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原 著

矯正歯科治療後のオトガイ形成術が気道へ及ぼす影響

文野弘信１） 永田賢司２） 末石研二３）

抄録：本研究は上顎前突症例の矯正治療後にオトガ
イ形成術によるオトガイの前方移動時の気道前後
径，舌骨の位置の変化について調査することを目的
とした。
被験者は下顎骨の後退を伴いオトガイ形成術を

行った上顎前突症患者１５名であり，Genioplasty 前
後における側面頭部Ｘ線規格写真を用い，オトガイ
部の水平および垂直移動量，咽頭部の前後径，舌骨
の水平および垂直移動量についてそれぞれ距離計測
し統計処理（paired t-test）を行った。結果として，
オトガイ部の水平および垂直移動量はそれぞれ５．８ 

±１．８mm，１．７±２．８mmであった。Genioplasty 後
は咽頭部での気道の明確な変化は認めなかったが，
舌骨の前方移動量に有意差を認めた。このことから
オトガイ形成術は舌骨の位置に影響を与えることが
示唆された。

緒 言

近年の歯科医学界において閉塞型睡眠時無呼吸症
候群（OSAS）が注視されている１）。顎顔面領域を扱
う歯科矯正治療においても，呼吸と気道の問題は重
要な項目である。これは矯正治療においては不正咬
合の治療とその結果に影響を及ぼすだけでなく，全
身の健康という観点からも不正機能の問題２），すなわ
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ち姿勢，頭位，舌位，嚥下，呼吸および鼻咽頭気道
に対しても改善へと導く治療が求められている３）か
らである。下顎後退型の上顎前突症の成人治療にお
いては，歯科矯正治療により咬合の改善が達成でき
たとしても，顔貌における審美性の改善や安静時の
口唇閉鎖不全の解消が困難な場合には，オトガイ形
成術（Genioplasty）４）によるオトガイの前方移動術併
用が有効であることが多い５） 。Gen-（図１，２）
ioplasty は下顎骨前方移動術と比べて外科的侵襲が
少なく，動的矯正治療後に患者自身が選択できるこ
とからも適応範囲は広い。同様の症例において顔貌
における審美性を改善するために，矯正治療単独に
て前歯，特に下顎前歯を過度に後退させると，舌房
のみでなく舌咽頭部の前後径を減少させると，西川
ら６）が報告している。これらの点から，気道サイズ
を減少させないための一手段として Genioplasty を
治療計画に組み込むことが有効ではないかと考
えられる。また，OSASを持つ患者に対して  Gen-
ioplasty を行うことにより，気道への良好な結果を
もたらすことが報告されている７）が，矯正治療を単
独で行った後の Genioplasty の咽頭部における気道
と舌骨への影響について調べた報告は少ない。そこ
で，今回著者らは Genioplasty を応用する際の判断
基準の一助とするため，矯正治療終了患者における
Genioplasty の術前後の気道サイズ，舌骨の位置の
変化に及ぼす影響について調査，検討した。

対象および方法

平成１０年１月から平成２７年１２月までの間に来院し
た，下顎骨の後退を伴う上顎前突症（Angle Cl. II
div. １）と診断した患者より以下の条件を満たす成
人患者１５症例（女性１３名，男性２名，平均２６歳７ヶ
月，範囲：２０才１１ヶ月～４１歳０ヶ月）を対象とした。

― ３１ ― 
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図１ オトガイ形成術の応用例（側面顔貌写真および口腔内
写真）
顔面写真の直線は口唇と鼻尖およびオトガイ部の関係

を評価する E-line を黒線で示す。オトガイ形成術後は
良好な側貌と評価される。

１．骨格的不正咬合を顎矯正手術なしで，矯正治療
単独の治療により前歯歯軸および被蓋の改善を
行ったもの。

２．さらに，動的矯正治療後に，安静時における口
唇閉鎖の獲得と整容の観点から Genioplasty を洛
和会音羽病院口腔外科において施行したもの。
咽頭部における気道サイズと舌骨の位置への影響

を調べるため，Genioplasty 直前および術後平均３
ヶ月時点の側面頭部Ｘ線規格写真を撮影し，以下の
項目についてそれぞれ計測し，統計処理（paired t-
test）を行った。

１．オトガイ部の水平および垂直移動量（図３）
ポゴニオン（Pogonion）を用いて，FH Plane を X

軸とし前方移動量を計測した。また，PTVを Y軸

とし，垂直的移動量の測定を行った。なお，Y軸に
関しては垂直移動量が減少する際にはマイナス
（－），増加する際にはプラス（＋）表示とした。

２．上咽頭部，中咽頭部，下咽頭部それぞれの気道
前後径を  Bonham  PE８），Lowe AAら９）の分析を
用いて計測した（図４）。
①上咽頭部（SPAS）：Superior posterior	 airway 

space
②中咽頭部（MAS）：Middle airway space
③下咽頭部（IAS）：Inferior airway space

３．Bibby REらの Hyoid triangle１０）からの４項目を
用いて，舌骨の位置変化を計測した（図５）。 

①MPH  

②H-H’ 


③C３-H 
  

④ H-RGN

４．統計処理
咽頭部の前後径および舌骨の位置変化の計測値に

関しては，paired t-test にて治療前後の比較を行っ
た。統計処理にはエクセル統計２０１２を用い，有意水
準を危険率５％以下に設定した。
なお，本研究は東京歯科大学倫理審査委員会の承

認を得たものである（承認番号７４６番）。

結 果

１．オトガイ部の移動量について（表１）
Pogonion の前方移動量（平均移動量±S.D mm）は

図２ オトガイ形成術の応用例（側面頭部Ｘ線規格写真）
図１と同一症例のＸ線像を示す。白線で E-line，白丸で舌骨および気道の大きさを示す。

― ３２ ― 
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図３ オトガイ移動量の計測法を示す
FH Plane を X軸，PTVを Y軸とし，それぞれを前

後的，垂直的移動量の計測基準平面とした。基準点は
Pogonion とし，オトガイ形成術前の Pogonion を術後の
オトガイ部に再現して移動量とした。

５．８±１．８mmであった。垂直移動量は１．７±２．８mm
であり，短縮移動した症例も認めた。なお，Gen-
ioplasty は１５例全てにおいて中抜きは行わず，骨接
合はチタン製のチンプレートのみで行っていた。

２．咽頭部における気道径術前後の変化量について
（表２）
上咽頭（SPAS）は－０．１mm減少し，中咽頭（MAS）

と下咽頭（IAS）に関しては０．３mm増加したが，い
ずれの項目も有意差は認めなかった。

３．舌骨（Hyoid Triangle）の位置における変化量に
ついて（表３）
舌骨の垂直的移動変化量は① MPHの変化量は平
均－０．２mmであり，舌骨が下顎下縁平面に対して
上方への移動傾向を示したが有意差は認めなかっ
た。② H-H’は逆に０．３mm増加した値を示したが有
意差は認めなかった。舌骨の水平的移動変化を調べ
た③ C３-Hの変化量は平均－０．１mmであり，ほと
んど移動は無く有意差は認めなかった。しかし④ H-
RGNにおいては－１．８mmと有意に減少し，舌骨が
前方へと移動した結果を示した。

以上，Genioplasty 後に咽頭部における気道の前
後径が増加するケースを認めたが，統計的には有意
差を認めなかった。しかし，オトガイ部の前方移動

図４ 咽頭における気道径の計測項目（Bonham P. E.ら９），
Lowe AAら１０）より引用）
① SPAS：Superior posterior airway
（Go-Pt. Bを結ぶラインに平行な線が軟口蓋の中央を
通る部分での咽頭部の前後径）

② MAS：Middle airway space
（Go-Pt. Bを結ぶラインに平行な線が軟口蓋の下端を
通る部分での咽頭部の前後径）

③ IAS：Inferior airway Space
（Go-Pt. Bを結ぶラインの延長線上での咽頭部の前後
径）

図５ 舌骨の位置における計測項目（Bibby REらより１４）引用）
①MPH：HよりMandibular Plane へおろした垂線の
距離 

②H-H’：Hより C３-RGNへおろした垂線の距離
③ C３-H：C３-H間の距離
④ H-RGN：H-RGN間の距離

に伴う有意な H-RGNの減少を認め，舌骨が前方へ
と移動する所見が得られた。

考 察

１．オトガイ部の移動について
Genioplasty による前方移動量に関しては，５．８±

１．８mmであり１sd が１．８mmと比較的収束してい

― ３３ ― 
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表１ 対象における Genioplasty 術式と移動量について

Geniplasty の移動量（mm）
症例番号 性別 年齢

前後 垂直 

1 女 20Y11M 6.5 7
 
2 男 21Y03M 7 1
 
3 女 21Y04M 3.5 0
 
4 女 21Y09M 5 0
 
5 女 22Y02M 9.5 4
 
6 女 23Y05M 6 1.5
 
7 女 24Y05M 7 1
 
8 男 24Y06M 5.5 -1.5
 
9 女 26Y07M 7 2
 
10 女 28Y07M 5 0
 
11 女 28Y07M 6.5 -4
 
12 女 33Y08M 8 2
 
13 女 35Y06M 2.5 6
 
14 女 36Y10M 3.5 4
 
15 女 41Y00M 5 3


平均値±SD 26Y07M 5.8±1.8 1.7±2.8


たが，垂直移動量に関しては２．８mmと大きく，症
例により治療目標がそれぞれ異なるため，特に垂直
移動量についてはばらつきが大きかったと思われ
る。

２．咽頭部の術前後の変化について
Genioplasty による咽頭部への影響では，SPAS

にはほとんど変化を認めることがなく，MASと
IAS に関してはわずかに増加したが，有意差は認め
なかった。SPASの計測部位は MASと IAS と比較
して Genioplasty によるオトガイの移動に伴う筋の
伸展による影響を受けにくい位置にあるためと推測
される。MASの計測部位は軟口蓋の下端にあるた
め IAS の変化量と同等の影響があったものと考え
るが，いずれも有意差を認めるほどの変化量はな
かった。Santos ら１１）の研究によると  OSASを持つ
上顎前突症例（下顎骨後退型）を対象にオトガイ舌筋
を含めた  Genioplasty にてオトガイを平均９．０mm
前方移動した４～６カ月後の IAS の平均変化量は
２．９mmと統計的にも有意に増加した。本研究では


Genioplasty によるオトガイの平均前方移動量は５．８


mmであり，IASの平均変化量は０．３mmと有意差


は認めなかった。これは，対象における Genioplasty


の目的が主にプロファイルにおける審美性と口唇閉


鎖機能の改善であり，Santos ら１１）の研究よりも，そ


表２ 咽頭部における気道径の計測値

①上咽頭 ②中咽頭 ③下咽頭
（SPAS） （MAS） （IAS）

術 前 １３．４±３．３ １２．２±４．７ １０．９±４．５


術 後 １３．３±３．３ １２．５±４．２ １１．１±３．９


変化量±SD －０．１±１．８ ０．３±２．２ ０．３±２．５


有意差 N．S． N．S． N．S．


平均値（mm）±SD
（N.S.：not significant）

表３ 舌骨の位置における計測値 

①MPH  ②H-H’ ③  H-C３  ④H-RGN

術 前 １２．１±３．１ ４．３±４．０ ３３．６±３．１ ３２．０±５．４


術 後 １１．９±３．５ ４．５±３．８ ３３．５±３．４ ３０．２±５．３


変化量 －０．２±３．５ ０．３±２．５ －０．１±３．２ －１．８±３．０


有意差 N．S． N．S． N．S． **（P＜０．０１）


平均値（mm）±SD
（N.S.：not significant）

の移動量が小さいことが影響したと考えられる。
従って，矯正治療後のGenioplasty 実施におい

て，その移動量が６mm程度の場合，気道前後径に
影響を与えるに至らないことが示唆された。
また，オトガイの垂直移動量の分散が大きかった

ことから，骨切り位置（舌側）により移動させる骨片
に付着した筋肉量には，ばらつきがあったものと考
えられる（図６）。基本的には，オトガイ舌骨筋上頭
の筋束が入っている部位（オトガイ棘周辺）を骨切り
位置としているが，上條１２）によると舌下動脈の終末
端がオトガイ棘に分枝していることが多く，Gen-
ioplasty の舌側部における骨切り位置をあまり上方
で行うと舌下動脈を切断し術後出血の危険性を伴う
ため，個人の筋付着状態に合わせて骨切り位置を決
定しなければならない。Genioplasty による咽頭部
への影響は，離断されたオトガイ骨片に付着するオ
トガイ舌骨筋上頭の筋束量に左右されると思われる
が，このような解剖学的制限が本研究結果に反映し
たものと考えられる。

３．舌骨の位置変化（Hyoid Triangle）について
舌骨の垂直移動量を示す MPHの変化量は減少し

た値を認め，H-H’は逆に，わずかに増加した値を
示したが，それぞれに有意差は認められなかった。
Genioplasty 後に舌骨が下顎下縁平面に対して上方

― ３４ ―
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図６ オトガイの垂直移動量における骨切り位置（舌側）の違いを示す

へ移動した理由として，オトガイ部の前方移動に伴
い，舌骨上筋群の牽引が影響したと推測できる。
舌骨の後方における水平的移動量を調べた C３-H
にはほとんど変化は無く，有意差も認められなかっ
たが，H-RGNにおいては有意に減少した値を示
し，舌骨が前方へと移動した結果を示した。この理
由も前述した Genioplasty による舌骨上筋群の前方
牽引の影響によるものと考えられる。Mukai ら１３）

は，口腔内にプレートを装着し，下顎を５．５mm～
８mm前方位にした状態での顎二腹筋前腹の変化量
を MRI 撮影により調べ，下顎の前方移動量に対し
て顎二腹筋前腹の伸展量は６１．９％であったと述べて
いる。つまり，舌骨は下顎の前方移動量の約４０％前
方へ移動されていた。本研究ではオトガイが前方
５．８mmの移動量に対して，H-RGNの変化量が－
１．８mmであり，舌骨がオトガイの前方移動量の約
３０％前方へ移動された数値を示した。この値は手術
後約３ヶ月経過時の評価であり，長期の変化に関し
ては検討を要すると考えられる。
また，上條１４）は，個体によって顎二腹筋前腹およ

びオトガイ舌骨筋はオトガイの舌側への付着部位や
筋束形態や量においてかなりのバリエーションがあ
り，中にはこれらの筋が著しく小さく付着量が少な
い例もあると述べている。これらの付着部位や筋束
形態のばらつきが大きいことが，術式の影響と合わ
せ舌骨の位置の変化に影響したものと考えられる。
したがって，Genioplasty の応用により舌咽頭部に
おける気道の前後径の改善を考慮する際には，CT
および MRI などの画像診断により舌骨上筋群の形
態や付着量を把握することが必要であると思われ
る。さらに本研究は，側面頭部Ｘ線規格写真による

２次元的評価であり，今後は咽頭部における気道と
舌骨の状態の３次元的な評価が必要と考えられる。

結 論

以前より我々は矯正治療における気道変化の重要
性に注目し，治療後において，上咽頭部や舌咽頭部
における気道の前後径の改善を注視してきた。今回
の調査において平均５．８mmの前方移動を伴う Gen-
ioplasty 後には咽頭部での気道における有意な変化
は認めなかったが，舌骨は前方への有意な移動を認
めた。このことからオトガイ形成術は舌骨の位置に
影響を与えることが示唆された。
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Influence of the genioplasty to the pharyngeal airway dimensions 
after the orthodontic treatment 
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The purpose of this present study was to examine the influence of the pharyngeal airway dimensions
after the genioplasty for the maxillary protrusion with mandibular retrognathia in Orthodontic treatment． 

The study involved healthy １５ patients with genioplasty for pre and postoperative records of the
lateral cephalometric analysis were performed for this study，it was measured the value of movement 
at the Pogonion on sagittal and vertical directions，the pharyngeal airway dimensions on the sagittal
directions，and the displacement of the hyoid on sagittal and vertical directions． Statistical analysis were 
carried out by means of the t-paired test in order to check for differences between variables in the pre and
postoperative． 

The results of this study that these cephalometric analysis revealed displacement mean value of５．８ ±
１．８mm at the Pogonion on sagittal，and mean value of １．７ ±２．８mm at the Pogonion on vertical． It 
was not recognized clear evidence of displacement changes at the pharyngeal airway dimensions after the
genioplasty，however，statistical analysis for the frontally displacement of the hyoid on sagittal that was 
indicated with significant difference（p＜０，００１）． 

From this study was indicated that the genioplasty would be affected influences to the position of the
hyoid． （The Shikwa Gakuho，１１８：５２７－５３２，２０１８）
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