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抄録：顎顔面領域における骨延長術は，近年その用

途を広げているが下顎骨骨延長術においては顎関節

部への影響も示唆されており，現在も様々な問題を

抱えている。そこで下顎骨正中部骨延長術において

は，拡大装置と骨との間に可動域を設けることによ

り，顎関節への負担を少なくする工夫がなされてい

る。今回の研究では，三次元有要素法を用いて下顎

骨正中部骨延長術における生体力学的解析を行うこ

とにより，顎関節に対して影響の少ない可動域なら

びに拡大装置の固定部位について検討し，以下の結

論を得た。側方拡大を行う際，下顎頭は遠心回転お

よび内側への回転を生じ，複雑な応力が加わってい

た。正中部を１０mm拡大するのに必要な拡大装置と

骨の間の可動域は，３mmであった。また拡大装置

の固定部位は，左右的には中切歯遠心部，上下的に

は下顎体中央部から歯槽部の範囲が適当であった。

緒 言

骨延長術は，近年歯学の発展に伴って顎顔面領域

にも応用されるようになった１）～１０）。この方法は，従

来の顎矯正手術に比べて術後の安定性が良く，成長

を終了した成人や骨格的不正の強い症例においても

用いることができ，筋肉，皮膚，神経，血管などの

軟組織も増大することができるなどの利点がある。

その適用に関しては，延長量１１）～１３），延長方向１４），１５），

延長装置の形態１６），１７）および延長装置から生じる

力１８）～２０）など，現在も様々な検討が行われている。

しかし，生体力学的検討を行ったものは僅かで，下

顎骨とその周囲への影響については解明されておら

ず，臨床の場においては下顎骨の骨延長術を行うこ

とによる，顎関節部の違和感や，機能的障害を惹起

する危険性が示唆されている２１）。

本研究では，下顎の狭窄歯列に対して下顎骨正中

部の骨切りを行い，急速側方拡大する顎骨正中部骨

延長術における下顎骨の動態，ならびに顎関節部へ

の影響について解析するため三次元有限要素法を用

いた。拡大装置はスクリュー固定の強度により，拡

大時，拡大後での顎関節機能障害の可能性２２）が挙げ

られる bone-borne type を想定し，固定部にどの程

度の可動域を設ければよいのかについて，数値的な

データで明確にすることを目的の１つとした。

方法は，頭部Ｘ線CTデータをもとに下顎骨およ

び関連する周囲組織を抽出して三次元限要素モデル

を作成し，より生体に近い状態での拡大装置と骨の

間の可動域の量について解析を行った。その結果を

もとに，臨床で実施する下顎骨正中部骨延長術にお

いての下顎骨，特に顎関節に影響が少なく，効果的

な骨延長を行うことの出来る拡大装置の固定位置に

ついて検討した。

材料および方法

１．材料および三次元有限要素モデルの作成

研究資料は，顎顔面形態の精査を希望して顎顔面

頭部のＸ線CT撮影を施行した２４歳の成人男性の

データを用いた。この男性は，永久歯列で正常な咬

合状態を有し，顎関節に疼痛やクリックなどの異常

ならびに機能障害を認めなかった。なお，CTデー
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タの使用には本人の了承を得た。撮影は，Ｘ線CT

装置（SOMATOM Plus4 Volume Zoom, Siemens

Co, Germany）を使用し，被験者の頭部を正中矢状

面および咬合平面が床面に対して垂直になるように

固定し，中心咬合位でスパイラル撮影を行った。撮

影条件は，管電圧１２０kV，管電流１３０mA，スキャン

速度０．７５sec/回転，寝台移動速度３mm/sec，コリ

メーション１mm×４列，ガントリの傾斜角度０度

とした。そして，再構成スライス厚１．２５mm，再構

成スライス間隔１．０mmで連続スライス画像を得

た。得られた全てのスライス画像をDICOM（Digital

Imaging and Communication in Medicine）形式で

光磁気ディスクに出力し，東京歯科大学口腔科学研

究センター所有の３Ｄ構造解析ソフトTRI/3D-B-

ON（RATOC社製）にて下顎骨および関連する周囲

組織を二値化にて抽出した。得られた二値化データ

の表面座標を当講座所有の汎用有限要素解析プログ

ラムANSYS Release 8.1（Swanson 社製，サイバー

ネット社扱い，以後ANSYS と略記）に取り込み，

三次元モデルの構築を行った。

２．構成材料とその物質性状

モデルの構成材料は，骨，筋肉ならびに顎関節部

とし，骨は下顎骨，下顎窩を含む側頭骨，頬骨弓，

蝶形骨翼状突起，舌骨である。下顎骨は皮質骨と海

綿骨にわけて抽出し，その他の骨は皮質骨のみのモ

デルとした。各骨は，節点座標系Ｘ，Ｙ，Ｚ方向の

並進３自由度を持つ４節点で構成される四面体三次

元ソリッド要素で定義した。各骨を連結する咀嚼筋

群および舌骨上筋群を単軸の引っ張り‐圧縮要素と

し，曲げおよびねじれは考慮されないスプリング要

素で定義し，下顎骨の懸垂状態を再現した（図１）。

また，顎関節においては上條の報告２３）を参考とし，

下顎窩内面から下顎頭の上部の関節包で包まれてい

る部位にモデルを構築した。そして四面体三次元ソ

リッド要素で定義して材料定数を関節円板の数値で

設定し，顎関節部と称することとした。次に，顎関

節部の潤滑機構を再現するため，下顎頭と顎関節

部，および下顎窩と顎関節部が接触する部位にモデ

ル表面間の接触と滑りをモデル化する接触要素で摩

擦係数を定義した（図２）。モデルの総接点数は

２３，１６８個，総要素数は１０４，８６５個であり，各構成材

料の材料定数は本教室の先人たち２４）～２８），住吉２９）およ

び壹岐３０）による有限要素の研究報告を基に設定した

（表１）。

３．解析条件

本研究では，下顎骨正中部骨延長術を想定し，三

次の報告３１）による下顎骨の完全骨切り（骨切離）状態

を再現するのに下顎骨モデルの正中部を１mm幅で

削除した。解析は，拡大装置と骨面との間の可動域

を検討するために荷重部の位置と荷重を一定にし，

荷重部位の拘束条件を変えて行ったもの（以後，解

析１）と，拡大装置の位置を検討するために，荷重

と拘束条件を一定にして荷重部の位置を変えて行っ

たもの（以後，解析２）の，２種類について検討し

た。

１）拘束条件

拘束条件は，左右軸（水平方向）をＸ，前後軸（矢

状方向）をＹ，上下軸（垂直方向）をＺとし，下顎窩

を含む側頭骨，頬骨弓，蝶形骨翼状突起の骨接合部

を完全拘束し，舌骨は上下方向の動きを許容するた

めにＸおよびＹ軸方向を拘束した（図３）。解析１に

おける荷重部の拘束条件は，拡大装置による骨の平

行移動を再現するためＸ軸方向は自由とし，Ｚ軸方

向は常に拘束した。また，骨延長術に用いる拡大装

置と骨面との間の可動域，すなわちＹ軸方向の前方

自由度（符号－）を０，１，３，５mmの４種類とし

て変位を許容するものとした。解析２における荷重

部の拘束条件は，解析１より得られた結果からＹ軸

方向の前方自由度を３mmとし，Ｘ軸およびＺ軸方

向は解析１と同様とした。

２）荷重条件

荷重条件は骨外表面に設定し，解析１における荷

重部位はモデルの下顎体正中部の上下的中点を下顎

体中央部とし，そこからＸ軸方向へ左右５．０mmの

位置を中切歯遠心部とし，中切歯遠心部荷重とし

た。解析２における荷重部位は，解析１の部位に加

え，正中部下顎体上縁より６mm下方を中切歯歯槽

部，正中部下顎体下縁より６mm上方を下顎体オト

ガイ部とし，それぞれの中切歯遠心部を中切歯歯槽

部荷重ならびに下顎体オトガイ部荷重とした。次

に，下顎体中央部で，正中から９．５mmの位置を側

切歯遠心部荷重，１４．５mmの位置を犬歯遠心部荷重

とし，以上の５箇所（図４）で検討した。また，荷重

方向は左右それぞれ水平とし，荷重はRobinson１９）
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表１ 各モデルの材料定数

ヤング率（MPa） ポアソン比 摩擦係数

皮 質 骨 １４０００ ０．３ ―
海 綿 骨 ７８００ ０．３５ ―
その他の骨 １４０００ ０．３ ―
顎 関 節 部 ４４．１ ０．４ ０．００６

ａ：正面観 ｂ：背面観 ｃ：左側面観 ｄ：正中矢状断面（左側）
①下顎骨 ②側頭骨 ③下顎窩 ④頬骨弓 ⑤蝶形骨翼状突起 ⑥舌骨

図１ 下顎骨および関連組織の有限要素モデル

ａ：左側下顎窩（内面） ｂ：左側下顎頭

図２ 顎関節部の接触要素部位

ａ．側頭骨 ｂ．下顎窩 ｃ．頬骨弓
ｄ．蝶型骨翼状突起 ｅ．舌骨（上下軸は自由）

図３ 拘束部位
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らおよびBasciftci３２）らの報告を参考に左右３．５Kgf

とした。

３）解析

有限要素法の解析プログラムにはANSYS を使用

し，コンピュータは Precision３６０（Dell 社製）を用い

た。結果は，解析１および２において正中部におけ

る左右切離面の距離を計測し，それを拡大量として

記録した。そして解析２においては，初期荷重に対

する変化について出力させ，最大および最小主応力

分布を記録した。なお，拡大量にはモデルの切離幅

１mmが含まれている。

結 果

１．解析１

１）荷重部可動域０mm

拘束条件として荷重部位の前方自由度を０mmと

し，図４－①の部位に３．５Kgf で荷重したところ，

骨切離部の拡大量は１．９mmであった（図５）。

２）荷重部可動域１mm

拘束条件として荷重部位の前方自由度を１mmと

し，同様に荷重したところ，骨切離部の拡大量は

４．７mmであった（図５）。

３）荷重部可動域３mm

拘束条件として荷重部位の前方自由度を３mmと

し，同様に荷重したところ，骨切離部の拡大量は

１０．０mmであった。この値は，臨床で用いられる拡

大量として最も適切であると考えられる（図５）。

４）荷重部可動域５mm

拘束条件として荷重部位の前方自由度を５mmと

し，同様に荷重したところ，骨切離部の拡大量は他

の３部位に比べ最も大きく，１５．５mmであった（図

５）。

臨床的には１０mm位の拡大が望まれるので，以上

の結果より可動域３mmのものが適であると考えら

れた。そこで，解析２では可動域３mmとして解析

した。

２．解析２

１）中切歯遠心部荷重

最大主応力は，左側では下顎頸部外側から大きさ

を弱めて下顎枝，下顎頭後部および下顎頭前方中央

部に分布し，右側では下顎頸後部から下顎頭後部を

経て翼突筋窩，そして下顎頸内側部へ繋がるように

分布していた（図６）。また，左右下顎角前方部にも

応力分布が認められた。最も大きい最大主応力値

は，右側下顎頭頭頂部の内側に限局し（図６－

e），２６．３１MPa であった（表２）。

最小主応力は，右側では下顎切痕部が大きく，そ

こから下顎頸外側部および翼突筋窩を経て下顎頭頭

頂部へ，左側では下顎切痕部から下顎頸内側部およ

び翼突筋窩へ，そして下顎頭頭頂部に分布していた

①：中切歯遠心部 ②：側切歯遠心部 ③：犬歯遠心部
④：中切歯歯槽部 ⑤：下顎体オトガイ部

図４ 荷重部位 図５ 各可動域ごとの拡大量
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（図７）。最も大きい最小主応力値は，左側下顎頭頭

頂部で－３９．２６MPa であった（表２）。また，骨切離

部の拡大量は解析１の３）と同様であり，１０．０mm

であった（表２）。

２）側切歯遠心部荷重

最大主応力は，中切歯遠心荷重と同じように右下

顎頸後部から内側および左右下顎頭に分布し，その

範囲および主応力値共にわずかに大きくなった（図

８）。しかし，左側下顎頸外側部から下顎枝外側へ

の応力と左右下顎角前方部の応力は，中切歯遠心荷

重と比較して範囲，主応力値共にわずかに小さく

なった（図８）。最も大きい最大主応力値は，右側下

顎頭頭頂部内側の２８．７７MPa であり，中切歯遠心荷

重と比較してわずかに大きくなっていた（表２）。

最小主応力は，中切歯遠心荷重と比較して左右下

顎頭，下顎切痕部および下顎切痕部か外側へ広がる

応力の範囲はわずかに拡大し，内側へ広がる応力の

範囲はわずかに縮小していた（図９）。最も大きな最

小主応力値は，左側下顎頭頭頂部の－４２．６２MPa で

あり，中切歯遠心荷重と比較してわずかに大きく

なっていた（表２）。また，骨切離部の拡大量は１０．７

mmで中切歯遠心荷重と比較してわずかに大きく

なっていた（表２）。

３）犬歯遠心部荷重

最大主応力は，中切歯遠心部荷重と比較して荷重

部位に大きな応力がみられ，中切歯遠心部荷重と同

様に右下顎頸後部から内側および左右下顎頭に分布

し，その範囲および主応力値は中切歯遠心荷重と比

較して大きくなっていた（図１０）。しかし，左側下顎

頸外側部から下顎枝外側への応力と，左右下顎角前

方部の応力は，中切歯遠心荷重と比較して範囲，主

応力値共に小さくなっていた（図１０）。最も大きな最

大主応力値は右側下顎頭頭頂部内側で３３．３４MPa で

あり，左右３部位のなかで最も大きな値を示した

（表２）。

最小主応力も最大主応力と同様に，中切歯遠心部

荷重と比較して荷重部位に大きな応力がみられた

（図１１）。また左右下顎頭，下顎切痕部および下顎切

痕部から外側へ広がる応力の範囲は拡大し，内側へ

広がる応力の範囲は縮小した（図１１）。最も大きな最

小主応力値は左側下顎頭頭頂部で－４７．３１MPa であ

り，左右３部位のなかで最も大きな値を示した（表

２）。また骨切離部の拡大量は１１．８mmで左右３部

位のなかで最も大きな値を示した（表２）。

４）中切歯歯槽部荷重

最大主応力は，中切歯遠心部荷重と比較して荷重

部で大きな応力集中がみられ，また全体的に範囲お

よび主応力値共にわずかに大きく（図１２－ａ，ｂ），

最も大きな最大主応力値は，右側下顎頭頭頂部内側

で２７．５６MPa であった（表２）。

最小主応力も最大主応力と同様に，中切歯遠心部

荷重と比較して荷重部位で大きな応力集中がみら

れ，全体的に範囲および主応力値共にわずかに大き

かった（図１３－ａ，ｂ）。最も大きな最小主応力値

は，左側下顎頭頭頂部で－３９．４１MPa であり，中切

歯遠心荷重と比較してわずかに大きくなったがほぼ

同様であった（表２）。また骨切離部の拡大量は１０．９

mmでわずかに大きくなった（表２）。

５）下顎体オトガイ部荷重

最大主応力は，中切歯遠心部荷重と比較して全体

的に範囲および主応力値共にわずかに小さく（図１２

－ｃ，ｄ），最も大きな最大主応力値は，右側下顎

頭頭頂部内側で２５．７８MPa であり，わずかに小さく

なった（表２）。

最小主応力は，中切歯遠心部荷重と比較して全体

的に範囲および主応力値共にわずかに大きく（図１３－

ｃ，ｄ），最も大きな最小主応力値は，左側下顎頭

頭頂部で－４０．０７MPa であり，わずかに大きくなっ

表２ 各荷重部位における最も大きい最大および最小主応力値ならびに拡大量

荷重部位 最大主応力値（MPa） 最小主応力値（MPa） 拡大量（mm）

中切歯遠心部荷重 ２６．３１ －３９．２６ １０．０
側切歯遠心部荷重 ２８．７７ －４２．６２ １０．７
犬 歯 遠 心 部 荷 重 ３３．３４ －４７．３１ １１．８
中切歯歯槽部荷重 ２７．５６ －３９．４１ １０．９
下顎体オトガイ部荷重 ２５．７８ －４０．０７ ９．７
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ａ：正面観 ｂ：背面観 ｃ：左側面観 ｄ：右側面観 ｅ：右側下顎頭正面 ｆ：左側下顎頭正面

図６ 中切歯遠心部荷重，最大主応力分布

ａ：正面観 ｂ：背面観 ｃ：左側面観 ｄ：右側面観 ｅ：右側下顎頭正面 ｆ：左側下顎頭正面

図７ 中切歯遠心部荷重，最小主応力分布

ａ：正面観 ｂ：背面観 ｃ：左側面観 ｄ：右側面観 ｅ：右側下顎頭正面 ｆ：左側下顎頭正面

図８ 側切歯遠心部荷重，最大主応力分布

市村：下顎骨正中部骨延長術における生体力学的検討２２０
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ａ：正面観 ｂ：背面観 ｃ：左側面観 ｄ：右側面観 ｅ：右側下顎頭正面 ｆ：左側下顎頭正面

図９ 側切歯遠心部荷重，最小主応力分布

ａ：正面観 ｂ：背面観 ｃ：左側面観 ｄ：右側面観 ｅ：右側下顎頭正面 ｆ：左側下顎頭正面

図１０ 犬歯遠心部荷重，最大主応力分布

ａ：正面観 ｂ：背面観 ｃ：左側面観 ｄ：右側面観 ｅ：右側下顎頭正面 ｆ：左側下顎頭正面

図１１ 犬歯遠心部荷重，最小主応力分布
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た（表２）。また骨切離部の拡大量は９．７mmであ

り，上下の３部位で最も小さな値を示した（表２）。

考 察

１．実験方法について

１）有限要素法について

近年コンピュータの発展に伴い，医学や歯学の分

野で有限要素法によるバイオメカニクス解析が広く

行われている３３）～３９）。さらに，三次元Ｘ線CTデータ

を応用したモデリングが可能となったことで以前と

比較してモデルの作成が簡便となり，より一層生体

に近似したモデルによる解析が可能となった４０）。そ

して，モデルの解析条件を変えることで実際の臨床

に近い状態を再現することができるようになった。

骨延長術は，最近顎顔面領域の臨床で実施されてい

るが，延長装置の開発に重点が置かれており，基礎

的研究や荷重方法などに解明されていない点が指摘

される。本研究では，三次元有限要素法を下顎骨正

中部骨延長術に応用することで，応力分布，応力

値，拡大量の検討を行うことができ，また拡大装置

と骨の間の可動域を検討する解析を，条件設定を変

えることで簡便に行うことができるためこの手法を

採用した。

２）有限要素モデルについて

ａ，ｂ：中切歯歯槽部荷重 ｃ，ｄ：下顎体オトガイ部荷重 ａ，ｃ：左側面観 ｂ，ｄ：右側面観

図１２ 中切歯歯槽部および下顎体オトガイ部荷重，最大主応力分布

ａ，ｂ：中切歯歯槽部荷重 ｃ，ｄ：下顎体オトガイ部荷重 ａ，ｃ：左側面観 ｂ，ｄ：右側面観

図１３ 中切歯歯槽部および下顎体オトガイ部荷重，最小主応力分布
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本研究におけるモデルは，顎骨形態がほぼ左右対

象で正常な顎機能を有する成人男性の顔面部Ｘ線

CTデータを用いて構築した。下顎骨正中部骨延長

術は下顎骨の狭窄による前歯部の叢生症例に用いら

れるものであり，本研究においては下顎骨正中部骨

延長術を行った際の，拡大量および顎関節への応力

の大きさについて解析することで拡大装置の可動域

と固定部位を検討すること目的としているので，狭

窄歯列のモデルを用いても同様の結果が得られると

考えられる。モデルは顎顔面部Ｘ線CTデータを用

いて構築することにより，以前の乾燥頭蓋からのモ

デルと比較してより忠実に再現することができた。

特に，乾燥頭蓋からのモデリングでは再現が困難で

あった皮質骨と海綿骨，および下顎骨と舌骨との位

置関係をより忠実に再現することが可能となった。

次に，筋肉は咀嚼筋群および舌骨上筋群をスプリ

ング要素で再現することにより，下顎骨の位置付け

もより生体に近似させることができたと考えてい

る。舌骨上筋群の１つである顎舌骨筋は，舌骨を中

心に左右下顎体内側に付着する筋であり，下顎骨正

中部を拡大する術式において特に重要な要素であ

る。予備実験として筋肉を再現せずに解析を行った

ところ，本研究の結果と比較して応力分布に大きな

差はみられなかったが，顎関節に加わる応力値は筋

肉を再現しなかったモデルにおいて大きくなった。

これは筋肉による抵抗が存在しなかったことにより

顎関節へ応力が集中してしまったためであると考え

られる。

また関節円板は，Ｘ線CT写真では解読が不可能

であるため，上條の報告２３）にある下顎窩の周囲より

おこり，関節突起の下顎頚の周囲に付着する関節包

の定義を参考とし，下顎窩内面から下顎頭の上部の

関節包で包まれている部分を顎関節部として構築し

た。顎関節部の材料定数は，住吉２９）および壹岐３０）に

よる顎関節の潤滑機構を再現したモデルを参考に定

義し，下顎頭と顎関節部および下顎窩と顎関節部が

接触する部位に接触要素を用いて摩擦係数を定義す

ることで，生体に近似するようにさせた。なお歯お

よび歯列は，bone-borne type の拡大装置による解

析には大きな影響を与えないと考えてモデル化は行

わなかった。

正中部骨切りは，三次の報告３１）によるデンタル

バーで皮質骨骨切りを行い，その後骨ノミを用いて

完全に切離させる方法を再現するため，完成した下

顎骨モデルの正中部を皮質骨および海綿骨モデルも

含めて１mm幅で削除した。

３）拘束条件について

拘束条件は，荒川の研究モデル２７）を参考とし，下

顎窩を含む側頭骨，頬骨弓，蝶形骨翼状突起の骨接

合部を完全拘束した。舌骨の主な可動方向は上下方

向であり，前後あるいは左右方向の可動はわずかで

あるためＸおよびＹ軸方向は拘束した。荷重部の拘

束は，拡大装置による骨の平行移動を再現するた

め，Ｚ軸方向には動かないものとして常に拘束し

た。また，骨面と拡大装置との結合はスクリューで

行われるため，装置の可動方向は前方に限られると

考え，解析１において可動域の制限を，可動域０mm

はＹ軸方向も拘束，可動域１mmはＹ軸方向の前方

への自由度を１mm許容するものとし，可動域３

mmおよび５mmも同様にＹ軸方向の前方への自由

度を３mmおよび５mm許容するものとした。

４）荷重条件について

荷重条件は，骨延長時に拡大装置を固定するスク

リューから生じる力を想定し，荷重部位の骨外表面

に設定した。荷重部は，解析２において上下的には

中切歯歯槽部，下顎体中央部および下顎体オトガイ

部の中切歯遠心部とし，左右的には下顎体中央部の

中切歯遠心部，側切歯遠心部および犬歯遠心部で計

５箇所とした。しかし，臨床的に bone-borne type

の拡大装置の固定では，上下的に２箇所ずつのスク

リュー固定をするのが一般的である。しかし，本研

究においては，拡大装置の固定部位を上下的，左右

的に変化させた時の違いを観察するため，１箇所ず

つの固定として解析した。

骨延長術時に生じる力は，骨延長術の有限要素解

析を行う際に重要な条件であり，本研究においては

Robinson らによる下顎骨延長術を行った際の延長

装置から生じる力の報告１９）を参考に，Basciftci らに

よる三次元有限要素を用いた下顎骨正中部骨延長術

の解析３２）と同様の考えで左右３．５Kgf の荷重とし

た。また，予備実験として，荷重を変えて解析した

が大差はなく，他の研究者との比較をするうえでも

３．５Kgf が適当であると考えた。荷重方向は，垂直

方向を拘束した荷重部位より骨の水平移動が起きる
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ように，左右それぞれＸ軸方向と平行，すなわち水

平方向として行った。

２．結果について

１）解析１について

下顎骨正中部骨延長術を行う際，骨と拡大装置の

間に可動域を設けることにより，側方拡大時の下顎

頭を下顎窩外側への動きではなく遠心回転を起こさ

せて大きな位置的変化を防ぎ，術後の顎関節部の負

担を軽減させるように行わなくてはならない。解析

１では，可動域０mmにおける拡大量は１．９mmと

わずかであった。これは可動域がなかったことによ

り，拡大時に下顎骨正中部の前方への移動が起こら

ず，下顎頭が側方への移動となってしまったと考え

られる。この条件で拡大を行った場合，下顎頭は下

顎窩外側へ大きく移動してしまい，顎関節症状を呈

する可能性が示唆された。可動域１mmにおける拡

大量は４．７mmとなり，可動域０mmと比較して大

きくなった。これは可動域が設けられたことによ

り，下顎頭の遠心回転が若干生じたためであると考

えられる。しかし，拡大量４．７mmは，骨延長術で

充分な拡大量とは言えない。

次に，可動域３mmにおける拡大量は，１０．０mm

となった。これは可動域が大きくなったことによ

り，下顎頭の遠心回転が可動域１mmと比較して大

きくなったためと考える。拡大量１０mmは，臨床で

の拡大量として充分であると考えられ，これ以上の

拡大はほとんど行われない。また，Basciftci らの

報告３２）では，下顎骨正中部骨延長術において骨切離

部の拡大量が１０mmになるように荷重したところ，

下顎骨前歯部の前方変位量が２．９９mmであった。こ

の結果は，今回の研究で可動域３mmのものとほぼ

同じであり，実際に近似していると推察される。

可動域５mmにおける拡大量は，１５．５mmとな

り，最も大きい値を示したが，臨床で前歯部をここ

まで拡大することはほとんど行われない。また，拡

大装置と骨との間に５mmもの可動域が存在するこ

とは，拡大装置が不安定な状態となると考えられ

る。以上の結果から，最も適した可動域は３mmで

あると考えた。

２）解析２について

下顎骨正中部骨延長術に用いられる拡大装置は，

その固定を歯に求める tooth-borne type のものと，

下顎骨に求める bone-borne type のものと２種類が

ある。tooth-borne type の特長として，撤去手術が

不要なことが挙げられ，従来の矯正治療単独で行っ

た急速側方拡大と比較して，後戻り，歯根吸収，歯

肉退縮が少ないなどの利点があるが，歯牙への負担

が全くないわけでなく，拡大に確実性がないという

欠点がある。一方，bone-borne type の拡大装置

は，装置を直接骨に固定するため歯に負担がなく，

確実な拡大ができる利点がある。しかし，欠点とし

て撤去手術が必要であること，拡大方向の調節が困

難であることが挙げられる。

下顎骨正中部骨延長術を行う際，bone-borne type

の拡大装置の固定位についての報告はみられない。

そこで解析２において，下顎骨，特に顎関節に影響

が少ない拡大装置の固定部位について検討するた

め，上下，左右的に５箇所の荷重における最大なら

びに最小主応力分布図，および骨切離部の拡大量に

ついて検討した。

最大および最小主応力分布においては，５荷重と

もに範囲や主応力値に若干の変化がみられたが，分

布状態はほぼ同様であった。また，最も大きい最大

主応力値を示した部位は右側下顎頭頭頂部内側，最

も大きい最小主応力値を示した部位は左側下顎頭頭

頂部であり，５荷重とも同様であった。

最大主応力分布においては，左側では下顎頸部外

側から下顎枝，下顎頭後部および下顎前方中央部に

分布し，右側では下顎頸後部から下顎頭後部を経て

翼突筋窩，そして下顎頸内側部へ繋がるように分布

し，特に大きい応力が右側下顎頭頭頂部の内側にみ

られた。また，左右下顎角前方部にも応力分布が認

められた。下顎頭および下顎頸部にかかる応力は，

骨切離部の拡大に伴う下顎頭の遠心回転と，前後軸

に対する下顎頭内側への回転よるものと考えられ

る。また，下顎角前方部に加わる応力は，この部位

がくびれていることにより下顎体の応力が集中した

ものと考えられる。

最小主応力分布においては，右側では下顎切痕部

から下顎頸外側部および翼突筋窩を経て下顎頭頭頂

部へ，左側では下顎切痕部から下顎頸内側部および

翼突筋窩へ，そして下顎頭頭頂部に大きく分布し，

下顎頭から顎関節部を上方に押し込むような力が加

わっていた。下顎頭頭頂部に加わる応力，および下
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顎切痕部に加わる応力は，最大主応力同様下顎頭の

遠心回転と，前後軸に対する下顎頭内側への回転に

よるものと考えられる。

この応力分布は，Basciftci らの報告３２）とほぼ同様

の結果となったが，彼らのものは最も大きな応力値

は，下顎頭頭頂部で１２０MPa を示し，本研究よりも

大きな値を示している。彼らのモデルは下顎骨のみ

であり，顎関節部における潤滑機構やクッション作

用が再現されておらず，下顎頭頭頂部を拘束して解

析したためであると考えられる。また，Harper ら

のサルを用いた研究報告４１）では，下顎骨正中部骨延

長術を行い，下顎頭の組織学的変化を観察し，最も

変化がみられた部位は下顎頭前方中央部で，次いで

下顎頭前方内側部と後方外側部であった。これは本

研究において大きい応力が加わった部位とほぼ一致

する。しかし，下顎頭頭頂部における組織学的変化

はあまり認められなかった。これは拡大装置が

tooth-borne type であり，骨と拡大装置との間に可

動域が存在しないため，下顎頭の動きは下顎窩外側

方向に大きくなってしまったことによると考えられ

る。

本研究は最大および最小主応力分布において，多

少の左右差が認められたが，これはモデルが三次元

CTデータを基に構築したものであるため，完全な

左右対称モデルになっていないこと，下顎頭の形態

と顎関節部および下顎窩の接触状態が同一でないこ

となどによるものであり，臨床的には個人差があ

り，その範中のものであると考えられる。また，各

荷重部位における最も大きい最大および最小主応力

値と骨切離部の拡大量は，荷重部が中切歯遠心部か

ら側方へ移動するにつれて増加する傾向にあり，犬

歯遠心部荷重が主応力値および拡大量共に最も大き

くなった。よって顎関節への負担を考慮すると，犬

歯遠心部荷重では顎関節の負担は最も大きく，その

負担に見合うだけの拡大量は得られなかったと考え

られた。また，中切歯歯槽部荷重では，中切歯遠心

荷重と比較して最も大きい最大，最小主応力値およ

び拡大量はわずかに大きかった。下顎体オトガイ部

荷重では，中切歯遠心部荷重と比較して最も大きい

最大主応力値および拡大量はわずかに小さく，最も

大きい最小主応力値はわずかに大きかった。そこで

上下的な位置変化における荷重部位は，下顎体オト

ガイ部荷重において拡大量に対する顎関節の負担が

大きいと考えられた。以上より，下顎骨正中部骨延

長術を行う際の最適な装置固定部位は，左右的には

中切歯遠心部，上下的には下顎体中央部から歯槽部

の範囲であり，あまり下方に位置付けない方が良い

と考えられる。しかし，歯槽部には下顎切歯歯根が

存在するためスクリューを埋入する際は注意が必要

である。

３．臨床応用では

骨延長術は，手術法の確立や延長装置の開発によ

りその用途を広げ，顎顔面領域においても幅広く用

いられるようになった１）～１０）。本研究で解析を行った

下顎骨正中部骨延長術は，狭窄歯列弓だけでなく，

下顎小顎症などにおける左右の下顎体同時延長術を

行う際に併用することも考えられている４２）。骨延長

術は術前の診断および治療方針が最も重要であり，

咬合状態を考慮して慎重に行われなければならな

い。本研究で得られた結果は，効果的な骨延長術の

一端を示したものであり，臨床の場で応用されるこ

とが期待できる。

結 論

三次元CTデータより構築した三次元有限要素モ

デルを用い，下顎骨正中部骨延長術を，bone-borne

type の拡大装置で行った場合，拡大装置と骨との

間に必要な可動域の量および拡大装置の最適な固定

部位について解析を行い，以下の結論を得た。

１．正中部を１０mm拡大するには，拡大装置と骨と

の間の可動域は，３mmが適当であった。

２．側方拡大を行う際，下顎頭は遠心回転および前

後軸に対する内側への回転を伴い，複雑な応力が

加わっていた。

３．拡大装置の固定部位は，左右的には中切歯遠心

部，上下的には下顎体中央部から歯槽部の範囲が

適当であった。

以上より，CTデータからモデルを構築し有限要

素解析を行うことで，より臨床に近似した骨延長術

のシミレューションが可能となり，下顎骨正中部骨

延長術を行う際，顎関節への影響における拡大装置

の可動域と固定部位の重要性が示唆された。
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Biomechanical Evaluation of Mandibular Widening Distraction
by Three-dimensional Finite Element Analysis

Kentaro ICHIMURA and Hideharu YAMAGUCHI

Department of Orthodontics, Tokyo Dental College

Key words: mandibular widening distraction, three-dimensional finite element analysis, distraction device, fixation

sites, temporomandibular joint

Although bone distraction osteogenesis has recently been used in the maxillo-facial field，it has been

suggested that it exerts an undesirable on the temporomandibular joint，and various problems have been

reported． Therefore，in mandibular widening distraction，movable areas are established between the

distraction device and the bone to decrease burden on the temporomandibular joint． In this study，we

biomechanically evaluated mandibular widening distraction by three-dimensional finite element analysis，

and the following results were obtained regarding movable areas and fixation sites for distraction devices to

minimize influence on the temporomandibular joint．

During lateral expansion，complicated stress was applied in that the condyle was distally and inter-

nally rotated． To expand the mandibular median area by 10mm，it was necessary to obtain a distance

of 3mm for the movable area between the expansion appliance and the bone． The appropriate fixation

site for the expansion appliances was horizontally the distal area of the central incisors，and vertically be-

tween the central area of the mandibular body and the alveolar part．

（The Shikwa Gakuho，１０６：２１５～２２７，２００６）
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