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目的: 骨格性下顎前突症に対する外科的矯正治療後に咽頭部気道の狭小化や舌骨位置の変化惹起す
ることが知られている。これは睡眠時無呼吸などの呼吸障害の一因となりうる可能性があり術後合

併症として検討されるべき課題である。手術前後の舌骨位置の変化について調査した。

対象・方法: 北里大学病院形成外科・美容外科で外科的矯正治療を行った骨格性下顎前突症患者を
2群に分けた。下顎骨後方移動術のみを施行した群 (sagittal splitting ramus osteotomy, SSRO単独群)，

上下顎骨切り術を施行した群 (LI併用群) に対して術前 (T0)，術直後 (T1)，術後約1年 (T2) の側面
頭部X線規格写真をもとに比較した。トルコ鞍中心点 (S) および第3頸椎最下前縁点 (C3) から舌骨
最下端 (H) までの距離をそれぞれSH，C3Hとして計測した。

結果: SSRO単独群20例，LI併用群6例であった。術後早期 (T1) にはSH，C3Hは両群とも有意に延
長していた。術後約1年 (T2) ではC3Hには有意差を認めなかったが，SHは有意に延長していた。
T0〜T2における変化量では両群間に差を認めなかった。つまり舌骨がSおよびC3からともに遠ざか

る後下方へ移動していたことを示した。

考察: 下顎骨後方移動術によって舌骨は術後早期に後下方へ移動するが，術後約1年で本来の位置近
くのやや後下方に位置する。この変化は舌骨上筋群の緊張低下と気道確保のための代償機構による

影響であると推察された。
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序　　文

　骨格性下顎前突症患者に対する外科的矯正治療は一

般的な治療法として定着している。これにより良好な

咬合の獲得や顔面形態の改善が得られる。しかしその

反面，下顎骨遠位骨片が後方へ移動することによって

術後に急激な口腔容積の縮小を伴うのが一般的であ

る。また，咽頭領域の軟組織に弛緩性の変化をもたら

す。これら口腔環境や咽頭周囲組織の変化は舌房容積

や舌骨の位置に影響を与え，咽頭部気道の狭窄を惹起

する可能性が推測される1,2。気道の狭窄が著しい場合

には睡眠時無呼吸などの呼吸障害の一因となりうる可

能性があり，手術前後の気道の変化については十分に

検討されるべき課題である。

　本疾患に対する外科的矯正治療は下顎骨の後方移動

のみによる方法，もしくは下顎骨後方移動量を緩和す

るために上顎骨の前方移動を併用する方法が一般的に

行なわれている。われわれの施設では主に下顎骨後方

移動術は下顎枝矢状分割術 (以下sagittal splitting ramus

osteotomy, SSRO) を用い，上顎骨前方移動術はLeFort

I型骨切り術 (以下LI) をSSROに併用する方法を行って

おり，症例によって使い分けている。

　骨格性下顎前突症患者に対する外科的矯正治療によ

る下顎骨後方移動術は舌骨上筋群が弛緩する方向への

骨移動である。それはすなわち舌骨自体を前方へ牽引

する力が緩和された結果，舌骨が後方へ移動すること

により咽頭部気道に対して少なからず狭窄するような

影響を及ぼしていると推察される。そこでわれわれは

外科的矯正治療による舌骨位置の変化に注目し，手術

前後での舌骨の位置を測定することにより咽頭部気道

への影響を評価することを目的とした。また，舌骨位

置の変化について上顎骨の前方移動が及ぼす影響につ

いても，骨切り術式の違いを用いて比較検討した。

対象と方法

　1999年1月1日から2008年8月31日までの9年8か月間

に北里大学病院形成外科・美容外科において外科的顎

矯正治療を施行した骨格性下顎前突症患者について診

療録をもとに後向きに調査した。口唇口蓋裂や顔面の



10

成長に影響を与えるその他の先天性疾患は対象から除

外した。また，舌骨上筋群の下顎骨付着部に対する外

科的操作が必要なオトガイ形成を要したものも除外し

た。

　抽出した対象を以下の2群に分けて評価した。SSRO

のみを施行した群 (以下SSRO単独群)，SSROにLeFort I

型骨切り術を併用した群 (以下LI併用群) に分類し，そ

れぞれ術前術後の側面頭部X線規格写真をもとに比較

検討を行った。なお，下顎骨骨切り術はDal Pont-

Obwegeser法3,4で行い，ポジショニングにより近位骨片

の復位を施行している。固定にはφ2.7 mmチタンスク

リューを用いたrigid bi-cortical fixationを行なっている。

上顎骨骨切り術は通常のLe Fort I型の骨切り術を行い，

上顎骨buttress相当部の4か所にチタン製プレートを用

いた固定を行なっている。

　術前 (術前矯正終了後，T0)，術直後 (術後1週間以

内，T1)，術後 (術後最低6か月以上経過，T2) に撮影し

た側面頭部X線規格写真から舌骨の前後方向および頭

尾側方向の偏位について計測し，経時的に評価した。

側面頭部X線規格写真撮影

　撮影は座位にて背筋を伸ばした状態で行った。被検

者の頭部固定はフランクフルト平面が床面と平行にな

るような位置でイヤーロッド，鼻根部を固定して撮影

した。舌や舌骨の位置が変化しないように撮影中は嚥

下をしないように被検者へ指導した。

計測点 (Figure 1)
　トルコ鞍中心点 (S): トルコ鞍の壺状陰影像の中心点

　ナジオン (N): 鼻骨前頭縫合の最前点

　A点: 上顎歯槽基底の前方限界を示す点

　B点: 下顎歯槽基底の前方限界を示す点

　C3: 第3頸椎椎体の最下前縁点

　H: 舌骨の最下点

基準平面

　SN平面: トルコ鞍中心点 (S) とナジオン (N) を結ぶ

頭蓋基底を代表する平面

計測項目

①SNA: SN平面に対する上顎骨の位置 (度)

②SNB: SN平面に対する下顎骨の位置 (度)

③ANB: 上下顎の相対的位置関係 (度)

④SH: SからHまでの距離 (mm)

⑤C3H: 第3頸椎椎体最下前縁点からHまでの距離 (mm)

結　　果

　症例数はSSRO単独群20例 (男性9人，女性11人)，LI

併用群6例 (男性3人，女性3人) であった (Table 1)。手

術時年齢はSSRO単独群で平均23.8歳 (18〜37歳)，LI併

池本　繁弘，他

Figure 1.  Cephalometric analysis

Measurement was performed on the basis of lateral cephalometric
radiograph
S, sella; N, nasion; A, point A; B, point B; H, inferior border of
the hyoid bone; C3, the lowest point of the anterior border of the
third cervical vertebra
①SNA, ②SNB, ③ANB, ④SH, ⑤C3H

Table 1.  Background information about subjects

手術時平均年齢 平均上顎前方移動量 平均下顎後方移動量 平均術後観察期間 (T2)

SSRO単独群 23.8歳 7.5 mm 12.4か月
n = 20 (18〜37) (5.5〜10.5) (6〜24)

LI併用群 25.3歳 3.9 mm 7.3 mm 14.0か月
n = 6 (20〜44) (2〜7) (4.5〜11.0) (7〜27)
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用群では平均25.3 (20〜44歳) であり，術後平均観察期

間 (T2) もSSRO単独群が12.4か月 (6〜24か月)，LI併用

群が14.0か月 (7〜27か月) と両群間の明らかな差は認め

なかった。上顎骨前方移動量についてはSSRO単独群

では前方移動を行っていないため，LI併用群において

のみ平均3.9 mm (2〜7 mm) の前方移動を認めた。LI併

用群の上顎前方移動量は大きなものではなかった。こ

れに対して下顎後方移動量は平均でSSRO単独群7.5

mm (5.5〜10.5 mm)，LI併用群7.3 mm (4.5〜11.0 mm) と

両群間での差を認めなかった。

　術前 (T0) および術後約1週間 (T1) における各計測項

目をTable 2に示す。SNAとSNBは上下顎の頭蓋底に対

する上下顎の前後的な位置を表す。上顎骨の移動を

行っていないSSRO単独群のSNAのみに術前術後での

統計学的な有意差を認めなかった。LI併用群のSNAは

術後に開大しており上顎が頭蓋底に対して有意に前方

へ移動したことを示した。SNBにおいては両群とも有

意に縮小しており，下顎が頭蓋底に対して後方へ移動

したことを示した。また，上下顎の相対的位置関係を

示すANBは両群とも術後に数値が減少しており上下顎

の相対的位置関係が改善していることが示された。ト

ルコ鞍中心点 (S) と舌骨最下点 (H) までの距離を示す

骨格性下顎前突症における顎矯正手術前後の舌骨位置の変化についての検討

Table 2.  Comparison of the measurements obtained before (T0) and immediately after (T1)
surgery

SSRO単独群 LI併用群

T0 T1 P T0 T1 P

SNA 76.3 ± 3.9 76.5 ± 3.0 NS 72.0 ± 1.7 76.2 ± 2.8 **
SNB 83.8 ± 3.5 79.8 ± 3.0 *** 81.3 ± 6.0 77.4 ± 3.7 *
ANB -7.3± 1.9 -3.5 ± 2.0 *** -9.3 ± 5.4 -1.3 ± 1.0 **

SH 122.7 ± 9.8 129.9 ± 10.0 *** 122.1 ± 10.3 135.3 ± 10.5 ***
C3H 40.1 ± 5.1 41.3 ± 6.2 * 40.1 ± 4.9 44.2 ± 4.9 ***

Mean ± SD; paired t-test; NS, not significant; *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001

Table 3.  Comparison of the measurements obtained before (T0) and approximately 1 year after
(T2) surgery

SSRO単独群 LI併用群

T0 T2 P T0 T2 P

SNA 76.3 ± 3.9 76.5 ± 3.8 NS 72.0 ± 1.7 76.2 ± 2.9 **
SNB 83.8 ± 3.5 80.5 ± 3.4 *** 81.3 ± 6.0 77.8 ± 4.8 **
ANB -7.3 ± 1.9 -4.0 ± 2.1 *** -9.3 ± 5.4 -1.7 ± 2.3 **

SH 122.7 ±9.8 124.6 ± 10.4 *** 122.1 ± 10.3 125.1 ± 12.0 *
C3H 40.1 ± 5.1 39.9 ± 5.8 NS 40.1 ± 4.9 40.4 ± 5.1 NS

Mean ± SD; paired t-test; NS, not significant; *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001

SHはSSRO単独群においてT0時点で122.7 ± 9.8 mmで

るのに対してT1時点では12.9.9 ± 10.0 mmと有意に延

長していた。同様の延長をLI併用群でも認めたが，T0

時点で122.1 ± 10.3 mmであった値がT1時点では135.3

± 10.5 mmであり，延長量はSSRO単独群と比べて大き

かった。第3頸椎最下前縁点 (C3) から舌骨までの距離

を示すC3HについてもSHと同様の所見を得ており，

SSRO単独群においてT0時点で40.1 ± 5.1 mmでるのに

対してT1時点では41.3 ± 6.2 mmと有意に延長してい

た。LI併用群ではT0時点で40.1 ± 4.9 mmであった値

がT1時点では44.2 ± 4.9 mmであり，SSRO単独群に対

してより有意な差を認めた。

　SNA，SNB，ANBの各項目は術後晩期であるT2時点

でもT1時点とほぼ同じ値を呈しており，このことは術

後約1年を経過しても上下顎の移動量や相対的位置関係

は手術時の移動目標を維持していることが示唆された

(Table 3)。一方，舌骨の位置を表す項目であるSHは

SSRO単独群において術前に比してT2時点での有意な

延長を認めたが，T1時点での延長量に比べて値を減じ

ていた (T2時点，124.6 ± 10.4)。この所見はLI併用群

でも同様であった (T2時点，125.1 ± 12.0)。同じく舌

骨の位置的評価を表すC3HについてはSSRO単独群およ
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びLI併用群ともにT2時点での術前と比べての有意な差

は認めなくなっていた (それぞれT2時点での値，39.9 ±

5.8，40.4 ± 5.1)。

　さらには下顎骨単独移動および上顎骨前方移動併用

による長期的な変化を観察するためSSRO単独群とLI併

用群のT0〜T2間の変化量を両群間で比較した (Table

4)。上下顎の移動に関連するSNA，ANBについては統

計学的な有意差を認めたが，舌骨の位置に関するSH，

C3Hには有意な差を認めなかった。

考　　察

　下顎骨後方移動による術後の舌房容積の減少や気道

形態の変化に起因する睡眠時無呼吸などの気道閉塞症

状が現在まで様々論じられている2,5。本研究では主に

上気道閉塞症状に関係する一因である舌骨に注目し

た。口腔底から頸部への移行部で咽頭の前側壁を取り

囲むように存在する舌骨は上気道の形態や保持に重要

な役割を担っている。また，舌骨は頭側が顎二腹筋，

顎舌骨筋，舌骨舌筋，中咽頭収縮筋などのいわゆる舌

骨上筋群によって下顎骨のオトガイ部や体部に支持さ

れており，尾側は甲状舌骨筋，胸骨舌骨筋，肩甲舌骨

筋などのいわゆる舌骨下筋群によって甲状軟骨，胸

骨，鎖骨などと連結している。下顎骨後方移動術は舌

骨上筋群の付着部であるオトガイ部や下顎体部が遠位

骨片として後方へ移動する術式であり，舌骨上筋群の

緊張を弛緩させ舌骨の位置変化に伴う舌の移動が関与

することが知られている6-8。下顎骨後方移動術による

術後合併症の一つである上気道の狭窄症状を理解する

上で，本術式が舌骨に及ぼす影響を調査した。また，

手術が下顎骨単独で行なわれた場合と上顎骨の前方移

動を併用したいわゆる上下顎骨切り術を行なった場合

とでも比較した。

　本研究においては対象をSSRO単独群とLI併用群の2

群に分けて調査したが，手術時年齢や術後観察期間な

どに大きな相違は無く比較検討する集団としては適し

ているものと思われた (Table 1)。良好な咬合位を確保

するために上下顎骨をそれぞれ前後的に逆の方向へ移

動するが，下顎骨単独の移動では遠位骨片の移動量が

大きくなり移動後の骨片の安定性や無理な力が加わる

ための術後の後戻りの一因となりうる。そのため上顎

骨の前方移動術を併用する場合の多くは下顎骨の後方

移動量が大きい場合それを緩和するために行われる。

両群間での下顎骨後方移動量に大きな差を認めなかっ

たのはLI併用群において約4 mmの上顎骨前方移動によ

り下顎の後方移動量を緩和した結果であると思われた

(Table 1)。

　計測項目のうちSNA，SNB，ANBは頭蓋底 (SN平面)

に対する顎骨の位置および上下顎の相対的位置関係を

示す指標である。各項目は両群とも手術後により標準

的な値に変化しており良好な顎骨位置が得られたもの

と考えられた。また，術後早期 (T1) での値と術後晩期

(T2) での値に大きな変化が無いことから，移動した顎

骨は術前の位置への明らかな後戻りは認めなかったと

言えた (Tables 2, 3)。また，上顎骨移動の有無による

術式の違いがあるため術後の変化量は上顎A点を含む

項目であるSNA，ANBにおいて両群間での有意差を認

めた (Table 4)。

Table 4.  Comparison of measurement changes in
the 1-year period (T0-T2) in the groups

SSRO単独群 LI併用群 P

SNA 0.1 ± 0.2 4.2 ± 2.5 ***
SNB -3.5 ± 1.4 -3.5 ± 2.0 NS
ANB 3.3 ± 1.4 7.7 ± 4.2 ***

SH 1.9 ± 3.0 2.9 ± 2.5 NS
C3H -0.2 ± 2.3 0.3 ± 1.1 NS

Mean ± SD; Student's t-test; NS, not significant;
***p < 0.001

Figure 2.  Changes in the hyoid bone position over time

After the mandibular setback surgery, the hyoid bone moved
posterior and inferior to its original position, and then moved
back to a position slightly posterior and inferior to its original
position.
T0, before surgery; T1, within 1 week after surgery; T2,
approximately 1 year after surgery

池本　繁弘，他
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　トルコ鞍中心点 (S) から舌骨最下端 (H) までの距離

であるSHは舌骨の頭尾側方向の変位をおおむね表し，

第3頸椎最下前縁点 (C3) から舌骨最下端 (H) までの距

離であるC3Hはおおむね舌骨の前後方向の変位を反映

する。今回の調査では術後の比較的早い時期であるT1

において両群ともSH，C3Hに有意な延長を認めた

(Table 2)。これは舌骨がSおよびC3からいずれも遠ざか

る方向，つまり後下方へ移動していることになる。一

般に下顎の後方移動に伴い舌骨は後下方に移動すると

されるがわれわれのデータも諸家らの報告と一致して

いた (Figure 2)9-12。その後SHおよびC3Hは術後約1年の

時点 (T2) において短縮を認め，SHは術前に比して依

然有意差を持って延長していたが，C3Hに関しては術

前との有意差は認めなかった。つまり，舌骨は術後早

期に後下方に大きく移動し，その後元の位置に戻るよ

うに緩やかに上前方へ移動する。術後約1年の時点では

術前の舌骨の位置のやや後下方に位置していることを

確認した。また，T2においてSHのみに術前との有意差

を認めたことは，舌骨は下顎骨の後方移動に伴う舌骨

上筋群の弛緩により後方へ移動するが，気道確保のた

めの補償機構が発生してより下方に移動するという報

告があり，われわれの結果も同様の代償機構によるも

のと考えられる1,13,14。

　代表症例の側面頭部X線規格写真をFigure 3に示す。

症例は手術時年齢20歳の男性で上顎骨3.0 mmの前方移

動，下顎骨10.0 mmの後方移動を行った。頭部X線規格

写真の撮影はT0，T1，T2がそれぞれ手術9日前，手術

後4日目，手術後10か月目であった。本症例は計測

上，舌骨の移動量が最も大きかった症例であり，図3に

示すごとく舌骨が大きく移動しているのがわかる。ま

た，下顎骨の後方移動量も10.0 mmであり比較的移動量

の大きな症例であったが，咽頭部気道陰影は術前に比

べてT1，T2ともに明らかに狭小化している所見は認め

なかった。

　一般にSSRO単独症例ではLI併用症例に比して下顎の

後方移動量がより大きい傾向にある15,16。そのため，LI

併用症例よりもSSRO単独症例においてより舌骨上筋

群の弛緩をより強く生じるものと推測し，舌骨がより

下方に変位するのではないかと仮説を立てた。ところ

が，今回の調査ではT0〜T2におけるSHおよびC3Hの変

化量に関して両群間に差は認めなかった (Table 4)。こ

れは今回のサンプルにおいて下顎骨の平均後方移動量

が両群間で近似していたことが原因であると推測され

(Table 1)，結果としてT0〜T2におけるSNBの変化量に

関しても両群間で有意な差を認めず，SHおよびC3Hの

移動量に反映されたものであると考えられた。さらに

症例数を追加することにより，下顎骨後方移動量と舌

骨移動量との相関についても研究していくことが今後

の課題であると思われた。

ま  と  め

　骨格性下顎前突症に対する外科的矯正治療前後の舌

骨の位置について検討した。下顎骨後方移動術によっ

て舌骨は術後早期に後下方へ移動するが，術後約1年で

本来の位置近くのやや後下方に位置することを確認し

た。この舌骨位置の変化は舌骨上筋群の弛緩による影

響と，気道確保のための代償機構によるものであると

推察された。

A. Before surgery (T0) C. Ten months after surgery (T2).  The hyoid
bone moved superior and anterior to T1, but
it was posterior and inferior to T0.  The
oropharyngeal airway shadow was more
similar to that at T0 than to that at T1.

Figure 3.  Lateral cephalometric radiography

A 20-year-old male with definite skeletal Class III malocclusion

骨格性下顎前突症における顎矯正手術前後の舌骨位置の変化についての検討

B. Day 4 after surgery (T1).  The hyoid bone
moved posterior and inferior to T0.  No
narrowing of the oropharyngeal airway was
observed; the anteroposterior diameter
increased.
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Changes in the hyoid bone position before and after
mandibular setback surgery for skeletal Class III patients

Shigehiro Ikemoto, Kazuya Aoyagi, Yasuharu Yamazaki, Koichirou Sezaki,
Yasuhito Shimakura, Akira Takeda, Eiju Uchinuma

Department of Plastic and Aesthetic Surgery, Kitasato University School of Medicine

Objective: Skeletal Class III patients have been known to develop narrowing of the oropharyngeal airway
and positional changes of the hyoid bone after orthognathic surgery.  These events may cause respiratory
insufficiency such as sleep apnea, and should be studied as postoperative complications.  This study compares
changes in hyoid bone position before and after surgery.
Patients and Methods: Skeletal Class III patients who underwent orthognathic surgery at the Department of
Plastic Surgery, Kitasato University Hospital were divided into 2 groups: mandibular setback surgery patients
(the sagittal splitting ramus osteotomy [SSRO] group) and patients undergoing simultaneous osteotomy of the
mandible and maxilla (the SSRO + LI group).  The comparative study with lateral cephalometric radiography
was performed before (T0), immediately after (T1), and 1 year after (T2) surgery.  The distance from the
center of the sella turcica (S) to the lowest end of the hyoid bone and that from the lowest point of the anterior
border of the third cervical vertebra (C3) to the lowest end of the hyoid bone were measured as SH and C3H,
respectively.
Results: There were 20 patients in the SSRO group and 6 in the SSRO + LI group, and SH and C3H increased
significantly immediately after surgery (T1) in both groups.  One year after surgery (T2), there was no significant
difference in C3H, but there was a significant increase in SH.  There were no significant intergroup differences
between T0 and T2 in the 2 groups, which indicated that the hyoid bone had moved posterior and inferior to
S and C3.
Conclusion: Soon after mandibular setback surgery, the hyoid bone moved posterior and inferior to its original
position.  However, after 1 year, it had moved to a position that was slightly posterior and inferior to its
original position.  This movement was suggested to have been induced by a compensatory mechanism for the
relaxation of the suprahyoid muscles and airway maintenance.

Key words: skeletal Class III patients, mandibular setback surgery, orthognathic surgery, hyoid bone, sleep
apnea


