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１．はじめに

近年，歯科においても医療訴訟の件数は年々増加

しており，われわれ歯科医師は，偶発症のリスクと

隣り合わせに診療を行っている１）。常に起こりうる

偶発症のリスクを予測して回避し，起こってしまっ

た偶発症に対しては適切に対処することが，われわ

れの責務である。このようなことから当科では，東

京歯科大学千葉病院病診連携症例検討会において，

「安全な医療と迅速で適切な対応」を議論し，今後

の歯科医療を充実させるべく対応している。本論文

の内容は平成１７年７月に東京歯科大学千葉病院病診

連携症例検討会において報告したものである。

下顎の治療において最も多い偶発症として下歯槽

神経麻痺が挙げられる。下歯槽神経麻痺は，嚢胞摘

出，抜歯，根管治療，インプラントの植立などに

よって下歯槽神経を損傷させ患側の下唇，オトガイ

皮膚などに知覚異常を出現させてしまうものであ

る。下顎の治療を行う場合は下歯槽神経麻痺のリス

クが高く，十分に下顎管と歯の位置関係を確認し，

インフォームドコンセント，正しい手技，適切な対

応が必要となる。日常臨床で最もこの危険性が高い

とされる下顎智歯の抜歯に焦点を絞り，当科が行っ

ているインフォームドコンセント，エックス線写真

の読影のポイント，予防法，対処法について紹介す

る。

２．インフォームドコンセント

当科では，説明用の書類（図１）や下歯槽神経の走

行がわかる模型（図２）を用いて，現在の歯の状態，

抜歯の必要性，抜歯の手技，抜歯後の偶発症などに

ついて十分に時間をかけ説明を行う。抜歯後の偶発

症に関しては，腫脹，内出血，疼痛，創面からの出

血，下歯槽神経が近接している場合に起こる下歯槽

神経麻痺の可能性，麻痺後の疼痛発現の可能性，下

歯槽神経麻痺が起きた後の治療計画，抜歯後感染な

どがある。

ここまで十分に詳細を説明すると抜歯を拒否する

患者もいるが，重要なのは，「抜歯しなければその

歯や歯周組織に今後起こりうるリスクと抜歯後に起

こる継発症のリスクの高さを提示し選択させるこ

と」と考えている。治療を進める上でこのような術

前のインフォームドコンセントは重要なことであ

る。もし，術後，何らかの偶発症が起きた場合でも

術前のインフォームドコンセントが良好に行えてい

ればスムーズに対応することができる。とくに医療

紛争になるケースは，術前のインフォームドコンセ

ントが不足しているケースが多い。患者の訴えは「麻

痺がいつ治るかわからない。」「麻痺の治療がわから

ない。」「歯を抜くときに麻痺の話はなかった。」な

どが挙げられる２）。また，インフォームドコンセン

トは，口頭だけでなく書面によって同意を得るべき
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図１ 当科で使用している説明同意書

図２ 説明に使用する下歯槽神経の走行がわかる模型
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である。

３．麻痺の予防で必要なデータ

下歯槽神経麻痺の可能性について説明する時に

は，いくつかのデータを提示したほうが患者の理解

度や信頼度が高まる。下歯槽神経と歯根との位置関

係については，下顎智歯が，平均２．７mm と下顎歯

の中では下歯槽神経と一番近接している３）（表１）。

下顎智歯の抜歯のリスクは，加齢による歯根膜や骨

の状態に大きく左右されており，歯冠や歯根分割，

骨削去時に下歯槽神経に与える損傷の程度などが挙

げられる４）。下顎智歯の抜歯後の下歯槽神経麻痺

は，０．４～５．５％の発現率があると報告されてい

る５）。ほとんどは，数ヶ月で回復する一過性のケー

スが多く，６ヶ月目まで下歯槽神経麻痺を認めてい

るものは全体の０．０５％の知覚障害がある。また，６

ヶ月で何らかの症状を残すケースでは１，２年後に

も完全回復には至らないといった報告もある３）。下

顎管と歯の位置関係における下歯槽神経麻痺の頻度

は，下顎智歯と下顎管が重複しているもので２．９％

麻痺が出現するようである（図３）６）。これらのデー

タや解剖学的な知識があっても，抜歯時の不手際な

手技で起こしてしまうものがある。

・下顎孔伝達麻酔時の注射針による損傷

・歯冠分割時のタービンによる切断（図４）

・エンジンバーによる巻き込み

・乱暴なヘーベル操作

・鋭匙による病巣掻爬

などが挙げられ３），下顎管との位置関係（診断）や正

しい抜歯の手技が重要である。

４．エックス線写真読影のポイント

パノラマエックス線写真において，下顎智歯と下

顎管の近接が認められた場合や下顎智歯の歯根が不

鮮明であった場合，まずデンタルエックス線写真を

撮影し以下の項目について読影する。

１）歯根が下顎管の１／２以上重複しているか？

２）下顎管上壁の白線が消失しているか？

３）歯槽硬線が消失しているか？

４）下顎管の圧迫所見があるか？

５）歯根の弯曲があるか？

下歯槽神経麻痺のリスクが高いものに関しては，

偏心投影法やデンタル CT を撮影し歯根と下顎管の

位置関係，歯根の形態を十分に把握しておく必要性

がある（図５－①②③④）。

下顎管と智歯の位置関係は，歯牙の頬側に位置し

ているケースが５１％と多く，舌側，根尖側，歯根間

という順の頻度である（人種別では，様々な報告が

ある）。また，下歯槽神経麻痺が発現しやすい部位

としては，舌側，歯根間の順の頻度である（図６）７）８）。

表１ 下顎管と歯根の距離（日本人成人男女１０００人の平均）

智歯 第二大臼歯
遠心根

第二大臼歯
近心根

第一大臼歯
遠心根

第一大臼歯
近心根 第二大臼歯

２．７mm ５．５mm ５．９mm ７．６mm ６．５mm ７．９mm

カラーグラフィックス 下歯槽神経麻痺より引用２）

接触せず
麻痺出現率 ０％

接触する
０％

重複している
２．９％

図３ 歯と下顎管の位置関係による麻痺出現率
下顎埋伏智歯抜歯後の神経麻痺（三浦ら）より引用６）
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５．下歯槽神経麻痺が出現してしまったら……。

下歯槽神経麻痺が疑われた場合には知覚検査を行

い，自覚症状と組み合わせて障害程度を評価する。

この診断結果は，治療法の選択や予後予測に重要で

あり，患者には回復程度を示すのに有効な資料とな

る。当科では，SW 知覚テスターによる静的触覚検

査（正常値：２．３６以下），デイスクリミネーターによ

る静的二点識別検査（正常値：５－７mm 以下），

SMV-5 型振動覚計による動的触覚検査（正常値：

１００以下）を行う（図７）。しかし，一般の歯科クリ

ニックなどでテスターがない場合でも，綿球，探

針，筆を使用し静的触覚検査，ノギス，鑷子などに
図４ 歯冠分割時のタービンによる下歯槽神経切断

①パノラマエックス線写真 下顎左側智歯と下顎管の位置関係は不鮮明

③デンタル CT 下顎左側智歯の歯根が，下顎管に
接している

②デンタルエックス線写真 下顎左側智歯は下顎管に近接
しているが歯根形態が不鮮明
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より静的二点識別検査を行うことが可能であり，位

置や領域の確認が出来る（図８）３）。麻痺は神経線維

の損傷程度によって治癒期間は異なり，数週間や数

ヶ月かかることもあり長期にわたることもある。

末梢神経の損傷程度は，Seddon の分類が使用さ

れており，一過性局在性伝導障害，軸索離断，神経

離断（神経束完全離断，部分的神経離断）に分類され

ている。一過性局在性伝導障害は，神経外膜・内

膜・周膜などの結合組織と軸索に損傷はなく機械的

刺激が加わり軸索が細くなっている状態であり，３

舌側 頬側 抜去方向

④抜去した下顎左側智歯

図５ いくつもの画像検査を行いリスクの高い抜歯

下顎管の位置
下顎管頻度
麻痺の可能性

頬側
５１．１％

根尖側
１８．１％

舌側
２５．５％
あり

根管側
４．２％
あり

図６ 下顎管と智歯の位置関係と麻痺出現
日本人を対象とした CT 観察より（前川ら２００１）より引用７）

静的触覚検査
SW 知覚テスター

静的二点識別検査
デイスクリミネーター

動的触覚検査
SMV‐５型振動覚計

図７ 知覚検査システム
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～１０週間で回復する。軸索離断は，神経外膜・内

膜・周膜などの結合組織は損傷を起こしていないが

変性が起こり，損傷部より末梢の軸索が消失してい

る状態であり，約６ヶ月で回復する。神経離断は，

神経が離断された状態であり，完全な回復は望めな

い。症状は時間の経過とともに変化を示すことがあ

る９）。一過性局在性伝導障害と軸索離断が認められ

る場合の症状として知覚鈍麻に加えチリチリ，ジン

ジンとしびれたような感覚（錯感覚）を伴うことがあ

る。軸索離断と神経離断が認められる場合の症状と

して常にビリビリとした感覚（異常感覚）や突然の痛

みを自覚することがある。錯感覚と異常感覚の症状

が出現すると後遺症を残す可能性が高い。また，

触・温度刺激などで強い痛みを感じた場合（痛覚過

敏）は予後が不良とも言われている１０）１１）。

６．下歯槽神経麻痺の治療

前項で述べたように現在の症状を十分に把握し，

説明を行った上で各々の治療を行っていく。抜歯窩

底部の骨折がある場合には，小骨片を短針や鋭匙な

どで丁寧に除去し圧迫をとり，神経線維の断裂が認

められても断端を合わせるだけで効果があるとされ

ているが，完全に神経の断裂が認められた場合に

は，神経縫合法や神経移植を選択することがあ

る１０）。一過性局在性伝導障害と軸索離断の場合に

は，薬物療法と温罨法などの理学療法や星状神経節

ブロック（stellate ganglion block：SGB）など行い経

過を観察する。薬物療法として様々なものが報告さ

れているが，当科では，神経組織に多く含まれ，神

経組織の再生や機能の回復に必要なビタミンである

ビタミン B１２製剤と血管拡張により神経組織の血流

量を増加させ，神経再生を促すアデノシン三リン酸

二ナトリウム（ATP）を症状が回復するまで，ある

いは２～３ヶ月まで投与している（表２）。また，SW

知覚検査の結果より，星状神経節ブロック（stellate

ganglion block：SGB）の適応を検討している。

星状神経節は第７・第８頸神経，第１胸神経を通

る交感神経がつくる神経節であり，頭・顔・肩・上

肢・上胸部に至る交感神経の中心的存在である。

SGB は星状神経節を経皮的に穿刺し，第６頸椎横

突起を目標に局所麻酔薬（１％リドカインなど）を注

射し損傷神経への血流量増加により酸素や栄養供給

を増加させ神経再生の促進をはかるものである。以

前は SGB の効果に疑問がもたれていたが，最近は

動物実験や臨床研究によりその有用性が実証されて

おり，多くの施設で行われるようになっている。当

院では，「慢性の痛み・しびれ外来」で SGB が行わ

れている。術中に麻酔が効いているにもかかわらず

電撃痛を訴えた場合や術後に麻痺の症状が出現した

場合には，神経が損傷を受けている可能性が高いと

思われる。神経の損傷程度にもよるが，麻痺症状が

出現した直後に治療したほうが回復傾向にあるとい

う報告もあり，早い時期（１～２週間以内）に投薬も

しくは，専門科を受診させることを勧める１０）１１）。

７．まとめ

下歯槽神経に下顎の中で一番近いとされている智

歯の抜歯は，非常にリスクが高いものである。重要

なことは，十分な精査，インフォームドコンセン

ト，基本に忠実な手技である。そして，麻痺が出現

した場合にも十分な精査，説明，治療などの迅速な

対応が必要だと考える。今回紹介した，読影のポイ

ントでリスクが高いものは，専門機関への紹介を勧

める。

表２ 下歯槽神経麻痺出現時の処方例

メチコバール（５００µg）３T 分３毎食後 ３０日量
トリノシン腸溶錠（６０㎎）３T 分３毎食後 ３０日量

図８ 麻痺の位置，領域の確認
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