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臨床のヒント

Ｑ＆Ａ 46

歯周・補綴系

Ｑ＆Ａコーナーは，東京歯科大学の３病院の臨床研修歯
科医から寄せられた質問に対しての回答です。回答は本
学３施設の専門家にお願い致します。内容によっては基
礎や臨床，あるいは歯科や医科と複数の回答者に依頼す
る場合もあります。毎号掲載いたしますので，会員の皆
様もご質問がございましたら，ぜひ東京歯科大学学会ま
でｅメールかファックスで依頼していただきたいと存じ
ます。必ずご期待に添えることと思います。今号はトラ
イセクションに関する質問です。 

Question


トライセクション後のクラウンの形態に関して，何に配慮し，具体的にどのような形態にすれ
ばよいのか教えてください。 

Answer

１．はじめに

根分岐部病変とは，複根歯の根間中隔の歯周組織
が破壊される病変で，上顎の小臼歯，大臼歯と下顎
の大臼歯に認められます１）。原因としては辺縁歯周
組織からの炎症の波及，外傷性咬合，歯内－歯周病
変などが挙げられ，波及の程度にはエナメル突起，
根の離開度，歯根の形態，ルートトランクの長さが
関わってきます。
根分岐部病変を有する歯の治療は容易ではなく，

フラップ手術などの外科処置を含む治療法を用いて
も，分岐部への病変の波及によって３０～５７％以上の
歯が喪失するという報告があります２）。根分岐部病
変に対する治療の目的は，メインテナンスを容易に
し，さらなるアタッチメントロスを防ぐということ
が主体となります。

２．根分岐部病変の検査，分類 

⑴ 根分岐部病変の検査
進行度の把握にはプロービングとエックス線写真

による検査が重要です。プロービングは，歯周プ
ローブで垂直方向の歯周ポケットを，ファーケー
ションプローブで水平方向の破壊程度を調べます。
エックス線写真では，骨レベルと骨欠損形態を調べ
ます。上顎は頰側根と口蓋根の重なりにより画像が

不鮮明になる場合があるので，必要に応じて偏心投
影法による撮影も行うことが必要となります。 

⑵ 根分岐部病変の進行度の分類
根分岐部病変の進行程度は水平方向と垂直方向に

分けて分類されます。水平方向はLindheとNyman
の分類３），Glickmann の分類４），Hampらの分類５），
垂直方向には Tarnowと Fletcher の分類６）がありま
す。

３．上顎大臼歯の根分岐部病変 

⑴ 上顎大臼歯の解剖学的特徴
頰側２根に口蓋１根の形態であり，これが根分岐

部病変の治療を困難にしています。下顎大臼歯は頰
側と舌側に分岐部が開口しており，フラップを開け
ることで開口度や骨吸収の程度を明視野で確認する
ことができます。しかし，上顎大臼歯は開口部が頰
側と近心および遠心にあり（図１）７），隣在歯が存在
すると分岐部の確認や治療時のアクセスが困難とな
ります。そのため，切除療法を行う頻度が高いと考
えられます。
根分岐部病変に対する治療は表１に示すように病

変の進行程度によって異なります。今回のテーマで
あるトライセクションとは，上顎大臼歯の一部の歯
根に進行した歯周炎，治療不可能な根尖病巣，破
折，穿孔などがある場合や，２度以上の根分岐部病
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図１ 上顎大臼歯の根分岐部開口部
（文献７より引用改変）

変に対して行う処置であり，保存困難な歯根と歯冠
部を含めて切断，分離，抜去し，当該歯の保存を図
る方法です８）。 

⑵ トライセクションを行う際の留意点
歯根を切除する際には分岐部の開口部位をしっか

りと把握しておかないと適切な位置で切断すること
ができないので覚えておく必要があります（図１）。
術式としては，フラップを形成し弁を剥離・翻転さ

せ歯槽骨頂と根分岐部を露出させます。目的の歯根
をその部分の歯冠とともに，バーで形成して切離
し，注意深く抜根した後，分岐部内の軟組織を掻
爬，必要に応じて骨整形を行い，骨と歯肉との生理
的形態を作り，プラークコントロールやメインテナ
ンスを行いやすいようにします。この時，残した歯
に分岐部が残らないように確認することが大切で
す。 

⑶ トライセクション後の補綴時の注意点
トライセクションのように歯冠の一部を含めて根

を抜去した場合は，その部分が歯列から凹面になり
ブラッシング時にプラークを取り残しやすくなりま
す。清掃性を維持するために，歯間ブラシなどの清
掃器具の到達性を考慮し作製します。補綴物の形態
としては，頰面と舌面はマージンから咬合面へかけ
て直線的な豊隆にします。また，隣接面において
は，マージン部から直線的に立ち上がり，徐々に凸
面状となって隣接面コンタクトへ達する豊隆にしま
す。咬合面形態は二次性咬合性外傷を防止するため
に，頰舌径を小さくする，咬頭傾斜角を小さくし側
方力がかからないようにする，対合歯との接触は点
接触にするなどの点に配慮した補綴物にします。ま
た口蓋根を抜去した場合には頰舌径が小さくなるの
で，咬合力に対する配慮が必要となり，隣在歯との

表１ 根分岐部病変の分類と処置

Glickman の分類 Lindhe の分類 処置

１級 スケーリング・ルートプレーニング
歯周ポケット掻爬術

２級 １度 スケーリング・ルートプレーニング
歯周ポケット掻爬術
ファーケーションプラスティー
フラップ手術，GTR法，（EMD ※）

２度 ファーケーションプラスティー
フラップ手術
骨移植術
GTR法，（EMD※）
トンネリング（主に下顎大臼歯）
歯根分離（歯根分割：ルートセパレーション）
歯根分割抜去（ヘミセクション，トライセクション）
歯根切除［歯根切断：ルートリセクション（ルートアンプテーション）］

３級
４級

３度 トンネリング（主に下顎大臼歯）
歯根分離（歯根分割：ルートセパレーション）
歯根分割抜去（ヘミセクション，トライセクション）
歯根切除［歯根切断：ルートリセクション（ルートアンプテーション）］
重度の場合は抜歯もある

※日本では根分岐部病変への適応はなし
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連結固定を行うことも多くなります。支台築造が必
要となる場合，太いメタルコアによる支台築造９）

や，フェルールが１．５mm以下の場合には歯根破折
１１）が生じやすいという報告があります１０， 。従って，

接着性レジンを用いたポストを用いることで歯根破
折のリスクを減らすのに有効であると考えられま
す。破折の予防策として，ブラキシズムを有する患
者ではナイトガードの使用を考慮することが必要で
す。
治療成果に関して，根分岐部病変を有する大臼歯

への外科的治療を行った歯の１０年間の生存率をみる
と３８％は歯根破折，歯周病，根尖病巣により抜歯と
なったという報告があります１２）。一方で，２～６ヶ
月の間隔でサポーティブペリオドンタルセラピー
（SPT）を行った場合，生存率は９３％であったという
報告もあります１３）。

４．おわりに

トライセクションを行った場合，歯冠修復を行う
際に複雑な形態となるため補綴物の豊隆に配慮し清
掃性の良好な形態を付与することが必要です。陥凹
した部分に対し歯間ブラシが到達可能な形態に設計
することが大切です。適切な歯冠修復処置を行えば
歯を保存することができ，患者に恩恵をもたらすこ
とができます。
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