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－臨床－
口唇口蓋裂外科的矯正一治験例 20 年後の検証
両川弘道
りょうかわ矯正歯科

A case Report of Lateral Cleft Lip and Palate Patient at 20years After
Treatment
Hiromichi Ryoukawa
RYOUKAWA orthodontic office
平成 22 年４月 15 日受付

５月 18 日受理

Key words：口唇口蓋裂（Cleft Lip and Palate）
, 外科的矯正法（Osteotomy）
, 側方拡大（Lateral Expansion）
, 犬歯ガ
イド（Cuspid Guidance）,楔状欠損（Cuneiform Defect）
.
Abstract： The Patient was a female with lateral cleft lip and palate showing mandibular protrusion due to severe
maxillary collapse.
She was treated with lateral expansion in pubertal stage.
After growth spurt period, surgical orthodontic treatment was given with Le Fort type I Osteotomy in Upper jaw
and Obwegeser's Osteotomy in Lower jaw.
20years after Treatment,Patient had some periodontal problem.
Cuneiform Defect appeard lateral segment teeth in the Upper Jaw.
抄録
片側性唇顎口蓋裂症例を外科的矯正にて咬合再建した患者の 20 年後を検証した。
セファロ上では下顎の時計回り方向の回転が認められたが，他に特記すべき変化はなかった。上顎の狭窄も認めら
れなかったが，上顎の全歯牙に歯根露出および楔状欠損が認められ補綴物の咬合関係に問題のあることが示唆された。

【緒

言】

【症

口唇口蓋裂患者は，誕生から成人に至るまで続く口腔
機能再建という一連の治療の流れの中で，矯正歯科医は

患者：初診時

11 才１ヶ月

例】
女子

既往歴

治療の立案から完成まで深く関わるが，患者が成人し補

生後２ヶ月で口唇閉鎖手術

綴処置が終了した地点で治癒終了と考えていた。この度

１才で口蓋裂閉鎖手術

口唇口蓋裂症例の咬合再建に上下顎離断手術を行いその

破裂部への骨移植手術および２次修正手術は受けてい

後恒久的な上顎の狭窄防止を目的とした補綴処置を施し

ない。

た症例の 20 年後を検証し，矯正医が，患者の生涯を通

顔貌所見

しての歯科的ケアにまで考えがおよんでなかったことを

 口唇裂の手術跡があり上口唇は非対称，下口唇は飜

反省する機会を得たので報告する。

転，中顔面は陥凹し反対咬合の様相を呈している。
口腔内所見
 上顎は狭窄し，前臼歯部ともに cross bite を呈して
いる。上顎側切歯は左右とも下顎左側中切歯は先天性
欠如，下顎前歯部は舌側に傾斜し，破裂部位に接した
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図１
11 才１ヶ月

部補綴は保定を兼ねた恒久的のものとする。

上顎右側中切歯は傾斜，捻転している。臼歯の一部が
咬合しているだけ。
（図１）

【治 療 経 過】

X 線所見
 下顎角は開大し骨体部は下顎枝に比べ長い。上顎は
小臼歯部より前方が著しく短く，下顎とのアンバラン

１）12 才３ヶ月

スが著明。歯数の異常が認められる。上顎右側側切歯
部位には骨欠損が認められる。
（図４―A）

上顎左右第２小臼歯を抜歯し，固定式ラピッドエキス
パンダーによる上顎歯列弓の側方拡大。引き続きブラ

診断および治療方針

ケットを装着しレベリングを行う。（図２―A）

 右 側 口 唇 口 蓋 裂 の 手 術 侵 襲 に よ る 上 顎 劣 成 長。

２）13 才 11 ヶ月

Total cross bite.

整直した上顎歯列をリンガルアーチにて固定し骨成

 上 顎 を 側 方 拡 大 し， 術 前 矯 正。 前 後 的 骨 格 の

熟，成長終了を待つ。（図２―B）

discrepancy は上下顎の離断手術にて修正する。欠損

３）14 才５ヶ月
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図２
A 上顎拡大 12 才３ヶ月
B 術前矯正 16 才３ヶ月
C 補綴終了 20 才１ヶ月

利な部分が舌にあたり痛い。

上顎瘻孔の舌弁法による閉鎖手術。

問診では，頭痛，肩こりがあり時々無意識でくいしば

４）17 才７ヶ月
顎骨離断手術

りをしている。下顎を前方に出すと楽だ。

上顎は Le Fort Ⅰ 型，下顎は Obwegeser 法

顔貌所見
下唇の方がでているが，肉眼的には 20 年前と大きな

術後矯正治療にて細部の咬合を調整

変化はない。

５）18 才８ヶ月

口腔周囲筋の緊張もなく，口唇裂の瘢痕もうっすらと

上顎をメタル製のリテーナーにて保定（図４―B）

見える程度である。

６）20 才

口腔内所見

補綴処置（図２―C）
左右とも小臼歯と大臼歯２本，合計３本を連結したク

上顎前歯部も連結されたメタルボンドジャケットクラ

ラウンにし，その舌側にアタッチメントにパラタルバー

ウンが装着されており，上顎全歯にわたり頬側歯根が露

を組み込み上顎の狭窄に対抗する保定力とした。（図５

出し，側方歯には楔状欠損が認められる。右側のみ楔状

―B）

欠損部にレジン充填が施されている。上顎歯肉は頬側の

その完成を待って治療終了とした。

み退縮し，歯根が露出しているがポケットが深くなって

20 年後再来院時

いるわけではなく，細菌性の歯槽膿漏ではない。咬合性

38 才１ヶ月（図３）
（図４―Ｃ）

主訴は睡眠時，上顎側方部の歯牙の頬側面に頬粘膜が

外傷による歯肉の退縮と思われる。
下顎小臼歯部にも歯肉退縮は認められるが上顎ほどで

吸い付けられるようで痛い。
パラタルバーは使用してないためクラウンの舌側の鋭

はない。
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図４
A 初診時 11 才１ヶ月
B 外科的矯正治療終了時 18 才８ヶ月
C 再来院時 38 才１ヶ月

上顎歯列弓幅径，長径とも 20 年前と大きな変化はな
い。
（図５―Ｃ）
X 線所見
セファロの重ね合わせでは ANB はマイナス１度と 22

図５
A 初診時口蓋と咬合面
Basal arch width 33.2mm
B 補綴終了時
Basal arch width 38.5mm
口蓋のふくらみは舌弁法手術の跡
保定としてのパラタルバーを装着している
C 再来院時
Basal arch width 38.5mm
パラタルバーを装着していない

才時の数値からはわずかな後戻りを示すが，数値上の一
番の変化は FMA で，下顎の時計回りの回転を示してい

咬合所見
下顎前歯に叢生と切縁にファセットが観察される。

る。あとは特記すべき項目はみあたらない。
（図６）（表

偏心咬合作業側では側切歯部位（実際は犬歯）から大

１）

臼歯にいたるまですべてがガイドしている。平衡側は小

CT 所見
上顎骨に使用したチタンプレートは骨に埋没している

臼歯と大臼歯の３本に咬合干渉が認められる。（図８）

が，下顎の骨片の固定に使ったチタン製ビスはすべてが
皮質骨表面から突出している。
（図７）
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図３
38 才１ヶ月

図６
Superimposition on Sella-Nasion at Sella
黒 線 初診時 11 才１ヶ月
青点線 術前矯正終了時 16 才３ヶ月
赤 線 術後矯正終了時 18 才２ヶ月
緑 線 再来院時 38 才１ヶ月

CT 画像正面

図７
チタンビスの突出が見える。

【考
表１
セファロ分析値

SNA
SNB
ANB
FMA
IMPA
FMIA
U1SN
II

察】

セファロ上では上下顎とも離断手術の術後は安定して

初診時
手術前
治療後 補綴終了時 再来院時
11 才１月 17 才 7 月 19 才 2 月 22 才 2 月 39 才 3 月
77.0
76.0
78.0
78.0
75.0
82.0
82.0
77.0
77.0
76.0
-5.0
-6.0
1.0
1.0
-1.0
33.0
35.0
33.0
38.0
45.0
81.0
85.0
64.0
81.0
80.0
67.0
62.0
56.0
61.0
58.0
98.0
106.0
113.0
106.0
101.5
148.0
134.0
131.0
132.0
133.0

いた。下顎が時計回り方向に回転していたが，当院の治
療終了後，上顎前歯部に補綴物が入れられたのでその影
響と思われる。
上顎の固定に使ったチタンプレートは骨に埋没してい
たが，下顎のチタンビスはあたかも取り外す方向に回転
力をかけたように挺出した状態になっており皮膚の上か
らも触診される。下顎に成長力があれば埋没していくは
ずの部位にあるビスが取り残されているように骨吸収し
ているのは加齢によるものと推測される。上顎全歯にお
いて頬側のみ歯頸部歯肉が退縮し，歯牙にも頬側歯頸部
に Abfraction がある。歯肉退縮が頬側だけに限定して
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（図８）また，前歯部の修復が，オーバージェット，オー
バーバイトともに大きく補綴してあり
（図２―Ｃ）
（図３）
，
下顎前歯の叢生やファセットは下顎を押し込むような窮
屈なバイトになったことを意味し，それがセファロ上で
下顎の回転を誘発した原因にもなっていると思われる。
口蓋裂の上顎狭窄の場合，第２小臼歯が舌側に出てく
ることはよくある。歯列弓を整形する際抜歯を選択する

A

ことが多いが犬歯誘導やグループファンクション咬合に
とっても犬歯と小臼歯または小臼歯２本が存在すること
が前歯と臼歯との距離を保つ意味で大事な事と思える。
この症例では側切歯が先欠しており，犬歯を前歯部に移
動させ第２小臼歯は抜歯したため，前歯部と臼歯部間の
距離が著しく短い。それと無理に作った前歯部被蓋が問
題だったと思われる。本症例で前歯部と臼歯部との距離
をとるとすれば，（小臼歯１本＋大臼歯２本）より（小
臼歯２本＋大臼歯１本）の配列の方が良かったのかもし
れないが，12 ～３才で大臼歯の抜歯を決断するには躊
躇するところがある。
保定として歯牙をたがいに連結して固定させたが，図
５B のパラタルバーを使っていなかったにもかかわらず
上顎歯列弓幅径を維持していたということは保定力は治
療方針で考えたほど大きな力はいらなかったということ
になる。（図５）
口唇口蓋裂の咬合再建はチームアプローチで矯正歯科

B

だけでなしとげられるものではないが，患者に一番長く
接し，いかなる咬合を再構築するかという治療計画や抜
歯部位の決定をするのは矯正歯科である。矯正歯科医の
予後への予知性が問われる症例であった。
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新たな骨形成不全症モデルマウスに見ら
れた選択的スプライシング
-Seal における GT-AG ルールの例外 A novel mutation generated a rare
splice site in Osteogenesis imperfecta
model mice
- an exception to the GT-AG rule in
Seal 新潟大学超域研究機構

多部田康一，高橋直紀，前川知樹，山崎和久
Center for Transdisciplinary Research, Niigata University

Koichi Tabeta, Naoki Takahashi, Tomoki Maekawa,
Kazuhisa Yamazaki

変異による影響を受けるかで症状の強さが異なる。症状
としては，脆弱な骨形成による易骨折性，骨の変形を主
とし，青色強膜，難聴，成長障害，歯科と関連して象牙
質形成不全が認められる。幼児期より骨折を繰り返すた
め特に成長期の小児に大きな負担となり，のちに障害を
残すこともある。小児慢性特定疾患に指定さる疾患であ
り，多様な症状に対して治療法は十分に確立されていな
い。疾患の解析，治療法の開発などに有用なツールとし
て，これまでいくつかの疾患動物モデルとなる Type I
コラーゲンのミュータントマウスが作られてきたが，コ
ラーゲン分子の生体における重要性がゆえに，胎生致死
もしくは誕生後すぐに死亡してしまうため，疾患モデル
として利用できるものは限られている。Seal マウス は
ミューテーションによる影響が非常に小さく，ミュー
テーションがホモ接合子となった場合のみ易骨折性を示
す劣性遺伝形質である。骨折させない限りは正常に生育
する。ヒト OI のモデルとして極めて貴重なモデルマウ
スであると考えられる。

【Seal : 新しい骨形成不全症モデルマウス】

【Type I コラーゲン遺伝子に変異がない？】

現在，私たちは骨形成不全症モデルマウスにおける疾

マウス Type I コラーゲン（α1 鎖）は約 4000bp（塩基）

患発症メカニズムについての解析を行っている。このマ

にコードされる大きな遺伝子である。約 40 のエクソン

ウスは ENU（N-ethyl-nitrosourea）というアルキル化

より構成され，ゲノム上 15000bp の範囲にわたってコー

剤の一種を投与することによりゲノム遺伝子上にランダ

ドされている。真核細胞の遺伝子は pre-mRNA 転写後

ムに点突然変異（ポイントミューテーション）を導入し

の選択的スプライシングにより mRNA が形成され，さ

たマウスの子孫において発見された 。体を掴まれた直

らにアミノ酸に翻訳されることにより機能する。Seal

後にアザラシ（Seal ）が陸をはうように歩くフェノタイ

マウスの明らかなフェノタイプから，この Type I コラー

プ（表現系）から Seal マウスと命名された。当初はヒ

ゲン遺伝子の mRNA 配列上に遺伝子の変異があるもの

トに掴まれた恐怖のあまり？神経症状により後ろ足に麻

と予測されたため，この点について検索した。しかし実

痺がでるものかと考えられていたが，その後詳細に検討

際には mRNA 上には変異は存在しなかった。結果とし

すると，体幹をつかむと逃げようともがくことにより自

て変異はイントロン上の５' 末端にある選択的スプライ

分自身の力で脊椎を骨折しているらしく，麻痺は脊椎の

シングにおけるイントロン認識部位に存在していた。と

損傷によるものであることがわかった。約 2000 頭の

ころが信じられないことにスプライシング産物は正常で

Seal マウスの交配と遺伝子マッピングによる実験結果
から，第 11 染色体の Type I コラーゲンの遺伝子付近
に発生した遺伝子変異によりこのフェノタイプが発生し
ていることが予測された。従ってこのマウスはヒト骨形
成不全症（OI：Osteogenesis Imperfecta）の新たな疾
患モデルマウスであると考えられた。
ヒトにおける OI は遺伝性疾患であり約２万人に１人
の割合で発症する。最も高頻度なケースは Type I コラー
ゲンの遺伝子変異が原因であり，その変異の位置により
産生される Type I コラーゲンたんぱく質がどのように

あり，正常なたんぱく質が翻訳されていることも解った。

1

常識的には考えられないことである。
選択的スプライシングは真核細胞の遺伝子発現におけ
る中心的なメカニズムであり，これにより一般には直接
的にアミノ酸をコードするエクソンの間に複数介在する
たんぱく質としての情報をもたないイントロンの除去が
行われる。ヒトの遺伝子のうち約 70％の遺伝子はこの
選択的スプライシングを受ける。長さの異なるスプライ
シング産物であるスプライシングアイソフォームが転写
されることから，高等動物においてコードされるたんぱ

－ 79 －

80

新潟歯学会誌

40
（1）
：2010

く質の機能により多様性を与える仕組みの一つであると
考えられている。この切り取られるイントロンの５' 末
端と３' 末端は GT と AG の塩基対でコードされている。
教科書的には選択的スプライシングにおける GT-AG
ルールとして知られている。また，わずかであるがその
他の例外的なスプライシングのメカニズムが存在するこ
とも知られている。
選 択 的 ス プ ラ イ シ ン グ は Uracil rich small nuclear
RNA（U-snRNA） と そ れ に 結 合 す る Small nuclear
ribonucleoproteins（snRNPs）の複合体で形成されるス
プライソゾームによって２つのステップにより行われ
る。①イントロンの 5' splice site（SS）の塩基配列 GT
と３' SS の AG さらにその間に位置する Branch point
の A（アデノシン）を認識する。②投げ縄構造にイン
ト ロ ン を 切 り 捨 て る。 こ の 過 程 に お い て U2 snRNPdependent のスプライシング（図 1a）が大部分をしめ
るが，ごくわずかに U12 snRNP-dependent にスプライ
シングを受けるイントロン（約 0.3％）の存在も知られ
ている 2（図 1b）
。ヒトのゲノムシークエンスがほぼ解
読され，この U12 Type のなかには GT-AG 以外のスプ
ライシングによるものが約 30％存在すると最近報告さ

図１. 選択的スプライシング
A: U2 snRNP-dependent ス プ ラ イ シ ン グ，B: U12 snRNPdependent スプライシング

れた。全スプライシングの約 99.7％を占める U2 タイプ

Seal マウスは骨の組織学的所見において非常に薄い

ではその 99％以上が通常に GT-AG によりスプライシン

皮質骨と骨梁を有し，電顕レベルにおいても明らかに希

グを受けるため，GT-AG 以外でのスプライシングは本

薄なコラーゲン線維束が観察される（図２，図３）
。遺

当にレアなものである 3。

伝子の発現レベルはわずかに減少しているのみだが，

実際 GT-AG 以外のスプライシングが行われる遺伝子

Type I コラーゲン量が恒常的に減少することが脆弱な骨

はクラスターを形成してゲノム上にコードされているこ

のフェノタイプを生じさせていると考えられる。ヒト OI

とが報告される。つまりスプライシングのメカニズムと

においても同様に Type I コラーゲンの低産生が原因と

して安定したシステムが進化の中で淘汰に耐えて残って

なっているタイプが多い。そのような点でこの Seal マウ

きたものであると考えられる。この SS に塩基の置換が

スは OI の治療法の開発などに非常に貴重なモデルとな

起きれば，正常なスプライシングが阻害されることでエ
クソンの skipping 等を生じ，正常たんぱく質として機
能しなくなるために SS に生じた一塩基の変異の個体生
存へのリスクは非常に大きい。ヒトの遺伝疾患の約 15％
がスプライシング異常によるものであるとされている。

【Seal マウスが貴重な理由】
これまで Seal マウスに認められる５'SS ミューテー

図２. 脛骨骨端軟骨部の H-E 染色像（a: Wild-type, b: Seal ）
Seal において Wild-type に比べて著しく骨梁構造（矢頭）が
減少している。

ションのタイプで正常なスプライシングが起きる例は知
られていない。しかし昨年 U1-snRNP 非依存性（イン
トロンの 5'SS を認識する snRNP に依存しない）スプラ
イシングが細胞レベルでも起きることが報告された 4。
現在のところ生体レベルでこの現象が起きていることは
報告されていないが，私たちが Seal マウスに見ている
現象は U1-snRNP 非依存性経路と同一または類似した
新たなスプライシングメカニズムが生体において機能す
ることを示す。

図３. 電顕像（x5000）
，
（a: Wild-type, b: Seal マウス）
Seal において Wild-type に比べて疎なコラーゲン線維の走行
を認める。

－ 80 －

多部田

康一

りうると考えられる。現在さらなる解析を進めている。

ほか

81

proteins in innate and adaptive immune
responses. Microbes Infect, 6:1374-1381, 2004.
２）Reed R: Mechanisms of fidelity in pre-mrna

（共同研究者）

splicing. Curr Opin Cell Biol, 12:340-345, 2000.

The Scripps Research Institute

３）Sheth N, Roca X, Hastings ML, Roeder T,

Bruce Beutler

Krainer AR, Sachidanandam R: Comprehensive

北海道大学大学院歯学研究科
網塚
（前

憲生

splice-site analysis using comparative genomics.

教授

新潟大学超域研究機構

Nucleic Acids Res, 34:3955-3967, 2006.

教授）

４）Fukumura K, Taniguchi I, Sakamoto H, Ohno M,

【参 考 文 献】

Inoue K: U1-independent pre-mrna splicing
contributes to the regulation of alternative

１）Beutler B, Hoebe K, Georgel P, Tabeta K, Du X:
Genetic analysis of innate immunity. Tir adapter

－ 81 －

splicing. Nucleic Acids Res, 37:1907-1914, 2009.

