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抄録：今回われわれは，一般開業歯科医院において
下顎智歯抜去時に挺子の先端が破折迷入し即座の除
去が困難で陳旧化した症例の異物除去を経験したの
で，その概要を報告する。患者：３８歳男性。主訴：
下顎右側臼歯部の異和感。近医歯科で局所麻酔下に
下顎右側智歯抜去術施行。術中に挺子が破折残存
し，除去を試みるも困難で経過観察となった。その
後も同部異和感が継続し除去依頼で当科紹介初診と
なった。破折迷入後３年が経過しておりCBCT上，
抜歯窩は治癒していた。さらに異物と下顎管とが接
しており全身麻酔下での異物除去を計画した。全身
麻酔下に顎骨内異物除去術を施行した。術後経過は
良好で，同部の異和感は消失した。本症例では，ト
ラブルに至らなかったが，挺子が破折迷入した事実
について十分な説明がなされていなかった。種々の
偶発症発生時には誠意をもって患者に説明を行い，
専門医療機関を受診させるなどの適切な対処が必要
であると考えられた。

緒 言

口腔外科は抜歯に始まり抜歯に終わるといわれる
ように，抜歯術は，麻酔から縫合止血に至る一連の
手技に切開，剥離，骨の開削など口腔外科の基本手
技を網羅している代表的な小手術である。抜歯に際
して，種々の偶発症が発現することがあるが，医原
性のものとしては，局所麻酔時の注射針の破折迷入

や，誤った暴力的な抜歯操作により過大な力が顎
骨，歯，器具にかかり，歯槽骨骨折，歯の上顎洞や
軟組織への迷入，器具の破折とその迷入などがあ
る。顔面領域の組織迷入異物に関する報告は散見さ
れるが１－３２），除去に関する報告は少ない１－８）。顎骨内
迷入異物は，異物の性状にもよるが，アレルギー症
状を惹起したり，感染源となり炎症による腫脹，疼
痛や異和感などの不快症状を発現する可能性があ
り，可及的に早期に除去することが必要である。し
かしながら，トラブルを回避するため，迷入の事実
を黙秘されたり，解剖学的理由から除去が困難で経
過観察となり陳旧化してしまう症例がみうけられ
る。陳旧化し，抜歯窩の治癒機転が進行した顎骨内
異物除去は，異物の探索が困難であり，異物に到達
するまで過大な骨の削去を要し，手術侵襲が大きく
なるほか，手術時間の延長や，下顎骨では下歯槽神
経の損傷６，９）などが課題となってくる。今回，われわ
れは，一般開業歯科医院において下顎智歯抜歯時に
挺子の先端が破折迷入し，即座の除去が困難で陳旧
化した症例の異物除去を経験したので，その概要を
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，患者本人より文書による同意を得た。また，東
京歯科大学倫理委員会の審査を受け，承認を得た上
で使用した（承認番号４６０）。
患 者：３８歳，男性。
主 訴：下顎右側臼歯部の異和感。
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現病歴：平成２１年７月，近歯科医院において局所麻
酔下に下顎右側智歯抜去術施行。術中に挺子が破折
残存。歯の抜去後，破折片除去を試みるも下歯槽神
経と近接していること，出血を来たしたことより断
念，患者への説明はなく，経過観察とされた。オト
ガイ神経知覚鈍麻は認めなかったが，その後も異和
感は継続し，下顎右側智歯部に疼痛の発現と消失を
繰り返していた。平成２４年６月同近医歯科より除去
依頼で当科紹介初診となった。診療情報提供書に
は，挺子の破折残存については説明済みとの記載が
あったが，患者本人は全く聞いていないと驚き，二
度と紹介医とは関わらないと怒りを現わした。紹介
医には，われわれから電話をかけ，十分な説明がな
されておらず，患者が挺子の破折残存について理解

していない旨を伝えたところ，紹介医から患者に謝
罪をすることとなった。患者は訴訟を起こすつもり
はなく，症状の軽快を望んでおり，異物の除去を希
望した。
現 症：
全身所見：特記事項なし。
顔面所見：特記事項なし。
口腔内所見：初診時，下顎右側智歯部自発痛は軽快
していたが，同部歯肉は腫脹し，圧痛，異和感を認
めた。その他，下顎右側第一大臼歯部歯肉の腫脹，
打診時異和感を認めた。
血液検査：特記事項なし。
画像所見：初診時パノラマエックス線写真（図１）お
よびCBCT（図２，３）より下顎右側智歯部に，右側

図２ 初診時CBCT画像

図１ 初診時パノラマエックス線写真
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下顎管に接した長さ約６mm幅約２mm大の異物を
認めた。下顎右側第一大臼歯近心根根尖を含むエッ
クス線透過像を認めた。
臨床診断：下顎右側智歯部顎骨内異物。

下顎右側第一大臼歯慢性化膿性根尖性歯
周炎。

処置および経過：挺子迷入後３年経過しており，
CBCT上，下顎右側智歯部の抜歯窩は治癒してお
り，かつ異物と下顎管とが接しており全身麻酔下の

異物除去を計画した。平成２４年８月全身麻酔下に
Neumann-Peter 切開変法により粘膜骨膜弁剥離し
た。画像所見同様に異物迷入相当部周囲には正常骨
が再生し，異物は顎骨内に完全埋伏していた。粘膜
骨膜弁剥離後，頬側の皮質骨を削去し，異物を明示
した（図４）。異物は被包されていた。異物周囲に
は，一層の肉芽組織が認められ，歯科用鋭匙を用い
てこれを除去した。骨と肉芽組織は容易に剥離され
た。異物周囲の海綿骨は緻密化を認め，金属腐食に
より黒褐色に着色されていた。また，骨の軽度粗造
感も認められた。歯科用探針を用いて丁寧に異物周
囲に骨とのスペースを形成し，マッカンドの無鈎ピ
ンセットを用いて把持し，注意深く異物を除去し
た。除去後，下歯槽神経血管束の露出は認めなかっ
た。同部縫合止血後，下顎右側第一大臼歯抜去術を
施行。根端病巣の摘出を行った。術中より術後３日
目迄，感染予防としてセファゾリンナトリウム２
mg/day を静脈内投与した。術後経過は良好で，下
歯槽神経麻痺も認められず，術後３日目に退院し，
外来通院下の経過観察となった。術後７日目に抜糸
施行し，歯肉の腫脹，異和感は軽快した。術後１か
月，３か月（図５）に定期診査を行い，不快症状もな
く経過は良好であった。
摘出物所見：腐食を認める。長さ６mm，幅２mm
大の金属様物質であった（図６）。

図３ 初診時CBCT画像

図４ 術中所見（顎骨内異物除去術）
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結果および考察

顎顔面領域の医原性異物としては，器具の破折
片１－８，１３，１４），歯牙９－１２，１５－１６），インプラント１８－２０），修復
物１６，１７），歯科材料３，９－１１，２１）の報告があり，その他，弾
丸２２），木箸２３－２５）や魚骨など２６－３１）がみられる。抜歯中
の偶発症として，抜歯器具の顎骨内迷入についての
報告はきわめて少なく１－８），本邦では，われわれが
渉猟し得た限りでは，過去３２年間に自験例を含め８
症例のみ１－５）であった（表１）。８症例の破折した抜
歯器具は７症例が挺子で（８８％），１症例は抜歯鉗子
であった。抜歯部位は，下顎智歯部が５症例（６３％）
と最も多く，次いで上顎第一大臼歯部２症例，下顎

第一大臼歯部が１症例であった。抜歯部位はすべて
大臼歯部で前歯抜歯時の破折迷入はなかった。迷入
部位は，下顎大臼歯部への破折迷入が８症例中６症
例（７５％）であり，２症例は上顎第一大臼歯抜去に関
連した上顎洞部への迷入であった。年齢は，２４～５５
歳で，平均年齢は３６歳であった。性別は男性５症例
（６３％），女性３症例（３７％）であった。迷入から除去
までの期間は，迷入当日に専門医療機関に紹介し，
除去した症例から１０年後に除去した症例まで幅広い
ものであったが，迷入の事実に対する説明がなく，
除去までに時間を要した症例は自験例の３年１か月
が最長であった。患者への十分な説明がなされてい
たのは５症例（６３％）で，３症例（３７％）は説明がされ
ていなかった。抜歯器具片の破折迷入による有害事
象としては，下唇知覚異常が発現したものが２症
例，洞口腔瘻を形成し，上顎洞炎症状を惹起したも
のが１症例報告されている。自験例では抜歯後も同
部の異和感が継続し，軽度の疼痛の発現と消失を繰
り返していた。迷入異物の摘出の是非については，
顎骨深部にある小さいものや，神経に近接する場合
は手術侵襲，手術時間の延長，下歯槽神経の損傷の
危険性があり摘出しなくてもよいとする報告３２）もあ
るが，数年経過後に，異物による感染・炎症など
を引き起こし，有害事象の発現に至った報告もあ
り２３，２６－３０），異物の迷入を起こした場合は，早期に専
門医での摘出を行うべきである。本症例では，摘出
物は金属腐食を生じ，異物周囲骨に金属イオンの溶
出したと思われる着色を認め，炎症の原因となって
いた可能性が考えられる。除去後不快症状が軽快し

図５ 術後３か月パノラマエックス線写真

図６ 摘出物所見
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たことからも異物の除去は必要であったと考えてい
る。歯科治療時の使用器具の破損は，器具の誤用や
古い器具の金属疲労による劣化などが考えられる。
著者らは，抜歯術術中に抜歯器具が破折した経験は
なく，また，報告例も少ないことから頻度の高い偶
発症とは考えにくいが，誤った抜歯操作や不適切な
整備状態によっては，挺子などの抜歯器具も破損が
生じうることを肝に銘じておかなくてはならない。
近年，医療過誤が注目され医療訴訟の数も増加して
いる。術者が異物の迷入を認識していなかったり，
認識していても患者に十分な説明がなされていない
場合には，後に医事紛争が生じる事が懸念される。
異物迷入が判明した際には，誠意をもって，迅速に
患者に事実の説明を行い，専門医療機関を受診させ
るなどの適切な対処が必要である。

結 語

今回われわれは，下顎骨内に長期間迷入した抜歯
器具片に対し摘出術を行った１例を経験したのでそ
の概要を報告した。
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表１ 本邦における抜歯中に抜歯器具が破折迷入した報告例（１９８１年～２０１３年）

症例 報告年 報告者 年齢 性別 抜歯部位 抜歯器具 抜歯器具
迷入部位

抜歯終了
の 有 無 迷入期間 患者への

説 明 そ の 他

１ １９８１ 森田ら１） ２８ 男 下顎右側智歯 挺子 下顎右側智歯部 完遂 ７か月 無し 歯学部学生で放射線
科実習時に偶然発見

２ １９８１ 森田ら１） ４１ 男 上顎左側第一
大臼歯 挺子 上顎洞粘膜と口

蓋側骨の間 完遂 ２か月 無し 歯科医院にてエック
ス線写真にて発見

３ １９９３ 菊池ら２） ４１ 女 下顎左側第一
大臼歯 抜歯鉗子 下顎左側第一大

臼歯部 中断 １日 有り 翌日に専門医療機関
にて除去

４ １９９９ 島村ら３） ３３ 男 上顎右側第一
大臼歯 挺子 右側上顎洞部 完遂 ８日 有り 洞口腔瘻形成，上顎

洞炎惹起

５ ２００３ 清河ら４） ３１ 女 下顎左側智歯 挺子 下顎左側智歯部 完遂 ０日 有り 抜歯当日に専門医療
機関にて除去

６ ２００３ 清河ら４） ２４ 女 下顎右側智歯 挺子 下顎右側智歯部 完遂 ２か月 有り 下唇知覚異常が発現

７ ２０１０ 山満ら５） ５５ 男 下顎右側智歯 挺子 下顎右側智歯部 完遂 １０年 有り 下唇知覚異常が発現

８ ２０１３ 自験例 ３８ 男 下顎右側智歯 挺子 下顎右側智歯部 完遂 ３年１か月 無し 下顎臼歯部異和感が
継続

５８ 林，他：顎骨内迷入異物の１例

― ５８ ―
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A case of accidental insertion of broken surgical instrument into jaw

Kamichika HAYASHI，Takeshi ONDA，Takeshi NOMURA
Hitoshi OHATA，Nobuo TAKANO，Takahiko SHIBAHARA

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College

Key words : Accidental insertion of foreign body into jaw, Foreign body in mouth, Iatrogenic foreign body

We report our experience of foreign body removal involving a case where the broken tip of an elevator
had been accidentally inserted when a wisdom tooth in the lower jaw was being extracted at a general
practice dental office． The tip could not be immediately removed． Patient :３８-year-old male． Main
complaint : sense of discomfort in the lower right molar area． Extraction was performed under local an-
esthesia of a wisdom tooth in the lower right jaw at a local dental clinic． During the surgery，an eleva-
tor was broken and its fractured tip was accidentally inserted． Its removal was attempted but difficult，
resulting in follow-up examinations． Thereafter，the sense of discomfort in the area persisted，and so
he visited our department with a referral，requesting that removal． Three years had passed since the
accidental insertion，and CBCT showed that his tooth extraction socket had already healed． It also
showed that the foreign body and mandibular canal were in contact，and so foreign body removal under
general anesthesia was planned． The surgery was performed under general anesthesia to remove the
foreign body in his jawbone． The postoperative course was uneventful，and the sense of discomfort in
the area disappeared． Although this case was uneventful，a sufficient explanation had not previously
been given regarding the accidental insertion of the broken elevator． It is considered necessary to take
appropriate action，such as thoroughly explaining the situation to patients and have them visit specialized
medical institutions when various procedural accidents occur． （The Shikwa Gakuho，１１４：５４－５９，２０１４）
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