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抄録：鼻石は異物などを核として鼻腔および副鼻腔
に発生する結石症である。今回私たちは歯科診療に
際して撮影したパノラマＸ線写真により偶然に発見
された鼻石の１例を経験したので，その概要を文献
的考察を加えて報告する。
患者は５２歳女性で，歯科治療の際にパノラマＸ線

写真を撮影したところ右側上顎部に石灰化像を指摘
されたため，当科を紹介受診した。本人の自覚症状
は認めなかった。CT所見では右側固有鼻腔に石灰
化像を認めた。鼻石の診断のもと，局所麻酔下に破
砕しながら摘出術を施行した。術後約２年を経過し
再発は認めていない。

緒 言

鼻石は，異物などを核として鼻腔および副鼻腔に
発生する結石症で，耳鼻科領域での報告は散見され
るものの口腔外科領域での報告は極めて少ない。今
回，歯科治療の際に撮影されたパノラマＸ線写真で
偶然に発見された鼻石の１例を経験したので，その
概要を文献的考察を加えて報告する。

症 例

患 者：５２歳，女性
初 診：２０XX 年９月
主 訴：右側上顎部の精査
現病歴：歯科治療目的に近在歯科を受診しパノラマ

Ｘ線写真を撮影したところ，右側上顎部の不透過像
を指摘され，精査・加療目的に当科に初診となっ
た。
既往歴・家族歴：特記事項なし。
画像所見：

パノラマＸ線所見；右側上顎部に境界明瞭な不透
過像を認めた（図１）。
CT 所見；右側下鼻道から中鼻道に３４×３０×１６
mm 大の不整形の石灰化像を認めた。周囲の骨破
壊はなく，上顎骨との連続性も認められなかった

（図２）。
現 症：鼻閉・鼻汁などの自覚症状なし。鼻内の内
視鏡所見では右側下鼻道から中鼻道に黄白色で可動
性の硬固物を認めた（図３）。
臨床診断：鼻石
処置および経過：当院耳鼻科にて局所麻酔下に摘出
術を行った。病変は脆弱で一塊としての摘出が困難
であり，一部を破砕しながら摘出を行った。いくつ
かの破片とともに摘出され，最大３０mm 大で硬性，
凹凸不整で茶褐色を呈していた（図４）。術後約２年
を経過し，再発なく経過良好である。
病理組織学的所見：核や細胞成分は認めず，層状構
造がみられた（図５）。また，グロコット染色で真菌
は認めなかった。

考 察

鼻石とは，固有鼻腔および副鼻腔に発生する結石
症で，欧米では１６０２年 Marthia De Grandi１）によっ
て初めて報告された。本邦においては１８９６年の西２）

の報告が最初で，１９９４年に小市ら３）は１５３例の統計的
観察を行った。今回，それ以降の報告例に自験例を
追加した計１７９例について文献的考察を行った。な
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図１ 初診時パノラマＸ線写真
右側上顎部に境界明瞭な不透過像を認める

Ａ Ｂ

Ｃ

図２ 初診時 CT 写真
Ａ：水平断 Ｂ：冠状断 Ｃ：矢状断
右側固有鼻腔に不整形の不透過像を認める
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お，歯科からの過去の報告は８例４－１１）のみであっ
た。
成因および性状について：深江１２）は核の存在を前提
として，慢性副鼻腔炎など長期の炎症により鼻汁中
のムチンが分解されて保護コロイド作用が低下する
ことでカルシウムの析出に適当な pH となり，その
周囲に無機塩類が沈着して鼻石が形成されると述べ
ている。しかし実際には無核のものも多く存在する
ことから，甲田ら１３）は結石形成後に核が吸収された
可能性や長年の物理的変化により無核となった可能

性などを推測している。実際に記載のあった１３６例
のうち核を有していたものが７０例で，無核のものは

図３ 鼻内写真
可動性で黄白色の硬固物を認める

図４ 摘出標本
いくつかの破片として摘出され，凹凸不整で茶褐色を

呈している

ＡＡ

ＢＢ

図５ 病理組織像（H-E 染色）
Ａ：弱拡大 Ｂ：強拡大
核や細胞成分は認めず，層状構造がみられる
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６６例であった。一般に核は内因性と外因性に大別さ
れ，内因性では慢性副鼻腔炎，逆性埋伏歯，真菌塊
などによる炎症性産物が原因とされる。一方，外因
性は医原性を含む綿花，ガーゼ，迷入歯，紙，植物
などが原因である。また近年では抗菌薬やステロイ
ドの使用機会の増加に伴い，内因性としての真菌に
関連する報告例が増えている１４）。本症例では明らか
な核は認めず外的要因を認めないことから内因性と
考えられたが，既往に副鼻腔炎などの炎症を認めな
いため成因は不明である。

つぎに色調は褐色調や白色調のものが多く，リン
酸カルシウム，炭酸カルシウムを主成分とし，その
他にマグネシウム塩，ナトリウム塩，カリウム塩，
有機物などが含まれる１５）。これは，鼻・副鼻腔の分
泌物中に多量のカルシウムおよびリン酸が含まれて
いることに起因すると考えられている。また形態
は，鼻腔結石では鼻腔の形態に沿って増大するため
不整形のものが多く，上顎洞結石には球形のものが
多くみられた。
発症年齢および部位：５歳から８８歳の各年齢に見ら
れ，１０歳台と５０歳台にピークがみられた（図６）。１０
歳台に多い理由としては小児が鼻内に異物を挿入す
る習癖や鼻出血などで鼻腔に挿入した綿栓の残遺な
どと関連があると考えられ，中高年に多い理由とし
て花粉症などでステロイド含有吸入薬の使用などに
よる真菌症の増加などが考えられた。

存在部位は鼻腔に１１７例と最も多く，次いで上顎
洞４３例，鼻腔及び上顎洞３例，篩骨洞７例であっ

た。なお，歯科からの報告では，９例中７例が上顎
洞結石であり，自験例を含めた２例が鼻腔結石で
あった（図７）。
症状：過去の例からは鼻閉，鼻汁過多，鼻出血，鼻
漏などの鼻症状を複合して訴える例が多くみられた
が，これらの症状は結石特有の症状ではなく合併す
る副鼻腔炎症状によるものと考えられ１６），慢性副鼻
腔炎の存在そのものが内因的に核を作り鼻石を形成
すると考えられている。また，歯科からの報告例で
は本症例のように無症状に経過しレントゲンで偶然
に発見される例４，５）や，歯性上顎洞炎を惹起して受診
する例がみられた９－１１）。
診断および治療：診断にはレントゲン検査が有用で
あり，特に大きさや位置を正確に把握するためには
CT 検査が重要である。鑑別疾患としては，逆生
歯，異物，真菌症，骨腫，歯原性腫瘍，悪性腫瘍な
どがあげられるが，本疾患を既知の疾患として認識
していれば診断は容易である。

治療法は摘出術であり，鼻腔結石の小さいものは
鼻孔から鉗子等で除去可能だが，大きいものでは一
塊として除去することは困難で破砕して除去する。
さらに摘出操作を容易にするために鼻中隔矯正術や
甲介部分切除術が必要な症例もあり１７），また摘出に
際し出血を伴う可能性もあることから耳鼻科専門医
での対応が必要である。

以上のように，鼻石は成因や診断および治療など
歯科・口腔外科領域に関連のある疾患である。ま
た，日常の歯科診療で頻用されるパノラマＸ線写真

図６ 年齢分布
１０歳台と５０歳台にピークがみられる

図７ 存在部位
鼻腔に最も多く，次いで上顎洞にみられる
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は上下顎のみならず固有鼻腔や上顎洞も撮影範囲に
含まれているものの，歯科関連の成書には鼻石につ
いて記載がみられない。すなわち，歯科・口腔外科
領域において本症への理解が十分とはいえず，歯科
からの過去の報告でも術前に鼻石と診断し得たのは
８例中３例のみであった。したがって，本症は稀な
疾患ではあるものの歯科診療において念頭に入れて
おくべき疾患であると考えられた。

本論文の要旨は第１９６回日本口腔外科学会関東支部学術集
会（西暦２０１３年１２月７日，東京）において発表した。
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A case of a rhinolith incidentally detected on panoramic radiography
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Rhinoliths originate from calculosis triggered by foreign substances as nuclei in the nasal cavity or
paranasal sinuses． In addition to a review of the literature，we report a case of a rhinolith incidentally
detected on panoramic radiography．

The patient was a ５２-year-old woman who was referred to our department because a calcified focus
was detected in her right maxilla on a panoramic radiograph at the time of dental care treatment． There
were no subjective symptoms． Computed tomography showed a calcified mass in the right nasal
cavity，and the clinical diagnosis was rhinolith． The mass was surgically removed piecemeal under local
anesthesia． There was no recurrence two years after the operation．

（The Shikwa Gakuho，１１５：１３８－１４２，２０１５）
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