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教育ノート

歯科治療による外傷性知覚神経麻庫

-病因,診断,対応および処置-
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東京歯科大学水道橋病院

(金子　譲病院長)

｡口腔外科　　2)補綴科　　3'保存科　　4つ麻酔科　　5)歯科学

6'東京歯科入学歯科麻酔学講座　　7)東京都

歯科の臨床において,抜歯,麻酔,歯内療法,

インプラント厘人などに関連してその術後に知覚

の麻庫を訴えることがある｡その多くは　-過性

のもので早期に回復するが,ときに長期に及ん

だり回復の見込みのない後遺障害となることもま

れではない｡このような事態は治療の進行を妨げ

るばかりでなく,患者との倍東関係をも大きく

損なうことになりかねない｡よって歯科医は麻庫

が起るのを未然に予防するとともに,もし出現し

た場合の対応について日頃から1分に心掛けて置

くべきである｡

今回, r水道橋病院身近な臨床勉強会"F　の第

1回(平成11年4月19日)として表記のテーマで行

われた内容をもとに,外傷性の知覚麻庫とくに強

度の多い下歯槽神経領域の麻庫の発現とその対応

を中心としてまとめた｡なお今回のコーディネー

ターは高野正行(口腔外科)が担当し本稿の編集も

行った｡

1歯科治療に関連した知覚神経麻庫の成り立ち

本稿は,第1回｢水遺橋病院身近な臨床勉強会｣におい
て発表した｡
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1 )末棺神経損傷の原因

神経麻庫は何らかの原因により,その領域の神

経線経が損傷を受けることにより発現する｡その

原因としては,　-般的に次のようなものが考えら

れる｡

(1)機械的損傷

(2)高熱や低温による温度的損傷

(3)電気工ネルギ-による電気的損傷

(4)放射線による放射線障害

(5)酸,アルカリ,薬品による化学的損傷

(6)種々の内科疾患(たとえば糖尿病)

2 )歯科処置による末櫓神経損傷の原因

日常の歯科診療で知覚神経麻庫の原因となる処

置や手術には次のようなものがある｡

(1)観血処置などによる直接的な機械的損傷

抜歯操作(とくに下顎智歯抜歯)

インプラント埋入

歯周外科手術

補綴前外科手術

根管治療(歯内療法)

伝達麻庫

(2)処置後の血腫,浮腫による圧迫

(3)化学的損傷
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消毒薬によるもの

亜比酸など歯内療法薬によるもの

局所麻酔薬によるもの

3 )歯科治療に起因する神経麻痩症例

次に各科における下顎神経領域の知覚麻庫の貝

体例とその対応,問題点について述べる｡

(1)下顎智歯抜歯に関連して

下顎智歯は下顎枝から下顎体に移行する付近に

位置し,歯板は舌側に張り出すように位置するた

め,下顎大臼歯の中で鼻も下顎管に近接してい

る｡よって下顎智歯を抜歯する際には,下歯槽神

経に損傷を与える可能性が高い　｡

以下に下顎智歯の抜歯時に下歯槽神経の損傷が

生じる原画と,その対処法を述べる｡

a.置接的な神経の圧迫

歯取の脱臼時に下顎管の壁を損傷して下歯槽神

経を直接圧迫する場合には,麻酔が十･分に奏功し

ていても患者は捧痛を自覚する｡このような時に

はヘ-ベルをかける位置や力加減を変えて,愛護

的に脱臼させるべきである｡必要であれば歯槽骨

の一部を削去したり,根を分割したりして,神経

に力が加わらない様に工夫する｡

b.掻帽時の損傷

歯冠周囲や根部に肉芽腫や嚢胞を形成している

場合は原則的には病巣の摘出を行うが,ド顎管が

近く動静脈損傷による出血の危険性があれば過度

な4蚤月頃を行わない様に注意する｡

C.乱暴な抜歯操作によるもの

下顎智歯部は視野が悪いうえ,歯櫨の肥大や癒

着,離閑などに遭遇し,思うように処置がすすま

ない場合,つい過度な力を加えてしまいがちであ

る｡術前に術式を検討する時にある程度バリエー

ションの幅をもって計画し,思うように行かない

場合にも冷静に対処できるようにしておくことが

大切である｡

d.タービンによる神経の損傷

水平埋伏智歯の歯冠をダイヤモンド･バーなど

で分割する際,埋伏している部分の歯冠形態を把

握することが難しいために切削しすぎてしまって

起こる｡ Ⅹ線写頁は実際よりも拡大されて写るた
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め,術前に口腔内と照らし合わせて,歯冠形態や

歯軸などを把握しておく必要があるO　また処置中

には,エナメル賛･象牙質･骨を切削する感触の

違いを理解して,必要かっ充分な削去を行うこと

が要求される｡下顎管が智歯の歯冠に近接してい

る場合にはとくに注意を要する(図1)0

e.術後の浮腫

下顎管内に術後浮腫が及んで一過性の神経麻

庫を起こすことがある｡これは抜歯時に過度な

骨の削去を控え,回転切削器臭の使用時に充分

な往水を行うことにてある程度防ぐことができ

る｡

実際の日常臨床では,オルソパントモグラムな

いしデンタルⅩ線写真による術前の診蚕を行うこ

とが多いが,これだけでは三次元的な位置関係を

完全に把捉するのは困兼である｡また,前述のと

おり神経麻庫は様々なメカニズムで引き起こされ

る｡したがって,下顎智歯抜歯時には術前より,

患者に神経麻庫発現の可能性について充分説明し

ておくとともに,麻庫が発塊した際には適切な評

価と対応が必要である｡

(口腔外科:国府田英敏,松田玉枝)

(2)インプラントに関連して

歯科インプラント治癒においては,次の各治療

段階で麻庫が発現する可能性がある｡

a.粘月莫の切開時

不用意な切開を加えると神経に損傷を与え回復

図1　水平埋伏智歯の歯冠分割中にタービンによ
り下歯槽神経を損傷し下唇の知覚麻庫が出現
した｡
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が極めて困難な知覚神経麻庫が発窮する可能性が

あるので,術前にⅩ線写真でオトガイ孔の位叢を

確認し,この部分を避けて切開を加えるようにす

る｡

b.粘膜骨膜弁形成後のオトガイ孔と同部の神経

走行の確認時

神経に対する直接的な損傷を回避するためには

オトガイ孔の位置およびその付近の神経の走行状

態を確認することが極めて重要である(図2)｡卜

顎管はオトガイ孔の直前で,正中に向かって5

mmほど骨中を走行した後に,旋回するように

戻って閲孔部に至るループを形成することがあ

る｡しかし,この確認のために粘月莫骨膜弁を過度

に牽引したり,オトガイ孔の中に不用意にゾンデ

を挿入することは麻庫の原因となるため,適切な

弁の形成と慎重な操作が求められる｡

C.インプラント窟形成時および埋入時

術前にⅩ線断層写貢などを活用して神経の走行

を　封巴握して適切な長径の形成用ドリルとイン

プラント休を選択し,その先端が直接神経を損傷

することがないように注意する｡さらに形成用ド

リルへの注水や適度な切削圧による間欠的な形成

により骨組織に過度の熱刺激を加えないように配

慮することは神経組織の熱損傷をさけるためにも

重要である｡

d.インプラント埋大手術後

手術後はその範囲に応じた浮腫が発年するが,

図2　オトガイ孔の位置と神経の走行状態を確認
する｡

重度の浮腫が現れた場合には,その圧迫による知

覚鈍麻や麻疹が発現する｡これはインプラントに

伴う知覚障害の中では最も頻度が高く,全症例の

10%程度に認められるが,浮腫の消退とともに数

日で回復する｡したがって術前に---時的な知覚麻

庫があらわれる可能性があることを患者にr分説

明しておく必要がある｡

以上述べたうち, d以外はすべて術者の手技に

左右されるところが大きく,これを回避するため

には,術前の十分な診杏,診断,治療方針の検討

と,術中では症例の条件に応じた治療方針の選択

が重要となる｡またこれらは術後に麻酔の効果が

消失するとともに発現することから,術後,麻酔

の効果が消失して知覚異常が発現しないことを確

認してから,患者を帰宅させるなどの配慮も必要

である｡これにより知覚異常が認められた場合に

も速やかに適切な対応を施すことができる｡

(補綴科,安達　康,堀田宏巳,野村責生)

(3)椴管治療に関連して

症例は,いずれも近歯科医院でピタペックスに

よる椴管充壊を受けたが,その置後のデンタルⅩ

線写貢では明らかに下歯槽管内にピタペックスが

入っているのが確認できる(図　　　　シリンジ

で応用したかレンツロを使用したかは不明だが,

根管充壊置後から同側下唇部の不快症状を訴え

た｡その後症状の改善がないため抜歯したが,下

歯槽管にはピタペックスが残っており,その後約

--I 8

図3　根管充壊剤が下顎管内に走出している｡

(漆井康宏教授提供)
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走出した板管充壊剤が下顎管内に充活して

いる｡ (蔑井康宏教授提供)

1年間以上,下唇の麻庫を訴えていた｡

これらの症例では麻酔抜髄即時椴管充壊したと

ころに問題があるであろう｡麻酔下にて処置をし

ているので患者さんには痛みがないため,根管充

壊剤を枢端外に押し出したことに気付かず,往入

室についても注意が足りなかったものと思われ

る｡

(保存科:近藤祥弘,吉田　隆)

(4)ド顎孔伝達麻酔に伴う舌神経麻庫

症例は21歳の男性で,近歯科医で右下第2第臼

歯の修復処置のため下顎孔伝達麻酔として2 %キ

シロカインカートリッジ　　　を淀射した｡刺

人は3進法で,抵抗感,血液の逆流もなく,また

患者の自覚症状としてもとくに電撃用)客病,違和

感はなかったという｡アマルガム充嚢を行い当日

の処置は終了した｡しかし術後4日後になっても

右側の舌,オトガイ部皮膚,卜つ尋の麻庫感が消失

しないため紹介医を再受診した｡味覚異常なし｡

とくに処置は行わず,経過観察とする｡

術後6日にはしびれ,腫脹感などの麻庫症状は

消退傾向にあったが舌右側の味覚障害を訴える｡

術後47日経って,症状が固定化してきたため当科

-紹介来院した｡

初診時の自覚症状として舌前方2/3のとくに舌

縁部の麻庫(腫脹感,感覚異常),味覚の逸脱(と

くに塩味がわからず,ぴりぴりする)を認める｡

下唇の麻庫は消失していた｡
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経過と現症から下顎孔伝達麻酔に起因する舌神

経麻庫ならびに下歯槽神経麻庫(治癒)と診断し

た｡その原因は下顎孔伝達麻酔に起因すると考え

られたが,渉癖違和感のないこと,抜歯などの観

血処置ではないことから,針刺入操作や抜歯操作

に伴う損壊,断裂の可能性は低く,浮腫,血腫等

による圧迫あるいは血管収縮薬による血流減少に

起画した組織酸素濃度低下の持続などが考えられ

た｡

紹介医が原因についておおよそ説明していたも

のの,予後について詳しい説明がなかったため患

者は強い不安感を抱いていたo　そこで原因と検査

結果について説明し,時間はかかってもいずれ治

癒するであろうこと,しかし,神経はとても繊細

な組織なので場合によっては半年以上治癒までに

かかる可能性があることを説明した｡

治療法としてはメコバラミンとアデノシン三リ

ン酸二ナトリウムを投与し,また治癒促進のため

崖状神経節ブロックが有効であることを説明し

た｡しかし,注射により起こったのでこれ以上の

往射は受けたくないとのことだったので,投薬の

みで治廃することとした｡その後一度来院したが

自己都合により中断, 4カ月後来院｡発症174日

後には味覚は全体的に回復しつつあった｡甘味に

ついてはほぼ回復している｡塩味は識別できるよ

うになったが,細かい判別はできない｡部位によ

る差は変わらず,やはり舌縁部の麻庫が強かっ

た｡患者の都合により再び中断ののち　　日後

には辛いもの塩味の左右差はなくなり日常生活で

不自由はなくなったため本人の希望もあり終了と

した｡

本症例の問題点は,

a.発症4R後に麻庫が明らかであったにも関わ

らず,予後の判断や治療方針を示せなかったた

め患者は精神的に不安になり不信感をもった｡

b.麻庫が明らかになった時点で直ちに薬物療法

が開始されるべきだった｡

C.往射に対する不安感恐怖心があるため星状神

経節ブロックを行なえなかった｡

d.患者が多忙なため通院や投薬も中断がちにな

-　9　-
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り,無治療の期間が長くなった｡

(麻酔科:野村　仰,野間智子)

2　神経麻庫が懸念される処置-の対応

(処置の評価と麻庫の予防)

処置,手術の必要性について十分検討する
該当部位の解剖学的な位置関係を把握

Ⅹ線写貢などを詳細に分析
麻疹の起こりうる可能性を総合的に判定する

麻庫の危険性の高いものは高次施設-依廠

下顎神経に関連した処置を行う場合,病変の病

態を把握して処置の必要性を確認するとともに,

処置による神経障害すなわち知覚麻庫を引き起こ

す危険性を十分予測,評価しておくべきである｡

1 )処置の必要性の検討

処置,手術の必要性はさまざまな条件により異

なるが,術野が神経の走行部位と近接し,処置に

よる知覚麻庫の危険性がある場合は,その手術の

必要性,緊急性などを十分検討するべきである｡

また,その内容を患者に説明し,了解を得ておく

ことが大切である｡

2 )神経走行の立体的な把握

処置に先立って神経走行の角据陣頭勺走行を立体

的に再確認する4)｡

(1)下顎神経の走行

卵円孔を出て下顎枝内面で舌神経を出し,下歯

槽神経となり下顎孔より骨中に入り,オトガイ孔

より出て下唇の皮膚に分布する｡

(2)舌神経の走行

下歯槽神経の分岐後,伴走し内･外妾状突起間

を下行,顎舌骨筋線の後立岩付近で口腔にあらわれ

る｡顎下腺上端から顎舌骨箭上面を通り舌に入

る｡

(3)下歯槽神経

舌神経と分岐したのち下顎孔に入り,上顎管中

を前走し,オトガイ孔に至る｡

(4)オトガイ神経

オトガイ孔は下顎体のほぼ中央の高さで,第2

小臼歯の　下にある｡オトガイ神経はここを出る

と,ただちに口角枝,下唇枝,オトガイ枝に分

れ,下唇とオトガイの皮膚に分布する｡

3) ･般的な解剖学的位置関係の把捉

歯牙と下顎管との如培l子羊的位置関係の把握

(1)解剖学的な-平均値

歯板端と下顎管との距離は第1人臼歯で平均8

mm,第3大臼歯で平均5mmとされる｡また頑

舌的には下顎孔から第1人臼歯あたりまで多くは

舌側を通り,小臼歯部で頑側に移るとされてい

る｡

(2)各症例のⅩ線写真所見から歯牙と下顎管との

関係の推定

下歯槽神経はその大部分が卜顎骨の下顎管の中

を走行するため, Ⅹ線により走行や歯牙との関係

を確認することができる｡しかしこれは2次元的

な画像であり,読影や撮影法には経験を要する｡

パントモ,デンタルⅩ線の読影の実際は,以下

のとおりである｡

a.歯槽破線などの状況

歯槽硬線または病変とド顎管壁との関係が単に

重なっているだけなのか,連続しているのかを読

影する｡

b.偏心投影法

2枚のX線写真から頑舌的な立体的位置関係を

確認できる｡

C.軸位法

下顎管の頑舌的な走行を確認できる｡

d.侍殊な断層撮影

断層Ⅹ線写真(矢状断,前額断)

CT(水平断,矢状断)

ヘリカルCT(歯槽部の連続した断層像) (図5)

MR (軟組織を描写)

4 )術後麻庫の危険性の評価

以上診香を可及的に行った上で,手術の必要性

と程度を総合的に判断して処置方針を決定する｡

またこれらの診断過程を患者に分かりやすく伝

え,処置以前に同意を得ることが大切で,麻庫が

出現してからでは説得力がない｡

麻庫の出現の危険性の評価のためには解剖学的

位置関係やⅩ線写貢等の分析が非常に重要だが,

断層Ⅹ線写貢, CTなどの検査はまだ一般歯科医

10
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院では行えないので,個々の症例の歯牙と下顎管

との位置関係を三次元的にLf.確に確認するのはか

なり困難といえる｡実際には,通常のデンタルⅩ

線写貢,パントモⅩ線写貢などをもとに,下顎管

が術野と交叉,近接しているものは処置後の麻庫

の危険性があるものとして対応せざるをえない｡

つまり臨床的には,術野と神経が近接している

のか,明らかに離れているのかという一次的な判

断がまず要求さる｡その上でさらにⅩ線写貢を追

加するなどして,術後麻庫の危険性が高いと判断

されるものについては,より詳細な検査や処置が

可能な高次施設,専門医に依東すべきである｡ま

たこれらの過程を通じて患者もその処置の必要性

やリスクについての理解が深まる｡

(口腔外科:高野正行)

ll

3　麻庫の診断

麻庫の出現の状況から原画を推定する
知覚検査を行う　　　テスター, 2点識別能)

知覚障害の症状を把握する
回復状態を　　　　の分類に当てはめる
さらに病理組織学的神経損傷の程度を推定する

以上を総括した診断を患者に説明する

1 )麻庫の出現の状況の確認と原画の推定

知覚麻庫を訴える患者の診断にあたっては,

その麻庫の原因を特定する必要がある｡まず麻庫

の自覚時期や程度などを問診しカルテに記我す

る｡次に麻庫が発現した部位や処置内容からどこ

に障害がありどのような状態にあるのかを推測す

る｡必要に応じてⅩ線写貢を撮影し硬組織の状態

を処置前のものと比較する｡処置産後の場合は比

較的原画が推定しやすいが,そうでない場合は

様々な可能性を考慮に入れて原因を追求する必要
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が出てくる｡

2 )末櫓神経損傷時の知覚検査

次に麻庫の程度を測定する検査を行う｡ II-般臨

床で用いられている未棺神経の知覚検査には以下

のような方法がある｡

(1)触覚検査法

による検査7去

b.二点識別検査法

C.振動覚計

(2)痛覚検査法

(3)温･冷覚検査法

(4)電気生理学的診断法

a.下歯槽神経活動電位および最大伝導速度

b.体性感覚誘発電位

の検査法は神経終末(受容器)をターゲッ

トにしているが,歯科独自のものではなく,形成

外科碩域のものを流用している｡これらは外来で

の検査が可能である｡ (4)の電気生理学的診断法は

歯科独自のもので神経幹をターゲットにしている｡

オトガイ神経麻庫の症例に対しては

のよる検査,二点識別能検査法を中心

に検査を行っている｡とくに　　　　　　　　の

よる検査はS IW知覚テスターの開発により規格化

され,検査法も簡便で再現性が高く有用である｡

SI W知覚テスタ

図6)の原理は　　　の

植毛と同様で,アクリル棒の先にナイロンフィラ

メントが植えてあり　　　　　　　　　までの20

段階の力を加えることにより評価を下す｡触刺激

は細いフィラメントより行い,測定部位に1-

1. 5秒かけ垂由に下ろし　　　　　秒かけて離す｡

のSIWテスターでは-定点に3回,

のS-Wテスターでは1回の刺激を

行って判断し,識別できるまでフィラメントを太

くするO　なお,検査中は被検者には開眼させ,刺

定部位は下唇枝(左右口角を3等分した赤唇移行

部),口角枝(口角より　　　　方),オトガイ枝

(口角枝よりオトガイ下端におろした垂線の中点)

の3点である｡計測時期は手術(発生)直後, 1,

カ月後に行う｡個人差はあるが,正常

図　　　　　テスター

人は上65を識別できる｡

オトガイ郭以外では,舌神経麻庫の症例にテー

ストディスクと電気味覚計を併用して診断を行っ

ている｡

3 )末棺神経損傷の診断

以上のような検査法を用いて症状と照らし合わ

せ初診時の症状を分類する　｡受傷後早期に来

院した場合としない場合により症状がまちまちで

あるが,まずおおまかに以下の分幾のどれにあた

るかを考え,受傷後の時間的経過によりその回復

状態を　　　　の基準の　　　分類に当てはめ

る｡これらより今後の症状の変化を予測して患者

へ説明する｡

(1)知覚障害の症状

a.知覚脱失　　　　　.一一

無感覚とも言い,知覚神経支配の受容領野が消

失する｡組織学的には神経東内の神経線経の連続

性が保たれておらず,神経が切断されていたり

それと同等の障害と考えられ,

非常に予後が悪い｡

b.知覚低下　　　　　　　-

この場合が　-番多く,刺激に対して反応が低下

している｡組織学的には一部の神経線経は連続性

を保っておりその他に障害を受けているo　その量

によって症状が異なる｡障害の度合によって予後

は変化する｡

C.鎗感覚　　　　　　　　または

異感覚　　　　　　-

12
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異常感覚,痛覚過敏として神経の再生過程で起

こる｡とリヒリ,どリビリしたり引っぼられる様

に感じたり多種多様である｡組織学的には神経再

生時に再年先端の有髄化に伴うものと考えられて

いる｡

(2)知覚神経の回復状態　　　　の分幾)

受容領野の知覚消失

受容領野に深在性痛覚が回復

:受容領野にある程度の表在性病覚と触

覚が回復

受容領野全域に表在性と痛覚が回復

L　　　　　　　　が消失

:　　　に加え2点識別域の回復

この診断結果から病理組織学的神経損傷のどれ

にあてはまるかを推定し,治療方針を決定する｡

これは非常に大切で,この段階で患者に今後どの

程度の回復が見込まれるものかをよく説明してお

く｡これを怠ると患者自身の治療への協力が得ら

れなくなることもある｡

(3)神経損傷の病理組織学的分類(図7 )

a.ニューラプラキシア

ー過性の局在性伝導障害で組織学的には神経線

経の変性はほとんどみられない｡術後の腫脹など

a.ニューラプラキシア

1109

で起こり数日以内に回復するo

b.アクソノトメシス

有連続性変性といわれるもので,神経を由接

圧迫したり,牽引したりした時に起こる｡損傷

部より末櫓の神経軸索は変性するが,障害部での

鞘の連続性は保たれている｡損傷した

部位にもよるが, 6ヵ月から1年でほぼ回復す

る｡

C.ニューロトメシス

損傷部で,軸索も　　　　　鞠もその連続性が

断たれたものである｡損傷の度合,部位にもよる

が予後はきわめて悪い｡

以上の診断項目から総合的判断するが

0- 1にあてはまる場合は早期に高次施設への転

医を勧める｡積極的な治療を行うのは受傷後,辛

年ぐらいまでが良いとされている｡

(歯科学非常勤講師:谷口　誠)

b'm芸二辻
､ヽざ≒≧劣了､甲へヾヒ=1:よ=∠ニ_･_ ±≦=∠一一

C.二二L--ロトメシス

図7　神経損傷の病理組織学的分類

- 13　-
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4　知覚神経麻庫の治療と管理

高野,他:歯科治療による外傷性知覚神経麻庫

麻庫が生じたら早期から補酵素型ビタミンB12と

アデノシン三リン酸二ナトリウムを内服させる
麻庫の症状,回復状態により治療方針を決定する

重度の神経損傷と診断した場合は,速やかに高次
医療機関に紹介する

治癒には中長期的な経過をたどるため,患者の精
神面をも踏まえた十分な説明が必要

1)治療法の選択

(1)下顎の神経麻庫の治療法

a.保存療法

薬物疲法

理学療法

屋状神経節ブロック

ソフトレーザー

b.外科的修復術

異物摘出,圧迫の除去

神経縫合

神経移殖(断端間に距離がある場合)

(2)神経障害の程度による治療方針

下顎神経損傷の程度による大きく分けて以下の

3通りの対応が考えられる｡

a.切断したか,その可能性が非常に高い場合｡

(知覚脱失

根管内の異物の摘出や神経東の外科的修復術が

必要で,速やかに高次医療機関に転送する｡

b.切断の可能性は低いが圧迫,牽引などによる

損傷の疑いがある｡

(知覚低下　　　　　以上

保存療法と経過観察を行う｡ 2-3ヵ月経って

知覚が回復してこない場合は高次医療機関に紹介

する｡

C.切断や高度損傷の可能性がほとんどない｡

(知覚低下

保存療法を行う｡薬物療法のみでも構わない

が,崖状神経節ブロックを併用したほうが有効で

あり,遅くとも2, 3過のうちに麻庫が消失しな

ければ積極的に行う｡麻酔科･ペインクリニック

へ紹介する｡

いずれの場合もビタミン　　　　アデノシン三

リン酸二ナトリウム8)の投薬を直ちに開始する｡

(3)神経修復を目的とした薬剤投与

a.補酵素型ビタミン　　メコバラミン)

神経細胞内での核酸,タンパクの合成を促進

軸索内輸送の促進

髄鞘形成(リン脂質合成)の促進

軸索再生の促進

減少した神経伝達物質の回復

b.アデノシン三リン酸二ナトリウム

末櫓血流の増加に伴う神経伝達の効率化

(4)外科的修復術

神経が完全に切断された場合,可及的に迅速な

修復術が必要で数日以内でないと予後が悪い｡確

定診断や経過観察のため時期が遅れたとしても

6ヵ月以内の修復が望ましい｡断端問の距離が短

いときは神経断端を由接縫合し,断端間の距離が

大きいときには大耳介神経移殖などが行われる
11主12)

Cl

(5)崖状神経節ブロック

屋状神経節は第6, 7空貢椎付近に存在する肇部

交感神経節であり,ここを局所麻酔薬(1%リド

カインなど)を用いてブロックすると顎顔面系の

交感神経が遮断される9)｡もっともよく行われて

いる神経ブロック療法であり血管拡張作用を主目

的にしている｡神経麻庫の場合,血流の改善に

よって神経線経の再生を促進すると言われてい

る｡

(6)その他の薬物療法

神経麻庫の治療を目的とした薬物療法以外にも

投薬を行うときがある0　-般に知覚神経が障害を

受け,治癒していく過程で異常感覚(ジンジン,

ピリピリあるいは虫の這うような感覚),異病症

(軽くふれるなど通常なら痛くない刺激でも痛み

を感じる),痛覚過敏症(与えられた痛みをより大

きく感じる)を伴うことがある4)｡これらが持続

する場合,抗けいれん薬,抗うつ薬などの投与が

有効な場合がある｡専門機関での対応が望まし

い｡

(7)精神的ケア

神経損傷では治癒まで中長期的な経過をたどる

ため患者は,不安になりやすいので,治療計画と

14 I-
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予後について十分な説明が必要である｡また知覚

神経麻庫の場合,他覚的判断材料に乏しく,歯科

医師はただ患者の訴えを聞くのみとなりやすい｡

そのため神経麻庫の重症度を必ずしも正しく把握

できない可能性が生ずる.お互いの意志の疎通が

上手くいかないと患者は不信感を抱き,医療トラ

ブルのもととなりかねない10)｡

(麻酔科:野村　仰)

5　インフォームドコンセント

.麻庫に関連した治療ではインフォ} ムドコンセ

ントはとくに重要である○

.治療前, 治療時, 麻庫発現後, 経過観察中の各

時期において, 十分な説明と患者の同意が必要0

.内容を必ずカルテに記録する0

以上の文中でもくり返し述べたように,知覚麻

庫の予防,診断,治療にあたっては患者への十分

な説明と,患者自身の納得や同意が非常に重要な

役割を担う｡適切なインフォームドコンセントが

行われれば,多くのトラブルを未然に防ぐことが

できるだろう｡

1)歯科におけるインフォームドコンセントの原則

(1)患者の主訴を十分に聞き,コミュニケーショ

ンをとる

(2)適確な診断を下し,病態について十分説明する

(3)処置の必要性と冒的について説明し,処置方

針を示す

(4)複数の処置方針があれば,それぞれの得失,

難易度,予後の予測などについて説明し,患者

に選択させる｡

2)麻庫に関連した症例に対するインフォームド

コンセントの時期

(1)手術,処置方針の決定時

(2)処置当日の説明

(3)麻庫出現時

(4)治療方針

(5)経過説明

3)麻庫に関連した処置,手術におけるイン

フォームドコンセント

(1)処置,手術の必要性の説明

ifFll

(2)処看,手術の難易度とそれに伴う麻庫出現の

リスクについて説明

(3)手術法,処置法の概要について説明

a.局所麻酔法について

b.術式について

C.術後の投薬について

(4)麻庫の経過と予後についての概要を説明

(5)麻庫の治癒方針について説明

(6)その他

a.鎮静法,全身麻酔の可能性

b.手術以外の次善策について

以上の事柄に十分な説明を施したのち,患者が

理解したかどうかを確認し,選択の自由を与えた

上で同意を得て処置,手術を行う｡

術後麻庫が出現した場合,その経過ごとに診

断,処置方針,考えられる予後について,具体的

に分かりやすく説明をくり返す｡その内容や確認

事項はカルテに必ず記録する｡

(口腔外科:柿葎　卓)

6　クレーム,医療訴訟-の対応

1)麻庫に関する取扱い件数

㈱東京都歯科医師会の｢医事処理｣として取り

扱う事例は,患者が当該医療機関に何等かの事故

又は不蒲で具体的に損害賠償を求め,その処理を

医療機関及び地区歯科医師会で解決出来ないため

都歯に-任してきた場合であるO平成5年4月か

ら10年10月までの新規事例は122件｡その内麻庫

に関する事例は13件である｡

2)麻庫の要薗

抜歯時に関するもの8件｡浸潤麻酔下の抜髄時

に関するもの3例o歯根端切除･嚢胞摘出手術時

に関するもの1例｡

3)術前の説明の現状

術前にインフォームドコンセントができていれ

ば紛争になることが少ないのは無論である｡とく

に往意を要するのは｢危険性の吾知｣である｡訴

訟になった場合,裁判官の判断要因になる｡

4)麻庫に対する医事紛争対応の難しさ

(1)因果関係の確認･立証･確定診断が一般開業

15 I
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医では楽しい｡

(2)症状固定するまで時間を要し,患者の不安が

著しい｡

(3)症状が固定した時の後遺障害程度が医学的に

も画　イヒされていないo

(4)最近の麻庫に対する訴訟の場合,債務不履行

で訴えてくるため勝訴することが歎しいo

債務不履行とは,故意または過失により債務の

本旨に従った履行をしないこと｡

これにより,損害を被った当事者は損害賠償を

請求することが可能になる｡たとえば歯科医師は

診療契約に基づき,患者に対し適切な治療を施す

債務を負担しているため,過失により不適切な治

療をすれば,債務不履行責任を追求される｡この

ため適切な治療をした(無過失)ことの立証責任が

歯科医師側に謀せられることになる｡

5) [事　例]

熊本地方裁判所　平成10年2月24日判決

(平成8年(ワ)第　　号損害賠償請求事件)

(1)事故の概要

下顎右側智歯抜歯時,麻酔注射針による舌神経

損傷｡後遺障害,舌右側半部の知覚,味覚麻庫な

らびに口腔･顔面･頚部捧痛の障害｡

(2)判決

医師の注意義務の過失を認める｡医師側の反論

として舌神経の走行異常･患者の特翼的な体動等

については立証できなかった｡

(3)損害に対する裁判所の判断

本判決は,後遺症害何級に該当するか明示的に

示していない｡また,他訴訟事例においてもこの

ような事例が相当数見受けられる｡これは,実体

に即して,個別具体的に逸失利益額を算定しよう

とする姿勢である｡

(4)当判決に対する保険会社の判断

｢知覚,侍に味覚障害を医学的に証明しうるか

どうか容易でないのが実情Jと判断し,裁判所の

出した逸失利益･後遺障害慰謝料額を認める｡

(高橋哲夫)
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