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抄録：破折注射針の迷入は下顎孔伝達麻酔時にみら

れることは多いが，局所浸潤麻酔時ではまれである。

今回われわれは，局所浸潤麻酔時に生じた，下顎舌

側組織内破折注射針迷入の症例を報告する。

症例は４６歳，男性で右側下顎第２大臼歯の抜歯時

に注射針が破折迷入し当科に紹介来院した。パノラ

マＸ線所見で右側下顎第２大臼歯根尖部から下顎角

にかけて約２５mmの破折注射針が確認された。局所

麻酔下での摘出は困難と思われ，Ｘ線透視装置を用

いた全身麻酔下での摘出を施行した．摘出した破折

注射針は屈曲されており，顎舌骨筋層内に存在して

いた。われわれは，医療事故防止に努めると同時に，

起きてしまった場合の対処法も併せて検討すべきで

あると思われた。

緒 言

口腔領域における破折注射針の迷入は，９割が下

顎孔伝達麻酔時に起こるとされており１～５），局所浸潤

麻酔時での破折迷入の報告６）はほとんどみられない。

今回われわれは，下顎舌側歯肉に対する局所浸潤

麻酔時に注射針が破折，下顎舌側組織内に迷入し，

全身麻酔下に摘出した症例を経験したので報告す

る。

症 例

患者：４６歳，男性。

初診：２００５年○月○日。

主訴：歯科用注射針の破折片組織内残留

既往歴，家族歴：特記事項なし

現病歴：２００５年○月○日，近医某歯科医院にて右側

下顎第２大臼歯の抜歯にあたり，同部周囲頬側およ

び舌側歯肉に３０Ｇのディスポーザブル注射針にて局

所浸潤麻酔を施行した。抜歯途中に疼痛の訴えがあ

り，再度下顎舌側歯肉に注射針を屈曲させて刺入し，

浸潤麻酔を追加したところ，抜針時に注射針の破折

に気が付いた。パノラマＸ線写真にて右側下顎第２

大臼歯の近心根相当部から下顎角に向けて破折迷入

した注射針を確認した（写真１）。他病院口腔外科を

受診し，パノラマＸ線写真にて破折注射針の存在を

確認・指摘されたが，対応は困難であるとのことで，

当院夜間救急外来に紹介医とともに来院した。

現症：注射針破折迷入後約５時間経過していたが，

全身所見および口腔外所見に特記事項は認められな

かった。口腔内所見では，右側下顎第２大臼歯の抜

歯は施行されており，抜歯後の歯肉の発赤，腫脹を

認め，また同部舌側歯肉に刺入点と思われる点状の

出血点が認められた。開口障害は認めず開口距離は

約３１mmであった。口腔内の視診，触診にて注射針

の確認はできず，舌運動時に軽度の違和感を訴える

のみであった。

Ｘ線所見：パノラマＸ線写真にて右側下顎第２大臼

歯根尖部から下顎角付近に約２５mmの線状の針様Ｘ

線不透過像を認め，破折迷入時と比較して注射針の

位置が移動していることが確認された（写真２）。
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CT所見：右側下顎骨舌側組織から，顎舌骨筋層内

に点状のＸ線不透過像を認めた（写真３）。

臨床診断：右側下顎舌側組織内の破折注射針迷入

処置および経過：当院救急外来受診後，位置関係を

確認するため，開閉口運動，舌運動を可能な限り制

限させてCT撮影を行った。上記診断にて全身麻酔

下による処置の必要性を十分に説明した。しかし，

患者の強い希望もあり，局所麻酔下での摘出は困難

であることに同意を得た上で摘出を試みた。右側下

顎第２大臼歯部の舌側歯肉より剥離を行い，舌神経

を明示し注意深く下顎骨下縁相当部まで骨膜下を明

示したが注射針は確認できず，局所麻酔下での摘出

は適応外と判断し，翌朝あらためて全身麻酔下での

摘出を予定し，安静・入院管理とした。

手術所見：全身麻酔下で，Ｘ線透視装置により術直

前の注射針の位置を確認し，明らかな位置移動がな

いことを確認した（写真４）。そこで，前日に施行し

た右側下顎第２大臼歯部の舌側歯肉より剥離を進

め，内側の下顎骨下縁まで明示した。次いで顎舌骨

筋を明示，鈍的に筋層内を剥離し探索を行い，再度

Ｘ線透視装置にて注射針を確認し，目安としてゾン

デを用いて位置，ならびに方向の基準を設けた（写

真５）。ゾンデを基準として慎重に筋束を鈍的に剥

離したところ注射針の後端が確認できたためペアン

写真２ 当科来院時のパノラマＸ線写真
右側下顎第２大臼歯根尖部から下顎

角下方付近まで，約２５mmの線状の針
様不透過像が認められる

写真１ 破折時のパノラマＸ線写真
右側下顎第２大臼歯の近心根相当部

から下顎角に向けて破折迷入した注射
針が認められる

写真４ 術直前のＸ線透視装置画像
Ｘ線透視装置所見で右側下顎第２大臼歯根尖部か

ら下顎角下方付近に針様のＸ線不透過像が認められ
る

写真３ Ｘ線CT所見
右側下顎骨舌側組織から，顎舌骨筋層

内に点状のＸ線不透過像を認める
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にて把持し，慎重に摘出した。摘出した注射針は基

部より破折しており，基部に近いところで屈曲して

いた（写真６）。手術時間は４５分で，術中の出血はほ

とんどみられなかった。術後は右側舌神経領域の知

覚鈍麻がみられたが，その他大きな問題はなかった。

術後８週目には知覚鈍麻も回復し，開口障害もみと

めず現在は経過良好である。

考 察

歯科用麻酔注射針の進歩，特にディスポーザブル

注射針の普及により，近年では注射針の破折迷入は

激減している。しかしながらその使用法によっては，

近年でも起こり得ることも理解しなければならな

い。医療事故の問題が大きく取り上げられている中

で，事故防止はもちろんのことであるが，不幸にし

て起こってしまった場合の対処法をわれわれは十分

に検討する必要があると思われる。

１９８９年以降の本邦における破折注射針迷入の文献

的報告例は７例であり，うち下顎孔伝達麻酔時に起

こったものが５例，局所浸潤麻酔時に起こったもの

が本症例を含め２例であった（表１）。

下顎舌側歯肉に対する局所浸潤麻酔時に注射針が破

折，迷入した報告は文献的に渉猟しえた限りみられ

ない。これは，下顎孔伝達麻酔と比較して局所浸潤

麻酔は刺入部位が明確であり，刺入距離が浅いこと

が考えられる。下顎孔伝達麻酔時における破折注射

針迷入の原因は，局所浸潤麻酔用の３０G針のような

細く，長径が不足した注射針の使用，繰り返しの折

り曲げ動作，そして，患者の疼痛刺激による体動な

どにより発生するものとされており１～５），注射針の

不的確な使用はあってはならないと思われる。報告

例から下顎孔伝達麻酔時の破折迷入症例は全例男性

にみられ，また右側が圧倒的に多かった。これは，

女性と比べ男性は筋緊張も強く，結合織も硬いこと

が考えられる。そして，迷入部位が右側に多くみら

れる原因としては，右利きの術者が患者の右側に位

表１ 本邦における破折注射針迷入の報告例（１９８９年～）

症例 報告者 報告年 年齢・性差 迷入部位 原 因
摘出まで
の 期 間

備 考

１ 美馬ら１） １９８９ ３１・男 右側翼突下顎隙 下顎孔伝達麻酔 １０日 Ｘ線透視装置使用

２ 中村ら２） １９９１ １９・男 右側下顎枝部 下顎孔伝達麻酔 ３０日

３ 森本ら８） １９９６ ５８・男 左側顎下腺内側 自傷行為 ３０日

４ 二宮ら６） ２０００ ３０・女 左側上顎結節後方 局所浸潤麻酔 即日

５ 池山ら３） ２００１ １５・男 右側内側翼突筋 下顎孔伝達麻酔 ６日 Ｘ線透視装置使用

６ 寺坂ら４） ２００２ ６３・男 左側翼突下顎隙 下顎孔伝達麻酔 ７日 Ｘ線透視装置使用

７ 根本ら５） ２００４ ４７・男 右側下顎枝部 下顎孔伝達麻酔 ２日

８ 本症例 ２００５ ４６・男 右側顎舌骨筋 局所浸潤麻酔 ２日 Ｘ線透視装置使用

写真６ 摘出した破折注射針
約２５mmの注射針は基部より破折しており，基部

より５mmのところで屈曲していた写真５ 術中のＸ線透視装置画像
Ｘ線透視装置にて注射針を確認し，目安としてゾ

ンデを用いて位置ならびに方向の基準を設けた
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置し，右側の下顎孔伝達麻酔を施行する際，不要な

力が加わりやすく，また注射針を屈曲させて使用し

ている可能性が考えられた。

本例は下顎右側第２大臼歯の抜歯にあたっての局

所浸潤麻酔時に刺入距離が深かったこと，そして摘

出した注射針でも確認されているように数回の折り

曲げ動作が加わったことが，注射針破折迷入の原因

と思われる。

屈曲された注射針は，刺入時には問題がなくても，

筋層内に刺入し，それを引き出す際には曲部が伸展

され，曲げ応力が加わることが破折の原因と考えら

れている。またメーカーの試験から，３０Ｇの針は２

～３回の屈曲により容易に破折するとされており，

曲げ角度と回数には十分注意する必要があるといわ

れている７）。

本例は，注射針の破折迷入から約５時間経過後の

当院救急外来受診時で，パノラマＸ線写真にて注射

針の移動が確認された。破折迷入した注射針の移動

について森本ら８）は口底から頸部にかけて，中村ら２）

は肩関節部まで移動したと報告している。また，清

水ら９）は魚骨が口底から前頸部に移動した症例を報

告している。その一方で，高橋ら１０）は，下顎孔伝達

麻酔時に破折迷入した注射針が数十年間無症状に経

過し，大きな位置移動はなかったとしている。本例

は，迷入した注射針が下顎舌側歯肉から顎舌骨筋層

内にあり，嚥下運動，顎運動などに伴う筋収縮によ

り位置移動が生じたものと考えられた。

頭頸部領域は呼吸，循環に関わる重要臓器が複雑

に存在する。そして摂食・嚥下，発音などによる舌

骨上筋群の関与，また複雑な解剖学的形態を呈する

軟部組織により異物が移動しやすいものと思われ

る。口内法での摘出が困難な場合は経過観察をすべ

きであるとの報告１０）もあるが，本例のように数時間

で明らかな注射針の移動を認めていることを考慮す

ると，迅速な対応が必要であるものと思われた。幸

いにも本例は，破折注射針迷入が発生した翌日に口

内法で摘出することができた。また，術中にX線

透視装置を用いることで，注射針の正確な位置の把

握が可能であり，手術時間の短縮につながった。こ

れらの有用性を示している報告１，３，４）からも，注射針

などの異物摘出にはＸ線透視装置が必要不可欠であ

るものと考えられる。

本症例を通じて，われわれは局所麻酔時における

注射針の取り扱い，的確な使用法を再確認し，不幸

にして起こってしまった場合の対処法を再認識すべ

きであるものと思われた。

最後に，今回の報告に関して，患者様には了承を

得ております事を御報告いたします。
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Case of accidental insertion of broken injection

needle during local infiltration anesthesia
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Key words : broken injection needle, local infiltration anesthesia, foreign body, accidental insertion

Accidental insertion of a broken needle is a frequent medical accident during mandibular conduction

anesthesia，but it is rare during local infiltration anesthesia．

We report a case of accidental insertion of a broken injection needle into the soft tissue at a lower lin-

gual site．

The patient was a 46-year-old male referred to our department due to accidental insertion of a broken

injection needle during extraction of the lower right second molar． A panoramic radiograph confirmed a

broken injection needle approximately 25 mm in size between the root apex of the lower right second mo-

lar and the mandibular angle． We attempted to remove the needle under local anesthesia without suc-

cess． Therefore，the needle was removed using a fluoroscope under general anesthesia． The needle

was found bent in the mylohyoid muscle． It is important to understand how to deal with medical acci-

dents as well as how to prevent them． （The Shikwa Gakuho，１０７：３３１～３３５，２００７）
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