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ABSTRACT

During the removal of the mandibular third molar, the inferior alveolar nerve in the

canal sometimes damaged. To avoid this complication, it is necessary to understand the

positional relationship between the mandibular third molar and the mandibular canal. We

evaluated the relationship between the mandibular 3　molar and the mandibular canal with

panoramic X-p and computed tomography (CT). Eighty-six ( 50.0%) mandibular canals

were buccal type, 64 were inferiortype, 18 were lmgal type, and 4 were between the roots

type on CT findings. 137 (79.7%) canal pattern were round type, 35 were flatness type. 109

(63.4%) presence of bone were interposition type, 63 were non-interposition type. Among

172 third molar extraction, hypesthesia of lower lip was observed in 3 cases and inferior

alveolar nerve was exposed in 3 teeth. There was no overlap between hypesthesia and nerve

exposure. CT provides useful information to surgeons regarding the relationship between

the mandibular third molar and the mandibualr canal. Ryukyu Med. J., 27( 1,2) 29-33, 2008

Key words: mandibular third molar (下顎智歯) mandibular canal (下顎管) computed

tomography ( CT)

緒　言

下顎智歯の抜歯における偶発症の1つにオトガイ神経

領域の感覚異常がある1).偶発症の回避には歯根と下顎

管の位置関係を把握することが重要であり,パノラマⅩ

線写真を用いてその位置関係を評価する.しかし,パノ

ラマⅩ線写真では二次元的な位置関係の評価ができる

ものの頬舌的な位置関係の評価は困難である2-7).そこ

で今回われわれは,下顎智歯と下顎管の状態をより詳細

に評価するためにCT撮影を行い,パノラマⅩ線所見と
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の比較およびオトガイ神経領域の感覚異常との関連性に

ついて検討したので報告する.

対象および方法

対象は,平成17年3月から平成18年10月までの1年7
ケ月間に下顎智歯の抜歯目的で中部徳洲会病院歯科口腔
外科を受診し,パノラマⅩ線写真により下顎智歯と下

顎管が近接していることが確認されたため, CT撮影を

行った137例172部位である.これら172部位における下
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Table 1 Relationship between mandibular third molar and mandibular canal as assessed by panoramic radiograph

and CT

Classification of CT

in IV total

I 1

Classification of H

Panoramic

radiograph HI

Ⅳ　　　　0

8

16

13

0

13

48

104

7

37　　　　　　　114　　　　　　　　　　15　　　　　　　　172

Fig. 1 The positional relationship between the mandibular

third molar and the mandibular canal.

顎智歯と下顎管の状態に関し以下の観察を行った.

1 )下顎智歯と下顎管の上下的位置関係について

パノラマⅩ線写真およびCT画像より,下顎智歯と

下顎管の上下的位置関係について以下のように分類4)し

た. I型:歯根と下顎管が離れている状態, II型:歯根が

下顎管上壁に接している状態Ill型:歯根が下顎管に重

なっているが下顎管下壁には重なっていない状態, IV

型:歯根が下顎管下壁と重なり歯根と下顎管が交差して

いる状態(Fig. 1).

2)下顎智歯と下顎管の頬舌的位置関係,下顎管壁の状

態および下顎管の扇平化について

CT画像より,下顎智歯と下顎管の頬舌的位置関係3,4)

下顎管壁の状態4)および下顎管の形態を評価した.頬舌

的位置関係を以下の4つに分類した.頬側型:下顎管が

歯根の頬側を通るもの,舌側型:下顎管が歯根の舌側を

通るもの,下方型:下顎管が歯根の下方を通るもの,樵

間型:下顎管が頬側根と舌側根の間を通り歯根が下顎管

を取り囲むもの(Fig.2).下顎管周囲の骨の状態に関

しては,以下の2つに分類した.骨介在型:下顎管壁が明

瞭または明瞭ではないが歯根と下顎管との距離があり骨

の介在を有するもの,骨非介在型:歯根と下顎管が接触

していて骨の介在を認めないもの(Fig.3).下顎管の

形態に関しては,下顎管が歯根と骨に挟まれ扇平状態を

呈するものと,円形状を呈するものに分類した(Fig.4).

3)術後オトガイ神経領域の感覚異常と抜歯窟神経露出

術後に出現したオトガイ神経領域の感覚異常と抜歯時

に神経の露出が認められた症例に関し,頬舌的位置関係,

下顎管壁の状態,下顎管の扇平化との関連について検討

した.

品I:III
I4<

1)パノラマⅩ線写真とCT画像による下顎智歯と下

顎管の上下的位置関係(Table1)

パノラマⅩ線写真ではIll型が104部位(60.5%)と

最も多く,次いでII型が48部位(27.9%),I型が13部位

(7.5%),IV型が7部位(4.1%)の順であった.CT画像

ではIll型が114部位(66.3%)と最も多く,次いでII

型が37部位(21.51;IV型が15部位(8.7%),I型が

6部位(3.5%)の順であった.パノラマⅩ線写真とCT

画像の正診率に関しては,I型が16.7%(1/6),II型が

43.2%(16/37),III型が71.1%(81/114),IV型が3.7

%(4/15)であった.
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Table　2　Presence of bone and location of the mandibular canal on CT

Location of the mandibular canal on CT

Buccaltype Lingualtype Inferiortype Betweenthe total
roots type

Presence lnterpositio type　　　　65

of bone

Non-interposition type　　　　21

38

12　　　　　　　　26

109

4　　　　　　63

tota1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18　　　　　　　　64　　　　　　　　　　　　　　　172

Table 3　Pattern of mandibular canal and location of the mandibular canal on CT

Location of the mandibular canal on CT

BuccaltypeLingualtypeInferiortypeBetweenthe

rnnt.Ht.vnpLOia.1rootstype

Pattern of

mandibular

canal

Round type　　　　74

Flat type　　　　　12

137

12　　　　　　　　　　　　　　　　35

18　　　　　　　　64　　　　　　　　　　　　　　　　172

Fig. 2 The buccohngual relationship between mandibular

third molar and mandibular canal.
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2 ) CT画像による下顎智歯と下顎管の頬舌的位置関係,
下顎管壁の有無および下顎管の形態(Table 2 ,3 )

頬舌的位置関係では頬側型が86部位(50.0%)と最も
多く,次いで下方型が64部位(37.2%),舌側型が18部

位(10.4%),根間型が4部位(2.4%)であった.下顎
管壁の有無に関しては,骨介在型が109部位(63.4%),

骨非介在型が63部位(36.6%)であり,下顎管の形態で
は,扇平型が35部位(21.3%) ,円形型が137部位(79.7%)

であった.頬舌的位置関係における下顎管の骨介在の有
無および形態との関連についてみとみると,頬側型のう

ち65部位(75.6%)が骨介在型であり,下顎管の扇平型
は12部位に認められた.舌側型では18部位中12部位
(66.7%　が骨非介在型であり,下顎管の扇平型は8部

位に認められた.下方型では64部位中38部位(59.4%)

が骨介在型で下顎管の扇平型は1部位に認められたが,
骨非介在型(26部位)では下顎管の扇平型は11部位に認

められた.根間型では4部位の全てが骨非介在型であり,
下顎管の窟平型は3部位(75.0%)に認めた.

3 )術後オトガイ神経領域の感覚異常と抜歯駕神経露出
抜歯後オトガイ神経領域の感覚異常を3例に認めた.

なお, 3例に神経露出を認めたが感覚異常は伴わなかっ
た.オトガイ神経領域の感覚異常に関しては,頬側型,

舌側型,下方型が各1部位に認められ, 3部位全てが骨
非介在型および扇平型であった.神経露出を認めたもの

は,舌側型2部位,下方型1部位であり, 3部位全てが
骨非介在型および円形型であった.
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Fig. 3 Bone loss between the root and mandibular canal.

考　察

下顎智歯は,根尖部と下顎管が解剖学的に近接してい

ることから,抜歯を行う前に下顎管との位置関係を把握

することは,偶発症を予防するためにも重要である1-7)

通常の診査では,パノラマⅩ線写真が用いられるが二

次元画像のため,智歯と下顎管の頬舌的な診断は非常に

困難である.近年, CTの開発により頬舌的横診断像の

観察が可能になり,顎骨病変の診断や口腔外科的小手術

の術前診断に関する有用性が報告されている8).しかし,

CTを応用した智歯と下顎管の位置関係に関する報告は

少ない2-7)のが現状である.

今回われわれが行ったパノラマⅩ線写真とCT画像

における下顎智歯と下顎管の上下的位置関係の比較では,

その正診率は全体で62.2%であった.特にI型の正診率

は16.7%と著しく低かった.また,パノラマⅩ線写真で

歯根が下顎管上壁に接しているにもかかわらずCT画像

にてⅢ型やⅣ型と評価されたものは54.2%と半数以上に

認められた.このことは,パノラマⅩ線撮影法ではⅩ

線の入射角が大きいため,歯根部と下顎管が重なり易く

近接状態を正確に表現することが困難になったことが原

因と考えられた4,6)今回の結果において,パノラマⅩ

線写真で下顎智歯と下顎管が交差していなくともCT画

像では下顎智歯と下顎管が交差した症例を認めたことか

ら, CT画像にて智歯と下顎管の状況を評価することの

重要性3-7)が示唆された.上候9)は,下顎管の走行に関し

下顎孔より下前方に向かい,大臼歯までは骨体の頬舌径

の舌側1/3を走行し,第二大臼歯の歯根尖の下方6 mm

前後に達したところで外側に向かい,第二小臼歯部でほ

ぼ中央を走行することが多いと報告している.しかし,

智歯と下顎管の位置関係は言及していない.しかし,この

ことから下顎智歯部における下顎管は舌側を走行するも

のと考えられる.下顎智歯と下顎管の頬舌的位置関係に

関する過去の報告では,舌側よりも頬側に位置する下顎

管が多いことが指摘されている3-7)今回の検討において

Fig. 4 Pattern of mandibular canal.

も頬側型が最も多く,次いで下方型,舌側型の順であり,

根間型が最も少なく伊藤ら2)と同様な結果であった.

下顎管と歯根の間の骨の状態に関し,橋爪ら4)は頬側
型と舌側型を比較したところ頬側型に約2倍の骨の介在

が認められたと報告している.今回の検討でも骨介在
型は6割以上を占め,頬側型に最も多く認められた.下

顎管の形態に関しては円形型が8割近くを占めており,
頬舌的な位置関係では頬側型が最も多く認められた.戻
平型の占める割合が最も高かったのは根間型であり,次

いで舌側型,頬側型,下方型の順であった.舌側型の場

合,下顎管が歯根に圧迫され下顎管が皮質骨内に存在し
易くなることから扇平型が多くなると考えられた4).一

方,根間型は部位数こそ少ないものの,頬側根と舌側根
の間という狭い間隔を下顎管が通過することで窟平化し
たと思われた.

下顎智歯の抜歯後に生じる感覚麻庫は0.5-5.5%の頻

度で生じる1,3,7)今回の検討における知覚麻痔の発生
は1.7%であった.下顎智歯と下顎管が近接している場

合に術後オトガイ神経領域の感覚異常の発症する可能性
が高くなる1)と考えられる.オトガイ神経の感覚低下を

認めた3部位は全て骨非介在型であった.なお,神経が
露出した3歯は感覚低下を認めなかった.術後に生じる

オトガイ神経領域の知覚麻庫の原因として,機械操作な
どの手技による下顎管の損傷,術後の腫脹や感染といっ
た術後経過などが指摘されている4,7,10)また,歯根と下

顎管の間に骨が介在していても,抜歯時の不適切な機械

操作で下顎管-力が伝わることや,難易度が高い場合は
抜歯時間の延長により下顎管-の影響が大きくなること

も原因として考えられる1,7,10)術前にCTを撮影し下顎
智歯と下顎管の状況を把握することは,下顎管の損傷を
回避する適切な術式の適用を可能にし,偶発症の発症を

予防するためにも有用4,7)であると思われた.
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抜歯前にCT撮影を行い下顎智歯と下顎管の状態を評
価することは,患者-のインフォームドコンセントや偶

発症の発症を回避するための術式を検討するために有用
であると考えられた.
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