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原 著

陳旧性顎関節脱臼の臨床的検討

林 宰央１） 恩田健志１） 重野健一郎２）

大金 覚３） 成田真人１） 藥師寺 孝４）

大畠 仁１） 髙野伸夫１）３） 柴原孝彦１）３）

抄録：今回われわれは２０１０年４月１日から２０１５年３
月３１日までの５年間に東京歯科大学千葉病院口腔外
科で治療した陳旧性顎関節脱臼の１３症例を対象に臨
床的検討を行った。
男女比１：１２で８０歳代が最も多かった。神経系疾

患，脳血管疾患，精神疾患の既往が多かった。習慣
性：非習慣性は１０：３であった。両側性が１１例で
あった。脱臼から来院までの期間は１か月以内の受
診が１１例であった。咬合支持様式は Eichner 分類 C
群６例，A群４例，B群３例であった。治療法は観
血的治療法が１例であった。徒手整復単独は５例，
静脈内鎮静法を併用が３例，全身麻酔下に筋弛緩薬
を使用したものが１例であった。持続牽引は３例で
あった。開口制限が行われたのは１２例であった。治
療後，予後良好が５例であった。
今後の高齢者人口の増加と平均寿命の延長により

陳旧性顎関節脱臼の頻度はますます増加することが
推察される。陳旧性顎関節脱臼の統一された治療指
針の早急な検討が必要であると考える。

緒 言

顎関節の機能異常としては顎運動制限を示す顎関

キーワード：陳旧性顎関節脱臼，錐体外路症候，咬合，咀
嚼筋，認知機能
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節症が最も多いが，顎運動の過剰を示す疾患のうち
代表的なものは顎関節脱臼である１）。
顎関節脱臼とは下顎頭が下顎窩から逸脱して顎関

節運動範囲外にあり，もとの位置に戻らない状態を
いう。脱臼後放置され，２週が経過すると，陳旧性
の範疇に分けられる２）。陳旧性顎関節脱臼に関して
その治療法や再脱臼予防のための観血的治療法に関
する報告は多いが，統計的報告はきわめて少な
い３－７）。一般的に陳旧性顎関節脱臼に対しては，ま
ず非観血的治療法（保存的治療法）が試みられ，効果
が認められなかった場合に観血的治療法を行うとさ
れている３）。しかしながら，陳旧性顎関節脱臼は脱
臼期間や原因がさまざまであり，今日に至るまで十
分なコンセンサスを得た治療法は確立されていな
い。
今回，われわれは当科において治療を行った陳旧

性顎関節脱臼症例の臨床的検討を行った。
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８３０），ヘルシンキ宣言を遵守し，人を
対象とする医学系研究に関する倫理指針に従い行っ
た。

対象・方法

対象は２０１０年４月１日から２０１５年３月３１日までの
５年間に東京歯科大学千葉病院口腔外科を受診した
患者のうち陳旧性顎関節脱臼（脱臼した状態から当
科を受診するまでの期間が２週間以上経過している
もの）と診断した１３症例を対象とした。なお，顎骨
骨折により顎関節脱臼を併発した症例は除外した。
調査項目として，性別，年齢，既往歴，習慣性顎

関節脱臼の有無，罹患側，脱臼から来院までの期
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間，咬合支持様式，治療法，開口制限の期間，予後
について診療録とエックス線画像を用いて調査を
行った。当科を受診するまでの３か月間以内に顎関
節脱臼を２回以上発症しているものを習慣性顎関節
脱臼とした。咬合支持様式は Eichner 分類８）を用い
た。開口制限の期間は，顎間固定用スクリューと弾
性エラスティックによる開口制限や医療用顎顔面用 

bandage２）を用い開口制限をした期間とした。予後
に関しては術後に再脱臼を認めていないものを予後
良好として扱った。

結 果（表１）

性別は男女比１：１２と女性に多かった。年齢分布
は８０歳代が最も多く，後期高齢者は１０例（n＝１０／１３
７７％）であった（図１）。既往歴は神経系疾患，脳
血管疾患，精神疾患の既往を有する者（n＝１２／１３

９２％ 重複有り）が多かった（図２）。習慣性脱臼の
有無は習慣性顎関節脱臼が１０例（n＝１０／１３ ７７％），
非習慣性顎関節脱臼が３例（n＝３／１３ ２３％）であっ
た。罹患側は両側性が１１例（n＝１１／１３ ８５％），片
側性は全て左側で２例（n＝２／１３ １５％）であった。
脱臼から来院までの期間は２週間から３年間までと
幅広く，１か月以内の受診が１１例（n＝１１／１３ ８５％）
であった（図３）。咬合支持様式に関しては，Eich-
ner 分類Ｃ群６例，Ａ群４例，Ｂ群３例で，左右の
小臼歯および大臼歯部の咬合支持域のいずれかに欠
如のある者（n＝９／１３ ６９％）が多かった（図４）。
治療法は保存的治療法が１２例，観血的治療法が１

例であった。徒手整復が単独でされたものは５例で
あった。静脈内鎮静下に徒手整復がされたものが３
例，全身麻酔下に筋弛緩薬を使用し徒手整復したも
のが１例であった。徒手整復が困難で全身状態から

表１ ２０１０年４月１日から２０１５年３月３１日までに東京歯科大学千葉病院口腔外科を受診した陳旧性顎関節脱臼症例

症例 性別 年齢 既往歴 習慣性脱臼
の既往 罹患側 脱臼から

来院までの期間 Eichner 分類 治療方法 開口制限の
期間 予後

１ 女 ５９ 身体表現性疼痛障害 有り 左側 ３年 Ａ 全身麻酔
観血的治療法 ２週 陳旧性左側顎関節脱臼

（再度全身麻酔で観血的整復し良好）

２ 女 ５７ 統合失調症 有り 両側 ３か月 Ａ 持続牽引 １週 良好

脳梗塞
３ 女 ８２ うつ病 有り 両側 １か月 Ａ 持続牽引 ２週 良好

肺炎

認知症
４ 女 ９５ 肺炎 無し 両側 １か月 Ｂ 持続牽引 ２週 良好

高血圧症

５ 女 ９２ 認知症
高血圧症 有り 両側 ３週 Ｃ 徒手整復 ２週 習慣性両側顎関節脱臼

６ 女 ８８ 認知症
うつ病 有り 両側 ３週 Ｃ 静脈内鎮静

徒手整復 １週 習慣性両側顎関節脱臼

７ 女 ８３ 肺炎
高血圧症 無し 両側 ３週 Ｃ 全身麻酔

徒手整復 ２週 良好

８ 女 ８４ 認知症
高血圧症 有り 両側 ２週 Ｂ 静脈内鎮静

徒手整復 ２週 習慣性両側顎関節脱臼

脳梗塞
９ 女 ８２ 認知症 無し 左側 ２週 Ｂ 徒手整復 ２週 良好

糖尿病

１０ 女 ８７ 認知症
高血圧症 有り 両側 ２週 Ｃ 徒手整復 １週 習慣性両側顎関節脱臼

１１ 女 ８２
脳梗塞
認知症
高血圧症

有り 両側 ２週 Ｃ 静脈内鎮静
徒手整復 ２週 習慣性両側顎関節脱臼

脳梗塞
１２ 男 ７９ 高血圧症 有り 両側 ２週 Ｃ 徒手整復 ２週 習慣性両側顎関節脱臼

狭心症

１３ 女 ６８ 脳梗塞
認知症 有り 両側 ２週 Ａ 徒手整復 無し 習慣性両側顎関節脱臼
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全身麻酔下での処置が適応できなかった３例は持続
牽引が行われた。徒手整復が困難で全身麻酔下に観
血的治療法が行われたのは１例であった（図５）。観

図１ 男女－年齢分布

図２ 既往歴

血的治療法を行った症例は，二度の観血的治療法を
施行しており，一度目の処置では全身麻酔下に下顎
頭の運動平滑化法（関節結節切除術）を施行し，術後
６か月で再発し二度目の処置で下顎頭の運動抑制法
（顎関節前方部障害形成術）を施行していた。
１例を除き全ての症例に対し整復後に開口制限が

行われていた。開口制限の期間は，２週間が最も多
く，そのうち持続牽引症例の３例は初めの１週間は
顎間固定用スクリューと弾性エラスティックによる
開口制限を行い，その後１週間は医療用顎顔面用
bandage による開口制限を行い，残りの６例は２
週間の医療用顎顔面用 bandage による開口制限の
みであった。開口制限の期間が１週間のものは整復
後に，医療用顎顔面用 bandage による開口制限が
行われていた（図６）。
予後は再脱臼のないものが５例，再脱臼をきたし

たものが８例であった。術後に習慣性顎関節脱臼に
なったものは，全症例が両側性であった。再脱臼を
生じた症例のうち１例は観血的治療法を行った症例

図４ 咬合支持様式

図３ 顎関節脱臼から来院までの期間 図５ 治療法
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図６ 開口制限の期間

で，術後１０か月後に左側顎関節脱臼を再発したが，
精神科病院に入院していたために通院ができず，脱
臼状態で２か月間放置していたため再陳旧化した。
二度目の観血的治療法を施行した後は，再発は認め
られなかった。

考 察

顎関節脱臼に関しては関節包，靭帯，咀嚼筋など
の軟組織の機能異常や，顎関節の硬組織の形態的構
造，骨形態の解剖学的特徴が要因として考えられて
いるが１，２），いまだ要因は明らかでない。
男女比はこれまでの報告１，４，９）と同様に女性に多い
傾向を示した。これは女性が男性に比べ，下顎窩が
浅い，筋肉や靭帯が弛緩・伸展し易い，ストレスな
どの精神的要因との関連が考えられた１，９－１１）。
年齢もこれまでの報告５，１２）と同様には高齢者，特

に後期高齢者が多かった。この要因としては，一般
的に加齢変化により下顎窩は浅くなり，関節結節は
平坦化するとされ１，９，１０，１３），その影響が考えられた。
また，顎関節を取り巻く関節包，下顎頭の前後運動
を制御する外側靭帯，関節円板後部結合組織などが
加齢変化によって進展・弛緩しやすくなるとさ
れ１，２，４，９，１２），これも要因として考えられた。さらに，
高齢になるにつれ，神経系疾患，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既往
歴１，５，１０，１２－１６）を有する者が増えることも要因として考
えられた。
全症例が要介護状態で一人での受診が困難であっ

た。既往歴について観察すると，下顎の不随意運動
を引き起こす原因となるような，神経系疾患，脳血
管疾患，精神疾患を有する患者が多く認められた。
これらの疾患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１７）。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，
この神経路には錐体路と錐体外路がある。錐体路は
骨格筋の運動を随意的に支配する。脳血管疾患によ
り錐体路障害をきたしている状態（錐体路症候）で
は，随意での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，顎関節脱臼を容易に引
き起こすと考えられている２，１５，１７，１８）。一方，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。錐体外路障害（錐体外路症候）には，筋緊張亢進
と運動減少を主とする症候があるが，脳血管疾患，
butyrophenone 系や phenothiazine 系や benzamide
系の抗精神病薬の副作用，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，下顎頭を前後に牽引す
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協調不全が生じ，
顎関節脱臼を容易に引き起こすと考えられてい
る２，６，１０，１３，１４，１６，１７，１９）。また，認知症は高齢者に多く，近
年その有病率が上昇している２０）。認知症の身体症候
には錐体路症候と錐体外路症候が報告されてお
り１９），開閉口筋の協調不全をきたし，筋機能異常か
ら顎関節脱臼を発症しやすいことが考えられた。
習慣性顎関節脱臼の既往を有する症例は，既往歴

に錐体路症候や錐体外路症候を引き起こす原因の疾
患を有するものが多く，このような患者では不随意
運動時に自己制御が困難なために脱臼を起こすとさ
れ，脱臼後に整復がなされても原因となる疾患を取
り除くことができないために，以後何度も脱臼を繰
り返し，習慣性を獲得するとされている１０）。
罹患側は，両側性が最も多いとするこれまでの報

告１，４）と同様であった。本研究では症例数が少ない
ものの片側性では全例が左側であり，片側性では左
側の方が右側よりも多いとする一般的な顎間関節脱
臼の報告と同じであった１，７，１０，１７）。習慣性咀嚼側を右
側とする者が多いとする報告２１）もあり，非作業側下
顎頭の前下内方への可動性が大きいため２２），片側性
では左側の方が多い可能性が推察された。
脱臼から来院までの期間に関しては，既往歴の治

療が優先され受診が遅くなったこと，高齢者であり
認知機能が低下していたこと，神経系疾患，脳血管
疾患，精神疾患から自覚症状に乏しく他覚的にも脱

― ４０ ― 
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臼が発見されにくい状態であったことから，陳旧化
を呈していた。一般的に高齢者では認知機能が低下
しており，顎関節脱臼の自覚症状に乏しい。また，
高齢者ではあまり痛みを訴えないことや９），多数歯
欠損症例が多く正常咬合が不明な場合があり，顎関
節脱臼を長期間放置され陳旧性顎関節脱臼に移行し
やすく６），さらに神経系疾患，脳血管疾患，精神疾
患患者では記憶機能や言語機能が低下し意志の疎通
が困難な場合があり，生活環境によって顎関節脱臼
が陳旧化しやすいという報告もある３，５，７）。また，要
介護状態で一人での受診が困難であり，習慣性顎関
節脱臼の患者ではこれまでの脱臼経験から，いずれ
自然に整復するであろうという周囲の判断がなさ
れ，脱臼状態が軽視され受診までに時間を経過して
いた。顎関節脱臼から正常な嚥下が困難になり，食
事摂取量の減少による低栄養状態が継発し，家族や
周囲の人が体重減少に気付き受診するまでに陳旧化
した症例もあった。

正常な顎機能は咬合，顎関節および上位中枢を含
む神経筋機構の３つの要素がそれぞれ異常なく，同
時に相互に協調を保ちながら働くことによって成り
立っている２３，２４）。しかし，咬合支持域が欠如し咬頭
嵌合位が不安定な場合には，顎関節部に器質的変化
ならびに機能的な異常をもたらすとともに，神経筋
機構が障害され開閉口筋の活動に協調不全を生じ，
筋スパスムを引き起こし，顎関節脱臼の原因となる
ことが有ると報告されている２３－２５）。また，近年の研
究では咬合支持域が多いほど，認知機能は良く，咬
合支持域によって認知機能に差があることが報告さ
れている２６）。歯数や咬合の維持が認知機能の低下を
予防するという報告もある２７）。多数歯欠損や咬合支
持域の喪失により三叉神経系感覚情報が減弱し，高
次脳機能が阻害され，咬合の異常が α―γ関連機構
の破綻をきたし認知機能の低下に関与すると考えら
れている２８）。認知機能が低下している高齢者で，か
つ咬合支持域の少ない場合はより顎関節脱臼の自覚

図７ 東京歯科大学千葉病院口腔外科における顎関節脱臼の治療チャート
先ず徒手的に整復を試みる。局所の痛みが強い場合には顎関節腔に局所麻酔を注入

し徒手的整復を試みるか，痛みや処置に対する精神的ストレスが強い場合には静脈内
鎮静下に徒手的整復を試みる。それでも，整復が困難な場合には全身麻酔下で筋弛緩
薬を使用し徒手的に整復を試みる。筋弛緩状態でも整復が困難な場合には先ず持続牽
引を行うが，持続牽引でも整復困難な場合には観血的治療法を行う。また，持続牽引
に伴う長期間の顎間牽引に協力が得られない場合には観血的治療法を行う。ただし，
全身状態・既往により静脈内鎮静法や全身麻酔が困難な場合は持続牽引を行う。
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症状に乏しくなっている可能性があり，より陳旧化
しやすいと考えられた。
治療法に関しては，陳旧性顎関節脱臼では，しば

しば保存的治療法が困難であり，観血的治療法が望
ましいとする報告はあるが１４，１６，２０），当科では脱臼の
種類にかかわらずまずは保存的治療法から開始して
いる１７）。通常まず  Hippocrates 法や  Borchers 法な
どの徒手整復が試みられる。既往歴などの全身状態
にもよるが，痛みや精神的ストレスにより筋緊張が
強く，通常の徒手整復が困難な場合は，静脈内鎮静
下に徒手整復が試みる。痛みが強い場合には関節腔
に局所麻酔薬を注入して整復を試みる。それでも筋
緊張が強く整復が困難な場合は，全身麻酔下に筋弛
緩薬を使用し徒手整復を試みる。徒手整復が困難な
場合や，全身状態により静脈内鎮静法や全身麻酔が
適応できない場合は，持続牽引が試みられる。保存
的治療法での整復が困難な場合は観血的治療法を選
択している（図７）。最近では，複雑で侵襲的な治療
法は必ずしも最善の選択や成績になるとは限らず，
観血的治療法の前に保存的治療法を推奨する報告が
散見される１，５，１０）。また，高齢者ではさまざまな既往
歴を有していることも多く，観血的治療法が困難と
なる症例も少なくない１８，２９）。一方で，観血的治療法
の有効性も報告されており，治療法としては，下顎
頭の運動抑制法，下顎頭の運動平滑法，咀嚼筋の再
調整法などこれまで多くの手技が報告されている
が１－３，１４，２６－３０），観血的治療法の選択に関しては統一さ
れた見解はない。臨床の現場では，保存的治療法か
観血的治療法かの明確な治療指針が無く困惑してい
るのが現状である２９）。本研究では，脱臼後３週まで
は徒手的整復が可能であったが，３週以上が経過し
た症例では下顎窩内の線維化，関節包の瘢痕化，関
節円板の変性，咀嚼筋や靭帯の拘縮などの器質的変
化により持続牽引や観血的治療法が必要であったと
推察される。
通常，整復後は一定期間の開口制限が試みられ

る１，７）。顎関節部の安静，再脱臼防止のため，弾性
包帯，弾性絆創膏を用いたテーピング，医療用顎顔
面用  bandage，チンキャップ，顎間固定用スク
リューと弾性エラスティック・金属線による開口制
限が行われる。処置以前の脱臼が頻回であるほど固
定期間が長く必要とされているが，整復後の開口制

限の期間に関しては明確な見解はない１，２，７）。本研究
では口腔内装置による顎間固定あるいは医療用顎顔
面用 bandage により開口制限が施行されており，
開口制限の期間は２週間が最も多かった。これは他
の報告と同様であった１，９）。開口制限を行わなかっ
た症例は認知症の症状が著しく開口制限が困難で
あった。
予後に関しては，非習慣性顎関節脱臼症例では脱

臼から受診までの期間や治療法の違いに関わらず，
すべての症例で治療後の再脱臼は認めず，経過は良
好であった。これはこれまでの報告と同様であっ
た７）。治療後に再脱臼を発症した症例は，すべて習
慣性顎関節脱臼の既往を有し，かつ神経系疾患，脳
血管疾患，精神疾患のいずれかを有する症例であっ
た。これらの疾患を有する患者では顎関節脱臼を容
易に引き起こし，再脱臼を生じやすいという報告と
同様であった１，７，１１，１２，１４，１５，１７，１８）。また，習慣性顎関節脱
臼の既往を有する症例であっても，持続牽引か観血
的治療法（２度目の観血的治療法後）を施行した症例
では再脱臼を認めず，再脱臼予防に対して下顎窩，
関節包，関節円板，咀嚼筋や靭帯の器質的変化への
対応も必要であると推察された。
顎関節脱臼の治療法に関しては多くの治療法が提

唱されているが１－３，１０，１２，１４，１６，２６－３０），本症の詳細な原
因・病態に関しては明らかではない１５）。今後の高齢
者人口の増加と平均寿命の延長により陳旧性顎関節
脱臼の頻度はますます増加することが推察される。
治療法の指針が確立されるまでは，まず低侵襲な治
療法を選択すべきである。陳旧性顎関節脱臼の統一
された治療指針の早急な検討が必要であると考え
る。

結 語

今回，われわれは２０１０年４月１日から２０１５年３月
３１日までの５年間に東京歯科大学千葉病院口腔外科
を受診した陳旧性顎関節脱臼症例の臨床像を明らか
にし，実態を把握するために検討を行った。

本論文の要旨は第３０回一般社団法人日本顎関節学会総会・
学術大会（２０１７年７月２９日・３０日，横浜市）において発表し
た。

本論文に関して，開示すべき利益相反状態はない。
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Retrospective analysis of unreduced dislocation of temporomandibular joint 
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Key words : unreduced dislocation of temporomandibular joint, extrapyramidal symptom, occlusion, masticatory 

muscle, congnitive function 

The present study was a clinical investigation targeting１３ patients diagnosed with unreduced dislocation 
of temporomandibular joint（UDTMJ）
who were seen in Department of Oral and Maxillofacial Surgery，Tokyo Dental College Chiba Hospital

during the five-year period from April １，２０１０ to March３１，２０１５．
There was a heavy predominance of female subjects，with a male-to-female ratio of １：１２． The  

largest number of subjects were in their ８０s． Many of the subjects had a previous history of nervous
system disease，cerebrovascular，or psychiatric． The ratio of habitual to non-habitual dislocation was
１０：３． Eleven subjects had bilateral dislocations． The period of time from dislocation until the
subject came to the hospital，with １１ subjects being seen within one month of dislocation． In terms of
the type of occlusal support based on the Eichner index，six subjects were classified in Class C，four in
Class A，and three in Class B． One patient had undergone surgical treatment under general anesthesia， 

while１２had undergone conservative therapy． Five had undergone manipulative reduction alone，three
had under intravenous sedation，one had under general anesthesia using a muscle relaxant drug． Three 
had undergone continuous traction． Twelve subjects had had their mandibular opening restricted
following manipulation． Five subjects experienced no further dislocation．
As the elderly population increases，and the average lifespan continues to increase，it is conjectured

that we will see a further increase in the frequency of UDTMJ． Developing standardized treatment
guidelines for UDTMJ is an urgent issue that needs to be addressed without delay．

（The Shikwa Gakuho，１１８：５３３－５４０，２０１８）
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