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第 4 章

⑥頬舌的に倒す場合，歯質の崩壊の状態，残
存歯質量によって鉗子がはずれやすい方向
があるので注意する

▶残存歯質量によっては鉗子がはずれやすい方向がある19．
▶図の×のついた矢印の方向に倒すと鉗子がはずれやすい
ので注意！

▶鉗子がはずれにくい方向へ大きく，はずれやすい方向へ
は小さく倒す．

⑦単根歯はねじりを加えると効果的

▶ねじりを加えることは非常に有効である20．矯正治療上
の必要性から，低位唇側転位の犬歯の便宜抜去をするこ
とが稀にあるが，低位転位歯なので頬舌的に大きく動か
すことは難しい．そういう場合は，頬舌的に少し動揺さ
せたあとにねじりを加えると，「きゅっ」という感じで歯
が回転しながら抜歯窩から出てくる感触がある．

⑧脱臼鉗子の使い方

▶「脱臼鉗子」（分離鉗子ともいう）（29ページの 2 参照）は，歯
根湾曲のない，垂直方向あるいは遠心方向に萌出した智
歯の抜歯に用いる．鉗子の先端が楔形になっており，第
二大臼歯と智歯の間の歯間部に適合させて鉗子の嘴部を
閉じると，遠心の智歯のみに楔の力がはたらいて脱臼す

る．第二大臼歯には力は加わらない．鉗子を急に強く閉
じると一気に強い力がかかって智歯の歯根が破折するお
それがあるので，鉗子を徐々に閉じたり開いたりを繰り
返しながら脱臼させる．

こちら向きに大きく倒す．
反対向きははずれやすい．

残存歯量が少ないので把持
しにくく，はずれやすい

21脱臼鉗子の使い方（上顎）．
a：萌出した智歯で根尖の近心側への湾曲が
ない場合には，脱臼鉗子が有効．
b：第二大臼歯と智歯の歯間に鉗子の先端を
適合させる．

c, d：鉗子を閉じると，鉗子の嘴部の形態に
より智歯のみに楔の作用がはたらいて智歯
が容易に脱臼，挺出する．このあと通常の
鉗子で把持して取りだす．

単根歯では
ねじる

○
×

○
×
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へーベル抜歯 第 5 章

表 1　グルーブ形成の種類と，分割の効果．

種類 効果

グルーブ
の種類

①歯質と骨の境目の
（歯根膜腔に相当
する）グルーブ33

ヘーベルの作用点の確保

②歯を分割するグ
ルーブ34

単根歯，複根歯，湾曲歯，肥大歯，開大
歯を分割する

③歯質内のグルーブ
35

歯質内にヘーベルの作用点を形成する

分割の
効果

単根歯の分割 癒着面積が半減する，アンダーカットが
解消できる

分割部分にへーベル
を入れる 両分割片を容易に動揺させられる

複根歯の分割 単根化できる，歯根の開大が解消できる

解説 ヘーベル抜歯の補助手段として，
3種類のグルーブを形成する
▶歯を分割するグルーブは，歯根湾曲
歯，歯根肥大歯，癒着歯などに有効
で，歯根の湾曲・開大・アンダーカッ
トを解消できる．
▶歯質内のグルーブにより，ヘーベルの
作用点を形成し，骨を支点にして歯を
脱臼させる．

3 種類のグルーブ

歯根膜腔に相当するグルーブ．歯根と歯槽
骨の境目に形成する．歯根膜腔が狭い場合
や消失している場合に形成して，ヘーベル
を挿入する．

歯を分割するグルーブ．骨の癒着が強く，33の操作だけでは抜けないときは，歯根を
分割する． aバーで根尖まで歯根を分割する．このとき，必ずしもまっ 2つに分割す
る必要はない． b分割部にヘーベルを挿入して回転させると，分割された歯はそれぞ
れ容易に動揺する． c 分割終了後に「歯根膜に相当するグルーブ」33を形成してヘーベ
ルで抜去する．

歯質内のグルーブ．歯質内にグルーブを形成してヘーベルを挿入し，骨を支点にして歯を脱臼させる．

Point5 ヘーベル操作のカギはグルーブだ!!

ヘーベル抜歯が上手になるためには， 3種類のグルーブを有効に使おう！

a cb

●33

●35

●34

ここの骨を支点にする

ここの骨を
支点にする
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上顎埋伏智歯の抜歯 第10章

上顎埋伏歯の抜歯の手順

①切開

▶縦切開は，縫合のしやすさと術野の大
きさを考えて第二大臼歯近心隅角部に
設定 8し，フラップの基部が広くなる
ように前方に向かう．

▶遠心切開は，第二大臼歯の遠心口蓋隅
角から始まって，45°口蓋側へ向かう
8 9．

第二大臼歯の遠心真後ろに切開を�
加えない理由
▶第二大臼歯の遠心の頬舌的中央に切開線を設定してきち
んと切開するためには，メスの刃をNo.15からNo.12に交
換する必要がある．またこの部分は，縫合はできるが，
抜糸時にはハサミが入りにくく抜糸しにくい．さらに術
野の広さとして不十分になりやすい．この 3点を解決す

るために，切開線は，第二大臼歯の遠心口蓋隅角から始
まって45°口蓋側へ向かう，ちょうど頬側歯肉の縦切開線
を，対角線のように口蓋側に延長した形になる．この部
分の切開で，大口蓋動静脈や神経を損傷することはない
ので安心してよい．

②剥離

▶縦切開部分は，歯肉頬移行部側から歯頚部側へ剥離を進
める（歯頚部より歯肉頬移行部側のほうが，骨と骨膜の付
着が緩く，骨膜下でのフラップ挙上が容易であるため）で
ある．

▶第二大臼歯頬側から遠心，口蓋へと回り込むように剥離
する．第二大臼歯遠心の歯肉は厚くて硬く，剥離・挙上
が少し難しい．遠心切開からも剥離を進めて第二大臼歯
遠心のもっとも付着が強いところで，頬側からの剥離と
口蓋側からの剥離を連続させる10．

頬側から刺入

歯冠側から刺入

●5 ●6

●8

●7

●9

5 6上顎埋伏智歯の浸潤麻酔．上顎結節の上方で，上顎神経後上歯槽枝をブロックする．

8 9切開線の位置．口蓋側へ向かっても切開を歯槽部にとどめておけば，大口蓋神経や動
静脈を損傷する心配はない．

歯肉剥離．頬側から口蓋側まで回り込んで剥離
し，歯肉骨膜弁を挙上する．

咬合面側からみたときの注射位置．上顎結
節の後方で，第二大臼歯の頬側咬頭の延長
線上（第二大臼歯の真後ろではなくやや頬
側）で，上方に向かって30G針の 3分の 2程
度を刺入する．

●10
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第11章

▶歯根による下顎管圧迫を回避するため
には，絶対に歯根を押し込まないで，
「歯根を前方に引きずり出す」ように
ヘーベルを使わなければならない．

▶筆者が名づけた，①頬側グルーブ41，
②背面グルーブ44（グルーブ＝溝）を形
成してヘーベルを使うと，歯根を押し
込むことなく前方に出すことできる．

▶また，歯根に沿って歯根周囲の骨を
バー 1本分程度削除しておくと，歯根
が動くスペースが確保されて脱臼しや
すくなる40．

②頬側グルーブの作り方，使い方──知覚鈍麻が出にくいヘーベルの使い方

▶歯冠部除去後に，歯根と頬側皮質骨との境目に，バーを
垂直に立てて，歯冠分割面側から歯根面に沿ってグルー
ブを形成する41 a, b．頬側グルーブは，埋伏深度が浅い場
合に形成しやすく，また有効である．

▶グルーブの幅はバー 1本分よりもやや広めに，埋伏歯の
最大豊隆部より深いところまで形成する．幅が広すぎる
とヘーベルが空回りするので，広くなりすぎないように
注意する．

▶形成したグルーブにヘーベルを真上から（歯根に対しては
直角になる）挿入して歯根が前方へ移動するようにヘーベ
ルを回転させる 41 c, d．このときヘーベルのエッジ（先端

ではなく脇）をうまく利用する．
▶グルーブの幅が広すぎたり，深さが最大豊隆部より浅
かったりすると，ヘーベルが空回りするので，うまくグ
ルーブを形成する42．
▶頬側に形成したグルーブ42 dにヘーベルを歯根に垂直な方
向から挿入42 eする．

▶埋伏歯根が前方へ出る方向にヘーベルを回転させて，
ヘーベルのエッジで前方へ出す42 f, g．
▶ヘーベルのエッジがうまく歯根にひっかからない場合に
は，エッジがひっかかるグルーブを歯根に形成するとよ
い後述43 a〜c．

a〜d：歯根周囲の骨削除．歯根周囲の骨を削除することにより，脱臼時の歯根の動きに自
由度・余裕をもたせると，根尖部での下顎管への圧が軽減される．

a, b：頬側グルーブの形成．
ヘーベルを有効に作用させるために，頬側皮質骨と歯根との境目
にバーでグルーブを形成する．グルーブの幅はヘーベルの刃部の
厚みよりもやや広め，深さは最大豊隆部よりも深く形成する．グ
ルーブの幅が広すぎるとヘーベルが空回りするので注意．

c, d：ヘーベルの挿入，脱臼．
真上からグルーブ内にヘーベルを挿入して，ヘーベルのエッジを
使って歯根が前方へ移動するように矢印の向きにヘーベルを回転
させると，歯根を押し込まない．このヘーベルの使い方により歯
根が舌側へ押しだされて舌側の骨が破折するということはない．

●40

a

c

b

d

ヘーベルの回転方向

ヘーベル先端の横断面

●41

a b c d
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第14章

対応 4　抜けない原因を考えて，その原因を解消する

▶ヘーベルや抜歯鉗子を正しく使っても抜歯できないとき
の原因はいくつかあり，各々に対処法がある（問題点の解消

法については，CHAPTER 6 の「補助的外科処置」参照）．

①アンダーカットの残存

▶原因　埋伏歯で，歯冠の最大豊隆部が
骨内にある，歯冠が隣在歯の歯頚部に
潜り込んでいる，歯冠分割したが完全
に分割できずに下方の部分（とくに舌
側）が残っている，など．
▶対策　骨削除 3，歯質削除 3，歯冠分
割，歯根分割

②歯根の肥大，湾曲，開大

▶原因　複数根，歯根の肥大や湾曲，開
大があり，骨にひっかかって出てこな
い．
▶対策　歯根の分割（複根歯はまず分割
してからヘーベルを使う，単根歯でも
分割してよい）4 5，歯質（歯冠，歯
根）の削除，骨の削除

抜けない原因

骨を削除

歯質を削除

Point4 抜けない原因のチェックポイント

①アンダーカットは解消されているか
②完全に歯を分割できているか
③ヘーベルの位置はよいか（歯根膜腔に入っているか）
④�ヘーベルで加えた力の向きは，歯根の脱臼方向と一致しているか（力を加えても，力の向きと歯が出る方
向が一致していないと抜けない）
⑤�脱臼させるためのスペースがあるか（たとえば，遠心傾斜した下顎埋伏智歯の歯冠遠心部のカット・除去
によるスペース確保や，歯根湾曲歯の湾曲がはずれるスペースの確保）
⑥本当に見えているか？（よく見る）

左：歯冠の最大豊隆部が骨内にある場合，骨を削除してアンダーカットを解消する．
右：下顎埋伏智歯の抜歯では，歯冠の一部が残存してアンダーカットになっていることが
多い．よく見て歯冠を削除する．

肥大・湾曲がある場合は，単根歯でも歯根を分割する．

●3

●4
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難抜歯の攻
略法，

偶発症の予
防・対応を

追加

12年振りの

8章＋80ペ
ージ増の

大改訂!
28本の

抜歯動画つ
き

安全で手際のよい抜歯の実践テクニックが満載！
　抜歯に対する誤解・問題点を熟知した筆者が，若手歯科医師や
抜歯が苦手な先生方が独習でマスターできるようにとの願いを込
めて，たくさんの写真やイラストを用いて実践的なポイントやコ
ツを示した解説書が大幅アップデート．各内容をより新しく詳細
にし，「難抜歯」や「偶発症」の対応などの章を追加．さらに実際の
抜歯の動画を加えて，より理解しやすくなった．いかに安全に手
際よく抜歯するかという実践
的なポイントがさらに明
らかに！
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抜歯にともなう全身的偶発症

偶発症とその対応①　出血（術中出血，術後出血）

偶発症とその対応②　神経損傷

偶発症とその対応③　ドライソケット

偶発症とその対応④　上顎洞への穿孔

偶発症とその対応⑤　上顎洞内歯根迷入

偶発症とその対応⑥　下顎智歯の舌側軟組織内
迷入

偶発症とその対応⑦　皮下気腫
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