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緒 看

歯牙再植術はかな り昔から行われていたとい う

記載があり, 一時は盛んに実施されていたようで

ある｡多数の報告例の結果によれば, 再植 した歯

牙は 1-2カ月で骨植堅固となるが, やがて歯根

吸収を来た し結局 5- 6年で自然脱落する症例が

ほとんどである｡

今回,我々は外傷による歯牙の完全脱臼や 埋状

歯について,最短 3カ月,最長 4年 6カ月間その

経過を臨床的, レン トゲン的に観察 したので, そ

の結果を報告する｡

症 例 1

患 者:6歳, ? 0

初 診 :昭和45年 5月7日｡

主 訴 :外傷 による上下顎前歯部の 転位 と脱

臼｡

家族歴,既往歴 :特記事項なし｡

現病歴 :初診当日午後 5時頃道路を横断中乗用

車にはねられ顔面を打撲 し, 直ちに某医院にて応

急処置を受けた後, 受傷約 3時間30分後に来院｡

現 症

全身所見 :体格栄養中等度で特に異常なし｡

顔貌所見 :院部は著 しく腫脹 し, 下赤唇部及び

その周囲の皮膚に裂傷があった｡

口腔内所見:1Llは唇側歯肉粘膜下, 上方に陥

入 し,同部の唇側歯槽骨は欠損, 歯肉は剥離 して

いたが止血 していた (図 1).す二[万は歯槽骨と共

に動揺 し,わずかに舌側に偏位 していた｡ 同部の

歯肉頬移行部から頬粘膜にかけて著明に発赤, 腫

脹 していた｡

臨床診断 :⊥Ll完全脱臼, す=Fす歯槽 骨々折,

下唇部裂傷｡

処置およ叱ド経過

処 置 :当日入院 し,翌日口腔内清掃, 消毒,

局所麻酔後封土を引き出し, 正常な位置に再植を

行 ったが, 隣在歯の所出不十分な為固定できず,

歯冠部をナイロン糸にて歯肉に仮に結熟 し, その

後に剥離歯肉を縫合 した｡ 再植歯の根尖は未完成

な状態で, 特に根管処置は行わず経過をみること

にした｡ 5日後矯正科に 依頼 LClllCに矯正用

バン ドを装着,0.9mtnlWireにて固定 したO なお

感染予防の為テラマイシン50nlg, キモプシソ25単

位を朝夕2回 1週間筋注 した｡

また,可 こすについては3月後, 整復 した 後にレ

ジン床で固定 した｡

経 過 :局部の腫脹は8日後に消失 し,50日後
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図 1 術 前 (症例 1)

図 2 術後 3ヵ月目 (同) 図 3 術後15ヵ月目 (同)

1止の動揺はわずかで, 歯牙の変色もなく疹痛そ 後の所見では⊥Llは動揺もなく生着しており,電

の他の自覚症状も認められなかった｡ 11カ月後, 気歯髄診断でも隣在歯より低値であるが反応 があ

CIllCの固定除去の際の歯髄電気診断では旦二匹 り,周囲歯肉にも異常所見は認められない｡

は反応を示さなかったが15カ月後には隣在歯に比 レントゲン所見では, 3カ月後根尖側ケ吉の歯根

して低値ながら反応を示すに至った｡ 4年 6カ月 表面にわずかに吸収らしき像をみるが, 骨の吸収
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図 4 術後 4年 6ヵ月目 (同)

はなく (図 2), 5カ月後の像ではLlの歯髄腔は

やや狭窄し, 8カ月後には1 lの歯根膜腔,及び白

線は正常に回復 している｡ 15カ月後刃1の根尖部

は丸味を帯びるようになり(図3),18カ月後では

上の根管はかなり狭窄し,1 lの白線は一部消失し

ている｡ 4年 6カ月後の所見 では,1 1は根尖部約

liが虫食い状に吸収されて歯根と歯槽骨との境界

は不明瞭である｡Llの近心側根尖Iiは歯槽骨との

境界が不明瞭であるが, 歯根吸収はないようであ

る.1且は同名歯々根長の約Iiの長さしか 形成され

ていないが,歯根膜腔は正常である (図4)0

症 例 2

患 者:25歳, 8｡

初 診:昭和48年 4月28日｡

主 訴:開口障害｡

家族歴,既往歴:特記事項なし｡

現病歴:顎関節強直症の診断により, 昭和49年

2月14日に顎関節授動手術を施行 した｡ 術中,開

口器を装着した際lす脱落,1丁不完全脱臼を起 した｡

臨床診断:｢豆の脱落,斤の脱臼｡

栄, そ の 他

図 5 術後 2ヵ月目 (症例2)

処置および経過

処 置:｢夏脱落後直ちに, 根尖部より抜髄,梶

管拡大を行い, ガッタパーチャポイント及びカナ

ルスを用いて根管充填 し,す三こすをバルカン固定

した｡なお術後 9日間,ペン/ブリチン29, キモ

プシソ25単位を筋注した｡

経 過:術後 6日目までtT官の打診痛が あった

が, 12日後には完全に消失し, 2カ月後骨植ほか

な り堅固となり, 3カ月後に固定を除去した｡ 8

カ月後歯肉嚢の深さは1･0-2･0耽nLで, 舌側の歯肉

縁が隣在歯と比較して, 約 1.0批Hl退縮している以

外に異常所見は認められない｡

レン トゲン所見では, 2カ月後tす根尖部近 くに

わずかな 骨の透過像 を示しているが (図 5), 3

カ月後には消失し, 歯根膜腔らしき所見はみられ

ず,根尖側I6遠心歯根面に吸収がみられるように

なり, 5カ月後根尖部に明らかな吸収像を認めた

(図6)｡8カ月後 その吸収はさらに進行 している

が,近心側の歯根膜腔は正常に近 く, 白線も一部

出現 している (図7)0
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図 6 術後 うヵ月目 (同)

症 例 3

患 者:15歳, 9 0

初 診:昭和49年 7月 1日｡

主 訴:下唇部裂傷, 及びす三二官の舌側転位O

家族歴,既往歴:特記事項なし｡

現病歴:初診当日校庭で友人に顔面を蹴られ口

腔から出血,下顎前歯部は動揺,宵は脱落 し,莱

歯科から紹介され受傷 してから1時間30分後に来

院｡

硯 症

全身所見:体格栄養中等度で特に異常なし｡

顔貌所見:上下口唇部に ビマン性腫 脹 が あ っ

た ｡

口腔内所見:上下赤唇部に裂傷があり,発赤,

腫脹 し, す二FT は舌側転位 し歯槽骨 と共に動揺

し, 激痛を訴えた｡1与は脱落 し,iJlは歯冠破折
していた｡ L,トゲン所見ではす三二丁根尖部に骨折

線を認める｡(図 8)

臨床診断:ti脱落,罰 二す歯槽 骨々折, 上下唇
部裂傷,11旦歯冠破折o

章L_:~･･･一･一..__-

図 7 術後 8ヵ月目 (同)

･...
...
.....〟

処置および経過

処 置:直ちに入院し,局所麻酔後う｢二手部の

歯槽骨を整復した｡ 持参 した脱落歯l盲は健全歯だ

ったので再植を試みることにし, 滅菌生食水で洗

准後 クロマイ1･0/20nlC生食水に浸しておいてから

抜髄 し,ガッタパーチャポイン ト及び クロロパー

チャで根充して, 歯槽窟内の凝血塊を除去,3%

オキシ ドール及びヒビテンで洗准後歯槽窟内に戻

し,~5~二F盲にわたってMM式シーネで 固定 した｡

術後 2日間はペソブリチソ1g, キモプシソ25単

位を筋注し, その後 ペソブリチン1.5g, バ リダ

ーゼ3錠を7日分処方 した｡

経 過:1週間後打診痛はかなり軽減 し,発赤,

腫脹も消退した｡~豆二FTは19日後の電気歯髄診断

で反応を示さず レントゲン所見でも根尖部歯槽骨

に透過性を認めるようになったので (図9),約 1

カ月後に抜髄根管治療 し,4カ月後の現在も治療

継続中である｡

固定は65日目に除去 したが,再植 した官は骨植

堅固で現在も打診痛等の異常所見は認めないが斤
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図 8 術 節 (症例 3)

図 10 術後 1週目 (同)

図 9 術後19日日 (同)
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に水平,垂直の打診痛がある｡

レン トゲン所見では, 1週間観官根尖部には骨

との間に約 1耽Htの間隙が存在するが (図10), 3カ

月後の所見では歯根及び歯槽骨の吸収は認められ

ない (図11)｡す二Fr根尖部,歯槽骨の透過像は50

日後さらに著明になったが, それ以後進行の様子

はみられない｡

症 例 4

患 者:39歳, ?｡

初 診:昭和46年 5月7日｡

主 訴:腎 残根による阻噂障害｡

現病歴:昭和 46年 9月23日保存料 よりの依頼

で,lI51C4の診断のもとに抜歯の際誤って仔も同時

に抜去された｡

処置および経過

処 置:1才を直ちに歯槽宿に戻し,0.3批紀Wire

です芋了に結勢固定し,エ リスロシ'/1.29,パイ

ナ←ゼ4錠を5日分処方 した｡

経 過:5日後に再植歯の打診痛はかなり軽減

したが, 2週間後に頬側歯肉は暗赤色で ビマン性

し_._._-__-_▲ _.･■ L▲_....

図 12 術後50日目 (症例 4)

に腫脹 し, 一部波動を触れたので約 2mHt切開した

が, 排膿はなく, 少量の出血をみた だけで あっ

た｡一応アセチルスピラマイシン1.2g,パイナ-

ゼ4錠を1週間分処方 した｡ 消炎後 1カ月して,

保存料に根管治療を依頼し, 根管治療 4回後にガ

ッタパーチャポイント及びカナルスを用いて根充

された｡

3カ月後打診痛は消失し, 周囲歯肉にも異常を

認めないので固定を除去し,補綴科に依頼し,15

カ月後に唇面Bridgeを装着された｡

レン トゲン所見では, 再植50臼後歯頚側夕をの近

心歯根膜腔に拡大がみられ, 歯根中央部に吸収ら

しき像がわずかに認められる (図12)｡歯根膜鮭は

70日後さらに拡大 したが, 4カ月後には ほぼ正常

に回復 した (図13)0Bridgeを装着した15カ月後

の所見では, 上方約宛の歯根膜腔にわずかな拡大

像があり,歯根中央部はややくびれた形を呈する

が,一部に白線がみられ, 歯根尖端の吸収は認め

られない (図14)｡その後,最度の連絡にもかかわ

らず患者は当科を受診しないが, 患者からの連絡

図 13 術後 4ヵ月目 (同)

- 44 -



兼 城 繁, そ の 他

図 14 術後15ヵ月目 (同)

95

図 15術 前 (症例 5)

によれば,異常な自覚症状は全 く認められず, 十 直ちに抜去して正常な歯列弓に移植した｡ 歯根周

分に機能を果しているとのことである｡

症 例 5

患 者:18歳, 90

初 診:昭和t2年 2月26日｡

主 訴:3J埋伏の為の審美的障害.

家族歴,既往歴:特記事項なし｡

現病歴:昭和39年某歯科にて且L部の歯芽膿を摘

出後,本学歯科を訪れ同部に生じた肉芽組織を除

去した｡ その後旦Lの所出状況の経過を観察してい

た｡

現 症

全身所見,顔貌所見:特記事項なし｡

口腔内所見:レン トゲン所見 では旦1は1 lの根尖

部近くにあり,歯根はほぼ完成 し, 骨内に完全に

埋伏していた (図15)｡

臨床診断:Ia t完全埋伏｡

処置および経過

処 置:昭和43年 3月25日に入院し,局所麻酔

下に歯槽骨と共にlLの移動を試みたが成功せず,

園に生じた骨腫には削除した骨片を再び充填し,

粘膜骨膜弁を縫合 した後にユニヒ且 にわたって0.3

mwtWireで結教した｡

経 過 :約 1カ月間llの打診痛,及び動揺があ

ったが創面は完治,歯頚部歯肉の状態は良好に付

着した｡ 2カ月後動揺も軽減 したので 固定を除去

した｡ 電気歯髄診断において311K反応はみられ

なかったが,旦匝 3カ月後 反応を示した｡_卯ま5

カ月後でも歯髄反応が回復しないため抜髄し根充

した｡ 1年後異常所見は認められないが,21カ月

後歯冠部に茶色の変色を来した｡ 3年 2カ月後の

所見でも特記すべき変化は認められず 骨植堅固で

ある｡現在 6年 7カ月を経過 しているが 自覚的に

異常は認められないという｡

レントゲン所見では, 1週間後旦h削背骨に充填

骨片の像が散在性にはっきり認め られるが (図

16), 2カ月後にはその所見は不明瞭となって,

歯根膜臆の形成もみられ (図17), 5カ月後白糠,

及び歯根膜腔はやや明瞭となったが,根尖部にわ
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図 16 術後 1週目 (同)

図 18 術後 うヵ月目 (同)

図 17 術後 2ヵ月目 (同)
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図 19 術後 3年 2ヵ月目 (同)



兼 城

ずかな透過像 と, 遠心歯根中央部に吸収が認めら

れた (図18)08カ月後には,その吸収はさらに明

らかになっている｡ しか し, 1年後の所見では吸

収像は進行 しておらず, 再植歯近心歯車部に歯槽

骨の増生があ り, 骨の改造が進んでいることを示

し,21カ月後の所見では遠心側歯根膜腔には拡大

を認めるが, 根尖部の透過像は消失 し白線は明瞭

になっている｡ 3年 2カ月後の所見でもそれ以上

の特別な変化を示 していない (図19)｡

考 察

歯牙の再植術の 適応範囲は 外傷に よって脱落

した 歯牙のみに とど まらず, AugustRichter

(1797年)によって 根尖病巣1)のあるものに拡大さ

れ, 最近では石川ら (1970年)2)は高度の辺縁性歯

周炎に擢患 した歯牙に本法を用いて, 最長 5年 6

カ月経過 した症例を報告 している｡Simon(1970

年)3)も抜歯後に起る歯槽堤の吸収を抑制 し,義歯

の安定を良好ならしめる目的で, 抜歯する以外に

方法のない残根を再植することで一応の成果が 得

られたことを報告 している｡また, 歯列不正歯の

いわゆる外科的矯正 として用いられた 報告も数多

くみられる4)5)6)10)0

再植で問題点となるのは歯根の吸収で, その原

因および機転は今なお不明な点が残 されている｡

再植 した歯牙は歯槽壁 とどのような状態で 結合

するかについて,Wilkinsonが 猿を用いた実験に

よれば,骨癒着,癖痕性癒着, 正規の歯根膜によ

る癒着の三形式を認めたが, 歯根の吸収はすべて

の実験例にみられたと言 っている6)0

また,Andreasen(1966年)7)は再植歯 と歯周組

織 との関係を以下の3郡に大別 している｡

① 正常な歯根膜腔を 形成 して 治癒 する もの

で, 再植 2週間後には新生謬原線維で断裂 した歯

根膜線維は結合 され, 4週間後には 完全に回復す

る｡ この型の特徴は,セメン ト質で修復可能な歯

根面の表在性吸収であ り, レン トゲン的には 正常

な幅の歯根膜睦を認め,臨床的には, 一般に上皮

付着は Cemenトenameljunctionまで再付着す

る｡

② 歯根吸収部の持続的な骨による置換, いわ

繁, そ の 他 97

ゆるAnkyloseである｡歯根膜に生 じた肉芽組織

は器質化 し,歯槽壁より生 じた骨で置換され, そ

の結果歯根と歯槽骨は直接結合する｡ その後歯根

は吸収を起 し絶えず骨によって置換されるのであ

るが, 原因はまだ解明されていない｡ レン トゲン

的特徴は歯根膜腔の欠如 と, 骨に透過像が認めら

れない ことである｡ 歯根の吸収は根尖側Iiに約 3

-4カ月後に現われる｡ 臨床的には動揺がなく,

打診で清音を発する｡

⑨ 炎症性吸収

3-4週間後に起 り, レン トゲン的には骨およ

び歯根に透過像を認め, そこに炎症性変化を来 し

た肉芽組織を生 じ, 再植歯は数カ月で脱落する｡

この原因は歯髄組織が自己融解を起 し, 象牙細管

を通 って歯根膜に感染するためで あるといってい

る｡

我々の症例を分類するなら, 現在のところ 1郡

は症例 4･5, 2郡は症例 1･2｡3である｡

Grossman(1970年)8)によれば, 歯根膜の損傷

は根吸収の重要な因子で, 歯牙脱落後10分以内の

健康な歯根膜は残すべきであるといっている｡ し

かし, 今の所歯根膜を残すべ きか香かについての

意見は走 っていない｡

歯髄の変化については, 一般に最初は変性萎縮

に陥いることが多い と言われている｡

6hman(1965年)9)は人間の永久歯85本の再植を

行い,歯髄に広汎な変化を認め, 特に歯冠部歯髄

に損傷が著明であるが, 2週間後には 治癒の傾向

を示 し,冠部歯髄では増植する結合組織細胞 と毛

細血管によって置換され, また象牙芽細胞の破壊

された部位の象牙壁に沿 って結合組織細胞層が形

成される｡その後象牙壁に硬組織が新生され, そ

の中に結合織細胞層から象牙芽細胞様の細胞質突

起が侵入すると言 っている｡

常葉 (1969年)4)によると, 移植歯は術後 1-2

カ月頃には骨植堅固とな り, 歯髄電気診断では術

後 4カ月頃より反応を示す例が 多 く, 4-8カ月

間に約80%が反応陽性 となるが, 10カ月以上経過

しても反応を示さない例は歯髄死の可能性が高い

と言 っている｡ Ⅹ綿所見では術後 4カ月頃から白

線,歯根膜腔が形成 され, 関大 していた根尖孔お
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よび髄腔も除々に狭窄し, その結果電気歯髄診断

の反応値が健全歯より低いと考えられると言 って

いる｡

Archer(1966)10)は10歳の少年の下顎第二小臼

歯を抜髄せずに再植 し,19年後, 根管が硬組織で

充満 しているレン トゲン像を得てお り, 根未完成

歯の再植においては, 生着が期待できると述べて

お り, 我々の施行 した症例 1では15カ月後に鈍い

ながらも反応を示 した｡

再植を行 う際要求されることは, 隣接組織に炎

症がないこと, 再植歯に唆合圧が加わらないよう

にすること, 歯周組織に破壊が少ないこと等が挙

げられる｡また, 山根 (1966年)5)によれば歯槽骨

が歯根周囲の>i以下のものでは生着は 困難である

と言 っているが 症例 1においてはiliの唇側歯槽

骨が欠損 し, 歯根周囲の約%の範囲に歯槽骨が存

在する根未完成歯である｡

根完成歯においては, いずれにしろ根管充填が

必要だが, 処置は口腔外で行われることが多いの

で複雑な根管でも容易に処置できるが, 根尖分岐

や根の屈曲,及び根尖病巣のある症例では歯根端

＼切除を行 うべきである｡ しかし, 我々の経験 した

症例は, 外傷あるいは術中の偶発症であるからし

て歯根端切除は行わなかった｡

再植 した歯牙は, 一般に 1-2カ月で骨植堅固

となるので,この時期に固定は除去される｡ 固定

の方法は 辺縁性歯周炎の 固定に準じて行えば 良

い｡

このように再植術の手技そのものは比較的簡単

であり, たとえ数年で脱落するとしてもその間自

分自身の歯で阻噛できること, また混合歯列にお

いては, 永久補綴が可能 となるまでの期間の保隙

辛,その間の機能を保持するとい う点でも意義が

あり, もっと広 く一般に行われてもよいと思 う｡

しか し､まだ多くの問題を残 してお り今後, さら

に検討 して行きたいと考えている｡

要 約

以上,我々は5症例について述べたが, 症例 1

は 6歳の女児で 外傷により完全脱臼した_u を根

充せずに再植 ｡症例 2は25歳の男性で手術中に脱

落 したl官に逆根充 した後に再植した｡ 症例 3は15

歳の女性で,外傷による官の脱落,症例 4は39歳

の女性で偶発事故により脱落 した仔を再植 し, 15

カ月後に1.画面 Bridgeを装着 ･症例 5は18歳の女

性で,完全埋伏 している旦健抜歯後再植 し, 骨腔

には骨片を充填 したものである｡ 各症例 とも審美

的,及び機能的に十分役目を果している｡

終りに症例1,4の治療に際し,御指導および御

協力いただきました,本学第2保存学教室小林幸男

教授,第2補綴学教室草刈 玄教授,矯正学教室花

田 晃助教授に深謝いたします｡
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