
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title
イヌ歯肉退縮欠損への無細胞性真皮マトリックスとbeta-

tricalcium phosphate を併用した根面被覆の効果

Author(s) 大久保, 信貴

Journal 歯科学報, 113(1): 41-46

URL http://hdl.handle.net/10130/3003

Right



はじめに

歯肉退縮は歯周疾患や不適切なブラッシング，矯
正治療などによって生じる。歯肉歯槽粘膜形成術

（MGS）の主要な目的の１つは，歯肉退縮により生
じた露出歯根面に対し審美的な根面被覆を行うこと
である。根面被覆に対して，これまで上皮下結合組
織移植術など様々な方法が用いられており，予知性
の高い事が示されている１，２）（表１）。しかし，従来の
根面被覆術の多くは，口蓋組織からの移植片の採取
が必要であり，術後の患者の不快感の増大や採取す
る組織量に制限があるという問題がある。

無細胞性真皮マトリックス（ADM）は近年，自家
組織移植材の代替として注目されている。ADM は
ヒトから採取した真皮組織を無菌・無細胞化処理し
たもので，コラーゲンやエラスチンなどの細胞外マ
トリックスが残存している３）。そもそも皮膚科領域
において火傷の治療に用いられていたが４，５），歯科領
域では結合組織移植材の代替として歯槽堤増大術や
角化歯肉増大術に応用されている６，７）。また根面被覆
処置でも良好な成績を得られると報告されている８）。
しかし，治癒の形態は長い上皮性付着であり歯周組
織再生による機能的な回復は得られない９，１０）。

Beta-tricalcium phosphate（β-TCP）は生体適合性
のある人工骨で，歯周組織再生のためのスペースメ
イキング能や足場を有している１１，１２）。β-TCP は骨伝
導性を有し生体内で吸収され自家骨に置換されると
いう特徴から，歯周治療だけでなく歯科用インプラ
ント領域では骨造成における骨補填材としても現在
注目されている。

本研究では，歯肉退縮欠損に対し ADM 移植材と
β-TCP を併用した根面被覆処置を行い，その効果
を明らかにした。

材料と方法

１．実験母地の作成
実験には２４頭のビーグル犬を用いた。犬歯頬側に
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表１ 代表的な根面被覆術

１．有茎歯肉移植術
⑴ 歯肉弁側方移動術
⑵ 両側乳頭弁移動術
⑶ 歯肉弁歯冠側移動術

２．遊離歯肉移植術

３．上皮下結合組織移植術

４．GTR 法（歯周組織再生誘導法）
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歯肉退縮欠損（高さ６mm×幅５mm）を作製し，金
属ストリップスを設置し１２週間放置した。
２．根面被覆処置

ストリップス除去後２週目に，全層弁を剥離翻転
し，CEJ 部に歯冠側ノッチ，骨欠損骨頂部に根尖
側ノッチを付与した。群分けは，ADM 群は露出根
面を ADM 移植材（AlloDermⓇ，Life Cell）で被覆，
固定し，さらに歯肉弁で移植材を被覆した。ADM
＋β-TCP 群は，骨欠損部にまず β-TCP 顆粒（オス
フェリオンⓇ，オリンパステルモバイオマテリアル）
を移植後（図１ａ），ADM 移植材で被覆，固定し

（図１ｂ），さらに歯肉弁で移植材を被覆した。対照
群は歯肉弁歯冠側移動術（CPF）のみとした。

実験期間は，４，８，１６週とし，組織学的検索と
して，ヘマトキシリン－エオジン染色，アザンマロ
リー染色，Verhoeff’s 染色および Modified tetrach-
rome 染色を行った。
３．組織計測・統計分析

組織計測は以下の項目について評価をした（図２）。
①根尖側ノッチから歯槽骨頂までの距離（新生骨），
②根尖側ノッチから新生セメント質の最歯冠側まで
の距離（新生セメント質），③歯冠側ノッチから歯肉
面外側までの水平的距離（歯肉の厚み），④歯冠側
ノッチから付着上皮の最根尖側までの距離（上皮の
長さ），⑤根尖側ノッチから歯冠側ノッチまでの距
離（欠損の高さ）。

統計分析として一元配置分散分析後，Scheffe’s
テストを行った。

結果と考察

１．肉眼所見
全ての群で歯肉に炎症所見は認められず，根面は

歯肉により被覆されていた（図３）。
２．組織学的所見

対照群は歯肉結合組織で被覆した根面に長い上皮
性付着を認めた。実験群では，全実験期間を通して
ADM 移植材にエラスチン線維の存在を認めた。肉
眼所見：全ての群で歯肉に炎症所見は認められず，

図２ 組織計測の模式図
ａ：上皮の長さ ｂ：新生骨 ｃ：新生セメント質
ｄ：欠損の高さ ｅ：歯肉の厚み

図１ 移植材応用時の写真
ａ：骨欠損部への β-TCP 顆粒の移植
ｂ：ADM による骨欠損部の被覆，ADM の固定

大久保：ADM と β-TCP による根面被覆４２
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根面は被覆されていた。組織学的所見：対照群は歯
肉結合組織で被覆した根表面に長い上皮性付着を認
めた。実験群では，全実験期間を通して ADM 移植
材にエラスチン線維の存在を認めた。術後４週にお
いて，ADM＋β-TCP 群は母床骨より歯冠側ノッチ
部に多くの β-TCP 顆粒を認めた（図４ａ）。ADM
群は歯根表面において歯冠側より根尖側に長い上皮
性付着を認めた。両群で移植した ADM の結合組織

内には血管新生と，ADM に固有なコラーゲン線維
束が認められた（図４ｂ）。術後８週では，ADM＋
β-TCP 群は移植した β-TCP 顆粒表面に骨芽細胞を
伴う新生骨の形成が認められ，象牙質表面には再生
セメント質の形成がみられた（図５ａ，５ｂ）。両群
で移植した ADM 結合組織内には多くの血管新生が
進み，周囲組織からのコラーゲン線維束の侵入を認
めた。術後１６週では，ADM＋β-TCP 群は β-TCP 顆
粒を取り込んだ再生骨組織及び再生セメント質の形
成を母床骨より歯冠側ノッチ部付近まで認めた（図
６ａ）。両群で移植した ADM は周囲組織と一体化
し，著しいコラーゲン線維の侵入により ADM のエ
ラスチン線維の存在は僅かであった（図６ｂ）。組織
計測では，歯肉の厚みは対照群と比較して ADM＋
β-TCP 群及び ADM 群において有意に大であり，
また ADM＋β-TCP 群の再生セメント質及び再生骨
組織量は ADM 群に比較して有意に大であった（p＜
０．０１）（表２）。

考 察

本研究において最も重要な所見は，ADM＋β-
TCP 群では ADM 群及び対照群と比較して新生骨
と新生セメント質が有意に大であったことである。

図３ 術後１６週における肉眼所見
著明な炎症反応は認められず，治癒は良好である。

図４ 術後４週における組織像
ａ：欠損部は★印で示す β-TCP 顆粒で満たされており，矢印に示す

ADM 移植材により被覆されている。（倍率×２．５ ヘマトキシリン－
エオジン染色）

ｂ：ADM 内部への多数の新生毛細血管が認められる。（倍率×２０ ヘマ
トキシリン－エオジン染色）
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従来の MGS や ADM のみの移植では長い上皮性付
着による治癒であったが，ADM と β-TCP の併用
により再生セメント質及び骨組織の形成を促進さ
れ，歯周組織再生による機能的な回復が期待でき

る。
歯肉退縮への根面被覆では，術後の歯肉の厚みの

獲得が予後に左右する。本研究では ADM＋β-TCP
群及び ADM 群では対照群と比較し，歯肉の厚みが

図５ 術後８週における組織像
ａ：欠損部の β-TCP 顆粒は新生骨（NB）によって取り囲まれ，矢印に示す

新生セメント質の形成が認められる。（倍率×１０ ヘマトキシリン－
エオジン染色）

ｂ：β-TCP 顆粒表面には矢印に示すように活発な新生骨の形成が認めら
れる。（倍率×４０ Modified tetrachrome 染色）

図６ 術後１６週における組織像
ａ：矢印に示す β-TCP 顆粒はほとんどが新生骨（NB）に置換されている。

（倍率×１０ ヘマトキシリン－エオジン染色）
ｂ：歯肉結合組織と ADM の境界は不明瞭だが，矢印に示す ADM のコ

ラーゲン線維はまだ残存している。（倍率×１０ アザンマロリー染色）
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有意に大であった。過去の研究でも，ADM 移植術
は歯肉弁歯冠側移動術と比較し有意に歯肉の厚みが
増加したと報告されている１０）。このことは歯肉退縮
のリスクとなる菲薄な辺縁歯肉の改善に ADM が有
効であることを示唆している。

さらに，ADM と周囲組織は初期に ADM への血
管新生と周囲組織からのコラーゲン線維の侵入が起
き，段階的に進行することで問題なく一体化した。
このことは過去の研究の所見と同様であり４，１３），他
家組織移植材である ADM が受容組織に免疫拒絶反
応なく生着することを示唆している。

まとめ

ADM と β-TCP を併用した根面被覆では，新生
セメント質及び新生骨の形成による機能的な回復，
ならびに歯肉の厚みの増加による長期的な辺縁歯肉
の維持が期待できることが示唆された。

今後は ADM の治癒動態や周囲組織との生着過程
をさらに解明し，他の移植材との比較をすること

で，より安全性が高く審美的・機能的に優れた応用
方法を研究していきたい。

文 献
１）Cordioli, G., Mortarino, C., Chierico, A., Grusovin, MG.,
Majzoub, Z.: Comparison of 2 techniques of subepithelial
connective tissue graft in the treatment of gingival reces-
sions. J Periodontol,７２：１４７０～１４７６，２００１．

２）Liu C. L., Weisgold, A. S.: Connective tissue graft : a
classification for incision design from the palatal site and
clinical case reports. Int J Periodontics Restorative Dent,
２２：３７３～３７９，２００２．

３）Eppley, BL. : Experimental assessment of the revascu-
larization of acellular human dermis for soft-tissue aug-
mentation. Plast Reconstr Surg.,１０７：７５７～７６２，２００１．

４）Wainwright, D. J.: Use of an acellular allograft dermal
matrix（AlloDerm）in the management of full-thickness
burns. Burns,２１：２４３～２４８，１９９５．

５）Gore, D. C.: Utility of acellular allograft dermis in the
care of elderly burn patients. J Surg Res, １２５：３７～４１，
２００５．

６）Batista, E. L. Jr., Batista, F. C., Novaes, A. B. Jr.: Man-
agement of soft tissue ridge deformities with acellular
dermal matrix. Clinical approach and outcome after 6
months of treatment. J Periodontol, ７２：２６５～２７３，
２００１．

表２ 術後１６週における組織計測結果

ADM＋β-TCP ADM CPF

＊
＊ ＊

上皮の長さ ０．１８±０．２ ４．９６±０．１ ２．０１±０．１

＊
＊ ＊

新生セメント質 ６．０９±０．３ １．１２±０．１ ４．３４±０．１

＊
＊ ＊

新生骨 ２．８５±０．６ －０．５８±０．１ ０．８１±０．１

＊
NS ＊

歯肉の厚み １．６１±０．１ １．６４±０．１ １．０９±０．１

NS
NS NS

欠損の高さ ６．３７±０．１ ６．２８±０．１ ６．３±０．１

ADM：無細胞性真皮マトリックス，CPF：歯肉弁歯冠側移動術
NS：統計学的有意差なし，＊：統計学的有意差あり p＜０．０１（Scheffe test）

歯科学報 Vol．１１３，No．１（２０１３） ４５

― ４５ ―



７）Wei, P. C., Laurell, L., Geivelis, M., Lingen, M. W., Mad-
dalozzo, D.: Acellular dermal matrix allografts to achieve
increased attached gingiva. Part1. A clinical study. J Peri-
odontol,７１：１２９７～１３０５，２０００．

８）Barros, R. R., Novaes, A. B., Grisi, M. F., Souza, S. L,
Taba, M. J., Palioto, D. B. A.: 6-month comparative clini-
cal study of a conventional and a new surgical approach
for root coverage with acellular dermal matrix. J Peri-
odontol,７５：１３５０～１３５６，２００４．

９）Cummings, L. C., Kaldahl, W. B., Allen, E. P.: Histologic
evaluation of autogenous connective tissue and acellular
dermal matrix grafts in humans. J Periodontol,７６：１７８～
１８６，２００５．

１０）Sallum, E. A., Nogueira-Filho, G. R., Casati, M. Z., Pi-
mentel, S. P., Saldanha, J. B., Nociti, F. H. Jr.: Coronally
positioned flap with or without acellular dermal matrix
graft in gingival recessions : a histometric study. Am J
Dent,１９：１２８～１３２，２００６．

１１）Rosa, A. L., Brentegani, L. G., Grandini, S. A.: Hydroxy-
lapatite and tricalcium phosphate implants in the dental
alveolus of rats. A histometric study, Braz Dent J, ６：
１０３～１０９，１９９５．

１２）Porter, B. D., Oldham, J. B., He, S. L., Zobitz, M. E.,
Payne, R. G., An, K. N., Currier, B. L., Mikos, A. G.,
Yaszemski, M. J.: Mechanical properties of a biodegrad-
able bone regeneration scaffold. J Biomech Eng,１２２：２８６
～２８８，２０００．

１３）Livesey, S. A., Herndon, D. N., Hollyoak, M. A., Atkin-
son, Y. H., Nag, A.: Transplanted acellular allograft der-
mal matrix. Potential as a template for the reconstruction
of viable dermis. Transplantation,６０：１～９，１９９５．

本論文は，下記学位論文の内容を解説した。
Coverage of gingival recession defects using acellular
dermal matrix allograft with or without beta-tricalcium
phosphate, Okubo N, Fujita T, Ishii Y, Ota M, Shibukawa
Y, Yamada S., Journal of biomaterials applications, DOI：
１０．１１１７／０８８５３２８２１１４１７６４３

別刷請求先：〒２６１‐８５０２ 千葉市美浜区真砂１－２－２
東京歯科大学歯周病学講座 大久保信貴

大久保：ADM と β-TCP による根面被覆４６

― ４６ ―


