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Emdogain Gel

◀ Emdogain® 関して詳しくは
　 ストローマンHPをご覧ください。

世界で約200万症例、副作用率0.00％
※エムドゲインを原因とする副作用は現在まで1例も報告されていません。
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術者コメント 下顎大臼歯部2度の根分岐部病変は歯周組織再生療法の適応症であるが、本症例のようにルートトランクが短く、
分岐部直上の軟組織の退縮を伴う症例は治療の難易度が高く、2度の分岐部病変すべてを同じように捉えることはできない。本症例の
治療のポイントは、再生スペースへの上皮の侵入をいかにして阻止するかであった。マテリアルは、足場として骨移植材、成長因子とし
てエムドゲインを使用した。吸収性膜の併用も検討したが、分岐部のフルーティングにより術後に根面と辺縁歯肉の間に隙間が生じる
可能性が考えられたため使用しなかった。メンブレンは物理的に上皮の深部増殖を抑制する効果が期待できるが、口腔内に露出した場
合感染という大きなリスクを伴う。エムドゲインは、そのような合併症を回避しながら上皮の深部増殖を抑制する効果が期待できる。
今回、骨欠損部と辺縁歯肉が近いため、再生スペースへの上皮の侵入を避けるテクニックとして歯肉弁歯冠側移動術を用いている。
術後早期の軟組織の治癒は良好で、炎症の少ない創傷治癒が確認できた。術後1年以降のレントゲン評価では、歯槽硬線が明瞭となり生理
的な骨形態が確認できる。本症例における成功の要因は、骨欠損の位置や環境に配慮したテクニックと材料の選択であったと思われる。
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術者コメント 本症例は隣接面の付着の喪失を伴うRecession Type2の歯肉退縮であり、さらにRoot Prominanceが大きく完
全被覆が困難と思われたが、エムドゲインとCTGを用いた根面被覆術により良好な結果を得た。根面被覆術にエムドゲインを併用
することで新付着や再生が生じる可能性は過去の研究で示されている。本症例のようにRoot Prominanceが大きい症例や露出根面
の面積が大きい症例においては、新付着や再生を期待してエムドゲインを積極的に用いるべきである。また、本症例は根面被覆と同
時に歯間部の骨欠損に対して歯周組織再生療法を行った。術後の唇側のプロービング値は3mmまで改善し、レントゲン的にも周囲
の既存骨と同化した生理的な骨様組織が確認できる。エムドゲインが成長因子としてbiomimetic(生体模倣)な再生をもたらす可能
性を示唆している。

Ⅰ

Ⅱ



図1) 右上犬歯は、低位唇側転位しており右上432番 共に
歯肉退縮を認めた。
図2) レントゲン写真では、右上2番遠心の垂直性骨欠損と
根尖部の透過像を確認できた。

図7,8) 右下6番歯周組織再生療法の切開線。右下5,4に退縮を認めた
ため、6,5,4番の頬側フラップを歯冠側移動させるMCAF(Modi-
fied Coronary Advanced Flap)の切開デザインとした3)。また、本
症例は頬側分岐部のみに骨欠損を認めるため、フラップの剥離を頬側
のみとするSingle Flap Approach4)とした。

図9) 全層弁でフラップを剥離すると、根分岐部には水平的に約3mmの骨欠損を認めた。歯間乳
頭部は、歯冠側移動を想定して上皮を除去している。
図10,11) 分岐部骨欠損部のデブライドメントを終えた状態。根分岐部近心側には側枝を認めた。

図16,17) 術後1年6ヶ月。プロービング値は垂直2mm、水平
3mmに改善している。

図7)右上4,3間の乳頭には切開を加えずCTGを設置す
るためのトンネルを形成している2)。右上4,3番の露出
根面と右上2番の骨欠損部にEMDを塗布した。
図8) 骨欠損部に骨移植材を填入した。
図9) 右上4,3番の根面被覆のためのCTGを試適。

図11) 右上3,2間の乳頭部には単純縫合、
4,3には懸垂縫合を行い、カバーフラッ
プ全体を歯冠側に位置づけた。退縮量の
大きかった3はフラップを近遠心的に
寄せるように単純縫合を加えた。
図12)術後一週の状態。右上3,2間乳頭部
は一次閉鎖を達成し、CTGも壊死するこ
と無く生着している。

図13) 術後7ヵ月。3番は完全根面被覆を達成できた。 2番は矯正
治療に備えハイブリッドクラウンを暫間被覆冠として装着した。
図14) 同時期のデンタルエックス線写真。2番遠心の垂直性骨欠損
は骨様組織で満たされているのが分かる。

図10)右上3部では懸垂縫合を行い、CTGを位置づけた。

● 患　者： 20代 女性
● 初診日： 2017年 2月
● 主　訴： 矯正医より歯肉退縮を指摘された
● 症例の概要：右上3番の歯肉退縮は、Cairo の分類 Recession Type 2。角化歯肉
は2mm未満で、Thin Phenotypeであった。Phenotypeの改善を目的にCTGが必要
であると判断した。また、頬側への根の張り出し(Root Prominance)が大きく完全根
面被覆が難しいと思われた。右上2番の遠心には唇舌側に6～8mmの深い歯周ポケット
を認め、レントゲン写真では垂直性骨欠損が確認できた。根面被覆と歯周組織再生療法
を同時に行うこととした。

図1） 図2）

図5)右上2番遠心の骨欠損にアクセスするため、32間の歯間乳頭にはSimpli-
fiedPapilla PreservationFlapの切開を行った1)。フラップを剥離し、不良肉
芽を除去した状態。
図6)骨欠損最深部の肉芽除去と根面のデブライドメントを目的にEr:YAG-La-
serを使用した。

図5） 図6）

図7） 図8） 図9）

図10）

図3,4) 右上2番遠心頬側のプロービング値は6mm、遠心口蓋側は
8mmであった。

図4）図3）

図11） 図12）

図13） 図14）

図15) 術後1年。角化歯肉幅の増大と歯肉の厚みの増大が確認できる。
phenotypeを改変することで、矯正治療による歯肉退縮の進行のリスク
を最小限にする事ができる。右上2番の歯周ポケットも改善された。

図15）

● 患　者： 50代 女性
● 初診日： 2017年 11月
● 主　訴： 右下6番が痛い
●症例の概要：患者は他院で右下6番の根管治療を行ったが痛みが続くとのことで当
院に来院した。レントゲン所見では根尖部および根分岐部に透過像を認め、頬側分岐部
のプロービング値は垂直6mm、水平5mmであった。CBCTでは近心根分岐部側に側枝
を認め、これらの所見からエンドペリオ病変と診断した。根管治療を先行して行い、約3
ヶ月後、根尖部の透過像と垂直的なプロービング値の改善を認めた。水平的なプロービ
ング値の改善は見られず、同部に対してエムドゲインと骨移植による歯周組織再生療法
を行い良好な結果を得た。
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図1) 初診時デンタルX線写真。近心根の根尖病変と根分岐部に透過像を認める。
図2) プロビジョナルレストレーション装着時の状態。
図3) CBCTでは近心根分岐部側に側枝を認める。Axial像からレントゲン的な
根分岐部病変は2度と診断できる。ルートトランクが短いため、フィニッシュライ
ンから根分岐部開口部までの距離が非常に短いことが分かる。
図4) 根管治療後、約3ヶ月経過観察を行った。根尖部の透過像と垂直的なプロービング
値の改善を認めた。図1） 図2）

図3） 図4）

図5) 水平的なプロービング値の改善は見られず、5mmのポケットが残
存した。同部に対して歯周組織再生療法を計画した。
図6) 本症例は辺縁歯肉と根分岐部開口部が近く、骨欠損部に上皮が
侵入しやすいという解剖学的なデメリットがあり、頬側フラップを
歯冠側移動し上皮を遠ざけることを計画した。そのため、手術に先
立ち暫間補綴装置のマージンを約3mm縁上まで削合している。

図5） 図6） 図7） 図8）

図9）

図12) 分岐部にエムドゲインを塗布した。その後
骨移植を填入した。
図13) 6,5,4番に懸垂縫合を行い、頬側フラップ
の歯冠側移動を行った。

図14) あらかじめ約3mm縁上マージンにしてい
た暫間補綴装置を装着した状態。
図15) 術後1週、頬側歯肉は高い位置を維持し良
好に治癒している。

図12） 図13） 図14） 図15）

図16） 図17） 図18) 術後1年6ヶ月のデンタルX線写真。分岐部の透過像は改善し、歯槽硬
線の明瞭化が確認できる。
図19,20) 術後2年6ヶ月のCBCT像。分岐部には骨様組織を認める。
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