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歯科矯正治療を施行した一例
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Orthodontic Treatment after Mandibular Distraction Osteogenesis

-a Case of Obstructive Sleep Apnea Syndrome
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ABSTRACT

We report on a 22 years old female patient who underwent orthodontic treatment

after mandibular distraction osteogenesis. The mandibular distraction osteogenesis was

used successfully to treat the patient s obstructive sleep apnea syndrome which was due to

mandibular micrognathia. The orthodontic treatment was carried out to resolve the

crowding of the front teeth that remained after the distraction osteogensis. Resolution of

the crowding was achieved by the lateral expansion of the maxillary dental arch and the

distal movement of the molar into the mandibular dental arch. No mandibular relapse

was observe after the distraction osteogensis. The sleep apnea syndrome remained well

controlled during the orthodontic treatment. Ryukyu Med. J., 24( 3,4) 163-169, 2005
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緒　言

我々は,小下顎症に由来する閉塞性睡眠時無呼吸症候

群症例に対し,下顎骨延長術1-3)を施し,著しい改善を
報告した4).今回は,同症例の延長術後に行なった歯科
矯正治療に関し,保定期間に入ったので報告する.

症　例

患者: 22歳11ヶ月,女性.

主訴:歯並びが悪く,喫み合わせを良くしたい.

家族歴:特記事項なし.
既往歴:生後2日目より敗血症に雁患し,大腿骨骨髄炎
を併発していた.その後,両側顎関節強直症を発症し,

6歳4ケ月および18歳7ケ月時に両側顎関節授動術を

施行され,開口量は30mm程度までに改善した. 21歳
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6ケ月時に浦添総合病院睡眠呼吸ストレスセンターにお

いて,重度の閉塞性睡眠時無呼吸症候群と診断され,そ

の治療目的のため, 22歳3ケ月時に下顎骨延長術を施

行した. 5ケ月後,延長装置の撤去とチタンミニプレー

トロング-の置換を行った.今回22歳11ヶ月時より,

残存していた上下顎叢生と開嘆の改善のために歯科矯正

治療を行なった.

現病歴:下顎骨延長術を施行されていたため,術前の-

13.0mmという過大なオーバージェットは解消されていた.

しかし,術前に,左右上下顎の小臼歯が4本抜歯されて

いた.

現症:正貌は正方形で,オトガイ部に右方偏位を示し,

側貌はconcave typeであった.上下顎ともに叢生が

諌められ,上顎左右および下顎左側第一小臼歯,下顎右

側第二小臼歯,下顎左側第二大臼歯が抜歯されていた.

Arch length discrepancyは,上顎歯列弓で-8.0mm,
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Fig. 1 Facial and oral photographs at the beginning of orthodontic treatment.

Fig. 2　Cephalometric and panoramic radiographs at the beginning of orthodontic treatment.

下顎歯列弓で-10.2mmであった(Fig.1 ).延長装置
撤去後に,左右下顎骨体に比較的長めのチタンミニプレー

トロングが装着されていた(Fig.2).

臨床診断:上下顎歯列弓における著しい叢生と開嘆.

治療計画:最初に,下顎骨延長術後に残存していた上下

顎の叢生の改善を治療目標とした.既に上下顎4本の小

臼歯が抜歯されており,極力抜歯を回避することとした.

そのため,上顎は,歯列弓側方拡大を行なうとともに,

口蓋側転位している左側側切歯の改善を試みた.下顎は,

大臼歯の遠心方向-の移動を行い,前歯部に空隙を集め,

叢生の改善を目指した.次に,開嘆に関して,上下顎に

顎間ゴムを用いながら安定した唆合の獲得を図った.

治療経過:上顎への歯科矯正治療を先行した.まず,上

顎歯列弓側方拡大をquad-helix型拡大装置にて約9ケ

月間行った(Fig.3).拡大後,マルチブラケット法に

より上顎の叢生の改善を図った(Fig.3).その間,舌

側傾斜を示し対合歯と交叉嘆合を示している下顎右側第

二大臼歯の整直を目的として同歯舌側にリンガルボタン

を装着し,対合歯の上顎右側第二大日頬側チューブとの

間でcross elasticsを用い,咬合の改善を図った(Fig.

4 ).下顎のマルチブラケット法に関しては, sectional

archを用いながら,下顎右側第一大臼歯と左側第二小

臼歯に装着していた舌側弧線装置を固定源とし,右側第

二大臼歯と左側第一大臼歯を遠心-移動した.その後,

舌側弧線装置を移動後の右側第二大臼歯と左側第一大臼

歯に装着し,これを新たな固定源とし,各々の歯の近心
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Oral photopgraphs before lateral expansion

(age 22 years 1 1 months)

Oral photogarphs after lateral expansion

and multibracket technique

(age 23 years 9 months)

Fig. 3　0ral photpgraphs before and after the lateral expansion.

Improvement of hnguochnation of mandibular

le氏side second molar

(age 24 years 0 month)

Oral photographs of lingual arch and

multibraket technique

(age 24 years 4 months)

Fig. 4　0ral photographs of multibracket technique.

に位置する右側第一大臼歯と左側第二小臼歯を遠心に移

動した(Fig.4).目的とした歯の移動終了後,下顎前
歯部にブラケットを付け足し,下顎歯列弓のレベリング

を行なった.しかし,下顎左側中切歯は,根尖性歯周炎
が見られ,唇側歯頚部歯肉退縮も出現したため,保存困

難と判断し,やむを得ず抜歯した.上下顎歯列弓のレべ
リング後,前歯部開嘆の改善のために,顎間ゴムを併用

しながら被蓋を得られるように治療を行なった(Fig.5 ).
結果的に,動的歯科矯正治療は, 5年0ケ月であった.

保定装置は,上下顎とも可撤式保定装置を用いている

(Fig.6 , Fig.7).

考　察

本症例は,乳児期の両側顎関節強直症が下顎の成長に

悪影響を与え小下顎症に陥った.そのため,成長期終了
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頃より閉塞性睡眠時無呼吸症候群が認められ,内科的に
も重度であることが確認された.そこで,無呼吸症候群

の改善を図ることを第一義と考え,骨格的な下顎骨の前

方移動を検討した.その際,一度に下顎骨を前方へ移動
する顎矯正手術に比べて,後戻りの可能性が少ない下顎
骨延長術の方が望ましい治療法であると考えた.下顎骨

延長術後は,無呼吸症候群の著しい改善が見られ4),今

回の歯科矯正治療終了後も,良好な状態が維持されてい
る(Tablel).また,術前,側貌は鳥貌を示していた
が,術後は,オトガイ部の突出具合についてはやや不満

の残るものの,ほぼ満足のいく状態まで改善されている.

一方,顎変形症治療の最も重要な目的は嘆合の回復で
ある.術前に見られた過大なオーバージェットは改善さ

れたが,上下顎歯列弓前歯部の叢生と開嘆が残存してお
り,これらの改善を目標に歯科矯正治療を行った.通常,

顎矯正手術前に術前矯正治療を行ない,その後,顎矯正
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Table 1 Medical examination.

B efore A fter
A fter

orth odontic
distraction distraction treatm ent

S leep efficien cy

(totalsleep tim e/ totalin bed) 90.6 % 9 ? fULt.¥. 8 7.3%

A pnea hy popnea in dex (tim es/ hr) 6 7/ h r 7/ h r 0.1/ h r

L on g est ap n ea tim e (sec) 113sec 48 sec 12sec

A ro u sa l in d ex (tim e/ hr) 54 .5 /h r 12 .2 /h r 14 .1/ h r

L ow set S a<J 2 (% ) 67 .C 95 .( ZJO .X.

Fig. 5 Improvement of open bite (age 27 years 6 months).

Fig. 6　Facial and oral photographs in retention.
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Fig. 7　Cephalometnc and panoramic radiographs in retention.

Maxillary Mean S.D.

Total crown width diameter　94.26　　4.36

Arch width　　　　　　　41.76　　3. 19

Archlength　　　　　34.65　2.43

Basal arch width　　　　44.18　　3.1 1

Basalarchlength　　　30.11　2.57

M andib le Mean

Total crown width diameter　84.00

Arch width　　　　　　　33.97

Arch length　　　　　3 1.28

Basal arch width　　　39.95

Basal arch length　　28.01
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Fig. 8　Comparison of the mean expansion and standard deviation

between the dental and basal arch sizes (mm).

手術を施行し安定したロ交合を獲得しようとするものであ

る.しかし,本症例では,延長術後に歯科矯正治療を行っ

た.これは,無呼吸症候群の治療を最優先しようとした

ことと延長術後の下顎骨の位置が正確に予測できないう

え小臼歯4本の抜歯のため歯科矯正学的診断に不確定要

素が多かったことによる.

歯科矯正治療は,マルチブラケット法の使用を前提と

して行った.叢生の改善のため,上顎は歯列弓の側方拡

大を図った.上顎の叢生改善のため空隙を得る方法とし

てMcNamaraらは5),抜歯,隣接面削除および上顎歯

列弓側方拡大を挙げている.しかし,抜歯については,

既に4本の小臼歯が抜歯されていたため第一選択とはし

なかった.隣接面削除6)も, discrepancyの量が多く不

適当と判断した.上顎歯列弓側方拡大を今回選択した根
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拠は,上顎歯列弓幅径が-5.OS.D.と大きく平均値を下

回っていたにもかかわらずbasal arch widthがほぼ

平均値を示していた点にある(Fig.8).すなわち,
basal arch widthが平均値であることは本来の上顎骨

成長の反映,上顎歯列弓幅径が極端に小さいことは上顎

歯列が口蓋側に傾斜した結果と考え(小下顎症に適応す

るためのdental compensation ),上顎歯列弓は側方
歯牙が歯槽骨にほぼ一致するまで拡大しうると判断した.

側方拡大後の歯列弓が保定期間中に後戻りせず安定して

いたこともこれを支持する.上顎の叢生改善のための空

隙を得る方法としては大臼歯の遠心移動も考えられ, -ツ

ドギア8)やスペースリグーナ-9)などが工夫されている.

また　pendulum appliance　や矯正用インプラン
ト15)を用いる方法もあるが,今回は用いることなく必
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Before A flcT

78. 3　　　77.9

69.8　　　　69.7

8.5　　　　　8.2

57.7　　　　583

131.8　　　133.9

95.2　　　　97.6

80.5　　　77.0

Fig. 9　Superimposition on the SN plane at S and porigon at the

time of orthodontic start of treatment and after.

要量の空隙を得ることができた.

下顎歯列弓は,歯列弓幅径とbasal arch widthの差

も見られたが,上顎ほどの差は無く,むしろ大臼歯の遠

心移動により叢生の改善を図れるものと判断した.その

ためには,延長新生骨-の歯牙の移動が必要であるが,

下顎正中部顎骨の延長術後に歯牙の移動が可能であった

との報告もあり16,17)本症例においても可能であった.

開嘆については,やむを得ず抜歯した下顎左側中切歯

を除き,最終的に顎間ゴムを用いながら被蓋を得るよう

にした.しかし,本症例では二回の顎関節授動術により

両側下顎枝部の形態が損なわれ,下顎枝の高さも失われ

ていた.下顎骨形態としては, gonial angleが約+2.0

S.D.と関大し,そのため, mandibular planeも約+

4.OS.D.と大きい値を示し(Fig.9),開嘆の改善には

困難が予想された.さらに,叢生の改善のために行った,

上顎歯列弓の側方拡大と下顎大臼歯の遠心移動は,開嘆

の治療にとっては,むしろ逆効果となる可能性も高い.

今回,開嘆の改善を見る事が出来たことには,上下顎大

臼歯の圧下に加え,患者本人の顎間ゴムの使用-の協力

も大きく関わっている.

動的治療期間が5年という長きにわたったのは,患者

本人が,一時期県内に不在であったことや,出産を経験

し通院に不都合が生じたためであった.今後の展開とし

ては,欠損している下顎左側大臼歯部に補綴を考慮し,

適切な嘆合を獲得していく必要があると考えている.

尚,本論文の要旨は,第15回日本顎変形症学会総会

(於:徳島県徳島市)にて発表した。
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