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当科における唇顎Lj蓋裂患者の歯科矯正治療後の保定症例
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Two Cases of Retention after Orthodontic Treatment of Cleft Lip and

Palate in our Department
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Taku Ishikawa , Joji Nakama , Takako Maekawa , Akira Arasaki
Hajime Sunakawal and Shinno Etsuki
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ABSTRACT

In the comprehensive treatment of cleft lip and palate (C.L.P.) , orthodontic treat-

ment plan differs according to the individual. We present two cases of orthodontic treat-
ment in our department and show a corrective solution to various orthodontic problems.

Case 1 was a left side C.L.P. treated with cheiloplasty at age 4 months, palatoplasty

at age 1 year and ll months and secondary bone grafting (S.B.G.) at age ll years and

2 months. After S.B.G., we started orthodontic treatment with an upper dental arch ex-

pansion appliance at age 13 years and 5 months. The patients was treated with cheiloplasty

atage 13 years and 7 months and at age 16 years and ll months. The multi-bracket

treatment technique started at age 14 years and 1 month. This was changed, to a re-

tamer at age 17 years and 4 months. The retention period was 10 months, and the or-

thodontic treatment period was 3 years and ll months. Case 2 was a bilateral C.L.P.

treated with cheiloplasty at age 5　months and　9　months. This was followed by and

palatoplasty at age 1 year and 8 months. Orthodontic treatment started with upper den-

tal arch expansion at age 14 years and 2 months and we began the multi-bracket treat-

ment technique and used a retainer at age 19 years and 7 months. Meanwhile, the

patient was treated with cheiloplasty by the Abbe method at age 16 years and ll months.

Thiswas repeated at age 17 years and 6 months. At when 20 years and ll months, we

used the implant technique at the same time we performed S.B.G. and fistura closing.

Because orthodontic treatment began S.B.G. comparatively late, we performed cheiloplasty

twice over the orthodontic treatment period. There was an interruption due to the op-

eration and orthodontic treatment became comparatively late at age　5　years and 5

months. The retention period was 3 years and 10 months. It is necessary for occlusal

management to continue observation carefully m future. With the demand for improve-

ment in teeth alignment from speech therapists and for upper dental arch expansion

before S.B.G. from surgeons, there are many occasions when we start orthodontic

treatment early. Thus, we conduct comprehensive orthodontic treatment based on the

patient-s existing conditions. We believe that this contributes to reducing the burden on
the patient. Ryukyu Med. J., 24(3,4) 155-161, 2005
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Fig. 1 Comprehensive treatment for cleft lip and palate in our department

Fig. 2　0rthodontic treatment in comprehensive treatment for cleft lip and palate in case 1

緒　　言

我々は,唇顎口蓋裂の一貫治療1-4)を行なっており,

近年その中で歯科矯正治療の役割の重要性が認識されて

来ている(Fig.1 ).唇顎口蓋裂の治療は,晴乳管理から
始まり,主に口唇など-の審美的問題,言語・嘆合など
の形態・機能的問題などを出生から成人に至るまでに解

決しようとするものである.当施設ではFig.1に示す治療
計画に従い長期に亘る観察・治療が必要になる.その中
で,歯科矯正治療の開始時期は,一般的には就学期前

後2-5)すなわち,永久歯萌出期頃から施行可能となって

くる.その矯正歯科初診時に見られる歯科矯正学的問題
点として,三浦6)は, 6つの問題点(軟組織,歯,歯列

弓,嘆合関係,顎顔面形態, speechとoralhygiene)を
挙げている.すなわち,軟組織における問題点としては,

口唇形成術後や口蓋形成術後の疲痕組織によるtight lip

や上顎狭窄歯列弓,あるいは残存ろう孔などがある.歯の

問題点としては,歯の先天欠如や過剰歯などの歯数異常

や倭小歯や形成不全などの歯の形態異常に加え,歯の萌

出遅延や埋伏歯など歯の位置不正などがある.歯列弓の

問題点としては,上顎正中線の顎裂方向-の偏位が見ら

れたり,あるいは,片側性の口蓋裂のminor segmentの

collapseや両側性の口蓋裂のpre-maxillaの前突などが

挙げられる.嘆合関係の問題点では,前歯部および側方

歯群の反対唆合に加え上顎骨の垂直的成長の不足による

過蓋嘆合もある.顎顔面形態における問題点としては,

上顎骨劣成長による,唆合時の中顔面の陥凹である.そ

の他に, speechやoral hygieneなどの問題点が列挙でき
る.この各問題点は,当科の唇顎口蓋裂患者においても,

その程度の差こそあれ見ることができる.

今回は, 2症例を供覧しつつ,唇顎口蓋裂の一貫治療

を行う観点から見た,歯科矯正治療の役割について検討
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Fig. 4　Orthodontic treatment in comprehensive tretment for cleft lip and palate in casez

を行なった.

症　例

症例1　矯正開始時年齢: 13歳3か月,男性(Fig.2)
主訴:左側唇顎口蓋裂に起因する不正口交合
現病歴:県内産婦人科にて,満期安産にて出生.県立中

部病院口腔外科より紹介にて当科初診となった.生後4
か月時に口唇形成術, 1歳11か月時に口蓋形成術施行.

口蓋形成術後の2歳より言語管理を開始し, 6歳8カ月
まで継続していた.その後,年数回の定期管理を行い,

11歳2か月時に左側顎裂部腸骨移植術施行後,永久歯
-の交換を待ち,矯正治療の開始となった.

現症:矯正治療開始時は成長期であったが,上下顎骨の
前後的バランスは比較的良かった.上顎右側側切歯およ

び左側犬歯が口蓋側に転位し,左側中切歯から左側第一
大臼歯に関し,僅かに反対嘆合を呈していた.下顎歯列

弓は,左側前歯部から小臼歯部にかけて叢生が見られた.
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矯正治療経過:矯正治療開始前に,資料採得を行ない分

析した結果, 13歳5か月時に上顎側方拡大装置を装着
し拡大を開始しつつ, 13歳7か月時に口唇修正術を行っ
た.その後, 14歳1か月時に上顎に, 14歳7か月時に

下顎にマルチブラケット法を各々開始した.下顎にマル

チブラケット法を行なう直前に,下顎左側第二乳臼歯の
抜歯を行なった.また,矯正治療中の16歳11か月時に,

2回目の口唇修正術を行い, 17歳4か月時に保定装置
に移行した。動的矯正治療期間は, 3年11か月であっ

た.さらなる予後の安定を図る目的で,保定期間中に,
下顎両側第三大臼歯の抜歯を行ない, 18歳4か月時に,
右側前歯部に残存していた空隙を,空隙両側の右側中切

歯と右側犬歯を支台歯としたブリッジにて補綴を行なっ

た(Fig3).
症例2　矯正開始時年齢: 14歳2か月,女性(Fig.4)
主訴:両側性唇顎口蓋裂に起因する不正嘆合
現病歴:県内産婦人科にて出生。 5か月時に左側口唇形

成術を9か月時に右側口唇形成術を施行されていた. 1
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Fig. 5　Oral photo showing case 2 after prosthesis

歳8カ月時に口蓋形成術を施行され, 1歳9か月時から

6歳11か月まで言語管理を受け,その後は,数年に1

回の言語の確認を受けていた.
現症:上顎両側犬歯・小臼歯部に反対唆合を認め,顎裂
に近心傾斜するように萌出していたが,中切歯および大

臼歯部は被蓋が認められた.下顎歯列弓は叢生も少なく

比較的良好な歯列を保っていた.
矯正治療経過:資料採得後の診断結果, 14歳2か月時
に上顎歯列弓拡大を開始した. 17歳2か月時に上顎に

マルチブラケット法を始めていた. 16歳11か月時およ

び17歳6か月に口唇修正術を施行し, 17歳9か月時に下
顎にマルチブラケット法を開始した. 19歳7か月時に

保定装置装着を始めていた.動的矯正期間は5年5か月
であった. 20歳11か月時に,両側顎裂部に腸骨移植術

およびろう孔閉鎖術を行い,同時にインプラント植立術
を施行し,両側側切歯部にインプラント補綴を行なった

(Fig.5 ).

考　察

生直後から,上顎に対し外科的侵襲が加えられ,術後

疲痕の影響が見られる唇顎口蓋裂患児7)は,思春期の成

長を迎えた時,下顎骨の前方成長に対し何らかの歯科矯

正学的処置などを施さなければ,上下顎間関係が悪化し

てしまう可能性が高いと考えられる.そこで,須佐美8)

らは,乳歯列期に行なわれる早期矯正歯科治療により前

歯部反対嘆合や臼歯部交叉嘆合に関し,それらの改善を

図ろうとする考え方を示し,立石9)らはそれを実践して

いる.しかし,症例1は,上顎前方成長に関して,軟組

織の問題として取り上げられる術後疲痕の影響は少なく,

年数回の観察期間中である思春期中において,下顎骨前

方成長は極端に大きくは見られず,比較的良好な上下顎

間関係を維持し,顎顔面形態の問題点は少なかった.そ

のため,結果的に早期矯正歯科治療を行う必要は無く,

歯列弓の問題としての臼歯部交叉嘆合があるが,この改

善のための上顎側方拡大を永久歯萌出後に行なうことが
できた.これは,下顎前方成長が大きくは無かったとい

う点だけに留まらず,上顎-の前方成長に悪影響を及ぼ
すことの少ない口蓋形成術に小浜が行なった粘膜弁変
法10)が用いられていたというのも理由のひとつである

と考えられた.その結果,成長期であった矯正治療開始

時に,上下顎骨の前後的バランスが比較的良好で,骨格
的な問題は少ないと判断された.また,矯正治療開始時
および補綴終了時の側方頭部Ⅹ線規格写真の重ね合わ

せからも,成長による正常範囲内での上下顎骨の変化が

確認できた(Fig.6 ).
唆合においては,上下顎歯列弓の被蓋関係や叢生の改

善を治療目標とした.本橋らば1),12)乳歯列期から混合
歯列期まで,および混合歯列期から永久歯列期の唇顎口

蓋裂患者の顎態パタンで, 2つの時期における,上顎の
劣成長に伴う反対唆合の顕在化が懸念されると述べてい
る.しかし,幸いなことに,本症例では,反対唆合の程

度が歯科矯正治療単独で行える範囲を逸脱することなく

暦齢を重ねてくれた.また,軟組織上の問題でもある

tight lipの存在による上顎前歯の舌側傾斜も,反対唆
合を形作る一因を成していると述べられているが,これ

に対しては,歯科矯正治療の際に,唇側-傾斜移動させ

ることにより改善を図った.歯列弓の問題点を上顎歯列
弓拡大により改善した後の被蓋関係の維持,すなわち,

嘆合関係の維持には,拡大装置撤去後,舌側弧線装置を
装着し,歯列弓拡大後の保定とした.これは,歯列弓拡

大後の片側性唇顎口蓋裂症例では,本症例のような患側

segmentが口蓋側-突出している場合,後戻りの傾向
が強いと市来ら13)が指摘しており,その防止を考慮し

たためである.しかし,本症例は,永久歯-の交換が遅

く,適宜,乳歯の抜歯を行ないつつ永久歯の萌出を促さ
ざるを得なかった.通常,唇顎口蓋裂患児は,歯の問題
点として,顎裂部に相当する歯牙の壊小化や欠如など影

響が出現することが一般的であるが,本症例は,先天欠

如歯が下顎両側第二小臼歯のみに見られ,顎裂部には見
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られなかった.その後,マルチブラケット法を用いた治

療の際に,すでに根管処置が施され乳歯冠が装着されて

いた下顎左側第二乳臼歯を抜歯し,その抜歯空隙を利用

し,下顎左側前歯部から小臼歯部に見られた叢生の改善

を図った.しかし,レジン充填のみの下顎右側第二乳臼

歯の抜歯については,下顎右側第二大臼歯の萌出時に抜

歯を行い,抜歯空隙の閉鎖を早く行なえる可能性も高い

と考えられたが,その時の嘆合の安定と治療期間の延長

を避けるため,今回は行なわずに観察を続けることとし

た.顎裂-の腸骨移植術後に,左側犬歯および側切歯の

萌出を確認出来た.しかし,歯の問題点として,萌出位

置の移転が両歯に見られ,やむを得ず,本来の萌出場所

とは異なる位置で配列せざるを得なかった.しかし,審

美的にはやや問題はあるものの,患者さんの満足は得ら
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れており,嘆合も比較的安定している.また,上顎歯列

弓に残存していた右側側切歯部の空隙にに関しては,隣
接歯が健全歯ではあったものの,唆合の安定化・維持と

前歯部の審美性を考慮し,大内14)鈴木15)大山16)らと
同様,従来型のブリッジで補綴処置を施した.本方法を

選択した理由は,仮に,歯科矯正治療により歯牙移動を
行った場合,現在の安定している唆合を崩してしまう可
能性が高いことや,他の補綴方法や歯牙移植などについ

ては,空隙量が中途半端であり,無理を承知で補綴した

としても,嘆合時に破損・破折の原因になってしまい,
予後の不良が十分予測されると考えられたためである.
症例2は,口蓋形成術の術式が粘膜弁変法に比べ上顎

の成長に悪影響を及ぼす可能性の高い粘膜骨膜弁法で施

行されており10)これが,療痕組織を代表とした軟組織
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や上顎骨劣成長などの顎顔面形態の問題点になる可能性

も考えられた.しかし,成長期の後期と思われる矯正治

療開始時まで,上下顎骨の骨格的な問題も少なく,また,

pre-maxillaの突出も見られず,症例1同様,年数回

の観察により,歯科矯正治療開始時期を見定める事がで

きた.このように観察可能であるということは,年数回

とはいえ,中断無く,成長期に継続して観察可能であり,

一貫治療を行っていく,一連の流れの中でも意義深い点

のひとつであると考えられた.仮に,成長期の観察が不

可能,あるいは不十分な状態であった場合,その期間,

処置の施しようが無く,成長期終了後に来院が有ったと

しても,いわゆる晩期の歯科矯正治療期となり,その際

には,香林ら17)も述べているように外科的矯正治療も

含めた治療を考えなくてはならない事に成りかねなくな

る場合も少なくない.しかし,症例1同様,側方頭部Ⅹ

線規格写真の分析結果などからも,本症例は骨格的な問

題は見られなかった(Fig.7 ).

嘆合では,大山ら18)が観察したように,顎裂部遠心

側で近心傾斜を示していた両側犬歯および両側小臼歯部

の側方拡大が大きな治療目標となった.矯正装置として

は,歯列弓の問題点に対処するため,最初に,上顎側方

拡大装置による拡大を行ない,側方歯の反対唆合の改善

を図った。その後,個々の歯のコントロールのためマル

チブラケット法を用い,上顎の個々の歯の叢生と歯軸の

改善を行なった. 2回の口唇修正術を施行した後,下顎

にもマルチブラケット法を用い,顎間ゴムを用いつつ,

より緊密な唆合を獲得するようにした.

両側性の顎裂を有するため,両側の側切歯が先天欠如

しており,そのため,保定装置に切り替えた後も,最終

的に歯列弓の前方部に歯牙の欠損による嘆合の不安定さ

が残存していた.両側欠損部の補綴に関しては,義歯や

ブリッジ14,15)などが一般的であり,当初は前述のような

方法で補綴を考えていた.しかし,義歯については,忠

者本人の年齢が若く使用に関して本人の抵抗があり,ブ

リッジについても,欠損部の隣接した健全歯の数本を支

台歯形成する必要があることなどから,今回は,飯野

ら19)や　T.Takahashi2'ら21)らに見られる,インプラント

補綴を行なった.本法は,費用的には決して安価ではな

いが,隣接健全歯を切削することなく,また,インプラ

ント本体を顎骨内に埋入することにより,顎骨すなわち

移植骨の吸収を防ぐことも可能であることなどから,顎

裂部-の腸骨移植術とろう孔閉鎖術も同時に施行しなが

ら,インプラント埋入術を行った.

その後,インプラント本体が安定した後,上部構造を

装着し,残存していた唆合の不安定さは改善されている。

今後,インプラントの維持管理が重要になってくるが,

慎重に長期に亘るインプラント自体の維持管理が重要で

あるので観察を続けていく予定である22,23)なお,本症

例の腸骨移植術の施行年齢が遅れた理由は,それまでは

一貫治療を行う体制が整っておらず,当科においても,

数年前より,学術的な確実性を持った一貫治療を行える

ようになったというのがその大きな理由である.今現在

でも,十分では無いと考えており,今後も,さらなる一

貫治療の充実した体制作りを行うつもりである.一方,

最近では,唇顎口蓋裂患者の顎裂に関する考え方で,そ

の顎裂自体を閉鎖しようという鈴木ら24)や坂本ら25)の

考え方がある.すなわち,顎裂を構成している歯槽弓自

体について,外科的に骨延長術の考え方により,顎裂を

閉鎖する方向-歯槽骨を移動させようとするものである.

当科においても,顎裂閉鎖の目的で両側性唇顎口蓋裂患

者に対し,歯槽弓延長術を施行した経験がある.しかし,

予想よりも閉鎖状態が良好に捗らず,結果的に,いまだ,

ろう孔が残存したままであった.症例2は,全体的に嘆

合が比較的良好であったため,両側顎裂部に対し,歯槽

弓延長術による顎裂部閉鎖術は行なわなかった.しかし,

今後,人工的な補綴物を用いるような治療は避け,極力,

自家骨,自分の歯牙による嘆合の確立を得ることが出来

れば良いと考えている.

以上のように,片側性唇顎口蓋裂患児の代表である症

例1と両側性唇顎口蓋裂患児の代表である症例2に関し,

三浦6)の挙げていた問題点を中心に考察を行なってきた.

しかし,症例1,症例2とも,あくまでも代表例であっ

て,これで全てを網羅出来ている訳では無い。個々の症

例によって,各々抱える問題点の大小は異なり,対処に

苦慮する事も少なくない.例えば, oral hygieneの問

題は,歯科矯正治療中は絶えず注意し,実際,患者によっ

ては口腔清掃喚起の意味で, brushingのために幾度か

通院してもらうこともある.しかし,一貫治療を行うこ

とにより,症例ごとに,過去に,どのような手術歴が,

いつ,どのような術式で施され,その後は,どのような

言語管理がなされ,そして,今,現在は,どのようなス

テージにあって,今後,必要と考えられる処置は何があ

るのかが明確に理解可能となる.このように,上記に述

べた各種問題点は,早めの対処や本人や両親の理解を得

ることなどにより,対処の困難さが軽減され,成長期以

降,すなわち,一貫治療の最終段階-移行することが可

能となった.今回は,比較的良好に口交合獲得までいたっ

た症例について検討し報告した.

本論文の要旨の一部は, 2005年5月に開催された第29

回日本口蓋裂学会総会・学術集会(東京:文京シビック

ホール)にて発表した.
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