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抄録：歯列不正を有し咬合性外傷を伴う中等度慢性
歯周炎患者に対し，歯周外科治療と矯正治療を行っ
た症例について報告する。患者は３１歳女性。下の前
歯が揺れているという主訴で来院した。初診時，主
訴の＃４２は７mm，また＃１４はプロービングデプス
１０mm以上の歯周ポケットを認め，動揺度は２度で
あった。エックス線所見として，＃１４，４２には歯根
膜腔の拡大，根尖に及ぶ垂直性骨吸収像を認めた。
中等度慢性歯周炎，咬合性外傷と診断し，プラーク
コントロール，全顎的なスケーリング・ルートプ
レーニング，＃１４の抜歯を行い，＃１５～１７，２６の歯
肉剥離掻爬術を施行後，＃４２を抜歯，全顎矯正治療
を行い，サポーティブペリオドンタルセラピーに移
行した。歯周基本治療から歯周外科治療と治療が進
むにつれて炎症のコントロールが改善され，さらに
矯正治療を行うことで歯列不正を改善・歯槽骨レベ
ルを平坦化でき，管理しやすい口腔環境を整えるこ
とができた。

緒 言

歯周疾患の主な原因は細菌感染であり，炎症が持
続した結果，免疫応答により歯周組織破壊を引き起
こす。さらに早期接触や強い側方圧など外傷性因子
が加わると，急速に歯周組織破壊は進行する１，２）。

歯周治療の最終目標は炎症疾患の過程を抑制する
ことであり，歯肉縁下細菌叢のコントロールと適切
な局所環境の確立を必要とする。ブラッシングによ
る歯肉縁上のプラークコントロールは，歯肉縁下細
菌叢を減少させるといわれており３），口腔清掃を容
易にし，プラークコントロールが行いやすい環境に
することは歯周病の再発を防ぐためにも重要である。
歯周病が進行し，やむなく抜歯を選択しなければ

いけない状況も存在する。その際，治療計画を立案
するうえで，口腔機能の回復をどのように行ってい
くか熟慮する必要がある。その手段として，咬合治
療，修復・補綴，歯周補綴，歯周－矯正治療，イン
プラント治療などがある４）。診断結果に基づき治療
方針を決定する際には，患者の要求，希望，経済的
な状況，医療チームの治療目標などを総合的に判断
して，最も適した治療内容を選択することとなる。
適切な目標が治療前に確立していないと望ましい結
果を得ることは困難である。
２０１１年の歯科疾患実態調査５）によると，１２歳以上

２０歳未満で叢生のあるものは約４４％，歯列に空隙の
あるものは約１２％であると報告されており，叢生の
あるものの割合は２００５年の前回調査６）よりも４％増
加している。歯列不正が存在する場合，局所環境を
確立するための矯正治療は有効な手段の一つであ
り，歯周－矯正治療により歯列が改善されると口腔
清掃が容易となり歯周組織の維持安定に効果的であ
る７）。
今回，歯列不正を有し咬合性外傷を伴う中等度慢

性歯周炎患者に対し，歯周外科治療と矯正治療を
行った結果，歯周組織の病状安定が得られ，メイン
テナンスを行いやすい口腔内環境への改善が図られ
た症例について報告する。

キーワード：慢性歯周炎，歯周外科治療，歯列不正，リス
クアセスメント，矯正治療
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症 例

患者：３１歳女性
初診：２００８年８月
主訴：下の前歯が揺れている
口腔内既往歴：幼少期は齲蝕のため近在の歯科医院
に通院していた。２００４年（２７歳）頃，＃１４に前装冠装
着後から動揺を自覚し，近在の歯科医院において咬
合調整をしてもらうも改善しなかった。
現病歴：２００７年（３０歳）時に＃４２の動揺を自覚したが
放置し，最近になり動揺がさらに気になるように
なったため別の歯科医院を受診した。その際，歯周
病の精査をすすめられて紹介状を持参し，東京歯科
大学千葉病院保存科に来院。ブラッシングは朝昼晩
３回横磨きで行っていた。
全身既往歴：薬剤名は不明だが市販の風邪薬でアレ
ルギーがある。その他特記すべき事項はない。
家族歴：母親は若い時から歯周病の治療のため歯科
医院に通院していた。父親は不明である。
全身所見：体格は標準型であり，喫煙歴はない。

１．現 症
１）歯列・咬合所見
歯列弓は上下顎ともに放物線状であるが，上顎前

歯部叢生，＃４２は２mmほど挺出し舌側転位がみら
れ，＃１３の唇側転位と＃１２の舌側転位を認めた。左
右側側方運動時に＃１４の咬合干渉を認めた。下顎の
正中は上顎に対して半歯分程右側に偏位している。
Angleの分類の咬合関係は右側ClassⅡ，左側Class
Ⅰである。前歯部のオーバージェットは３mm，
オーバーバイトは１mmである。アーチレングス
ディスクレパンシーは０であり，トゥースサイズレ
シオは７５．５％で上顎前突傾向，ANB５°，SNB７７°
で下顎後退傾向である。歯周組織所見は歯列不正に
より空隙のみられる部位に特に歯肉の発赤と腫脹が
認められた。肉眼的には少量のプラークの付着が認
められた（図１）。現在歯数は３０歯，上顎１４歯，下顎
１６歯であった。
２）歯周組織検査
プロービングデプス（Probing Depth, PD）は，最

小２mm，最大１０mmで，平均３．５mmであった（図
２）。６点計測１８０部位中，PD４mm以上の部位は
３２部位（１５．８％），PD６mm以上の部位は１０部位

図１ 初診時口腔内写真（２００８年８月）
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（５％）であり，プロービング時の出血（bleeding on
probing，BOP）は７２部位（４０％）であった。O’Leary
の Plaque Control Record（PCR）は７０％であった。
＃１４，４２で２度の動揺，＃１５，１６で１度の動揺を認
めた。
３）エックス線画像所見
エックス線所見として，全顎的には軽度の水平性

骨吸収，＃１４，４２には外傷性咬合によるものと思わ
れる歯根膜腔の拡大，根尖に及ぶ垂直性骨透過像が
認められた（図３）。

２．診 断
病因として，全身的リスク因子は特になく，局所

的リスク因子として，プラーク，外傷性咬合，歯列
不正が考えられる。これらのことから，咬合性外傷
が関与した中等度慢性歯周炎と診断した。

３．予後の判定と治療計画の立案
検査及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。＃１４，４２は hopeless と判断した。

治療計画は，歯周基本治療としてモチベーション
の確立，プラークコントロールの徹底を図るととも
に，＃１４，４２を抜歯後，口腔機能の回復をどのよう
に図っていくかを検討するために，矯正歯科と口腔
インプラント科の各専門科において診査を行うこと
とした。さらにスケーリング・ルートプレーニング
（SRP）により歯肉の炎症のコントロールを行い，＃
１４，４２の抜歯，再評価検査の後，PD４mm以上の
歯周ポケット残存部位に対して歯周外科治療を行う
こととした。再評価検査後，矯正治療もしくは矯正
治療とインプラント治療を行い，サポーティブペリ
オドンタルセラピー（SPT）またはメインテナンスに
移行する計画を立案した。
患者に治療計画を提案し，同意を得て治療を開始

した。歯周基本治療で炎症のコントロールを行い，
全顎矯正治療を行い，歯列不正を改善することで口
腔環境の改善，口腔機能の回復をはかることを治療
の目標に設定した。
なお，本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。本

図２ 初診時の歯周組織検査（PPD値で薄いグレーの表示はBOP（＋）の部位）

図３ 初診時エックス線写真
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症例報告は東京歯科大学倫理委員会の承認を得て
行った（承認番号：№５５１）。

４．治療経過
１）歯周基本治療（２００８年８月～２００９年２月）
約６ヶ月間でプラークコントロール，SRP，＃１４

の抜歯を行い，再評価検査を施行した。その結果，
口腔内所見では歯肉の発赤，腫脹の軽減を認めた。
６点計測１７４部位中，PD４mm以上の部位は２５部位
（１４．３％），PD６mm以上の部位は３部位（１．１％）で
あり，＃１５～１７，２４～２６，３５，３６，４６，４７に PD４
から７mmの歯周ポケットが残存した。BOPは，
６点計測１７４部位中２０部位（１１．５％）と改善が認めら
れた。PCRは３３．６％であった。
２）歯周外科治療（２００９年３月～２００９年５月）
非外科的歯周治療の成功基準８，９）に照らし合わせた

結果，不十分と判定されたため当初の治療計画に従
い歯周外科治療を行うこととした。口腔衛生指導を
再度行い，PCRは２５％まで減少したことを確認後，
さらなる歯周ポケットの改善と炎症除去を目的に＃
１５～１７，２６に歯肉剥離掻爬術を施行した（図４）。＃
２４，２５，３５，３６，４６，４７には再 SRPを行った。
３）口腔機能回復治療（２００９年７月～２０１２年２月）
術後の再評価検査で，歯周組織が安定しているの

を確認後，本学千葉病院矯正歯科にて全顎矯正治療
を開始した。患者および矯正担当医と十分話し合い
を行い，既に抜歯した＃１４に加えて，予後を hope-
less と判定した＃４２を抜歯し，右側Ⅱ級，左側Ⅰ級
仕上げとする治療計画に同意が得られたため，これ
を実施した。＃４２は抜歯を早期に行うと唇側の骨が
吸収することや歯の移動が困難になることが予測さ

れたので，矯正治療開始後に抜歯した。
４）サポーティブペリオドンタルセラピー（SPT）
（２０１２年３月～現在）
矯正治療終了後，再評価検査を行った。歯肉の発

赤・腫脹はみられず（図５），PDは全顎的に２から
３mm程度となり，PCRは２５．９％であった（図６）。
エックス線所見において，歯槽硬線は明瞭化し，歯
槽骨レベルの改善を認めた（図７）。＃２６，３６近心で
特に骨の平坦化を認めた（図８，９）。一部にBOP
陽性部位が残存していたため SPTを行うこととし
た。この時点でのリスクについて Periodontal Risk
Assesment（PRA）１０）にてアセスメントしたところ
SPT期間中におけるリスクは低リスクとなった（図
１０）。この結果も参考にし，当科でのリコール間隔
は３か月とした。現在は歯ブラシを用いて一日３回
毎食後ブラッシングを行い，デンタルフロスを併用
している。PCRはおおむね２０％であり，３０％台に
なることもあるが，その都度TBI を行うことでモ
チベーションを上げるようにし，プラークコント
ロールが不十分にならないように注意している。

考 察

本症例は歯列不正による清掃不良が歯周病の発症
に関与し，さらに外傷性咬合がその進行に関わって
いたと考えられる。＃１４，４２の予後は hopeless と
判断するに至ったが，左右側側方運動時に＃１４の咬
合干渉を認め，＃１４と４３でガイドしていたため＃１４
の骨吸収が進行したものと思われる。また，前方運
動時においては＃１２と４２に干渉がみられ，＃１２は唇
側転移している＃１３に支えられているため，＃４２の
骨吸収が進行したものと考えられた。

ａ．＃１５～１７（２００９年３月） ｂ．＃２６（２００９年４月）
図４ 歯周外科治療時

歯科学報 Vol．１１４，No．３（２０１４） ２６７

― ８１ ―



図５ SPT開始時口腔内写真（２０１２年３月）

図６ SPT開始時の歯周組織検査（PPD値で薄いグレーの表示はBOP（＋）の部位）

図７ SPT開始時エックス線写真
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本症例は歯列不正を伴い，抜歯も治療計画に含ま
れるため，どのように口腔機能を回復させるかが課
題であった。矯正治療を提案したところ患者が矯正
治療に前向きであったため，全顎矯正治療を口腔機
能回復治療の軸として治療計画を立案した。当初，
以下の３案を提案した。第一案は，理想的な咬合を

構築する案として，抜歯部位を＃１４，２４，３４，４２の
４歯，両側Ⅰ級仕上げとし＃４２部補綴スペースをあ
け，上下顎正中一致させるものを提示した。第二案
は，抜歯部位を hopeless の＃１４，４２の２歯，右側
Ⅱ級，左側Ⅰ級仕上げとし，＃４２部補綴スペースを
あけ，上下顎正中一致させるものとした。これは抜
歯部位が少ないものの，補綴スペースをつくるため
インプラント治療などの補綴処置が必要となる。第
三案は，抜歯部位を hopeless の＃１４，４２の２歯，
右側Ⅱ級，左側Ⅰ級仕上げとし，上下顎正中線は一
致しないものであった。Kokich ら１１）は歯の喪失や
摩耗，歯周病の合併症を伴う成人矯正において，理
想的な咬合を追及するのではなく，経済的，咬合
的，歯周病的，修復的により現実的な治療目標を設
定することが重要だと述べている。これらを踏まえ
て患者と相談した結果，hopeless の＃１４，４２のみ抜
歯し，歯周組織の炎症消退後に全顎矯正治療を行う
という侵襲も比較的少なく経済的負担も少ない，よ
り現実的な第三案を選択した。このように，歯周治
療で炎症のコントロールを行い，全顎矯正治療で歯

ａ．初診時 ｂ．SPT開始時
図９ ３６周囲のエックス線写真

ａ．初診時（２００８年８月） ｂ．SPT開始時（２０１２年３月）
図８ ＃２６周囲の変化

図１０ Lang & Tonetti の PRAによる SPTのリスクアセ
スメント
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列不正を改善することで口腔環境の改善をはかるこ
とを治療の目標に設定した。
歯周病患者に矯正治療を行うにあたり以下の点に

注意した。歯周病に罹患し深いポケットと炎症のあ
る状態のまま矯正力を加えると，アタッチメントロ
スが進行し歯周病は急速に進行する１２）という報告が
あり，炎症消退後に矯正治療を開始することが理想
的である。本症例では，歯周基本治療，歯周外科手
術を行い，初診時と比較し歯肉の炎症の消退，歯槽
硬線の明瞭化，歯周ポケットの改善とBOPの改善
を確認後矯正治療に移行した。矯正治療において
は，適正な矯正力を与えることが重要であり，この
適正な矯正力は骨の修復とリモデリングを起こす。
しかし，過度な矯正力を加えると，歯根膜細胞と付
近の歯槽骨に不可逆的な壊死を起こす可能性が示唆
されている１３，１４）。さらに，歯根吸収や歯槽骨吸収な
どが治療前に認められる患者の歯の移動に関して，
負荷する力の大きさを極力小さくすることが示され
ている１５）。したがって，矯正治療前に歯槽骨吸収が
認められる歯の移動は過度な矯正力や早急に歯を移
動することを避ける必要がある。また，矯正装置を
装着するとプラークが蓄積しやすくなり，とくに矯
正バンド装着歯の細菌叢の変化が報告されてお
り１６），さらには矯正バンドにより歯肉が直接傷つく
こともある。そのため，複雑な矯正装置を避けるこ
とで，歯肉への悪影響を最小限にするよう努めた。
このような矯正治療に対する配慮もあり，歯周組織
が安定した状態で治療を進めることができた。
本症例は，歯周基本治療から歯周外科治療へと治

療が進むにつれて炎症のコントロールが改善され
た。さらに矯正治療を行い，歯列不正が改善された
ことにより，歯槽骨レベルを平坦化することがで
き，口腔清掃を行いやすい状態になったため歯周組
織を管理しやすく歯周病の再発を予防する環境を整
えることができた。本症例では歯周病の進行による
抜歯部位が存在し，最終的な咬合関係は，右側は犬
歯誘導，左側はグループファンクションとなってい
る。理想的な咬合状態にはなっていないが，現実的
な治療目標を設定したことで，患者も比較的軽い負
担でより良い口腔内環境にすることができたと考え
ている。今後，プラークコントロールの維持と咬合

関係に留意し，注意深く経過を追っていく必要があ
る。
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for moderate chronic periodontitis with malalignment
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We hereby report a moderate chronic periodontitis patient with malalignment treated with periodontal
therapy including periodontal surgery and orthodontic treatment． The patient（３１-year-old female）
presented with the chief complaint of tooth mobility of the lower anterior teeth． Examination at the first
visit revealed poor oral hygiene，gingival swelling，and redness． Tooth #４２ and #１４ showed a probing
depth of ７ and １０mm，respectively，and tooth mobility was degree２． The alveolar bone defect
around #１４and４２extended closely to the root apex． Based on a clinical diagnosis of chronic periodonti-
tis with occlusal trauma，initial periodontal therapy consisting mainly of plaque control scaling and root
planing was performed． During the initial periodontal therapy，#１４，associated with a poor prognosis，
was extracted． After reevaluation，open flap debridement was performed． Subsequently，#４２ was
extracted and orthodontic treatment was performed． The patient was then placed on supportive
periodontal therapy． As the treatment progressed from initial periodontal therapy through periodontal
surgery，gradual improvement in the control of inflammation was observed． The orthodontic treatment
improved the malalignment and alveolar bone level，thus contributing to the ease of periodontal tissue
management． （The Shikwa Gakuho，１１４：２６４－２７１，２０１４）
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