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顎関節脱臼の治療には,通常保存的療法が用い

られているが,それが奏効しない症例や再発を繰

り返す症例には,外科的療法が用いられる｡その

術式は,主として,顎関節の運動制限を行う方法

と下顎運動を平滑にする方法に大別される｡今回,

我々は, 頻回の顎関節脱臼を繰 り返 した症例に

Myrhangl)が報告した関節結節切除を術い,良好

な結果が得られたので,その概要を若干の文献的

考察を加えて報告する｡

症 例

患者 :50歳,女性｡

初診 :昭和62年 1月22日

主訴 :顎がはずれる｡

既往歴 :操うつ病,精神分裂病のため13歳の時

より新潟大学精神科-通院｡その後,昭和31年よ

り南浜病院精神科に計 9回の入退院を繰 り返し,

現在も向精神病薬 (フェノチアジン系,ブテロフ

ェノン系)の投与を受けている｡

家族歴 :特記事項なし｡

現病歴 :昭和59年,あくびをした時に初めて両

側顎関節が脱臼した｡その後もあくびや果物を食

べようとしてしばしば顎関節脱臼が起き,その都

皮,精神科の主治医らが,徒手整復を行っていた

が,脱臼が頻回に見られるために当科を受診した｡

現症 :身長 150cm,体重54kg,中肉中背で栄養

状態は良好であった｡精神状態は比較的安定して

おり,感情の起伏はあまりなく,意志の疎通は良

好であった｡顔貌は対称で,顎関節部にも圧痛や

運動痛はなかったが,最大開口度は32mmと軽い開

口障害が認められた｡口腔内所見では,両 が

欠損していたが,義歯は装着していなかった｡嘆

合関係は,正常であったが,顎位は安定せず,し

ばしば切端唆合気味になり,また,持続性の下顎

不随運動も認められた｡

Ⅹ線所見 :顎関節部には明らかな形態学上での

異常は認められなかったが,杉森の下顎寓の深さ

についての指標 (下顎駕の最深点の深さ/下顎駕

後突起の最下端より関節結節頂までの距離)は,

0.47で下顎駕は深い傾向を示していた｡
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診断 :両側性習慣性顎関節脱臼

処置および経過

初診時よりテンキャ70による開口制限を主体 と

した保存的治療を1ヶ月間行ったが,患者の病識

についての理解が乏しいため,治療に対する協力

が得られず,その後も頻回の顎関節脱臼を繰 り返

した｡図 1および2は,顎関節脱臼時の顔貌とⅩ

線所見を示したもので,下顔面が増長し,閉口不

能状態で,典型的な顎関節脱臼時の顔貌をしてお

り,Ⅹ線所見でも関節頭は関節結節を越えて前方

に移動 していた｡この時点でのCT所見では,顎

関節頭および関節結節には,骨の変化は認められ

なかった｡しかし,左右嘆筋および側頭筋の筋電

図所見では, 1分間120回のタッピングを行わせ

たところ,図3に示すように,筋休止期は4筋と

も極端に短かいか,認められないものが多く,筋

の反射系に異常があると思われた｡また,この4

筋の筋協調活動様式もバラバラで, 4筋揃っての

規則的な運動は,みられなかった｡そこで,外科

的治療の適用と診断され,昭和63年 7月,経鼻挿

管後,NLA 全麻下に両側の関節結節切除術を行

った｡まづ,耳前部に約 3cmの縦切開を入れ,鍾

的に剥離,浅側頭動静脈を後方にさけ,頬骨弓を

確認した｡ついで,頬骨弓上で,骨膜に横切開を

入れ,骨膜を下方に剥離して関節結節を露出し,

関節結節下方外側部を約15×5×5mm程半月状に

切除し,骨面を平滑にした｡図4および図5は,

右関節結節切除前後の術中所見である｡関節結節

は,左右 ともほぼ同じ量を切除した｡左右関節結

節を切除後,下顎が最大開口位よりスムーズに閉

口できることを確認し,骨膜,皮下組織および皮

膚の縫合を行い,手術を終了した｡

術後の経過は良好で,顔面神経麻棒もなく,術

後8日目に退院した｡図6は,術後のⅩ線所見を

示したもので,両側 とも関節結節が平担になって

いる｡術後 1年 3ヶ月現在,脱臼の再発はなく,

嘆合状態は安定しており,岨噂障害も認められな

い｡図7は,術後の開口時の所見で,最大開口度

は,40mmと術前より増加したが,顎運動はスムー

ズで,開口障害はない｡図8は,術後の最大開口

位でのⅩ線所見で,顎関節頭は,術前の脱臼時と

ほぼ同様の位置まで移動している｡

考 察

顎関節脱臼をきたす素因はいろいろあげられて

いるが,これを整理すると,関節結節,関節喬,

図 1 顎関節脱臼時の顔貌所見で,下顔面

が増長し,開口不能状能で,典型的

な顎関節脱臼時の顔貌を示している

図2 術前脱臼時のⅩ線所見で,顎関節頭

は,関節結節を超えて前方に移動し

ている｡
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図3 術前の患者の筋電図所見と正常者の筋電図所見を示す｡患者では,

筋休止期は極端に短 く, 4筋の協調がみられない｡

図4 術中所見で,マークは右関節結節の 図5 右関節結切除後の状態を示している｡

切除範囲を示している｡
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関節頭など硬組織の形態異常,関節包や敬帯など

の顎関節を構成する軟組織の障害,および顎運動

に関与する筋の機能的異常などに分けられる｡

一般に顎関節は関節頭,関節結節が平担で,関節

駕も浅い方が脱臼しやすいと考えられている2)3)0

しかし,杉森4)によれば,習慣性脱臼患者では,

健常者に比べて関節駕は深 く,したがって関節結

節は高く,その前方の傾斜が急で,関節頭が結節

図6 関節結節切除後のⅩ線所見で,矢頭

は,切除され,平担となった関節結

節を示している｡

図7 術後の開口時の所見で,最大開口さ

せても,脱臼時の様な閉口障害はな

いo

を越えると元に戻 りにくくなっていると指摘して

いる｡Myrhaugl)も deepoverbiteと関連した

高く急峻な関節結節を脱臼の素因にあげており,

これに加えて,このような関節では,下方-の関

節頭の動きが大きくなるため,関節包や周囲の敬

帯が伸展,弛緩ないし断裂して脱臼を容易にして

いると述べている｡このような考えを支持する報

告も多いが,習慣性脱臼においては周囲軟組織の

障害はないとする意見もある5)6)｡これに対して,

下顎の開口筋,閉口筋の異常な緊張や協調不全が

あると脱臼をきたしやすくなるという点では大方

が意見の一致をみている｡とくにフェノチアジン

系やプチロフェノン系の薬剤を服用すると,これ

らの薬剤が ドーパ ミン作働性ニューロンの受容器

をブロックして錐体外路症状をきたし,その結果,

しばしば顎関節の脱臼をおこす事は,多くの文献

に報告されている7)～14)0

今回の症例では,関節駕がやや深いようであっ

たが,顎関節の形態には著明な異常は認められな

かった｡ しかし,向精神薬の副作用である Oral

dyskinasiaがみられ,タッピング時の筋電図所見

では岨噂筋の反射系の異状や協調活動不全が認め

られた｡よって,これが習慣性顎関節脱臼をきた

すようになった主な原因であろうと考えられた｡

患者の病気に対する理解がうす く,保存的治療

が効果的でなかった事,精神病が背景にあり,莱

の投与を中止する事は出来ない事などから,治療

には手術の適用と考えられたが,その際,出きる

だけ簡便で,患者の術後の協力がなくても再発を

きたさない方法を選択する事にした｡

習慣性顎関節脱臼の観血的治療法については,

多くの手術法が発表されており,表 1は杉崎ら15)

の分類である｡この分類では,Myrhangの関節

結節切除術は,下顎運動平滑法として分類されて

います｡Myrhangl)は,｢ドアステップにつまずく

なら,その ドアステップをなくしてしまえば,つ

まず くことは決してないだろう｣と述べ,関節結

節を切除する方法を提唱した｡今回の症例をみる

と,術後のⅩ線所見では,関節頭は切除された関

節結節をのり越えて,脱臼時とほぼ同じ位置まで

動いていた｡しかし,たとえ関節頭が脱臼を起す
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位置に移動しても,開口時にもとの関節駕へもど

れば,臨床的には脱臼しないのと同じです｡Gay-

Escoda16)は,何らかの障害物を移植して,関節頭

の前方運動を制限する手術方法は,移植された障

害物が次第に吸収されるため,長期的な予後には

問題があるとしています｡しかし,関節結節切除

術では,このような心配はありません｡

表 2は,習慣性顎関節脱臼に対する関節結節切

除術の報告例をまとめたものです｡現在まで,138

例が報告されておりますが,本邦では,吉村17)ら,

石橋2)ら,星18)らの 6例に過ぎません｡

習慣性顎関節脱臼に関節結節切除術を行った症

例のうちで,再発したものは7例 (5.1%)で,

その主な原因は,関節結節の切除が不十分なため

であり,多くの症例で関節結節を再切除すること

によって再発しなくなったと報告している19ト22)｡

したがって,手術にあたっては,関節結節を十分

に切除し,関節頭がスムーズに関節嵩にもどるよ

うに注意をする必要があると思われました｡

関節結節切除術の合併症としては,しばしば顔

面神経麻埠がみられますが,これはすべて一過性

性で,仝例で自然回復したと報告されています18),

19),23),24)25)｡我々の症例では,顔面神経麻樺はまっ

たく認められなかった｡また,Kulikowski26)ら

は,関節結節切除の際に,関節結節部に含気腫が

存在し,平滑は滑走運動が得られないため,切除

した関節結節の骨を逆 (向きにワイヤーで固定し

て,良好な結果を得たと報告している｡しかし,

我々の症例では,そのような含気腔はみられなか

図8 術後の最大開口位のⅩ線所見を示し

ます｡
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った｡なお,Gay-Escodaは16),関節結節切除術の

後に,過開口になる症例があると述べているが,

我々の症例では,術後の最大開口度は40mmで,特

に過開口になっているという所見はなく,ロ交合状

態も安定し,術後の障害は認められなかった｡

以上より,Myrhangl)が報告した,関節結節切

除術は,手術操作も簡単で,手術侵襲も少なく,

再発や重篤な合併症も少ないため,習慣性顎関節

表1 習慣性顎関節脱臼の手術法の分類15)

1. 下顎頭の運動抑制法

1)顎関節前方部障害形成術

2)捕縛拘束術

3)関節包拘束術

4)関節包縫縮術

5)口腔粘膜短縮術

2.下顎頭の運動平滑化法

1)関節円板切除術

2)関節結節切除術

3)下顎頭切除術

3.岨p爵筋の再調整法

1)側頭筋短縮術

2)外側翼突筋切離術

3)下顎頭切離術

表 2 習慣性顎関節脱臼の症例に用いられた

関節結節切除術の報告例

報告者 報告年 症例数 再発例

MyrhLlng " 1951 2

lrby Z') 1957 1

Hale a' 1972 2

sces sl(… Sら 21' 1972 7

G(川 deら -9' 1973 3

webtwoodら2" 1975 2

Bul1ens カ' 1976 17

Baumstarkら m 1977 8

chcrry ら加' 1977 8 2

van der Kwa st2日 1978 12 2

sanders ら 抄 1978 1

C｡tl,tem ache ら2.' 1979 15

Lovely t)m 1981 16

吉村ら■7'

Helman ら

石橋 ら 2'

星ら■8'

prlCe}U

p()grel25)

Gay-Es c

1982 1

1984 8

1985 1

1985 4

1985 1

1987 15

dalい 1987 14

合計 138 7
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脱臼の治療には大変良い手術方法であると思われ

た ｡
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