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抄録：本報では，プラークコントロール不良に起因
した重度広汎型慢性歯周炎患者に対し，徹底したモ
チベーションならびに口腔環境の整備を行い，良好
な結果を得られた症例を報告する。患者は５４歳の女
性であり，歯肉の腫脹を主訴に来院した。初診
時，４mm以上の歯周ポケットが全体の３４．７％にみ
られ，プロービング時の出血も４２．４％にみられた。
当初患者は自身の歯周炎や歯周治療への関心が非常
に低く，通院も途切れがちであったが，モチベー
ションが向上するに従い，積極的に口腔衛生指導を
受けるようになった。その後も，モチベーションに
留意しながら通法に従いフラップ手術を含めた歯周
治療を行った結果，全顎的な歯周組織の安定が得ら
れた。サポーティブペリオドンタルセラピーに移行
し３年が経過した現在まで，概ね良好に維持されて
いる。患者に口腔の健康の重要性と歯周治療の意義
を理解させることが，効果的な歯周治療には不可欠
であると考えられた。

緒 言

慢性歯周炎はプラーク中の口腔内細菌が原因と
なって生じる感染性疾患であり，早期接触，強い側
方圧，ブラキシズムなどの外傷性因子が併発する
と，歯周組織破壊は急速に進行する１）。

歯肉縁下に対する処置を含む重度歯周炎の治療
は，歯肉縁上のプラークコントロールの上に成り立

つといわれている２）。歯肉縁上プラークのコント
ロールは，複雑な形態の補綴物や不良充填物により
非常に困難となるため，個々の補綴物形態に見合っ
た適切なブラッシング指導や，プラークリテンショ
ンファクターの除去は，歯周治療の中で重要な位置
を占める。そして，それらの処置が功を奏し歯周治
療を成功に導くのに不可欠なものが，患者の歯周治
療に対するモチベーションである。

モチベーションとは動機を行動に結び付ける過程
のことであり，歯周治療においてのモチベーション

（動機付け）は，患者自身に歯周病を自覚させ，なぜ
プラークコントロールを行わなければならないかを
理解させた上で，日常の行動を変えるよう，即ち適
切に口腔衛生管理ができるよう働きかけることであ
る３）。一般的に，重度の慢性歯周炎に罹患した患者
は来院当初，口腔衛生や自身の口腔内に対する関心
が極めて低い場合が多い。そのような患者に歯周治
療を施すに際し，まず第一に患者へのモチベーショ
ンを行う必要がある。歯周炎の原因であるプラーク
は日々の生活において必然的に付着するものであ
り，患者が日常生活においてそのプラークをコント
ロールし，歯周組織破壊を防止しなければ，一度の
来院で一時的な解決が得られても再発を繰り返す結
果となる。セルフケアを含めた歯周治療に対するモ
チベーションを高め，維持することは，炎症のコン
トロールに必要な事項である。

今回，プラークコントロール不良に起因し，咬合
性外傷を併発した重度慢性歯周炎患者に対し，歯周
治療へのモチベーションを高めながら口腔環境の整
備を行うことで，良好な結果を得られた症例を報告
する。なお，本報告は「臨床研究に関する倫理指
針」を遵守し，患者に症例報告に関して説明を行
い，文書にて同意を得ている。
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症 例

患者：５４歳女性
主訴：歯茎の腫れが気になる。
現病歴：２００４年頃，近医にて下顎右側の補綴物を装
着後，歯肉の腫脹，ブラッシング時の出血が増加し
てきたため，東京歯科大学千葉病院に来院した。
口腔既往歴：約２０年前，近医にて上顎両側，下顎左
側の補綴物を装着。その後，今回の来院まで特に異
常を認めなかった。
全身既往歴：１９歳頃，虫垂炎の手術を行った。
家族歴：特記すべき歯科的既往歴，全身疾患はみら
れない。
全身所見：体格は中等度で，全身的に特記すべき疾
患は無い。喫煙歴は無いが，仕事上疲れが溜まるこ
とが多い。

１．現 症
１）口腔内所見（図１）
⑴ 歯周組織所見

全顎的に歯肉の発赤，腫脹が認められた。｜１２

に排膿，下顎前歯部に動揺がみられた。また，上顎
前歯部の充填物，臼歯部の補綴物に不適合のものが
あり，それらが同部の歯肉の炎症を助長していた。
⑵ 歯列・咬合所見

上顎前歯部に軽度のフレアーアウトが認められ，
｜２３間に空隙がみられた。また，�４のクラウンの
形態より，約２０年前から４３｜間には空隙が存在した
と考えられる。中心咬合位における前歯部の咬合接
触は強く，フレミタスが認められた。側方運動時の
guiding teeth は４３｜４３｜，�４，�４であり，右側側
方運動時｜６７と｜６７に均衡接触が認められた。
２）エックス線所見（図２）

全顎的な水平性の骨吸収が認められ，下顎前歯部
では歯根長の３分の２に及ぶ部位もあった。ま
た，４３｜間，４３｜間，｜３４間，�５遠心に咬合性外傷
と思われる垂直性骨吸収を認めた。
３）歯周組織検査（図３）

プロービングデプス（PD）４～６mm の部位は全
体の２７．８％，７mm 以上の部位は６．９％であり，特

図１ 初診時口腔内写真
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に７６｜｜６７，�２，３～｜３に深い歯周ポケットが多
数みられた。プロービング時の出血（BOP）は全体
の４２．４％にみられ，�２や下顎前歯部などに１度の動
揺が認められた。
４）口腔清掃状態

全顎的なプラークの沈着がみられ，O’leary の
Plaque Control Record（PCR）は６７％で あ っ た。特
に臼歯部のブリッジや隣接面へのプラーク沈着は著

明であった。
５）日常生活と口腔内への関心

ブラッシングは基本的に１日２回行っていたが，
疲れたときなどには行わない日もあるとのことだっ
た。仕事の都合上，生活が不規則で，ストレスによ
る暴飲暴食をすることがあるとのことだった。自身
の口腔内への関心が無いため，不良な口腔清掃状態
を認識しておらず，そのことが歯周炎につながると

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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いう知識はもっていなかった。

２．診 断
以上より，広汎型重度慢性歯周炎と診断した。

３．初診時治療方針
１） 歯周基本治療
⑴ 歯周治療に対するモチベーション
⑵ ブラッシング指導（TBI），プラークリテンショ

ンファクターの除去，スケーリング・ルートプ
レーニング（SRP）を行い，炎症性因子をコント
ロール

⑶ 咬合調整により均衡接触，早期接触等外傷性の
咬合を除去

⑷ 前歯部フレアーアウトに対し，臼歯部プロビ
ジョナルレストレーションによる咬合高径の調整

２）歯周基本治療後の再評価
患者のモチベーションの確認，歯周組織の状態の

確認，治療計画の修正
３）歯周外科治療

４mm 以上の深い活動性のポケットが残存してい
る部位に対し，ポケットの除去を目的としたフラッ
プ手術
４）歯周外科治療後の再評価
５）咬合機能回復治療

咬合高径の保持と審美性を兼ね揃えた臼歯部最終
補綴物による咬合機能回復
６）サポーティブペリオドンタルセラピー（SPT）ま

たはメインテナンス移行前の再評価
７）SPT またはメインテナンス

４．治療経過
１）歯周基本治療（２００５年８月～）
⑴ モチベーションとプラークコントロール

口腔内写真など診査で得られた資料と共に，イラ
ストや模型，口腔内細菌の写真などを用いて患者に
歯周炎の病態と口腔内の現状を，患者の興味関心が
得られるまで複数回にわたり充分説明した。当初は
来院が途切れがちで，時には電話で促すようなこと
もあったが，説明を重ねると患者が現状を把握し，
危機感を覚えはじめたことにより，少しずつ患者の
通院は軌道に乗っていった。患者自ら歯周炎や口腔

内に関して質問するようになり，歯周治療に対する
積極性が確認されてきたため，次にプラークコント
ロールを行った。

TBI ではスクラビング法，バス法を指導，上下
顎左右側すべての臼歯部にプラークコントロールの
難しいブリッジが装着されていたため，同部位には
歯間ブラシの使用を重点的に指導した。TBI を始
めるとブラッシングの技術的な問題は比較的早期に
改善されたが，ブラッシングの習慣に問題があるよ
うだった。そのため，来院ごとに歯肉の炎症状態や
プラークの付着状態を注意深く観察し，改善されて
いる部位とそうでない部位を実際に鏡で比較させる
などして，ブラッシングの重要性を理解させた。ま
た，小さな改善点でもできるだけ評価するよう努め
た。その結果，患者自身が１日の中でのブラッシン
グを行うタイミングや時間を決め，自宅でのプラー
クの染め出しを希望するようになった。そうするこ
とで，TBI ごとに算出した PCR は次第に低下して
いき，患者はそれが口腔内の爽快感と関係している
ことに納得したようだった。TBI が進むにつれ，
PCR の低下を目標として楽しむようになり，モチ
ベーションが向上していることを確認できた。

同時に，３～｜１，�４の CR 不良充填の再充填，
６４｜４６の補綴物マージン不適合部位の形態修正を
行い，プラークリテンションファクターを除去する
ことで，口腔内環境の改善を図った。

また，不規則な日常生活について，全身の健康が
口腔の健康に関与することを説明し，１日に必要な
摂取量の栄養をバランスよく摂る食生活を送ること
は，宿主の免疫力を上昇させ，歯周組織を健全に保
つために必要なことであることを理解させた。
⑵ 咬合調整

外傷性の均衡接触，早期接触の除去を行った。臼
歯部咬合低位による為害性，軽度フレアーアウトの
現状を繰り返し説明したが，既存補綴物を除去する
ことに強い抵抗があり，プロビジョナルレストレー
ションへの置換は見送った。
⑶ スケーリング・ルートプレーニング（SRP）

患者との信頼関係を良好に保つため，処置後に起
こりうる不快症状を説明し同意を得た上で，キュ
レットタイプの手用スケーラーと超音波スケーラー
を用いて，全顎的に SRP を行った。
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下顎前歯部の歯肉退縮が大きく象牙質知覚過敏が
生じたため，治癒機序の説明を行い，メタクリル酸
メチル-p-スチレンスルホン酸共重合体とシュウ酸
混合液の塗布を行った。知覚過敏症状のためにブ
ラッシングが不足することのないよう注意した。
２）再評価（２００６年９月）

歯周基本治療終了間際に数ヶ月来院できない時期
があり，再評価にて歯肉の発赤，腫脹とプラークコ
ントロールの低下が認められたため，再度モチベー
ション，TBI，SRP を行い，再評価を行った。

その結果，７mm 以上の歯周ポケットは認められ
ず，４～６mm の部位も２０．８％に低下した。BOP
も１２．５％まで低下し歯肉の炎症の大幅な軽減が確認
できた（図４）。縁上スケーリング後も TBI を続
け，PCR は１５％にまで改善した。
３）歯周外科治療（２００６年１０月～）

再 評 価 時，７６｜に５mm，�２に６mm，｜６７に
７mm の歯周ポケットの残存を認めたため，同部位
に対して歯周ポケット除去を目的にフラップ手術を
行った。３｜～３の比較的歯周ポケットの浅い部位に
対しては，術後の歯肉形態を考慮し歯肉溝切開にて
行った（図５）。
４）再評価（２００７年３月）

歯周外科治療を行った部位の PD はすべて３mm

以下，全顎における４mm 以上の部位も２．１％と
なった。PCR も２０％で維持され，歯肉の発赤，腫
脹は消失し，咬合状態も安定しているため，SPT
へ移行した。
５）SPT（２００７年３月～現在）

プラークコントロールの状態，歯周組織検査よ
り，来院間隔を３ヵ月とし，モチベーション維持の
ため毎回 PCR を測定している。SPT 開始当初は一
連の歯周治療の終了と主訴の改善によりモチベー
ションが低下し，来院間隔が開くことで PCR が悪
化することがあった。来院間隔を調整し，ブラッシ
ングのテクニックのみならず再度歯周炎と自身の口

図４ 基本治療後歯周組織検査

図５ 歯周外科手術（３｜～３部）
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腔内の状況を説明しながら徹底した再モチベーショ
ンを行った結果，現在は安定して来院されている。
SPT２年時に｜３４，４３２｜に５mm の歯周ポケッ

トが発生したため再 SRP を行ったが，SPT３年目
では全顎的に歯周組織の状態は安定し（図６，７），
プラークコントロールも２１％と安定していた。歯周

図６ SPT３年時口腔内写真

図７ SPT３年時エックス線写真
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組織検査においても PD が４mm の部位が４％，
BOP のある部位は１３％と概ね良好な状態を維持し
ているが（図８），今後も PD の変化には注意してい
くつもりである。また，歯周基本治療において改変
することのできなかった，臼歯部ブリッジの咬合高
径に関する咬合状態の確認は，特に注意をして行っ
ている。口腔内診査，エックス線写真，患者の自覚
症状などにおいて，現在までのところ特筆すべき変
化は認めていない。しかし最近になって，仕事によ
るストレスで就寝中のクレンチングを自覚したた
め，生活環境の改善を指導した上で咬合性外傷の予
防を目的とした就寝時装着用のオクルーザルスプリ
ントを作製し，歯周組織の保護に努めながら経過観
察している。

結果および考察

歯周疾患は初期段階では無症状に進行し，自覚症
状が発現した時点では中等度～それ以上に進行して
いる場合も少なくない。平成１７年歯科疾患実態調査
によると，４５～５４歳において歯肉に所見のある者が
８８％を示したのに対し，平成１１年保健福祉動向調査
での歯科診療を受療中，または受けたことがある者
はこの年齢層では４３．５％，さらに歯周疾患に対する
治療を受けた者はそのうちの９．５％にとどまる１，４）。

このことは「歯周病であることに気付かないでいる
人」や「気付いていても治療しないでいる人」がい
かに多いかをあらわにしている。本症例も患者本人
の歯周疾患に対する意識は低く，歯肉の腫脹を自覚
しなければ来院することはなかったと考えられ，患
者本人の自覚無く進行した典型的な慢性歯周炎の一
症例であるといえる。

本症例はそのような口腔内に対する低い意識レベ
ルが招く口腔清掃不良，ならびに咬合性外傷により
歯周組織破壊が生じたケースである。患者へのモチ
ベーションは，患者自身によるプラークコントロー
ルを成功させる上でも，歯周治療を成功させる上で
も欠かすことのできない重要な事項である。そのた
めには主訴に対する早急な対応により信頼関係を築
き，その上で現在の口腔内における問題点と口腔の
健康の重要性を，口腔内写真や歯周組織検査などに
基づきながらわかりやすく伝えることが必要であ
る５）。これまで重度歯周炎患者に対する歯周治療に
際し，口頭での説明のみでモチベーションの向上も
あまり確認できないままに進めることもあったが，
それらは PCR の改善がみられなかったり，SRP を
行っても充分な成果が得られないことが多かった。
そこで今回の症例では，検査結果と共にイラストな
ど複数の手段を用いて歯周炎の病態を解説すること

図８ SPT３年時歯周組織検査
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で，患者本人が自らの現状を正しく認識し，自主的
に歯周炎を治すという意識をもてるよう心がけた。
そうすることで歯周治療へのモチベーションが上が
り，少しずつ口腔内や治療に関して積極的になって
いった。モチベーションの向上には，情報提供のた
めのいくつもの媒体が必要であると考えられる。

ブラッシグによる歯肉縁上のプラークコントロー
ルは，歯肉縁下細菌叢を減少させるといわれてお
り６），ブラッシグ指導が歯周基本治療の最も重要な
位置を占めているともいえる。また，歯周炎は口腔
清掃を困難にする不適合修復物・補綴物，食片圧
入，歯頚部齲蝕などのプラークリテンションファク
ターが存在すると増悪する１）。そのため，本症例で
はそれらの除去や修正を行うことで，正しいブラッ
シングによりプラークが確実に除去されるよう図り
ながら TBI を進めた。また，臼歯部のプラークコ
ントロールが困難なブリッジ部の TBI はより丁寧
に行った。TBI においても患者の技術的な問題は
少なく，低いモチベーションが課題であったため，
新しい物事を習慣付けるのに必要な，認識→関心→
熱意→行動→習慣のステップ３）を念頭に置き進める
ことで，日常生活におけるブラッシングの習慣化を
図った。患者本人がブラッシングを徹底するという
意思決定をし，PCR の低下というブラッシング時
の目標を掲げたことで挑戦心が起きたことが，PCR
の初診時６７％から歯周基本治療終了時１５％へという
著明な改善につながり，全顎的なプラークコント
ロールの成功に結びついたと考えられる。

本症例の患者は日常生活が不規則であり，ブラッ
シング指導と併行してそれに関しても指導を行っ
た。適切な食生活は健康な全身状態や口腔の健康を
維持し得ると考えられる。口腔の健康に対するモチ
ベーションを高めることは，日常生活の質を高める
ことでもあると考えられ，ブラッシング指導に偏り
がちな口腔衛生指導において，生活全般に及ぶ指導
も欠かせないものであると再認識した。

歯周基本治療を進めるに従い，歯肉の炎症が消失
し，視覚的に明らかな違いを認めるようになったた
め，初診時の口腔内写真と比較させ，さらなるモチ
ベーションの向上と歯周治療へのコンプライアンス
の増大を図った。患者との信頼関係を構築し，コン
プライアンスを高めることは，歯周治療上重要な要

素である７）。コンプライアンスを得られた指導や処
置を行うに伴い，症状の改善が得られると，モチ
ベーションはさらに上向きになるため，コンプライ
アンスとモチベーションは互いに密接に関与してい
ると思われる。患者が納得いかない治療は，むしろ
モチベーションの低下につながる。今回，歯周基本
治療におけるプロビジョナルレストレーションでの
咬合高径調整に対しては，賛同を得ることができな
かった。咬合調整を行い，基本治療後にフラップ手
術を行うにとどまったが，それらの処置に対するコ
ンプライアンスは得られ，歯周外科治療後の歯周検
査でも概ね良好な結果が得られた。そして，このこ
とによりさらに強い信頼関係を築くことができ，そ
の後の SPT に対するコンプライアンスも良好で
あった。患者の性格や考え方を充分に理解し，各患
者に合わせた歯周治療を行っていくことが必要であ
るといえる。

一連の歯周治療後 SPT へ移行する際に，深い歯
周ポケットが残存している場合は，SPT を中断す
ると歯周炎が悪化しやすく，歯周組織を安定させる
ためには SPT の長期継続が重要であると示唆され
ている８）。また，SPT のために来院する間隔や SPT
の継続期間が長くなると，モチベーションが低下し
SPT が不規則になりやすい７）。

本症例は SPT 開始から３年が経過しているが，
定期的なリコールに訪れ，来院ごとの PCR も２０％
前後の値を推移しており，現在のところモチベー
ションやプラークコントロールに問題はみられな
い。今後も炎症と咬合状態の確認に重点を置きなが
ら，SPT 継続期間の長期化に伴い，SPT や口腔内
に対するモチベーションの変化，プラークコント
ロール，生活環境などの変化には細心の注意を払
い，口腔機能を保つための口腔環境が維持できるよ
う適切な SPT を行っていく予定である。

今回の症例では，如何にして患者の治療へのモチ
ベーションを上げ，理解と協力を得るかという，歯
周治療において最も基本であり，最も重要である問
題について再認識することができた。モチベーショ
ンを向上，維持するには，歯周治療の全てのフェー
ズにおいて患者が五感を使って歯周炎や自身の口腔
内に関する様々な実体験をすることが不可欠であ
る。日常の臨床において，得てして高度な歯周治療
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に焦点が偏りがちであるが，それらは患者本人の高
いモチベーションの上に成り立つということを軽視
してはならない。

本論文の要旨は歯周病学講座ポストグラデュエートコース
第１２期生による症例提示として，第２９０回東京歯科大学学会
総会（２０１０年１０月１６日，千葉市）において発表し，座長推薦を
受けたものである。

文 献
１）歯周病とは，歯周病の診断と治療の指針２００７（日本歯周

病学会），１～２，７，医歯薬出版，東京，２００７．
２）Magnusson, I., Lindhe, J., Yoneyama, T., Liljenberg, B. :

Recolonization of a subgingival microbiota following scal-
ing in deep pockets. J. Clin. Periodontol, １１：１９３～２０７，
１９８４．

３）木下淳博：モチベーション，ザ・ペリオドントロジー

（和泉雄一，沼部幸博，山本松男，木下淳博），１２８～１２９，
永末書店，東京，２００９．

４）歯科衛生の動向２０００年版（日本口腔衛生学会），xix，
１１４，医歯薬出版，東京，２０００．

５）勝谷芳文：多くの患者に効率よくメインテナンスを行う
ために，歯界展望別冊歯周病のメインテナンス治療（加藤
熈，畠山善行，船越栄次），２８～３２，医歯薬出版，東京，
２０００．

６）Jerome B. Smulow, Samuel S. Turesky, Rachel G. Hill :
The effect of supragingival plaque removal on anaerobic
bacteria in deep periodontal pockets. JADA, １０７：７３７～
７４２，１９８３．

７）Wilson TG Jr, Glover ME, Schoen J, Baus C, Jacobs T. :
Compliance with maintenance therapy in a private peri-
odontal practice. J Periodontol,５５：４６８～４７３，１９８４．

８）福家教子，苅田典子，熊崎洋平，成石浩司，大西典子，
明貝文夫，岩本義博，新井英雄，高柴正悟：サポーティブ
ペリオドンタルセラピーおよびメインテナンスによる歯周
病の再発防止と進行抑制の効果に関する統計学的検討．岡
山歯誌，２７：１０５～１１３，２００８．

We report a case of severe generalized chronic periodontitis due to poor oral hygiene which was suc-
cessfully treated by interventions to improve patient motivation and intra-oral environment． A 54-year-
old woman presented for oral examination complaining of gingival swelling． At the initial periodontal ex-
amination，sites with a probing depth of ≧ 4mm and bleeding on probing were 34.7% and 42.4%，respec-
tively． The patient expressed little interest in her periodontal condition or therapy． Although she
failed to keep appointments during the early phase of treatment，her attitude gradually changed，becom-
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ment in periodontal condition，the patient was given supportive periodontal therapy（SPT）． During 3
years of SPT，the patient’s periodontal condition was well maintained． We believe that educating the
patient with regard to the importance of oral health and treatment contributed to the effectiveness of peri-
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