目に沿って検討を行った.

①Hotz床装着群,非装着群の初診時日齢
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Normal babies

T JCLP Hotz plate group
non-Hotz plate group

(g)

8000

7000

6000

5 000

4000

(mo叫cheilop lasty che ilop lasty
(month)

Fig. 6 The body weight change of Hotz plate group and non-Hotz plate group

compared with curve in normal babies

B efore B efore
D ecrease %cheiloplasty palatoplasty

H otz(+ 12.1m m 9.7m m 27.5%

H otz(- ) 10.1m m 8.3m m 21.3%

Before cheiloplasty Before palatoplasty

Fig. 7 Comparison of posterior cleft width at area of tuberosity before

cheiloplasty and before palatoplasy after setting Hotz plate

②Hotz床装着までの期間

③Hotz床装着群非装着群の晴乳量および晴乳速度の変

化

④Hotz床装着群非装着群の一日晴乳回数の変化

⑤Hotz床装着非装着群の体重の変化

⑥硬口蓋の披裂幅の変化について

⑦Hotz床装着有無別の上顎歯列弓幅形の変化(口唇形

成前～口蓋形成前)

⑧口唇形成前から口蓋形成前の顎裂部の経時的変化

⑨Hotz床装着の有無別の上顎歯槽弓変化の分類別内訳

もI:III
IA<

1.Hotz床装着群,非装着群の初診時日齢

出生から当科の初診までにいたる期間では,UCLP

に関しては,Hotz床装着群で生後15.8日となっている.

141

それに対し, Hotz床導入以前(非装着群)は, UCLP

では生後55.5日の初診となっており,初診までの日数

が有意に遅い結果となっている. BCLPに関しては,

Hotz床装着群では19.7日, Hotz非装着群でも27.5日

とUCLPの非装着群と比較すると比較的早い初診となっ

ていた(Table2 ).

2. Hotz床装着までの期間

Hotz床装着までの期間については,当科では,初診

時に印象採得を行い早期にHotz床を装着している.そ

の結果, UCLPで平均生後24日, BCLPで平均生後32

日にHotz床を装着している結果であった.そして

Hotz床終了時日齢をみると, UCLPで平均生後329日,

BCLPで平均生後391日で両裂型とも平均300日以上

Hotz床を装着していた(Table3 ).

3. Hotz床装着群非装着群の晴乳量および晴乳速度の

変化
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LIU
non-Hotz plate

group

Fig. 8 Change in maxillary arch width before cheiloplasty and before

palatoplasty after setting Hotz plate

P : Premaxillary point , at the margin of the continuation of the line

marking the crest of the alveolar ridge at the point where the

alveolar arch runs up into the nasal cavity. This point is "zero".

L : Anterior lateral segment point defined similar to P but on the

lateral segment

V : Vertical dimension

H : Horizontal dimension

befo re cheiloplasty before palatoplasty

H orizontal V ertical H orizontal V ertical
dim ension dim ension dim ension dim ension

H otz (+ )
6.7m m -6.4m m 0.3m m -1.6m m

H otz (ー) 7.2m m -6.2m m -1.9m m -3.1m m

Fig. 9 Change in maxillary alveolar arch form before cheiloplasty and before palatoplasty

Hotz床装着群ではHotz床装着後,患児がHotz床

に適応するまで一時的に晴乳量が少なくなることもある

が,その後は晴乳量,晴乳速度ともに増加していた.一

日晴乳量に関しては, Hotz床の有無による変化は認め

られないが晴乳速度では, Hotz床非装着群ではUCLP

で,一分あたり4ml, BCLPで4.8mlであったが,

Hotz床装着群ではUCLPで1分あたり10.8ml, BCLP

で7.8mlとHotz床装着群が有意に速度が速くなってい

た(Fig. 5).
4. Hotz床装着群非装着群の一日晴乳回数の変化

Hotz床装着群ではHotz床装着前後の一日晴乳回数

の変化をみると, UCLPでは, Hotz床装着前で平均8

回前後であったのに対し,装着後は晴乳回数の一過性の

増加を認めるが,その後は減少していた.また, BCLP

ではHotz床装着前で平均9回前後であったのに対し,

装着後は減少傾向を示していた. Hotz床非装着群との

比較では, UCLP, BCLPともに装着群で一日7.3回に

対してHotz床非装着群ではUCLPで8.2回, BCLPで

8.6回と回数が多い傾向にあった(Fig. 5).

5. Hotz床装着群非装着群の体重の変化

出生直後から口唇形成前である生後3ケ月の期間にお

いては, Hotz床装着群および非装着群ともに各裂型と

も体重はやや低値ではあるが,平成2年調査の乳児身体

発育曲線の範囲内に入っていた.またHotz床装着の有

無別の体重の変化に関しては,装着の有無に関わらずほ

ぼ同様の体重増加傾向を示していた(Fig. 6 ).
6.硬口蓋の披裂幅の変化について

硬口蓋の披裂幅の変化では,左右の上顎結節の延長上

と交わる両端を披裂幅とした. Hotz床装着群では口唇

形成時には12. lmmあった披裂幅が,口蓋形成前には

9.7mmとなっており,減少率としては27.5%であった.

一方, Hotz床非装着群では10. lmmの披裂幅が口蓋

形成術前には8. 3mmとなり,減少率としては21.3%

であり,両群において披裂幅の減少がみられた(Fig. 7).
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癖崩i
T y p e I T y p e ll T y p e H I T y p e lv T y p e V T ota

H otz + 7 (58.4% ) 3 (25.0% ) 1(8.3% ) 0 1(8.3% ) 12 cases

H o tz Cー ) 1(7.7% ) 1 (7.7% ) 4 (30.8% ) 6 (46.1% ) 1 (7.7% ) 13 cases

Fig. 10 Type of change in maxillary alveolar arch form before palatoplasty

7. Hotz床装着有無別の上顎歯列弓幅形の変化(口唇

形成前～口蓋形成前)

口唇形成術前と口蓋形成術前のHotz床装着有無別の

上顎歯列弓の変化では, Hotz床装着群では口唇形成術

前と口蓋形成術前を比較すると,歯列弓長径と乳犬歯,

第一乳臼歯,第二乳臼歯,上顎結節間の歯列弓幅径にお

いて良好な発育を示していた.これに対して, Hotz床

非装着群では,歯列弓長径と歯列弓幅径の第二乳臼歯間,

上顎結節間においては順調に発育していたが,歯列弓前

方部幅径である乳犬歯間,第1乳臼歯間において, 1歳

6ケ月時の口蓋形成前では, 3ケ月時の状態よりも短く

なっており, collapseの影響を強く受けている結果となっ

た(Fig. 8).

8.口唇形成前から口蓋形成前の顎裂部の経時的変化

口唇形成前は, Hotz床装着非装着群の両群において

Ⅹ, Y軸ともに負の値で6 mm以上minor segmentの

先端がmajor segmentから離れていた.口蓋形成前で

は, Hotz床装着群においては, Ⅹ軸で-0.3mmでY

軸-1.6mmとほとんど接触している状態であった.一

方, Hotz床非装着群ではⅩ軸は+1.9mm, Y軸で

-3. lmmとminor segmentが内方に入り込む形となっ

ていた(Fig. 9).

9. Hotz床装着の有無別の上顎歯槽弓変化の分類別内

訳

Hotz床装着症例ではTypel , Type2症例の良好症
例が12例中10例(83.　　で,逆に不良症例は2例

(16.1　と少なかった.一方, Hotz非装着群ではType

1,Type2の良好症例は2例(15..　で,逆に3,4,

5不良症例が11例(84.i　と多かった.その中でType

4のminor segementの入り込み症例が6例(46. 1%)

と多く認められたのが特徴的であった(Fig. 10).

考　　察

Hotz床は, 1970年代にHotzらが顎口腔機能の改善,

晴乳改善,歯列形態の改善および口蓋裂幅の狭小化を目
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的として開発したものである1,2)当科においても,晴

乳障害の改善ならびに顎形態の術前調整を主たる目的に,

一貫治療体系にHotz床を導入している3).また近年で

は,上顎歯槽形態や外鼻形態の発育改善に有効であると

いう報告なども散見されるようになっており4,5)さら

に口蓋形成術後の言語について有効か否かに対する検討

も報告されている6,7)本研究は, Hotz床の期待され

る効果の中から,晴乳状況と顎発育に絞り,その実態を

明らかにすることを目的としたものである.

1.研究対象と方法について

本研究における対象はこれまで当科にて一貫治療を行っ

ているHotz床導入前および導入後の片側性および両側

性唇顎口蓋裂症例である.顎発育に関しては,通法に従

い上顎歯列弓石膏模型の平行模型を作製した後,規格写

真を撮影し,計測資料とした.計測に関しては,口蓋裂

患者の上顎歯槽形態の分析は石膏模型上に計測点を設定

し測定する方法と3次元計測値を使用する方法4)が多

いが,今回は2次元に絞っているため,比較的再現性の

良い規格写真を用いた8).

2. Hotz床装着群,非装着群の初診時日齢と装着期間

について

口唇裂口蓋裂患者の出生から当科来院までの期間は,

Hotz床導入以前は,個々の産婦人科または小児科にお

いて生後3ケ月,体重5kgから6kgを目処に口唇形
成術が行われるものと考え,その晴乳指導が行われてお

り,受診までの期間は様々であった.今回の結果でも

UCLP, BCLPにおいて, Hotz床装着群ではHotz床

非装着群に比較すると初診までの期間が短かかった.こ

の理由としては, Hotz床の垂下機能,審美形態,顎発

育に有効であるという概念が学生教育を含め浸透してき

た結果であることが推察され,現在では口蓋裂を伴う症

例では,殆どが生後10日以内の受診となっている.ま

た, Hotz床非装着群のBCLP症例がUCLP症例に比

較して早い受診となっているが,これは,破裂形態にと

もなう晴乳状態の不良,それに伴う体重増加の不良,突

出したpremaxillaの管理の不安などが早い受診の理由
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となった事が考えられた. Hotz床装着群の装着期間に

ついてはUCLP, BCLPの両裂型において300日以上の

装着期間であった.従来,当科ではHotz床装着の終了

時期を口蓋形成前と考えているが,当科における口蓋形

成の時期は1歳6ケ月であり,それを考慮すると少なく

とも500日以上の装着期間は必要と考えられるが,結果

としては少ない日数となっている.これはBCLPが

UCLPに対して長く装着されていることから,破裂形

態が軽度であれば,晴乳状態はそう悪くは無いことが想

定され,この事が装着期間を短くさせる原因となってい

ることが考えられた.向井ら9)は, Hotz床の装着状況

を左右する要因として,臨床的に晴乳改善効果の有無,

Hotz床の適合の良否などをあげ,中止の要因として歯

の萌出に伴う　Hotz床の削合による不安定がきっかけと

なることを上げている.さらに,唇裂が不完全型になる

と中止の割合が増えることから,顎裂幅,口蓋披裂幅の

狭小化に伴い摂食障害が改善され, Hotz床の必要性を

感じなくなった結果ではないかと述べている. Kramer

は口蓋裂手術前群の口腔内模型の計測で硬軟口蓋の方が

軟口蓋裂より歯列の前後径が小さいと報告し,向井ら11)

はHotz床がその劣成長を補う方向に作用していること

から口蓋裂単独症例に対しても床の装着をより積極的に

適用する価値があると述べている.このようなことから

晴乳状態の改善のみから中止するということは, Hotz

床の本来の有用性である"顎発育誘導"を考えると好

ましくない結果である.また,栗田ら12)はHotz床はで

きるだけ早期から装着したほうが,その治療効果は大き

いと報告している.これらより患者の両親・家族に対す

る一貫治療の必要性,さらにその中のHotz床の意義・

有効性を充分に説明し,理解してもらうことが重要であ

ることが示唆された.

3. Hotz床装着前後の晴乳状況について

通常,生後3ケ月前後での授乳の目安としては, 1日

量として800ccから900ccが必要とされ,晴乳時間も,

15-20分位,さらに1日6 -8回の晴乳で体重が一日

平均25-30g程度増えているようであれば十分と考え

られている.しかし,口唇裂口蓋裂患児は破裂の程度に

もよるが多かれ少なかれ晴乳障害の問題に直面する.す

なわち口腔と鼻腔との隔壁の消失による口腔内陰圧の形

成不全に起因する吸綴力の低下と,歯槽部や口蓋の破裂

存在による乳首-の圧迫力の低下によるものであるとさ

れている.さらに高野13)は,唇顎口蓋裂児における晴

乳機能低下は裂の重症度に関連する傾向がみられ,一般

的にBCLP群の方がUCLP群よりも大きな晴乳機能低

下を示したと報告している.そのため従来まではこの晴

乳障害に対しては,弾性晴乳ぴんや注射筒,スポイト,

シリンジなどが用いられていたが,この方法は決して正

常な晴乳機構の発達は望めない.さらに晴乳障害の重度

な場合には,経鼻胃管栄養法(tube feeding)が採択

されていることも多々みられるが,これは患児が本来有

する晴乳反射の低下や口腔機能の発達遅延をきたすばか

りでなく,精神面で重要とされている晴乳を通じての母

子のスキンシップが得られない結果となることが充分考

えられる.しかし, Hotz床の主たる目的は,術前矯正

の概念で良好な顎発育誘導ではあるが,硬口蓋から軟口

蓋一部まで裂を閉鎖するため晴乳改善にきわめて有効で,

さらに自然な晴乳反射をスムーズに獲得でき,晴乳障害

の改善にたいしてメリットがある.宮崎ら14)は,晴乳

床の装着を行った口唇顎口蓋裂児40名の追跡調査を行

い,床非装着群では標準以下の晴乳量を示す患児が大半

であるのに対し,床装着群では月齢が進むにしたがって

十分量を摂取できるものが増加したと述べている.今回

の結果では, 1日晴乳量に関して, Hotz床装着前は

UCLP, BCLPともに500cc前後であったが, Hotz床

装着後,特に30日後は共に800cc前後となり,健常児の

晴乳量に近づいていた.われわれの結果では,非装着も

同様な増加を示したため,月齢が進んだためなのか,ま

たは床装着によるものか結論づけるのは難しいと考えら

れた。また,晴乳時間に関しても,宮崎ら14)は床非装

着群では晴乳時間が30分以上を要するものが多いのに

反して,床装着群では晴乳時間が明らかに短縮して母親

の精神的・肉体的負担が軽減されたと報告している.今

回の結果である晴乳速度では, Hotz床非装着群UCLP

で1分あたり4 ml, BCLPで4.8mlであったのに対し,

Hotz床装着群ではUCLPで1分あたり10.8ml, BCLP

で7.8mlとHotz床装着群が有意に速くなっていた. 1

日の晴乳回数については,通常の目安は生後1か月頃で

8回/日,後は1か月毎に1回位づつ少なくなり, 4-

5ケ月頃には5回/目程度といわれている.今回の結果

においてもHotz床装着後は減少傾向を示し, Hotz床

非装着群との比較では, UCLP, BCLPともに装着群で

一日7.3回に対して,非装着群ではUCLPで8.2回,

BCLPで8. 6回と非装着群で回数が多い傾向があった.

また,体重増加に関しては, Hotz床装着非装着にかか

わらずBCLP, UCLPの体重増加は健常児の平均値に

比較し低値ではあるが乳児身体発育曲線の範囲内に入っ

ていた.しかし,経時別にみると, UCLPではHotz床

非装着群は当初より発育曲線の中間の値を推移している

が, Hotz床装着群では出生後2ケ月までは低値である

がその後, catch up growthを示している.その理由

としてHotz床非装着群は舌を披裂部に挿入して口腔内

圧を高めて晴乳していることが考えられ,装着群が当初

低値をとるのは床が慣れないためであり,その後`慣れ'

によってcatch up growthを示したことが考えられた.

一方BCLPをみるとHotz床の装着非装着にかかわら

ず最初は低値をとり後にcatch up grwthを示した.
UCLPと同様の考察ができるが, BCLPの非装着群も

最初低値であるのは,当然舌の入り込みがあり晴乳障害

が少ないと考えられるが,それ以上に破裂の程度が大き

く,十分に晴乳がしにくいためと考えられる.このこと
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Fig. ll BCLP case (using nasal splint and Hotz plate)

Fig. 12 UCLP Case (using palatal plate for fistula and collapse)

は,前述したHotz非装着群のBCLPが同条件の

UCLPに比較して早い受診となっていることからも想

定できる.小原ら15)は, Hotz床は唇顎口蓋裂症例にお

ける体重増加不良に対してその局所的原因をほぼ完全に

除去できると述べ,高野ら13)はその有用性を示し,

Hotzレジン床による治療は可能な限り早期に開始すべ

きであると述べている.以上のことからHotz床の装着

は患児の口腔機能の保存ないし推進に有意義であること

が示唆された。

4.顎誘導について

Hotzら1,2)は,本床による顎発育早期効果として,

major segmentが正中方向へ発育し,変位していた鼻

中隔は直立しminor segmentは前方-発育し,その結

果として披裂部が狭くなり鼻変形も改善されると報告し

ている.今回の結果では,口唇形成前から口蓋形成前の

変化ではHotz床装着群が非装着群に比較し披裂幅の減
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少率としては少ない.これは,口唇形成術後に生じる疲

痕による口唇圧に対して装着群は,床により影響が少な
く,純粋な顎裂幅の狭小化が推察されるが,非装着群で,

minor segmentの先端部が影響を強く受け, major
segment内方に入り込む形が見かけ上の狭小化(al-
veolar collapse)の影響を受けたことが十分に考えら
れた.次に顎発育状況(歯列弓長径,歯列弓幅径)をみ

ると, Hotz床装着群では歯列弓長径および幅径(乳犬
歯間距離,第一乳臼歯間距離,第二乳臼歯間距離,上顎

結節間距離)において,口唇形成前から口蓋形成前まで
順調に発育していた.一方同時期のHotz床非装着群を

みると,歯列弓長径においては順調に発育しているもの
の,歯列弓前方部幅径である乳犬歯間距離,第一乳臼歯
間距離において,口蓋形成術前(生後1歳6ケ月時)

が口唇形成前(生後3ケ月)に比較して小さかった.第

二乳臼歯,上顎結節間距離においては軽度の発育が認め
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られた.これは,前述した様に口唇形成術後の口唇圧が

majorおよびminor segmentに影響を及ぼし,上顎

結節を支点として両segmentが内方に移動し,特に

minor segmentがmajor segmentに内方に入り込む

形いわゆるcollapseの状態となったためと考えられた.

そこで実際に歯槽部の状態がHotz床装着非装着でどの

ような発育様式をみるかについての検討を行った.本研

究では, major segmentの先端を基準としたminor

segmentの変化をみた.口唇形成前は, Hotz床装着非

装着群の両群においてⅩ, Y軸ともに負の値で6mm以

上major segmentから離れていたが,口蓋形成時をみ

ると, Hotz床装着群ではⅩ軸, Y軸ともにほとんど

接触している形であった.一方, Hotz床非装着群では

Ⅹ軸はminor segmentが内方に入り込む形となって
いた.これらの結果より, Hotz床は,口唇形成術後に

生じる口唇の疲痕による口唇圧,口輪筋や頬筋の影響や,

硬口蓋破裂内,または顎裂前方部に進入する舌の作用に

対してカバーとなり,その中で良好な顎発育や自然な

鼻中隔の成長を促すことが十分期待できることが示唆さ

れた.さらに今回の研究目的の一つでもある顎発育誘導,

特に歯槽形態の発育状況について客観的に評価するため,

便宜的に両segmentの移動様式の分類を行った.さら
に歯槽部先端の偏位を3mmを基準としたが,これはこ

の時期における歯槽部先端の頬・舌的距離が6mm前後

が多いため,その中間である3mmを便宜上の偏位の基

準とした.さらにHotz床の誘導目標は,両歯槽部の歯

槽頂の延長線が一連となって円弧を描くことを目標とし

ているため,円弧上に接触しているのをTypelとし,

Type2は3mm未満の偏位, Type3は,偏位が3mm

以上, Type4は内側に入り込みalveolar collapseの形

態をとるものとし, Type5は両歯槽部の先端が接触し

てないものとした.結果としては, Typel, 2を誘導

良好例とすると, Hotz床装着群では,良好例は83.4%

にみられ, Hotz床非装着群では15.蝣　であった.この

結果から考えると, Hotz床が歯槽部前方部の良好な顎

発育誘導に寄与していることは明らかである.栗田ら16)

は, Hotz床の使用は出生直後より口唇形成術までの間

に顎発育の誘導ができ,術者側からすれば手術侵襲を軽

減でき非常に有用であると述べている.近年, Hotz床

の効果と経済・日常生活における負担から, Hotz床を

使用すること-の反論もしばしば聞くこともあるが,当

科においては本研究結果を重視し, Hotz床を積極的に

使用している.森田ら17)は,二段階口蓋形成手術法で

骨移植を施行した方が骨架橋形態が良好であるとし,そ

の理由の一つとしてHotz床の使用により, minor seg-

mentの発育が前方に誘導されるため,骨移植時の裂部

の大きさが一段階法よりも小さくなる可能性が考えられ

ると報告している.当科においても両側性唇顎口蓋裂患

児の突出したpremaxillaに対して鼻孔レティナと

Hotz床を併用し,積極的に鼻柱の延長とpremaxilla

の後退を行い術前に良好な破裂形態へ誘導することが可

能となった(Fig. ll).さらに口蓋裂を伴った患者に

際しては,術後の痩孔や術後の早期collapse防止のた

めに痩孔および口蓋閉鎖床を用いて良好な顎発育形態を

得ている(Fig. 12).このことはその後の言語管理,

嘆合管理が比較的容易となり一貫治療の成功に寄与する

ことは明らかである.これらのことより, Hotz床の概

念は,単なる術前矯正にとどまらず,最終ゴールである

好ましい審美形態,正常構音18)正常嘆合の獲得に大い

に貢献していることが考えられた.

まとめ

Hotz床の使用は,晴乳障害の改善のみならず,披裂

幅の縮小,歯槽部前方部の良好な顎発育誘導に寄与し,

最終ゴールである好ましい審美形態,正常構音,正常嘆

合の獲得に大いに貢献していることが考えられた.
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