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抄録：骨性異形成症を伴う不正咬合患者への矯正治
療報告は数少ない。本症例は，骨性異形成症を伴う
骨格性下顎前突症例であり，外科的矯正治療を選択
した症例である。患者は，初診時年齢３０歳１１か月の
女性で，咬合の不調和と，下顎の前突感を主訴に当
院を受診した。骨性異形成の所見は，多数歯にわた
り，根尖部にエックス線不透過像を認めた。骨格的
には，上顎の劣成長，下顎の過成長による重度の骨
格性下顎前突であった。
術前矯正は，マルチブラケット装置を用いて，非

抜歯で歯列の調整を行い，その後 Le FortⅠ型骨切
り術，下顎枝矢状分割術を同時に施術した。また，
術前矯正中に移動困難であった上顎右側中切歯に対
し，手術時に再植を行った。治療期間は，４年３か
月であった。治療の結果，軟組織における正側貌の
改善，ANBの改善，前歯正常被蓋の獲得，咬合の
改善を得ることができた。
本症例を通じ，骨性異形成症を有する歯への矯正

治療，ならびに外科的矯正治療が適応となる可能性
が示された。

緒 言

骨性異形成症（osseous dysplasia）は，WHO 分類
で骨に関連した新生物とその他の病変として分類さ

れている１）。骨様ないしセメント質様硬組織形成を
伴う線維性結合組織の増生からなる非腫瘍性病変
で，そのうち根尖性骨性異形成症は歯根尖部付近に
増殖する限局性セメント質が形成される病変であ
る２）。

日常の臨床において遭遇する疾患にも関わらず，
本疾患の臨床病態については未だ明らかとはいえな
い。この疾患に対し，矯正治療を行った報告は数少
なく，矯正力に対し通常の反応を示すかは不明な点
も多い。

今回，骨性異形成症，上顎右側中切歯の歯根弯曲
（オシドリ状歯），多数歯欠損を伴う骨格性下顎前突
症例に対し，上下顎同時移動術，上顎右側中切歯の
術中再植を用いて治療したところ，良好な結果が得
られたので報告する。なお，この報告に関しては患
者の同意を得ている。

症 例

患者は，初診時年齢３０歳１１か月の女性で，咬合の
不調和と下顎の前突感を主訴に来院した。本人の既
往歴に特記事項はないが，父親が下顎前突である。
混合歯列期から下顎の前突感を自覚していたが矯正
治療は受診していなかった。近歯科医を上顎右側中
切歯の萌出異常を主訴に受診したところ，下顎前突
についても外科的矯正治療の適応と判断され，中切
歯の異常と合わせて東京歯科大学千葉病院矯正歯科
の受診に至った。

現症は，顔貌所見として，正貌は下顎左方偏位を
認めた。側貌では concave type を示し，上顎部の
陥凹，鋭角な Nasolabial angle，およびオトガイ部
の前突を認めた（図１）。

口腔内所見は，６歯（上顎両側側切歯，上顎右側

キーワード：骨性異形成症，再植，骨格性下顎前突，上下
顎同時移動術

１）東京歯科大学歯科矯正学講座
２）東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座
３）東京歯科大学口腔がんセンター
（２０１５年５月１８日受付）
（２０１５年６月２３日受理）
別刷請求先：〒１０１‐００６１ 東京都千代田区三崎町２－９－１８

東京歯科大学歯科矯正学講座 永野俊介

臨床報告

歯の再植を行った骨性異形成症を伴う骨格性下顎前突症例

永野俊介１） 茂木悦子１） 中村 優１）

末石研二１） 須賀賢一郎２） 髙野伸夫２）３）

４４５

― ６３ ―



第二小臼歯，上顎右側第一大臼歯，下顎左側第一，
第二大臼歯）の欠如，上顎右側中切歯の低位唇側傾
斜を認め，大臼歯関係は両側共に ClassⅢであっ
た。前歯部では，オーバーバイト＋３mm，オー
バージェット－９mm と反対咬合を認め，臼歯部で
は側方歯の反対咬合を認めた。上顎歯列では，欠損
歯の影響により空隙歯列を示し，下顎歯列は前歯部
において叢生を示していた（図２）。顔面正中に対す
る上顎歯列正中の位置は右方へ３．５mm 偏位し，下
顎歯列正中は左方へ０．５mm 偏位していた。機能的
には，低位舌，タングスラストを認めた。

パノラマエックス線写真において，多数歯にわた

り根尖部に骨性異形成を認めた（図３Ａ）。歯根尖部
はセメント質様膨隆があるが，歯根膜空隙が認めら
れた。上顎右側中切歯は歯根尖が唇側方向へ弯曲
した，いわゆるオシドリ状を呈していた（図３Ｂ，
Ｃ）。

骨格的には，正面頭部エックス線規格写真分析に
て，顔面正中に対し Me の左方４mm 偏位，咬合平
面には傾斜を認めなかった。側面頭部エックス線規
格写真分析では，Convexity －１２mm，McNamara
to Pog １８mm，Facial Depth ９４°，ANB －５．５°，
Wits －２４mm であり，上顎の劣成長および下顎の
過成長を示していた。垂直的には，Facial axis ８８°，

図１ 初診時顔貌写真
左：正貌 中：側貌 右：笑顔

図２ 初診時口腔内写真
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Mandibular plane angle ３８°と，ハイアングル傾向
を示した（図３Ｂ，Ｃ）。以上の結果より，骨性異形
成症を伴う骨格性下顎前突症と診断した。

治療方針は，骨格性下顎前突を改善するため，外
科的矯正治療を計画した。上顎歯列のスペース管
理，下顎前歯の舌側傾斜と，叢生を改善させるため
に，マルチブラケット装置を用いた術前矯正を行う
こととした。抜歯部位は第三大臼歯のみとした。上
顎左側第三大臼歯は，対合歯との咬合が得られない
ため抜歯とした。下顎右側第三大臼歯は，手術時の
骨切り線への影響を考え抜歯とした。下顎左側第三
大臼歯は，近心移動も考慮したが，必要な移動量が
大きく，メカニクス上困難と判断し，抜歯とした。
術式としては，上顎骨に対し，後方移動と咬合平

面の時計回りの回転のために，Le FortⅠ骨切り術
（Le FortⅠ osteotomy，以下 Le FortⅠと略す）を選
択した。下顎骨は，オトガイ部を含めた骨格を後方
かつ回転移動させるために下顎枝矢状分割術（Sag-
ittal split ramus osteotomy，以下 SSRO と略す）を
選択した。

マルチブラケット装置は．０１８インチスロットのプ
リアジャスティッドエッジワイズアプライアンスを
使用した。治療の経過は，イニシャルワイヤーとし
て，上下顎に０．０１２インチニッケルチタンワイヤー
を装着しレベリングを開始した。その後，上下顎と
もに順次ワイヤーのサイズアップをはかり０．０１６×
０．０２２インチニッケルチタンワイヤーでレベリング
を終了した。その後，０．０１６×０．０２２インチエルジロ

Ａ

Ｂ Ｃ
図３ 初診時エックス線写真

Ａ：パノラマエックス線写真
白矢印は，根尖部の異形成を示す

Ｂ：側面頭部エックス線規格写真
Ｃ：側面頭部エックス線規格写真（強拡大）

上顎右側中切歯の萌出異常を認める
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イワイヤーを装着しアーチフォームの改善を行った
（図４）。

上顎右側中切歯に関しては，レベリング時に顎内
エラスティックによる牽引や，ニッケルチタンワイ
ヤーによるオーバーレイ，フェイシャルマスクから
の単独歯牽引を行ったが，移動困難であったため，
術中再植を行うこととした。

手術予測は，セファロメトリックプレディクショ
ン，およびモデルサージェリーにて行い，上顎骨の
移動は，ANS の３mm の前方移動，PNS の３mm
の上方移動，下顎骨は Pogonion の１５mm の後方移
動，Gonion の６mm の上方移動とした。

上顎右側中切歯は，屈曲した根尖部を２mm 削合
し，歯軸を隣在歯に合わせ再植した。上下顎同時移
動術，および術中再植の後，顎間固定を行い咬合の
安定を図った（図５）。術後矯正は，０．０１６×０．０２２イ
ンチエルジロイワイヤーにて調整を行い，正常咬合
を獲得したことを確認したため，マルチブラケット
装置の除去を行った。動的治療期間は４年３ヶ月で
あった。保定処置は，上下顎歯列ともにサーカム

フェレンシャルタイプ保定装置を装着し，下顎には
犬歯間固定式保定装置を併用した。また，低位舌を
認めるため，筋機能療法を継続した。

治療の結果，顔貌軟組織において，下唇の後退，
nasolabial angle の改善，自然な口唇閉鎖が得られ
た（図６）。口腔内所見は，正中線は一致し，オー
バージェット＋３mm，オーバーバイト＋２mm を
獲得した（図７）。

骨異形成症罹患歯については，骨性癒着，歯髄の
失活は認めなかった。パノラマエックス線写真とデ
ンタルエックス線写真では，歯軸の改善がみられ，
矯正移動による歯の移動が行われたことが確認され
た。歯根尖所見として骨異形成症罹患歯の硬組織の
形態および大きさに変化は認めず，歯根膜空隙は初
診時と比較し，拡大が確認された。歯槽硬線にはほ
とんど変化は見られなかった（図８）。

側面頭部エックス線規格写真分析では，初診時
と比較して，SNA は８０°から８２°へ増加し，SNB は
８５．５°から７９．５°へ減少し下顎の後退が認められた。
また，L１ to APO は，８mm から３mm へ変化し，

図４ 手術前口腔内写真
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下顎前歯の位置が改善した。重ね合わせでは，上顎
は Pt. A の２．５mm の前方移動，下顎は，Pogonion
の１３．５mm の後退により骨格性下顎前突の改善が認
められた。Nasolabial angle は７５°から９０°へ変化し，
軟組織側貌にも改善が認められた。正面頭部エック
ス線規格写真分析では顎顔面の正中に対し上下顎骨
の正中は一致した。動的矯正前後の上下顎骨におけ
る重ね合わせでは，上下顎前歯の歯軸の改善として
唇側傾斜がみられ，下顎臼歯部では，歯軸の整直を
認めた（図９）。

考 察

本症例は，骨異形成症である歯の動的矯正治療
と，下顎前突の骨格的な改善という主に２つの目的
で外科的矯正治療を選択した。

骨性異形成症は，骨に関連した新生物の非腫瘍性
病変に分類され，組織学的にセメント質様組織の存
在を特徴とする。欧米での発生頻度が０．４％程度と
される中で，本邦での本疾患に関する報告は意外と
少ない３）。女性が男性のおよそ３倍の発生頻度であ

り，４０～６０歳台の中高年齢層に集中して認められて
いる。部位については，下顎臼歯部に多いとされて
いる４）。骨性異形成症の一般的な経過としては，線
維組織の増生による根尖部骨組織の吸収（骨融解
期），線維組織内におけるセメント質の形成（セメン
ト質形成期），セメント質の緻密塊状化（成熟期）を
たどり，骨融解期から成熟期まで約１０年要すると言
われている５）。本症例のエックス線所見は，セメン
ト質の緻密塊状化が確認されることから成熟期と判
断した。骨性異形成症は非腫瘍性病変であることか
ら基本的には外科処置を行わず，単純性骨嚢胞の随
伴や，歯および歯周組織に異常が認められなければ
経過観察で良いとされる６）。本症例のエックス線所
見では，単純性骨嚢胞などの異常を認めなかったた
め骨性異形成症に関しては，経過観察とした。

矯正学的には，本疾患の罹患歯が移動可能である
かは不明であったが，エックス線所見として，罹患
歯根尖部硬組織の周囲には，支持骨との境に境界明
瞭なエックス線透過像を示すことから歯根膜の存在
が考えられた。歯根膜組織が存在すれば，骨のリモ

図５ 手術後口腔内写真
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デリングによる歯の移動が可能であると推測し，矯
正治療を計画した。外科的矯正治療の開始に当た
り，患者説明として歯の移動が不可能，または緩慢
である可能性や，移動により根尖部硬組織の増殖や
壊死，歯髄の失活の可能性についてインフォームド
コンセントを行った。実際にレベリングを開始
し，３か月経過時点で初診時模型と比較したとこ
ろ，歯の移動を確認したため矯正治療を継続した。

動的治療中の歯の移動については，レベリングに
１年３か月を要した。非抜歯，かつ叢生の多くない
本症例においては長いレベリング期間であった。動

的矯正治療中に歯の移動は緩慢で，ワイヤーのサイ
ズアップ間隔が長く必要であった。特に，舌側傾斜
していた前歯部の歯軸改善，および下顎右側犬歯の
捻転とトルクコントロールに時間を要した。その後
のスペースコントロールに７か月を要した。レベリ
ング後に生じた下顎右側の１．５mm 程度のスペース
を，スライディングメカニクスにて閉鎖するのに７
か月という期間は，通常に比較し長期間であると考
えられる。

術式の選択としては，著しい骨格性下顎前突を認
めるため，歯科矯正治療単独では軟組織側貌，およ

図６ 動的治療終了時顔貌写真
左：正貌 中：側貌 右：笑顔

図７ 動的治療終了時口腔内写真

４５０ 永野，他：骨性異形成を伴う骨格性下顎前突
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Ａ

Ｂ Ｃ
図８ 動的治療終了時エックス線写真

Ａ：パノラマエックス線写真
白矢印は根尖部の異形成を示す

Ｂ：側面頭部エックス線規格写真
Ｃ：側面頭部エックス線規格写真（強拡大）

図９ 重ね合わせ
黒線部：初診時 灰色部：動的治療終了時
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び咬合の不調和を改善することは困難であり，顎矯
正手術の適応と考えた。上顎骨の前方移動と咬合平
面を時計回りに回転させるために，Le FortⅠを選
択した。一方，下顎骨の後方移動は，下顎骨全体の
後方移動により，軟組織側貌を改善させるために
SSRO による下顎骨の後方および咬合平面の時計回
りの移動を選択した。

上顎右側中切歯に関して，日本人における中切歯
の萌出障害は，先行乳歯の重度齲蝕や外傷が原因と
なって，歯胚の萌出方向が唇舌的に異常となるもの
が全体の約３０％を占めるといわれている７－１０）。本症
例の場合，小児期の患者の記憶に，明確な原因を認
めないが，何らかの影響により，切端を唇側に向
け，根が口蓋骨に沿って形成された結果，弯曲した
歯根が形成されたものと考える。動的処置として，
上顎のメインワイヤーがエルジロイとなった時点
で，上顎中切歯に対し，顎内エラスティックによる
牽引を試みたが移動は確認できなかった。しかし，
歯の生理的動揺は観察できたため，骨性癒着ではな
いと判断し，牽引を継続した。その後，ニッケルチ
タンワイヤーのオーバーレイ，フェイシャルマスク
からの単独歯牽引を行ったが，目的とする位置への
歯の移動は困難であった。エックス線診査の結果，
骨性異形成は認めず，今後の保存を考え，上下顎同
時移動術中に再植処置を行うことを選択した。再植
時の歯根は骨性癒着を認めなかったが，歯根尖が
９０°弯曲しており，そのことが歯の移動の障害で
あったと考えられる。皮質骨との関係と今後の歯内
療法処置を考え，抜歯後に屈曲した根尖部を２mm
削合し，歯軸を隣在歯に合わせ再植した。術後，歯
内療法処置を行い，経過は順調である。

骨異形成症罹患歯における矯正治療後のエックス
線所見から，歯根の平行性が確認され，歯の移動が
行われたことが認められる。歯根吸収は認めなかっ
た。根尖部セメント質様硬組織の形態および大きさ
には変化を認めず，矯正治療が本疾患の増悪因子と
ならなかったと考えられる。歯根膜空隙は術後に拡
大が確認されたが，矯正治療後に認められる一般的
な像と判断した。その他，歯槽硬線等の周囲硬組織

には，変化を認めなかった。
本症例では，動的治療として期間を要したが，骨

性異形成症罹患歯に関して，歯の移動は可能であ
り，矯正治療により重篤な副作用は生じないと考え
られる。今後は，術後の安定に注意を払い，経過の
観察に努めていく予定である。
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A case of skeletal mandibular protrusion with osseous dysplasia treated
by orthognathic surgery and replantation
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Few reports have investigated orthodontic treatment for malocclusion patients with osseous dysplasia．
We report the case of an adult patient with skeletal mandibular protrusion and osseous dysplasia，who
underwent orthognathic surgery．

The patient，a３０year and１１-month-old female，was referred to our department for treatment of mal-
occlusion and mandibular protrusion． X-ray analysis showed radio-opaque lesions in the area of the peria-
pical teeth． She was diagnosed with severe skeletal mandibular protrusion with growth failure of the
maxilla and excess growth of the mandible．

During orthognathic surgical treatment，coordination of the arch forms was established by a multi-
bracket system and non-extraction，followed by LeFort I osteotomy and sagittal split ramus osteotomy．

The upper right incisor was unable to be moved during orthodontic treatment，and was replanted
during simultaneous maxillo-mandibular surgery．

As a result，improvement in frontal and lateral facial esthetics and ANB degree，as well as normal an-
terior bite and good occlusion were achieved． The duration of active treatment was ４ years and ３
months．

This case demonstrates the possibility of orthodontic tooth movement with osseous dysplasia and
orthognathic surgery． （The Shikwa Gakuho，１１５：４４５－４５３，２０１５）

歯科学報 Vol．１１５，No．５（２０１５） ４５３

― ７１ ―


