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抄録：飛散したアマルガム逆根管充�材により，３６
年後に皮膚に湿疹様の過敏症状が出現したが，掻爬

除去後に軽快した５５歳女性の症例について報告す

る。歯根端切除術と逆根管充�を受けた１９６４年には
アレルギー症状はなく，２０００年に皮膚に湿疹様症状

が出現した。２００３年に飛散した充�材の除去手術を
施行した後，口腔内より全ての金属を除去，メタル

フリーの材料により修復し，皮膚症状は軽快した。

緒 言

歯根嚢胞や根尖病巣で，歯根端切除後に再発を防

止するために根管の完全な封鎖を目的に逆根管充�
が行われる。逆根管充�に用いられる材料として，
かつてから銀アマルガムが用いられ，近年になって

からは 4-META MMA/TBB系のレジン，MTA等

の材料が用いられるようになってきた１，２）。生体に対

して偽害作用を及ぼす生体材料は避けるべきであ

り，使用してはならない。生体に対する影響として

は，個人差があり，金属に対する過敏反応も重篤な

症状を示すことがある。特に，逆根管充�は生体内
に埋め込むことから，その影響力はかなり強いもの

となって現れることが予想される。今回，逆根管充

�材として銀アマルガムが用いられ，何らかの原因
で周囲組織内へ飛散，３６年後に皮膚に湿疹様の過敏

症状が出現したが，掻爬除去後に軽快した一例につ

いて報告する。

症 例

患者：５５歳，女性

初診：２００３年９月（馬渕歯科・矯正歯科医院受診）

主訴：上顎左側唇側歯肉の黒変による審美障害

既往歴：１９９４（４６歳），特定の食品，牡蠣などの貝類

や海老など亜鉛含有の多いものに対して下痢や吐き

気等の全身症状を呈するようになる。２０００年，顔面

に赤褐色の湿疹様症状出現（図１）したため，皮膚科

に相談したところ「老人性ゆうぜい」と診断され

る。２００３年には顔面の症状が著しくなり，眼瞼，頬

部に痒みを伴う発疹が出現した。皮膚科において「膠

原病」「扁平ゆうぜい」の疑いと診断された。一

方，同時期，レイノー現象，眼や口腔の乾燥症状も

あり血液免疫科にて精査施行されたところ「シェー

グレン症候群」および「橋本病」と診断。２００３年４

月皮膚科にて金属アレルギー検査を行った。金属ア

レルギー検査はパッチテストを塩化第二スズ，四塩

化インジウム，塩化亜鉛，塩化アルミニウム，塩化

金酸，塩化パラジウム，三塩化インジウム，塩化マ

ンガン，臭化銀，硫化クロム，塩化コバルト，硫酸

銅，ホルマリンについて行った。その結果，塩化第

二スズと四塩化インジウムには２４時間後，３６時間後

の判定で紅斑として現れ，塩化第二スズは７日後に

も残存していた。一方，酸化亜鉛は２４時間後，３６時

間後には陰性を示していたが，７日後に陽性を示す

結果であった。

現病歴：１９６４年（１６歳），他歯科医院にて上顎左側側

切歯の歯根端切除を施され，１９７７年（２９歳），抜歯と
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ともに根尖部付近に飛散していた逆根管充�材の一
部を除去された。この時点では特記すべき症状はな

く，同部に bridge が装着された。経時的経過を表

１にまとめた。

現症および処置：上顎左側側切歯部唇側歯肉に境界

不明瞭な黒変部が観察された。オルソパントモエッ

クス線像において，同部から鼻腔下部にまで，小片

状あるいは小顆粒上の金属と思われる不透化像が散

在性に認められた。頬部から頚部を中心に顔面全体

に直径３mm～１５mm程度の類円形，非膨隆型の発

赤がびまん性に観察された（図２）。

金属アレルギーとの関連を強く疑い，２００３年１０月

２５日，馬渕歯科・矯正歯科医院にて上顎左側側切歯

部の粘膜骨膜弁剥離後，病変の摘出術を施行した。

摘出物を１０％中性緩衝ホルマリンにて固定後，東京

歯科大学臨床検査部へ摘出物の成分分析を依頼し

た。通法に従い，厚さ約１５µmのパラフィン切片を

作成，脱パラフィン後，EPMA面分析，黒色金属

と思われる物質に対してXMAによる定性分析を

行った。その結果，銀，スズを主成分とする金属片

であったことが判明した（図３）。さらに，厚さ約５

µmのヘマトキシレンエオジン染色を施し，透過顕

微鏡にて観察した。その結果，黒色の顆粒状あるい

は，小片状の異物が多量に認められ，線維内や線維

芽細胞内へ取り込まれたものや線維に被包されたも

のが観察され，異物肉芽組織の像を呈していた。図

４には除去９ヶ月後のオルソパントモエックス線像

と１０ヵ月後の口腔内写真を示す。オルソパントモ

エックス線像において，鼻中隔部と歯槽骨内に若干

のエックス線不透化性の異物と思われる物質が残存

しているが，大部分が除去されている。その後，口

腔内より全ての金属修復物を除去し，ファイバーコ

ア（ジェネリックペントロン社製）及びハイブリッド

による歯冠修復を行った。口腔内写真では瘢痕と

なっているが，歯肉の黒変は見られない。さらに，

表１ 既往歴，現病歴の経過

１９６４年 上顎左側側切歯の歯根端切除術

１９７７年 上顎左側側切歯の抜歯と周囲組織の掻爬

１９９４年 牡蠣，海老などの食品に対して下痢や吐き気等
の出現

２０００年 顔面に赤褐色の湿疹様症状出現

２００３年 顔面湿疹様症状の悪化

同年９月 馬渕歯科・矯正歯科医院来院

同年１０月 上顎左側側切歯部歯槽骨内異物の除去

図１ 初診時の顔面右側

図２ 初診時の口腔内写真�とオルソパントモエックス線
像�
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掻爬１０ヶ月後より皮膚の発疹様症状は軽減し，２００５

年３月に経過観察のために recall するもさらに軽快

していた（図５）。

考 察

ヒトが生存するためにはFe，Ｉ，Cu，Mn，Zn，

Co，Mo，Se，Cr，Sn，Ｖ，Ｆ，Si，Ni，As，Pb

などの金属は必須であり，アクセサリーの他，医療

分野で生体の代替材料として用いられている３）。歯

科領域においても，いろいろな金属材料を用い，物

性の改良等でさまざまな合金が使われている。しか

し，通常生体に対して問題とはならない金属，合金

であっても，量や患者の体質によりアレルギーを引

き起こすことも事実である。アレルギーは，患者

個々によりその症状は，発疹を生じるものや掌蹠膿

疱症，扁平苔癬などさまざまである。

図３ 摘出物のEPMA面分析像�と定性分析�
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逆根管充�材は時代の流れとともに考え方が変
わってきており，アマルガムによる充�や強化型
ユージノールセメント，4-META/MMA-TBBなど

のレジン系材料によるもの，さらには根管充�のみ
で逆根管充�を行わないもの等さまざまである１）。
歯根端切除術後の根尖部の根管封鎖材として完全な

封鎖を行う材料として，アマルガムが封鎖材として

比較的良好な成績を示したとの報告が多く見ら

れ４～７），今回の症例では１９６４年当時としては逆根管

充�材として最もポピュラーな材料が３０数年後の体
質の変化によりアレルギー症状を起こした原因のひ

とつである可能性が示唆された。さらに，鶴町らは

アマルガムの溢出と残存の危険性をあげ７），Al-

hadainy らは根尖部の歯根膜由来のセメントによる

自家硬組織による閉鎖が望めないことを指摘してい

る８）。経過を長期的に観察する必要があるのは，治

療を行っている時には，金属に対するアレルギー症

状がなくとも，患者の体質や環境の変化により将来

的に発症する可能性がゼロでないためである。本症

例において，上顎前歯根尖部に飛散した逆根管充�
材が皮膚の発疹様症状の原因と断定までには及ばな

いが，一要因である可能性も否定できない。金属ア

レルギーは遅延型で，イオン化した金属が生体内に

入り込み，タンパクと結合することにより発症する

と言われているが，金属アレルギーを有する患者に

おいて，口腔内においても歯冠部への金属の応用よ

りも，歯科インプラントや本症例における逆根管充

�材，穿孔に対応するための充�材など直接生体内
部と接する金属についてはアレルギー反応が確実に

出現すると考えられる。

患者は生身の体であり，常に体調や体質は変化し

ている。数年から数十年を経て，過去に応用された

金属に対するアレルギーが発症する可能性もあるた

め，歯科における金属やその他の材料を用いる場合

には，正しい術式で行うのは当然のことなが

ら９，１０，１１），材料や患者の体質変化についても正しい

知識や予知性を持って行う必要があるであろう。
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図５ 黒変部掻爬手術１７ヶ月後の顔面右側

図４ 黒変部掻爬手術後９ヶ月後の口腔内写真�とオルソ
パントモエックス線像�
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Remission in eczematous symptoms following removal
of dispersed amalgam in alveolar bone

Kenichi MATSUZAKA, Ryohei MABUCHI１）, Hiroshi NAGASAKA２）,
Masao YOSHINARI３）and Takashi INOUE

Department of Clinical Pathophysiology, Tokyo Dental College

Miyagi Prefecture１）

Department of Oral Surgery, Miyagi Children’s Hospital２）

Department of Dental Materials Science, Tokyo Dental College３）

Key words : metal allergy, root-end sealing, amalgam, metal free, eczematous symptom

This is a report aouout 55-year-old woman with dispersal of amalgam in the alveolar bone in wholater

echibteoe eczematous symptoms in her facial skin in 2000． Removal of the amalgam brought about a re-

mission in these symptoms. （The Shikwa Gakuho，１０５：２０７～２１１，２００５）
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