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抄録：時間外救急外来における顎関節前方脱臼の実
態を把握するために臨床的検討を行った。過去５年
間に当科の時間外救急外来を受診した患者のうち顎
関節前方脱臼と診断された症例（９５症例）を対象とし
た。調査は診療録および宿直医が記載する当直日誌
を用いて行った。
平均年齢は４３．４歳，男女比は１：１．６４であった。

原因は欠伸等の大開口が多かった。対応は保存的徒
手整復と開口制限が９２例，来院時に自己整復してい
たが開口制限を行ったものが３例であった。習慣性
脱臼の危険因子として関連が考えられる観察項目に
ついて単変量解析を行い，有意な因子については多
変量解析を行った結果，年齢と既往歴（精神疾患の
有無）とが危険因子として抽出された。時間外救急
外来における顎関節前方脱臼の実態を明らかにする
とともに，時間外救急外来に繰り返し来院する習慣
性脱臼の危険因子について検討し，年齢と精神疾患
の有無が関連している可能性が示唆された。

緒 言

顎関節前方脱臼は下顎頭が関節結節を越えて前方
に逸脱した状態であり，顎運動制限，顎関節疼痛，
閉口不能による咀嚼，発音，嚥下障害がみられ，自
己整復が困難なため，夜間，休日等，時間を問わず

救急外来を受診することがある１－５）。時間外救急外
来における顎関節脱臼は，平日診療時間の日常診療
と比較して対応する医療人員，緊急検査，治療等に
制限がある上に，既往歴や常用薬の有無などを正確
に把握することが困難な場合があり，特殊な環境下
での対応を要求される場合がある。また，習慣性で
繰り返し来院する症例，精神疾患や運動麻痺があり
整復に難渋する症例などに遭遇することがある。し
かしながら，時間外救急外来における顎関節前方脱
臼症例の実態についての詳細は報告がないのが現状
である。そこで今回，当科での時間外救急外来にお
ける顎関節前方脱臼症例の実態を把握するために臨
床的検討を行った。さらに，習慣性顎関節脱臼の特
徴を把握することで，その対応や治療方針を改善す
るために，時間外救急外来における習慣性脱臼の危
険因子について検討を行った。

対象および方法

対象は，２００７年１月１日から２０１１年１２月３１日まで
の５年間に東京歯科大学千葉病院口腔外科の時間外
救急外来を受診した患者のうち顎関節前方脱臼と診
断した９５症例を対象とした。調査は診療録および宿
直医が記載する当直日誌を用いて行った。顎関節脱
臼を急性，習慣性，陳旧性脱臼に分類し，年齢・性
別・罹患側・脱臼原因・既往歴・現在歯数・対応
（治療）について検討した。来院までの脱臼回数が１
回であり，かつ再脱臼にて再診の既往のないものを
急性とし，２回以上のものおよび再診の既往がある
ものを習慣性とした。
習慣性脱臼の危険因子として関連が考えられる観
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を行った。単変量解析を行い，有意な因子について
は多変量解析を行った。単変量解析における名義変
数の２群間の比較にはFisher の直接確立検定を，
連続変数の比較には t検定を用い，P＜０．０５をもっ
て有意差ありとした。また，単変量解析で有意差あ
りと判定した項目については logistic 回帰分析によ
る多変量解析とステップワイズ法（変数減少法）を用
いて，時間外救急外来における習慣性脱臼に関連
する因子を抽出した。いずれも P＜０．０５をもって有
意差ありと判定した。統計解析ソフトはR（version
２．１３．０）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４４５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．過去５年間の当科時間外救急外来における疾患
別対応回数
当科において時間外救急外来で期間中に対応した

全対応回数５９０５回のうち顎関節前方脱臼症例への対
応回数は４１５回，９５症例であった。急性脱臼は７６症
例（対応回数７６回），習慣性脱臼は１９症例（対応回数
３３９回），陳旧性脱臼症例は認められなかった。顎関
節前方脱臼は外傷（対応回数１０５９回），歯痛（対応回
数８９９回），炎症（対応回数７９７回）に次いで４番目に
多かった。

２．受診時間
当院の時間外救急外来における当直業務は，平日

１７時から翌日９時まで，土曜日は１２時から翌日１７時
まで，日曜日は９時から翌日９時までが勤務時間と
なっている。顎関節前方脱臼来院症例の受診時間は
２１時から２３時の時間帯が最も多く，早朝が少ない傾
向にあった（図１）。
３．年齢
年齢は５歳から９５歳までと幅広く，平均年齢は

４３．４歳，中央値は３４歳であった。年代別では２０代が
最も多く，次いで３０代，７０代の順であった。習慣性
脱臼は若年者には認められず，４０代以降に認められ
た（図２）。
４．性別
性別は男性３６症例，女性５９症例で女性が多く男女

比は１：１．６４であった。
５．罹患側
罹患側は両側性が７７症例（８１％）と最も多く，片側

性では左右差はなかった。
６．脱臼原因
脱臼原因は欠伸，食事中，大笑い等の大開口によ

るものが６３症例と最も多く，次いで不随意運動等の
反射性のものが１０症例，歯科治療等の医原性のもの
６症例の順であった（表１）。時間外救急外来に来院
した医原性の顎関節脱臼は，すべて一般開業歯科医
院からの診察依頼があり，内訳としては抜歯時の顎
関節脱臼が６例中５例８３％と最も多く，１例はパン

図１ 顎関節脱臼受診時間 図２ 年齢
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ピングマニュピュレーションによる脱臼であった。
７．既往歴
期間中対応した顎関節前方脱臼症例９５症例のう

ち，４４症例（４６％）がなんらかの既往歴を有していた
（表２）。習慣性脱臼症例では精神疾患，脳血管疾
患，神経系疾患などの既往を有するものが多かった
（n＝１７／１９，９０％，重複あり）。
８．現在歯数
総現在歯数の平均は２１．１本（中央値２６本）であり，

上顎現在歯数の平均は１０．８本（中央値１３本），下顎現
在歯数の平均は１０．３本（中央値１３本）であった。習慣
性脱臼症例は急性脱臼症例と比較して現在歯数が少
ない傾向を示した（表３）。
９．対応（治療）
対応（治療）は保存的徒手整復と開口制限が９２症

例，来院時に自己整復していたが開口制限を行った
ものが３症例で，調査期間中に観血的整復を要した
症例はなかった。
１０．時間外救急外来における習慣性脱臼の危険因子
急性脱臼と習慣性脱臼との比較を表４に示す。習

慣性脱臼に関連すると考えられる年齢・性別・脱臼

原因・既往歴（精神疾患の有無）・総現在歯数の５因
子について単変量解析を行った結果，脱臼原因につ
いては，統計学的有意差は認められなかったが，年

表１ 脱臼原因

総 数 急性脱臼 習慣性脱臼

大開口
欠伸 ４６ ３７ ９
食事中 ５ ５ ０
大笑い ４ ４ ０
歯ブラシ時 ４ ３ １
くしゃみ ３ ３ ０
大絶叫 １ ０ １

反射性
不随意 ５ ０ ５
嘔吐 ３ ２ １
就寝中 ２ ２ ０

医原性（歯科治療）
抜歯 ５ ５ ０
パンピング
マニュピュレーション中 １ １ ０

外 傷
転倒 １ １ ０
けんか １ １ ０
プロレスごっこ １ １ ０
ベッドから転落 １ １ ０

不 明 １２ １０ ２

表２ 既往歴
（症例数）（重複あり）

総 数 急性脱臼 習慣性脱臼

脳血管疾患
脳梗塞 ５ ２ ３
脳出血 １ １ ０
片麻痺 １ ０ １

精神疾患
うつ病 ５ １ ４
統合失調症 ４ ３ １
パニック障害 ２ １ １
ヒステリー １ ０ １
精神分裂病 １ ０ １
てんかん １ ０ １
認知症 ２ １ １

神経系疾患
パーキンソン病 ４ ０ ４

心疾患
心筋梗塞 ２ １ １
狭心症 １ １ ０

消化器疾患
逆流性食道炎 ２ １ １

呼吸器疾患
喘息 ４ ４ ０

その他
高血圧症 １２ １１ １
糖尿病 ３ ２ １
子宮筋腫 ２ ２ ０
顎関節症 １ １ ０

既往歴なし ５１ ４９ ２

表３ 現在歯数
（本数）

平均値 中央値

総現在歯数 ２１．１ ２６
急性脱臼 ２４．２ ２８
習慣性脱臼 ８．５ ６

上顎現在歯数 １０．８ １３
急性脱臼 １２．２ １４
習慣性脱臼 ５．２ ４

下顎現在歯数 １０．３ １３
急性脱臼 １２ １４
習慣性脱臼 ３．２ ２

歯科学報 Vol．１１５，No．３（２０１５） ２２１
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齢，性別，既往歴（精神疾患の有無），総現在歯数に
おいて統計学的有意差が認められた（表５）。ここで
連続変数である年齢と総現在歯数に強い相関を認め
たため（Pearson の積率相関係数：－０．８７６）多重共
線性を考慮して，総現在歯数を除外した，年齢，性
別，既往歴（精神疾患の有無）の３因子を logistic 回
帰分析で多変量解析を行ったところ，年齢と既往歴
（精神疾患の有無）とが時間外救急外来における習慣
性脱臼と関連する危険因子として選択された（表６）。

考 察

２００７年１月１日から２０１１年１２月３１日までの５年間
に当科において対応した時間外救急外来での対応回
数は５９０５回であった。疾患別にみると，顎関節前方
脱臼は，外傷，歯痛，炎症に次いで，４番目に多
く，４１５回，９５症例であった。他施設の報告と比較
すると，疾患の分類方法に若干の違いはあるもの
の，外傷，一般歯科的疾患，炎症が１～３位を占め

表４ 急性脱臼と習慣性脱臼の比較

急性脱臼（７６例） 習慣性脱臼（１９例）

年齢（平均） ５～９２歳（３６歳） ４０～９５歳（７５歳）

性 別 男性：３３例（４３．４％） 男性：３例（１５．８％）
女性：４３例（５６．６％） 女性：１６例（８４．２％）

罹患側 両側：５８例（７６．４％） 両側：１９例（１００％）
右側：９例（１１．８％） 右側：０例（０％）
左側：９例（１１．８％） 左側：０例（０％）

脱臼原因 大開口：５２例（６８．４％） 大開口：１１例（５７．９％）
反射性：４例（５．３％） 反射性：６例（３１．６％）
医原性：６例（７．９％） 医原性：０例（０％）
外 傷：４例（５．３％） 外 傷：０例（０％）
不 明：１０例（１３．１％） 不 明：２例（１０．５％）

既往歴 脳血管疾患：３例（３．７％） 脳血管疾患：４例（１６．７％）
精神疾患： ６例（７．４％） 精神疾患： １０例（４１．７％）
神経系疾患：０例（０％） 神経系疾患：４例（１６．７％）
心疾患： ２例（２．４％） 心疾患： １例（４．２％）
消化器疾患：１例（１．２％） 消化器： １例（４．２％）
呼吸器疾患：４例（４．９４％） 呼吸器： ０例（０％）
その他： １６例（１９．９％） その他： ２例（８．３％）
既往歴なし：４９例（６０．５％） 既往歴なし：２例（８．３％）

総現在歯数（上下顎） ０～２８本（２４．２本） ０～２６本（８．５本）

上顎現在歯数 ０～１４本（１２．２本） ０～１４本（５．２本）

下顎現在歯数 ０～１４本（１２本） ０～１２本（３．２本）

表５ 習慣性脱臼に関与すると考えられる予測因子の単変量解析

予測因子 P値 オッズ比 ９５．０％CI
（下限－上限）

名義変数
Fisher’s exact test

性 別 ０．０３４ ４．０４０ １．０３２－２３．４２３
脱臼原因 ０．２８１ ０．５１７ ０．１６４－１．６４１
既往歴

（精神疾患の有無） ＜０．００１ ２８．７３４ ６．６５６－１５８．５４６

連続変数
Student’s t-test

年 齢 ＜０．００１ ― ２９．３３０－４９．０９０
総現在歯数 ＜０．００１ ― １１．９０５－１９．６２１

p＜０．０５を有意水準として規定した
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ており，われわれの施設と一致していた１－５）。顎関
節前方脱臼は，生命維持に直接影響を与えないが，
発症が突然であり，患者の心理的動揺が強く，多く
は発症後早期に医療機関を受診すると考えられる。
時間外救急外来においても対応を求められる頻度が
比較的高い疾患であり，当直医は顎関節脱臼症例に
対しても可能な限り即座に対応にあたることが望ま
しい。
顎関節前方脱臼症例の時間外救急外来への受診時

間は２１時台から２３時台の時間帯が最も多く，６時台
から９時台が少ない傾向であった。その他の時間帯
は万遍なく受診が認められた。時間外救急外来にお
ける顎関節前方脱臼症例の来院時間についての報告
は，われわれが渉猟し得た範囲では認められなかっ
たが，大学附属病院歯科口腔外科を時間外受診する
患者全体の受診時間帯としては，１９時台から２２時台
にピークがあるとする施設が多い１－３）。これは，会
社，学校などからの帰宅の時間帯や一般歯科開業医
の終了時刻が影響しているとされる。今回，来院時
間のピークが，２１時台から２３時台であったのは，会
社，学校などから帰宅し，夕食摂取後の代償性貧血
に関連した欠伸等による大開口が脱臼の契機とな
り，この時間帯に受診した急性脱臼症例が多く認め
られ，１９時台から２２時台にピークがあるとされる時
間外救急外来を受診する患者全体のピークよりも受
診時間が数時間遅くなっている可能性が考えられ
た。一方で，習慣性脱臼症例は脱臼を来たした毎
に，時間帯に関係なく受診している傾向があった。

病態別に年齢分布を検討すると急性脱臼では，１０
代から３０代の若年層が多く，習慣性脱臼は４０代以降
のみであった。これまでの顎関節脱臼に関する報告
では，２０代から３０代にピークを示す一峰性を示すと
する報告６）と，若年層と高齢層にピークを示す二峰
性を示すとの報告７）があり，今回の結果は前者と一
致していた。若年者は下顎窩が深く，関節結節が高
く，比較的習慣性になりにくい解剖学的特徴を有し
ているとされる６，８）。一方で中高年層は加齢変化によ
り下顎窩が浅く，関節結節が平坦化するとさ
れ６－９），その影響が考えられる。また，顎関節を取
り巻く関節包，下顎頭の前後運動を制限する外側靭
帯，関節円板後部結合組織などが加齢により進展，
弛緩することも高齢層において脱臼を生じやすくし
ている理由と考えられる６－９）。今回，中高年層には
脳血管疾患，精神疾患などの顎関節脱臼を起こしや
すいとされる６－９）既往歴を有する症例が多く認めら
れ，その多くが習慣性を有していた。一方で，若年
層は，大開口や欠伸などが原因の急性脱臼であっ
た。
男女比は他の報告６，１０）と同様に女性に多い傾向を

示した。その要因については，顎関節の構造，顎運
動に関する軟・硬組織の構造あるいは機能，脱臼の
機序，ストレスなどの精神的要因との関連が考えら
れている６，７，１０）。
罹患側について観察すると両側性のものが全体の

８１．１％を占め最も多く，左右差は認められなかっ
た。これは他の報告と一致していた６，１０）。今回，習

表６ 多変量解析結果

ロジスティック
回帰分析 P 値 オッズ比 ９５．０％CI

（下限－上限）

Intercept ０．００４ １．３７e－０４ ３．３８e－０７－０．０５５
性 別 ０．９１４ １．１２e＋００ １．４０e－０１－８．９５０
既往歴

（精神疾患の有無） ＜０．００１ ５．６６e＋０１ ５．１６e＋００－６２１．０００

年 齢 ＜０．００１ １．１１e＋００ １．０５e＋００－１．１７０

ステップワイズ
変数選択後 P 値 オッズ比 ９５．０％CI

（下限－上限）

Intercept ＜０．００１ １．６９e－０４ １．８８e－０６－０．０１５
既往歴

（精神疾患の有無） ０．００１ ５．７１e＋０１ ５．２６e＋００－６２１．０００

年 齢 ＜０．００１ １．１１e＋００ １．０５e＋００－１．１７０

p＜０．０５を有意水準として規定した
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慣性脱臼症例はすべて両側性脱臼であった。片側性
では左側が右側より多いとの報告６）があるが，今回
の結果では左右差は認められなかった。
脱臼の原因については，竹之下ら６）の報告によれ

ば大開口によるものが最も多く全体の７２．９％に及ぶ
とされ，今回当科においても６６．３％と同様の結果を
示した。大開口のうちでは欠伸が多いとされ，これ
も同様の結果を示した。
既往歴について観察すると，習慣性脱臼では精神

疾患，神経系疾患，脳血管疾患などの既往歴を有す
る症例が多かった。これらの基礎疾患を有する患者
は，神経筋機構に影響を与え咀嚼筋の活動を阻害す
ることがある。咀嚼筋を含む骨格筋は，脳から下行
性伝導路を通じて指示を受けるが，この神経路には
錘体路と錐体外路がある。錘体路は骨格筋の運動を
随意的に支配する神経路である。脳血管疾患などに
より錘体路障害を来たしている症例では，随意的な
開閉口が円滑に行えず，閉口筋の筋力低下から開
口しがちとなり，脱臼を来たしやすくなるとの報
告８，１１）がある。一方で，錐体外路は，骨格筋を反射
的，不随意的に支配する神経路である。錐体外路症
状には，筋緊張亢進と運動減少を主とする症候と筋
緊張低下と運動過剰を示す症候があるが，脳血管疾
患やパーキンソン病などの神経系疾患では，筋緊張
亢進と運動減少などの異常ならびに筋群の協調不全
が不随意に起こるとされ，下顎頭部を前方に牽引す
る外側翼突筋の異常緊張が起こると，咬筋，側頭
筋，内側翼突筋などの閉口筋と不調和が生じ，脱臼
を来たしやすくなると考えられている８，１１）。また，
butyrophenone 系や phenothiazine 系の定型抗精神
病薬による薬剤性の錐体外路症状があり，顎関節脱
臼の誘因と考えられている１２）。時間外救急外来にお
いては，既往歴の有無や常用薬の有無などを正確に
把握することが困難な場合があり注意を要する。そ
のような場合，脱臼原因を解明し，再脱臼を防止
し，習慣性脱臼への移行を防ぐためにも翌日以降の
平日診療時間帯に主治医に対診し，詳細を把握して
おくことが推奨される。
対象とした９５症例の総現在歯数の平均は２１．１本

（中央値２６本）であった。病態別では，急性脱臼症例
の総現在歯数の平均は２４．２本（中央値２８本），習慣性
脱臼症例の平均は８．５本（中央値６本）であり，習慣

性脱臼症例は急性脱臼症例と比較して現在歯数が少
ない傾向を示した。歯の喪失による顎関節の解剖学
的な変化８）が習慣性に脱臼を生じやすくしている可
能性が考えられた。
顎関節脱臼の治療は，保存的処置と観血的処置に

大別される。通常まず保存的処置が試みられ，Hip-
pocrates 法や Borchers 法などの徒手整復と，その
後一定期間の開口制限が行われる。全身状態にもよ
るが，通常の徒手整復が困難な場合は，静脈内鎮静
下または，全身麻酔下で筋弛緩した状態で徒手整復
を試みる。徒手整復が困難な場合は，その他の方法
として残存歯を利用した持続的顎間牽引法などがあ
る。どうしても整復が困難な場合は観血的処置が選
択される６，８，１０，１３）。今回当科において期間中に行った
対応は，保存的徒手整復と開口制限が９２症例，来院
時に自己整復していたが開口制限を行ったものが３
症例で期間中に静脈内鎮静法または全身麻酔を併用
した整復や観血的整復を要した症例はなかった。時
間外救急外来においては，十分な患者背景を確認で
きないことや必要な検査ができない場合も多く，人
員的な問題と医療安全重視を考えると，通常の徒手
整復が困難な場合は翌日以降に準備を整えて仕切り
直すことも必要と考えている。今回の対象期間中
に，陳旧性脱臼症例に対する時間外救急外来での対
応は１症例も認められなかった。これは，陳旧性脱
臼は，空虚となった下顎窩に線維性結合組織の充
満，癒着，筋緊張やそれによる関節包，靭帯の弛緩
を伴い徒手整復が困難であることが多く，静脈内鎮
静下あるいは全身麻酔下で，筋弛緩した上での整復
を要する可能性があり１４－１６）診療依頼時の電話対応に
おいて，当直医が当日に整復できない場合があるこ
とを事前に説明すること，十分な診療体制の整った
平日診療時間帯の受診を勧める場合があること等が
理由として考えられた。
当科において時間外救急外来で期間中に対応した

急性脱臼は７６回（７６症例），習慣性脱臼は３３９回（１９症
例）であり，習慣性脱臼症例は，同一患者が複数回
来院していた。中には，同日に複数回来院する症
例，平日診療時間帯には来院せず，時間外救急外来
のみに複数回来院する症例も認められた。そこで，
時間外救急外来における顎関節前方脱臼による繰り
返し来院の特徴を把握し，改善を図るために，時間

２２４ 恩田，他：顎関節前方脱臼の臨床的検討
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外救急外来における習慣性脱臼の特徴について検討
を行った。習慣性脱臼の危険因子として関連が考え
られる観察項目について単変量解析を行い，有意な
因子については多変量解析を行った。その結果，年
齢と既往歴（精神疾患の有無）とが危険因子として選
択された（P＜０．０５）。時間外救急外来に繰り返し来
院する習慣性脱臼症例は，年齢が高齢で，精神疾患
を有するという傾向があると考えられた。高齢者で
は顎関節を構成する軟・硬組織が加齢性退行性変化
を生じ１７，１８），あるいは全身的な基礎疾患による神経
筋機構の障害等により本症を来たしやすいと考えら
れる。また，精神疾患を有する患者は，薬剤性の錐
体外路症状等による神経筋機構を介した咀嚼筋の協
調不全が関与している可能性が考えられる９，１９）。時
間外救急外来を受診した顎関節前方脱臼患者が高齢
や精神疾患等の因子を有する場合や習慣性脱臼であ
る場合は，再脱臼の危険性，顎関節脱臼の発生機
序，病態，予後，開口制限の重要性，経過観察の必
要性等を頭蓋骨模型や文書を用いて本人および付き
添いのキーパーソンに，より詳細に説明し，理解し
ていただく必要があると思われる。その後，平日診
療時間帯に必ず経過観察を行い，必要に応じて，顎
間ゴム牽引や顎間固定等の対策を行っておく必要が
ある。高齢者で既往歴を有する場合や，既往歴の有
無，常用薬の有無などを正確に把握できなかった症
例は，主治医に対診し詳細を把握しておく。精神疾
患を有し，薬剤性錐体外路症状誘発例が疑われる症
例は，主治医と連携しながら薬剤の中止を含めて，
投与量の変更等を検討する２０）ことも重要であると考
えられる。

本論文の要旨は第２５回一般社団法人日本顎関節学会総会・
学術大会（２０１２年７月１４日，札幌市）において発表した。
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Clinical study of TMJ anterior luxation cases in emergency department
after office hours
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We conducted a clinical study in order to determine the reality of TMJ anterior luxation in the
emergency department after office hours． The subjects were all patients（９５ cases）with a diagnosis of
TMJ anterior luxation who visited the emergency department of our hospital after office hours in five years
from January １，２００７ to December ３１，２０１１． The research was conducted by using the medical re-
cords and duty diaries written by night duty physicians．
The mean age was ４３．４ years． The male-to-female ratio was １：１．６４． Many of the causes of

luxation were due to large opening of the mouth，including yawning． Conservative closed reduction and
limitation of mouth opening were given in９２cases as treatments ; there were ３ cases in which spontaneous
rectification was performed but limitation of mouth opening was given during the visit． Univariate analy-
sis was performed for the observation items that are considered to be relevant as risk factors for habitual
luxation． Multivariate analysis was performed for significant factors． As a result，age and medical
history（the presence or absence of mental illnesses）were extracted as risk factors．
We clarified the characteristics of the TMJ anterior luxation cases in the emergency department of

our hospital after office hours． We also examined the risk factors for habitual luxation of the patients’
repetitive visits to the emergency department after office hours． It has been suggested that the age and
the presence or absence of mental illnesses may be relevant．（The Shikwa Gakuho，１１５：２１９－２２６，２０１５）

２２６ 恩田，他：顎関節前方脱臼の臨床的検討
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