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抄録：本研究は，組織再生誘導法（GTR）法で歯牙
表面を保護膜で被覆し，２週後にこの膜を除去した際
に膜下の歯根表面に認められる新生組織（増殖歯根
膜組織）を歯牙移植に用い，その効果を臨床的・放
射線学的に評価したものである。被験者は，年齢１９
歳および２９歳の患者である。この２名の患者におけ
る２本の歯に増殖歯根膜組織を用いた歯牙移植法の
治療を行った。術後２年時の測定では，歯周ポケッ
トの深さは平均３．２mmであり，歯肉退縮は認めら
れず，歯の動揺は生理的範囲もしくは１度であっ
た。なお，X線写真では骨性癒着を認めなかった。
これらのことより，増殖歯根膜組織が歯牙移植に有
効であることが示された。今後，増殖歯根膜組織の
一貫した効果を検証するための長期にわたる評価が
必要である。

緒 言

近年，同一口腔内の歯を用いた自家歯牙移植がし
ばしばおこなわれている。この際通常は保存不可能
な歯を抜歯し，その部位へ機能していない智歯など
を移植することが多い。この自家歯牙移植後の歯の
喪失の主たる原因は，術後の感染や骨性癒着に関連
する移植歯の歯根吸収である。骨性癒着は，通常自
家歯牙移植に伴って起こる合併症であり，これが歯
根の吸収を導く。その後この吸収部位は，血管性組

織や骨組織へ徐々に置き換わり，最終的には抜去を
余儀なくされる。骨性癒着の原因は歯を抜去する際
の移植歯根表面に存在する歯根膜組織の損傷あるい
は除去であり，これは歯根膜組織が有している歯周
組織再生能を喪失することに由来する１）。

現在歯周組織の再生療法として，組織再生誘導法
（GTR 法）が広く臨床応用され，有効な臨床成績が
示されている。GTR 法は，歯牙表面を保護膜で被
覆することでそのスペースに残存する歯根膜組織由
来の増殖組織を形成し，増殖組織の歯周組織再生能
により歯根膜および骨の再生を得るものである。歯
根膜組織由来の増殖組織（以後，増殖歯根膜組織と
する）には，タイプⅠ，Ⅲ，V 型コラーゲン，オス
テオネクチン，骨由来蛋白が多く含まれ，歯周組織
の軟組織および硬組織に関する高い再生能を有して
いることが明らかとなっている２）。この増殖歯根膜
組織を自家歯牙移植に用いる試みが近年行われてお
り，この際，移植した歯根表面ではセメント質の再
生が認められ，骨性癒着が阻止されることが報告さ
れている３）。この増殖歯根膜組織が如何なる歯周組
織再生能を有しているかも，すでに検索されてお
り，Amar ら２）は，増殖歯根膜組織に歯周組織再生
に必要なタイプⅠ，Ⅲ，V 型コラーゲン，オステオ
ネクチンや骨由来蛋白などが含まれていることを報
告している。我々もまた，この増殖歯根膜組織に関
して一連の研究を進めており，この組織塊が内皮細
胞成長因子（endothelial growth factor-VEGF），ア
ルカリフォスファターゼ（alkaline phoshatase-
ALP）に富んでいることをすでに報告している３）。
Katayama ら４）は，イヌに対し増殖歯根膜組織を用
いた歯牙移植法を行っており，その結果，増殖歯根
膜組織が移植した歯根部位におけるセメント質の再
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生を促進し歯牙移植における骨性癒着および歯根の
吸収を阻止することを明らかにしている。

以下に示す症例は，ヒトにおける自家歯牙移植に
対する増殖歯根膜組織の再生組織としての有用性を
評価するために行ったものである。なお，この治療
法を行うにあたっては，患者に対しこの治療の目的
と偶発症等について十分な説明をし同意を得るとと
もに成績の一部を報告する旨の了承を得た。

症 例

症例１
患者：１９歳，女性
初診：２００１年９月２５日
主訴：下顎左側第２乳臼歯の違和感
既往歴：

約１ヵ月前より同部位に咬合時痛を発現。近隣の
歯科医院を来院し険査した結果，下顎左側第２乳臼
歯の保存は不可能であり，その後の処置として同部
位に対しブリッジか義歯のどちらかを選択するよう
説明を受けた。その後，患者は，精査を希望し東京
歯科大学病千葉病院保存科を受診した。なお，全身
的既往歴及び家族歴に特記すべき事項はなかった。
現症：口腔内所見では，下顎左側第２乳臼歯には鋳
造冠の装着（図１）がされており，歯頸部に歯肉の退
縮を認め，打診痛（＋）であり，Miller の分類におけ
る動揺度５）は１度であった。また，パノラマ X 線写
真（図２）では同部位の根分岐部に透過像を認めた。
なお，下顎左側第３大臼歯については口腔内への歯
冠部の一部萌出が認められた。

診断：現症での所見より本症例は下顎左側第２乳臼
歯晩期残存と診断した。
患者への説明：

患者に対し下顎左側第２乳臼歯の部位に再生療法
を用いた歯牙移植法を説明，患者より同意を得た。
すなわち，下顎左側第２乳臼歯は乳歯の歯根吸収が
進行し根分岐部に病巣が認められ，保存不可能であ
ることを説明。下顎左側第２乳臼歯を用いて，増殖
歯根膜組織を作製，採取し，その後この歯を抜去，
同部位に増殖歯根膜組織と下顎左側第３大臼歯を同
時に移植する歯牙移植法を説明，同意を得た。

治療経過：
１．歯周組織検査及び歯周基本治療

（２００１年９月２５日）
全顎的には，歯肉の腫脹，発赤などは認められ

ず，下顎前歯部舌側の一部に歯石の沈着を認めた。
口腔清掃状態はオレリーの Plaque Control Record

（以下 PCR）６）を測定したところ３８％であった。基本
治療では，プラークコントロールの徹底と全顎にわ
たるスケーリングおよびルートプレーニングを行っ
た。
２．増殖歯根膜組織作製のための母地形成

（２００１年１０月２３日）
下顎左側第２乳臼歯の歯冠部を除去し，頬舌側の

歯肉弁を剥離翻転した。つぎに下顎左側第２乳臼歯
の歯根を分割，根分岐部を掻爬し残存歯根膜組織か
ら増殖するスペースを確保した（図３－A）。その後
同部位を expanded polytetrofluorethylene mem-

図１ 下顎左側第２乳臼歯には鋳造冠の装着（矢印）と歯肉
退縮を一部認める。

図２ 初診時のパノラマ X 線写真。下顎左側第２乳臼歯
部には永久歯の先天性欠如を認める。下顎左側第３大
臼歯は移植予定歯である。
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brane（e-PTFE 膜）（Gore-Tex Periodontal Mate-
rial, W. L. Gore & Associates Flagstaff, Arizona,
U.S.A.）で被覆した（図３－B）。
３．歯牙移植術（２００１年１１月１６日）
１）増殖歯根膜組織の採取

前処置の２週後，すなわち，歯牙移植を行う当
日に下顎左側第２乳臼歯の保護膜を除去，膜下の
増殖歯根膜組織を採取し，生理食塩水中に保存し
た。

２）歯牙移植母地の作製
下顎左側第２乳臼歯部より移植歯根膜組織を採

取後，下顎左側第２乳臼歯の歯根を除去した。下
顎左側第３大臼歯を移植すべく下顎左側第２乳臼
歯分岐部の歯槽骨を一部除去し歯牙移植母地を形
成した。

３）増殖歯根膜組織と歯の移植
下顎左側第２乳臼歯部の移植母地に採取した増

殖歯根膜組織数片を移植し（図３－C），つぎに下
顎左側第３大臼歯を抜去し同部へ移植した（図３

図３ 症例１の処置部の経過を示す。下顎左側第２乳臼歯の根分岐部を分割掻爬し（矢印），増殖歯根膜組織形成母地を形
成（A），その後増殖歯根膜組織形成母地を e-PTFE 膜で被覆した（B）。２週間後，下顎左側第２乳臼歯を抜歯し，歯
牙移植母地を形成，同部位に採取した増殖歯根膜組織をまず移植（矢印）し（C），下顎左側第３大臼歯を同部位に移植
した（D）。

図４ 歯牙移植後２年目の下顎右側第２大臼歯移植歯。臨
床的には健全に推移している。
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－D）。なお，下顎左側第３大臼歯は歯冠を一部
削除した上で，暫間固定を行った。移植時のデン
タル X 線写真を図５－A に示す。

４．移植した下顎左側第３大臼歯を抜髄，根管充填
処置を行った（２００１年１２月２０日）

５．術後２年経過（２００３年１２月１日）
メインテナンス開始２年後の移植歯である下顎左

側第３大臼歯の口腔内写真（図４）とデンタル X 線
写真（図５－B）を示す。移植歯の平均のポケットの
深さは３．２mm，PCR は３２％であり，確実なブラッ
シングによりプラークコントロールは維持され，プ
ロービング時の出血は認められなかった。また，歯
肉退縮は認められず，動揺度は Miller の分類の１
度であった。デンタル X 線写真では，骨性癒着を
示す歯根周囲での歯根の吸収は確認されず，歯根周
囲には歯槽硬線が認められた。なお現在，３か月に
１度のリコール間隔でメインテナンスを行ってい
る。
症例２
患者：２９歳，女性
初診：２００１年７月２日
主訴：下顎右側第２大臼歯の疼痛
既往歴：

２００１年５月頃右側臼歯部に自発痛を覚えたが，そ
のまま放置した。２００１年６月下旬より同部に自発痛

が再び発現，その後日増しに疼痛が強まり持続的な
疼痛となったため，東京歯科大学千葉病院保存科を
受診した。なお，全身的既往歴及び家族歴には特記
すべき事項はなかった。
現症：

口腔内所見（図６）としては，下顎右側第２大臼歯
はう蝕症３度，打診痛（＋）であり，動揺度は０度で
あった。また，デンタル X 線写真では同部の遠心
歯冠部にう蝕による透過像を認めた（図７）。下顎右
側第３大臼歯は，歯冠の一部が傾斜萌出の状態であ
り，歯肉には発赤腫脹はみられなかった。
診断：

下顎右側第２大臼歯は，下顎右側第３大臼歯の半

図５ 下顎左側第３大臼歯移植直後（A）および，移植２年後の X 線写真

図６ 下顎右側第２大臼歯はう蝕症３度で，下顎右側第３
大臼歯は移植予定歯である。
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埋伏歯と関連するう蝕症３度であり，慢性潰瘍性歯
髄炎と診断した。
患者への説明：

診断後，下顎右側第２大臼歯に対する再生療法を

用いた歯牙移植法について説明，患者より同意を得
た。すなわち，下顎右側第２大臼歯は下顎右側第３
大臼歯の傾斜，半埋伏によりう蝕症３度を発症，保
存不可能であることを説明後，下顎右側第２大臼歯
を用いて，増殖歯根膜組織を作製，採取し，その後
下顎右側第３大臼歯を抜去，下顎右側第２大臼歯の
部位にこの増殖歯根膜組織と抜去した下顎右側第３
大臼歯を同時に移植する歯牙移植法を説明，同意を
得た。

治療経過：
１．歯周組織検査及び歯周基本治療

（２００１年９月２５日）
全顎的には，歯肉の腫脹，発赤などは認められ

ず，移植を行う下顎右側臼歯部にも顕著な炎症は見
られなかった。口腔清掃状態は PCR で２９％であっ
た。基本治療では，プラークコントロールの徹底と
全顎にわたるスケーリングおよびルートプレーニン

図７ 初診時のデンタル X 線写真。下顎右側第２大臼歯
部で増殖歯根膜組織を形成した。下顎右側第３大臼歯
は移植予定歯である。

図８ 症例２の処置部の経過を示す。下顎右側第２大臼歯の根分岐部を分割，掻爬し，増
殖歯根膜組織形成母地を形成（A）増殖歯根膜組織形成母地を e-PTFE 膜で被覆した

（B）。２週間後，下顎右側第２大臼歯を抜歯，同部位に増殖歯根膜組織を移植（C），
その後，下顎右側第３大臼歯を同部位に移植した（D）。
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グを行った。
２．増殖歯根膜組織作製のための母地形成

（２００１年７月１０日）
下顎右側第２大臼歯の歯冠部を除去し，頬舌側の

歯肉弁を剥離，翻転した。つぎに，下顎右側第２大
臼歯の歯根を分割，根分岐部を掻爬し残存歯根膜組
織からの増殖に対するスペースを確保した後（図８
－A），同部位を e-PTFE 膜で 被 覆 し た（図８－
B）。
３．歯牙移植術（２００１年７月２５日）
１）増殖歯根膜組織の採取

前処置の２週後，すなわち，歯牙移植を行う当
日に下顎右側第２大臼歯部の e-PTFE 膜を除去
し，膜下の増殖歯根膜組織を採取，生理食塩水中
にて保存した。

２）歯牙移植母地の作製
下顎右側第２大臼歯部より増殖歯根膜組織を採

取後，下顎右側第２大臼歯歯根を除去した。下顎
右側第３大臼歯を移植すべく下顎右側第２大臼歯
部の歯槽骨を一部除去し移植母地を形成した。

３）増殖歯根膜組織と歯の移植
下顎右側第２大臼歯部の移植母地に，まず増殖

歯根膜組織を移植し（図８－C），次に下顎右側第
３大臼歯を抜去し同部位に移植した（図８－D）。
その後，下顎右側第３大臼歯歯冠の一部を削除
し，暫問固定を行った。移植時のデンタル X 線

写真を図１０－A に示す。
４．移植した下顎右側第３大臼歯を抜髄，根管充填

処置を行った（２００１年８月１０日）
５．術後２年経過（２００３年１２月１日）

メインテナンス移行後２年の移植歯下顎右側第２
大臼歯の口腔内写真（図９）とデンタル X 線写真（図
１０－B）を示す。移植歯である下顎右側第２大臼歯
の平均ポケットの深さは，３．０mm で，ブラッシング
の励行により PCR は２７％とプラークコントロール
は維持されており，プロービング時の出血は認めら
れなかった。なお，歯の動揺度は０度であった。ま
た，歯肉退縮はみられず，デンタル X 線写真（図４
－C）では，骨性癒着を示す歯根周囲における歯根

図９ 歯牙移植後２年目の下顎右側第３大臼歯。臨床的に
健全な推移をしている。

図１０ 下顎右側第３大臼歯を移植した直後の下顎右側第２大臼歯部（A），および移植２年後の下顎右側第２大臼歯部
（B）の X 線写真
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の吸収は認められず，周囲の歯槽骨には骨梁構造を
認めた。現在，４か月に１度のリコール間隔でメイ
ンテナンスを行っている。

考 察

この臨床研究の結果より増殖歯根膜組織を使用し
た歯牙移植は，移植歯根の残存歯根膜組織を有効に
用いた治療法であることが示された。

本研究において２４ヵ月後の移植歯の動揺は生理的
動揺ないし軽度の動揺であった。歯牙移植の正否に
は，アンキローシス発現の有無の判定が重要であ
り，歯の動揺度検査ではアンキローシスが存在する
場合，明らかに頬舌側的な動揺度の低下が認められ
る７）。それゆえ，現在アンキローシスの初期診断に
おける動揺度検査の有効性が示されている。今回の
臨床研究では，２症例ともに２４ヵ月の時点で移植し
た歯牙にアンキローシスは発症していないと考えら
れた。なお，移植歯根面の約２０％以上にアンキロー
シスを生じている場合には，動揺度検査の変化とし
て捉えることが可能であるとされている８）。

今回用いた増殖歯根膜組織は，残存している歯根
膜由来の増殖組織であることが考えられる。なお，
今回と同様な方法，すなわち歯根表面の残存歯根膜
組織を e-PTFE 膜によってスペースを形成して増
殖させ，作成した新生結合組織の性状についての検
索はすでに行われている３，４）。この研究において増殖
歯根膜組織では，塩基性線維芽細胞増殖因子（FGF
－２）mRNA の発現が明らかに増加していることが
示されており，FGF－２の刺激により新生結合組
織内では多くの歯根膜由来細胞が増殖し，これら細
胞が歯牙表面に付着して，正常歯根膜組織を構成す
るために必要とされるセメント芽細胞などに分化す
る３）ことが考えられる。さらに，増殖歯根膜組織に
おいては，ALP-mRNA の発現の増加もまた報告
されており，この増加は，アルカリン酵素の ALP
活性を高め，創傷治癒におけるカルシウムタンパク
形成能を強化し，骨組織再生に影響を及ぼすと考え
られる４）。このような基礎的研究により，増殖歯根
膜組織は潜在的にセメント質や歯根膜組織形成に関
与する歯根膜由来細胞を移植歯の歯根膜組織に，あ
るいは移植母地である歯槽骨の欠損内に供給するこ
とが示唆されている。

移植歯における臨床上のアンキローシスの検査法
としては，歯の動揺度とともに打診による高い特徴
的な音９）と X 線写真による診断があげられる。今回
の２症例の打診による検査では，アンキロースを疑
わせる高い金属性の音への変化はみられず，また，
アンキローシスを生じている際に認められる打診の
振動が手指に伝わらないという所見はみられなかっ
た。

今回，歯牙移植に際しアンキローシスの診断に使
用した X 線写真では，両症例において移植直後に
認められた移植歯歯根部周囲の明瞭な透過像が２４ヵ
月後には減少しており，歯槽骨の新生像を思わせる
歯槽骨梁の発現を認めた。また，症例１においては
移植歯根周囲に明瞭な歯根膜腔の出現を示す歯槽硬
線がみられ，症例２ではこの歯槽硬線の発現はみら
れなかったもののアンキローシスを疑わせる歯根吸
収像は観察されなかった。これらの結果より今回の
２症例における歯牙移植の術後２４ヵ月では，アンキ
ローシスの発現はないと考えられた。X 線写真によ
る移植歯のアンキローシスの診断に関しては，
Stenvik ら１０）の動物実験により X 線写真でアンキ
ローシスを識別可能なのは約３０％であり，広い範囲
でのアンキローシスを除いては，X 線写真のみから
移植歯のアンキローシス発現の有無を診断すること
は困難であるとされている。

今回使用した歯根膜由来の増殖組織をイヌの歯牙
移植に用いた報告が Katayama ら４）によってなされ
ている。彼らは，増殖歯根膜組織を歯牙移植に併用
した１週後，移植歯根表層に多層の線維芽細胞を観
察し，２週後には，セメント芽細胞の付着を認め，
さらに８週後には，セメント質の再生と新生骨組織
形成を伴う明らかな再生歯根膜組織を歯根表面に観
察し，これら増殖歯根膜組織が歯牙移植法に有効で
あるとしている。今回報告した増殖歯根膜組織を用
いた歯牙移植法では，現在も２症例ともに臨床検査
において，アンキローシスの発現を示す所見は認め
られていない。また，これら今回の臨床成績を裏付
ける増殖歯根膜組織を用いた基礎的研究も発表され
ていることから，今後の歯牙移植法をより予知性の
高い療法とするうえで，増殖歯根膜組織は有効な移
植組織と考えられる。

増殖歯根膜組織を用いた歯牙移植法を確立した療
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法とするには，今後，臨床での増殖歯根膜組織の採
取方法の改良および増殖歯根膜組織の一貫した効果
を検証するための長期にわたる評価が必要であると
思われる。

結 論

残存歯根膜を含む歯根表面を e-PTFE 膜で被覆
し，２週後に膜を除去，増殖した新生組織を採取し，
増殖歯根膜組織とした。この増殖歯根膜組織と移植
歯を併用した結果，アンキローシスの発現は認めら
れず，増殖歯根膜組織が歯牙移植に有効であること
が示唆された。

本論文の要旨は，第４６回春季日本歯周病学会学術大会
（２００３年４月２６日，東京）において発表した。
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Clinical and radiographic evaluation of proliferating periodontal tissue for tissue
regeneration in transplantation of teeth
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This study evaluated the efficacy of proliferating periodontal tissue as a regenerative tissue that
formed in the root surroundings under guided tissue regeneration（GTR）membrane in transplantation of
teeth，both clinically and radiographically． Patients’ ages were 19 and 29 years． Two teeth trans-
planted in 2 patients were surgically treated using proliferating periodontal tissue． Postsurgical measure-
ments at 24 months revealed that mean probing depth of 3.2mm，no recession was present and that tooth
mobility was degree1． No sign of ankylosis was observed in the radiograph． This study demonstrated
the efficacy of using proliferating periodontal tissue in transplantation of teeth． Further long-term evalu-
ation with a larger sample is required to confirm the efficacy of proliferating tissue as a regenerative peri-
odontal tissue in tooth transplantation. （The Shikwa Gakuho，１０９：３９５～４０２，２００９）
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