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カ ラ ー ア ト ラ ス の 解 説

はじめに
歯周組織再生療法の歴史 は 長 く，１９２３年 に

Hegedus が自家骨移植を報告したことから始ま
る１）。それから約１００年が経ち，日本では世界初の歯
周組織再生剤としてリグロスⓇ歯科用液キットが開
発され，保険導入された。リグロスⓇを使った再生
療法は，本学水道橋病院および千葉歯科医療セン
ターにおいて，既に１１０余の症例で実施されてい
る。

本稿では，ランダム化比較試験（RCT）から得
られた最新の知見や，低侵襲な手術との併用によっ
て良好な結果が得られた一症例を紹介する。

rhFGF-２製剤と脱タンパクウシ骨ミネラルの併用療法
による歯周組織再生療法；ランダム化比較試験

本学歯周病学講座では，リグロスⓇ（図１A）が
保険導入された直後から，垂直性骨欠損に対し，骨
補塡材である脱タンパクウシ骨ミネラル（DBBM ;
Geistlich Bio-Oss）（図１B）との併用効果を検討す
る RCT を実施し，その成果を世界で初めて報告し
た２）。さらに２０２０年には同 RCT の２年経過を報告
している３）。

研究の概要は，実験群（rhFGF-２＋DBBM）（図
１C）および対照群（rhFGF-２）を設定し，各群２２
部位をランダムに割り当てて行った。第一報の６か
月までの評価では，DBBM との併用の有無に関わ
らず，ベースラインと比較して臨床的に有意な改善
を示した。また，エックス線画像上での骨添加
（RBF）を解析したところ，実験群は対照群と比
較して有意な改善が認められた。２年後において
も，臨床的パラメータにおいて両群で有意な差は認
められなかった。RBF に関しては，６か月から１
年半経過し，さらに不透過性が亢進していた（図
２）ことから，塡入した DBBM だけでなく，新生
骨が形成されていることが推察できる。以上の結果
より骨補塡材の有無に関わらず，rhFGF-２製剤の
応用は歯周組織治癒において効果的であることが示
唆された。骨補塡材との併用がどのような症例で特
に有用となるかについては，今後さらなる検討が必
要である。

低侵襲歯周外科手術と rhFGF-２製剤の応用が
生み出す効果

近年，歯周外科治療においても低侵襲な術式が考
案され，その成果が報告されている。その中でも
Cortellini らによって確立された minimally invasive
surgical technique（MIST）は，①可及的な乳頭部
歯肉の温存，②創傷部や軟組織の安定，③感染の抑
制を，コンセプトとして確立した術式となってい
る４－６）。さらに低侵襲な術式として，改良型 MIST
（M-MIST）も紹介されている７）。三壁性骨欠損に
対し，M-MIST により歯肉弁を形成，デブライド
メント後にリグロスⓇを使用した症例を紹介する。

患者は５９歳女性。ブラッシング時の出血を主訴と
して水道橋病院を受診した。全顎的にプラークコン
トロールは不良であった。初診時，手術部位である
＃３６頰側近心の歯周ポケットは７mm であった。歯
周基本治療として，口腔清掃指導，スケーリング・
ルートプレーニングを行い，再評価を行ったが同部
位の歯周ポケットは改善を認めなかった。術前のデ
ンタルエックス線画像および歯周組織検査の結果よ

り，幅の狭い垂直性骨欠損であったため，リグロスⓇ

を用いた歯周組織再生療法を行うこととした。ま
た，頰側からのみのアプローチでデブライドメント
が可能と判断し，切開方法は M-MIST を選択し，
拡大鏡（１０倍）およびマイクロブレード（図３）を
使用した。M-MIST は，乳頭部歯肉の剥離を行わ
ないことが特徴として挙げられる。そのために，ま
ずは乳頭部に横切開を加える（図４A）。乳頭部の
切開では，血流量の観点から切開幅を２mm 取るこ
とが重要である。使用したメス刃は幅２mm に設計
されていることにより，メス刃の幅を参考に切開す
ることが可能である。その後，頰側の歯槽骨頂をメ
スで探知しながら，骨膜を切離していく。さらに，
乳頭部歯肉を温存しながら舌側の骨頂へメスを向け
水平切開を加える。これらの切開により，骨内欠損
部の不良肉芽を一塊にして除去することが可能にな
る（図４B）。徹底的なデブライドメントと止血の
後，リグロスⓇの塗布を行った（図４C）。歯肉弁に
テンションがかからぬよう，６－０のナイロン糸を
用いて単純縫合を２糸行った（図４D）。

術後３か月で，切開部の瘢痕は観察されなかった
（図５）。その後も歯肉退縮などの軟組織の変化は
認められなかった。エックス線画像では，経時的に
不透過性の亢進が認められた（図６）。術前に７mm
あった臨床的アタッチメントレベルは，２mm まで
改善し，５mm の付着を獲得することができた。本
症例では，低侵襲な切開法とリグロスⓇによる治癒
の促進効果により，良好な結果が得られたと考えら
れる。
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術前 術後３か月 術後６か月 術後１２か月
図６ 術後３，６，１２か月におけるデンタルエックス線画像

経時的に＃３６近心の不透過性の亢進が観察された。

術前 術後３か月 術後６か月 術後１２か月
図５ 術後３，６，１２か月における軟組織の変化

術後３か月において切開線の瘢痕は認められず，１２か月経過しても歯肉退縮は無かった。

切開 デブライドメント後 rhFGF-２の塗布 縫合
図４ M-MIST と rhFGF-２製剤（リグロスⓇ）応用の術式

乳頭部歯肉に横切開を加える（A），乳頭部歯肉は剥離せず，不良肉芽を一塊として除去，スケーリン
グ・ルートプレーニングを行う（B），止血確認後，生理食塩水で洗浄し，速やかに rhFGF-２製剤を塗
布（C），テンションをかけないように２糸単純縫合（D）。

図２ RCT における術後エックス線画像
上での骨添加（RBF）の評価（Aoki,
et al.２０２０３）を一部改変）
＊＊p＜０．０１，rhFGF-２群 と の 比 較；
Mann-Whitney U test．†p＜０．０５，
††p＜０．０１，各 群６か 月 と の 比 較；
Friedman test with Dunn post test.

図３ M-MIST の症例で使用したマイク
ロブレード

乳頭部歯肉の切開など繊細な切開に
適したメス刃。

図３図２

図１ rhFGF-２製剤と骨補塡材（DBBM）
rhFGF-２製剤（リグロスⓇ）調整後（A），DBBM（Geistlich Bio-Oss）の SEM による観察（original mag-
nification×３０）（B），rhFGF-２製剤と DBBM を混和（C）
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