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北里大学病院形成外科・美容外科に於ける過去12年間の

顔面骨骨切り手術に対する臨床的検討

青柳　和也1，池本　繁弘1，山崎　安晴1，瀬崎　晃一郎1，
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目的: 社会状況の変化に応じ，医療現場にも大きな変化が生じている。この傾向は顔面骨骨切り手

術にも例外ではなく，特に審美的要素の重要性が増している。今回我々は当科で行われた顔面骨骨

切り手術の変化について考察する。

方法: 1999年から2010年の12年間に北里大学病院形成外科・美容外科で行われた顎矯正手術を含む

顔面骨骨切り手術の症例数，性別，年齢，疾患名，術式等の項目についてまとめを行った。また対

象期間を前後半6年に分け，術式変化の傾向を検討し，主要術式の出血量と手術時間について統計
的比較を行った。

結果: 症例数，疾患名などは概ね一定で推移していたが，手術術式に変化が見られた。つまり，下
顎単独骨切り症例が徐々に減少し，対応して上下顎同時骨切りが増加していた。また，主要術式に

於ける出血量と手術時間を比較すると，上下顎同時骨切りの手術時間は後半6年で有意に短縮され

ていた。

考察・結論: 顔面骨骨切り手術は咬合機能獲得のみの目的から，審美的要素への対応を含んだ手術
へと変化して来たと考えられた。また上下顎同時骨切りの手術時間が短縮された原因として，術式

への熟練が影響していると推測された。既存報告と比較しても，当科の手術は内容や咬合管理に関

して十分に全国的水準を満たしている。また合併症への対処の意味でも形成外科の存在意義は大き

く，今後は同分野のスタッフ拡充などにより，更に症例数増加を計るべきと考えられた。
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序　　文

　近年，医療を取り巻く環境は大きく変化している。

特に医療技術の向上や患者側の意識の変化は大きく，

治療に求められる要素は多様化している。形成外科・

美容外科での診療も例外ではなく，特に科の特質とし

て患者からの審美的要求水準の高まりを強く感じる。

本邦に於ける顎矯正手術は主に口腔外科で行われ，機

能的な改善に主眼が置かれて来た。しかし，術前準備

や手術法の改善により安全性が向上して拡大手術に対

する抵抗感が薄れたことや，機能的・審美的要望が多

様化するにつれ，より広範囲の要求に応えることの出

来る形成外科・美容外科の技術が求められるように

なって来ている。

　今回，我々は，1999年から2010年までの12年間に北

里大学病院形成外科・美容外科で行われた顎矯正手術

を含む顔面骨骨切り手術について臨床的な検討を行っ

た。特に時間の経過と共に患者層や手術内容について

の変化に着目した分析を行い，今後当科が目指すべき

方向性について考察したので報告する。

対象症例

　対象症例は，1999年1月1日から2010年12月31日まで

の12年間に，北里大学病院形成外科・美容外科に於い

て顔面骨骨切り手術を施行した268症例である。ただ

し，固定装置除去術単独施行例と鼻骨骨切り，及び頭

蓋骨縫合早期癒合症 (craniosynostosis) に対する頭蓋骨

形成術の症例は今回の調査から除外した。

方　　法

　上記条件を満たす268症例を対象に以下の項目につ

いて検討を行った。
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Figure 1.  Number of surgeries and sex ratio by year

Figure 2.  Number of surgeries by age

During the 12-year period, the number of patients in their 20s was the greatest, followed
by those aged less than 20 years.  Patients aged less than 30 years accounted for 75%
or more.
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Figure 3.  Age distribution by year

The majority of patients were patients aged less than 30 years.

Figure 4.  Percentage of conditions requiring surgery
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①西暦年別手術件数と男女比

②年代別手術件数

③西暦年別の年齢比率

④疾患比率

⑤西暦年別の疾患比率

⑥手術術式比率

⑦西暦年別の術式推移

⑧出血量

⑨手術時間

　尚，手術術式について，1999年から2004年までの6

年間 (A群) と2005年から2010年までの6年間 (B群) の2

群に分け，主要術式の推移を検討した。そして，⑨出

血量と⑩手術時間については，上記で得られた主要二

術式について，Mann-Whitney U testによる統計学的比

較を行った。

結　　果

①手術症例数は概ね1年当たり20〜30例で一定してい

た。男女比は，やや女性が多い傾向が見られたが，

近年は男性患者の増加が目立つようになった (Figure

1)。

②患者年齢を年代別に12年間合計で見ると，最多は20

代で，10代がそれに続いて多かった (Figure 2)。

③西暦年別年齢比率を見ると，どの年も10代〜20代の

症例が全体の60%以上を占めていた。しかし，近年

は顕著に手術症例の年代が上昇していた (Figure 3)。

④手術症例の疾患名を12年間で見ると，顎変形症が圧

倒的に多かった (Figure 4)。

⑤手術症例の疾患名を年度別に見ると，どの年も④の

通り顎変形症が最多であり，先天異常や外傷後変形

などの他の疾患は毎年ほぼ一定数を占めていた

(Figure 5)。

⑥手術症例の術式を12年間合計で見ると，下顎単独骨

切りのsagittal split ramus osteotomy (以下SSRO) が最

も多く，全体の41.4%を占めた。続いて上下顎同時

骨切りで，上顎はLe Fort I osteotomyで下顎はSSRO

の組み合わせ (LI + SSRO) が多く，26.1%であった

(Figure 6)。

⑦手術症例の術式を年度別に見ると，2005年度くらい

を境にSSRO単独の比率が徐々に減少し，替わりに

LI + SSROの比率が増加していた (Figure 7)。

⑧前記⑦の傾向を確認するため，手術術式を1999〜

2004年のA群と，2005〜2010のB群に分けて見てみる

と，最多術式の下顎単独骨切りSSROが，A群では全

体の48.0%を占めたのに対し，B群では36.1%に減少

していた。一方，2番目に多い術式である上下顎同

時骨切りのLI + SSROは，A群では16.3%を占めるに

Figure 5.  Percentage of conditions requiring surgery by year

Deformity of the jaw was the most common condition regardless of age.

青柳　和也，他
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Figure 6.  Percentage of surgical techniques

For a total of 12 years, the most common surgical technique was single sagittal
split ramus osteotomy (SSRO), followed by Le Fort I osteotomy (LI) and
simultaneous SSRO of the mandible and maxilla.

Figure 7.  Percentage of surgical techniques by year

北里大学病院形成外科の骨切り手術の臨床的検討
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Figure 8.  Percentage of surgical
techniques performed between 1999 and
2004, and between 2005 and 2010

The number of single SSROs was
significantly greater in the first 6-year
period (left).  The number of LIs and
simultaneous SSROs of the mandible and
maxilla increased significantly in the
second 6-year period (right).

F i g u r e  9 .   I n t e r p e r i o d
comparison of the duration of
surgery for SSRO

Mann-Whitney U test was used
to compare the duration of surgery
between the first and second 6-
year periods.

F i g u r e  1 0 .   I n t e r p e r i o d
comparison of the extent of
bleeding during SSRO

Mann-Whitney U test was used to
compare the extent of bleeding
during SSRO between the first and
second 6-year periods.
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過ぎないのに対し，B群では34.7%にまで増加してい

た (Figure 8)。

⑨前記⑧のA群とB群で，下顎単独骨切りSSROの手術

時間，及び出血量を比較した。尚，統計学的な処理

にはMann-Whitney U test (P < 0.05，P < 0.01) を用い

た。その結果，A〜B群間で，手術時間，出血量共に

有意差を認めなかった (Figures 9, 10)。

⑩前記⑧のA群とB群で，上下顎同時骨切りLI + SSRO

の手術時間，及び出血量を比較した。尚，統計学的

な処理にはMann-Whitney U test (P < 0.05，P < 0.01)

を用いた。その結果，手術時間についてはp < 0.05で

有意差を認め，B群において有意に手術時間が短縮

されていた。一方，出血量については両群間に有意

差を認めなかった (Figures 11, 12)。

考　　察

　顔面骨骨切り手術は，形成外科に於ける重要な専門

領域の一つである。対象となる疾患は，頭蓋骨縫合早

期癒合症 (craniosynostosis) や唇顎口蓋裂に代表される

頭蓋顎顔面先天異常から，審美的な美容領域まで幅広

い。これらの中で最も頻度の高い疾患は，歯牙の咬合

問題を含んだ顎変形症である。当科について言えば，

日常行われる顔面骨骨切り手術の大多数が顎矯正手術

であると言って差し支えない。

　多くの場合，顎矯正手術には歯科との連携1が不可欠

である。事実，症例数で言えば，本邦に於ける顎矯正

手術は口腔外科で行われる場合が圧倒的に多い。しか

し，近年の社会状況の変化に伴って，つまり患者の審

美的意識の高まりにより，形成外科の重要性が増して

いるように思われる。一昔前の咬合異常に対する治療

では，最終的に「咬めれば良い」という認識が医療

者・患者の双方に共有されていた。しかし昨今では，

特に患者の側に「咬めるのは当然として，更に美しい

外貌になりたい」という意識が強まっている。この

為，正常咬合獲得を目的とした単純な顎移動だけでは

なく，顔面の対称性や，オトガイを含めた顎のシル

エット，口唇・鼻形態にまで対応が望まれる症例が増

加している。このような審美性に対する外科的治療に

ついては，歯科・口腔外科で十分な対応が取れるもの

ではなく，今後は同分野に占める形成外科の比重を積

極的に増加させて行くべきであろう。

　今回の報告では上記のような社会的変化を踏まえ，

北里大学病院形成外科・美容外科で1999年から2010年

の12年間に行われた顔面骨骨切り手術症例についての

まとめを行った。

Figure 11.   Interperiod
comparison of the duration of
surgery for simultaneous
osteotomy of the mandible
and maxilla (LI + SSRO)

Mann-Whitney U test was
used to compare the duration
of surgery between the first
and second 6-year periods.
S igni f icant  in te rper iod
difference was observed (P <
0.05), and the duration of
s u r g e r y  d e c r e a s e d
significantly in the second 6-
year period.

Figure 12.   Interperiod
comparison of the extent of
bleeding during simultaneous
osteotomy of the mandible and
maxilla (LI + SSRO)

Mann-Whitney U test was
u s e d  f o r  i n t e r p e r i o d
comparison of the extent of
bleeding during simultaneous
osteotomy of the mandible and
maxilla (LI + SSRO) between
the first and second 6-year
periods.  No significant
interperiod difference was
found.

北里大学病院形成外科の骨切り手術の臨床的検討
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　尚，原則的にSSROの術式はObwegeser-Dal Pont法を

用い，下顎枝復位の後に2.7 mmチタンスクリューによ

る固定を行った。また同様に，上顎のLe Fort I型骨切

り後の固定は金属製ミニプレート4枚にて行った。

以下，それぞれについて考察する。

①西暦年別手術症例数と男女比

　12年間の手術症例の合計は268症例で，Figure 1に見

る通り，毎年ほぼ一定した数の手術が行われていた。

多くの対象患者は就学期に当たり，夏季や冬季の長期

休暇に治療が集中すること (治療時期が限定される)

や，専属スタッフの規模，手術器械の数等に制限を受

ける為，ほぼ一定した推移を示したと考えられる。男

女比は115 : 153で，女性の占める割合 (57.1%) が大き

かった。この女性患者数優位の傾向は諸家の報告と概

ね一致しているが，中には女性比率が70%を超える報

告2も見られ，当院では相対的に男性比率 (42.9%) が高

いのが特徴であった。またFigure 2を見ると，近年の男

性患者の増加が目立っており，審美的な意識の拡大が

影響している可能性もある。この傾向については既に

予測している報告例3も見られ，今後も注目して推移を

見守るべきである。

②年代別手術件数

　年代別で見ると，Figure 2のように20歳代が最多で，

10歳代がこれに続く。一般的に顎矯正手術患者は，歯

科矯正が小児期 (学童期) に開始され，成長の終了時期

である10歳代後半から20歳代前半に手術に至るという

一般的な道筋が整っているためと推測される。諸家の

報告でも，手術の平均年齢は20歳代前半が最多とする

場合が多い。

③西暦年別の年齢比率

　Figure 3を見ると，近年の30歳代以降の患者の増加が

顕著になっている。特に2010年は40歳代以上 (最高齢で

65歳) の患者が目立っていた。彼らから聴取したエピ

ソードに共通するのは，やはり審美的なコンプレック

スを解消したいという要望であった。この点について

も同様の推察を行っている報告例4が見られる。

④疾患比率，⑤西暦年別の疾患比率

　疾患別に見ると，顎変形症が73.9% (198症例) と圧倒

的に多かった (Figure 4)。この傾向は毎年の変化で見て

も変わらない (Figure 5)。顎変形症の中で最も多いのは

骨格性下顎前突症であるが，今回の検討では詳しい数

字は割愛した。

⑥手術術式比率，⑦西暦年別の術式推移

　手術術式に着目すると，Figure 6の如く，下顎単独骨

切りのSSROが41.4% (111症例) と最多で，これに続い

て上下顎同時骨切りのLI + SSROが26.1% (70症例) で

あった。SSRO単独手術が最多術式であることは，多

くの報告2-5と一致している。これを各年で見直すと，

Figure 7のように，近年のLI + SSROの増加とそれに伴

うSSRO単独手術の減少が明らかである。原因として

は，術前診断や手術手技の進歩によって，上下顎同時

骨切りのリスクが減少したことが大きいと考えられ

る。事実，日常診療に於いて関連矯正歯科の手術計画

は，明らかに上下顎同時骨切りが増えている。そこ

で，1999年〜2010年の12年間を前後半の6年ずつに分

けて，選択された手術術式の比率を比較した (1999〜

2004年をA群，2005〜2010年をB群とする)。Figure 8に

示す通りA群では，SSRO単独手術が全体の48.0%を占

めていたのに対して，上下顎同時骨切りのLI + SSRO

は16.3%に過ぎなかった。一方，B群で見ると，SSRO

単独手術は全体の36.1%に減少し，上下顎同時骨切り

のLI + SSROは34.7%まで増加している。上記2術式以

外の術式に大きな変化は見られないので，この変化は

SSRO単独で行われていた手術が，徐々にLI + SSROに

移行していることを示している。

　審美的な要素への幅広い対応を考えた場合，上下顎

を同時に骨切りした方が有利である。つまり下顎単独

手術では下顎の形態に対応可能なだけであり，例えば

正面視での上顎に起因する咬合平面傾斜などは改善不

能である。しかし，上下顎を同時に骨切りすれば，前

記の上顎咬合平面傾斜の改善は勿論，中顔面の前後的

な突出度や左右非対にまで対応が可能になる。このよ

うに，単純に「咬めれば良い」時代にはSSRO単独で

行われた症例が，昨今では幅広い審美的要素の改善ま

でが計画に含まれるようになり，術式はLI + SSROに

移行して来ているのだと推測される。

⑧出血量，⑨手術時間の主要術式に於ける推移

　⑥と⑦で述べた2術式は，顎矯正手術に於ける基本術

式と言って良い。そこで，これらの術式の出血量と手

術時間に関してA群とB群を比較検討すると，LI +

SSROの手術時間だけに有意差が見られた。つまりB群

の方が有意に (P < 0.05) 短時間で手術を終了していた

(Figure 9)。他施設の報告にも，術者の熟練と共に手術

時間が短縮されるという結果3,6が散見される。当科で

は今回の調査期間を通じて一人の専属スタッフが継続

的に手術に参加しており，徐々に流れが円滑化してい

るものと推測された。一方で，一般的には手術時間の

短縮に伴って出血量も少なくなると言われている7が，

今回は出血量に有意な減少は見られなかった。但し，

平均出血量で見れば，A群は561.0 gであるのに対し

て，B群は541.0 gと減少している。比較期間の設定

や，特異な症例 (出血性素因を有する症例や再手術例な

ど) の除外を行うことで有意差が得られる可能性はある

と考えられる。尚，SSRO単独の場合，術式が単純で

青柳　和也，他
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確立されている為に有意差が得られなかったと考えら

れる。

　今回の12年間を通した当科のSSROの平均手術時間

は2時間42分，平均出血量は336.0 gであった。これは

2008年に行われた全国的な調査1での数値 (平均手術時

間: 2時間43分，平均出血量: 203 g) に比べると，出血

量はやや多く，手術時間は平均的であった。当科で

は，原則的に下顎骨切りの後には下顎枝復位を行って

いる。この作業には正味30〜60分の時間が必要である

場合が多い。先の調査には，下顎枝復位を実施してい

る施設は全体の約半数である，と述べている。今回調

査し得た下顎枝復位の実施を明記している報告例5で

は，平均手術時間は5時間31分，平均出血量は484 gと

記載されている。これと比較した場合は，当科の手術

時間，出血量は共に少なかった。その他の報告例と比

較しても大きな差は見られず，平均的あるいは上回る

結果であった。

合併症について

　今回の調査では合併症の評価は行っていないが，顎

矯正手術の調査で頻繁に現れる主要な合併症の一つと

して下歯槽神経や下眼窩神経の障害による知覚麻痺や

鈍磨がある。軽症例については臨床の場で遭遇する頻

度は高く，この合併症の推移についての報告例8も多

い。一方，下歯槽神経の完全断裂や，術後の神経腫発

生に伴う持続疼痛については，積極的な再手術により

修復すべきという意見9も見られる。このような再手術

の際には，専門的なマイクロサージャリーの技術が要

求されることは言うまでも無く，この点に於いても形

成外科が同分野に積極的に関わる意義は大きいと考え

られる。

　今回の反省点としては，当科では神経障害を始めと

する合併症について統一された評価法による定量的・

継時的な推移を記録していなかったことである。この

為，合併症についてまとめに含めることが出来なかっ

た。記録が為されて来なかった理由は，殆どが臨床的

に問題とならない軽度の合併症に過ぎないからである

が，合併症一般について後にデータとなる記録を残す

ことは，治療の進歩・発展の為にも是非実施を心がけ

るべき問題であり，当科の今後の課題と考えられた。

結　　語

　今回の調査により，当科に於ける顔面骨骨切り手術

の年次的推移が明らかとなった。その結果，これまで

のところ毎年の症例数はほぼ一定であった。しかし，

手術内容を吟味すると，昨今は審美的要素への対応が

望まれていると推察され，今後の同分野における形成

外科・美容外科の役割は重要と思われた。他施設の類

似する報告例と比較した場合，手術を含めた治療内容

は，咬合改善手術としての全国的水準を十分に満たし

ている。また，神経障害などの合併症への対処には形

成外科的な技術が必要となる。これらを勘案すると，

今後は専任スタッフの拡充に努め，更なる症例数の増

加を計るべきと考えられた。
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Facial bone osteotomy: statistical analyses of a 12-year experience in
the Department of Plastic and Aesthetic Surgery, Kitasato University Hospital
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Background: In recent years, the medical environment in Japan has changed significantly.  There have been
significant improvements in medical technology and changes in patients' attitudes due to which various
treatments are requested, and treatment in esthetics zone is especially desired.  This trend is also seen in
orthognathic surgery.  Conventional oral surgery alone is not sufficient to satisfy patients; and, therefore, the
importance of plastic surgery has increased.
Methods: Clinical statistical analyses were performed on patients who underwent orthognathic surgery,
including facial bone osteotomy, at the Department of Plastic and Aesthetic Surgery, School of Medicine,
Kitasato University Hospital over the past 12 years (1999-2010).
Results: The results showed that the number of surgeries and target diseases were almost the same, however
there were definite changes in surgical techniques employed for each disease.  The number of Le Fort
osteotomies decreased while cases of simultaneous osteotomy of the mandible and maxilla increased, which
suggests that the purpose of the surgery has changed from restoration of occlusal function alone to functional
and esthetic reconstruction.  The study period was divided into 2 periods of 6 years each to compare the
degree of bleeding and duration of surgery.  The results showed that the duration of surgery for simultaneous
osteotomy of the mandible and maxilla decreased significantly in the latter 6 years, which is attributable to the
surgeons' increased experience.
Conclusions: Compared to previously reported data, the surgery skills and occlusal control techniques in
facial bone osteotomy performed at our department meet the standards in Japan.  Moreover, our department
plays an important role in the prevention of complications.  Therefore, the future increase in facial bone
osteotomy cases should be handled by increasing the number of specialized staff in the department.
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青柳　和也，他


