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下顎埋伏智歯抜歯時に生じた下顎管を含む下顎枝部骨折の 1例
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ACaseofMandibularRamusFractureIncludingMandibularCanalCaused

byExtractionofImpactedLowerThirdMolar

SHUICHISETA,MASAYUKITAKANO,YosHITOTAKASAKI,

TAKAYUKIIMAI,YosHIKOFUJITA ANDTAKASHIKAKIZAWA

Abstract:Extractionofthelowerthirdmolaristhemostcommonoperationatoralandmaxillofacialsurgeryandgelleral

dentalclinics.However.becauseitisdifficulttoholdtheinstrumentandkeepslghtoftheoperationsite.andtoapproachwith

instrumentsduetoanatomiccharacteristicssucllaSthinlingualcortexandadjacenttotheinferioralveolarcanalandlingual

nerve,Wemustdistinguishthirdmolarextractionfromotherones.Theremaybemanycomplicationssuchasfractureand

perforatlOnOfllngualcorticalboneandforcingthetootllintothelingualsofttissue.

Wedescibeacaseofaccidentaldisplacementintothepterygomandibularspaceduringextractionofthelowerthirdmolar

thatfracturedthemandlbularramusIncludingmandibularforamen,withdlSturbanceoftheintraalveolarnerve.

Keywords:mandibularramusfracture(下顎枝骨折),extractionofimpactedlowerthirdmolar(下顎埋伏智歯抜歯),

inferioralveolarnerveInjury(下歯槽神経損傷)
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緒 言

下顎埋伏智歯抜歯は歯科領域の外科的処置として頻度の

高い手術である｡しかしその多くは術野を得にくく器具の

到達性が不良なため,手術が困難なだけでなく,下歯槽神

経や舌神経の近接,非薄な舌側歯槽骨,周囲にすう疎な軟

組織が多いなどの解剖学的特徴のため舌側歯槽骨の破折 ･

穿孔や舌側軟組織への迷入などの偶発症発生の可能性 もあ

り他部位の抜歯以上に憤重な対応が求められる｡今回われ

われは,下顎水平埋伏智歯抜歯の際に下顎孔に及ぶ下顎枝

内側の皮質骨骨折を生 じ,智歯と癒着した状態で巽突下顎

隙に迷入 し,下歯槽神経損傷を伴った症例を経験 したので

報告する｡

症 例

患者 :62歳,女性｡

初診 :2004年 5月26日｡

主訴 :右側下顎の痔痛と腫張,右下唇オ トガイ部の知覚

障害｡

既往歴 :特記すべき事項なし｡

現病歴 :2004年 5月,右側下顎第二大臼歯の岐合時痛

を主訴に近歯科医院を受診した｡そこでブリッジの支台と

なっている右側下顎第二大臼歯が歯周炎のため保存不可能

と診断され,その抜歯と同時に右側下顎水平埋伏智歯の同

那-の歯牙移植手術をすすめられ同意した (写真 1)｡

同年 5月25日,同院にて局所麻酔下に右側下顎第二大臼

歯を抜歯後,移植歯となる右側下顎水平埋伏智歯の抜歯を

試みるも歯冠周囲も含めて骨性癒着が著明であったため抜

歯が難航 した｡歯冠部頬側の骨を削去のうえタービンで歯

冠部のおよそ3分の 1程度を分割除去したのち,ヘ-ベル

により脱臼を試みたが歯が動揺 しないため,ヘ-ベルをマ

レットで槌打したところ智歯は舌側の歯槽骨に付着したまま

後内方の翼突下顎隙に迷入した｡この時点で処置開始から

4時間を経過しており,手術を中止して閉創し,セフジニル
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300mgを3日分処方 して処置を終了した｡翌日右側頬部

から顎下部にかけての強い腫脹と右側下唇,オ トガイ部の

知覚鈍麻を訴えたため,同日当科を紹介され来院した｡

現症 :

全身状態 ;倦怠感あるが全身状態,栄養状態ともに良好

であった｡

顔貌所見 ;右側頼部から顎下部にかけての強度の灘慢性

腫脹と発赤および圧痛を認め,右側下唇オトガイ部の知覚

麻痔とどリビリとした知覚異常を訴えた｡開口は一棟指で

強度の開口障害を呈し,強い嚇下痛を訴えた｡また右側口

角部には長時間の口角伸展と器具による摩擦による直径約

1cmの類円形のびらんを形成していた｡

口腔内所見 ;強度の開口障害に加えて右側下顎智歯部

の歯槽粘膜 と頬粘膜の腫張が著 しいため患部は視認 し
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得なかった｡

画像所見 二オルソパントモⅩ線写真では右側下顎枝の

後下方に,迷入した智歯とこれと連続する骨様不透過像が

認められた｡X線 CT検査では,左側下顎枝の舌側皮質骨

が剥離骨折し智歯と癒着したまま翼突下顎隙に迷入してい

るのが確認された｡この骨片には下顎孔と下顎管の一部が

含まれていた (写真2)｡

臨床診断 二右側下顎枝内側皮質骨の剥離骨折,右側第三

大臼歯の翼突下顎隙への迷入および下歯槽神経損傷｡

処置および経過 :早期の智歯および骨片の摘出が必要と

考えられたが反応性炎症が極めて強いため摘出手術に先立

ち消炎処置として入院下に抗生剤投与および患部の洗浄を

行った｡これにより腫張と発赤は徐々に改善し抜歯中断から

14日後の2004年 6月,全身麻酔下に迷入智歯と骨折片の

こ 遍 ~ii i i -

写真 1 抜歯前パノラマ Ⅹ線写真

智歯は骨性の水平埋伏歯で.周閏の骨硬化像をみとめる｡
第二大臼歯部には歯周炎による垂直性骨吸収を認める｡
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写真 3 摘出標本写真A:内面像;32×22×6mm大の板状の舌側皮質骨に智歯が強固に
癒着する｡B:外面像 ;骨片を貫通

する下顎管の存在を認める｡摘出手術

を行った｡手術は抜歯商より外斜線上の粘膜切開を行って

内斜線を明示し,下顎枝内側の骨膜を剥離翻転すると,迷

入智歯と遊離骨片は舌側歯肉弁に付着したまま一塊となっ

て翼突下顎隙の後内方に迷入していた｡神経の損傷を避け

るため遊離骨片を舌側歯肉弁から慎重に剥離したが,既に

遊離骨片の下顎管内に下歯槽神経血管束は貫通しておらず

,智歯抜歯宿の下方で断絶しているのが確認された｡このため智歯が癒

着 した状態のまま骨片を摘出した｡また舌側歯肉弁の内上

方には前後に走行する舌神経が露出し,遊離骨片とも近接していたが

損傷は認められなかった｡次に断裂した下歯槽神経の縫合

を試みたが,下歯槽神経血管束の中枢側断端が挫滅していたため

神経束を剖出できず断念した｡また智歯抜歯寓の頬側には

大きな骨欠損が外斜線を越えて存在し,ここから外斜線にそって縦方向-伸

びる亀裂骨折も認められたがとくに処置は行わなかった｡

手術時間2時間41分,出血量は40mlであった｡

摘出物所見 :摘出物は32×22×6mm大の板状の下顎枝

舌側皮質骨で

智歯が強固に癒着していた｡皮質骨面上には下顎孔と下顎

小舌を認め骨片内には下顎管が貫通していた(写真3)｡

術後経過術後は感染

予防に留意してアスポキシシリン1日2gを5日間点滴投

与した｡術後6日目に経過良好により退院した｡開口障害に対して術後 12日目より徒

手的な開口訓練を行ったところ術後約 1か月日にはほぼ正常に回復 した｡

また術直後よりオトガイ神経領域に強度の知覚障害と電撃

棟異感覚を訴えたため当院歯科麻酔科顎顔面痛みセンター

に
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よる骨系統の脆弱化の影響を挙げている｡智歯抜歯による

下顎骨骨折の好発年齢についてWagnerら4)は17例中14

例が,またIizukaら2)は12例中8例が,Krimmelら3)は

6例全てが40歳以上であり,中高年が大半を占めている

と報告している｡本例のような偶発症を予防するためには,

解剖学的知識の熟知とともに適切な器具の選択や操作方法

が重要とされている5-7)｡

また本例は第二大臼歯部への移植を目的にした智歯抜歯

時の偶発症であった｡移植歯とするために歯牙分割を避け

た手術計画自体にも無理があったと考えられる｡Iizuka

ら2) は40歳以上で根が下顎管 と重なる症例 をリスクグ

ループとしたうえで,骨削去量を最小限にするために歯牙

分割をすべきであるとしている｡歯牙移植を目的とする抜

歯では移植歯に対して可及的低侵襲な処置が求められるが,

自験例は術前オルソパントモⅩ線写真で歯根膜空隙の消

失を認め,加齢による骨の撤密化も疑われるため歯牙移植

の適応とは考え難い (写真 1)0

抜歯時に生じた骨折片の処理については歯槽骨骨折で骨

膜が付着している小骨片は原則的に保存するが遊離した小

骨片は摘出することが多い｡作田ら8)は骨片が比較的大き

な場合には整復 して保存すべきと述べている｡自験例では

骨片が比較的大きく骨膜と一部で付着していたが,智歯と

の骨性癒着が著しく一体として摘出する必要があった (写

真 3)｡また下歯槽神経血管束の断裂 も確認されたため,

保存の必要性は少ないと判断して整復固定は行なわなかっ

た｡なおわれわれの渉猟 した限りでは下顎智歯抜歯時の偶

発症としての下歯槽神経損傷についての報告は数多 くみら

れるが,下顎孔付近での骨折による下歯槽神経損傷の報告

例はみられなかった｡

目口診誌 2007年

結 語

下顎水平埋伏智歯抜歯の際に下顎孔に及ぶ下顎枝内面皮

質骨の骨折を生じ,智歯と骨片が癒着した状態で翼突下顎

隙に迷入し下歯槽神経を損傷した症例を経験 したので,そ

の発生原因や処置法について報告した｡

智歯抜歯は歯科においては頻度の高い手術であるが,節

剖学的特徴と各症例の状況を把握した上で無理のない安全

な処置が求められる｡
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