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抄録：顎下腺唾石症における術式は唾石の局在・双
指診における触知の有無により選択される。従来，
顎下腺腺体内唾石に対しては顎下腺摘出術が選択さ
れてきた。近年では侵襲性・整容面の観点から経口
的唾石摘出術（口内法）が用いられる傾向にあるが，
術後舌神経麻痺の合併が憂慮される。
今回，２０１０年１月から２０１７年６月までに当院にて

口内法で治療された顎下腺腺体内・移行部唾石症４２
例のCT所見・双指診と術後舌神経麻痺の有無との
関連性を検討した。術前CTにて顎下腺腺体内に唾
石を認めた群は顎下腺移行部に唾石を認めた群と
比して術後舌神経麻痺の合併に有意差があった（６／７
［８６％］vs １０／３５［２９％］，p＝０．００８）。また，双指診
における触知の有無と舌神経麻痺の合併との関連性
は認められなかった。
本研究により術前CTにおける唾石の局在位置と

口内法術後の舌神経麻痺との関連性が明らかとなっ
た。顎下腺唾石症の術式を選択する上で，術前CT
による唾石の局在診断は双指診よりも客観的な指標
になり得る。

緒 言

唾石は唾液腺の腺体内及び導管内に生じた結石で

ある。大唾液腺の中で発生部位としては顎下腺が約
８０％と最も多く，顎下腺唾石の９０％が導管及び移行
部に発生する１）。唾石により唾液の流出が妨げられ
ると唾液腺の腫脹，唾疝痛，唾膿漏などの症状を呈
する。唾石症の診断には唾腫，唾疝痛，唾膿漏，双
指診による臨床所見とパノラマＸ線写真，ヘリカ
ル CT（CT），唾液腺造影などの画像検査が用いら
れる２）。画像検査の中でも CT は唾石の検出率が高
く３），有用な検査の一つであり日常診療で多く用い
られている。

自然排出，唾液分泌刺激療法にて排石されず，症
状を繰り返す唾石症は外科的治療の適応となる。従
来，顎下腺腺体内・移行部の唾石に対しては顎下部
から切開し顎下腺の摘出が行われてきた。同術式の
侵襲性は大きく，瘢痕，顔面神経麻痺，顔面動静脈損
傷，舌神経麻痺等の合併症がおこりうる。また，近
年では体外衝撃波結石破砕術（extracorporeal shock
wave lithotripsy：ESWL）４）や唾液腺管内視鏡５）の有
用性が報告されているが，これらでは破砕機やレー
ザー機器等の高額なイニシャルコストが必要とな
る。

一方で，顎下腺腺体内・移行部唾石に対する経口
的唾石摘出術（口内法）によるアプローチの有用性が
報告されている６－８）。口内法による腺体内・移行部
唾石の治療は侵襲度・コストの面から考えて有用な
手法であると言える。口内法の術後合併症として舌
神経麻痺が挙げられる。術操作による神経麻痺の治
療はビタミン製剤，ATP 製剤などの保存療法が主
となる。症状の改善には長期を要し，患者の QOL
を低下させる。舌神経麻痺は口内法において煩慮さ
れる合併症の一つである。
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本稿では口内法にて加療した顎下腺腺体内・移行
部唾石症４２例の CT 所見及び臨床所見と，術後の舌
神経麻痺との関連を明らかにし，若干の文献的考察
を踏まえて検討した。

方 法

２０１０年１月から２０１７年６月の期間に当院にて口内
法で加療された顎下腺腺体内・移行部の唾石の症例
４２例を対象とした。当院では術前 CT にて顎下腺移
行部唾石と診断したものは口内法，腺体内唾石と診
断したものは口外法を選択している。また腺体内唾
石であっても患者が痩せているなどして顎下腺が口
底の表層に存在し，唾石が口腔内から触知できるも
のは口内法を選択している。尚，当該期間中に顎下
腺腺体内唾石症で口外法を施行した例は７例であっ

た。手術は当院においての臨床経験が８年以上ある
歯科医師が執刀した。術前に施行された CT 及び臨
床所見に関するいくつかの項目に関して，術後に舌
神経麻痺を合併した群と舌神経麻痺を合併しなかっ
た群とを検討した。術後から退院までの期間に，患
者が舌の違和感・痺れ・味覚異常を訴え，ビタミン
製剤による内服加療を開始し，外来にて経過観察に
なった症例を舌神経麻痺群とした。検討項目は年齢，
性別，BMI，双指診による唾石の触知の有無，CT
所見における唾石の最大長径，数，辺縁形状（不整・
整），位置（移行部・腺体内）及び，顎下腺の二次性
変化（腫脹および萎縮）の有無を選択した（図１）。双
指診は術前に術者によって触知の有無が評価され，
CT 所見は日本放射線学会診断専門医２名により評
価した。

図１ 唾石の CT 所見
Ａ 右側顎下腺移行部に唾石（矢印）を認める。
Ｂ 右側顎下腺内に唾石（矢印）を認める。
Ｃ 左側顎下腺管移行部に粗大な唾石（矢印）を認める。
Ｄ 右側顎下部に辺縁不整な唾石（矢印）を認める。
Ｅ 右側顎下腺（矢印）は正常の左側顎下腺（Ｓ）と比して濃度上昇，軽度腫大を示し，二次性の顎下腺炎を

示す。
Ｆ 左側顎下腺管移行部に唾石（矢印）を認める。正常の右側顎下腺（Ｓ）と比して左側顎下腺は慢性・反復

性顎下腺炎による萎縮によりほとんど認められない。
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また顎下腺萎縮群と非萎縮群での CT での唾石の
最大長径を比較した。唾石の数による影響を除外す
るため，同一側に複数の唾石を認める症例は除外し
た。検定にはフィッシャーの正確検定，T 検定を用
い，p 値が０．０５未満を示すものを有意とした。な
お，本研究は東京歯科大学市川総合病院倫理委員会
の承認を得た上で行った（受付番号Ｉ １７－６８）。

結 果

４２例（男性１８例，女２４例；１８～７９歳；平均年齢±
SD，４３．５±１５．５歳）を評価した。BMI の平均±SD
は約２２．５±４．１であった。双指診にて触知可能な症
例は３２例，触知不可能な症例は１０例であった。（以
下，画像所見において）最大長径±SD は平均約９．３
±４．２mm であった。また双指診にて触知可能で
あった群は触知不可能であった群と比較して唾石の
大きさに有意差を認めた（平均±SD １０．０±４．３mm
vs ７．１±３．４mm，p＝０．０４＊）。複数の唾石が認めら
れたのは４例，単一の唾石が認められたのは３８例で
あった。辺縁が不整な唾石は２０例，辺縁が整な唾石
は２２例であった。顎下腺移行部の唾石が３５例，顎下
腺腺体内の唾石は７例であった。顎下腺の二次性変
化が認められたのは２３例，認められなかったのは１９
例であった。顎下腺の萎縮が認められたのは１０例，
認められなかったのは３２例であった。各々の検討項
目において術後に舌神経麻痺を合併した群と舌神経
麻痺を合併しなかった群とを比較した結果を表１に
示した。唾石が顎下腺腺体内に認められた症例は
唾石が顎下腺移行部に認められた症例と比較して
舌神経麻痺の合併に有意差があった（６／７［８６％］vs
１０／３５［２９％］，p＝０．００８＊＊）。その他の検討項目には
明らかな有意差はなかった。顎下腺萎縮群と非萎
縮群では CT での唾石の最大長径に有意差があっ
た（平均±SD １３．４±５．０mm vs ８±２．９mm，p＜
０．００１＊＊）。

考 察

顎下腺唾石の外科的治療は顎下腺摘出・口内法・
ESWL・唾液腺内視鏡などがある８）。唾石の存在位
置により術式が選択され，従来，顎下腺腺体内・移
行部の唾石に対しては顎下腺摘出が行われてき
た９）。同術式の侵襲性は大きく，瘢痕・顔面神経麻

痺・顔面動静脈損傷・舌神経麻痺等の合併症がおこ
りうる。近年では低侵襲な術式が選択され，顎下腺
腺体内・移行部の唾石に対して口内法によるアプ
ローチの有用性が報告されている６－８）。口内法によ
る唾石の摘出は頸部切開，顔面神経下顎縁枝の損傷
がないため整容面で優れている。また操作範囲も狭
く，顔面動静脈の処理もないため出血のリスクも低
い。一方で，術野が狭く舌神経の操作が避けられ
ず，舌神経麻痺を合併する可能性がある。舌神経は
後方からきた鼓索神経と合流したのちに，臼後三角
舌側の下顎の骨膜と粘膜の間を走行し口底へ侵入す
る。口底では顎舌骨筋上を走行し，第１大臼歯と第
２大臼歯の間で Wharton 管と交差する１２）。従って，
口底の後方に位置する唾石に対する口内法は術後の
舌神経麻痺のリスクが高いと考えられる。従来，術
式の選択は唾石の触診により行われ，双指診により
触知可能な顎下腺腺体内・移行部唾石に対して口内
法が適応されている１３，１４）。

表１ 舌神経麻痺群と非麻痺群との比較（N＝４２）

舌神経麻痺群
（Ｎ＝１６）

非麻痺群
（Ｎ＝２６）

単変量解析
Ｐ値ａ

臨

床

所

見

性別 ．１１
男 ４ １４
女 １２ １２

年齢 ４３．１ ４３．８ ．９０

BMI ２１．４ ２３．３ ．７５

双指診による触知 ．１４
可能 １０ ２２
不可能 ６ ４

画

像

所

見

最大長径 ８．５ ９．８ ．９４

数 ．１４
複数個 ０ ４
１個 １６ ２２

辺縁 ．２８
不整 ９ １１
整 ７ １５

位置 ＜．００８＊＊

移行部 １０ ２５
腺体内 ６ １

顎下腺腫脹 ．５０
あり ６ ７
なし １０ １９

顎下腺萎縮 ．５８
あり ４ ６
なし １２ ２０

ａT 検定およびフィッシャーの正確検定を施行
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本研究では口内法による術後の舌神経麻痺の有無
と CT 所見との関連性を検討した。CT 所見にて顎
下腺腺体内に唾石が認められたものは移行部に認め
られたものと比較し，術後の舌神経麻痺の合併に有
意差があった。一方で，術前の双指診による唾石の
触知の有無は術後の舌神経麻痺の発生に関連性は認
めなかった。また，双指診で唾石を触知できた群は
触知できない群と比較し唾石の大きさに有意差が
あった。今回の結果を鑑みると，双指診の結果が移
行部か腺体内かの唾石の解剖学的存在位置反映する
ものではなく，唾石の大きさに起因するものと言え
る。実際に今回検討された症例でも CT にて顎下腺
腺体内に唾石が認められた例の多くで術前の双指診
にて触知が可能であった。口内法における術後舌神
経麻痺の予防の観点からすると，双指診のみでは術
式の選択の判断材料としては不十分と言える。本研
究における舌神経麻痺の出現率は３８．１％であり，
Zenk ら６）の２３１例中２例（０．８７％），奥山ら１０）の２５例
中０例（０％）という他の報告と比較して高くなって
いる。これは移行部，腺体内のみを対象にしている
ことに加え，患者が舌症状を訴え内服治療を行った
もの全てを舌神経麻痺として取り扱ったためと考え
られる。本研究と同様に，患者がわずかでも舌のし
びれを訴えた場合を舌神経麻痺として扱った大塚
ら１１）の報告では１５例中６例（６０％）と高い出現率と
なっている。

唾石は慢性唾液腺炎の原因となり得る。唾石によ
り唾液の分泌が障害され，逆行性に感染を生じる。
慢性炎症を繰り返した唾液腺は萎縮し，血流の低下
を認める１５）。本研究では顎下腺萎縮群と非萎縮群に
おける唾石の最大長径に有意差があった。これは，
唾石の大きさが顎下腺の萎縮，すなわち慢性顎下腺
炎の発生に寄与することを示唆している。

唾石症の画像診断は単純Ｘ線写真，CT，唾液腺
造影，超音波検査などの画像検査が用いられる２）。
超音波検査は検出率も高く非侵襲的であり，欧州な
どでは盛んに行われているが，術者依存的であり，
また，執刀医が自ら施行した場合を除いて外科医が
直接，画像を解釈することができない１６）。画像検査
の中でも CT は唾石の検出率が高く，治療選択や術
後の良好な予後に寄与する３）。日本の CT 保有数は
１００万人あたり１０１．３台であり，OECD 加盟国の平均

（１００万人あたり２３．６台）と比較し圧倒的に多く，世
界で最も多い１７）。CT は日本において一般的なモダ
リティーであり，唾石症においても良く用いられる
検査の一つである。今回，CT 所見における唾石の
局在にて術後の舌神経麻痺の出現に有意差があっ
た。CT は唾石症の診断のみならず，診断後の術式
選択にも有用な検査といえる。口腔内から双指診に
て触知できる唾石であっても，CT にて腺体内唾石
と判断された場合，口内法以外の治療法を選択する
必要があるかもしれない。また，それでも整容面な
どの理由で口内法が選択される場合に，術後舌神経
麻痺のリスクがより高いことを患者に説明すること
ができる。術前 CT による唾石の局在診断は術式の
選択及び，術後合併症を予測する一助になり得る。

結 論

口内法により治療された顎下腺唾石症において，
術前 CT による唾石の存在位置により術後舌神経麻
痺の出現に差異があることが明らかとなった。顎下
腺唾石症において，術前 CT による局在診断は，治
療法の選択及び術後舌神経麻痺の予測において，双
指診よりも客観的な指標になり得る。

著者の利益相反：開示すべき利益相反はない。
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The relationship between the position of submandibular sialolithiasis on preoperative
computed tomography and postoperative lingual nerve palsy
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The optimal surgical procedure for submandibular sialolithiasis depends on the affected site and the
finding of bimanual palpation． Traditionally，submandibular gland excision has been the procedure of
choice for sialolithiasis of the submandibular glands． Recently the transoral removal of sialolithiasis has
been performed more often due to its low invasiveness and cosmetic advantage． However，this proce-
dure carries a risk of postoperative lingual nerve palsy．

The study retrospectively reviewed ４２ cases of submandibular sialolithiasis，in which transoral re-
moval was performed between January ２０１０ and June ２０１７． The relationships between postopera-
tive lingual nerve palsy and the location of sialolithiasis on preoperative CT imaging or bimanual palpation
findings were statistically analyzed． The group with sialolithiasis within the submandibular glands exhib-
ited a higher frequency of postoperative lingual nerve palsy than the group with sialolithiasis in the transi-
tional region （６／７ ［８６％］ vs． １０／３５ ［２９％］，p＝０．００８）． There was no significant correlation be-
tween whether the stone was palpable or and postoperative lingual nerve palsy．

This study revealed that the location of submandibular sialolithiasis on preoperative CT is an important
risk factor for postoperative lingual nerve palsy． Thus，it might be more useful than bimanual palpation
for selecting the optimal surgical procedure for submandibular sialolithiasis．

（The Shikwa Gakuho，１１８：１１－１５，２０１８）
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