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抄録：本研究の目的は，顔面非対称症例２０名におけ

る顎矯正手術前後の下顔面部軟組織の三次元的変化

について左右部位別に比較検討し，さらに下顎骨の

三次元的な移動距離との関係を検討することであ

る。非接触型三次元形状計測装置を用いて手術前後

の顔面を重ね合わせ，計測部位を左右オトガイ部，

下顎体部，顎角部の計６箇所とし，下顔面部軟組織

の変化量を算出した。下顎骨の移動距離は側面・正

面頭部Ｘ線規格写真を用いて，移動距離を求め，軟

組織の変化量との関係を検討した。その結果，軟組

織の変化量は，左右側ともオトガイ部，下顎体部，

顎角部の順に大きかった。各部位の左右差はオトガ

イ部，下顎体部で非偏位側が有意に大きかった。Me

の移動距離に対する軟組織の変化量は，オトガイ

部，下顎体部で強い相関がみられ，Meの移動距離

に対する軟組織の変化率はオトガイ部が８０～９０％，

下顎体部が６０～７０％，顎角部が約２０％であった。

緒 言

顎変形症患者は，咬合異常や発音，咀嚼などの機

能的な問題だけでなく，顔面の審美性の改善を希望

している事が多い１，２）。このため，咬合の再構築はも

ちろんではあるが，術後の顔面審美性の改善も大き

な治療目標の一つである。

顎変形症患者における顎矯正手術前後の側面軟組

織の変化は，側面頭部Ｘ線規格写真を用いて，二次

元的に評価・予測されている３～８）。これらによると，

顎矯正手術前後の側面軟組織の変化は，硬組織移動

量との間に有意な相関が認められ，この結果をもと

に側面における治療予測の臨床応用がなされてい

る４，５）。近年，非接触型三次元形状計測装置の開発に

より，三次元的な顔面の変化を高い精度で把握出来

るようになった９～１２）。比地岡１３）や Techalertpaisarn

ら１４）は，これを用いて顎変形症患者の顔面の三次元

的な評価や予測について報告している。しかし，こ

れらの研究は，主に顔面非対称を伴わない下顎前突

症例を対象としているため，下顎骨の前後的な移動

に対する顔面軟組織の変化を検討しているのみであ

る。ところが顔面非対称症例のように，下顎骨の左

右的な移動に対する顔面軟組織の変化については十

分な検討は行われていない。

そこで本研究では，非接触型三次元形状計測装置

を用いて，顔面非対称症例における顎矯正手術前後

の下顔面部軟組織の三次元的変化について検討し

た。

対象および研究方法

１．研究対象

東京歯科大学千葉病院矯正歯科に来院し，顔面非

対称を伴う骨格性下顎前突症と診断し，下顎枝矢状

分割法単独で顎矯正手術を行った１６歳１ヶ月から３１

歳１ヶ月（初診時平均年齢２１歳４ヶ月）の男性４名，

女性１６名の計２０名を対象とした。なお，唇顎口蓋裂

を含む先天異常に起因する症例は除外した。計測資

料の採得時期は，顎矯正手術の術前１週間以内と，

顎矯正手術後で腫脹が消失した術後３ヵ月後から６

ヵ月後の間に行った。なお，非接触型三次元形状計
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測装置による形態検査が，治療方針の決定，術後の

評価，予後の安定の予測に十分に生かされることを

説明し，本人の承諾を得て行った。

２．研究方法

１）三次元顔面形状の計測方法

顎矯正手術前後の顔面形態の計測は，非接触型三

次元形状計測装置（VM-３００P-F，ユニスン社，大

阪）を用いて行った。顔面形態の計測方法は，FH

平面が床面と平行になるように頭部固定冶具で頭部

を固定し座位で行った。このとき，下顎位は中心咬

合位とし，口唇は閉鎖した状態とした。１回の計測

時間は，約１５秒である。

２）顔面三次元画像の計測方法

得られた手術前後の顔面三次元画像をモデリング

ソフトウエア（Surfacer, Imageware, USA）を用い

て表示した。対象者２０名のうち，オトガイの偏位が

右側に位置する者が１３名，左側に位置する者が７名

であった。偏位方向を統一させるため，左側に変位

している７名の顔面三次元画像を反転させ，偏位を

全て右側にした。そして，各対象者の手術前後の顔

面三次元画像を鼻尖部，外眼角部，内眼角部を基準

に重ね合わせた。その後，術前の顔面三次元画像を

モデリングソフトウエア上から非表示として，術後

顔面三次元画像のみを表示した。そこに，均等サー

フェスを用いて面を作成し，術後顔面三次元画像に

貼り付け，サーフェスを作成した。次に，サーフェ

スをモデリングソフトウエア上から非表示として，

再び術前の顔面三次元画像を表示した。術前の顔面

三次元画像上に，前額面をＸ軸，矢状面をＹ軸とし

て５mm間隔のワイヤーフレームを作成し，このワ

イヤーフレームの交点を用いて，術前の顔面三次元

画像を表示した。その後，先に作成したサーフェス

を表示し，術前の交点と術後のサーフェスが重ね合

わさった画像を得た（図１）。そして，術前の顔面三

次元画像から得られた交点を計測点として，術後

サーフェスとの距離を軟組織の変化量として計測し

た。計測範囲は，眼窩下縁から下顎下縁までとし

た。

３）下顎骨の移動距離の計測

下顎骨の移動距離は，側面・正面頭部Ｘ線規格写

真を用いて計測した。顎矯正手術前後の側面，正面

頭部Ｘ線規格写真を通法どおりトレースして，顎顔

面内に矢状面，前額面に基準３平面を設定し，これ

をもとに距離を測定した。矢状面内での移動距離

は，側面トレース（図２）をもとに，Sella を原点と

し，FH平面を水平基準線，Sella を通り FH平面に

垂直な平面を垂直基準線として手術前後のMeの移

動距離を計測した。なお，これらの値は，前後的に

図１ 手術前後の顔面三次元画像の重ね合わせ

サーフェス画像：術後顔面画像をもとに作成
点 群 画 像：５mm間隔のワイヤーフレームをＸ

軸（前額面），Ｙ軸（矢状面）に引き，そ
の交点で術前顔面三次元画像を表示

図２ 側面頭部Ｘ線規格写真による下顎骨の前後・垂直移
動距離の計測方法

歯科学報 Vol．１０５，No．４（２００５） ４１５

― 113 ―



後方に移動した場合，及び垂直的に下方に移動した

場合を正方向とした。

前額面内での移動距離は，正面トレース（図３）を

もとに，Ｌ１：右側眼窩骨縁の最下点から左側眼窩

骨縁の最下点を結んだ線の中点と前鼻棘（ANS）を

結んだ線，Ｌ２：前鼻棘（ANS）とMenton（Me）を結

んだ線を設定した。そして，設定したＬ１の線と下

顎骨の輪郭の交点を①，Ｌ２と下顎骨の輪郭の交点

を②として，①と②の点間距離を計測し，手術前後

の水平移動距離とした。なお，これらの値は，Ｌ１を

中心に右側を正，左側を負とした。

４）解析方法

解析を行うにあたり，計測に必要な線を定めた。

Ｌ３（外眼角線）：左右外眼角を結んだ線，Ｌ４（Ｒ）：

右側外眼角を通り L３に垂直な線，Ｌ４’（Ｒ）：右側

内眼角を通りＬ３に垂直な線，Ｌ４（Ｌ）：左側外眼角

を通りＬ３に垂直な線，Ｌ４’（Ｌ）：左側内眼角を通

りＬ３に垂直な線，Ｌ５：下唇最下点を通りＬ３に平

行な線，Ｌ６（正中線）：Ｌ３から鼻尖を通る垂線の計

７本を設定した。

次に，設定した線を利用し，顔面の計測部位を以

下の６箇所設定した（図４）。ａ（左側オトガイ部）：

Ｌ５，Ｌ６，Ｌ４’（Ｌ）とオトガイ部軟組織の輪郭部に

囲まれた領域，ａ’（右側オトガイ部）：Ｌ５，Ｌ６，

Ｌ４’（Ｒ）とオトガイ部軟組織の輪郭部とで囲まれた

領域，ｂ（左側下顎体部）：Ｌ５，Ｌ４（Ｌ），Ｌ４’（Ｌ）

と下顎体部軟組織の輪郭に囲まれた領域，ｂ’（右側

下顎体部）：Ｌ５，Ｌ４（Ｒ），Ｌ４’（Ｒ）と下顎体部軟

組織の輪郭に囲まれた領域，ｃ（左側顎角部）：Ｌ

５，Ｌ４（Ｌ）と顎角部軟組織の輪郭に囲まれた領域，

ｃ’（右側顎角部）：Ｌ５，Ｌ４（Ｒ）と顎角部軟組織の

輪郭に囲まれた領域の計６箇所を計測部位とした。

そして各対象者に，各領域全てに含まれる術前交差

点群の移動変化量の平均を算出し，２０名の平均値と

標準偏差を算出した。次に，各部位の移動変化量の

左右差についてｔ検定を行い，危険率５％未満を有

意差ありとした。さらに，各計測部位の変化量と下

顎骨の移動距離の関係について一次回帰分析と相関

分析を行った。

結 果

１．下顎骨の移動距離について

対象者２０名の平均水平移動距離は３．７５±１．４１

mm，前後的移動距離は３．２０±２．４８mm，上下的移

動距離は１．７０±１．０９mmであった。三次元的な移動

距離は５．８０±１．９４mmであった。

２．軟組織における各計測部位の変化量と左右差に

ついて

各計測部位の変化量及び左右側の変化量の検定結

果を表１に示す。変化量は，左右側ともオトガイ

Ｌ３（外眼角線）：左右外眼角を結んだ線
Ｌ４（Ｒ）：右側外眼角を通りＬ３に垂直な線
Ｌ４’（Ｒ）：右側内眼角を通りＬ３に垂直な線
Ｌ４（Ｌ）：左側外眼角を通りＬ３に垂直な線
Ｌ４’（Ｌ）：左側内眼角を通りＬ３に垂直な線
Ｌ５：下唇最下点を通りＬ３に平行な線
Ｌ６（正中線）：Ｌ３から鼻尖を通る垂線

図３ 正面頭部Ｘ線規格写真による下顎骨の水平移動距離
の計測方法

図４ 顔面の計測部位
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部，下顎体部，顎角部の順に大きかった。同部位で

の左右差としては，オトガイ部，下顎体部で非偏位

側（左側）のほうが変化量は有意に大きかったが，顎

角部では有意な差はなかった。

３．下顎骨の移動距離と軟組織の変化量の関係につ

いて

下顎骨の移動距離と各計測部位における軟組織の

変化量の関係を図５～図７に示す。両者の相関係数

は，オトガイ部では，偏位側（右側）ｒ＝０．７６，非偏

位側（左側）ｒ＝０．８３，下顎体部では，偏位側（右側）

ｒ＝０．７７，非偏位側（左側）ｒ＝０．７８，顎角部では，

偏位側（右側）ｒ＝０．６７，非偏位側（左側）ｒ＝０．５７で

あった。とくに，オトガイ部・下顎体部には強い相

関がみられた。そこで各部位における回帰方程式を

算出すると，回帰係数は図５～図７に示す通り，オ

トガイ部，下顎体部，顎角部の順に大きく，左右側

の変化量については，顎角部を除いて全て非偏位側

（左側）が大きかった。

考 察

１．研究方法について

顔面軟組織の分析や評価は，側面頭部Ｘ線規格写

真を用いて，側面軟組織の二次元的な変化を検討し

たものが主である３～８）。しかし，顎骨の移動は三次

元的に行われているため，側面頭部Ｘ線規格写真で

は充分に変化の様相を表現できないと考えられる。

従来より，顔面軟組織の変化を三次元的に分析する

ために，モアレトポグラフィー１５）や顔面規格写真に

よる構築法１６）が用いられてきたが，これらの方法は

表１ 手術前後における軟組織各部位の変化量と左右の違い

偏位側（mm） 非偏位側（mm）
Ｐ値

Mean SD Mean SD

オトガイ部 ３．０７ １．９０ ３．６４ １．８３ ０．０１２＊
下 顎 体 部 ２．４５ １．４７ ３．０６ １．７２ ０．０２５＊
顎 角 部 １．５３ ０．７１ １．７７ ０．９１ ０．２０４

＊：Ｐ＜０．０５

図６ 下顎骨の移動距離（Me）と下顎体部軟組織の変化量
の関係

偏位側（■：－）ｙ＝０．６５ｘ－１．２９，ｒ＝０．７７
非偏位側（◇：…）ｙ＝０．７８ｘ－１．４６，ｒ＝０．７８

図７ 下顎骨の移動距離（Me）と顎角部軟組織の変化量の
関係

偏位側（■：－）ｙ＝０．２４ｘ＋０．０４，ｒ＝０．６７
非偏位側（◇：…）ｙ＝０．２０ｘ＋０．５２，ｒ＝０．５７

図５ 下顎骨の移動距離（Me）とオトガイ部軟組織の変化
量の関係

偏位側（■：－）ｙ＝０．８２ｘ－１．６８，ｒ＝０．７６
非偏位側（◇：…）ｙ＝０．８９ｘ－１．５１，ｒ＝０．８３
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計測や合成などの手技が煩雑で再現性に乏しく，三

次元的解析が複雑であると考えられる１０，１３，１７～１９）。近

年，レーザーを利用した非接触型三次元形状計測装

置を用い，顔面を短時間でかつ非侵襲，高精度に計

測することが可能になった。しかし，非接触型三次

元形状計測装置を用いた研究では，臨床応用の可能

性や装置の特性についての研究が多く１０，１１，１７～２０），臨

床的な研究は少ない９，１３，１４）。

本装置を用いて顎矯正手術前後の顔面軟組織の変

化を検討した研究では，顔面軟組織にマルチンの人

類学的な計測点を基準としてその変化を計測した方

法１４）と，顔面画像上にＸＹ座標軸を投影し各点の Z

軸方向の距離を測定した方法１０，１３）などがある。しか

し，人類学的な計測点は口唇部，オトガイ部など，

比較的顔面正中部に近い部位での評価となり，顔面

輪郭部の変化は捉えづらく，座標軸の交点を使用し

た方法は，各部位の点を選択して検討しているた

め，顔面全体の変化を把握することが難しいと考え

られる。そこで，本研究では下顔面部軟組織の変化

の様相を捉えるために，輪郭部を形成し，下顎骨の

移動に際し変化の多いと考えられる左右オトガイ

部，下顎体部，顎角部の６箇所の領域を選択し，そ

れらの領域の平均変化量を比較検討する方法とし

た。

さらに，正面・側面頭部Ｘ線規格写真から近似的

に下顎骨の三次元的な移動距離を算出し，下顎骨の

移動距離と下顔面軟組織の関係を検討した。今回，

基準平面が矢状面・前額面において同一になるよう

に，FH平面を基準平面の一つに設定した。また，

前額面においては，ANSを含んだ正中線を設定し

た。これは今回の研究対象が，下顎枝矢状分割法単

独で行った症例であるため，上顔面で規定される正

中線ではなく，上顎で規定される要素を含んだ線を

顔面の正中線とした。

２．研究結果について

軟組織の変化量は，左右側ともオトガイ部，下顎

体部，顎角部の順に大きかった。また，左右側の比

較では，オトガイ部，下顎体部で非偏位側である左

側が有意に変化量が大きかったものの，顎角部には

有意な差は認められなかった。Techalertpaisarn

ら１４）は，顎矯正手術による下顎骨の移動に対して，

顔面非対称症例を対象に三次元的な正面軟組織の変

化を検討している。それによると，下顎骨の非偏位

側に位置する下唇部より下部での軟組織の変化量

が，偏位側よりも大きかったと報告している。しか

し，本研究において，顔面非対称症例の下顔面部全

体に左右差が認められるのではなく，下顔面中心部

であるオトガイ部・下顎体部において，左右差が有

意に認められたが，側方部の顎角部には有意な差は

認められなかった。この結果については，Techalert-

paisarn ら１４）の設定した計測点が，顔面中央部を中

心に存在しており，外側に位置する輪郭部の変化に

ついては充分に把握出来ていないためではないかと

考えられる。しかし，本研究では下顔面部を各領域

別に含まれる全ての点の平均を算出することによ

り，顔面の輪郭部の変化をより詳細に把握すること

が出来た。オトガイ部・下顎体部において偏位側よ

り非偏位側に，より大きな変化が認められたのは，

下顎骨の移動様式が平行移動だけではなく，回転要

素の多い移動が非偏位側に存在したためと推測され

る。顎角部においては，下顎枝矢状分割法という術

式の特徴により，骨片の大きな移動のない下顎枝部

の影響から左右差が現れなかったと思われる。

下顎骨の移動距離に対して軟組織の変化量は，正

比例して増加し，オトガイ部では下顎骨の移動に対

する軟組織の変化は８０～９０％の割合であり，下顎体

部では６０～７０％，顎角部では約２０％であった。ま

た，下顎骨の移動距離と軟組織の変化量との関係

は，オトガイ部，下顎体部において強い相関がみら

れた。比地岡１３）は顔面非対称を伴わない下顎前突症

例を対象に顎矯正手術前後の軟組織の変化を三次元

的に検討したところ，下顎骨の移動量１に対し下口

唇部からオトガイ部付近で０．７５～０．９４の変化率を示

し，オトガイ部を中心に変化の減少がみられると報

告している。Techalertpaisarn ら１４）は，下顎骨の左

右的移動が大きくなるほど，軟組織の変化の範囲が

広がり，非対称症例では，変化の範囲が上唇部まで

及んでいると報告している。さらに，２mm以下の

左右的な下顎骨の移動に対し，ポゴニオンとＢ点に

おいて下顎骨との強い相関がみられたと報告してい

る。本研究においては，下顎骨の移動様式が前後的

な移動だけでなく水平的な移動も加わる顔面非対称

症例においても，顔面対称症例と同様にオトガイ部

を中心に変化がみられた。さらに，下顎骨の移動距
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離が大きくなると，軟組織の変化は範囲だけでなく

変化量も比例して大きくなることが明らかとなっ

た。また，下顎骨と軟組織の相関に関しては，下顎

骨の移動が平均５．８０±１．９４mmと２mm以上の移動

距離にもかかわらず，オトガイ部で強い相関が認め

られ，下顎体部の軟組織においても下顎骨との強い

相関が認められた。顎角部において，下顎骨の移動

との間に強い相関が認められなかったのは，顎角部

において後方移動はするが回転のような横への動き

はあまり大きくなく，軟組織の変化として反映され

なかったためと考えられる。

以上により，顎矯正手術を必要とする顔面非対称

症例においても，三次元的な顔面の変化を予測で

き，顔面の対称性を考慮に入れた手術計画の立案の

必要性が示唆された。

結 論

顔面非対称症例において，顎矯正手術前後の下顔

面部軟組織の三次元的変化について，非接触型三次

元形状計測装置を用いて左右部位別に，下顎骨の移

動距離との関係を検討し，以下の結論を得た。

１．軟組織の変化量は，非偏位側（左側），偏位側（右

側）ともオトガイ部，下顎体部，顎角部の順に大き

かった。各部位の軟組織の左右差は，オトガイ部，

下顎体部で非偏位側が有意に大きかった。

２．下顎骨の移動距離に対する軟組織の変化量は，

オトガイ部，下顎体部で強い相関がみられた。下顎

骨の移動距離に対し軟組織の変化率は，オトガイ部

が８０～９０％，下顎体部が６０～７０％，顎角部が約２０％

であった。また，全ての部位において非偏位側の変

化量が大きかった。

以上により，Meの変化から軟組織の変化の予測

が可能であることが示唆された。

本論文の要旨の一部は，第２７３回東京歯科大学学会総会
（２００２年６月１日，千葉市）および第１３回日本顎変形症学会総

会（２００３年６月２７，２８日，札幌市）において発表した。
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Three-dimensional changes in lower facial soft tissue following orthognathic surgery
― Investigation of facial asymmetry cases ―

Wakako KUROYANAGI, Kunihiko NOJIMA, Yasushi NISHII, Hideharu YAMAGUCHI

Department of Orthodontics, Tokyo Dental College

（Chairman : Prof. Hideharu Yamaguchi）

Key words: Lower facial soft tissue, Three-dimensional changes, Facial asymmetry, Orthognathic surgery

The purpose of this study was to compare three-dimensional changes in lower facial soft tissue on

either side of the face and to investigate their relationship to amount of mandibular dislocation in twenty fa-

cial asymmetry patients who had received orthognathic surgery． The soft tissue of the face was scanned

with a three-dimensional digitizing system to produce three-dimensional images of both pre-and post-

operative conditions which were then superimposed for comparison． Six measurement regions were set

as follows : one each for the area around the left and right mental protuberances ; one each for the right and

left mandibular body ; and one on either side for the area around the mandibular angle． We then calcu-

lated the amount of change in the soft tissue of the lower facial area． Using lateral and frontal cephalo-

grams，we also measured the amount of three-dimensional mandibular dislocation and investigated its rela-

tionship to amount of change in soft tissue．

Changes in amount of soft tissue occurred in increasing order at the following areas：the area around

the mental protuberances，the right and left sides of the mandibular body and the area around the mandi-

bular angle on both sides． A comparison between the right and left sides for each region showed a signifi-

cant change in both the mental protuberance and mandibular body regions． The amount of three-

dimensional mandibular dislocation increased in proportion to amount of change in soft tissue． The region

around the mental protuberances showed a change in soft tissue of 80－90％ for amount of three-

dimensional mandibular dislocation，with the mandibular body region showing 60－70％，and the mandibu-

lar angle region showing approximately 20％． （The Shikwa Gakuho，１０５：４１４～４２０，２００５）
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