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緒 言

下顎の発育異常に対して適用される下顎枝矢状

分割法は，多くの優れた利点を有していることか

ら，現在多くの医療機関で標準的な術式として採

用されている１，２，３，４）。しかし，下顎枝を矢状分割し

た際の下顎頭が存在する近位骨片を復位させる方

法や近位骨片と歯列が存在する遠位骨片とを接合

する方法が，術後の後戻りの防止，顎関節症状の

回避，骨創の早期治癒などの観点から種々試みら

れているが，それらの優劣や是非については，い

まだ一定した見解が得られていないようであ

る４）。

また下顎の発育異常で日本人に最も多い骨格性

下顎前突症は，種々な程度の左右非対称を伴って

いることが多い５，６）。わずかな非対称では問題にな

らないが，非対称の程度が強くなればなるほど，

術中に遠位骨片と近位骨片との間に大きな変位を

生じやすく，近位骨片の復位や骨接合に際して

種々な対策が求められる。しかし，いかなる近位

骨片復位法や Semirigid な骨接合法を適用したと

しても，仮説として下顎頭を含めた近位骨片の位

置が術後変化をきたすことが考えられる。

下顎前突症患者に本法を施行した際の下顎骨の

位置変化については，主に後戻りの観点から従

来，遠位骨片の位置変化について論じられてき

た。最近になり，近位骨片の変位ないし下顎頭の

回転が惹起された結果，顎関節に対する種々の問

―――― 原 著 ――――
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題が指摘され，近位骨片の術後における位置変化

を明らかにする報告７，８，９，１０）がみられるようになっ

た。しかし，これらの報告はいずれも，多方向か

らエックス線学的に検討したものでなく，経時的

変化の追求も不十分であった。また，近位骨片の

前上方部である下顎枝前縁の位置変化を経時的に

捉えるのは困難であることから，それらは下顎頭

など近位骨片の一部位を調査したものに過ぎな

い。

下顎枝前縁の位置変化を正確かつ経時的に捉え

るには，メタルマーカーを直接付着するか，また

は埋入してエックス線学的に解析する方法が望ま

しいと考えられる。そこで，本研究は骨格性下顎

前突症の下顎枝前縁に近位骨片可及的復位法の一

環として埋入したミニスクリューを利用すること

により，下顎枝矢状分割法施行後における近位骨

片の下顎枝前縁と下顎頭の位置が経時的にいかな

る変化をするのかを明らかにすることを目的に，

側面，正面，オトガイ頭頂位の三方向から頭部

エックス線規格写真を撮影し検討を行った。さら

に本近位骨片可及的復位法について考察を行った。

方 法

１．被験者

被験者は東京歯科大学千葉病院口腔外科を受診

し，本学矯正歯科との集学的治療のもとに，下顎

枝矢状分割法による下顎骨後方移動術のみを施行

した下顎前突症患者１３名である（表１）。これらの

被験者は，術前における顎関節症状は認められ

ず，モデルオペレーションにおいて，下顎を後方

移動させた時の下顎体の距離が左右大臼歯部で異

なる軽い非対称が含まれている。すべての被験者

は，手術に先立ち可及的近位骨片復位法の一環と

して，後述するミニスクリューについて術前に下

顎枝の前縁に埋入することを十分に説明を受けた

後，納得し同意を得た患者である。なお，このミ

ニスクリューは約１年経過後に骨接合に使用した

ミニプレートの除去手術と同時に撤去した。

遠位骨片の後方移動量は，術前と術後１ヵ月時

の側面頭部エックス線規格写真を用いて下顎第二

大臼歯歯冠の遠心最大豊隆部から Nasion と ANS

を結んだ仮想線までの垂線の差を左右側で求めた

（表２）。

２．近位骨片可及的復位法としてのミニスク

リュー埋入

術中における近位骨片の位置復位法の一工夫と

して，下顎枝矢状分割法施行前日，局所麻酔下に

下顎枝前縁すなわち咬合平面延長線が下顎枝外斜

線に交わる付近にミニスクリューを埋入した。ま

ず，下顎枝外斜線前縁部に１cm 未満の小粘膜切

開を行って，外斜線前縁を露出したのち，同部に

ミニスクリューを埋入し，直ちにミニスクリュー

のヘッド部中心から上顎臼歯部付近における矯正

表１ 被験者

年齢
overjet
overbite
SNA
SNB
SNP
Facial angle
Mandibular plane angle
Y－axis to SN

２３．５±５．１歳
－４．５±２．６mm
１．２±１．０mm
７８．１±４．３度
８３．５±４．６度
８４．０±４．６度
９２．２±２．６度
３０．５±５．２度
６８．２±４．４度

表２ 被験者の遠位骨片後方移動量
（mm）

症例
偏位側後方

移動量
非偏位側後方

移動量
左右移動量の

差

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３

６．０
５．３
４．５
２．６
４．８
４．５
４．３
５．４

１１．３
８．６

１１．９
４．４
２．３

６．３
５．７
７．０
２．７
６．２
５．４
４．４
７．３

１２．４
９．４

１２．３
５．８
２．９

０．３
０．４
２．５
０．１
１．４
０．９
０．１
１．９
１．１
０．８
０．４
１．４
０．６

平均値 ５．８５±２．９８ ６．７５±３．０４ ０．９２±０．７３

４４４ 山本，他：下顎枝矢状分割法における近位骨片位置変化
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装置までの距離およびそれと矯正装置の主線との

なす角度を計測した。ミニスクリューは日本マ

ティス社製スタードライブ・ミニスクリュー（直

径２．０㎜×長径４．０㎜）を使用した。なお，このミ

ニスクリューは近位骨片位置の計測のため側面頭

部エックス線規格写真上から左右側の確認が的確

に行えるように左右の高さを変え，セルフタッピ

ングで埋入した。これにより偏位側，非偏位側の

近位骨片の外形線を個々に認識することが可能と

なった。なお上顎中切歯間を通る垂線に対して，

下顎中切歯間が偏位している側を偏位側下顎骨

（以下，偏位側），反対側を非偏位側下顎骨（以

下，非偏位側）とした。下顎枝矢状分割法に際し

ては，粘膜切開後，骨膜剥離および骨切りを行う

前に，ミニスクリューを明示してからミニスク

リューのヘッドと上顎矯正装置までの距離もキャ

リパースで計測し，距離と角度を確認した。

下顎枝を矢状分割した後の近位骨片の復位は，

あらかじめ計測しておいた距離と角度を可及的に

一致させ，直ちにその位置で近位骨片と遠位骨片

との骨接合を行った。骨接合法は，ミニプレート

と monocortical screw を 用 い た Semirigid fixa-

tion を採用した。すなわち，４穴ショートチタン

ミニプレートを左右とも各１枚づつ使用し，各々

４本の monocortical screw で固定した。なお術

前設計にしたがって作製しておいたスプリントを

介在させた状態で金属線による顎間固定を手術翌

日より約２週間行った。

３．頭部エックス線規格写真による骨片位置の計

測方法

１）撮影時期および計測システム

頭蓋に対する下顎骨の位置を立体的にとらえる

ため，側面，正面，およびオトガイ頭頂位の三方

向から，頭部エックス線規格写真の撮影を行っ

た。これを手術前日（術前），術後１ヵ月（１M）お

よび術後１２ヵ月（１２M）の３時期に撮影を行った。

なお，オトガイ頭頂位頭部エックス線規格写真

に関しては，その再現性を検討するため，本学解

剖学講座所有の同一ヒト乾燥頭蓋骨と歯科放射線

学講座所有の頭部固定装置を用いてオトガイ頭頂

位を中心として上下に５度ずつ変化させて撮影を

日を変えて４回行い，誤差の測定を行った。その

結果，本学歯科放射線学講座所有日立メディカル

社製 DHF１５５H にて入射角を上下２０度まで変化さ

せた下顎頭長軸角，両側棘孔間距離を計測したと

ころ，標準誤差は右側下顎頭長軸角で０．０３度，左

側下顎頭長軸角で０．０２度，両側棘孔間距離は０．０３

㎜であった。したがって本撮影法による測定値は

十分に再現性があるものと判断した。

頭部エックス線規格写真の分析には，安永コン

ピ ュ ー タ シ ス テ ム Cephalo Metrics A to Z と

Epson 社製 ES－８０００型透過型スキャナを用い

た。計測はフィルムをモニタ画面の上に置き，日

を変えて３回行い，その平均値をもって計測値と

した。

２）基準点，基準面および計測点

� 側面頭部エックス線規格写真（図１）

基準点，基準面および計測点はルチーンに

行われている Downs－Northwestern 分析に

準じた。

① S：トルコ鞍の中心（Sella）

② N：前頭骨と鼻骨間の縫合（Nasion）

③ Ar：下顎枝後縁と側頭骨の交点

④ R：下顎枝後縁の最突出部

⑤ L－１：下顎中切歯の歯軸

⑥ Me：下顎結合部最下点

⑦ Pog：オトガイ隆起の最前方点

⑧ Gn：Me と Pog の中点（Gnathion）

図１ 側面頭部エックス線規格写真における基準点，
基準面，計測点

歯科学報 Vol．１０１，No．５（２００１） ４４５
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⑨ Go：下顎下縁平面と下顎後縁平面の交

点による角の二等分線が下顎角部の骨輪郭

に交わる点（Gonion）

⑩ S－N 平面：Sella と Nasion を結ぶ平面

⑪ 下顎下縁平面：Menton と Gonion を結

ぶ平面

⑫ Md：偏位側の下顎枝前縁に埋入したミ

ニスクリューヘッドの中心

⑬ Mn：非偏位側の下顎枝前縁に埋入した

ミニスクリューヘッドの中心

� 正面頭部エックス線規格写真（図２）

① Zd：偏位側における眼窩縁と前頭頬骨

縫合内側との交点

② Zn：非偏位側における眼窩縁と前頭頬

骨縫合内側との交点

③ C：鶏冠から Zd－Zn 線への垂線の交点

④ Z 平面：Zd と Zn を結ぶ平面

� オトガイ頭頂位頭部エックス線規格写真

（図３）

① Fd：偏位側における棘孔の中心

② Fn：非偏位側における棘孔の中心

③ O：歯突起の中心

④ F 平面：Fd と Fn を結ぶ平面

３）計測項目

� 近位骨片の位置変化に関する項目

ａ．側面頭部エックス線規格写真における項目

（図４）

図２ 正面頭部エックス線規格写真における基準点，
基準面，計測点

図３ オトガイ頭頂位頭部エックス線規格写真におけ
る基準点，基準面，計測点

図５ 正面頭部エックス線規格写真における近位骨片
の位置変化に関する項目

図４ 側面頭部エックス線規格写真における近位骨片
の位置変化に関する項目

４４６ 山本，他：下顎枝矢状分割法における近位骨片位置変化
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① N－Md：N と Md との距離

② ∠SNMd：S, N, Md とがなす角度

③ N－Mn：N と Mn との距離

④ ∠SNMn：S, N, Mn とがなす角度

⑤ 偏位側下顎枝後縁角：偏位側の Ar, R を

結ぶ平面が S－N 平面となす角度

⑥ 非偏位側下顎枝後縁角：非偏位側の Ar,

R を結ぶ平面が S－N 平面となす角度

ｂ．正面頭部エックス線規格写真における項目

（図５）

① C－Md：C と Md の距離

② ∠ZdCMd：Zd, C, Md とがなす角度

③ C－Mn：C と Mn の距離

④ ∠ZnCMn：Zn, C, Mn とがなす角度

⑤ 正面偏位側下顎頭長軸角：偏位側下顎頭

の長軸すなわち最外側点と最内側点を結ぶ

直線と Z 平面とのなす角度

⑥ 正面非偏位側下顎頭長軸角：非偏位側下

顎頭の長軸と Z 平面とのなす角度

ｃ．オトガイ頭頂位頭部エックス線規格写真に

おける項目（図６）

① O－Md：O から Md までの距離

② ∠FdOMd：Fd, O, Md とがなす角度

③ O－Mn：O から Mn までの距離

④ ∠FnOMn：Fn, O, Mn とがなす角度

⑤ 軸位偏位側下顎頭長軸角：偏位側下顎頭

の長軸すなわち最外側点と最内側点を結ぶ

直線と F 平面とのなす角度

⑥ 軸位非偏位側下顎頭長軸角：非偏位側下

顎頭の長軸と F 平面とのなす角度

� 遠位骨片の位置変化に関する項目（図７）

側面頭部エックス線規格写真のみを用いて

求めた。

ａ．歯牙系項目

① L－１to Mandibular plane：下顎中切歯

歯軸と下顎下縁平面とがなす角度

② overjet：上下顎前歯部の水平被蓋

ｂ．骨格系項目

③ SNP：S, N, Pog とがなす角度

④ N－P：N から Pog までの距離

⑤ Y－axis to SN：S－N 平面と S と Gn を

結ぶ線とがなす角度

５．評価ならびに検討方法

研究のデザイン分類としては，同一被験者によ

る術後１２ヶ月間における longitudinal な前向き研

究であるので，統計解析プログラム SPSS１０．０J

を用いて統計学的検討を行うとともに，術後変化

では個々の被験者における時系列変化をグラフか

ら視覚的にも調査した。

１）近位および遠位骨片の位置の術後変化

術前と術後１ヵ月時との比較，術後１ヵ月時と

術後１２ヵ月時との比較においては，関連２群のノ

ンパラメトリック検定である Wilcoxon 法による

検討を行った。

図６ オトガイ頭頂位頭部エックス線規格写真におけ
る近位骨片の位置変化に関する項目

図７ 側面頭部エックス線規格写真における遠位骨片
の位置変化に関する項目

歯科学報 Vol．１０１，No．５（２００１） ４４７
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２）術後変化量と下顎骨後方移動量との相関

術後変化量は術後１ヵ月時の値と術後１２ヵ月時

との差で求めた。相関関係は２変量の相関分析で

ある Spearman の順位相関係数を求めることに

より検討を行った。

結 果

１．側面頭部エックス線規格写真における近位骨

片の位置変化（表３）

１）N－Md および∠SNMd

N－Md および∠SNMd ともに術後１ヵ月時に

は術前と比べてわずかに増加を示したが，有意の

差は認められなかった。術後１２ヵ月時のそれは術

後１ヵ月時と比べ，ほとんど差が認められなかっ

た。

これらの結果より，側面頭部エックス線規格写

真において偏位側の近位骨片の下顎枝前縁は，手

術により変化を示さず，また術後の経時的変化も

認められなかった。

２）N－Mn および∠SNMn

術後１ヵ月時の N－Mn は術前と比べて有意の

差で増大を示した。また被験者個々にみても１３例

中１１例が増大を示していた。術後１２ヵ月時のそれ

は術後１ヵ月時と比べ，ほとんど変化を示さな

かった。術後１ヵ月時の∠SNMn は術前と比べ

て１３例中１０例増加を示したが，有意の差は認めら

れなかった。術後１２ヵ月時のそれは術後１ヵ月時

と比べ，ほとんど変化を示さなかった。

これらの結果より側面頭部エックス線規格写真

において非偏位側の近位骨片の下顎枝前縁は手術

によってわずかに前下方に位置した。その後は経

時的に術後変化は示さなかった。

３）下顎枝後縁角

下顎枝後縁角は偏位側，非偏位側ともに術後１

ヵ月時には術前と比べて約７度増大した。いずれ

も１３例中１０例において増大を示したが，有意の差

は認められなかった。術後１２ヵ月時のそれは術後

１ヵ月時と比べ，偏位側，非偏位側ともに１３例中

１０例減少し，術前の値に近づいた。

これらの結果より側面頭部エックス線規格写真

において，下顎枝後縁は手術により時計回りに変

位し，経時的に術前の形態に近づく傾向を示し

た。

２．正面頭部エックス線規格写真における近位骨

片の位置変化（表４）

１）C－Md および∠ZdCMd

術後１ヵ月時の C－Md は術前と比べて僅微で

あるが，有意の差で減少を示した。また被験者

個々にみても１３例全例が減少を示していた。術後

１２ヵ月時のそれは術後１ヵ月時と比べ，ほとんど

表３ 側面頭部エックス線規格写真による近位骨片の位置

術前 １M １２M

N－Md（mm）
中央値

∠SNMd（度）
中央値

N－Mn（mm）
中央値

∠SNMn（度）
中央値

偏位側・下顎枝後縁角（度）
中央値

非偏位側・下顎枝後縁角（度）
中央値

７２．２４±４．２０
７１．４０

７９．０４±４．０６
７８．２０

７２．７８±５．１９＊＊

７４．１５
７９．０３±３．９９

７８．４０
７７．２８±４．４６

７６．７５
８５．２５±５．５９

８５．３０

７３．２０±４．３２
７２．９５

７９．９４±３．８９
７８．９５

７３．６５±５．２５
７４．６５

７９．７８±３．４８
７９．２５

８４．２７±２．９６
８４．１５

９２．１０±４．５１
９０．７０

７３．０７±４．１２
７２．４５

７９．７６±３．３１
７８．７０

７３．９２±５．０４
７４．９０

７９．９３±３．４８
７９．１０

７７．７９±３．５６
７８．３０

８５．７６±５．４６
８６．１５

術前と術後１M および術後１M と１２M との間における関連２群の差の検定
＊＊：Wilcoxon 符号付順位検定にて有意水準１％

４４８ 山本，他：下顎枝矢状分割法における近位骨片位置変化
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変化を示さなかった。

術後１ヵ月時の∠ZdCMd は術前と比べて有意

の差で増大を示した。また被験者個々にみても１３

例全例が増大を示した。術後１２ヵ月時のそれは術

後１ヵ月時と比べ，ほとんど変化を示さなかっ

た。

これらの結果より正面頭部エックス線規格写真

において偏位側近位骨片の下顎枝前縁は手術によ

り内側へ位置した。しかし，それは経時的な術後

変化を示さなかった。

２）C－Mn および∠ZnCMn

術後１ヵ月時の C－Mn は術前と比べて僅微で

あるが，有意の差で減少を示した。また被験者

個々にみても１３例全例が減少を示していた。術後

１２ヵ月時においても術後１ヵ月時と比べ，有意の

差でそれは減少を示した。

表４ 正面頭部エックス線規格写真による近位骨片の位置

術前 １M １２M

C－Md（mm）
中央値

∠ZdCMd（度）
中央値

C－Mn（mm）
中央値

∠ZnCMn（度）
中央値

偏位側・下顎頭正面長軸角（度）
中央値

非偏位側・下顎頭正面長軸角（度）
中央値

８８．７８±４．９＊＊

８８．４５
３６．４３±２．７０＊＊

３５．８５
８９．７６±６．７９＊＊

９０．０５
３４．２３±３．５３＊

３４．１５
１７．２５±５．１２＊＊

１８．３５
１６．６５±４．９３＊＊

１５．９０

８８．０２±５．０２
８７．８０

３７．７８±２．５８
３６．８０

８９．０８±６．８１＊

８９．３０
３３．０３±３．７５

３２．９０
１８．８９±５．６１＊＊

２０．３５
１５．２０±５．１２＊＊

１５．４５

８７．９７±５．０４
８７．７０

３７．８２±２．７５
３６．９５

８８．９７±６．７３
８９．２５

３３．０４±３．６２
３２．９０

１７．７１±５．２７
１８．７０

１６．２０±４．８５
１５．８０

術前と術後１M および術後１M と１２M との間における関連２群の差の検定
＊＊：Wilcoxon 符号付順位検定にて有意水準１％

＊：Wilcoxon 符号付順位検定にて有意水準５％

表５ オトガイ頭頂位頭部エックス線規格写真による近位骨片の位置

術前 １M １２M

O－Md（mm）
中央値

∠FdOMd（度）
中央値

O－Mn（mm）
中央値

∠FnOMn（度）
中央値

偏位側・下顎頭軸位長軸角（度）
中央値

非偏位側・下顎頭軸位長軸角（度）
中央値

６６．９５±３．００
６６．９５

３５．８５±１０．６８
４０．６０

６５．７９±２．６３
６５．５５

３９．６０±９．８６
３１．７０

１７．１４±２．３４＊＊

１６．７０
１６．９１±５．０１＊

１６．２０

６６．８３±３．５８
６６．５０

３６．３６±１０．７９
４０．７５

６５．３７±２．９１
６５．３０

３９．４８±９．９５
３２．１５

１９．３４±２．２９＊＊

１９．２０
１５．６０±５．２４＊

１５．８０

６６．８２±３．６５
６６．５０

３６．１８±１０．６７
４０．３５

６５．４０±２．９０
６５．２５

３９．４１±９．８９
３２．００

１７．４６±２．３０
１７．２５

１６．６４±４．９０
１６．２０

術前と術後１M および術後１M と１２M との間における関連２群の差の検定
＊＊：Wilcoxon 符号付順位検定にて有意水準１％

＊：Wilcoxon 符号付順位検定にて有意水準５％
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術後１ヵ月時の∠ZnCMn は術前と比べて有意

の差で減少を示した。また被験者個々にみても１３

例中１１例において減少を示した。術後１２ヵ月時の

それは術後１ヵ月時と比べ，ほとんど変化を示さ

なかった。

これらの結果より正面頭部エックス線規格写真

において非偏位側近位骨片の下顎枝前縁は手術に

より外側へ位置した。しかし，それは経時的に著

しい術後変化を全く示さなかった。

３）下顎頭正面長軸角

術後１ヵ月時の偏位側下顎頭正面長軸角は，術

前と比べて有意の差で増大を示した。また被験者

個々にみても１３例全例において増大が認められ

た。しかし，術後１２ヵ月時には１３例全例が逆に有

意の差で減少を示し，術前の値に近づいていた。

一方，非偏位側の下顎頭正面長軸角は，術前と

比べて術後１ヵ月時には偏位側のそれに対し，有

意の差で減少を示した。これが術後１２ヵ月時に

は，逆に有意の差で増大を示し，術前の値に近づ

いていた。

これらの結果より正面頭部エックス線規格写真

において偏位側および非偏位側下顎頭ともに手術

により遠位骨片の回転する方向と同じ方向へ回転

する傾向を示した。しかし経時的な術後変化で

は，明らかに術前に戻る傾向が認められた。

３．オトガイ頭頂位頭部エックス線規格写真にお

ける近位骨片の位置変化（表５）

１）O－Md および∠FdOMd

術後１ヵ月時の O－Md は術前と比べて１３例中

１１例において減少を示した。一方，∠FdOMd も

１３例中１１例において増大を示したが，いずれも有

意の差は認められなかった。術後１ヵ月時から術

後１２ヵ月時にかけては，O－Md，∠FdOMd，い

ずれも変化を示さなかった。

これらの結果よりオトガイ頭頂位頭部エックス

線規格写真における偏位側近位骨片の下顎枝前縁

は，手術によりわずかに内側に位置する傾向を示

し，経時的な術後変化はほとんど示さなかった。

２）O－Mn および∠FnOMn

O－Mn および∠FnOMn は術前，術後１ヵ月

時さらに術後１２ヵ月時の３時期でほとんど変化を

示さなかった。

３）下顎頭軸位長軸角

術後１ヵ月時の偏位側下顎頭軸位長軸角は，術

前と比べて有意の差で増大を示した。また被験者

個々にみても１３例全例において増大が認められ

た。しかし，術後１２ヵ月時には１３例全例が逆に有

意の差で減少を示し，術前の値に近づいていた。

一方，非偏位側の下顎頭軸位長軸角は，術前と

比べて術後１ヵ月時には有意の差で減少を示し

た。これが術後１２ヵ月時には，逆に有意の差で増

大を示し，術前の値に近づいていた。

表６ 側面頭部エックス線規格写真による遠位骨片の位置

術前 １M １２M

L１to mandibular plane（度）
中央値

overjet（mm）
中央値

N－P（mm）
中央値

SNP（度）
中央値

Y－axis（SN）（度）
中央値

９０．６３±６．６０＊＊

９１．０５
－４．４５±２．６２＊＊

－３．５
１２５．４６±７．９４＊＊

１２４．６０
８４．１０±４．７３＊＊

８４．１５
６８．２４±４．３５＊＊

６７．４０

８６．７０±６．２７
８６．００

２．８７±０．３０＊＊

２．９０
１２３．８２±７．７１

１２４．４０
８０．６４±４．８０

７９．３０
７０．７９±３．７６

７０．９５

８５．８８±５．２４
８６．４５

２．３６±０．４０
２．３０

１２３．７７±７．８５
１２４．５０

８０．８１±４．５２
８０．１０

７０．３５±４．０１
７０．２５

術前と術後１M および術後１M と１２M との間における関連２群の差の検定
＊＊：Wilcoxon 符号付順位検定にて有意水準１％

４５０ 山本，他：下顎枝矢状分割法における近位骨片位置変化
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これらの結果よりオトガイ頭頂位頭部エックス

線規格写真において偏位側および非偏位側下顎頭

ともに手術により遠位骨片の回転する方向と同じ

方向へ回転する傾向を示した。しかし，経時的な

術後変化では，明らかに術前に戻る傾向が認めら

れた。

４．側面頭部エックス線規格写真における遠位骨

片の位置変化（表６）

術後１ヵ月時には，手術により全ての項目で，

術前と比べて術後明らかな変化を示した。術後１

ヵ月時と比べて術後１２ヵ月時には overjet のみ，

明らかに減少を示すものの，その差の平均値は

０．５㎜に過ぎなかった。しかし，その他の項目で

は，ほとんど変化を示さなかった。

５．偏位側非偏位側遠位骨片後方移動量の差と近

位骨片術後変化量との関係（表７，８，９）

偏位側と非偏位側における遠位骨片後方移動量

の差と近位骨片の各計測項目値術後変化量との間

で，有意に高い相関が認められた項目は，非偏位

側における下顎頭正面長軸角と下顎頭軸位長軸角

のみで，いずれも正の相関であった。

考 察

１．近位骨片の位置変化に対する頭部エックス線

規格写真計測方法について

オトガイ頭頂位頭部エックス線規格写真におい

ては，エックス線の入射角などの面からその再現

性が種々，検討されている。すなわちヒト乾燥頭

蓋骨を用いた研究で Lysell ら１１）はエックス線の入

射角がフランクフルト平面に対し０度から±１０度

までは，下顎頭長軸角に変化を及ぼさないと述

べ，北森ら１２）も入射角をフランクフルト平面に対

し，上下に１５度の傾斜を与えても下顎頭軸位長軸

角に変化は認められなかったと述べている。本研

究におけるオトガイ頭頂位頭部エックス線規格写

真の精度分析として，本学解剖学講座所有のヒト

乾燥頭蓋骨を使用し本学歯科放射線学講座所有日

立メデイカル社製 DHF１５５H にて入射角を上下に

２０度まで変化させて下顎頭軸位長軸角，両側棘孔

間距離について計測したところ，各々の変化は認

められなかったため本研究における再現性は十分

にあると考えられた。

２．近位骨片の術後位置変化について

１）手術による変化

下顎枝矢状分割法における咬合と術後の近位骨

片の位置に関し，データに基づき最初に言及した

のは，１９７５年 Freihofer ら１３）のようであり，つい

で１９７８年 Pepersack ら１４）が多数例におよぶ長期的

表７ 側面頭部エックス線規格写真における下顎骨
後方移動量の差との関係

１２M－１M

N－Md（mm）
∠SNMd（度）
N－Mn（mm）
∠SNMn（度）
偏位側・下顎枝後縁角（度）
非偏位側・下顎枝後縁角（度）

０．２１
－０．４７
０．４５

－０．５２
０．４６
０．４９

表８ 正面頭部エックス線規格写真における下顎骨
後方移動量の差との関係

１２M－１M

C－Md（mm）
∠ZdCMd（度）
C－Mn（mm）
∠ZnCMn（度）
偏位側・下顎頭正面長軸角（度）
非偏位側・下顎頭正面長軸角（度）

－０．１３
０．２７

－０．０４
－０．２５
－０．５２
０．８６☆☆

☆☆：Spearman の順位相関係数にて有意水準１％

表９ オトガイ頭頂位頭部エックス線規格写真にお
ける下顎骨後方移動量の差との関係

１２M－１M

O－Md（mm）
∠FdOMd（度）
O－Mn（mm）
∠FnOMn（度）
偏位側・下顎頭軸位長軸角（度）
非偏位側・下顎頭軸位長軸角（度）

０．２５
０．５６

－０．１８
－０．４７
－０．５１
０．４２☆

☆：Spearman の順位相関係数にて有意水準５％
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データを詳細に検討し，報告している。欧米にお

ける下顎枝矢状分割法を適応する顎変形症は，人

種的に下顎後退症例の頻度も高いので，それらの

報告は下顎枝矢状分割法を用いる下顎骨前方移動

術単独であったり，下顎骨後方移動術例が混在し

ていることがある。しかも，これらは近位骨片の

主に下顎頭についてのみの検討であった。モンゴ

リアンに属する日本人の場合，下顎枝矢状分割法

を採用する顎変形症は，人種的に下顎を後方移動

させる下顎前突症が著しく多い。しかし，いずれ

の報告も近位骨片の術後における位置変化につい

ては，同様に下顎頭のみの位置を検討しているに

過ぎない１５，１６）。

本研究では，下顎枝矢状分割法により下顎骨を

後方移動させたところ，偏位側近位骨片の下顎枝

前縁は術前の位置より内側に位置し，非偏位側の

それは前下外方に位置する傾向が認められた。こ

の理由として以下のごとく考察される。下顎枝を

矢状分割した後，上顎の歯列弓に対して良好な咬

合を得るべく遠位骨片を後方移動させた場合，そ

の後方移動量が偏位側より非偏位側で大きくな

る。その結果，下顎枝外側骨切り部すなわち近位

骨片前方部において，偏位側では遠位骨片と近位

骨片との間で空隙が生じやすく，非偏位側ではそ

れらが密着しやすくなる。その状態で遠位骨片と

近位骨片とを骨接合すると，可及的復位法を用い

たとしても，偏位側では近位骨片前方部で同骨片

を押しつけるように接合する傾向が生じる。非偏

位側では遠位骨片が後方移動よりもむしろ頭蓋中

心軸に対し，非偏位側に回転するので，顎間固定

したときすでに近位骨片は外方に押されている。

その状態で二次元的に距離を計測する可及的復位

法を施して骨接合した場合に，近位骨片前方部は

前方に位置する傾向をきたすと考えられる。さら

に偏位側，非偏位側ともに近位骨片が下方に位置

する傾向は，全身麻酔によって，咀嚼筋が弛緩

し，近位骨片全体が下方に位置したのではないか

と推察された。この結果は，術後に下顎頭が下方

に位置する傾向があると述べている報告１７，１８）がみ

られることと合致するものと考えられる。

一方，本研究では手術により下顎頭の長軸角

は，正面頭部エックス線規格写真およびオトガイ

頭頂位頭部エックス線規格写真の両者においても

偏位側非偏位側ともに，遠位骨片の回転方向への

回転を示した。金１９）は偏位側の下顎頭長軸角は術

後に増加する，また田所２０）は非偏位側の下顎頭長

軸角は術後に減少する傾向があると報告してお

り，著者の成績はこれらと矛盾するものではな

い。しかし，上記の報告はいずれも１ないし２例

において経験的に認められたものであり，詳細な

検討はなされておらず，本研究により上記の結果

が判明しえた。この下顎頭長軸角の位置変化の理

由も前述した下顎枝外側骨切り部における近位骨

片と遠位骨片との位置関係ならびに骨接合に起因

していることに本質的に変わりがない。すなわ

ち，偏位側では下顎枝前方部で遠位骨片と近位骨

片との間で空隙が生じているので，骨接合に際

し，押しつけるように接合すれば偏位側の下顎頭

は外方に回転することになる。一方，非偏位側で

は近位骨片の下顎枝前方部が密着している反面，

下顎枝の後方ほど遠位骨片と近位骨片は空隙が開

大していることが考えられるので，骨片間を緊密

になるように骨接合すると，下顎頭は内方に回転

するようになると考えられる２１）。Kundert１８）や

Ellis４）らは，遠位骨片の後方移動や前方移動を問

わず，下顎枝矢状分割法術後に下顎頭の位置はし

ばしば変位しうるものであると述べている。しか

し，本研究において術後の顎関節症様症状の発現

は全く認められなかったことから，その程度の変

化では顎関節症を起こすことは少ないと考えられ

た。

２）術後の経時的変化

本研究結果における近位骨片の下顎枝前縁は偏

位側および非偏位側ともに術後１ヵ月時から術後

１２ヵ月時の間，ほとんど変化が認められなかっ

た。この事実は，遠位骨片もその期間とくに著し

い変化を示さなかったことから，下顎骨に付着す

る咀嚼筋群および舌骨上筋群の機能的環境の安定

と的確な術後矯正治療の結果，良好な咬合と顎位

が得られたことに起因しているものと示唆され
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た。

下顎頭の変化についてみると，Edlund ら２２）は

下顎枝矢状分割法術後に変位した下顎頭はエック

ス線学的に旺盛なリモデリングによって変化し，

また Hollender ら２３）は下顎窩に対し，変位した下

顎頭の位置は，正常化する例が多く認められると

述べている。本研究における下顎頭は偏位側およ

び非偏位側ともに術前とほぼ同じ位置に変化する

傾向が認められた。また頭部エックス線規格写真

の観察においても，下顎窩の形態に適合するよう

に形態が変化するのが認められている。したがっ

て，近位骨片の下顎枝前縁および遠位骨片骨格系

要素の位置が変化しないことから，上記の変化の

理由は，術前の位置に戻るのではなく，術後の矯

正歯科治療によって得られた良好な咬合に適応す

るようにリモデリングした結果であると解された。

３）遠位骨片後方移動量と近位骨片との関係

偏位側と非偏位側遠位骨片後方移動量の差と近

位骨片の項目における術後変化量との関係を調べ

たところ，有意水準で高い相関が認められたの

は，正面頭部エックス線規格写真およびオトガイ

頭頂位頭部エックス線規格写真における非偏位側

の下顎頭長軸角のみであった。この変化は，偏位

側と非偏位側における遠位骨片後方移動量の差が

大きくても，すなわち非対称度がたとえ強くても

非偏位側の下顎頭は，術前とほぼ同じ位置に変化

することを意味しており，リモデリングによる臨

床的適応の強さが充分に存在していることと考え

られた２４）。このことは教室の須賀ら２５）が証明した

下顎非対称患者の術前にみられた非対称の顎運動

が下顎枝矢状分割法によって改善される所見と一

致するものと考えられた。

３．近位骨片の復位法について

下顎枝矢状分割法をはじめとする顎矯正手術

は，変形を示した顎骨を骨切りし，咬合ないし顎

位，顎関節，頭蓋との間で良好で新たな関係を得

るべく骨片を再構築させることと定義される。し

たがって下顎枝矢状分割法の術中には下顎骨が下

顎頭を含む骨片と下顎歯列弓を含む骨片とに分離

されるので，下顎骨の連続性が一旦断たれること

になる。術中から術後にかけての下顎頭は関節突

起に著しい異常を示す顎変形症を除き，術前の位

置に維持されることが望ましい。

Leonard２６）が１９７６年に下顎頭の位置を再現する

装置を開発し，その使用を推奨する方法が報告さ

れて以来，近位骨片を術前の位置に再現ないし復

位させる種々の方法が多数発表されるようになっ

た。一方，強固に骨片を接合するスクリューやミ

ニプレートの使用が下顎頭の位置の変化と関係し

ているとの発表に呼応するように下顎頭復位法な

いし再現装置に関する報告２７，２８，２９，３０）が相次いでなさ

れるようになった。

Ellis４）は最近，近位骨片の位置を再現する方法

ないし装置に関し今までに報告された多数の文献

を詳細に調査し，下顎頭再現装置が顎矯正手術に

おいて必要であるか，と題する臨床論文を発表し

た。彼は再現装置を含めた復位法の種類，顎矯正

手術における下顎頭位置変化の真偽，それに誘発

される顎関節症の有無，下顎頭の位置変化が咬合

へおよぼす影響，強固な固定による下顎頭の位置

変化などの問題点ないし疑問点に言及するととも

に，下顎頭再現装置の能力や功罪などについても

考察している。それによると，臨床に供しうる報

告された大部分の下顎頭再現装置は，近位骨片の

一部と上顎の固定された部位の二次元平面におけ

る距離測定に基づくもののようである。複雑な三

次元の再現装置を用いた場合は，いたずらに長い

手術時間を要し骨接合までの間に，顎関節部への

浮腫を生じてかえって下顎頭の位置を変化させて

しまう危惧が生じると考えられる。また，下顎頭

の位置が変化しうる要因については，骨片の不適

切な整復や固定法以外に，全身麻酔による咀嚼筋

の弛緩や患者の体位など避けられない要因も術中

には存在していることを指摘している。また，

Ellis４）は文献考察の要約として，下顎頭再現装置

は，それが使われるべきであるという明らかな証

拠がない限り手術時間が余分にかかるので，それ

を使わないで済む簡単な方法を臨床家は採用しが

ちであると述べている。したがって著者らは近位

骨片の復位法は，大きな骨片の変位が生じないこ
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とを確認できる二次元平面での装置，ないし方法

で充分と考えている。

本研究における可及的復位法は，全身麻酔がか

かっていない状態での近位骨片の位置が記録でき

るもので，術中にかかる付加時間はわずかであっ

た。本研究対象の術直後には，大きな変位を示す

ことはなかったものの，偏位側における近位骨片

の下顎枝前縁は内側に，非偏位側のそれは前下外

方に変位を生じることになった。しかし長期的に

近位骨片の下顎枝前縁は変化せず，また得られた

良好な咬合に適応するように下顎頭がリモデリン

グして顎関節症をきたさなかったことから，この

可及的復位法は十分に臨床価値があると考えられ

た。

結 論

骨格性下顎前突症の下顎枝前縁に近位骨片可及

的復位法の一環として埋入したミニスクリューを

利用することにより，近位骨片全体が下顎枝矢状

分割法によっていかなる変化をするのかを，経時

的に明らかにすることを目的に，三方向からエッ

クス線学的に検討を行った。さらに本近位骨片可

及的復位法について考察を行い，以下の結論を得

た。

１．下顎枝矢状分割法によって偏位側近位骨片の

下顎枝前縁は内側に位置し，非偏位側のそれは前

下外方に位置する傾向が認められた。また下顎頭

は偏位側および非偏位側ともに手術による遠位骨

片が回転する方向と同じ方向に術後，回転する傾

向を示した。

２．近位骨片の下顎枝前縁の位置は，偏位側非偏

位側ともに術直後から術後１２ヵ月時まで経時的

に，ほとんど変化を示さなかったが，下顎頭は偏

位側非偏位側ともに術前とほぼ同じ位置に変化す

る傾向が認められた。

３．骨格性下顎前突症において左右非対称度が強

くても，非偏位側の下顎頭は術前とほぼ同じ位置

に変化しうる適応性があることが判明した。

４．下顎枝前縁にミニスクリューを埋入する本可

及的復位法は，同じ部位を術後経時的に追求する

ことが可能であるので臨床価値が高いと考えられ

た。

本論文の要旨は第８回日本顎変形症学会総会（１９９８年
５月，佐賀），第４３回日本口腔外科学会総会（１９９８年１０
月，長野），第１０回日本顎変形症学会総会（２０００年４

月，滋賀）において発表した。
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Positioning device

To elucidate changes in the position of proximal fragments after sagittal splitting ramus osteotomy,

and to elucidate the usefulness of a positioning device and the relationship between the amount of

posterior movement of the distal fragment and the change in the position of the proximal fragments in

patients with skeletal mandibular protrusion, we performed a serial measurement study using cephalo-

metric radiograms.

The findings showed that the anterior margin of the mandibular ramus on the deviated side

tended to be internally positioned after surgery, whereas that on the nondeviated side tended to be

antero－infero－externally positioned after surgery ; however, no serial changes in the position were

observed on either side until１２th months after surgery. The condyle on both the deviated side and

nondeviated side tended to rotate in the same direction as the distal fragment after surgery ; however,

the condyle on both sides tended to return to the same position as before surgery by１２months after

surgery.

A significant relationship was observed only between the differences in the amount of posterior

movement of the distal fragment and postoperative changes in the position of the longaxis angle of the

condyle on the nondeviated side. After sagittal splitting ramus osteotomy the condyle on the nondevi-

ated side returned to the same position as before surgery regardless of the degree of asymmetry.

（The Shikwa Gakuho，１０１：４４３～４５６，２００１）
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