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口腔外科の臨床では､腫癌などのために下顎骨

を切除した後に生じる欠損に対して､自家腸骨架

橋骨移植による即時再建または二次再建がしばし

ば施行される｡

当科では従来このような移植骨の接合固定法と

して､多くの場合ワイヤーによる骨結繋法が用い

られてきたが､移植骨の固定が良好で､移植間距

離が保たれ､同時に下顎下縁の形態が再建され､

審美的 ･機能的に満足のいく症例がある一方で､

移植骨が上方に跳ね上がり､移植骨相当部皮膚に

著しい陥凹を来した症例も相当数あった｡そこで､

私たちは移植骨と母骨の良好な位置関係を保つ目

的で移植骨の接合固定に､Micheletl)が考案し､

Champyら2)が改良 ･発展させたミニ ･プレー ト

システム (以下､Champyplate)のうち､16穴

のものの使用を4症例に試みたところ､唆合機能

回復後､そのうちの 3症例にChampyplateの

破折が認められたので､その概要と破折の原因と

防止策について若干の考察を加えて報告する｡

症 例
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症例 1:49才男性

初診 :昭和62年12月21日

診断 :右下顎エナメル上皮腫

家族歴 :特記事項なし

既往歴 :昭和59年より､高血圧にて降圧剤内服中

現病歴､術前経過 :昭和52年11月､左下顎白後部

写真 1 症例 1の手術前Ⅹ線写真
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写真 2 症例 1の手術直後の顔貌｡左顎角部の形態は

良く保たれている｡

写真 3 症例 1の即時再建直後のⅩ線の写真｡

に無痛性の腫脹を自覚した｡同年12月21日､当科

初診し､CT･組織生検にて､上記の診断をえた｡

入院時現症 :顔貌および口腔内において､左側下

顎にわずかな腫脹を認めた (写真 1)｡

処置および経過 :昭和63年2月9日､全身麻酔下

写真 4 症例 1のChampyplate破折後の顔貌｡左

顎角部がやや陥凹している｡

にて､下顎骨区域切除による腫癌摘出術 と､自家

腸骨による即時再建手術を施行した｡手術は､下

顎骨区域切除により腫癌を摘出し､自家腸骨約50

mmを骨欠損部に移植 して下顎下縁を再現し､ま

ずワイヤーで両端を骨縫合により接合 し､16穴

Champyplateを用いて､スクリューで bi-cort

icalに固定 し､さらに顎間固定を行った｡手術直

後の顔貌は対称性であり下顎角部の形態もよく保

存されていた (写真2)｡同時期のⅩ線写真上で

は､移植骨は充分に固定されていたが､後方接合

部で移植骨がやや外側に偏位 しており､plateも

この部位で上内方に屈折 していた (写真3)｡創

の治癒は順調であり､3月4日､退院した｡手術

後41日目､3月22日に顎間固定を除去した｡その

後暫くは経過良好であったが､顎間固定を除去し

て1か月後のⅩ線写真上で､後方接合部にαlampy
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写真 5 症例 1のChampyplate破折後のⅩ線写英｡

顎角部がやや内上方に偏位 している｡

写真 6 症例 1のChampyplate破折後の喫合状態｡

下顎がわずかに左側に偏位 しているが喫令は安

定 している｡

plateの破折を確認 した｡ しかし同部の明かな可

動性は確認されず､その他臨床所見に問題ないた

めそのまま経過観察した｡術後7か月日､顔貌は､

左側頬部から下顎角部にごく軽度の陥凹が認めら

れ (写真4)､Ⅹ撒写真上では移植骨の後方断端

の偏位は上方に10n▲m程度で､前方端は骨性に癒

合していた (写真 5)｡手術直後に比べ左下顎角

部の位置が内方に少し偏位 し､やや非対称となっ

た｡しかし､移植骨片の可動性や局所の感染､pl

ateの露出は認められず､僅かに下顎が患側に偏

位 したが､喫合調整により良好な喫合状態を回復

できた (写真6)｡その後も観察を続けたが､臨

床的にはplate破折後もとくに問題なく､平成 1

年3月22日､局所麻酔下､Champyplate除去手

術を施工 した｡移植骨は骨性は癒合しており､pl

ate除去後も骨片の偏位や唆合のずれは認められ

靖,その他

なかった｡

183

症例 2:46才男性

初診 :昭和63年2月15日 (昭和45年4月4日)

診断 :左下顎エナメル皮腫

家族歴 :特記事項なし

既往症 :昭和56年､肺結核､治癒

現病歴､術前経過 :昭和37年4月ごろより左下顎

臼歯部歯肉の腫脹を自覚し､新潟大学医学部付属

病院において､エナメル上皮腫の診断で､腫疲摘

出開窓術と放射線治療を受けた｡昭和45年4月4

日､左下顎の腫脹が再度出現したため､当科初診､

同様の診断にて摘出術施行後､暫くして来院しな

くなった｡昭和63年 1月､左下顎部に無痛性の腫

脹を自覚し､増大傾向があるため､昭和63年2月

15日に当科再診｡CT･組織生検の後､左下顎エ

ナメル上皮腫の診断を得た｡

入院時現症 :顔貌は､ほぼ左右対称性であるが､

触診にて左下顎骨臼歯部骨体に､び慢性の腫脹と

軽度の圧痛を認め､口腔内においても同様の症状

と前回手術部周囲の骨欠損を認めた｡しかし開口

障害や知覚異常は認められなかった｡

X線所見 :左下顎臼歯部より下顎枝にかけて単房

性の骨透過像を認めた (写真7)｡

処置および経過 :3月11日､全身麻酔にて､下顎

骨区域切除と自家腸骨による即時再建術を施行し

た｡術後の顔貌の変形はほとんど認められなかっ

たが､Ⅹ線では症例3と同様顎角部がやや外側に

偏位 しており､この部位でplateが内上プラLFこ屈曲

していた｡術後39日目の4月19日に顎間固定を除
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写真 8 症例 2のChampyplate破折後のⅩ線写真｡

移植骨後端がやや上方に変位 している｡

写真 9 症例 2のChampyplate破折後の顔貌｡対

称性が保たれている｡

去した｡6月2日､手術後82日目のⅩ線写真上で､

左顎角部､すなわち移植骨後方接合部においてp

lateの破折が確認され､局所の発赤腫脹もみられ

たため､plate除去も検討された (写真8)｡

しかし､抗生物質の投与により急速なる症状の

写真10 症例 2のChampyplate破折後の唆合状態｡

下顎の偏位はなく､喫合は安定 している｡

改善を見､それ以降は炎症症状の再燃もなく経過

は良好であった｡手術より1年余り経過 した平成

1年4月 7日､全身麻酔下にてplate除去手術を

施行した｡移植 した骨は完全に骨性癒合しており､

手術後も骨片の偏位は認められなかった｡その後､

同年秋に義歯を装着し､現在に至っているが機能

的にも審美的にも満足できる状態を維持 している

(写真9､10)｡

症例 3:70才男性

初診 :昭和61年 1月21年

診断 :右下顎癌 (T｡N｡M｡､扇平上皮癌)

家族歴 :特記事項なし

既往歴 :アルコール過敏症

術前経過 :昭和61年2月17日に当科入院し､術前

化学療法の後､同年3月28日､右側頚部郭清術と

下顎骨区域切除術を施行した｡術後化学療法の後､

5月17日退院｡以後､再発もなく良好に経過 した

ため､初回手術より約 1年半後の昭和62年10月21

日に､2次再建のため入院した｡

入院時規症 :入院時の顔貌は非対称で､前回手術

による下顎骨の欠損のため､右下顎部に著名な陥

凹を認めた (写真11)｡また､下顎正中は右側に

偏位し､校合は安定せず義歯の使用は不可能であっ

た ｡

X線所見 :下顎骨正中部より右下顎角部にかけて

骨欠損が認められた (写真12)｡

処置および経過 :昭和62年10月27日､全身麻酔下､

自家腸骨架橋骨移植による下顎骨再建手術を施行
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写真11 症例 3の出術前の顔貌｡右側下顎部の著名な

陥凹を認める｡

写真12 症例 3の再建前のパノラマⅩ線写真｡

した｡手術は､約70mmの腸骨を採取 し､骨欠損

部に移植 して下顎骨の連続性を回復 し､16穴

Champyplateを用いて bi-corticalにスクリュ

ウで固定 した｡さらにA一〇 miniplateを用い

て両端を補強 した (写真13)｡術後経過はおおむ

185

写真13 症例 3の再建直後のⅩ線写真｡

写真14 症例 3の手術後の顔貌｡右側下顎部の陥凹は

改善されたが､非対称性は残存 した｡

ね良好であり､同年11月28日退院｡その後当科外

来で観察した｡再建後の下顎の顎位は改善 した｡

顔貌は､右側下顎部の陥凹は減少したものの､軟

組織の欠損量が多いため､審美的には充分な改善

は得られなかった (写真14)｡術後2か月ごろか
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写真15 症例 3のChampyplate破折後のⅩ線写真｡

破折端のずれはごくわずかである｡

ら移植骨の吸収像が観察されはじめた｡8か月日

に､患者の強い希望により､下顎に義歯を装着 し

喫合機能の回復をはかった｡その1か月後のⅩ線

写真上で顎角相当部にChampyplateの破折を

確認 した｡移植骨は中央付近でとくに吸収が著明

であり､その一部で連続性は消失していた｡plat

eはそれよりやや後方で破折 していた (写真15)｡

しかし破折断端のずれは僅かであり骨片間の可動

性もほとんど認めなかったため､経過観察するこ

ととした｡術後40か月現在､移植骨は吸収された

部位の太さも増 し､その連続性も回復 している｡

また､plate破折部の可動性は認められず､下顎

の運動にも支障は見られない｡

症例 4:64才女性

初診 :昭和61年5月19日

診断 :右舌顎痛 (T｡NIM｡､扇平上皮癌)

家族歴 :特記事項なし

既往歴 :昭和48年頃 肺炎にて入院治療

昭和49年 白内症､治療中

昭和61年 不整脈､抗不整脈剤内服中

術前経過 :昭和61年5月20日､上記診断にて入院｡

術前化学療法の後､同年7月1日 右側頭部郭清

術と下顎骨区域切除およびA一〇 reconstmction

pldteによる即時再建術を施行 した｡8月9日退

院し､当科外来にて観察した｡腫癌の再発は認め

られなかったが､1年ほど経過 して右側項部の陥

凹とATO plate後方接合部の骨吸収が著明となっ

たため､-昭和61年11月4日､入院した｡

写真16 症例4の再建前のパノラマⅩ線写真｡A一〇

reconstructionplate後方端周餌の骨吸収像が

見られる｡

写真17 症例 4の Champyplateによる再建後のⅩ

線写真｡移植骨はわずかに外方に偏位 している｡

入院時現症 :入院時の顔貌は､右側頼部から下顎

相当部に明らかなる陥凹を認めた｡口腔内は､右

側臼歯部において､口腔内にplateの一部が露出

していた｡

X線所見 :2次再建手術直前のⅩ線写真では､A

-0 plate後方骨接合部に骨吸収像を認めた (写

真16)｡

処置および経過 :昭和62年11月10日､全身麻酔下

にて､2次再建手術を施行 した｡再建は､約50m

mの腸骨を採取 した後､A-0 plateを除去した

部位に､下顎下縁を再現するようにこれを移植し､

ワイヤーで骨縫合した後､16穴Champyplate

を用いてbi-corticalにスクリュウにて接合 ･固

定 した｡12月5日､退院し､当科外来にて観察し

たが､経過は良好であり､再建後7か月のパノラ

マⅩ線写真においても､移植骨は充分に固定され
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ていた (写真17)｡ しか し､尿道腫疫を併発 し､

昭和63年7月に､本大学付属病院尿器科において､

手術後 3日目に死亡 した｡

考 察

Champyplateは､本来顎顔面領域の骨折にお

ける観血的整復固定に使用されているが､我々は､

他の固定法にはない種々の特徴に注 目し､16穴

Champyplateを自家腸骨架橋骨移植の4症例に

使用 した｡16穴Champyplateは厚さ0.9mm､

幅径の最大部は4.2mm､最小部は2.5mmと､そ

の他のプレー トに比べて薄く､細 く､適度の屈曲

が可能で骨面への適合性に優れている2)6)｡新鮮

自家骨移植では､移植骨内で生存するのはdiffus

ionで栄養される表層の0.2mmまでであり､大部

分の骨は失活するがosteoinductionにより､移

植骨はほぼ同一形態の新生骨によって置換される

とされている4)｡ したがって､移植骨が生着する

ためには周囲組織と密着させ死腔を作らないこと

が必要であるが､Champyplateは､この点にお

いて他の厚い金属プレー トより優れていると考え

られた｡移植骨を元の下顎下縁から後縁の形態を

保存できるように固定することが不可欠であるが､

この点､16穴Champyplateは十分に長いので､

下顎骨を露出した時点で切除を予定 している部位

にplateを試適 しておけば､移植問距離と形態の

保存が可能であり､移植骨と母骨の正確な連結固

定 も出来､適度な弾力性 もあるため､A一〇

reconstmctionplate使用例にしば しば見られる

顎関節症状 3)は起こりにくいと考えられた｡スク

リュウによる固定については､mono-cortical

な固定で充分とするChampy2)や池村ら5)の報告

があるが､今回は､骨折の固定ではなく､移植骨

の固定なので､固定力が減少する可能性を考慮 し､

bi-corticalの固定とした｡今回紹介 した4症例

では､16穴Champyplateを､骨面に容易に密

着 ･適合することができ､移植骨をほぼ理想的な

位置に固定することに成功 した｡とくに即時再建

の症例 1と症例 2では術直後は審美的にもほぼ満

足のいく効果を認めた｡

しかし､4症例中3症例においてplateの破折

靖,その他 187

を認めた｡破折は､いずれも顎角相当部で､下顎

義歯装着後､または顎間固定除去後まもなく発生

しており､阻噂運動時にplateにかかる力が予想

以上に大きいと考えられた｡骨折の整復固定の場

合に比べ､移植骨の固定では母骨断端間が一定の

距離があること､移植骨が吸収を受けること､接

合断端の面積が小さくしかも密着 しにくいこと､

唆合力を負担する歯が移植部位に存在 しないこと

により､骨移植部にかかる唆合力の多くを､plat

eは曲げ応力として負担 し､応力が集中する骨接

合部において破折 したと考えている｡また､骨移

植にあたって､顎部を再建するためにこの部位で

plateをつよく曲げて固定 したこともこの部位で

破折 した一因であろう｡plateを顎骨の再建に使

用する場合､先にも述べたように移植骨の表面を

最小限にするには､plate1本で移植骨と母骨を

接合固定するのが望ましいが､症例 1､2を見て

も分かるように､Champyplate1本による固定

は明らかに強度 ･剛性が不足 していた｡一方､骨

接合部にChampyplateとA-0 mini-plate

を併用 した症例 3では､骨接合部でのplateの破

折は見られなかった｡ したがって症例 1､2にお

いてもLChampyplateを用いて 2か所ずつ固

定 していたら､あるいはplateの破折は起 こらな

かったと考えられる｡よって､01ampyplateも､

使用法を誤らなければ骨移植の固定にその利点を

生かして充分応用できるものと考えられた｡

ま と め

我々は､エナメル上皮腫による下顎骨区域切除

後の即時再建の2症例と､悪性腫癌切除後の2次

再建症例 2例､計4症例において新鮮自家腸骨架

橋移植を行う際に､移植骨と母骨の接合固定に16

穴Champyplateを使用 した｡その結果､移植

骨を理想的な位置に固定することができだが､3

症例において通常の食物を阻噛するようになって

まもなく応力の集中する顎角相当部にplateの破

折が確認された｡これは明らかにChampyplate

の強度 ･剛性の不足によるものと考えられ､その

使用にあたってはこの事を充分に考慮する必要が

あると思われた｡
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