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緒 言

一般に根尖性歯周炎は齲蝕の継発疾患であり，原
因歯の感染源の徹底除去を行う感染根管治療が適応
される。感染根管治療を行った後に症状が残存また
は再発した場合，根尖周囲に歯根肉芽腫や歯根嚢胞
が形成されていることを疑い，外科的歯内療法処置
の適応を検討することが一般的である。近年，手術
用顕微鏡を用いた歯根尖切除術が行われ，その成功
率は向上している１－３）。しかしながら，エックス線
画像検査における類円形の根尖部透過像により歯根
肉芽腫や歯根嚢胞が疑われる症例の場合でも，根管
内の感染源除去後に外科的歯内療法を行うことで成
功率が上がるとの報告４，５）もあることから，治療法の
第一選択として侵襲が少ない感染根管治療を優先し
て行うことが望ましい。今回，歯根尖切除術実施後

に根尖性歯周炎が再発した歯に対し，通法の感染根
管治療を行うことで症状が改善を認められた症例に
ついて報告する。

症 例

患者：４３歳の女性
初診：２０１３年１０月
主訴：上の前歯が腫れてきた。
全身的既往歴：小児喘息，耳下腺腫瘍

１．現病歴
１９９０年に近医にて＃１１，＃１２，＃２１の感染根管治

療を行い，メタルコア築造後に陶材焼付鋳造冠にて
歯冠修復処置を行った。２００３年頃，他院にて歯根嚢
胞の存在を指摘された。２００５年，同部の挺挙感を主
訴に受診した際，＃１１，＃１２，＃２１に対し歯根尖切
除術を行い，術後経過良好のため終了となった。さ
らに２０１０年，上顎前歯部歯肉の腫脹を認めたため，
＃２１に再度歯根尖切除術を行い，術後経過良好のた
め終了となったが，２０１３年８月頃から同部の歯肉に
違和感を自覚していたことに加え，腫脹も感じるよ
うになったため，当病院保存科を受診した。
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抄録：歯根尖切除術既往歯の根尖性歯周炎再発症例に対して感染根管治療を行い，３年間経過観察行っ
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２．現症
初診時に＃１１と＃１２に自発痛を認めなかった。＃

１１は打診痛と頰舌的な動揺を認め，＃１２は打診と動
揺および遠心部に５mm の歯周ポケット形成を認め
た。当該部の歯肉に明らかな腫脹や瘻孔形成は認め
られなかったが，＃１２の根尖付近の歯肉に圧痛を認
めた。エックス線写真上では＃１１および＃１２の根尖
部周囲に透過像を認め，これらの連続性が疑われた

（図１）。

３．診断
＃１２の慢性化膿性根尖性歯周炎
エックス線写真の根尖部透過像より，＃１１慢性化

膿性根尖性歯周炎の併発，加えて歯根尖切除術の既
往から歯根嚢胞の再発も疑われた。

４．治療内容と経過
１）治療計画
患歯に対する感染根管治療は，３０年前に近医で行

われたもの以外はない。当該歯の治療歴から，補綴
装置や根管充塡材の微小な空隙を感染経路としたコ
ロナルリーケージ，さらに根管治療時に残存した未
清掃領域が再発の原因として疑われた。そのため，
感染根管治療により根管内の感染源を除去し根管充
塡を行う，もしくは再度歯根尖切除術と逆根管充塡

を行うことによって根尖孔外への感染波及を防ぐ必
要があると考えられた。感染根管治療を行う場合，
現在装着されている補綴装置の除去が必要であり，
歯根破折のリスクや歯質の削去が伴う。また，歯根
尖切除術の既往から，根尖部での抵抗形態であるア
ピカルストップが十分に形成できないことや，根尖
孔部での治癒が不良となる可能性が考えられた。一
方，外科的歯内療法処置を行った場合，歯肉切開に
よる歯肉退縮の可能性に加え，歯根切除により歯根
長が短くなり理想的な歯冠歯根比が失われるリスク
が高まることが懸念された。この旨を患者へ説明し
た結果，可及的に患歯の残存歯質量が保存できる可
能性が高い方法を本人が希望したため，感染根管治
療を優先して行い，治癒傾向が認められない場合に
外科的処置を行うことで合意した。残存歯質の保存
や急性転化時の原因歯の明確化のため，根尖部透過
性が高く，透過像の中心であると考えられる＃１２を
優先して行うこととした。その後，症状の残存や再
発を認めた場合に＃１１の感染根管治療を行うことと
した。

２）治療経過
⑴ ＃１２ 感染根管治療
陶材焼付鋳造冠をダイヤモンドポイント，カーバ

イドバーにて除去した。メタルコアの一部をカーバ
イドバーにて削去し，歯質からの規制を緩めた状態
で超音波スケーラーによる振動を与え，合着セメン
ト－象牙質の接着層を破壊した後にクラウンリムー
バーにて除去を行った。補綴装置の除去後，残存歯
質の菲薄化を認めたため，水硬性仮封材（キャビト
ン EX，ジーシー）を塡塞して根管口が封鎖される
ことを防止しつつ，ツーステップのボンディングシ
ステム（クリアフィルメガボンド２，クラレ）を用い
た歯面処理後に，低粘度の充塡用コンポジットレジ
ン（ビューティフィルフロー プラス F００ A２，
松風）を用いて歯内療法用の隔壁作製を行った。そ
の後，形態修正を行い，即時重合レジン（ユニファ
ストⅢ A２，ジーシー）を用いてテンポラリーク
ラウンを作製，装着を行った。次回来院時には，＃
１２の打診痛は消失していた。根管治療を開始するに
あたり，かつて行われた治療から期間が開いてお
り，コロナルリーケージによる根管内の細菌感染が
疑われた。そのため，急性転化の防止を第一とし，図１ 初診時のエックス線写真
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根管上部２／３のガッタパーチャポイントをゲーツ
グリッデンバーにて除去後，根管内細菌を減少させ
るために綿球にて貼薬し（ホルマリン・グアヤコー
ル FG「ネオ」，ネオ製薬），初回の根管処置を終了
した。次回の処置時に残存したガッタパーチャポイ
ントを，溶解剤（ニシカジーピーソルベント，日本
歯科薬品）を併用して除去し，根尖孔の穿通を行っ
た。穿通に伴い根管経由の排膿を多量に認めたた
め，膿汁が止まるまで根管内吸引管（ネオ ブルー
チップ（S），ネオ製薬）にて吸引を行った。貼薬剤
は開大した根尖孔部の閉鎖を目的として水酸化カル
シウム製剤（カルビタールⓇ，ネオ製薬）を応用する
こととした。根尖からの滲出液は，漿液性への性状
変化とその量の減少を認め，穿通後２回目の処置時
には消失を認めた。根管充塡時，滲出液は消失した
ものの根尖孔は開大しており，根管長測定時の誤差
を考慮して＃２５の K ファイルを用いて電気的根管
長測定を行った。作業長を１７．０mm とし，最終拡
大号数を＃６０とした。ガッタパーチャポイントと根
管充塡用シーラー（MGO シーラー，ネオ製薬）を用
いて，側方加圧根管充塡を行った。根管充塡時の
エックス線写真では，根管充塡材は根管内に留まっ
ており，根尖周囲の透過像は初診時のものとあまり
変化を認めなかった（図２）。

根管充塡後は症状の増悪を認めなかったため，経

過観察とした。自発痛の有無，周辺の歯を対象とし
て打診痛や根尖部圧痛，および定期的にエックス線
写真にて根尖周囲の透過像の変化を確認することと
した。根管充塡から３か月経過後，自覚症状や打診
痛および根尖部圧痛は認められず，エックス線写真
では著明な変化は認められなかった（図３）。

⑵ ＃１１ 感染根管治療
２０１４年１１月，＃１２の経過観察中に＃１１の根尖部腫

脹および瘻孔形成を生じたが，自発痛や打診痛は認
められなかった。瘻孔の原因歯特定のためにガッタ
パーチャポイントを挿入し，エックス線写真撮影を
行った。＃１２治療時に認められた根尖周囲部透過像
は残存しているが，ガッタパーチャポイントは＃１１
根尖部へと進入していた（図４）。

根尖部周囲透過像の範囲の縮小傾向と不透過性の
亢進，＃１２治療終了からの期間を考慮し，＃１１の感
染根管治療を行うこととした。＃１２の治療時と同様
に補綴装置を除去後，電気的根管長測定を行い，作
業長を１９．０mm，最終拡大号数を＃６０に設定した。
穿通時に根尖からの排膿は認められなかった。歯根
尖切除術の既往に伴う根尖孔の開大のため，複数回
にわたり水酸化カルシウム製剤（カルビタールⓇ，ネ
オ製薬）貼薬による根尖孔部の閉鎖を図った。開始
当初は瘻孔が消失しなかったが，経過観察のために
撮影したエックス線写真での根尖部透過像の縮小傾

図２ ＃１２ 根管充塡後のエックス線写真 図３ ＃１２ 根管充塡後３か月経過
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向を認めたため，瘻孔残存の原因として根尖周囲の
膿瘍の大きさによるものと診断し，貼薬剤の交換を
行った（図５）。＃１１根尖閉鎖を試み，貼薬開始６か
月後に瘻孔の消失を認めたため側方加圧根管充塡を
行った（図６）。

⑶ ＃１１，＃１２の経過観察
自発痛，打診痛，瘻孔形成などの口腔内症状は認

められず，エックス線撮影にて経時的に根尖部の不
透過性亢進と歯槽硬線の出現を認めた（図７-９）。

考 察

１．根尖部透過像に対する診断について
本症例のエックス線写真で認められた＃１２根尖部

の歯冠大の類円形透過像とその一部の著しい透過性
から，歯根嚢胞の形成が疑われ，歯根尖切除術が適
応と思われる。しかしながら，エックス線写真上で
根尖性歯周組織疾患を疑う透過像の形状から，嚢胞
や肉芽腫の存在を判断することは難しいとされてい
る６－８）。エックス線写真上での大きさや形状と，病
理組織学的診断との間には関連性がないため，確定
診断には病理組織検査が必要とされる８）。上記の報
告と併せて考えると，本症例でも画像所見のみから
確定診断は困難であり，処置に伴う患歯と周囲組織
への侵襲度から外科的歯内療法処置を第一に選択す
べきではないと考えた。

２．根尖性歯周炎の原因と感染根管治療について
今日では根尖性歯周炎の原因が細菌であることは

広く知られている９）。そのため，歯内療法処置は細

図５ ＃１１ 根管治療途中経過３か月，＃１２
根管充塡後１１か月経過

図４ ＃１１ 根尖部瘻孔からのガッタパー
チャポイント挿入時，＃１２ 根管充塡後
８か月経過

図６ ＃１１ 根管充塡後，＃１２ 根管充塡後１
年３か月経過
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菌の徹底的除去が目的とされる。機械的拡大で感染
源の多くを除去することはできるが，化学的洗浄，
根管貼薬を併用する必要があるとされている１０）。ま
た，新たな感染を防ぐためにラバーダム防湿の実施
が前提となる。感染根管治療の成功率に関する報告
は複数ある。Sjögren らによると，初めて感染根管

治療を行う歯では根尖部病変の有無に関わらず８０％
以上の成功率を認めたが，再治療の場合は６０％程度
まで低下するとされている１１）。また，Gorni らは，
再根管治療の歯を対象とした際，根尖部の病変と解
剖学的な根管形態の破壊が伴う場合には成功率が約
５０％程度まで低下すると報告している１２）。Fried-
man らによる長期にわたる予後調査では，治療開
始時に根尖病変がないグループでは９３％，病変を認
めたグループでは８２％の成功率を示した１３－１８）。感染
根管治療後に再び根尖部に炎症を生じる原因とし
て，歯冠側からのコロナルリーケージや狭窄部など
の未清掃領域の存在があげられる１９）。根尖病変が再
発した際，外科的歯内療法処置を適応することがあ
るが，再感染根管治療後に外科的歯内療法を行う
と，成功率が上昇することが Hepworth らや Tasch-
ieri らによって報告されている４，５）。根管内を清掃す
ることにより，根管由来の感染源が歯根の切断面か
ら漏洩することを防ぎ，生体の治癒力向上につなが
るためと考えられる。

本症例では補綴装置辺縁に明らかな二次齲蝕など
は認められなかったが，以前の治療後長期間経過し
ていることから，コロナルリーケージや根管内に残
存した感染源による再発の可能性が考えられた。

したがって，第一に感染根管治療を行い，根管内

図８ ＃１１ 根管充塡後２年６か月 経 過，
＃１２ 根管充塡後３年９か月経過

図７ ＃１１ 根管充塡後２年経過，＃１２ 根管
充塡後３年経過

図９ ＃１１ 根管充塡後３年経過，＃１２ 根管
充塡後４年３か月経過
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の無菌的環境を確保したのちに経過観察を行うこと
とした。

３．歯根尖切除術の適応，失敗の原因，成功率
感染根管治療では治癒が見込めない根尖性歯周炎

に対し，外科的歯内療法処置が適応されることが多
い。非外科的歯内療法と外科的歯内療法との成功率
を比較した場合，短期では外科的歯内療法，長期で
は非外科歯内療法が高いとされている２０，２１）。

また，歯根尖切除術が再度必要となった原因は，
不十分な逆根管充塡や根尖切除時の不備が多いとの
報告もある２２）。

近年，歯根尖切除術を行うにあたって手術用顕微
鏡を用いることが多く，それに伴って術式や使用材
料も変化している。そのため，前述の成功率を現状
に完全に一致させることは難しいと思われる。マイ
クロインスツルメントや超音波レトロチップを用い
るといった術式は統一し，手術用顕微鏡とルーペと
いう拡大倍率による歯根尖切除術の成功率の差を検
討した場合，高倍率で拡大できる手術用顕微鏡を用
いた場合に９４％の成功率を認めたと報告されてい
る２３）。

今回，＃１２の根尖を切除すると歯根の残存量が減
少し，動揺が生じやすくなると思われた。また，逆
根管充塡処置が施されていないことから，根管経由
の処置による効果が十分得られるものと思われ，治
療方針として非外科的歯内療法を優先して行い，症
状の改善が認められない場合に外科的歯内療法処置
を行うこととした。

４．根尖性歯周組織疾患の予後判定について
歯内療法処置後の治癒を判定するための評価基準

は複数のものが存在する。日本歯内療法学会のガイ
ドラインでは，「X 線透過像の大きさが縮小したが
消失しない場合や拡大しない場合，患歯が無症状で
あっても，不完全治癒とみなして，さらに X 線写
真による経過観察が必要である。」とされている。
一方，AAE のガイドラインでは，患歯の症状，機
能性，エックス線写真での変化をもとに，感染根管
治療の経過を評価している２４）。また，外科的歯内療
法の治療経過の評価でも，臨床症状とエックス線写
真での所見を比較し診断することが多い２５－２７）。

本症例では，術前に認められた透過像の大きさか
ら根尖周囲組織の回復に時間がかかることや，治癒
不全を起こす可能性が疑われたため，デンタルエッ
クス線写真撮影により経過を追うことが必要と判断
した。３年にわたり経過を評価したところ，＃１１と
＃１２の両歯ともに口腔内症状はなく，根尖部透過像
の完全消失には至ってはいないものの，経時的に縮
小傾向を認めた。本経過に AAE の基準を適応する
と，「エックス線透過像は存在するが，無症状で機
能的である」Healing に該当し，本症例が治癒した
ものと診断した。

結 論

歯根尖切除術を適応後に根尖性歯周炎を再発した
場合であっても，感染源として疑われる根管内を清
掃することで治癒へと導き，患歯の保存につなげる
ことができると思われた。
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Treatment for an Infected Root Canal Improved Symptoms of Teeth with a History of
Endodontic Surgery：A Case Report

Ryo SAKO，Haruka NAKAZATO，Megumi SUZUKI，Seiko TANZAWA

Yoshiki TAMIYA，Masashi YAMADA，Masahiro FURUSAWA

Department of Endodontics, Tokyo Dental College

Key words : Apical periodontitis, Root canal treatment, Surgical endodontics

We report a case of recurrent apical periodontitis in a patient with a history of apicoectomy where non-
surgical root canal treatment was deemed beneficial based on a three-year follow-up．The patient was a４３-
year-old woman who visited a dental office with a chief complaint of fistula formation at the apical gingiva
of teeth ＃１１and ＃１２．Based on X-ray images at the initial examination，these teeth were diagnosed with
chronic suppurative apical periodontitis of ＃１２．Because there was no evidence of retrograde root canal
filling and because the crown-to-root ratio would be lost if apicoectomy was repeated，we decided to first
perform non-surgical root canal treatment．After filling the root canal of ＃１２，fistula recurred；we there-
fore decided to perform root canal treatment for ＃１１．After root canal treatment for ＃１１，there were no
recurrences of a fistula and the patient was switched to follow-up observation．The patient received regu-
lar checkups with dental X-rays for three years after root canal filling and was deemed cured after display-
ing enhanced radiopacity． （The Shikwa Gakuho，１２０：１６４－１７１，２０２０）
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