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緒 言

外科的矯正治療の顎矯正手術として，Trauner
と Obwegeser が報告した下顎枝矢状分割術が適用
され，現在まで広く普及し１），その後の発展により
治療後の美的調和と長期安定性が向上してきた２）。
しかしながら，外科的矯正治療後の後戻りについて
は従前多くの報告がみられ本治療における課題の一
つとなっている。歯列，咬合の後戻りや安定性は患
者との信頼関係にも影響を与える問題となる。よっ
て治療後の変化を十分に考慮した診断と治療計画が
重要である３，４）。

Joss は骨格性上顎前突の外科的矯正治療におい
て，下顎枝矢状分割術後の後戻りの要因として，下
顎の前方移動量，固定の種類と材料，治療前の下顎

下縁平面角，手術における近位骨片の位置付けと顎
関節の関係，軟組織と筋肉，残余成長とリモデリン
グ，治療前の年齢，外科医のスキルをあげている５）。
また Ayoub ら，Proffit らも骨格性上顎前突症のハ
イアングル症例での，顎矯正手術における下顎骨の
反時計回りの回転が後戻りに関与していることを示
唆している６，７）。さらに，Moen ら，Jaakko Paunonen
らは長期フォローアップでの再発について報告して
おり，後戻り量が下顎前方移動量の約２５％であった
としている８，９）。

このように骨格性上顎前突の外科的矯正治療に
おける長期経過，再発やその要因についてはこれま
で多くの報告を見受けるが，日本人を対象とした長
期的報告は比較的少ない。特に，日本人の顎顔面形
態はハイアングルで下顎後退の傾向が強いと考えら
れ，その治療経過，予後の安定性やその要因などは
欧米人と比較して異なると考えられる１０）。そこで，
本研究は日本人を対象とした当該治療における長期
的な経時的変化と安定性に関わる要因について調査
し検討を行った。
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多くの計測項目で経時的に後戻りの傾向がみられ，SNB は T２-T４および T３-T４で有意差がみら
れ（P＜０．０１），Lower facial height は T２-T４で有意差がみられた（P＜０．０５）。また後戻り群におい
ては Mandibular plane angle で有意差を認めた（P＜０．０５）。Lower facial height では有意差を認めな
かったが，後戻り群で大きな値を示した。

上顎前突症の後戻りには，顎顔面形態の垂直的要因が関与していることが示唆された。
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材料および方法

１．対象
本研究は後ろ向きの縦断研究である。東京歯科

大学千葉歯科医療センター（旧千葉病院）を２００６年
から２０１４年の間に受診し，骨格性上顎前突症と診断
され外科的矯正治療を施行した患者を対象とした。
選択基準は治療前の ANB 角が５°以上，下顎の前
方移動が適応となった患者で，動的矯正治療終了か
ら２年以上経過した患者である。除外基準は Men-
ton の偏位が３mm 以上の非対称症例，症候群を伴
うもの，先天欠如歯があるものおよび下顎頭吸収な
どの著明な顎関節症状を伴うものである。

外科的矯正治療は，同治療を１０年以上経験して
いる日本矯正歯科学会認定医と臨床指導医の矯正歯
科医８名により，同治療における一般的なプロト
コールに従って行った１１）。顎矯正手術は口腔外科専
門医によって施行された。術前矯正治療では，マル
チブラケット装置（．０２２ inch slot, preadjusted
bracket）を使用した。術前矯正治療終了後，口腔
外科医とペーパーサージェリーおよびモデルサー
ジェリーにて顎矯正手術計画を十分に検討した後，
施行した。手術は下顎枝矢状分割術単独もしくは，
上顎 Le FortⅠ型骨切り術と下顎枝矢状分割術の併
用のいずれかを行った。骨の固定にはチタンもしく
は，吸収性のミニプレートとスクリューを用いて
semi-rigid fixation を行った。顎矯正手術後は開口
訓練を行い，開口が問題なく行えるようになった際
に術後矯正治療を開始した。動的矯正治療終了後は
保定装置として上下顎に Begg タイプリテーナー，
また症例によって Fix リテーナーを併用した。

２．方法
１）計測
術前矯正治療終了時（T１），顎矯正手術終了時

（T２），顎矯正手術後１年経過時（T３），顎矯正
手術後２年以上経過時（T４）における側面頭部
エックス線規格写真を用い，セファロ分析を行っ
た。骨格的項目を計測し，前後的な項目（SNA 角，
SNB 角，ANB 角，Wits appraisal），垂直的な項目
（Mandibular plane angle, Lower facial height, Oc-
clusal plane angle）をそれぞれ計測した（図１）。

計測は２名で行い，計測値は２名それぞれが２回ず
つ計測しその平均値を用いた。

２）セファロ分析の経時的変化
各計測項目の経時的変化を比較した。また T２-

T４間で生じた後戻り量に対して T２-T３間，T３-
T４間でそれぞれ生じた後戻り量の割合を検討し
た。

３）後戻り症例と安定症例のセファロ分析値の比
較

側面セファロトレースより，FH 平面を X 軸，
Nasion から FH 平面へ引いた垂線を Y 軸と設定し
た（図１）。Pogonion の位置を座標値として表し，
T２-T４間の Pogonion の前後的な後戻り量が下顎
移動量の３０％以上認められたものを後戻り群，３０％
未満のものを安定群として分類した。後戻り群と，
安定群の T１におけるセファロ分析計測項目につい
て比較した。

４）統計学的分析
セファロ分析値の経時的変化の検討には，Re-

peated measures ANOVA および Bonferroni 検定
を用いた。また後戻り群と安定群の比較には t 検
定を用いた。統計は SPSS Ver．２５（IBM, Armok,
USA）を用いて行った。統計学的有意水準は５％
とした。必要なサンプルサイズは G＊Power を用い
て計算し，パラメーターを効果サイズ０．５，有意水
準０．０５，検出力０．７と設定したところ２８が算出され
た。

本研究は東京歯科大学倫理審査委員会（承認番
号８７１号）の承認を得て実施した。

結 果

選択基準と除外基準に則って対象者として，２８
名（男性１１名，女性１７名，平均年齢２８．０±７．８歳）
を選択した。対象者の内訳を示す（表１）。なお，
術後矯正終了時は T３-T４間となり，術後矯正終
了時から T４までの期間を保定期間（平均３．８±２．０
年，最短は２年，最長は７年）として示す（表１）。

１．セファロ分析の経時的変化
T１のセファロ分析の平均計測値を示す（表

２）１２，１３）。前後的な項目は，日本人の標準値と比較す
ると SNB 角が標準よりも小さく，ANB 角，Wits ap-
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praisal は大きな値を示した。また垂直的な項目では
Mandibular plane angle, Lower facial height, Oc-
clusal plane angleが標準値よりも大きな値を示した。

T１から T４までのセファロ分析値の経時的変化
を示す（図２）。SNB 角では T３-T４で有意に減少
し，骨格の後戻りが認められた。ANB 角，Wits ap-
praisal, Mandibular plane angle, Lower facial height
では T１から T２，T３，T４との有意な変化が認

められ，顎矯正手術による変化があったことが示さ
れた。SNA 角，Occlusal plane angle には T１-T４
間で有意な変化が認められなかった。T２-T４間に
おける長期的な後戻りの発現状況を示す（表３）。
T２-T４間での後戻り量のうち，T２-T３間で後戻
りが生じた割合，T３-T４間で後戻りが生じた割合
を示す。SNB 角では T２-T３間で後戻り量が２２．２
％生じたのに対し，T３-T４間では７７．８％が生じ

表１ 対象者の内訳

性別 男性：１１名
女性：１７名

平均年齢（T１） ２８．０±７．８歳（１９．２－４３．５歳）
顎矯正手術の種類 SSRO ：１３名

Le FortⅠ+ SSRO：１５名
T４ ５．２±２．０年（２．８－８．４年）
平均保定期間（術後矯正終了時－T４） ３．８±２．０年（２．０－７．０年）

図１ セファロ分析
側面頭部エックス線規格写真を用い，セファロ分析を行った。
N（nasion）：前頭鼻骨縫合部の最前点
Or（orbitale）：眼窩骨縁の最下方点
ANS（anterior nasal spine）：前鼻棘の尖端点
Point A：前鼻棘と上顎中切歯間歯槽突起稜との間の上顎骨外形線上の最深点
Point B：下顎中切歯間歯槽突起稜とポゴニオンとの間の下顎骨外形線上の最深点
PM（protuberance menti）：オトガイ隆起の上縁
Pog（pogonion）：下顎骨オトガイ部の正中断面像の最前方点
Po（porion）：外耳道上縁の最上方点
S（sella）：蝶形骨トルコ鞍の壺状陰影像の中心点

（ａ）Lower facial height
（ｂ）Occlusal plane
（ｃ）Mandibular plane angle
（ｄ）Wits appraisal

また，図に示すように FH 平面を X 軸，Nasion から FH 平面へ引いた垂線を Y 軸と設
定し，Pogonion の位置を座標値として表した。

歯科学報 Vol．１２２，No．１（２０２２） ５１

― ５１ ―



た。ANB 角，Wits appraisal においては T２-T３間
で４０．７％，３９．３％生じたのに対し，T３-T４間で
５９．３％，６０．７％生じた。Mandibular plane angle,
Lower facial height では T２-T３間で８３．３％，１２．５
％生じ，T３-T４間では１６．７％，８７．５％生じた。

２．後戻り症例と安定症例のセファロ分析値の比
較

後戻り群と安定群を分類した内訳を示す（表
４）。後戻り群と安定群の T１におけるセファロ分
析値の比較（表５）では，Mandibular plane angle
と Occlusal plane angle で有意差を認め，後戻り群
では安定群に比較し Mandibular plane angle と Oc-
clusal plane angle はともに大きい値を示した。SNA
角，SNB 角，ANB 角，Wits appraisal, Lower facial
height はいずれも有意な変化は認められなかっ
た。

考 察

１．外科的矯正治療後の経時的変化
骨格性上顎前突症例の治療前の特徴として，本

研究の対象者は上顎骨の前方位を示す症例は少数で
あり，上顎骨は標準に位置する傾向が示された。前
後的な骨格の問題としては，下顎骨が後方位を示す
特徴があった。さらに垂直的な問題として，Mandi-
bular plane angle が大きく，著明なハイアングル
ケースを示した。これは日本人における骨格性上顎
前突症はハイアングル下顎後退を示すという従前の
報告と一致する１０）。

顎矯正手術の術前後においては，本研究結果で
は ANB 角の減少とともに Mandibular plane angle
の減少が認められることから，顎矯正手術によって
下顎骨前方部は前上方に，後方部は前下方への移
動，すなわち下顎骨の反時計回りの回転が生じてい
ることが示唆された。後戻りの様相としては下顎骨
の後方への後戻りに加えて，Mandibular plane an-
gle が増加による下顎骨の時計方向への回転がみら
れた。骨格性上顎前突の外科的矯正治療では，この
ように下顎骨の反時計回りの回転を伴う前方移動を
計画することが多いが，従前の報告ではこの顎骨の
移動が下顎枝後方の長径を長くすることにつなが
り，これによって下顎骨後方部で内側翼突筋，翼突
下顎三角筋の伸展が引き起こされ，術後にこれらの
筋の収縮が起こることで下顎骨は後上方へ引き戻さ
れやすく，後戻りが発現することが指摘されてい
る７，８，１４，１５）。これは本研究結果と一致している。さら
に手術後の変化について，顎矯正手術に伴った咀嚼
筋の長さの変化や咀嚼機能の変化が関与しているこ
とが他の研究によって報告されている１６，１７）。

Breuel らは組織学的に筋の伸展因子について，
術後の骨格性上顎前突症例と骨格性下顎前突症例で
比較しており，上顎前突症例で有意に咬筋が伸展し
ており，ClassⅢ症例と比較して後戻りを引き起こ
しやすいとした１８）。また免疫組織学的に術後６か月
から徐々に機能回復が起こり，１～４年で筋の適応
とともに安定がみられることが示された。

本研究においては，短期的変化として顎矯正手
術後１年経過時，長期的変化として顎矯正手術後２

表２ T１のセファロ分析の平均計測値

Measurements
Japanese standard１２）

Mean S. D. Mean S. D. Mean S. D.

Male Female

SNA 角（°） ８１．６ ４．１ ８３．４ ２．６ ８３．２ ３．４４
SNB 角（°） ７２．２ ３．０ ８０．０ ２．５ ８０．４ ３．２２
ANB 角（°） ９．６ ３．１ ３．４ １．７ ２．８ １．８０
Wits appraisal（mm） ４．９ ２．６ ０．１ ２．４ ０．１ ２．４

Mandibular plane angle（°） ３５．５ ４．３ ２４．８ ５．９ ２６．４ ３．８３
Lower facial height（°）１３） ５７．７ ５．４ ４９．０ ４．０ ４９．０ ４．０
Occlusal plane angle（°） １７．９ ４．９ ８．４ ４．２ ８．６ ５．５６
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図２－①～⑦ T１から T４までのセファロ
分析値の経時的変化

経時的変化の検討には Repeated measures
ANOVA および Bonferroni 検定を行った結
果，SNB 角では T２-T３と T３-T４に統計
学的有意差を認め（＊P＜０．０５），骨格の後戻
りがみられた。SNB 角，ANB 角，Wit ap-
praisal, Mandibular plane angle, Lower fa-
cial height で は T１か ら T２，T３，T４に
統計学的有意差を認め（＊＊P＜０．０１），矯正
手術による変化がみられた。

⑦

⑤ ⑥

③ ④

①
②
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年以上経過時においてその後戻り量を比較した。顎
骨の垂直的位置関係を示す Mandibular plane angle
において，短期的変化量が大きいことが示され，前
後的な後戻りは，長期的変化での割合が大きかっ
た。これによって特に日本人に特徴として見られる
ハイアングル下顎後退型の骨格性上顎前突症では，
特に術後１年までの短期的変化に留意する必要があ
ることが示唆される。当施設においては，プレート
除去術を術後およそ１年とし，咀嚼訓練を行うとと

もに術後矯正治療によって咬合接触の緊密化を図っ
ている。咬合接触が十分でないこの時期には，後戻
りが起こりやすいことが従来から報告されているよ
うに１９），下顎後方部の垂直的な維持安定に努めるに
は，術前矯正治療において手術後の咬合を十分に考
慮した治療が重要であると考えられる２０）。

２．顔面形態
本研究において，長期的に後戻りの変化が多く

表３ T２-T４間における長期的な後戻りの発現状況

Measurements

T２-T３ T３-T４

Difference Rate（％） Difference Rate（％）

T２-T３変化量
T２-T４変化量×１００ T３-T４変化量

T２-T４変化量×１００

SNA 角（°） ０ ０ －０．１ １００
SNB 角（°） －０．３ ２２．２ －０．９ ７７．８
ANB 角（°） ０．３ ４０．７ ０．５ ５９．３
Wits appraisal（mm） ０．３ ３９．３ ０．５ ６０．７

Mandibular plane angle（°） １．６ ８３．３ ０．３ １６．７
Lower facial height（°） ０．１ １２．５ ０．９ ８７．５
Occlusal plane angle（°） ０ ０ ０．７ １００

表４ 後戻り群と安定群の内訳

後戻り群 n＝１５ 安定群 n＝１３

性別 男性：５名 男性：６名
女性：１０名 女性：７名

平均年齢（T１） ２５．５±６．４歳 ３０．６±８．２歳
顎矯正手術の種類 SSRO ：７名 SSRO ：６名

Le FortⅠ+ SSRO：８名 Le FortⅠ+ SSRO：７名
平均保定期間
（術後矯正終了時－T４）

４．６±２．０年（２．２－７．０） ２．５±１．１年（２．０－４．２）

Pogonion
の位置変化（X 軸）

T１-T２：９．７±４．５mm
（１．５－１０．５mm）

T１-T２：６．４±２．５mm
（２．０－９．０mm）

T２-T３：２．０±２．０mm
（０－５．０mm）

T２-T３：０．７±０．７mm
（０－２．０mm）

T３-T４：２．６±２．２mm
（０－５．０mm）

T３-T４：１．０±１．０mm
（０－３．０mm）

Pogonion
の位置変化（Y 軸）

T１-T２：１．３±１．３mm
（０．３－３．０mm）

T１-T２：１．２±１．９mm
（０－５．０mm）

T２-T３：０．３±０．５mm
（０．１－１．０mm）

T２-T３：０．５±０．８mm
（０－２．０mm）

T３-T４：１．５±１．３mm
（０－４．０mm）

T３-T４：１．０±１．０mm
（０－２．０mm）
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みられた症例は安定がみられた症例と比較して，治
療前の骨格の前後的位置は有意差が認められなかっ
たが，垂直的位置は下顎骨の時計回りの回転を伴
う，顕著なハイアングル症例であるということが示
された。このようなハイアングルを伴う症例の顎矯
正手術においては下顎骨の前方移動のみでは十分な
移動量が確保できず，一般的には患者の満足は得に
くいという問題がある。そこで下顎骨の反時計回り
の回転をさせることで下顎骨前方部では上方，後方
部では下方への移動が起こり，結果として下顎骨の
大きな前方移動量が確保できるため美的調和は得ら
れやすい。下顎骨の前方移動量と後戻りとの関連に
ついて Van Sickels teal らが報告しており２１），下顎
骨の前方移動量が５mm 以上の症例では，移動量が
５mm 未満のものと比較して後戻りが多かったとし
ている。本研究結果では，後戻りの変化がみられた
症例の下顎骨の前後的平均移動量が９．７mm であ
り，安定症例は６．４mm であった。本結果はこの報
告と傾向が一致しており，これによってハイアング
ル下顎後退型の症例は，大きな下顎骨の前方移動量
を伴うことによって後戻りのリスクが増すことが示
唆された。Dicker らは，下顎後退症例における外
科的矯正治療が閉口筋に与える影響について Short
Face 群と Long face 群に分類し，術後１０か月から
４８か月において両群ともに，咬筋および内側翼突筋
の最大断面積と体積に有意な減少がみられ，Long
face 群でより顕著であったと報告している２２）。Long
face 症例では，下顎骨の前上方回転の移動に伴い
筋の伸展が生じやすく，また，手術侵襲に応じて筋

の萎縮や顎間固定による運動制限により筋の機能低
下が引き起こされるとしている。

これを解決するために Proffit は，上顎骨の上方
への移動を推奨し，それに伴って下顎骨後方の長径
も伸ばされることなく上下顎骨の位置付けできると
した。本研究に用いた対象症例おいても，前後的な
上顎の位置に問題が少ないにも関わらず Le FortⅠ
型骨切術の併用がほぼ半数に及んでいる２３）。

本研究は，骨格性上顎前突症の外科的矯正治療
終了から２年以上経過した症例を対象としたが，長
期経過時のメインテナンスに来院する患者数が少な
かったため，被験者が２８名とサンプル数が十分では
なかった。よって，相関や回帰分析を用いた分析を
用いて関連性を調査するのが本研究では好ましいと
考えるが，サンプル数が少ないため今回は単純な比
較に留まることとなった。今後さらに資料を収集し
サンプル数を増やし，研究を継続していきたいと考
える。

本研究では，Pogonion の前後的な後戻り量が下
顎移動量の３０％以上認められたものを後戻り群とし
て分類した。これは従前の骨格性上顎前突症の安定
性を報告した研究にて，後戻りグループを下顎移動
量の２５％で分類しており８），本研究でもそれを参考
に３０％で分類した。

顎矯正手術後の長期安定性については，複数の
因子の影響を受けることが考えられるため２４，２５），今
後多因子を含めた長期的な研究が必要と考えられ
る。その一つには下顎頭吸収が大きな要因であると
考える。今回は，著明な下顎頭の吸収について対象

表５ 後戻り群と安定群の T１におけるセファロ分析値の比較

Measurements
後戻り群 安定群

有意差検定
Mean S. D. Mean S. D.

SNA 角（°） ８１．８ ３．１７ ８２．３ ５．１９ N. S.
SNB 角（°） ７３．７ ２．７９ ７２．１ ３．５６ N. S.
ANB 角（°） ８．２ １．６３ １０．２ ３．９１ N. S.
Wits appraisal（mm） ４．７ ２．６６ ６．７ ４．１５ N. S.

Mandibular plane angle（°） ４０．２ １．９１ ３０．７ ９．６２ ＊
Lower facial height（°） ５５．６ ７．３１ ５２．０ ８．１９ N. S.
Occlusal plane angle（°） １９．７ ５．０１ １５．４ ５．２９ ＊

t 検定 ＊P＜０．０５
N. S．：統計学的有意差なし
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から除外したが，今後は下顎頭吸収についてもその
関連性を検討していきたいと考える。

以上の結果より，特にハイアングル下顎後退型
の骨格性上顎前突症の外科的矯正治療において，
Genioplasty を用いたプロファイルの改善によっ
て，美的調和を補うことを考慮し，あらかじめ患者
にも同意を得ておく必要があると考える２６，２７）。また
後戻りのリスクが大きい患者に対しては，保定装置
や保定期間も注意していく必要があると考える。

結 論

本研究は，ハイアングル下顎後退型の骨格性上
顎前突症における外科的矯正治療の長期経過につい
て調査した。ハイアングルを伴う患者は後戻りのリ
スクが大きく，比較的長期にわたって後戻りが生じ
ることが示唆された。

本論文の要旨は，第７７回日本矯正歯科学会学術大会
（２０１８年１０月３０日～１１月１日，神奈川県横浜市）におい
て発表した。

著者の利益相反：開示すべき利益相反はない。
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Long-term Changes After Surgical Orthodontic Treatment for
Skeletal Maxillary Prognathism

Sakiko TAKAHASHI１），Chie TACHIKI１），Yurika MUKASA１）

Takashi TAKAKI２），Yasushi NISHII１）

１）Department of Orthodontics, Tokyo Dental College
２）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College
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The typical Japanese maxillofacial morphology shows a high-angle facial pattern with a tendency of man-
dibular retraction．The post-surgical stability of the mandible is different compared to Western patients．
This study investigated the relationship between maxillofacial morphology and postoperative changes in pa-
tients with skeletal maxillary prognathism.

Subjects included２８patients with skeletal maxillary prognathism who had completed surgical orthodon-
tic treatment more than ２ years ago at the Department of Orthodontics in Tokyo Dental College Chiba
Dental Center．Cephalometric analysis was performed using lateral cephalometric radiographs at the end of
presurgical orthodontic treatment（T１），after orthognathic surgery（T２），one year after orthognathic
surgery（T３），and two or more years after orthognathic surgery（T４）．Changes over time were calcu-
lated using the Repeated measures ANOVA and Bonferroni tests．The patients were classified into two
groups : the relapse group（more than３０％ relapse）and the stable group（less than３０％ relapse）．

Relapse was observed in many measurements between T２-T３ and T３-T４．SNB was significantly dif-
ferent between T２-T４ and T３-T４（P＜０．０１），and lower facial height was significantly different between
T２-T４（P＜０．０５）．In the relapse group，the mandibular plane angle was significantly different．The lower
face height value was greater in the relapse group than the stable group ; however，no significant differ-
ence was indicated.

Results suggested that the relapse of maxillary prognathism was associated with vertical factors of the
maxillofacial morphology．Vertical changes occurred in the short-term，and both vertical and horizontal
changes occurred in the long-term. （The Shikwa Gakuho，１２２：４９－５７，２０２２）
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