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抄録：下顎骨に発生する脈瘤性骨嚢胞は稀である。
今回，われわれは画像診断が有用であった下顎骨の
脈瘤性骨嚢胞を経験したので，その画像所見につい
て報告する。
症例は３８歳，男性。右側下顎臼歯部の疼痛を主訴

に来院した。パノラマエックス線像およびCT像で
は，頬舌的な骨膨隆を伴う，内部不均一な病変に連
続した複数個の透過像を認め，一部の皮質骨は菲薄
化していた。MR像では，骨体部は T１強調像で低
信号，脂肪抑制 T２強調像で低信号からやや高信号
を示し，軽度の造影効果が認められた。パノラマ
エックス線像およびCT像で認めたエックス線透過
像の病変部は，境界明瞭，辺縁整，内部均一，T１
強調像でやや高信号，脂肪抑制 T２強調像で著明な
高信号を示し，病変辺縁に強い造影効果を認めた。
全ての画像所見より脈瘤性骨嚢胞を伴う線維骨性

病変を疑った。その後の病理組織学的検索により脈
瘤性骨嚢胞と診断された。
本疾患の鑑別にはCT像およびMR像を併せた評

価が有用であった。

緒 言

脈瘤性骨嚢胞は１９４２年に Jaffe および Lichten-
stein らにより他の嚢胞性骨疾患から独立した疾患
として初めて報告された１）。顎口腔領域の脈瘤性骨
嚢胞は稀であり，特徴的な臨床症状や画像所見に乏

しいとされる。
今回，画像診断が有用であった下顎骨に発現した

脈瘤性骨嚢胞の一例を経験したので，その画像所見
を報告する。

症 例

患 者：３８歳，男性。
初 診：２０１０年４月
主 訴：右側下顎臼歯部の疼痛。
家族歴：特記事項なし。
既往歴：特記事項なし。
合併症：特記事項なし。
現病歴：約１０年前から右側下顎臼歯部の違和感を

自覚していたが，放置していた。
約６か月前から同部に疼痛が生じ，顎骨の膨隆感

を自覚したため近歯科医院を受診した。その際，パ
ノラマエックス線像上，右側下顎骨の異常所見を指
摘され精査を勧められた。２０１０年４月，精査のため
東京歯科大学千葉病院口腔外科に来院となった。

現症として，右側下顎下縁部に軽度のび漫性，骨
様硬の腫張を認めたが，疼痛以外の症状は認めな
かった。皮膚に異常を認めなかった。また口腔粘膜
は正常で，歯の動揺は認めなかった。電気歯髄診断
では，全ての歯に生活反応があった。

画像所見：
パノラマエックス線像（図１）では，病変は，前後

的には右側犬歯から第三大臼歯後方にかけて，また
上下的には下顎上縁から下顎下縁にかけて存在す
る，境界一部不明瞭の多房性を呈する透過像として
認められた。病変の一部は不均一な不透過性を示し
ていた。なお，病変により下顎下縁部が軽度，膨隆
していた。また，病変と右側下顎管との関係はパノ
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ラマ像上では確認が困難であった。
CT 像（図２）では，病変は下顎骨正中部から右側

下顎枝におよぶ境界一部不明瞭な high density と
low density の混在する領域として認められ，同部
の頬舌側皮質骨は膨隆し，一部菲薄化していた。同
部の歯には病変による歯根吸収や偏位は明らかには
認められなかった。また，右側下顎第三大臼歯根尖
周囲および下顎下縁部には複数個の境界明瞭，辺縁
整，内部均一な low density を示す病変が認められ
た。内部の CT 値は－１００～１００H.U.であった。パノ
ラマおよび CT の所見から線維骨性病変（fibro-os-
seous lesion）が疑われたが，右側下顎第三大臼歯根
尖周囲から下顎下縁部を中心とした多房性所見から
他の腫瘍性病変も考慮し，MR 検査が施行された。

MR 像（図３）では，下顎骨正中部から右側下顎枝
にかけて，T１強調像（TR／TE＝５００ms／１５ms）で
やや不均一な low signal intensity を，脂肪抑制 T
２強調像（TR／TE＝４６００ms／９３ms）で low からや
や high signal intensity を示し，造影後の脂肪抑制
T１強調像（TR／TE＝５００ms／１５ms）ではやや不均
一な軽度の造影効果を示した。CT 像で認められた
多房性の病変は T１強調像でやや不均一な high
signal intensity を，脂肪抑制 T２強調像で著明な
high signal intensity を示し，造影後の脂肪抑制 T
１強調像では辺縁のみが強い造影効果を示した。
MR 像から，多房性の病変については内部に血液ま
たは高タンパク成分を含む嚢胞性病変と考えられ

た。
以上の画像所見から画像診断として，脈瘤性骨嚢

胞を伴う線維骨性病変を第一に疑った。その後，本
病変に対し局所麻酔下に組織生検が行われた。検体
は右側下顎第三大臼歯歯根尖周囲より採取された。
生検時の出血量は微量であった。生検検体による病
理組織学的診断からは脈瘤性骨嚢胞に線維骨性病変
を随伴した病変と診断された。なお，全身麻酔下に
下顎骨区域切除術が施行され，現在，経過は良好で
ある。

結果および考察

脈瘤性骨嚢胞は，１９４２年に Jaffe および Lichten-
stein らにより初めて他の嚢胞性骨疾患から独立し
た疾患として報告された１）。多くは長管骨や脊柱に
発生するとされ，顎骨に発生するものは１～３％程
度とされる稀な疾患である２，３）。その発生について
は，動静脈瘤により静脈圧が亢進し，血管床の拡
大，血管の破裂や血液の漏洩で生じた血腫の器質化
や修復帰転の異常，などと考えられているが，未だ
明らかになっていない４）。病変内部には血液成分が
貯溜するため組織生検や外科手術において多量の出
血を来すとの報告５）もあり，術前における画像診断
の果たす役割は非常に大きいと考えられる。

エックス線像において，長管骨に発生する脈瘤性
骨嚢胞は，一層の菲薄化した皮質骨に囲まれる透過
性病変として描出されることが多いとされる６）。そ

図１ パノラマエックス線像
病変は，右側犬歯から第三大臼歯後方にかけて，下方は下顎下縁におよぶ境

界一部不明瞭の多房性を呈する透過像として認められ，内部は一部不均一な不
透過性を示す（矢頭）。下顎下縁部では骨膨隆が認められる。
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れに対し，顎骨に発生する脈瘤性骨嚢胞の多くは透
過像を示すものの，透過像・不透過像が混在する場
合もあり，多房性または単房性，境界明瞭または不
明瞭，さらに骨の膨隆，歯根吸収や偏位を伴う場合
もあるといった多様な所見を呈すると報告されてい
る７～９）。また CT 像では，皮質骨の膨隆や破壊，周

囲の骨膜反応所見や虫食い状の透過像を伴う単房性
もしくは多房性の病変として描出され，エナメル上
皮腫，歯原性粘液腫，顎骨中心性血管腫，歯原性嚢
胞，中心性巨細胞病変，線維骨性病変などに類似す
る 所 見 を 呈 し，そ の 鑑 別 は 困 難 と さ れ て い
る５，１０，１１，１２）。本症例ではパノラマエックス線像におい

図２ CT 像
上段；骨条件水平断像
中段；軟組織条件水平断像
下段；歯列直交断像（�８相当部，�５相当部，�２相当部）

病変は，下顎骨正中部から右側下顎枝におよぶ境界一部不明瞭な high density と low density
の混在する領域として認められ，頬舌側皮質骨は膨隆し，一部菲薄化している（矢頭）。右側下顎
第三大臼歯根尖周囲および下顎下縁部では複数個の境界明瞭，辺縁整，内部均一な low density
を示す病変が認められる（矢印）。
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て，境界一部不明瞭な多房性病変として描出され
た。パノラマエックス線像のみでは病変の詳細な評
価については困難であったが，CT 像により病変の
正確な局在や硬組織の状態についての情報が得ら
れ，境界不明瞭な線維性骨病変の他に low density
を示す多房性病変を認めた。この点において CT 像
は有用であったと考えられたが，low density を示
す多房性病変の診断は困難であった。

MR 像において脈瘤性骨嚢胞は，MR T１強調像
で血液と同程度の signal intensity，脂肪抑制 T２
強調像で high signal intensity，造影後の脂肪抑制
T１強調像では，病変辺縁または内部の一部が不均
一な造影効果を示す病変として描出されることが多
いとされる１０，１１，１３，１４）。しかし骨中心性巨細胞病変，
良性線維性組織球腫なども脈瘤性骨嚢胞に類似する
所見を示す１５，１６）。本症例では T１強調像でやや不均

図３ MR 像
上段；T１強調像
中段；脂肪抑制 T２強調像
下段；造影後の脂肪抑制 T１強調像

病変は下顎骨正中部から右側下顎枝から下顎骨正中部にかけて，T１強調像でやや不均一な
low signal intensity を，T２強調像で low からやや high signal intensity を示し，造影後 T１強
調像では軽度の造影効果を示す（矢頭）。多房性の病変部では T１強調像でやや不均一な high
signal intensity を，T２強調像で著明な high signal intensity を示し，造影後 T１強調像では辺
縁のみに造影効果を認める（矢印）。
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一な high signal intensity を，脂肪抑制 T２強調像
で著明に high signal intensity を示し，造影後の脂
肪抑制 T１強調像では辺縁のみが強い造影効果を示
した。これらの所見から内部に血液または高タンパ
ク成分を含む嚢胞性病変が疑われ，生検や手術に際
して多量の出血を伴う可能性が少ないことが情報と
して得られた。

以上の画像所見により脈瘤性骨嚢胞を画像診断と
して挙げることができた。

脈瘤性骨嚢胞の診断には，CT を含めたエックス
線検査および MRI を合わせた評価が有用であると
の報告１０，１７）があるが，本症例においても CT と MRI
による評価が有用であったと考えられた。

結 語

下顎骨に生じた脈瘤性骨嚢胞の一例を経験したの
で，画像所見を中心に文献的考察を加え報告した。

本報告に関しては，ヘルシンキ宣言を遵守し，あ
らかじめ説明した上で，本人の同意および承諾を得
ていることを付記する。
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Imaging Appearance of Aneurysmal Bone Cyst in Mandible
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Aneurysmal bone cyst is a well-known，but uncommon，lesion affecting the mandible． This report
presents the imaging appearance of aneurysmal bone cyst of the mandible in a 38-year-old man.

Panoramic and CT images revealed an expansile，osteolytic lesion with a fibro-osseous lesion appear-
ance． Magnetic resonance（MR）images showed almost homogeneous intermediate signal intensity，in-
cluding a partial slight low signal intensity area on T1-weighted images and homogeneous high signal inten-
sity on T2 weighted images． On enhanced T1-weighted images． the rim surrounding the lesion was
well enhanced． MR imaging provides improved diagnosis with valuable information． The combined
use of CT and MRI was helpful in the diagnosis of aneurysmal bone cyst．

（The Shikwa Gakuho，１１０：４７２～４７７，２０１０）
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