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下顎智歯周辺部の嚢胞様病変摘出後の骨腔の処理
−腸骨移植，ヒドロキシアパタイト充填，摘出後開窓の3例−
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Treatment of Bone Cavity after Removal of Cystic Lesion in the
Third Molar Region of the Mandible
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顎骨の嚢胞様病変，ヒドロキシアパタイト充填，骨移植，開窓療法

1緒

書

骨の醸゜形艦回衡るためにも骨移徹どが提唱
されている2）。最近，下顎智歯周辺に発生した嚢胞お

顎骨には多くの嚢胞あるいは嚢胞様病変が発生し，

よび嚢胞性エナメル上皮腫（初診時生検により顎嚢胞

下顎智歯周辺部は好発部位の1つである1）。これらの

と診断された）で病変摘出後にヒドuキシアパタイト

病変に対しては様々の治療法があるものの，病変を全

（以下HA）を充填したもの，腸骨移植を行ったもの，

摘出することが多く，病変摘出後に骨腔が残遺する。

摘出後開窓を行ったもの各1例を経験したのでこれら

小さなものでは一次閉鎖により周囲からの骨形成によ
る治癒を期待できるが，下顎智歯周辺部に発生するも

の3通りの方法について検討を加え病変摘出後の骨腔
の処理について報告する。

のは大きなものが多いため，単に縫合閉鎖した場合に
は，縫合部の口多開・感染などを合併しゃすく，また顎
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II症

例

除去し護胞を魂として艦摘出した・嚢胞撒腔
内面の骨壁は平滑で，最下底部に下顎管内容物が露出
していた。下歯槽動静脈神経を損傷しないように注意

症例1
患看：63歳，男性。

深く骨壁を一層削除し，骨腔内にHAを充填した。下

初診：1987年12月15日。

歯槽管内容物を圧迫しないように，骨腔底部には多孔

主訴：右下顎大臼歯部の腫脹。

性HAブロックを骨腔底部より僅かに離して填塞した。

既往歴：12年前腎結石に罹i患。数年前より高血圧の

さらに，上方は骨縁に一致するまで穎粒状HAを充墳

傾向を指摘されていたが特に加療は受けていない。

し（図2），歯肉骨膜弁を戻し一次縫合して手術を終

家族歴1特記すべき事項はない。

了した。術後は創のロ多開などなく順調に経過したが，

現病歴：当科初診の約2週間前に，下顎の義歯破折

約1ヵ月間右側下唇およびオトガイ部に知覚鈍麻が持

のため近歯科医を受診した。その際に7周部の無痛

続した。HA充填により形成された顎堤は約2週間で

性，び慢性腫脹を指摘され，X線検査の結果，同部骨

ほぼ骨様硬となり，以後可動性はなく良好な形態の顎

体中噸牒透過像が認められたため同医の紹介によ
り当科を受診した。

堤とな・た．術後のx線検fie・て司部甜・H蠣
粒が僅かに迷入しているのが確認されたが流出などは

現症：身長159cm，体重64kgで全身的には特別な

なかった（図3）。術後約2ヵ月で新しい義歯を装着

異常はなく，顔面，頸部にも腫脹・疹痛・知覚異常など

し，術後約3年を経た現在まで顎堤形態の変化および

貧朔は認め・れなか・た・・腔内は7143214561醗などの異常もなく良好e・経過・てい・（図・）．

が欠損し・as部には儲齢装着されており洞

鯉繍鞠所見・内臓面を騨上皮によ。て被

部の頬側に境界やや不明瞭な腫脹を認めた。粘膜表面

われた嚢胞で（図5），部分的に上皮索が細く叢状型

は正常であり涯翫どなく洋賄様感・鋤も触

を示す部分が認められた．上皮下には炎症細胞の浸澗

知されず全体婿鞭であ・た・

曙しく，マ・・フ・づや・以テリ縮晶の沈着

X線所見：オルソパントモグラムにて「圃部に境
界明瞭でほぼ楕円形を呈し，欠損している司部で歯

槽］頁方向に凸状に広がった約6×4cmの半透過像を
認めた。内部は均一で一 ﾀの根尖は病変内に突出して

も認められた。
確定診断：残留嚢胞。

症例2
患者：66歳，男性。

いるが，明らかな吸収像は認めなかった。下顎骨の下

初診：1987年11月24日。

縁は一層の骨皮質を残すのみであり，病変の遠心端よ

主訴：右下顎臼歯部の腫脹。

り前方では下顎管の走行は不明瞭であった（図1）。

初診時臨床診断・右噸髄胞・

既往歴：当科初診3週間ほど前より高血圧症の診断

にて近内科医よ搬薬綬けている。

処置および経過：上記臨床診断にて，初診時局麻下

に司纈側より齢鰭嫌ね・生検材料を採取し

家族歴：特記すべぎ事項はない。

現羅・右噸臼歯酌20年前に灘にて抜去．そ

た請膜下には一nvOif常と思糠謂・・存在し滑

の後部分職齢使肌て・・たカ・，1987年2朋部頬
の一部を除去すると薄嘆槻と思糠る組織が醐 側齢に小豆大の麟が出肌，近齢医より処方さ
された・直径糊・m駝の大きさ哩を切除し生検 れ納服薬にて消失した。以後同部の鰭舶覚する
材料とした・内部には豆麟の艶を瀞た内容物・・ことなく経過していたカ・，初診の5日前に床屋に砧

充満しているもの嘱膿はなか・た訥音区姓飢灘から顎下部の麟をt旨摘さ揃齢医を訪れ洞
て粉瀞け・・イシ⑱鮪の輔ガーゼを挿入医の紹介により当科綬診した。
し齢した・生検では炎症・・よる上皮嘆性を伴・た

現症・躾17・・m，腫57．・kg，雑状態眼好で

難性鍛との診断を得・以後開窓部より魏内の洗全舳には特別な鰭を認めなか。た．嫡では右下
髄繰り返すも鍛醐小などの変化を示さなか・た．顎部に約5．5・3．5・m大のび慢性噸脹、・論ら2L
1188年2月8日手徹目的・・入院・同15畷鵬出左右非崩性であ。た．腫脹表面の購、正常であ り，

術を施行した・甜詮肝にイ〒われ・術前に僻不圧勧ど鷹められなか。た．膨にて麟は境界の
可能と診断し抜去した醐の舳創お・び開窓部を明らかな骨の雛として㈱され洋賄様感灘

鵬させるように切開を臓菌纐音区の構婿をなどは㈱されなか。た．醐顎下，。櫛轍mm
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図1

症例1

初診時X線像

図3

図2

症例1

術後X線像

症例1

術中写真（HAの充填）

A：術直後。
B：術後1年8ヵ月。周囲よりの骨形成と
下顎管の再生を認める（矢印）。

図4

症例1

術後1年8ヵ月の口腔内

良好な顎堤形態を示す。

il

図5

、

症例1

「i

一

摘出物病理組織像

（HE染色，×40）
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図6

症例2

A：初診時口腔内
B：初診時X線像

下顎管が圧排されている（矢印）。

覇騨
驚窓

図7

症例2

術後X線像

A：術直後。
B：術後1ヵ月。

識

図8
834

症例2

術後2年7ヵ月の口腔内
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望難襲

懇驚難＿馨．撚麟織灘
図9

症例2

ゴ1撫

病理組織像
A：生検材料（HE染色，×40）
エナメル上皮腫の所見は認められない。

B：摘出物（HE染色，×40）
エナメル上皮腫の組織像である。

図10

症例3

A：術前X線像
B：CT像

図11症例3

舌側の骨破壊が認められる（矢印）。

術後X線像
A：開窓後2．5ヵ月。

B：開窓後6ヵ月。
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図12症例3

摘出物病理組織像（HE染色，×40）

大のもの各1個を触知したが可動性を有し，軟らかく，
圧痛もなかった。

・腔内は，1，1、9

頂側の骨を除去したところ肩］部の骨欠損部と連絡し，
下顎骨の上方約半分が欠損した。残存した骨腔内面を

の齪顯・・みらt・・

5］部から一層削除・椴右鵬を礫移植・・近勘端の・

臼後三角部にかけて約6×2，5cm大の境界比軸不明
瞭な腫脹が認められた（図6A）。粘膜表面は正常色

齢を0．5㎜ワイヤーにて結紮固定し，粘鵬膜弁
を復位し縫合した。術後，創の治癒は順調であったが，

で触診にて全体的に骨を触知するも7引相当部頬側お

約7週間後に切開部粘膜直下に波動を触知したため切

よび舌側にそれぞれ小指頭大ないし示指頭大の骨欠損

開排膿させ，抗生剤の投与を行った。その後は順調に

部が触知された。骨欠損部は弾性軟で波動を触知する
も，拍動など触れず，圧痛もなかった。

X線所見：初診時のオルソパントモグラムにて，
吾］部から周相当部にかけて境界やや不整の半透過像
を認めた。吾］根尖は病変部に突出しているものの，

明らかな吸収像は認められなかった。内部はほぼ均一
であるが，近心側の一部に多房性を思わせる透過像が

経過し，移植骨周囲の骨形成も術後のX線写真にて確
認され，術後8ヵ月では移植骨と残存下顎骨の区別が

困難な部分も認められた（図7C）。術後，右下唇知
覚鈍麻が出現したが約2ヵ月で消失した。約半年後に
新しく義歯を作成し，以後特別な異常を認めず現在に

至っているが（図8），摘出物の病理検査でエナメル
上皮腫と診断され，慎重に経過観察している。

みられ，歯槽頂側は薄い骨を一層残すのみで反対側と

病瑠組織学的所見：嚢胞腔を有しており，内腔表層

比べてやや膨隆していた。下縁側には比較的骨が残存

は部分的に肥厚した上皮層に被われるものの大部分で

しており，下顎管が下方に圧排されているのが観察さ

上皮を欠き，炎症性細胞浸潤の著明な線維1生の壁を形

れた（図6B）。
初診時臨床診断：右下顎エナメル上皮腫の疑い。
・処置および経過：初診日，生検を兼ねてπ］相当部
より開窓術を施行した。粘膜骨膜を切開剥離すると骨

成していた。しかし，線維性間質中に不規則に癒合す
る索状ないしシート状の上皮の配列がみられ，辺縁は
1層の円柱状細胞からなる基底層にて縁どられ，内部
に星状細胞構造が認められた。また，一部では中心部

膜と癒着する病変が骨欠損部より直視され，一部を切

に扁平上皮も見られ，エナメル上皮腫の所見であった。

除して淡黄色の無臭性滲出液約10m1を吸引した。内

細胞異型は僅かでmitosisなどはほとんど認められな

部は比較的平坦であり，内腔を生食にて洗浄後テラマ
イシン⑪含有軟膏ガーゼを挿入した。開窓時に得られ

かった（図9B）。
確定診断：エナメル上皮腫（type II）。

た生検材料の組織検査では，部分的に変性，脱落をと
もなった角化のない重層扁平上皮に被われた嚢胞壁で
（図9A），エナメル上皮腫の所見はなく，顎嚢胞の診

症例3
患者：41歳，男性。
初診：1989年8月30日。

断を得た。以後外来にてガーゼ交換，腔内洗浄を繰り

主訴：開口障害および右下顎部の腫脹。

返したが縮小傾向を認めず，1988年1月6日手術目的

既往歴：20歳の時，口蓋扁桃の摘出手術を受けてい

に入院し，同月11日全麻下に嚢胞摘出術を施行した。
病変は比較的容易に剥離摘出されたが，膨隆した歯槽

836

る。
家族歴：特記すべき事項はない。
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現病歴：当科初診約1ヵ月前に右下顎臼歯部の歯痛

開窓した。術後，右下顎部に神経痛様痙痛が出現した

が出現したため近歯科医を受診し，根管治療を受けた

が，知覚鈍麻などはみられなかった。その後，骨腔内

ところ，右下顎部に腫脹がみられるようになった。近

部は徐々に肉芽形成がみられたものの開口障害の改善

医にて投薬を受けたが，腫脹は増大し痙痛の増強，嚥

は僅かであったため，自力開口訓練と外来での経過観

下困難が現れたため，某病院外科に10日閥入院し消炎

察をすることとして，1989年9月30日退院した。外来

処置を受けた。入院中右頬部の膿瘍が自潰し，急性症

での観察では，開窓腔内への良好な肉芽形成により内

状は改善されたものの開口障害が後遺し，当院耳鼻科

腔の縮小が認められ，また術後約1ヵ月で開口障害も

を経て当科に紹介され来科した。

なくなった。X線的には術後3ヵ月目より僅かずつ欠

現症：身長168cm，体重67kgで僅かに体温上昇を

損周囲より骨形成を思わせる所見が認められた（図

認めるが，その他特に全身的な異常を認めなかった。

11）。その後著しい骨の形成像は観察されないものの，

顔面は左右非対称で右頬部から下顎部に腫脹を認め，

開窓部は徐々に浅くなり，術後8ヵ月でほぼ平坦化し

右下顎部の痩孔から僅かに排膿を認めた。周囲皮慮は

上皮化がみられた。以後，異常な経過は認められず，

発赤し，熱感があり，軽度の圧痛があった。開口障害

歯牙欠損部に義歯を装着し順調に経過している。

が強く揃齢1で約5㎜ほどの開ロカ河能である

病理繍学的所見：重層扁平厳により難された

のみであった。下唇の知覚鈍麻などは認められなかっ

嚢胞壁を有し，上皮下の組織は線維性疲痕様組織の形

た。
口腔内では一7召］に重度のう蝕があり，動揺も認めら

成が著明で著しい炎症細胞漫潤が認められた。裏装上
皮の不規則な延長と網状構造があるが，細胞の異型な

れた。開口障害強く詳細な観察は不可能であったが，

どは認められなかった（図12）。

頬側には腫脹などの異常を認めず，触診にても正常の

確定診断：右下顎濾胞性歯嚢胞。

骨を触知した。舌側では歯肉から［コ底にかけてび慢性

の腫脹が認められた。

III考

X線所見：初診時のオルソパントモグラムにて，

案

顎骨には種々の嚢胞あるいは嚢胞様病変が発生し，

aが逆性遡伏しており・そ噛冠を含んで第1大

下顎智歯周辺はこ紡の椴の好発部位である・詩

臼歯部まで5×3cm大の楕円形の半透過像がみられ

に濾胞性歯嚢胞や歯原性腫瘍であるエナメル上皮腫が

た。病変の境界は滑らかで，7】の歯根は病変内に突

嚢胞様形態をとって好発し，いずれも自覚症状が乏し

出しているが吸収は認めなか・た（図10A）・また，
同時期のCTにて蘭部下顎骨内に空洞を認め，舌

い働巨大嫡変とな。てカ・ら発見されることが多く，

時には下顎体部から上行枝に至るような場合もある。

側の皮質骨破壊が認められた。内部は軟組織から水の

これらの病変は開窓療法あるいは副腔形成法にて保存

densityを示してほぼ一様であり，咬筋，顎舌骨筋の

的に処置されることも多く，特に若年者で埋伏永久歯

腫大が認められた（図10B）。

を保存，誘導する場合あるいは顎骨に対し外科的侵襲

初診時臨床診断：右下顎濾胞性歯嚢胞および下顎骨

周囲炎。
処置および経過：入院時より抗生剤の投与を開始し

を加えたくない場合に適応となる3）

）。さらに最近では，

開窓も行わず嚢胞腔内洗浄により嚢胞を縮小せしめる
方法も報告されている5｝6）。一方，外科的療法は顎骨の

たところ，疹痛の軽減と排膿の減少を認め，12日目に

区域切除，部分切除あるいは病変の剥離摘出などが病

痩孔は閉鎖したが開口障害の改善はあまりみられなか

変の種類，部位，大きさなどによって適宜応用される

った。入院14日目に約1．5横指の開口が可能となった

が，全摘出される場合が多い2）。摘出によって生じる

時点で，局麻下に百引を抜歯したところ岡抜歯窩

大きな骨欠損の処置方法も種々報告されている2）が，

よりeeve内に舗し・内部に肉芽灘組繍醐され．
た。生検材料採取の目的で軟組織の上方を切除したと

x近噸大晒部に発生し壌胞性囎（症例2膿

胞性エナメル上皮種であったが，術前顎嚢胞と診断さ

ころ，内腔が確認されたが肥厚した肉芽様組織にてほ

れた）にそれぞれ異なった処置を行う機会を得たので，

ぽ満たされていた。周囲骨壁より容易に分離する状態

嚢胞様病変摘出後の処置について検討を加えてみる。

であったため同組織を全摘出した。骨腔内壁は平滑で

今回の3例のうち，症例1は嚢胞摘出後の骨欠損部に

舌側に一部骨欠損が認められた。腔内壁を掻爬し洗浄

HAの多孔体ブPックと穎粒（Bonetite⑭）を充填し

後・…イシン⑱舗蠣ガ耀榊入し「部に骨移植の代用とした例であり，症例2は自家腸髄移
No．6，1991
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植したもので，症例3は嚢胞全摘出後開窓としたもの

窓療法あるいは副腔形成法とは異なり，外科的に病変

である。いずれの症例においても現在までのところ経
過は良好である。

を摘出した後に骨腔を開放創にするもので，埋伏歯を

保存したりする場合には適応とならない3）4）。嚢胞壁を

病変摘出後の骨腔内に何かを充填することの目的に

摘出しないいわゆる開窓療法はおもに若年者に適応さ

ついてRobinson7，は，顎骨形態・強度・機能などの回

れ3，4），旺盛な骨修復力に期待するものであるが，加齢

復，死腔の狭小化により術後の感染を予防すること，

にともなって周闘よりの骨形成が劣り，いわゆる開窓

軟組織の侵入を防ぐこと，術後補綴物の維持を確保す

のみでは根治しないこともある。しかし，骨腔に外科

ることであると記載している。これらの中で臨床経験

的侵襲を加えることにより骨形成が促進されるといわ

上特に重要であると考えられるのは，顎骨あるいは顎

れており5113），本法のように一旦病変を全摘出した後

の形態回復と死腔の狭小化であり，今回の症例のよう

に開放創として肉芽組織の増生と周囲骨壁からの骨形

に摘出後の欠損が大きい場合には，死腔の狭小化がお

もな目的となる。症例1ではHAを充填したが，

HA

成を期待するのは適当な方法かと思われる。しかし，

本法ではいわゆる開窓療法同様に，食物残渣の迷入を

の代用骨としての材料学的な優良性は多くの報告にみ

防止するため長期にわたりガービの填入，交換を繰り

られるとおりで，また感染に対しても強いとの報告も

返すかあるいは塞栓子を使用しなくてはならず，根治

ある5）

）。何よりの利点は移植骨採取の必要性がなく，

患者および術者の両方にとって負担の少ないことであ

る。症例1では，骨腔底部に下顎管が露出していたた

までに長期間の通院が患者にとって負担となるのが最

大の欠点である。著者らの症例においても，開放創と

した骨腔内に肉芽の増生がみられ欠損部がほぼ平坦化

め下歯槽神経の圧迫を避けるべく，骨腔底部に多孔体

HAプロヅクを置き，さらに上方にHA穎粒を充填し

しガーゼ充填の必要がなくなるまでに術後8ヵ月を要

している。

た。HA穎粒は，顎堤形成に多用されており，術後速

やかに周囲より軟組織が穎粒間に侵入し

嚢胞あるいは嚢胞様病変摘出後の骨腔の治癒に関し

ては，骨が増生して骨性に治癒するのが理想的であり，

biocompositeの状態となって骨様硬になることが知

この点に関して今回の3通りの方法について検討を加

られている1°｝11〕。一部舌側軟組織中に迷入したが，術

後約3年を経た現在までHAの露出，移動など認めら
れず，また義歯装着後も顎堤形態の変化などもみられ
ず良好に経過している（図4）。

えてみると，症例1のHAを充填したものでは臨床的

にはかなり早期に充填部はほぼ骨様硬になるものの，
X線的には術後3ヵ月頃周辺部よりの骨形成が認めら
れ始めた。その後も徐々に骨腔周辺が不明瞭化してい

症例2においては，生検にてxナメル上皮腫の診断

ったものの，術後1年8ヵ月のX線にても完全には骨

が得られず顎嚢胞との診断で病変を全摘出し，腸骨移

腔が消失しているわけではない。しかし，この時点の

植を行った。骨移植については，免疫学的な問題など
から新鮮自家骨移植が最も安定した結果が得られ，特

に海綿骨細片移植が骨形成能の高いこと，感染に対し
抵抗性があることなどにより最も有用であるとされ
る2）。一方，ブPック骨移植の利点は，皮質骨により

X線にて，術前不明であった下顎管の形態が明瞭とな
っており，消失していた下顎管の上壁が形成されたこ

とを伺わせ（図3B），

HAによって周囲の骨修復が

妨げられるものではないことが示されている。症例2
の腸骨移植例では，術後約1ヵ月のX線写真にて，す

強度が得られること，顎骨の形態付与が容易であるこ

でに移植骨と周囲骨壁との間に骨の形成を思わせる不

とで，特に顎堤の高径を維持しなければならない場合

透過像を認め，移植骨の外形をたどることが困難であ

には，ブロック骨移植の方が有利と考えられる。これ

る（図7B）。その後は非常に速やかに骨形成がみら

ら自家骨移植では患部以外に手術侵襲を加えなければ

れ，術後8ヵ月には移植骨と周囲下顎骨との境界が不

ならないのが最大の欠点であり，病変の大きさや患者

明瞭になってきている（図7C）。症例3においては，

の年齢，全身状態などで必ずしも新鮮自家骨が必要量

X線的には2．5ヵ月後にてもそれほど明らかな骨の形

採取されない場合も有り得る。最近は自家骨に変わり
凍結乾燥同種骨移植も行われるようになってきてお
り12），今後臨床応用が広がるものと考えられる。

症例3では，病変を全摘出した後に骨腔を開放創と
した。本法は，嚢胞腔と口腔を交通させるいわゆる開
838

成所見は認められない（図11A）。しかし，6ヵ月後
には明らかな骨腔の減少を認め，境界がやや不明瞭と
なっている（図11B）。さらに口腔内の開放創がほぼ

完全に肉芽組織にて充され上皮化が終了した術後8カ
月の時点では，骨腔辺縁はさらに不明瞭となっている。
信り」卜1医誌
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これらの3症例について，骨形成状態を単純に比較す

形態の回復を目的としてはブロック状のHAの填入も

ることは困難であるが，従来言われているように2），

考えられるが，骨組織と異なり生体反応を有しないブ

自家骨移植例において最も良好な骨形成がみられた。

・ック状の人工材料によって形成された顎堤上の粘膜

自家骨ではいわゆる骨誘導因子をも移植することにな

は，義歯床の機械的刺激によって容易に開裂してしま

り2）14｝15），また，骨形成の足場を与えることになるた

め最も良好な骨形成が認められるものと考えられる。

うことが報告されている17）。開窓療法は，応用範囲が

広くほとんどの症例に適応可能と考えられ，前述した

HA充填例では，3ヵ月目より骨形成の微候は認めら

ように特に若年者で顎骨あるいは埋伏歯・未萌出歯へ

れており特に修復が遅れているというわけではないよ

の侵襲を避けるために用いられることが多く3）4），また，

うに思われるが，今回の症例においては，開放創とし

成人においても全身状態が悪いなどの理由で，なるべ

た症例3よりも骨形成能が悪いような印象である。こ

く侵襲を加えたくないような場合には応胴されるべき

れは，HAが生体親和性の良い材料であるとはいえあ

である。一般に，開窓療法は嚢胞壁の一部を切除し内

くまでも人工材料であり，異物としての反応が関係し
ているのかもしれない。症例3では予想以上に骨形成
は旺盛であり，若年者の開窓療法においても7から14
ヵ月を要するといわれている4〕ことを考えると，良好

腔を解放するものであるが，症例3では嚢胞壁を全摘
出した後に骨腔を開窓したもので，単なる開窓療法よ
り周囲骨の形成が速やかであるといわれている5）。症
例3の場合でも予想以上の骨形成がみられ，開窓療法

に骨の形成が行われたといえる。嚢胞の増大，縮小に

を行う場合，可能であれば嚢胞を全摘出した後に骨腔

関しては単に内圧の充進，減圧のみが関与するのでは

を開窓する方が良いようである。いずれにせよ，嚢胞

なく，嚢胞壁結合組織中に生成される炎症因子が関与

『の処置，特に巨大なものについては，個々の症例の特

するとの報告があり2⊃16），症例3では病変摘出により
炎症因子を除去するとともに，眉壁に外科侵襲を加え

異性とそれぞれの処置方法の特徴を考慮して最も適し
た方法を選択する必要がある。

ることによって骨の増生が促進されたものと考えられ

N

る。

臨床の場で，嚢胞摘出後の骨腔に対しどの方法を選

結

語

下顎智歯周辺部の嚢胞および嚢胞様病変摘出後の骨

択すべきかの判断基準はあまり明確でなく，患者の年

腔の処理について検討を加え報告した。骨性治癒の観

齢，全身状態，病変の位置・大きさ・組織型などを考

点からは従来より報告されているように自家骨移植が

慮する必要がある。さらに，骨腔周囲骨壁の残存状態

最も優れた方法と考えられた。良好な形態，硬度を有

も重要な要因であり，症例1のように比較的骨腔周囲

する顎堤の形成という臨床的な観点からは腸骨移植例，

骨壁が残っている症例では材料の流出などが起こりに
くいため，HAなどの人工材料を充填することの利点

は大きい。一方，症例2のように骨壁が低位まで喪失

HA充填例とも早期に目的が達せられたが，摘出開窓
例では長期間を要した。

いずれの方法も一長一短があり，病変を摘出しない

してしまっている症例では，HAの充填では材料の移

保存的療法をも含めて，それぞれの症例に最も適した

動が生じやすく，術後良好な形態の顎堤の形成が困難

方法を選択すべきであろう。

であり，ブロック骨の移植が適応と考えられる。顎堤
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