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緒 言

乳歯齲蝕は進行が早く自覚症状が少ないことか
ら，速やかに歯髄炎から根尖性歯周組織炎へ移行
し１），小児の齲蝕が減少している現在でも乳歯の根
管治療を行う機会は多い。また，乳歯は後継永久歯
の萌出に伴う生理的歯根吸収のほか，根尖性歯周組
織炎による病的歯根吸収が認められ２，３），根管治療を
行う際には，根管治療薬が歯根吸収部から漏水する
ことに配慮が必要である。過去には乳歯の失活剤と
して用いられた亜砒酸製剤が，根尖部から漏出する
ことによる腐骨形成や後継永久歯胚が壊死した症例
が報告されている４－７）。

乳歯の根管治療薬はフェノール系，ホルムアル
デヒド系，水酸化カルシウム製剤が使用されること
が多い。しかし，ホルムアルデヒド系薬剤は毒性，
化学物質過敏症やアナフィラキシーの原因となる８，９）

ことから，近年用いられる機会が少なくなってき

た。
今回，ホルムデアルヒド系薬剤が乳歯根尖部か

ら漏出したことにより，腐骨を形成した症例に対し
て，後継永久歯の萌出を目的として腐骨分離後に腐
骨除去術を行い良好な結果を得たので報告する。

なお，本論文発表について患者と保護者の同意
を得ている。

症 例

患児は初診時年齢６歳４か月の女児である。下
顎左側乳臼歯部歯肉の変色について，同歯の根管治
療を行った歯科医師に当院を紹介され来院した。当
科初診１か月前に下顎左側第一乳臼歯部腫脹のため
紹介医を受診し，齲蝕症第三度慢性化膿性根尖性歯
周組織炎と診断し感染根管治療を行った。根管治療
を受けた後に頰側歯肉の変色を生じたため，当科に
紹介となった。根管治療を行った歯科医師による
と，根管治療薬として高濃度ホルムアルデヒド系根
管消毒剤（ペリオドンⓇ，ネオ製薬）を使用したと
のことであった。

口腔内所見として下顎左側第一乳臼歯部頰側歯
肉は白色を呈し，壊死を認めた（図１）。同歯に軽
度の動揺を認めたものの，自発痛や打診痛は認めな
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かった。デンタルエックス線画像（図２）では下顎
左側第一乳臼歯の根分岐部から遠心根周囲に及ぶ歯
槽骨の吸収像を認め，遠心根は歯根３／４程度の吸
収を認めた。

下顎左側第一乳臼歯は歯根吸収が大きいことと
歯槽骨の吸収が著しいことから，保存困難と判断し
抜歯を行うこととした。抜歯は局所麻酔下にて通法
に従って行った。抜歯窩からの出血は少量で，表面
は粗造であり腐骨を生じていると考えられた。壊死
していた頰側歯肉は切除し縫合した。腐骨の範囲が
大きく境界が不明瞭であり，さらに後継永久歯であ
る下顎左側第一小臼歯歯胚と近接していた。小臼歯

歯胚は歯根がほとんど形成されておらず，小臼歯が
萌出するまでには期間があると考えられ，さらに境
界が不明瞭の腐骨を除去することによる小臼歯歯胚
の損傷を避けるため，腐骨が分離するのを待って除
去する保存的療法を行うこととした。保存的療法は
感染に留意しつつ，継続的に洗浄・消毒（アクリ
ノール液０．１％Ⓡ，ヨシダ）を行うこととした。抜歯
後は下顎左側第二乳臼歯の近心傾斜を防ぐために，
保隙装置（バンドループ）を装着した。

抜歯１か月後の口腔内写真（図３a），およびデ
ンタルエックス線画像（図３b）を示す。抜歯窩に
は腐骨を認め，創面の閉鎖および新生骨の増生は認

図２ 初診時デンタルエックス線画像
下顎左側第一乳臼歯の根分岐部から遠心にか
けて骨吸収像を認め，遠心根３／４程度の歯
根吸収を認める。

図１ 初診時口腔内写真
下顎左側第一乳臼歯頰側歯肉は白色を呈し壊
死している（矢印）。

図３ａ 経過時口腔内写真（抜歯１か月後）
抜歯窩に腐骨（矢印）を認める。

図３ｂ 経過時デンタルエックス線画像（抜
歯１か月後）
抜歯窩に新生骨の造成は認められな
い。
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めなかった。洗浄・消毒は１か月に２回程度行い，
口腔衛生管理も並行して行った。抜歯３か月後にパ
ノラマエックス線画像撮影を行った（図４）。下顎
左側第一小臼歯歯胚は，健側と同程度の発育状態を
認めた。引き続き後継永久歯の萌出および周囲歯槽
骨の感染に留意しつつ，定期的にデンタルエックス
線画像検査を行ったが，感染を思わせる所見は認め
なかった。

抜歯９か月後に，下顎左側第一乳臼歯部頰側に
軽度の膨隆を認めた。腐骨が第一小臼歯の萌出方向
に影響している可能性が考えられたため，第一小臼
歯の骨内萌出の様相と，腐骨の分離状態を確認する
目的で CT 撮影を行った。CT 画像（図５）より第
一小臼歯は頰側にやや傾斜し，腐骨と健全な歯槽骨
との間には境界が認められた。腐骨は健全な歯槽骨
から分離し，後継永久歯の萌出方向に影響を及ぼし
ていると考えられたため腐骨除去術を行うこととし

た。
抜歯１１か月後，局所麻酔下にて腐骨除去術を

行った（図６）。下顎左側乳犬歯部および下顎左側
第二乳臼歯部の頰側歯肉に縦切開を行い，骨膜を剥
離し腐骨を明示した。腐骨と健全な歯槽骨の境界は
明瞭であったが，一部は分離されていなかったため
ラウンドバーで削去して摘出した。腐骨直下には下
顎左側第一小臼歯の歯冠が確認できた。摘出物は病
理検査を行い，骨細胞が骨小腔内から消失している
ため腐骨と診断した（図７）。抜歯１年後，下顎左
側乳犬歯の脱落により保隙装置を床型保隙装置に交
換した。抜歯１年７か月後のパノラマエックス線画
像（図８）では下顎左側第一小臼歯の歯根成長は反
対側同名歯と同程度であった。抜歯３か月後のパノ
ラマエックス線画像と比較して，下顎左側第一小臼
歯は萌出傾向を認めた。

図５ 経過時 CT 画像（抜歯９か月後）
下顎左側第一小臼歯歯胚はやや頰側に傾斜しており，腐骨と健全な歯槽骨
の境界（矢印）が認められる。

図４ 経過時パノラマエックス線画像（抜歯３か月後）
下顎左側第一小臼歯歯胚は健側と同程度の発育状態である。
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考 察

乳歯の根管は圧平，側枝，副根管など複雑な形
態を有しており，物理的根管清掃だけでは根管内の
無菌化は困難である１０）。そのため根管治療薬の消毒
作用は重要であるが，根尖が吸収されていることも
多く，根尖外への漏出に注意しなければならない。
過去には乳歯の失活剤として用いられた亜砒酸製剤
が，根尖部から漏出することによる腐骨形成や後継
永久歯胚が壊死した症例が報告されている４－７）。

一般的に乳歯の根管治療薬はフェノール系，ホ
ルムアルデヒド系，水酸化カルシウム製剤が使用さ
れているが，根管治療薬の選択は非感染根管か感染
根管かを考慮しなければならない。非感染根管の場
合は，主に消炎鎮痛効果を期待してフェノール系の
薬剤が用いられるが，残髄があった場合に歯髄失活

図７ 摘出物の病理組織像
骨細胞が骨小腔内から消失しており壊死が認めら
れ，壊死骨辺縁部に多量の細菌が付着している。
bar：２００µm

A：術前 B：腐骨（矢印）の明示

C：腐骨除去後（矢印：�４歯冠） D：摘出物
図６ 腐骨除去時
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剤としても応用できる高濃度ホルムアルデヒド系根
管消毒剤を使用することもある。また感染根管の場
合は，根管内および髄室の無菌化を目的とするた
め，消毒効果を期待し，ホルムアルデヒド系薬剤を
選択することがある。しかし，近年ホルムアルデヒ
ド系薬剤は毒性，化学物質過敏症やアナフィラキ
シーの原因８，９）となることが問題となって，使用され
る機会が減少している。また永久歯の報告ではある
が，本症例と同様に高濃度ホルムアルデヒド系根管
消毒剤の根尖外への漏出が原因で，歯槽骨の壊死が
みられた報告もある１１－１３）。乳歯で同様の報告はない
が，高濃度ホルムアルデヒド系薬剤の根尖外への漏
出は歯槽骨の壊死に加え，後継永久歯への影響も考
えられるため，乳歯への高濃度ホルムアルデヒド系
根管消毒剤の使用は慎重でなければならない。さら
に，乳歯の根尖性歯周組織炎は病的歯根吸収を伴う
ことが多く，歯根は短く根尖孔が大きいため根管治
療薬が根管外に漏出しやすくなる。また乳歯齲蝕の
進行が早いため，乳歯の根尖性歯周組織炎では，一
部の歯髄に生活反応がみられる場合もある。本症例
で紹介医が高濃度ホルマリン系根管消毒剤を使用し
たのは，下顎左側第一乳臼歯近心根の一部に歯髄生
活反応がみられたか，遠心根が病的歯根吸収により
短くなっているため，ファイル操作時に患児が疼痛
を訴えたことを，生活歯髄が残存していると判断し
たためではないかと推測される。

現在，根管治療薬は水酸化カルシウム製剤が主
流となっている。水酸化カルシウム製剤は強アルカ
リ性のため殺菌作用があり，本薬剤によって根管内

は無菌化されるという報告は多い１４，１５）。水酸化カル
シウム製剤は，乳歯の根管充塡材としても使用され
ており，乳歯の歯根吸収とともに吸収する性質があ
る。しかし水酸化カルシウム製剤であっても，過度
な漏出により薬剤の残存，後継永久歯の歯胚位置異
常，知覚麻痺などの報告がされているため注意が必
要である１６－１８）。

また，近年では MRONJ（medication-related os-
teonecrosis of the jaw：薬剤関連顎骨壊死）が大き
な話題となっている。２０１６年顎骨壊死検討委員会ポ
ジショニングペーパー１９）によると，病期に関係なく
分離した腐骨の除去についての記載がある。最近で
は，腐骨の分離までの保存的治療期間が長期に及ぶ
ことや，病変の拡大をきたす可能性が指摘され，積
極的に分離前の壊死骨削除を行う外科的治療の有用
性に関する報告が増えている２０，２１）。しかし，分離前
の壊死骨は CT，MRI 等でも適正な骨削去範囲の診
断は難しく，実際に骨削去を行い術野にて出血を確
認する方法が報告されている２１）。本症例では，腐骨
形成の原因が根管治療薬によるもので局所的である
こと，原因歯は抜歯を行っており，今後病変の拡大
の可能性が少ないこと，腐骨の直下に後継永久歯歯
胚が位置し，周囲骨削去により後継永久歯歯胚に影
響を及ぼす可能性があることから，保存的治療法を
選択した。しかし本症例のような混合歯列期の小児
では，保存的治療法を行う一方で，腐骨自体が後継
永久歯の萌出を阻害する可能性を考慮しなければな
らない。歯の萌出時期は歯根成長度を参考にする
が，同顎の同名歯の萌出時期との差は少ないため，

図８ 経過時パノラマエックス線画像（抜歯１年７か月後）
下顎左側第一小臼歯の歯根成長は健側と同程度である。

３４６ 荒井，他：根管治療薬により腐骨を生じた１例

―１２８―



反対側の歯胚の発育状態との比較も重要である。歯
の萌出を阻害する局所因子としては歯牙腫，過剰歯
などの顎骨内疾患や先行乳歯の根尖性歯周組織炎，
肥厚した歯肉などがあげられる。このような場合
は，歯根の成長が進んでいるのにもかかわらず萌出
せず，萌出方向異常がみられることもある。

本症例では腐骨の存在が歯の萌出を阻害する可
能性があるため，腐骨除去を行う時期を慎重に判断
する必要があった。また後継永久歯の成長をパノラ
マエックス線画像で確認しつつ，CT による腐骨分
離状態の確認ができた時点で腐骨除去を行うことに
より，腐骨が後継永久歯の萌出への影響を最小限に
抑えることができたと考えられる。一方で，腐骨除
去後の第一小臼歯の萌出の評価を行ったが，患側の
第一小臼歯が健側と比較し萌出がやや早い傾向に
あった。後継永久歯の萌出時期は先行乳歯が正常の
場合より，抜歯を行った場合の方が早くなるとの報
告がある２２）。本症例では先行乳歯を抜歯したことに
より第一小臼歯の萌出が健側よりやや早めになった
と考えられるが，現段階では概ね正常の範囲内であ
ると考えられる。

結 論

乳歯の根尖性歯周組織炎では，病的・生理的歯
根吸収のため根管治療薬の漏出の危険がある。特に
ホルムアルデヒド系薬剤は，強い消毒作用を持つ一
方，漏出した場合は周囲歯槽骨および後継永久歯に
障害をきたす可能性がある。乳歯根尖孔からのホル
ムアルデヒド系薬剤の漏出は，重篤な事態を招くこ
とがあり，積極的に乳歯の根管治療に用いることは
避けるべきである。

根管治療薬の漏出による腐骨に対しては，後継
永久歯の影響を最小限にするために，腐骨の分離を
目的とした保存的治療が有効である。腐骨を除去す
る時期は，後継永久歯の歯根形成程度を考慮し決定
することが重要である。

本論文の要旨は，第５６回日本小児歯科学会大会（２０１８
年５月１０，１１日，大阪市）において発表した。

本論文に関して，開示すべき利益相反状態はない。
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Mandibular deciduous molar with bone sequestrum caused by
intracanal medicament

Ryo ARAI，Atsuo SAKURAI，Keiichiro TSUJINO，Seikou SHINTANI
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When performing root canal treatment for a deciduous tooth，the apical foremen sometimes becomes di-
lated and because the dental germ of the succeeding permanent tooth exists around the root apex，caution
is necessary regarding leakage of intracanal medicament to outside the apex．Care should be taken regard-
ing seepage of a formaldehyde-based substance.

We experienced a case of sequestrum formation caused by use of a formaldehyde-based intracanal me-
dicament for root canal treatment of a deciduous tooth．A girl aged ６ years ４ months visited our clinic
with gum discoloration in the area of the deciduous mandibular left first molar．This molar had previously
undergone root canal treatment including use of a highly concentrated formaldehyde-based medication．We
considered that the tooth was impossible to preserve and extracted it，and observed sequestration in the
extraction socket．As a result of conservative management，the sequestrum could be separated at ９
months after extraction．The sequestrum inhibited eruption of the succeeding permanent molar，thus a
sequestrectomy was performed１１months following the extraction，after which the permanent molar indi-
cated a tendency for eruption.

Use of a formaldehyde-based intracanal medicament for root canal treatment of a deciduous tooth should
be avoided，because leakage to outside the apex can result in a severe disease state.

（The Shikwa Gakuho，１２１：３４２－３４８，２０２１）
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