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とから最も重視され その改善,さらには障害発生予防

を目的として多くの研究が豪ねられ,ここ30年ほどの問

に長足の進歩を遂げ,言語修得前に口蓋形成手術によっ

て口蓋を閉頗すると同時に鼻咽腔閉鎖磯能の改善を図る

方法が有用であるとして,王威から2歳6か月を適期と

して,いわゆる pushback法が広 く行われてきた,こ

の方法によって言語障害の発生は著明に減少 し,言語障

害については良好な予後が期待できるようになったl).

は じ め に

唇裂 ･[｣蓋製は口陛 ･顎 ･閣画領域に発生する最 も確

度の高い先天異常である.本症患者では形態の異常と同

時に吸畷 ･言語障害などの機能の障害をも伴い,その治

療に当たっては,従来から形態の修復だけではなく機能

の回復に向けて多くの努力が払われてきた.なかでも言

語機能の障害は患者の社会生活に大きな影響を与えるこ
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形成外科療近の進歩

しかし,2歳前後という琴 曲顔面の発育の早期をこ粘膜

骨膜弁を硬r:l蓋から剥離する pushbこIek法で且 手術

後の撃の発育に重大な影響をおよぽし,上顎の正常な発

育が陣害され著明な歯列弓の狭窄と校合の異常を生ずる

症例が多 く,形態的のみならず,盈篤な阻噴騰能の障害

を後遺することとなった2㌧

近年,これらの障害を可及的に少なくし,形態的にも

機能的をこも満足する結果を得ることを目的として,顎発

育を考慮 した各種の治療法が試みられてきている慧).

をこ出生直後から,噛乳床を兼ねた顎発育誘導のための口

蓋床 (Hotz床)を装着 し ロ蓋形成手術をこ当たっては,

従来のように1回で口蓋裂を全部閉鎖する方法ではなく,

先ず 1歳6か月で軟口蓋のみ閉鎖 し,6歳で硬口蓋を閉

顔することにより硬口蓋への手術侵襲を可及的に軽減す

る二段階口蓋形成手術法を採用 し,顎発育障害を生 じな

い治療体系を確立しているのでその窯際を紹介する.

治 療 休 系
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床併用二段階LJ蓋形成手術による唇裂 ･口蓋瓢軽､者の治

療管理を開始 し,現在までに150余例に本治療体系によ

る治療を行1-･､てきた.この治療体系は,単に硬口蓋への

手術侵襲を避けるためをこ,m蓋形成手術を2回に分ける

というのではなく,出生直後から生来的に持っている本

症患児の顎形態の異常を矯正し,発蘭を促進する効果を

期待 していわゆる Hotz床 3)を健周 し顎発育誘導を併

せて行 うことが重要な要点である.

この Hotz床は,歯槽部を覆 う義歯床のような形態

に,さらに軟口蓋部の破裂をも補 うために鳩尾形の軟口

蓋閉鎖部を付けたもので (図 1), この床の装着により.

破裂がまがりなりにも閉鎖 されることによって,唇裂 書

口姦裂患児の出生直後の最大の障害である,艶畷障害の

改善をこ役立ち,自力で吸畷が可能となる4).従って, 蘇

の装着時期は生後早いことが望ましく, 3日から1週間

以内に装着されることが肝要である.そのためには,産

科医との緊密な連携が必要で,全身的に特に問題が無い

嵐児にあっては,出生直後をこ専門医 (歯科口腔外科医)

に受診するよう取 り計っていただきたい.率い,新潟県

においては産科医のご理解をえて,多くの患児が生後 1

図 1 Hotz床

L.i,.;
a:H｡tz床の口陸側

b:Ht)tz床の粘陸側

C:生後2日日の口腔内

d:H(JtZ床を装着 した状態

(文献4 大橋 靖,他より引周)
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週間以内に当科で Hotz床を装着されている.

この床は,患児の顎の形態そのままに製作されるため,

特に維持装置を必要とせず,口腔内に-椴の義歯と同様

に維持される, しかも,その内画を 1か_f‖こ1回,約 1

mm 削除 していくことをこよって,理想的な顎形態-と

発育誘導ずることが可能で,生来の異常な顎形態が自然

に矯正され 1歳6か月での軟口蓋形成手術まで,続け

て装着することをこよって正常児と同様な撃形態が得られ

る (図 2).

口唇形成手術は,生後6か日で三町弁法 (Cronin法)

によ-,て行･')(図 31.こLり際.手術和妾に Hot7,床を

装着することが肝要で.そ(T)た裾 こは顎裂部や硬Ll蓋部

にわたる手術は適切ではない.

rl蓋形成手術は先にも述べたように.先一･､㌢, 1歳6か

月で軟口蓋のみを形成する.軟口蓋は藤咽腔閉鎖機能の

主役をなすものであり,言語障害を生じさせないためにさ

適切な時期に.十分な長さ上 口蓋帆挙的L'T)走行を修(I:_

した正しい手術が行われる必要がある.また,この 1歳

6か月という時期は,言語発達のうえから適切であるだ

けでなく,乳児期における,撃発育の休止期に相当する

といわれており,手術時期として適切とされている.実

際には窮 ま乳臼歯の萌出開始時期がその目安となり,同

歯の萌出に併せて手術時期と_する.硬H蓋には手術がお

よぼず,破裂はそのままをこ残される.

手術法としては,軟口蓋の延長が計られ しかも口蓋

図 2 顎発常誘導の効果

Hotz床により顎発膏誘導を滞った患児の

歯列弓の変化と破裂幅の狭小化

(文献4 大橋 靖,他より引用)

図 3 Cronin法による口唇形成手術 (生後6か月)と術後4
か月 (生後10か月)の状態
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帆厳筋の走行が正しく,ダイナミックをこ矯正されるナFurlow

法5)17)(図 弟 を採用 している.

残された硬口蓋の破裂に対 してぼ,2歳前後から,口

蓋床を装着 し,残存する破裂を被覆する.

また,言語の正常な発育を促進する治療体熱が大切で,

軟口蓋形成手術前後からチ言語治療室での,定期的な観

察指導を開始する.

鍍口蓋閉鎖は,混合歯列期にはいる前後,幼児期の顎

発育がほ豪富終了する就学前の6歳を目標に行 う.この時

点では,硬口蓋の発育をこよって残存する破裂は自然に縮

小しタ時には両側の破裂線がほを富接するまでになる症例

もみられるB).いずれにしても破裂は狭 くなっており,

広く硬口蓋の粘膜骨膜弁を剥離する必要はなく,局所の

図 4 Furlow 法による軟口蓋形成術の切開線

(上)と手術終了時の状態 (千)
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＼TOmet･hingenapで閉鎖が可能である,以前iこ行われ

ていた pushback法と異なり,硬Ej蓋部の組織を後過

させる必要が無いため,顎裂部後方をこよくみられた療孔

を残すようなこともない.

治 療 成 績

顎発育について :党ず Hotz床をこよる顎発背誘導効

果,すなわち, 1歳6か月までの幣発菅をみると,Hotz

床装着例では,非装着例に比較 して,破裂側の歯槽列の

前 ･外方-の発育が有意に大きく,良好な歯列弓形態に

誘導されることが明らかである9)(図 5).両側例にお

いても Hotz床装着例では両側の歯槽列の前後方向-

の発育が著明で,教室の神威らIO)の計測では 1歳6か

1 3 4 6 12 18 24M

73 4 8 12 18 24N

図 5 Hotz床装着例と非装着例の顎形態の経年的変化

上 :片側性唇顎口蓋裂例

下 :両側性唇顎口蓋裂例

(文献9 0hashi.Y.et.al.よE)引用)
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図 6 両側性唇顎口蓋裂児の Hotz床装着による l二顎歯槽形,態

の変化

(症例 :1988年4月2日生,男児)

左列 :上より1か月時, 1歳6か月時,4歳時

右列 :左列とほぼ同時期の上顎歯槽模型の規格写霧

(文献10 神威庸二,他より引用)

月までに 7.4mm の増加を示 し,顎間骨を中心eこ良好

な放物線状の歯列弓が形成きれることを明らかにしてい

ち (図 61.

このことは,出生時にみられる異常な顎間骨の突出は

本来の顎の位置を示 しており,両側の歯槽列が異常をこ小

さいために相対的に突出しているように見えたものであ

ることを明らかにしたものである. しばしば両側例で手

術前をこ顎間骨を後方へ移動する術前処置の報告がみられ

るが,これは明らかに誤った処置ということができる.

二段階口蓋形成手術法による顎発育かこついて,教室の

福原ら11)は7歳までの縦断的資料を用いて,同年齢の

正常児の歯列弓を対照に計測 し.唇顎口蓋裂児と正常児

との間に全く差を認めないことを報告している (図7,8).

言語成績について :唇裂 ･L_｣蓋裂児の治療に当たって

ぼ,言語障害を後遺 しないことが重要であることは既に

述べた通 りである.Hotz床併用二段階口蓋形成手術法

による言語成績について,詳細な報告は少ない12).言

語障害の発生には鼻咽腔閉鎖機能不全が大きく関与する

那,当科の成績では,硬口蓋に破裂を残す方法であるこ

とから,幼児期をこぼ鼻咽腔閉鎖機能不全を残す例が多い

那,6歳時には80%の患児で良好な鼻咽腔閉鎖機能が獲

得されており,従来の他の手術法による威厳と差のない

ことが明らかとなっている (泰 虹 構音障害をこついて

ち,経年的かこ改善する. しかし,本治療体系では,従来
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図 7 片側唇顎口蓋裂群 (UCLP群)

態の麗ね合わせ法をこよる比較

20 10 0 1日 l_)ll

20 10 Ll 10 ljLl

と健常者群との各年齢における歯列弓形

(文献11 福原信玄,他より引用)

CT)pushback法に比較 して自然治癒する例は少なく.

言語治療士による定期的な観察と,適切な言語治療が不

可欠である.

考察 とま とめ

以上,言語の問題だげでなく,顎発育をも考慮 した最

近の唇裂 ･【~†蓋裂治境である Hotz床併用二段階し｣蓋

形成手術法の有属性について当科の成績をもとに論述 し
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た.唇裂 ･口蓋裂児にみられる顎発育鼎常が 1歳とか2

歳とかの低年齢で顎骨の骨探をも剥離する手術が行われ

る結果であることについては古くから指摘されていた133.

また,成人に至るまで手術を受けていない唇裂 ･L_~1蓋裂

患者では,顎発育障害がみられず,正常な校合を示すこ

ともよく知 られた事実である14).

このような背景をこたって考案されたのが二段階口蓋形

成手術法である. しかし,単をこ手術を二段階をこ分けるだ
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図 8 左側箪笥口濃裂児の5歳時における歯列弓形

態と校合状磨 く歯列弓形態は ミラ-痩)

げでは十分な有属性は実証 されなかった15).出生直後

からの噛乳床 (Hotz床)の装欄が顎の発育を誘導 し,

生来の撃形態の異常,発育のアンバラソスを是正 し,先

ず顎形態を正常をこ発育させることが寒治療体系を有用な

ものとするために必要不可欠である.当科における長期

をこわたる縦断的計測結果からもこの点が明確に示されて

いる9)-ll)

一方で, 本治療体系では,顎発育誘導のための Hotz

床の管理,口蓋形成手術が2回にわたること,言語管理

を綿密に行 う必要があることなど従来の治療体系に比較

して,通院や入院回数が増 し 患者側 ,医療担当者とも

に負担が増すことも否めない. しかし この点について,

本来,発売異常の予を持った親としては,頻繁に治療を

受けることは不安を和らげるためをこ歯周であり,また医

師の側からも,診療回数が増すほど,患者の家族との倍

療関係が増 し,治療の理解と協力が得られ易い利点もあ

り,一概をこ不利な点ということもできない.事実,当科

における経験を通 してみても,治療が中断 した症例はき

わめて少ないのが現状であった.

表 1 片側性唇顎口蓋裂(i:I例ハ鼻咽腔
閉鎖機能の経年的な変化 (%)

良 好 軽度不全 不 全

3歳 2息.9 LID.6 37.5

4歳 45.3 3魂.4 ?0.3

5歳 らll.7 37.9 110.4

唇裂 書口蓋裂に対する治療は党にも述べたようをこ,近

年長足の進歩を遂げ,大きく変遷 してきたが,Hotz床

併用二段階口蓋形成芋解法は従来の欠点を補 う多 くの利

点を着する治療体系といえる. しか し,今後もさらに長

期にわたって経過を追跡 し,より良い治療体系確立に向

けて努力することが必要であろう.
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司会 今回私どもの,2週間前にございました形成外

科学会でも,スウェーデソのヨ-テポ リからリリア教授

が招かれて,同 じような趣旨のお話をされてましたが,

やは り,上顎の発育不全は非常に問題であるとい うこと

管,同 じような意見が出されましたが,その穴を埋める

方法として,Hotz法を聞かせていただきまして,どう

もありがとうございました,最後にですが,星先生お願

いします.
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