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抄録：咬合性外傷を伴う慢性歯周炎患者に対し，咬
合調整および歯周外科治療を行い良好な経過を得て
いる一症例を報告する。患者は６３歳男性。右上の奥
歯の動揺と疼痛を主訴に来院。初診時，口腔清掃状
態不良で全顎的に歯肉の腫脹と発赤を認めた。主訴
の＃１５，１６，１７はプロービングデプス（PD）１０ mm
以上の歯周ポケットを認め，動揺は３度であった。
エックス線写真では全顎的な水平性骨吸収，＃１５は
歯根長２／３以上に及ぶ垂直的骨吸収，また＃１６，１７
は根尖まで及ぶ骨吸収を認めた。慢性歯周炎及び咬
合性外傷と診断し，保存不可能な，＃１６，１７を抜
歯，＃１５の咬合調整を行った。そしてプラークコン
トロールおよび全顎的なスケーリング・ルートプ
レーニング（SRP）後，PD ５ mm以上の部位に対し
てフラップ手術を行った。再評価後，欠損部補綴を
行いサポーティブ・ペリオドンタルセラピー（SPT）
に移行し，現在まで問題なく経過している。

緒 言

プラークは歯周病の発症因子であり，口腔内に対
する関心度が低い患者に対して，治療を行うことは
もちろん，治療前に患者自身にプラークコントロー
ルの重要性を意識させること，またサポーティブペ
リオドンタルセラピー（SPT）に移行してからもモチ
ベーションを維持し続けることが非常に重要になっ

てくる。
一方，歯周病増悪の重要な局所性修飾因子として

咬合性外傷が挙げられる１）。特に歯周病に罹患した
歯周組織に対して更にダメージを与える二次性咬合
性外傷は急速に歯周組織の破壊をもたらすことが報
告されており２，３），エックス線所見では歯槽硬線の消
失，歯根膜腔の拡大および垂直性の骨吸収を認め
る４）。更に進行すると動揺度や骨吸収の増加が認め
られ，治療後の予後も不良になる。しかし，骨吸収
の状態や動揺度による明確な抜歯の基準がないた
め，ある程度治療による効果を見越して抜歯の判断
をしなくてはいけない状況も存在する。根尖に及ぶ
骨吸収，著しい動揺や疼痛，繰り返す腫脹など明ら
かに抜歯の適応となる場合以外は，患者自身は１本
でも多く残したいと考えるものであり，特にまだラ
ポールが形成される前などは抜歯を拒否することも
多い。また治療による歯周組織の反応やブラキシズ
ムや喫煙等の歯周組織に与える生活習慣にも個人差
があり，治療効果を推測し，抜歯のタイミングを決
定するのも困難である。一般的に動揺度が大きいと
スケーリング・ルートプレーニング（SRP）や歯周外
科治療などの処置後に更に動揺が増加し，歯の寿命
を短くしてしまう可能性もあり，その場合は隣接歯
との固定を行うが，逆に固定は行わず全く咬合を与
えないという選択肢もある。患者により歯周組織に
影響を及ぼす基礎疾患や喫煙などの全身的な因子，
ブラキシズムの存在や補綴物の状態など治療の予後
に影響を及ぼす様々な因子が複雑に絡んでくる。
今回我々は慢性歯周炎および咬合性外傷により歯

周組織破壊が進行した歯に対して有害な咬合因子の
除去と歯周外科治療を行うことにより良好な経過を
得た症例を報告する。
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症 例

患 者：６３歳男性
初診日：２００６年９月２日
主 訴：右上の奥歯の痛みと揺れ
現病歴：２００５年９月から右側上顎臼歯部の出血と歯
の動揺を自覚するも放置。２００６年８月下旬から動揺
が増大，また疼痛を自覚したため東京歯科大学千葉
病院保存科を受診。
全身既往歴：高血圧症（１４０／９０mmHg）食事療法の
みで投薬治療は受けていない。
口腔内既往歴：以前より齲蝕治療で歯科に通院した
ことはあったが，歯周治療の既往はなかった。
喫煙歴：２０歳から４０歳まで１日１０本程度の喫煙経験
があったが，現在は禁煙している。
１．現 症
１）口腔内所見（図１）
全顎的に歯頚部に多量のプラークを認め，歯肉の

腫脹及び発赤を認めた。特に主訴である上顎右側の

臼歯部の口蓋側歯肉では著しい腫脹とポケットから
の排膿も認められた。
歯列においては＃１４，１５間，＃１１，２１間及び＃

２５，２６間に広い歯間空隙を認めた。咬合所見では＃
１５，１６，１７に早期接触，側方運動時には均衡接触を
認めた。
２）歯周組織検査（図２）
プロービングデプス（PD）の平均は５mmで４－７

mmの部位は４１．７％で，７mm以上の部位は２６．２％
であった。特に＃１６，１７は PDが５－１０mm，１５は
７－１０mmと深く，動揺は３度であり，＃１６，１７に
関しては歯周ポケットからの排膿も認めた。また初
診時のプラークコントロールレコード（PCR）は７２％
と高い値を示した。
３）エックス線所見（図３）
全顎的に水平性の骨吸収と歯肉縁下歯石を認め

た。また＃１５，２５，２６，３６に垂直性の骨吸収，特に
＃１５には歯根長２／３以上に及ぶ骨吸収を認めた。さ
らに＃１６，１７に関しては根尖に及ぶ骨吸収を認めた。

図１ 初診時口腔内写真
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２．診 断
口腔内清掃不良と咬合性外傷による広汎型中等度

慢性歯周炎
３．治療計画
検査及び診断結果を基に個別の歯について予後

の判定を行った後，以下の治療計画を立案した。予
後が hopeless と判断された＃１５，１６，１７の抜歯を
行い，同欠損部に治療用義歯を作製。初診時 PCR
が７２％と口腔清掃状態が悪いことから徹底したブ
ラッシング指導（TBI）を行い，口腔清掃に対するモ
チベーションを上げた後，SRPにより歯肉の炎症
のコントロールを行う。更に再評価の結果に応じ
て，PDが４mm以上残存した部位に対して歯周外
科手術を行う。治療後の歯周組織の安定を待ち，再
評価を行う。その後，右側上顎欠損部の最終補綴と
して義歯を再作製し，SPTまたはメインテナンス
に移行する計画を立案した。

なお，症例報告における臨床データの使用につい
て患者に説明を行い，文章による同意を得た。本症
例報告は東京歯科大学倫理委員会の承認を得て行っ
た（№ ４００）。

結 果

１）歯周基本治療（２００６年９月～２００７年２月）
患者に治療計画を提示したところ＃１５，１６，１７の

３本の抜歯に強い抵抗を示したため，根尖まで骨吸
収が及んでない＃１５は抜歯せず，歯周治療を行うこ
ととなった。＃１６，１７抜歯後，同欠損部に対し治療
用義歯を作製した。そして炎症のコントロールおよ
び口腔内に対するモチベーションを高めるため，繰
り返しプラークコントロールの重要性の説明および
ブラッシング指導を行った。また＃１５は抜髄，根管
充填後に咬頭を削去し，対合歯との接触を避けた。
PCRが改善してきたため全顎の SRPを行った。

図２ 初診時の歯周組織検査

図３ 初診時エックス線写真
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２）再評価（２００７年３月）（図４）
口腔内所見では全顎的に歯肉の発赤，腫脹の消退

を認めた。PDが５mm以上の部位が減少し，５mm
以上でも PD値の改善を認め，BOP，動揺について
も改善が認められた。数回の口腔衛生指導と治療が
進んだことによる患者自身のモチベーションアップ
により PCRは改善してきたが３０％を下回ることは
なかった。しかし炎症のコントロールが認められた
ことから歯周外科治療を行った。またこの際に非外
科的歯周治療の成功基準５，６）による評価を行ったとこ
ろ，非外科治療では，歯周組織の改善は不十分と判
定された。
３）歯周外科手術（２００７年５月～７月）フラップ手術
（図５ａ，ｂ）
歯周基本治療後，PD５mm以上の部位に歯周外

科治療を行った。歯周外科治療＃４２－３２では歯間部
に垂直性の骨吸収を認めた。＃４７，３６に頬側から１
度の根分岐部病変，＃２４－２７は水平性の骨吸収を認
めた。また＃１５は周囲に深くて広い４壁性の骨吸収
を認めた。いずれの部位もフラップ手術を行った。
４）再評価（２００７年１１月）
歯周外科治療から３ヶ月後再評価を行った。PD

が４mmの部位が２箇所あったが歯肉の状態は安定
していた。＃１５部は歯周外科治療後もしばらく咬合
を与えなかったところ遠心に移動し，＃１４から１歯
分離れた位置で落ち着いた。また再評価でポケット
３mm以下，動揺も０度に改善がみられ，エックス
線では周囲の骨様不透過像の亢進も認められたた
め，テンポラリーブリッジを作製し，咬合を与え
た。

５）口腔機能回復治療（２００８年５～６月）（図６）
テンポラリーブリッジを装着して経過を追い，特

に動揺やポケットの悪化も認めることなかったた
め，最終補綴で永久固定を行った。更に＃１６，１７の
欠損部には義歯を作製した。

図４ 歯周基本治療後の歯周組織検査

ａ：１５，１４の歯周外科治療時

ｂ：１５，１４の歯周外科後

図５ 歯周外科治療
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６）SPT（２００８年９月）（図７，８，９）
SPT移行時には PDが４mmの部位が１箇所と

なり炎症も落ち着いている。特に骨吸収の著しかっ
た＃１５の動揺も認められない。エックス線において
も＃１５周囲には経過とともに不透過性の亢進が認め
られる（図１０）。

Lang & Tonetti の Periodontal Risk Assesment
（PRA）７）（図１１）にて評価したところ SPTにおける
リスクは低リスクとなった。プラークコントロール
に関してモチベーションは維持しているため PCR
も２０％前後ではあるが，それでも仕事が忙しくなる
と４０％台になることもあり，通常のリコールは３ヶ

図７ SPT開始時の口腔内写真

ａ：未装着時 ｂ：装着時
図６ 上顎補綴
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月間隔としているが，悪化した場合は期間を短く設
定し，繰り返しTBI を行うことで対応している。
現在では歯ブラシおよび歯間ブラシを用いて一日３
回，５分以上ブラッシングを行い，特に朝夕は鏡を
持ちながら口腔内を確認して行っているため，以前
は磨き残しの多かった＃１７の頬側歯頚部や＃１４△１５
部もほとんどプラークを取り残すことがなくなって

いる。はじめの病因がプラークコントロールの不
良，歯石および咬合性外傷であったことからプラー
クコントロールの維持と定期的な咬合のチェックを
中心にリコールを行っていく必要がある。
SPT開始から３年９ヶ月経過した現在まで特に大

きな変化はなく状態は安定している（図１２～１４）。

図１０ １５周囲のエックス線写真

図８ SPT開始時の歯周組織検査

図９ SPT開始時

ａ：初診時 ｂ：SPT開始時 ｃ：SPT開始
１年１１ヶ月後
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考 察

患者は現在まで齲蝕治療で歯科通院する機会は
あったが，歯周治療の既往はなく，ブラッシングに
ついても指導は受けたことがなかったため，初診時
の PCRは７２％と高値を示した。またブラッシング
時の出血を自覚していたにもかかわらず放置してい
たことから口腔内に対する関心度の低さが伺えた。
歯周基本治療でTBIを複数回行い，本人のモチベー
ションも上がってきたが，口蓋側，舌側歯頚部歯
肉，歯肉の退縮している＃４７頬側歯頚部，歯間空隙
のある歯の隣接面などのブラッシングが困難な部位
には毎回プラークが付着していた。しかし，SRP
を開始して実際に患者自身が歯肉の炎症の改善を自
覚できたこと，またこれ以上抜歯したくないという
強い気持ちから更なるプラークコントロールのモチ
ベーションアップへとつながったと考えられた。治
療効果を上げるためにはプラークコントロールが非
常に重要であり，それを効果的に導くには患者に口

腔の健康を回復維持・機能していくためにプラーク
コントロールが不可欠であることを自覚させること
が必要である８）。しかしモチベーションは時間とと

図１１ Lang & Tonetti の PRAによる SPT時の
リスクアセスメント

図１２ SPT開始３年９ヶ月後
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もに低下してしまうので，維持するために繰り返
し，定期的に行うことが必要となる。
また，初診時に立案した計画では動揺３度，およ

び咬合時痛のある＃１５，１６，１７を抜歯としたが，３
本の抜歯は避けたいと強い希望があったため，今後
の治療の経過しだいでは抜歯となる可能性があるこ
とを説明し，＃１５に関しては，保存的に治療を行う
こととなった。上顎右側臼歯部の垂直性骨吸収に関
しては，咬合性外傷をひきおこすと考えられている
早期接触９）が原因と考えられた。咬合性外傷は歯周
炎の初発因子ではないが歯周炎を進行させる重要な
修飾因子であり１），エックス線所見では歯根膜腔の
拡大，歯槽硬線の変化，歯根吸収や垂直性骨欠損な

どがあげられる４）。さらに口腔内清掃不良による歯
周炎に咬合性外傷が伴うことで急速に垂直性の骨破
壊が進行し２，３），本症例の＃１７，１６のように吸収が著
しく根尖まで及ぶと保存が不可能になる。動揺歯に
対しての治療に対する考え方は，まず原因が炎症か
ブラキシズムや早期接触などの咬合性外傷が関与し
ているのか判断する必要がある。基本的には炎症に
対する治療を優先させてから咬合調整や暫間固定を
行うが動揺が著しい場合には先に行う１０，１１）。本症例
では歯周基本治療の段階から隣接歯との固定は行わ
ず，全く咬合させないことを前提として麻酔抜髄，
根管充填を行い，咬頭を削去し経過を追った。
また抜歯の時期に関しては通常検査，診断，治療

図１３ SPT開始３年９ヵ月後歯周組織検査

図１４ SPT開始３年９ヵ月後
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計画により保存不可能と診断した場合には，歯周基
本治療の段階で抜歯を行うが，検査で保存の可否を
迷う場合は，基本治療中には抜歯せず，基本治療後
の再評価で検討する場合もある。特に急性症状を伴
う場合には，一般的に歯の動揺は増悪しやすく，
PDも深く測定されるので，正しい診断を行うため
に急性炎症消退後に判定を行う事が望ましいとされ
ている。今回は＃１５に関して骨吸収が歯根長の２／３
に及び動揺も３度で保存が難しい状態ではあった
が，今後抜歯になる可能性もあると治療方針に関し
て十分に説明し，治療後の再評価を確認しながら進
めていくこととなった。
歯周基本治療後の再評価では＃１５の動揺度も１度

になり歯周ポケット及び歯肉の炎症も改善を認め
た。更に非外科的治療の成功基準５，６）から全顎的な評
価を行ったところ，非外科治療のみでは不十分と判
定されたため，再評価時に５mm以上の PDが残存
している部位に対して歯周外科処置を行うことと
なった。
PD５mm以上存在した部位のうち，＃２４－２７以

外の部位では垂直性骨吸収を認め，SRP時の縁下
歯石の取り残しも除去できたため，フラップを開い
ての外科的な歯石除去が適切であったと思われる。
＃１５に関しては４壁性の骨吸収であり，SRPや歯
周外科治療においても術後の動揺の増加が予想され
た。そのため咬合性外傷および炎症の原因物質を除
去しても動揺や PDなどの改善が認められず，抜歯
が適応になる可能性が最後まであったこと，またフ
ラップ手術単独による歯周組織の反応を確認するた
め再生療法は行わなかった。歯周外科後の再評価に
より＃１５の動揺も０度に改善し，他部位においても
歯周組織の改善が認められたため，欠損部の補綴を
行い SPTへと移行した。その際行った SPT移行時
のリスク評価７）では低リスクとなった。現在までの
エックス線写真の変化では＃１５周囲の不透過性の亢
進も認められる。
積極的な歯周治療に引き続き，歯周組織の SPT

を行うことにより，歯周治療の効果を長期間継続さ
せ，歯周組織の健康を維持できることが多くの研究
によって示されている１２，１３）。SPTのねらいは，定期
的に患者を来院させることにより，患者の状況を正
確に把握し，口腔清掃のモチベーションを高めた

り，あるいは定期的でプロフェッショナルなインス
ツルメンテーションによって再感染を遅延させた
り，再発を早期に検出して歯周病の進行を最小限に
抑制することにある１４）。SPTを行った歯周病患者に
おいては，その後の歯の喪失の可能性やアタッチメ
ントロスが減少したり，歯肉の炎症関連パラメー
ターが改善したりすることが長期観察の研究におい
て報告されている。反対に，歯周炎の既往がある患
者については，ホームケアの範囲での歯肉縁上プ
ラークコントロールの徹底のみでは歯周病の進行を
抑制できない可能性があることや１５－１７），歯周外科治
療を行った後にプラークコントロールが不十分であ
ると再発の可能性が極めて高いことなどが知られて
おり１８），SPTを実施することの重要性が報告されて
いる。本症例では SPT移行時から３年９ヶ月経過
しているが PCRも概ね２０％台を推移しており，＃
１５△１４部のブリッジも動揺は無く PDも３mm以内
に落ち着いている。リコール時にポンティック部に
プラークの付着を認めることもあり，咬合のチェッ
クとともに注意深く経過を追っていく必要があると
思われる。
本症例では口腔清掃状態が悪く，咬合性外傷を

伴っていたため，著しく歯周組織破壊が進行してい
た。そのため治療中一時的に咬合負担を軽減させ，
歯周外科を行うことで歯周組織の改善を認めた。今
後さらに口腔清掃状態，咬合状態を確認しながら経
過を追う必要がある。

本論文の要旨は，第５５回日本歯周病学会秋季学術大会
（２０１２年９月２５日，つくば市）において専門医ポスター症例と
して発表した。
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A case report of surgical periodontal treatment for severe
periodontal tissue destruction with occlusal trama

Mariko NAKANISHI，Shigeki YAMAMOTO，Atsushi SAITO

Department of Periodontology, Tokyo Dental College, Chiba Japan

Key words : chronic periodontitis, surgical periodontal treatment, occlusal trauma, plaque control, tooth mobility,

supportive periodontal therapy

We hereby report a case of chronic periodontitis accompanied by occlusal trauma which was treated
by periodontal therapy including occlusal adjustment and periodontal surgery． The patient（６３‐year-old
man）presented with the chief complaints of mobile teeth and pain in the upper right molar region． Ex-
amination at the first visit revealed poor oral hygiene and gingival swelling and redness． Teeth #
１５，１６，and １７ showed a probing depth（PD）of over １０ mm and tooth mobility was degree ３（Miller in-
dex）． Tooth #１５ showed an angular bony defect exceeding２／３ of the root length． The alveolar bone
defect around #１６and１７reached close to the tip of the root． Based on a clinical diagnosis of chronic pe-
riodontitis with occlusal trauma，#１６ and １７（hopeless prognosis）were extracted and occlusal adjustment
performed for #１５． After initial periodontal therapy consisting mainly of plaque control，scaling and root
planing，open flap debridement was performed for sites with PD－＞５mm． After reevaluation，pros-
thetic treatment was performed and the patient was placed on the supportive periodontal therapy． So
far，the periodontal condition has remained stable． （The Shikwa Gakuho，１１３：２８４－２９３，２０１３）
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