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抄録：今回われわれは，魚骨迷入に起因する舌膿瘍
の１例を経験した。症例は４５歳男性で舌の腫脹を主
訴に来院した。CTにより左側舌体部に膿瘍形成と
魚骨様の不透過像を認めた。初診時に膿瘍を切開し
消炎処置を行い症状の改善を認めたが魚骨を確認す
ることができなかった。術後CTにおいても魚骨を
認めず，自己観察指示としたが，第９０病日に再び左
側舌の腫脹を自覚し来院した。Ｘ線単純撮影により
魚骨を発見することができ，同部を切開し摘出する
ことができた。

緒 言

舌は咬傷や外傷，さらに異物などによる損傷を受
けやすい臓器である。しかし，血流が豊富なこと
や，唾液の抗菌作用や自浄作用，抗菌薬の発達によ
り膿瘍形成に至ることは稀である。今回われわれ
は，消炎術後も迷入魚骨が残留し再燃を認めた舌膿
瘍の１例を経験したのでその概要を報告する。

症 例

患 者：４５歳，男性。
初 診：平成２８年６月。
主 訴：左側舌体部の腫脹，発熱。
既往歴：特記事項なし。
現病歴：平成２８年６月頃，焼き魚を摂食中に口腔内
の疼痛を自覚したが放置していた。１週間前より，
左側舌体部の腫脹と疼痛を自覚し，発熱を認めたた

め当科を受診した。
現 症：
全身所見；体格は中等度であった。体温は３８．５℃，
呼吸困難や嚥下痛は認めなかった。
口腔外所見；顔貌は左右対称であり，頸部リンパ節
の腫大は認めなかった。
口腔内所見；左側舌体部に球状の膨隆を認めた。表
面粘膜はやや発赤を伴い波動を触知した。同側舌縁
部に瘻孔を形成していた。左側口底部に腫脹はな
かった（図１）。
臨床検査所見；白血球数は１２０００／μl と増加してお
り，CRP は３．４９mg/dl と高値を認めた。
画像所見：
CT 所見；造影 CT 検査で舌中隔より左側舌体部に
辺縁増強効果のある均一な低吸収域を認め，その
中央に高吸収域の石灰化線状構造物を確認した（図
２）。
臨床診断：異物迷入による舌膿瘍
処置および経過：同日，局所麻酔下に切開排膿術を
行った。瘻孔より切開を加えると，切開と同時に多
量の排膿を認めた。膿性は粘調性の黄白色であっ
た。病歴と画像所見から魚骨の迷入が疑われたた
め，さらに筋層を剥離していき魚骨を探索したが摘
出はできなかった。魚骨が多量の排膿ともに自然排
出した可能性もあり，後日 CT で魚骨の有無を評価
することとし，同部にペンローズドレーンを留置し
処置終了とした。処置直後より疼痛，腫脹は顕著
に改善した。第１病日よりアモキシシリン水和物

（AMPC）７５０mg／日の内服投与を３日間行った。第
３病日にペンローズドレーンを抜去した。第７病日
に魚骨探索のため CT 撮影を行ったが，歯科補綴物
によるアーチファクトが著しく，魚骨を疑わせる高
吸収域を確認できなかった（図３）。左側舌体部の腫
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脹と疼痛は改善していたため自己観察を指示した。
第９０病日に再び左側舌体部の疼痛と腫脹を自覚した
ため当科を受診した。左側舌体部に軽度の腫脹と疼
痛を認めた（図４）。CT 撮影では歯科補綴物のアー
チファクトにより異物の確認が困難となることが予
想されたため，Ｘ線単純撮影で異物の確認をおこ
なった。舌を前方に牽引し，口底部にフィルムを設
定し上方より撮影した。左側舌体部相当部に線状の
不透過像を認めた（図５）。迷入魚骨の残存による舌
膿瘍の再燃と診断し，同日局所麻酔下に膿瘍の切開
をおこなった。そして，排膿後に膿瘍腔内を無鈎鑷
子で無圧的に魚骨を探索したところ肉芽に被包され
た約６mm の魚骨を摘出した（図６）。アモキシシリ
ン水和物（AMPC）７５０mg／日の経口投与３日間行い

経過観察をおこなうも舌膿瘍の再燃はなく当科を終
診となった。

考 察

本症例は，摂食時に魚骨迷入を認めたが患者にそ
の自覚はなく，約２ヶ月後に舌膿瘍に至った。さら
に消炎処置後にも魚骨が残存したことで舌膿瘍が再
燃するという，まれな経過を辿った。魚骨の探索に
は CT 検査が有用だが歯科補綴物によるアーチファ
クトにより見逃される場合もある。単純レントゲン
写真を併用することで魚骨の残存を確認することが
でき，局所麻酔下に魚骨の摘出が可能であった。

図１ 初診時口腔内写真
舌左側に瘻孔を伴う３０mm 大の腫脹を認める

図２ 造影 CT 像（水平断）
左側舌体部に辺縁増強効果のある均一な低吸収

域を認め，その中央に石灰化物が確認できる

図３ 術後造影 CT 像
Ａ：水平断 Ｂ：冠状断
処置１週間後に施行した CT では，アーチファクトが著しく，舌体部に魚骨を疑わせる高吸収

域は確認できなかった
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舌膿瘍は近年では非常に稀である。舌は消化器官
の中でも特に刺激に暴露される機会が多いが，舌は
血流が豊富であり，唾液の自浄作用に加えて近年の
抗菌薬の発達により膿瘍を形成することは少ない。
本邦ではこれまでに１２３例の舌膿瘍が報告されてい
る。しかし，近年ではその報告数は減少してきてお
り，２０００年以降では自験例を含め１０例であった。舌
膿瘍の原因を河田ら１）は１）外傷性，２）口腔領域
の炎症の波及，３）口腔領域外の他疾患からの続発
性，４）原因不明の４つに分類している。そのうち
４）原因不明が最も多いと言われている。異物の迷
入による舌膿瘍はそれに次いで多く，魚骨，食片，
金属，歯牙などの異物，外傷などであるがそのうち

魚骨迷入が原因だったものは３例であった。魚骨は
消化管穿孔の原因の半数を占め，１８４２年に世界で最
初に魚骨による消化管穿孔による上腸間膜静脈炎が
報告されてから２），肝膿瘍など臓器に膿瘍を形成し
た症例も報告されている３）。それらは魚骨性膿瘍と
呼ばれ，アジア地域での報告が多い４）。その理由と
してアジア地域で食される魚のサイズが他の諸外国
に比べて比較的小さいためであると言われている５）。
本症例では約２ヶ月間，魚骨が迷入したことで舌膿
瘍を形成し，さらに魚骨残存により初回治療後から
約３ヶ月後に再度膿瘍形成に至った。生体内異物は
一般的に異物排除機構により自然排出されることが
多く，消炎処置後に迷入魚骨が自然排出された例６）

や，抗菌薬の投与後に自然排出したもの７）の報告が
ある。本症例のように迷入魚骨が長期間残留し舌膿
瘍が再燃した報告はなかった。本症例では患者自身
に魚骨が迷入した自覚がなく長期に残存し深部に迷
入した可能性があることと，魚骨自体が６mm と小
さく自然排出に時間を要したものと考えられる。

魚骨の探索には CT 検査だけではなく，単純レン
トゲン写真も有用であった。魚骨探索には CT 撮影
が有用であり，検出率は９７から１００％と言われてい
る８－１０）。しかし，魚骨迷入の位置によっては歯科補
綴物のアーチファクトやスライス幅により検出が困
難になる可能性もある。その場合は超音波や MRI
での検出も考慮すべきとの報告１１）もあるが，自験例
のように撮影方法を工夫すれば魚骨探索は可能であ
ることがわかった。

本症例では局所麻酔下に短時間に摘出が可能で
あった。一般的に舌迷入魚骨の摘出は困難である。

図４ 再診時口腔内写真
左側舌体部に軽度の腫脹と疼痛を認めた

図５ Ｘ線単純撮影
舌を前方に牽引し，口底部にフィル

ムを設定し情報より撮影した。枠内に
魚骨と思われる線状の不透過像が確認
できる

図６ 摘出物
約６mm の魚骨を摘出した
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頻回の CT 撮影を要したもの１２）や全身麻酔下での処
置となることが多い。今回は膿瘍腔が形成されてい
たため，魚骨を深部へ迷入させないよう無圧的に無
鉤攝子で探索した。

魚骨迷入により再燃した舌膿瘍を経験した。CT
だけでなく単純レントゲン写真が魚骨の確認に有用
であった。舌膿瘍は大半が原因不明なことが多いが
魚骨をはじめとする異物を念頭に置き，詳細な病歴
聴取や CT を用いて術前に評価することが重要であ
る。また，金属アーチファクトにより評価が困難な
場合は単純レントゲン写真を併用し異物有無の確認
をする必要があった。

結 語

われわれは，魚骨迷入による舌膿瘍が再燃した１
例を経験したので報告した。

本論文に関して，開示すべき利益相反状態はない。
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A case of a tongue abscess due to an injury caused by a fish bone

Yusuke MATSUZAKI，Yukio WATABE，Daisuke KOBAYASHI，Siro SHIGEMATSU

Department of Dentistry and Oral Surgery, Tokyo Metropolitan Tama Medical Center
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We report a rare case of a tongue abscess due to an injury caused by a fish bone． The patient，a４５-
year-old male，presented with a high-grade fever and a swollen tongue． Computed tomography（CT）
showed a linear，non-radiolucent object resembling a fish bone and an abscess on the left side of the
tongue． We incised the abscess during the patient’s first visit． We later confirmed that the patient’s
symptoms had improved，but were unable to locate the fish bone． In previous cases，the fish bones
could not be visualized on postoperative CT ; hence，we recommended continued self-observation． The
patient remained asymptomatic for a while，but visited our department ９０ days later after experiencing a
sudden swelling of his tongue． The fish bone was located using simple X-ray photography and removed
by dissecting the affected part of the tongue． （The Shikwa Gakuho，１１８：２１－２４，２０１８）
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