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緒 看

顎顔面部に発生 した腫疫は, 顎骨の切除あるい

は摘出を必要 とする症例が多い｡ これらの腫疾摘

出術による顎欠損は, 多 くの場合歯牙欠損も伴 っ

てお り, しかもその欠損状態は複雑であ り, その

修復は困難である｡

顎補綴は患者に残存する口腔組織の 生理学的機

能 と形態の維持を優先する立場から, これらの調

和を計ることを考え,さらには, 可能な範囲で機

舵,形態の回復を追求 して, 患者の健全な社会復

帰を目的 とするものである卜5)｡

顎補綴に関する研究,症例報告は, 上顎に就い

てのものが多 く3,5),下顎に対する記載は比較的少

ない6~18)｡筆者はエナメル上皮腫の診断で, 右側

大臼歯部以後の頂頭を含む 下顎骨の摘出及び骨移

植を行 った症例に顎補綴を設計, 製作 し良好な結

果を得たので報告する｡

症 例

患者 :T.N.36歳 女性 主婦

主訴 :阻噂障害

1. 家 族 歴

特記事項なし｡

2. 既 往 歴

昭和43年12月右側下顎大臼歯部からの出血, 不

快感を主訴に某歯科医院を受診 し, 大阪大学歯学

部附属病院口腔外科に 紹介 された｡ 昭和 44年 3

月,エナメル上皮腫の診断のもとに下顎骨切除手

術及び腸骨移植手術を受けた｡その後, 矯正科,

補綴科の治療を昭和45年 3月まで受け, 夫の転勤

のため通院が困難 とな り, 昭和51年 6月当科に来

院 した ｡

3. 現 症

1).全身所見

体格,栄養とも良好｡ 全身的には特異な所見は

ない｡

2).顔貌所見

下顎下縁に沿い右下顎角下に手術創のあとがあ

るが, 顔貌の正面及び側面観に特異的な変化は認

められない｡下顎を外部より触診すると, 右下顎

大臼歯部付近に骨の縫合部にふれる｡ 移植骨は癒

着 してお り,可動性はない｡

3).口腔内所見

,761詐 欠損,-7Tl一部は下顎骨切除のたよ,｡腔
底 とほぼ同じ高さで, 歯槽頂部に相当する部分に

粘膜の嚢が一条走 っているのみである｡ 同部を触

診すると粘膜下に移植骨がふれる｡ 粘膜の襲はや

や弾力があ り,色調は良好である｡ その他欠損部

歯槽骨の吸収は中等度であり, 粘膜にも異常は認
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図 1 研究用模型
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図 3 初診時口腔内所見
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図 2 初診時口腔写真

められない｡

残存歯の状態は, 殆んどすべての歯牙に修復処

置が施されている (図 3)｡奄)④3②.にはL/ジン暫

間橋義歯を装着してある｡

唆合状態は下顎が右側へ転位 しているために,

左側は頬側交叉唆合で,ー2二ヒ且の冠の 口蓋側には

対合歯による強い攻粍が認められ,穿孔を起こし

ている冠 (1Lii )もある｡舌,咽頭,口腔粘膜な

どには異状がない｡

4).下顎運動所見
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図 4 下顎運動軌跡

a:習慣的開閉口運動 b:眼界運動

(1) 習慣的開閉口運動

開口時に下顎は欠損側に大きく偏位 した斜行

運動路をとり,前頭面から観察すると開口時に

約 7mm右側に偏っている｡ しかし,矢状面か

ら観察すると前後的傾斜は健全者と大きな差は

認められない｡

開閉口路の前後,左右的な変化は少なく,ほ

ぼ同一経路である｡又運動の範囲, 速度も多少

の制限はあるが,健全者に比して大きな差は認

められない (図4-a)O
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(2) 限界運動

矢状面限界運動では健全者に比べ,前方限界

線 と後方限界線との間隔が狭い｡ 叉上方限界線

の前下方への傾きが強 く,前歯部の深い被蓋を

示 している｡

前頭面限界運動では最大開口位が 大きく右側

に偏位し,左側限界線は開口約 1cm 付近から

大 きく右側に偏位 し, 左側への運動が困難なこ

とを示 している｡

水平面限界運動では右側に比べ左側への側方

運動距離は短 く, 前頭面での経路と同様に左側

への運動が困難なことを示 している｡ 前方運動

経路は右側方運動経路に近接 し, 貢 っすぐな前

方運動が不可能なこと示 している｡ 各方向への

運動の往復の経路は一致せず, 安定 した前方及

び側方運動が困難なことを示 している (図 4-

b)｡

全体として可動域は健全者より狭いが, 開口

障害は認められない｡ 叉唆合終末位の再現性は

やや低いが, 阻噛運動への大きな影響は認めら

れない｡

5).X線写真所見

51部遠心で切断された下顎骨と移植骨とは 2本

の金属線で結勢されており, その接合部は骨梁形

態, Ⅹ繰透過性とも周囲の骨組織と等 しい像を示

し,よく癒合 している｡ 移植骨の先端は関節膚に

向いているが, 上行枝中央部付近で終っている｡

残存歯牙の歯槽骨は上下顎とも中等度の水平的

骨吸収がみられる｡lすす 欠損部の歯槽骨の吸収は

中等度で,良好な骨組織像を呈している (図 5)0

4. 治 療 方 針

1).口腔衛生指導

顎義歯の効果の良否に残存歯の影響が極めて大

きいことからも, 顎補綴患者にとって残存口腔組

織の保護が重要であることがわかる｡ しかも本症

例のように,吹合関係の異常により, 食物あるい

は煩,唇, 舌による自浄作用が有効に作用 しにく

い口腔環境においては, 口腔清掃の習慣を改善し

てお くことが,必須の条件となってくる｡

そのため,ロー リング法 とバス法の併用を 指導

し,プラークコン トロールを図った｡
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図 5 パ ノラマ レン トゲン写其

2)･喫合関係の改善

本症例では,右側の頼頭が存在せず,残存下顎

骨の切除側への偏位により, 左側臼歯部ではすれ

違いの攻合状態であり, 下顎位は不安定である｡

患者の阻噴系が 十分に その 機能を発揮するに

は, 安定 した下顎位 と調和のとれた唆合が必要で

ある｡

下顎位の決定に関しては, 安定 した経路を示す

習慣的開閉口運動を利用する｡すなわち, 安静位

付近から静かに開閉運動を行なわせて求める,い

わゆる筋肉位 (IlluSCularposition)で上下顎の

顎間関係を記録する｡また唆合面形態は,侍有な

パタ←ソを示す下顎運動と調和する必要がある｡

このため,暫間補綴物を必要に応じ修正 し, 観察

する｡

3).阻噂に対する配慮

阻噛時に舌,唇および煩による食物の粉砕 ･混

和 ｡運搬作用が円滑に営まれるように,阻噂中食

物が欠損部に停滞するのを防止する｡

5. 処置および経過

1).暫間義歯の製作,装着

左側の すれ違い 喫合による下顎の過閉口を防

ぎ, さらに両側性吹合接触によって下顎位を安定

させる必要がある｡ そのため,6T@T@-:暫間レジ

ン橋義歯 と両側性喫合接触を保つ様に,｢す了部に

部分床義歯を 製作 して下顎位 並びに 吹合の安定

と, 筋 ･神経系の調和の観察を行 った｡ 3ケ月の

観察の結果,異常が認められないので, これを参

考 として最終補綴物の吹合関係を構成する ことと

した (図6,7)0

2)･最終補綴物の製作

(1) -@-@了面.橋義歯

- 13 -
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図 6 暫 間 義 歯

左 :喫合而観 右:口腔内攻合状態

図 7 暫間橋義歯の唆合状態

図 8 -@@T @l橋義歯

左 :口腔内装着 右 :攻合状態

下顎の運動パターンが不安定であり, 嘆合接

触後の滑走も若干認められるので, 唆合面形態

は吹頭傾斜角度をゆるくした｡又,斜め方向か

らの閉口により,橋義歯部分が早期接触になり

易いので, 唆合接触が左側の義歯と同時になる
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様に唆合調整には特に注意した (図8)0

(2) lすす の処置

左側小臼歯部はすれ違い吹合のため,適法通

り歯冠修復を行 うと,頬側吹頭外斜面で唆合接一

触 し側方力を生じるので,r盲は根面キッヤプで
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図 9 義歯の設計

図 10 7レンジ ･ワックス維持部

被覆し, 比較的自由度のある義歯上の人工歯に

よって喫合接触を得た｡ 叉,区はすれ違いが大

きく,喫合接触を得ることは不可能なため,最

終義歯の釣歯となる様に, メタルボン ド冠によ

り補綴前処置的な歯冠形態を決定した｡

(3) 最終義歯の製作

適法通 り,個人 トレーとラバー印象材により

印象採得し作業奨型を製作した｡ 顎骨切除側は

第一大臼歯遠心相当部位まで一応の筋形成を行

い印象採得した｡

部分床義歯の設計は15T盲にそれぞれ R･P･I･

を設け,鋳造床フL,-ムを製作した (図9)｡

[有子 欠損郡は遊離端であるため,模型変換法

によって, 喫合採得と模型の一部 修正を行っ

た ｡

顎骨切除部 (而 ~l)は阻噛中の食物の停滞を防

ぎ,舌房を確立するため同部に床を置 く必要が

ある｡ しかし,推定される床下粘膜部は,一条

15

図 11 7レンジ ･テクニ ックによる中立帯の設定

図 12 完成義歯の吹合両統

の粘膜の婆が走行しているだけなので,遵法に

よっては床縁の位置及び床の形態の決定が不十

分であるため, フレンジ･テクニックを応用し

て決定した｡金属フレームに図10の様な維持部

を設け, フレンジ･ワックスを盛 り口腔内挿 入

後,種々の運動を行なわせ,百 ･頬の運動に協

調十る部位,すなわち中立帯を確立した (図11)0

人工歯 (r6才)の対合歯との唆合接触は暫間義

歯の結果を参考にして,上顎舌側喫頭のみが接

触するようにした｡叉,且の舌側唆頭がr5-頬側

喫頭外斜面に接触し,Llは義歯床と軽 く接触す

るように形成 した (図13)｡

予 後

義歯装着直後は異物感, 発音障害を訴えたが,

舌側床縁を若干削減することで軽快した｡ 阻噂は

数回の攻合調整により, 左右両側での阻噂が可能

となり,食物摂坂が容易になった｡

- 15-
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図 13 完成義歯の口腔内装着

1年を経過した現在,岨噂,発音機能とも満足

すべき結果を得た｡

考 察

下顎骨切除に対する顎補綴,侍に片側の頼頭を

含む下顎骨部分切除患者に対す,3修復は,多 くの

困難な問題と直面する｡

下顎骨切除によって生じる喚下,会話,下顎運

動などの障害は,摘出する程度に左右され,下顎

切除義歯の装着効果は残存する歯列及び周囲組織

の状態で大きく異なる｡本症例は Cantorの分類

では classIV に相当し19),切除部位が片側の郡

頭を含むため, 残存骨体が付着する筋群によって

手術側に偏位 している｡

下顎運動に関しては,開口障害は認められない

が, その運動様式は特徴的 である｡下顎骨切除

患者の下顎運動を測定した 報告は 少なく20~22),

Curtisらによれば,1)吹頭朕合位への斜め方向

の閉口運動,2)開口時に歯牙接触位置の再現性

に乏しい,3)しっかりとした前方運動及び 反復

性の側方運動が不可能, などの特徴を持つ測定結

果が報告されている｡筆者は,筆者らの開発した

非接触型下顎運動測定装置を用いて23),本症例の

下顎運動を測定したところ (図4),Curtisの級

告と同様な結果を得たが, 習慣的 開閉口運動 で

は, その経路及び喫合接触位は比較的再現性が高

かった｡ これは切除部位が第一大臼歯以後で下顎

骨,歯牙の残存状態がよいことによると思われる｡

頼頭を含む下顎骨部分切除後の顎間関係の変化

や運動異常の原因は,残存骨体に付着する筋群の

作用22)とユニバ-サルジョイント様に作用する健

側の顎関節の機構24)が考えられ, このために特異

な様相を呈するものと思われる｡ そのため,この

様な症例では攻合採得時には十分な注意が必要と

なる｡

一般に下顎骨部分切除に対する補綴物の主な機

能として, 津留 らは,1)頬部の陥凹を防いで審

美性を改善する,2)阻噂中食物が 欠損部に停滞

するのを防ぐ,3)舌房の確立, を挙げている｡

本症例では,切除側の最後方臼歯 (J61)が上顎の

- 16 -
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最後方臼歯 (旦)と唆合接触が あるので, 2),3)

の機能を満足させ, 食物塊を口腔 内で移動 した り

する際のよ りどころとなるなどの補助的な 役割を

果すために,同部には人工歯排列 を行 なわず, 吹

合堤 のみを舌, 頬の運動を阻害 しないように, フ

レンジ･テ クニ ックでその位置,形態を決定 した｡

ま と め

片側の頼頭を含む下顎骨部分切除術 を受けた 症

例 に対 し, 特有なパ ターンを示す下顎運動の測定

結果 とその補綴処置例 について報告 した｡

稿を終るに臨み,御指導と御校閲いただきました

石岡靖教授に心から感謝致します｡

また,種々御援助下さいました本学補綴学第 1教

室の諸先生方に謹んで感謝の意を表します｡
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