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顔面非対称症と骨格性下顎前突症の
各治療段階における口腔関連 QOLの比較

阿部玲子１） 立木千恵１） 菅谷歌織１）

山本雅絵２） 髙木多加志３）

西井 康１）

末石研二１）

抄録：本研究は顔面非対称症患者と骨格性下顎前突
症患者の外科的矯正治療における口腔関連 QOLの
変化を調査し，顎変形症の種類による相違を評価し
た。対象者は東京歯科大学千葉病院に来院した外科
的矯正治療適応患者１６４名である。それぞれ回答の
時期に応じて初診時，術前矯正治療時，術後矯正治
療時，保定時に区分し調査し，口腔関連 QOLの尺
度としては OQLQを用いた。結果は下顎前突症に
比較して顔面非対称症では，術前矯正治療時におけ
る口腔関連 QOLの低下はほとんど認められず，保
定時において口腔関連 QOLは下顎前突症で向上，
顔面非対称症で低下傾向が認められた。顔面非対称
症患者は保定時に口腔関連 QOLが低下したため，
矯正治療中だけではなく，保定時まで長期的なフォ
ローアップが必要であると考える。

緒 言

医療の場において医療者の側面からみた客観的な
評価とともに医療の受け手である患者の視点に立っ
た主観的なアウトカム評価の重要性がより認識され
るようになって久しい。顎変形症においてもその治
療目標として口腔機能の回復，顔貌の審美の改善と
いう客観的アウトカムとともに心理的障害の排除と

キーワード：口腔関連 QOL，顔面非対称症患者，外科的
矯正治療，主観的評価
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社会適応性の向上という主観的アウトカムが挙げら
れている１）。これまでの顎変形症のアウトカム評価
としては上下顎骨の偏位を表す数値を比較し，歯科
医による客観的評価が行われるものが多かった２－４）。
しかし，外科的矯正治療では顔貌の審美性が損なわ
れていることや，大きな咀嚼機能障害が患者の心理
面に大きく影響を及ぼすと考えられるため，患者の
主観的評価によって術後の評価がなされることの重
要性が示唆されている５，６）。
主観的評価に関する従前の報告では顎変形症患者

の主観的意識は質問紙や面接などによるアンケート
調査によって多く評価されてきた５，７－１０）。そしてこ
れらの評価や評価方法への注目とともに，医療がも
たらす最終結果を体系的・定量的に測定するため
に，クオリティ・オブ・ライフ（quality of life）の概
念を取り入れた健康関連 QOLをはじめとする指標
が作られてきた１１）。高橋６）は，顎変形症患者の治療
においても QOLという概念を心理・社会的観点か
ら取り入れていくことが必要不可欠であるとしてお
り，近年でも外科的矯正治療の QOLを用いたアウ
トカム評価が多くなってきている１２－１８）。
外科的矯正治療後に顎変形症患者の口腔関連

QOLが向上することはこれまでのいくつかの報告
によって明らかにされてきた１２－１８）。また立木ら１２）は
骨格性下顎前突症の外科的矯正治療時に術前矯正治
療の段階で一時的に審美的・機能的な悪化が生じる
ことに着目し，各治療段階において口腔関連 QOL
の変化を縦断的に報告した。しかし，これまでの研
究の中で顎変形症の種類を区別して調査した研究は
少なく，その主な理由としては骨格性下顎前突症以
外の症例数が大幅に少ないということが推察され
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る。しかし，顎変形症の種類によって異なる人格特
性が報告されていること１９）や術前矯正治療のデンタ
ルディコンペンセーションの様相が異なることなど
から，顎変形症の種類による口腔関連 QOLの変化
の相違が予測されるところである。そこで今回我々
は顔面非対称症患者の口腔関連 QOLの変化を調査
し，骨格性下顎前突症患者の口腔関連 QOL変化と
の相違を調査した。

材料および方法

本研究は東京歯科大学倫理審査委員会にて審査，
承認をされている。（受付番号５９０）
１．対象者について
本研究は横断調査である。東京歯科大学千葉病院

矯正歯科に２０１４年１１月～２０１６年８月の期間に来院し
た外科的矯正治療適応患者で骨格性下顎前突症患者
１９７名，顔面非対称症患者８１名の外科的矯正治療を
施行した者を対象とした。それぞれ各治療段階に応
じて治療前群，術前矯正治療群（マルチブラケット
装置装着後４ヶ月以上経過），術後矯正治療群（顎矯
正手術後３ヶ月以上経過），保定群（装置除去後１年
以上経過）とした。顔面非対称症患者は Menton で

４．０mm以上の偏位，ANB角が－３°以上および３°
以下の者を選択した。全ての患者は標準的な外科的
矯正治療の手順に則った方法で治療を行い，術前後
の矯正治療にはマルチブラケット装置を用いた。ま
た全ての顎矯正手術は東京歯科大学千葉病院の口腔
外科医によって下顎骨単独骨切り術（SSRO：１
jaw）もしくは上下顎同時骨切り術（Le Fort Ⅰ型骨
切り術と SSRO：２jaw）を施行された。手術後は１０
日前後の入院を必要とし，その間継続的に顎間固定
を行った。また，全身疾患や精神疾患の既往のある
者，重度の歯周疾患のあるもの，３歯以上の連続し
た欠損のある者は除外した。対象者および各群の内
訳を表に示す（表１－３）。
２．手順および指標について
以上の対象者全員に対し本研究の趣旨を文書にて

説明した後，同意書にて研究参加の同意を得た。そ
の後質問票を配布し，回答後にその場で回収した。
質問票には Orthognathic Quality of Life Question-
naire（OQLQ）の暫定日本語版１２）を用いた（表４）。
OQLQは口腔関連  QOLの一つで  Cunningham

ら１６）が顎変形症の疾患特異的尺度として作成し，そ
の妥当性を検証し確立した QOL尺度である。この

表１ 対象者の特徴および外科的矯正治療の内訳

骨格性下顎前突症 顔面非対称症 
n（total=197） n（total=81） P値ａ

＊性別（人） ０．０１４
男性（％） ８３（４２） ２１（２６）
女性（％） １１４（５８） ６０（７４）

抜歯部位 ０．２０２
１４，２４（％） ５４（２７） １５（１９）
１４，２４，３４，４４（％） １０（ ５） １３（１６）
他部位（％） ５（ ３） ４（ ５）
非抜歯（％） １２８（６５） ４９（６０）

＊顎矯正手術（件） ０．０００


SSRO（１jaw）（％） １１３（５７） ２２（２７）


Le Fort Ⅰ＋SSRO（２jaw）（％） ８４（４３） ５９（７３）


治療期間（年）
術前矯正治療 １．６±１．０ １．３±０．９ ０．５９４

（Max：４．６ Min：０．６） （Max：３．４ Min：０．３）
術後矯正治療 １．９±１．４ １．５±１．１ ０．００９＊

（Max：５．５ Min：０．８） （Max：３．５ Min：０．５）
保定 ５．２±２．０ ５．３±０．９ ０．９５１

（Max：８．７ Min：１．８） （Max：６．４ Min：４．１）
ａフィッシャーの正確検定および T検定（＊P＜０．０５）
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表２ 骨格性下顎前突症患者の各群における人数と年齢の内訳

治療前群 術前矯正治療群 術後矯正治療群 保定群 P値ａ

人数（人） ７７ ６２ ３８ ２０
男性（％） ３３（４２．９） ２７（４３．５） １５（３９．５） ８（４０）

０．１３３
女性（％） ４４（５７．１） ３５（５６．５） ２３（６０．５） １２（６０）

＊年齢（歳） ２２．５±７．２ ２４．６±７．４３ ２５．７±７．６９ ３０．１±９．４６ ０．００
（Max：４２．３ Min：１４．８） （Max：４３．６ Min：１６．２） （Max：４４．１ Min：１６．４） （Max：４０．８ Min：１８．６）

ａフィッシャーの正確検定および ANOVA（＊P＜０．０５）

表３ 顔面非対称症の各群における人数と年齢の内訳

治療前群 術前矯正治療群 術後矯正治療群 保定群 P値ａ

人数（人） ２４ ２９ ２３ ５
男性（％） ９（３７．５） ７（２４．１） ５（２１．７） ０（０）

０．２１３女性（％） １５（６２．５） ２２（７５．９） １８（７８．３） ５（１００）
年齢（歳） ２４．３±８．２６ ２５．８±８．２７ ２７．３±１０．２８ ２６．６±９．２２ ０．５８７

（Max：４３．８ Min：１２．０） （Max：５４．０ Min：１６．７） （Max：５４．２ Min：１６．６）
ａフィッシャーの正確検定および ANOVA（＊P＜０．０５）

表４ OQLQの２２項目

１．社会関連 OQLQ 
⒂ 初めて人に会うとき口を覆ってしまう 
⒃ 初めて人に会うときは不安である 
⒄ 自分の外見について他人が傷つけるようなことを言うのではないかと心配になる 
⒅ 社会生活において自信がない 
⒆ 人と会っているとき笑うのは好きではない 
⒇ 自分の外見について考えると時々憂鬱になる 
21 時々人が自分をじっと見ている気がする 
22 たとえ冗談だと分かっていても，自分の外見に関してのコメントを聞くと，とてもショックを受ける

２．審美関連 OQLQ 
⑴ 自分の歯の見た目について気にしている 
⑺ 自分の顔を横から見るのが好きではない（側貌） 
⑽ 自分の写真を撮られるのは好きではない 
⑾ 自分が映っているビデオをみるのは好きではない 
⒁ 自分の外見について気にしている

３．咀嚼機能関連 OQLQ 
⑵ 咬み切ることに問題がある 
⑶ 咀嚼することに問題がある 
⑷ 歯の問題で食べるのを避けている食べ物がいくつかある 
⑸ 公共の場で食事をするのが好きではない 
⑹ 顔や顎に痛みがある

４．審美認識関連 OQLQ 
⑻ 鏡の前で自分の顔を長時間観察する 
⑼ 鏡の前で自分の歯を長時間観察する 
⑿ 他人の歯をじっと見てしまうことがよくある 
⒀ 他人の顔をじっと見てしまうことがよくある

尺度は２２項目の質問から構成され，回答者は各項目
に応じて４段階で回答する。１は「ほんの少しそう
である」ことを示し，４は「非常にそうである」こ
とを示し，２と３はその中間を示す。また，回答は
４段階以外に「当てはまらない・全く気にならな

― ３５ 

い」の選択肢が設けられており，この点数を合計す
ることによって OQLQスコアを算出する。これら
の２２項目は次の４つのカテゴリーに分類され，カテ
ゴリー１；社会関連 OQLQ（質問項目の１５～２２に相
当し，合計  OQLQスコアは０～３２），カテゴリー
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２；審美関連 OQLQ（質問項目の１，７，１０，１１，
１４に相当し，合計 OQLQスコアは０～２０），カテゴ
リー３；咀嚼機能関連 OQLQ（質問項目の２～６に
相当し，合計 OQLQスコアは０～２０），カテゴリー
４；審美認識関連 OQLQ（質問項目の８，９，１２，
１３に相当し，合計 OQLQスコアは０～１６）である
（表４）。なお，高い OQLQスコアは QOLが低い
ことを意味する。
３．統計解析について
以上の OQLQスコアをカテゴリー別に算出し，

治療前群，術前矯正治療群，術後矯正治療群，保定
群での群間比較を行った。次に，骨格性下顎前突症
と顔面非対称症で同群の比較を行った。統計処理は
ノンパラメトリック検定とし，Kruskal-Wallis 検定
および Steel-Dwass 検定および Mann-WhitneyのＵ
検定を用いた。統計解析ソフトは SPSS（IBM SPSS
ver．１９．０Statistics）を用いた。

結 果

１．骨格性下顎前突症患者における各治療段階の比
較（図１） 

⑴ 社会関連 OQLQ
OQLQスコアは保定群はその他の群に比較して

有意に小さい値を認めた。 

⑵ 審美関連 OQLQ
OQLQスコアは術後矯正治療群と保定群は治療

前群と，術後矯正治療群と保定群は術前矯正治療群
と，また，保定群は術後矯正治療群と比較して有意
に小さい値を認めた。術前矯正治療群は治療前群と
比較して有意差は認めなかった。 

⑶ 咀嚼機能関連 OQLQ
OQLQスコアは術前矯正治療群は治療前群に比

較して有意に大きな値を認め，それ以外の群の比較
においては治療段階の経過に伴い有意に小さい値を
認めた。 

⑷ 審美認識関連 OQLQ
OQLQスコアは術後矯正治療群は治療前群に比

較して有意に大きな値を認め，保定群は術前矯正治
療群と術後矯正治療群に比較して有意に小さい値を
認めた。
２．顔面非対称症患者における各治療段階の比較
（図２）

図１ 骨格性下顎前突症患者における各治療段階の比較
統計処理はノンパラメトリック検定とし，Kruskal-Wallis 検定および Steel-Dwass 検定を用いた。
OQLQスコアは各群における OQLQスコアの平均値を示し，エラーバーは標準偏差を表す。

― ３６ ― 
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⑴	 社会関連 OQLQ
どの治療段階においても有意差は認めなかった。 

⑵ 審美関連 OQLQ
OQLQスコアは，術後矯正治療群は術前矯正治

療群に比較して有意に小さい値を認めた。 

⑶ 咀嚼機能関連 OQLQ
OQLQスコアは保定群はその他の群に比較して

有意に小さい値を認めた。また，術後矯正治療群も
術前矯正治療群に比較して有意に小さい値を認めた。 

⑷ 審美認識関連 OQLQ
どの治療段階においても有意差は認めなかった

が，保定群は術後矯正治療群に比較して大きな値を
認めた。
３．骨格性下顎前突症患者と顔面非対称症患者の比
較（図３）
社会関連  OQLQ，審美関連  OQLQ，咀嚼機能関

連 OQLQでは有意差は認めなかったが，審美認識
関連 OQLQの保定群で下顎前突症患者と比較する
と顔面非対称症患者の OQLQスコアは有意に大き
い値を認めた。

考 察

外科的矯正治療は治療段階を術前矯正治療，顎矯
正手術，術後矯正治療の三段階に区分される。術前
矯正治療ではデンタルディコンペンセーションに
よって歯軸を顎骨に対して良好な歯軸となるよう
に変化させる。それによって骨格性下顎前突では
overjet が増悪し，咀嚼機能の悪化や凹顔型のフェ
イシャルタイプの悪化が認められるようになる。そ
の後，顎矯正手術を経て  overjet や側貌が改善さ
れ，術後矯正治療が開始される。立木らが報告し
た骨格性下顎前突症患者の各治療段階の口腔関連
QOLの縦断比較において，審美関連 OQLQと咀嚼
関連 OQLQにおいて術前矯正治療時に QOLの低下
を認め，術後矯正治療時では審美関連 OQLQ以外
で有意に QOLの向上を認めた１２）。本研究は横断調
査であるが，同様の結果を認めた。またさらに本研
究では保定時における QOLに着目した。保定時に
おいては全てのカテゴリーにおいて口腔関連 QOL
は異なる状態を示した。Baheimoghaddamら１７）の
報告においても，骨格性下顎前突症患者において初

図２ 顔面非対称症患者における各治療段階の比較
統計処理はノンパラメトリック検定とし，Kruskal-Wallis 検定および Steel-Dwass 検定を用いた。OQLQスコ

アは各群における OQLQスコアの平均値を示し，エラーバーは標準偏差を表す。
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診と保定時の比較において口腔関連 QOLは保定時
に改善されたとしている。また，見た目の不安や心
理的な項目が機能的問題や身体的な痛みという項目
より大きく改善が認められたと報告している。しか
し，Grace ら１８）によると，初診時に比べ術直後，術
後５年後の口腔関連 QOLは改善されたが，術直後
と５年経過を比較すると口腔関連 QOLは低下を示
したと報告している。これは，顎変形症の患者が顔
貌に対し，さらに手術によって良くしたいという感
覚と相関関係があると考察している。
顔面非対称症患者の各治療段階の比較では，治療

前と術前矯正治療時で口腔関連 QOLの大きな差は
認めず，顎矯正手術後の術後矯正治療時には術前矯
正治療時と比較して審美関連と咀嚼機能関連の口腔
関連 QOLが良好な状態を示した。さらに保定時で
は咀嚼機能関連で口腔関連 QOLは高い状態である
ことが認められたが，審美関連では口腔関連 QOL
は術後矯正治療時より低い傾向を示した。また社会
関連，審美関連の口腔関連 QOLの術後矯正治療時
と保定時の差はほぼ認めなかった。
骨格性下顎前突症患者と顔面非対称症患者を比較

した際，治療前と術前矯正治療時で口腔関連 QOL

の差は顔面非対称症患者には認めず，骨格性下顎前
突症患者では認めた。両者とも術前矯正治療時にデ
ンタルディコンペンセーションを行うがその様相は
異なり，骨格性下顎前突症患者では主に上下顎前歯
を移動させることで overjet が負に大きくなり前歯
の被蓋が増悪するのに対し，顔面非対称症患者では
臼歯の頬舌的傾斜を変化させる事で交叉咬合を悪化
させる。立木らの研究においても overjet と口腔関
連  QOLには相関関係を認め，overjet が悪化する
と QOLが低下することを報告した１２）。このことか
ら顔面非対称症例による臼歯部のデンタルディコン
ペンセーションは口腔関連 QOLの低下には関連が
小さいことが推察された。
また両者の差は保定時においても認めた。咀嚼機

能関連以外で保定時は術後矯正治療時に比較して顔
面非対称症患者において口腔関連 QOLが低い状態
を認めた。伊藤ら１９）は，顔面非対称症患者とその他
の顎変形症患者との間に異なる心理特性がみられた
としている。骨格性下顎前突症患者のような前後的
変形は他人の指摘や写真などによる間接的な情報か
ら認識する一方で，顔面非対称症患者は日頃より鏡
などを通して形態異常を直接確認しやすいため，顔

図３ 骨格性下顎前突症患者と顔面非対称症患者の比較
統計処理はノンパラメトリック検定とし，Mann-Whitney の U検定を用いた。OQLQスコアは各群における
OQLQスコアの平均値を示し，エラーバーは標準偏差を表す。

― ３８ ― 



４０７ 歯科学報 Vol．１１８，No．５（２０１８）

貌に対する劣等感を持ちやすく，自己を過小評価す
ることとなり，抑うつ感や不満足感，自尊心の低下
をもたらすとしている。また，非対称に対する訴え
が強いときは術後に咬合関係が良好であったとして
も審美的な不調和に不満を持ち続けることがあると
報告している。顔面非対称症患者の術後の安定性は
比較的良好であるという報告があるため２０），この口
腔関連 QOLが保定時で低い状態を示したのは骨格
の非対称の後戻りによるものではなく，顔面非対称
症患者の審美面に対する認識やこだわりなどが影響
していることが推察される。永井７）らによると，顔
面非対称症患者の術前の悩みは咬み合わせ，顔，顎
関節の問題が多く，悩みを感じた時期も他の顎変形
症と比較し，平均１４歳と早い傾向が認められたとし
ている。外科的矯正治療は成長が終了した時点での
施行となるため，そのような心理状態が長く続くこ
とになり，顔面非対称症患者の心理特性は比較的特
異性が強いことがうかがえる１９）。
本結果より，顔面非対称症患者に対しては特に術

前における十分な説明を行うこと，また術後シミュ
レーションなどのイメージをあらかじめ提示してお
くことが必要と考える。それは，外科的矯正治療患
者は，術後の顔貌に対して受け入れにくい状態と
なったり，過去のボディイメージから脱却できない
場合や，また結果が自分の思っていたイメージと異
なるという不満が見受けられるとの報告があり，こ
のような場合に術前に具体的な術後イメージを示
しておくことは有効であるとされているからであ
る２１）。
今回の調査では骨格性下顎前突症患者，顔面非対

称症患者の対象者数，治療段階の各群における対象
者数に偏りがあった。これは外科的矯正治療適応患
者のうち，圧倒的に下顎前突症が多いことに起因す
る。また治療段階別に見ると保定時の対象者数が少
なかった。これは，保定時の継続した来院をする患
者が減少してしまうことによるものと考えられ，こ
のため対象者は継続的に来院できている患者のみに
絞られてしまうことになる。よってバイアスが発生
している可能性があり，配布式回収式の調査法を今
後見直していく必要性が示唆される。本研究では抜
去部位，各治療期間については有意差を認めなかっ
たため，これらの要因が結果に及ぼす影響が少ない

と考える。しかし性別，顎矯正手術では偏りが認め
られ，これらが本結果に影響を及ぼしている可能性
があると考えられ，さらに他の交絡因子も含めた多
重相関を用いた考察が必要であるため，顔面非対称
症患者のデータをさらに採取し研究継続を行ってい
く必要があると考える。さらに，今回は対象者数と
調査期間の問題から横断調査を行ったが，今後縦断
的な研究を行うことが重要と考えている。

結 論

本研究において顔面非対称症患者の外科的矯正治
療における口腔関連 QOLの変化は骨格性下顎前突
症患者と異なることが示唆された。さらに長期的術
後の変化としては，骨格性下顎前突症では QOLは
改善の傾向を示すが顔面非対称症では低下の傾向が
あることが示唆された。本結果を踏まえ，特に顔面
非対称症患者に対して，初診時や顎矯正手術前など
の説明は十分に行うことが必要であり，術後の軟組
織シミュレーションなどによるイメージを示すこと
が有効であると考えられる。また，保定時において
も顔面非対称症患者には長期的なフォローアップが
必要であると考える。

本論文はヘルシンキ宣言および臨床研究に関する倫理指針
を遵守し行われた。
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In this study，changes in oral health-related quality of life（QOL）during surgical orthodontic treatment 
in patients with facial asymmetry and skeletal mandibular prognathism were investigated and differences 
were evaluated according to type of jaw deformity． Study participants included １６４ patients who
received surgical orthodontic treatment at Tokyo Dental College Chiba Hospital． Depending on the time
of response，Orthognathic Quality of Life Questionnaire（OQLQ）was used to measure oral health-related 

QOL at the time of initial examination，pre-surgical orthodontic treatment，post-surgical orthodontic
treatment，and retention． Results indicated that patients with facial asymmetry showed almost  no  

worse in oral health-related QOL during pre-surgical orthodontic treatment compared to patients with
mandibular prognathism． During retention period，oral-related quality of life improved in patients with
mandibular prognathism，however got worse in patients with facial asymmetry． Since oral health-related
QOL during retention period got worse in patients with facial asymmetry，follow-ups are necessary not
only during orthodontic treatment but also until retention． （The Shikwa Gakuho，１１８：４０１－４０８，２０１８）
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