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抄録：下顎前歯部に初発した骨性異形成症に対
し，１３年間にわたる定期観察を行うことができたの
で，その概要を報告した。
症例は１９９６年５月に初診来院した４１歳女性で，定

期観察中に自覚症状はなかったものの，Ｘ線で病変
の拡大や単純性骨嚢胞の出現を確認でき，掻爬術な
どの適切な処置を講じることができた。
その結果，１３年という長い経過の中で歯牙を喪失

することなく病変は成熟期を迎え，満足する結果が
得られた。したがって骨性異形成症と診断されたな
らば成熟期に至るまで長期間の経過観察が必要であ
ると考えられた。

緒 言

顎骨内，特に歯根周囲に発生する線維性骨病変は
多彩なエックス線像を示し，診断に苦慮することが
多い。また，中には病変周囲に単純性骨嚢胞を随伴
する報告もみられ，放置すると骨吸収が拡大するこ
ともある。

今回われわれは，下顎前歯部に初発した骨性異形
成症に対し，１３年の長きにわたって追跡する事が出
来たので，その概要を報告する。経過の途中，病変
は拡大してエックス線像も変化し，さらに単純性骨
嚢胞を随伴したため加療を余儀なくされた。

なお，この報告に関しては患者の了承を得てい
る。

症 例

患 者：４１歳，女性。
初 診：１９９６年５月。
主 訴：下顎前歯部の精査。
家族歴：特記事項なし。
既往歴：特記事項なし。
現病歴：１９９６年５月，近医歯科での治療に際しパノ
ラマＸ線撮影を行ったところ，下顎の右側側切歯か
ら左側側切歯の根尖部にＸ線透過像を認めた。そこ
で精査目的に当科を紹介され受診した。
現 症：
全身所見：体格中等度，栄養状態良好。
口腔外所見：特記すべき事項なし。
口腔内所見：右側下顎第２大臼歯は失活歯であった
が，その他はすべて生活歯であった。また上下顎歯
槽部には膨隆等の所見を認めず，特記すべき事項は
みられなかった。
画像所見：持参したパノラマＸ線写真およびデンタ
ルＸ線写真にて下顎の右側側切歯から左側側切歯部
に多房性のＸ線透過像を認めた（図１）。
臨床診断：根尖性セメント質異形成症（骨性異形成
症）。

処置および経過

１９９６年５月生検を施行した。その結果，線維芽細
胞の増殖を背景にして不正で未熟な骨梁がみられた
ため，線維性異形成症と診断し，今後は紹介医およ
び当科で定期的観察を行うこととした（図２）。
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２００２年９月のパノラマＸ線写真で左側下顎第１大
臼歯まで病変の拡大を認めた。しかし患者自身には
自覚症状が全く無いため引き続き経過観察を行うこ
ととした（図３）。

２００５年３月のパノラマＸ線写真で病変はさらに拡
大し，左側下顎犬歯～左側第１大臼歯部でのＸ線透
過性も亢進していた（図４）。そこで線維骨病変に随
伴した単純性骨嚢胞を疑い，同部の掻爬術を行っ
た。粘膜骨膜を剥離したのち菲薄な骨を開放すると
空洞が出現したため，血液で充満させた。２００６年５
月のパノラマＸ線写真および CT 写真では，前回掻
爬した左側下顎第１大臼歯部に若干の骨形成を認め
るものの，左側下顎犬歯～左側大臼歯部の病変は拡

ａ；パノラマＸ線写真（初診時）

ｂ；デンタルＸ線写真（初診時）
図１ 下顎の右側側切歯から左側側切歯部に多房性のＸ線透過像を認めた。

図２ 病理組織像（H-E 染色 弱拡大）
線維芽細胞の増殖を背景にして不正で未熟な骨梁が

みられた。

図３ パノラマＸ線写真（２００２年９月）
左側下顎第１大臼歯まで病変の拡大を認めた。

成田，他：長期経過観察をし得た骨性異形成症の１例１６４

― ３６ ―



図４ パノラマＸ線写真（２００５年３月）
病変はさらに拡大し，左側下顎犬歯～左側第１大臼歯部でのＸ線透過性も

亢進していた。

図５ パノラマＸ線写真（２００６年５月）
前回掻爬した左側下顎第１大臼歯部に若干の骨形成を認めるものの，左側

下顎犬歯～左側大臼歯部の病変は拡大していた。

ａ ｂ
図６ CT 所見（２００６年５月）

上顎の左右小臼歯間にも X 線透過像が出現した。
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大し，さらに上顎の左右小臼歯間にもＸ線透過像が
出現した（図５，６）。経過から，骨空洞には隔壁が
存在するため徹底的な掻爬術を行って隔壁を除去す
る必要があると考え，同年９月全身麻酔下に手術を
施行した。

手術は，右側下顎犬歯から左側下顎第２大臼歯に
かけての歯頚部切開ののち，粘膜骨膜弁を形成して
広く病変を明示した。左側下顎第１第２小臼歯頬側
皮質骨は菲薄であったものの明らかな皮質骨の欠損
は見られず，同部を開窓したところ内容液を伴わな
い骨空洞を認め，さらに多数の隔壁がみられた。ま
た，空洞内に突出した歯根周囲にはセメント質様硬
組織が認められた。そこで，右側下顎側切歯から左
側下顎第２大臼歯にいたる病変の根尖部相当の皮質
骨を開窓するとともに隔壁をすべて除去して単腔と
し，可及的に血液で充満させた。つぎに上顎は右側
第１小臼歯から左側第１小臼歯までの粘膜骨膜剥離
を行い，同様に骨を開窓して病変の掻爬を行った

（図７）。採取された組織は，増生した線維組織内に
有細胞性骨組織小塊の形成を認めたことから骨性異
形成症と診断した（図８）。術直後には左側オトガイ
神経知覚鈍麻を認めたが，神経賦活剤投与のもと約
３ヵ月で改善した。

術３ヵ月後のパノラマＸ線写真および CT 写真で
は掻爬部位の骨造成を認め順調に経過していた
が，２００７年８月のパノラマＸ線写真および CT 写真
で左側下顎第１大臼歯の舌側根間中隔に再発を思わ
せる透過像を認めた。そこで，同年９月に舌側アプ
ローチのもと掻爬術を行った（図９，１０）。

２００７年１２月のパノラマＸ線写真では，左側下顎第
１大臼歯根間中隔部の骨形成を確認した。さらに，
２００９年３月のパノラマＸ線写真では病変部の骨形成
とともに下顎の全歯牙にわたって根尖部セメント質
が腫大し，病変が成熟過程を迎えている像が観察で
きた（図１１）。
病理組織学的所見：増生した線維組織内に有細胞性
骨組織小塊の形成を認めた。
病理診断：骨性異形成症

考 察

顎骨の骨性異形成症（以下，OD と略す）は根尖相
当部に生じる骨関連性非腫瘍性病変であり，正常骨
組織が細胞成分に富む線維組織と化生骨組織とに置

図７ 手術所見
下顎は右側側切歯から左側第２大臼歯まで，上顎は右側第１小臼歯から左側第１小臼歯まで病変の根尖部相当の皮質

骨を開窓するとともに，隔壁をすべて除去して単腔とした。

図８ 病理組織像（H-E 染色 中拡大）
増生した線維組織内に有細胞性骨組織小塊の形成を

認めた。
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換される骨関連病変である１，２）。１９９２年の WHO 分類
では，本症例のように根尖部のセメント質に病変を
認めるものを根尖性セメント質異形成症と呼称して
いた。しかし２００５年の WHO 分類では，セメント質

を『歯根表面を覆う硬組織』と定義し，セメント質
と骨とを組織学的に鑑別することが困難であるうえ
大きな臨床的意義が無いことから，セメント質病名
は削除されて骨性異形成症と統一命名された１，２）。

図９ パノラマＸ線写真（２００７年８月）
左側下顎第１大臼歯根間中隔に再発を思わせる透過像を認めた。

ａ ｂ

c
ａ．ｂ；上下顎とも掻爬部位の骨造成を認めた。
ｃ；左側下顎第１大臼歯の舌側根間中隔に骨吸収像を認めた。

図１０ CT 所見（２００７年８月）
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OD には一連の成熟過程が存在すると考えられ，初
期には根尖病巣を思わせるＸ線透過像を，中期には
Ｘ線透過像と不透過像の混在所見を，末期にはＸ線
不透過像の所見を呈するとされている。これらのＸ
線所見は幼弱な線維組織の増生による根尖部骨組織
の吸収（骨融解期），線維組織内におけるセメント質
の形成（セメント質形成期），セメント質の緻密塊状
化（成熟期）をそれぞれ反映しており骨融解期から成
熟期まで約１０年要すると言われている３）。当科の生
検結果でも当初は線維成分が優位なため線維性異形
成症と診断したが，後の検査では骨成分が優位と
なっていたため OD と診断した。また本疾患は中年
女性に好発し，時に単純性骨嚢胞と随伴するとも言
われている４）。この原因について Jaffe ら５）は OD の
異常な発育過程のひとつであると考察しており，さ
らに Melrose ら６）は OD が循環障害を引き起こした
結果形成されると述べている。

OD は非腫瘍性病変であることから基本的には外
科処置を行わず，歯や歯周組織が健常であれば経過
観察で良いとされる７）。しかし，本症例のように単
純性骨嚢胞を随伴し骨空洞が広範囲に拡大をするよ
うな場合は何らかの処置が必要となる。一般に顎骨
における単純性骨嚢胞の治療は予後良好とされ，そ
の再発率は低いと言われている８）。しかし Suei ら９）

は単純性骨嚢胞のうち OD に随伴したものでは予後
不良で約７０％の再発を認めたと報告している。この
原因として多数の隔壁の存在が考えられ，さらに東
川ら１０）は隔壁自体が OD であった症例も報告してい

る。また笠原ら７）は，術後７年で病変の再発がみら
れたことから，長期経過観察の必要性を報告してい
る。

本症例では患者の自覚症状がなかったものの，Ｘ
線で定期観察を行うことで病変の拡大や単純性骨嚢
胞の出現を確認できたことから，適切な処置を講じ
ることができた。その結果，１３年という長い経過の
中で歯牙を喪失することなく病変は成熟期を迎え満
足する結果が得られた．従って OD と診断されたな
らば成熟期に至るまで長期間の経過観察が必要であ
ると考えられた。

結 語

今回，下顎前歯部に初発した骨性異形成症に対
し，１３年間にわたる長期経過観察を施行した。その
間に広範囲にわたる単純性骨嚢胞の出現を認めたが
適切な処置を行うことができ，良好な経過が得られ
たのでその概要を報告した。

本論文の要旨は，第５２回日本口腔外科学会総会（２００７年９
月，名古屋）において発表した。
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図１１ パノラマＸ線写真（２００９年３月）
病変部の骨形成とともに下顎の全歯牙にわたって根尖部セメント質

の腫大を認めた。
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A case of osseous dysplasia with long-term follow-up

Masato NARITA１），Takashi OHHIRA１），Rika SHIGEMASA１）
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２）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College
３）Department of Dentistry and Oral Surgery, Tokyo Metropolitan Bokutoh Hospital

Key words : osseous dysplasia, simple bone cyst, long-term follow-up

Follow-up on a 41-year-old patient with a 13-year history for osseous dysplasia，developing initially in
the anterior mandibular teeth was carried out． The patient first visited our hospital in May 1996． X-
ray analysis showed development of a simple bone cyst，but the patient presented now outward symp-
toms． Appropriate treatment，curettage，was performed at that time． During the 13-year follow-up
period the lesion reached maturity without loss of teeth． In cases where a diagnosis of osseous dysplasia
is made，long-term follow-up care is recommended until the stage of maturation．

（The Shikwa Gakuho，１１１：１６３～１６９，２０１１）
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