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抄録：初診時年齢３０歳９ヵ月の上顎前突を主訴とす

る患者に対し，矯正歯科，口腔外科，一般歯科によ

る包括的歯科治療を行い，良好な結果を得ることが

できた１例についての報告である。本症例は歯牙欠

損，歯周疾患，慢性化膿性根端性歯周組織炎など，

成人矯正に特有の様々な問題点を有し，治療途中で

治療方針の変更を余儀なくされ，治療も長期間を要

した症例である。治療は歯内療法，自家歯牙移植，

歯周療法，上顎前方歯槽部骨切り術，補綴処置，歯

科矯正治療など，複数の診療科による Interdiscipli-

nary approach を必要とした。複数科との共同治療

を行うことで審美性をも含めた形態的および機能的

にも満足のいく結果を得ることができた。今後，成

人矯正症例の増加とともに，矯正歯科単独での治療

ではなく，他科とのチームアプローチによる包括的

歯科治療の必要性が増すものと考えられる。

緒 言

近年，矯正治療が広く一般的に普及してきたこと

や審美性を重視した矯正治療技術および矯正材料の

進歩に伴い，成人矯正症例が増加してきている１，２）。

成人矯正は成長期の矯正治療と比較すると，顎骨の

成長を利用できないこと，カリエス，歯牙の欠損，

歯根吸収，失活歯，修復処置歯など個々の歯牙の問

題が多いこと，さらに歯周疾患，顎関節症の罹患頻

度も高いことに加え，より審美性の高い矯正装置の

要求や治療期間等の社会的要因など，さまざまな問

題点を有する。さらに治療上の制約や治療方針を決

める上で考慮すべき事項が多く，口腔外科，保存科，

補綴科など複数科の専門医による Interdisciplinary

approach が必要になる場合がある。

今回の成人上顎前突症例は，成人矯正に特有の

様々な問題点を有し，治療途中で治療方針の変更を

余儀なくされたことから，治療も長期間を要した。

本症例は歯内療法，自家歯牙移植，歯周療法，上顎

前方歯槽部骨切り術，補綴処置，歯科矯正治療を行

うなど，複数の診療科の歯科処置を伴う包括的歯科

治療を行い，良好な結果を得たので報告する。

症 例

１．症例分析

患者は，矯正歯科初診時年齢３０歳９ヵ月の女性で，

上顎前歯の前突感と口唇が閉じにくいことを主訴に

来院した。家族歴として両親および弟が上顎前突と

のことである。既往歴で特記すべき事項はなかった。

１）顔貌所見（図１‐Ａ）

側面観では，オトガイ部の後退および口唇の突出

に伴う Convex タイプを示し，オトガイ筋の緊張が

認められた。なお，正面観では顔面左右対称を呈し

ていた。

２）口腔内所見（図１‐Ａ）

下顎左側第二小臼歯が齲蝕のため既に抜歯されて

おり，大臼歯の咬合関係は，右側が Angle Ⅰ級，

左側がⅢ級，犬歯の咬合関係は，右側がⅠ級，左側

がⅡ級であった。Overjet＋１１mm，Overbite＋３

mm で，下顎歯列に叢生がみられた。また，上顎右

側第一大臼歯に形態異常が認められた。
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図１‐Ａ 初診時 図１‐Ｂ 動的治療終了後６ヶ月時 図１‐Ｃ 保定１年６ヵ月時
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３）模型分析所見

歯牙の幅径はほぼ標準値に近かったが，上下顎歯

列弓とも幅径が２S. D. 小さく，現状での Arch

length discrepancy は－７mm であった。また，An-

terior tooth size ratio は８０．４（Mean７９．０±２．３１３））

で，上下顎前歯部の歯牙幅径の関係には問題はな

かった。

４）パノラマエックス線写真所見（図２）

全顎的に軽度の歯槽骨の吸収がみられ，下顎左側

第一小臼歯に根端病巣が認められた。

５）側面頭部エックス線規格写真（以下セファロと

する）分析所見（表１）

Skeletal pattern では，SNA：８６°，SNB：７５°，

ANB：１１°で下顎後退に起因する骨格性の上顎前突

を示していた。また，Mandibular plane angle が４５°

で High angle case であった。Denture pattern で

は，上下顎前歯の唇側傾斜が認められた。

２．診断および治療方針

以上の検査結果より，叢生を伴う骨格性上顎前突

症と診断した。治療方針は，上顎両側第一小臼歯お

よび下顎右側第二小臼歯の３本を抜歯し，上顎６前

歯は上顎前方歯槽部骨切り術（Wunderer 法）により

約８mm の後方移動をはかることとした（図３）。

３．治療経過および治療結果

本症例は．０１８slot Pre-adjusted appliance を用い，

下顎左側第二小臼歯が既に抜歯されていたため，小

臼歯３本の抜歯症例として治療を開始した。しかし

治療途中に，慢性化膿性根端性歯周組織炎に罹患し

ていた下顎左側第一小臼歯の根管治療を行ったが，

保存しても予後不良と判断して抜歯することになっ

治療前

治療後

図２ 治療前後のパノラマエックス線写真
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た。同部には，上顎前方歯槽部骨切り術の１ヵ月前

に，便宜抜歯を予定していた上顎右側第一小臼歯を

自家歯牙移植し，２週間後に根管充填を行った（図

４）。また，上顎右側第二大臼歯（図５）が歯周疾患

により動揺度が強く（３度）保存不可能のため抜歯

し，上顎右側第一大臼歯を遠心移動し下顎右側第二

大臼歯と咬合させ，上顎右側第二小臼歯との間の空

隙は上顎右側第一大臼歯の形態修正を兼ねて補綴処

置により閉鎖した（図１‐Ｂ）。その後，ブラケットを

除去し，Circumferential type の保定装置を装着し

た。動的治療期間は３年５ヵ月を要した。

治療前後を比較すると，Overjet は＋１１mm から

表１ セファロ分析結果

計測項目 Mean±S. D. 初診時 動的治療終了後６ヶ月時

Facial angle ８５．９±１．６９ ７６．５ ７７．０

Convexity ５．５±２．９３ ２２．０ １３．５

A-B plane －４．３±１．８１ －１２．５ －８．５

Mandibular plane angle ２６．４±３．８３ ４５．０ ４４．０

Y-axis ６４．３±２．２７ ７３．０ ７２．０

SNA ８３．２±３．４４ ８６．０ ８１．０

SNB ８０．４±３．２２ ７５．０ ７４．０

ANB ２．８±１．８０ １１．０ ７．０

Gonial angle １２０．２±４．０４ １３９．０ １３９．０

Ramus angle ８５．７±４．５５ ８７．０ ８６．５

Interincisal angle １２１．９±３．６９ １０５．０ １２１．０

U-1 to FH plane １１５．２±５．８６ １２０．０ １０８．５

L-1 to FH plane ５８．０±５．９８ ４４．０ ４７．０

L-1 to Mandibular plane ９８．２±４．０８ ９１．０ ８９．０

（degree）

図４‐Ａ 自家歯牙移植
６ヵ月後

図４‐Ｂ 自家歯牙移植
３年６ヵ月後

図３ 治療目標
（UTO：Visual Treatwent Objec-
tioes） 図５
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＋２mm に減少し，叢生も解消され良好な咬頭嵌合

が得られた。セファロ分析では，SNA が５°減少，

U１-to FH plane が１１．５°減少し，上下口唇も約６

mm 後退し，オトガイの緊張も軽減した。なお，動

的治療終了時，患者が妊娠中であったため，治療後

の資料は動的治療終了後６ヵ月経過時のものである

（表１，図６）。

保定１年６ヵ月経過時では，良好な被蓋および咬

合関係を維持している（図１‐Ｃ）。また，移植した歯

牙も臨床的に特に問題はみられなかった。

考 察

初診時における治療方針の立案についてである

が，セファロ分析結果から骨格的に下顎後退を呈し

ているので，下顎骨の前方移動を図るのが適切であ

ると考えられた。下顎枝矢状分割法を行う顎矯正手

術を呈示したが，患者が下顎骨の骨切りを望まず，

オトガイ形成術も呈示したが希望しなかった。そこ

で，主訴が上顎前歯部の前突感と口唇閉鎖不全で

あったことから，上顎前歯部を後方移動することで

骨格的な不正をカモフラージュすることとした。次

に，根端病巣がみられた下顎左側第一小臼歯である

が，根管治療を行ったが奏功せず，結局抜歯せざる

を得なかった。同部の欠損スペースへの対応である

が，方法として空隙の閉鎖，可撤性局部義歯，固定

性架工義歯，インプラント，自家歯牙移植などが考

えられた。本症例では小臼歯が２本とも欠損となる

ので，治療期間，支台歯となる歯への影響，審美性

などを考慮すると，インプラントもしくは自家歯牙

移植が有利であると判断した。そして，便宜抜歯予

定の上顎右側第一小臼歯をドナー歯として利用でき

ることから，最終的に自家歯牙移植により空隙を閉

鎖することとした。さらに上顎右側第二大臼歯につ

いては，治療前より歯周疾患に罹患しており，治療

中に動揺が強くなり結局抜歯することを余儀なくさ

れた。そのため上顎右側第一大臼歯をより下顎右側

第２大臼歯と咬合させるために遠心移動を行い，遠

心移動により生じた近心部の空隙を同歯の形態修正

もかねてインレーブリッジにより閉鎖した。このよ

うに本症例は成人の上顎前突症例であるが，歯牙の

欠損，根端病巣，歯周疾患など種々の問題を抱えて

おり，治療途中に治療方針の変更を余儀なくされ，

治療期間も予定より長くなってしまった。

治療目標（VTO：Visual Treatment Objectives）

から，前歯部の被蓋改善のためには上顎前歯部の後

方への大きな移動が必要とされた。Brezniak らは

歯根吸収に関する１２９の論文をリビューし，歯根吸

収は矯正治療に付随してよくおこる医原性疾患で，

しかも予測できない４）と述べている。さらに歯根吸

収に影響を与える因子を生物学的因子と機械的因子

とに分け，それぞれについて考察を加えているが，

矯正治療開始時年齢，歯種別では上顎切歯の移動，

圧下および歯体移動，根尖部の移動距離，治療期間

等をリスクファクターとして挙げている５）。また，

Sameshima らは上顎前歯で最も歯根吸収がおこり

やすく６），さらに，Overjet，根尖の移動量，治療期

間と歯根吸収の関連が高い７）と述べている。このた

め歯根および歯周組織へのダメージや治療期間の短

縮等を考慮して，外科的に上顎前歯部の後方移動を

行った。今回用いた Wunderer 法８）は，上顎骨前方

部を前上方に飜転させて直接口蓋側からアプローチ

できるので，骨のトリミングや骨片の後方移動が比

較的容易で，上顎前歯部の突出感や口唇閉鎖不全な

ど審美性の改善も満足のいくところまで可能となる

手術法である９）。また，Ａ点の後方移動による ANB

の減少が期待できること１０）や治療期間の短縮１１）が図

れることがこの術式の利点と考えられる。その結果，

図６ 治療前後のセファログラムの重ね合
わせ

（実線は初診時，破線は動的治療終了
時）
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歯根吸収をおこすことなく，治療目標通りにＡ点を

含めて上顎前歯部は充分に後退し，また上下口唇も

後退し，被蓋改善だけではなく患者の主訴であった

側貌軟組織も改善された。

次に自家歯牙移植についてであるが，近年，臨床

的に予知性をもった治療法として認知されるように

なってきた１２）。歯牙の欠損がある症例では，前述の

ようにいろいろな選択肢が考えられるが，矯正歯科

の領域では，矯正治療のために便宜抜歯を行った歯

牙をドナー歯（移植歯）として用いることができるた

め，自家歯牙移植を併用した矯正治療例が報告され

ている１３）。また，矯正治療と関連した自家歯牙移植

の治療成績に関して，Andreasen らは矯正治療で

最も頻度が高いと思われる小臼歯移植の術後経過に

ついて報告している１４）。それによると，７～３５歳の

３７０歯について１～１３年間の術後経過を調査したと

ころ，歯根未完成歯で９５％，歯根完成歯で９８％が残

存したとしている。本症例においては，再植時期は

上顎前方歯槽骨骨切り術を行う１ヵ月前とし，移植

した上顎右側第一小臼歯と下顎左側第一大臼歯とを

矯正用ワイヤーと矯正用レジンにて固定を行い，２

週間後に根管充填を行った。その後，ブラケットを

装着し歯牙移動を行ったが，移植後３年６ヵ月経過

した時点において，Ankylosis がなく生理的な動揺

がみられ，継続的な歯根吸収や咬合痛・違和感など

の臨床的な問題はみられなかったので，自家歯牙移

植の臨床的な成功の判断基準１５）は満たしているもの

と考えられる。移植後の歯牙の予後を左右する要因

として，歯根表面の損傷が少なく健全であることが

重要１６）で，抜歯時に器具などで損傷した部位では歯

根表面の歯根膜とセメント質表層が除去されてお

り，そのような部位では移植後に歯根吸収が生じ

る１７）といわれている。Berglund ら１８）は，開窓牽引し

た埋伏犬歯を移植したところ良好な結果を得たこと

から，移植時に歯根膜をできるだけ損傷しないこと

が重要と考えられる。本症例では，移植前にドナー

歯にブラケットを装着し，いわゆる jiggling force を

かけたことで抜歯する時に歯根膜が可及的に温存さ

れ，移植歯に対して有利に働いたものと思われる。

今回報告した成人上顎前突症例は，様々な要因か

ら治療途中で治療方針の変更が必要となったが，複

数科との共同治療を行うことで，審美性をも含めた

形態的にも機能的にも満足のいく結果が得られた。

今後，成人矯正症例の増加とともに矯正歯科単独で

の治療ではなく，他科とのチームアプローチによる

包括的歯科治療の必要性が増すものと考えられる。

なお，本症例報告については患者本人より同意を

得ている。

本論文の要旨の一部は，第２６１回東京歯科大学学会（例会）
（１９９７年６月７日，千葉市）において発表した。
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The case of a patient with adult maxillary protrusion
who underwent interdisciplinary treatment

Teruo SAKAMOTO, Morihiro HARAZAKI, Hideharu YAMAGUCHI, Hideo MATSUZAKI１）,
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We report the case of a３０‐year‐９‐month‐old woman with maxillary protrusion who underwent or-

thodontic treatment，oral surgery，and general treatment by an interdisciplinary approach． The patient

obtained satisfactory results． The treatment plan was changed during the course，and the treatment du-

ration was long，since the patient had many problems specific to adult orthodontics including tooth de-

fects，periodontal disease and chronic apical suppurative periodontitis． Therefore，the patient required

interdisciplinary treatment． The required interdisciplinary approach involving multiple clinical depart-

ments were as follows；endodontic procedure，autogenous tooth transplantation，periodontal therapy，an-

terior maxillary segmental osteotomy，prosthodontic treatment and orthodontic treatment． This collabo-

rative treatment obtained satisfactory results cosmetically and functionally．

Orthodontic treatment has typically been performed only by orthodontists，but this case report sug-

gests that the necessity of an interdisciplinary team approach will increase with the increasing rates of

adult orthodontic treatment． （The Shikwa Gakuho，１０４：５９２～５９８，２００４）
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