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抄録：下顎右側第二小臼歯部欠損を放置したために
遠心隣在歯である第一大臼歯が近心傾斜した５７歳の
男性に対して，口腔内環境の改善を図ったのちに，
咬合を回復した。
初診時には，第一大臼歯の近心傾斜により第二小

臼歯部に歯間空隙は認められなかった。加えて，第
二大臼歯を喪失しており，患者は右側臼歯部の咀嚼
障害を訴えていた。咬合機能の回復のためには，第
二大臼歯部の歯冠回復のみならず，第一大臼歯の咬
合の改善が必要であると考えられた。そこで，矯正
治療により近心傾斜歯を整直した後に，インプラン
ト治療を適用し，咬合を回復した。現在，３年９か
月を良好に経過し，患者の満足が得られている。効
果的な咬合再構成に当たり，口腔内環境の適切な改
善を伴う包括的な治療計画の立案と実施が有効であ
ると考えられる。

緒 言

歯の欠損を放置することは，顎口腔系の機能のみ
ならず全身の健康状態に影響を及ぼす。特に，歯の
欠損が長期に放置された場合，隣在歯の移動，傾
斜，対合歯の挺出などを生じる。このような変化に
よる不正咬合は，咀嚼機能の低下を招くのみなら

ず，口腔衛生管理が困難となり歯周疾患を惹起する
原因となる。
一方，欠損歯の回復には，従来からブリッジある

いは可撤性義歯が用いられてきた。加えて，昨今で
はインプラント治療の臨床応用頻度が高まってい
る１）。支台となる残存歯の負担を増加することなく
歯列回復が可能なインプラント治療は，従来の歯列
回復法と比較して優位性を有する。一方，インプラ
ント治療では，外科的侵襲の必要性，治療期間の長
期化，高額な治療費など，患者にとって負担の大き
な治療であり，その適用にあたっては有効性，妥当
性が検討される。
このたび，下顎臼歯部の歯列不正を有する症例に

対して，矯正治療により口腔内環境を改善したのち
にインプラント治療にて咬合を回復した症例を報告
する。

症 例

患 者：５７歳，男性。
初 診：２００４年１２月。
主 訴：右側の奥歯で食事をしづらい。
既往歴：非喫煙者，特記すべき事項なし。
現病歴：１０年以上前に下顎右側第二小臼歯をカリエ
スにより抜歯した。その後，歯の欠損を放置してい
た。２００４年５月，下顎右側第二大臼歯を歯根破折に
より抜歯した。同部の欠損により，咀嚼障害を自覚
するようになり，かかりつけ主治医に相談したとこ
ろ，インプラント治療を薦められ，２００４年１２月に東
京歯科大学水道橋病院口腔インプラント科を受診し
た（図１）。
口腔内所見：２６歯残存，２歯欠如，咬合支持数：１２
箇所。Eichner 分類：A２。咬合三角：第１エリ

キーワード：傾斜歯，矯正治療，インプラント治療，環境
改善，学際的治療
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ア。
咬合状態：大臼歯の咬合関係は，左側はAngle
Class Ⅰ，右側については第二小臼歯欠如のため第
一大臼歯が近心傾斜を伴って第一小臼歯と接触する
まで近心移動したためAngle Class Ⅲを呈してい
た。overjet および overbite は正常であった。下顎
前歯の正中は右側に偏位し，右側の犬歯はⅡ級咬合
を呈し，右側第二小臼歯欠如の影響が推測された。

また，右側第二小臼歯欠如のため上顎右側第二大
臼歯は対合歯がなく，やや挺出傾向が認められた。
全体として欠損歯の部位を除いて咬合に大きな不正
はなく，顎顔面形態にも異常はなかった。

結 果

主訴である下顎右側第二大臼歯部に対する歯冠回
復の方法について検討した結果，まず近心傾斜した

ｂ 上顎咬合面観

ａ 右側側方面観 ｃ 正面観 ｅ 左側側方面観

ｄ 下顎咬合面観
図２ 矯正治療開始時の口腔内

図１ 初診時のパノラマＸ線写真
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下顎右側第一大臼歯を矯正治療により整直すること
を計画し，患者の同意を得て，２００５年３月より治療
を開始した。整直の方法は下顎右側の犬歯，第一小
臼歯，第一大臼歯にブラケットをボンディングし，
部分アーチを用いた（図２）。犬歯と第一小臼が移動
してしまうことを防ぐために，左右の犬歯および第
一小臼歯を舌側からリンガルアーチにて固定した。
部分アーチによるレベリングを行った後，オープン
コイルを使用してインプラント埋入のための空隙確
保を行い，２００６年７月に下顎右側第一大臼歯の整直
が完了した（図３）。
引き続き，欠損部に対するインプラント治療の可

能性について適用検査を実施した。CTエックス線
診査を含む画像診断（図４）では，小臼歯部・大臼歯
部付近に著しい顎堤の吸収は認められず，厚い皮質
骨の内部に明確な海綿骨粱が認められ，Lekholm
と Zarb の分類２）では骨質Ⅲと診断された。下歯槽
神経が走行していると推測される下顎管は頬舌的に
はほぼ顎骨の中央に，垂直的には顎骨の下方１／３に
位置しており，歯槽骨頂から下顎管までは約１８mm

であった。全身的，局所的な検査の結果，インプラ
ント治療が可能であると診断され，第二小臼歯部，
第二大臼歯部それぞれに一本ずつのインプラントを
埋入し単独歯冠を回復する治療計画を立案し，患者
の同意を得た。
２００６年１０月，静脈内鎮静法を併用した全身管理下
にてインプラント埋入手術を実施した。局所麻酔の
のち，欠損部歯槽頂上切開を施し，全層弁を翻転，
通法に従いインプラント埋入窩形成を開始した。形
成中，方向指示棒を使用して埋入方向を近遠心なら
びに頬舌側方向から確認した。形成終了後，再度，
デプスゲージを用いて埋入窩最深部ならびに側壁に
穿孔がなく，骨を触知できることを確認し，インプ
ラント埋入窩の形成を完了した。その後，第二小臼
歯部にTaperd ScrewVent implant TSVB１３（直径
３．７㎜，長径１３㎜ Zimmer 社製）を，第二大臼歯部
にTaperd ScrewVent implant TSVWB１３（直径４．７
㎜，長径１３㎜ Zimmer 社製）を埋入した（図５）。埋
入完了時の埋入トルク値は，それぞれ５０Nと３０Nで
あり，良好な初期固定が得られたと診断し，手術当

図３ 矯正治療終了時の口腔内

ａ 整直後の第一大臼歯

ｃ 上顎咬合面観

ｂ 右側側方面観 ｄ 正面観 ｆ 左側側方面観

ｅ 下顎咬合面観
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ａ パノラマＸ線写真

ｂ 第二小臼歯部のCT ｃ 第二大臼歯部のCT
図４ インプラント治療術前画像診断

ａ 第二小臼歯部 ｂ 第二大臼歯部
図５ インプラント埋入時の口腔内
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図６ インプラント埋入直後のパノラマＸ線写真

ａ パノラマＸ線写真

ｃ 第二大臼歯部のデンタルＸ線写真
ｂ 第二小臼歯部のデンタルＸ線写真

図７ 上部構造の装着
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日にヒーリングアバットメントを締結する１回法術
式を選択した（図６）。術後，神経症状を含め，大き
な不快症状はなく，創傷の治癒は良好であった。
治癒期間ののち，２００７年２月，スクリュー固定式

暫間補綴物を装着し，インプラント体に加重を開始
した。暫間補綴物の期間において，咀嚼時に違和感
がないこと，固定用スクリューに緩みを生じないこ
と，周囲組織に異常がないこと，舌・頬粘膜咬傷が
ないことなどを確認し，２００７年７月，ハイブリッド
セラミックス前装上部構造を装着した（図７）。その
後，６か月ごとの定期診査と１年ごとのエックス線
検査によるインプラント周囲支持骨の観察を行っ
た。
現在，約３年９か月を経過し，補綴スクリューの

緩み，インプラント体周囲に著明な骨吸収などは生
じておらず，良好に経過している（図８）。

考 察

歯の喪失に対する修復処置がなされず，欠損が放
置された場合，遠心に位置する隣在歯の近心傾斜が
生じる。そのような場合には，対合歯の挺出，早期
接触により顎口腔系に機能障害を引き起こす。加え
て，傾斜歯の近心側に深いポケットと骨欠損を生じ
ることが報告されている３）。本症例では，下顎右側
第二小臼歯の欠損を放置したため遠心隣在歯である
大臼歯が近心傾斜し，不正咬合を生じていた。その
後，根破折により抜歯された第二大臼歯において，
近心傾斜したことによる咬合接触の変化と口腔衛生

ａ パノラマＸ線写真

ｃ 第二大臼歯部のデンタルＸ線写真
ｂ 第二小臼歯部のデンタルＸ線写真

図８ 上部構造の装着
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が不良となりやすい環境変化が間接的な抜歯の原因
と推測された。
第二大臼歯部の欠損を可撤性義歯で行う場合，第

一大臼歯の咬合状態は改善されない。加えて，欠損
部に隣接することから支台歯に選択される第一大臼
歯は，その歯軸の関係から適切な支持機能，維持機
能を有する支台装置を設計することは難しいと考え
られ，可撤性義歯による咬合回復は現実的ではない
と判断された。
次に，第一小臼歯と第一大臼歯を支台歯とする遠

心遊離端ポンティックを有する遊離端ブリッジが検
討されたが，支台歯の歯質切削を伴うこと，加えて
第一大臼歯は歯質切削量が多くなり抜髄の可能性が
否定できないため，選択されなかった。
また，インプラント治療については，第一大臼歯

の歯根を避けてインプラント体を埋入する場合，近
心にカンチレバーを持つ上部構造となること，第一
大臼歯の歯軸と平行して近心傾斜して埋入した場合
にはインプラント体に対してオフセットして咬合力
が加わることになることから，選択されなかった。
以上のように，第一大臼歯が近心傾斜した状態で

は，第二大臼歯部欠損を適切に咬合回復することは
困難と診断され，第一大臼歯の整直が検討された。
従来から，近心傾斜歯に対しては，矯正治療により
整直することが推奨されている。Lundgren ら４）は７
３本の近心傾斜歯を整直した結果，周囲の歯周ポ
ケット，歯槽骨に明らかな変化を認めなかったこと
を報告している。加えて，Wise ら５）は，整直に伴う
歯槽骨の変化を測定し，整直に伴って近心部歯槽骨
の高さが増加する現象を報告している。
本症例においては，近心傾斜した下顎右側第一大

臼歯の歯周組織には明らかな歯周組織炎は認められ
なかった。整直後においても，近遠心の歯槽骨頂に
変化は認められなかった。整直により，口腔衛生管
理は容易になったと考えられ，当該歯に対する整直
は有効であったと考えられる。
一方，インプラントの開発と術式の改良により，

近年，インプラント治療の成績は向上しており，臨
床に応用される機会が高まっている。インプラント
治療はブリッジや可撤性義歯と比較して患者・術者
の双方に対して負担の大きな治療であることから，
その適用診断は慎重に行われることが望ましい。従

来，適用されたインプラントが長期にわたり良好に
機能し続けることが成功の基準であったが，近年で
は患者の満足度，すなわちQOLの向上がインプラ
ント治療の成功の基準に加えられている６）。現在，
患者の満足を得るために，一口腔単位で問題を検討
し，各専門分野の知識，技術の集約された適切な診
断と包括的な総合治療計画が求められている。各専
門医の共同作業により治療効果が高まり，複雑な治
療を成功させ，良好な治療結果を長期に維持するこ
とが可能となると考えられる。
包括的な治療計画の立案にあたり，矯正治療を実

施する時期についてCarranza ら７）はすべての歯周
治療後に行うことを推奨している。一方，Goldman
ら８）は Initial preparation の中で矯正治療を行い，
口腔内環境の改善を図ることが重要であるとしてい
る。インプラント治療の適用においても同様に，事
前の口腔内環境整備の重要性が指摘されている９）。
本症例では，学際的な治療として，矯正治療による
近心傾斜歯の整直を完了後に，欠損補綴治療として
インプラントを適用した。咬合機能が回復されてか
ら３年９か月を良好に経過し，患者の満足が得られ
ており，治療効果が得られたと考えられる。今後も
長期経過観察を実施していく予定である。
一方，近年，術前に診断用ワックスアップモデル

を作製し，矯正治療における歯の移動量とインプラ
ント体の理想的な埋入位置を決定し，矯正治療に先
だってインプラント体の埋入を行い，インプラント
体を固定源に用いる試みがなされている。今後，同
様の症例に対する治療計画を立案する際に検討を要
する事項であると考えられる。効果的な咬合再構成
に当たり，口腔内環境の適切な改善を伴う包括的な
治療計画の立案と実施が有効であると考えられる。
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Dental implant treatment following improvement of intraoral
environment with orthodontic therapy：A case report
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A ５７-year-old man presented with mesial inclination of the lower right first molar caused by untreated
loss of the second premolar． Occlusal was restored by dental implant treatment following improvement
of the intraoral environment by orthodontic therapy．
At his initial visit，the interdental spacing in the molar-premolar region was inadequate，as the first

molar had mesially inclined into the extraction space of the second premolar． The patient had also lost
the second molar and complained of masticatory problems on the right side． It was considered necessary
to restore the second molar and improve the occlusal relationship with the first molar to recover occlusal
function on the right side． After orthodontic therapy to correct the position of the mesially inclined
tooth，occlusal restoration with dental implant treatment was carried out． The patient’s clinical condi-
tion has remained excellent at over ３ years ９ months post-surgically and the patient is satisfied with the
treatment outcome．
The results of this case indicate the efficacy of interdisciplinary treatment planning and practice as a

combination of dental implant treatment and orthodontic therapy would be effective for appropriate im-
provement of the intraoral environment （The Shikwa Gakuho，１１１：３８４～３９１，２０１１）
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