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抄録：本臨床研究の目的は，深い垂直性骨欠損に対
してエナメル基質タンパク（EMD）を応用し，歯周
組織再生の効果を検索することである。中等度およ
び重度歯周炎の患者３名に対し，粘膜骨膜弁を形成
し，スケーリング，ルートプレーニングを施した。
その際に骨整形は行なわず，EMDを歯根表面と骨
欠損内に応用して歯肉弁を戻し，縫合した。術後１２
カ月に検査した結果，組織付着量は２．９mm増加
し，ポケット深さは４．８mm減少した。またＸ線写
真上で初診時と術後１２カ月を比較すると，骨頂レベ
ルの増加を認めた。本研究の結果より，深い垂直性
骨欠損に対するEMDの応用は，他の再生療法と同
様の歯周組織再生効果をもたらすことが示唆され
た。

緒 言

歯周組織再生療法は，歯周疾患によって喪失した
部位を治療することで再生セメント質や歯槽骨およ
び機能的歯根膜組織の獲得を可能にする治療法であ
る。この歯周組織再生療法として近年，組織再生誘
導法（GTR法）が取り上げられ，臨床的に有効な予
知性のある治療法とされている１）。しかし，GTR法
の適応症が３壁性骨欠損部位と２度の根分岐部病変
に限局していること２），術式が複雑であり，創傷治
癒過程における保護膜（e-PTFE膜）の露出による感

染などが問題にされている。そこでこれらの問題を
解決すべく様々なサイトカインが用いられている。
血小板由来増殖因子（PDGF），骨形成タンパク
（BMP-2），形質転換増殖因子（TGF-β），骨原性タン
パク（OP-1）や塩基性線維芽細胞増殖因子（FGF-2）な
どがあり，一部のものではすでに臨床応用の段階に
入っている３）。サイトカインの一種であるエナメル
基質タンパク（Enamel Matrix Derivatives-EMD）
は，すでに広く臨床応用されている。
EMDは，本来，歯根形成期において無細胞性セ

メント質，歯根膜組織と歯槽骨の形成に深く関与し
ている４）。現在，臨床応用されているEMDは，ブ
タ歯胚より抽出，精製したもので，ヒトにおけるエ
ナメル基質タンパクと類似しており５），動物やヒト
における歯周組織欠損部への応用により，その安全
性は確認されている６）。加えて，EMDが組織学的
検索により十分な歯周組織再生能を有していること
が明らかになった７）。
EMDを用いた慢性歯周炎患者における垂直性骨

欠損部の治癒に関して，ポケットの深さの減少や組
織付着量については一定の臨床評価がなされてい
る８，９）。しかし，Ｘ線写真上での硬組織の回復に関し
ては骨増加を表す欠損の角度や不透過像の増加につ
いて，意見の一致をみていないのが現状である６）。
本臨床報告は，慢性歯周炎の進行した患者におけ

る垂直性骨欠損部の治療として，フラップ手術に
EMDを併用した結果，Ｘ線写真上で明らかな歯槽
骨の改善を得たので報告する。キーワード：歯周組織再生療法，EMD，垂直性骨欠損
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症 例

Case１．
患者は４８歳，女性。�１口蓋側歯肉の腫脹を主訴と

して来院した。６カ月前にも同部位の歯肉が腫脹し
近医にて洗浄，投薬を受け，症状が緩解したために
放置していたが，再び�１の歯肉腫脹および動揺を自
覚したために東京歯科大学千葉病院保存科を受診し
た。全身既往歴，家族歴には特記事項はなく，非喫
煙者であった。
臨床検査の結果，中等度歯周炎と診断，とくにＸ

線所見で�１の歯根を中心として近遠心部の歯槽硬線
の消失および垂直性骨吸収像を認めた。患者には，
この治療法に関して十分な説明の後，書面にて同意
を得た。
歯周外科手術：基本治療後，�１口蓋側中央部に６
mmのポケットの深さを認め，�１に歯周外科手術を
行うことにした。浸潤麻酔下で，粘膜骨膜弁を形成
した（図１－Ａ）。不良肉芽を除去し，根面にスケー
リング・ルートプレーニングを施した結果，�１の歯
根を中心として口蓋側にカップ状の骨縁下欠損を認
めたため，同部位にEMDを応用し（図１－Ｂ），歯
肉弁を縫合した。抗生剤の投与は術後３日間行い，
術後２週目までは，手用歯ブラシによるプラークコ
ントロールは中止させ，クロールヘキシジン含有の
洗浄液で含嗽を行わせた。
術後経過：歯肉部の術後の疼痛，発赤，腫脹はほと
んど認められず，良好に経過した。術後１２カ月目の
再評価では，�１の歯肉退縮０．５mm，ポケットの深
さは２．５mm，組織付着量は３．５mmであった（図１
－Ｃ）。また，�１の歯根を中心として近心部及び遠
心部の歯根に沿った歯槽硬線の発現と歯槽骨の不透

過像の増加により，術後１２カ月目のＸ線写真で骨レ
ベルの改善が明らかに認められた（図２－Ａ，Ｂ）。

Case２．
患者は５６歳，女性。疲労時の下顎左側臼歯部の疼

痛を主訴として来院した。数年前より同部位の歯肉
の腫脹を自覚するも緩解したので，放置していた。
しかし，最近，疲労時の歯肉の腫れを繰り返すこと
が多くなり，加えて同部位の疼痛が顕著となったた
め東京歯科大学千葉病院保存科を受診した。
全身既往歴および家族歴には特記事項はなく，喫

煙者であった。臨床検査の結果，重度歯周炎と診
断，Ｘ線所見としては，とくに主訴である�７の遠心
部に深い垂直性骨吸収が認められた。患者には，こ
の治療法に関して十分な説明の後，書面にて同意を
得た。
歯周外科手術：基本治療後，�７遠心部に６～７mm
のポケットの深さが残存したため，�７に歯周外科手

図１－A �１の口蓋側歯根を取り巻くよ
うにカップ状の骨欠損を認める

図１－B 同部位にEMDを応用した 図１－C 術後１年の肉眼所見

図１ Case１．

図２－A 術前Ｘ線写真：�１
の歯根を中心に近心及び遠
心部にＸ線透過像を認める

図２－B 術後１年のＸ線写
真：�１の歯根を中心に歯槽
骨の改善を認めた

図２ Case１．
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術を行った。浸潤麻酔下で，�７遠心部に遠心切開を
加え粘膜骨膜弁を形成した（図３－Ａ）。不良肉芽を
除去し，根面にスケーリング・ルートプレーニング
を行い，�７遠心部に深い骨縁下欠損を認めたため同
部位に自家骨移植併用EMDを応用した。移植用自
家骨は，傾斜捻転歯の�７を抜歯の際に，一部骨片を
採取した。まずEMDを根面に塗布後，EMDと採
取した骨片を混和したものを�７遠心部骨欠損内に移
植し（図３－Ｂ），歯肉弁を縫合した。抗生剤の投与
は術後３日間行い，手術部位のプラークコントロー
ルは，術後２週間はブラッシングを中止させ，ク
ロールヘキシジン含有の洗浄液で含嗽を行わせた。
その後は通常の歯ブラシによるプラークコントール
を行わせた。
術後経過：術後の疼痛，発赤，腫脹はほとんど認め
られず，良好に経過した。術後１２カ月目の再評価で
は，�７の歯肉退縮１．５mm，ポケットの深さは３．５
mm，組織付着量は２．５mmであった（図３－Ｃ）。

また，�７遠心部に認められた垂直性骨吸収を示すＸ
線透過像は，自家骨移植併用EMDにより術後１２カ
月目のＸ線写真でより多くの骨レベルの改善を得た
（図４－Ａ，Ｂ）。

Case３．
患者は２２歳，女性。左側下顎臼歯部の咬合時痛を

主訴として来院した。
同部位に１週間ほど前より違和感を覚え，その後

歯肉の腫脹と膿瘍を認めたために東京歯科大学千葉
病院保存科を受診した。
全身的特記事項はなく，非喫煙者であった。臨床

検査の結果，重度歯周炎と診断，�６遠心部位には，
ポケットの深さ９～１０mmを認めた。同部位のＸ線
所見では，�６の遠心部位深い垂直性骨吸収が認めら
れた。患者には，この治療法に関して十分な説明の
後，書面にて同意を得た。
歯周外科手術：基本治療後，�６遠心部位には７～８

図３－A �７の遠心部に垂直性骨欠損を
認める

図３－B 同部位にEMDと混和した骨
片を移植した

図３－C 術後１年の肉眼所見

図３ Case２．

図４－A 術前Ｘ線写真：�７の遠心部にＸ線透過像を認
める

図４－B 術後１年のＸ線写真：�７の遠心部に歯槽骨の
改善を認めた

図４ Case２．
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mmのポケットの深さが残存したため歯周外科手術
を行った。浸潤麻酔下で，�６を中心とした粘膜骨膜
弁を形成した（図５－Ａ）。�６周囲の不良肉芽を除去
し，根面にスケーリング・ルートプレーニングを
行った結果，とくに�６の遠心部に深い骨縁下欠損を
認めたため，同部位にEMDを応用した（図５－
Ｂ）。歯肉弁を縫合した。抗生剤の投与は術後３日
間行い，手術部位のプラークコントロールは，術後
２週間はブラッシングを中止させ，クロールヘキシ
ジン含有の洗浄液で含嗽を行わせた。
術後経過：術後の疼痛，発赤，腫脹はほとんど認め
られず，良好に経過した。術後１２カ月目の再評価で
は，�６は，歯肉退縮３．８mm，ポケットの深さは３．０
mm，組織付着量は２．６mmであった（図５－Ｃ）。
また，同部位遠心部に認められた垂直性骨吸収を示
すＸ線透過像は，EMDにより術後１２カ月目では，
より多くの骨レベルの改善が認められた（図６－Ａ，
Ｂ）。

今回行ったEMDを併用したフラップ手術におけ
る３症例の臨床データの評価を表１に一括表示し
た。今回の３症例の平均値は，初診時のポケットの

表１

項 目 症例 初診時 術後１２ヵ月

ポケット深さ Case１ ６．５ ２．５
（mm） Case２ ７．５ ３．５

Case３ ９．５ ３．０

７．８ ３．０

アタッチメントレベル Case１ ９．１ ５．６
（mm） Case２ ９．５ ７．０

Case３ １０．２ ７．５

９．６ ６．７

組織付着量 Case１ ３．５
（mm） Case２ ２．５

Case３ ２．６

２．９

図５－A �６の遠心部に垂直性骨欠損を
認める

図５－B 同部位にEMDを応用した 図５－C 術後１年の肉眼所見

図５ Case３．

図６－A 術前Ｘ線写真：�６の遠心部にＸ線透過像を認
める

図６－B 術後１年のＸ線写真：�６の遠心部に歯槽骨の
改善を認めた

図６ Case３．
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深さは７．８mmであり，術後１２カ月では３．０mm，ア
タッチメントレベルは初診時９．６mmであり，術後
では６．７mm，組織付着量は平均値で２．９mmであっ
た。

考 察

今回の研究結果は，すでに報告されているEMD
を用いた臨床データとほぼ一致していた。すなわ
ち，Heijl ら６）は，多施設研究によってEMD応用後
の術後１６カ月で２．３mmの組織付着量を，一方Fop
療法では，１．７mmの組織付着量を報告している。
また，Pontoriero ら１０）は，保護膜またはEMDを用
いた再生療法の成績を比較し，付加的療法を行わな
かったFop のみを対象群とした。彼らは，術後１２
カ月のEMD応用群とFop 群を比較して明らかな
ポケットの深さの減少（４．４mm対３．５mm）と組織付
着量（２．９mm対１．８mm）であることを示した。これ
らの臨床成績は今回われわれが，EMD療法応用に
よるポケット深さの減少量４．８mmと組織付着量２．９
mmの成績とほぼ一致している。
今回，EMDを応用した３症例の２．９mmの組織

付着量は，術後の口腔清掃指導法が関与していると
考えられる。すなわち，これら患者では，基本治療
において重度歯周炎に対する治療を行い，管理され
た口腔清掃指導プログラムによりプラークコント
ロールの徹底がなされた。したがって，これら患者
でのプラークコントロールは，歯周外科手術におけ
るEMD療法を行う段階ではすでに徹底されてお
り，口腔内のプラーク細菌数は減少していたと考え
られる。さらに，EMD療法の術後２週間は，細菌
数の減少を計るためにクロールヘキシジン含有含嗽
剤による洗口を行わせた。術後２週間での手術部位
への器械的な刺激をさけるために歯ブラシ，歯間ブ
ラシなどによる刷掃法は禁止した。細菌による感染
を避けるための化学的プラークコントロールは，手
術部位の創傷治癒において適正な条件を提供したと
考えられる。すなわち，組織付着量を獲得させる新
付着の再建は，歯肉弁と歯根表面間に形成される血
餅によってなされる。手術直後の創傷治癒初期の段
階での手術野に対する器械的な方法によるプラーク
コントロールの回避は，治癒の初期で血餅を歯根表
面に安定，維持させる点で有効であり，ブラッシン

グなどの器械的刺激の繰り返しで血餅は振動し，新
付着の形成を阻害する恐れがある。
今回の特記すべき事項として，３症例ともに組織

付着量の獲得を示している部位でのＸ線写真の骨頂
レベルが増加を示したことである。Ｘ線写真上で
Case１の�１近心部，Case２の�７遠心部およびCase
３の�６遠心部のそれぞれにおける骨頂の骨レベルの
増加は，組織付着量における３．５mm，２．５mmおよ
び２．６mmの獲得を生み，炎症によって吸収した歯
槽骨はEMDを応用することで骨組織の再生を伴う
歯周組織の付着を可能とした。今回のEMDを用い
た骨欠損部位での歯槽骨レベルの改善については，
すでにHeijl ら６）によって報告されている。すなわ
ち，彼らは，歯周炎による垂直性骨欠損における治
療法としてEMDの応用が組織付着量の獲得に明ら
かに有効であること，そしてＸ線写真上でEMD応
用群の骨レベルの増加を観察期間を通して予知性の
ある臨床症状としてとらえ，一方，Fop のみでは，
骨頂のレベルの変化がなかったとしている。われわ
れの研究室では以前，動物実験によるEMD療法の
歯周組織の創傷治癒，とくにEMDの歯槽骨の再生
に及ぼす影響について検索した。ビーグル犬で予め
プラークを沈着させ，歯周炎による歯槽骨欠損を作
製した。そして同部位に対してEMDを応用し，術
後８週での創傷治癒を検索した。その結果，図７－
Ａに示すように手術野の歯根表面には再生セメント
質を伴う結合組織性付着を生じている。さらに歯槽
骨欠損部位には，骨組織の再生が認められ（図７－
Ｂ），歯根膜組織の再生を示した（図７－Ｃ）。この
動物実験結果は，EMDを併用したフラップ手術が
ヒトにおいて得られる治癒形態を示唆する。
多くの再生医療の研究が，３壁性骨欠損部位や下

顎Ⅱ級根分岐部病変で行われている。３壁性骨欠損
部位には，口腔清掃の管理された患者では予知性の
ある治療を可能にする種々なる多くの要素が備わっ
ている。同様に，下顎Ⅱ級根分岐部病変においても
良好な臨床成績をしばしば示している。これに引き
替えて今回行った臨床ケースでは，Case１におけ
る広く浅いカップ状の骨欠損形態，Case２におけ
る頬側の骨壁を消失した深い２～３壁性混合型骨欠
損形態やCase３での頬舌側の骨壁の消失を生じた
１壁性骨欠損形態のこれら各骨欠損形態は，再生に
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必要とされる十分な骨肉芽組織を維持することが困
難とされており，歯周治療における再生療法でも良
好な治癒を得ることが困難とされてきた。しかし，
本研究で示した良好な臨床成績は，EMD療法が歯
周領域における再生療法として有効な治療法である
ことを示唆するものである。

文 献
１）Lindhe J & Echeverria J, Consensus report of session
Ⅱ. Lang NP & Karring T, eds. Proceedings of the 1st
European Workshop on Periodontolgy. Quintessence
Publishing Co. Ltd. Pp,２１０～２１４，１９９４．
２）Cortellini P, Bowers GM, Periodontal regeneration of
intrabony defects : an evidence based treatment ap-
proach. Int J Periodont Rest Dent, １５⑵：１２８～１４５，
１９９５．
３）Takayama S, Murakami S, Shimabukuro Y, Kitamura
M, Okada H, Periodontal regeneration by FGF-2 in pri-
mate models. J Dent Res,８０⑿：２０７５～２０７９，２００１．
４）Hammarstrom L, Enamel matrix, cementum develop-

ment and regeneration. J Clin Periodontaol, ２４：６５８～
６６８，１９９７．
５）Gestrelius S, Andersson A, Johansson A-C, Persson E,
Brodin A, Rydhag L, Hammarstrom L, Formulation of
enamel matrix derivative for surface coating. Kinetics
and cell colonization. J Clin Periodontol, ２４：６７８～６９４，
１９９７．
６）Heijl L, Heden G, Svardstrom G, Ostgren A, Enamel
matrix derivative in the treatment of intrabony periodon-
tal defects. J Clin Periodontol,２４：７０５～７１４，１９９７．
７）Heijl L, Periodontal regeneration with enamel matrix
derivative in one human experimental defect. A case re-
port. J Clin Periodontol,２４：６９３～６９６，１９９７．
８）Saito A, Nanbu Y, Nagahata T, Yamada S, Treatment
of intrabony periodontal defects with enamel matix de-
rivative in privat practice. A long-term retrospective
study. Bull Tokyo Dent Coll,４９⑵：８９～９６，２００８．
９）Heden G, Wennstrom JL, Five-year follow up of regen-
erative periodontal therapy with enamel matrix deriva-
tive at sites with angular bone defects J Periodontol,
２００６：２９５～３０１，２００６．

１０）Pontoriero R, Wennstrom J, Lindhe J, The used of bar-
rier membranes and enamel matrix proteins in the treat-
ment of angular bone defects. A prospective controlled
clinical study. J Clin periodontal２６：８３３～８４０，１９９９．

図７－A 歯根表面には，歯
周組織形成を認める

（Ｈ・Ｅ染色，×１．３）

図７－B 骨頂部の拡大像。
歯槽骨の再生を認める

（Ｈ・Ｅ染色，×１６０）

図７－C 再生歯根膜組織の
拡大像。再生セメント質と
歯槽骨間に再生歯根膜組織
を認める

（Ｈ・Ｅ染色，×２５０）
図７ 動物実験による骨欠損部位にEMD応用の創傷治癒
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The aim of this clinical trial was to evaluate the effect of enamel matrix derivative（EMD）treatment at
sites with deep angular bone defects． Reconstructive therapy was subsequently performed． Full-
thickness periodontal flaps were elevated，and the root surface scaled and planed． Orthopedic bone was
not performed． A preparation of EMD was applied to the root surface and adjacent defect space． The
flaps were replaced and closed with sutures． The experimental sites were re-examined at 12 months af-
ter reconstructive surgery． The re-examination revealed that treatment including the application of
EMD at periodontal sites with angular defects resulted in a mean probing attachment level gain of 2.9mm
and a pocket depth reduction of 4.8mm． Radiographs revealed a change in bone level between the two
examination points． Conclusion : The 2.5~3.5mm increase in attachment and bone level after treatment
with EMD was similar to the corresponding outcome variables following regenerative therapies．

（The Shikwa Gakuho，１０９：６０１～６０７，2009）
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