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外傷による歯冠脱落後も歯根形成の継競した

下顎乳中切歯の組織学的観察*

薬師寺　仁　望　月　清　志　町　田　幸　雄

東京歯科大学小児歯科学講座

(主任:町EB幸雄教授)

年8月13日受付)

年9月3日受理)

HistologlCal Observations of Continuously Formed Root

of Mandibular Deciduous Central Incisors after Traumatic

Coronal Destruction

Masashi YAKUSHIJI, Kiyoshi MocHIZUKI and Yukio MACHIDA

Department of Pediatric Dentistry,Tokyo Dental College

(Chief : Prof. Yukio Machida)

原　　　　著

緒　　　　　言

歯牙外傷を主訴として小児歯科臨床を訪れる患者は少

なくない　　特に5歳以下の小児が外傷で来院する割

合は,昭和61年から平成2年に本学小児歯科臨床を訪れ

た小児患者の約1割に達している3'｡外傷の受傷状態及

びその後の経過は多岐にわたるが,その中でも極めて稀

な症例として,外傷により歯冠部が脱落した歯根未完成

永久歯あるいは先天性歯牙において,未完成歯根部の一

部が歯槽内に残留し,歯根形成を継続した症例の報吾が

場在までに数例　見られる｡しかしながら,正常時親

に萌出した乳歯における同様な事例の報吾は,我々の渉

猟した限りでは見あたらない｡

今回,我々は外傷により下顎両側乳中切歯歯冠脱落後

も歯板形成が継続した極めて珍しい症例を経験し,さら

に形成された菌根部について組織学的にも検索する機会

を待たので報吾する｡

症　　　　　例

患者氏名:飯○邦○,男児

生年月日:昭和61年8月25日生

*本論文の要旨は,第243回東京歯科大学学会例会(平成
3年6月8日,千葉)において発表した｡

初　診:平成元年12月2日(3歳3ヵ月)

主　訴:商亀治療及び下顎乳中切歯部の保障

既往歴:全身状態に特記すべき事項は認められない｡

歯科的既往歴:初診時の母親に対する問診では下顎乳中

切歯は生後5カ月で出敵したが, 1歳0カ月時に室内で

一人遊び中に転倒し両側とも歯冠脱落したため受傷後産

ちに脱落歯を持参し近医を受診したとのことである｡受

診医の診療録によれば昭和62年9月17日に時間外来院｡

外傷による両側下顎乳中切歯の脱落及び上顎右側乳中切

歯の遠心端から舌面にかけての克郵賛に限局した歯冠修

復を必要としない程度の軽度な破折を認めた｡既萌出歯

は尊票で, 脱落歯の再植は不可能なため創面の洗

浄のみ行い,翌冒再度洗浄, 10月5日経過観察のため再

来院させたが,創面も治癒状態は良好であったためその

後は来院を求めていない｡

現　　症:

1 )初診時の全身所見

初診時の身長　　　体重　　であり全身状態の

異常は認められない｡

2)初診時の口腔内所見

初診時の所見では,図1に示すように下顎両側乳中切

歯及び下顎左側乳側切歯を除く他の乳歯はすべて萌出し
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ており,
D
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には蘭蝕が認められる｡母親に

対する問診により,外傷受傷当時の下顎出敵歯は両側乳

中切歯のみであり,その後歯牙脱落を伴うような事故の

既往は無いことから,未萌出下顎左側乳側切歯は,先天

性欠如と推定した｡なお,患児は,初診時非協力であっ

たために全項Ⅹ線写真撮影を行うことができなかった

が,その後に行ったオルソパントモ写真により,下顎左

側乳価切歯部に埋伏歯は認めず,後継歯である永久側切

歯も欠如していることから左側乳側切歯は,先天性欠如

と診断した｡

また,下顎右側乳側切歯は栓状歯であるが唆合状態に

は異常を認めなかった｡さらに,歯敵及びその他の口腔

軟組織には異常所見は認められなかったが,図2に示す

図2　五丁五部歯槽上に認められた

半米粒大の残根様物

ように歯牙喪失部の歯槽鼻には半米粒大の褐色を呈する

残根様の異物を認めた0

3)初診時のⅩ線所見

患者は初診時非協力であったため全項Ⅹ線写桑撮影を

行うことはできず,図3に示す受傷部のみのⅩ線撮影を

図3　初診時の口腔内Ⅹ線写貢

五丁宜の歯取を認める

図4　オルソパントモⅩ線写真

下顎左伽切歯,下顎両側永久伽切歯の先天性
欠如並びに上顎正中埋状過剰歯が確認され
る｡

図5　抜歯直前のフ汀五部口腔内写莫
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図6　抜歯直前の五丁五部口腔内Ⅹ線写貢

行った｡同Ⅹ線写真により,受傷部歯槽には上部が不定

形を呈する両側下顎乳中切歯のものと思われる歯根が認

められ,その先端部が歯献上に露出していることが確認

された｡

4)経過

初診時より顧蝕治療を行うと共に受傷部の経過観察を

行った｡患児の治療態度が協力的になり,すべての離散

治療が完了した後全項Ⅹ線写貢撮影を行った.図4は同

時期のオルソパントモ写真で,上顎正中部に厘伏過剰歯

を認め,下顎左側乳側切歯と下顎両側永久刺切歯の先天

性欠如を認める他は異常所見は認められない.図5及び

図6は下顎乳中切歯歯根抜歯　前の口腔内写真及びⅩ線

写真である｡乳中切歯歯根の一部は初診時に比べさらに

口腔内に霧出しており,塗聾的歯根吸収も進行している

状態が確認される｡斬触治療完了後の平成2年6月22日

に局所麻酔下に両側乳中切歯歯根を抜歯した｡

5)抜歯時の肉眼所見

図7に抜去歯の唇側面観を示すo破折部は褐色あるい

は淡褐色の不定形の象牙質様硬組織で覆われ,歯髄腔と

の交通は認められず残板状を呈している｡根端はわずか

に生理的歯根吸収を蒙り,さらに,板側にも4理的歯椴

吸収に伴う吸収官が認められる｡

6)組織学的所見

抜去した歯牙は直ちに10%中性ホルマリン溶夜で固定

し,左側乳中切歯歯榔ま通法に従いツェロイジン包埋

級,唇舌的脱灰連続切片標本を作製し,ヘマトキシリン

ーエオジン復染色並びにチオニンピクリン酸染色を施

し,鐘検した｡

右側乳中切歯歯根はアルコール脱水後

及び　　　　　　で包埋した後,歯軸

に平行に近遠心的中央部で2分割した｡ 2分割した-側

を　　　社製硬組織薄切切断機ゼーゲミクロトーム

図7　抜去された五丁五歯取の唇側面観

を用いて約50〃mの非脱灰研磨標本を作製し,コンタク

トマイクロラジオグラムを撮影したo残る一側はカーボ

ン蒸着後　　　社製　　　型ⅩMAを使用した元

素分析を行った｡

図8はヘマトキシリン-エオジン複染色,図9はチオ

ニンピクリン酸染色を行った組織像であり,図10は,以

下に記載する組織学的所見に対する理解を容易にするた

め,図8及び9の組織標本に基づいて作成した模式図で

図8　脱灰染色標本の弱拡大像(へマトキシリン
エオジン夜染色)区

A :外傷受傷前に形成された板管壁象牙賛
B ･.外傷受傷後に形成された根管壁象牙賛

C :歯根表面の白亜賛
D:歯髄

E : 4聾的歯根吸収雷
F :破折部断席

G :象牙賛形成障害背
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図9　脱灰染色標本の弱拡大像(チオニンピクリ
ン酸染色)匪
A :外傷受傷前に形成された頼管壁象牙賛
B :外傷受傷後に形成された根管壁象牙質
C :歯根表面の白亜薯
D:歯髄
E I.生聖的歯根吸収竃
F :破折部断端
G :象牙質形成障害者

図11図8の拡大像　区

A :外傷受傷前に形成された根管壁象牙質

B :外傷受傷後に形成された根管壁象牙賛
C :歯根表面の白亜質

F :破折部断端
G :象牙質形成障害帯

H :外傷受傷時に露髄部に残留した象牙質破
折片

I :不塊則な細管構造を有する新生象牙質
J :白亜賛様構造物

破折によって生じた露髄部(破折時)

28

図10　図8及び9に基づいて作成した模式図　匪

A :外傷受傷前に形成された板管壁象牙賛

B :外傷受傷後に形成された根管壁象牙繋
C :歯取表面の白亜賛
D:歯髄

E :生理的歯根吸収竃
F :破折部断端

G :象牙質形成障害者

H :外傷受傷時に霧髄部に残留した象牙賛破
折片

I :不塊則な細管構造を有する新生象牙賛
J :白亜賛様構造物

破折によって生じた露鹿部(破折時)

ある｡

外傷受傷時の歯板の形成状態を示す象牙質形成障害帯

の位置から,当時,歯根は未完成な状態であったと考え

られる｡また,歯軸に置交し,鋸歯状を呈する破折部断

席(F)が象牙質(A)及び白亜質(C)に認められることか

ら,受傷時に歯冠部は完全に脱落したことが明らかであ

る｡板管壁象牙質は,明瞭な象牙賛形成障害者(G)によ

り,上部に破折面を有する受傷前に形成された象牙寛

(A)と受傷後に形成された象牙賛(B)とを区別すること

ができる｡破折部には外傷受傷時に素髄部に残留したと

考えられる象牙薯破折片(H)を埋大した不壊則な細管構

造を有する象牙薯( I )が認められ,最表層部は細胞中腔

を含有した白亜賛様構造物( J )によって覆われている｡

これら組織が破折前に形成されていた根管壁象牙寛と癒

着し,破折によって生じた視管開口部　　　　を閉鎖

し,その後さらに板管壁に象牙質の新生添加(B)が生じ

根管を縮小させているo櫨管内には萎縮傾向の強い生活
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図12　図9の拡大像　区

A :外傷受傷前に形成された根管壁象牙賛
B :外傷受傷後に形成された根管壁象牙質

C :歯板表面の白亜賛
E :生理的歯根吸収嵩

F :破折部断鵡

G :象牙質形成障害帯
H :外傷受傷時に霧髄部に残留した象牙薯破

折片
I :不塊則な細管構造を有する新庄象牙質

J :白亜質様構造物
:破折によって生じた露寵部(破折時)

図12　a

H :外傷受傷時に露髄部に残留した象牙薯破

折片
I :不規則な細管構造を有する新庄象牙賛

L :歯周組織

歯髄(D)を認めるが,炎症性変化は存在しない｡歯根表

面には白亜賛(C)を認めるが,根席部及び根側には一部

象牙寛まで及ぶfE理的歯根吸収嵩(E )が認められるo

図　　　は,破折部周囲の拡大像で,図12中に示す囲

み部分をさらに拡大したのがそれぞれ図　　　　　であ

る｡

図12　b
A :外傷受傷前に形成された板管壁象牙薯

B :外傷受傷後に形成された板管壁象牙窯
C :歯赦表面の白亜賛

F :破折部断塊
G :象牙賛形成障害者

I :不壊則な細管構造を有する新庄象牙寛

J :白亜質様構造物

図
A :外傷受傷前に形成された根管壁象牙質

B :外傷受傷後に形成された梶管壁象牙薯
C :歯板表面の白亜賛

G ･.象牙薯形成障害帯

根管壁象牙質中央部に認められる象牙質形成障害者の

部分では,象牙細管の明らかな屈曲あるいは一部消失が

観察されるが,受傷後に形成された象牙薯は受傷前に形

成された象牙質とほぼ同様な組織構造を示している｡

図13は,右側歯根のコンタクトマイクロラジオグラム

であるo破折部上方には石灰化状態がかなり索粗な部分

が確認されるが歯髄腔と交通している所見は見当らな

い｡また,コンタクトマイクロラジオグラムでは,脱灰

染色標本で観察された象牙薯形成障害帯にはぼ一致して

低石灰化帯と高石灰化帯が観察された｡
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図13　非脱灰研磨標本のCMR像　耳

A :外傷受傷前に形成された根管壁象牙賛

B ･.外傷受傷後に形成された根管壁象牙賛
F :破折部断端

G :象牙繋形成障害帯
I :露髄部を被覆する新生象牙賛

図　　　は,それぞれ受傷前,後に形成された象牙質

及び歯冠の脱落に伴う霧髄部を被覆している象牙薯につ

いてⅩMAを使用し点分析を行った際のCa及びPの

ピークを示したものである｡また,表1は各測定部位そ

れぞれ10ポイントについての点分析轟吉栗から待られた

比の平均値を示したものである｡これら3部位

間には大きな差違は認められなかった｡

考　　　　　察

今回経験した症例は,受傷年齢が1歳0ヵ月の歯根未

完成乳歯で,歯髄の生活力が旺盛であったことと,受傷

後早い時期に歯撮破折面上を歯敵上皮が被ったため歯槽

骨内での歯根破折でないにもかかわらず,霧出した歯髄

が壊死に陥ることなく破折面が硬組織により閉鎖された

表　　　　　による　　　　比

測 定 箇 所 比

受 傷前 形成 根 管壁 象 牙薯 1.7567

受 傷後 形成 板 管壁 象 牙賛 1.5720

霧 髄 部 被 覆 象 牙 質 工

図　　　　　るよるCa及びPの点分析結果
(外傷受傷前に形成された根管壁象牙察)

図　　　　　によるCa及びPの点分析結果

(外傷受傷後に形成された根管壁象牙察)

図　　　　　によるCa及びPの点分析結果

(露髄部を被覆する新生象牙質)

ものと思われる｡

露髄面を破覆した硬組織は,細胞中腔を舎有した白亜

質様構造物と不塊則な綿管構造を肯する象牙薯並びに破

折面に残留したと思われる象牙察破折片が混在してい

た｡
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破折部の修復機転としては,歯冠破折に伴う霧髄面に

急速に歯髄息肉の新庄が生じたか,あるいは破折時に歯

冠部歯髄は根部歯髄と離断することなく,そこに留ま

り,その表面を直ちに歯敵が破覆したため露出歯髄が生

存し麓けたものと考える｡そしてこの歯髄が霧髄面を被

覆する硬組織の形成に関与したものと考える｡この様に

考察すると破折面よりも上方に硬組織の形成されたこと

を理解することができる｡

外傷受傷時に未完成な状態であった根管壁象牙質は,

受傷後も形成が進行しており,受傷前に形成された象牙

窯との境界部には明酷な象牙薯形成障害帯が認められ

た｡しかしながら,受傷後に形成された象牙薯はほぼ正

常に近い組織構造を示している｡さらに,受傷前後に形

成された根管壁象牙質及び破折面上部に形成された象牙

薯様硬組織の元素分析結果には,大きな差違を認めず,

それらは硬組織の組成上の差違も殆どないものと思われ

る｡

ま　　と　　め

著者らは,年'齢1歳0ヵ月時に外傷により歯冠脱落を

来し,その後も引き続き歯根形成が継続した両側下顎乳

中切歯の極めて珍しい症例を経験した｡本例は外傷受傷

93, No. 10 (1993)　　　　　　　　　　　　　　　949

後早期に歯頼破折面上を歯敵上皮が被ったため,破折面

部が硬組織により閉鎖され,歯髄が壊死に陥ることな

く,歯根形成が継続したものと恩われる｡
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logical Observations of Continuously Formed Root of Mandibular Deciduous

Central Incisors after Traumatic Coronal Destruction, Shikwa Gahuho,

93:943.

(Department of Pediatric Dentistry, Tokyo Dental College, Chiba 261,

Japan)

Key woT･ds : HistologlCal observation - Deciduous incisor -ApexogenesisICoronal

fracture.

Thoughyoung children frequently visit the dentist on the occasion of dental injuries, so far

no reports have been made on continuous formation of the root remaining in thealveolarsocket

after traumatic coronal fracture of the deciduous tooth. In this connection, we recently encoun-

tered a rare case of continuously forming roots of bilateral mandibular centraldeciduous inciso

rs after traumatic coronal fracture.

The patient -a boy 3 years and 3 months of age- visited our clinic for treatment of caries

and space maintenance in the sites of the mandibular central incisors･ From his mother, itwas

learned that external injury had caused the crowns of the bilateral mandihular deciduous cen-

tral incisors to fall out when the child was 12 months old.
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Oral examination revealed two small, hard tissues resembling tooth structures on the

alveolar ridge in the lost mandibular central incisors･ Ⅹ-ray examination showed them to be

bilateral mandibular deciduous central incisor roots.

At the completion of caries treatment, 6 months after initial examination, we extracted the

roots and observed them histologlCally by microscopic examination, CMR, and XMA analysュs

of Ca and P.

Results

l) The site of the coronal destruction and pulpal exposure was completely covered by

means of dentin with irregular dentinal tubules resembling dentin bridges and cementoid

tissue and with a layer of normal dentin beneath these irregular tissues･

2) Dentin formed on canal walls after coronal fracture appeared approximately normal

in structure.

3) A dentino-dysplasia band was observed on the canal wall at the borderbetween dentin

formed before and dentin formed after the injury. On CMR specimens, this band was shown to

consist of hypo-calcified and hypercalcified reglOnS･

4) ⅩMA analysis revealed no differences in Ca/P ratios among the irregular dentin

･つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ　　　　　　　　〔　　　　　　　　y and

canal-wall dentin formed after the injury.
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