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１３２ 

臨床報告

二次性咬合性外傷を伴う広汎型重度慢性歯周炎に対し
フラップ手術を行った一症例

細井隆太郎１）２） 齋藤 淳２）

抄録：二次性咬合性外傷を伴う慢性歯周炎患者に対
し，咬合調整を含めた歯周基本治療および歯周外科
治療を行い良好な結果を得ている一症例を報告す
る。患者は５３歳女性で，歯周病の精査と歯石除去を
主訴に来院した。初診時，下顎前歯部に著明な歯石
沈着と歯肉腫脹，臼歯部に歯肉退縮を認めた。全顎
的にプロービングデプス（PD）５－７mmの歯周ポ
ケットを認め，上下中切歯の動揺は１度であった。
エックス線写真検査では全顎的な水平性骨吸収がみ
られ，＃１７，３１には歯根長１／２におよぶ骨吸収が認
められた。慢性歯周炎および咬合性外傷と診断し，
均衡接触を認めた＃１７，２７，３７，４７の咬合調整を行
い，それに並行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後，PD
４mm以上の部位に対してフラップ手術を行った。
再評価後，歯周組織が安定したことを確認し，サ
ポーティブペリオドンタルセラピーに移行，現在ま
で問題なく経過している。

緒 言

プラークは歯肉に炎症を引き起こす最も重要な因
子であり，歯肉炎ひいては歯周炎の初発因子であ
る。すなわち，歯肉炎や歯周炎はプラークが存在し
なければ生じず，既に生じている病変はこれを取り

キーワード：慢性歯周炎，歯周外科治療，咬合性外傷，プ
ラークコントロール，サポーティブペリオド
ンタルセラピー
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除くことによって改善する１）。つまり，口腔内への
関心度が低い患者に対して，プラークコントロール
の重要性を認識させること，また，サポーティブペ
リオドンタルセラピー（SPT）へ移行してからもモチ
ベーションを維持し続けることが重要となる。
歯周治療を行ううえで，プラークコントロールが

不十分であると，スケーリング・ルートプレーニン
グや歯周外科治療など，その後の治療の効果は著し
く低下し，歯周治療そのものが失敗する原因とな
る。たとえば，良好なプラークコントロールは歯周
組織の炎症の予防や歯周外科治療後の治癒に有益で
ある２）が，定期的管理下になく自己管理による口腔
清掃のみでは，原因除去に関し不十分な状態にな
り，効果的な歯周組織の管理には至らない３，４）。
また，歯周炎が進行する速度は，比較的緩慢で数

年単位で進行する。しかし，早期接触や均衡接触な
どによって異常に強い咬合力（外傷性咬合）が加わっ
て咬合性外傷を合併すると，破壊は急速に進行す
る。そのため，外傷性咬合や咬頭干渉を除去し，安
定した咬合を確立させ，歯周組織の機能を回復する
必要がある５）。歯周ポケットなど歯周パラメーター
の数値はもとより，患者のモチベーション，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，外傷性咬合やブラキシズムの存在，補綴物の状
態など治療の予後に影響を及ぼす因子を考慮したう
えで，治療方針を決定することが求められる。
今回，慢性歯周炎および二次性咬合性外傷によっ

て歯周組織破壊を惹起した患者に対し，咬合性因子
を軽減し，歯周外科治療を行うことによって良好な
経過を得られた症例を報告する。
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症 例

患 者：５３歳 女性
初診日：２００７年１１月２２日
主 訴：歯周病のチェックと歯石を取ってほしい。
現病歴：以前より定期的に除石のため近医受診。年
齢的に歯周病のことも気になり始め，東京歯科大
学千葉病院保存科を受診。

全身既往歴：特記事項なし。
口腔内既往歴：以前より近医にて定期的に除石は
行っていたが，それ以上の処置は行っていなかっ
た。また，１０数年前に，う蝕治療を行った記憶が
あるとのこと。

喫煙歴：なし
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。

１．現 症
１）口腔内所見（図１）
全顎的にプラークの付着量はさほど多くないもの

の，下顎前歯部を中心に縁上歯石と歯肉の腫脹を認
めた。また，上顎前歯部口蓋側では歯肉の発赤と腫
脹を認めた。臼歯部では歯肉退縮と楔状欠損が著明

であり，歯列においては，上下顎ともに前歯部で歯
列不正を認めた。咬合所見では，＃１７と＃４７，＃２７
と＃３７でそれぞれ側方運動時の均衡接触を認めた。
２）歯周組織検査（図２）
プロービングデプス（PD）の平均は３．７mmで４－

７mmの部位は４７％，７mm以上の部位は２．４％で
あった。動揺は＃１１，２１，３１，４１で１度だった。歯
周ポケットからの排膿は認めなかったものの，プ
ロービング時の出血（BOP）は４８．８％だった。また，
初診時のプラークコントロールレコード（PCR）は，
定期的に近医で除石していることもあってか３２．１％
であった。
３）エックス線所見（図３）
全顎的に水平性の骨吸収と下顎前歯部，上顎臼歯

部に歯肉縁下歯石と思われる不透過像が観察され
た。また，＃１７，３１は歯根長１／２に及ぶ垂直性骨吸
収を認めた。＃１６，１７，２６，２７，３７に歯根膜腔の拡
大を認めた。根分岐部病変は認めなかった。
２．診	 断
プラーク付着と咬合性外傷による広汎型重度慢性
歯周炎

３．治療計画
口腔内の診察，歯周組織検査及び診断結果から，

図１ 初診時 口腔内写真
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図２ 初診時 歯周組織検査（PD値で薄いグレーの表示は BOP（＋）の部位）

エックス線写真図３ 初診時

タフツ大学の分類に基づいて予後の判定を行ったと
ころ，歯根長１／３～１／２に及ぶ骨吸収を認めた＃１１，
１２，１６，１７，２１，２６，２７，３１，３２，４１，４７に関して
は Guarded，その他は歯石の付着やわずかに骨吸収
を認めるものの，予後が良好と思われるため Good
と判定した。まず，初診時 PCRが３２．１％と口腔清
掃状態がやや不良なことから徹底した口腔衛生指導
（TBI）を行い，口腔清掃に対してのモチベーション
を確立後，全顎 SRPにより歯肉の炎症のコントロー
ルを行う。それに並行し，側方運動時に均衡接触を
認める＃１７，２７，３７，４７の咬合調整とう蝕治療を行
う。さら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治療（組織付着療
法）を行う。歯周外科治療後の歯周組織の安定を待
ち，再評価を行う。その後，よりプラークコント
ロールが行いやすいように，矯正治療を行い，歯列
の調和をはかる。そして，再評価を行い，歯周組織
の安定を確認後，メインテナンスまたは SPTへ移

行する計画を立案した。

結 果

１）歯周基本治療（２００７年１２月～２００８年５月）
患者に治療計画を提示したところ，おおむね同意

が得られたが矯正治療に関しては消極的であった。
そのため，矯正治療は行わずに歯周治療を進めてい
くこととした。まずは，炎症のコントロールと口腔
内に対してのモチベーションを確立するため，プ
ラークコントロールの重要性を繰り返し説明し，ブ
ラッシング指導を行った。それと並行して側方運動
時に均衡接触を認めた＃１７，２７，３７，４７の咬合調整
と＃３７，４７にう蝕治療としてコンポジットレジン充
填を行った。その後，PCRの改善を確認し，全顎の
SRPを行った。
２）再評価（２００８年６月）
口腔内所見では，全顎的に歯肉の発赤，腫脹の消

退を認め，下顎前歯部では歯肉の著明な退縮を認め

― ４２ ― 
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た。PDが５mm以上の部位は減少し，５mm以上
残存した部位でも PD値の改善を認めた。BOPに
関しても，初診時４７．６％から歯周基本治療後には
１２．５％へ改善した。動揺度に関しては，＃１１，１２で
改善したものの，＃３１，３２，４１は多量の歯石が除去
されたことや，歯根長１／２に及ぶ骨吸収を認めたた
めか残存した。幾度にもわたる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向上
により PCRは改善し，歯周基本治療後は２０％を下
回り，炎症のコントロールが確立されていると判断
した。また，この際に非外科的歯周治療の成功基
準６，７）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ため，歯周外科
治療を行った。
３）歯周外科治療（２００８年７月～９月）フラップ手術
歯周基本治療後，PD４mm以上が残存した＃１４

－１７（図４），＃２４－２７に対して歯周外科治療を行っ
た。術前のエックス線所見では確認できなかった
が，＃１６－１７，＃２５－２７の歯間部にわずかに垂直性
の骨吸収を認めた。いすれの部位も，水平性の骨吸
収が主体であり，歯周組織再生療法の適応ではない
ことや，フラップ手術のみで歯石や不良肉芽組織を
掻爬し，ポケットの除去が可能であると判断したた
め，フラップ手術とした。また，根分岐部病変は認
めなかった。
４）再評価（２００９年１月）
歯周外科治療から４か月後に再評価を行った。＃

１６遠心に PD４mmが残存していたが，歯肉の状態
は安定していた。全顎的に歯肉退縮が認められ，色
調も改善していた。エックス線所見では，全顎的に
歯槽硬線の明瞭化や，歯石が除去できていることが

確認できた。初診時や歯周基本治療後に動揺の認め
られていた部位は０度となり，改善を認めた。
５）口腔機能回復治療（２００９年３月）
咬合状態を慎重に観察し，早期接触や側方運動時

の均衡接触を認めないことを確認した。また，同時
に初診時より齲蝕がやや進行していた＃１７，２７に対
し，う蝕治療としてコンポジットレジン充填を行っ
た。
６）SPT（２００９年４月）（図５）
SPT移行時には PDが４mmの部位が２か所とな

り，炎症も落ち着いており，動揺も０度で安定して
いた。エックス線画像所見においても，引き続き歯
槽硬線の明瞭化を認めた（図６）。Lang & Tonettiの 

８）Periodontal Risk Assessment（PRA）（図７）を用い
て評価したところ，SPTにおけるリスクは骨吸収
年齢比が０．８１となり，中等度のリスクと判定され
た。プラークコントロールに対するモチベーション
は維持されているため，PCRも２０％以下を保って
いる。現在，SPTの間隔は，口腔内の清掃状況か
ら考えると３～４か月が妥当と思われるが，患者は
体質的に歯石が沈着しやすく，セルフケアに支障が
生じないように２か月間隔とし，スケーリングを中
心に行い，必要があれば TBI を行いモチベーショ
ンの維持を図っている。現在，セルフケアは歯ブラ
シおよび歯間ブラシを用いて毎食後と間食後に５分
以上ブラッシングを行っている。特に，歯石の付着
しやすい下顎前歯部は鏡を見ながらより入念に歯間
ブラシを行うように指導している。本症例は，病因
としてプラークコントロールの不良，歯石および咬
合性外傷であったため，プラークコントロールの維
持と定期的な咬合の状態確認を中心に SPTを行っ

図４ 歯周外科治療（＃１４～１７）

― ４３ ― 
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図５ SPT開始時 口腔内写真

図６ SPT開始時

ていく必要がある。
現在，SPT開始から６年経過しているが，特に

大きな変化はなく歯周組織の状態は安定している
（図８－１０）。

考 察

患者は当病院受診以前，除石を目的に歯科医院を


定期受診していたが，専門的な歯周病治療を行う機


会はなかった。ブラッシングについても専門的な指


導を受けたことはなかったが，歯周病になりたくな


いという意思のもと，ブラッシングに対する意識は


エックス線写真

高く，初診時の PCRは３２．１％であった。また，臼
歯部を中心とした歯肉退縮と楔状欠損は，不適切な
ブラッシング（過度なブラッシング圧）と歯列不正に
よる咬合性外傷が関連していると思われた。
歯周基本治療では TBI を複数回行い，正しいブ

ラッシング法を修得させると同時に，歯周病に対す
る関心も高めモチベーションの向上を目指したが，
下顎前歯の叢生部や口蓋側，舌側歯頚部などのブ
ラッシングの困難な部位には毎回プラークの付着が
認められた。しかし，SRPを行い実際に患者自身
が歯肉の炎症の改善を自覚できたこと，これ以上歯

― ４４ ― 
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図７ Lang & Tonetti の PRAによる SPT時のリスク
アセスメント

周病を進行させたくないという強い気持ちから，さ
らなるプラークコントロールのモチベーションの向
上へつながったと考えられた。モチベーションは，
患者自身のプラークコントロールを成功させるうえ
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，患者との信頼関係を確立したうえで，口
腔の健康の重要性を認識させ，プラークコントロー
ルが口腔の健康を回復維持・機能していくために不

可欠であることを自覚させる必要がある５）。本症例
では，口腔内写真により問題点や歯肉の炎症や歯周
ポケットの変化を具体的に示したり，毎回治療前に
プラークの付着している部位を探針で示すなどの工
夫を行ったが，一般的にはモチベーションは，時間
の経過とともに効果が低下するので，定期的にモチ
ベーションの維持や向上を行うことが必要である。
大臼歯部や前歯部に認められた，垂直性の骨吸

収，歯根膜腔の拡大，動揺は咬合性外傷を引き起こ
すと考えられている早期接触９）が原因であると考え
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，臨
床所見では動揺の増加，早期接触，歯周ポケットの
形成，歯の病的移動などがあり，エックス線所見で
は歯根膜腔の拡大，歯槽硬線の変化，歯槽骨や歯根
吸収などがあげられる５）。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
の歯槽骨破壊が進行する１０，１１）。咬合性外傷に対する
処置として咬合調整があるが，これは外傷性咬合を
是正することによって，咬合時の歯周組織に加わる
咬合力を取り除くことである。歯を選択的に削合す
ることによって，咬合力を多数歯に均一に分散さ
せ，歯軸方向へ力が伝わるようにすることで，より

図８ SPT開始後６年 口腔内写真

― ４５ ― 
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図９ SPT開始後６年 歯周組織検査 BOPは認めず

図１０ SPT開始後６年

正しい歯の接触関係を保ち，歯周組織の安定をはか
る治療法である３）。
また，口腔清掃不良などにより歯周組織の炎症が

ある歯は，炎症に伴い歯が移動していることがある
ため，炎症の改善により正常な位置に戻る可能性が
ある。したがって，炎症があるときには高度の外傷
性咬合や咬頭干渉のみ調整し，少なくともプラーク
コントロールなどにより，肉眼で認められる炎症が
消退したのちに精密な咬合調整を行う。本症例で
は，歯根膜腔の拡大と均衡接触を認めた＃１７，２７，
３７，４７の咬合調整のみ行い，＃１１，２１，３１，４１の動
揺に関しては，炎症の消退を優先して行い，経過を
追った。
歯周基本治療後の再評価では前歯部の動揺が残存

したものの，歯肉の炎症や歯周ポケットは改善を認
めた。さらに，非外科的治療の成功基準６，７）から全顎
的な評価を行ったところ，PLI は ClassⅠだったが，
Closed pocket，BOPが ClassⅡであり，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４

エックス線写真

mm以上の PDが残存している＃１４－１７，２４－２７に
対してフラップ手術を行うこととした。
エックス線画像所見によると，＃１４－１７，２４－２７

ともにほぼ水平性の骨吸収像だったが，実際にフ
ラップを展開すると，わずかではあるものの隣接面
に垂直性骨吸収を認め，基本治療時の縁下歯石の取
り残しも直視で除去できたため，フラップを開け，
明視野での歯石の除去は有効であったと考えられ
る。また，いずれの部位も，水平性の骨吸収が主体
であり，フラップ手術のみで歯石や不良肉芽組織を
掻爬し，歯周ポケットの除去が可能であると判断し
たため，歯周組織再生療法は行わずにフラップ手術
のみとした。
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持続さ
せ，歯周組織の健康を維持できることが多くの研究
により示されている。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

― ４６ ― 



１３９ 歯科学報 Vol．１１６，No．２（２０１６）

るいは定期的でプロフェッショナルなインストゥル
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。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１２，１３）。
反対に，歯周病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場
合があることや１４－１６），歯周外科を実施した後にプ
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１７），SPTを実
施することの重要性が報告されている。
SPT移行から６年経過しているが，歯周ポケット

の再発や歯肉の炎症は見られず，PCRも１０％代を
維持している。現在２か月ごとのリコールを行って
いるが，来院時は下顎前歯部に歯石の付着を認める
ことが多いため，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考える。
本症例では，口腔清掃状態不良と咬合性外傷を

伴っていたため，中等度の歯周組織破壊が認められ
た。そのため，モチベーションの確立と咬合負担を
軽減させ，フラップ手術を行うことで歯周組織の改
善を得られた。今後は，さらに口腔清掃状態，咬合
状態を診査しながら経過を追う必要があると思われ
る。

本論文の要旨は，第２９２回東京歯科大学学会（２０１１年１０月１５
日，千葉市）において一般口演（示説）ポスター症例として発
表した。
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A case report of surgical periodontal therapy for advanced chronic periodontitis 
with secondary occlusal trauma 

Ryutaro HOSOI１）２），Atsushi S AITO２）

１）Tokyo Dental College Chiba Hospital
２）Department of Periodontology, Tokyo Dental College 

Key words : chronic periodontitis, periodontal surgery, occlusal trauma, plaque control, supportive periodontal therapy 

We report a case of chronic periodontitis accompanied by secondary occlusal trauma，which was
treated by initial periodontal therapy，including occlusal adjustment and periodontal surgery． The pa-
tient（５３-year-old female） requested periodontal examination and scaling． Examination showed calculus
deposition and gingival swelling in the lower anterior teeth and gingival recession in the molar region． 

Some sites showed a probing depth（PD）of ５－７mm，and tooth mobility of the central incisors was de-
gree １. Radiographic examination revealed horizontal bone loss，and teeth ＃１７ and ３１ showed angular 
bony defects exceeding ２／３ of the root length． Based on a clinical diagnosis of advanced chronic peri-
odontitis with secondary occlusal trauma，initial periodontal therapy consisting of plaque control，scaling
and root planning，and occlusal adjustment was implemented． For teeth that showed  a  PD＞４mm，＿
open flap debridement was performed． After reevaluation，the patient was placed on supportive peri-
odontal therapy． So far，the periodontal condition has remained stable．

（The Shikwa Gakuho，１１６：１３２－１４０，２０１６）
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