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抄録：プラークコントロール不良と咬合性外傷を伴
う広汎型重度慢性歯周炎患者に対し，咬合調整と歯
周外科治療を行い良好な結果が得られた症例につい
て報告する。患者は５１歳男性。右下の奥歯が揺れて
噛めないという主訴で来院した。初診時，全顎的な
歯肉の発赤を認め，主訴の♯４５，４６には１０mm以上
のプロービングデプス（PD），♯４４，４５は動揺度３
度，♯４６は動揺度１度であった。エックス線写真で
は，全顎的な水平性骨吸収，♯４４～４６には根尖まで
及ぶ骨吸収を認めた。広汎型重度慢性歯周炎及び咬
合性外傷と診断し，保存不可能な♯４４～４６を抜歯し
治療用義歯を装着した。プラークコントロール，全
顎のスケーリング・ルートプレーニングを行い，炎
症除去後にも♯１４に早期接触が認められたため咬合
調整を行った。その後，PD４mm以上が残存した
部位に対しフラップ手術を行った。再評価後，欠損
部に対し補綴処置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。歯周ポケットの減少と咬合
への配慮に留意し歯周組織の安定を得ることができ
た。

緒 言

歯周病は，プラーク中の歯周病原細菌が原因と
なって生じる炎症性疾患であり，歯周組織の破壊が
生じる１）。歯周病の原因因子として，細菌因子，宿
主因子，喫煙やストレスなどの環境因子が大きく関

与している。咬合性外傷とは，咬合力によって生じ
る歯周組織の障害と定義され２），一次性咬合性外傷
と二次性咬合性外傷とに分類される。二次性咬合性
外傷は歯周炎の進行によって支持歯槽骨が減少し支
持力低下が生じて引き起こされる。炎症と咬合性外
傷が共に認められると歯槽骨の吸収とアタッチメン
トロスは増加する。臨床所見としては咬合時に対合
歯と接触すると動揺（フレミタス）が生じ，エックス
線画像所見では，歯根膜腔の拡大，歯槽硬線の消
失，垂直性骨吸収が認められる３）。歯周炎の治療で
はプラークコントロールによる病原因子の除去と炎
症のコントロールや歯周ポケットを減少させること
が重要となるが４，５），咬合性外傷への対応も欠かせな
い。

今回我々は，広汎型重度慢性歯周炎患者に対し，
咬合調整や治療用義歯を用い当面の咬合確保に配慮
した歯周基本治療後，さらなる歯周ポケットの減少
を目指した歯周外科治療を行い，部分床義歯により
咬合の回復を図ったことで歯周組織の改善を認め良
好な結果を得たので報告する。

症 例

患者：５１歳の男性
初診：２００８年１月
主訴：右下奥歯が動いて噛みにくい
口腔内既往歴：２０歳代に齲蝕にて♯１７，２６，４５，
４６，４７の補綴修復処置を受けた。３０歳代に齲蝕によ
り♯２１を抜歯し♯１１，２１，２２の補綴（♯２１ポンティッ
クのブリッジ）処置を受けた。４０歳代に歯周病にて
保存不可能なため♯３５，３７を抜歯したが補綴処置は
行わず放置し，♯２６，２７，３６，４４，４５の動揺を自覚
するも疼痛がないため歯科医院を受診しなかった。
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全身的既往歴：特記事項はなく，非喫煙者であった。
現病歴：♯４４，４５の動揺による咀嚼障害を自覚した
ため近医を受診。スケーリングを行うも症状の改善
が認められないため東京歯科大学千葉病院に来院し
た。
家族歴：父親は歯周病により歯の喪失があり義歯を
装着している。母親は齲蝕による治療の既往があ
る。

１．現 症
１）歯列・咬合所見（図１）

歯列弓の形は，上下顎ともに放物線状であるが，
♯１２の口蓋側転位，♯１４の捻転，♯１７の頬側傾斜，
下顎前歯部の軽度の叢生が認められた。前歯部の
オーバージェットは４mm，オーバーバイトは２
mm であった。患者自身にクレンチングの自覚があ
り，臼歯部の咬耗からグラインディングも疑われ
た。咬合所見では＃１４，２５に早期接触と側方運動時
に動揺を認めた。
２）歯周組織検査

初診時の口腔内は，上顎全顎と下顎臼歯部に歯肉
の発赤と腫脹を認めた。♯１３，１４，１５，４４は歯周ポ

ケットからの排膿を認めた。初診時の歯周組織検査
は，プロービングデプス（PD）４mm 以上の部位が
全測定部位の４７．７％，７mm 以上の部位は１６．１％を
占めていた（図２）。プロービング時の出血（BOP）
陽性の部位は全測定部位の３８．３％に認められた。動
揺度は♯４４，４５で３度，♯１６，１７，３６で２度であっ
た。

初診時（♯４４～４６抜歯後）の口腔清掃状態，O’Leary
の Plaque Control Record は６０．７％であった。
３）エックス線画像所見（図３）

エックス線所見では，全顎的に中等度の水平性骨
吸収，♯１３，１５，１７，２５，４４に歯根長２／３ほどの垂
直性骨吸収，♯４４～４６に根尖まで及ぶ骨吸収を認め
た。

２．診 断
清掃不良と咬合性外傷による広汎型重度慢性歯周

炎と診断した。

３．予後の判定と治療計画立案
検査および診断結果より，個々の歯の予後の判定

を行い，また患者の希望として，できるだけ抜歯は

図１ 初診時の口腔内写真（２００８年１月）
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行いたくないということがあったので以下の治療計
画を立案した。予後不良と判断した＃１７，♯４４～４６
を抜歯し，下顎には治療用義歯を作製して咬合機能
の回復を図り，ブラッシング指導（TBI）やスケーリ
ング・ルートプレーニング（SRP）を行い歯肉の炎症
を改善させる。♯１４，１５は歯肉の炎症が消退しても
早期接触が認められれば咬合調整を行う。♯３６は予
後不良と考えられたが，患者のできるだけ抜歯はし
たくないという希望があり，臼歯部の咬合支持と義
歯の支台歯にすることを目的とし根管治療を施し保
存を試みることとする。上顎前歯部ブリッジは歯肉

の退縮により不適合となっていたため，テンポラ
リーブリッジに置き換える。その後，再評価により
４mm 以上のポケット残存部位に対して，ポケット
除去を目的として歯周外科治療を行う。歯周組織の
安定が図れたら口腔機能回復治療として，上顎前歯
部ブリッジ，♯３６全部鋳造冠，下顎の義歯作製の
後，再評価の結果によりメインテナンスまたはサ
ポーティブペリオドンタルセラピー（SPT）へと移行
する。

尚，症例報告における臨床データの使用について
患者に説明し，文書による同意を得た。

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

図３ 初診時エックス線写真
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４．治療経過
１）歯周基本治療（２００８年２月～２００８年７月）

まず主訴である♯４４～４６は予後不良であったため
抜歯を行い，臼歯部の咬合機能の回復を目的として
治療用義歯を作製・装着した。その後，歯周治療に
対する患者のモチベーションを高めるためにプラー
クコントロールの必要性を説明し，TBI を行い，
ブラキシズムに対しては自己暗示療法として，日中
の食いしばりを自覚したときには力を抜くよう指導
した。その後，全顎の SRP を行った。SRP 後に炎
症の改善が認められたが♯１４には側方運動時の動揺
を認めたので咬合調整とエナメルボンディングレジ
ン固定による暫間固定を行った。♯２５にも側方運動
時の動揺を認めたので，♯３６の干渉部位を削去し
た。♯３６は感染根管治療を行ったが，遠心根は根尖
まで及ぶ骨吸収があり排膿が消失しなかったので，
遠心根の保存は困難と判断した。上顎前歯部ブリッ
ジは不適合補綴物であったが，プラークコントロー
ル良好でプラークの付着は少なかったためこの段階
でテンポラリーブリッジにはせず，口腔機能回復治
療の段階で再作製を行うことへ治療計画を変更し
た。
２）歯周外科治療（２００８年８月～２００９年５月）（図４）

歯周基本治療後，歯肉の炎症軽減とポケットの改
善を認めたが，上顎に深いポケットの残存を認めた
ので歯周外科治療を行うこととした。PD４mm 以
上の部位が残存したため，組織付着療法であるフ
ラップ手術を選択したが，歯周ポケットを極力減少
させることを目指した切開デザインとした。同年８
月に♯２４～２７のフラップ手術，９月に♯１３～１６のフ
ラップ手術と♯１７は骨吸収が根尖まで及んでいたの
で保存困難と判断し抜歯を行った。抜歯に関して
は，保存困難な可能性を術前に説明し患者の同意を
得ていた。２００９年５月に根管治療を行っていた♯３６
は，遠心根からの排膿が消失しなかったためヘミセ
クションを行い遠心根の抜去を行った。
３）口腔機能回復治療（２００９年７月～２００９年１２月）

歯周外科治療後の再評価で歯周組織の安定を確
認したので，♯１１，２１，２２，２３ブリッジ（♯２１ポン
ティック），♯３６全部鋳造冠と下顎義歯の作製を行
い臼歯部の咬合の確立を行った。♯３６近心根は近心
傾斜しており予後も望ましくないと考えたので♯

３４，３５，３６ブリッジにはしなかった。
４）サポーティブペリオドンタルセラピー（SPT）
（２０１０年２月～現在）
再評価の結果，♯１４，２５，３６に１度の動揺が残存

していたが PD４mm の箇所は４箇所となり病状安
定と判断されたため，SPT に移行した（図５，６，
７）。

Lang & Tonetti の Periodontal Risk Assessment
（PRA）６）（図８）にて評価したところ SPT における
リスクは中等度となった。SPT２年１１ヶ月経過時に
は，♯１３～１５の歯槽硬線は明瞭化しているが，♯
２２，２５～２７に歯周ポケットの再発を認めた。歯石の
沈着を認めたので SRP を行い，その後の再評価で
PD５mm の歯周ポケットが残存したため，SPT を
一旦中止し，再度フラップ手術を行った。♯２６，２７
は外科治療後の歯肉退縮による分岐部の露出を認
め，セルフコントロールだけでは管理は困難と判断
し，SPT の間隔を短くすることとした。♯３６は鉤
歯としての働きを期待し保存処置を行い，１度の動
揺は認めるもののポケットの再発や骨吸収は認めら

図４ 歯周外科治療時の口腔内写真
ａ ♯２４～２７ フラップ手術
ｂ ♯１３～１６ フラップ手術
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れなかった。下顎の義歯は摩耗することで残存歯へ
の負担が生じるため，摩耗が認められた人工歯に対
しては咬合面の再形成を行った。

現在，SPT 移行から４年が経過しているが，１ヶ
月に１度の間隔でリコールを行っており，歯周組織
は安定している（図９，１０）。初診時の原因がプラー
クコントロール不良と咬合性外傷であったことか

ら，特にプラークコントロールし難い♯２６，２７の管
理，咬合状態の変化には注意し，残存歯への負担が
過剰にならないよう留意している。

考 察

今回，口腔内への関心度が低いことによりプラー
クコントロール不良と，歯が欠損したま放置してい

図５ SPT 移行時の口腔内写真（２０１０年２月）

図６ SPT 移行時の歯周組織検査（PD 値で薄いグレーの表示は BOP 陽性の部位）
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たことで生じたと考えられる二次性の咬合性外傷に
より歯周組織の破壊が進行した患者において，義歯
による咬合回復，フラップ手術にて歯周ポケットを
減少させたことで，歯槽骨の平坦化が認められ，良
好な結果が得られた。

本症例の患者は，初診時には口腔内への関心が低
く，咬合の崩壊を伴う重度歯周炎に罹患していた。
歯周病の治療を成功させるには，患者自身のプラー
クコントロールを維持することが重要である７）。し
かし，モチベーションの効果は時間とともに低下す
るので繰り返し行うことが必要となる。歯周基本治
療の早期に患者の主訴であった♯４４～４６の動揺によ
る咀嚼障害に対し抜歯を行い，治療用義歯（即時義
歯）を作製し当面の咬合確保を図った。治療に対す

るモチベーションが上がり，さらにこれ以上の抜歯
は避けたいという患者の強い希望がモチベーション
の維持につながったと考えられる。治療用義歯装着
後，TBI を数回行い，PCR の改善を認め，SRP 後
には歯肉の炎症が軽減した。炎症軽減に伴い歯肉の
退縮が生じたため，根面が露出している箇所が増え
たので歯間ブラシの使用も含めた TBI を再度行っ
た。♯３６は可能な限り保存処置を行いたいという患
者の希望に配慮し感染根管治療を行った。

咬合性外傷は歯周炎の初発因子ではないが，ブラ
キシズムなどの悪習癖による外傷性咬合が歯周炎に
罹患した歯に加わると歯周組織の破壊が助長され
る８）。そのため力のコントロールが必要とされ，治
療としては局所的因子（早期接触などの咬合接触異
常）や全身的因子（精神的ストレス）を取り除くこと
などが挙げられる９）。本症例では，臼歯部の咬合崩
壊，早期接触とブラキシズムによる歯周組織破壊が
認められたので，咬合の安定を図るために義歯によ
る咬合機能回復や咬合調整を行い，ブラキシズムに
対しては自己暗示療法を用いることで咬合性外傷に
対応した。

本症例のように咬合性外傷により急速に骨破壊が
進行し根尖まで及ぶと歯の保存が困難になる。支持
組織の喪失量が根尖を越えていたり，保存治療を検
討しても治療の効果が確実に得られるか不明な歯の
場合には，治療を行ったうえで反応をみてから保存

図７ SPT 移行時のエックス線写真

図８ SPT のリスクアセスメント（Lang & Tonetti）
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の可否を判断することが多い１０）。今回，初診時に♯
１７，４４～４６の抜歯を計画したが，♯１７は骨吸収が進
行し，動揺も認められたにもかかわらず，同意が得
られなかったため歯周外科治療時に保存の可否を判
断することを説明し了承を得た。

歯周基本治療後の再評価では全体的に歯周ポケッ

トの減少を認め，PD４mm 以上が残存した部位に
歯周外科治療を行うこととした。本症例では，♯
１３，１５，２５に深い骨縁下欠損を認めたので，再生療
法も考慮したが，歯肉退縮が生じたとしても歯周ポ
ケットの可及的な減少が期待できるような切開デザ
インを用いたフラップ手術を選択し，一定の成果が

図９ SPT 移行後４年の口腔内写真（２０１４年３月）

図１０ SPT 移行後４年のエックス線写真
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得られた。
歯周外科治療後の再評価で♯１４，２５，３６に動揺１

度は残存したが，歯周組織の改善が認められたた
め，下顎の義歯の新製と♯３６の歯冠修復を行った。
一般的に感染根管治療を行った歯や歯周疾患に罹患
した歯は歯槽骨の吸収程度によって咬合負担能力が
低下する１１）。ヘミセクションにより近心根のみ保存
した＃３６は予後に不安もあったため，＃３４とブリッ
ジにはせずに，義歯の支台歯として使用することと
した。

積極的な歯周治療の後に患者のホームケアを励行
するのみでは，歯周組織の健康を維持するには十分
ではないことが知られており１２－１５），メインテナンス
や SPT による管理は重要となる。本症例では SPT
移行時におけるリスクアセスメント６）では，BOP 陽
性の部位が数ヶ所認められ，中程度のリスクであっ
た。プロービング時に BOP 陽性を認める頻度が
高い部位は SPT 中に歯周炎の進行が起こる確率が
高くなるとされている１６）。そのため定期的なプロ
フェッショナルケアを継続して実施し歯周組織の健
康を維持することと，BOP を含めた歯周組織のパ
ラメーターの変化がみられた場合には，SPT の間
隔を短くする必要がある。

本症例では，口腔清掃状態不良，咬合性外傷を
伴って，歯周組織破壊が進行していた。そのため臼
歯の欠損部に補綴装置を装着することで咬合の安定
化が図られ，歯周外科治療を行うことで歯周組織の
改善を認めた。今後もさらに口腔清掃状態，咬合状
態に留意しながら経過を追う必要がある。
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A Case Report of Surgical Periodontal Therapy
for Advanced Chronic Periodontitis with Occlusal Trauma
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We hereby report a patient with advanced chronic periodontitis with poor plaque control and occlusal
trauma treated by occlusal adjustment and periodontal surgery． The patient（a ５１-year-old male）pre-
sented with the chief complaint of difficulty chewing because of mobile lower molars． Baseline examina-
tion showed general inflammation in the gingiva，sites with －>１０mm probing depth，and tooth mobility de-
gree ３ for tooth #４５and degree １ for #４６． Radiographic examination revealed horizontal bone loss and
angular bony defect that extended close to the root apex of #４４－４６． On the basis of a clinical diagnosis
of advanced chronic periodontitis with occlusal trauma，initial periodontal therapy consisting of extraction
of #４４－４６，placement of treatment denture，plaque control and scaling，and root planing was imple-
mented． For #１４，which showed premature contact after the control of inflammation，occlusal adjust-
ment was performed． For teeth that showed PD >４mm，flap operation was performed． After re-
evaluation，a removable partial denture was placed and the patient was placed on supportive periodontal
therapy． Treatment efforts regarding reduction of the periodontal pocket and improvement of occlusion
led to a stable periodontal condition． （The Shikwa Gakuho，１１４：４６３－４７１，２０１４）
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