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ABSTRACT

Inourdepartment,consistenttreatmentuslngateam approachhasbeendonefor
patientswithcleftlipandpalatesince1985,andwehavegenerallyreportedasatisfactory
outcomeforeachprocesstodate.SurglCalorthodontictreatmentassumesanimportant
roleasafinalstageoftreatmentintheteam approach.Inpatientswithcleftlipand
palate,theadvancementofmaxillaislimitedbyscartissuehavingformedinthepalate
reglOnandforvariousotherreasons.TheconceptoforthognathicsurgerylnVOlvingdis-
tractionosteogenesishasalreadybeenestablished.Thefirstpatientreportedonhavehad
cleftpalateandmaxillaryhypoplasia,skeletalmandibularprognathism,Openbiteand
mandibularasymmetrywhowastreatedbyatwo-Jawsurgery.Thesecondpatientwho
hadcleftlipwithseveremaxillaryhypoplasiaandskeletalmandibularprognathism was
treatedwithmaxillarydistractionosteogenesis.Satisfactoryfacialprofileandocclusal
conditionwereobtained,suggestlngthatLeFortIosteotomyanddistractionosteogenesis
ofthemaxillauslngthesubcutaneousdevicecouldbeausefulmethodinpatientswith
cleftlipandpalate.RyuhyuMed.J.,24(2)95-102,2005

Keywords:cleftlipandpalate,maxillaryhypoplasia,LeFortIosteotomy,maxillary
distractionosteogenesis,SurglCalorthodontictreatment

緒 言

当科では,1985年より唇顎口蓋裂患者に対する一貫

治療が行われ1),各々の過程において良好な治療成績を

得ており,これまで報告してきた2~8).現在,骨延長を

含めた外科的矯正治療の概念が確立されつつある中,唇

顎口蓋裂を有する顎変形症に対し,歯列矯正のみでの正

常岐合の獲得が困難な場合や阻噂機能の低下や構音障害,

また審美障害による精神的な負担を軽減するためにも一

貫治療における最終段階として,外科的矯正治療は重要

な役割を担っていると考えられる.

95

今回われわれは,唇顎口蓋裂患者の上顎劣成長に対す

る外科的矯正治療としてLeFortI型骨切 り術や創内

型骨延長装置を用いた上顎骨の骨延長を行った (Table

1).その結果,顔貌や咲合の改善を認めた症例を経験

したので,上顎劣成長に対する外科的矯正治療の概念と

ともに考察を行ったので報告する.

症 例

症例 1:18歳11か月 (手術時年齢),男性.

主訴:岐み合わせが悪い,中顔面の陥凹感.
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なされ,1992年にMcCarthyらにより初めての臨床応

用の報告20)があった.当科においても,閉塞性睡眠時

無呼吸症候群を有する小下顎症患者に対し,下顎骨延長

術を施行した経験を有している21).上顎骨の顎骨延長に

関しては,1993年にRachimielら22)のヒツジを用いた

実験,1995年にはStaffenbergら23)のイヌを用いた実

験が報告されている.また,1997年にCohenら24)や

Chinら25)が中顔面の骨延長について臨床紋告している.

近年,顎顔面領域でも骨延長が盛んに行われ1998年

PolleyとFigueroa26)によって,頭蓋骨の劣成長に対し

LeFortI型骨切り術を併用した上顎骨延長が行われ,

良好な成績を示している.

口腔内設置型骨延長プレートは,小型で,プレートは

0.6mm厚でペンディングが容易に行え,デイス トラク

ターが直接骨に設置されるため確実な延長を行うことが

でき,ロッド部が口腔内にあるため患者の日常生活に支

障を来さないというようなことや延長終了後もそのまま

保定装置として使用できるという利点がある.しかし,

延長装置の平行性をとることが難しく,複雑な骨形態を

とる上顎骨では,延長方向の適切な調整を行うことが容

易ではなく,延長終了後に撤去手術を要すること,また

日本人 (特に小児および女性)では上顎骨や頬骨の骨の

厚みが少なく延長装置の固定が得にくいという欠点が指

摘されている27).

骨切り終了後から骨延長開始までの期間を待機期間と

呼んでいる.この期間に切離 ･剥離された骨膜や周囲組

織が治癒し,骨切りされた骨片間に存在する血餅に毛細

血管や繊維芽細胞が出現し組織再生が開始される.これ

らの修復機転は延長中にも生じることから,この待機期

間は短くともよいとの報告28)があるが,当科では術後

の患者の状態を考慮し待機期間を5日間としている.

骨延長速度については,PolleyとFigueroa26)は上顎骨

の延長の割合を1-1.5mm/dayとしており,Ilizarov29)

は長管骨の延長において2mm/dayの延長では離開部に

虚血がおこり新生骨の形成が困難であったとしている.

以上のことから,当科では骨形成や延長時痔痛を考慮に

入れた上で1mm/dayを1日2回に分けた分割延長を

行っている.骨硬化期間については,延長が終了すると

2週間程度で手術時に剥離しなかった部分の骨膜に沿っ

た形で化骨がⅩ線上で見え始め,この化骨は周囲より

Ⅹ線不透過性を増し,延長距離によって違いはあるも

のの,約 6週間程度で延長部両端は骨で連続する30)と

言われている.今回使用した口腔内設置型骨延長プレー

トは,延長終了後に保定装置として使用できるという利

点があり,本症例では約8か月後に撤去を行った.当

料では,本延長プレートの撤去は,通常の顎矯正手術の

ミニプレートの撤去と同様,6か月から1年以内を目安

としている.

当科では,1985年以降,小浜らのpushbackにより

露出する歯槽部の骨膜を可及的に温存した粘膜弁変法31)

による口蓋形成術を施行したことにより,比較的良好な

歯列口蓋形態を獲得することが出来るようになった1).

小浜らの粘膜弁変法により,従来に比べ上顎劣成長に対

し外科矯正手術の適応となるような症例は減少し,矯正

専門医による矯正治療により早期に上下顎の正常な被蓋

関係を獲得したことで外科矯正を行わずに治療を終えた

症例は少なくない.

しかしながら,唇顎口蓋裂におる顎発育障害は,乳幼

児期に行われた口唇形成術32,33),口蓋形成術に伴う外科

的侵襲や,口蓋粘膜に存在する術後性癖痕組織,あるい

は,上顎骨の潜在的な劣成長等の要因により,骨格性反

対較合を惹起したり34-37),歯の位置異常や先天欠如,歯

列弓の形態異常,校合異常,上顎骨の劣成長などが複合

し,きわめて複雑な歯列不正と顎変形が生じるため著し

い岨噂障害や上顎骨の劣成長によるdishfaceを呈す

る1)とも言われている.以上のことから,中顔面の陥凹

感についての改善を中心に考えれば,形成外科的な要素

が強くなるが,当科では顔貌形態の無理な矯正ではなく

患者の主訴に応じた,あくまでも岐合を主体とした外科

的矯正治療を行い,校合改善のための骨延長術やLe

FortI型骨切 り術による上顎の前方移動の結果,中顔

面の陥凹感の改善を認めている.

唇顎口蓋裂患者に上顎の骨切り術を行う際の問題点と

しては,1)癒痕組織の伸長性が乏しいために上顎骨の

移動量が制限され,前方に大きく移動した場合,鼻咽腔

閉鎖に支障が生じる.2)上顎骨移動術後,癒痕組織の

存在により後戻 りが生じる.3)鞍鼻38)などが指摘さ

れている.1)については,鼻咽腔閉鎖機能にも十分配

慮の上,延長時に言語聴覚士によるチェックを行い,2)

については,症例によ̀り骨延長術を適応している.また,

3)については,骨延長のように移動量が大きい場合に

は鼻翼基部幅径の拡大,鼻尖および鼻背部の前方上方変

位,また,口唇の扇平化,非薄化が認められる.それら

はLeFortI型骨切り術を行う際に,梨状孔周囲の表情

筋付着部位を剥離挙上することにより起こる39)とされ

ている.そこで,外鼻,口唇形態悪化防止のためにalar

cinchやⅤ-Y closureを行っている施設もあるが,当

科では術後の外鼻形態を予測し患者に十分に説明をし積

極的な処置を行わず対応している.我々は,患者が術後

の外鼻形態に納得されない場合も考慮に入れ,隆鼻術の

ような形成外科的な対応が求められた場合には形成外科

医に依頼する可能性もあることも説明している.しかし

ながら,現在のところそのような症例は認めていない.

これは,LeFortI型骨切り術の際には5mm前後の前

方移動を目標とし,上顎骨の骨延長の際には,延長中に

外鼻形態のバランスや鼻咽腔閉鎖機能の状態も確認しな

がら行っているためだと考えられる.

以前は,上下顎の不調和の原因が上顎にあるにもかか

わらず,その程度が比較的軽度の場合,下顎のみの手術

が選択されたり,また重度の上顎劣成長の場合には,外
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科的矯正治療が困難なこともしばしば見受けられてき

た40).しかし,現在骨延長を含めた外科矯正手術の概念

が確立され適応の幅が広がってきた.唇顎口蓋裂を有す

る顎変形症に対し,歯列矯正のみでの正常岐合の獲得が

困難な場合や岨噂機能の低下や構音障害,また審美障害

による精神的な負担を軽減するためにも一貫治療におけ

る最終段階として,外科的矯正治療は重要な役割を担っ

ていると考えられる.唇顎口蓋裂の治療目標が,(1)

外見上,正常に近い口唇鼻形態を目指す (2)正常言語

の獲得 (3)良好な較合の獲得などであることから,当

科ではチームアプローチによる一貫治療を行ってきた1).

外科的矯正治療を適応することにより,良好な顔面形態

や無理のない岐合関係を獲得することが可能となり,唇

顎口蓋裂患者の精神心理学的負担の軽減にもつながり,

一貫治療における最終目標に重要な役割を果たしている

ものと考えられた1).

本論文の症例 1については,第29回日本口蓋裂李会

総会 ･学術大会 (2005年 5月,東京)にて発表した.
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