
Title マクロCK血症を伴った顎関節症の1例

Author(s) 安田, 聡; 市原, 秀記; 近藤, 英仁; 武内, 勝章; 柴田, 敏之

Citation [岐阜大学医学部紀要 = Acta scholae medicinalis universitatis in
Gifu] vol.[57] no.[1・2]  p.[1]-[4]

Issue Date 2012-06

Rights

Version

東海中央病院歯科口腔外科 (Department of Oral and
Maxillofacial Surgery, Tokai Central Hospital) / 東海中央病院歯
科口腔外科 (Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Tokai Central Hospital) / 岐阜大学医学系研究科口腔病態学分
野 (Department of Oral and Maxillofacial Sciences, Graduate
School of Medicine, Gifu University) / 岐阜大学医学系研究科
口腔病態学分野 (Department of Oral and Maxillofacial
Sciences, Graduate School of Medicine, Gifu University) / 岐阜
大学医学系研究科口腔病態学分野 (Department of Oral and
Maxillofacial Sciences, Graduate School of Medicine, Gifu
University)

URL http://hdl.handle.net/20.500.12099/43303

※この資料の著作権は、各資料の著者・学協会・出版社等に帰属します。



安田ほか：マクロCK血症を伴った顎関節症の1例 1

マクロ CK血症を伴った顎関節症の1例

安田 聡，市原 秀記，近藤 英仁
武内 勝章＊，柴田 敏之＊

東海中央病院 歯科口腔外科
（主任 市原秀記部長）

＊岐阜大学大学院医学系研究科 口腔病態学分野
（主任 柴田敏之教授）

A case of temporomandibular joint dysfunction syndrome
accompanied with serum macro-creatine kinase

Satoshi YASUDA, Hideki ICHIHARA, Hidehito KONDO,
Katsuyuki BUNAI＊ and Toshiyuki SHIBATA＊

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokai Central Hospital
（Director: Dr. H. ICHIHARA）

＊Department of Oral and Maxillofacial Sciences, Graduate School of Medicine, Gifu University
（Director: Prof. T. SHIBATA）

Abstract: A case of temporomandibular joint（TMJ）dysfunction associated with increased serum creatine kinase
（CK）caused by immunoglobulin linked macro-creatine kinase is reported. The patient, a53-year old female, was re-
ferred to our department with a chief complain of oppressive pain of the right temporomandibular joint and difficulty
of mouth opening by her dentist. Clinical diagnosis of TMJ dysfunction was made and conservative therapy was car-
ried out for one month but was not effective. A surgical treatment was considered and screening laboratory examina-
tions were normal apart from a raised CK of1109U／l. Further examination showed the presence of macro CK, that
was subcategorized to the type1 form. Condyloplasty and meniscectomy using temporal fascia was carried out un-
der general anesthesia without complication. Difficulty of mouth opening was reduced and serum CK level was de-
creased to the half of preoperative status. Although the relationship between TMJ dysfunction and raised CK was not
clear, the improvement of both symptoms were maintained following surgery.
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緒 言

マクロCK血症は通常のCKアイソザイムとは別の余
剰バンドが出現し，高分子化する比較的まれな疾患であ
る。各種疾患に伴うことが知られているが，顎関節症に
併発したマクロCK血症は報告されていない。今回われ
われは顎関節の外科的治療による関節症状の改善に伴

い，CK値が改善した症例を経験したので報告する。

症 例

患 者：53歳，女性。
初 診：2003年9月22日
主 訴：開口障害。
既往歴：23歳時に上顎洞炎。
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現病歴：2003年初めより右顎関節付近の鈍痛と開口障害
を自覚するも放置していた。2003年6月頃より症状の悪
化を認めたため，近医歯科を受診し消炎鎮痛剤の投与に
て経過観察を行っていた。2003年9月中旬より開口障害
が増悪し，同歯科の紹介により当科を受診した。
現 症：
全身所見；身長143cm，体重60kg
口腔外所見；開口量25mmで右顎関節付近の圧痛，開口
時疼痛を認めた。
口腔内所見；特記事項なし。
画像所見；オルソパントモグラムにて右下顎頭に変形を
認めた。またMRI 上右関節円板の断裂が疑われた。
臨床診断：右変形性顎関節症。
処置および経過：平成15年10月17日よりスタビライゼー

ション型スプリントを装着，消炎鎮痛剤と筋弛緩薬も併
用した。開口量は30mm，右顎関節の圧痛は消失したも
のの，最大開口時の疼痛は改善を認めなかったため，全
身麻酔下に顎関節の手術療法を予定した。術前のスク
リーニング検査でCK値が1109U／l と高値を示してい
た。心血管系疾患や筋肉系疾患が疑われたため当院内科
に対診した。心電図や各種生化学，血清検査を施行した
が，CK以外に特に異常値は認めなかった。CKアイソ
ザイム検査ではCK-MMの陽極側に余剰BANDが出現
し，マクロCK血症が疑われたため更に酵素免疫固定法
により免疫グロブリン結合アノマリーを精査した所，重
鎖 IgA，軽鎖は κ＋λと結合したマクロCKタイプ1と
診断された。また麻酔専門医と対診し，半覚醒状態で気
管支鏡により気管内挿管し，吸入麻酔薬は使用せず，プ
ロポフォールおよびフェンタニルでの全身麻酔は可能と
診断された。
平成16年2月2日全身麻酔下に右下顎頭整形術および

関節円板切除術を施行した。術中術後とも悪性症候群や
横紋筋融解症は観察されなかった。術中所見では関節円
板は広範囲に断裂し，周囲組織との癒着が著しかった。
また関節突起は変形し骨の鋭縁を認めた。下顎頭を整形，
周囲組織との癒着を可及的に除去したところ，開口量は
40mmと改善したため，側頭筋膜弁を挿入し関節円板を
再建した。術後2日目より開口訓練開始し，無痛開口量
40mmを維持できたため2月11日退院した。
また術前のCKアイソザイム検査で11％見られた余剰

バンドの割合は，術後6％まで減少した。それに伴い1109
U／l であった CK値（最高値1211U／l）は手術翌日943U／
l，術後1週では464U／l となり半減した。その後の検査
においても500U／l 前後を推移した。関節症状の軽減に
伴いCK値も改善した。現在外来にて経過観察中である
が，良好に開口量は維持されている。

考 察

マクロCKは電気泳動上，通常のアイソザイムとは異

Fig．1 Initial clinical findings
Her chief complain was oppressive pain of the right

temporomandibular joint and difficulty of mouth open-
ing.

Fig．2 Temporomandibular joint MR Image
A: closed mouth; The articular disk was perforated.

B: opened mouth; Limitation of motion of condyle was shown.
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なった部位にバンドの出現をみるもので，タイプ1とタ
イプ2の2種類に分類される。タイプ1は免疫グロブリ
ンに結合し高分子化したもので，タイプ2はミトコンド
リア由来のCKである。Tozawa1）は日本人約4万人をス
クリーニングし，マクロCKタイプ1の出現頻度は
0．46％であったと報告しており，比較的まれな疾患だと
考えられる。また臨床的にはマクロCKの出現する疾患
は一定しておらず，健常者においても0．23％にみられる
としている。五味ら2）はマクロCK血症の35．5％は悪性
腫瘍，32．2％は筋ジストロフィーなどを基礎疾患として
いるとしたが，心血管系疾患3），甲状腺機能低下症4），多
発性筋炎5），呼吸器疾患6），自己免疫疾患7）などでも報告
されている。またタイプ2においては悪性腫瘍8）や肝硬
変9），心筋梗塞などの強い組織破壊がみられる疾患に多
いことが報告されている。
健常者においてもCK値は激しい運動や外傷後に一過

性に上昇することが知られており，顎関節症の慢性的な
筋症状によりCK値が軽度上昇する可能性は考えられる
が，自験例の様な高値を呈する可能性は少なく，マクロ
CK血症を伴うことにより高いCK値を呈したと考えら

れた。また自験例では顎関節症以外に特記すべき基礎疾
患，既往歴等を有しておらず，顎関節症に対する外科的
治療直後よりCK値が半減した。さらに術前と術後の
CKアイソザイム上の余剰バンドを観察すると，術前
11％もみられた余剰バンドの割合が述語には6％まで低
下していた。これらのことにより顎関節に対する外科的
治療による関節症状の軽減後に，マクロCKの減少とそ
の活性低下が生じ，CK値が改善したと推察された。わ
れわれが渉猟しえた範囲内では，顎関節症患者にCKの
異常高値やマクロCKを伴う報告例は見当たらず，当然
ながら自験例の様な顎関節症の治療による改善例の報告
もされていないまた自験例においても高CK血症，マク
ロCK血症の病態と顎関節症の病態の推移が，各々独立
した事象なのか否かを示す事は困難であった。しかしな
がら今回観察された現象は興味深いものがあり，関連の
有無を明らかにするために，高CK血症等を生じている
例での全身検索の一環として，顎関節の機能評価を行う
価値はあると考えられた。
一般に，高CK血症，マクロCK血症を伴う例におい

て，種々の外科的治療を施行する場合，麻酔管理も重要

Fig．3 CK isozyme
An extra band appeared in CK isozyme examination, but after operation, the per-

centage of the extra band decreased, and decrease of CK level was seen with that.

Fig．4 Transition of CK level
Serum CK level was decreased to the half of preopera-

tive status.
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となることが知られている。即ち，マクロCK血症例に
吸入麻酔薬を用いて全身麻酔を施行し，麻酔直後に横紋
筋融解症が発症した例も報告されている10）。口腔外科領
域の手術では脊椎麻酔や硬膜外麻酔は使用できず，自験
例のような顎関節手術を行うためには全身麻酔が必須と
なる。このため麻酔専門医と対診し，全身麻酔の維持に
吸入麻酔薬を使用せず，フェンタニルとプロポフォール
を用いたところ，術中術後とも特に問題を認めず管理す
ることが可能であった。

結 語

マクロCK血症を伴った顎関節症の1例を経験した。
顎関節形成術による関節症状の改善に伴い，CK値も半
減した。顎関節症に併発したマクロCK血症は報告例が
なく，極めて稀な症例であると考えられた。
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