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緒 言

関節突起高位骨折に対し観血的整復固定術を行

うことはきわめて難しい。その理由としてこのタ

イプの骨折は通常，骨折した下顎頭が下顎枝内面

に位置することが多く，また外側翼突筋により下

顎頭は前方に牽引されている。さらに術野が狭

く，視野が悪い上，下顎枝内側に位置している下

顎頭を探し出し，整復することは困難を極める。

その上，下顎枝内面付近には顎動脈，下顎後静

脈，内側翼突筋，蝶下顎靭帯，下歯槽神経，動静

脈が存在するため，手術を行う上できわめて危険

な部位である。それゆえ外側翼突筋を下顎頭に付

着させたまま整復することは不可能に近い。その

ため，一般的には下顎頭を外側翼突筋より剥離

し，一旦摘出し整復した後に旧位に戻し，固定す

る方法が採用されている。しかし，このようにし

て治療した顎関節が正常に機能しないことは明ら

かである。そこで外側翼突筋を温存し，安全に転

位下顎頭を整復，固定する方法を開発したので報

告する。
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抄 録：関節突起高位骨折に対し観血的整復固定術を行うことは下顎頭が前下内方へ転位し，関節
包，外側靭帯により包まれているため，狭い術野からのアプローチでは難しい。また下顎枝内側に
は顎動脈の存在や下歯槽神経血管束が下顎孔へ入るなど重要な血管，神経，咀嚼筋などがあり，手
術を行う上で危険な部位でもある。そこで，通常このタイプの骨折に対する手術は下顎頭を外側翼
突筋より剥離し，一旦体外に取り出して整復固定する方法がとられる。しかし，このような方法で
手術が行われても外側翼突筋が剥離されていることから顎関節機能障害は必発し，さらに下顎頭の
血液供給が絶たれることから，術後に下顎頭の変形が発現することが多い。
そこでわれわれは顎下部切開によりアプローチし，下顎枝垂直骨切り術を用いて整復固定する方

法を考案した。この方法の最大の特徴は外側翼突筋を下顎頭から剥離せずに整復するもので，さら
に下顎枝近位骨片も茎突下顎靭帯および内側骨膜の剥離を行わないことも特徴のひとつである。下

¨顎枝垂直骨切り部はミニプレート２枚で，下顎頭はWurzburg ラグスクリュープレートシステム
を用いて固定する。本方法を臨床に応用し良好な結果を得ている。

キーワード：関節突起高位骨折，下顎頭骨折，下顎枝垂直骨切り術，外側翼突筋温存，VRO
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手 術 方 法

切開線は顎下部切開を用い，咬筋を剥離して下

顎枝外面を露出する。下顎枝内面骨膜と内側翼突

筋の下顎枝付着部を温存しながら下顎孔後方部で

下顎枝垂直骨切り術を行う（図１，２）。次いで近

位骨片をフックで外方へ牽引して下顎枝内側の軟

組織（図３）を露出する。関節包と外側靭帯により

包まれた転位下顎頭を甘子で掴み下顎枝の近位骨

片上に戻す。ここで先に下顎枝垂直骨切り部を整

復し，ミニプレート２枚で固定した後，下顎頭を

¨さらに正確に整復し，Wurzburg ラグスクリュー

プレートで固定する（図４，５）。

考 察

ラグスクリューやミニプレートを応用した新し

い術式の開発により下顎頭骨折に対する手術を行

う機会は増加傾向にある１～３）。しかしながら，こ

れら新しい術式をもってしても術野が狭く，よく

見えない，また下顎枝と関節包により転位下顎頭

が隠れているなどの理由で手術は困難なものに

MPM：Medial pterygoid muscle
SpL ：Sphenomandibular ligament
LL ：Lateral ligament
AC ：Articular capusule
LPM ：Lateral pterygoid muscle
StL ：Stylomandibular ligament

LL ：Lateral ligament
AC ：Articular capusule
LPM：Lateral pterygoid muscle
StL ：Stylomandibular ligament

図１ 下顎枝外側所見
骨折した下顎頭は下顎枝内側に位置し，外側翼

突筋により前方へ牽引されている。

図２ 下顎枝内側所見
骨折した下顎頭周囲の軟組織に注意。

LL ：Lateral ligament
AC ：Articular capusule
LPM：Lateral pterygoid muscle
StL ：Stylomandibular ligament

図３ 骨折した下顎頭を探し出すため，下顎枝近位骨
片を単鋭鈎にて外側に牽引翻転している所見
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なっている。下顎頭を一旦体外に取り出し，下顎

枝骨切りして近位骨片も取り出し，体外で両者を

整復固定し，体内に戻す方法が発表されてい

る４，５）。残念ながら，これらの方法は外側翼突筋を

下顎頭から剥離するため，顎関節機能障害を引き

起こす。加えて，術後に下顎頭と近位骨片の骨吸

収が起こると言われている。

これに対しわれわれの術式は外側翼突筋の下顎

頭付着を温存するため顎関節機能は良好に保たれ

るものと考える。

“A Surgical Technique Using Vertical Ramus

Osteotomy Without Detaching Lateral Ptery-

goid Muscle for High Condylar Fractures”by K.

Sasaki, et al. in Journal of Oral and Maxillofacial

Surgery , Volume６０,７０９～７１１, copyright �２００２
by American Association of Oral and Maxillofa-

cial Surgeons. Translation copyright �２００２by
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図４ 顎下部切開にて下顎枝垂直骨切り術を行った所
見

¨図５ 骨折した下顎頭はWurzburg ラグスクリュー
¨プレートにて下顎枝近位骨片と固定した。Wur-

zburg ラグスクリュープレートは下顎枝の近位骨
片後縁に置き，近位骨片と遠位骨片はミニプレー
ト２枚で固定した。

佐々木，他：VRO併用外側翼突筋温存関節突起高位骨折手術７３４
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