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抄録：深い垂直性骨欠損を有する慢性歯周炎に対し
て，歯周組織再生療法を含めた歯周治療にて改善を
得た後，インプラント補綴を行った１症例を報告す
る。患者は５７歳男性で，上顎前歯の動揺を主訴とし
て来院した。主訴の２２は歯肉炎症および動揺が著し
かった。エックス線検査では臼歯部を中心に歯根長
２／３以上の垂直性骨吸収が認められた。広汎型重度
慢性歯周炎の診断のもと，歯周基本治療を行った。
２２の予後は hopeless と判断し，抜歯を行った。再
評価後，歯周外科治療に移行した。１７～１４，３７，４５
部には，エナメルマトリックスデリバティブを用い
た再生療法を行った。外科治療後，リアルタイム
PCR法を用いた歯周病原性細菌の検査では低リス
クと判断され，抜歯後の２２部に十分な骨量が存在し
たことから，インプラント補綴を行った。サポー
ティブペリオドンタルセラピー移行時に，Peri-
odontal Risk Assessment を行った結果，低リスク
であった。現在，メインテナンス移行後６か月が経
過し，歯周組織は概ね良好な状態を維持している。
広汎型重度歯周炎患者に歯周組織再生療法およびイ
ンプラント補綴を行うことの有効性を再確認した。

緒 言

歯周炎では，歯周局所で歯周病原性細菌と宿主の
免疫応答による戦いが繰り広げられ，結果として歯
周組織が破壊される。歯周炎の治療としては，まず
プラーク細菌を抑制あるいは除去するための歯肉縁
上のプラークコントロールやスケーリング・ルート
プレーニング（SRP）を中心とした歯周基本治療が行
われる。改善が不十分な場合は，歯周外科治療が選
択肢の一つとなる。１９７０年代後半以降，歯周外科手
術としてフラップ手術が主に行われてきたが，その
治癒は，長い上皮性付着によるものとされている１）。
１９８０年代後半から歯周治療の目標は付着機能の再生
であると考えられるようになり，組織再生誘導法
（GTR）が臨床応用されるようになった。GTR法に
関する多くの優れた臨床成績が報告される一方で，
GTR法で再生したセメント質は，健全な歯周組織
に存在する無細胞セメント質とは異なることが示さ
れた２）。一方，歯の形成や発生に関する成長因子が
創傷治癒に及ぼす影響についての研究が進み，歯周
組織形成に関わるエナメル基質タンパク質（EMP）
に注目が集まるようになった。EMPは，ヘルト
ヴィッヒ上皮鞘から分泌されるアメロジェニンを主
成分としている。そこから精製された酸性抽出物は
エナメルマトリックスデリバティブ（EMD）として
臨床応用され，その治療成果について多くの報告が
認められる３，４）。
このように新たな治療法が歯周治療の予知性を高

めているが，それでも保存が不可能な歯は現実に存
在し，抜歯が選択される。歯周治療における補綴処
置については様々な課題が存在する。歯周病患者へ
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の口腔機能回復治療としては，従来の義歯，ブリッ
ジによる回復に加え，近年インプラント補綴による
方法が増加してきている。骨に直接支持を求めるイ
ンプラント治療は，歯周病患者における機能回復と
いう観点から大きな利点を有している５）。その一方
で，残存骨量や歯周病原性細菌の感染などのリスク
について考慮が必要となる。
今回我々は，広汎型重度慢性歯周炎を有する患者

に対し，歯周組織再生療法を含めた治療を実施し歯
周組織の改善を認めた後，欠損部に対してインプラ
ントを適用し，良好な結果を得たので報告する。

症 例

患者は５７歳男性。２，３か月前より上顎前歯の動
揺を主訴として平成１９年６月，本学水道橋病院に来
院した。全身既往歴として特記事項はなく，非喫煙
者であった。初診時口腔内は，全顎的に歯肉の発
赤，腫脹を認めた（図１）。特に２２部は炎症が著しく
歯周ポケットからの排膿を認めた。初診時の歯周組
織検査（図２）では，プロービングデプス（PD）４
mm以上の歯周ポケットが全測定部位の３５％を占め
ていた。プロービング時の出血（BOP）陽性の部位

図１ 初診時の口腔内写真
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は，全測定部位の１７％に認められた。２２の動揺は３
度であった。エックス線検査（図３）では１５，１４，
２２，２５，２６，３７，４５に歯根長２／３以上の垂直性骨吸
収が認められ，特に２２の骨吸収は根尖部まで及んで
いた。前歯部は軽度の開咬状態を呈していたが，２２
には早期接触を認めた。初診時の口腔清掃状態は，
Plaque Control Record（PCR）６）で４５％であった。以
上より広汎型重度慢性歯周炎と診断した。
検査およ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 と判定された２２の抜歯を行い，ブ
ラッシング指導や SRPによって歯肉炎症の改善を
図る。咬合状態の改善のための矯正治療の可能性に
ついて検討する。その後，再評価の結果に応じて，

必要部位に対し歯周外科治療を実施する。歯周組織
のさらなる改善を確認した後，欠損部（２２）の補綴処
置を行う。以上の治療計画を患者に説明，同意を得
て治療を開始した。尚，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，文書による同
意を得た。
平成１９年６月から歯周基本治療を開始した。ま

ず，患者の歯周治療に対するモチベーションの向上
を図るため，プラークコントロールの重要性の説明
やブラッシング法の指導を行った。プラークコント
ロールの向上と歯肉炎症の改善が認められた後，２２
を抜歯し，暫間的に人工歯を接着性レジンにて両隣
在歯に固定した。その後，全顎の SRPを行った。
患者は矯正治療を希望しなかったため，前方・側方

図２ 初診時の歯周組織検査（Probing Depth の＊は１０mm以上を示す）

図３ 初診時のエックス線写真
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運動時に過度の干渉が認められた１７，３７には，咬合
調整で対応した。
歯周基本治療により，歯肉炎症の改善と歯周ポ

ケットの減少が認められたが，臼歯部に依然深い歯
周ポケットが残存したため，歯周外科治療を行うこ
ととした。同年１２月，２３～２７にフラップ手術を実施
した。その後，平成２０年３月より，患者の希望もあ
りEMDと し て エ ム ド ゲ イ ンⓇゲ ル（Biora AB,
Malmö, Sweden）を使用した歯周組織再生療法を実
施した。まず，４５部を中心に手術を行った。浸潤麻
酔下で，歯肉溝切開による粘膜骨膜弁を形成し，不
良肉芽の除去，根面のデブライドメントを行った
（図４）。深い骨内欠損部位を中心に３６％リン酸溶液
による１５秒間の根面処理を行い，生理食塩水による
水洗後，エムドゲインⓇゲルを応用した。改良垂直
マットレス縫合にて緊密な縫合を行った。その後，
抗菌薬を３日間投与し，非ステロイド系消炎鎮痛薬
を頓服処方した。抜糸までの２週間は，咬合面や歯
冠部中心の超軟毛ブラシによる弱圧のブラッシング
と洗口剤を併用したプラークコントロールを指示
し，以降，治癒状況に応じた管理を行った。その
後，順次，１７～１４部（図５）と３７部にエムドゲインⓇ

ゲルを応用した歯周外科を行った。
歯周外科後の再評価により，歯周組織の改善を確

認したため口腔機能回復治療へ移行した。２２部の補
綴については，患者がインプラント治療を希望した

ため，まず適用検査を行った。唾液を検体とした，
リアルタイム PCR（ポリメラーゼ連鎖反応）法によ
る歯周病原性細菌の検査（ミロクメディカルラボラ
トリーズ，佐久市）では，Porphyromonas gingivalisや
Prevotella intermediaがわずかに検出されたものの，
その他の細菌はほとんど検出されなかった（表１）。
各種画像診断では，骨量は十分であることが確認さ
れた（図６）。そこで，平成２１年６月にインプラント
手術を実施した。インプラントは，直径３．７mm，長
径１３mmの歯根型粗面インプラント（テーパードス
クリューベントTSVB１３，Zimmer Dental，War-
saw, USA）を選択し，１回法にて行った。その後８
か月の治癒期間を経て，平成２２年２月にセメント固
定式ハイブリッドセラミックス前装の上部構造を装
着した。
平成２２年３月から，サポーティブペリオドンタル

セラピー（SPT）に移行した。SPTにおけるリスク
を Lang と Tonetti の Periodontal Risk Assessment

表１ 歯周外科治療後（３ヶ月）における歯周病原性細菌の
リアルタイム PCR検査結果

検査結果値
（コピー数/ml）

比率（歯周病
細菌／総菌数）

総菌数 ２１６９５４８００ －

A. actinomycetemcomitans ０ ０．００％

P. gingivalis ５３８４００ ０．２５％

T. forsythia ４５２００ ０．０２％

T. denticola ０ ０．００％

P. intermedia ４２８０００ ０．２０％

図４ ４５部のデブライドメント時。遠心に３壁性の垂直性
骨欠損を認める。

図５ １７から１４部のデブライドメント時。１５，１４遠心部に
３壁性の垂直性骨欠損を認める。
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図７ PRA７）による SPT時のリスク評価
図６ ２２部 CT画像

図８ SPT時口腔内写真（歯周外科治療後２年，口腔機能回復治療後６か月）

歯科学報 Vol．１１１，No．１（２０１１） ３９

― ３９ ―



（PRA）７）にてアセスメントしたところ，低リスクと
判断された（図７）。SPT移行後６か月では，歯肉
の状態は良好に保たれていた（図８）。PD４mm以
上の部位が１７，１５，３７に認められるが，その他は３
mm以下であった（図９）。PCRは２３％で，ほぼ良
好な口腔清掃状態が保たれている。エックス線写真
（図１０）上では，骨レベルは，全体的に改善が認めら
れた。特に，再生療法を行った４５部（図１１），１４部
（図１２）には，明らかな透過性の改善が認められた。
患者の主観的な評価は良好で，インプラントも問題
なく機能している。現在，３か月に１度のリコール
間隔で SPTを行っている。今後，咬合状態につい
て注意深く観察を行い，ナイトガードの装着につい
て検討していく。

考 察

中等度以上に進行した歯周炎患者において，歯周
基本治療のみで十分な治癒が認められないことがあ
り，その場合は歯周外科治療が必要となる。今回の
症例では歯周基本治療後，深い歯周ポケットの残存
が認められたため，歯周外科治療を計画した。歯周
外科では，歯槽骨を可及的に生理的な形態に改善す
ることが望ましいが，骨欠損が深い場合，切除的な
アプローチでは多くの骨の犠牲を伴う。一方，別の
選択肢としては，再生療法がある。本学水道橋病院
では，EMDによる再生療法について継続した臨床
評価を行っており，短期的には良好な成果を得てい
る８）。本症例においては，術式の容易さ，多数歯に

図９ SPT時歯周組織検査

図１０ SPT時エックス線写真
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応用できること，十分な歯周組織再生能を有するこ
となどの理由からEMDを用いた再生療法を選択し
た。その結果，再生療法実施部位に歯周ポケットの
減少が認められ，エックス線検査結果からは，歯槽
骨の改善が示唆された。１７，３７に PD４mm以上の
歯周ポケットが残存したが，これは最遠心部の厚い
歯肉の手術における処理の問題や１３，２３が側方運動
の初期でガイドに参加できないことに関連した咬合

性外傷が原因と考えられる。１７においては智歯を保
存したこと，３７では近遠心的な分岐部病変の存在が
影響したと思われた。
歯周炎患者へのインプラント治療に対するリスク

は種々報告されている。動物実験において Saito
ら９）は，隣在歯の歯周ポケット内の細菌がインプラ
ント周囲細菌叢に影響を与える可能性を報告してい
る。歯周ポケット内の細菌は，インプラント周囲溝

図１１a 図１１b
図１１

ａ：術前エックス線写真。４５遠心部に垂直性の骨吸収を認める。
ｂ：術後２年６か月。４５遠心の骨欠損部に透過性の改善が観察される。

図１２a 図１２b
図１２

ａ：術前エックス線写真。１５，１４を取り巻くような骨吸収像が観察される。
ｂ：術後２年４か月。１５，１４部の透過性に改善が認められる。
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内へ短期間のうちに感染することが報告されてお
り１０），インプラント治療前に可能な限り歯周病原性
菌を減らしておくことが重要である５）。本症例で
は，歯周外科治療後の検査では，P. gingivalisや P.
intermediaがわずかに検出されたものの，その他の
細菌はほとんど検出されなかった。今回は，三辺ら
が示した臨床的な診断指標１１）を参考にし，細菌学的
なリスクは高くないと判断し，インプラント治療に
移行した。しかし現在，歯周治療やインプラント治
療における細菌検査の診断基準は，根拠に基づいた
明確なものは認められない。検出される細菌叢およ
び治療による細菌の消長を宿主の状態と合わせて総
合的にリスクを判断することが必要となる。インプ
ラント治療前に歯周治療を行い，徹底したプラーク
コントロールを行えば，インプラントを長期的に機
能させることは可能であることが示されてい
る１２，１３）。しかしながら，歯周炎の罹患度は，インプ
ラントの長期の治療成績に影響を及ぼすことも示唆
されている１４，１５）。また，歯周治療の経験がある患者
の追跡調査では，インプラントの生存率は歯周病罹
患経験があるにもかかわらず高い値が示されたが，
成功率は低い値を示していた１６）。以上の報告から，
歯周炎患者においてもインプラント治療は予知性が
高い治療ではあるが，慎重な管理が要求されると考
えられる。
インプラント埋入部である２２部は，初診時，著し

い骨吸収が認められた。これは，プラークによる炎
症に加えて，咬合性外傷の影響も推察された。した
がって上部構造の設計，装着の過程では，咬合運動
時の干渉を避けるような注意を行った。
今回，SPTにおけるリスクについて Periodontal

Risk Assessment（PRA）７）によるアセスメントを
行った。PRAは BOP，PD５mm以上の部位数，
喪失歯数，骨レベル，全身疾患・遺伝，環境の項目
を基準とし，総合的に SPTにおけるリスクを判定
するものである。本症例では各項目のレベルを連ね
て表現される図形は小さく（図７），低リスクと判定
された。これは，ここまでの歯周治療が適切に実施
されたことを示唆している。しかし，咬合に関連し
た根分岐部病変の存在，骨レベルが不揃いであるこ
と，歯周ポケットが残存していることから，メイン
テナンスでは炎症のコントロールに加えて，咬合の

管理が重要であると考える。
米国歯周病学会が２００６年に提示したガイドライン

「Guidelines for the Management of Patients with
Periodontal Diseases」１７）によると，米国では重度慢
性歯周炎患者の歯周治療は，歯周病専門医が行うこ
とが推奨されている。今回の症例は，主治医が歯周
病，インプラント各専門医と協働し治療にあたっ
た。患者中心の inter-disciplinary アプローチによ
る包括的な治療を体験し，考える機会となった。
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Treatment of severe chronic periodontitis with periodontal regenerative therapy
utilizing enamel matrix derivative and implant-supported prosthesis : A case report
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We describe a case of chronic periodontitis with deep angular bone defects treated by periodontal ther-
apy including regenerative therapy and an implant-supported prosthesis． A 57-year-old man presented
with a chief complaint of a mobile upper incisor． Tooth #22 had marked gingival inflammation and mo-
bility． A radiographic examination revealed angular bone defects exceeding two thirds of the root
length，mostly in molar region． Under a clinical diagnosis of generalized severe chronic periodontitis，
initial periodontal therapy was performed． As the prognosis for #22 was hopeless，it was extracted．
After reevaluation，surgical intervention，including regenerative therapy utilizing enamel matrix deriva-
tive（EMD）on #17~14，#37 and #45，was implemented． The examination of periodontal pathogens by
real-time PCR suggested that the risk was relatively low，and a sufficient amount of bone was found to be
retained in the extraction site of #22． Therefore，the patient received an implant-supported prosthesis．
Subsequently，the risk level for supportive periodontal therapy was assessed by Periodontal Risk Assess-
ment and was judged to be low． At a six-month recall visit，no significant problems were observed in
the periodontal tissue． We confirmed that a case with generalized chronic periodontitis can be success-
fully treated with periodontal regenerative therapy and implant-supported prosthesis．

（The Shikwa Gakuho，１１１：３５～４３，２０１１）
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