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抄録：本研究の目的は臨床で起こり得る短時間の直

接接触に際して生ずる超音波メスの神経傷害につい

て，その損傷の程度と回復過程を明らかにすること

である。ウサギの下顎管を開放し下歯槽神経に対し

超音波メスを１秒間接触させ，形態的および電気生

理学的に検索した。電気生理学的には超音波メスを

接触させた群（以下超音波群）と下顎管を開放したの

みの群（以下開放群）の知覚神経最大伝導速度に差は

見られず，術後３日で低下した後，８週には正常と

同様まで回復した。組織学的には，超音波群では術

後３日，１週において開放群よりも広範な神経線維

の変性が見られたが，４週，８週では同等の回復が

見られた。以上より硬組織切削用超音波メスの短時

間接触による神経損傷は軽微であり速やかに修復さ

れると考えられた。

緒 言

口腔外科臨床における手術による末梢神経麻痺の

原因には骨切削器具による神経線維の直接的損傷の

ほかに，神経線維の圧迫１），伸展損傷１），下顎管内浮

腫２）などがあるが，患者とのトラブルとなるのは神

経に直接損傷が生じた場合である。

下歯槽神経は堅い下顎管の中を走行しているの

で，骨切りに際してあらかじめこれを手術野から隔

離したり，プロテクターで保護するなどの手段を講

じることは不可能である。そこでわれわれは住ベメ

ディカル株式会社と硬組織切削用超音波メスを開発

し，これを臨床に応用しその有用性について報告し

ている３，４）。これはチタン合金製のチップの先端を軸

方向に２００µm振動させて骨組織を破壊するもの

で，硬組織切削中に誤って神経線維束に接触した場

合でも，それが瞬間的であれば，術後に麻痺を生じ

ないか，生じても短時間で回復するとの報告４）があ

る。しかしながら，硬組織切削用超音波メスによる

神経損傷とその回復過程に関して，組織学的に詳細

に観察した研究は杉山らの報告を見るのみであ

る５）。杉山らは硬組織切削用超音波メスによる神経

損傷は neurapraxia（一過性局在性伝導障害）または

axonotmesis（軸索断裂）が主体で，回転切削器具に

よる損傷に比べて修復は速やかであると報告してい

る５）が，超音波メスのチップと下歯槽神経束との接

触時間３０秒間という実験条件は，実際の臨床で起こ

り得る１秒前後の接触に比べて極めて過酷なもので

ある。

そこでわれわれはウサギの下顎管を開放し，下歯

槽神経束に対して硬組織切削用超音波メスのチップ

を１秒間接触させ，その損傷の程度，損傷後の神経

線維の変性ならびに再生過程について形態学的なら

びに電気生理学的に観察した。

材料および方法

１．実験動物

体重３kgの雄性日本白色種家ウサギ（以下ウサギ

と略す）３１羽を使用した。ウサギは搬入後固形飼料

（オリエンタル酵母社製RC-4）と水道水で１週間以

上飼育し，異常のないものを実験に供した。実験は

東京歯科大学動物実験指針に基づいて行われた。
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２．研究機材

住ベメディカル社製硬組織切削用超音波メス SU-

MISONIC ME2400（以下超音波メスと略す）を使用

した。これは本体とハンドピースから構成されてお

り，本体で発生させた高周波でハンドピースに埋め

込まれたチタン合金製のチップに超音波を発生させ

るもので，使用周波数は２４kHz，超音波出力は１５０

Wである。

３．実験方法

１％ペントバルビタール（０．５mg/kg）静脈内麻酔

下にウサギを仰臥位に固定し，オトガイ下部から両

側顎下部を剃毛して，Grossich 法による皮膚消毒

を行った。１／８０，０００エピネフリン添加１％リドカイ

ン溶液で両側顎下部皮下に浸潤麻酔を行うとともに

両側下顎孔伝達麻酔を行った。次いでオトガイ下正

中部の皮膚を切開し，ここから皮下を剥離して右側

の下顎骨下縁を露出させ，さらに歯科用バーとマイ

セルを用いて，下顎骨下縁の皮質骨を一塊として除

去し下顎管を開放した（図１）。ここで露出した下歯

槽神経血管束に対し超音波メスのチップを，写真用

タイマーを用いて１秒間接触させた後，その後除去

しておいた皮質骨を復位し骨膜を縫合した。超音波

メスのチップは神経を圧迫しないよう注意し，接触

させるのみとした（以下超音波群と略す）。つづいて

同様の操作を左側にも行い，下顎管を開放した後，

皮質骨を復位しこれを対照とした（以下開放群と略

す）。両群とも下顎管の開放時間は１分間とした。

皮下および皮膚縫合を行い創を閉鎖した。

４．観察方法

１）知覚神経活動電位および伝導速度

知覚神経誘発活動電位（Sensory nerve action po-

tential：以下 S. N. A. P.と略す）および知覚神経最

大伝導速度（Sensory nerve maximum conduction

velocity：以下 S. C. V.と略す）の測定は手術直後，

３日，１週，２週，４週，８週に行い，各群に対し

５羽～６羽のウサギを用いた。測定装置には日本電

気三栄社製・臨床用生体信号処理装置（サイナック

ス）ER１１００を使用した。電極は刺激・記録電極とも

直径０．２mm銀製針電極を使用し，電極間距離は３

mmとした。アースは刺激と記録電極の間に設置し

た（図２）。

１％ペントバルビタール（０．５mg/kg）静脈内麻酔

下にオトガイ下から顎下部に皮膚切開を加え迅速に

オトガイ神経を剖出して記録電極を刺入し，ついで

翼突下顎隙を開放して下歯槽神経を露出し刺激電極

を刺入固定した。刺激として矩形波電気刺激を用

い，定電流，刺激持続時間２００µsec で４０回の加算平

均を行った。伝導距離は陰極間の距離とし，刺激を

加えた時点から活動電位の立ち上がり時点までを潜

時として S. C. V.を算出しWilcoxon 検定により両

群の比較を行った。

図１ 下顎管開放時の所見

図２ 下顎管開放部および電極の位置
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２）形態学的観察

電気生理学的観察の後，ただちに動物を静脈内麻

酔薬の過量投与により安楽死させ，下顎骨を摘出

し，これを０．１％カコジル酸緩衝液（pH７．３）に２％

パラホルムアルデヒドと２．５％グルタールアルデヒ

ドを加えた前固定液で浸漬固定した。次いで１０％

EDTA溶液で脱灰し，下歯槽神経を剖出して電極

間の距離を計測した後，超音波メスを接触させた部

分および対照となる部分を切除した。これを４％蔗

糖加０．１％カコジル酸緩衝液（pH７．３）に１％オスミ

ウムを加えた固定液に２時間浸漬し後固定を行っ

た。続いて上昇アルコール列で脱水を行った後，低

粘度エポキシ樹脂に包埋し，超ミクロトームを用い

て，１µmの薄切横断切片を作成した。標本はトル

イジンブルー液で加温染色を行い光学顕微鏡で観察

した。

結 果

１．電気生理学的観察

１）S. N. A. P.について

図３にウサギ正常下歯槽神経の S. N. A. P.を示

す。今回の計測範囲内では，比較的振幅の大きな単

峰性の波形として観察され，他の波形は見られな

い。

図４に超音波群の S. N. A. P.を，図５に開放群の

S. N. A. P.を示す。両群ともに手術直後例より２峰

性もしくは多峰性の波形が観察された。多峰性の波

形は，術後１週例まで顕著に見られたが，２週例よ

り徐々に波形間の距離が近づく傾向が観られ，４週

例と８週例では基部の広い単峰性の S. N. A. P.を示

すものも見られた。両群の S. N. A. P.に明らかな差

異は認められなかった。

２）S. C. V.について

表１に両群の S. C. V.の平均値およびその時間的

推移を示す。両群とも３日例で最低値を示した

後，１週までは回復が見られなかったが，２週例で

回復が見られ，８週例で正常値近くまで回復した。

術後，３日，１週例では超音波群の方がやや低く，

４週，８週では開放群がやや低かったが，全週例で

有意差は認められなかった。

２．形態学的観察

１）開放群

手術直後例（図６）では損傷部の神経線維に顕著な

変性は認められず，構造の保たれた密度の高い神経

線維束が見られた。３日例（図７）では開放部周辺の

神経線維に限局して神経線維の膨化や空胞化などの

軽度の変性所見が見られるが，開放側の反対側（以

下非開放側と略す）の線維は比較的よく構造を保っ

ていた。１週例（図８）では神経線維の変性は開放側

約１／３の線維束に及び，損傷部では Schwann 細胞

が大量に増殖しており，Schwann 細胞に接して細

い再生神経線維が多数進入してきている像が観察さ

れた。非開放側では著明な変性は見られず，比較的

均一で密度の高い構造が見られた。２週例（図９）で

表１ S. C. V.の時間的推移

直後例 ３日例 １週例 ２週例 ４週例 ８周例

超音波群 ５３．８ ３１．５ ３１．６ ４９．２ ３５．９ ４６．２

SD １２．５０ ９．９５ １０．８５ １２．８０ １０．９３ ８．０４

開放群 ４９．１ ３２．２ ３４．９ ４９．３ ３１．１ ４３．８

SD １０．６６ １３．８５ ７．４７ ４．９９ ５．７０ ６．９３
図３ ウサギ正常下歯槽神経の S. N. A. P.

（矢印：S. N. A. P.の Peak）
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図４ 超音波群の手術後経過時間別の S. N. A. P.（矢印：S. N. A. P.の Peak）
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図５ 開放群の手術後経過時間別の S. N. A. P.（矢印：S. N. A. P.の Peak）
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は損傷部の処理が進み，Schwann 細胞の数は減少

していた。一部線維化した組織の中に再生神経線維

が多数進入しており正常に近い直径を持つ線維も混

在していた。開放側においては空胞変性や細い再生

神経線維が見られ，非開放側にも変性は及んでいる

もののその程度は軽度であった。また Schwann 細

胞の数は超音波群と同様に減少していた。４週例（図

１０）では変性像はほぼ消失し神経線維束は正常に近

図６ 開放群直後例（矢印：開放側）

図７ 開放群３日例（矢印：開放側）

図８ 開放群１週例（矢印：開放側）
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い構造になっていたが，一部小区画化を示している

ものもあった。８週例（図１１）では神経線維はその太

さ，形態ともにさらに成熟し，変性所見はほとんど

見られなくなった。

２）超音波群

手術直後例（図１２）ではチップ接触部に限局して神

経線維の萎縮，脱髄，髄鞘の空胞化などの軽度の変

性が認められるのみで，中心部の線維配列に乱れは

図９ 開放群２週例（矢印：開放側）

図１０ 開放４週例（矢印：開放側）

図１１ 開放８週例（矢印：開放側）

歯科学報 Vol．１０５，No．６（２００５） ５９５
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なく規則性を保った構造が見られた。３日例（図１３）

では神経線維の変性はチップ接触部から同心円状に

拡大し線維束全体の約１／３に及んでいた。損傷部で

は神経線維の密度は著しく低下し，膠原線維と思わ

れる間質の増生と神経線維が散在性に見られた。ま

た，Schwann 細胞の増殖が一部に見られ，再生神

経線維と思われる細い神経線維も少数であるが観察

された。線維束中心部では比較的構造を保った神経

図１２ 超音波群直例（矢印：チップ接触部）

図１３ 超音波群３日例（矢印：チップ接触部）

図１４ 超音波群１週例（矢印：チップ接触部）

山口，他：硬組織用超音波メスによる下歯槽神経損傷５９６
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線維が見られた。１週例（図１４）では変性はさらに進

み神経線維束の約１／２程度におよんでいた。損傷部

では開放群と同様に多数の Schwann 細胞の増殖と

再生神経線維の増殖が見られた。線維束の中心部で

は構造を保った部分も見られるが，非開放側におい

ても神経線維の変性と Schwann 細胞の増殖が認め

られ，再生神経線維と思われる細い神経線維も見ら

れた。２週例（図１５）では開放群と同様線維化した組

図１５ 超音波群２週例（矢印：チップ接触部）

図１６ 超音波群４週例（矢印：チップ接触部）

図１７ 超音波群８週例（矢印：チップ接触部）
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織の中に Schwann 細胞の数は減少し，多数の再生

神経線維の侵入が見られた。中心部ではほぼ正常に

近い構造が見られるが，周辺部では直径の細い線維

が多く線維密度は低かった。４週例（図１６）になる

と，一部に空胞が認められるものの，線維束は回復

傾向を示し，細い神経線維を主体とした規則正しい

配列が見られるようになった。また，２週例に比べ

神経線維密度も増加する傾向が見られた。８週例（図

１７）では神経線維の太さ，形態ともに成熟した像が

観察され良好な回復が認められた。

考 察

口腔外科領域においては埋伏智歯の抜去６，７），下顎

骨内の嚢胞８）や良性腫瘍の摘出術，顎矯正手術１，９）に

際して下歯槽神経の露出が余儀なくされることがし

ばしばある。硬組織切削用超音波メスは主に口腔外

科領域３，４）や整形外科領域１０～１４）で臨床応用されてお

り，臨床での有用性や顎骨の治癒過程に及ぼす影

響１５～１７）についてはすでにいくつかの報告が見られる

が，末梢神経傷害に関する詳細な研究は杉山らの報

告５）を見るのみである。しかし，これは下顎管の直

径の１／２まで骨切りを行った後３０秒という長時間接

触させているもので神経に与えるダメージは非常に

大きい。実際の臨床の場においては，可能な限り神

経への直接接触は避けるため接触時間はさらに短

く，接触圧も小さいはずである。そこで今回の実験

では下顎管を開放したモデルを使用することにより

神経に対する接触を最小限にするととも神経に確実

に接触させ短時間接触の影響を観察した。

１．下顎管開放による損傷形態とそれに超音波メス

による損傷が加わった際の神経線維の損傷形態お

よび回復過程の違いについて

下顎管の開放により肉眼的には神経に損傷がなく

ても，術後に一過性の神経麻痺もしくは知覚鈍麻が

生じることは臨床でも報告されているが６），その実

態については，実験的に観察された報告は少な

い１８）。開放群では損傷直後にはほとんど機能的，形

態的損傷が見られなかったが，その後早期に神経線

維束に変性が生じる。これは下顎管開放時の神経上

膜の剥離や血管束に分布する毛細血管の断裂により

循環障害が起こったためと考えられる。これに対し

超音波群の損傷形態を見ると損傷直後こそチップ接

触部に限局した変性所見が見られたものの，３日に

は神経線維の反対側まで変性所見が広がっており，

その障害は神経線維束に広範に広がっていることが

示唆された。しかし，その損傷形態は範囲の違いこ

そあれ開放群の所見と大きく異なるものではな

く，１週例からは両群とも同様に Schwann 細胞に

よる変性物質の処理とそれに伴う少数の神経線維の

再生が見られ，手術４週から８週にはほぼ正常に近

くまで回復しており，その修復速度も近似していた。

また組織学的所見と同様に電気生理学所見におい

ても，早期に S. N. A. P.の多峰化という変化が見ら

れた。今回導出した波形は伝導速度の早いAβ線維

ののものと考えられるが，この波形の多峰化は神経

線維束の中に伝導速度の異なる神経線維が存在する

ことを示しており，これはすなわち神経線維束に局

所的な伝導障害が起きていることを示していると考

えられる。また S. C. V.は３日から１週にかけて著

明な低下を示し２週から回復に向かう傾向が見られ

た。ウサギの正常下歯槽神経の最大伝導速度は５０～

６０m/sec といわれており１８），８週例では４０m/sec 前

後まで回復しており，良好な回復が示唆された。し

かし臨床的には知覚閾値の回復が見られても，正常

な感覚の回復が見られないことも多く１９，２０），本実験

においても８週例で多峰性の S. N. A. P.を示すもの

もあったことはその可能性を示唆していると思われ

る。

２．超音波メスによる神経線維の損傷形態について

末梢神経損傷の分類については Seddon の分類が

よく用いられている。Seddon２１）は末梢神経損傷を

neurapraxia，neurotmesis（神経断裂）の３型に分類

している。松田は下顎管開放損傷を neurapraxia と

axonotmesis 中間型の損傷としており１８），杉山らは

超音波メスによる損傷を neurapraxia もしくは ax-

onotmesis の状態であったとしている５）。超音波メ

スによる末梢神経障害について実験的に観察した研

究は少ないが，超音波による神経障害としては

CUSA�（A Cavitron ultrasonic surgical aspirater）

を用いた研究が散見され２２～２４），同様に神経断裂を示

す像はなかったと報告されている。

本実験では下顎管開放損傷に加えて超音波メスを

応用したにもかかわらず，組織学的所見は過去の報

告と大きな差異はなく髄鞘の断裂を示す所見は認め
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られなかった。臨床的には高崎らが超音波メスによ

り下歯槽神経の掘り出しを行った症例を報告してお

り，術後早期には知覚の低下を認めたものの，４ヶ

月から６ヶ月で良好な回復を得たと述べている４）。

本実験においても損傷直後例で軸索の萎縮，空胞化

などの変性は見られるものの髄鞘の形態は比較的温

存されており，神経線維の再生にとって有利な条件

となっている２５）。しかし，３日例，１週例では変性

範囲の拡大が見られ，神経線維の消失，再生を示す

所見から考えて，その実態は局所的な axonotmesis

と考えるのが妥当と思われる。神経線維の再生は

Schwann 細胞と深く関係しているといわれてお

り２６，２７），３日後という比較的早期から Schwann 細

胞の増殖が見られたことは，神経線維の早期回復に

つながっているものと考えられる。

３．組織学的所見と電気生理学的所見との関係につ

いて

電気生理学的所見では超音波群と開放群でほとん

ど差は見られなかった。これは神経全体の複合活動

電位を導出し最も早い活動電位を潜時として記録し

たためであり，変性の少ない線維束の伝導速度が両

群に差がなかったことを示している。組織学的所見

においては両群とも非開放側に比較的構造を保った

神経線維側が存在しているが，術後３日，１週では

超音波群，開放群ともに S. C. V.の大きな遅延が見

られており，組織学的には正常に近い線維が残存し

ていても，神経線維束全体に伝導遅延が起きている

ことが示唆された。

佐々木は S. C. V.は神経線維の直径に比例すると

しており２８），凌らは S. C. V.は有髄軸索周囲長と高

い相関を示したと報告している２９）。本実験において

も再生神経線維の直径の成熟および中心部の線維密

度の増加の見られる２週後から S. C. V.の回復が見

られたことから，再生神経線維の直径およびその密

度が神経の機能的回復に関与していると思われる。

しかし，今回の複合活動電位では神経損傷の局在

が明らかとなっておらず，さらに詳細な検討が必要

と考えられた。

以上の結果より硬組織切削用超音波メスは臨床に

おける短時間の接触では neurotmesis を起こすこと

はほとんどなく，神経線維再生の場が確保されるた

め早期の機能回復が期待できるものと考えられた。

結 論

ウサギ下歯槽神経に対し硬組織切削用超音波メス

を短時間接触させ，その損傷と回復を形態学的なら

びに電気生理学的に観察し以下の結論を得た。

１．知覚神経誘発活動電位は超音波群，開放群とも

に手術直後から，多峰性の活動電位が導出された

が，４週，８週には単純化し正常に近い状態に回

復した。超音波群，開放群に著明な差は見られな

かった。

２．知覚神経最大伝導速度の回復過程は超音波群，

開放群に差は認められず，３日から低下した

後，２週より回復を示し，８週には正常と同等ま

で回復した。

３．組織学的には超音波群では３日例，１週例で開

放群に対しより広範な神経束の変性が見られた

が，その後早期に回復を示し，８週では両群とも

ほぼ正常に近い所見を示した。

以上より硬組織切削用超音波メスの短時間接触に

よる神経障害は軽微であり，早期に神経の機能的，

形態学的回復が得られるものと考えられた。

本論文の要旨は６th Asian Congress on Oral and Maxillo-
facial Surgery において発表した。
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Inferior Alveolar Nerve Injury by Short-term
Contact with Ultrasonic Osteotome

Shinichi YAMAGUCHI, Hiroyasu NOMA, Takahiko SHIBAHARA

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College

（Chairman : Prof. Takahiko SHIBAHARA）

Key words: Inferior alveolar nerve injury-Ultrasonic osteotome-Sensory nerve conduction velocity-Nerve injury recov-
ery process

The purpose of this study was to investigate degree of injury and process of regeneration in peripheral

nerves following short-term contact with an ultrasonic osteotome． A section of inferior rabbit inferior al-

veolar nerve 7 mm in length was expected and an ultrasonic osteotome was directly applied for1 second（Ul-

trasonic group）． In the contrary group，the nervous system was exposed，but no osteotome was ap-

plied（Exposed group）． The regenerative process in both groups was evaluated electrophysiologically

and histologically．

The results of the electrophysiological analysis showed no significant differences between both the two

groups． Sensory nerve action potentials showed two or more peaks immediately following the operation,

and then rose steadily over the next few days． Maximum conduction velocity was reached at 3 days af-

ter the operation，returning to normal levels after 8 weeks．

Histologically，the ultrasonic group showed more extensive damage than the exposed group at 3 days

and 1 week following surgery． However，both groups were showed similar regeneration to that of nor-

mal nerves at 4 and 8 weeks following surgery．

These observations suggest that nerve fibers exposed to short-term contact with an ultrasonic os-

teotome are slightly injured，and that a complete recovery of nervous function may be expected．

（The Shikwa Gakuho，１０５：５８９～６０１，２００５）
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