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歯周治療の原則は，歯周病を引き起こした原因お
よび増悪させた因子を解明し，除去することです。
炎症性の歯周疾患である歯肉炎，歯周炎において
は，発炎因子であるデンタルプラーク（バイオフィ
ルム）への対応が重要となりますが，ポケットが形
成されているため，対応は容易ではありません。治
療の成否は，歯肉縁下のバイオフィルムや歯石をい
かにコントロールするかにかかっています（図１）。

１．ポケットの分類

ポケットは歯肉溝が病的に深くなったものです
が，ポケット底部の位置を基準とした場合，①仮性
ポケット（歯肉ポケット）②真性ポケット（歯周ポ
ケット）の２つに分けられます。ニフェジピン（降圧
薬）などの服用者で認められる薬物性歯肉増殖症で
は，仮性ポケットが生じています。一方，歯周炎で
は，付着上皮が根尖側方向に移動し歯周ポケットが
形成され，アタッチメントロスが生じています。歯
周ポケットには，２歯面以上に波及した混合性ポ
ケットや，入り口は１歯面のみでも，内部で多歯面
に波及している複合性ポケットなども認められ，対
応を困難にしています。

２．歯周ポケットの深さと治療

臨床で最も重要となるのは，正確なプロービング

を行い，歯周ポケットの深さ（プロービングデプス）
や形態を把握するということです。歯肉辺縁の位置
は変動するので，治療成果を評価するためにはア
タッチメントレベルも重要となります。臨床的ア
タッチメントレベルでは，CEJ など動かない基準
の位置からポケット底までの位置を計測します。

歯周炎の治療では，歯周ポケットの深さにかかわ
らず，まずは歯周基本治療を行います。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）を主体とした歯周基本治療を行うことで，病
因因子とリスクファクターを排除し，歯周組織の炎
症を改善し，その後の歯周治療の効果を高めること
ができます。

臨床のヒント

Ｑ＆Ａ24

歯周病系

Ｑ＆Ａコーナーを新設しました。まず東京歯科大学の３
病院の臨床研修歯科医から寄せられた質問に対しての回
答です。回答は本学３施設の専門家にお願い致します。
内容によっては基礎や臨床，あるいは歯科や医科と複数
の回答者に依頼する場合もあります。毎号掲載いたしま
すので，会員の皆様もご質問がございましたら，ぜひ東
京歯科大学学会までｅメールかファックスで依頼してい
ただきたいと存じます。必ずご期待に添えることと思い
ます。今号は歯周ポケットの深さによる対応に関する質
問です。

Question

臨床の実際での歯周ポケットの深さによる対応について分かりやすく教えてください。

Answer

図１ 歯周ポケット内の歯石。歯周炎の治療の基本は，歯
肉縁上，縁下のバイオフィルムへの対応である。
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歯周基本治療後には再評価を行います。この時点
における歯周ポケットの深さは，治療計画において
重要な情報となります。一般的にはプロービングデ
プス（PD）が４mm 以上であり，プロービング時に
出血があるなど炎症が残存している場合は，歯周外
科治療の適応となります。どの歯周外科治療を選択
するかについては，歯周炎の状況，治療目的など
様々な条件によって異なりますが，日本歯周病学会
の指針１）が示す基準（図２）が一つの目安となるで
しょう。フラップ手術をはじめとする組織付着療法
は，おもに「長い上皮性付着」という再付着治癒に
よって歯周ポケットを可及的に浅くすること

（pocket reduction）を目指します。これに対して，
切除療法である歯肉弁根尖側移動術では，骨切除や
整形を組み合わせて行うことで，歯周ポケットをゼ
ロにすること（pocket elimination）をねらっていま
す。

３．歯周ポケットの深さ４mmが基準となる理由

歯周治療において，PD４mm が基準となるの

は，Lindhe らの�Critical Probing Depth”の概
念２）が，その根拠の一つとなります。この論文で
は，ウィドマン改良法による歯周外科治療と SRP
とを比較した場合，PD が４．２ mm を超えると，歯
周外科では，アタッチメントゲインが得られるとし
ています。さらに６mm を超えると，歯周外科治療
が SRP の効果を上回るという結果が出ています。

進行した歯周炎患者における歯肉縁上プラークコ
ントロールの効果について，Westfelt ら３）は，歯肉
縁上プラークコントロールのみを行った場合，さら
なるアタッチメントロスがみられたのは，PD４
mm 以上の部位が多かったことを報告しています。
Caffesse ら４）は，PD が４mm を超えると，SRP の
みの治療では，フラップ手術に比較して歯根面の歯
石の取り残しが多かったことを報告しています。

また，歯周病の非外科治療と外科治療との比較を
検索した Heitz-Mayfield らのシステマティックレ
ビュー５）では，PD が４mm 以上（４－６mm）では，
臨床的アタッチメントレベルの獲得は，フラップ手
術に比べて SRP で大きかったが，フラップ手術は

図２ 目的による歯周外科手術の選択基準１）
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より大きな PD の減少をもたらしていたと報告され
ています。さらに，PD が６mm を超えると，いず
れの値の減少においても，フラップ手術のほうが効
果的であったことが示されています。しかし，長期
的には，歯周外科治療と非外科治療の効果の差はみ
られないとする研究もあります。

４．メインテナンスまたはSPTにおける
歯周ポケット

メインテナンスにおいても，PD４mm は「治
癒」または「病状安定」，「病状進行」の診断基準に
も使用されています１）（図３）。PD４mm 以上は，サ
ポーティブペリオドンタルセラピー（SPT）または再
治療が必要となる要件の一つです。

Lang & Tonetti６）は，SPT におけるリスクアセス
メントの考え方を提示していますが，ここでは PD
５mm 以上の部位数が，項目の一つに含まれていま
す。

歯周ポケットの深さは，私たちが歯周病の予防や
治療を行ううえで，指標となり得る数少ないものの
一つです。しかし，既に述べたように，容易に変化
する歯肉縁の位置を基準とするプロービングデプス
は，研究レベルでは信頼性が高い指標とは言えませ
ん。また，同じ歯周ポケットの値でも，歯肉の根面

への付着位置がどこにあるのかによって意味合いが
変わってきます。これらのことをよく理解したうえ
で，歯肉の炎症程度や，可能であれば歯周病原細菌
の検査結果などとあわせて，診断や治療計画立案に
活用することが大切です。

Answer：齋藤 淳
東京歯科大学歯周病学講座
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図３ メインテンス・SPT における１歯単位および個人レベルの診断１）
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