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抄録：本研究は顎変形症患者の外科的矯正治療の各
治療段階（治療前，術前矯正治療，術後矯正治療，
保定）における治療に対する認識について調査し，
治療中の患者への必要な説明およびサポートについ
て検討した。骨格性下顎前突症にて，外科的矯正治
療を施行した患者１１２名をそれぞれ治療段階に応じ
て分類しアンケート調査を施行した。治療に対する
不安の程度は，治療前で最も大きな不安を示し，術
後矯正治療で不安について有意に小さい値を示し
た。また，具体的な不安を感じる事項は，治療前と
術前矯正治療では手術後の痛み，術後矯正治療では
プレート除去手術について回答するものが多かっ
た。外科的矯正治療患者に対してそれぞれの治療段
階で患者の心理が異なることが示された。そのため
患者がどのようなことに精神的苦痛，不安を抱えて
いるかを把握した上でそれに応じた説明や患者の苦
痛を少しでも軽減できるような治療を考慮していく
ことが必要である。

緒 言

歯科治療における患者の主観的評価に関する従来
の報告は患者の治療中の心理状態を術者が知る重要
な手がかりとなる。矯正歯科分野においても治療に
よって咀嚼や発音などの機能や審美性などについて

の口腔関連 QOL の向上が期待できると報告さ
れ１），これは矯正歯科の治療目標の一つとされてい
る。一方で外科的矯正治療においてもこれまでの研
究において治療が心理的改善をもたらすと多くの研
究によって報告されている２－１０）。矯正歯科治療単独
に比較して外科的矯正治療は特殊性を持ち，それは
顎矯正手術という侵襲が非常に大きい処置が必要で
あること，手術後の入院が必要であること，顔貌や
咀嚼機能に大きな変化を生じることなどが主に挙げ
られる。これらが治療を受ける患者の心理に複雑な
影響を与えることが推察される。

また外科的矯正治療は治療段階を術前矯正治療，
顎矯正手術，術後矯正治療の３段階に区分され，術
前矯正治療では，デンタルディコンペンセーション
として歯軸を不正な位置の顎骨に合わせて変化させ
ることにより顔貌の悪化と咀嚼機能の低下が生じ
る。患者がこの一時的な審美的・機能的悪化を経験
するということも本治療の特殊性の一つである。そ
の後，顎矯正手術によってこれらはほぼ設定した治
療目標まで改善する。

外科的矯正治療前後における患者心理についての
調査はこれまで多く行われているが３－１０），この一連
の治療段階における患者の主観的心理状態を調査し
た報告はあまり見受けられない。治療前後のみでな
く治療中の患者心理にも注目することは長い治療期
間を要する本治療において患者中心の医療を展開す
る上で大変重要であると考えられる。立木らは，こ
の治療期間を通した口腔関連 QOL に着目し，術前
矯正治療における口腔関連 QOL を調査し一時的な
悪化が認められたことを報告した１１）。今回，アン
ケートによって当該治療に対する患者の認識や心理
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を，術前後のみでなく治療中において調査したので
報告する。

対象者及び方法

本研究は東京歯科大学倫理審査委員会にて審査，
承認をされている。（受付番号５９０）
１．調査対象

本研究は横断研究である。東京歯科大学千葉病院
矯正歯科に来院し骨格性下顎前突症の診断の下，外
科的矯正治療を施行した患者１１２名（男性４６名，女性
６６名，平均年齢２２．０±７．５歳）を対象とした。それぞ
れ治療段階に応じて，治療前群（矯正装置装着前）３０
名，術前矯正治療群（装置装着後４ヶ月以上，平均
９ヶ月）３０名，術後矯正治療群（顎矯正手術後３ヶ月
以上，平均６ヶ月）３０名，保定群（装置除去後１年以
上，平均３年３ヶ月）２２名とした。患者は標準的な
外科的矯正治療の手順に則り，マルチブラケット装
置を用いた治療を行ったものを選択した。また全て
の患者は顎矯正手術を当病院口腔外科にて行い，手
術後に顎間固定を行い入院期間は１０日前後でその間
継続的に顎間固定を行った。また，全身疾患や精神
疾患の既往のある者，重度の歯周疾患のあるもの，
３歯以上の連続した欠損のあるものは除外した。調
査対象の内訳を表１に示す。
２．アンケートについて

以上の被験者に対してアンケート調査を行った。
アンケートの内容は外科的矯正治療について各治療
段階に応じた質問内容とし，以下の９項目を用い
た。回答形式は長さ１００mm の Visual Analog Scale

（VAS）を用いた回答形式，および自由回答形式の
２種類を用いた。VAS を用いた形式は０から１００ま
でのスケール間を指し示してもらい，それを数値化

し各群における中央値を算出し，回答項目ごとに各
群間における比較を行い，治療段階による心理状態
を検討した。
１）Visual Analog Scale（VAS）を用いた回答項目
（対象：治療前群，術前矯正治療群，術後矯正治
療群）
⑴ 質問１：かみ合わせは治療後にどれくらいよ

くなると予想していますか？「０＝全くよくな
らない」「１００＝大変よくなる」

⑵ 質問２：治療にあたって不安はありますか？
「０＝全く不安はない」「１００＝大変不安である」

⑶ 質問３：手術を受けることを他人に知られた
くないですか？「０＝知られたくない」「１００＝
知られても良い」

⑷ 質問４：治療期間全体に対してどう思います
か？「０＝短い」「１００＝長い」

⑸ 質問５：手術前の矯正治療期間についてどう
思いますか？「０＝短い」「１００＝長い」

⑹ 質問６：治療によって気持ちが明るくなりま
したか（なると思いますか）？「０＝全く明るく
ならない」「１００＝大変明るくなる」

２）自由回答形式の項目（複数回答）
⑴ 質問７：「辛そう（不安）な治療は何ですか？」
（対象：治療前群，術前矯正治療群，術後矯正
治療群）

⑵ 質問８：「今までの治療で辛かったことは何
ですか？」（対象：術前矯正治療群，術後矯正
治療群，保定群）

⑶ 質問９：「治療に関して改善してほしいこと
は何ですか？」（対象：治療前群，術前矯正治
療群，術後矯正治療群，保定群）

アンケートは配布回収式調査法で回収率は１００％

表１ 患者の性別，初診時年齢，手術法について

治療前群
（n＝３０）

術前矯正治療群
（n＝３０）

術後矯正治療群
（n＝３０）

保定群
（n＝２２） P value

性別（人）
男性 １４ １１ １２ ９ ０．５５３

女性 １６ １９ １８ １３ ０．５５３

平均年齢（y） ２３．５±７．６ １９．８±３．６ ２２．５±６．４ ２６．７±７．８ ０．０８５

顎矯正手術法（人）
１Jaw（SSRO） １７ １３ １４ １７ ０．２７６

２Jaw（LeFort１＋SSRO） １３ １７ １６ ５ ０．０９３
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であった。なお，質問１から質問６についての統計
処理は分散分析として Kruskal-Wallis 検定，多重比
較として Steel-Dwass 検定を用いて有意差検定を
行った。統計解析は SPSS（IBM SPSS Statistics）を
用いた。

結 果

１．VAS 回答形式
１）質問１．「かみ合わせは治療後にどれくらいよ

くなると予想していますか？（０＝全くよくなら
ない，１００＝大変よくなる）」では，治療前群にお
いては中央値７５．１（最大値：１００，最小値：４２．５），
術前矯正治療群においては中央値８４．０（最大値：
１００．０，最小値：６４．２），術後矯正治療群において
は中央値６４．６（最大値：１００．０，最小値：４６．５）と
なり，術前矯正治療群の方が治療前群より高い値
を示し，また，術前矯正治療群と術後矯正治療群
の間で有意差が認められた（図１）。

２）質問２．「治療にあたって不安はありますか？
（０＝全く不安はない，１００＝大変不安である）」
では，治療前群においては中央値４７．６（最大値：
７８．０，最小値：０．０），術前矯正治療群においては
中央値３０．５（最大値：８５．０，最小値：０．０），術後
矯正治療群においては中央値２０．５（最大値：６１．７，
最小値：０．０）となり，治療前群で最も高い値を示
し，治療前群と術後矯正治療群の間で有意差が認
められた（図２）。

３）質問３．「手術を受けることを他人に知られた
くないですか？（０＝知られたくない，１００＝知ら
れても良い）」では，治療前群においては中央値
６６．０（最大値：１００．０，最小値：０．０），術前矯正治
療群においては中央値７５．１（最大値：１００．０，最小
値：１２．０），術後矯正治療群においては中央値
７０．４（最大値：１００．０，最小値：１２．０），保定群に
おいては中央値７５．８（最大値：１００．０，最小値：
２３．３）となった。有意差はどの群間においても認
められなかった（図３）。

４）質問４．「治療期間全体に対してどう思います
か？（０＝短い，１００＝長い）」では，治療前群に
おいては中央値６６．８（最大値：１００．０，最小値：
２９．２），術前矯正治療群においては中央値５８．１（最
大値：１００．０，最小値：１６．７），術後矯正治療群に

おいては中央値６３．８（最大値：１００．０，最小値：
７．５）となり，治療前群が最も高い値を示したが，
有意差は認められなかった（図４）。

５）質問５．「手術前の矯正治療期間についてどう
思いますか？（０＝短い，１００＝長い）」では，治
療前群においては中央値６７．５（最大値：１００．０，最
小値：２２．５），術前矯正治療群においては中央値
５４．９（最大値：８７．５，最小値：７．５），術後矯正治
療群においては中央値５７．７（最大値：１００．０，最小
値：７．５），保定群においては中央値６６．８（最大
値：１００．０，最小値：２６．７）となり，治療前群が最
も高い値を示した。また，治療前群と術前矯正治
療群の間で有意差が認められた（図５）。

６）質問６．「治療によって気持ちが明るくなりま
したか（なると思いますか）？（０＝全く明るくな
らない，１００＝大変明るくなる）」では，治療前群
においては中央値７５．８（最大値：１００．０，最小値：
５１．２），術前矯正治療群においては中央値８０．１（最
大値：１００．０，最小値：４６．７），術後矯正治療群に
おいては中央値７４．６（最大値：１００．０，最小値：
２６．０），保定群においては中央値７６．４（最大値：
１００．０，最小値：４２．５）となり，どの群間において
も有意差は認められなかった（図６）。

２．自由回答形式（複数回答）
１）質問７．「辛そう（不安）な治療は何ですか？」

では，治療前群において，「手術後の痛み」１０人，
「術前矯正」６人，「入院中の顎間固定」５人，
「手術後の顔の腫れ」５人，「手術後の後遺症」
４人，「手術」２人となった。術前矯正治療群に
おいては，「手術後の痛み」２０人，「手術後の顔の
腫れ」１６人，「入院中の顎間固定」１３人，「手術」
３人，「その他」４人となった。術後矯正治療群
においては，「あごの固定ネジの除去手術」１８
人，「術後矯正」５人，「手術後の後遺症」３人，
「なし」３人，「その他（しびれ，歯の後戻り）」
３人，となり治療前群，術前矯正治療群では「手
術後の痛み」が，術後矯正治療群では「あごの固
定ネジの除去手術」が最も多かった（図７）。

２）質問８．「今までの治療で辛かったことは何で
すか？」では，術前矯正治療群においては「智歯
抜歯」９人，「矯正治療による歯の痛み」７人，
「矯正装置の痛み」３人，「印象採得」２人，「食
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事しにくい」２人，「なし」２人，「う蝕治療しに
くい」，「あごの痛み」，「口腔清掃しにくい」，「下
顎前歯が出ることの見た目」がそれぞれ１人，
「智歯抜歯」，「矯正治療による歯の痛み」が多い
ことを示した。術後矯正治療群においては，「手
術後の痛み」５人，「入院」４人，「矯正装置の痛
み」，「治療期間」がそれぞれ３人，「食事しにく

い」，「印象採得」，「矯正治療による歯の痛み」，
「手術後の食事」，「なし」，「手術」がそれぞれ２
人，「智歯抜歯」，「口腔清掃しにくい」，「通院」，
「術前の顔貌」がそれぞれ１人となり，「手術後
の痛み」が最も多かった。保定群においては「な
し」５人，「手術後の食事」，「矯正装置の痛み」
がそれぞれ４人，「矯正治療による歯の痛み」，

図１ 質問１「かみ合わせは治療後にどれくらいよくなると
予想していますか？」（０＝全くよくならない，１００＝大
変良くなる）

図２ 質問２「治療にあたって不安はありますか？」（０＝
全く不安はない，１００＝大変不安である）

図３ 質問３「手術を受けることを他人に知られたくないで
すか？」（０＝知られたくない，１００＝知られても良い）

図４ 質問４「治療期間全体についてどう思いますか？」
（０＝短い，１００＝長い）

図５ 質問５「手術前の矯正治療期間についてどう思います
か？」（０＝短い，１００＝長い）

図６ 質問６「治療によって気持ちが明るくなりましたか
（なると思いますか）？」（０＝全く明るくならない，１００
＝大変明るくなる）

３２０ 菅谷，他：外科的矯正治療に対する認識について
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「治療期間」がそれぞれ２人，「口腔清掃しにく
い」，「手術後」，「手術」，「顎間固定」，「矯正装置
の見た目」がそれぞれ１人となり，「なし」が最
も多かった（図８）。

３）質問９．「治療に関して改善してほしいことは
何ですか？」では，「矯正装置の見た目，違和感」
は，治療前群においては１７人，術前矯正治療群に
おいては１０人，術後矯正治療群においては１８人，
保定群においては９人となった。「矯正治療中の
歯の痛み」では，治療前群においては１０人，術前
矯正治療群においては１０人，術後矯正治療群にお
いては９人，保定群においては９人となり，治療
前群と術前矯正治療群で最も多かった。「治療期
間の短縮」では，治療前群においては２３人，術前
矯正治療群においては１０人，術後矯正治療群にお
いては１０人，保定群においては１３人となり，治療
前群が最も多かった（図９）。

考 察

咬合に対する治療後の期待として術前矯正治療時
が最も大きく，また術前矯正治療時より術後矯正治
療時の期待は小さいことが認められた。立木ら１１）が
骨格性下顎前突症患者の口腔関連 QOL について
OQLQ を用いて治療段階ごとに調査したところ，
術前矯正治療時では咀嚼機能関連の QOL が低く，
また QOL の低下と overjet の悪化には相関が認め
られた。本結果と合わせると，術前矯正治療によっ
て反対咬合の悪化による口腔関連 QOL の低下が正
被蓋に改善することへの期待をより大きくしたと考
えられ，術後矯正治療時においては，被蓋や咀嚼機
能の改善がほぼ達成され満足が得られたことで，術
前矯正治療時より期待は小さくなったと考えられる。

また，治療に対する不安については，治療前時か
ら術後矯正治療時で不安が有意に小さいことが示さ
れた。治療前においては手術を含め治療全体の不安
が大きく，術後矯正治療時には手術を経験したこと
でそれに対する不安が少ないと考えられる。小林

図７ 質問７「辛そう（不安）な治療は何ですか？」（複数回答）
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図８ 質問８「今までの治療で辛かったことは何ですか？」（複数回答）

図９ 質問９「治療に関して改善してほしいことは何ですか？」（複数回答）
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ら３）の報告においても術後矯正治療時の治療に対す
る不安感が比較的少なかったとしており，外科的矯
正治療全体において顎矯正手術が患者に対して大き
な不安をもたらしているということが考えられる。

治療を他人に知られる不安についてはどの時期に
おいても有意な差は認められず，かつその不安はど
の時期においても小さいことが示唆された。山田１２）

の調査においても他人に知られる不安については術
前後で有意な変化は認められなかったと報告してお
り，また安光ら１３）の調査では，手術したことを他人
に知られたくないという意識は女性に特に強く認め
られたと報告している。

治療期間の長さに対する認識は，口腔関連 QOL
の低下する術前矯正治療中に長く感じると考えられ
る。しかし，本調査では外科的矯正治療全体の期間
について治療段階によっては有意差がなかったが，
術前矯正治療の治療期間に対する認識については術
前矯正治療時に治療前と比較して短いと感じる者が
多く，術後矯正治療時，保定時と治療段階が経過す
るごとに長かったと感じる傾向を示した。これは術
前矯正治療時に顎矯正手術に対する期待と不安が高
まり，顎矯正手術が直前に迫っていることが手術ま
での期間が短いという認識にさせているということ
も考えられ，顎矯正手術の影響が大きいことを推察
できる。

治療後の気持ちについては治療段階によって有意
差は認められなかったが，どの治療段階においても
７０％以上の程度で「明るくなると思う（明るくなっ
た）」と答えており，本治療に対する期待や前向き
な状態が認められた。永井ら６）の調査においても，
「手術後悩みがなくなると思うか」に対して１００％
が「なくなると思う」と答え，顎矯正手術に対する
期待が高いと報告している。小林ら３）の調査でも
３２％の患者が「術後に性格が変わった」と答えてお
り，ポジティブな答えがほとんどであり，陽性の性
格変化を示したと報告している。橋本ら１４）も「劣等
感がなくなった」，「視線恐怖がなくなった」と手術
してよかったと報告している。

また，治療に対する不安の程度が大きい項目とし
て，治療前，術前矯正治療時は，「手術後の痛み」
が最も不安が大きく，術後矯正治療時では「あごの
固定ネジの除去手術」が最も不安が大きかった。ど

の治療段階においても手術に関連する項目が挙げら
れていた。また，術後矯正治療時では今後さらに手
術が控えていることに不安を抱えている患者は多
い。

一方で，実際に治療を受けて辛かった項目とし
て，術前矯正治療時では「智歯抜歯」が最も辛かっ
たと示され，術後矯正治療時では「手術後の痛み」，
保定時においては「なし」「手術後の食事」が挙げ
られた。術前矯正治療時，術後矯正治療時ではそれ
ぞれの治療段階で，直後に行なった治療に対して主
に辛いと感じるが，治療後の時間が経過した保定時
になるとその「辛かった」という認識は無くなる
か，または辛かった印象が観血処置の痛みではなく
別の項目で辛かったと感じることが本研究で示され
た。

また，治療について改善してほしいこととして，
「矯正装置の見た目，違和感」の改善要求が治療
前，術前矯正治療時，術後矯正治療時で高いことが
示された。ブラケット等の矯正歯科材料は近年審美
面に配慮されるようになってきているが，それにも
関わらず要求度が高いことは治療中の見た目の悪さ
が患者にとって大変大きな不満となっていることが
推察される。石川ら２）の報告した矯正治療が患者に
与える心理的・機能的影響の調査を目的とした研究
においても，「ブラケットをつけているのが恥ずか
しい」と半数近くが答えており，患者のブラケット
に対する抵抗感が大きいとしている。また，「治療
期間の短縮」に関してどの治療段階をみても改善要
求が高かった。治療期間について，外科的矯正治療
はう蝕治療や補綴治療などの歯科治療全般と比較し
て長期にわたることが多く，それに伴ってブラケッ
トが装着されている期間も長いため，患者がストレ
スと感じやすいと考えられる１５，１６）。そのため治療期
間とブラケットの装着感について，十分な説明が重
要だと考える。

本研究では外科的矯正治療を受けている患者心理
を調査したが，治療段階によって心理的な差異があ
ることが本研究から推察された。そのため，治療段
階に応じた対応が必要となると思われる。特に，手
術や観血処置に対する不安や辛さは，その直前直後
の時期に大きくなるため時期に応じた患者説明や心
理的サポートが必要となる。また，ブラケットの見

歯科学報 Vol．１１８，No．４（２０１８） ３２３

― ６３ ―



た目や治療期間の長さについては治療の初期段階か
ら不満が多いため，特に治療前からの具体的な提示
が必要である。また治療前に，本治療を受けること
が前向きな気持ちにつながることを伝えることが，
患者の治療に対する意識を高い状態に保つことに効
果的であると思われる。

本研究はアンケートを用いた患者意識と心理につ
いての横断調査である。今後は長期間の縦断研究を
行い，さらに治療段階ごとの変化として調査するこ
とが必要であると考えられる。本研究のバイアスと
しては一連の治療の中で担当医間での説明や患者コ
ミュニケーション，治療内容，口腔外科担当医間で
の説明において差が出ることが考えられるが，同一
医療機関におけるクリニカルパスの存在や当機関が
教育機関として一貫した教育が行われているため大
きな差はほとんどないと考えられる。しかし，今後
質の高い研究のためには諸条件を整え，計画に沿っ
た研究が必要と考え，これが本研究の反省点である
と思われる。また本研究では，偏りを減らすため骨
格性下顎前突に限定したが他の顎変形症についても
今後調査を行っていきたいと考える。

結 論

本調査によって外科的矯正治療を受けている患者
にとって顎矯正手術は大きな不安をもたらしている
ことが示唆された。顎矯正手術前は手術に関するこ
と，手術後は「あごの固定ネジの除去」についての
不安が大きくなり，矯正装置に対する見た目や違和
感，治療期間の短縮についてはどの期間においても
改善要求が高いことが示された。また，治療後の気
持ちについてはどの治療段階においても「明るくな
ると思う（明るくなった）」と本治療に対する期待や
前向きな状態が認められた。

外科的矯正治療患者に対して，それぞれの治療段
階で患者の心理が異なることが示された。医療者は
患者がどのようなことに精神的苦痛や不安を抱えて
いるかを把握した上でそれに応じた説明や患者の苦
痛を少しでも軽減できるような治療を考慮していく
ことが必要である。

著者の利益相反：開示すべき利益相反はない。
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Patient’s perception for each stage of orthognathic surgery treatment
― A questionnaire based cross-sectional research ―

Kaori SUGAYA，Chie TACHIKI，Reiko ABE，Yasushi NISHII，Kenji SUEISHI
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In this study，in order to improve communication and support for jaw deformity patients undergoing
surgical orthodontic treatment，a questionnaire was used to investigate emotion at each stage of treatment

（before treatment，before surgical orthodontic treatment，after surgical orthodontic treatment，during
retention period）towards． Subjects included １１２ patients，diagnosed as skeletal class III cases that
underwent surgical orthodontic treatment． Subjects were classified according to treatment stage and
questionnaires were provided． Highest level of anxiety was observed during pre-treatment and signifi-
cantly low level of anxiety was observed during post-surgical orthodontic treatment． A common cause of
anxiety during pre-treatment and pre-surgical orthodontic treatment was post-surgical pain． The common
cause of anxiety during post-surgical orthodontic treatment was surgical removal of metal plate used for
orthognathic surgery． Patients expressed different emotions at each stage of surgical orthodontic
treatment． Therefore，it is important to understand the distress and anxiety patients may go through
and provide explanation of certain issues which may arise during treatment in order to alleviate symptoms
of emotional distress． （The Shikwa Gakuho，１１８：３１７－３２５，２０１８）
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