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抄録：中等度慢性歯周炎を有し歯根破折が原因で上
顎多数歯欠損となった患者に対し，歯周治療と補綴
治療を行った症例について報告する。患者は，５６歳
の女性。左上の歯ぐきが腫れたという主訴で来院し
た。初診時，主訴の＃２３，＃２４の歯肉腫脹および発
赤を認め＃２３はプロービングデプス７mm，＃２４は
１０mmであった。エックス線所見では歯根破折を認
め，保存不可と判定した。さらに補綴装置全般にわ
たる咬耗および口蓋隆起の発達から咬合力が強く，
顔面計測法の結果から咬合高径の低下も疑われた。
中等度慢性歯周炎，歯根破折による上顎多数歯欠損
と診断し，歯周治療終了後，補綴治療に移行した。
咬合力の強さ，メンテナンスの簡易化，今後の歯
の欠損状態の拡大の防止を考慮し，オーバーデン
チャーを選択，その中でも残存歯の二次固定を期待
できるコーヌステレスコープを用いた局部床義歯を
作製した。咬合力，セルフメンテナンスに考慮した
口腔内環境を整えることができた。

緒 言

本症例は多数歯欠損を伴う中等度慢性歯周炎患者
に対し，歯周治療と可撤性補綴装置を用いた症例で
ある。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，主治医の治療目
標などを総合的に判断して，最も適した治療計画を

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。

今回は患者の「歯を失いたくない」という強い希
望がある。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，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。

一方，歯の欠損部に対する補綴治療には，可撤性
有床義歯，ブリッジ，インプラントなどを用いるこ
とが考えられる。欠損歯数が拡大した歯列に対して
最も一般的に適応となる局部義歯では，その設計原
則である「動かない」「汚れない」「壊れない」の三
原則に沿って設計を進めるべきである１－３）。

最終補綴装置の選択に際し，欠損歯列の拡大の防
止，歯周病のメインテナンスの容易さの両方を考慮
する必要性がある。本稿では，中等度慢性歯周炎を
有し，歯根破折により多数歯欠損に陥った症例に対
して，口腔内環境の管理と欠損拡大の防止を目的
に，コーヌステレスコープ義歯を用いた治療を行い
良好な経過を経験したので報告する。

症 例

患 者：５６歳，女性
初 診：２０１１年１２月２２日
主 訴：左上の歯ぐきが腫れた
既往歴：特記事項なし
現病歴：２００６年５月に歯根破折のため２｜１２を抜
歯し，３１｜３４５６を支台歯とした固定性ブリッ
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ジを装着した。２００７年１０月に�５も歯根破折のために
抜歯しその後，２０１１年６月に歯根破折のため�６を抜
歯し，７５｜を支台歯とした固定性ブリッジを装着
した。同年１２月に�４の歯肉腫脹を自覚し紹介元医院
を受診するも，全顎的な補綴処置が必要であり，本
学を紹介され受診となった。
口腔内所見：主訴の部位である｜３４部には頬側歯
肉の腫脹，発赤が認められた。上顎は２｜１２５が
欠損し，３１｜３４６を支台歯とした固定性ブリッ
ジが装着されていた。他の上顎残存歯についても補
綴処置が施されており，二次齲蝕が確認された。下
顎は６｜６が欠損しており，各欠損部位に固定性ブ
リッジが装着されていた（図１）。補綴装置全般にわ
たる咬耗や口蓋隆起の発達から，咬合力の強さと悪
習癖が疑われた。咬合の所見として，１）咬合高径
は残存歯により確保されていたが，咬耗により咬合
高径の低下が疑われた。顔面計測（Willis 法）を行っ
たところ，瞳孔口角間距離は７０mm，安静時鼻下点
オトガイ間距離は安静時６８mm，咬合時６４mm で
あった。２）咬合平面はわずかに乱れがあった。
３）アイヒナー分類は A３，宮地の咬合三角は第
２エリアであった。４）咬頭嵌合位は一点に収束

し，安定していた。前歯部のオーバーバイトは２
mm，オーバージェットは２mm であり，下顎前歯
の左側へのわずかな偏位が見られた。５）側方滑走
運動時のガイドは，左右側とも犬歯誘導であった。
エックス線所見：全顎的には軽度の水平性骨吸収，
｜３４の歯根破折，�７の歯根全周囲におよぶ骨透過
像が認められた（図２）。
歯周組織検査：プロービングデプス（PD）は最小２
mm，最大７mm であった。６点計測１３２部位中，PD
が４mm 以上の部位は３３部位（２５％），PD が６mm
以上の部位は１１部位（８％）であり，プロービング時
の出血（BOP）は３３部位（２５％）であった。O’Leary の
Plaque Control Record（PCR）は４５．５％，動揺歯は認
めなかった（図３）。
診断および治療方針：検査の結果から，｜３４は歯根
破折，および�７は重度歯周病の診断のもと，３歯と
も抜歯適応と判定した。その他の残存歯について
は，中等度慢性歯周炎と診断し歯周治療を行うこと
とした。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，
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，｜３４および�７の抜

図１ 初診時の口腔内写真
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歯，再評価検査の後，PD４mm 以上の歯周ポケッ
ト残存部位に歯周外科治療を行うこととした。再評
価検査後，補綴治療を行い，メインテナンスに移行
する計画を立案した。咀嚼能力評価として山本式咀
嚼能率判定を用い，第４段階を示した。また，抜歯
を行った場合には咬合支持が減少し，アイヒナー分
類では B３に，宮地の咬合三角では第３エリアにな
ることが予測され，欠損に伴う審美障害と咀嚼障害
が起こると判断した。欠損部位に対する補綴方法に
は，その欠損様式から局部義歯かインプラントが適
応と考えられるが，患者に各治療法の利点や欠点を
説明した上で，前者の治療法で同意を得た。

下顎の欠損については片側性の遊離端欠損である

ため，通常のクラスプを用いた局部義歯で対応する
こととした。上顎の欠損を補綴するにあたっては，
以下の項目を検討した。
１）歯根破折を繰り返し機能力が強いことが予測さ

れるので，少ない残存歯で咬合力を歯列全体に均
等に配分するためには，クラスプ義歯よりオー
バーデンチャー方が有利である。

２）口蓋隆起がありこの部分を床で被覆できないた
め，十分な粘膜支持が期待できない。したがっ
て，確実な歯根膜支持が必要である。

３）残存歯の破折防止のため残存歯の二次固定効果
を期待できる義歯の設計が必要である。

４）義歯撤去時の支台歯の形態が単純化されている
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図３ 初診時の歯周組織検査（PPD はプロービングポケットデプス，BOP の欄の薄いグレーの表示
は BOP 陽性の部位）

図２ 初診時のデンタルエックス線写真
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方が，清掃性に有利である。
これらの理由から，上顎に関してはコーヌステレ

スコープを支台装置とした局部義歯を製作すること
とした。

治療の内容と経過

歯周基本治療としてプラークコントロールの徹
底，SRP，｜３４および�７の抜歯を行い，旧義歯を修
理し暫間義歯として装着し，再評価検査を行った。
その結果，口腔内所見では歯肉の発赤，腫脹の軽減
を認め，PCR は２７．６％であった。PD４mm 以上の
部位は７６４｜６７にあり歯周ポケットが残存した。
さらなる歯周ポケットの改善と炎症除去の目的に
７６４｜６７に歯肉剥離掻爬術を行った。術後の再
評価検査で，歯周組織が安定していることを確認後

（図４），引き続き補綴治療に移行した。検査の結果
からわずかな咬合高径の低下が認められたため，前
歯部で咬合高径を２mm 挙上することとした。上顎

のコーヌステレスコープ義歯では，６５４３１｜
６７を支台歯とし，�７は右側の歯数が十分にあるこ
とから支台歯として用いないこととした。支台歯へ
の前処置を行っている期間は旧義歯に増歯を繰り返
し QOL の維持に努めた。下顎に関しては咬合挙上
を行うために５７｜支台歯の固定性ブリッジ，�５に
全部被覆冠を再製作することとした。上顎に関して
は，支台歯形成の終了後，２０１３年６月に咬合床を使
用し咬合挙上を行った状態での咬合採得を行った。
次いで，仮の人工歯排列を行った咬合床を用いて，
正中のずれ，排列位置の確認，咬合平面の確認を
行った後，プロビジョナルレストレーションを製作
した（図５）。プロビジョナルレストレーションを装
着し，審美性，装着感，および咬合状態の確認を
行った。側方運度運時の咬合様式にはグループファ
ンクションを付与した。

コーヌステレスコープ義歯の製作過程において，
内冠と外冠は咬合器上で同時に製作し，内冠を装着
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図４ 歯周治療終了時の歯周組織検査（PPD はプロービングポケットデプス，BOP の欄の薄いグレー
の表示は BOP 陽性の部位）

図５ 模型上で完成したプロビジョナルレストレーション
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時に外冠のピックアップ印象を行い，最終補綴装置
を製作した。２０１４年３月に全ての最終補綴装置を装
着した（図６，７，８）。その後 PCR３９．４％と数値が
上昇した。原因として内冠を装着したことによるブ
ラッシングの難易度が変化したことがあげられる。
再度 TBI を行い，PCR２６．３％と改善したため，メ
インテナンスに移行した。

術後の補綴装置に対する違和感等の訴えはなく，
山本式咀嚼能率評価は第６段階を示し，咀嚼機能は
回復した。装着後の経過観察として３か月に一度来
院を指示しているが，プラークコントロールは
２５．０％，および義歯清掃状態は良好であり，残存歯
の歯周組織にも問題を生じていない。残存歯の過重
負担を考慮し夜間の義歯装着を指示した。

考 察

近年のインプラント治療の高い成功率４－６）を考え
れば，本症例では欠損部にインプラントを埋入する
という選択肢もあった。しかし患者の希望である歯
を失いたくないということを考慮した場合に，残存
歯に対する積極的な介入を行わなければ，将来保存

不可能な歯がさらに生じる可能性が高いと予測し
た。また中等度歯周炎に罹患しており現状での残存
歯の歯周治療も必須であると考えられた。

本症例の患者は，初診時に口腔内の歯の喪失に対
する不安を抱えており，その第一歩そして歯周治療
に取り組んだ。歯周病の治療を成功させるために
は，患者自身のプラークコントロールの維持が重要
となる。しかしモチベーションの効果は時間の経過
とともに低下するので，繰り返し行うことが必要
である。歯周基本治療の早期に患者の主訴である
｜３４の抜歯を行い，旧義歯を修理し暫間義歯を作
製し当面の咬合確保を図った。また PCR の値も減
少するにつれて治療に対するモチベーションが上
がった。SRP 後には歯肉の炎症が軽減した。しか
し�７は歯肉の炎症，BOP が改善されず患者の同意
のもと抜歯を行った。歯周基本治療時で３本抜歯し
たことで，これ以上の抜歯を避けたいという患者の
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。その後 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。歯周ポケットの可及的
減少が期待できるように歯肉剥離掻爬手術を選択

図６ 術後の口腔内写真（補綴装置未装着時）
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図７ 術後の口腔内写真（補綴装置装着時）

図８ 完成したコーヌステレスコープ義歯

１２８ 山本，他：慢性歯周炎を伴う欠損歯列の補綴治療
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し，一定の成果が得られた。歯周外科終了後の再評
価で歯周組織の改善が認められたため，補綴治療に
移行した。補綴治療に移行する際にこれ以上欠損歯
が増えた場合は，すれ違い咬合の一歩手前になり
治療がさらに困難となることが考えられた１）。した
がって本症例では残存歯の状況および口腔内環境の
変化を考慮し，対応のしやすいコーヌステレスコー
プを用いた局部義歯を選択した。コーヌステレス
コープ義歯には，強固な支持が得られ，義歯の動き
が少なく，二次固定が可能であるという特徴がある
ばかりでなく，支台歯の歯周組織を解放できること
で自浄性に富むという利点も有している７）。

オーバーデンチャーを用いる際には，支台歯とし
て不利な状況にある歯を対象に，歯冠を切断するこ
とによって再利用する考え方と，根面アタッチメン
トやコーヌステレスコープ義歯の支台歯のように積
極的に健全な歯を支台歯として活用する方法とがあ
る。その意義として，顎堤吸収の防止，歯根膜の感
覚受容器の活用，義歯の維持や安定の向上，心理的
効果などがあげられる８，９）。オーバーデンチャーの支
台歯は唾液による自浄性の低下やプラークコント
ロールの困難さから，歯根齲蝕や歯周疾患になりや
すいことが欠点としてあげられている。Reitz ら１０）

は，オーバーデンチャーの支台歯の喪失の原因は主
に歯周疾患であったと報告している。また齲蝕罹患
率についても様々な研究１１）がなされており，齲蝕罹
患率が高いものでは５年間５０％もの支台歯が齲蝕
に罹患している例も見られる。Toolson ら１２）のオー
バーデンチャー支台歯の１０年間の追跡調査による
と，抜歯した支台歯は全体の１４．３％であり，うち齲
蝕９．１％，歯周疾患５．２％であった。前述のように
コーヌステレスコープ義歯は，支台歯の歯周組織を
開放できるという利点を有しており，支台歯周囲の
フレームデザインに配慮を加えることで，メインテ
ナンスの観点からも良好な予後が期待できる支台装
置と言える。

今後，日本では超高齢社会により患者の要介護者
が増加することが考えられ，いかにメインテナンス
を行いやすい状況を作っておくかが重要である。歯
が欠損していく過程は連続した継続疾患と考えられ
ている。過去の欠損を起こした原因，また現在の口
腔内から将来を予測していくことが的確な診断に繋

がると考えられる。本症例における欠損歯列の状態
に関して，治療終了時は宮地の咬合三角において第
２エリアに位置するが，今後歯を一本でも喪失する
と実質的に咬合が崩壊するレベルである第３エリア
に移行してしまう。コーヌステレスコープ義歯を用
い二次固定を得ることで，欠損歯列の進行を遅らせ
ることができるものと期待される。

まとめ

近年，インプラント治療の普及率が高まっていく
なか，その治療成績は向上し予知性も高まってい
る。その一方で，一口腔単位で治療計画を考えた場
合，これから起こりうる事象や問題を予測し，それ
に対して全顎的治療を進めるには，可撤性有床義歯
で対応するべき症例も多く残されているのも現実で
ある。そのような観点から，本症例を通じてリジッ
ドサポートの概念に基づく可撤性有床義歯の有効性
を認識した。
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Periodontal treatment combined with a removable prosthetic appliance in a case of
moderate chronic periodontitis associated with multiple tooth loss

Shinji YAMAMOTO，Shuichiro YAMASHITA
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We report the case of a patient with moderate chronic periodontitis who lost multiple teeth from the
maxillary due to root fracture，in whom therapy comprised periodontal and prosthetic treatment． The
patient was a ５６-year-old woman who presented with swelling of the upper left gums． On initial exami-
nation，swelling and redness of the gingiva of the upper left canine and first premolar were evident．
Probing depth was ７ mm for the canine and１０mm for the first premolar． As root fractures were vis-
ible on X-rays，it was determined that the teeth could not be preserved． Attrition across the entire
prosthetic appliance and strong occlusal force due to development of the palatine torus were also appar-
ent，and a reduction in the occlusal vertical dimension was also suspected on the basis of facial measure-
ments． We diagnosed multiple maxillary tooth loss associated with moderate chronic periodontitis and
root fracture，and after periodontal treatment had been completed the patient moved on to prosthetic
treatment． The reasons for choosing an overdenture were strength of the biting force，simplification of
maintenance，and consideration of prevention of the expansion of the future state with teeth missing ;
conus telescope partial dentures were prepared with the aim of secondary fixation of the remaining teeth．
Taking both occlusal force and self-maintenance into consideration，the oral environment was successfully
improved． （The Shikwa Gakuho，１１５：１２３－１３０，２０１５）

１３０ 山本，他：慢性歯周炎を伴う欠損歯列の補綴治療
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