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Abstract:Painfultemporomandibulardysfunctionismostfrequentlycausedbyanteriordiscdisplacement,

resultinginlimitationofmouthopening,butinsomein'stancesaneoplasticprocesscanrarelycausethis

symptom.Eveninthelattercases,patientsmaybetreatedwithphysiotherapy,anxiolyticagentsandocclusal

splintwithoutinvestigationspossiblecausesoftemporomandibulardysfunction.Recently,threemalepatientsin

theirsixtieswereadmittedtothehospitalwithlimitedjawopeningduetoneopl畠sticprocessesoftheface,

incluingtwoprimarycarcinomasandoneofmetastaticorigin.Conventionalradiogramsfailedtoshowbony

changesintheregionofthetemporomandibularjointdespiteseveretrismus.Bonydestructionintheposterior

portionofthemaxillawasdisclosedbyorthopantomogramsinallcases.Transaxi/al､CTscansrevealedasoft

tissuemassintheinfratemporalfossaextendingtothelateralpterygoidmuscle.Numbnessinthedistribution

ofthesecondandthirdtrigeminalnervebrancheswasencounteredinallcases,StronglysuggestingtilepOSSiblity

oftemporomandibulardysfunctionofneoplasticorigin.ItshouldbenotedthatCTscanisaveryimportant

diagnostictooltoevaluatepatientswithfacialtrismus.

抄録 :開口障害は歯科においてしばしば認められる主訴の一つで,そのほとんどが顎関節内障と呼ばれる病態との

関係が示唆され それに準じた保存的療法を受けることが多い｡

しかし,今回我々は開 口障害の主訴で歯科病院を訪れ 顎関節症の診断のもとに保存的療法を受けたが効果を見ず

に後に腫癌性病変により顎関節輯似症状を呈していたことが解った症例を3例経験したのでその臨床所見及び画像所

見を検討 した｡

まず, 3例 とも50才前後の男性で15mm前後で運動痛のため開口障害を呈 していたが,顎関節部単純撮影では明か
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な骨変化を指摘できなかった｡これらの所見は顎関節症の臨床統計データからみると発現頻度としては非常に低く他

の疾患を疑い得るものであった｡また,初診時におけるパノラマ写真でいずれも巽口蓋鴛から上顎結節部に異常像が

指摘可能であった｡

さらに今回の3例と上顎部の悪性度癌で開口障害をともなっていた別の3例,計6例を検討したところ5例ではC

Tにて外側翼突筋-の進展が認められた｡また,その全てに三叉神経領域の知覚異常が認められ,この所見は顎関節

症との重要な鑑別点になると思われた｡

本報告で述べた如く腫蕩性病変の診断および進展範囲の把捉にはCTが非常に有効であり,症例によっては開口障

害を訴える患者に積極的にCTを活用することが重要と思われた｡

揺 請

開口障害は顎関節症において最も頻繁に認められる症

状の一つであり,それを主訴に歯科を訪れる患者数は近

年増加傾向にある｡そしてそのほとんどに顎関節内障 と

呼ばれる病態 との関係が示唆され,薬物療法 ･スプリン

ト療法等の保存的治療を受けることが多い1)｡しかし,ま

れにその様な治療法により全 く効果を認めない症例の中

には,後に腫癌性病変により顎関節症の類似症状を呈 し

ていたことが明らかになる場合がある1,5,6,12,13,15,16)｡

そこで今回我々は開口障害を主訴にいくつかの開業歯

科及び病院歯科を受診し,顎関節症 と診断されそれに応

じた治療を受け,後に開口障害の原因が悪性腫癌であっ

たことが明らかとなった 3例を経験 したので,その臨床

所見及び画像所見をretrospectiveに検討 した｡

症 例 (表1)

症例 1 59才 男性

現病歴 :2-3年程前から開口時の左側顎関節部の痛み

を自覚するも放置｡ 2カ月前に歯科治療ため開業歯科受

診 した際に開口障害を指摘され薬物療法を受けた｡その

後,徐々に開口障害及び顎関節部の痛みが増大したため

某病院歯科にて薬物療法 ･スプリン ト療法を受ける｡ し

かし,症状に変化ないため本学 口腔外科紹介され受診｡

現症 :初診時,開口量は上下切歯間で13mm と少なく,

左側顎関節部に自発痛を認めるものの圧痛は無 く,開閉

表 1 症例内訳

症例 1 症例2 症例3

年齢 .性別 59才 .男性 50才 .男性 49才 .男性

開口量 13mm 17mm 16mm

TMJ 自発痛 (+) 自発痛 (-) 自発痛 (-)

圧痛 (-) 圧痛 ( - ) 圧痛 (-)

雑音 (-) 雑音 (-) 雑音 ( - )

初発症状 2カ月前 1カ月前 3カ月前

図 1

症例 1:/り ラマⅩ線写真

左側上顎結節部の後縁の線が対側と比べて不明瞭である (自矢印)
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口時の雑音も認めなかった｡その他に頭痛および肩こり

を訴えていた｡また,左側眼窟下縁～頼部に知覚鈍麻を

認めた｡

画像所見 :/i/ラマでは左側上顎結節部の後縁が対側に

比べてやや不明瞭となっている(図 1)｡造影 CTでは左

上顎洞後方の内側翼突筋および外側翼突筋に不均一に造

影される軟組織病変を認める｡軟組織病変に接する翼状

突起は消失している(図 2)｡なお,側斜位経頭蓋撮影法

(シューラ民法)では両側の下顎頭の動きが悪いものの

明かな骨変化は指摘できなかった｡

病理組織診断 :CTにて認められた左側側頭下窟部の軟

組織病変に対して生検を施行したところ腺癌の転移が疑

189

われた｡

症例 2 50才 男性

現病歴 :1カ月前に頚部の熱感とロが開きづらい感じを

自覚し某病院歯科を受診した｡薬物量法 ･チンキャップ

等の治療を受けたが効果なかったため患者は通院を中

止｡その後,同院より当科へ顎関節症の疑いでパノラマ

読影を依頼された｡

しかし,顎関節部には異常を認めず巽口蓋鴛に破壊像

を認めたため調査したところ,通院を中止した直後に新

潟大学耳鼻科受診し上咽頭腫蕩の診断にて治療を受けて

いたことが判明した｡

図2

症例 1:経静脈造影後軸位断軟組織表示CT

左側内･外側翼突筋部に不均一に造影される軟組織病変を認める (白矢印)

また､翼状突起の消失を認める (黒矢印)

図3

症例 2:/り ラマⅩ線写真

右側翼状突起前縁の皮質骨は消失し､翼口蓋憲の拡大を認める (黒矢印)
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現症 :某病院歯科受診時の開口量は上下顎切歯間で17

mm｡顎関節部には自発痛,圧痛および開開口時の雑音等

は認めなかった｡

その他の症状として頭痛,耳鳴 り,軽度嘩下障害を認

めた｡また,舌右側に知覚鈍麻と顎下 リンパ節にやや腫

大傾向を認めた｡

画像所見 :パノラマでは右側上顎骨後縁の皮質骨にび漫

性の骨破壊像を認め,それに伴って翼状突起前縁の皮質

骨は消失し巽口蓋富の拡大を認める(図3)｡耳鼻科にて

撮影された造影CTでは右側上顎洞後縁～翼状突起部の

骨構造が不明瞭になっており,同部に境界不明瞭な軟組

織病変を認める｡病変は上咽頭側壁から内側は鼻腔側壁

に及び,前方は上顎洞内に,外側は外側翼突筋に進展し

ている(図4)｡なお,側斜位経頭蓋撮影法 (シューラ民

汰)では右側下顎頭の動きは悪いものの明かな骨変化は

認めなかった｡

病理組織診断 :耳鼻科における上咽頭部の生検の結果,

リンパ上皮腫の病理診断を得た｡

症例 3 49才 男性

現病歴 :3カ月前頃より徐々に口が開きづらい感じを自

覚し,いくつかの耳鼻科,歯科を受診し薬物療法 ･スフ

図4

症例2:経静脈造影後軸位軟組織表示CT

右側上顎洞後縁から異状突起部の骨構造が不明瞭化し (黒矢印)咽頭側壁

から側頭下嵩に及ぶ境界不明瞭な軟組織病変を認める (白欠印)

図5

症例3:パ ノラマⅩ線写真

右側上顎洞の洞底線が大臼歯部から後縁にかけて消失し､右側上顎結節部

の骨吸収像を認める (黒矢印)
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リン ト療法を受けた｡しかし,症状に変化無いため新潟

大学医学部耳鼻科を受診｡精査 目的に耳鼻科入院し,パ

ノラマ撮影のため当科を紹介された｡

現症 :開口量は上下切歯間で16mm｡顎関節部には自発

痛,圧痛および開閉口時の雑音等ほ認めなかった｡その

他の症状として耳鳴 りおよび右側眼窟下縁から頬部に知

覚鈍麻を認めた｡

画像所見 :パノラマでは右側上顎洞の洞底線が大臼歯部

から洞後縁にかけて消失し,さらに上顎結節部の骨吸収

像を認める (図 5)｡

耳鼻科入院中に撮影された造影CTでは右側上顎洞底

部を中心に洞内を満たし,さらに洞後方-と進展し外側

翼突筋にまで及んだ軟組織病変を認める.また病変か与よ

り上顎洞後外側壁は断裂している(図 6)｡側斜位経頭蓋

撮影法 (シューラ民法)では開口時に右側下顎頭の可動

性が不良である以外,下顎頭 ･下顎富に明かな骨変化は

指摘できなかった｡

病理組織診断 :画像所見より右側上顎洞癌を疑い耳鼻科

にて生検を施行した結果,右側上顎洞の京平上皮癌 との

病理診断を得た｡

考 察

開口障害はなんらかの原因により開口運動が制限され

て上下歯列を正常範囲 (通常は上下顎切歯間で40-50

mm前後)まで引き離すことのできない状態であり, 日

常診療において遭遇する機会の多い機能障害のひとつで

ある｡顎の開閉は主に顎関節と顎運動にかかわる筋肉(吹

筋 ･側頭筋 ･内側翼突筋 ･外側翼突筋及び顎二復筋 ･顎
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舌骨筋 ･オ トガイ舌骨筋等の舌骨上筋群)によって行わ

れているが,顎骨や額部 ･口唇 ･口腔軟組織の影響をも

受けており,それらの原因別に関節性･炎症性･外傷性･

腫癌性 ･筋性 ･神経性 ･療痕性に分類されている2)0

近年,顎関節症の機能異常を主訴に医療機関を訪れる

患者が急増しているといわれ,その中でも開口障害を訴

えて開業歯科 ･病院歯科を訪れる例が少なくない｡しか

し,まれに腫癌性の原因のために開口障害を呈する場合

がある｡このような症例の中には開口障害以外の臨床症

状を注意深 く調べることにより,事前に腫癌 と診断し得

たと考えられるものも含まれている｡今回の我々の3例

も開口障害以外にいくつかの症状を呈していたにも関わ

らず,それら症状が軽視され結果的に数件の医療機関を

受診 し,数カ月後に初めて腫癌性病変を指摘 されると

いった経過を経ている｡

そこで今回の3例の臨床所見を顎関節の臨床統計デー

タおよび画像所見と照らし併せて腫癌性病変があらかじ

め指摘可能であったかどうかを検討してみた｡

1-年齢-

一般に顎関節症は20代と50代で 2つのピークを形成す

るといわれている3･4)｡確かにその傾向は女性に対しては

当てはまるが,男性の場合はそれほど顕著ではなく,む

しろ年齢によって減少するとの報告もある5,6)｡さらに患

者数では男性が女性の半分にも満たないとの報告も多い

ため3-9),今回の50才前後 という年齢は顎関節症の好発年

齢には当てはまるが,男性であったことを考慮すると発

現頻度としてほそれほど高 くなかったのではないかと考

えられた｡

上咽頭癌は比較的若い年齢にも発現する10)が一般に癌

図6

症例3:経静脈造影後軸位軟組織表示CT

右側上顎洞底部を中心に洞内を満たし､後外側壁を破壊して外側翼突筋に

まで及ぶ軟組織病変を認める (黒矢印)
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麓は高齢層に多く,年齢 ･性別は顎関節症と悪性腫癌の

鑑別点として常に念頭に置かなければならないと思われ

た｡

2-顎関節部単純撮影所見-

上村ら11)や渡辺ら12)による顎関節部単純撮影の骨変化

に関する報告では,開口障害を呈する顎関節症の約 6割

近 くに側斜位経頭蓋撮影法 (シューラ民法)または限窟

下顎枝撮影法(Orbito-Ramus法)等の単純撮影で骨変化

を認めたとのことである｡更に,骨変化は年齢にしたがっ

て増加する傾向にあり,全年齢層でみると骨変化のある

割合は半分に満たないが,50才以上では7割近 くに骨変

化を認めたと報告されている｡

実際,急性のクローズドロックにより著明な開口障害

を認める場合でも骨変化を示さない症例もあれば,逆に

変形性顎関節症として著しい骨変化を認めても開口障害

を自覚しない症例もあ り,開口障害 と骨変化との間に

はっきりとした相関関係を示すことはできないが,今回

の3例のように強度の開口障害を認め,比較的高齢であ

りながら単純撮影で顎関節部に異常所見を認めない場合

には,他の疾患との鑑別を要するものと思われる0

3-パノラマ所見-

3例 とも最終的にパノラマで上顎洞後壁から巽 口蓋

窟 ･翼状突起に異常所見が認められたが,以前に受診し

た歯科でも我々が指摘し得た時点までに1カ月前後しか

経ていないため,十分に何らかの異常所見が指摘できた

のではないかと考えられる｡

パノラマは,デソタル等の単純撮影 と違って,管球が

歯列弓に沿った3つの断層軌道に併せて回転する多軌道

断層撮影法の一つであるo従って断層軌道から外れた顎

顔面の構造物はややぼやける上に,複雑に重なり合って

フイルムに投影されるoLかし, この様にもともとは歯

牙及び歯周組織に主眼をおいた撮影法であっても,それ

によって投影される上顎洞底線 ･異口蓋富 ･,り ラマ無

名線等の解剖構造を把握すれば中山13),市 ノ瀬14),古川15)

らが述べている様に上顎洞及 びその周囲の診断には

ウォーターズ法や後頭前頭位撮影法 (p-A)･側面撮影

法といった他の単純撮影法より診断価値が優れている場

合も多い｡従って,我々は常にこれらのパノラマ撮影の

長所を念頭において平素から積極的に′り ラマ読影を心

がけるべきであると思われる｡

4-CT所見 と臨床所見との関係-

Ⅹ線コンピュータ断層撮影装置 (以下 CTと略す)紘

1972年にHounsfieldによって開発されたⅩ線撮影装置

であり,人体の断面のみを撮影しこれを2次元の像とし

て描出することのできる断層撮影装置の一つであるOま

た従来のⅩ線撮影装置 と異なり,組織間のわずかなⅩ線

吸収の差を明確に画像化できるため骨等の硬組織のみな

らず筋肉 ･脂肪等の軟組織も描出できるといった利点を

持っている16)｡従って近年,軟組織病変である塵癌等の進

展を把握するには欠かせない検査となっている｡

そこで,初診時すでに上顎悪性度癌の診断がついてお

り臨床症状として開口障害を伴っていた別の3例 (症例

4:上咽頭癌 症例 5:上顎洞の扇平上皮癌 症例 6:

上顎歯肉の窟平上皮癌)を含めた計 6例のCT所見と臨

床所見を検討してみた(表 2)｡まず上顎レベルの水平断

で確認できる4つの開閉口筋群に注 目してみるとCT上

では症例の 1-5ですべてにおいて外側翼突筋と内側翼

突筋の上部の一部に庄痔が進展していたO側頭筋は症例

により進展しているものと進展していないものとに分か

れ,進展例でもその程度は非常にわずかであった｡瞭筋

は全症例で進展は認められなかった｡症例 6は他の5例

と異なって外側翼突筋に異常を認めず,内側翼突筋にの

み進展していたが,その開口障害の状態も他と異なり運

動痛によるものではなく,筋が伸展しないことによると

思われる突っ張った感じによるものだった｡

外側翼突筋は下顎枝の内側で側頭下富に存在し,筋の

上部は側頭下稜から,下部は翼状突起外側版から起こり

ほぼ水平に後外方に走行し下顎頭の翼突筋駕に付着する

(図 7)Oその働きは下顎頭を前後方向に移動させること

により開閉口運動の一端を担 うとされているが特に筋の

下部が下顎運動に付与するという報告があり17),この部

位に腫癌が進展することにより開口障害を引き起こす場

合があるものと思われる｡

さらに,外側翼突筋は内方を内側翼突筋筋膜で境され

表2 開口障害を伴い上顎部に及んだ悪性度癌の進展範囲のCT所見および知覚異常の有無

症例 ュ 症例2 症例3 症例4 症例5. 症例6

外側翼突筋 下部 全体 下部 全体 前方 -

内側翼突筋 上部一部 上部⊥部 上部一部 上部一部 上部一部 上部

側頭筋 - ± ± - ± -

瞭筋 - - - - - -
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加藤 徳紀 ほか

図7 下顎枝内面に広がる外側翼突筋 ･内側翼突

筋の位置関係

たmasticatorspaceに存在 し,その内方を三叉神経第 3

枚が走行している(図8)｡また,masticatorspaceに進

展した庄蕩は三叉神経第 2枝の発行する翼 口蓋憲に容易

に及ぶため,塵癌が開口障害を伴 うほどに外側翼突筋に

進展した段階では 2校 ･3枚の支配領域に知覚異常を生

じる可能性が高 く,実際その様な報告 もある18)｡先はどの

5例でも症例 1･2･4･5では第 2枚の支配領域の限

窟下縁から頼部にかけて,症例 3では第 3枚 (実際は鼓

索神経)の舌に知覚異常を認めている｡

顎関節症は痔痛 ･雑音 ･開口障害の3大症状の他に,

頭痛 ･頭部痛 ･肩懲 り･手指のしびれ ･耳症状 ･めまい

外側翼突筋

下顎骨
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等の様々な症状を認める場合があるが,顔面部の知覚異

常はあまり報告がなく,この所見は重要な鑑別点になる

と思われる｡

開口障害をともなった悪性腫癌はまれではあるが現在

までにいくつか報告があ り1,10･19～23),それらによるとまず

上咽頭癌が頻度的には多 く,ついで顎顔面の京平上皮

癌･転移性薩蕩 (特に肺)･耳下腺腫癌とつづ く｡今回の

我々が経験 した 3例 も上咽頭原発の リンパ上皮腫 ･上顎

洞原発の窟平上皮癌 ･腺癌の転移性腫霧 と諸家の報告と

-致するO上咽頭癌は,先ほども述べたように上皮型腫

豪としてほ比較的若年層にも発現し,またclinicalblind

spotと呼ばれるように視診しにくい部位であることや

症例によっては単純撮影で明らかな骨変化を指摘できな

いことから診断が困難な場合が多い｡しかし,症状 とし

ては持続的な耳痛･耳なり･顎顔面痛を伴 うことが多く,

容易にリソバ節に転移を起こし易い24)ため開口障害の他

にこれらの症状と頭部 1)ソバ節の腫脹を認めた場合には

腫癌性疾患を念頭にいれなければならないと思われる｡

顎顔面部の京平上皮癌が,外側翼突筋等に及ぶ場合に

は口腔内になんらかの変化を認めることが多 く,さらに

翼状突起 ･上顎洞壁 といった上顎部の骨破壊像を伴 うこ

とも多いため慎重な口腔内診査及び単純撮影の読影が必

要と思われる｡また,開口障害を顎顔面だけの疾患と考

えず,現症および既往歴 (肺癌等の既往)の十分な問診

が必要不可欠である｡

今回,腫露の診断及び進展範囲の確認にCTは非常に

有効であったが,最近のCTの普及にも関わ らず依然と

して一般開業医ではその写真を目にすることが少ないの

が現状である｡従って,本症例のように通常行われてい

る保存療法では効果が認められずに症状が次第に憎悪す

上顎洞

三叉神経第 3枝

a tO｢ space

図8 咽頭部 ･横断面のシェ-マ
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る場合などには,顎関節部以外の病変を考慮し,時を失

することなく専門機関-対診することが重要であると考

えられるO

結 請

1. 今回の3例は比較的高齢の男性で初発症状として15

mm前後の強度の開口障害をともないながらも,単純

撮影で顎関節部の骨変化を認めなかった｡これらの所

見は本来の顎関節症の臨床統計データからみると発現

頻度としては非常に低 く,他の疾患を疑い得るもので

あった｡

2. 今回の3例の他に開口障害をともなった上顎部の悪

性腫癌3例を含めた計 6例のCT所見では, 5例では

外側翼突筋の下部に魔窟が進展していたo他の1例は

主に内側翼突筋に腫癌の進展を認め,他の5例とは異

なった臨床症状を基していた｡

3. 外側翼突筋に腫癌の進展していた 5例全てに三叉神

経第 2枝 ･3校領域の知覚異常を認めた｡この所見は

顎関節症との鑑別点の一つであると考えられる｡

4. 開口障害をともなった悪性腫蕩の診断にCTは非常

に有効であった｡
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