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口腔インプラント治療は近年急速に普及し，重要

な補綴処置としての位置を占めつつある。インプラ

ント体は骨によって支持が得られているため，機能

回復の点では非常に効果が高い。しかし，安全性に

ついての conference が行われているものの，他の

補綴処置に比較して歴史が浅く，インプラント体の

改良が急速に行われているため，今後さらに詳細な

データの蓄積が必要である。インプラントの失敗の

初期症状のひとつであるインプラント周囲炎には，

インプラント体に定着した細菌とそれにかかる力が

関与している。インプラント周囲組織に過剰な力が

かかった場合，骨の改造減少により周囲骨の吸収が

起こりそれによるインプラント体の動揺，それによ

るインプラントサカスの深化が起こり歯周病原菌の

定着も起こりやすくなる。

口腔には５００種を超す細菌がバイオフィルムを形

成，複雑な細菌叢を形成している１）。インプラント

による治療を行った後には，インプラント体の口腔

内に露出している部分には，天然歯の場合と同様に

バイオフィルムが形成される。バイオフィルムが厚

くなってくるとバイオフィルム内に酸素分圧の低い

部分が生じ，Porphyromonas gingivalis, Prevotella inter-

media, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Tannerella

forsythensis, Treponema denticola 等の歯周病原性菌の

定着が起こる。

インプラント周囲炎局所の細菌叢については以前

から歯周炎の細菌叢に類似しているという報告が多

い２，３）。その一方でインプラント周囲炎から検出され

た細菌の主要なものがブドウ球菌という報告や４），

インプラント体周囲は天然歯と異なり歯牙環状靱帯

がなくインプラント体と歯槽骨が直接 integration

を起こしているという形態学的特徴から考えると，

一般の歯周炎と違った病因のあることも考えられ

る。しかし，歯周病原菌が検出されている報告が多

い事は，歯周病原菌が病因に関与していることを示

して い る。我々がインプラント周囲の細菌叢をpo-

lymerase chain reaction による検出を試みた結果，

歯周病原菌は４０％から８０％の患者に認められてい

た５）。これを天然歯とインプラント周囲とに分けた

ものが図１である。明らかに菌種別の別の検出率の

パターンが類似していた。このうち P. gingivalis と

A. actinomycetemcomitans は，天然歯とインプラン

ト周囲の存在の有無に統計学的に有意な関連が認め

られた。

さらに天然歯歯肉溝からインプラントへの移行を

明らかにする意味で天然歯歯肉溝とインプラント体

周囲から P. gingivalis，P. intermedia を分離し，パル

スフィールド電気泳動法を用いて細菌の由来を解析

した。図２に示すように，A，B，C，D の４人の患

者から検出された P. gingivalis の泳動のパターンは

同一であり，天然歯歯肉溝からインプラントへの感

染が起こったことが分かる。P. gingivalis はインプ

ラントの埋入後１ヶ月ですでにインプラント体周囲

に定着し，P. ntermedia，P. gingivalis の７５％以上が天

然歯由来であった６）。

歯周病原菌は，歯肉溝深部でバイオフィルムを形

成して存在している。バイオフィルムはその増殖と

ともに一部が遊離し別の部位に付着し新しくバイオ

フィルムを形成する。Amano らは，P. gingivalis が

唾液中のスタテリンに付着できることを示してい

る。歯周病原性菌の感染ルートとしては，天然歯の

バイオフィルムから遊離した菌がインプラント表面

のスタテリン等の唾液タンパクに付着することに
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よってインプラント体に定着していると考えられる。

インプラント体の予後の推定およびメインテナン

ス時の状況の把握のためにはその部分の歯周病原菌

をモニターしリスクの判定をする必要が考えられ

る。まず，上で述べたように天然歯とインプラント

体の歯周病原菌の検出がほぼ同程度になってしまう

ことから考えると，術前に歯周病原菌の存在の有無

を調べ，可能な限り歯周病原菌除菌を行うことが基

本である。さらに，術後のメインテナンスにおいて

も定期的に歯周病原菌の検出を行いその増加傾向が

認められた場合，インプラント周囲の細菌叢のコン

トロールを強化する必要がある。PCR 法の一つで

ある real time PCR を用いれば，採取した細菌数中

に標的とする歯周病原性細菌が占める割合を半定量

的に調べられるので経時的に歯周病原菌を測定して

いくことが可能である。

Akagawa らは，３ヶ月間のコントロールによっ

てインプラント周囲の細菌叢を健常な天然歯歯肉溝

と類似した細菌叢に保つことが出来ることを示して

いる７）。これらの結果はインプラント埋入前に歯周

炎に罹患している歯に対しては，十分な歯周処置を

行い歯周病原菌の除菌を行うとともに埋入後も十分

なプラークコントロールを行うことによってインプ

ラント周囲炎のリスクと減らすことが出来ると考え

られる。
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図１ 天然歯とインプラント周囲からの歯周病原菌の検出

図２ 同一口腔内の天然歯からインプラントへの P. gin-
givalis の伝播についての解析
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