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AB STRACT
Clinical evaluation of 33 patients who underwent orthognathic surgery was performed
at Oral & Maxillofacial Surgery, University of the Ryukyus between 1990 and 1998.
The results were as follows:
1. The ratio of males to females was 1:2.7. The age of the cases at operation ranged from
16 to 42 years, with a mean of 22.3 years.
2. All of clinical diagnosis was mandibular prognathism and 14 0f them were associated
with open bite and/or mandibular asymmetry.
3. The predominant chief complaint was esthetic disturbance.
4. Twenty eight cases (84.8%) underwent sagittal splitting ramus osteotomy (SSRO), and
the other cases with severe maxillofacial deformity underwent simultaneously Le Fort I
osteotomy of the maxilla with SSRO.
5. 0rthognathic surgeries performed at our clinic have been approached perorally, so the in‑
cision of facial skin was not needed.
6. The number of operations have increased in recent years.
7. The average blood loss was 510 ml with SSRO and 750 ml with Le Fort I osteotomy with
SSRO. The average operation time was 223 minutes in the former and 356 minutes in
the latter.
8. Autologous blood transfusion was applied to 18 cases, and homologous blood transfusion
was needed in only 2 cases.
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言

近年,矯正歯科専門医の増加と歯科矯正治療の普及により,
矯正歯科を受診する患者が増加し,これに伴って矯正歯科の
みでは対応の困難な錐治症例も増加してきた.矯正歯科の難
治症例はとりもなおさず顎骨の形態異常に起因した歯列不正
や不正校合であり,当然,顎矯正手術の適応となり,近年では

増加傾向を示していることが指摘されている1 4)琉球大学医
学部附属病院歯科口腔外科(以下、当科と略す)でも同様の
傾向が認められ,顎矯正手術は今や社会的要請と考えられる.
顎骨の形態異常に起因する骨格性下顎前突症,下顎後退症,
開校症や下顎非対称などの顎変形症患者は不正校合による岨
咽障害や発音障害の他,顔貌の変形に伴う審美障害を呈する
ことが多く,本邦における発生頻度は欧米諸国に較べて高い
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Fig. 1 Number of orthognathic surgery performed at Department of Oral and Maxillofacial
Surgery, University of the Ryukyus Hospital from 1990 to 1998.

Age
Fig. 2

Sex and age distribution of patients who underwent orthognathic surgery.

ことが指摘されている5).顎変形症に対する顎矯正手術の治療
目標は不正岐合の改善であり,顎矯正手術はとりもなおきず
校合改善手術である.
近年,手術機器の考案,開発,改良あるいは手術手技の進歩
により,本疾患が口腔外科疾患に占める割合は増加傾向にあ
る.しかし,顎矯正手術の術式や骨片固定法,あるいは術前・
術後の患者管理は診療施設や術者によって異なり,さらに同
一施設でも経時的変遷がある.今臥著者らは,当科で施行し
た顎矯正手術患者を対象に臨床的検肘を行うとともに,歯科
口腔外科疾患としての本疾患の病態について検討し,その治療
概念について考察を行ったので報告する.

対象と方法
対象症例は1990年12月から1998年11月までの8年間に当科
を受診し,顎変形症の診断下に顎矯正手術を施行した33例で
ある.臨床的検討は各々の症例の外来・入院カルテ,頭部X線
規格写真,顎憩石膏模型一手術所見記録ならびに琳酔記録を基
に,性差,年齢,主訴ならびに手術時間と出血量の関連など
の項目について検討を行い,また,手術術式を中心とした症
例報告を行った.
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Table 1 Number of patients and their chief complaint

Complaint

No.

of

patients

(%)

Esthetic disturbance
Malocclusion
Temporomandibular disorders
Total

33

Table 2

C linical giagnosis

100.0

Clinical diagnosis and operative methods

N o. of patients

M andibular prognathism

18

+ M and ibular asym m etry

O perative m eth ods
Sagittal splitting osteotom y

N o . of p atients
28

+ L e F ort I osteotom y

+ O pen bite
+ M andibular asym m etry
+ O pen bite

3.主訴別症例数
対象症例の初診時の主訴は,審美障害17例(51.5%),瞭合
不全14例(42.4%)であり,顎関節の痔痛を伴う顎運動障害
を訴えたものが2例(6.1%)であった(Table 1).
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1.年別手術件数
年別に手術件数の推移をみると,当科で第1例日の手術が
行われた1990年12月から1995年12月までの5年間における症
例数は10例であったが, 1996年以降の3年間においては23例
と増加傾向が認められている(Fig. 1).
2.性・年齢別症例数
性別症例数は男性9例(27.3%),女性24例(72.7%)と女
性が圧倒的に多く.男女比は1 :2.7であった.手術時年齢は,
16歳から42歳におよび,男性症例の平均年齢は23.3歳,女性症
例では21.9歳と男女ほほ同年齢であり,全症例の平均年齢は
22.3歳であった(Fig. 2).

4.臨床診断名別症例数
臨床診断は初診時の顔貌所見,口腔内所見,正面および側面
頭部Ⅹ線規格写真(セフアログラム)を基に行った.その結
果, 33例全例が骨格性下顎前突症と診断された. 33例のうち,
18例は下顎前突単独症例であり,下顎前突症に下顎非対称を
伴った症例が8例,開校症を伴った症例が6例,他の1例は下
顎前突症に開校症と下顎非対称を伴った症例であった Table
2 ).なお,今回の検討では上下両顎の非対称を呈する顔面非
対称症例は認められなかった.また,上下顎前歯切端間の垂直
的距離を示すoverbiteは‑9.8mmから2.3mm,平均‑1.7mmで
あり,水平的距離を示すoverjetは‑13.6mmから0.9mm,平均
‑5.5mmであった.
5.術式別手術件数
手術は顔面皮膚に切開を加えないロ内法で行った.術式別
では下顎枝失状分割術による下顎後方移動を行ったものが28
例,下顎枝矢状分割術と同時に上顎骨のLe Fort I型骨切り術
を行い上顎歯列を前方に移動する上下顎移動術を行ったもの
が5例であった(Table 2 .
手術時間は前者では1時間55分から7時間,平均3時間43分,
後者では4時間25分から9時間,平均5時間56分であった.
また,術中出血量は前者では30mlから2,720ml,平均510mlで
あり,後者では150mlから1,600ml,平均750mlであった(Fig.
3).

6.骨片固走法と顎開園走期間
骨片固定にはいずれの術式においても市販のチタン製ミニ
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Fig. 5 Intraora】 appearance of case 1 at the initial ex‑
animation.
(a) Frontal view; mandibular incisor line was notably
shifted to left side. (b)Lateral view; mandibular protru‑
sion was remarkable. (c)Upper dental arch showed a
crowding but not in the lower dental arch(d).

プレートを用いた.顎間固定は手術時に行ったものが14例,
このうち,帰室後悪心,曝吐のため一時的に顎間固定の解除
を行ったもの1例,手術翌日に顎間固定を施行したものが11
例,顎間固定を行わなかったものが8例であった.顎閉園走期
間は0日から19日間で平均10日間であった.
7.合併症と術後成績
顎矯正手術における術中合併症として,偶発骨折や血管・
神経損傷などが挙げられる.鈴木ら6)は,その発生頻度は10.2
%であったと報告しているが,今回の対象33例についてみると,
術中合併症として偶発骨折が1例認められた.また,下顎枝
矢状分割術においては,術後に下歯槽神経の知覚麻痔が比較
的高頻度に発生することが知られている7・8).今回の検討でも
33例中12例にオトガイ部の知覚鈍麻が認められた.また,下
顎枝矢状分割術を行った症例中,出血量が2,700mlと際だって
多量であった症例が1例あり,術中の血管損傷が強く疑われ
た.

Fig. 7 Model surgery was carried out at just before op‑
eration (case 1). Frontal and lateral views of the cast
model before (a,b) and after (c,d) operation.

当科では可及的長期間の定期的な経過観察を行っているが,
現在まで著しい校合の変化を伴う後戻りを生じた症例は認め
られておらず,ほほ良好な結果が得られているものと考えら
aa
症

例

症例1 : 22歳,女性.左側顎関節周囲の顎運動時痛を主訴に
1994年3月1日当科を受診した.家族歴,既往歴に特記事項
なく,現病歴では,約1年前より自制内の左側顎関節痛を自覚
していたが放置,家族に勧められて当科受診となった.初診時,
顔貌は下顔面の前方への過成長ならびに下顎の左側偏位によ
る非対称が認められた(Fig. 4).開口障害はなく,開口域
は50mmであった.顎運動時の顎関節部の痔鳳clickingとも
認められなかったが,左側側頭筋および左側胸鎖乳突筋停止
部に持続的痔痛を認めた.口腔内所見では,上下歯列弓の第
一大臼歯の瞭合関係は両側ともAngle III級を呈し, overbite
は‑2mm, overjetは‑7.5mmであった.また,上顎歯列弓に
は叢生を認めた(Fig. 5).側貌および正貌セフアログラム
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Fig. 8 Illustration of surgical procedure for sagittal
splitting Osteotomy of the mandible performed at our
department.

Fig. 10 Intraoral views of case 1 after sagittal splitting
osteotomy of the mandible. Occlusion(a.b) and dental
arch(c,d) were corrected by the combined treatment
with orthodontics and orthognathic surgery.

Fig. 9 Frontal(a) and lateral(b) appearance of case 1
after sagittal splitting osteotomy of the mandible. Note
mandibular asymmetry and protrusion were improved.

Fig. ll Frontal(a) and lateral(b) facial photographs of

分析では下顎骨の著しい前方への過成長と10mmの左方偏位
が認められた(Fig. 6).以上の所見より,左側顎関節症およ
び下顎非対称を伴った骨格性下顎前突症と診断した,
初診より顎関節症の治療(薬物療法,スプリント療法)を
開始し, 4月26日には顎関節症状は消失した. 1995年5月,マ
ルチブラケット法による術前歯列矯正を開始し, 1996年8月
上下歯列弓の歯の配列を完了した.手術に先立ち,ペーパーサー
ジヤ'J‑,モデルオペレーションを行ったところ,下顎骨の左
側を13mm,右側を4 mm後方へ移動させれば瞭合の改善が得
られることが判明したため,本例は下顎枝矢状分割術の適応
症例と診断された(Fig. 7).手術は1996年10月2日, GOF
全身麻酔下で行われた.下顎枝前縁を露出した後,下顎孔直上
の内側皮質骨を水平に切除し,その切除線を下顎枝前縁内側
から下顎第一大臼歯遠心側の外側皮質骨まで延長,切除部に
骨ノミを挿入し,これをマレットで槌打して両側下顎枝,骨体
部を矢状断で分割した(Fig. 8).分割,遊離された下顎歯列
弓,両側下顎神経血管束を含む骨片を術前に想定した岐合位
まで後退させ,予め作製しておいた校合床を用いて理想的岐

合を得た後,顎間固定を行った.次いで,両近位骨片の遠位断
端の余剰部分を削除し,遠位骨片切除断端に適合させた状態
でチタン製ミニプレートを用いて近位骨片と遠位骨片の固定
を行った.術中に予想を超えたトラブルはなく,持続吸引ド
レーンを留置,粘膜縫合を行って手術を終了した.手術時間は
3時間40分,出血量は590mlであった.術後経過は良好で,術
後1〔旧目に顎間固定を解除し,同日退院となった.以後,外
来で通院治療を行ったが,校合は安定し,移動した下顎骨の
後戻りもほとんど認められず,良好に経過している(Figs.

22‑year‑woman(case 2) with anteroposterior maxillary
deficiency and mandibular protrusion at first examina‑
tion.

9

and 10).

症例2 :22歳,女性.オトガイの突出と発音・岨嘱障害を主訴
に1994年10月25日当科を紹介受診した.家族歴では母親に下
顎前突を認めた.既往歴には特記事項なく,現病歴では,中学
生時から反対校合とオトガイ部の突出感を自覚していた.
1994年9月矯正歯科専門医を受診,顎態模型ならびにセフア
ログラム分析により骨格性下顎前突症で,矯正歯科の難治症
例と診断されたため,同医より当科を紹介された.初診時壌貌
は下顔面の前下方への過成長と中顔面の劣成長を認め,いわ
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Fig. 12 Photographs of frontal(a), lateral(b) 0cclusal
views, and upper(c), lower(d) dental arch of case 2 at
first examination. Note crowded upper incisors and
lower dental arch.

Fig. 14 Photograph of intraoral view during surgery.
Maxillary excess was carried out intraorally by Le Fort
I osteotomy with mimplate osteosynthesis.

Fig. 15 Frontal(a) and lateral(b) facial photographs of
case 2 after two jaw surgery(Le Fort I osteotomy in the
maxilla plus sagittal splitting osteotomy of the mandi‑
ble were carried out simultaneously). Note the frontal
and lateral profile were extremely improved compared
to before the operation(see Figure ll).

Fig. 13 Photograph of lateral cephalogram of case 2 at
first examination. Skeltal anteroposterior maxillary de‑
ficiency and mandibular prognathism were shown in re‑
markable.

ゆるdish faceを呈していた(Fig. ll).口腔内所見では,上
下顎第一大臼歯の校合関係は両側ともAngle III級で, overbite
は‑0.9mm, overietは‑13.6mm,上顎正中に対し下顎正中は左
側へ5mm偏位していた(Fig. 12).側貌セ77ログラム分析
により,上顎の劣成長と下顎の過成長が認められた(Fig.
13).以上の所見より,上顎後退症を伴う骨格性下顎前突症と
診断し,外科的矯正治療の適応と考えられた.両側上顎第一小

臼歯の便宜抜歯を行った後1994年12月より顎矯正手術を前
提とした術前矯正治療を開始した. 1996年1月に歯列の再配
列を完了,この時点で,術式の検討のため,まず下顎骨の骨切
りのみのペーパーサージェリー,モデルオペレーションを行っ
たところ,下顎の後退量は左側11mm,右側17.5mmと計測さ
れ,望ましい唆合を得るためには,下顎枝矢状分割術単独での
移動適応範囲である10‑15mm9)を超えることが予測されるこ
とから,上下顎移動術の適応と診断された.再度,ペーパーサー
ジェリー,モデルオペレーションを行ったところ,上顎を前方
へ5mm移動すると想定すると,下顎の後退量は左側7mm,
右側12mmと計測された.手術は1996年4月10日GOI全身麻
酔下で行われた.上顎両側第二小目歯間の歯肉頬移行部に粘
膜切開を加え,粘膜骨膜弁を上方に挙上,梨状ロを明示した後,
両側梨状口側線から上顎翼突縫合部へ向かって上顎洞前側壁
を切除,次いで鼻中隔軟骨の高さで鼻中隔マイセルを用いて
切離,さらにチューバ‑マイセルで上顎巽突縫合を切離して
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Photographsof frontal(a) and lateral(b) occlusal

views and upper(c) and lower(d) dental arch after two
jaw surgery. Both of upper and lower dental arch were
corrected by preoperative orthodontic treatment(c,d)
and malocclusion was corrected by surgery(a,b).

両上顎のdown fractureを起こして骨切りを終えた(Fig.
14).次に,予め用意しておいた上顎骨片位置決め用のオクルー
ザルスプリントを下顎歯列に装着し,岐合位を決めた後,上顎
をチタン製ミニプレートを用いて固定した.下顎の後退は症
例1と同様に下顎枝矢状分割術によって行い,術前に想定した
校合位を得た.本例は上下顎移動術のため下顎に対する単独
手術よりも当然大きな手術侵架を伴ったが,術後経過は良好
で同年4月29日軽快退院となった.以後,著明な後戻りは認め
られず,顎位,校合状態ともに安定している(Figs. 15‑17).
考

before surgery

after surgery
Fig. 17

Super‑imposition of the pre‑ and post‑operative

cephalogram tracings in case 2 showing the notably set
backed mandible.

察

顎変形症の大多数は先天性疾患であるが,奇形性疾患と異なり
成長発育期に病態が明らかになってくるものと認識されている.
一般に,オトガイ部が前方に突出して中顔面が陥凹し,上下
顎歯列が反対岐合を呈する下顎前突症,下顎骨正中が左右い
ずれかの方向へ偏位し,著しい左右非対称を呈する下顎非対称,
大臼歯ないし小臼歯の一部のみが岐合して上下両側小目歯か
ら前歯の離間を呈する開校症などに分類されるが5),実際の
症例ではこれらの病態が単独あるいは重複して認められるこ
とが多い.飯塚10)秋山ら1‑)は臨床統計的観察から下顎前突
症あるいは下顎前突症が関与した診断名が顎変形症全体のそ
れぞれ93.3%, 88.8%と圧倒的に多いと報告し, Enlow15 も下
顎前突は東洋人の人種的骨格系の特徴であることを示唆して
いる.今回の検討でも,対象症例の診断名は全例が下顎前突症
であり,下顎非対称や開校症単独症例は認められなかった.
本邦における顎矯正手術施行症例の性別は圧倒的に女性に
多いことが知られている川II)この背景として,顎矯正手術
が岐合機能の改善を目的に行われているにもかかわらず,女
性症例では審美的改善を求めた形成手術的要望が強いことが
指摘されている10)さらに,山田ら')は男性の容姿に対する意
識の変化に伴い今後男女比は縮まるものと予測している.本
検討でも,顔貌の審美障害を主訴に当科を受診した症例は全体
の半数を超え(51.5%),校合不全に伴う審美障害は顎変形症
の臨床病態として重要な所見であると考えられた.著者らの
臨床経験においても岐合改善手術に伴って,顔貌の著しい改

善が認められることは事実であり,術後患者にあっては,校
合・岨嘱機能の改善とともにE]常生活において側貌写真を樟
影されることに抵抗感がなくなったことを手術を行って良かっ
た点として挙げるものも少なくない.しかし,顔貌の美的感
覚や意識には一定の基準が無く,まして人種や個人によって
満足度が異なることを考慮すれば,術前のインフォームドコ
ンセントに際し,術後顔貌の変化は必発であることを説明す
ることが肝要である.
一般に,顎矯正手術の手術時期は身長増加量曲線や骨成熟
度指数,いわゆる骨年齢を参考に顎骨の成長発育が完了した
時期,すなわち女性では15歳前後,男性では18歳前後とされ
ている.本検討の対象症例では手術時平均年齢が22.3歳とやや
高い結果であった.この要因として,本県では顎矯正治療の歴
史が浅く,一般社会はもとより医療界においても未だ十分に
顎変形症の疾患概念が浸透していないことが第一に挙げられ
る.さらに,矯正歯科専門医がきわめて少ないことも大きな要
因である.したがって,岐合の安定に必要不可欠な顎矯正手術
前後の矯正治療が1995年に保険導入されたが,当科以外にこ
れを有効に利用出来ていないことは今後に残された課題であ
る.
顎矯正手術には臨床診断に基づいて種々の術式が適応され
ている.すなわち,臼歯部峡合が正常で前歯部のみが反対校
合の症例には下顎前歯歯槽部骨切り術.上顎後退症や下顎前
突症には下顎枝矢状分割術,下顎枝垂直骨切り術や下顎骨体
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部骨切り術が単独あるいは上顎LeFortI型骨切り術との複合
手術として適応されており,なかでも本邦では下顎前突症症
例が多いことから,大多数の症例は下顎枝矢状分割術単独な
いしLeFortI型骨切り術との複合手術で対応が可能である.
一般に,手術に要する時間は前者で3‑4時間,後者で516時
間であり,当科でも前者で平均3時間43分,後者で平均5時
間56分であった.しかし,当科で顎矯正手術を導入した当初
はスタッフが手術手技に不慣れであったことなどの背景から,
手術が長時間に及んだり,また出血量が大量になった症例も
認められた.先に述べたように,いづれの顎矯正手術におい
ても比較的広範囲の骨髄露出に伴うoozingは避けられない点
を考慮して,現在は低血圧麻酔を採用し,さらに手術手技が
安定してきたことと相侯って,下顎枝矢状分割術の手術時間
は3時間以内,出血量は400ml以内で手術を終了出来るよう
になった.
下顎枝矢状分割法は1955年Obwegeser':により考案された
術式で,下顎枝から下顎骨体部に及ぶ矢状分割法を含め,現在
まで多くの変法が考案され広く応用されている11.20)矢状分割
法による下顎骨の骨切り後,近位骨片と遠位骨片の固定は従
来ステンレスワイヤーによる圃梼結繋法や骨貫通ネジを適用し
て近遠位骨片をrigidに固定する方法が用いられてきfz"
前者は6週間前後の顎間固定が必要とされる.しかし,6週間
と長期にわたる顎間固定は術後患者に苦痛を与えるのみなら
ず,岨噸筋の萎縮による開E‖尊書を惹起し,後戻りrelapse)
を来した症例も稀でない.一方,後者の骨貫通ネジを別人する
方法では顔面皮膚に皮切を加える必要があることから,山本
らl一)はDalPont‑Obwegeser法J5)よりもさらに外側骨切り線
を前方に設定し,ミニプレートを用いて近遠位骨片を固定す
る術式を考案し報告した.著者らも本術式の開発当初から関
わり,多数例に適用してきた.本法の利点は(1)すべての
手術操作がロ内法で行えること(2)遠位骨片移動後の骨接
触面積が広いため術後顎間固定期間が1週間と短期間で済む
こと,(3)遠位骨片移動後の後戻りがきわめて少なく,安定
した校合が得られること,(4)semirigidな固定のため関節
突起への負荷が少なく,顎関節症を併発した症例にも適用が
可能なこと,(5)閉校症や下顎非対称症例にも十分に適用が
可能なことなどが挙げられる.
顎変形症の病態として,口腔機能の特徴や術後機能改善の
評価法,治療目標の設5e時期など,いまだ十分に解明されてい
ない課題も多く,今後,さらに長期的展望にたった検討が必要
と考えられる.

HIf

緋」l

1990年12月から1998年11月までの8年間に当科で顎矯正辛
術を施行した33例を対象に臨床的検討を行い以下の結果を得
た.
i)性別では女性が多く,男女比は1:2.7であった.
2)手術時年齢は16歳から42歳で平均年齢は22.3歳であった.
3)臨床診断別分類では,全例が下顎前突症であり,下顎前突
症+下顎非対称症が8例,下顎前突症+開校症が6例であっ
た.
4)手術術式別では,下顎枝矢状分割術が28例,上下顎移動
術が5例に行われ,後者は負の被蓋が大きい症例に適用され
ana
5)術式別平均出血量は下顎枝矢状分割術では510ml,上下顎

移動術では750mlであり,術中・術後輸血は同種血輸血が2例,
自己血輸血が18例に施行された.
6 )顎変形症患者に対する顎矯正手術は既に碓立された定型
手術ではあるものの,当科で行っている術式はすべての手術
操作をロ内法で行うことが可能なため,今後益々増加すると
予想される患者のニーズに十分対応出来るものと考えられた.
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