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はじめに

ブラックトライアングルは，様々な要因よって
生じた歯冠部軟組織の喪失により生じた空隙をあら
わしており，前歯部では三角形状の空間が黒く見え
ることからそのように呼ばれる審美障害の一因と考
えられている。一般に，加齢に伴う生理学的と判断
される口腔内の変化により，歯肉の退縮が起こり，
歯冠部に存在していた歯間乳頭の高さは低く変化す
る。審美性が重要視される部位において，特に治療
後間もない時期のブラックトライアングルの発生は
大きな問題となる。臨床において遭遇するブラック
トライアングルに関わる問題に対抗するためには，
歯間乳頭についての歯周療法学的知識を中心に幅広
い見識を深めることが求められる。

歯間乳頭の構造

歯間乳頭部の歯肉は，他部位と同様に歯肉上皮
と結合組織から成り立つ。一般に，付着歯肉から遊
離歯肉内にかけて，結合組織の歯間水平線維と，そ
の上方に延びる歯―歯肉線維が上皮で覆われ，歯と
歯の間の隣接面部に存在し，下部皷形空隙を充た
す。歯間乳頭は，歯槽骨の高さ，歯と歯間接触点の
間の距離などに影響を受けるとされている。前歯部

では，幅の狭い歯間空隙を満たす形態となってお
り，臼歯部では頰舌的に幅が広く，隣接接触点の下
方でコル状形態となる。

健康な歯肉では，歯冠周囲の歯槽骨頂から歯肉
辺縁までの歯肉の厚みは約３mm であるが，歯間隣
接面部での歯槽骨頂から歯冠乳頭先端までの歯肉の
厚みは約４．５～５mm とされている。生物学的幅径
は歯の全周で変化はなく，約２mm であることか
ら，歯間隣接面部の歯肉溝はほかの部位よりも約
１．５～２mm 深い１）。

歯間乳頭の有無と歯槽骨頂から隣接接触点まで
の距離を検討した調査では，隣接接触点から歯槽骨
頂が５mm 以内の距離であった場合には，１００％の
確率で歯冠部が歯間乳頭で占められていたのに対し
て，６mm であった場合には５６％にとどまり，７mm
以上の場合には２７％に減少したと報告されている。
このように，歯や歯周組織の形態に歯間乳頭の有無
は影響を受けると考えられる。

歯間乳頭の有無を決定する要因

歯間乳頭の有無には複数の因子の関与が考えら
れている。歯周組織の退縮による歯根膜の喪失，隣
接接触点と歯槽骨頂の高さに関連する歯根や歯冠の
形態や位置関係，歯列矯正治療に伴う歯の位置変化
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など，様々な要因の関与が紹介されている。活動性
の高い歯周組織炎は歯間乳頭の喪失に関連している
とされており，３mm 以上の深さの歯周ポケットは
プラーク貯留の原因となり，炎症が拡大しやすいこ
とから，歯間乳頭の喪失をもたらすと考えられてい
る。

隣接する歯根間の距離もまた，歯間乳頭の存在
に影響するとされている。隣接する歯根間の距離と
歯槽骨欠損の発生についての調査では，歯根間距離
が３．１mm を下回る場合に，それぞれの骨縁下欠損
がつながって，歯槽骨頂の高さを減ずることが示さ
れていることから，歯間乳頭の存在を維持するには
歯根間に３mm 以上の距離を要することが指摘され
ている。

審美領域の治療に関わるリスク評価

歯科治療に関わるリスク評価は，治療が負の結
果を招くリスクの高さを見極めることを目的とす
る。患者個々にリスクを評価して，治療の難易度を
把握するために，詳細な術前の分析が求められる。
特に，審美領域治療については，患者選択含む全般
的な評価と，口腔内における局所の分析が求められ
る。

全般的なリスクファクターとして，年齢や性
別，免疫疾患や糖尿病などの基礎疾患，それに付随
する投予薬剤，アレルギーや喫煙習慣などの全身的
因子，歯周疾患の既往やそのタイプ，遺伝的素因な
どの歯周病学的因子，ホームケアの状態や患者の
パーソナリティー，ブラキシズムの有無などの咬合
因子などについての情報収集を行う。

局所のリスクファクターとしては，スマイル時
のリップラインの高さ，歯肉の厚さと形態プ，隣在
歯の形態や修復状態，周辺の骨レベルなどを把握す
る。

１．リップライン
高いリップラインの症例では，しばしば歯冠全

体とともに，軟組織が著しく露出し，審美的なリス
クが高まる。審美的要求度合いの高い症例では特に
重要である。

２．歯肉のバイオタイプ
歯間乳頭と歯槽骨構造によって歯肉のバイオタ

イプは，薄い歯周組織バイオタイプと厚いバイオタ
イプに分類される。歯肉が厚いバイオタイプでは，
線維組織の密度が高く弾力性に富み，概して付着歯
肉の幅が広く，歯肉退縮への抵抗性が高い。歯肉縁
下に至る補綴装置の色調を遮断することができ，審
美的な治療結果を達成しやすいことから，リスクが
低いと判断される。一方，薄いバイオタイプの歯周
組織は脆弱で，退縮しやすいため，リスクが高いと
認識されている。金属製のポケットプローベを歯周
ポケットに挿入した際に，歯肉を通して透けて見え
るプローベの色合いが評価基準の一助となる。

３．歯肉のバイオフォーム
歯周組織の生物学的形態は，曲率が高いスキャ

ロップ，中間的なスキャロップ，平坦で浅いスキャ
ロップの３つのスキャロップ形態に分類される。バ
イオフォームは，当該部位の支持歯槽骨の彎曲に
沿っていると考えられている。平坦なスキャロップ
では支持骨が遊離歯肉縁と連動しており，外科的処
置に伴う歯肉退縮を起こしにくいと考えられている
ことから，平坦なスキャロップタイプは高いスキャ
ロップより審美性の確保に優れていると判断され
る。また，高いスキャロップタイプでは，より広い
支持骨が存在するが，骨形態と遊離歯肉縁の輪郭に
格差を生じやすく，ブラックトライアングルを形成
して審美的障害を生じやすいとされている。

４．歯冠形態
歯冠形態は，歯間乳頭のタイプを決定する重要

な因子である。歯冠形態は円形，方形，三角形に分
類され，方形歯冠形態は，歯槽骨頂と隣接接触点の
距離が短く，接触点の面積が広いことから，歯間乳
頭の管理がしやすい。三角形形状の歯冠では，歯肉
スキャロップの曲率が高くなりやすく，支持歯槽骨
が薄い傾向となり，歯間乳頭の退縮の要因と考えら
れている。

対処方法

多くの患者は複数の病的因子を持っている。そ
のような患者を管理するには，適切な評価および治
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療計画が必要である。
対処方法として，外科的療法と非外科的療法に

大別されており，それぞれいくつかのアプローチが
紹介されている。対処方法の選択と適応については
多くの選択肢が考えられる一方，大規模な臨床試験
または長期の臨床結果の欠如のために，治療計画立
案の指標となるゴールデンスタンダードが示されて
いない現状がある。

１．外科的療法
外科的療法として，歯間部軟組織の再建処置や

再生処置が紹介されている。ほとんどの外科的療法
では，歯肉移植あるいは結合組織移植を併用した術
式が注目されている。歯間乳頭の喪失が，軟組織の
みならず，歯槽骨の欠損を伴う場合には，軟組織に
対する治療のみで完全な乳頭組織の回復が困難な場
合があり，治療結果に制限を生じ，硬組織への対応
を伴う，さらに複雑な治療計画となる。そのため，
治療方法を選択するための診察・検査，診断，そし
て一定の経験を伴う高度な歯周外科処置の適用が良
好な治療結果には必須となるため，専門的なトレー
ニングを積んだ歯周療法の専門医の指導の下での治
療が望まれる２）。

２．非外科的療法
患者の身体的な負担が大きくなる傾向がある外

科的療法と比較すると，非外科的療法の選択によ
り，経済的でストレスの少ない，一定の満足度を伴
う結果を短期間で獲得できる場合がある。非外科的
療法においても，様々な手法が紹介されており，単
独の療法を選択するほか，複数の療法を併用するこ
とによって，回復する形態や程度を調整すること
や，繰り返しの治療を検討できる場合がある。

⑴ 口腔衛生管理
歯間乳頭の喪失の原因が外傷性を伴う口腔衛生管

理である場合，その修正により喪失の進行を抑制し，
損傷した歯肉の再上皮化を期待できる場合がある。
口腔清掃方法の改善や使用器具の選択についての指
導により，歯肉の損耗が軽減されると考えられている。

⑵ 修復・補綴学的対応
喪失した乳頭組織を回復することなく，組織喪

失により生じた歯間空隙を，人工的に補う方法とし

て修復的，補綴的療法が紹介されている。修復用レ
ジンやセラミックなどの素材を用いて，歯冠形態を
修正することにより，ブラックトライアングルを目
立たなくする方法である。歯質や各種歯冠修復材料
への接着技法の進歩により，歯質削除量を抑えた最
小限の治療侵襲を実施することが可能となってきて
いる。また，各種修復材料で，歯肉色の材料が開発
されてきており，適用の範囲が広がっている。

上記した隣接部の歯槽骨頂から歯冠の隣接接触
点までの距離を，５mm 程度に歯冠形態を調節する
ことにより，乳頭喪失の影響を回避できる可能性が
ある。しかし，修正した歯冠形態が，隣接する現存
歯形態との不調和を生じたり，皷形空隙の減少や消
失により清掃性の悪化による歯周組織の炎症を惹起
する可能性があるため，慎重な適用が求められる。

⑶ 矯正学的対応
乳頭組織を喪失した部位の歯冠形態を修正し，

それによって生じた歯間空隙を矯正治療による歯の
移動によって，ブラックトライアングルを消失させ
る治療が多数報告されている。歯冠形態を増大させ
る修復的，補綴的療法に対して，矯正的療法では当
該部位の隣接接触点をディスキングなどにより削去
し，その後の矯正治療で歯間空隙を消失させる方法
である。

おわりに

歯間部の審美的問題に関わる治療計画上の指針
として，①硬・軟組織の保全のためのスペースの管
理，②硬組織の評価，③軟組織の評価，④修復学的
対応を基盤とすることが指摘されており，臨床的指
針となっている３）。
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