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緒 言

歯の欠損に対する治療オプションとして，固定
性ブリッジ，局部床義歯およびインプラントの３つ
が挙げられる１）。固定性ブリッジの利点は特別な外
科治療は必要とせず，治療期間は比較的短期間であ
り，天然歯に近い噛み心地が得られ，保険治療も可
能である。一方，欠点は欠損部の両側隣在歯が支台
歯となるため，当該歯の切削が必要であり，症例に
よっては抜髄を必要とする場合がある。また，欠損
歯数が多い場合は適用とならない。局部床義歯の利
点は，治療期間は比較的短期間であり，支台歯とな
る隣在歯の切削は比較的少なく，保険治療も可能で
ある。口腔外での清掃が可能であり，適用できる欠
損範囲が広い。一方，欠点はクラスプによる審美性

が低下，装置の異物感，着脱の煩わしさがあり，咀
嚼機能が劣る。インプラントの利点は，隣在歯を支
台歯としないため切削の必要がなく，負担も少な
く，天然歯に近い噛み心地が得られる。一方，欠点
は外科手術が必須であり，埋入部の骨の状態や全身
疾患によっては応用できないケースがある。治療期
間は比較的長期間であり，自費治療が基本である。

本症例では歯根破折した下顎第一大臼歯の近心
根をヘミセクションし，矯正歯科治療にて欠損部を
回復し，咀嚼障害を改善したので報告する。

症 例

患 者：６２歳，女性
初 診：２０１５年２月
主 訴：クラウン脱離による咀嚼困難
既往歴：特記事項なし
全身疾患：特記事項なし
家族歴：特記事項なし
現病歴：２００５年頃に�６にクラウンを装着したが，
２０１３年２月に同部の歯肉腫脹で東京歯科大学水道橋
病院に来院した。近心頰側の１０mm の歯周ポケッ
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トが認められた。洗浄および抗生物質の内服により
症状が緩解したため未来院となった。２０１５年５月に
食事中に�６のクラウンが脱離したため同病院の補
綴科を受診した。
職 業：会社役員
口腔内およびエックス線画像所見：下顎の�６は残
根状態で，エックス線画像にて近心根に縦破折の所
見が認められた。欠損は�１のみで②１｜①の固定性
ブリッジが装着されていた。多くの残存歯はクラウ
ン，インレーおよびコンポジットレジン修復が施さ
れていた。下顎の８｜８は完全萌出しているもの
の，上顎の８｜８は存在していないため咬合接触は
喪失していた。また，下顎前歯部の叢生，�３の舌側
転位および�２と�２が反対咬合を呈しており，右側
側方運動は制限されていた。左側側方運動は�２と
�３および�４と�４でガイドしていた（図１～３）。

診断および治療

�６の歯冠補綴装置の脱落および歯根破折による
咀嚼障害と診断し，日本補綴歯科学会による症型分
類の難易度判定では総計８８点で，LevelⅠとなっ

た。�６の近心根は破折のため保存困難と判断し，そ
の後の補綴治療のオプションとして以下の８つの治
療方法を提案した。①：�６抜歯後， ⑤６⑦固定性ブ
リッジ，②：�６抜歯後，�５および�７を支台歯とし
た局部床義歯，③：�６抜歯後，インプラント治療，
④：�６抜歯後，�８を移植，⑤：�６抜歯後，�８を移
植，⑥：�６の近心根をヘミセクション後， ⑤６⑥⑦

固定性ブリッジ，⑦：�６近心根をヘミセクション

図１ 初診時の口腔内写真

図２ 初診時のデンタルエックス線写真
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後，遠心根に根面板を装着し，�５および�７を支台
歯とした局部床義歯，⑧：�６近心根をヘミセクショ
ン後，矯正歯科治療にて欠損部の回復。治療オプ
ションのそれぞれの利点および欠点を説明したとこ
ろ，固定性補綴装置による治療を希望した。また，
通院期間および治療費用については制限はなく，歯
を切削する処置は避け，まずは「人工臓器ではなく
自分自身の臓器を活かした治療」を希望していた。
相談した結果，患者は⑧の治療法を選択した。ま
た，同病院矯正歯科の診断に基づき�６の遠心根の
挺出， ３４の遠心移動および�２と�２の反対咬合を
改善することで�６近心根の抜歯後のスペースを回
復すること，さらに，欠損部の回復後は�６遠心根
と�７を連結した全部金属冠で補綴することについ
ても併せて同意を得た。

２０１５年４月に�６の近心根を抜去し，ヘミセク
ションを実施した。２０１５年９月に矯正歯科での矯正
歯科治療を開始した。�２の反対咬合の改善と ４５

の遠心移動のため， ２３４および ３４５７にブラ
ケットを接着した（図４）。 ４５の遠心移動後，下
顎前歯部の叢生の改善を行うため，３２１｜１２に
ブラケットを追加した。２０１７年４月に�６の近心根
のスペースが閉鎖したため，遠心根に対してファイ
バーポストコアを用いたレジン築造を直接法にて行
い（図５，６），�６遠心根および�７に連結のプロビ
ジョナルクラウンを装着した。なお，咬合様式はグ
ループファンクションとし，犬歯と小臼歯にガイド
を付与した。プロビジョナルクラウンの咬合状態に

問題ないことを確認した後に，支台歯形成，精密印
象および咬合採得し，金合金を用いた全部金属冠を
製作し，装着した。動的矯正治療後の保定として前
歯部に固定式保定装置を装着し，２０１８年３月にすべ
ての治療が終了した（図７～１０）。

結果および考察

６か月に１回の経過観察を行っているが，２０２０
年１月のメインテナンスにおいてプラークコント
ロールは良好であり，残存歯の齲蝕および歯周疾患
は生じていない。また，咬合状態にも変化は認めら
れなかった。

図３ 初診時のパノラマエックス線写真

図４ 矯正治療中の口腔内写真
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本症例では固定性ブリッジ，局部床義歯および
インプラントの基本的な治療オプションに加えて，
自家歯牙移植と矯正歯科治療を選択肢として含める
ことが可能であった１）。自家歯牙移植の利点は隣在
歯の切削を必要とせず，天然歯による咬合が得られ
ること，症例によっては保険治療も可能である。一
方，欠点として移植できる歯が必要であること，外
科手術が必須であり，全身疾患によっては応用でき
ない場合があり，成功率に幅がある。本症例で選択
した矯正歯科治療の利点は，隣在歯の切削を必要と
せず，天然歯による咬合が得られることである。術
前では，�２，�２の反対咬合によって右側の側方運動
に制限を生じていたが，それが改善され適切なグ
ループファンクションを付与することができた。術
前術後のデジタル模型を比較すると�５の５mm の
遠心移動が得られた。遠心移動を行った事によって
得られたスペースで�３の唇側移動，下顎前歯部叢
生の改善を行う事で上顎歯列と調和のとれた歯列弓
が得られた（図１１）。

一方，欠点として適応範囲が限られたり，咬合
関係に変化を伴い，治療期間が長くなることであ

る。本症例は高齢者であり歯の移動が遅くなるた
め２），咬合関係の変化による咀嚼機能の不安定さに
配慮する必要があった。以上より欠損部回復の治療
期間は，術前の予測通り３年を要したが，限られた
範囲の中で理想的な咬合が得られたと考える。

Pjetursson ら３）は，従来の固定性ブリッジとイン
プラント支持クラウンの治療成績は，５年生存９３．８
％と９４．５％，および１０年生存８９．２％と８９．４％と報告

図５ 支台築造時の口腔内写真

図６ 支台歯形成後の口腔内写真
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図７ 術後の口腔内写真

図１０ 術後のパノラマエックス線写真

図９ 術後のデンタルエックス線写真
図８ 装着された全部金属冠
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している。Steven ら４）は，中間欠損に対する固定性
ブリッジと局部床義歯の治療成績は，５年生存９７％
と７７％，および１０年生存９２％と５６％と報告してい
る。局部床義歯の治療成績が低い原因として，被験
者数が非常に少ないため選択バイアスがあること
や，少数歯かつ中間欠損に対する局部床義歯の治療
成績に関する報告がほとんどなく不明な点が多いこ
とを考慮しなければならない。Mokbel ら５）は，
ヘミセクションの治療成績を６か月から２３年の観
察期間で４０．３～１００％の生存率と報告している。
Machado ら６）は，自家歯牙移植の治療成績を最低６
年の観察期間で７５．３～９１％の生存率と報告してい
る。本症例のような欠損部を矯正治療にて回復する
方法の治療成績についての報告はないため，本論文
の知見は非常に有意義であると判断される。

Sarkis-Onofre ら７）は，単冠の治療成績は６か月か
ら１７年の観察期間で０～９７％の幅がある生存率を示
し，フェルールおよび高弾性の材料をポストに用い
ることで生存率の値の変動は小さくなると報告して
いる。本症例ではフェルールを確保するために矯正
歯科治療により歯の挺出を行い，ファイバーコアに
て支台築造を行った。しかし，矯正的に挺出を行っ
たことで歯冠歯根比が悪化したため，最終補綴装置
では支持能力を高めるために隣接歯とクラウンによ
り連結固定することで対応した。矯正歯科治療に

よって移動した歯について後戻り防止のため保定装
置と定期検診を行った中で，問題となる所見は認め
られなかったことから，本症例で選択した治療法の
妥当性が確認された。

本症例では８つの補綴治療のオプションを提示
し，�６の近心根破折をヘミセクションで対応し，
矯正歯科治療にて欠損部の回復を行った。患者は今
後�６を喪失した時の次の治療オプションとして自
家歯牙移植を希望している。これから人生１００年時
代を迎えるにあたり，欠損歯列に対して長期的な視
点を持ちつつ，その時の患者の口腔内と全身状態お
よび社会的な背景等を考慮して治療を提示し，選択
していく必要性が考えられた。

本稿に関連し，開示すべき利益相反はない。
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Common treatment options for a missing tooth include a fixed partial denture，removable partial den-
ture，and dental implant．In this case report，the missing tooth space was treated by moving the remain-
ing teeth into the space for prosthodontics to improve the mastication disturbance．The patient was a ６２-
year-old woman，and her mandibular left first molar was diagnosed with a fracture of the mesial root．
Hemisection of the mesial root was carried out．To recover the occlusion and missing tooth space mesial to
the mandibular left first molar and correct the malocclusion of the remaining teeth at the same time，ortho-
dontic treatment was carried out prior to prosthodontics．A full cast crown that connected the distal root
of the mandibular left first molar and mandibular left second molar was set in place.

The advantage of orthodontic treatment in such cases is the ability to achieve dental occlusion with natu-
ral teeth and without preparation of the neighboring teeth．However，it took ３ years to complete treat-
ment to recover the missing space．As we enter the １００-year lifestyle era，it is important to keep a long-
term perspective when replacing missing teeth in the dental arch．We also need to consider the oral and
physical condition，as well as the lifestyle and social status，of the patient to be able to choose a prostho-
dontic treatment that is best for the patient. （The Shikwa Gakuho，１２０：４７１－４７７，２０２１）
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