画像所見からみる連携診療

陳旧性顎関節脱臼および陳旧性顎関節突起骨節の保存治療
瀧田正亮
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(50 歳代女性）と転劉骨折による陳l 日性両側性顎関節突起骨折例

(80 歳代女性）に対して， かかりつけ歯科医療機関との連携 により保存的に機能回復が渇られた症例を提
示し， 顎筋への適度な継続的かつ生理的負荷が口腔機能の改善には重要であることを述べた。
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した。 顎間ゴム牽引療法開始82 日目に

はじめに

5mm 咬合挙上

日常の活動力の低下した患者の顎関節脱臼は時に見

のスプリントに変更した（夜間と食事以外の時間帯で

過ごされることがあり , 高齢者の顎関節突起骨折と

装着）
。 以後は当院への受診が困難となったため ， 紹

1

介もとで患部への低周波治療とともにマッサ ー ジが併

ともに種々の要因により整復が困難となることがある。
整復が困難であっても地域の歯科医療機関と連携する
ことで機能回復が得られている例を経験したので報告
する。
症

例

1 : 50 歳代女性， 統合失調症の既往があり， 工
チゾラム 0 .5mgX 3錠／日， リスペリドン 1 mgX 3錠
／日， ゾビクロン7.5mg 1 錠／日等を服用されている
症例

左側陳旧性顎関節脱臼例である。 患者は2ヶ月前に囮
の歯痛を訴えかかりつけ歯科医に受診し ， 原因歯囮
（歯周症）の抜歯を受け歯痛は消失した。 しかし， そ
の 後 左側顎関節部の疼痛と咬合の偏位が強まり左側顎
関節脱臼と診断され， 中津病院歯科口腔外科に紹介さ
れた。 症状の訴えの ない1ヶ月前に撮影されていたパ
ノラマX線写真を確認すると既に左側顎関節脱臼が見

1 -A) 。 当科初診時の現症：開口量25mm
で開口障害を認め ， 正中線は右側に 7mm偏位し， 下

られた（図

顎部はやや健側に偏位しており軽度の開咬がみられた。
治療経過：陳旧性左側顎関節脱臼と診断し， 上下顎
に線副子を装着してゴムリング

図1 症例1町抜歯前後のパノラマX線写冥
A: 左側下顎頭は関節結節より前方位にあり既に脱臼していた
ことを示す。 この時点では咬合不全や顔貌の偏位に対する自覚
症状は見られなかった 。 げは位と早期接触・咬頭干渉を起こ
していることが注目される（抜歯1ヶ月前） 。 B: 抜歯後の所見。
万は位に相当する位置にあり下顎骨の右側偏位が示される 。
特をで示し閑節緒節を↑ で示す）

(3ヶ所）で緩徐な持

続的応力を負荷して下顎骨を左側に牽引し（軟菜食摂
工ペリゾン塩酸塩錠 150mg/ 日を処方す
食は可能）
，

るとともに患部の温番法を指示した。

10 日後には正中

の偏位は 3mm に改善し疼痛緩和とともに食欲も回復

受付け：令和2年3月9日
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用され観察された 。 低周波は1回につき通電時間10分

科に受診された 。 願部の打撲傷は治癒したが ， 開口障

で実施され（オムロン社製低周波治療器エレパレスH

害のため下顎義歯の自力での着脱が困難となりかかり

ー

つけ歯科医から紹介を受けた 。 初診時現症：開口量は

ジ約10分の併用を1回／週の割合で行われた 。 当科初

10mm, 疼痛と咬合の偏位は見られなかった 。 下顎に

診？ヶ月後には患者の訴え ， 顔貌と咬合の偏位の訴え

は7~4I 4~7の欠損部には局部床義歯が装着されてお

は消失し ， 画像所見でも紹介時には下顎頭が完全脱臼

り， 開口障害のため自力での香脱が困難となり口腔衛

していたものが， 亜脱臼の位置を示していた（図2)。

生状態が不良となっていた 。 診断：願部打撲による両

症例2 : 82歳女性， 骨粗懸症の既往があり整形外科

側顎関節突起介達骨折（図3)。 治療経過：両側咬筋

lヶ

部の温篭法と同部咬筋の徒手ストレッチにより開口量

月前に自宅前で転倒 ， 顕部を打撲したため同じ整形外

は徐々に改善， 2ヶ月目には25mmまで改善し義歯の

V-128), 咬筋と内側翼突筋および側頭筋のマッサ

でビスホスホネ

ー

ト製剤の投与を受けていたが，

図？ 症例1画像所見の経時的変化（パノラ
マX線写冥；右図は拡大像）
A: 上下両顎に線副子を装着し顎間ゴム牽弓I
療法1ヶ月後の所見 。 開咬は僅 か に 改善困
も僅かに遠心位に位置している 。 B : 顎間::i
ムリング牽弓I療法終了1ヶ月後の所見D 図1Bと比粒すると万は位に相当する位置にあっ
たもの力ti に相当する位置まで改善してい
和 c: 当科初診7ヶ月後の所見 。 団は直
相当位まで更に改善し下顎頭も関節緒節直下
まで移動している。 C 舟を＊で示し関節結節を
l
↓で示す）

図3 症例2の受傷前(A)受傷後(B)のパノラマ所見と3-Dマルチマスクの所見(C)
閉口筋の作用により強度の開口臆害が示される（紹介元で下顎器歯を除去し撮影された時点の所見）
(B)。 c: パノラマ所見では不明饒な両側顎関節突起の骨折様態が明瞭に示される（→)。 現在はほぽA
の状態まで回復している。 なお ， Aで見られる右側下顎骨小臼歯相当部の陰影は骨炎と残根抜歯後の骨
吸収像（ピスホスホネ ー ト剤は休薬して抜歯掻爬されていた） 。
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陳旧性顎問節脱臼等0)/叙子治庶

者(J,)受容か難しいと判断されスプリント療法に移行＞

目蒻脱は可能となり日常Q.)食生活に回後した。 画i象
検査シュラ

ー

法でも問節突起叫免かなからも可勁1生か

そして咬筋部(J,)血流改吾を目的とした理学的療法か紹

見られた（図4)
。 以後紹介元で柔歯Q.)掘整管理と開

介元で継続された。 これらにより疼痛は徐々に栢小・

口練習を定期的に受けている。

消失し＞ 現在患側下笞§頭は亜脱臼状態ではあるか食生

考

＂

活には支賠なく過こされている。 本例の場合 ①顎間

案

顎尚節脱臼は時間的経過によって1週間以内Q.)祈鮮

ゴム牽引療法による顎位(J,)患側へ(J,)牽引②咬合挙上

例と1週間以上Q.)陳旧例に分類され前者は徒手整後

（スブリント(J,)使用）による開口筋と閉口筋ヘ(J,)桜徐

か容易であるが後者は
一般 的には競血的整後の適応

な応力(J,)負同そして③理学歴法(J,)継続による咬筋部

となる。 しかし＞ 高齢者Q.)笞難問節脱臼に対しては数々

(J,)血流改吾(J,} 3つ(J,)要因か経時的に有効に作用したも

Q.)要因により治療か薙しくなる例も少なくなく'·'.

(J,)と考えられた。 徒手整後例でも習1貝1生に再脱臼を起

そQ.)ため一定の治療指針か得られていない。 症例1は

こす例では開口制限(J.)f,:めオトガイ唱装匿(J,)長JIJjO.}者

高齢者ではないが栢神疾患のため他Q.)医療機関で治

用となり褥宿形成(J,)問題か生ずか。 本例では脱臼

療を受けていた。 瀕問節脱臼は神経筋機橘Q.)異端す

時期か不明で全身麻酔で(J,)治療(J,)受容に乏しいたぬ

なわち外側巽突筋等Q.)収縮により開口すると開口終

患者(J,)表惜訴えと脱臼様態とを観察しつつ患者(J,)心

末に側頭筋や咬筋等閉口筋Q.)活動か増加して過度Q.)開

身の病態に合わせfこ治療か紹介元で遂行できたと考え

口かf(fl制される加 こQ.)時間的協掴逗勁か不掴和にな

られる。

ると外側巽突筋か収箱したままで閉口筋か収緒し下

症例2は両側1生に生じた翌i問節突迫計令折であった。

領頭は問節結節の前上方すなわち脱臼状態で固定さ

受侶後2 ヶ 月を経過してから同部(J,)骨折かかかりつけ

れてしまう. (図1参照）
。 症例IO.)誘引として左側

歯科医院へ(J,)受診により明らかにされたも(J,)であるか＞

t

Q.)臼歯部咬頭干渉という局所Q.)要因 とともに反射逗

袈酋を装者する高齢者にとって開口除吾(J,)ため柔歯(J,)

勁能Q.)低下を起こす可能1生のある薬剤‘エチゾラムQ.)

者脱か困難となることには計り知れない苔痛かある。

内服Q.)2つか考えられた。 桔神科疾患そQ.)も0.), ある

本例は疼痛および咬合·0.)/扁位か見られなかったたぬ

＇

いはそQ.)治療薬Q.)副作用による領問節脱臼Q.)報告 か

咬筋部(J,)温翌法と開口練習により開口峨は改毯し袈歯

みられるが本例では局所(J.)要因（図1・A)も大き

の自己管理かできるようになった。 こ(J,)間(J,)柔溢(J,)組l

いもQ.)と考えられた。 B常Q.)活動力の低下した患者に

整指導と開口訓練•か行われた紹介元のかかりつけ歯

対してば患者からQ.)訴えだけでなく咬合問係も含め

科医(J,)役割は大きい。 本例は過去5年以上にわたって

た口腔内Q.)状態へQ.)競察Q.)必要性か示される。

ァレンドロン酸ナトリウム水和物を内服されていた。

症例1は当初顎間ゴム牽引療法を開始し＞ 時期をみ

ピスホス＊ネ ー ト問逗顎骨塩死(Bisphosphonate・

て全身麻酔下でQ.)徒手整後も念頭に匿いていたが患

related osteonecrosis: BRONJ)のリスク因子とし
ては高齢(J,)他開口賠吾による柔苗(J,)者脱困難とロ
腔甜生不良＞ 酋肉・歯梧粘膜(J,)柔酋性i貸屡 ＇ かあり

左側

右側

今回(J,)問節突起骨折に継発するピスホスホネ ー ト問逗
領骨祖t9Eか予防できたことへ(J,)酋科かかりつけ医(J,)慈
柔はことさら大きいと考えられる。
ところで＞ 症例1と症例2(J,)共通点としてはとも
に咬合・咀嗜に問与する咀嗜筋(J,)偏位や緊張(J,)緩和に
ょり症状か改善できた点である。 人(J,)閉口筋O.)'i舌勁に
よる咬合力は個人差や年齢差か大きも(J,)(J.)最大で滋ほ
体蛍に匹敵することか顎筋の生理槻能(J,)特i町であり

間0饒

閉口"

me綺

こ(J,)咬合•力は高齢者(J,)柔酋装者患者でも維持される例

戴CJ闘

かあることか報告されている ＇。 これら(J,)ことは人(J,)

回4. 症伶J 2の改菩後のシ ュ ラー法による瀕閃;p部の所兒
温痣去と間口棟苗によリ間口f拿去が改菩した9弓＇月の所兒。
伝か lこ下瀕頭の可勁性か兒られる。

心身(J,)健尿維持(J.)f,:1ら(J,)咬合と咀嗜という生理槻能(J,)
窓芸を示陵し ＞ そ(J,)咬合力を担う咬筋 内側巽突筋お
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よび側頭筋に対する適正な応力負荷の重要性が今回提

門眠に何ができるか歯科の立場から． 総合リハビリテ ー

示した2症例からも窺われる。 現在保険収載されてい

ション 2019. 47: 761-767

る口腔機能低下症の診断基準には①口腔衛生状態の不
良②口腔乾燥 ， ③咬合力低下， ④舌・ ロ唇運動機能
低下， ⑤低舌圧 ， ⑥咀哨機能低下， ⑦喋下機能低下の
5項目があり＼

これらは全て顎筋の神経筋活動によ

り機能する。 咬合と咀哨に関わる生理機能の維持とい
う課題は今回の2症例の報告にとどまらず， 口腔機能
低下によるフレイルの予防へと も展開されるべき課
士口
象

五ロ
a
―
―
―

題JOと考える。

脱臼時期不明の陳旧性顎関節脱臼例と高齢者の陳18
性顎関節突起骨折例について地域歯科医療機関と連携
して保存療法を行った例を報告し， 顎筋の生理機能の
面から口腔機能低下症そしてフレイルの予防について
も述べた。
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