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はじめに

歯周疾患の原因が特定の細菌によることが解明さ
れて以来，スケーリングやルートプレーニング，フ
ラップ手術といった徹底した原因の除去が行われ，
それなりの成果をもたらしたがその再生量は少な
い。歯周疾患によって破壊された歯周組織を再生さ
せようとする治療法は以前から様々試みられてき
た。フラップ手術は，臨床では実際歯肉の炎症はな
くなり，歯周ポケットが浅くなり，臨床的アタッチ
メントレベルの改善も認められるが，組織学的には
線維性結合を伴わない長い上皮性の付着がほとんど
である。これは術後の治癒には，上皮・歯肉結合組
織・歯槽骨・歯根膜由来の細胞が関与していて，そ
の中でも増殖スピードの速い上皮が最初に露出根面
に到達するためである。上皮性付着はポケットの再
発が起こる可能性がある。本来歯周組織の再生とい
うのは，歯周疾患によって失われたセメント質，歯
槽骨，歯根膜が再び獲得され新付着が起こることが
理想である。そこではじめてヒトで新付着の形成を
成功させた方法が組織再生誘導法（GTR 法）１）であ
る。GTR 法は，膜を歯に固定することにより上皮

細胞の根尖側への侵入を阻止し，歯根表面に歯根膜
由来細胞を誘導する。膜の固定は GTR 法を成功さ
せるための重要な過程であり従来，縫合糸を用いて
いるがその操作性は煩雑であり十分な固定効果が得
られていない。固定の不備２）は，早期の膜露出の原
因の１つであり，膜の露出は創傷部での感染を引き
起こし，再生への悪影響を及ぼす３）。

一方，今回縫合糸の代替として膜の固定に 4-
META/MAA-TBB レジンを用いることを考えた。
4-META レジンは，非常に用途の広い材料で修
復，直接歯髄覆罩４），歯根破折５～８），根充シーラー９，１０）

に使用されている。また，歯周組織に対しては歯肉
切除後の歯周パック１１）として 4-META レジンが使
用されているが歯周組織への為害性が少ないことが
報告されている。

そこで GTR における膜の歯への固定法として，
歯面への強固な接着性があり操作性が簡便な 4-
META レジンを応用したところ，十分な歯周組織
再生が得られたのでご報告したい。

実験方法

実験にはビーグル犬の下顎第３・４前臼歯を用い
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た。術前に歯周疾患のモデルとして頬側近心根に
CEJ から高さ７mm，近遠心幅５mm の裂開型骨欠
損を作製しておいた。GTR 膜は，非吸収性膜（ゴア
テックスⓇ，W. L. Gore & Associate, Inc.）と吸収性
膜（ジーシーメンブレンⓇ，ジーシー）の両膜を使用
した。各膜は，それぞれ 4-META/MMA-TBB レ
ジン（スーパーボンド C&BⓇ，サンメディカル）と縫
合糸（非吸収性膜→非吸収性糸：ゴアテックススー
チャーⓇ，吸収性膜→吸収性糸：メディフィットⓇ）
にて歯に固定した。まず浸潤麻酔後，#15C のメス
刃を用い歯肉溝内切開を加えた。骨膜剥離子を用い
て粘膜骨膜弁を剥離・翻転，欠損部の根表面をス
ケーリング・ルートプレーニングした。組織計測の
基準点として欠損部根表面の最根端側部にノッチを
付与した。実験群（図１）は，クエン酸系の表面処理
材（グリーン）を１０分の１に希釈したものを CEJ 付
近に１０秒塗布した後，水洗した。各膜は骨欠損縁を
２～３mm 以上覆うように調整し，筆積法にて 4-
META レジンで固定した。4-META レジンは，一
層塗布しただけで CEJ 付近で歯と膜を密着させ
た。（なお表面処理材を希釈した理由は，後に非吸
収性膜を除去する際４-META レジンをスケーラー
で除去しやすく，かつ膜の歯への接着強度が十分保

てる濃度に調整したためである。）対照群（図２）は現
在臨床で行われている方法と同様に，各膜を露出し
た根表面を覆うように調整し，膜の辺縁から２mm
程度離した位置に縫合糸を刺入し CEJ 付近で懸垂
縫合を行い歯にしっかりと固定した。両群とも膜を
固定後，歯肉弁は膜が露出しないよう出来るだけ歯
冠側まで覆うため減張切開を行い，マットレス縫合
した。術後２週間で抜糸を行った。非吸収性膜につ
いては，実験群，対照群ともに４～６週後に膜を除
去した。実験群では，膜を固定している 4-META
レジンをスケーラーにて除去，対照群については縫
合糸を切り，膜の内側の歯根を覆っている新生組織
を傷つけないよう十分注意した。

尚，4-META レジンと歯の固定については走査
電子顕微鏡（SEM）にて観察し，歯周組織の再生に
ついては組織標本を作製し再生量を計測した。

結 果

１．SEM 観察
実験群では各膜とも 4-META レジンを介して根

面に固定されていた（図３）。歯とレジンの間はハイ
ブリッド層にて接着し，膜とレジンは膜のメッシュ
構造にレジンが入り込んで機械的な形で接着してい

図１ 4-META レジンで膜を固定した実験群
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た。
２．肉眼所見

実験群・対照群とも，歯肉にほとんど炎症は認め
られず膜の露出はなかった（図４）。
３．組織学的所見

実験群では対照群と同様，上皮組織の根尖側方向
への侵入は阻止され，セメント質および歯槽骨の再
生を認め，再生された上皮は 4-META レジンの外
側を取り囲み膜表面に達した（図５）。また，結合組

織内に 4-META レジンによる炎症性細胞浸潤は認
められなかった。組織計測（図６）では，実験群・対
照群ともに非吸収性膜において再生セメント質およ
び歯槽骨量に統計的に有意な差は認められなかった

（図７）。また，吸収性膜では両群間で再生セメント
質量はほぼ同等であったが，再生歯槽骨量は実験群
で有意に大であった（図８）。また，再生上皮量は，

図２ 縫合糸で膜を固定した対照群

〈非吸収性膜〉 〈吸収性膜〉
図４ 術後８週の実験群の肉眼所見

矢印（↓）は，4-META レジンで固定した部位で膜の
露出は認められない

〈非吸収性膜〉 〈吸収性膜〉
図３ 膜と歯の接着面の SEM 像

Ｒ：4-METAレジン Ｍ：膜 Ｄ：象牙質
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実験群は対照群より大であった。

まとめ

本研究結果から 4-META レジンは，GTR におけ
る膜の歯への緊密な固定により，歯冠側からの上皮
組織の深部への侵入を阻止し，歯根膜由来細胞を歯
冠側へ誘導し，十分な歯周組織の獲得を可能にし
た。

本研究の重要な点は，上皮細胞層が 4-META レ
ジンの外側を取り囲み膜表面に達したことだ。4-
META レジンは水分の存在下でも重合が可能であ
るという特性があり，術中に血液や唾液といった水
分が存在してもモノマーが組織内に深く浸透するこ

となく重合される。そのため，レジンと結合組織と
の間に上皮組織の再生のためのスペースができた。
また，再生された上皮に明らかな炎症反応が認めら
れなかったのは，4-META レジンが歯髄に対する
のと同様に歯肉上皮に対しても親和性が高く，組織
為害性のない材料であり歯質にしっかりと接着して
いたためだと思われる。さらに Tsuchiya１１）らは 4-
META レジンを歯肉切除後に歯周パックとして応
用した際，再生された上皮と 4-META レジンとの
間には，ラミニンやインテグリンといった付着上皮
とエナメル質との接着の場において発現するタンパ
クが認められたと報告している。これは，4-META
レジンと再生された上皮の間には，あたかもエナメ

〈実験群〉 〈対照群〉 図６ 組織計測に用いた基準点
CE：再生された上皮の歯冠側の高さ
AE：再生された上皮の根尖側の高さ
C：再生されたセメント質の歯冠側の高さ
B：再生された歯槽骨の歯冠側の高さ
N：ノッチ CEJ：セメントエナメル境

図５ 非吸収性膜の術後８週の組織像。H-E 染色
M：膜 B：歯槽骨 ＊：4-META レジン
上皮組織の根尖側方向への侵入は阻止され，セメント

質および歯槽骨の再生を認めた

図７ 非吸収性膜における再生された歯周組織の計測結果
図６よりＮからＣ：再生セメント質，ＮからＢ：再

生歯槽骨，CE から AE：再生上皮

図８ 吸収性膜における再生された歯周組織の計測結果
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ル質表面との接着と同様の治癒機転が起こっている
ものと考えられる。非吸収性膜では，膜を除去する
際，縫合糸を切る操作に比較しスケーラーにて 4-
META レジンを除去するには多少時間がかかるが
その操作は難しいものではない。もし 4-META レ
ジンが残存していたとしても前述したような接着機
構が働いているので治癒には問題ないと思われる。

今回の研究では，実験群・対照群ともに歯肉退縮
や膜の露出は認められなかった。これは膜を固定し
やすい骨欠損形態であったため両群とも確実に固定
できたものと考えられる。しかし，実際の臨床では
複雑な骨欠損形態や根の解剖学的形態（根面溝など）
から縫合糸では確実に固定することが難しいことも
あり，その結果早期に膜が露出してしまう可能性も
ある。Hardwick１２）らは縫合糸を用いて膜を歯に固
定することは多大な時間を要し，高いレベルの技術
が必要であると報告している。4-META レジンを
膜の固定に用いることは，操作性が簡便であり確実
な固定により創傷部が安定し，十分な歯周組織再生
が得られたので GTR に有効であることが示唆され
た。
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