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緒 言

歯槽膿漏症は周知の如 く,歯 牙支持組織の破壊性

病変を起さしめる進行性の,し かも治癒困難の疾患

{あ つて,複 雑なる病因的要素を有しているため,

その現われうる病変の状態も複雑多岐にわたり,従

つてそれに対する治療法も必然的に多種多様になる

わけである,そ のため臨床家として我々は実際の臨

床上において,種 々なる治療法の適用について心得

ているべきであつて,夫 々の相違した症例について

各々の誤りのない治療法を施行し,万 全の治癒機転

を計 るように努むべきである.

さて,本 症に対する治療法としては古来より数多

くの方法があり,現 在においても未だ必らずしも統

一された劃一的なものとはなつていない状態である

が,こ こにおいては種々なる治療法のうちの,最 も

重要なものと考えられる外科的療法について,そ の

概要とともに適応に関する私見を述べ,諸 賢の御批

判を仰ぎ度いと思 う次第である.

歯槽膿漏症の外科的療法の種類

古来より歯槽膿漏症の外科的療法として,一 般に

用いられている方法を大きく分類 してみると,次 の

ような4つ の手術様式に大初し得 られるようである.

1. 歯肉掻爬手術

2. 歯肉切除手術

3. 歯肉被弁手術及びその改良法

4. 抜歯手術

これらのうち,先 ず歯肉掻爬手術は最 も簡単な方

法であつて,歯 石除去を完全に行 うと共に,極 小の

鋭匙でもつて歯肉病巣部特に歯肉内縁部の肉芽組織

を可能な限り除去し,清 掃を充分に計 る方法である.

即ちこの方法においては歯肉の切除や歯槽骨縁の除

去は行わないわけであつて,単 に病変部の掻爬によ

る除去を遂行するにとどまるものである.

この方法に対して,歯 肉切除手術及び歯肉被弁手

術は罹患歯肉の切除を行うことを第一義とするもの

であるが,前 者は歯肉嚢の壁を構成する弁状歯肉を

単に切除するのみであつて,歯 肉を骨膜から剥離し

たり,あ るいは歯槽骨縁を除去したりすることなど

を行わないのに反して,時 者は手術野の両側歯肉縁

部に2ヶ の縦切開を施 した後,歯 肉粘膜を歯頸部よ

り剥離飜転させて,歯 槽骨の一部及び根面を露出さ

せ,根 面か ら歯石ならびに歯垢などの沈着物を除去

するのに好都合な手術野を作 り,同 時に歯肉嚢内の

肉芽組織を掻爬するとともに,不 必要な歯肉組織を

切除し,か つ病的状態にある歯槽骨を除去した後,

さきに剥離観転せ しめた弁状の歯肉を再び旧位に復

して縫合する方法である.尚 近時は歯肉被弁手術の

改良法として,縦 切開を行わないところの,歯 肉剥

離掻爬手術と呼ばれるべき種々の手術法が行われて

いるが,詳 細は後述する.

抜歯手術の場合は,通 常の様式による抜歯操作を

行うと共に,罹 患歯肉及び病的歯槽骨縁の排除を計

り,加 えて後に施されるべき補綴処置に好都合な治

癒状態を得さしめんがたあに,切 除及び掻爬を充分

に行い,必 要に応 じては歯槽骨整形手術などを施す

ものである.

歯槽膿漏症の外科的療法の適応

歯槽膿漏症の外科的療法において,そ の主眼目と

すべきところは,病 巣罹患部を完全に除去して,し

かる後その部を正常組織により修復,治 癒せしめる

ように計る点である.し かして本症において病巣乃

至は異常病態と認められるべきものとして,次 のよ

うな諸項目が列挙し得 られる.

1. 歯根に附着する歯石,歯 垢などの沈着物

2. 病的歯肉特に歯間乳頭

3. 化膿の原発巣と考えられる歯肉嚢及びその内

部に存在する肉芽組織
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4. 病的状態にある歯槽骨縁

しかしなが ら,こ のような不純病変として観察さ

れるところの状態は,そ れぞれの症例によつて個々

の点においては,大 なり小なり異つた様態を呈する

ものであるから,肉 眼的所見やX線 像その他の諸検

査によつて,名 症例の病態像を充分に検索した上で,

各 々に適応 した手術方法,即 ち可及 的最小限の手術

的侵襲を加えて,し かも可及的最大限の治癒効果が

望み得 られるような方法を選ぶべきである.

さて,本 症の外科的療法としてに前述の如 く,大

別 して4つ のものに分類し得られるわけであるが,

その各々の手術方法について,上 述の如き病変像に

関する要項を適宜に加味しながら,そ れぞれの方法

の特徴,即 ち長所及び短所に関する性格をさぐると

ともに,そ の適応について順次考察を加えて行つて

見度いと思う.

Ｉ. 歯肉掻爬手術

これは最 も簡単なる方法ではあるが,そ の反面不

完全に終り易いことが多 く,歯 石や歯垢などの沈着

物の除去においても,徹 底を欠 くことが起り易い.

それ故この方法の適応としては,歯 肉嚢の形成が殆

んどな く,病 的肉芽の形成も軽少で,そ のため化膿

性炎症の所見が殆んど見られず,歯 肉の炎症も内縁

の一部にのみ限られている場合が示され,又 歯石沈

着も概 して歯肉上即ち外部より観察出来るところに

限 られて存在している場合も挙げることが出来る.

尚この場合には上皮附着部を損傷しないようにすべ

きであつて,こ の点は後に述べる歯肉剥離掻爬手術

とは区別する必要がある.

Ⅱ. 歯肉切除手術

この方法 も比較的簡単で,し かも病的歯肉嚢を比

較的完全に除去し得られるので,臨 床上かなり応用

範囲の広い手術方法である.こ の場合の適応 として

は,先 ず病的歯肉嚢の形成が割合に深 くてしかも歯

槽骨頂に迄及んでいないもの,即 ち歯槽骨縁にまで

病変が及んでいないものを挙げることが出来 る.又

この場合は後に述べる歯肉被弁手術の場合と異なつ

て,手 術的侵襲が此較的軽少ですむので,即 ち注意

して行えば一顎を一度に行つても認むべき後障碍を

殆んど起 して来ないので,比 較的病巣が広範囲に及

んでいる場合 も,適 応として指示す ることが出来る.

この方法の欠点として,手 術後 しばしば急激に歯根

面の露出を来して外観を損 じ,又 そのために歯頸部

の知覚過敏症を起して来 ることが多いという点が挙

げられる.し かしなが ら,こ のような恐れのある場

合には,頬 舌的に縫合を行うかあるいは術後サージ

カルバ ックを使用することによつて,殆 んど避け得

られるようである.尚 この場合の切除線の方向であ

るが,病 的歯肉嚢壁の厚さは1mmを 越えることは

ないので(通 常200μ 以下であるが,歯 肉乳頭部で

は少 し厚さが増して来るのが普通である),歯 肉縁

から歯肉嚢底に向つて歯肉嚢壁を約1mm.歯 肉乳

頭部のみ1.5乃2mm切 除すれば,病 的歯肉嚢壁

は完全に除去されることとなり,古 来より行われて

いた方法の如 く過剰の歯肉を切除しなくとも,所 期

の目的を達することが出来,か つ歯肉の欠損は可及

的軽少ですみ,治 癒の促進と術後の不快症状の回避

に役立てうる.

Ⅲ. 歯肉被弁手術ならびにその改良法

本法は根治的外科手術とも呼ばれて, Cieszynski

 (1914), Widman (1917), Zentler (1918), Neumann

(1921), Berger (1923), Shearer (1924), Zemsky

 (1926)ら の人々によつて報告され,か つ拡め られ

て現在にうけつがれている.こ れ らの報告者によつ

て,切 開方法あるいは粘膜骨膜弁の剥離飜転法など

において,そ れぞれ多少の差異が認め られるが,何

れにしてもこの方法は,手 術野の歯槽部歯肉に歯肉

縁より2ケ の縦切開を施 し,粘 膜骨膜弁を形成して

その剥離飜転によつて,す べての処置が明視的に操

作 し得る極めて有利な点をもつている.し か しなが

ら,こ の反面において本法の短所として,縦 切開の

ために骨膜が広範囲に剥離されたり,歯 槽骨縁の除

去が過度に行われがちである.又 手術的侵襲が比較

的大きいために,手 術後に疾痛ならびに浮腫性腫脹

が起りやす く,か つ縦切開によつて外観をそこなう

という欠点をも有している.こ のような長所及び短

所を考慮して,本 法の適応を挙げてみるな らば,歯

肉嚢が極めて深 く,し かもその病的歯肉嚢が歯槽骨

縁部にまで及んでいて,そ のために不良歯芽が歯槽

骨縁部にも存し,又 歯石が歯肉縁下に深 く存在 して

外部か ら容易に探知し難 く,か つたやす く除去し得

られないような場合である.更 に歯槽骨の吸収が,

後に述べる抜歯適応症より軽度のものであることを

要するのは勿論である.尚 本法は前述の如 く,手 術

的侵襲が可成 り大なるため,一 回の手術においては

1/3顎 以内にとどめる必要があり
,従 つて罹患部位

は出来得れば広範囲にわたらず,か つ手術施行の容

易な前歯部に存在 していることが,本 法においては

非常に好郎合である.

次に,本 症における欠点を改め,長 所を益々発揮
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させるたあに,種 々の改良法が考案されている.そ

の代表的なものを挙げてみると次のようである.

1) Kirkland氏 法

これは粘膜骨膜弁を形成飜転し,手 術野を明視す

るという原則においては同 じであるが,そ の手術野

を出来るだけ限局的にした方法であつて,変 法被弁

手術とも称されている.こ の方法は,他 の被弁手術

の如 く歯肉部に縦切開を加えることなく,単 に薄い

幅狭の尖刀を歯間乳頭部において,唇(頬),舌(口

蓋)側 ともに垂直に挿入 して,盲 嚢底下の骨面まで

達せしめた後,近 心あるいは遠心の方向に刀を進め

て粘膜骨膜弁を剥離し,挙 上飜転せしめ,明 視野を

作つて,肉 芽組織の除去,歯 面の清掃,骨 縁の掻爬

などを施 し,手 術野を洗滌 した後,弁 を旧位に復し

て縫合するやり方である.即 ち,本 法は歯肉剥離掻

爬手術の最も簡単な基本形をなす ものと云い得 られ

よう.本 法においては弁の飜転を必要な最小限度に

とどめ,か つ歯肉縁の除去を行わないので,従 つて

その利点として,手 術後の不快症状を殆んど避ける

ことが出来,又 審美的観点からも極あて有利であり,

治癒機転の上からも非常に好都合なようである.し

かしなが らその反面,病 的肉芽や沈着物の除去が不

完全になり易 く,そ のため手術後に間もな く深い盲

嚢を形成 して,歯 槽膿漏症の再発を起 しやすい欠点

をもち,特 に重症例ではその傾向が強くあらわれや

すい.そ れ故本法法の適応としては, Kirklandも

述べている如 く,比 較的軽症例で,し かも主として

単根歯に限 られ,多 根歯においては単に歯間部のみ

が罹患し,骨 吸収が根分岐部には認められない場合

に制限されるようである.

2) 木村氏改良歯銀表弁手術法

この方法は木村氏らによつて始められたもので,

従来のKirklandの 方法に加えて歯肉切除法を補つ

たものである.本 法は歯肉切除術及び歯肉被弁手術

の長所を適宜に兼ね合せた優秀な外科的処置法の1

つと云い得られる.手 術方法の詳細は原著にゆずり

度いが,手 術操作は比較的容易で,か つ術後の経過

ならびに効果には可成り認むべき点があるようであ

る.本 法の適応として,病 的歯肉嚢の特に深いむし

ろNeumann氏 手術などの適応症や,永 久固定装置

を必要とするような重症例,こ とに臼歯部のものに

は不向きであるが,臨 床上多数を占める中等症例に

は最適であつて,応 用範囲は相当に広いと云うべき

である.

3) 伊藤氏改良歯肉剥離掻爬手術

この方法 も前述の木村氏の方法とほぼ同様であつ

て,そ の主眼とするところは,歯 肉嚢 上皮を完全に

除去し,歯 根の表面及び病巣の清掃を計 り,歯 肉剥

離創が歯根に再附着することと,剥 離創の治癒によ

る収縮のために,歯 肉縁が軽度に低下す ることによ

つて,過 剰の歯肉を切除しなくとも,深 い歯肉嚢を

な くすることが出来,所 期の目的を達することが出

来るという点にある.こ の方法の最も特徴とすると

ころは,頬 側及び舌側の歯肉嚢壁を,歯 肉縁から歯

肉嚢底に向つて約1mmの み切除す るにとどめ,歯

肉乳頭部に限つて歯肉を歯槽骨部迄除去する点であ

る.適 応などに関しては,木 村氏の方法とほぼ同様

のことが云い得 られるであろう.

Ⅳ. 抜歯手術

歯槽膿漏症において,歯 牙:の弛緩動揺を来さしめ

る病的変化,特 に骨吸収が過度に進行し,外 科的あ

るいは薬物学的その他の如何なる治療法を以てして

も,治 癒せしめることが出来ず,む しろ増加の過程

をたどる場合には,早 急にこれ らの歯の抜去を計る

べきである.

歯槽膿漏症における抜歯の適応症としては,次 の

如きものを挙げることが出来る.

1) 弛緩動揺が著しく,特 に上下運動を起す場合

2) 残存歯槽骨が歯根の3分 の1以 下の場合

3) 暗影が歯根の周囲を取り巻いて認められる場

合

4) 歯牙の挺出,移 動,傾 斜などのために,極 度

の過重負担を来 したり,あ るいは補綴的処置を阻害

したりする場合

5) 外貌が甚しく醜形を呈する場合

尚,歯 槽膿漏症の場合の抜歯後は,特 に感染を起

し易い傾向があるので,充 分注意 して行う必要があ

る.し かも感染を恐れて,抜 歯後の掻爬を怠たるな

らば,不 良肉芽や病的歯槽骨縁の除去に徹底を欠ぐ

こととなり.治 癒不全を来しやすいので,特 にその

点が処置上において肝要なところである,

結 論

歯槽膿漏症の外科的療法として.一般に用い られて

いる方法,即 ち,歯 肉掻爬手術,歯 肉切除手術,歯

肉被弁手術ならびにその改良法,抜 歯手術について.

それぞれ簡単に手術操作法を述べ,次 いで各々の方

法に対する適応に関して私見を披露した.



7852　 藤 岡 幸 雄 ・福 井 哲 也 ・小 林 敏 行

稿を終えるにあた り,終 始御懇篤なる御指導なら

びに御校閲を賜つた,東 京医科歯科大学今川教授な

らびに当大学渡辺教授に深謝する.
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The nature of pathological changes in alveolar pyorrhoea is so complicated and varied, 
that there are many methods of attack in the treatment of this disease. For the clinicians 

who actually handle such cases, it is essential to select the most suitable treatment, so that 
recovery may be swiftly brought about. With this point in mind, the authors present their 
suggestions on surgical treatment, including gingival curettage, gingivectomy, flap operation 
of the gingiva (as well as its modified method), and tooth extraction.


