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３５１

原 著

顔面非対称を伴う骨格性下顎前突症の外科的矯正治療後の
長期水平的安定性について

内山沙姫１） 野嶋邦彦１） 片田英憲１） 西井 康１）

末石研二１） 成田真人２） 髙野伸夫３）

抄録：本研究の目的は，顔面非対称を伴う下顎前突
症症例の外科的矯正治療後の長期水平的安定性につ
いて，検討することである。資料として，下顎枝矢
状分割法単独による外科的矯正治療で改善した顔面
非対称を伴う下顎前突症患者１６名の初診時（T１）・
矯正装置除去時（T２）・保定時（T３）の正面セファ
ログラムを用いた。セファロ分析９項目を計測し，
統計学的に検討を行った。その結果，T２は T１と
比較して，下顎骨偏位量，下顎前歯正中偏位量，上
下顎正中線偏位角，上下歯列正中偏位量が有意に小
さくなった。T３は T２と比較して，上下顎正中線
偏位角，下顎骨偏位量，偏位側下顎角距離，下顎前
歯正中偏位量が有意に大きくなった。そして下顎骨
偏位量の治療変化と下顎前歯正中偏位量の術後変化
量に負の相関がみられた。以上より，顔面非対称を
伴う骨格性下顎前突症の外科的矯正治療後の長期水
平的安定性について，後戻りを予測して治療計画の
立案する必要性が示唆された。

緒 言

顎変形症に対する現在の顎矯正手術法は，下顎骨
の形態異常に対するものと上顎骨の形態異常に対す
るものに大別される。そして，矯正歯科治療と下顎
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骨および上顎骨の顎矯正手術を単独に，あるいは組
み合わせることで，各々の形態異常の程度に応じた
ほとんどの症例に対応できる技術水準にまで達して
いる１，２）。しかし，術後の咬合の安定性を維持し予知
することは難しく未だ不明な点が多い。
臨床的には下顎枝矢状分割法にて下顎骨後方移

動を行った症例では，手術による移動量の１４．９－
２８．０％の前後的な骨格的後戻りを起こすという報告
がされている３，４）。そのため，術後の長期にわたる安
定性を得るために，後戻りの要因や特徴についての

－研究が行われている５ ９）。そして術後の後戻りに
は，骨接合方法，顎間固定期間，下顎骨の術後の顎
位，術前における開咬合併の有無などが関与すると
考えられている１）。そして，顔面非対称を伴う骨格
性下顎前突症患者の上下顎同時移動術による外科的
矯正治療後の水平的安定性を検討したもの１０－１２）や，
下顎枝矢状分割法単独で外科的矯正治療を行った顔
面非対称症例の約２年後の正貌の対称性の変化を主
観的評価で検討したものがある１３）。しかし，下顎枝
矢状分割法単独による外科的矯正治療例で保定期間
を含めた長期の水平的な安定性に着目した研究は少
ない。
そこで本研究では，外科的矯正治療後の咬合変化

や顎態変化に関する研究として，顔面非対称を伴う
骨格性下顎前突症の患者のうち，下顎枝矢状分割法
単独による外科的矯正治療で改善した症例の初診
時・矯正装置除去・保定時の正面セファログラムを
用いて，外科的矯正治療における長期の水平的安定
性について検討することとした。
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方 法

東京歯科大学千葉病院矯正歯科を受診した，下顎
骨の偏位が３mm以上の顔面非対称を伴う骨格性下
顎前突症の患者のうち，下顎枝矢状分割法単独によ
る外科的矯正治療を施行した１６名（左方偏位１４例，
右方偏位２例，初診時平均年齢２５歳３ヶ月，平均治
療期間２年６ヶ月，平均保定期間２年５ヶ月）の初
診時（T１）・矯正装置除去時（T２）・保定時（T３）
の正面セファログラムを用いた。
１．計測点（図１）
計測点は，正面セファログラムのトレースを行

い，８計測点を設定した。
２．計測項目および計測方法（図２ａ，図２ｂ）
計測項目として，以下の骨格系の距離計測３項目

と角度計測３項目，歯系の距離計測３項目の計９項
目を計測した。
１）下顎骨偏位量：正中基準線から Meまでの水平
的距離

２）偏位側下顎角距離：正中基準線から AGまでの
距離

３）非偏位側下顎角距離：正中基準線から GAまで
の距離

図１ 正面セファログラムでの計測点
AG：左下顎角前切痕のうち最深点
GA：右下顎角前切痕のうち最深点
JL：左頬隆起上の点で上顎骨の粗面と頬骨突起の交点
JR：右頬隆起上の点で上顎骨の粗面と頬骨突起の交点
ZL：左頬骨前頭縫合内側で眼窩との交点
ZR：右左頬骨前頭縫合内側で眼窩との交点
ANS：前鼻棘
Me：頤隆起の直下で頤三角の中心の下にある下顎結合

の下縁

４）上下顎正中線偏位角：ANS-Me を結んだ線と
の正中基準線の成す角度

５）咬合平面傾斜角：正中基準線と咬合平面の成す
角度

６）上顎傾斜角：JL，JR を結んだ線と正中基準線
の成す角度

７）上下歯列正中偏位量：上顎中切歯間線と下顎中
切歯間線の距離

８）上顎前歯正中偏位量：上顎中切歯間線と正中基
準線の距離

９）下顎前歯正中偏位量：下顎中切歯間線と正中基
準線の距離

図２ａ 正面セファログラムでの計測項目
１）下顎骨偏位量 ２）偏位側下顎角距離
３）非偏位側下顎角距離 ４）上下正中線偏位角
５）咬合平面傾斜角 ６）上顎傾斜角

図２ｂ 正面セファログラムでの歯列の計測項目
７）上下歯列正中偏位量 ８）上顎前歯正中偏位量
９）下顎前歯正中偏位量

― ８ ―



３５３歯科学報 Vol．１１６，No．５（２０１６）

表１ 各治療時期における平均計測値と標準偏差および各期間における変化量の t 検定結果

t-test t-test計測項目 T１ T２ T３ （T１－T２） （T２－T３）

下顎骨偏位量（mm） ６．６±３．５ ２．０±１．４ ４．０±２．３ ＊＊ ＊
偏位側下顎角距離（mm） ４７．３±３．２ ４６．４±２．７ ４８．２±３．２ ns ＊
非偏位側下顎角距離（mm） ４６．９±３．５ ４７．４±３．４ ４６．３±３．６ ns ns
上下顎正中線偏位角（deg） ５．４±２．９ ２．７±１．５ ３．７±２．６ ＊＊ ＊
咬合平面傾斜角（deg） １．４±０．５ １．３±１．２ １．６±１．１ ns ns
上顎傾斜角（deg） １．１±０．９ １．３±１．０ １．３±１．０ ns ns
上下歯列正中偏位量（mm） ２．９±２．２ ０．８±０．９ １．２±１．２ ＊  ns
上顎前歯正中偏位量（mm） ０．１±２．４ ０．４±１．１ ０．１±１．６ ns ns
下顎前歯正中偏位量（mm） ３．２±２．１ ０．４±０．８ １．８±１．８ ＊＊ ＊

正中基準線として，左右の頬骨前頭縫合（ZL-ZR
plane）を結んだ平面で，この中点に直交する直線を
左右の非対称性の判定の基準とした。本研究では，
T１－T２における変化量を治療変化，T２－T３
間における変化量を術後変化とした。正中基準線か
ら非偏位側への移動量をマイナスで表し，術後変化
の偏位側への移動量はプラスで表した。
３．統計処理
１）基本統計
T１，T２，T３各時期での平均と標準偏差を算

出し，T１－T２間・T２－T３間で対応のある t 検
定を行った。
２）相関関係
長期の水平的変化の様相を検討するため，下顎骨

偏位量の治療変化を説明変数とし，各計測項目の術
後変化を目的変数として回帰直線と相関係数を求め
た。
統計解析は SPSS for Windows１１．０（SPSS Japan

Inc.）を用い，有意水準は p＜０．０５とした。
本研究は第７８回倫理委員会で審査，承認されてい

る（受付番号６４８）。

結 果

１．各治療間の変化について
T１，T２，T３における平均と標準偏差およ

び，T１－T２間，T２－T３間の t 検定の結果を表
１に示す。
１）T２は  T１と比較すると，下顎骨偏位量（p＜
０．０１），下顎前歯正中偏位量（p＜０．０１），上下顎
正中線偏位角（p＜０．０１），上下歯列正中偏位量（p

ns：no significant，＊：p＜０．０５，＊＊：p＜０．０１

表２ 下顎骨偏位量の治療変化と各計測項目の術後変化の
回帰式と相関係数

回帰式 相関係数（r）

下顎骨偏位量 y＝－１．０４１x＋２．２６５ －０．７８
偏位側下顎角距離 y＝０．０３４９x－１．８０８ －０．０４
非偏位側下顎角距離 y＝０．０４４５x＋０．９０８ －０．０７
上下顎正中線偏位角 y＝－０．００８７x＋１．４６７ －０．０２
咬合平面傾斜角 y＝０．１４５５x－２．４１１ －０．１４
上顎傾斜角 y＝－０．０４５x＋１．４０６ －０．１４
上下歯列正中偏位量 y＝－０．０６５２x＋０．１９５ －０．０３
上顎前歯正中偏位量 y＝０．０２５７x＋０．０３５ －０．１２
下顎前歯正中偏位量 y＝－０．１９１x－０．０２８ －０．３９

＜０．０５）は，有意に小さくなった。その他の計測
項目に有意な差は認めなかった。

２）T３は  T２と比較すると，下顎骨偏位量（p＜
０．０５），偏位側下顎角距離（p＜０．０５），上下顎正
中線偏位角（p＜０．０５），下顎前歯正中偏位量（p＜
０．０５）は有意に大きくなった。その他の計測項目
に有意な差は認めなかった。

２．下顎骨偏位量の治療変化と各計測項目の術後変
化との回帰式と相関係数について
回帰式と相関係数を表２に示す。
下顎骨偏位量の治療変化に対して，下顎骨偏位量

の術後変化に強い負の相関がみられ，下顎前歯正中
偏位量の術後変化に負の相関がみられた。

考 察

１．研究方法について
本研究では顔面非対称症例のうち下顎骨単独手術

で改善した症例の矯正治療終了後２年以上経過した
患者を研究対象として選択した。アメリカ口腔外科

― ９ ―
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学会では骨格的な３mm以上のずれを顔面非対称と
して定義している１４）。そこで，本研究でも下顎骨偏
位量が３mm以上を有する症例を選択した。一般に
顔面非対称を有する症例では左右の下顎枝高に著し
い違いがなく，咬合平面の左右的傾斜が少ないもの
は下顎単独手術が用いられ，上顎の形態不正を伴う
ものは上下顎同時移動術が用いられ，両者の治療変
化及び安定性は異なると考えられる。本研究では水
平的移動量に焦点を当て，咬合平面傾斜角が平均
１．４±０．５（°０．５°から２．０°の範囲）の症例で上顎骨の
偏位をほとんど伴わない下顎骨単独手術によって顔
面非対称を改善した症例を選択した。なお下顎前突
症は顎変形症の中で高い割合を占め，顔面非対称を
伴うものも他の顎変形症症例より多い１５）こと，およ
び非対称を伴わない下顎前突症の術後変化について
は多くの研究があり一定の知見があることから下顎
前突症を対象とした。従来の研究では３ヶ月から３

－年の間で評価しているものが多く１０ １３），それらの研
究では術後６ヶ月までに多くの水平的変化がみられ
ると報告されている１３）。そのため，本研究では水平
的安定性を評価できると考えた矯正装置除去後２年
以上経過した患者を選択した。
２．研究結果について
初診時（T１）と矯正装置除去時（T２）の比較では
顎矯正手術によって下顎骨偏位量や下顎前歯正中偏
位量は正中基準線へ移動し偏位量は減少した。そし
て，顎矯正手術によって顔面の非対称性はほぼ改善
され良好な結果が得られた。
装置除去時（T２）と保定時（T３）の比較では骨格

系と歯系の水平的な計測項目に偏位側への後戻りを
認めた。下顎骨偏位量の治療変化が大きいほど下顎
骨偏位量と下顎前歯正中偏位量の術後変化は大きく
なり，偏位側に戻る傾向が認められた。
喜久田ら１０）は上下顎同時移動術を行った顔面非対

称症７症例の初診時と術直前，術後２から１２ヶ月の
間で３ヶ月毎に撮影したものと，２年目以降の最終
計測日の各時期の上下前歯の正中偏位量を比較した
結果，下顎前歯の正中は術後に左４．０mmから右２．５
mmの範囲で安定した状態だったと報告している。
さらに，Hagensli ら１３）は下顎枝矢状分割法を行った
顔面非対称を伴う骨格性下顎前突症の初診時，術直
後，手術から３年後に撮影したセファログラムの比

較を行った結果，Meの後戻りは若干認められ，上
下歯列正中は変化が認められなかったと報告してい
る。本研究ではそれらの研究と同様に上下歯列正中
に有意な差は認められなかったが，下顎骨偏位量の
術後変化に有意な差が認められた。これは骨格の変
化は Meと正中基準線との水平的距離であり，歯性
の変化は上下顎中切歯正中距離で計測しているた
め，同じ距離の後戻りを生じても下顎骨の後戻りは
平行移動だけではないので，Meと正中基準線との
水平的距離の方が歯性の変化より大きな変化が生じ
たためと考えられた。
骨格的な後戻りの要因として骨片の移動方向が考

えられている。すなわち，下顎枝矢状分割法にて顔
面非対称を改善する際，遠位骨片を回転させること
になる。その回転量が大きくなるほど遠位骨片の遠
心端が近位骨片を側方に跳ね上げることや，回転さ
せた骨片の接触面積の違いが後戻りを起こす危険性
に繋がるとの報告がある１）。これらはスクリュー，
ミニプレート固定による下顎骨の位置変化や固定の
確実性に影響すると考えている。さらに，顎矯正手
術によって変化した口腔内での伸展した内側翼突筋
の筋力，下顎骨の術後の顎位や骨切り部の骨性治癒
の状態などの原因が考えられている１６－１９）。本研究で
示された下顎骨変位量の治療変化と術後変化との有
意の相関は術後の比較的長期的な変化様相であるこ
とから，筋力等の機能的要因が影響していることが
考えられた。また，顔面非対称を伴う骨格性下顎前
突症の外科的矯正治療後の長期水平的安定性につい
て一定の術後変化があったことから，後戻りを予測
して治療計画の立案する必要性が示唆された。すな
わち，術後矯正期間を確保し咬合の緊密化を図るこ
と，また治療変化量が大きい程後戻りが大きいため
保定期間における後戻りを考慮して非偏位側に移動
量を多くする Overcorrection を行うこと，さらに，
Koら１１）は上下顎同時移動術にて治療を行った顔面
非対称を伴う下顎前突症症例の安定性の比較を行っ
た結果，Meの変化は多くみられず上下顎同時移動
術後の上下顎の変化は少なかったと報告している。
そのため手術による下顎骨の移動量が過大な場合，
上顎骨骨切り術を併用することで下顎骨の水平的移
動量を減少させることも必要があると考えられる。
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結 論

顔面非対称を伴う骨格性下顎前突症の患者のう
ち，下顎枝矢状分割法単独による外科的矯正治療で
改善した症例の初診時・矯正装置除去・保定時の正
面セファログラムを用いて外科的矯正治療における
長期の水平的安定性について検討した結果，以下の
結論を得た。
１．T２は  T１と比較すると，下顎骨偏位量（p＜
０．０１），下顎前歯正中偏位量（p＜０．０１），上下顎
正中線偏位角（p＜０．０１），上下歯列正中偏位量（p
＜０．０５）は，有意に小さくなった。その他の計測
項目に有意な差は認められなかった。

２．T３は  T２と比較すると，下顎骨偏位量（p＜
０．０５），偏位側下顎角距離（p＜０．０５），上下顎正
中線偏位角（p＜０．０５），下顎前歯正中偏位量（p＜
０．０５）は有意に大きくなった。その他の計測項目
に有意な差は認められなかった。

３．相関関係では，下顎骨偏位量の治療変化に対し
て，下顎骨偏位量の術後変化に強い負の相関がみ
られ，下顎前歯正中偏位量の術後変化に負の相関
がみられた。

本論文の要旨は，第２３回日本顎変形症学会総会（２０１３年
６月２２日，２３日，大阪市）において発表した。
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Long-term horizontal facial stability after surgical orthodontic treatment 
for mandibular prognathism combined with facial asymmetry 

Saki UCHIYAMA１），Kunihiko N OJIMA１），Hidenori K ATADA１），Yasushi N ISHII１）
 

Kenji SUEISHI１），Masato N ARITA２），Nobuo T AKANO３）


１）Department of Orthodontics, Tokyo Dental College
２）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College
３）Oral Cancer Center, Tokyo Dental College 
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The purpose of this study was to examine the long-term horizontal facial stability of patients that
have undergone surgical orthodontic treatment due to facial asymmetry． A total of １６ patients with 

mandibular prognathism and facial asymmetry that were treated with sagittal split ramus osteotomy
（SSRO） and orthodontic treatment were included in this study． Frontal cephalograms were obtained 

at the start of treatment（T１），after the removal of the orthodontic appliance（T２），and during the 
retention period（T３）． These images were compared by statistically analyzing ９ variables． As a
result，it was  found  that  the distance from the  facial  midline to Me，the distance from the lower incisor to 
the facial midline，the angle of the maxillo-mandibular midline，the angle between the maxillary and
mandibular midlines，and the angle of the denture midline were significantly  smaller at T２ than  at T１．
In addition，the angle between the maxillary and mandibular midlines，the distance from the facial midline
to Me，the distance from the facial midline to GA/AG，and the distance from the lower incisor to the
facial midline were significantly greater at T３ than T２． A negative correlation was found between the 
distance from the facial midline to Me（T１－T２）and the distance from the lower incisor to the facial 
midline（T２－T３）． Based on these results，we conclude that when evaluating long-term horizontal
facial stability，relapse must be considered in the treatment plans for patients with skeletal mandibular
prognathism and facial asymmetry that undergo SSRO and orthodontic treatment．

（The Shikwa Gakuho，１１６：３５１－３５６，２０１６）
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