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抄録：歯の自家移植は先天性欠如歯，欠損歯，保存
不可な歯などを有する症例に対し歯科治療の選択肢
のひとつとして一般歯科臨床で広く応用されてい
る。歯科矯正治療においても抜歯を必要とする不正
咬合では，特に抜去予定歯を先天性欠如部や保存不
可能な歯の代わりに利用することもある。今回我々
は矯正治療のために抜去した上顎小臼歯を上顎切歯
部に移植して矯正治療を行い，良好な矯正治療結果
を得たので報告する。
患者は１３歳９か月の女子で，埋伏していた上顎右

側犬歯を抜去後，歯根吸収され保存不可な上顎右側
中切歯と側切歯への対応と不正咬合の治療のため来
院した。治療方針は晩期残存している上顎右側乳犬
歯を出来る限り保存し，上顎右側中切歯と側切歯は
抜去し，反対側の抜去部位である上顎左側第一小臼
歯を上顎右側中切歯部に自家移植して使用すること
とした。治療により口唇の突出感は改善し，大臼歯
関係Ⅱ級で良好な被蓋と緊密な咬頭嵌合を獲得し
た。

緒 言

歯の自家移植は先天性欠如歯，欠損歯，保存不可
な歯などを有する症例に対し，歯科治療の選択肢の
ひとつとして一般歯科臨床で広く応用されている。
歯科矯正治療においても抜歯を必要とする不正咬合

では，特に抜去した歯を先天性欠如部や保存不可能
な歯の代わりに利用することもある。しかし，この
ような矯正治療では治療手順は複雑になり，良好な
治療結果の獲得が難しい場合がある。
矯正治療における移植を用いた臨床統計では，移

植歯の残存率は７４－１００％１－９）と高く有用な選択肢で
あり，矯正臨床では自家移植のうち抜去した小臼歯
や大臼歯を小臼歯部，大臼歯部に移植した症例は多
く約８０％を占め１－５，８，１０），前歯部に移植した症例はわ
ずかに２－２６％である２，３，８）。さらに，移植歯のアン
キローシスや歯根吸収の発現の可能性から，矯正治
療により歯の移動を行う部位に移植を行った症例報
告は少ない１１，１２）。
今回我々は歯性上下顎前突症例において，埋伏犬

歯により歯根吸収を起こし保存不可能な上顎中切歯
と側切歯を抜去し，矯正治療のために抜去した上顎
小臼歯を上顎切歯部に移植して矯正治療を行い，良
好な矯正治療結果を得たので報告する。

症 例

初診時年齢１３歳９か月の女子で，上顎前歯の突出
を主訴に来院した。現病歴として近医にて上顎右側
犬歯水平埋伏，上顎右側中切歯と側切歯の歯根吸収
を指摘され，紹介先の病院で埋伏した上顎右側犬歯
の抜去を行った。抜歯からおよそ１年後に保存不可
能と思われる上顎右側中切歯と，側切歯への対応と
不正咬合の治療のため病院から当科を紹介され来院
した。紹介先の病院での抜歯前のパノラマエックス
線写真所見では，上顎右側犬歯が上顎右側中切歯の
歯頸部から上顎右側第一小臼歯の根尖部にかけ歯冠
を近心に向けて水平埋伏しており，上顎右側中切歯
と上顎右側側切歯の歯根吸収が歯頸部付近まで認め
られたと紹介状に記載されていた。

キーワード：自家移植，歯科矯正治療，歯性上下顎前突，
歯根吸収，前歯部
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顔貌所見として正貌はほぼ左右対称，側貌はスト
レートタイプ，やや口唇の突出感がみられた（図１
a）。口腔内所見では上顎右側乳犬歯の晩期残存，上
顎右側側切歯に打診痛が認められ，動揺度は上顎右
側中切歯が２度，上顎右側側切歯が１度であった。
下顎前歯には軽度の叢生が認められた。大臼歯関係
はⅡ級，overjet は＋８mm，overbite は＋３mm で
あった（図１b）。パノラマエックス線写真とデンタ
ルエックス線写真の所見では上顎右側犬歯の欠如，
上顎右側中切歯，側切歯の歯根吸収，上顎右側乳犬
歯の晩期残存が見られ，晩期残存している上顎右側
乳犬歯は，歯冠歯根比率が約１対１．５であった

（図２，３）。側方セファロ分析では骨格系は SNA
７９°，SNA－SNB diff. ５°，Mandibular plane ２７°
と前後的，垂直的に大きな問題はなく，歯系では U
１to FH１１３°，L１to FH４１°，L１to Mandibular
１１２°と上下顎前歯が唇側傾斜していた（表１）。機能
的問題として舌突出癖が認められた。以上により上
顎右側犬歯の欠如，上顎右側中切歯と側切歯の歯根
吸収を伴う歯性上下顎前突と診断した。

治療方針は上顎右側犬歯が来院時には抜去済みで
あり，上顎の抜歯部位について上顎右側中切歯と側
切歯は歯根吸収で保存不可のため，上顎右側前歯部
において永久歯が３本欠如することになるので，晩
期残存している上顎右側乳犬歯を出来る限り保存
し，反対側の抜歯部位である上顎左側第一小臼歯を
上顎右側中切歯部に自家移植して使用することとし
た。下顎前歯の叢生と唇側傾斜についてはディスキ
ングと，側方拡大により許容できると判断して下顎
歯列は非抜歯で行い，大臼歯関係Ⅱ級を目指した本
格矯正治療を行うこととした。

治療経過

矯正治療は，エッジワイズ装置の０．０１８インチの
プレアジャステッドエッジワイズ装置を使用した。
治療開始後２か月で上顎右側側切歯の抜去（図４，
５），１０か月で上顎左側第一小臼歯の近遠心のディ
スキングを開始した。そして上顎左側犬歯の遠心移
動，上顎前歯の舌側移動，大臼歯の近心移動を行っ
た。１年３か月で大臼歯関係のⅡ級を獲得し上顎右

ａ

ｂ
図１ 初診時の顔貌写真および口腔内写真

ａ：側貌はストレートタイプを示し，やや口唇の突出感がみられた。
ｂ：口腔内所見では過大な overjet と上顎右側乳犬歯の晩期残存を認めた。

３３０ 金子，他：上顎切歯部に自家移植した上下顎前突症例
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側側切歯の抜去スペースを閉鎖したので，上顎右側
中切歯を抜去し上顎左側第一小臼歯を上顎右側中切
歯部に移植した。その際抜歯窩と歯根形態を合わせ
るために上顎左側第一小臼歯を９０°回転させた（図
６，７）。移植後はアーチワイヤーに直接スーパー
ボンドで固定し，移植後７週間後から移植歯にブラ
ケットを装着し矯正力を負荷し始め，順次ワイヤー
のサイズを上げ調整を行い，上顎左側犬歯の遠心移
動後，移植後７か月で前歯の舌側移動を開始した。
下顎は叢生改善と前歯の舌側移動のために前歯から
側方歯にかけディスキングと側方拡大を行い，良好
な咬合関係が確立されたので装置を除去した。移植
した上顎左側第一小臼歯は修復用レジンにて形態修
正を行い，根管治療は行わなかった。上顎右側乳犬
歯に関してはスペース閉鎖のため，上顎左右側切歯
部の歯冠幅径を可及的に合わせるため，大臼歯関係
を維持して正常な被蓋を獲得するために遠心隣接面
に修復用レジンを添加した（図８b，９，１０）。上顎
左側前歯と移植した上顎左側第一小臼歯，上顎右側
乳犬歯の歯肉縁の形態，高さは調和していないが，
患者がこれ以上の処置を望まなかったので審美的改
善のための処置は行わなかった（図８a，b）。
保定装置について上顎は Begg type retainer を使

用し，下顎は Fixed type retainer を使用した。動
的治療期間は３年であった。

治療結果

側貌はストレートタイプを示し，口唇の突出感は
改善した。顔面正中に対し上顎歯列正中は上顎右側
乳犬歯のため３mm 右偏，下顎歯列正中はほぼ一致
し，大臼歯関係Ⅱ級で良好な被蓋と緊密な咬頭嵌合
を獲得した。移植した上顎左側第一小臼歯において
異常所見は認められず，上顎右側乳犬歯については
やや歯根吸収が認められたが歯冠歯根比は問題な
かった（図９，１０）。移植から１年９か月経過してい
たがこの時点で移植歯である上顎左側第一小臼歯に
は生活反応が認められた。
治療前後の重ね合わせでは，骨格系では変化はみ

図２ 初診時パノラマエックス線写真
上顎右側犬歯の欠如，上顎右側中切歯と側切歯の歯根吸収と上顎右側乳犬歯の晩期残存を認

めた。

図３ 初診時デンタルエックス線写真
上顎右側中切歯，側切歯に著しい歯根吸収を認めた。
上顎右側乳犬歯に大きな問題点は認められなかった。
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表１ 側面頭部エックス線規格写真の分析結果

Measurement Mean±S.D. PreTreat. PostTreat.

Facial angle（deg.） ８５．９±１．６９ ８４ ８４
Convexity（deg.） ５．５±２．９３ ７ ７
A-B plane（deg.） －４．３±１．８１ －９ －９
Mandibular plane（deg.） ２６．４±３．８３ ２７ ２７
Y-axis（deg.） ６４．３±２．２７ ６２ ６２

Occlusal plane（deg.） ８．６±５．５６ ７ １０
Interincisal angle（deg.） １２１．９±３．６９ ９３ １２１
L-１ to Occlusal（deg.） ２３．７±５．３０ ３６ ３１
L-１ to Mandibular（deg.） ９８．２±４．０８ １１２ １０３
U-１ to A-P plane（mm.） ９．２±２．２４ １５ ６

FH to SN plane（deg.） ５．８±３．０７ ８ ８
SNA（deg.） ８３．２±３．４４ ７９ ７９
SNB（deg.） ８０．４±３．２２ ７４ ７４
SNA-SNB diff．（deg.） ２．８±１．８０ ５ ５

U-１ to FH plane（deg.） １１５．２±５．８６ １３３ １０７
L-１ to FH plane（deg.） ５８．０±５．９８ ４１ ５０

Gonial angle（deg.） １２０．２±４．０４ １２１ １２１
Ramus angle（deg.） ８５．７±４．５５ ８７ ８７

図５ 抜去した上顎右側側切歯
埋伏していた犬歯によって歯頸部付近まで歯根が吸収されていた。

図４ 上顎右側側切歯抜去時の口腔内写真
上顎右側側切歯を抜去し，抜歯部位のアーチワイヤーには人工歯を接着した。

３３２ 金子，他：上顎切歯部に自家移植した上下顎前突症例
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られないが，歯系では上顎前歯は５mm の遠心移動
を認め（図１１），U１to FH plane が１３３°から１０７°と
減少した。また下顎前歯は L１to Mandibular が１１２°
から１０３°と減少し，L１to FH が４１°から５０°と増加
し（表１），上下顎前歯の唇側傾斜は改善された。

考 察

先天性欠如歯，欠損歯，保存不可な歯などを有す
る症例への対応方法は様々であるが，歯の自家移植
はインプラントと比較して機能，審美，時間，費用
の面において有利であり，治癒，機能獲得は早く，
顎骨の成長が残っている患者へ応用した場合にイン
プラントのように低位咬合にならずに隣在歯に調和
して萌出し，新しい歯槽骨の成長も認められると報
告されている５，７，１１，１３，１４）。歯の自家移植はあらゆる年
代の症例に応用可能であるが５，７，１４），歯根未完成歯の
方が歯根完成歯よりも残存率，成功率が１０～２０％高
い点，形成された移植窩への移植であっても，患者
の年齢が４０歳以下だと成功率が９０％弱までに上がる
点を踏まえると壮年期以下の患者で，歯根未完成歯
を用いた移植がより好ましいと考える９，１４）。
矯正治療のために必要抜歯された歯を自家移植す

る方法は，歯の欠損などがある症例において抜去さ

れた歯を移植に利用でき，さらに矯正治療後の欠損
部補綴処置を回避・軽減することができる。本症例
では上顎右側前歯部の３本が抜去済み，または保存
不可であるので，本治療計画にはリスクはあるが成
功による利益は多いと考えこの治療方針を決定し
た。そこで，そのリスクを少しでも軽減させるため
に，本症例では次のことに配慮して治療を行った。
まず，移植の１年以上前から移植予定歯である上

顎左側第一小臼歯に，マルチブラケット装置を装着

図６ 上顎左側第一小臼歯を上顎右側中切歯部に移植時の口腔内写真
上顎右側中切歯を抜去し，抜歯窩と歯根形態が可及的に合うように上顎左側第一小臼歯９０°

捻転させて移植した。移植後上顎左側小臼歯は修復用レジンを用いて形態修正を行い，上顎の
アーチワイヤーにスーパーボンドで直接固定した。

図７ 抜去した上顎右側中切歯
埋伏していた犬歯によって歯頸部付近まで歯根吸収され

ていた。
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し矯正力を加えた。従来の報告では，少なくとも１
か月以上ジグリング・フォースとして移植予定歯に
矯正力を与えることにより，歯根膜空隙が拡大され
移植歯の歯根膜線維の結合力が弱まり，抜歯の際の
外力によって線維が容易に断裂するようになること
で，抜去した歯の歯根表面に多くの歯根膜を付着さ

せることができ，さらに，ジグリング効果によって
歯槽骨の吸収を起こすと抜歯が容易になる。そし
て，ジグリングにより歯根膜の血管は再生し，正常
時よりも密度の高い血管網が形成され移植の成功率
が高くなると報告されている９，１５，１６）。
次に，移植歯である上顎左側第一小臼歯のディス

ａ

ｂ
図８ 治療終了後顔貌写真および口腔内写真

ａ：側貌は口唇の突出感が改善しストレートタイプを示した。顔面正中に対し上顎歯列正中は
上顎右側乳犬歯のためやや右偏，下顎歯列正中はほぼ一致した。

ｂ：大臼歯関係Ⅱ級で緊密な咬頭嵌合を獲得した。

図９ 治療終了後パノラマエックス線写真

３３４ 金子，他：上顎切歯部に自家移植した上下顎前突症例
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キングは移植の４か月前より開始し，これにより獲
得したスペースとすでに抜去してあった上顎右側側
切歯のスペースに上顎前歯部を舌側移動し，移植後
の上顎前歯部の舌側移動量を可及的に減らした。さ
らに，このディスキングにより移植した上顎左側第
一小臼歯と下顎前歯との干渉を避けるための削合量
も減らすことができた。
そして，小臼歯を上顎前歯部に移植した従来の報

告では，移植歯の近遠心方向を回転させずに移植窩
に移植することが多いが１，３，５－７，１０），いくつかの報告
においては上顎前歯部歯槽骨の厚径が不十分な場合
や，移植歯の歯根形態を移植窩に合わせるために
９０°回転させて移植する必要があると述べてい

る１，４，１４）。本症例では上顎切歯部歯槽骨の唇舌径は移
植歯の頰舌径に満たなかったために，９０°回転させ
て移植した。その際の移植窩の形成は，骨削去量が
必要最小限になるように注意して行った。根管治療
に関しては移植と同時に行われる場合もあるが，３
週間程度待機してから行われる方法もある。前者に
おいては口腔外での治療となるために手技が容易で
あるという長所もあるが，歯根膜損傷の危険性を伴
うという短所もある。それに対して後者は３週間程
度待機することにより歯根膜損傷のリスクを軽減で
きるため，今回は待機的に根管治療を予定した。し
かし，術後３週間の時点以降継続して歯髄電気診に
より，生活反応が認められたために根管治療は行わ
ないこととした。実際にその頻度は低いものの，根
完成歯の移植後に歯髄反応が認められたという報告
もある１７，１８）。
移植後の固定方法については，近遠心，頰舌側の

歯肉から縫合する方法，矯正装置を用いる方法，接
着性レジンとワイヤーを用いる方法がある。固定時
の多少の動揺は，アンキローシスの発現と歯髄と歯
周組織の治癒にとって有害な要因を減少させるの
で，強固な固定をしないよう推奨されている２，６，１４）。
本症例では移植と並行して矯正治療も行っていたた
め，移植歯はスーパーボンドを用いてアーチワイ
ヤーに直接固定した。そのためアーチワイヤーによ
り，確実な固定とある程度の動揺が得られたと考え

図１０ 治療終了後エックス線写真
上顎右側乳犬歯においてやや歯根吸収が認められた。
移植した上顎左側第一小臼歯においては異常所見認めら

れなかった。

図１１ セファロ側貌重ね合わせ
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る。また移動開始時期については移植後２週間で移
植歯表面の歯根膜と移植窩との“再付着”が起
き７），２か月以内で多くの症例において歯周組織の
治癒は完了するので，この時期を過ぎてからの矯正
力の負荷は移植後歯髄と歯周組織の治癒を妨げない
と考えられている２，５，６，１３）。
保定１年２か月の時点では，咬合は安定してお

り，移植歯には生活反応が認められ，動揺，歯根吸
収などの病的所見は認められない。上顎右側乳犬歯
については，動的治療終了時から変化は特に認めら
れない。本症例では移植に対する十分な配慮を行っ
たので生活歯の状態で歯の移動ができたと考えられ
る。今後も注意深く経過観察していく予定である。
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Autotransplantation of Extracted Maxillary Premolar for Orthodontic Treatment to
Maxillary Incisor Region for Bimaxillary Protrusion Case : A Case Report

Aya KANEKO１），Kunihiko NOJIMA２），Takeo SHIBUI３），Kenji SUEISHI２）

１）Kanda Dental Clinic
２）Department of Orthodontics, Tokyo Dental College
３）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College

Key words : autotransplantetion, orthodontic treatment, bimaxillary protrusion, root resorption, incisor region

Autotransplantation is applied to patients with agenesis anodontia and teeth impossible to preserve as
one of dental treatment．In orthodontic sometimes we need to extract teeth for treatment and can use that
teeth for autotransplantation．

In this case we autotransplanted extracted maxillary left first premolar to maxillary anterior region and
achieved good result．

This patient was １３ years ９ months girl，after extracted maxillary canine，introduced to our depart-
ment for treatment of root resorption of maxillary right incisors and malocclusion．We planned to preserve
maxillary right deciduous canine as long as possible，extract maxillary right incisors and autotransplant
maxillary left first premolar to maxillary anterior region．Consequently improvement of protrusive lips，
functional occlusion with Class Ⅱ molar and Class Ⅰ canine was achieved．

（The Shikwa Gakuho，１１９：３２９－３３７，２０１９）
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