
永瀬 守,その他

顎骨嚢胞摘出腔へのハイ ドロキシアパタイ ト

頼粒墳室の試み
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緒 看

-イ ドロキシアパタイ ト額粒は優れた骨補填材

料であり､歯槽堤形成術などに利用されているが

1,2,3･4)､付形性に乏 しいため十分満足いく歯槽堤の

形態が得られないという欠点がある｡

一方､嚢胞摘出後の骨欠損部は通常大きな陥凹

となっているためハイ ドロキシアパタイ ト頼粒の

墳塞は容易で､しかも墳塞部は十分な口腔粘膜で

被覆できるため額粒の移動も少ないと考えられ､

臨床上最も効果的な頼粒の利用方法であるように

思える5･6)｡

そこで､今回､我々は撤密体ハイ ドロキシアパ

タイ ト額粒を嚢胞摘出腔-墳塞 し､臨床経過を観

察する機会を得たのでその概要を報告する,.

対象および方法

1.研究材料

使用 した材料は､㈱ クラレより提供をうけた純

度99%以上､相対密度97%､細孔容積 5%以下の

撤密体ハイ ドロキシアパタイ トであり､その形態

は､直径約 2mmと1mmの2種額の楕球体であ

る｡ これらの材料は､1.5g単位で密封容器に滅

菌された状態で提供された (図1)｡

2.対象症例 (表 1)

対象患者は､本学第一口腔外科に受診 した顎骨

嚢胞を有する15才から76才 (平均41.2才)の18名

(男性11名､女性7名)であり､重篤な前身疾患

を有する者は対象から除外 した｡この使用に先立

ち対象患者に本試験の主旨を十分に説明し､患者

の同意を得た｡対象となった嚢胞は上顎嚢胞は14
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表 1 対象症例の所見

患者名 年令 性 既往症 診断 嚢胞の大きさ

1,YY 30 M 呈_旦t歯根嚢胞 10x12mm

2,SK 39 M ⊥ l 歯根嚢胞 13xllmm

3,HI 52 M _主二土 合歯性嚢胞 25x19mm

4,SS 76 M

5,WH 56 M

6,KT 33 F

7,SY 15 F

8,SS 52 M

9,SK 35 F

10,TH 41 F

ll.SY 51 F

12,AK 39 M

13.MM 33 M

14,IA 19 F

15,0K 25 M

16,NI 48 M

17,WA 42 M 糖尿病

18,WM 55 F

l旦 歯根嚢胞

ユニ⊥ 鼻口蓋管嚢胞

旦二_旦 歯根嚢胞

呈上 l歯根嚢胞

81 含歯性嚢胞

)旦 歯根嚢胞

旦二j_ 鼻口蓋管嚢胞

呈二と 残留嚢胞

61 菌根嚢胞

167 歯根嚢胞

541 原始性嚢胞

lA旦 歯根嚢胞

旦l 歯根嚢胞

l之旦 歯根嚢胞

旦旦E術後性上顎嚢胞

例､下顎嚢胞4例の計18例で､診断名は残留嚢胞

を含む歯根嚢胞が12例､含歯性嚢胞､鼻口蓋管嚢

胞が各2例､原始性嚢胞､術後性上顎嚢胞が各 1

例であった｡

Ⅹ線写真上より推計 した嚢胞の大きさは､最大

のもので40×15mm､最小のもの12×8m血 (長

径×短径)であった｡

3.使用方法

嚢胞は適法どおり歯肉骨膜に切開を加えた後､

歯肉骨膜弁を剥離 し､嚢胞外側の骨壁を一部削除

し､嚢胞を摘出した (図2)｡ついで-イ ドロキ

シアパタイ トと抗生剤を含む生食水を混合して専

12x8 mm

12x12mm

20x25mm

18x13mm

35x20mm

17x13mm

28x23mm

20x14mm

35x25mm

40x15mm

25x12mm

24x14mm

25x22mm

15xlOmm

24x20mm

HA g数 術後経過

1.5g 良好

1.5g 良好

6g 良好

1.5g 良好

2-5g 良好

6g 良好

3g 良好

6g 良好

3g 良好

7.5g 良好

4.5g lM少量HA露出､治癒

6g 3MHAの詠出､ 治癒

6g 良好

1.5g 良好

5.3g 上顎洞に逸出 症状無

7.5g 良好

2.3g 良好

3,8g 良好

用の充填器を用いて嚢胞摘出後の骨欠損部にこれ

を墳墓 した (図3)｡次に歯肉骨膜弁の縫合によ

り剣を一次閉鎖 したが､ 1例は抜歯創の閉鎖が不

可能な為､そこを開放創とした｡

術後は数日間､抗生剤の前身投与を行なった｡

使用 した-イドロキシアパタイ トは､最多のも

ので7.5g､最小のもので1.5gであった｡

4.評価方法

原則として術直後､3か月､6か月 1年後に移

植部の口腔内診査とⅩ線所見により評価を行なっ

た｡観察機関は全て 1年間であった｡
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図 1 本研究に使用 した-イ ドロキシアパタイ ト頻粒

図2 嚢胞摘出直後の術野

図 3 嚢胞摘出J控-の-イドロキシアパタイ

ト額粒の塀塞後の術野
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結 果

1.術後の臨床経過 (表 1)

18症例のうち､術後感染などの合併症が生じた

ものは1例もなかった｡ただ､抜歯宿の部分を開

放創とした 1例でそこから-イドロキシアパタイ

ト額粒の流出が統いたが､3か月後に完全に上皮

化治癒した｡また上顎嚢胞の1例で､術直後に別

の一部に3-4mmの離開を認め､ここより額粒

の一部が露出流出したが､これも1か月後には完

全に閉鎖治癒 した｡これら以外の症例は､術直後

よりの治癒経過は非常に良好で､-イドロキシア

パタイトを頃入した事に起因したと考えられる臨

床的異常所見は全 く認められなかった (図4)｡

2､術後のX線所見の変化

この-イドロキシアパタイ ト額粒墳塞後のⅩ線

所見の変化を観察すると､術直後のものでは､-

イドロキシアパタイ ト額粒が嚢胞摘出腔内に充満

しているが､骨の辺縁部と額粒の間には僅かな間

隙が見られる部位も存在 し､額粒の間にも小さな

間隙が認められ､骨の新生像は認められなかった

(図5)｡また上顎嚢胞の 1例で､上顎洞内-頼

粒の一部の逸出がみられた｡

3か月後では､骨の辺縁部と額粒の間および頼

粒間隙に骨の新生を認めた (図6)｡上顎洞内に

額粒が逸出した症例では､上顎洞炎の併発や逸出

した額粒の移動は無かった｡また､前述の抜歯有

が開放創の症例では､抜歯窟付近の額粒の一部の

喪失を認めたが､骨の新生は他の症例と同様に進

行していた (図7)｡

6か月後になると､骨の辺縁部と願粒との間は

図4 術後の口腔内所見
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図5 -イ ドロキシアパタイ ト頼粒墳墓直後のⅩ線写真

図 7 抜歯窟開放症例の 3か月後のⅩ線写真

骨の新生がさらに進み､額粒間隙も骨様の不透過

像が増 していた (図8)｡抜歯窟開放の症例でも

骨新生はさらに進み､抜歯窟部分では架橋様な骨

新生を認めた (図9)｡上顎洞内逸出症例では､

洞炎や額粒の移動は見られなかった｡

1年後では､ほとんどの症例で､骨新生がさら

に進み間隙は見られなくなり (図10)､抜歯窟開

放の症例では､歯槽頂部で骨性の抜歯富の治癒を

図6 -イ ドロキシアパタイ ト額粒填塞 3か月後のⅩ線写真

認め､歯槽頂部の低下は殆ど無かった (図11)｡

上顎洞内逸出症例も洞炎などの異常な所見はなかっ

た ｡

考 察

現在臨床応用されている-イドロキシアパタイ

ト額粒には､多孔質のものと撤密体のものがある｡

多孔質のものは､その気孔部に新生骨が入り込み

母骨と強く結合して安定した状態となる利点があ

る反面､細菌感染が発生した場合には気孔部が細

菌の温床となり､感染が遷延化してしまう欠点が

ある3･7･8)｡一方､撤密体のものは､骨組織や線維

性の組臓が頼粒内に入り込むようなことは無いが､

細菌感染に対する抵抗性も強く､以前我々が今回

の材料と同様の撤密体の人工歯根を臨床応用 した

経験でも､感染が生じた症例は全く無かった｡9)

今回用いた-イドロキシアパタイ ト額粒も､比較

的硬い撤密体であり､感染が生じた症例はなかっ
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図 8 -イ ドロキシアパタイ ト頼粒墳塞 6か月後のⅩ線写真

図 9 抜歯窟開放症例の6か月後のⅩ線写真

た｡特に抜歯有の開放創の症例では､術後2か月

以上額粒の流出を認めたものの特に感染すること

も無く､3か月日には創は治癒し完全に上皮化し

ていた｡この症例からもわかるように､この撤密

体の-イドロキシアパタイ ト頼粒は感染に対 して

は強い抵抗性を示 し､瀕粒の流失さえうまくコソ

トロールできれば一部の創の離開が生じても良好

な治癒経過が予想される結果であった｡
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図10-イ ドロキシアパタイ ト頻粒塀塞 1年後のX線写鼓

図11 抜歯窟開放症例の 1年後のⅩ線写其

従来の顎骨嚢胞の手術法としては､開窓法､全

摘出一関創法､全摘出-1次閉鎖法がある｡開窓

法は手術侵襲が少なく､嚢胞壁を残すので骨面が

露出せず､周囲の神経血管束や隣在歯を損傷せず､

埋伏歯が原因のものではこれを誘導萌出させる事

ができるなどの利点がある反面､嚢胞が縮小消失

するまで長時間を要する､必ずしも全ての嚢胞に

奏功するとは限られていないなどの欠点を有 し､
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多くは年少者の嚢胞に用いられている｡また全摘

出一関創法は嚢胞壁を全て摘出した後に生じる骨

欠損部に抗生剤軟膏塗布ガーゼ挿入 して2次治癒

させるもので､死腔を残さないため術後感染の機

会は低いが､露出骨面が肉芽で覆われ上皮化する

までの時間がかかりガーゼ交換等の術後管理が煩

雑である｡また治癒後も歯槽部などに陥凹を残す

ことがある｡一万､全摘出-1次閉鎖法は､剣を

歯肉骨膜弁で縫合閉鎖するため術後管理が容易だ

が､嚢胞摘出腔が死腔となるため直径 2-3cm

以上の大きな嚢胞では術後感染をきたしやすい｡

このように従来の手術法は一長一短があり症例に

より使い分けてきたが､今回の-イ ドロキシアパ

タイ ト額粒を墳塞する全摘出-1次閉鎖法は､死

腔をほとんど補填 してしまうため､今回の症例の

うち比較的大きな嚢胞でも1次閉鎖後の経過は順 ､

調で術後管理が非常に容易であった｡今後さらに ､､

大きな嚢胞-もこの-イ ドロキシアパタイ トを応

用し､適応の範囲を広げていきたいと考えている｡

今回の研究で､術後感染症例が全 く無かったこと

は､術中より全身的に抗生剤を投与 し､また嚢胞

腔内にも-イ ドロキシアパタイ トと伴に局所投与

したことが良好な結果をもたらしたとも考えられ

る｡また､本法は､-イ ドロキシアパタイ トの墳

塞により顎堤部の形態が回復されるため補綴処置

が必要な症例には大変有利な方法と考えられた｡

しかし､上顎嚢胞で上顎洞に隣接 している場合に

は､-イ ドロキシアパタイ ト額粒が洞内に逸出し

ないように細心の注意が必要であろう｡ 今回の症

例で洞内に漏れたものは術中上顎洞側め骨壁の欠

損を確認 しており､これに額粒を墳入 したため洞 ▲′

内に一部が流出したものである｡幸いにも経過は

良好で上顎洞炎は生 じなかったが､このような場

合には注意深い適応の選択が必要と考えられた｡

結 語

顎骨嚢胞18例の嚢胞摘出腔-赦密体の-イ ドロ し‥

キシアパタイ ト額粒の墳墓を試みたが､それに起

因したと考えられる異常麺 症例は1例も無 く大

変安全な方法であると思われた｡この方法により､

顎骨形態の保存と創部の早期治癒が図られるもの

と思われる｡
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