
顎矯正手術
エッセンシャル
ビジュアルでわかる
顎変形症の手術のポイントと
トラブルの対処

　顎矯正手術でよく用いるエッセンシャルな手術の最新の術
式を，各領域で多くの症例数をもつトップランナーの筆者ら
が，多数の美麗な症例写真・イラストで解説した．今まさに
顎矯正手術に臨もうとする読者，独り立ちしようとしている
中堅口腔外科医には，臨床に直結して手術技量の向上につな
がる1冊．また，これから顎矯正手術を学ぼうとする若い口
腔外科医には，手元に置いて学ぶ拠りどころとなる入門書と
なるだろう．

編
横江義彦
堀之内康文
著
相川友直
竹信俊彦
茶谷仁史
中嶋正博
古谷昌裕
森下　格
山内健介
山口芳功

顎 変 形 症 の 手 術 に 取 り 組 む 人 へ
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下顎前歯部歯槽骨切り術とは

下顎前歯部歯槽骨切り術（mandibular anterior alveolar 
osteotomy）とは，臼歯部の咬合に問題のない下顎前歯
部の前突や開咬を改善することを目的とする手術であ
る．両側小臼歯（通常は第一小臼歯，まれに第二小臼歯）
を抜歯して歯槽骨を縦骨切りし，両側下顎犬歯間で水平
に骨切りして，両側小臼歯部の縦骨切り線と連続させて
下顎前歯部の歯槽骨片を切離し（図 1），一塊として後
方あるいは垂直方向に移動させる方法である（図 2）．
切離された歯槽骨片には，舌側歯肉や口底軟組織，オ
トガイ舌筋，オトガイ舌骨筋の一部が付着しており，こ
の部分からの血液供給を受ける．
1849 年にHulihen が下顎前突症の外科的矯正を目的
として本手術を最初に行い，その後，Hofer，Köle，
Mohnac など多くの先達により術式に改良が加えられ，

今日の術式として確立され，広く行われるようになった．

適応

本術式は，臼歯部の咬合は正常で前歯歯槽部に限局し
た異常のある患者で，矯正単独での治療が困難な場合に
適応される．また，下顎前歯部歯槽骨の頬舌的な厚さが
薄い症例では，歯槽骨内で下顎切歯を唇舌方向に傾斜移
動できる距離は小さく，無理をすると歯槽骨や歯根の吸
収，歯肉の退縮が生じることがあるため，そのような症
例でも本法が用いられる．
具体的には，下顎前歯の唇側傾斜をともなった歯槽性

の下顎前突症や前歯部開咬症に対して，歯の移動や歯軸，
下顎の Spee の彎曲，下顎歯列正中の偏位などの改善が
可能である．ただし，前歯の後退量が小臼歯抜歯後によ
り生じる空隙の範囲内であることが必要である．

図 2　下顎前歯部歯槽骨切り術．

5mm以上

下顎前歯部歯槽骨切り術とは

図 1　骨切り線．
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図 9　骨切り線の記入．

図 7　粘膜表面に対して直角に切開した後，メスの向きを骨
面に対して直角になるように変える．

粘膜切開

図 8　粘膜の切開線とオトガイ神経の位置関係（オトガイ形
成術症例の写真）．

オトガイ
神経

図 11　抜歯部舌側の骨膜下剥離．

図 10　抜歯部の舌側歯肉を骨膜下で下顎下縁近くまで剥離
する．

舌側歯肉剥離
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⑤舌側歯肉剥離
抜歯した小臼歯部の舌側歯肉縁から下方に向かって，

軟組織を骨膜下で下顎下縁近くまで（少なくとも後で加
える水平骨切り線よりも下方まで），最小限度の近遠心的
幅で剥離する（図 10，11）．歯槽骨部の縦骨切りを行う
際に，フィッシャーバーやレシプロケーティングソーで
舌側歯肉，口底部軟組織を損傷しないように，骨膜下に
剥離子を挿入して保護するためである．このとき，骨片
への血流を温存するために近心側の剥離範囲はできるだ
け狭くする．

⑥ 4 4部歯槽部縦骨切り
軟組織を保護し，フィッシャーバーやレシプロケー

ティングソーを用いてまず唇側の縦の骨切りを行う（図
12）．骨切り部の両側隣在歯の歯根の損傷を避けるため
に，抜歯窩の近遠心的中央部でまず骨切りするのがよい．
この縦骨切り線は犬歯歯根から 5mm以上下方にまで
延ばす．歯槽骨の舌側は，舌側の骨膜下に剥離子を挿入
して舌側歯肉，軟組織を保護しながら，レシプロケーティ
ングソーで骨切りする．この縦骨切りを両側に行う．

5mm5mm

根尖

手指

神経血管束神経血管束

図 13　小臼歯で，後退量分の歯槽骨を舌側まで削除した後，
両側犬歯間を水平骨切りする．

図 14　水平骨切り時には，舌側皮質骨が切れて，わずかに
バーやソーの先端が触れることを指で確認しながら，骨切り
する．

水平骨切り

4 4歯槽部縦骨切り

図 12　抜歯部歯槽骨の縦骨切り．
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剥離
　骨膜，頬神経の損傷を招かないように配慮する．安全
で確実な手技のために，剥離は大変重要なステップとな
る．まず下顎角に向かって丸山剥離子などで鈍的な剥離
を行い（図 3a），同部にプロゲニーリンネ（ハーケン）

を挿入する（図 3b）．外斜線部から骨膜剥離子を挿入し
て下顎角部より前方の外側の剥離を行うが，下顎角部よ
り上方は可及的に剥離しない（図 3c）．下顎枝前縁剥離

子で側頭筋の筋膜上を剥離して（図 3d, e），ラームスハー
ケンで展開する（図 3f）．露出した側頭筋はメスで鋭的
に切開して内外側に分離する（図 3g）．下顎切痕は粘膜
剥離子でまず外側から確認し，そのまま内側骨切り線に
相当する下顎枝外側を後縁まで剥離しておく．下顎枝内
側も同様に後縁まで確実に粘膜剥離子などの鈍的な器具
で剥離する（図 3h） point 4 ．

図 3a　丸山剥離子による下顎角部の鈍的な剥離． 図 3b　プロゲニーリンネを下顎角部に挿入．

図 3c　下顎枝前縁の粘膜下組織，頬筋を切離． 図 3d　側頭筋筋膜が露出したら，下顎枝前縁剥離子にて筋
膜上を剥離．

剥離

point 4 剥離

①まず上下的にスペースを確認し，プロゲニーリン
ネを挿入するのが通法である．

②ここでは曲がりが少なく，挿入が容易な眼窩用鉤
（他にプロゲニーハーケン，スパーテルなどの呼
称がある）を用いている（図 3i, j）．

a

c

b

d
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図 4　術後予想模型で，骨片の位置決め用レジン床を製作す
る．

上顎前歯部歯槽骨切り術の骨切り線

ステップを生じやすい．
⑧位置決め用レジン床の製作（図 4）

　前歯の位置，歯軸，咬合の決定のためにモデルサージェ
リーを行った模型上であらかじめ位置決め用レジン床を
製作しておく．

上顎前歯部歯槽骨切り術の種類

　両側の小臼歯（通常，第一小臼歯，歯の状態によっては

第二小臼歯）を抜歯し，抜歯窩に加えた垂直骨切り線上
端と梨状口外側縁を結ぶ唇側の骨切りを行う．つぎに，
抜歯空隙部の歯槽骨と口蓋部で後退量に相当する骨を削
除する．ついで，鼻中隔を前方から切離して前歯部歯槽
骨片を可動化し，後方移動または回転させて望ましい位
置で骨片固定する手術である（図 5）．
　骨切り線は同一であるが，骨片に対する血流を確保す
るための粘膜切開線の違いにより，Wassmund 法，
Wassmund – Wunderer 法，Cupar – Bell 法の 3 つが
あ る．Wassmund 法，Wassmund – Wunderer 法 は，
骨切り後に歯槽骨片を前上方に展開し，下方から骨片の
調整を行う（up fracture 法）．
　Cupar – Bell 法は，歯槽骨片を下方に展開し，上方か
ら骨片調整を行う（down fracture 法）．
　骨切り，骨片調整のしやすさから，一般的には
Wassmund – Wunderer 法がよく用いられる．

c

図 5a～ c　上顎前歯部歯槽骨切り術の骨切り線． a

b
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図 6　Wassmund 法の切開線．＊参考文献 2 を改変引用

Wassmund 法

①Wassmund 法（図 6, 7）

　歯槽骨片への血流を確保するために，粘膜切開は両側
上顎小臼歯部頬側歯肉と口蓋正中部に加え，抜歯窩から
梨状口までの唇側の部分と口蓋の粘膜は，トンネル状に

図 7a　抜歯部の歯槽部骨切り． 
a

図 7c　鼻中隔の切離．
c

図 7b　口蓋部の骨切り．口蓋粘膜はトンネル状に剥離． 
b

剥離，挙上して骨切りを行う．唇側，口蓋側両方からの
血液供給が温存され，血流量としては安定しているが，
口蓋，鼻腔側壁部では視野・術野が狭くなり，骨削除，
骨片調整がやや難しい欠点がある．
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骨膜の剥離
　骨膜剥離は，まず大臼歯相当部から切開創に沿って始
め，その後，上方の下顎枝前縁に停止する側頭筋の剥離
に移る（図 6）．下顎枝前縁より，骨膜剥離子にて下顎
枝内外斜線に沿って停止する側頭筋腱を幅広く剥離し

（図 7），さらに下顎枝前縁剥離子（ramus stripper，ラー

ムスストリッパー）にて側頭筋腱を持ち上げつつ，骨膜
剥離子で，強固に付着する側頭筋膜を内外側に剥がすよ
うにして筋突起基部まで剥離する（図 8）．下顎切痕の
高さを目安に，十分な骨膜，筋腱の持ち上がりが得られ

たら，つぎに筋突起基部を筋突起把持鉗子で把持する（図
9）．下顎切痕の高さ，もしくは，より上方で把持できれ
ば，下顎切痕部の骨膜剥離がより容易となる．下顎枝を
少し上方に持ち上げつつ，下顎枝外側の骨形態を考慮し
ながら，外側骨膜の剥離を行う（図 10）．下顎切痕付近
は骨の陥凹が存在することに加え，咬筋深層，頬骨下顎
筋が停止するため，骨膜を破綻させやすいので，とくに
注意深く剥離する必要がある．骨の陥凹状態や筋の付着
状態は症例により異なるが，術前の CT 画像により把握
しておくことができる．

骨膜の剥離

図 6a, b　下顎枝前縁の剥離．
a b

下顎枝前縁
剥離子

図 7a, b　下顎枝前縁・筋突起（側頭筋膜）の剥離． 図 8　下顎枝前縁・筋突起（側頭筋膜）の
剥離（下顎枝前縁剥離子にて挙上しつつ）．

切開部

骨膜剥離子

a b
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図 9a, b　筋突起把持鉗子の装着．下顎枝前縁剥離終了．

筋突起把持鉗子

a

b

弯曲の強い
骨膜剥離子

a

図 10a, b　下顎枝外側の剥離．
b

図 11a, b　下顎切痕から後縁へ．
a b

　つぎに，下顎枝後縁，下顎下縁，下顎角部に停止する
咬筋，内側翼突筋の一部の剥離に移る（図 11, 12）．こ
の部の筋膜の破掟は，術中，術後出血など合併症の引き

金となる可能性があるため，より慎重に剥離操作を行う．
とくに，咬筋や内側翼突筋，下顎角の発達した症例での
筋停止部，骨粗面で，骨膜や筋膜を破綻させやすい．決
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術中

切開
　視野の確保と安全に手技を完遂できること，神経障害
などの合併症を招かないような配慮が必要である．粘膜

切開は外斜線のやや外側寄りに設定する（図 2）．チタ
ンプレート固定の場合は，外斜線部の切開は外側骨切り
相当部よりやや近心に延長しておく必要がある．頬筋の
切開時は助手が骨膜剥離子などでカウンタートラクショ
ンをかける point 3 ．

point 2 付随する手術

①開咬症例で大きな反時計回りの回転を要する場合
は，舌骨上筋群が抵抗する．

②下顎前方移動を行う際に舌骨上筋群の選択的な剥
離を行う場合，前歯部口腔前庭に新たに切開を加
えることになるので，術前の患者説明において考
慮すべき問題である．

③大きな下顎後退を要する場合には，上顎の前方移
動を併用することを検討すべき（CHAPTER 2　
Le Fort Ⅰ型骨切り術を参照）．

④下顎枝部では後退を要するが，オトガイ部では前
後的な位置を維持すべき場合はオトガイ形成術を
併用する．

point 3 切開

①粘膜縁からの出血が多くなることがあるので，電
気メスで切ってもよいが，頬脂肪体の逸出を招き
やすいので注意する．望ましい切開線よりも頬側
に設定した際に，頬脂肪体が露出しやすい．のち
の骨切りや骨片固定の際の支障になりやすいの

で，もし逸出したらすかさず吸収性糸で被膜を縫
合しておく．

②粘膜切開に続いて骨膜を切開するが，外斜線部が
もっとも組織の厚みが薄くアプローチしやすい．

図 2　上方は耳下腺乳頭よりも下方で十
分に離れた高さから頬粘膜の切開を開始
し，前方（下方）は大臼歯の歯頚部から
ある程度の距離を置いた頬粘膜に至る弧
状の切開を行う．

切開
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下顎前歯部歯槽骨切り術の術式

図 4a　手術に用いる骨切削用バー，ソー．

図 4b　サジタルソー．

図 4c　オシレーティングソー．

図 4d　超音波骨切削器の先端チップ．
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フィッシャーバー
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レシプロケーティングソー（厚刃）

レシプロケーティングソー（薄刃）
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