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要 旨

矯正的歯牙移動の補助的手段である cor;ticot0 -

my(皮質骨切離術)を歯の挺出移動に併用 した場

合の効果を知るために,20匹の雑種成犬を用いて実

験を行った｡上顎第二前臼歯を実験歯 として矯正

用拡大ネジにより挺出させ,5日間移動群 (挺出

量1.5mm),10日間移動群 (挺出量3.0mm),10日間移

動後 3日保定群の施術側 (左側),非施術側 (右側)

について,脱灰標本,非脱灰標本を作製し,周囲

組織の変化を観察するとともに,歯 ･歯槽セグメ

ン トの移動量を測定 し,以下の結果を得た｡

1.実験歯は施術側,非施術側 ともに歯槽に対 し

て口蓋側寄 りに挺出した｡

2.5日間移動群では施術側,非施術側 ともに,

組織内出血,歯根膜線維束の断裂などの破壊的変

化が観察された｡

3.10日間移動群,10日間移動後 3日保定群では,

歯の移動に対する歯周組織の適応が活発に生 じて

いる所見が観察された｡

4.施術側,非施術側の間では,根尖部での骨の
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形成量について,比較的明瞭な差が観察されたが

他には明らかな組織変化の差異は認められなかっ

た｡

5.脱灰標本による骨切離部の観察.非脱灰標本

によるセグメン トの移動量測定結果から推察する

と,実験歯の移動に際しての組織変化は殆ど歯周

組織の範囲内で生 じていた｡

6.以上の結果より,挺出移動に対する cortico-

tomyの効果は,他の移動様式の場合程には,期

待できないことが明らかになった｡

緒 言

1959年に Kiうlel)は corticotomy(皮質骨切離術)

を前歯の唇舌的移動,過蓋喫合の改善 ,犬歯,小

臼歯の遠心移動,前歯の整直,歯間空隊の閉鎖,

臼歯部の側方拡大,などに用いて成功 した数症例

を報告 した｡Corticotomyは皮質骨を歯牙移動時

の主たる抵抗因子と考え,被移動歯周囲でこれを切

離すことによって矯正的歯牙移動を容易にすると

ともに,後戻 りをも防ごうという手術である｡この

方法 を用いた場合,当該歯周国の固有歯槽骨及び
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海綿骨は温存され,歯 ･歯槽セグメン トとしての

移動が生ずるため,(丑歯周組織及び歯への傷害が

比較的少ない,②矯正的歯牙移動後の結果が安定

し､後戻 りが少ない,③短期間での移動,長距離

の移動が可能 となる,④手術法が簡便である,な

どの利点があるとされ,矯正的歯牙移動の外科的

補助手段 として広 く用いられてきた｡特に,成長

を終えた成人の症例や長距離の移動が必要な症例

など,従来の矯正治療法だけでは困難な症例の治

療に果たす功績は大きい｡この手術に関＼しては,

多くの研究者によって臨床的報告ト19)がなされて

いる｡

しかしながら,この方法を併用 した歯牙移動に

際しての周囲組織の変化,対応に関する実験的,

組織学的研究の報告は,人の抜歯予定の小臼歯を

頬側へ移動させたもの20),猿の上顎に施術 してmi-

croangiogram を中心 として観察したもの21),犬

の上顎前歯部に施術 してセグメントの血管綱の変

化を観察 したもの22),犬の歯を遠心または頬側へ

移動させたもの23-25),など数篇を見るに過 ぎない｡

さらに,これらの実験は近遠心的もしくは頬舌

的方向への歯牙移動についてのものであり,cor-

ticotomy施術後の垂直的方向-の歯牙移動につ

5日移動群

10日移動群

10日移動後
3日保定群

非移動群

j負数

脱灰標本用 3

非脱灰標本用 3

脱灰標本用 3

非脱灰標本用 3

脱灰標本用 3

非脱灰標本用 3

脱灰標本用 1

非脱灰標本用 1

いては,Generson等10)が成人の開嘆の治療に応

用 した臨床例 を報告 しているにすぎない｡著者の

臨床経験からも,開嘆の治療のために,歯を垂直

的に,長い距離にわたり移動することがかなりあ

ることから,歯の挺出に corticotomyを併用 した

場合の効果及び術後の安定性 を実験的に検索する

ことをこの研究の目的とした｡

実 験 方 法

Ⅰ､実験動物

実験には新潟大学医学部附属動物実験施設にて

1週間以上の検疫期間をおいた,健康な雑種犬の

内より,埋伏歯,奇形歯,先天的欠如歯などのな

い正常永久歯列を有する中型成犬20頭を用い,上

顎第二前臼歯について,左側 をcorticotomy施術

実験歯,右側は非施術実験歯 として,矯正装置に

よって挺出させた｡本実験に用いた犬の内訳は実

験歯の周囲組織の正常構造を観察するために,脱

灰標本,非脱灰標本用 として各 1頭,実験群 とし

て, 5日間移動群,10日間移動群,10日間移動後

3日保定群について,脱灰標本用,非脱灰標本用

各 3頭ずつである (表 1)｡実験開始前の体重は 8

-12kg(平均10.2kg)であった｡実験中は新潟大

(表1)実験群 と実験 日程

日程 - 1

0 S

12 17- 20

0 S
十 十

TCTC
十I

CBCB

0 S

0 S
† † I † I

TCTC CBCB CACA

0 S

0 S
† 十

CBCB CACA

lI II †I
CBCB CACA ARAR

8 12 17- 20

0:支台形成,corticotomy施術 S:装置装着､lst.activation K:屠殺

I:ラベ リング剤投与 TC:tetracycline CB:calcein blue CA:calcein AR:alizarinreb S:太線は移動期間を示す｡
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学医学部附属動物実験施設にて固形飼料 (実験動

物用固形飼料犬用Ds,オリエンタル酵母工業)

を与えて飼育 した｡なお,手術後 2日間は被験歯

の保護のため温水を加えて軟化させた固形飼料 と

犬用獣肉缶詰を与えた｡

ⅠⅠ､手術方法

1､実験動物の麻酔 と準備

手術に先だって,塩酸ケタミン (ケタラ-ル50,

三共)18mg/kg筋肉内注射によって鎮静後に体重

測定 し,ついでペン トバルビタールナ トリウム(

ネンブタール,大 日本製薬)15mg/kgを静脈内注

射 して全身麻酔を施 した｡さらに,局所の出血抑

制のために2%キシロカイン (藤沢薬品工業)を

上顎側方歯部軟組織に骨膜内注射,実験中の唾液

及び気管粘液分泌抑制のためア トロピン (田辺製

莱)0.5mgを筋肉内注射にて投与 した｡

2､Corticotomy施術

歯科用高速エアータービンで両側の上顎第二前

臼歯及び第四前臼歯に全部鋳造冠用支台形成を行

い,歯科用アルジネー ト印象材で印象採得,歯科

用硬石膏を注入して挺出装置作製用模型を調製 し

た｡

歯肉メスにて上顎犬歯から第四前臼歯 にかけて

の頬側及び口蓋側の歯鞍部に水平切開,犬歯 近心

に歯肉頬移行部に達する垂直切開を加え,骨膜剥

離子で粘膜骨膜弁を形成した｡次に,歯科用高速

エアータービンにて左側第二前日歯周囲の骨面に

深さ約 0.5mmの誘導溝を形成し,非脱灰標本作製

用実験群では頬側水平誘導溝の上下に約 5mmの間

隔で0.35mmのタンタリウムインプラントピン (オ

レディッヒ)を打込み,キャリパスでその間隔を

測定 した｡脱灰標本作製用実験群ではインプラン

トピンの設定は行わなかった｡

生理的食塩水を滴下洗浄冷却 しながら♯701番

尖頭裂溝状バーを装着 した歯科用電気エンジンを

用いて皮質骨切離を行った｡歯根及び歯周組織の

傷害を避けるため,近遠心の垂直切離は頬側では

歯槽頂より15-17mm,口蓋側では約 5mmの位置ま

で行い,その端から水平切離を加えた (図 1)｡切

離の深さの判定基準は切削抵抗の減弱と切離部か

らの連続的出血 とし,仝周に皮質骨切離がなされ

iH -

_-I- ~-H i I

I-一 ･ヽ■̀LI'1■-■▲｢､一 一■■■■.■■

誠

図1 骨切離部と切離様式 (A)頬側面,(B)口蓋側面,

･はイン70ラントピン設定部を示す｡

たことを確認 した後,生理的食塩水にて洗浄し絹

糸で縫合,創 を閉鎖 した｡

右側第二前臼歯は左側 と同様な粘膜骨膜弁を形

成し,非脱灰標本用実験犬はインプラン トピンを

可及的に同じ位置に設定 し距離測定を行って,皮

質骨切離をせずに縫合 した｡

術後感染予防のため,局所的及び全身的にペニ

シリンG(明治製菓),ス トレプ トマイシン (明治

製菓)を投与 し,2日間は軟質飼料を与えた｡

3､歯牙挺出装置の作製,装着

石膏模型上で左右上顎第二,第匹1前臼歯の全部

鋳造冠を作製,犬歯には矯正用ステンレス ･シー

ムレス ･バン ド (下顎犬歯用)を適合させた｡犬

歯バン ドと第四前臼歯鋳造冠には歯肉頬移行部を

通る矯正用 1.8mmステンレス鋼線 (トミー)をろ

う着 し,固定源とした｡このステンレス線 と上顎

第二前臼歯鋳造冠に矯正用エクスパンジョンスク

))ユー (テンタラム､600-710型)をろう着連結

し,図 2のような歯牙挺出装置を作製 した｡スク
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図 2 歯牙挺出装置

リュ-の作動方向は可及的に被験歯の歯軸に平行

になるように留意し,頬側粘膜に添うようにした｡

手術後 7日目に実験犬に再び麻酔を施 し,枚糸後,

支台歯を清掃して挺出装置を試適 した｡対合歯と

の干渉がある場合には校合調整を行ってから,装

置を歯科用レジンセメント(クラレ,パ ナビアEX)

で合着した｡

4､歯牙移動 とラベ リング

装置装着直後の覚醒前に第 1回目のアクチベ-

ションを行い,後のアクチベ-ションはすべて無

麻酔にて行った｡ 1回のアクチベ-ション量はス

クリュー%回転 (0.3mm)とし,毎 日時間を決め

て 1日1回ずつ,5日間,もしくは10日間行った｡

アクチベ-ション量総計はそれぞれ 1.5mm,3.0mm

となる｡非脱灰標本作製用実験群の犬には徳田等26)

の方法により表 1のスケジュールに従ってラベ ))

ング剤を大腿部筋肉内に投与し,生体染色を行っ

た ｡

5日移動群,10日移動群では最終アクチベ-シ

ョンの約12時間後,10日移動後 3日保定群は約72

時間後,脱灰標本作製用実験群は生理的食塩水-

10%中性ホルマ ))ン頭頚部潅流,非脱灰標本作製

用実験群は塩化スキサメトニウム (サクシン 山

之内製薬)200mgの腹腔内注射によって屠殺 して,

上顎骨を切出し,10%中性ホルマ リンに浸潰固定

した｡

5､標本作製

固定後の脱灰標本用試料は蟻酸-クエン酸ナ ト

リウム液 (Morse)にて脱灰,適法通 りパラフィ

ンに包埋し,約6.5pの頬舌断連続切片を作成して,

-マ トキシリンーエオジン染色,アザン染色を行

い､光学顕微鏡によって観察した｡

非脱灰標本用試料はインプラントマーカ一間距

離を計測した後､大竹等27)の方法に従ってポリエ

ステル樹脂 (B.P.S.樹脂､京都科学標本)に包埋

し､大型非脱灰標本用薄切機により約 400pの前

額断切片を作 り､さらに研磨機で80〃前後の厚さ

にして落射蛍光顕微鏡で観察した｡

結 果

Ⅰ 脱灰標本による観察

1､非移動群 (コントロール)

歯槽骨は大部分が徴密質で構成されており､骨

髄腔は口蓋側に僅かに見られるだけであった｡こ

のため頬側においては固有歯槽骨 と皮質骨は移行

してお り､両者を明確に区別することは困難であ

った｡骨吸収は殆ど観察されず､また､顕著な骨

･1-1＼ -

図 3 非移動群全体像 (H-E染色,×10)

AB:歯槽骨 D:象牙質 PL:歯根膜 C:セメント質
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図4 非移動群頬側歯槽骨頂

AB:歯槽骨 D:象牙質 PL:歯根膜

(アザン染色,×75)

添加像も見られず,活発な骨改造を示すような所

見は認め られなかった｡頬側の骨質は非薄である

のに比べ,口蓋側ではかなりの厚さがあり,Havers

層板系が発達 していた｡根尖 と鼻腔の間を隔てる

骨は非常に薄 く, 骨髄腔は認められない｡頬側の

corticotomy予定部では比較的骨髄腔が発達 して

いたが,口蓋の corticotomy予定部は骨髄腔が少

なかった (図 3)0

歯根膜は歯槽頂側から根尖側に向かって徐々に

厚みを増 している｡歯根膜主線維の走向方向によ

る区分は明確ではな く,頬側では殆どが歯槽.胃オ

ら斜め 下万に走行 して根面に付着 している斜線維

であ り,他には若干の根尖線維を認めるだけであ

った (図 4)｡口蓋側においても歯槽骨頂付近で僅

かに歯槽頂に向かって斜め上万に走る歯槽頂線維

図5 非移動群口蓋側歯槽骨頂
AB:歯槽骨 D:象牙質 PL:歯根膜

(アザン染色,×75)

と根尖部の根尖線維を区別 しうるのみであ り,水

平線維は不明瞭で,大半が斜線維であった(図 5)o

これらの線維束は密に配列 してお り,歯槽内服に

近 く,いわゆる脈管神経隊が,かなI)規日用勺に観

察された (図 6)｡各線維の問には 多数の線維芽

細胞が観察されたが,セメン ト質表面のセメン ト

奏細胞,歯槽内壁の骨芽細胞は少なかった｡

セメン ト質層は歯槽頂側では非常に薄い無細 胞

セメン ト質によって構成されているが,根尖に近

づ くにつれて厚みを増す とともに,有細胞セメン

ト質に移行 している｡歯根吸収及びセメン ト質の

吸収像は全 く観察されなかった｡根尖部には歯 髄

及び歯根膜に進入している太い血管 と神経束が伴

行 して観察され,その周囲は疎な結合組織に囲ま

れてお り,大きな脈管神経隊を構成 している (図

- 5 -



新潟歯学会誌 15巻 2号 1985年

図 6 非移動群頬側歯根膜隙

AB:歯槽骨 D:象牙質 PL:歯根膜

(H-E染色,×75)

図 7 非移動群根尖部

AB:歯槽骨 C:セメン ト質 PL:歯根膜

N:神経線維束 BV:血管

(アザン染色,×75)

7)｡

以上の所見より,この非移動群雑種成犬の歯周

組織は極めて安定した状態にあったと判断された｡

2､5日間移動群

対照側 (右側 :corticotomy非施術側)

実験歯は歯槽に対し,僅かに口蓋側寄 りの方向

に挺出移動 した｡このため,歯槽骨頂は非移動群

に比較して,かなり根尖側に位置してお り,また,

根尖部歯根膜隙は大きく拡大されている (図 8)0

図8 5日間移動群対照側全体像

AB:歯槽骨 D:象牙質 PL:歯根膜

(H-E染色,×10)

歯牙の移動に伴い,全ての歯根膜主線維束は方向

を変え,歯槽内壁から斜め上万に歯槽頂方向-向
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図 9 5日間移動群対照側

頬側歯槽骨頂

AB:歯槽骨 D:象牙質

DF:歯根膜主線維

(H-E染色,×30)

って牽引され,著 しく伸展された像が観察された｡

各線椎の間に介在する線維芽細胞も引き伸ばされ,

その核 も南平な像を呈 していた｡また,個々の線

維束の間には急激な歯根膜隊の拡大によって生 じ

たと思われる空隊が見られた (図 9,10)｡根尖部

歯根膜主線維,及び口蓋側根尖寄 りの歯根膜主線

維では,一部に線維束の断裂,組織内出血などの

破壊的変化が観察された (図11)｡口蓋側歯槽骨頂

付近では歯の移動に伴 う歯根による圧迫のために,

歯根膜主線維束の集束により,全体 として強いエ

オジン好性の層を形成し,その中に核の濃縮ある

いは膨化を伴う変性線維芽細胞が僅かに介在する

か,あるいは全 く細胞を認めない歯根膜の硝子様

図10 5日間移動群対照側

口蓋側歯槽骨頂

AB:歯槽骨 D:象牙質

*:歯根膜線維の変性部

(H-E染色,×30)

変性が生 じてお り,その周囲で僅かに穿下性骨吸

収が始まっていた｡

根尖部では歯牙の移動によって拡大された歯根

膜隊-,歯槽底から,牽引された線維束の方向に

幼君な新生骨が細 く,小梁状に伸び出していた｡

また,根尖のセメン ト質からも線維束に沿った新

生セメン ト質が歯根膜隊-伸びていた (図12)｡頬

側,口蓋側歯槽骨頂でも牽引された線維束に治っ

て,歯槽頂方向への骨の新生が始まっていたが,

その形成量は根尖部歯根膜隊に比べ,明らかに少

なかった (図 9,10)0

セメント質及び象牙質の吸収像は全 く見られな

かった ｡
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図11 5日間移動群対照側

口蓋側歯根膜隊 ･-

*:線維束の断裂､組織内出血

(H-E染色,×75)

施術側 (左側 :corticotomy施術側)

実験歯は対照側 と同様にやや口蓋側寄 りに挺出

した(図13)｡歯根膜主線維に関しては,伸展され

た線維束,線維束の間の空隙,線維芽細胞の核が

南平になった像など対照側 と類似した所見が観察

された｡歯根膜線維の断裂像及び組織内出血も根

尖部,及び頬側歯根膜隊で見られた｡口蓋側歯槽

骨頂付近では,やはり歯根の圧迫による歯根膜の

変性が生 じてお り,対照側 よりも活発な穿下性骨

吸収像が観察された (図14,15)0

一万,組織の歯牙移動に対する適応変化 として

の骨添加は対照側に比べ,明らかに旺盛であった｡

図12 5日間移動群対照側

根尖部

AB:歯槽骨 D:象牙質 C:セメン ト質

NB:新生骨 PF:歯根膜主線維

*:歯根膜主線維の断裂像

(H-E染色,×30)

すなわち根尖部では,歯槽底から,拡大した歯根

膜隊へ向かって線維束に添って規則正 しく発達 し

た細い新生骨小梁が,対照側に比べて格段に多く

観察され,それらは歯根膜隊のほぼ中央部まで伸

び出していた(図16)｡各骨小梁の間には血管の増

生が著しく, また,一部では骨小梁相互の連絡 も

生 じていた(図17)｡さらに,対照側では全 く観察

されなかった頬側歯根側面に相当する歯根膜隊で

の骨小梁の形成も活発であり,歯槽頂部において

も対照側に比べ,頬側,口蓋側 ともに線維束の方

向に一致 した骨の形成が盛んであった(図14,15,

18)0
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図13 5日間移動群施術側全体像

AB:歯槽骨 D:象牙質

矢印は骨切離部を示す｡

(H-E染色,×10)

根尖部では,対照側 とほぼ同様なセメン ト質の

形成像が観察された｡

頬側骨切離は骨髄腔まで達 してお り,若干の壊

死組織片を含む肉芽組織で満たされてお り,切離

部の骨面からの小梁状の骨新生が進んでいる像が

観察された｡口蓋側の骨切離は鼻腔底に達 してい

たが,鼻腔粘膜は僅かな陥没を呈するのみで健在

であった｡骨切離部には血管を多く含む肉芽組織

が存在 していたが骨の新生像は殆 ど観察されなか

った｡

3､10日間移動群

､=
､･/-
I
.
./
,r

=
･._
:.

I.I-IP
･

I...i
:I.
;I...:f
j
..‥
I
.I.-:I-裾
･-.･i
甑

阜

雪
∵
_
ーー
_
1
-
I
III

,i
/
t

/

叫/
.l＼
●

I､･･L;-
､
IJ

-I
I

.~
1
J

1㌧
I
I
-
1
卜
情
宣

･t
.し

I:....
.
'
･
.

.

､lI.

T･
･

I
_

1-
～.

1
√

･･-パ'
.
･･
･･._
～

･-
--
･I･ト
ー
ー
7

-I
._CL.

.1
-
1

ー-･,書事}
･-1
.

､㌦

㍉

.-･∵
+J>

㌧

l
･

･･.A-'-

_■t1-'
-I_II

.一
･･∴

.～tI;
-1:;
こ■.,′I

-
れIヨ㌢

.-
r
･,I,I/..

拙

瀞
船
路

.

J
rI;･
ぶ
.,;
;

-､い
1
1
ヽ
.
r.

､I-
*
I
l

i_
L

l
-1,-1-
トーI

65

図14 5日間移動群施術側

口蓋側歯槽骨rl'i
AB:歯槽骨 D:象牙質

NB:新生骨 UR二穿下性骨吸収

*:歯根 膜線維の変性部

(H-E梁色,×30)

対照側 (右側 :corticotomy非他市附則 )

非施術側では 5日間移動群 と同様に,菌は歯槽

に対 して口蓋側寄 りに挺出してお り,移動方向に

牽引され,伸展 された歯根膜線維が観察 された

(図19)｡これらの線維束は歯槽内壁か ら歯槽頂万両

に斜上方に歯根面に向かって走行 している｡佃々

の線維束は 5日群に比較 してやや太 く,特に頬側

歯根膜主線維束は太 くかつ密に規則正 しい配列 を

示 していた(図20)｡ また,根尖部においても太 く

徴密な線維束が歯 槽底から根尖に向けて垂直に配

列 していた(図21)｡歯根膜主線維の断裂､組織内

出血などの破壊的所見は口蓋側歯槽骨頂付近の圧

迫部で僅かに散見されるのみで,他には認め られ

- 9 -



66 新潟歯学会誌 15巻 2号 1985年

図15 5日間移動群施術側

頬側歯槽骨頂

AB:歯槽骨 D:象牙質

NB:新生骨

(H-E染色,×30)

ない｡一万,線維芽細胞は各線維束間に数 多く出

現 し,多くは頬円形でかつ細かな染色性 を持つ明

調な核を有し,細胞の機能活性の盛んな像 を示 し

ている (図20)0

以上の線維束の概観,線維芽細胞の形態から考

えると,歯の移動が継続しているにも拘 らず,歯

根膜ではその矯正力に適応した改築が進行 しつつ

あることが示唆された｡ しかし,口蓋側歯槽骨頂

直下 と口蓋側歯根尖近 くには本例でも圧迫部が観

察され,その部位に相当する歯根膜主線維は変性

していたが 5日群で観察されたような広範なもの

ではなかった｡ この変性部に対応する歯槽内壁の

骨及び骨髄腔では穿下性骨吸収が観察された｡

図16 5日間移動群施術側

根尖部

AB:歯槽骨 D:象牙質 C:セメント質

NB:新生骨

(H-E染色,×30)

頬側 ,口蓋側の歯槽骨頂には牽引された歯根膜

線維に沿うように,歯冠側に向かって,石灰化度

の低い幼若な新生骨が形成されていた(図22,23)0

その骨形成量は 5日群に比べ,さらに増加 してお

り,小骨梁の周囲には骨形成細胞が数多く並んで

いる像が観察された｡根尖部の歯根膜隙は著 しく

拡大 していたが､線維の断裂像は見られなかった｡

牽引方向に規則正 しく並んだ歯根膜主線維に治っ

て新生 した比較的太 く厚い小骨梁が根尖に向かっ

て伸びるとともに一部は互いに連結 して網状構築

を示す像が観察された (図21)0

根尖部でのセメント質の添加は 5日群よりさら

に盛んで,その表面には歯根膜主線維に治って短

- 10 -



高 頭

図17 5日間移動群施術側

根尖部 (図16の一部を拡大)
NB:新生骨

(H-E染色,×75)

い針状突起を形成 し,セメント芽細胞の存在 と合

わせてセメン ト質の添加 もさらに進行する様相 を

呈 している｡

根尖部で歯根膜L射 二進入している血管 ･神経束

も歯槽頂方向へ牽引されてお り,周囲にはす う疎

な領域が観察されたが断裂などの所見は見られな

かった｡

施術側 (左側 :corticotomy施術側)

歯はやや 口蓋側に寄 りなが ら挺出してお り, 象

牙質,セ メン ト質の吸収像は認め られなか った

(図24)｡非施術側と同様に歯根膜主線維は歯の移動

に伴って伸展されていたが組織内出血,線維束の

断裂などの破壊的変化は観察されなかった｡ 5日
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図18 5日間移動群施術側

頬側歯根膜隊

AB:歯槽骨 D:象牙質

NB:新生骨

(ll-E始色,×75)

群に比べると線維束の様相,線維芽細胞の形態は,

前述 した対照側に比べて非移動群の所見に近く ,

移動のための矯正力に適応 した歯根膜の改築が進

行 している様相を示 していた｡すなわち,煉 ･1コ

蓋側歯槽骨胤 頬側歯根膜隙､根尖部歯根 膜 隊で

は線維の牽引方向に拾って多数の小骨梁が歯槽服

か ら歯根に向かって伸 びてお (), その周囲には多

くの骨形成細胞が密に配列 し,活発な骨形成像 を

呈 していた(図25,26,27)｡骨形成品は口蓋側 歯

槽骨債では対照側 と比較 して大差は無かったが頬

側においては明らかに多く,歯槽骨頂から根尖部

まで,歯槽内壁全層に連続 して小骨梁の形成が見

られた｡特に根尖部での骨形成は明らかに施術側

で活発で,-部では樹枝状 を呈するまでに発達 し

‥ if l ‥



68 新潟歯学会誌 15巻 2号 1985年

図19 10日間移動群対照側全体像

AB:歯槽骨 D:象牙質 PL:歯根膜

NB:新生骨

(H-E染色,×10)

ていた｡根尖部での歯根膜線維に治ったセメント

質の形成も盛んであった｡

また,歯根に揺する歯根膜主線維は,その方向

は末だ斜上方を向いているが,その傾斜は弱 くな

り,各線維束群は固有の歯根膜隊の範囲で,確実

に改造が進んでいる像を示している｡一方,歯槽

内壁に接する領域では太い線維群が歯の長軸方向

-の走行を維持 し,各線維群の間には歯槽内壁か

ら伸び出している樹枝状骨小梁の周辺に発達する

多数の骨形成細胞及び線維芽細胞が存在する｡従

って,将来の固有の歯根膜隊と添加されるべき歯

- 12-

図20 10日間移動群対照側頬側歯根膜隊

AB:歯槽骨 D:象牙質 PF:歯根膜主線維

(H-E染色, ×30)

図21 10日間移動群対照側根尖部
AB:歯 槽 骨 C:セ メ ン ト質 NB:新 生 骨
NC:新 生 セ メ ン ト質 PF:歯 根 膜 主 線 維

(H-E主染色 , ×30)



69

図22 10日間移動群対照側頬側歯槽骨頂

(H-E染色, ×30)

図24 10日間移動群施術側全体像
AB:歯 槽 骨 D:象牙 質 NB:新 生 骨
矢 印 は 骨 切 離漕βを示 す ｡

(H-Ej染色 , ×10)

図23 10日間移動群対照側口蓋側歯槽骨頂
(H-E梁色,×30)

槽骨形成領域が容易に識別 しうる組織像が認めら

れた (図28)｡

歯が口蓋側寄 りに移動したため､口蓋側歯根 膜

隊は頬側のそれに比べて狭い｡歯槽骨債に近い,

歯根による圧迫が生 じた領域では歯槽骨頂内面の

骨吸収の進行に伴 う歯根膜隊の拡張と組織の改造

により,硝子様変性像は本例では認め られなかっ

た｡

頬側の骨切離部では網 目状の新生骨梁 と,その

間を埋めている酸好性骨基質を含む骨形成組織が

観察され,活発な治癒機転の働きが伺えた｡一方,

口蓋側の骨切離部でも肉芽組織の中へ骨面から新

生骨が形成されていたが,その程度は頬側に比べ

低かった｡

4､10日間移動後 3日保定群

対照側 (右側 :corticotomy非施術側)

全体 として,骨添加,及び歯根膜主線維の改造

による歯牙移動に対する歯周組織の適応が10日群

- 13-
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図25 10日間移動群施術側口蓋側歯槽骨頂

(H-E染色, ×30)

図27 10日間移動群施術側根尖部

AB:歯槽骨 C:セ メン ト質

NB:新生骨 NC:新生セ メン ト質

DF:歯根膜主線維

(H-E染色, ×30)

- 14-

図26 10日間移動群施術側頬側歯槽骨頂

(H-E染色, ×30)

図28 10日間移動群施術側

頬側歯根膜隊

AB:歯槽骨 D:象牙質 C:セ メン ト質

NB:新生骨 PF:歯根膜主線維

(H-E染色, ×75)



高 頭

に比べて,さらに進行 している所見が観察された｡

頬･口蓋側の歯槽骨頂では10日群同様,線維に沿う

骨の新生が盛んで,周囲を多数の骨形成細胞に囲

まれた小梁状の新生骨が歯冠側へ伸びていた (図

29,30)｡根尖部での骨形成 も10日群同様盛んであ

り,根尖部歯根膜隊の最 も発達 した小骨梁は根尖

のかな り近 くまで伸びている (図31)｡
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図29 10日間移動後3日保定群

対照側頬側歯槽骨頂

AC:歯槽骨頂 D:象牙質

NB:新生骨

(H-E染色,×75)

各歯根膜主線維の間には類円形の核を持つ高い

細胞活性を示す線維芽細胞が多数介在し,活発な

改造機転が働いている様相を呈 していた｡ことに,

根尖部の,発達 した小骨梁に対応する領域では既

に線維の緊張が消失 している所見が観察され,移

動が停止したことにより新 しい位置での歯周組織

∵

∴
∵
.･lI-;
:｡I
;
.Ij.

十

王

∴

二

■

′11
Y

I

●●
一

_

帯

解
観

梅

.霊

･-
-
･1.

■11･T･IJ
･

･

‥十
.I.

∴
■

JJ蛮
声
リ41.
㌧割.i
I

..T
･...い.｣.fL.I･･=･;

旨･+ij̀
-N
げ
㌔
J

誠 71

図30 10日間移動後 3日保定乱･

対照側口蓋側歯槽骨頂

AC:歯槽骨頂 D:象牙質

NB:新生骨

(H-E染色,×75)

の再構築が開始されつつあった (図32)0

施術側 (左側 :corticotomy施術側)

移動により若干の圧迫を受けた口蓋側以外では,

歯根膜線維の伸展に伴 う歯槽内壁での骨新生は他

のどの実験歯よりも活発で,根尖部歯根膜隊,頬

側歯根膜隊の,よく発達 した新生小骨梁群が著明

であった(図33,34)｡これらの小骨梁は互いに連

絡 しながら歯根表面と一定のスペースを保つ位置

にまで達 しており,移動後の新 しい歯槽内壁及び

歯槽底の構築が進行 している様相を示 していた｡

各小骨梁の間,及び先端部には多数の骨形成細胞

が存在し,活発な骨新生が行われている像が観察

された(図35)｡一万,頬側,口蓋側歯槽頂部では

- 1 5 -
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図31 10日間移動後 3一日保定群

対照側根尖部

(H-E染色,×30)

非常に発達 した骨形成細胞群 と,その周囲の酸好

性の線維状骨基質が大量に観察されるが,新 しい

歯槽骨頂の構築は不十分であり, 歯槽内壁での骨

形成に比較 して,やや遅延 した所見を呈 していた

(図36,37)｡

歯根膜主線維については,各線維間に多数の線

維芽細胞が介在してお り,活発な改造現象を示 し

ている｡歯槽頂付近では僅かに伸展像を示 してい

る部分が残存していたが,骨新生による歯槽内壁

の再構築が進行 しつつある部位では歯根表面から

一定の幅で,走向は不規則ではあるがかなり正常

構造に近い線維束の配列を示す層が形成され,新

しい歯根膜の構築 も既に開始されていると判断さ

れた (図38)0

頬側の骨切離は骨髄腔を貫いて鼻腔側の撤密骨

図32 10日間移動後 3日保定群

対照側根尖部

(H-E染色,×75)

まで至っていたが鼻腔粘膜への穿孔は無 く,切離

部では髄腔側から太い網 目状に新生骨が形成され

ていた(図39)｡口蓋側の骨切離は骨の仝層に渡っ

てお り,手術の際に若干損傷されたと思われる鼻

腔粘膜の固有層が肉芽組織に置き換っていたが,

切離部における骨の形成は比較的旺盛で骨切 り幅

の凡そ1/2を丘状に新生 した幼君な骨が占めてい

た (図40)｡

ⅠⅠ 非脱灰標本の観察

1､歯 ･歯槽セグメン トの移動量

非脱灰標本用実験犬において歯牙挺出前後のイ

ンプラントマーカー間の距離の変化を測定 した結

果を表 2に示 した｡非施術側では殆 ど変化が見ら

れなかったのに対 し,corticotomy施術側では12

- 16 -



図33 10日間移動後 3日保定群施術側根尖部
AB:歯槽骨 NB:新生骨
矢 印は 新 しい歯根膜隊の帽 を示す

(H-E染色, ×30)

図34 10日間移動後3日保定群施術側頬側歯根膜隊

AB:歯槽骨 D:象牙質 C:セ メン ト質
PL:歯根膜

(H-E染色, ×30)

図35 10日間移動後 3日保定群施術側根尖部

C:セメント質 NC:新生セメント質

NB:新生骨

pF:歯根膜主線維

(H-E染色,×75)

例中1例を除いて非施術側より大きな値を示 した｡

最 も大きな1.85mmという変化を生 じた実験犬では,

肉眼的にも歯 ･歯槽セグメントの移動 を伺わせる

ような所見を呈 していた｡移動後,肉眼的観察で

は歯肉の損傷は見られず,挺出に伴って上皮付着

部が移動 し,歯周ポケットが減少している状態が

多くの個体で観察された｡

2､研磨標本の所見

各群の非脱灰研磨標本を落射蛍光顕微鏡 B励起

にて観察及び写真撮影 し,拡大投影 したラベ リン

グ像の トレースを (図41)に示 した｡なお,カル

セインブルーのラベ リング像については別にV励

起で写真撮影を行った｡また,上顎骨全体,及び鼻

上顎縫合や,鼻骨におけるラベ リング像では明ら

- 17 -
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図3610日間移動後3日保定群施術側口劃則歯槽骨頂

D:象牙質 AC:歯槽骨頂 NB:新生骨

(H-E染色, ×30)

図37 10日間移動後3日保定群施術側頬側歯槽骨頂

D:象牙質 AC:歯槽骨頂

BM:線維性骨基質

(H-E染色, ×30)

図38 10日間移動後3日保定群施術側頬側歯根膜隊

AB:歯槽骨 D:象牙質 NB:新生骨

PL:歯根膜

(H-E染色,×30)

かな差は観察できなかった｡

(1)非移動群

ラベ リング剤による蛍光はほとんど観察されず,

僅かに根尖部歯槽骨に間隔の狭い規則的な蛍光線

が見られたが,その他の部位では一部の Havers

管壁にラベ 1)ング像が散在しているだけであり,

上顎骨全体が安定な状態にあった｡

(2) 5日間移動群

根尖付近のセメント層及び歯槽骨では施術側,

非施術側 ともテ トラサイクリンのラベ リング像が

散在 していた｡施術側では頬側骨切 り部か ら根尖

部にかけての領域では歯槽骨のラベ リング像が非

施術側に比べ,豊富であった｡カルセインブルー

によるラベ リング像は殆ど見られなかった｡

- 18 -
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図39 10日間移動後3日保定群
施術側頬側骨切 離部

NB:新生骨

(H-E染色, ×30)

図40 10日間移動後3日保定群
施術側 口蓋側骨切 離部

NB:新生骨

(H-E染色, ×30)

表 2 歯 ･歯槽セグメントの移動量

ブル--7 犬番号 非施術側移動量(mm) 施術側移動量(mm)

5日移動群 DG3032 0.05 0.55DG3169 0.10 0.70

DG3185 0 0.15

10日移動群 DG3106 0.10 0.30DG3161 0 0.35

DG3180 0.05 1.85

10日移動後3日保定群 DG1890 0 0.05
DG2415 0 0.20

(3)10日間移動群

テトラサイクリンによるラベ リング像は施術側,

非施術側の間で明らかな差は見られなかったが,

カルセインによるラベ リングが施術側のu蓋側歯

槽骨頂及び根尖部の歯槽骨で観察されたのに比べ,

非施術側では歯槽憤,歯根膜腔でのラベ リング像

は全 く見られなかった｡施術側の煩側骨切り離で

は骨の全層が切離されてお り,周囲のラベ リング

像は少なかった｡カルセインブルーによるラベ リ

ング像は殆ど見られなかった｡

(4)10日間移動後 3日保定群

施術側､非施術側 ともカルセイン,ア リザ リン

レッ ドSによるラベ リング像が,実験歯周囲の歯

槽骨で数 多く観察された｡テ トラサイクリンによ

るラベ リング像は, 5日間移動群,10日間移動群

に比べて減少していた｡カルセインブルーによる

ラベ リング像は明瞭でなかった｡煩 ･口蓋側歯槽

頂,根尖部歯根膜腔の骨新生部では特にカルセイ

ン,ア リザ リンレッドSによるラベ リング像が新

生骨小梁の形態に一致 して観察された.施術側 で

は非施術側に比べ,部位的にはほぼ同 じであった

- 19 -



(1)非移動群
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高 頭

が､量的に見て格段に多くのラベ リング像が観察

された｡

考 察

Ⅰ.Corticotomyについて

矯正治療は多大な時間を必要 とする｡ことに,

成長期を過 ぎた成人患者の矯正治療においては歯

牙移動に要する時間が社会的,経済的に大きな制

約 となる場合が多く,臨床家の頭を悩ませていた｡

歯牙移動をより速 く達成しようという試みは古

くから行われてきた｡歯牙移動時の組織変化を解

明しようとする実験 も至適矯正力を求めようとす

る試みも,全ては安全に,かつ迅速に歯を移動さ

せる方法を確立することを目的 としたものである｡

一万,外科的立場か らは迅速な移動 をさせたい

ならば,いっそのこと歯槽骨ごと切 り離して移動

させてしまおうというCunningham28)らによって

始められたosteotomyがあるが,これは当時とし

てはかなり危険な方法で偶発症や失敗 も多かった

と思われる｡

比較的安全だが時間のかかる矯正的歯牙移動 と

時間はかからぬが危険を伴 う外科的歯牙移動,こ

の両者を組み合わせた観点に基いて,初めて歯牙

移動のメカニ ックスに外科的処置を加えて歯を移

動させたのが Cohn-stock29)である｡彼は不正嘆

合の治療法を矯正単独,外科+矯正,外科単独の

3つに分類 し,成人患者で前歯歯根を覆 う口蓋側

の骨を外科的に除去 して後方移動 を行った｡つづ

いて Bichlmayr30)により,外科的処置を併用 し

た矯正治療の症例報告が行われた｡彼は開嘆を伴

う上顎前突の症例で上顎第一小臼歯の抜去後,口

蓋側の皮質骨を棋状に切除して前歯の後退,開嘆

の閉鎖を行った症例,上顎側方拡大の際に被移動

歯頬側の級密骨を除去 した症例,などを挙げてい

る｡以来,この,被移動歯の移動させ る側の歯槽

敵密骨を棋状に外科的に除去することによって迅

速な矯正的歯牙移動 を図る方法はBichlmayrme-

thodと称され,いくつかの臨床報告31-33) がなさ

れている｡

1958年,K61e34)はそれ以前に行われてきた方

法を鑑み,Cunningham 以来行われてきたosteo-

読 77

tomyの長所 もとりいれた手術であるcorticotomy

を紹介した｡この手術は,骨改造に時間を要すると

予想される皮質骨に着 目し,被移動歯頬舌側の皮

質骨層だけに歯槽の全高にわたって骨切離を加え,

さらに根尖を十分越えた位置で水平osteotomyを

行なうものであり,実際にこの方法を併用した歯

牙移動の症例 を発表 した｡彼の症例報告1)は何れ

も成人患者の校合挙上,上顎前歯の後方移動,下

顎前歯の前方,後方移動, 1歯の遠心移動,捻転

の修正,空隙歯列の閉鎖,臼歯部交叉嘆合の改善,

臼歯部の狭小化など多岐にわたっている｡この方

法によれば温存された海綿骨により,歯,及び歯

周組織への血行障害を起すことな く骨の抵抗を減

弱させ得るため,成人患者においても安全かつ迅

速な歯牙移動が行えるとされている｡

この方法については,以後数多くの症例報告2-19)

がなされている｡

一方,成功例の報告ばか りではな く,実際に試

してみたが corticotomyの効果は殆 ど認められな

いとして,少数歯の場合でもalveolarosteotomy

を積極的に行 うべ きであるという報告35･36)もある｡

基礎的な方面からは,K61eの同僚であったBy-

loff-Clar20)の,下顎前突症の治療のため便宜抜去

が予定されている上顎第一小臼歯にcorticotomy

を施術 し,床装置によって頬側へ移動 した後,周囲

組織 も含めて抜去 して組織変化を観察 した報告が

ある｡この報告では,床装置に組みこまれたスク

リューを2日で0.1mmというゆっくりした速さで

アクチベ- トすることによって歯を移動させた結

莱,施術側に比べ,非施術側ではセメント質及び

歯根の吸収など傷害的変化がより顕著に観察され

たとしている｡また,Bel121)はアカゲザルを用い

て-ステージの上顎 corticotomy後の歯 ･歯槽

セグメン トの血行回復を{microangiogram を用

いて観察 した実験について報告 し,-ステ､-ジ法

ではかなりの血行障害が残るため,二ステージ法

が安全であるとしている｡また,corticotomy の

臨床的な価値 も,さらに基礎的な研究を行った上

で判断すべ きであると述べている｡ビーグル犬を

実験動物 としてcorticotomy後の血行の変化を観

察 した Dtiker22)は, corticotomyにより短時間
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で歯が移動されたが,歯髄及び歯根膜の傷害は観

察されず,僅かに辺縁歯肉に血管叢の退縮が見ら

れた程度だったと述べている｡東郷等23)は雑種成

犬の上顎第三切歯を実験歯 として遠心側の頬側に

cortiQOtOmyを施術して,頬側歯槽骨を除去した

第二切歯抜歯窟-移動させた実験を行った｡伊藤

等24)は雑種成犬を用いてcorticotomyを併用した

歯牙移動の際の組織変化を体系的に検索した｡この

実験では下顎第三前臼歯を実験歯 として cortico-

tomyを施術し,第一大臼歯と犬歯を固定源 として

コイルスプリングの力で遠心移動を行い,力を変

えて移動距離,病理組織変化について対照側 (非

施術側)との比較検討を行った｡その結果,移動

距離については施術側で全例が大きな値を示した

が,各犬毎の移動距離 と力の関係は全 く規則性を

示さなかった｡また,移動時の病理組織変化につ

いても施術側 と非施術側 との間で明瞭な差は現れ

なかった｡中西25)も雑種成犬で下顎第三前白歯に

corticotomyを施 し,二種の強さの矯正用エラス

ティックス及び矯正用ネジで頬側-の移動を行い,

歯周組織 と切離部の病理組織変化を観察するとと

もに乾燥頭蓋にス トレインゲージを貼布 し,切離

方法を変えて実験歯に荷重 し,歪測定実験を行っ

ている｡ この報告でも施術側 と非施術側 との間で

移動量の差は認められたが,病理組織所見には大

きな差は無かったとされている｡以上の如 くcor-

ticotomyに対する評価は依然として明確でな く,

如何にして移動効果が促進されるのかも解明され

ていない｡K61el)が考えたように改造に時間を要

する級密骨が除去されたことだけによるのかどう

か,実際にConverse7)が想定したように歯 と周囲

の歯槽骨が一つのセグメントとして移動するかど

うかもわかっていない｡また,実験的歯牙移動の

方向は近遠心 もしくは頬舌側に限られている｡

著者の実験では垂直的位置異常歯の移動を想定

して,corticotomy施術後に実験歯を挺出させた｡

実験動物 として接雑種成犬を使用した｡実験結果

に年令差,個体差が関与して くるという欠点があ

るが,組織構造の人との類似性,実験処置の容易

さ,入手及び飼育の容易さ,などの要因を考慮に

入れ,雑種成犬を選択した｡

実験歯 としては,上顎第二前臼歯を用いた｡ 単

なる挺出の実験ならば実際にも比較的挺出移動さ

せる機会が多い前歯が実験操作 も容易であり,最

適であると考えられるが,今回の実験ではcorti-

cotomyを施術するため,比較的歯根の傷害を避け

やすいと思われる前臼歯を選んだ｡さらに犬の場

令,装置装着の場である口腔前庭が狭いため,歯

列轡曲の最陥凹部に位置している第二前臼歯が口

腔内装置の装着に際して最 も適していると考えら

れる｡また,強固な固定源 となりうる犬歯 と第四

前臼歯のほぼ中間に位置していることもあり,こ

の歯を実験歯に選定した｡

Corticotomyの切離方法については臨床的研究

でも基礎的研究でも各研究者により異なり,一定

の見解を得るまでに至ってはいない｡

Reitan37,38)が報告 しているように,犬の歯槽

骨は厚い皮質骨層を持ち髄腔が少ないという特徴

を有している｡ この点を考慮し,切離方法は伊東

等24)の方法に準じて実験歯全周に連続した切離を

加えたが,実験歯-の血行維持のため,根尖下を穿

通するosteotomyは行わなかった｡口蓋側切離部

は殆ど敵密骨によって形成されているため,鼻腔

底粘膜を残して全層を切離し,この際鼻腔への穿

孔をきたした実験犬は実験群から除外した｡中西25)

は彼の犬下顎前臼歯の実験で,槽間中隔での赦密

骨 と海綿骨の判断が困難であったとして近遠心で

は完全な骨切離を行ったと報告 しているが,今回

の実験で施術した上顎前臼歯では同部位でも皮質

骨のみの骨切離が可能であった｡これは人の場合

と同じく犬においても相対的に下顎に比べて上顎

で骨髄腔が発達 しているためであろうと考えられ

る｡Corticotomy後の施術部の臨床的状態につい

ての報告は無いが,今回の実験では手術終了時の

実験歯は指圧にて押す と若干の可動性が確認でき

る状態であった｡

ⅠⅠ.歯牙挺出装置

矯正的歯牙移動の方法は様々であるが,矯正臨

床においても,また基礎的研究においても歯牙移

動に拡大ネジを応用した報告25,39,40)は比較的少な

い｡高演等41)は拡大ネジに関する論文の中で,早

一歯の移動には,強力な力を必要 とする場合以外
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には適していないと述べている｡多くの教科書で

も可撤性の床装置に組込まれて緩徐な歯牙移動に

用いる場合の記述がある程度である｡ 拡大ネジが

発揮するような強固な力は矯正力として歯に作用

させる場合には余 りに過大であるという考えから,

直接の歯牙移動に使用されなかったのであろうと

考えられる｡

しかしながら,拡大ネジ及び装置フレームによ

って発揮される強固かつ確実な矯正力について,

近年,積極的にこれを歯牙移動に用いようとする

動きがある｡新潟大学矯正科でも唇顎口蓋裂患者

の歯列弓の前方拡大の際,corticotomy施術後,

screwによって前歯セグメントを唇側移動させて

いる｡このように歯牙の抵抗が減弱している状態

ではscrewによるような力がより効果的かつ確実

な歯 ･歯槽セグメントの移動を達成させるために

有効なのではないかと考えられる｡また,screw,

フレームの剛性が施術によって不安定な状態とな

っている被移動歯を嘆合力による傷害から保護す

る役割を果たすという効果もあると予測される｡

今回の実験ではcorticotomy施術後の歯 ･歯槽セ

グメントの移動を目的として,装置を犬の口腔内

に装着,維持する必要性から,充分な耐久性を持

つ矯正用拡大ネジを直接実験歯に固定する形式の

装置を用いた｡

また,本実験は比較的個体差が大きいことが予

想される雑種成犬を用いた実験であるため,同一

犬の左右側を施術歯と非施術歯 として比較するこ

とにした｡そのためにも,他の弾性 を利用する

装置に比べて移動距離,移動力などの条件を正確

に規定しやすい矯正用拡大ネジは最適であると判

断された｡実験中の装置の破損,脱落などは全 く

無かった｡

ⅠⅠⅠ.歯牙挺出時の変化について

歯牙移動の際,圧迫部では歯槽骨の吸収,牽引

部では歯槽骨の添加が生ずることは1904年のSand-

stedt42)の報告以来広 く知られている事実である｡

しかし,歯に挺出力が作用した場合には他の水平

的方向の移動の際とは様相を異にする変化が歯周

組織に生ずる｡すなわち,一般に円錐形である歯

読 79

根に純粋な挺出がおこり得た場合には全ての歯根

膜線維が牽引され,骨との間の圧迫部は全 く生じ

ないことになる｡このため,移動方向の歯槽骨の

吸収を待つことなく歯根膜の適応によって速やか

に移動が達成され,それを追うように歯槽骨の反

応性の骨形成が生じて正常な歯根膜の幅に回復す

る｡以上のような過程で歯が移動すると考えられ

ることから他の骨吸収を伴う移動に比較して弱い

矯正力でも挺出が可能であるとされており, Rei-

tan43),Moyers44)などは25-30g程度の力が臨床

的には適していると述べている｡

歯牙挺出に関する最も古い組織学的研究の報告

はOppenheim45)によるヒヒを用いた実験について

のものであろう｡ Angleの唇側弧線装置により様

々な実験的歯牙移動を行った中で挺出についても

報告しており,力の方向に添って配列した新生骨

小梁を観察している｡この骨新生は特に根尖部と

歯槽骨頂で旺盛であったという｡また,歯根膜の

根尖寄 りの部分は平常時の2倍以上の幅を呈して

いたと述べている｡次いで Marshal146,47)はアカ

ゲザルの中切歯を挺出させた実験を行い,歯根膜

線維の走向の変化 と根尖部における骨新生及びす

う疎な結合組織層の形成などについて報告して

いる｡Oppenheim48) は小児の便宜抜去予定の下

顎小臼歯舌側に弾線による比較的弱い挺出力を12

週間加えて1.5mm挺出させた実験を行い,歯槽骨頂

の骨添加,修復されつつあるセメント吸収寓,髄腔

内の自由象牙粒などを観察した｡強い力で挺出を行

なった場合については歯根膜線維がどこまで適応

してゆくか,移動に伴って歯冠側を向いた線維がど

のような過程を経て平常の状態に回復するかなど■

についての研究が必要であると述べている｡Huetト

ener等49)はマルチバンド装置を用いてアカゲザ

ルの中切歯を12週間で5mm挺出させ,やはり線維

の走向の変化,根尖-向かっての骨小梁の新生な

どの所見を観察し,また,根吸収が見られなかっ

たことを報告している｡

Theodorou50)はアカゲザルの上顎第二小臼歯の

頬舌両側から補助弾線による矯正力を加えて挺出

実験を行っている｡その結果,力の大きさと挺出

量の間では相関が認められず,また,大きな力で

ー 23-
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は歯根の吸収などの傷害が生 じやすいことを観察

し,比較的小さな矯正力が,挺出の場合に適 して

いると述べている｡

Batenhorst等51)はアカゲザルの下顎切歯をマル

チバン ド装置で唇側移動 し,保定期間中に生 じた

偶発的挺出時の組織変化について報告 し,唇側以

外では歯肉及び歯根膜線維付着の状態が挺出後 も

変化 しなかったことを記している｡Simmon等52)

は犬の根管処置歯を挺出させ,線維の伸展,歯槽骨

頂の骨形成などを観察したが, 7過後にはⅩ線写

真的にも病理組織学的にも平常時の状態に回復 し

ていたとしている｡Jonas53)は人の便宜抜去予定

歯で挺出の実験を行い,他の移動様式に比べて歯

周組織の傷害がおこr)に くいと報告 している｡新

倉54)は犬の切歯で挺出の実験を行い,矯正力と移

動量の関係,線維走向の変化,歯槽骨頂部 と根尖

部の骨添加などについて詳 しく検索し,特徴的な

所見として歯肉線維 と歯間水平線椎の長期にわた

る緊張の持続,根尖部に比べて歯槽骨頂部での骨

形成が先行するこ,とを報告 している｡van-Ven-

rooy55)は犬の人工的歯周病罷患歯を14-21日間で

3- 4mm挺出させた実験を行い,歯周ポケットの減

少,歯槽骨頂の新生骨,骨吸収の停止などを観察し,

歯周病に罷思した歯でも健全歯 と同様な移動が可

能であり,歯牙挺出を歯周病治療に用いることの

有効性 を示唆 している｡

今回の実験では雑種成犬の上顎第二前臼歯を強

固な固定源 とフレームを持つ矯正用拡大ネジで 5

日間に 1.5mm,10日間で 3.0mmと,かなりの速さ

で提出させた｡その結果,corticotomy施術側,

非施術側 とも,既存の各報告同様に仝例において

歯肉及び歯根膜が歯牙移動に伴って歯冠側へ牽引

され,歯根膜線維が伸展されている像が観察され

た｡ 5日間移動群では仝例の施術側,非施術側で

一部 もしくは大半の歯根膜線維の断裂,組織内出

血が観察さ-れ,強力な挺出力を負荷 した場合,移

動初期において歯根膜の傷害が生 じうることを示

唆 している｡Reitan55)が述べているように,一般

の水平方向への歯牙移動時の組織変化を検索した

報告では移動の初期に歯根膜の弾性変形による少

量の速やかな移動が生ずるが,その後の歯槽骨の

骨改造を必要 とする段階では一時的な停滞がおこ

r),以後も骨吸収の速度によって移動速度が規制

されるため,牽引側で歯根膜線維の断裂を生 じさ

せ る程の急速な移動は不可能であると考えられ,

このような所見を報告 しているものは殆ど見られ

ない｡挺出移動の実験ではSimmon等52)の報告の

2週例で歯根膜線維の破壊,離断が見られたとさ

れてお り,以後 4週例,7週例では順調に回復 して

いったことが述べ られている｡個体差が関与 して

くるため,断定することはできないが,本実験で

の10日間移動群,10日間移動後 3日保定群の所見

ではこのような像は全 く観察されぬことから,同

じ速さ, もしくは同じ力による移動であっても,

移動初期 と,ある程度の移動により組織の適応が

生 じつつある状態 とでは組織に与える影響が異な

っていることが推察できた｡

この点から,Reitan57),新倉54)らが述べている

ように,移動初期における矯正力は,歯周組織が

対応できるように細胞活性 を刺激する程度にとど

めるべ きであるとする概念の正当性が確認できた｡

今回の実験で用いた装置による矯正力は,移動初期

では歯周組織にできるだけ傷害を加えずに挺出さ

せ るという観点からすると,corticotomy施術側

に対 しても非施術側に対 しても過大であったこと

がいえる｡10日間移動群,10日間移動後 3日保定

群では一部の圧迫部を除いて歯根膜の損傷は見ら

れず,線維に適応性の変化が生 じて緊張状態が緩

和されつつある様相が観察された｡

矯正力が歯根膜線維の伸展を引き起 した場合に

は,線維の両端が埋入している硬組織,すなわち

歯槽骨 とセメント質にも変化が生ずることは挺出

に限らず,全ての歯牙移動の際に共通 している｡

挺出についての過去の実験的研究報告のとお り,

本実験でも伸展された歯根膜線維に添って骨が小

梁状に新生 している像が観察された｡これまでの

報告では歯槽頂部 と根尖部における骨形成の記述

が殆どであった｡これは,歯根側面に存在する斜線

維は歯槽骨から根尖側に向かって斜めに走行 して

いるために移動初期においては走行の変化によっ

て歯牙移動に対応すると推察 し得るのに対 し,歯

牙移動によるほとんど全ての変位量に伸展によっ
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て対応しなければならぬ歯槽頂織経,根尖線維群

では,平常時の長さと伸展時の長さの割合,言わ

ば伸展度が常に斜線維群に比べて高 くなっている

ことにより骨形成の時期,量に差が生ずるのであ

ると考えた｡

本実験では歯根側面に相当する歯根膜隙でも比

較的活発な骨形成が観察されたが,口蓋側歯根膜

隊では頬側歯根膜隊に比較して新生骨小梁の形成

量は著しく少なかった｡純粋な挺出の場合は歯根

膜隙全域が牽引部 となり,歯槽駕内面全体に骨添

加が生ずるはずであるが,今回の実験では多くの

実験歯は歯槽に対して僅かに口蓋側寄 りに挺出し

ていたため,口蓋側歯根膜隊では歯根膜線維は全

般的に歯冠側方向-牽引されてはいたが,同時に

歯根による側方-の圧迫も生 じていた｡このため

に,口蓋側歯根膜隊では骨形成像がほとんど観察

されなかったのであると考えられる｡また,この

所見より,一般には牽引部では骨添加が生ずるこ

とになっているが,線維を介して歯槽骨に伝達さ

れる牽引力だけによって骨新生が誘発されるので

はなく,ある骨面における圧力が骨形成を支配す

る要因の一つであることが示唆された｡

新倉54)は雑種成犬での歯牙挺出実験の報告の中

で,歯槽頂部に比べて根尖部での骨添加が遅れて

生じると記しており,これを根尖部の線維束が細

いこと,根尖部の歯槽骨が罪薄であることなどに

起因するためではないかと述べている｡今回の実

験では彼の報告 とは全 く逆に,各群 とも歯槽頂部

に比較して,根尖部歯根膜隊での骨形成量が勝っ

ていた｡これは,新倉の実験ではコイルスプリン

グの弾性を矯正力としていたため,対合歯を削除

しても岨噛時には喫合力が庄下力として実験歯に

加わり,根尖部での骨形成が抑制され得るのに対

し,本実験では強固なフレームを有する装置を使

用したため,根尖部にはほとんど喫合力の影響が

加わらなかったことによる差異であると考えられ

る｡

また,本実験では,根尖部では各群の間の量的

な差が明瞭に示されたのに対し,歯槽頂部での骨

形成は各個体による差異が大きく現れていた｡

歯周組織を構成するもう一つの硬組織であるセ

誠 81

メント質の変化は骨に比べると活発ではなく,根

尖部の有細胞セメント層から歯根膜線維の伸展方

向に添うように幼若な新生セメント質が歯根膜隊

に延びている所見が仝例で観察されたが,その量

は根尖部歯根膜隙での骨形成量に比較した場合,

ごく僅かであった｡Oppenheim48),Theodorou50),

Reitan58),等が報告しているような歯根の吸収像

は本実験の結果では全 く観察されなかった｡

Corticotomy施術側 と非施術側の間の差は硬組

織所見では骨形成量の違いとして軟組織の所見に

比べ,明瞭に現れていた｡雑種成犬の個体差が無

視できないことから,同一実験犬の施術側と非施

術側の間の比較によって判断せざるを得ないが,

ほぼ仝例で歯根膜隙での骨形成量が cortiC/Otomy

施術側で勝っていた｡Corticotomyを施術した際

に何故歯牙移動が促進されるかについて,K61el),

Converse7),中西25)等は皮質骨切除により歯 ･嘩

槽セグメントの移動に対する抵抗が減弱されるこ

とによるという意見を述べている｡また,Byloff-

Clar6),Obwegeser59),等は物理的な抵抗の減少

だけではなく,施術によって歯槽骨の骨改造機転

が活性化されることも一つの要因であるとしてい

る｡今回の実験では非脱灰標本の計測でセグメン

トとしての移動が殆ど認められず,僅かに実験歯

周囲の歯槽骨で若干のラベ リング像の差異が観察

されただけであることから,corticotomy施術の

刺激によって,歯槽骨の骨改造が活発になった結

莱,骨形成量の明瞭な差が生じたと考えている｡

千葉60)は抜歯時に,会田61)は人工的根尖病巣形成

時に犬の下顎骨で,当該部位だけでなく周囲組織

にも活発な骨改造がおこることを報告している｡

何故,.このような骨活性の励起がおこるかについ

ては明らかではないが,炎症の存在が大きな要因

であろうと思われ,この点についてさらに検索を

行なう必要がある｡

Ⅳ.骨切離部の変化について

Corticotomyについての実験的研究の報告の多

くは歯周組織の観察にとどまるものであり,歯牙

移動後の骨切離部の変化について述べているもの

は少ない｡Bell21)はアカゲザル上顎前歯部におけ
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る実験で術後 1日例, 1週例, 3週例, 9週例の

骨切離部の変化を観察 している｡この報告では歯

槽基底骨側では順調な治癒経過が観察されたもの

の前歯部歯槽骨頂付近で肉芽組織の長期にわたる

残留を認め,-ステージcorticotomy後のセグメ

ン ト-の血行に関する危険性 を述べてお り,唇頬

側 と口蓋側の手術 を二回に分ける二ステージ法 を

推奨 している｡中西25)はcorticotomy施術後,歯

牙移動 を行った場合の骨切離部の組織変化 を報告

している｡-彼の報告では 7日例で肉芽組織の骨切

離部-の充満 と骨芽細胞による骨形成の開始,14

日例で両側切離面での丘状の新生骨形成,21日例

で幼若な新生骨梁による骨切離部の連絡などの所

見が観察されている｡

今回の実験では,やは り5日間移動群 (施術後

12日),10日間移動群 (施術後17日),10日間移動後

3日保定群 (施術後20日)と新生骨によって骨切

離部が修復されてゆ く像が観察されたが,頬側骨

切離部の骨新生が口蓋側骨切離部に比べて明らか

に活発であった｡これは,ほとんど骨髄腔が見ら

れぬ口蓋側骨切馳部で全層にわたる骨切離を行っ

たのに対 し,比較的厚い頬側骨切離部では全層に

わたる骨切離を行わずにとどめたため,周囲の健

全な骨髄腔を通 じて血行が良好に保たれ,肉芽組

織の形成,ひいては骨形成細胞の分化,活動が順

調に生 じたことによると思われる｡

単純な比較はで きないが中西の14日例,21日例

と本実験の12日後,20日後の所見を比較すると骨

形成が本実験結果では,やや遅延 している｡ しか

しながら,雑種成犬を用いて歯槽骨歯根膜穿通歯

根駕洞を形成 し,歯周組織の修復を観察した吉田62)

の報告では14日後でも30%以上の犬に全 く歯槽骨

切離部での骨新生を認めていない｡このように雑

種成犬の組織修復能は各実験犬による個体差がか

な りあるため多少の治癒経過の差は必然的に生ず

ると考えて差支え無いであろう｡

当初期待 していた歯 ･歯槽セグメン トの移動は

非脱灰標本の 1例で見られただけであった｡また,

非脱灰標本の 3例でセグメン トが頬側骨切離部の

切 り残された骨質を軸 として口蓋側へ回転移動 し

ていたと思わせ る所見が見られたが,他の非脱灰

標本及び脱灰標本による検索では被験歯周国の歯

槽骨の動 きを示唆するような骨切離部の離開,段

差形成などの所見は認め られなかった｡中西は標

本摘出の際,一部の犬で施術部が周囲顎骨か ら凸

状に移動 したと推定される所見が見 られたことを

報告 している｡本実験では歯 を挺出させ るという

移動様式を採ったため骨切離を行 ったにも拘らず,

殆 ど歯槽内での変化によって移動が生 じたと考え

られる｡水平方向の移動及び庄下移動の場合では,

歯に矯正力が加わった際には速やかに歯根膜の圧

迫が生 じる｡歯根膜の弾性変形によって対応 し得

る歯の変位は40p前後であると Muhlemann63)は

サルを用いた実験報告で述べている｡これ以上の

変位 を起こさせ るような,さらに大 きい力が歯に

加わった場合にはもはや歯根膜による緩衝作用は

期待できず,力の増加量は歯根膜を破壊 しながら

直接骨に加わると予想される｡歯根膜の牽引時に

おける緩衝作用によって矯正力が如何に減衰する

かに関する報告は見られないが,一定の牽引力が

歯根膜を介 して歯槽骨に伝達される場合には圧迫

時に比べて格段に小さな力になっていると思われ

る｡

今回の実験でも歯に加わった矯正力は歯根膜の

著 しい伸展によってかな りの部分が緩衝 され,歯

槽骨セグメン トの移動 を起こさせ得るだけの力が

歯槽骨に伝達 されなかったためにこのような結果

になったのであると思われる｡

以上,本実験の結果か ら推察すると,歯の挺出

移動の場合,corticotomyにより歯 ･歯槽セグメ

ン トの,矯正力に対する抵抗が減弱されても,他

の水平方向の矯正的歯牙移動の際 とは異な り,実

際の移動には殆 ど効果が期待できない｡
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