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抄録：本臨床研究は，侵襲性歯周炎に対して抗菌療
法と組織再生誘導法の併用が有効であった症例報告
である。口腔内検査として，プロービングデプス，
歯肉炎症指数，プラーク指数，口腔内写真，および
エックス線写真撮影などを行った結果，２４歯中の１５
歯に７mm以上の歯周ポケットを生じており，侵襲
性歯周炎と診断された。PCR法よる歯周炎部位の
縁下プラークの細菌検査では Aggregatibacter acti-
nomycetemcomitans と Porphyromonas gingivalis
が検出された。歯周基本治療では，プラークコント
ロール，スケーリング・ルートプレーニングなどと
ともにミノサイクリンを用いた局所投与抗菌療法を
行った。その結果，歯周基本治療終了時には，A.
actinomycetemcomitans および P. gingivalis は検
出されなかった。歯周外科治療では，フラップ手術
とともに組織再生誘導法を併用して行った。その結
果，プロービングデプスおよび炎症の改善とともに
エックス線写真において明らかな骨再生を認めた。
現在，supportive periodontal therapy（SPT）期の１
年後において歯周組織の良好な状態を維持してい
る。

緒 言

歯周病はその罹患率が高く，国民病ともいえる疾
患である。このうち多数は慢性歯周炎である。侵襲

性歯周炎に関して，一時期はその発現頻度が少ない
とされていたが，その特徴が明確になる１）にした
がって日常の臨床で認められ，報告がなされてい
る２）。

侵襲性歯周炎の臨床像としては，思春期前後に発
症し，第一大臼歯と切歯に限局して永久歯の隣接面
にアタッチメントロスが認められることがあげられ
る１）。一方，細菌学的検索では，侵襲性歯周炎と
Aggregatibacter actinomycetemcomitans （A. actinomy-

cetemcomitans）との関連が見出されている。Zam-
bon ら３）は，侵襲性歯周炎患者の９５％以上から A.

actinomycetemcomitans が検出されたと述べている。
また本疾患においては，慢性歯周炎では殆どみられ
ない歯肉組織内への A. actinomycetemcomitans の侵
入が認められている４）５）。

侵襲性歯周炎の治療法として Waerhaug ら６）は，
ルートアンプテーション，歯周外科療法，歯根分離
法と徹底した口腔清掃の併用を推奨している。ま
た，Slots ら７）は，侵襲性歯周炎患者におけるテトラ
サイクリンを用いた療法を，Haffajee ら８）は，テト
ラサイクリンに加えて歯周外科療法と厳密な口腔清
掃プログラムを用いることによる良好な成績を示し
ている。

本症例は，侵襲性歯周炎患者に対して歯周基本治
療においてミノサイクリンを用いた抗菌療法を施
し，さらに歯周外科療法では guided tissue regen-
eration（GTR）法を併用した結果，現在 SPT に入り
１年間が経過しているが良好に推移しているので報
告する。なお，患者に対しては十分なインフォーム
ドコンセントを行い，報告にあたって了承も得てい
る。
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症 例

患 者：２０歳女性
主 訴：前歯部の歯の動揺，審美性障害，噛み合わ
せの不調和で来院した。
現病歴：中学生時代に歯肉の出血，疼痛をおぼえ近
隣の歯科医に通院，当時すでに左側第一大臼歯は著
しい動揺で抜歯した。その後，勉学が忙しくなり，
通院を中断した。数年前より上顎前歯部の腫脹，歯
の動揺を自覚するも放置していた。３カ月前に硬い
食品を摂取した際に上顎の臼歯部に著しい動揺を生
じたため勤務先の近隣歯科医に通院し，動揺の著し
い上顎前歯および上顎第一大臼歯を抜歯，その際に
重度の歯周病とのことで東京歯科大学千葉病院歯周
病科を紹介され，当病院に来院した。全身既往歴と
して特記事項はなく，飲酒，喫煙習慣もない。ま
た，家族歴では，特記すべき事項はなかった。

１．現 症
１）初診時口腔内所見（図１）

全顎的に歯肉の発赤，腫脹を認め，とくに下顎前
歯部頬側歯肉に強度の出血傾向を認めた。プロービ
ングデプス（PD）は，前歯部および臼歯部において
６mm 以上であり，同部位のプロービング時の出血

（BOP）も認められた。
２）エックス線写真所見（図２）

初診時のエックス線写真では，上下顎左右前歯部
（３１，３２，４１，４２）に著しい垂直性骨吸収が認めら
れ，さらに上下顎左右大臼歯部（１６，２６）にも著しい
垂直性骨吸収を生じていた。
３）歯周組織検査所見（図３）

現在歯数は２４歯（上下顎：１２歯）であり，PD の４
mm 以上の部位は，４６部位，４８％を占め，PD の７
mm 以上は，１５部位であり，１６％であった。BOP
陽性の部位は，全体の３０％の部位に認められた。ま

図１ 初診時口腔内写真

田中，他；侵襲性歯周炎に抗菌療法と GTR 法を用いた１例４８６

― ３４ ―



た，歯の動揺が認められた部位は５４％にみられた。
なお，初診時の O’Leary の Plaque Control Record

（PCR）は６０％であった。
４）細菌検査（図４）

本症例による細菌検査は，１１，４６に対して初診時
に PCR 法により細菌同定試験を実施した結果，P.

gingivalis と A. actinomycetemcomitans を検出した。
２．診 断

以上の検査結果より，広汎型侵襲性歯周炎と診断
した。

３．治療経過
１）歯周基本治療

・プラークコントロール
・スケーリング・ルートプレーニング

初診時 初期治療後 外科処置後

P. gingivalis ＋ － －

A. actinomycetemcomitans ＋ － －

図４ 細菌検査結果

図２ 初診時エックス線写真

図３ 初診時歯周組織検査
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・抜歯：１６，３２，３１，４１，４２
・抗菌療法

⑴ 全身投与：セファレキシン，７５０mg／日×
１４日間……投与後３日に副作用により投与を
中止し，⑵に変更。

⑵ 局所投与
ミノサイクリン（ペリオクリン，サンスター
株式会社，大阪）
４０mg／月（応用部位：１３，１２，１１，２２，２３，
２４，３３，４３，４６）

・上下顎治療用義歯を作製，装着。
・再評価，細菌検査

抗菌療法後に細菌検査を行い，検査部位にお
ける歯周病原性細菌が検出されず，歯周外科治
療に移行した。

２）歯周外科治療
・フラップ手術部位

＿３＿┼＿４：歯周基本治療後も PD５mm 以上の
歯周ポケットが認められた。フラップ手術時の
歯肉弁剥離によって，垂直性骨欠損部位を確認
し，とくに縁下歯石はみられなかった。

・｜‾３‾４‾５：同部位には，著しい垂直性骨欠損部が
エックス線写真像で認められた。フラップ手術
とともに歯肉弁根尖側移動術を合わせて行っ
た。

・‾６‾５‾４‾３｜：４６の近心部位に限局して著しい垂直
性骨欠損がエックス線写真像で認められたた
め，この部位には GTR 法を行うこととした。
４６の歯肉弁を剥離，翻転した結果，同部位には
根分岐部病変は認められず，非吸収性膜を用い
て，GTR 法を行った。術後６週目に膜を除去

図５ 歯周組織再生療法（下顎右側臼歯部 ４６：GTR 法）
ａ 術前エックス線写真，ｂ 術後エックス線写真
ｃ デブライドメント後，ｄ 非吸収性 GTR 膜設置
ｅ 縫合後，ｆ，ｇ リエントリー時口腔内写真

田中，他；侵襲性歯周炎に抗菌療法と GTR 法を用いた１例４８８
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した結果，著しい骨欠損部位には，再生した新
生組織が被覆していた（図５）。SPT 移行後１
年時のエックス線写真では明らかな骨再生を同
部位に認めた。

３）咬合回復治療
・＿⑦＿６＿⑤｜および｜＿④＿⑤＿６＿⑦：クラウンブリッジ
・‾２‾┼‾２‾６部パーシャルデンチャー

４）定期的な SPT
SPT 移行後１年の口腔内写真（図６）とエックス

線写真（図７）および再評価検査結果（図８）を示す。
PD４mm の部位は１７，４６に認められるが，その他
は PD３mm 以下である。PCR は３２％であり，確実
なブラッシンクなどによりプラークコントロールは
維持されており，BOP 陽性部位は認められない。
現在，３か月に１度のリコール間隔で SPT を行っ
ている。

患者の希望により，‾⑤‾④‾③‾２‾１‾｜‾１‾２‾③‾④‾⑤‾６‾⑦
は陶材焼付冠ブリッジによる補綴を行った（図９）。

考 察

侵襲性歯周炎は，患者の全身的病歴に関連がな
く，急速なアタッチメントロスと骨の吸収が認めら
れ，遺伝性因子が関与し，プラークの付着量と歯周
組織破壊の重症度に関連はない。またプラーク中の
A. actinomycetemcomitans の構成比率が高く，一部
極東地域の人々では P. gingivalis 比率の上昇が認め
られる。病理的には白血球の貪食能の異常が認めら
れることもあり，第一大臼歯と切歯に限局して，少
なくとも２本の永久歯の隣接面にアタッチメントロ
スが認められることなどがあげられている１）。本症
例においても，これらの症状に一致しており侵襲性
歯周炎と診断した。

若年者に発症する侵襲性歯周炎に大きく関与して
いる A. actinomycetemcomitans は，これらの細菌が，
患者のポケット内に存在し，歯周ポケット上皮への
付着のみならず歯周組織内に侵入していること４）が

図６ 術後１年経過，SPT 時口腔内写真
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この疾患の治療を困難にする１つの要因となってい
る。スケーリングやルートプレーニングのみでは，
侵襲性歯周炎における縁下の A. actinomycetemcomi-

tans の菌数を根絶させることは出来ないことが Slot
ら７）によって報告され，これら細菌は，歯根表面の
スケーリングのみではその後の歯周ポケット内に急
速に再び増殖するとしている。そこで，この疾患の
特徴である細菌の組織内侵入などを考慮して歯肉切
除術，フラップ手術，歯肉掻爬術あるいは感染した
組織を除去する他の方法での治療によって，縁下の

A. actinomycetemcomitans の一定の抑制効果が得ら
れている５）。一方では，A. actinomycetemcomitans の
縁下の根絶は歯周外科治療のみでは得られないと報
告９）されており，このことは，これら細菌の歯根表
面の存在に加えて，歯周ポケット上皮への付着，あ
るいは歯周組織内への侵入の事実からも十分に考え
られる。そこで，侵襲性歯周炎の抗菌療法が試みら
れている。

テトラサイクリン療法は，テトラサイクリンが唾
液を介して頬粘膜表面及び歯肉溝浸出液からも細菌

図７ 術後１年経過，SPT 時エックス線写真

図８ 術後１年経過，SPT 時歯周組織検査

田中，他；侵襲性歯周炎に抗菌療法と GTR 法を用いた１例４９０
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に作用し，口腔内の A. actinomycetemcomitans の検
出率を低下させることが報告されている１０）。また，
テトラサイクリンを用いた療法が，術後の歯周ポ
ケット内検査で A. actinomycetemcomitans の著しい
減少を示し，さらに，療法後８カ月間明らかな細菌
抑制効果を保持していることも示されている７）。侵
襲性歯周炎における主な原因菌である A. actinomy-

cetemcomitans の抑制は，非外科的療法のみでは得
られないが，歯周外科療法と抗菌療法との併用で歯
周局所の治癒を促進することが臨床データで示され
ている１０）。歯肉組織の外科的除去に加えてテトラサ
イクリン療法が，細菌の根絶に重要であると考えら
れる。

本症例でもフラップ手術とテトラサイクリンの局
所応用による処置による良好な予後は，抗菌療法の
妥当性を示唆している。縁下の A. actinomycetem-

comitans の抑制だけを考えるならば，侵襲性歯周炎
の治療法として抗菌療法のみの選択枝も考えられ

る。しかしながら，細菌学的見地のみではなく他の
要因をも考慮する必要がある。例えば，新付着の増
加や縁下歯石，壊死性セメント質の除去は歯周炎を
治療するうえでは必要である。さらにバイオフィル
ムに対して抗菌剤の効果が低下する点から，治療困
難な歯根の分岐部などにおける歯周外科療法による
バイオフィルムの除去は抗菌剤の応用に必須とな
る。

本症例においては，フラップ手術に加えて GTR
法による歯周組織再生を試みた。侵襲性歯周炎で危
惧される点は，若年者においてすでに著しい歯周組
織破壊を，特に歯槽骨の吸収を生じて永久歯の喪失
を引き起こすことにある。したがって，治療に際し
ては歯周外科療法で機械的に細菌の侵入している歯
肉組織の除去は必要であるが，さらに侵襲性歯周炎
による著しく喪失した歯周組織，とくに硬組織であ
るセメント質および歯槽骨の再生が必要である。
GTR 法は，歯根膜組織由来細胞を選択的に手術野

図９ 最終補綴後口腔内写真
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に増殖させることにより歯根表面でセメント質の再
生を，歯槽骨表面では，骨組織の再生が可能である
ことが示されている１１）。本症例でも術後の歯周ポ
ケットの深さの著しい改善が認められ，さらにエッ
クス線写真においても骨量の明らかな増加をみてい
る。この結果は，テトラサイクリンを応用すること
により，歯肉組織内に侵入した A. actinomycetem-

comitans を根絶することで歯周組織における組織再
生が可能であることが示唆された。この結果は，侵
襲性歯周炎における抗菌療法としてのテトラサイク
リン抗菌療法と GTR 法の併用が有効である Saito
ら１２）の報告と一致する。

以上のことより，抗菌剤の局所応用と再生療法を
用いた歯周外科手術の併用が，侵襲性歯周炎の治療
に有効であることが示された。
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Combination of guided tissue regeneration
and antibiotics against aggressive periodontitis
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We evaluated the effectiveness of minocycline-HCl using a local delivery system and guided tissue re-
generation against the aggressive periodontitis． The patient had 15 periodontal lesions which were more
than 7mm． Based on probing depth，patient history，and radiographic examination，this patient was
diagnosed as aggressive periodontitis． Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Porphyromonas gingivalis

were detected from subgingival plaque by microbiological examination of subgingival plaque using polym-
erase chain reaction（PCR）． The patient was treated with scaling and root planning and followed by
treatment with local application of minocycline and guided tissue regeneration． After initial prepara-
tion，no subgingival A. actinomycetemcomitans or P. gingivalis were detected． After periodontal surgery，
clinical measurements such as probing periodontal pocket depth，gingival index showed an improvement．
Radiographical analysis revealed regeneration of alveolar bone． The condition of the periodontal tissue
remains good one year later under supportive periodontal therapy（SPT）．

（The Shikwa Gakuho，１０９：４８５～４９３，２００９）
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