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我が教室における顎顔面変形症手術*
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東京歯科大学口腔外科学第二講座

Orthognathic Surgery ln Our Department

Tomohiro SHIGEMATSU

The 2nd Department of Oraland Maxillofacial Surgery,

Tokyo Dental College

は　じ　め　に

顎顔面変形症は上下顎骨の形態あるいは位置関係の異

常によって顎顔面に不調和を皇する疾患であり,原因に

よって3つに大別される(図1 )o　このうち顎顔面発育巽

常は出産時には異常が認められず,成長にともなって漸

次顎顔面に異常の出現してくるもので,日常臨床上よく

遭遇する疾患である｡顎顔面発育翼常に対する外科的矯

正は幼小児からの顎の管理,術前術後の矯正治療,蘭蝕

処置および歯の欠櫨に対する処置ないし唆金の再構成,

主として全身麻酔下における手術などが施されねばなら

ず,唆合に深い理解を有する歯科臨床各科,すなわち小

児歯科,歯科矯正科,保存料,補綴科,歯科放射線科,

歯科麻酔科などと口腔外科が協同して治療にあたらねば

最高の効果が待られないといっても過言ではない.寛顔

面発育異常の手術,すなわち顎矯正手術も目的(図2)を

達成するためには唆合に立脚して行われるべきで,口腔

外科医が実施すべきであると考える｡

顎矯正手術の歴史と種顛

1.顎矯正手術の歴史

顎顔面変形症に対する手術は　　　年にアメリカの

州で　　　　　が顎部火傷の後遺症と

して下顎前実と前方開唆症をきたした20歳の女性に対し

て,顎部戚痕の除去手術とともに,下顎前歯部において

Ⅴ型骨切りを行い,唆倉の改善をはかったのが最初であ

♯本論文の要旨は第249回東京歯科大学学会例会(平成5
年6月,千葉)において特別講演として発表したo

るといわれている(図3)｡その後,多くの人々により

種々の手術法が発表され,改良が加えられてきた1)2)｡

2.顎矯正手術の種幾

顎顔面変形症はその変形の部位によって,下顎前突

症,下顎後退症,上顎前突症,上顎後退症,開唆症,顔

面非対称,唆筋肥大症などに分歎することができるo　ま

た,これら顎顔面変形症に対する顎矯正手術は,骨切り

部位によって,下顎に対する手術,上顎に対する手術,

上下顎複合手術に大別することができる｡

1)下顎に対する手術(図

下顎に対する手術は,下顎頭切除法,下顎頚部骨切り

演,下顎枝水平骨切り法,下顎枝垂直骨切り法,下顎枝

斜骨切り法,下顎枝矢状分割法,下顎体一部切除法,下

顎角部骨切除法,下顎前方歯槽部骨切り法などに分類さ

れる｡

下顎頭切除法は両側の下顎頭を切除して下顎を後退さ

せるもので　　　年に　　　　により報告されている｡

下顎璽部骨切り法は下顎額部の切離を行って下顎を後退

させる方法で　　　年に　　　　　が最初に報告してい

る｡本法は術後に後戻りをきたしやすい点がある.下顎

枝水平骨切り法は,下顎枝を下顎切痕と下顎孔の問で水

平に切離して下顎体を移動させるもので　　　年にKo

が報吾し,これが　　年に東京医科歯科大学の

中村平蔵教授によって本邦に紹介され,ながらく日本で

も用いられていたo本法は下顎枝の後縁より下顎枝内面

を通り顛部に線鋸を出し,下顎枝を水平に切離するもの

で,術式も比較的簡単であるが,盲目的手術のために下

顎神経櫨傷,顔面神経,耳下腺の挽傷などの危険性があ
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顎顔面変形の原因

先天性顎顔面変形

寛顔面発育異常

後天性顎顔面変形

図1

顎顔面変形症に対す　る

顎矯正手術の　目的

顔面形態の改善

唄噛機能や言言吾機能の改善

精神･心理的障害の排除

社会適応性の向上

図2

図　　　　　　の下顎前突症手術　　年)

り,後戻りの可能性も高いなどの欠点がある｡下顎枝垂

直骨切り法は下顎孔後方部で下顎枝を垂直に骨切りし

て,下顎体を後方へ移動させる手術で　　　年に

が報吾している｡本法は下顎皮膚に比較的大き

な疲痕を残す欠点があるが,最近,これを口腔内より行

う方法を　　　が報吾している.下顎枝斜骨切り法

は,下顎切痕より下顎枝後縁に向かって骨切りする方法

で　　　年　　　　　により最初に報吾されているO

は本法の変法として,逆L字形

骨切り術を行っている｡

下顎枝矢状分割法は　　　年にスイス･チュ-リッヒ

大学顎外科の　　　　　　教授が発表したもので鏑),

他の方法にみられない多くの利点があり,現在世界中で

最も広く用いられている方法である｡本法は口腔内より

下顎切痕と下項孔の間で下顎枝内側骨皮薯を水平に骨切

りしたのち,下顎枝下顎角部付近外側の骨皮賛のみを骨

切りし,ついで内外側骨切り間の下顎枝前縁の骨切りを

行って,下顎枝を内外2層に分割する手術で下顎前突症

ばかりでなく開唆症,下顎非対称,下顎後退症などにも

広く利用できるoわがEgでは　　年に教室の高橋庄二郎

名誉教授によって最初の手術が行われており矧,近代

の顎矯正手術は本法の開発によって飛躍的に進歩したと

いわれている｡本邦では著者らが最初に報吾している

6)O下顎体一部切除法は下顎体の垂直骨切りを行って下

顎骨前方部を後方へ移動させる方法で　　年に

により報吾され,その後　　年に　　　　　が二段階

法を発表している9)｡本法は歯を犠牲にする欠点がある｡

下顎角部骨切除法は下顎角部の骨を切除して下顎体を後

退させるもので　　　年に　　　が下顎角部で撃局状

の骨切りを行っており,その後　　　年に

は,高度の下顎前突症に対して,下顎前突症手術第II法

として下歯槽神経血管束を保存して口腔内より下顎角部

の骨壁を一部除去する手術法を報吾しているo本法も

年に私達の教室が,わが図で最初に報吾を行ってい

る　　　下顎前方歯槽部骨切り術は,骨切りした下顎前

方歯槽部骨片を後方,上方,側方に移動して,唆合の改

善をはかるもので　　　年に　　　がこれを図

下顎前方歯槽部骨切り術の上段に示すごとく下顎前突症

症例に応用し.また　　年に　　は本法を同下段に示

すごとく,開唆症症例に応用している

2)上顎に対する手術(図5)

上顎に対する主な手術法には上顎前方歯槽部骨切り術

上顎後方歯槽部骨切り術　　　　　　型15)

型, Ⅲ型骨切り術などがある　｡

上顎前方歯槽部骨切り術は,上顎前案症に対して上顎

前方歯槽郭骨片の後方移動をはかるもので　　　年に

が最初に行い,その後

らにより改良法が報吾さ

れている　　また上顎後方歯槽部骨切り術は,開唆症に

対して行われる手術で,上顎臼歯部の歯槽部骨切りを行

い,骨片を上方へ移動する方法で

らによって報吾されている｡

型骨切り術は,上顎骨の水平骨切りを行

い,これを前方あるいは側方に移動して上顎後退症およ

び唆合平面異常の治療に用いるもので,本法を最初に

行ったのは　　　　　　で　　　年に開唆症の治療に用

いている｡その後　　　　　　　により確立された手術
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下顎頭切除法

下顎額部骨切り法

下顎枝水平骨-切り法

下顎枝垂直骨･切り法

図4-1下顎に対する手術

法となっている　　　　　　　型骨切り術は鼻根郭およ

び上顎骨の発育不全症例に適応されるもので　　　　年

に　　　　　が発表している　　　　　　型骨切り術は

眼雷周囲骨より鼻根部,上顎骨の発育禾全を示す疾患,

すなわち　　　　症候群　　　　症候啓などに適応さ

れる｡

3 )上下項複合手術

上下項複合手術の最も代表的なものは,上顎にLe

型骨切り術を,下顎に下顎枝矢状分割法を行う

全上下項骨同時移動術で　　　年に　　　　　が発表

している｡また顎顔面変形が中,下顔面に及ぶような症

例ではこれら種々の手術法を組み合せることにより,あ

らゆる等貢顔面変形に対応することが可能となってきてい

る｡

下顎枝斜骨切り法

私たちの行っている顎顔面変形症の治疲

一般的に寛顔面変形症の治座を希望する患者は口腔外

科外来または歯科矯正科外来を訪れることが多い｡まず

治療に先立ち顔面塊格写真撮影,口腔内模型,口腔内写

真撮影,頭部Ⅹ線規格写真濠影,外科的VTOの作製,

項運動,唄噴,構音などの機能検査を行って,これらを

分析し,口腔外科医および矯正科医が共にカンファレン

スを行い,手術適応か,矯正治療単独かを検討する｡手

術適応となる場合は,あらかじめ臨床検査を施行し,全

身的に問題がある場合には歯科麻酔科医および内科医と

カンファレンスを行う｡手術可能であれば術前矯正治療

を開始し,術前矯正治療終了直前に再度矯正科医とカン

ファレンスを行い,手術法,骨片の移動量などを最終的

に決定する｡また手術中に,矯正科医が立会い,唆合の

確認を行うことがあるO手術後には術後矯正治療を行
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下顎枝矢状分割法

下顎体一部切除法

下顎角部骨切除法

下顎角部骨切除法
法)

図4-2　下顎に対する手術

う｡

顎顔面変形をきたしている部分およびその程度により

手術法の選択を行うが,私たちの教室では現在,下顎に

対しては下顎枝矢状分割法　　　　　　原法　　下顎

前方歯槽部骨切り術12)などが,上顎に対しては

I型骨切り術　　上顎前方歯槽部骨切り術

一　　　　　法　などが,複合手術として

型骨切り術+下顎枝矢状分割法,および上顎前方歯槽部

骨切り術+下顎枝矢状分割法などが主として行われてい

る(臨床統計の項,表3, 4参照)｡

私たちの行っている項矯正手術の代表例を供覧する｡

下顎前方歯槽部骨切り術

症例　　　歳の女性で,反対唆合とオトガイ突出感を

主訴に来院した｡

初診時の唆倉は両側ともアングル分幾Ⅲ級を呈してお

り,軽度の反対唆合がみられた　　-10)｡本例に対し

て下顎枝矢状分割法を施行した.術後には良好な顔貌と

安定した唆合関係が得られた(図　　　　本例は昭和44

年に下顎枝矢状分割法を行った記念すべき第1号の患者

である｡

症例　　　歳の女子で,上顎の叢生とオトガイ部の突出

感を主訴に来院した(図　　｡唆合関係はアングル分

幾Ⅲ級で,オ-バージェットは　　　　　オーバーバイ
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上顎前方歯槽部骨切り術

上顎後方歯槽郭骨切り術

型骨切り術

型骨-切り術

図5　上顎に対する手術

トは1mmで,下顎は強度のスピー撃曲を呈していた

(図　　｡矯正科医とのカンファレンスをもち,頭部

Ⅹ線塊格写真分析,模型分析などを行ったところ,アン

グル分幾Ⅲ級で,上顎骨の後退を伴う高度の下顎前突症

と診断し,顎矯正手術適応と判断したo　術前矯正治療

は,第一小臼歯抜去後,歯列弓のレベリングを行い,約

1年間施行した(図　　　　手術直前に行ったモデルオ

ペレーションでは,大臼歯の唆合関係はH級の状態で良

好な唆頭族合と被蓋がえられるようになったo手術直前

にはオーバージェットは　　　　　　オーバーバイトは2

型骨切り術

mmとなっていたO　ペーパーサージェリーでは上顎を前

方へ7mm移動し,上顎後方部を3mm挙上させ,下顎

を　　　　後方移動させることとした(図　　手術に先

立ち,唆合器上にトランスファーした石膏模型を用いて

モデルオペレーションを行い,最初に上顎に移動した際

の上顎の位置決めをする第1スプリントと,下顎を移動

し,養柊的な唆合を決める第2スプリントをあらかじめ

作製した(図　　　｡

手術は経鼻挿管気管内麻酔下に施行した｡まずLe

型骨切り術を行って上顎骨片を完全可動化し,

-開-
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図6　複合手術

型骨切り術+下顎枝矢状分割法(全土下顎骨同時移動術)

図7　術前顔貌写真(初診時)

上顎骨の前方移動と唆合平面傾斜角の改善をはかり,あ

らかじめ作製しておいた第1スプリントを装着して金属

線による上下顎の顎間固定を行った(図　　　　ついで

上顎骨体を頭蓋骨にミニプレートで固定し,つぎに下顎

枝矢状分割法を行って,上顎体を後退させ第2スプリン

トを装着し,顎間固定を行った後,下顎枝内外側骨片を

ミニプレートで骨接合し,手術を終了した

手術時間は3時間28分,出血量は　　　であったo

図8　術前側位頭部エックス線規格写真(初診時)

術後矯正は顎間固定解除後,後戻り防止のため両側に

Ⅲ級ゴムを使用し,術後矯正の期間は約10ヵ月であっ

た｡治療後はオーバージェットは　　　　オーバーバイ

トは2mmとなり,良好な唆合状態となったo

術後には調和のとれた側貌が待られているo　なお口腔

筋機能療法として,安静時の舌位と嘆下のトレーニング

を行いっつ,経過観察を行っている(図　　　｡
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図9　術前口腔内写貢(初診時)

図10　術前口腔内写真(初診時)

顎顔面変形症手術の臨床統計

上　年度別症例数

年8月より　　年4月までの23年8カ月間に当教

室で唆合の改善を目的として施行された項矯正20)の症例

総数は929症例であった｡当教室では　　年に初めて

教授の提唱した下顎枝矢状分割法4)を導入

し, 2症例に施行したのが義初である6)｡その後,症例

数は漸次増加傾向を示し　　　年以降は毎年,年間約70

症例の顎矯正手術が行われているO　また　　　年には年

間105症例の顎矯正手術が行われており,これは当教室

で行った全手術数の約1/3の割合を占めていた(図29)｡

2.年斬･性別症例数

年8月より　　年4月までの年麻別症例数では17

歳から20歳にかけて多くみられ,全症例数の約半数を占

めていた｡また40歳以上の年麻層においても11症例に行

われていた｡さらに性別では23歳と27歳の男性以外はす

べての年抽こおいて女性に多く認められ,特に17歳から

20歳にかけては約2 : 1の割合で女性に多くみられた

(図30)｡なお全体の性差においても圧倒的に女性に多く

-　59

図11術後顔貌写貢

図12　術後口腔内写真(治療終了時)

手術が施行されていた｡これらのことより特に若い女性

は美的意識への関心が強く,顔貌および唆合の改善を強

く望んでいるものと患われる｡また,このような若い年

麻層の患者は学生が多く,春休みあるいは夏休みなどに

手術を希望する傾向がある｡

3.診断名別症例数

当教室における顎変形症患者の診断には高橋らの診断

基準　　に蓋づいて行われているが,臨床診断名で一

番多くみられたものは下顎前突症単独416症例で全体の

約45%を占めており,次いで下顎前案症+上顎後退症が

141症例,約　　　さらに上顎後退症単独が72症例,約

8%などと多くみられ,これらの診断名で全体の約7割

を占めていた(表1 )｡また診断名が3つにまたがる症例

も35症例ほどあり, -番多いのは下顎前突症+上顎後退

症+顔面非対称の12症例であった(表2)｡これらの臨床



重松:我が教室における顎顔面変形症手術

図13　術前顔貌写真(初診時)

図14　術前顔貌写貢(初診時)

診断名のなかには術後唇顎口蓋裂患者が,全体の約1割

に当たる87症例含まれており,特に唇顎口蓋裂患者の上

顎骨移動　　には血流および戚痕などの問題から,しば

しば移動に際し困楽を要することがあり,また移動後の

後戻りなどの点からも固定法の工夫が必要になってくる

16)｡したがって,このような患者に対しては歯科矯正科

との協同治療がきわめて重要となる｡

4.術式別症例数

1 )単一手術施行症例数

｡‥-　60

図15　術前口腔内写貢(初診時)

図16　術前口腔内写頁(初診時)

図17　術前口腔内写貢(術前矯正終了時)

単一手術施行例で一番多いのは術前臨床診断から推測

できるように下顎前突症に対する下顎枝矢状分割法が

454症例と,全体の約73%を占めていた｡また,下顎前

方歯槽部骨切り術　　　が57症例にみられるが,現在で

はこの手術法は少なくなってきている(表3)｡

2 )複合手術施行症例数

複合手術症例では　　　　　型骨切り術+下顎枝矢

状分割法の複合手術が231症例と全体の約9割を占めて
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図18　術前口腔内写貢(術前矯正終了時)

図19　ペーパーサージェリ-

図20　第1スプリントの作製

いた｡また手術法が3つにわたるものが5例あり,この

ような複雑な手術の場合は術前設計および準備が重要と

なる(表4)0

5.代表的な手術法の変遷について

顎変形症の代表的な手術法である下顎枝矢状分割法施

行手術症例数は　年以降急激に増加を示している｡ま

た上顎骨と下顎骨を剛寺に手術して移動する全上下顎骨

同時移動術は　年以降に増加傾向が認められているO

図21モデルオペレーション

図　　　　　　型骨切り術中写薫

図23　第1スプリント装着時

このように手術症例数が飛躍的に増加した理由には麻酔

法の発達,手術審呉の開発25)および手術手技が確立され

てきたためと思われる｡これらとは逆に下顎前方歯槽部

骨切り術12)は　年から　　年にかけて行われていた

が,漸次,例数は減少し,最近では年に数例しか行われ

なくなってきている｡これは歯科矯正の発展により矯正

治療を受ける患者が増加し,下顎前方部だけの単独手術

が少なくなってきているためと患われる｡当教室におい
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図24　上顎骨のミニプレートによる骨接合

図25　下顎枝矢状分割法による下顎後退術中写貢

ても未矯正治療患者の手術施行症例は年々減少し,現在

では年に数例行うだけである(図

6.骨接合法の変遷について

骨接合法26)には一般に金属線,スクリュー,ミニプ

レートなどが用いられているが,当教室では下顎骨の接

合には金属線による薗廃結紫法, AOスクリュー,ミニ

スクリュー,ミニプレートなど種々の方法が用いられて

いる　　年には80%以上が金属線による骨接合が行わ

れていたが,漸次,その数は滅少し　　年には1例も

用いられていない｡しかし金属線による固定法は基本的

な方法であり,今後も症例に応じては使用されるものと

思われるo金属線による固定に変わり　　年以降はスク

リュー,プレートの開発が進み臨床に応用27)されること

が多くなってきている｡ AOスクリュ-も　年代中盤

では多く用いられていたが,最近ではその使用が少なく

なっている｡これらに対してミニプレートが　年に,

ミニスクリューが　年に応用されるに至り,その数は

漸次増加の傾向を示しており,現在では大部分の症例が

このどちらかの接合法を用いている(図32)｡上顎に応用

される　　　　　型骨切り術における骨接合法はLe

図26　術後口腔内写貢

図27　術後口腔内写真

図28　術後顔貌写貢

型骨切り術が用いられ始めた　年代前半は圧

倒的に金属線による骨片固定法が行われていたが

年からは現在まで全例においてミニプレートによる固定
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≦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≦

年　齢

図30　年齢別･性別症例数

法が用いられている｡またミニプレートは通常片側2枚

ずつの計4枚が使用されることが多く,これで十分な固

定力が得られている(図

顎顔香変形症に関する研究業纏

学位論文として基礎的研究が6編,臨床的研究が7編

の計13編,学術論文が48編,刊行図書10編21〉　　その

他として新聞記事が1編$5)である｡
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表1臨床診断名の内訳(1)

1969. 8-1993. 4

臨床診断名　　　　　　　　　　　　症例数(%)

下顎前案症　単　独
+上顎後退症
+下顎非対称
+開唆症
+上顎前突症
+唆筋肥大症
+長顔症

上顎後退症　単　独
+下顎非対称
+顔面非対称
+開唆症

上顎前突症　単　独
+下顎後退症
+開唆症

顔面非対称(上下顎非対称)
下顎非対称

開　唆　症　単　独
+下顎非対称
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表2　臨床診断名の内訳(2)

臨床診断名　　　　　　　　　　　　症例数(%)

下項後退症　単　独

+上顎後退症
+開唆症

+顔面非対称

長　顔　症

唆筋肥大症

下顎前突症+上顎後遺症+顔面非対称

下顎前突症+上顎後退症+下顎非対称
下顎前突症+下顎非対称+開唆症
下顎前突症+開唆症+長顔症

下顎前突症+上顎後退症+長顔症
下顎前突症+顔面非対称+長顔症

下顎前突症+上顎後退症+開唆症

上顎前突症+下顎後退症+開唆症

上顎前突症+下顎後退症+顔面非対称
上顎前突症+下顎後退症+短顔症
上顎前突症+顔面非対称+開唆症

12 (1.3)

3 (0.3)

2 (0.2)

1 (0.1)

9 (1.0)

2 (0.2)

12 (工3)

5 (0.5)

5 (0.5)

4 (0.4)

2 (0.2)

1 (0.1)

1 (0.1)

2 (0.2)

1 (0.1)

1 (0.1)

1 (0.1)

計　929

(唇顎口蓋裂87例,再手術症例9例を含む)

東京歯科大学口腔外科学第2講座

1.学位論文(表5)

蓋礎的研究の動物実験として,イヌを用いて上顎前方

表3　単一手術施行症例数

型骨切り術

型骨切り術

上顎前方歯槽部骨切り術

上顎後方歯槽部骨切り術一一･･･一一･･･一･･一･一　　例

下顎枝矢状分割法

下顎前方歯槽部骨切り術

下顎骨体一部切除術

型骨切り術

塑骨切り術･下顎枝矢状分割法･･-･ 3例

外科矯正的上顎拡大法　　法)-一一一-･-- 48例

表4　複合手術施行症例数

型骨切り術　　　　　型骨切り術･-　例

塑骨切り術+下顎前方歯槽部骨切り術- 3例

型骨切り術+下顎枝矢状分割法=--- 231雇rJ

型骨切り術+下顎枝矢状分割法--･--･ 2例

上顎前方歯槽部骨切り術+下顎枝矢状分割法･--- 6例

上顎前方歯槽部骨切り術+下顎前方歯槽部骨切り術

--･ 16例

上顎後方歯槽部骨切り術+下顎枝矢状分割法･-‥ 10例

型骨切り術+下顎枝矢状分割法

+下顎前方歯槽部骨切り術--- 2例

上顎前方歯槽部骨切り術+下顎枝矢状分割法

+下顎前方歯槽部骨切り術--･ 3例

骨切りWF,とくに　　　　　一　　　　法の術後の

治癒機転に関する実験的研究が大関　によって,サル

を用いて　　　　型骨切り術の治癒機転に関する実

験的研究が報木39)によって,舌縮小術およびシリコン住

人による舌拡大術などの舌の大きさが顎顔面頭蓋の成長

発育に及ぼす影響に関する研究が本田　によって行わ

れているOさらに塙42)によって　　　　および凍結乾

燥同種軟骨による顎部増室に関する実験的研究が行われ

た.一方,力学的研究として,木村43'が骨切りを利用す

る急速上顎拡大法の力学的研究と題し,乾燥頭蓋におけ

る盃分布および応力分布をストレインゲージを用いて探

索した｡また楽波44'が歯牙欠也のない成人乾燥頭蓋2体

から2次元モデルを作成したのち,有限要素法構造解析

プログラムを用いて外科矯正的上顎拡大法の力学的研究

を行った.

臨床的研究では形態的研究として,頭部エックス線塊

格写真による下顎前突疾患者の顔面頭蓋に関する形態学

的研究が伊藤22'によって,下顎前突症患者の頭蓋底なら
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図31代表的手術法の変遷

年

図32　骨接合法の変遷(下顎枝矢状分割法

びに下垂体嵩に関するエックス線計測学的研究が川本45)　　ス線塊格写真による下顎前突症患者の軟組織側貌に開す

によって,それぞれ頭部エックス線規格写真を用いて硬　　　る研究を行い,下顎前突症患者の軟組織側貌を症型別に

組織の各種計測と分析が行われたO田代46'は頭部エック　　　分歎するとともに正常人のそれと比較し,さらに重度の
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衷5　学位論文

年(昭和46年)以降

室礎的研究

上顎前方骨切り術の治魔機転に関する実験的研究

(大開)

型骨切り術の治癒機転に関する実験的研究
(鶴木)

骨切りを利用する急速上顎拡大法の力学的研究

(木村)

舌の大きさが顎顔面頭蓋の成長発育に及ぼす影響に関

する研究　　　　　　　　　　　　　　　　(本田)

有限要素法による外科矯正的上顎拡大法の力学的研究
(光波)

および凍結乾燥同種軟骨による顎部増量に

関する実験的研究　　　　　　　　　　　　(塙)

臨床的研究

頭部Ⅹ線規格写真による下顎前突症患者の顔面頭蓋に

関する形態学的研究　　　　　　　　　　(伊藤)

下顎前突患者の頭蓋底ならびに下垂体雷に関するⅩ線

計測学的研究　　　　　　　　　　　　　(川本)

下顎前突症における顎運動機能に関する研究(柴田)

下顎前突症患者における音声の分析　　　(中野)

頭部Ⅹ線塊格写真による下顎前突症患者の軟口蓋組織
側貌に関する研究　　　　　　　　　　　(田代)

下顎枝矢状分割法による下顎前突症患者の骨格および
歯牙要素の変化に関する研究　　　　　　(丸森)

全上下顎骨同時移動術による下顎前突症患者の硬･軟
組織側貌の変化に関する研究　　　　　　　(開)

顎顔面変形症に対して行われる全上下顎骨同時移動術に

よる下顎前突症患者の硬･欧組織側貌の変化に関する研

究が関47'によってなされた｡丸森48)は下顎枝矢状分割法

による下顎前突症患者の骨格および歯牙要素の変化に関

する研究と題し,下顎枝矢状分割法を施行した100名の

遠隔成績を調査し,術後のあと戻りについて詳細こ分析

を行っている｡一方,機能的研究として,柴田49)が下顎

前突症における顎運動磯能に関する研究と慮して顎運動

の3次元的分析と岨噛筋筋電図の分析を,中野50)がサウ

ンドスペクトログラフを用いて下顎前突症患者の術前,

術後における音声の周波数分析を行っている｡

2.学術論文

手術術式,治痴法,器具若械などの臨床　　　'19)

が22編,現況報告などを含む臨床統計が

編,ケースレポートなどの症例　　が9編,カ

ラーグラビアないしカラーアトラスでなど　'が5編

の計48編である｡

手術術式,治療法,器具器械などの臨床面における学

術論文は　年の昭和46年報吾された下顎枝矢状分割法

による下顎前突症手術についてと題する学術論文6'より

我々の講座における業績が始まっている｡下顎枝矢状

分割法の他,手術法に関するものに,開唆症の外科的

矯正手術　　　　　　　第Ⅱ法　　　　　　　法9),

舌縮小術　　　下顎前方歯槽部骨切り術　　口内法に

よる唆筋肥大症手術　　　　　　　　　　　　　　法に
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図34　フロー･ネイザリティグラフによる測定

図35　6自由度発光ダイオードを利用する下顎運動解析装置

よる上顎前突症手術　　　　　　型骨切り術　下顎枝

矢状分割法の改良術式　　術後唇項口蓋裂患者における

型骨切り術と顎裂郵骨移植の同時手術　歯槽

間中隔切除術59'など12編以上にのぼり,ここに口腔外科

の本堂は手術であり,患者に対して最新最高の手術を施

すとともに新しく優れたより良い手術法を開拓し普及さ

せる教室の伝統が受け継がれているものと考えている｡

治療法に関する論文としては,矯正治療を容易にする

ための　　　　　　　　　　　を応用する急速上顎拡大

法　輸血による全身的合併症を予防するための自家血

図36　下顎運動の言己録

表6　研究分野における将来の展望

全上下顎骨同時移動術前後における
鼻音性の変化について

投稿中
日口蓋裂誌

Ⅹ線テレビによる全上下顎骨同時移動術前後における構

音器官動態の解析

コンピュータによる顎顔面変形症患者の術前術後におけ

る顎運動の三次元的解析

コンピュータを用いる顔貌の顎矯正手術術後予測

顎顔面変形症患者におけるオトガイの形態学的研究

顔面非対称患者における下顎官および下顎枝のⅩ線計測

学的研究

顎慮面変形症患者における姐噴筋の組織学的研究

各種埴面変形症患者における唄噛能率および唆合の分析

輸血の応用　　全上下顎骨同時移動術に際して惹起され

る唆倉平面の喪失に対する対策としての術中頭郵エック

ス線規格写真　　顔弓　　ダブルスプリント5),などを

用いる骨片位置の各種決定法などがある｡

さらに器具器械の学術論文として,ロ内法による寛矯

正手術において照明光到達の困歎な場合に有効な冷光光

源を使用する　　　　　　の応用　　確実な骨接合の

結果,項問固定期間の短縮とあと戻り頻度の減少をもた

らした項矯正外科における　　　　　の応用27)の2編

がある.これらの普及は項矯正手術の画期的な進歩をも

たらしたものと考えている｡

統計,塊況などの論文には手術法の変遷,手術例数の

変化　寛顔面変形症の疾患概念,顎矯正手術の口腔外科

における位置的役割,歯科臨床各科とのチームアプロー

チなどのほかに,顎矯正手術は口内法によって行わなけ

ればならない,主として顔貌の変形は唆合の改善によっ

て自然に修正される,上顎骨に異常のある唇顎口蓋裂患
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者の顎顔面変形に対しては上顎骨の手術が適用されるこ

とが理論的であるなど,項顔面変形症手術に対する教室

のフイロソフイが盛り込められている｡

症例では変治骨折や顎関節強直症などの後天的顎顔面

変形症に対する手術例.項顔面変形症を伴う全身疾患な

いし症候群,最近問題となっている顎関節症を伴う顎の

変形など比較的稀な症例の報吾が多くなっている｡

顎顔面変形症とその手術は術前術後の劇的で著しい変

化および手術中における写真などビジュアルな要素で訴

えるものが多くあるo　さらに後金手術など適用する手術

を経験していない口腔外科医にもこのカラーアトラスお

よびカラーグラビアは非常に参考になるものと思われ

る｡

3.その他

その他としては　　　年10月27日のサンケイ新聞85)に

｢キズを残さないアゴの変形手術｣と題する記事が顔写

真とともに掲載されたところ,保健診療で治療が可能で

あることが流布され,沖縄,鳥取,仙台などの遠距離よ

り多くの患者が来院した｡色々な意味でマスコミの力を

認識.痛感したものであった｡

将来の展望

臨床的には顎関節および生体に及ぼす手術侵嚢の少な

い手術法の考案や,新しい器具審械の開発と発展がさら

なる手術法の改善や新しい手術法の開拓に導かれるもの

と期待されるoまた,あと戻りの研究が新しい手術法の

開発に還元されることも考えられる｡さらにコンピュー

タを用いて顔貌の術後予測が可能となり,変形の詳細な

分析と診断が行われ,それらを用いるインフォームドコ

ンセントが重要となることが予想される.

研究分野においては現在, ｢全上下顎骨同時移動術前

後における音声の空気力学的研究｣および｢各種項顔面

変形症手術前後における下顎運動に関する研究｣などが

進行している｡図34は全上下顎骨同時移動術前後におけ

る音声をフロー･ネイザリティーグラフとフロー･セン

サの付着したマスクを用いて鼻音化指数を求めていると

ころである｡

図　　　は6自由度発光ダイオードを利用する新しい

3次元下顎運動解析装置と,それを使用して下顎運動の

言己録を行っているところである｡

今後は｢Ⅹ線テレビによる全上下顎骨同時移動術前後

における構音器官動態の解析｣, ｢顎顔面変形症患者にお

けるオトガイの形態学的研究｣, ｢顔面非対称患者におけ

る下顎嵩および下顎枝のⅩ線計測学的研究｣, ｢顎顔面変

形症患者における唄噛筋の組織学的研究｣, ｢各種顎顔面

変形症患者における唄噴能率および唆合力の分析｣,さ

らに入渠学的研究との交流より顎顔面変形症の魔患率,

遺伝学的研究から発展して次世代における疾病予防など

の研究がすすめられるものと考えている(表6)o

勧　　　　　辞

特別講演発表の機会を与えて下さいました東京歯科大学学会

学会長の関根　弘先生をはじめ,学会関係者に衷心より獅礼と

感謝を捧げることともに,今後も変わらぬ酎旨導,御鞭桂を賜

りますことを関係各位にお願いいたしますO
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