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原　　　　著-

下顎枝矢状分割法を施行した下顎非対称患者の3次元顎運動解析

須　賀　竪-郎　　斉　藤　　　力　　内　山　健　忘

東京歯科大学口腔外科学第二講座

(主任:内山健忘教授)

年9月30日受付)

年10月20日受理)

抄　録:下顎非対称患者の顎運動機能の特徴を明らかにするため,光学系非接触型6自由度顎運動

測定システムを用いて,切歯点および偏位側と非偏位側の下顎頭点における3次元顎運動路を同時

測定し,正常嘆合者のそれと比較するとともに,下顎枝矢状分割法施行後の経時的変化についても

比較検討したo　その結果,下顎非対称患者の前方および側方運動における下顎頭の運動量は,正常

嘆舎者よりも少なかったO　また,非偏位側下顎頭の運動量は偏位側下顎頭より明らかに少なく,顎

運動においても非対称性を示していた.術後には,非偏位側下顎頭の前方および側方運動量は増加

し,術後12ヵ月時における偏位側と非偏位側下顎頭は,ほぼ同じ運動量を示すようになった.下顎

枝矢状分割法によって,下顎枝,下顎体および姐噴筋,靭帯など周囲軟組織の位PLRならびに形態が

改善されることから,下顎非対称患者の非対称性を示す顎運動は,改善し得ることが明らかになった.

辛-ワ-ド:下顎非対称,下顎枝矢状分割法,下顎運動,ト等頁頭運動路, 3次元解析

緒　　　　　旨

F顎非対称は左右顔面が著しく非対称を示す顎

発育異常である1)｡この非対称は下顎体や下顎枝

だけではなく,顎関節,岨噛筋,舌骨上筋などの

筋群や靭帯の付着位置および走行にまでおよんで

いることが予刺され,特有の顎運動動態を示すも

のと推察される｡したがって,下顎非対称患者の

顎運動機能の特徴を明らかにするためには, F顎

全体の3次元運動を把握する必要があり,下顎頭

を含めた任意の点における顎運動路の同時測定が

必要不可欠である｡しかし,従来の報吾では切歯

あるいは下顎衰貢のみの運動露を分析したものが多

く　　　　顎頭を含めた任意の点の顎運動路を同

時測定し,詳細に分析検討した研究は国内外に全

くみられない｡

別刷請求先: 〒　　　　　千葉市美浜区貢砂1-212
東京歯科大学口腔外科学第二講座　須賀賛一郎

21

著しい下顎非対称患者に対しては顎矯iE手術と

歯科矯正による集学的治療が施されなければなら

ない｡顎矯正手術には種々の手術術式があるが,

なかでも下顎枝矢状分割子去は他の手術方法と比

べ,いくつかの利点を有しているので,下顎前突

症ばかりではなく,開唆症,下顎後退症,さらに

ト等貢非対称にも通用され,現在,各医療施設で最

も多く行われている　｡本手術によって顎発育

異常を示す患者は顎顔面形態だけではなく,顎Lj

腔機能の改善もなされなければならない｡唄噛,

嘩下,発音などの顎口腔機能はいずれも顎運動に

より行われることから,手術前後における顎運動

機能の評価を行うことはきわめて重要である｡し

かし,下顎非対称患者の下顎枝矢状分割法施行前

後における顎運動機能の経時的変化について縦断

的研究を行ったものは全くみられない｡

最近,磁気センサや光学系センサなどを応用した

非接触型6自由度顎運動測定装置が開発され
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下顎の任意の点における3次元顎運動の同時測定

が可能となった｡光学系非接触型6自由度顎運動

測定装置はセンサ検出部に高分解能CCDカメラ

を利用することにより,測定範囲が拡大するとと

もに測定精度も向上し,限界運動を含めた顎運動

全般について分析できる利点を有している｡

そこで本研究では下顎非対称患者の顎運動の特

徴を明らかにするため,光学系非接触型6自由度

顎運動測定装置を用いて,切歯点および偏位側と

非偏位側下顎頭点における3次元顎運動露を同時

測定し,個性正常唆合者と比較検討した｡つい

で,下竃貢枝矢状分割法による顎顔面形態ならびに

唆合の改善が顎運動におよばす影響を把握する目

的で,術後の顎運動路を経時的に測定し,比較検

討を行った｡

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,下顎枝矢状分割法による顎矯正手術を行った

ド顎非対称患者(以下,非対称群とする)男性1

名,女性11名計12名である(表1)｡これらはいず

れも上顎歯列正中線に対し,下顎歯列正中線の側

方偏位量　　が3mm以上で,かつ,頭部Ⅹ線規

格写貢における　　　　　正面分析法　　の上下

蔓貢正中線が5度以上の患者である｡しかも手術に

よる非対称修正の程度は,下顎枝を矢状分割した

後の下顎体大臼歯部における移動方向が- ･側で後

退し,反対側で前進するものであるO　なお,重度

の開唆症や下顎前案症,顎変形を示す口唇顎口蓋

裂や先天性疾患,さらに顎運動時に著しい顎関節

部の捧痛を認める症例については対象から除外し

た｡対照は唆頭を被覆する補綴物や智歯以外の欠

損歯のない個性正常唆合を有する成人男性6名,

女性4名計10名(以下,正常群とする)である｡

手術に際しての近位骨片の復位は下顎枝前縁に

を設け,これと上顎小目歯間の前後

的距離を予め計測しておき,骨分割後にこの距離

に基づいて決定する可及的復位法を採用した｡骨

接合は全例とも　　　　　固定法が用いられ,

術後等貢問固定が行われていた｡また,顎問固定解

除後に開口訓練器を用いた開口訓練は行ってい

ない｡

2.顎運動の測定

1)測定方法

顎運動の測定には光学系非接触型6自由度顎運

動測定システム(東京歯材社製-トライメット)を

用いた｡測定に先立ち,左右3個づっ合計6個の

赤外線発光ダイオード(以下　　　　とする)が付

着したフェイスボウを被験者の上下顎唇頑側歯面

にシアノアクリレート接着剤または　　　径歯

科用ステンレス鋼線を用いて固定した(図1)｡つ

いでセンサである左右6台の高分解能CCDカメ

ラを用い,唆頭荻合位における切歯点と下顎頭点

表1　被験者

非 対 称 群

年 麻 (歳 ) ±2. 6

0 Verb ite (m m ) ±

0 Verjet(m m ) ⊥

下 顎正 中 偏 位 距 離 ±

顔 面 角 (皮 ) ±

Y 軸 角 (皮 ) ±

皮 ) ±

皮 ) ±

上 下 顎正 中 線 (皮 ) ⊥

分析子去)

図　　　　　装着時

ー22　一
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が示すLEDの3次元座標を基準値として求め

た｡さらに各種顎運動によるLEI)の移動から分

析点における3次元顎運動路を算出し,測定デー

タとして求めた｡

測定は予め被験者に充分な練習をさせて運動

路が安定したことを確認したのち,同じ運動を

3回ずっ行わせ,切歯点運動路の義大のものを

採択した｡なお,測定は頭部の固定を行わない

楽な姿勢での座位とし,被験者の自発運動を測定

した｡

2)被験運動および分析点

測定した顎運動は最大開閉口運動,前後的限界

運動,側方限界運動である｡側方限界運動につい

ては,偏位側および非偏位側方向への運動を個別

図2　前後的限界運動における切歯点の運動路(3

平面表示)

図3　前後的限界運動における切歯点と偏位側下
顎頭点運動蕗の同時言己録(矢状面表示)
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に測定した｡また,前後的および側方限界運動

における上方限界はいずれも歯牙を接触させた

滑走運動である｡運動路の分析は切歯点(下顎

中切歯近心切線隅角)および下顎頭点(外眼角に

向かう耳珠　　　前方かつ5 mm下方の皮膚上

の点から内側に　　　の点)とし,これらの分析

点における3次元運動露を同時に言己録した(図

○

なお,正常群の下顎頭点は上顎歯列正中線に対

し,ド顎歯列正中線がわずかでも偏位している側

を偏位側下顎衰頁とし,反対側を非偏位側下顎頭と

しておのおの記録分析した｡側方限界運動につい

ては平衡側ド顎頭のみを言己録分析した｡分析に用

いた蓋準平面は左右の下顎頭点と左右鼻翼下点中

央点を結ぶ平面を上顎蓋準平面(Ⅹ Y平面)とし,

さらにこれに直交し,両側の下顎頭点を含む平面

を前頭面(YZ平面),前述の2平面に置交する平

面を矢状面(ⅩZ平面)とした｡

3)記録時期

測定した時期は術前歯科矯正治療開始前,術後

3ヵ月時,術後6ヵ月時,術後12ヵ月時とした｡

術後12ヵ月時には動的歯科矯正治療が終了し,保

定期間中であった｡

3.計測項目

記録保管されたデータは,トライメット専用分

析プログラムを用いてコンピュータの画面上に表

示し,以下の項目について定量的に分析した｡

1)切歯点における項目

(1)切歯点最大開口運動距離

切歯点最大開口運動距離(以下　　　と略記す

る)は唆頭蕨合位から最大開口位までの3次元置

線距離を計測する(図4 )｡

(2)切歯点最大開口時側方偏位距離

切歯点最大開口時側方偏位距離(以下

と略記する)は唆頭蕨合位から始まる最大開口運

動の終末位をYZ平面に投影したときのY軸から

の側方偏位距離を計測する(図5 )0

(3)切歯点前方運動距離

切歯点前方運動距離(以下　　　と略記する)

は前後的限界運動における唆衰貢族合位から鼻前方
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最前方嘆合位

最前方埋交合位

最大開口位

図4　切歯点叢大開口運動距離

1･
ODD

図5　切歯点最大開口時側方偏位距離(0]⊃D)

唆合位までの3次元直線距離を計刺する(図6 )｡

(4)切歯点側方運動距離

切歯点側方運動距離(以下　　　と略記する)

は側方限界運動における嘆頭族合位から偏位側方

向および非偏位側方向-の側方唆合位までの3次

元重線距離を各々計測し,偏位側方向への切歯点

側方運動距離を偏位側　　　非煽位側方向への

切歯点側方運動距離を非偏位側ILDと略記する

(図7)｡
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最大開口位

図6　切歯点前方運動距離

嘆頭萩合位

非偏鹿側ILD

最前方唾合位

偏位

最側方唾合位

最大開口位

図7　切歯点側方運動距離(II｣I))

2)下顎豆貢点における項目

(1)下顎頭点義大開口運動距離

下顎頭点最大開口運動距離(以下　　　　と略

記する)は最大開閉口運動における唆頭蕨合位か

ら最大開口位までの偏位側および非偏位側下顎頭

点の3次元置線距離を計測し,偏位側下顎頭点最



歯科学報

大開∩運動距離を　　　　非偏位側下顎頭点最

大開口運動距離を　　　と略記する(図8)｡

(2)下顎頭点前方運動距離

下顎頭点前方運動距離(以下　　　　と略記す

る)は前後的限界運動における唆頭蕨合位から鼻

前方唆合位までの偏位側および非偏位側下顎頭点

の3次元直線距離を計測し,偏位側下顎頭点前方

運動距離を　　　　非偏位側下顎頭点前方運動

距離を　　　　と略言己する(図8 )｡

(3)下顎頭点側方運動距離

下顎頭点側方運動距離(以下　　　　と略記す

る)は側方限界運動における唆頭演台位から最側

方唆合位までの偏位側および非偏位側下顎頭点の

3次元置線距離を計測し,偏倖側下顎頭点側方運

動距離を　　　　非偏位側下顎頭点側方運動距

離を　　　　と略記する(図8)｡

(4)ド顎頭践傾斜角

卜顎頭践傾斜角(以下　　　　と略言己する)は前

後的限界運動における下顎頭点の最前方位と最

後方位の2点間を結んだ線分が上顎水平蓋準面

(ⅩY平面)となす角を求め,偏位側下顎頭路傾斜

角を　　　　非偏位側下顎頭路傾斜角を

と略記する(図9)｡

(5)下顎頭路撃曲度

下顎頭路轡曲度(以下　　　と略記する)は前

1055

後的限界運動における下顎頭3次元実運動距離に

対する3次元直線距離の比を下顎頭路撃曲度とし

て算出し,偏位側下顎頭路轡曲度を

非偏位側下顎頭露轡曲度を　　　　と略言己する

(図10)｡

4.統計学的検討事項

統計学的検討は統計解析プログラム

を用いて以下の事項について行ったo

1)切歯点および下顎頭点の術前および術後

12ヵ月時における各計測項目について非対称群と

正常群との問で　　　　　　　　検定を行った｡

2 )各計測項目の手術による経時的変化を調べ

る目的で各時期における値を　　　　　　検定に

よる分散分析を行った｡さらに有意差を認めたも

のに対しては術前と術後各期において

符号付順位検定を行った｡

3)偏位側下顎頭と非偏位側下顎頭との間の

符号付順位検定を行い,左右の下顎頭

運動銘に差異があるかについて検討した｡

結　　　　　果

上　下顎非対称患者の顎運動について

1 )切歯点における各種限界運動距離

非対称群の最大開口運動距離および最大開口時

側方偏位距離は,正常群と比べて,大きい値を示

下顎重点最大開口運動距乱　　　下顎殖点薗方運動距壮　　下顎藻点AIJ方運動距離

最大開口位

嘆頭蕨合位

最衝方唾合位

唾預蕨合位

図8　下顎衰貢点における各種距離的計測項目

-25　-
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前後的限界運動における下顎頭運動路

図9　下顎頭路傾斜角

したが,有意の差は認められなかった｡しかし,

前方運動距離,偏位側および非偏位側への側方運

動距離は,いずれも正常群のそれらよりも小さな

値を示し,有意の差が認められた(表2)｡

2 )下顎頭点における各種限界運動距離

非対称群の義大開口運動距離は,偏位側下顎頭

および非偏位側下顎頭のいずれにおいても正常群

と比べて小さな値を示し,偏位側下顎頭において

は有意の差が認められた｡偏位側下顎頭と非偏位

側下顎頭との問で比較すると,正常群および非対

称群いずれも差は認められなかった｡

一26

下顎頭の最前方位

下顎頭の最後方位

直線距離

実運動距離

前方運動距離と側方運動距離は,偏位側下顎頭

および非偏位側下顎頭ともに正常群と比べて,育

意に小さな値を示した｡偏位側と非偏位側下顎頭

との間で比較すると,正常群では有意差は認めら

れないが,非対称群では非偏位側が偏位側ド顎頭

のそれらより有意に小さいものであった(表3)｡

3 )下顎頭捧傾斜角および下顎頭路撃曲度

非対称群の下顎頭路傾斜角は,偏位側において

正常群より大きな値を示し,非偏位側では小さな

値を示したが,いずれも有意差は認められなかっ

た｡煽位側と非偏位側との問で比較すると非対称
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表2　切歯点における各種限界運動距離

正常啓
非対称群

術前 術後 3 カ月 時 術後 6 カ月時 術後12 カ月時

最大 開口運動距 離 ± ± ± ± ⊥

鼻 大開口時側方 偏位 距離 ± ⊥ ± ± ±

前方運動距離 10.44 + 1.53 ± ± ± ±

偏位側 への側方 運動 距離 ± ± ± ⊥ ±

非偏位側へ の側方運 動距離 ± ± ± ± ±

正常群と非対称群の術前および術後12ヵ月時における独立2君羊の差の検定　　　　　　　　検定)*有意水準　5 %
**　　　　　1%

表3　下顎頭点における各種限界運動距離

正常群

非対称群

術前 術後 3 カ月時 術後 6 カ月時 術後12カ月時

偏位 側 下 顎 頭 ± I工6ご｢ I

｢

±

±

｢
義大開臼運動距離 ] N .S . ] N .S . ] N .S .

非偏位側下顎頭 19` 00± ≡ I

偏位 側 下 顎 頭 ± ⊥ 7. 29 = 2.58

±

7 .55 = 2.45

二

二
前 方 運 動 距 離 ] N .S . ] ☆☆ ] N .S .

非偏位側下顎頭 二 ± 千

偏位 側 下 顎 頭 二 ± 二

十

±

二

十
側 方 運 動 距 離 ] N .S . ] ☆☆ ] N .S .

非偏位側下顎頭 二 5.75 = 2. 13 * * 二工7 1 *

正常啓と非対称群の術前および術後12ヵ月時における独立2群の差の検定　　　　　　　　検定)*　有意水準

偏位一非偏位側下顎頭問の関連2群の差の検定　　　　　符号付順位検定)

群における非偏位側の下顎頭路傾斜角が有意に小

さな値を示していた｡

非対称群の下顎頭捧撃曲度は,正常群と比較し

て偏位側および非偏位側ともに小さく,有意の差

が認められた｡しかし,偏位側と非偏位側下顎頭と

の問においては有意差は認められなかった(表4)｡

2.ド顎非対称患者の顎運動の術後変化について

1 )切歯点における各種限界運動距離

最大開口運動距離は術後3ヵ月時,術後6ヵ月

時,術後12ヵ月時の各期においていずれも術前と

の間に有意の差が認められ,小さい値を示してい

た｡術後の経時的変化は術後3ヵ月時で術前より

**

☆　有意水準

☆☆

%
%
%
%

5
　
1
　
5
　
1

大きく滅少するものの,術後6ヵ月時,術後12ヵ

月時と漸次増加し,術前値に近づく傾向が認めら

れた｡

鼻大開口時側方偏位距離は術前と比べて,術後

3ヵ月時では同じ値を示し,術後6ヵ月時で大き

な値を示したが,術後12ヵ月時では逆に減少して

術前のそれよりも小さな値となり正常群に近づく

傾向が認められた｡

前方運動距酷は術前と比較して,いずれの術後

時期においても大きな値を示した｡経時的変化で

は術後3ヵ月時,術後6ヵ月時,術後12ヵ月時と

漸次,前方運動距離の増加傾向が認められ, fE常

27　一
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表4　前後的限界運動における下顎頭播傾斜角および下顎頭践撃曲度

正常群
非対称群

術前 術後3 カ月時 術後6 カ月時 術後12カ月時

偏位側下顎頭 二 チ ±

±

±

ニ

±
下顎 建酎顧塘 (皮) ] N .S . ] ☆☆ ] ☆

非偏位側下顎頭 ± 1.7`76± ±

偏位側下顎頭 ± `02 ± ±

±

±

±

0.90+ 4l38E l02
下顎頭鎗撃曲度 ] N .S . ] N .S . ] N .S.

非偏位側下顎頭 0.91= 7l08FJl02 ± 二 `02

正常群と非対称群の術前および術後12ヵ月時における独立2群の差の検定　　　　　　　検定)*　有意水準
**

偏桂一1非偏位側下顎頭間の関連2君羊の差の検定　　　　　符号付順位検定)

群のそれに近づく傾向にあったが,術後12ヵ月時

においても前方運動距離は正常群のそれより小さ

な値を示していた｡

偏位側方向への側方運動距離は術前と比べて,

いずれの術後時期においても大きな値を示した｡

また,経時的変化では術後3ヵ月時,術後6ヵ月

時,術後12ヵ月時と漸次,側方運動距離の増加傾

向が認められ　　常群のそれに近づく傾向にあっ

た｡しかし,術前および術後3ヵ月時, 6ヵ月

時, 12ヵ月時と全休を束ねた側方運動距離に有意

差は認められるものの,術前と術後のどの時期に

差異があるかについては明らかではなかった｡ま

た,非偏位側方向への側方運動距離は,術前と比

べて,いずれの術後時期においても小さな値を示

したが,術後各期における有意差は認められな

かった｡

経時的変化では偏位側,非偏位側いずれの側方

運動距離も術後3ヵ月時より増加傾向を示し,術

後12ヵ月時では偏位側,非偏位側の側方運動距離

はほぼ同じ値となり,正常群に近づく傾向が認め

られた｡しかし,術後12ヵ月時における側方運動

距離は偏位側および非偏位側ともにTE常群のそれ

より有意に小さな値を示していた(表　　｡

2 )下顎頭点における各種限界運動距離

下顎頭点における最大開口運動距離は,偏位側

および非偏位側ともに術前と比べて,術後3ヵ月

時および術後6ヵ月時で小さな値を示したが,術

28

☆　有意水準

☆☆

%
%
%
%

5
　
1
　
5
　
1

後12ヵ月時では術前より有意差は認められないも

のの,大きな値を示していた｡糸酎寺的変化では術

後3ヵ月時で術前より大きく減少したが,術後

6ヵ月時,術後12ヵ月時と漸次増加する傾向が認

められた｡また,術後12ヵ月時における最大開口

運動距離は正常群と差はなく,さらに下顎頭問に

おいても有意差は認められなかった｡

前方運動距離は術前と比べて,偏位側下顎頭の

術後3ヵ月時における値を除き,いずれの術後時

期においても大きな値を示していた｡また,経時

的変化では術後6ヵ月時,術後12ヵ月時と漸次,

前方運動距離の増加傾向が認められ,正常群のそ

れに近づく傾向が認められた｡しかし,術後12ヵ

月時における偏位側および非偏位側ド顎頑の前方

運動距離は,いずれも正常群のそれより有意に小

さな値を示していた｡術前非対称群の偏位側と非

偏位側の下顎頭間において,有意の差で偏位側が

大きな値を示していたが,術後12ヵ月時ではその

差は縮小してほぼ同じ値を示すようになっていた｡

下顎頭点の側方運動距離は,偏位側および非偏

位側ともに前方運動距離のそれとほぼ同様の傾向

を示した｡経時的変化では術後3ヵ月時より漸次

増加し,正常群のそれに近づく傾向にあった｡し

かし,術後12ヵ月時における値は正常群と比べ

て,有意の差で小さな値を示していた｡術前の偏

位側と非偏位側下顎頭の間では有意差が認められ

ていたが,術後12ヵ月時では有意差を示さず,両
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表5　下顎非対称群の術後変化に対する統計学的検討結果
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非対称群
検定

術前一術後3カ月時 術前-術後6ヵ月時

切歯点叢大開□運動距離

切歯点最大開口時側方偏位距離

切歯点前方運動距離

偏偉側への切歯点側方運動距離

非偏位側への切歯点側方運動距離

ド顎頭点叢大開臼運動距離(偏位側)

(非偏位側)

下顎頭点前方運動距離　(偏位側)

(非偏位側)

下顎頭点側方運動距離　(偏位側)

(非偏位側)

下顎頭蹟傾斜角

下顎頭路曹曲度

(偏位側)
(非偏位側)

(偏位側)

(非偏位側)

:
(
,
･
,
(
,
I
 
I
,
･
]
,
･
･
,
J
r
.
I
,
,
(
,
I
,

◆◆

N.S

研
竺
-
描

N.S.

術前一術後12ヵ月時

非対称群の術後変化における関連多群の差の検定　　　　　検定)

術前と術後各期の関連2群の差の検定　　　　　符号付順位検定)

者の運動距離はほぼ同じ値を示すようになってい

た(表　　　｡

3 )下顎頭路傾斜角および下顎頭路轡曲度

下顎頭路傾斜角は偏位側および非偏位側下顎頭

いずれも術前と比べて,有意差は認められないも

のの術後の各期で大きな値を示していたO経時的

変化では非偏位側下顎頭は術後3ヵ月時で大きく

増加し,術後6ヵ月時,術後12ヵ月時とわずかな

減少をきたすも,ほぼ同じ値を維持する傾向が認

められた｡偏位側下顎頭,非偏位側下顎頭ともに

術後12ヵ月時における値は正常群と比べて大きな

値を示していたが有意差は認められなかった｡

偏位側下顎頭の下顎頭絡撃曲度は術後3カ月時

で術前値と同じ値を示したが,その他の各時期に

おいては偏位側および非偏位側下顎頭ともに術前

よりわずかに大きな値を示した｡さらに偏位側下

顎頭においては術前と術後12ヵ月時との間に有意

差が認められた｡下顎頭路撃曲度の経時的変化

は,偏位側および非偏位側下顎頭のいずれも術後

12ヵ月時では術後6ヵ月時より増加し,正常群に

◎

　

◆

◎
◎
◆
◆

有意水準

有意水準

%
%
%
%

5　1　5　11

近づく傾向が認められた(表　　　｡

考　　　　　察

1.被験者について

下顎骨の3次元的な形態異常や位置翼常を示す

下顎非対称患者の顎顔面形態の対称性に関する明

確な診断蓋準および分類は,現在のところ確立さ

れているとは言い難い　｡本研究における被

験者は,唆合および顔面骨のいずれもが非対称を

示す患者を対象とした｡すなわち,上下顎の歯列

に関しては上顎歯列正中線に対し,下顎歯列正中

線の側方偏位量が3mm以上のものであり,か

つ,顔面形態の非対称性については頭部Ⅹ線規格

写真における　　　　正面分析法の上下顎正中

線が5度以上のものとした｡さらに,手術時の下

顎天臼歯における移動方向の-側が後退し,反対

側が前進するものとし,これら条件をすべて満た

すものを選択した｡その結果,被験者の下顎正中

側方偏位距離は　　±　　　　　上下顎正中線は

±　　度を示し,明らかな左右の下顎非対称

-　29　-
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のみを有するものが抽出されたと考えられた｡

2.測定方法について

1)測定装置

下顎非対称患者は下顎頭を含めて下顎骨の3次

元的形態宴常をきたすことが多い27)ことから,切

歯部のみならず左右の下顎頭においても特有の顎

運動銘を示すと考えられる｡したがって,その顎

運動機能を詳細に分析するためには, F顎頭を含

めた任意の点における顎運動路の同時測定が必要

不可欠であり, 6自由度顎運動測定装置を用いた

研究が望ましい｡

6自由度顎運動測定装置には磁気センサや超音

波センサ,光学系センサなどの非接触型センサを

用いたものがある｡しかし,センサ部に磁気や超

音波を応用する装置では顎運動による標点の移動

に伴い,特有の歪みが生じるため,限界運動の如

き広範囲の測定域を必要とする測定には通さな

い　｡一方,光学系非接触型6自由度顎運動測

定装置はセンサ検出部に高分解能CCDカメラな

どを利用することにより測定範囲が拡大するとと

もに測定精度も向上し,限界運動を含めた顎運動

全般について測定することが可能となった

そこで,本研究ではトライメットを用い,顎関

節から最も遠佃こ位置する切歯部と顎運動の中心

である下顎頭を偏位側および非偏位側のそれぞれ

に分け,これら3点を下顎全体の代表する点と

し,各運動銘を同時記録し,検討した｡本システ

ムにおける測定可能範囲は80×80×　　　で,刺

定誤差は下顎前歯部においては　　　　　下顎頭

点においては　　であり,充分,本研究を遂行で

き得るものと考えられた29)｡本システムの測定結

果の再現性については,教室の野沢ら30)の報吾に

準じ,男女各2名のボランティアに対し,同一臼

の午前と午後に2回測定を行い,さらに,他日に

同じ方法で2回の測定をしたところ,各運動距離

との間に有意差のないことが確認された｡

2)下顎頭基準点およびパラメータの選択

下顎頭の代表的な蓋準点には解剖学的位置関係

から求められた解剖学的中央点や平均的下顎頭点

などがあり,また,運動論学的には喋番軸点や全

-30

運動軸点がある｡長谷川ら　　塩浬32)は全運動軸

に関して下顎頭路の厚みが最も薄くなる点は下顎

頭中央部ないしは下顎頭内部に存在していたと報

吾しているが,これら報吾は正常唆合者を含めた

一般集団を対象としたものであり,下顎非対称患

者の如き,特異な下顎頭運動格を有すると考えら

れる対象に用いる場合,妥当であるか否かっいて

は明らかにされていない｡さらに,これら運動諭

的下顎頭点は仮想軸であるため,術前後における

運動格の比較検討を行う際の再現性や安定性につ

いても明らかではない｡したがって,本研究では

簡便かつ術前後で比較的再現性の得られやすい基

準点として平均的下顎頭点から内方へ　　　の点

を下顎頭点として求め,如培rJ学的な下顎頭運動銘

が反映されるようにした｡

下顎限界運動は可動限界を対象にしているため

運動の能力的評価が可能で,また運動方向をI-症

に塊制していることから左右の下顎頭運動を個別

に分析しやすく,各唄噛筋の関わりについても検

討しやすいとされている33)｡そこで本研究では限

界運動の中でも再貌性の得られやすい最大開閉口

運動,前後的限界運動,側方限界運動を被験運動

とした｡

また,下顎運動按の評価に対するパラメータと

して切歯点と偏位側および非偏位側下顎頭点にお

ける各限界運動距離を求めると同時に,下顎頭運

動路の方向,形状についても検討する目的で下顎

頭捧傾斜角および下顎頭銘撃曲度を算出した｡下

顎頭路轡曲度は下顎頭路の実運動距離とその直線

距離の比であるため,この比が小さな値を示すほ

ど運動路の撃曲程度が強いと考えられる｡しか

し,下顎頭運動銘は関節結節を越えたところよ

り,その運動方向は前上方に向かい,運動捧全体

では曲線を描く｡このため,下顎頭捧萱曲度は下

顎豆貢の前方移動量の大小と密接に関連する｡そこ

で,本研究においては下顎頭の前方滑走量が最も

大きくなる前後的限界運動における最後方位から

最前方位までの運動距離を用いて算出した｡

3.下顎非対称患者の顎運動について

本研究における下顎非対称患者の切歯点の鼻大
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開口運動距離は正常唆合者よりもわずかに大きな

値を示したが,下顎頭点における最大開口運動距

離は偏位側,非偏位側ともに正常唆合者より小さ

かった｡最大開口運動は下顎頭での滑走および回

転運動から行われるが,両者の運動量比やそのタ

イミングについては種々の様相があり,一様では

ないことが知られている　　　本研究では下顎頭

前方運動距離が正常群と比べ小さい一方,切歯点

最大開口距離が大きいことから,下顎非対称患者

の最大開口運動は下顎頭における滑走と回転の運

動量比やそのタイミングについては明らかではな

いものの,正常唆合者と比べ,滑走成分より回転

成分の多い運動を行なう傾向にあるものと考えら

れた｡また,下顎非対称患者の切歯点および下顎

頭点における前方滑走運動および側方滑走運動距

酷は正常唆合者よりも小さな値を示していたこと

から,正常唆合者と比べて下顎頭運動は不良と考

えられた｡

下顎非対称患者における左右下顎頭運動量の差

異について見ると,前方および側方運動距離にお

いては非偏位側下顎頭は偏位側下顎頭より有意に

運動量が小さくなる所見を示していた｡本島ら36)

は,下顎偏位の程度が大きくなるにしたがい,前

方運動および側方運動時の偏位側下顎頭の運動量

が非偏位側より大きくなったと報害している｡し

たがって,このような所見は下顎非対称患者の顎

運動機能の特徴とも考えられた｡左右の下顎頭の

前方運動量が異なる理由として,下顎嵩における

左右下顎頭の位置の相違　　　骨格の左右の形態

的偏位に対する機能的な代償作用36)など顎関節の

構造ないしは機能に起因するとされているo下顎

頭の前方運動を規制する園子として　　　　は

関節円板と外側靭帯による運動塊制を挙げてい

る｡また,井出ら40)は下顎の最前方唆合位におい

て関節包と外側勘竃は緊張状態にあると述べてい

る｡しかし,下顎非対称患者においては下顎嵩や

下顎頭など顎関節の構造の異常にとどまらず,下

顎骨の種々の部位においても形態や位置異常をき

たしていることが多い27)｡したがって,内外側翼

突筋や茎突下顎靭背,喋下顎靭帯などの副勘背の

31
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解剖学的位置関係についても左右で異なっている

可能性がある｡以上のことから,非偏位側におけ

る副靭帯とくに茎突下顎靭帯の走行は下顎骨の偏

位によって,本来の走行より偏位側方向すなわち

内側方向となり,外側翼突薪の走行の方向に近づ

く｡その結果,下顎頭前方運動時により強く靭帯

による運動制限を受け,運動量が少なくなるので

はないかと考えられる｡ 4万,偏位側では外側巽

突筋と茎突下顎靭帯の方向となす角度は増大する

傾向となるため,靭帯による前方運動制限は比較

的受けないものと考えられる｡

下顎頭格傾斜角について　　　　　は関節結

節の傾斜との問に高い相関関係があり,側貌顔面

形態により下顎頭絡傾斜角は異なると報害してい

る｡また　　　　　　　ら2)は顔面と歯列がとも

に非対称を示す交叉唆合患者の偏位側下顎頭銘が

非偏位側下顎頭路より大きな下顎頭路傾斜角を有

することを明らかにしている｡本研究においても

同様に,下顎非対称下顎頭銘傾斜角は偏位側下顎

頭の方が非偏位側下顎頭より大きな傾斜角を有し

ており,左右で下顎嵩自体の形態が異なるものと

推察された｡以ヒのことから,術前下顎非対称患

者は顎顔面形態だけではなく顎運動においても非

対称であることが明らかになった｡

4.下顎枝矢状分割法施行前後の顎運動の変化

について

舟越ら6)は下顎非対称を伴う下顎前突症患者の

顎矯正手術前後における切歯点運動路の解析を行

ない,術後,非偏位側方向-の開口時の偏位量が

減少した症例を報害し,開口時の切歯点の側方偏

位が下顎非対称症例の特徴的所見であると述べて

いる｡また,美馬ら5)は下顎非対称を伴う下顎前

突症患者の術後,最大開口距離および鼻大開口時

の側方偏位距離は短縮し,側方運動距離は増大す

る傾向を示した一例を報害している｡本研究にお

いても最大開口運動時の下顎頭運動量は術後3カ

月時より漸次増加し,正常唆合者のそれに近づく

傾向を認め,側方偏位距離も術後12ヵ月時におい

て正常唆合者とほぼ同じ値を示していた｡

また,前方運動および側方運動距離は術後12ヵ
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月時においては正常唆合者の運動量までには改善

していないものの,非偏位側下顎頭の運動量の増

加が認められ,術後12ヵ月時においては偏位側下

顎頭の運動量とほぼ同じ値を示すようになった｡

教室の柴田42)は下顎前突症患者における顎矯正手

術前後の顎運動機能の変化を調査したところ,顔

矯正手術後に各限界運動域が正常唆合者のそれに

近づいたと報害し,その理由について手術による

卜顎骨形態の変化,下顎切歯点の後方移動,嘆合

改善による唄唾筋群の機能向上などに起因するも

のと述べている｡下顎非対称患者においても,同

様に,顎矯正手術により唆合改善のみならず,下

顎骨の形態変化および筋や靭帯などの周囲欧組織

の解剖学的位置変化が起こりうることから,これ

らが虐接ないしは間接的に関与して顎運動の改善

が認められたものと考えられた｡

本研究では偏位側下顎頭における下顎頭捧傾斜

角は正常唆合者と比べ,大きな値を示していた

が,術後各期でその値に著しい変化は認められな

かった｡一方,非偏位側下顎頭では正常唆合者と

比べ,小さな値を示していたが,術後3ヵ月時で

その値は大きく増大し,以降6ヵ月時, 12ヵ月時

と著しい変化は認められなかった｡下顎頭路傾斜

角は前述のごとく,下顎雷の形態とくに関節結節

の傾斜と密接に関連しているされている｡非偏位

側の下顎頭蕗傾斜角が術後3ヵ月時において増大

し,その後変化を示さなかった理由は,術後早期

には手術による下顎頭運動の変化が大きく影響

し,その後,下顎高の形態に強く運動が依存した

ものと考えられた｡

下顎頭絡撃曲度は顎運動時のf顎頭の最前方位

が関節結節に対してどこに位置しているかにより

大きく異なるが,下顎頭運動路の形状を推測する

一つのパラメータと考えられる｡本研究では偏位

側および非偏位側下顎頭のいずれもが術前と比

べ,術後3ヵ月時において変化が認められない

か,またはわずかに増加し,その後,各期におい

て漸次増加傾向を認め,正常唆合者の値に近づく

傾向にあった｡すなわち,下顎非対称患者の下顎

頭運動銘は術前に比較的強い撃曲格を有している
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ものの,術後,轡曲の程度は緩やかになる傾向が

譜められ,正常唆合者のそれに近づく傾向にあった｡

5.下顎非対称患者に対する下顎枝矢状分割法

の通用について

下顎枝矢状分割法は他の手術方法と比べ,幾つ

かの優れた利点を有しており,また,下顎体の3

次元的移動が可能なことから下顎非対称患者に対

しても適応とされている｡しかし,ド顎の非対称

度が強い症例に下顎枝矢状分割法を施行した場

合,近位骨片と遠位骨片の骨片問に干渉や離閲を

生じ,近位骨片の偏位や回転を惹起せしめること

があるといわれている　｡このようなことか

ら,最近では下顎枝垂置骨切り術や下顎骨休部切

除術などの方法が単独ないし併用で試みられてい

る45'｡しかし,これらの手術方法を採用したとし

ても下顎頭の位置変化や術後の顎位安定性などに

ついては寛在なお充分解明されておらず,骨接合

方法や下顎頭の位置決定法などの選択基準も末だ

確立されていない｡

本研究における被験者はいずれも下顎枝矢状分

割法が両側に施行されたが,術後,著明な唆合の

変化をきたす,後戻りの如き症例は全く認められ

なかった｡さらに,術前に認められた顎運動の非

対称性が術後,著しく改善されたことから,下顎

枝矢状分割法は非対称度が比較的強い下顎非対称

患者にも適用することのできる顎矯正手術方法で

あると考えられた｡

結　　　　　論

下顎非対称患者の顎運動の特徴を明らかにする

ために,光学系非接触型3次元顎運動測定装置を

用いて,各種限界運動における切歯点および下顎

頭点の3次元顎運動露を同時測定するとともに,

顎口腔系機能に翼常の認められない正常唆舎者の

それと比較検討した｡ついで,下顎枝矢状分割法

による顎矯正手術の施行後3ヵ月,術後6ヵ月,

術後12ヵ月時においても3次元顎運動路を測定

し,経時的な変化を求め,以下の結論を得た｡

1)下顎非対称患者の下顎頭運動量は,偏位

側,非偏位側ともに正常唆合者のそれと比べて少
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なかった｡

2 )下顎非対称患者の非偏位側下顎頭の運動量

は偏位側下顎頭より少なく,運動蕗の方向,形状

も異なっており,顎運動も非対称であった｡

3)下顎枝矢状分割法施行後, 12ヵ月経過時に

おける非偏位側と偏位側下顎頭は,ほぼ同じ運動

量を示していた｡

4)以上のことから,ト等貢非対称患者に認めら

れた顎運動の非対称性は,下顎枝矢状分割法に

よって改善し得ることが明らかになった｡

本論文の要旨は,第38回日本口腔外科学会総会

年10月,新潟),第40回日本口腔外科学会総会　　年
10月,東京),第41回日本口腔外科学会総会　　年11

月,東京)において発表した｡

また,本研究は平成10年度文郵省科学研究費奨励研
究間,課題番号　　　　の援助を待て行った｡
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る御指導を賜りました恩師故重松知寛教授に深甚なる
感謝の意を捧げます｡また,種々御協力をいただいた

本学口腔外科学教室貢各位に深謝するとともに, 3次
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Asymmetries performed Saglttal Splitting Ramus Osteotomy

Ken-ichiro SuGA, Chikara SATTO, Takeshi UcIITYAMA

The Second Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College

(Chair･man : Prof. Takeshi Uchiyama)

･ortね∴1　柚　/つ-t中期　　十　　　　　　　　　　mm侶(,8柄汗om.､∴1　日柚　/`

mouement, Condylar path, Three dimensional analysts

To evaluate the mandibular movement in patients who showed mandibular･ asymmetry,

the three dimensional path of the incisal point and condylar points (the deviated side and the

non-deviated side) were measured using a high-resolution line sensor-based photostereometric

system with six degrees of freedom. Ten adult normal subjects were selected as controls

and twelve patients with facialand dental asymmetry were selected and bilateral saglttal

splitting ramus osteotomy was performed in these patients. The movement of the mandibular

incisal polnt and condylar polntS Were measured duruing maximum opening, protrusive and

laterotr･usive movements starting from the intcrcuspal position to the border. The inclination

of condylar path and the curve of condylar path were also computed. These recordings were

carried out before surgery and 3, 6, and 12 months after operation.

In the patients, there was a slgnificant difference in the amount of condylar movement

Wp(当1 thL･ Ll円　　　　　　　こ　　　　　　　　＼･　　　　　言lnC　　　　　つ　　　°　　＼　　　　､ ＼＼つIS

smaller than that of the deviated side during protrusive and laterotrusive movements of

mandible･ However,at 12 months follow-up after operation, the amount of condylar movement

in the deviated side was almost the same of that in the non-deviated side.

Thus, we concluded that bilateral sagittal splitting ramus osteotomy may be an appro-

priate Procedure for the treatment of mandibular asymmetries･

(The Shihwa Gahuho, loo : 1051-1065, 2000)
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