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抄録：当科における関節突起部骨折に対する外科療
法の実態を把握するために臨床的検討を行った。
対象は２００２年から２０１３年までの１２年間に，当科に

おいて関節突起部骨折の診断で，全身麻酔下に外科
療法を施行した症例を対象とした。調査は診療録と
入院手術記録およびＸ線画像を用いて行った。
期間中に外科療法が施行されたのは３４例であっ

た。プレート固定を行ったものは２３例で基底部，偏
位症例が多かった。骨髄内固定を行ったものは５例
であった。陳旧性の変治骨折は６例で，下顎枝矢状
分割術５例，関節突起除去術１例が施行されてい
た。
関節突起部骨折の外科療法は顔面神経への影響や

術後瘢痕が伴い，保存療法においては変治による術
後の咬合異常や機能障害の可能性がある。当科では
可能な限り保存療法を考慮するが，小骨片の離開が
大きい症例や骨折部位が頸部，基底部にある症例に
対しては外科療法が選択され，比較的良好な経過が
得られていた。

緒 言

関節突起部に発生する骨折の下顎骨骨折全体に占
める割合は比較的大きいが，顎関節は解剖学的，機
能的にも複雑であり治療方針に苦慮することが多

い１，２）。今回，当科における関節突起部骨折に対する
外科療法の実態を把握するために臨床的検討を行っ
た。

対象および方法

対象は２００２年から２０１３年までの１２年間に東京歯科
大学千葉病院口腔外科を受診した患者のうち関節突
起部骨折と診断され全身麻酔下に外科療法を施行し
た症例を対象とした。調査は診療録と入院手術記録
およびＸ線画像を用いて，１．発生頻度，２．年
齢，性別，３．受傷原因，４．受傷後来院までの期
間，５．手術までの待機期間，６．骨折の種類，
７．骨折の部位および程度，８．手術術式，９．平
均手術時間，１０．平均出血量，１１．顎間固定および
開口制限期間，１２．術後併発症について検討した。
骨折の部位および程度については，久保らの分類３），
MacLennan の分類４）を使用した。なお，本研究は
東京歯科大学倫理委員会の承認を得た上で（承認番
号４３８号）ヘルシンキ宣言および臨床研究に関する倫
理指針を遵守して行った。

結 果

１．発生頻度
期間中に当科を受診し，入院下に加療を行った下

顎骨骨折症例は１９０例で，そのうち関節突起部骨折
（他の下顎骨骨折併発症例を含む）は６２例であった。
外科療法が施行されたのは３４例で，保存療法は２８例
であった。
２．年齢，性別

受傷年齢は１４歳から７２歳と幅広く，平均年齢
４０．２歳，中央値は３４歳であった。性別は男性１６例
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（４７％），女性１８例（５３％）で，性差は認められなかっ
た（図１）。
３．受傷原因

転倒，転落が最も多く１５例（４４％）で，次いで交通
事故１１例（３２％），殴打，打撲５例（１５％）の順であっ
た（図２）。
４．受傷後来院までの期間

受傷後２週間以内の新鮮骨折は２８例で，陳旧性の
変治骨折は６例であった。新鮮骨折は受傷当日来院
が８例，翌日が６例と半数が翌日までに来院してい
た。陳旧性骨折は受傷後１－２か月が２例，２－３
か月が３例，１０年が１例であった（図３）。
５．手術までの待機期間

初診から手術までの待機期間は，７日以内が１２例
（４３％），８－１４日以内が１４例（５０％）であり，２週間
以内に９３％の症例の手術が施行されていた（図４）。

６．骨折の種類
関節突起骨折の内訳は，片側性２８例（８２％），両側

性６例（１８％）で片側性が多かった（表１）。片側性で
は左側が多かった（６４％）（表２）。また，他の顎骨骨
折併発症例は１９例で全体の５６％を占めていた。併発
症例の内訳は，正中部が９例（４７％）と最も多く，次
いで骨体部５例（２６％），下顎角部３例（１６％）の順で
あった（表３）。

表１ 関節突起骨折の内訳

片側性 両側性 計

関節突起骨折単独症例 １５ ０ １５

他の下顎骨折併発症例 １３ ６ １９

計 ２８ ６ ３４

図１ 年齢，性別
年齢は３０代が最も多く，次いで２０代，６０代の順で

あった。男女比は１：１．１３であった

図２ 受傷原因
受傷原因は転倒，転落によるものが多かった

図３ 受傷後来院までの期間
関節突起部骨折は受傷後，比較的早期に来院する傾

向があった

図４ 手術までの待機期間
手術までの待機期間は，当科での予定手術件数や手

術予定時間などの手術室の使用状況にもよるが，ほと
んどの症例で初診から２週以内に手術が施行できてい
た
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７．骨折部位および程度
骨折部位は久保らの分類，骨折の程度は MacLen-

nan の分類を用いた。部位では基底部が３０関節
（７５％）と最も多く，次いで下頸部７関節（１７％）で
あった。骨折程度としては偏位２６関節（６４％），転移
１０関節（２５％）であった（図５）。
８．手術術式

新鮮骨折に対しては，プレート固定法が２３例，

lag スクリュー法が５例であった。陳旧性の変治骨
折は６例で，全身的重症度が高く他科での治療を優
先したことで変治となり咬合異常を来したものであ
り，下顎枝矢状分割術５例，関節突起除去術１例が
施行されていた。関節突起部へのアプローチ方法
は，耳前側頭切開（Al-Kayat-Bramley 法）６例，耳
前部切開（Schuchardt 法）５例，顎下部切開（Risdon
法）１１例，口内法１２例であった（図６）。プレート固
定法の骨接合は，チタンミニプレート固定２２例，吸
収性ミニプレート固定１例であった。
９．平均手術時間（分）

平均手術時間は，プレート固定法では，関節突起
部単独症例１６９分であり，他の骨折部位との複合手
術症例は２５６分であった。lag スクリュー法は，関
節突起部単独症例１６６分であり，複合手術症例は２４６
分であった。下顎枝矢状分割術は，片側のみの症例
は１３１分であり，両側施行例は２１１分であった。関節
突起除去術は１２０分であった。
１０．平均出血量（ml）

平均出血量は，プレート固定法では，関節突起部
単独症例５６ml，他の骨折部位との複合手術症例は
１９９ml であった。lag スクリュー法は，関節突起部
単独症例４１ml であり，複合手術症例は１７４ml であっ
た。下顎枝矢状分割術は，片側のみの症例は１０６ml

表２ 罹患側

左側 右側 計

関節突起骨折単独症例 １１ ４ １５

他の下顎骨折併発症例 ７ ６ １３

計 １８ １０ ２８

表３ 顎骨骨折併発例の内訳

片側性 両側性 計

正中部 ４ ５ ９

正中部・上顎骨 ０ １ １

正中部・筋突起 １ ０ １

骨体部 ５ ０ ５

下顎角部 ３ ０ ３

計 １３ ６ １９

亀 裂 偏 位 転 位 偏位脱臼 転位脱臼 計（％）

頭 部 ０ ０ １ ０ ０ １（ ３）

上頸部 ０ １ １ ０ ０ ２（ ５）

下頸部 ０ ３ ３ ０ １ ７（１７）

基底部 １ ２２ ５ １ １ ３０（７５）

計（％） １（ ３） ２６（６４） １０（２５） １（ ３） ２（ ５） ４０

図５ 骨折部位および程度（３４例，４０関節）
外科療法が施行されたのは，骨折部位では，基底部，頸部が多く，骨折程度では，偏位，転位症例が多

かった

歯科学報 Vol．１１５，No．２（２０１５） １３３

― ４１ ―



であり，両側施行例は２２８ml であった。関節突起除
去術は１５ml であった。
１１．顎間固定および開口制限期間

関節突起除去術を施行した１例を除く全ての症例
（n＝３３）で，術後に顎間固定および開口制限が行わ
れていた。顎間固定は，顎間固定用スクリューを上
下顎歯槽部に埋入し，これを利用したものが２０例

（６１％）と最も多く，次いで線副子を用いたものが１２
例（３６％）であった。開口制限期間は，７日が７例

（２１％），８－１４日が２６例（７９％）であった（図７）。関
節突起除去術を施行した１例は，術後２日目より開
口訓練を開始していた。
１２．術後併発症

術後，顔面神経麻痺が発現したのは２例（６％）で
あった。それぞれ耳前部切開と顎下部切開によるア
プローチであり，側頭枝と下顎縁枝の支配領域で
あった。いずれも軽度であり Vitamin B１２製剤の使
用により短期間で軽快していた。

考 察

関節突起部骨折は，下顎骨骨折の中でも発症頻度
が高いとされる１）。解剖学的特徴として関節突起部
の断面積が他部位より小さいことから，他部位に加
わった外力が集中しやすく，介達的に骨折を来たす
機会が多いからであると考えられている２）。

関節突起部骨折の治療においては，外科療法を選
択するのか，保存療法を選択するのか，報告者に
よって様々であり一定の見解は示されておらず，現
在なお議論のあるところである。いずれにおいても
長所，短所があり，外科療法では外科的侵襲による
術後瘢痕，顔面神経への影響が生じる可能性があ
る。一方で，保存療法においては，変形治癒による
術後の咬合異常，機能障害や下顎枝高径の低化が生
じる可能性がある５，６）。手術に伴う併発症，術後の咬
合異常，機能障害の推測は困難であるため，治療法
の選択は慎重に行うべきである。外科療法の適応
は，骨折部位７），骨片の偏位した程度４），下顎枝高の
低化８，９）などを考慮して決定される。骨折部位は頭

耳前側頭切開 耳前部切開 顎下部切開 口内法 計（％）

プレート固定法 ５ ５ ６ ７ ２３（６７）

lag スクリュー法 ０ ０ ５ ０ ５（１５）

下顎枝矢状分割術 ０ ０ ０ ５ ５（１５）

関節突起除去術 １ ０ ０ ０ １（ ３）

計（％） ６（１８） ５（１５） １１（３２） １２（３５） ３４

図６ 手術術式，顎関節へのアプローチ方法
新鮮骨折に対しては，プレート固定法が最も多かった。陳旧性の変治骨折は下顎枝矢状分割

術，関節突起除去術が施行されていた。顎関節へのアプローチ方法は症例により適宜選択され
ていた

線副子 顎間固定用
スクリュー ブラケット

計（％）

開口制限期間

ワイヤー ゴム ワイヤー ゴム ゴム
日数

計（％）
７ ８～１４

プレート固定法 ６ ２ １１ ４ ０ ２３（７０） ５ １８ ２３（７０）

lag スクリュー法 ２ １ ２ ０ ０ ５（１５） １ ４ ５（１５）

下顎枝矢状分割術 １ ０ ２ １ １ ５（１５） １ ４ ５（１５）

計（％）
９ ３ １５ ５

１（ ３） ３３ ７（２１） ２６（７９） ３３
１２（３６） ２０（６１）

図７ 顎間固定および開口制限期間
関節突起除去術を施行した１例を除く全ての症例で，術後に顎間固定が行われていた（n＝３３）。近年は，顎間固定用スク

リューを上下顎歯槽部に埋入し，これを利用して顎間固定を行う症例が多い傾向があった
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部，上頸部，下頸部，基底部に分類３）し，手術の適
応とするのは頸部，基底部とする報告が多い７）。

顎骨成長の旺盛な若年者は，通常，位置異常を呈
した小骨片は正常な位置に復するか，骨改造を受
け，機能的治癒を果たす傾向が強いため，原則とし
て保存療法が施行されるが，成人症例で関節包外
の骨折に対しては外科療法が選択されることがあ
る１０）。今回検討症例の中には，１４歳と１７歳の２症例
の１０代に外科療法が施行されていた。ともに骨片離
解の著しい転位脱臼症例であり，保存療法では形態
的，機能的治癒が見込めないと判断した症例であっ
た。これらの症例の治療成績は良好であったことか
ら，外科療法選択の意義があったものと思われる。

当科では，下顎枝に近い骨折で小骨片の変位量が
大きく，機能障害を来たしている症例を観血的整復
固定術の適応としている。今回の検討では，外科療
法を施行したものは基底部，偏位症例で多く認めら
れた。これは，新鮮骨折においては，骨折部位に対
しアプローチのしやすい関節突起部低位の骨折に対
して外科療法，特にプレート固定法を優先して行っ
たことが考えられた。

関節突起部へのアプローチ方法は，症例によって
選択される。口外法は広い視野が得られ固定に要す
る術野も十分に確保できる長所がある。一方で，耳
前部から下顎角部にかけての術後瘢痕や，顔面神経
損傷の可能性があることが短所である。高位の関節
突起部骨折症例１１）や粉砕骨折，骨折片が内側に重
なっている症例では口内法での整復固定は困難であ
り，口外法の選択が有用と考えられる１２，１３）。審美的
に頸部の術後瘢痕を避けたい症例や骨片の偏位量の
軽度な症例では，可及的に口内法からのアプローチ
を試みるべきである。また，近年，内視鏡下で操作
を確実に行う技術が報告されてきている１４）。より安
全で低侵襲な技術の進歩が期待される。

骨接合には，ミニプレート，ワイヤー，キルシュ
ナー鋼線，lag スクリュー，またはその他，種々の
スクリューなどが使用される。今回，新鮮骨折に対
しては，プレート固定法が２３例，lag スクリュー法
が５例施行されており，プレート固定法が多く選択
されていた。lag スクリューを推奨する報告も散見
される１５－１７）が，期間中 lag スクリュー法が施行され
たのは２００２－２００３年の２年間のみで，２００４年以降は

すべてミニプレートによるプレート固定法が施行さ
れていた。これは近年，ミニプレート固定の機械的
強度や操作性が向上し，その結果，顎間固定期間の
短縮と咬合の安定が可能となり，患者の社会復帰も
比較的早期に可能となっていることが理由として考
えられた。

顎間固定および開口制限期間についても議論のあ
るところである１８）。骨性癒着の得られるまで顎間固
定を要し，その開口制限期間は平均４－６週とする
報告１９，２０）と，顎関節の機能的治癒を目的として開口
制限期間を短くし，早期に開口訓練などの顎運動を
推奨する報告とがある２１，２２）。後者の開口制限期間は
平均２－３週とする報告が多い１８，２１，２２）。当科では，
手術後，関節突起除去術を施行した１例を除く全て
の症例において顎間固定および開口制限が行われて
おり，開口制限期間は，全症例２週以内であった。
長期の顎間固定は，顎間固定解除後，開口障害が強
くなり，回復が遅延する可能性があり，早期に顎間
固定を解除して，開口訓練を開始していた。

今回，新鮮骨折は２８例で，陳旧性の変治骨折は６
例であった。陳旧性症例は受傷時に全身的重症度が
高く，他科での治療を優先したことで変形治癒とな
り咬合異常を来したものであり，多くは，咬合の改
善のため顎矯正手術を施行していた。術後追跡可能
であった症例の術後経過は良好であり，陳旧性骨折
に対する治療法として有効であることが示唆され
た。

当科での関節突起部骨折に対する治療は，可能な
限り保存療法を考慮するが，小骨片の離開が大きい
症例や骨折部位が頸部や基底部にある症例に対して
は外科療法が選択され，良好な経過が得られてい
た。

本論文の要旨は第２７回一般社団法人日本顎関節学会総会，
学術大会（２０１４年７月１９日，福岡市）において発表した。
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Clinical study of condylar fractures of the mandible treated with surgical therapy
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A clinical study was implemented to understand the actual conditions of surgical therapy for condylar
fractures in our department．

The subjects were all patients who visited our department during １２ years between ２００２ and ２０１３，
were diagnosed with condylar fracture，and underwent surgical therapy under general anesthesia． In-
vestigation was conducted using medical records，hospital and surgery records，and X-ray images．

There were ３４ surgical therapies conducted during this period． Plate fixation was conducted in ２３
cases，many of which were cases of deflection at the base． Intramedullary fixation was performed in ５
cases． There were ６ cases of old malunited fractures；sagittal split ramus osteotomy was implemented
in ５ cases and removal of the articular process was implemented in １．

Surgical therapy for condylar fractures is associated with impact on the facial nerve and postoperative
scar，and postoperative occlusal abnormality and dysfunction may occur due to malunion upon conserva-
tive therapy． We consider conservative therapy as much as possible ; however，surgery is selected for
cases with a large dehiscence of small bone fragments and cases with fractures at the cervical region or
base，for which relatively good results have been obtained． （The Shikwa Gakuho，１１５：１３１－１３７，２０１５）
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