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抄録：ガマ腫は，一般に舌下腺からの唾液漏出に伴
う嚢胞である。舌下型ガマ腫の場合には，開窓療法
や舌下腺を含めた嚢胞摘出術が一般的な治療方法と
して確立されているが，舌下顎下型ガマ腫や顎下型
ガマ腫は稀な疾患でもあり，今日に至るまで十分な
コンセンサスを得た治療方法は確立されていない。
症例は，７歳の男児。右側口底部の腫脹を主訴に

当科を受診した。MR画像検査を施行し，右側口底
部から右側顎下部にかけて T１強調画像で低信号，
T２強調画像にて境界明瞭，辺縁整，内部均一な高
信号な病変を認めた。穿刺吸引にてアミラーゼ活性
高値の内溶液を認めた。口腔内に感染原因は認めな
かった。以上から右側舌下顎下型ガマ腫と診断し，
穿刺吸引療法で良好な結果を得た。
穿刺吸引療法は舌下顎下型ガマ腫に対して，診断

的価値も高く，治癒を望める治療方法の１つである
と考えられた。

緒 言

ガマ腫は，一般に舌下腺からの唾液漏出に伴う嚢
胞であることのコンセンサスは得られている１）。舌
下型ガマ腫の場合には，開窓療法や舌下腺を含めた
嚢胞摘出術が一般的な治療方法として確立されてい
るが舌下顎下型ガマ腫あるいは顎下型ガマ腫は稀な
疾患でもあり，今日に至るまで十分なコンセンサス
を得た治療方法は確立されていない２，３）。

今回われわれは，持続的な圧迫を併用せず，複数
回の穿刺吸引のみにてガマ腫を治癒させる方法を穿
刺吸引療法と称し，小児の舌下顎下型ガマ腫に対し
て穿刺吸引療法を行い，良好な結果を得たので，若
干の文献的考察を加え報告する。

症 例

本症例報告に関する臨床情報の使用については，
患者と保護者に十分なインフォームドコンセントを
行った上で，保護者より同意を得た。

患 者：７歳 男子。
初 診：平成２６年１１月。
主 訴：右側口底部の腫脹。
既往歴：特記事項はない。
家族歴：特記事項はない。
全身所見：栄養状態は良好。
現病歴：初診の１週前より右側口底部の腫脹を自

覚していたが，疼痛がないため放置していた。腫脹
が徐々に増大し，嚥下時の違和感を自覚し，精査・
加療目的に当科を受診した。

初診時口腔内所見（図１）：右側口底部から正中に
かけて境界明瞭で無痛性の青紫色を呈する腫脹を認
めた。舌は腫脹により上方へ挙上されていた。右側
顎下部を圧迫すると右側口底部の腫脹は増大した。
舌下小丘からの排膿は無く，唾液の流出を認めた。
感染源となる歯は認めなかった。

初診時顔貌所見（図２）：顔貌は左右非対称で，右
側顎下部からオトガイ部にかけてびまん性に無痛性
の腫脹を認めた。腫脹部は弾性軟で波動を触知し
た。表面皮膚は正常で，発赤や圧痛は認めなかった。

MR 画像所見（図３）：右側口底部から右側顎下部
および皮下にかけて T１強調画像で低信号，T２強
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調画像にて境界明瞭，辺縁整，内部均一な高信号な
病変を認めた。病変と右側舌下腺との境界は不明瞭
であった。

臨床診断：右側舌下顎下型ガマ腫。

処置および経過

初診の１週前より右側口底部の腫脹を自覚してい
たが，疼痛がないため放置していた。しかし，腫脹
が徐々に増大したため，心配になり精査・加療目的
に，１１月某日当科初診となった。初診時に MR 画
像検査を施行した。MR 画像より，右側口底部から
右側顎下部および皮下にかけて T１強調画像で低信
号，T２強調画像にて境界明瞭，辺縁整，内部均一
な高信号な病変を認め，右側舌下顎下型ガマ腫を
疑った。

初診から６日後，保護者に対し，MR 画像より右

側舌下顎下型ガマ腫が強く疑われる事を説明した。
処置方針として，切開とドレナージの併用療法，開
窓療法や舌下腺を含めた嚢胞摘出術などがあるが，
患者は低年齢であり長時間の処置が困難で，処置に
際しては入院管理下での全身麻酔下の処置が適当で
あることを説明した。また，OK-４３２溶液を用いた
硬化療法を行う場合も発熱や呼吸障害などの症状発
現の可能性が有るため入院管理下での処置が適当で
あることを説明した。保護者は通院下での処置を強
く希望したため，診断を兼ねて穿刺吸引を行った。
まず，穿刺部位をベンゾカインにて表面麻酔した。
穿刺吸引は左手示指，中指，薬指と小指にて右側顎
下部を口底を押し上げるように上方へ圧排しつ
つ，１８G 注射針により右口底部より穿刺吸引した。
穿刺した後は軽く閉口させて口底部の緊張を解き，
内溶液は可能な限り全て吸引し，薄赤色を呈した粘

図１ 初診時口腔内所見 図２ 初診時顔貌所見

図３ 初診時 MR 画像
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性の内溶液を１２ml 吸引した（図４）。内溶液のアミ
ラーゼ活性は２１９U/L であった。顎下部の腫脹は変
化なかったが，口底部の腫脹は著明に改善した。臨
床所見，MR 画像および内溶液のアミラーゼ活性が
高かったことから右側舌下顎下型ガマ腫と診断し
た。穿刺吸引後は顎下部の確実な圧迫が必要である
が，低年齢であり処置に対しての理解が乏しく，包
帯やバンテージによる圧迫が困難であり，通院下で
の穿刺吸引療法を施行した。

１回目の穿刺吸引後，約１０日の間隔で５回の穿刺
吸引を行った。その経過に従い吸引量は減少し，６
回目の穿刺吸引にて薄黄色の粘液性内溶液（アミ
ラーゼ活性は２６２５U/L）を１．５ml 吸引した（図５）。

初診から６２日後，右側顎下部，右側口底部のいず
れも腫脹は認められず，波動も触知しなかった。硬
結も触知しなかった。違和感の訴えも無く，治癒が
考えられた。施術後の評価のため，２度目の MR
画像検査を施行した。右側舌下腺に近接した T１強
調画像で低信号，T２強調画像にて境界明瞭，辺縁
整，内部均一な高信号な病変の残存を認めたが，初

診時と比べ病変は著明に縮小していた（図６）。穿刺
吸引は施行しなかった。

初診から３００日後，右側顎下部と右側口底部の腫
脹は認めず，波動も触知しなかった。３度目の MR
画像検査を施行し，画像上も病変の残存は認めず，
治癒と判断した。

症状の自覚より１年を経過するが，現在に至るま
で再発は認めていない。

結果および考察

ガマ腫は，一般に口底部に偏在性で無痛性の腫脹
として認められる粘液貯留嚢胞である４）。ガマ腫の
成因には２説が有る。ひとつは舌下腺導管の損傷，
破綻により唾液が周囲組織に溢出し，それが周囲組
織から器質化反応で肉芽組織を形成し，溢出型嚢胞
が形成されるとする説である１，５－７）。もうひとつは舌
下腺の導管が閉塞し，その末梢部に唾液が貯留し貯
留型嚢胞が形成されるとする説である６，７）。組織学的
には溢出型嚢胞は偽嚢胞であるのに対し，貯留型嚢
胞は嚢胞壁が上皮で被覆された真性嚢胞である６，７）。

図４ 初診時第６病日穿刺吸引した内溶液 図５ 第５２病日穿刺吸引した内溶液

図６ 第６２病日 MR 画像

２９８ 林，他：小児の舌下顎下型ガマ腫の１例

― ４８ ―



臨床的にガマ腫は口底部に腫脹が限局している舌下
型，口底部から顎下部の両方に腫脹をきたす舌下顎
下型，そして顎下部に腫脹が限局している顎下型の
３型に分類される８）。病変が顎舌骨筋後方あるいは
顎舌骨筋裂隙を経由して９），顎下部，オトガイ部や
頸部に進展し，同部の腫脹をきたすものは，全ガマ
腫症例の約１．９～１６．７％といわれている４，１０，１１）。好発
年齢は１０～２０歳代で，男女比は１：２で女性に多い
と報告されている４，８）。

舌下顎下型ガマ腫はその特徴的な所見から臨床診
断は比較的容易であるが，鑑別疾患には類皮嚢胞，
類表皮嚢胞，側頸嚢胞，甲状舌管嚢胞などの嚢胞性
病変やリンパ管腫，血管腫，神経線維腫，神経鞘腫
などの腫瘍性病変が挙げられる１２）。本症例は初診時
MR 画像より，病変は右側口底部から顎下部に T１
強調画像で低信号，T２強調画像にて境界明瞭，辺
縁整，内部均一な高信号として認められた。また，
穿刺吸引にて内溶液は高アミラーゼ活性値を認め
た。MR 画像と内溶液の性状より舌下顎下型ガマ腫
と診断した。

舌下顎下型ガマ腫の治療方針には穿刺吸引・圧迫
療法，切開，切開とドレナージの併用療法，開窓療
法，嚢胞摘出術，舌下腺を含んだ嚢胞摘出術，舌下
腺摘出術，舌下腺摘出術とドレナージの併用療法，
OK-４３２溶液を用いた硬化療法，高張ブドウ糖液を
用いた硬化療法など再発を抑えるために様々な検討
がなされてきた１，４，６，８，１３）。しかしながら，根本的には
唾液漏洩のもととなっている舌下腺を含めた処置が

必要といわれている１３）。なかでも舌下腺摘出術は単
独であれ併用療法であれ，予後は極めて良好であ
り，舌下腺摘出術後の再発はほとんどない６）。しか
し，口内法，口外法のいずれも，外科的治療方法を
選択することは患者にとって肉体的，精神的ストレ
スは少なくない。そのため，しばしば非侵襲的な治
療方法が選択される。

最近では穿刺吸引・圧迫療法はガマ腫の処置とし
て侵襲が少なく，反復的な治療も可能であり，非
常に簡便で有効な治療方法であると報告されてい
る２，７，１３，１４）。穿刺吸引・圧迫療法の治癒機序について
は推測の域を出ないが，貯留した唾液を吸引し圧迫
することにより再度の貯留を抑制し，唾液の漏洩部
周囲に瘢痕組織を形成し漏洩部を閉鎖させるとする
説や７），吸引により顎舌骨筋裂隙に軟組織の嵌頓が
生じ唾液の漏洩が無くなるとする説がある２）。穿刺
吸引・圧迫療法は穿刺にとどまらず周囲を圧迫しな
がら可能な限り吸引した後に腫脹していた部位を
中心に３～１０日間の確実な圧迫が肝要とされてい
る２，７，１３，１４）。しかしながら，顎下部は特に確実な圧迫
が困難な部位であり，各種枕子の利用による圧迫法
の工夫がなされているが２，７，１３，１４），確実な圧迫には入
院が必要とされている７）。また，小児においては包
帯やバンテージによる圧迫は窒息等のリスクや，理
解力に乏しいより低年齢児では治療に協力が得られ
にくく，通院下での穿刺吸引・圧迫療法は困難であ
る。

これまでに穿刺吸引療法のみで治癒した報告がさ

図７ 第３００病日 MR 画像
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れている２，１５）。今回，われわれも小児の舌下顎下型
ガマ腫に対し１８G 注射針を使用し穿刺吸引療法にて
良好な結果を得られた。処置の際には，舌神経，舌
下動脈やオトガイ下動脈を損傷しないように注意
し，唾液の貯留を完全に吸引することが肝要と思わ
れる。また，舌下顎下型や顎下型ガマ腫の場合，内
溶液はきわめて粘稠性であるため１８G 以上の太さの
針での穿刺が必須である４）。穿刺吸引療法は１回の
処置に要する時間は数分と短時間であり，かつ簡便
な処置ではあるが，穿刺吸引後に急速な口腔内の腫
脹を認め，呼吸困難を生じ，緊急気管切開が必要と
なった報告もされている５）。血管損傷による出血に
より口底，顎下部や頸部の腫脹を生じ，緊急対応が
必要となることや，特に小児では不意の体動などに
より，より偶発症のリスクは高くなることが予想さ
れる。穿刺吸引療法は非常に簡便な処置ではある
が，注意し施行した場合でも偶発症を生じる可能性
はある。呼吸困難を認めた報告もあることから５），
高次機能病院の歯科・口腔外科に相談や受診が可能
な医療連携体制を確保してから行うことが好まし
い。ガマ腫の根治的治療方法は原因である舌下腺の
摘出であり，穿刺吸引療法はあくまでも姑息的治療
方法であり，再発の可能性が有る。しかし，穿刺吸
引療法は①診断の一助となる，②処置が簡便であ
る，③１回の処置時間は短時間である，④通院下で
処置が可能である，⑤治癒が望める治療方法であ
る，ことから小児の舌下顎下型や顎下型ガマ腫に対
しての有用性が示唆された。

結 語

今回われわれは，小児の舌下顎下型ガマ腫に対し
て穿刺吸引療法を行い，良好な結果を得たのでその
概要を報告した。
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A pediatric case of plunging ranula with aspiration
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A ranula is an oral cyst that is generally associated with salivary extravasation from the sublingual
gland． Sublingual ranulas are typically treated with marsupialization or surgical removal of the cyst to-
gether with the sublingual gland． However，sublingual-submandibular ranulas and submandibular ranu-
las are rare，and there is still no established treatment for such lesions．

The patient was a seven-year-old boy who visited our department with a chief complaint of swelling in
the right side of the floor of the mouth． Magnetic resonance imaging showed a lesion extending from the
right side of the floor of the mouth to the right submandibular region，which exhibited hypointensity on T
１-weighted imaging and hyperintensity，a well-defined clear margin，and a homogeneous interior on T２-
weighted imaging． A high level of amylase activity was detected in the aspirated fluid during a fine-
needle aspiration biopsy examination，but no source of infection was identified within the oral cavity． A
diagnosis of right sublingual-submandibular ranula was made based on the above findings，and a good out-
come was achieved by performing frequent fine-needle aspiration biopsy examinations alone．

Fine-needle aspiration biopsy examinations appear to have high diagnostic value for sublingual-
submandibular ranulas and are also an effective management strategy for such lesions．

（The Shikwa Gakuho，１１６：２９６－３０１，２０１６）
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