
要　旨
抜歯窩用に開発された砲弾型アテロ

コラーゲンスポンジであるテルプラグ
（テルモ株式会社製）を抜歯後に止血困
難や治癒不全、歯槽骨の吸収が予想さ
れる患者14名に使用し、抜歯窩の治癒
過程について臨床的に評価した。
検討対象は、有病者11名（肝疾患を

有し凝固因子の低下を認めた患者、経
口抗凝固剤を投与されていた患者、糖
尿病患者、慢性関節リウマチ患者）、埋
伏歯の抜歯の際に大きな骨欠損を認め
た基礎疾患のない患者3名であった。
6ヵ月間抜歯創を観察、X線撮影を行

い抜歯窩の骨治癒過程を検討した。
糖尿病を有する患者とステロイドの

長期投与をともなう慢性リウマチ患者
では、治癒遅延を認めたが、他の患者
では良好な創と骨の治癒過程が確認で
きた。テルプラグの抜歯窩への使用は、
創の保護及び歯槽骨の吸収の軽減に有
効であった。

緒　言
テルプラグ（テルモ株式会社製）は

抜歯窩の骨欠損用に開発された砲弾型
のアテロコラーゲンスポンジである。
これまでに健常者や有病者、障害者

で圧迫止血ができない患者での使用経
験が報告されてきた1）。しかしテルプラ
グを使用後に抜歯窩の治癒過程をX線
所見を用いて数ヵ月間臨床的に評価し
た報告は少ない。
今回、筆者らは抜歯後に止血困難や

治癒不全、歯槽骨の吸収が予想され、
処置に難渋すると判断した患者14名に
テルプラグを使用し、抜歯後6ヵ月の
治癒過程、骨の状態、歯槽提の形状を
臨床的に観察評価したので報告する。

対象と方法
1. 対象症例（表1）

検討対象は1999年5月から9月末ま
で産業医科大学病院歯科口腔外科を受
診した患者で、抜歯後に止血困難や治
癒不全、歯槽骨の吸収が予想され、同
意が得られた患者とした。
すなわち、有病者では、肝疾患を有

し凝固・線溶系因子の低下を認めた患
者、経口抗凝固剤を服用中の患者、糖
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尿病患者、慢性リウマチ患者の11名で
あった。健常者では、埋伏歯の抜歯の
際に大きな骨欠損を認めた3名であり、
合計14名であった。
年齢は23歳から79歳、平均58.8歳、

性別は男性8名、女性6名であった。
2. 試験資料

テルモ株式会社製仔牛真皮由来のア
テロコラーゲンスポンジを主成分とする
砲弾型コラーゲンスポンジ、テルプラグ
（医療用具承認番号20900BZ00646000）、
サイズはSサイズ（外径8mm×長さ
25mm）、またはMサイズ（外径15mm×
長さ25mm）のいずれかを使用した。
3. 抜歯創の大きさ

抜歯窩の大きさより少し大きなサイ
ズのテルプラグを選択した。適用部位
の不良肉芽組織を掻爬後、抜歯窩にピ
ンセットでテルプラグを挿入し、ガー
ゼで軽く押さえて密着、縫合した。
1例のみ縫合と、止血のための床シー

ネを併用した。
4. 観察期間および方法

抜歯直後、1日目、1週目、2週目、1
ヵ月目、3ヵ月目、6ヵ月目の創面およ

び症状を観察、口腔内写真撮影を行っ
た。
抜歯前、抜歯後1週目、1ヵ月目、3ヵ

月目、6ヵ月目のデンタルX線を撮影し
た。
5.  観察項目

以下の項目について、観察日に評
価・記録した。
（1）止血効果（図1）

「A. 止血効果あり」、「B. 創面よりに
じむ程度の出血」、「C. 止血効果なし」
の3段階で評価した。
（2）疼痛の程度（図2）

「A. 疼痛なし」、「B. がまんできる程
度の痛み」、「C. 顕著な痛み」の3段階
で評価した。
（3）抜歯窩閉鎖の程度（図3）

「A. 歯肉上皮が抜歯窩を閉鎖」、「B.
中央部に小孔を残す程度まで、歯肉上
皮が抜歯窩を閉鎖」、「C. 歯肉上皮によ
る抜歯窩の閉鎖なし」の3段階で評価
した。
（4）治癒不全の有無（図4）

「A. 治癒不全なし」、「B. 処置の必要
あり」、「C. 感染を認め除去」の3段階

で評価した。
（5）最終的な抜歯窩の陥凹

抜歯後1週目、1ヵ月目、3ヵ月目、6
ヵ月目のデンタルX線と、抜歯後2週目、
1ヵ月目、3ヵ月目、6ヵ月目の口腔内写
真と模型を比較検討し、「A. 陥凹、顎
堤の吸収がみられない」、「B. 陥凹、顎
堤の吸収がみられたが、以後の処置に
影響がみられない程度」、「C. 陥凹、顎
堤の吸収がみられ、以後の処置に影響
あり」の3段階で評価した。
（6）最終的な骨修復

「A. 骨修復がみられる」、「B. 部分的
であるが骨修復がみられる」、「C. 骨修
復がみられない」の3段階で評価した。
（7）総合評価

「有効性あり」、「項目によっては有
効性あり」、「有効性なし」の3段階で評
価した。
「有効性あり」とは、観察項目の最

終時にすべてA以上、「項目によっては
有効性あり」とは観察項目の最終時に
B以上、「有効性なし」とは治癒不全を
認めたもの、副作用を認めたもの、観
察項目最終時に1項目でもCのあるもの
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症 例

1

2
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4
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7

8

9

10

11

12

13

14

年 齢 性 別

79 男

51 女

78 女

74 男

77 男

73 女

52 男

65 女

61 男

71 男

64 男

26 女

29 男

23 女

疾 患 名

23 C4 歯根嚢胞

5 C4

5 C4

4 破折

67 P

53 C4

5 破折

6 C4

6 P

3 P

53 C4

5 埋伏

8 埋伏

8 埋伏

基 礎 疾 患

脳梗塞後片麻痺＊、慢性関節リウマチ

下肢血管性静脈炎＊、慢性関節リウマチ

肥大型心筋症＊

虚血性心疾患＊

脳梗塞後遺症＊

狭心症＊

肝硬変＊＊

肝硬変＊＊、糖尿病

肝細胞癌＊＊

肝細胞癌＊＊

肝細胞癌＊＊

なし

なし

なし

固定方法

縫合

縫合

縫合

縫合

縫合

縫合

縫合、床副子

縫合

縫合

縫合

縫合

縫合

縫合

縫合

サイズ

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

M

M

M

＊：抗凝固剤の投与を伴う疾患、＊＊：検査値で凝固・線溶系因子の低下を認めた肝疾患

表1 症例と使用サイズ
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とした。

結　果
1. 臨床評価

1）止血効果の経時的な評価（図1）

症例番号1～6に投与されていた経口
凝固薬はチクロピジン、ベラプロスト
ナトリウム、ワーファリン、アスピリ
ンであり、専門医の指示に従い3～7日
前に投与を中止し抜歯した。
肝疾患を有する症例7～11は血液検

査で凝固・線溶系因子の低下が認めら
れた患者である。
全症例14名中、術直後に完全に止血

をしたものは9名（64％）であった。創
面からにじむ程度の出血を認めたもの
は5名（36％）であった。
術後1日に止血したものは11名（79％）

であり、創面からにじむ程度の出血は3
名（21％）にみられた。
術後1週目では、症例7の肝硬変のた

め血小板が34,000／μlと減少、PT17.8
秒、APTT38.8秒と延長していた患者で、
創面からにじむ程度の出血を認めたが、
10日目には完全に止血したため床副子

を撤去した。観察期間中、いったん止
血後に再出血を生じた症例はなかった。
2）疼痛の経時的な評価（図2）

すべての症例で、抜歯後に非ステロ
イド系消炎鎮痛剤の頓服投与を行った。
全症例14名中、術後1日目に疼痛なし

の症例は9名（64％）であった。がまん
できる程度の痛みは3名（21％）、顕著
な痛みを訴えたものは2名（14％）であ
った。
術後1週目では、疼痛なしの症例は10

名（71％）であった。がまんできる程
度の痛みは4名（29％）であった。
術後2週目では、症例2の慢性関節リ

ウマチのため、プレドニゾロンの長期
投与を受け創傷治癒遅延を認めた患者
ががまんできる程度の痛みを認めたが、
3週目以降には疼痛は消失した。
術後1週目以降に顕著な痛みを訴え

た症例はなかった。
3）抜歯窩閉鎖の経時的な評価（図3）

術後1週目で抜歯窩の閉鎖を認めた
症例はなく、中央部に小孔を残す程度
まで抜歯窩を閉鎖したものは 9 名
（64％）、抜歯窩の閉鎖なしの症例は5

名（36％）であった。
術後2週目で抜歯窩の閉鎖を認めた

症例は10名（71％）であり、中央部に小
孔を残す程度まで抜歯窩を閉鎖したも
のは3名（21％）であった。抜歯窩の閉
鎖を認めなかった患者は基礎疾患に糖
尿病を有する1例（症例8）のみであっ
た。
術後1ヵ月目では、糖尿病（グリベン

クラミド投与中であり、空腹時血糖
130mg/dl、食後2時間300mg/dl）を有
する症例8と、プレドニゾロンの長期
投与を伴う慢性関節リウマチを有する
症例1のみは、抜歯窩の閉鎖は中央部に
小孔を残す程度であったが、他の12名
（86％）では抜歯窩の閉鎖が認められた。
4）抜歯創の治癒評価（図4）

術後1週目では2名（14％）の患者で
抜歯窩の治癒が遅延したため（糖尿病
を有する症例8と、プレドニゾロンの長
期投与を伴う慢性関節リウマチを有す
る症例1）、抜歯創の洗浄により対処し
た。
術後2週目では症例1の抜歯窩は治癒

傾向を示し、症例8も術後1ヵ月目には



感染を認めず治癒に向かった。観察期
間を通して感染のためテルプラグを除
去した症例はなかった。
5）最終的な抜歯窩の陥凹

13名（92％）には陥凹、顎堤の吸収
がなく、1名（8％）のみに軽度の陥凹、
顎堤の吸収がみられたが、以後の処置
に影響のない程度であった。
6）最終的な骨修復

全症例14名中、骨修復がみられる症
例は12名（86％）、部分的であるが骨修
復がみられる症例は2名（14％）であっ
た。骨修復の見られない症例はなかっ
た。
7）総合評価

全症例14名に対して総合的な評価を
すると、有効性あり12名（86％）、項目
によっては有効性あり0名（0％）、有効
性なし2名（14％）であった。
牛真皮由来アテロコラーゲンに起因

するアレルギー反応は全症例において
認められず、安全性に問題はなかった。
2. 代表症例

1）症例番号2：51歳、女性。5  、C4

下肢血管性静脈炎でワーファリンを

内服していた。
ワーファリンを中止し、6 5 を同時に

抜歯、5  のみにテルプラグを充頡  し、
縫合後止血した。
6ヵ月後のエックス線写真では、5  の
抜歯窩に十分な骨形成を認めた。
一方、テルプラグを充頡  しなかった

6 の骨形成は 5 より少なかった（写真
1a～c）。
2）症例番号3：78歳、女性。457、C4

基礎疾患に肥大性心筋症がありペー
スメーカーを植え込み後で、小児用バ
ファリンを内服していた。
4日前より小児用バファリンを中止

し、457を抜歯、5のみにテルプラグを
充頡  、縫合したが、5は 47に比較して
容易に止血した。
6ヵ月後のエックス線写真では、47と

比較すると 5 の抜歯窩にはより多くの
骨修復が認められた（写真2a～c）。
3）症例番号4：74歳、女性。

4  歯牙破折

基礎疾患に虚血性心疾患、ネフロー
ゼ症候群、高血圧、高脂血症、痛風が
あり、小児用バファリンとぺルサンチ

ンが内服されていた。
小児用バファリンとぺルサンチンを

中止し、4  を抜歯、テルプラグを充頡  、
縫合した。
6ヵ月後のエックス線写真は、4  に十
分な骨修復を示した（写真3a～c）。
4）症例番号12：26歳、女性。

5 完全埋伏歯

矯正治療目的に智歯と第2小臼歯を抜
歯した症例である。5は完全埋伏、根
尖は肥大し下顎管と近接していた。
分割抜歯を行ったが、抜歯は困難で

抜歯窩から出血を認めた。止血と歯槽
骨の吸収を軽減させるためテルプラグ
を挿入、縫合した。
6ヵ月後のエックス線写真では抜歯窩

に十分な骨修復が認められた。抜歯部
位の歯肉の陥凹はなかった（写真4a～
c）。
5）症例番号13：29歳、男性。

8  8 完全埋伏智歯

両側ほぼ同じ位置に埋伏した症例で
ある。先に行った 8 抜歯は容易であっ
たが、8 の抜去はやや困難であり、周
囲の骨の削除量が多かった。抜歯後テ
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ルプラグを充頡  しガーゼで圧迫して止
血を確認後、縫合した。
テルプラグを充頡  した8 の手術侵襲

は 8よりも大きかったが、術後の疼痛
は少なく、6ヵ月後のエックス線写真で
は、8 の方が骨修復は良好と思われた
（写真5a～c）。

考　察
近年、狭心症、心筋梗塞のような虚

血性心疾患や人工弁置換患者などが増
加している3）。また、肝機能障害患者や
糖尿病などの患者も進歩した各種治療
法により全身症状が改善され、歯科外
来へ受診する機会が増加している。
出血や治癒不全などが懸念されるこ

れら患者の抜歯の際には、注意が必要

である。このような場合、止血シーネ
が使用されているが、操作は煩雑であ
る。
一方、健常者においても、抜歯後の

矯正治療や補綴治療のため、歯槽骨の
吸収や歯槽堤の陥凹を可及的に防止す
ることが必要な場合もある。
テルプラグは仔牛真皮由来アテロコ

ラーゲンを原料とし、線維化アテロコ
ラーゲンと熱変性アテロコラーゲンの
混合物をスポンジ状に加工したもので
あり、生体安定性・親和性に優れた医
療材料とされている1）。
皮膚・粘膜欠損部に貼付すると周囲

組織から血管・細胞を侵入させ、自己
組織の新生、成熟にともなって徐々に
分解吸収される。

このアテロコラーゲンスポンジを抜
歯創に充頡  するために砲弾型に加工し
たものがテルプラグである。抜歯が困
難で、歯槽骨の損傷が強い抜歯創や抜
歯後治癒不全、止血困難を起こす可能
性のある抜歯創には、術後容易に使用
できるテルプラグの臨床上での有用性
が期待されている4）。
今回、14症例にテルプラグを充頡  、6

ヵ月の観察期間中、デンタルX線写真
を撮影して治癒過程を評価した。
同側の臼歯2本を抜歯し、そのうち1

本にテルプラグを充頡  した患者では、
抜歯後6ヵ月目にはテルプラグを使用し
た抜歯窩の方が良好な骨修復を示して
いると思われた（症例 2、3）。
両側の智歯を抜歯し、一側にテルプ

写真1a 症例2、65 抜歯後、5 にテルプラグを
充頡  した。

写真1b 症例2、65 抜歯後3ヵ月目のデンタル
X線写真。

写真1c 症例2、65 抜歯後6ヵ月目のデンタル
X線写真。テルプラグを充頡  した5 は、充頡  し
なかった6 より骨修復が良好と思われる。

写真2a 症例3、457 抜歯、5にテルプラグ充
頡  時、5は 47と比較して容易に止血した。

写真2b 症例3、 テルプラグ充頡  後抜歯後1
週間目。歯肉上皮による抜歯窩の閉鎖はない。

写真2c 症例3、 テルプラグ充頡  後6ヵ月目
のデンタルX線写真。 と比較すると の抜
歯窩は良好な骨修復を示していると思われる。

47
5

5
5



ラグを使用した患者でも、術後の疼痛
は少なく、抜歯後6ヵ月目にはテルプ
ラグ側の方が良好な骨修復があると思
われた（症例13）。
また、症例12は矯正目的に行う 5 完

全埋伏の抜歯であったが、歯の移動に
必要な歯槽骨が保たれた。矯正目的に
行う抜歯の際にも、テルプラグは抜歯
後の歯槽骨吸収を軽減する効果がある
と思われる。
コラーゲンには、血小板凝集作用が

あり、これにより止血効果を示すとさ
れている5）。
今回、検査値で凝固・線溶系因子の

低下を認めた肝疾患や抗凝固薬剤使用
者にテルプラグを使用したが、多くの
症例で十分な止血効果を示した。テル

プラグのみで止血した場合、、煩雑な止
血シーネなどの作成操作を省略でき、
トータルコストとしても安くすむため
臨床上有意義である。
しかし、血小板数が34,000／dlと減

少、PT17.8秒、APTT38.8秒と延長し
ていた症例 7ではテルプラグを挿入、
縫合と床副子を用いても止血に10日間
を要した。
肝疾患の患者では、凝固・線溶因子

の産生の低下によりPT、APTTの異常
を認め、止血異常を起こすことがある。
このような患者では、テルプラグと

止血シーネを併用し、十分な術後の観
察が必要と思われる。
全症例14例の内12例に関しては、良

好な創の治癒と骨修復を認めたが、問

題点として2症例で抜歯窩の治癒遅延
を認めたことがあげられる。
これらの症例では、上皮化の遅れや

比較的長い期間術後の疼痛を認めた。
症例8は、コントロール不良の糖尿病

があり、症例1は慢性関節リウマチでス
テロイドの長期投与を受けている症例
であった。糖尿病患者は感染を併発し
やすく、慢性関節リウマチ患者もプレ
ドニゾロン換算で1日5mg以上で1年以
上のステロイド投与を行う時にはステ
ロイド投与の量依存性重篤な感染症が
有意に多く認められたと報告されてい
る6）。
オキシセル（酸化セルロース）、スポ

ンゼル（ゼラチンスポンジ）など、一
般的な止血材料を使用した場合、健常

クリニカルリポート

写真3a 症例4、4 抜歯後にテルプラグを充頡  
した。

写真3b 症例4、4 抜歯後1週間目、中央部に
小孔を残す程度まで、歯肉上皮が抜歯窩を閉
鎖している。

写真3c 症例4、4 抜歯後6ヵ月目のデンタルX
線写真。4 の抜歯窩に十分な骨修復を認めた。

写真4a 症例12、5抜歯前のデンタルX線写真。
完全埋伏で根尖は肥大し下顎管と近接してお
り、抜歯後の骨吸収により矯正治療が影響さ
れると考えられた。

写真4b 症例12、5抜歯後6ヵ月目のデンタル
X線写真。抜歯窩の骨吸収を軽減したと思われ
る。

写真4c 症例12、5抜歯後6ヵ月目。抜歯部位
の歯肉の陥凹を認めない。



人の抜歯窩においても治癒遅延を生じ
させる場合がある。今回はそれらと直
接比較していないが、少なくともテル
プラグに起因する治癒遅延はなかった
と思われる。
しかし、これらの症例ではテルプラ

グの使用の有無に関わらず抜歯後の治
癒経過に注意する必要はある。
全症例14名に対して総合的な評価を

すると、治癒遅延を認めた2名を除く12
名に有効性があり、テルプラグは、抜
歯後の歯槽骨吸収の軽減、抜歯後疼痛
の予防、抜歯後出血などに対して、術
後容易に利用可能な組織再構築型抜歯
創用保護材であった。
また、テルプラグを使用することに

より術後リスクの高い患者のリスク回
避、疼痛の緩和、トータルコストの削

減に寄与することにより、患者のQOL
を高める歯科用治療材料と考えられた。

結　語
14症例（抗凝固剤内服中の患者6名、

肝疾患を伴う患者5名、埋伏歯を有する
健常者3名）の抜歯創に対して、テルプ
ラグを充頡  し、6ヵ月間抜歯窩の治癒過
程を観察した。
12名の症例において、テルプラグを

充頡  した抜歯窩は、良好な創の治癒、
骨修復を認めた。
抜歯後疼痛の予防、抜歯後の歯槽骨

吸収の軽減などに本材を使用すること
は有用であると考えられた。

謝辞

患者の経過観察にご協力いただいた

青木真智子先生（福岡県北九州市戸畑
区開業）、橋本光一先生（福岡県鞍手郡
宮田町開業）に深謝します。

参考文献
1）水木信之、藤田浄秀　他：アテロコラーゲン製
抜歯創用保護材（TRE-641）の臨床評価；ザ・ク
インテッセンス、15：220-238(1996)
2）久野　淳、夏目長門　他：障害者へのアテロコ
ラーゲン製抜歯創用保護材（TRE-641）の使用経
験；障害者歯科　別冊、18：237-241(1997)
3）藤内　祝：血液凝固異常患者の抜歯；歯科ジャ
ーナル、39：29-33(1994)
4）小西　淳、吉本　剛：アテロコラーゲン製抜歯
創用保護材（TRE-641）の抜歯創に対する創傷治
癒効果についての実験的検討；生体材料、16：
266-275(1998)
5）木次大介、児玉利朗　他：アテロコラーゲンス
ポンジの抜歯窩治癒過程に及ぼす効果について；
日本口腔インプラント学会誌、10：52-61(1997)
6） Saag K etal ： Low Dose Long-Term
Corticosteroid Therapy in Rheumatoid Arthritis ;
An Analysis of Serious Adverse Events. Am J
Med, 96：115(1994)

写真5a 症例13、8 抜歯前のデンタルX線写真
（テルプラグ充頡  側）。

写真5b 症例13、8抜歯前のデンタルX線写真。

写真5c 症例13、8抜歯後6ヵ月目のデンタル
X線写真（テルプラグ充頡  側）。8 の骨削除量
は 8よりも多かったが、テルプラグを充頡  し
た8 の方が骨修復は良好と思われる。

写真5d 症例13、8 抜歯後6ヵ月目のデンタル
X線写真。


