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抄録：多発性骨髄腫は形質細胞が腫瘍性に増殖する

疾患で，腰部や胸部の骨病変による疼痛を初発症状

とする場合が多いとされている。著者らは下顎智歯

抜去後に自覚した知覚鈍麻を初発症状として発見さ

れた多発性骨髄腫の１例を経験した。下顎智歯抜去

後の知覚鈍麻は，抜歯による神経損傷や感染による

下顎骨骨髄炎に起因することが多く，下顎骨の悪性

腫瘍による神経障害が併存することはまれであると

考えられる。口腔領域の進行性知覚鈍麻は，悪性腫

瘍を念頭において診療にあたることが重要であると

思われる。

緒 言

多発性骨髄腫は病的な形質細胞が骨髄内・外で結

節性に増殖し，異常M蛋白を産生し骨破壊，主要

臓器障害，造血器障害など様々な全身症状を呈する

疾患である１）。とくに口腔領域に初発症状が発現す

ることは比較的まれとされている２）。今回，われわ

れは下顎智歯抜去後の知覚鈍麻を初発症状とした多

発性骨髄腫の１例を経験したのでその概要を報告す

る。

症 例

患 者：３２歳，女性。

主 訴：両側オトガイ神経領域の鈍麻。

現病歴：右側下顎智歯は以前より腫脹を繰り返し

ていた。このため平成１４年１０月，他院にて智歯周囲

炎の診断のもとに右側下顎智歯の抜去を施行した。

患者からの聴取した限りでは，右側下顎智歯は正常

方向に萌出しており，比較的短時間で抜去が施行さ

れたとのことであった。抜去後一週間頃より右側下

唇に知覚鈍麻を認めた。当初，患者は右側下顎智歯

抜去による影響と思っていたが，１１月中旬には右側

下顎骨骨体部の膨隆を自覚した。１２月初旬より知覚

鈍麻が反対側（左側下唇）にも及んできたため，１２月

末に東京歯科大学水道橋病院を紹介され受診となっ

た。

同院のパノラマＸ線写真にて両側下顎骨に辺縁不

整の骨透過像が認められた（図１）。SW知覚テス

ターによる触圧覚検査では，下唇枝（右側：３．２２，

左側：１．６５），口角枝（右側：３．２２，左側：１．６５），

オトガイ枝（右側：３．２２，左側：１．６５）と右側の方が

鈍麻傾向であった。血液検査においては，Hb値：

１３．５g/dl と貧血は認められず，白血球数：９４．７×

１０２/µl および血小板数：４６．６×１０４µl と軽度の増

多，CRP：１．２２と軽度の亢進がみられたが，血液像

では異常は認められなかった。血清蛋白分画ではア

ルブミン値が４７．５％と低下，γ‐グロブリン値が３３．７

％と増加がみられた。尿一般検査では尿蛋白および
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ベンス－ジョンス蛋白は認められなかった。頭蓋顔

面のCTスキャンでは，頭蓋骨に多発性の打ち抜き

像，下顎骨においては骨梁や皮質骨の消失（図２）が

認められたため，多発性骨髄腫を疑い精査・加療目

的に平成１５年１月，紹介により当科を受診となっ

た。

既往歴：小児期よりアトピー性皮膚炎。約５年前

より発作性上室性頻拍のため発作時に服薬。

家族歴：特記すべき事項なし。

現 症：

顔貌所見：顔色良好。オトガイ部から右側下顎体

部の膨隆，両側オトガイ神経領域の知覚鈍麻を認

め，右側に鈍麻傾向が強く，右側下唇枝領域では知

覚が脱失していた（図３）。所属リンパ節所見では右

側顎下部に小豆大１個を触知し，可動性で圧痛を認

めた。

口腔内所見：‾７‾－‾５｜の動揺および挺挙感および

‾５‾－‾３｜部に骨様硬の腫脹および圧痛を認めたが，

被覆粘膜は健常であった（図４）。

全身所見：平成１４年１２月上旬より微熱および体動

時に腰痛を認めた。

臨床検査所見：血液検査では，γ‐グロブリン：

３５．３％と高値を示し，IgAが２７９８mg/dl と上昇して

いた。血清電気泳動でκ型の所見が得られた（表

１）。

臨床診断：多発性骨髄腫の疑い

処置および経過：臨床所見より多発性骨髄腫が疑

われたため初診日に当院血液内科を受診。当科にお

いては当院初診２日後，下顎孔伝達麻酔下に生検を

施行した。‾５‾－‾１｜部に粘膜骨膜弁を形成し，骨膜

表１ 初診時検査成績

WBC ８１×１０２/µl 蛋白分画
Hb １４．０g/dl A/G ０．９４
Plt ５２．２×１０４/µl Alb ４８．６％
ALP ２６２U/I α１ ２．２％
TP ８．９g/l α２ ６．９％
BUN ８．０mg/dl β-g ７．０％
Cr. ０．６mg/dl γ-g ３５．３％
Ca ８．８mg/dl 免疫グロブリン
CRP １．８mg/dl IgG １３７５mg/dl

IgA ２７９８mg/dl
尿蛋白 （－） IgM １０５mg/dl
B-J 蛋白 （－） 血清電気泳動 κ型

図１ 東京歯科大学水道橋初診時のパノラマＸ線写真

両側下顎骨骨体部に骨梁の消失を認める

図２ 東京歯科大学水道橋病院受診時のCT写真

左：頭蓋骨に打ち抜き像（矢印）を認めた
右：下顎骨において皮質骨および骨梁の消失を認めた
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下剥離をした後に組織採取を行った。皮質骨は消失

し骨面は粗造で病的なスポンジ状を呈していた。術

中，術後において止血異常および粘膜創面の治癒不

全は認められなかった。生検により形質細胞腫と診

断され，多発する打ち抜き像，血液検査所見より多

発性骨髄腫と診断に至った。その後，患者の希望に

より他院転院後，化学療法を開始した。しかし，化

学療法の効果は一時的で，治療抵抗性の多発性骨髄

腫であった。造血幹細胞移植も行ったが全身状態の

悪化がみられ，当院初診より２年１１ヶ月後に永眠さ

れた。

病理組織学的診断：下顎骨生検検体のヘマトキシ

リン・エオジン染色では形質細胞類似の異型細胞や

未熟な異型円形細胞を認め，腫大した核小体や核分

裂像を呈していた（図５）。いずれの細胞もCD３８抗

原陽性を示していた。

診断：多発性骨髄腫（IgA型 κ型）

考 察

多発性骨髄腫は，形質細胞の腫瘍化したもので，

造血器腫瘍の約１０％程度を占める。腫瘍細胞の発

生，ならびに増殖の場が骨髄であることから，造血

障害と骨破壊が主病変である３）。本症は４０歳以上の

男性に多く，好発部位は脊椎，頭蓋，肋骨，胸骨，

骨盤，大腿骨上端である４）。顎骨では下顎骨に多

く，臼歯部，下顎角部，下顎枝部に好発する５）。全

図４ 初診時口腔内写真図３ 初診時，両側オトガイ神経領域の知覚鈍麻の範囲
‾６‾５‾４｜部に骨様硬の膨隆を認める（�線の範囲）。矢印は知覚脱出範囲を示す

図５ 生検検体の病理組織像（H-E 染色）

左：中拡大 右：強拡大
骨髄中に大小不同の核を有する異型細胞を認める

大鶴，他：下顎骨に発生した多発性骨髄腫４０
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身症状としては，腰痛，背部痛，全身倦怠感，貧血

症状で初発することが多いとされている４）。口腔領

域でみられる初発症状は，顎顔面の腫脹６），腫瘤形

成７），歯肉腫脹８），抜歯後出血９）が報告されている。

八重垣ら２）は顎口腔領域に初発症状を呈した多発性

骨髄腫の臨床統計学的研究を報告しているが本邦お

よび国外報告例計３９例のうち下口唇の知覚鈍麻を初

発症状としたものは３例のみであり，まれなものと

思われた。本例は，右側オトガイ神経領域の麻痺感

が抜歯の１週間後より発生し，その後両側まで及ん

でいること，臨床経過および口腔領域の所見より智

歯抜去による神経損傷や下顎骨骨髄炎は否定的であ

り，問診にて腰痛を訴えたことから当初より悪性の

腫瘍性疾患を疑った。本例では，血液検査において

γ‐グロブリンの高値およびCTスキャンにて頭蓋骨

および腰椎に多発性の打ち抜き像が認められたた

め，早期に多発性骨髄腫を疑い生検により診断を下

すことが可能であった。

多発性骨髄腫は形質細胞が産生するＭ蛋白の種類

により IgG 型，IgA型，BjP 型，IgD型，IgD型に

分類され，IgG 型の発生頻度が比較的高いとされて

いるが，本例は IgA型であった。また，L‐鎖の種

類によりκ型とλ型に分けられるが，κ型であっ

た。

多発性骨髄腫は化学療法に反応を示すものの多く

が再発し，治癒に至ることは難しい予後不良な疾患

である。治療の目標はQOLを維持しながら生存期

間の延長をはかることにあり，化学療法および骨痛

や合併症の改善のための補助療法が主体となる。６５

歳未満で全身状態が良好な例には，自家末梢血幹細

胞移植が行われる１０）。本例はがん専門病院に転院と

なり治療を行っている。

下顎骨に発生する骨髄腫はまれな疾患であり，多

種多様な臨床像を呈するため診断が比較的困難であ

るといわれている。本例のように抜歯前に症状が乏

しく非特異的な場合には術前に予測することは困難

である。知覚鈍麻の場合，全身的には中枢神経系の

障害，局所的には炎症，外傷，腫瘍による影響が考

えられる。本例は下顎智歯抜去後１週間にて知覚鈍

麻が出現していたが，患者自身が事前に説明されて

いた抜歯による偶発症が生じたと思い，また抜歯を

行った歯科医師も同様に判断したため腫瘍性病変に

よる知覚鈍麻との鑑別が困難であったと推察され

た。下顎骨の病変による知覚鈍麻が進行性の場合に

は，本疾患も念頭において血液検査および積極的に

生検を行うことにより，診断を下すことが重要であ

ると考えられた。

結 語

われわれは，３２歳女性に発症しオトガイ神経領域

の麻痺を初発症状とした多発性骨髄腫の１例を経験

したので報告した。

本論文の要旨は第２２回日本口腔腫瘍学会総会（２００４年１月
２３日，金沢）において発表した。
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Multiple Myeloma With Sensory Paralysis After Extraction of
Mandibular Wisdom Tooth as Initial Symptom
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Key words : Multiple myeloma, extraction of a mandibular wisdom tooth, sensory paralysis, mandible

Multiple myeloma is a disease characterized by the neoplastic proliferation of plasma cells． It has

been reported that the initial symptom is often pain caused by bone lesions in the lumbar spine or ribs．

We report a case of multiple myeloma in which the initial symptom was sensory paralysis occurring after

the patient underwent extraction of a mandibular wisdom tooth． In many cases，sensory paralysis after

extraction of a mandibular wisdom tooth is caused by osteomyelitis of the mandible and nerve injury，so

occurrence of this symptom due to nerve damage by a malignant tumor in the mandible is thought to be

rare． In providing dental care，it is important for dental surgeons to take malignant tumors into consid-

erations when treating progressive sensory paralysis in the oral region．

（The Shikwa Gakuho，１０６：３８～４２，２００６）
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