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抄録：我々は歯科治療時に撮影したパノラマエック
ス線写真にて偶然発見された鼻腔内に長期間残存し
た異物の１例を経験したので報告する。患者は１８歳
男性。全顎的な知覚過敏を主訴に精査・加療目的に
当院を受診した。パノラマエックス線写真より上顎
左側にエックス線不透過像を認めた。CT画像より
左側鼻腔内に直径約６mm大，球形の金属様異物を
認めた。耳鼻咽喉科に紹介し，異物は排泄された。
本症例の鼻腔内異物は６歳時に鼻腔に挿入した野球
盤ゲームの金属製の球であり，自覚症状が無く約１２
年の長期間経過したものと考えられた。異物周囲は
汚染され，石灰化を呈し，金属性の球を核とした鼻
石なったと考えられた。歯科診療時にパノラマエッ
クス線写真を撮影する機会は多く，歯だけでなく顎
骨，鼻腔や副鼻腔の状態を把握するのにその有用性
は高い。画像診断で，歯と顎だけでなく口腔周囲の
異常を見落とさない心がけが必要である。

緒 言

鼻腔内異物はそのほとんどが小児の好奇心旺盛な
時期に報告されている１）。一般に鼻腔内異物は，医
科においても他の疾患を主訴として受診した際に，
検査時に偶然発見されることがある２）。

歯科診療時に撮影するパノラマエックス線写真は
歯や顎骨の状態を把握する重要な資料となる。そし

て，それは口腔内の所見だけでなく顔面，鼻腔や副
鼻腔の状態を把握しうる資料となることに我々歯科
医師は注意を払う必要がある３）。

今回，我々は歯科治療時に撮影したパノラマエッ
クス線写真にて偶然発見された鼻腔内に長期間残存
した異物の１例を経験したので，若干の文献的考察
を加え報告する。

症 例

本症例報告に関する臨床情報の使用については，
患者と保護者に十分なインフォームドコンセントを
行った上で，患者本人と保護者より同意を得た。
患 者：１８歳 男子。
初 診：平成２７年７月。
主 訴：全顎的な知覚過敏。
既往歴：特記事項なし。
家族歴：特記事項なし。
現病歴：平成２７年７月，全顎的な知覚過敏を主訴に
精査・加療目的に当院を受診した。
口腔内所見：全顎的に口腔清掃状態は不良であり，
プラークの付着は多かった。
顔貌所見：左右対称。鼻閉感あり，小児期より口呼
吸であった。
パノラマエックス線所見：上顎左側鼻腔と上顎洞に
わたるエックス線不透過像を認めた（図１）。
CT 所見：左側鼻腔内に直径約６mm 大，球形の金
属様異物を認めた。左側自然孔は閉塞していた。左
側前頭洞，篩骨洞と上顎洞内に炎症性変化を疑う所
見を認めた。左側臼歯部に明らかな歯性病巣は認め
なかった（図２）。
臨床診断：左側鼻腔内異物。
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処置および経過：
初診時に全顎的な歯と歯周組織の精査のためパノ

ラマエックス線写真を撮影した。パノラマエックス
線写真にて上顎左側鼻腔と上顎洞にわたるエックス
線不透過像を認め（図１），鼻腔あるいは上顎洞内の
異物を疑い，精査のため CT 撮影を施行した。CT
画像では左側下鼻道に直径約６mm 大，球形の金属
様異物を認めた（図２）。以上より，左側鼻腔内に金
属製の異物が挿入されたと診断した。

鼻閉感は認めたが，鼻腔内の疼痛，出血，鼻漏や
悪臭の所見は認められなかった。鼻腔鏡を用い診査
した所，左側鼻腔内の異物を認めた。患者は左側鼻
腔に異物を挿入した記憶は無かった。本人および保
護者に左側鼻腔内に異物が有り，誤飲・誤嚥の可能
性や感染原となり得ることがあるため，耳鼻咽喉科
専門医療機関にて摘出することが望ましいことを説
明し，近総合病院耳鼻咽喉科へ紹介した。

紹介先耳鼻咽喉科より内視鏡にて診査し左側鼻腔
内異物と診断された。異物は汚染されており異物周
囲は石灰化していた（図３）。周囲粘膜に異常は認め
なかった。内視鏡にて外鼻孔より摘出を試みたとこ
ろ咽頭側へ移動し，誤飲した。その後，異物は腹部
エックス線写真にて消化管に移動していることが確
認され（図４），１週後に便にて排泄された。異物排
出後は疼痛，鼻出血や鼻漏は認めていない。

後日，保護者より６歳時に野球盤ゲームの金属製
の球が無くなり，当時は誤飲したと判断していた
が，その時に無くなった球だと思うと報告をいただ
いた。左側鼻腔内異物は玩具の金属製の球を核とし
た鼻石であったと考えられた。

主訴である全顎的な知覚過敏に対しては，う蝕が
原因であったため口腔清掃指導とう蝕に対する処置
が行われた。

図１ 初診時パノラマエックス線写真

前額断 水平断

図２ CT 画像
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結果および考察

これまでに歯科診療により偶然発見された鼻腔内
異物の報告はきわめて少なく２－４），耳鼻科での報告
がある５－７）。異物挿入事例の特徴として，片側性の
鼻閉と悪臭のある鼻漏，初期では粘液性の鼻漏であ
るが次第に感染を起こし膿性の鼻漏となる，鼻出血
や鼻痛を伴う２，３），そのため耳鼻科を受診される。本
症例では鼻閉感を認めるのみであり，他の自覚症状
は認められなかった。

小児は危険に対する認識や防御力が未熟な為に事
故が多く，自分の身の周りの全てのものに興味を示
し，誤飲や誤嚥が多い時期とされている１，２）。特に鼻
腔内異物は外耳道内異物や咽頭異物に比べ，６歳以
下が９割以上とする報告が多い５－７）。１０代以上の鼻
腔内異物の症例報告は我々が渉猟しえた限りでは２
例のみ８）であった。本症例は１８歳であり，きわめて
稀である。また，性差は男子に多いとする報告９）や
性差は無いとする報告５－７）が有る。左右差は，利き
腕の影響により右利きが多いため右側に多いと報告
されている７，９）。異物の種類は身の回りにある外鼻孔
に入り得るものであれば全て可能性が有り，多種多
様であるとされている４，６）。特にビーズ・プラスチッ
ク玩具・BB 弾などの種類が多い。一般に，異物の
形状は球形がほとんどである５－７，９）。本症例も球形で
あった。

本症例の鼻腔内異物は６歳時に鼻腔に挿入した野

球盤ゲームの金属製の球であり，自覚症状が無く約
１２年の長期間経過したものと考えられた。異物周囲
は汚染され，石灰化を呈し，金属性の球を核とした
鼻石なったと考えられた。このように鼻腔内に石灰
化病変を認めるものには，アスペルギルスなどの真
菌症や放線菌症による鼻石が挙げられる。画像診断
だけで鼻石症，異物，真菌症や放線菌症などを診断
することは困難である。

摘出方法は鼻腔鏡，吸引管や耳垢鉗子を用いた摘
出や，内視鏡での摘出が行われる５，１０）。鼻腔内異物
は咽頭側へ押し込んでしまうと咽頭へ落下し，鼻腔
内異物が咽頭異物や気管異物となる危険性が有るた
め，十分な専用機器を有した専門医療機関へ紹介す
べきである。また，鼻腔内で石灰化を認める病変の
多くは周囲粘膜に硬く付着し，一塊での摘出が困難
であり，甲介切除や鼻中隔矯正を余儀なくされる事
もある１０）。小児で協力の得られない場合や，異物が
深部にある場合は全身麻酔下に行う事もある４）。

本症例では，歯科診療時の全顎的な歯と歯周組織
の観察目的に撮影されたパノラマエックス線写真で
偶然異物が発見された。歯科診療時にパノラマエッ
クス線写真を撮影する機会は多く，歯だけでなく顔
面，顎骨，鼻腔や副鼻腔の状態など多くの情報を把
握するのにその有用性は高い。本症例のように全く
予期せぬ発見があることに注意を払い画像診断し，
歯だけでなく口腔周囲の異常を見落とさない心がけ
が必要であると考えられた。

図３ 左側鼻腔内内視鏡像 図４ 腹部エックス線写真

２１４ 林，他：鼻腔内異物の１例

― ４８ ―



文 献
１）関 博之，内田 豊：副鼻腔の異物．JOHNS，９：４１
－４４，１９９３．

２）春山博貴，島村和宏，鈴木厚子，北野善太，小野寺海
保，相澤徳久，鈴木康生：小児歯科受診時に鼻腔内異物が
発見された１症例．奥羽歯科学誌，３７：４３－４８，２０１０．

３）吉田美香子，Rosalia Contreras Bulnes，鈴木 昭，千葉
悦子，石野愛子，逢坂亘彦，佐藤直芳：オルソパントモグ
ラムで鼻腔内異物が発見された１例．小児歯誌，３５：５３２
－５３６，１９９７．

４）加納篤子，小笠原栄子，久保山博子，鶴田勝久，本川
歩：口腔内および鼻腔内に異物を認めた３例．小児歯誌，
３５：７２２－７２７，１９９７．

５）大原卓哉，牧 敦子，正来 隆，木村朱里，岡本牧人：
当科における小児異物２７６症例の検討．小児耳，３５：１－

１１，２０１４．
６）若山仁久，池田 拓，中島逸男，平林秀樹，春名眞一：
当科における小児の鼻腔異物２８１症例の検討．耳展，５４：
１９－２３，２０１１．

７）松井利憲，山田恭子，村松裕子，齋藤喜澄，川口英洋，
渡邊芳男，木村徹男，形浦昭克：当院における異物症例の
臨床統計的観察．耳鼻臨床，８９：９５－１０１，１９９６．

８）後藤田裕之，酒井 昇，劉澤 周，犬山征夫：長期にわ
たって存在した鼻腔異物の１症例．耳喉頭頸，５６：６６７－
６７１，１９９３．

９）佐藤文彦：京都における耳鼻咽喉科領域の各種異物－過
去１０年間の統計から－．京都医会誌，５１：５３－５９，２００４．

１０）物部寛子，村田麻理，戸島 均：自覚症状なく長期経過
した成人鼻腔異物症例．耳喉頭頸，７９：９３１－９３３，２００７．

Detection of a foreign body in the nasal cavity during dental treatment :
A case report
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The case of an １８-year-old male，in which an intranasal foreign body，which was considered to have
been in place for a long time，was discovered incidentally on panoramic radiography during dental treat-
ment，is reported． The patient attended our facility to undergo a detailed examination and if necessary
receive treatment due to a chief complaint of oral hypersensitivity． An area of radiopacity was observed
to the left of the maxilla on panoramic radiography，and computed tomography revealed that it was a
spherical metal object of approximately ６ mm in diameter and was located in the left nasal cavity． The
patient was referred to the otorhinolaryngology department to have the object removed． The object was
found to be a metal ball from a baseball pinball game that the patient had inserted into his nasal cavity at
the age of ６ years and that had remained in place for around １２ years without any subjective symp-
toms． Contamination and calcification were observed in the area around the ball，which had become a
focus for rhinolith formation． Panoramic radiography is often used during dental examinations，which
provides a useful opportunity to assess the status of the jaws，nasal cavities，and sinuses，as well as the
teeth． Care is required to avoid overlooking abnormalities of the perioral area，in addition to abnormali-
ties of the teeth and jaw，on diagnostic imaging． （The Shikwa Gakuho，１１６：２１２－２１５，２０１６）
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