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北海道歯誌　36：72 ─ 81，2016．

原　著

最近 8 年間に北海道大学病院歯科放射線科が対応した歯科異物の
誤嚥および誤飲疑い症例の実態調査

金子　正範　　山野　　茂　　塚原亜希子　　志摩　朋香
鈴鹿　正顕　　入澤　明子　　大森　桂一　　箕輪　和行

抄　録：
【目的】本研究の目的は，北海道大学病院における歯科異物の誤嚥と誤飲の発生傾向，対応および経過を調べ，対
応の適切性と誤嚥と誤飲の防止策について検討することである．
【対象と方法】2006年から2013年までに歯科異物を誤嚥または誤飲した疑いがある患者43名が歯科放射線科のデー
タベースから選択された．本研究ではそれらの症例の診療録および放射線検査画像をもとに検討を行った．
【結果】43例中で誤飲が32例で発生していたが，全症例で誤嚥発生は無かった．誤飲例の性別は男性20例，女性12
例であった．誤飲例の平均年齢は57.6才であり，最年少は８才，最年長は79才であった．誤飲例のうち60代以上の
患者が59％を占めていた．嚥下機能に影響すると考えられる病歴や手術歴を有する者は10例（31%）であった．
　誤飲物はメタルインレー７例，メタルクラウン６例，コア４例，歯科用切削・研磨バー４例，歯牙３例，その他
が８例であった．修復物の試適時・装着時の誤飲が11例（34%）で最も多かった．
　１例は画像検査前に異物を吐き出していた．内視鏡により異物が摘出されたのが３例で，うち，２例は食道か
ら，１例は胃からであった．23例で異物排泄が確認されたが，５例では腹部エックス線撮影による排泄確認がなさ
れなかった．排泄確認までの日数は平均8.8日，最短３日，最長51日であった．誤飲による体調不良の訴えはなか
った．
【結論】歯科治療時には常に誤飲のリスクがあると考えられる．歯科異物の脱落を防ぐことが誤嚥・誤飲予防のた
めに重要である．修復物の試適・装着時の誤飲が最も多かったことより，修復物にフロスを結紮や接着すること，
ガーゼや歯科用吸引カニューレで咽頭を覆うこと，異物が直接咽頭に落ちにくい体位や頭位を患者にとらせること
などの対策を行うことが推奨される．高齢者や手術後および脳疾患などで嚥下機能に影響があると考えられる患者
には既知の誤嚥・誤飲予防策を徹底的に行うことが重要である．誤飲後の対応は概ね良好だが，消化管に誤飲した
後の排泄確認を徹底するべきであると考えられた．

キーワード：歯科異物，誤嚥，誤飲

〒060–8586　札幌市北区北13条西７丁目
北海道大学大学院歯学研究科　口腔病態学講座　歯科放射線学教室（主任：箕輪　和行　教授）

緒　　　　　言

　歯科異物の誤嚥および誤飲は歯科治療時に起こりうる偶
発症である．誤嚥とは飲んだ食物や異物が声門下に侵入し
気管内に入ることをいい，食物や異物が声門上にとどまり
気管内に侵入しない状態である喉頭侵入と区別している．
誤飲は異物が誤って食道や胃に入ることをいう．
　北海道大学病院の医療安全管理マニュアルでは, 歯科治
療時の誤嚥・誤飲時の対応が定められている．すなわち，

「誤嚥や誤飲発生時には異物除去を最優先とし，異物除去

に成功したら対応を終了する．気道閉塞の徴候があって異
物除去が困難な場合は緊急時の対応を行う．気道閉塞の徴
候が無くて，異物除去困難な場合は担当医が歯科放射線科
医に連絡をし，歯科放射線科医が主治医に必要な画像検査
を指示する．エックス線不透過性の異物ではエックス線透
視を行い，レジンや印象材等のエックス線透過性の異物で
はCT検査を行う．画像検査の結果, 異物を気道内に発見し
た場合は緊急時の対応を行う．異物を食道内または胃内に
発見した場合は，腹部エックス線撮影やCT検査により異
物の体外排泄確認がなされるまで経過観察を行う．異物が
体内に滞留した場合は医科に診察を依頼する．異物が体内
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に発見されなかった場合は，誤嚥・誤飲が無いと判断して
対応を終了する．」と記載されている．
　しかし，当院において誤飲症例数は減る傾向を示さず，
また医療安全管理マニュアルに記載された誤嚥・誤飲後対
応について担当医の理解が乏しい場合があり，これらは医
療安全上問題であると思われる．
　当院における歯科異物の誤嚥と誤飲について，それらの
発生と対応および経過を調べることにより，発生の傾向と
原因を明らかにしそれぞれに応じた防止策を検討すること，
および発生後の対応の問題点の抽出をすることを本研究の
目的とした．

対象および方法

対　象
　2006年から2013年までの８年間に北海道大学病院歯科診
療センターを受診した患者のうちで，歯科異物を誤嚥また
は誤飲をした疑いにより，当院の医療安全管理マニュアル
の規定に則り歯科放射線科の歯科医師が対応した患者43例
を対象とした．

方　法
　歯科放射線科のデータベースをもとに，誤嚥または誤飲
の疑いで対応した患者の診療録および検査画像を参照して
誤嚥と誤飲の発生，対応及び臨床経過について後ろ向きに
研究した．なお，本研究は北海道大学病院の自主臨床研究
審査委員会の承認を得て行われた．（臨床研究番号：自014-
0049）

結　　　　　果

　誤嚥と誤飲の疑いで対応した43症例のうち誤嚥発生は無
く，誤飲が32例で発生していた（図１）．誤嚥と誤飲の疑
いで実際には誤嚥も誤飲無かった11例では，歯科用ユニッ
トのカットフィルターから超音波歯科根管拡大装置のファ
イル破折片（１例）および歯科用切削バーの先端の破折片

（２例）が，また，バキュームホース中から歯科用切削・
研磨バー（２例），バキュームチップ内から超音波スケー

図１　誤飲または誤嚥疑いで対応した43例の内訳

ラーチップの破折片（１例）がそれぞれ発見されていた．
また，11例中の残り５例については胸腹部エックス線透視
にて異物が発見されなかったため，誤嚥・誤飲なしと判断
されたが，それら紛失物の内訳は，歯科用切削バー，歯科
用切削バー先端部破折片，コイルスプリング，アルジネー
ト印象材，エックス線造影糸入ガーゼ，がそれぞれ1例で
あった．
　誤嚥・誤飲が疑われた43例のうち画像検査を行わなかっ
たのは，画像検査前に誤飲していたインレーを吐き出した
１例，歯科用切削・研磨バーの先端の破折片が画像検査実
施前にカットフィルターから見つかった１例の計２例であ
った．残りの41例に対して38件の胸腹部エックス線透視，
４件の内視鏡検査および３件のＣＴ検査が行われた．胸腹
部エックス線透視がなされた38例中13例でバリウム造影剤
が使用されていた．CT検査はアルジネート印象材, 超音波
歯科根管拡大装置のファイル破折片および歯科用切削バー
先端部破折片の誤嚥または誤飲が疑われた３例を対象に行
われ，それらの症例に誤嚥・誤飲は認められなかった．
誤飲症例32名の性別は男20例，女12例であった．誤飲例の
平均年齢は57.6才であり，最年少は８才で，最年長は79才
であった．誤飲例のうち60代以上の患者が59％を占めてい
た（図２）．
　誤飲32症例のうち嚥下機能に関連すると考えられる病歴

図２　誤飲32例の年齢と性別
平均年齢57.6才, 男性20例, 女性12例

図３　誤飲物の種類
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や手術歴を有する者は10例（31%）であった．それらのう
ち６例は下顎骨，舌，口蓋及び喉頭の悪性腫瘍の手術後で
あり，４例では，重複含め，てんかん，脳梗塞後遺症，パ
ーキンソン症候群，脳性麻痺，痙性四肢麻痺などの脳疾患
を合併していた（表１）．

表１　誤飲32例中の嚥下機能に関連する病歴，手術歴

図４　電気的根管長測定器端子の誤飲症例（50代女性）
Ａ　胸部透視像，Ｂ　内視鏡像

　異物が頚部・胸部食道に滞留している．内視鏡操作により異
物が摘出された．

　誤飲物の種類は多い順にメタルインレー７例，メタルク
ラウン６例，コア４例，歯科用切削・研磨バー４例，歯牙
３例であった．その他，ワイヤー，部分床義歯，ブリッジ
の一部，スケーラーチップ，歯科矯正用ロック，インプラ
ントスクリュー，義歯床用短期弾性裏装材，電気的根管長
測定器の端子がそれぞれ１例であった（図３）．最大の誤
飲物は63×17mmの電気的根管長測定器の端子であり，食
道から内視鏡操作により摘出された（図４）．
　対象43例のうち42例で当院での歯科治療時に歯科異物の
誤飲または誤嚥を疑う状況が発生していた．１例では来院
２日前に自宅で夜間就寝時に義歯の誤飲が発生していた

（図５）．
　誤飲の原因および誤飲時の治療内容を図６に示す．修復
物の試適時・装着時の脱落が11例で最も多く誤飲症例の
34%を占めていた．それら11例の内訳はメタルクラウン５
例，インレー３例，コア２例及びインプラントスクリュー
１例であった．金属修復物の除去時の脱落が４例あり，イ
ンレー２例およびブリッジ，メタルコアであった．器具の
脱落は４例でみられ，内訳はカーバイドバー，シリコンポ
イント，ホワイトポイント，および根管長測定器の端子が

図５　部分床義歯の誤飲症例（60代男性）
　バリウム造影後の腹部透視像にて義歯のクラスプが小腸に認
められた．
　誤飲８日後に便中に義歯が認められ排泄確認がなされた．
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それぞれ１例であった．歯牙の装着物の脱落が３例あり，
インレー２例および部分床義歯１例であった．抜去歯牙の
脱落が３例で生じていた．装置や器具の破折が２例あり，
歯科矯正用ロックおよび超音波スケーラーチップであった．
義歯調整時に義歯床用短期弾性裏装材の咽頭流入が１例生
じていた．その他４例の異物誤飲時の状況は不明であっ
た．なお，誤飲時の患者の体位については記載がなく不明
であった．
　インレーの誤飲の１例では，クランプがかからないため
ラバーダム防湿は行わず，口腔内にガーゼをしいて誤飲・
誤嚥防止を試みたにもかかわらず誤飲が生じていた．抜去
歯の誤飲の１例では，歯を挺子で抜去したときに口腔内に
落下し，そのまま誤飲していた．超音波スケーラーチップ
の破折片の誤飲の１例では超音波スケーラーチップを用い
て仮封除去中にチップの先端が破折して誤飲が発生してい
た．クラウンの誤飲の１例では試適時に咽頭部に落下し，
患者があわてて起き上がった際に誤飲が生じていた．イン
レーの誤飲の１例では，義歯のリベース時に義歯を撤去す
る時にインレーが脱離したものを誤飲していた．
　誤飲時の担当歯科医師の臨床経験年数は最短１年４ヶ月
で，最長32年６ヶ月であり，５年未満が17例（53%）であ
った（図７）．
　歯科異物誤飲後の経過を図８に示す．画像検査にて歯科
異物の誤飲が認められた31例中で，異物は５例が食道に，
25例が胃に, 義歯の１例では小腸に認められた．内視鏡検
査を行った４例のうち３例では，異物が体内に滞留する可
能性が高いと担当医が判断し，内視鏡操作により消化管か
ら異物が摘出されていた．すなわち食道から電気的根管長
測定器の端子およびスケーラーチップの破折片が（図４，
９），胃の上部からカーバイドバーがそれぞれ摘出されて
いた．食道壁に義歯床用短期弾性裏装材が付着していた１
例では内視鏡的に摘出が困難であったため，食道壁から剥
離させ胃に移動させた．これら４例の内視鏡操作時に胃や
食道の穿孔や裂傷などの偶発症は発生しなかった．食道に
インレーや歯科用研磨バーが滞留していた２症例では，エ
ックス線透視時にバリウム造影剤を嚥下させたところ，異

図６　誤飲の原因・誤飲時の治療内容

図７　誤飲時の担当歯科医師の臨床経験年数

図８　誤飲後の状態および対応　
　４例では内視鏡処置の適応となった．
　28例は消化管に異物が確認され経過観察を行った．

物は胃に移動した．
　胃や小腸に誤飲物が確認されて経過観察をした28例中23
例で体外排出確認がなされていた．体外排泄確認のための
腹部エックス線撮影は19例で行われた．クラウン誤飲の１
例では６日後に，部分床義歯１例とインレー１例ではどち
らも誤飲８日後に便中から異物が確認された．また，別の
インレーを誤飲した１例では診療録に便中に異物が確認さ
れた日の記載がなかった．これら４例では便中に排泄物が
確認されたため，排泄確認のためのエックス線撮影はなさ
れなかった．排泄日が不明であった１例を除いた22例での
異物誤飲から体外排泄確認までの期間は平均8.8日で，最
短３日, 最長51日であった（図10）．消化管内に異物が最
も長く滞留した症例は寝たきり状態で便秘があり，先端が
尖った歯科用研磨バーの誤飲後29日に腸内に異物が認めら
れ，51日後に体外排泄が確認されていた（図11）．この最
長の症例を除外すると，体外排泄が確認されたのは誤飲後
平均6.8日後であった．28例中５例（21％）では腹部エッ
クス線撮影による体外排泄確認が行われていなかった．そ
れら５例の誤飲物の内訳は，義歯床用短期弾性裏装材，イ
ンレー，コア，クラウンおよび歯牙がそれぞれ１例であっ
た．義歯床用短期弾性裏装材が胃内に存在した１例では裏
装材がエックス線透過性であることと，消化管内の滞留の
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図９　超音波スケーラーチップの誤飲症例（70代男性）
Ａ  胸部透視像，Ｂ　内視鏡像

　スケーラーチップの破折片が胸部食道に認められる．
　異物は内視鏡操作により摘出された．

可能性が低いと考えられたことより腹部エックス線撮影が
省略されていた．インレーの胃への誤飲の１例では便中か
ら排泄されたか患者が確認するように担当医から指示があ
ったが誤飲５日後までに排泄確認がなされず，無症状であ
ったことより主治医が問題なしと判断し，腹部エックス線
撮影がなされなかった．コアの胃への誤飲の１例では次回

図10　誤飲後から排泄確認までの日数

図11　歯科用研磨バー誤飲症例（20代女性）
Ａ：誤飲直後の腹部透視像
　側弯症があり，寝たきりの状態で腸管のガス像が著明である．
　胃に歯科用研磨バーを示唆する金属像が認められる．
Ｂ：誤飲後29日の腹部エックス線撮影像
　小腸に金属像が認められる．誤飲後51日後に排泄確認がなさ
れた．

来院時に患者本人の希望があれば腹部エックス線撮影を行
うと担当医が説明しており，結局撮影はなされなかった．
クラウンの胃への誤飲の１例は誤飲翌日の電話にて体調に
異常なしとのことであったが，誤飲日以降に来院せず腹部
エックス線撮影がなされなかった．この症例において患者
が来院しなくなった理由は不明であった．歯牙の誤飲の１
例で腹部エックス線撮影がなされなかった理由は不明であ
った．
　歯科異物を誤飲した32例中31例（97%）が誤飲後も当院
での歯科治療を継続し，誤飲に起因する体調異常を訴えた
者は無かった．誤飲後に医事紛争となった例は無かった．
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考　　　　　察

　嚥下と呼吸とは相互に排他的な動作であり，嚥下時には
咽頭と喉頭が遮断されることにより気道内への異物侵入を
防いでいる1）．咳反射は気道から異物を排除する肺の機能
的な防御反応であり，喉頭や気管の粘膜にある神経終末が
機械的に刺激されることで誘発される2）．気道内に異物が
入れば激しい咳反射が起こり誤嚥された気道異物の多くは
自力で喀出されるが，喀出されない場合は気管支炎，肺
炎，および無気肺の原因となり3-6），気道閉塞により窒息
を起こす可能性もある．したがって誤嚥防止は歯科の医療
安全上重要である．歯科異物の誤飲では口腔または咽頭に
歯科異物が落下するところから始まり，嚥下反射の過程を
たどる．歯科異物の誤嚥も口腔または咽頭への異物落下か
ら始まることが誤飲と共通であり，本論文で後に述べる誤
飲防止策は誤嚥防止策を兼ねている．
　当院での８年間の誤飲数に対する誤嚥数は，32対０であ
った．他施設においても誤嚥は少ない傾向があり，観察期
間中の誤飲数に対する誤嚥数は北海道医療大学病院7）で14
対０，徳島大学病院歯科診療部門8）で35対０，東京歯科大
学千葉病院9）で39対１，大阪歯科大学附属病院10）で179対
16と報告されている．当院歯科外来を受診した延べ患者
数に対する年間の平均誤飲発生率は約0.0023%と見積られ
た．文献では延べ患者数に対する年間の平均誤飲発生率は
0.0038から0.01%までの数値が報告されている7-9）．当院で
はそれらの過去の報告より低い誤飲発生率を示していた
が，誤嚥防止の観点からも，誤飲発生率を限りなく０%に
近づけるよう努めるべきである．誤嚥・誤飲疑いの43例中
で11例（25.6%）が実際には誤嚥も誤飲も無かったが，こ
れらの11例でも医療安全管理マニュアルに則った対応がな
され，異物が体外から発見されたり，体内に異物が無いこ
とが画像検査で確認されたりしたことより対応は適切であ
ったと考えられた．
　今回の調査では，誤飲は若年者から発生がみられ，60代
以上の高齢者での発生が多い傾向を示していた．加齢によ
り嚥下機能に関係する末梢の感覚神経の知覚低下，咀嚼筋
や口唇・舌・咽頭の筋の筋力低下が生ずる11）．これらの影
響により，高齢者では嚥下動作自体は正常であるが嚥下時
間が若年者よりも延長するという12）．また，高齢者では若
年者と比べ咳反射の低下が生じる12）が，このことは高齢
者の誤嚥の起こりやすさに影響している13）．以上の背景よ
り，誤飲例の高齢者では口腔期における随意運動が低下し
ており，口腔内に落下した異物を嚥下しないように制御す
ることが困難であった可能性が考えられた．
　顎口腔・咽頭の術後の患者では，嚥下機能の低下が生じ
る傾向があることが知られている14-16）．口腔癌患者の術後
の摂食・嚥下機能は切除された組織の量で決まるという17）．
核上性の脳の変性疾患であるパーキンソン病の患者では摂

食・嚥下の各期にわたる多様な障害が多くみられ，準備期
と口腔期に舌と軟口蓋の振戦や舌の前後運動の繰り返しな
どの不随意運動を生じ，咽頭期には嚥下と呼吸との協調性
の低下により誤嚥を生じやすい18）．脳性麻痺は胎児期から
乳幼児早期にかけて生じた脳の損傷による運動機能の永続
的障害であり，重度例では，誤嚥を伴う摂食・嚥下障害が
生じるという19）．脳血管障害による摂食・嚥下障害は核上
性と核性の両方の場合があり，病変部位により摂食・嚥下
障害の程度が大きく異なるが，舌の運動麻痺や失調，不完
全な舌口蓋閉鎖が生じるという20）．今回, 誤飲32例中で下
顎骨，舌，口蓋および喉頭の悪性腫瘍の手術既往が６例，
脳神経疾患が４例でみられた．これらの症例はなんらかの
摂食・嚥下障害を持っていたと考えられる．これらの症例
に誤飲がみられた理由として，口腔内に落下した異物を知
覚し咽頭に送らないように舌運動や舌口蓋閉鎖をすること
が困難であった可能性が考えられた．
　今回の調査では誤飲32例のうち，臨床経験年数が５年未
満の歯科医師の診療時に過半数（53%）の誤飲が発生し，
経験年数が６年以上の歯科医師では誤飲発生が少ない傾向
が認められた．2008年から2013年までの当院の歯科医師の
年齢構成は，20才代が26～27%，30才代が21～25%，40才
代が34～38%，50才代が11～19%で推移していた．この年
齢構成と比較すると，担当医の臨床経験が短いことが誤飲
発生に影響していると考えられた．臨床経験が５年以内の
歯科医師が誤飲を起こした割合は，大阪歯科大学附属病院
では45.3%10），東京歯科大学千葉病院では65%と報告され
ており9），当院と同様に臨床経験年数が少ない担当医に誤
飲発生が多い傾向を示していた．本研究の結果より，誤飲
はいかなる年齢の歯科医師であっても起こしうると考えら
れる．しかしながら，誤飲を生じやすい歯科治療における
手技の確実性および誤嚥・誤飲のリスクが高い症例や歯科
処置の認識に関して歯科治療の臨床経験が役立つものと考
えられた．
　誤飲の基本的防止策は，口腔内に異物を落下させないこ
と，口腔内に落下した異物が咽頭に落ちにくい体位と頭位
を患者にとらせること，落下した異物を誤飲する前に確実
に除去することである．今回の結果から考えられる誤飲防
止策を表２に示した．これらは既知の内容であるが，確実
に誤飲を減らすにはこれらの誤飲防止策を徹底することが
重要であり，必要に応じて複数の誤飲防止策を組み合わせ
ることが望ましいと考えられる．
　誤飲発生時の患者体位については記載がないため不明で
あったが，日常診療から水平位が多かったと推察される．
水平位の歯科診療時には歯科異物が咽頭腔に落下しやすい
ため，誤飲や誤嚥を完全に防ぐことが困難とされている10）．
誤嚥や誤飲の危険性が認識される場合は，座位での歯科診
療が一般的に推奨されている9）．口呼吸を行う患者や咽頭
反射機能が低下している患者では誤飲リスクが高いと考え
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られ注意を要する．水平位の歯科治療で咽頭部への直接の
異物の落下を避けるためには，患者の顔面をあらかじめ患
側に傾けた姿勢をとらせてから操作をすることが望まし
い21）．
　今回の結果では，修復物の試適・装着時の誤飲が多くみ
られた．修復物を試適後に取り外す場合は，修復物に指を
添えて行うべきである．金属修復物の誤飲予防策では，可
能であれば鋳造物にループを付与して製作し，ループにデ
ンタルフロス等を結紮して口腔外に出しておくのが有効で
ある．ただし，修復物によってはループをつけると咬合調
整が困難なものがある．大阪歯科大学では歯冠装着物にデ
ンタルフロスを瞬間接着剤で接着して誤飲防止に努めてお
り10），この方法は装着物が金属でもレジン系でも有効と考
えられる．インレーの誤飲の１例では，口腔内にガーゼを
しいて誤飲・誤嚥防止を試みたにもかかわらず誤飲が生じ
ていた．この場合はガーゼの量や置き方に問題があった可
能性が考えられる．ガーゼを用いて歯科治療を行う際には
ガーゼ自体が迷入したり吸引されたりすることによる窒息
に注意する必要がある．医療安全管理マニュアルによれ
ば，ガーゼを展開しても大丈夫な患者であるか確認した上
で，小折ガーゼやデンタルガーゼのような小さなガーゼは
使用せず大き目のガーゼを使用するべきである．再使用可
能な歯科用吸引カニューレで，舌の圧排保護を行いつつ誤
嚥・誤飲防止機能を持たせたスクリーンを付けた製品が販
売されており，これをガーゼの代わりに用いるのも誤嚥・
誤飲防止に有効と思われる．
　歯科用切削・研磨バーの脱落予防のためには，ハンドピ
ースへのバーの固定が確実になされ，回転ブレが無いこと
を口腔内使用前に十分確認する必要がある．誤飲の可能性
がある口腔内使用器具や材料をフロス等に結紮しておくこ
とも誤飲予防に有効である．可能であれば，器具をロック

表２　誤飲・誤嚥の防止策

式に改良することも有効と考えられる．　 
　抜歯時には歯を確実に鉗子で把持して抜去することが基
本である．抜歯時や歯から金属を除去する時に口腔内の咽
頭側にガーゼをあらかじめ入れておくことは推奨される対
策である．久永らによれば，東京歯科大学千葉病院では補
綴物や修復物の除去時に除去物が咽頭に落ちないように口
腔内にガーゼを入れておくことが院内マニュアルで規定さ
れているが，誤飲15例のうち13例でこの規定が守られてお
らず，その理由は患者の嘔吐反射や術者の過信であったと
いう9）．可能であれば，抜歯する歯牙や除去物にあらかじ
めデンタルフロスを瞬間接着剤で接着しておくことも対策
として考えられる．
　超音波スケーラーチップや歯科用切削バーの破折などの
誤飲防止には，それらの器具の劣化がないか使用前に確認
すること，使用時に無理な力がかからないようにすること，
破折時には素早くバキューム吸引することがあげられる．
実際には誤嚥・誤飲がなかった誤飲・誤嚥疑いの11例のう
ち，過半数の６症例で異物が吸引されていたことは，咄嗟
の場合にはバキューム吸引が有効であることが示唆され
る．その他の異物が口腔内に落下したり印象材料が口腔や
咽頭に垂れ落ちたりした場合にも，素早いバキューム吸引
が嚥下防止に有効と考えられる．
　今回は１例で自宅の夜間就寝時に義歯の誤飲が発生し，
誤飲後８日後に体外排泄が確認された．歯科治療以外の時
間帯に口腔内の可撤性義歯を誤飲することは日常的にみら
れる事故である22）．飲み込み可能な大きさの可撤性義歯や
脱落した架工義歯を誤飲する可能性は常にあり，それらの
誤飲後に患者の訴えがない場合がある23）ことを留意して
おくべきである．義歯の誤飲症例では義歯が食道に滞留し
たり24）消化管穿孔25-27）を起こしたりした症例が報告され
ている．その一方で，総義歯に近い大きさの下顎部分床義
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歯を誤飲し，厳密な経過観察後に体外に自然排出された症
例の報告もある28）．義歯の誤飲例において，消化管への滞
留傾向を判断するために，義歯の大きさや義歯形状にクラ
スプ等の鋭縁の有無を考慮する必要がある．
　当院の医療安全管理マニュアルには，鋭利な誤飲物が体
内に停留する場合を除き，誤飲に関しては時間の経過とと
もに誤飲物が体外に排出されるため重大な事例とはならな
いことが多いとの記載がある．しかし，異物によっては誤
飲後に消化管に滞留する場合もある．本検討の対象の中で
経験された食道滞留異物とその対応は，鋭利な物（スケー
ラーチップ），大きい物（根管長測定器の端子）に対して
の内視鏡による摘出，および，粘着性の物（義歯床用短期
弾性裏装材）に対しての内視鏡による剥離と胃への落下で
あった．
　誤飲して胃に到達した歯科異物は消化管を通過して概ね
４日目までに体外に自然排出されるという．鎌田らによれ
ば，胃に誤飲物が存在した85例の全例が自然排泄され，そ
のうちの69例（81.2%）が４日以内に自然排泄されていた29）．
島津らによれば, 胃に存在した異物110例中４日以内に74
例（67.3%）が排泄されていた10）．当院の結果では，排泄
確認がなされた日数の平均は最長の症例を除外すると6.8
日後であった．これらのことを考慮すると，排泄確認のエ
ックス線検査は初回の腹部エックス線透視で胃に異物が確
認されてから４日から７日後に行うのが良いと考えられた．
　今回，胃や小腸に誤飲物が確認されて経過観察した28例
の全例で異物が体外排泄されたと考えられた．このうち，
排便および腹部エックス線撮影により体外排泄確認が行な
われた23例は適切な対応であったと考えられた．しかしな
がら，28例中５例で医療安全管理マニュアルに則った腹部
エックス線撮影による体外排泄確認が行われておらず，義
歯床用短期弾性裏装材の誤飲を除く４例は不適切な対応で
あったと考えられた．当院の医療安全マニュアルでは誤飲
後に画像検査により異物の体外排泄確認がなされるまで経
過観察を行うことが明記されていることより，誤飲後に無
症状であっても画像検査を行うべきであったし，患者の希
望がなかったという理由で画像検査を省略すべきではなか
ったと考えられた．
　誤飲患者32例中31例（97%）が誤飲後も通院を継続した
ことより，ほとんどの誤飲患者では担当医との信頼関係が
保たれたことが示唆された．

結　　　　　論

　2006年から2013年までの８年間に北海道大学病院歯科診
療科にて歯科異物を誤嚥または誤飲をした疑いにより歯科
放射線医が対応した患者43例のうち，気管への誤嚥例は無
かったが，32例で消化管への誤飲が発生していた．
　歯科異物の誤飲の大部分は異物の脱落に継発していたこ
とより，既知の誤嚥・誤飲予防策を用いてまず異物の脱落

を防ぐことが誤飲予防のために重要である．異物が脱落し
た場合に備え，咽頭への移動を防ぎ確実に除去する予防策
も重要である．修復物の試適・装着時の誤飲が34％と最も
多かったことより，試適・装着時には修復物にフロスを結
紮したり接着したりすること，ガーゼや誤嚥・誤飲防止機
能付きの歯科用吸引カニューレで咽頭側を覆うこと，落下
物が直接咽頭に落ちにくい体位や頭位を患者にとらせるこ
となどの対策を必要に応じて組み合わせることが推奨され
る．
　歯科治療時には常に誤飲のリスクがあるが，高齢や手術
後および脳神経疾患などで嚥下機能に影響があると考えら
れる患者で誤飲が多い傾向がみられたことより，これらの
患者には特に誤嚥・誤飲予防策を徹底することが重要であ
る．
　誤飲後に食道や胃から誤飲物を摘出した３例および，経
過観察にて自然排泄を待った28例で誤飲に起因する体調異
常を訴えた者は無く，誤飲後の対応は概ね良好と考えられ
た．しかしながら，誤飲後通院しなくなった１例および誤
飲後の通院中に体外排泄の確認がなされなかった４症例で
は誤飲後対応に不適切な点があったと考えられた．歯科異
物誤飲後の最終排泄確認を徹底することが今後の改善点と
考えられる．
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A recent 8-year survey of the cases which referred to Dental Radiology
due to the suspicion of accidental aspiration and ingestion of dental

foreign objects in Hokkaido University Hospital

Masanori Kaneko, Shigeru Yamano, Akiko Tsukahara, Tomoka Shima,
Masaaki Suzuka, Akiko Irisawa, Keiichi Ohmori and Kazuyuki Minowa

ABSTRACT : 
Purpose : The purpose of this study is to consider the appropriateness of the correspondence and prevention measures 
against the accidental ingestion and aspiration of foreign dental objects. The trends of the occurrence, the correspondence, 
and the course after the incidents at Hokkaido University Hospital was investigated.
Patients and methods : From the database in the Dental Radiology Department, 43 patients were selected who were 
suspected of accidental ingestion or aspiration of foreign dental objects from 2006 to 2013. The medical records and 
radiation image of those patients were assessed in this study. 
Results : In the 43 cases, accidental ingestion was observed in 32 patients, but accidental aspiration was not observed in 
all subjects. Of the accidental ingestion cases 20 were male and 12 were female. The average age within the 32 cases was 
57.6, and ranged from 8 to 79 years of age. In the accidental ingestion cases, 59 percent of the patients were over 60. Ten 
cases (31%) had a medical and surgical history which is considered to affect the swallowing function. 
　Seven cases concerned the ingestion of the metal inlay, six cases of the metal crown, four cases of the core, four cases 
of the bur, three cases of ingesting teeth, and eight other cases. When mounting restorations, accidental ingestion was the 
most common with 11 cases (34%).
　One case vomited-up the ingested foreign objects before the image inspection. Foreign objects of two cases were 
removed by endoscopic procedures from the esophagus and one case from the stomach. The excretion of foreign object 
was confirmed in 23 cases, however abdominal X-ray photographs had not been taken in 5 patients. The period of 
excretion ranged from 3 to 51 days, with an average of 8.8 days. No one complained of ill-health caused by the accidental 
ingestion.
Conclusion : At the time of dental treatment there is always a risk of accidental aspiration or ingestion. It is important 
to consider the precaution of accidental ingestion and aspiration. Because accidental ingestion of the restorations before 
mount was the most common, preventions such as tying or adhesion of dental floss to restoration is recommended. Other 
recommendations include covering the pharynx with gauze or special dental suction cannula and proper positioning of the 
patient’s body and head to avoid foreign objects falling directly to the pharynx. It seems important to thoroughly ensure 
the prevention of accidental ingestion and aspiration in patients who are already known and affected in the swallowing 
function by old age, postoperative status and/or brain disease. It seemed that correspondence after the ingestion is 
generally acceptable, however, it is possible to make improvements in the confirmation of the excretion of the foreign 
objects in the gastrointestinal tract. 

Key Words : dental foreign objects, accidental aspiration, accidental ingestion
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