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

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

Title 根尖性歯周炎に罹患した歯内歯の治療および長期観察

Author(s) 今井, 裕樹; 辻野, 啓一郎; 新谷, 誠康

Journal 歯科学報, 119(2): 122-126

URL http://doi.org/10.15041/tdcgakuho.119.122

Right

Description



抄録：歯内歯は，歯冠の象牙質の一部が，表層のエ
ナメル質を伴って歯髄腔内に深く陥入した歯の形態
異常で，舌面に盲孔や歯冠の形態異常などの特徴が
ある。歯髄腔の形態やエナメル質および象牙質の位
置関係が複雑なことから時に歯内感染を起こすが，
視診のみでは気付きにくく，急性症状を呈するまで
発見されないことも少なくない。しかしながらその
複雑な形態ゆえに，歯内療法は困難であり，抜歯に
至る症例も多い。
今回，歯内歯が原因で根尖性歯周炎に罹患したと

考えられる幼若な上顎側切歯に歯内治療を行い，水
酸化カルシウム製剤を用いて根管充塡を行った。そ
の後本症例は，１０年以上の長期にわたり経過を観察
し，途中に再び水酸化カルシウム製剤による再根管
充塡を経て，現在まで良好な予後が得られている。
今後も経過観察を続け，必要に応じてガッタパー
チャによる根管充塡を行う予定である。

緒 言

歯内歯は歯冠部の象牙質の一部が，表層のエナメ
ル質を伴って歯髄腔内に深く陥入した歯の形態異常
である１）。その形態の複雑さから時に歯内感染の原
因となるが，多くは無症状に経過するため急性症状
が惹起するまで放置されてしまうことが多い。そし
て，歯髄感染を起こした場合には，その複雑な形態
ゆえに，歯内療法は困難となる。感染を起こしてい
ない症例も含め，様々な方法を駆使して保存を試み
た報告２－１０）がみられる。Anshul らは上顎側切歯の歯

内歯に対して MTA を応用し，保存したと報告４）し
ているが，その他の報告５，８）では，水酸化カルシウム
製剤を用いて歯内療法を行っている。また菅原ら２）

は歯内歯に対し逆根管充塡，意図的再植術および掻
爬術を行い，外科処置を併用した症例を報告してい
る。しかしながら，その形態から保存が不可能と診
断して抜歯を行った報告３，１１－１３），あるいは歯内療法
を試みたものの経過不良により抜歯に至った報告１４）

も存在し，歯内療法を行っても歯内歯を保存するこ
とは困難であることが多い。さらに，歯内療法後の
経過を１～５年程度観察した報告１５－２１）はあるが，１０
年以上の長期にわたる経過観察を行ったという報告
はほとんどない。

今回，歯内歯が原因で急性化膿性根尖性歯周炎に
罹患したと考えられる幼若な上顎側切歯に歯内療法
を行い，その後１０年以上の長期にわたり，良好に経
過した症例を経験したので報告する。

なお，本論文に関して，患者と保護者の同意を得
ている。

症 例

患者は初診時年齢９歳１か月の男児である。上顎
右側側切歯の根尖部歯肉腫脹および疼痛を主訴とし
て来院した。初診日前日より同歯に上記症状が発現
し，夜間には眠れないほどの自発痛となったため，
近医（紹介医）を受診し，当院口腔外科あてに紹介さ
れ来院したが，同科において原因を特定することが
できず，当科が診療を依頼された。

当該歯は，視診にて齲蝕はなく，歯冠の舌面はや
や陥凹しているものの，舌盲孔やその他の形態異
常，変色は認められない。自発痛，打診痛を認め，
動揺度１度，根尖相当部歯肉（唇側および口蓋側）に
発赤，腫脹，圧痛を認めた。また，外傷の既往はな
かった。
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エックス線画像検査では，上顎右側側切歯根尖部
の歯槽骨に透過像を認め，歯冠の歯頸部付近には，
歯髄腔内に硬組織が陥入しているような不透過像を
認めた（図１）。さらに正中過剰埋伏歯が確認され
た。また，歯髄電気検査では陽性反応を認めた。

以上の結果から，この時点では，原因不明の上顎
右側側切歯の急性化膿性根尖性歯周炎と診断した。

経 過

初診時，浸潤麻酔下に上顎右側側切歯の疼痛の緩
和と消炎を目的として，根管の開放と抗菌薬および
鎮痛薬の投与を行ったところ，急性炎症の症状が寛
解した。その後，１～２週間の間隔で根管治療を行
い，２回目来院時はパラクロルフェノールグアヤ
コール（メトコールⓇ，ネオ製薬）を貼薬して緊密仮
封とし，３～５回目来院時は水酸化カルシウム製剤

（カルビタールⓇ，ネオ製薬）を貼薬して緊密仮封と
した。５回目来院時でほぼ排膿は認められなくなっ
たものの瘻孔が消失せず，６～８回目来院時も同様
に水酸化カルシウム製剤（カルビタールⓇ）を貼薬し
て緊密仮封とした。８回目来院時で瘻孔が消失し，
打診痛も認められなかったため，９回目来院時に水
酸化カルシウム製剤（ビタペックスⓇ，ネオ製薬）に
て仮根管充塡を行い経過観察した。約１か月後，特
に不快症状を認めなかったため，同剤で根管充塡を
行った。

さらに１か月後に経過観察を行い，経過良好で
あったため，３～６か月の間隔で定期的に経過観察
を行うこととした。上顎右側側切歯に根尖部歯肉腫
脹，疼痛および根尖部の病的エックス線透過像は認
められずに経過した。また，初診日から約１年後に
正中過剰埋伏歯について CT 撮影を行ったところ，
歯列から離れた位置にあり，隣在歯に影響を与える
可能性はなく，保護者も抜歯を希望しなかったた
め，経過観察とした。さらに，同 CT 画像にて上顎
右側側切歯の唇側および口蓋側に根管充塡剤に満た
されていない複雑な形態の透過像を認め（図２），こ
れが本来の歯髄腔であることが示唆され，不明で
あった根尖性歯周炎の原因が歯内歯への感染である
ことが判明した。

その後も３～６か月程度の間隔で，定期健診を継
続して行ってきたところ，約６年半後に根管充塡剤
が歯根の約半分程度まで吸収したため（図３），再度
根管治療を行うことの同意を得たが，患児の都合に
より約２年半通院が途絶えた。

図２ CT（矢状断 根充後１か月）
＊矢印は根管充塡剤で満たされていない別の歯髄腔を示す

図１ 初診時（矢印は髄腔
内に陥入している不透
過像を示す）
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初診日から約１１年後，再び健診を希望して来院し
た。上顎右側側切歯のエックス線検査を行ったとこ
ろ，根管充塡剤が確認できなかった（図４）。特に臨
床症状はなく，根管からの排膿，腐敗臭なども認め
られず，微量の出血を認めたものの拭掃によりすぐ
に止血したことから，同日に再度糊剤（ビタペック
スⓇ）にて根管充塡およびコンポジットレジン修復
を行った（図５）。現在も定期健診で経過観察を続け
ており，予後は良好である。

考 察

歯内歯には盲孔が存在する場合や，歯冠が通常よ
り大きいことが多いが，今回の症例では歯冠の舌面
がやや陥凹しているものの，視診および触診でも歯
内歯を疑う所見は観察されなかった。そのため，初
診時には歯内歯を疑わず，当初は CT を撮影しな
かった。しかし，正中過剰歯の精査のため根管充塡
後に撮影した CT の画像所見（図２）からは，上顎右
側側切歯に根管充塡剤で満たされていない透過像が
唇側および口蓋側に確認された。同時期に撮影した
エックス線画像（図６）では過不足なく根管充塡剤で
満たされている根管の所見が確認できるため，歯内
療法を施した根管以外の歯髄腔と考えられ，当該歯
は歯内歯であることが判明した。恐らく視診や触診
では感知できない盲孔が存在したのではないかと推
察される。また，典型的な根尖性歯周組織炎の所見
や症状を呈しているにも関わらず，歯髄電気検査に
陽性反応を示しており，根尖性歯周炎の原因となっ
ている根管とは別の，生活している根管の存在が考
えられた。本症例では，歯髄電気検査を唇面でのみ

行ったため，少なくとも図２の CT 画像に矢印で示
した唇側の歯髄腔には生活歯髄が存在したのではな
いかと推察される。このような歯内歯への歯髄電気
検査に対する陽性反応は，他の報告５，８，１０，１９）でもいく
つかみられる。

また，歯内歯は歯冠の象牙質の一部が，表層のエ
ナメル質を伴って歯髄腔内に深く陥入しているとい
う特徴をもつため，根尖性歯周炎の直接の原因と
なっているのは歯髄ではなく，深く陥入したエナメ
ル質に囲まれた管状の空間（本稿では「根管」と表
現している）内に細菌感染が起こり，それによって
陥入部分の先端部分にいわゆる根尖病変が形成され
たと考えられる。これは，本報告の図２で示した当
該歯の矢状断の CT 画像で，唇側および口蓋側に根
管充塡剤で満たされていない透過像があることと，
図７に示す同歯の水平断の CT 画像で，根管充塡剤
の周囲に一層の透過像（矢印で示す）が確認できるこ
とから，根管充塡剤が筒状の歯髄腔で包まれている
ような状態だと考えられる。

以上の所見から，陥入の程度によって歯内歯を分
類した小野寺２２）の分類の第２型に相当すると考えら
れた。

根管や歯髄腔の形態が複雑な歯内歯では，ガッタ
パーチャによる緊密な根管充塡が困難である。
Gangwar ら４）による歯内歯に MTA を応用した報告
もあるが，根未完成の歯内歯に対する根管充塡では
水酸化カルシウム製剤による糊剤根管充塡がより一
般的であったため，これを用いた。また，再度の根
管充塡時にはエックス線上で根尖孔の閉鎖が確認で
きたため，ガッタパーチャでの根管充塡も考慮した

図６ CT と同時期のエッ
クス線画像

図３ 根管充塡後６年半 図４ 再初診時（根管充塡
後１１年）

図５ 再根管充塡時

１２４ 今井，他：歯内歯を治療後に長期観察した１例
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が，複雑な歯髄腔の形態と，微量ながらも出血を認
めたため，再び水酸化カルシウム製剤による糊剤根
管充塡とした。

初診から１１年後の来院の際，根尖孔の閉鎖が確認
できたのは，最初の根管充塡で用いた水酸化カルシ
ウム製剤によってアペキシフィケーションが起こっ
たものと考えられる。また，CT で認められた根管
充塡剤で満たされていない，歯髄腔と考えられる部
位に関しては，再根管充塡の際も，視診，触診等で
は確認することはできなかったが，根管内は根尖に
達するわずか手前で近心側にやや段差があるように
感じられ，根管充塡後のエックス線画像（図５）でも
そのような所見が確認できた。

歯内歯は歯根や歯髄腔の形態が複雑で，歯内療法
は困難となることが多い。過去の報告で，西田ら５）

は本症例と同様に水酸化カルシウム製剤で根管充塡
を行い，４年半後に根尖性歯周炎が再発し，もう一
つの根管に再度水酸化カルシウム製剤で根管充塡を
行い，６か月経過して良好な予後を得たとしてい
る。また，石井８）も同様に水酸化カルシウム製剤を
用いて根管充塡をし，良好な予後を得ていたが，３
年２か月後に CT 画像で根尖相当部に透過像を認め
たため，再度根管治療を行い，水酸化カルシウム製
剤で根管充塡を行っている。本症例でも，臨床的な
症状は認めなかったが，水酸化カルシウム製剤にて
根管充塡後約５年でおよそ半分，約１１年で根管充塡
剤がほぼ完全に吸収され，再根管充塡が必要となっ
ている。すなわち，水酸化カルシウム製剤による根

管充塡を行った場合，短期間の観察でアペキシフィ
ケーションが確認でき，予後が良好であったとして
も，完全に根尖がセメント質様硬組織に覆われてい
ない場所が存在し，数年後に何らかの症状が惹起す
ることが考えられ，長期的な経過観察の必要性が示
唆された。これは歯内歯の歯内療法が一旦成功して
も，歯根の形態異常が原因で長期的な予後に問題が
あるためと考えられる。

さらに小林ら１６）は，歯内歯に対し水酸化カルシウ
ム製剤で根管充塡を行った１４か月後に，根尖が被蓋
硬組織で覆われているのを確認した後，ガッタパー
チャにて根管充塡を行い，１年後も良好な予後を得
たと報告している。本症例はガッタパーチャで根管
充塡を行う場合，根管のいびつな形態から緊密な充
塡が困難と予測される。今後，経過観察を継続し，
再び根管治療を行う際にはコーンビーム CT 撮影を
行い，歯髄腔の形態を正確に把握してからガッタ
パーチャによる緊密な根管充塡を行う予定である。

今回，歯内歯が原因と考えられる幼若永久歯の根
尖性歯周組織炎の処置を行い，水酸化カルシウム製
剤による根管充塡は，長期にわたって予後良好であ
り，歯内歯が原因で根尖性歯周組織炎に罹患した幼
若永久歯に対して，本法は有効であると考えられた。

本論文の要旨は，第５５回日本小児歯科学会大会（２０１７年５
月２５，２６日，北九州市）において発表した。
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Long-term observation of the dens in dente after root canal treatment
for the apical periodontitis : a case report
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Dens invaginatus（DI）is a dental malformation found in teeth where there is an infolding part of the
crown dentin with surface enamel into the pulp space．Characteristics of DI include foramen coecum on
the lingual surface，and a large tooth crown．It easily causes endodontic infection due to its complicated
pulp space shape and positional relationship between enamel and dentin．However，it is often overlooked
until it causes acute symptoms as it is not easy to diagnose by visual examination only．It is difficult to per-
form endodontic treatment of a DI tooth due to its complicated shape，and，therefore，DI teeth with en-
dodontic infection are often extracted．

In the present case，endodontic treatment of an immature upper lateral tooth was performed，followed
by root canal filling using calcium hydroxide paste．The tooth was considered to be infected with apical pe-
riodontitis due to Dens invaginatus．A long-term follow-up of more than１０years was carried out．During
that period，root canal filling using calcium hydroxide was redone，and a favorable prognosis was
achieved．Follow-up will be continued，and root canal filling using gutta percha will be performed if neces-
sary． （The Shikwa Gakuho，１１９：１２２－１２６，２０１９）

１２６ 今井，他：歯内歯を治療後に長期観察した１例
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