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緒 言

歯周病は，主にデンタル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
組織の破壊を招く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２）。歯周治療を行う上でプ
ラークコントロールが不十分であるとスケーリン
グ・ルートプレーニング（SRP）や歯周外科治療な
ど，その後の治療効果は低下する。そのため，良好
なプラークコントロールは歯周組織の炎症改善や歯
周外科治療後の治癒に有効である３）。また，歯周炎
の存在下で，早期接触や均衡接触などの外傷性咬合
が加わると歯周組織破壊がさらに進行する。そのた
め，咬合性外傷に対しては外傷性咬合を除去または

改善し，安定した咬合を確立させながら，歯周治療
を行う必要がある。そうすることで，咬合性外傷に
よって憎悪した歯周組織の破壊を抑制するととも
に，口腔の機能を回復させることができる４）。

近年日本では，遺伝子組換えヒト塩基性線維芽
細胞増殖因子（rhFGF-２）製剤が歯周組織再生医
薬品として世界で初めて承認され，保険適応となっ
た。FGF-２が歯周組織の治癒に及ぼす影響は，
我々の講座の研究でも，様々なモデルでその有用性
を報告している５－７）。また FGF-２製剤は，臨床にお
いてもその有効性が示されている８－１０）。

今回，広汎型重度慢性歯周炎に対し，徹底した
プラークコントロールの確立と咬合性外傷のコント
ロールを行い，さらに FGF-２製剤と骨補塡材を使
用した歯周組織再生療法を含む歯周外科治療により
良好な経過を得た症例を報告する。

症 例

患 者：４６歳女性
初診時：２０１８年１１月３０日
主 訴：右上奥歯が痛む。
全身既往歴：特記すべき事項はなく，非喫煙者。

臨床報告

広汎型重度慢性歯周炎に対し FGF-２製剤と骨補塡材を併用した
歯周組織再生療法を行った一症例

阿部かう子 青木栄人 齋藤 淳

東京歯科大学歯周病学講座

抄録：広汎型重度慢性歯周炎患者に，歯周組織再生療法を含む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４６歳女性，上顎右側臼歯部の疼痛を主訴として来院した。初診時，下顎前歯部
と上顎臼歯部に歯肉の発赤を認めた。検査の結果，プロービングデプス（PD）が４mm 以上の部位は
４２．４％，プロービング時の出血率（BOP）は３７．２％であった。エックス線画像では，＃４２遠心部に垂
直性骨吸収，＃１７に根尖を囲う透過像，その他の部位には水平性骨吸収を認めた。広汎型重度慢性歯周
炎と診断し，歯周基本治療を行い，炎症の改善に努めた。歯周基本治療後，PD が４mm 以上の部位
に，塩基性線維芽細胞増殖因子製剤（FGF-２）と骨補塡材を併用した歯周組織再生療法と歯肉剥離掻
爬術を行った。SPT 移行時，PD が４mm 以上の部位は０．７％，BOP は９％と改善した。SPT 移行３か
月後も，良好な状態を維持している。
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現病歴：２０１５年８月頃より上顎左側臼歯部の腫脹，
疼痛を自覚し，近医を受診した。スケーリングのみ
行い一時は改善したが，その半年後に抜歯となっ
た。抜歯後に義歯を装着した。３年後に右上にも疼
痛を自覚したため，残存歯の精査，歯周病の治療を
希望し，２０１８年１１月３０日に本学水道橋病院保存科に
来院した。
家族歴：父親は歯周病のため近医を受診しており，
部分床義歯を使用している。母親は歯周病の既往は
なく，義歯は装着していない。近医にて定期的な口
腔衛生指導を受けている。

１．現症
１）全身所見
体格指数（BMI）は２０で標準であり，栄養状態

は良好であった。
２）口腔内所見（図１）
上顎右側臼歯部と下顎前歯部舌側には歯肉の発

赤がみられ，叢生のある下顎前歯部舌側歯頸部には
プラーク付着と歯肉縁上歯石の沈着を認めた。臼歯
部を中心に歯冠修復，歯冠補綴がされており，＃２４
には，インレーの不適合による２次カリエスが存在
した。

３）歯列・咬合所見
＃１２，２２，４５に舌側転位，＃３２－４２に叢生を認

めた。右側方運動時，＃１５－１７，４５－４７により，左
側方運動時，＃２４，２５，３４，３５により，前方運動
時，＃１１，１６，１７，２１，３２，４１，４６，４７によりガイ
ドしていた。早期接触は＃２１，３２に確認された。

４）歯周組織所見（図２）
プロービングデプス（PD）は平均３．２mm で，４

～５mm の部位は５５か所（３５．３％），６mm 以上の
歯は，１１か所（７．１％）であった。歯周炎表面積（Peri-
odontal inflamed surface area : PISA）１１）は，１，１０３．３
mm２ であった。

また，根分岐部病変は，＃１７，３７，４７で頰側か
ら LindheⅡ度，＃４６で頰側から LindheⅠ度であっ
た。プロービング時の出血（BOP）部位率は３７．２％，
O’Leary の Plaque Control Record（PCR）１２）は，
４６．２％であった。歯の動揺は，＃１７で３度，＃３７，
４７で２度，＃２６で１度であった。

５）エックス線画像所見（図３）
主訴部位である＃１７には根尖を囲う骨吸収像，

＃４５近心から＃４７近心にかけて歯根長の１／３程度
の水平性骨吸収，＃４５遠心，＃４６遠心，＃４７近心に
は歯肉縁下歯石の沈着，＃２５遠心にメタルインレー

図１ 初診時 口腔内写真
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の不適と二次カリエスを疑う透過像を認めた。根分
岐部病変は，＃３７，＃４６でみられた。＃４２遠心に歯
根長１／２の垂直性骨吸収と縁下歯石が存在した。
＃３７には歯根長１／２に及ぶ水平性骨吸収と根分岐
部に透過像，アンレーの不適合とアンレー下にカリ
エスを疑う透過像，また，挺出による辺縁隆線の不
一致が確認された。

２．診断
広汎型重度慢性歯周炎。歯周病の新たな国際分

類１３）では，広汎型・StageⅣ・Grade C と診断された。

３．治療計画
各種検査結果に基づく診断から，治療計画を立

案するにあたり，McGuire らの分類１４）に基づき予後
の判定を行った。根尖を囲う骨吸収を認めた＃１７は
Hopeless，歯根長１／２に及び根分岐部病変 Lindhe
Ⅱ度を認める＃３７は Questionable，歯根長１／２に

及ぶ骨吸収を認めた＃４２，４３，４７に関しては Poor，
歯根長１／４程度の骨吸収を認めた＃１６，１４，１３，
１１－２３，２５，３３，３４，３６，４５，４６は Fair，残りの部位
は，プラークや歯石の沈着，若干の骨吸収を認める
も，PD は比較的浅いため Good と判定した。

まず，現在の病状について十分理解することが
今後の治療の成功を左右するため，歯周病の原因と
治療法などを説明し，徹底した口腔衛生指導
（TBI）を行い，口腔清掃に対するモチベーション
を高め，プラークコントロールを徹底する。主訴部
位であった＃１７は資料採取後，Avila らの報告した
抜歯判定１５）に基づき抜歯をする。TBI と歯肉縁上ス
ケーリングで炎症の改善を図り，２０１５年の日本歯周
病学会の歯周治療の指針１６）に基づき早期接触部位
＃２１，３２への咬合調整と動揺度２度が認められる
＃３７，４７への暫間固定を行う。＃２５の不適合イン
レーは，不適合部の２次カリエスの除去を行う。初
診時の PCR４６．２％，BOP３７．２％に改善が認められ

図２ 初診時 歯周組織検査

図３ 初診時 デンタルエックス線画像
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た後，歯肉縁下歯石，病的セメント質の除去を目的
とした機械的プラークコントロールとしてスケーリ
ング・ルートプレーニング（SRP）を行う。ブラキ
シズムに対してはスタビライゼーション型スプリン
トを装着する。再評価の結果に応じて，PD が４mm
以上残存した部位に対しては歯周外科治療へと進
む。エックス線画像所見より＃４２遠心に垂直性骨吸
収を認めるため，歯周組織再生療法（FGF-２製剤
を使用）を行い，他のポケット残存部位に対して組
織付着療法である歯肉剥離掻爬術を行う。歯周外科
治療後の歯周組織の安定を待ち，再評価を行う。歯
列・咬合所見として転位，叢生などの歯列不正が認
められるため，矯正治療を行いプラークコントロー
ルの更なる改善を目指す。そして歯周組織の安定を
確認した後，再評価を行い，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）へ移
行する計画を立案した。なお，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。

治療経過

１．歯周基本治療（２０１８年１２月～２０１９年８月）
口腔内写真撮影（図１），エックス線検査（図

２），歯周組織検査（図３）を行い，患者の現状や
歯周病の病状と治療法について説明した。PCR を
提示し，口腔清掃状態を理解してもらい，ブラッシ
ング法について指導した。全顎的に歯頸部にプラー
クが付着しており，上顎口蓋側，下顎前歯部舌側の
歯肉の発赤を認めたため，ブラッシング法はスクラ
ビング法で歯面へのブラシの当て方や動かし方も指
導した。また，叢生，転位などの歯列不正があるた
め，下顎前歯叢生部や隣接面に対しては，歯ブラシ
での縦みがき法や補助的清掃器具（タフトブラシ，
デンタルフロス，歯間ブラシ）の使用を勧めた。

初診時，下顎前歯部叢生部を中心に歯肉縁上歯
石が認められたため，全顎に超音波スケーラーにて
スケーリングを行い，プラークコントロールと縁上
スケーリングによる歯肉の炎症が軽減してから再評
価を行った。早期接触部位＃２１，３２に対しては咬合
調整を，動揺度２度が認められる＃３７，４７には，暫
間固定を行った。エックス線画像上では臼歯部を中
心に縁下歯石が認められたため，４mm 以上のポ

ケット残存部位に手用スケーラー，超音波スケー
ラーを用いた SRP を行った。その際，超音波ス
ケーラーでの SRP 時に知覚過敏の症状を訴えたた
め，ルートプレーニングは細心の注意を払うよう心
掛けた。ブラキシズムに対してはスタビライゼー
ション型スプリントを装着し，欠損部については，
使用中の義歯を調整し，咬合の安定を図った。

また，初診時において＃３７は幅広の浅いカップ
状の骨欠損と予測し，再評価後，組織付着療法を予
定していたが，基本治療中に急性症状を繰り返し，
状態が悪化したため予後不良と判断し，下顎左側部
の SRP の際に抜歯を行った。矯正治療については
初診時の治療計画や基本治療終了時にも説明を行っ
たが，同意が得られなかったため，矯正治療を行わ
ない計画に変更した。

２．歯周外科治療（２０１９年９月～２０２０年２月）
歯周基本治療後の再評価において，非外科的歯

周治療の成功基準１７，１８）にそれぞれの数値を照らし合
わせると，％ Closed pocket；９１．７％で ClassⅠ，％
BOP；１３．９％で ClassⅠ，％ PLI；８．３％で ClassⅠ
であった。成功基準は２つ以上の項目で ClassⅠ
で，かつ，ClassⅢが無いことなので，今回の結果
は非外科的歯周治療の成功基準を満たしているとい
う判定結果となった。しかし，４mm 以上のポ
ケットが残存した分岐部を含む水平性の骨吸収の存
在，＃４２に垂直性の骨吸収を認めたことから歯周外
科治療へ移行した。

＃４２に対する歯周外科治療としては，SRP の際
に１～２壁性の骨欠損であると予測したため，患者
の同意のもと，FGF-２製剤（リグロスⓇ歯科用液
キット，６００ug ，科研製薬）と骨補塡材（脱タン
パクウシ骨ミネラル；Bio-OssⓇ，サイズ S，Geis-
tlich）を併用した歯周組織再生療法を行った（図
４）。なお，リグロスⓇと Bio-OssⓇとの併用は，臨
床研究の一部として，倫理承認のもと患者からの同
意を得て実施した（No．７４７）。

粘膜骨膜弁を形成後，肉芽組織を除去し，生理
食塩水で洗浄してから滅菌ガーゼで止血後，FGF-
２製剤を塗布し，その後 FGF-２製剤と骨補塡材を
混合させたものを過剰にならないよう注意して充塡
した。縫合は垂直マットレス変法と単純縫合を行っ

１５６ 阿部，他：慢性歯周炎に歯周組織再生療法を行った一症例

― ６６ ―



た。
＃４６，４７には分岐部に及ぶ水平性骨吸収が認め

られた。初診時，＃４７は頰側から LindheⅡ度の根
分岐部病変が存在した。また，基本治療中の SRP
時に骨欠損形態が根分岐部を含み近遠心ともに骨レ
ベルが低く，カップ状に欠損していると判断したた
め，再生療法は難しいと判断し，組織付着療法を選
択した（図５）。

３．口腔機能回復治療（２０２０年５～９月）
歯周外科治療終了後の再評価の結果，歯周組織

の安定を確認したため，＃１７，２６，２７に部分床義歯
を装着した。

４．サポーティブペリオドンタルセラピー
（SPT）（２０２０年９月～現在）

再評価の結果，４mm 以上のポケットは１か所
（０．７％），BOP は４．２％，PISA２４４．２mm２ ま で 改

善し，病状安定と判断したため，SPT に移行した
（図６，７）。エックス線画像所見で，歯槽硬線は
明瞭化し，歯槽骨レベルの改善を認めた（図８）。
この時点で Periodontal Risk Assesment（PRA）
にて評価したところ１９）SPT 期間中におけるリスクは
低リスクと判断した。この結果と口腔内の状態を考
慮し，リコール間隔を３か月とした。来院時には，
TBI を行い，モチベーションの維持と口腔清掃状
態に注意して経過を追っている。SPT３か月後も，
歯周組織ならびにプラークコントロールは良好な状
態を維持している。

考 察

本症例では，清掃不良に加えてブラキシズムや
早期接触の影響により骨吸収が進行したと考えられ
る。ブラキシズムや早期接触は歯周組織の破壊を促
進することが知られている２０）。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２１）。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あげられる２２）。本
症例では，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。そこで，咬合の安定を図るため
に旧義歯を調整し，咬合機能回復と残存歯の咬合調
整を行い，ブラキシズムに対してはナイトガードの
装着と自己暗示療法を用いることで咬合性外傷に対
応した。

歯周病の治療を成功させるためには，患者自身

図５ 術中（＃４６，４７）フラップ手術（歯肉剥離掻爬術）

図４ 術中（＃４２）FGF-２製剤（リグロスⓇ）＋脱タンパクウシ骨ミネラル（Bio-OssⓇ）を併用した歯
周組織再生療法
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のプラークコントロールを維持することが重要であ
る２３）。そのため，スクラビング法による TBI を複
数回行い，補助的刷掃器具（タフトブラシ，歯間ブ
ラシ，フロス）を使用していくことで対応した。当
院受診前に近医にて＃２６，２７が抜歯となり，義歯装
着後＃１７に疼痛や動揺が発現したことで，これ以上
の抜歯は避けたいという患者の強い希望が徹底した
プラークコントロールにつながったと考えられる。

歯周組織再生療法には組織再生誘導（GTR）法
やエナメルマトリックスデリバティブ（EMD）を
使用する方法などが存在し，長年広く使用されてき
た。歯周組織再生医薬品として承認された FGF-２
製剤は，臨床試験において EMD と比較しても垂直
性骨欠損に対して高い治療効果を示したことが報告
されている８）。FGF-２は，線維芽細胞増殖を促進す
るタンパク質として発見され，上皮細胞の増殖は促

図７ SPT 移行時 歯周組織検査

図６ SPT 移行時（２０２０年９月）
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進せずに，欠損部周囲に残存する歯根膜および歯槽
骨からの間葉系細胞の増殖，遊走を活性化させる働
きがある２４）。また，投与部位における血管新生と細
胞外基質産生も活性化され，再生に適した環境が整
備されることも示されている２５，２６）。本症例の＃４２
は，遠心部において１，２壁性の幅３．０mm ，深さ
３．５mm の幅の広い垂直性骨欠損であった。幅の広
い骨欠損には骨補塡材と，EMD のような生理活性
物質を併用するコンビネーション療法が有効である
との報告がある２７）。また，FGF-２製剤と β-TCP の
併用療法についての臨床研究においても歯周パラ
メーターの改善を認めたことが報告されている２８）。
本症例では，自家骨の併用も検討したが，術野が２
か所となることや，骨欠損幅が大きく，患者の口腔
内から十分な量を採取するのは困難と考え，広く用
いられている異種骨の Bio-OssⓇを併用することと
した。異種骨や自家骨以外に人工骨も存在するが，
Bio-OssⓇは，多孔性骨移植材であり，人工骨に比べ
科学的組成や微細構造等がヒトの骨に類似し，骨伝
導能が高いと報告されているため２９，３０），本症例では
使用した。

術後３か月の再評価では，PD は６mm から３
mm に減少し，臨床的アタッチメントレベルも３
mm 回復した。エックス線画像による骨レベルの
評価においては，垂直性骨欠損部の不透過性の亢進
を認めた。過去の研究では，FGF-２製剤の応用に
より術後３６週で２．７mm のアタッチメントゲインを
認めている８）。また，我々の研究グループも，FGF-
２製剤と骨補塡材を併用した歯周組織再生療法にお
いて，術前と比較し，術後６か月３１），術後２年３２）で

臨床パラメータの有意な改善を認めたことを報告し
ている。本症例における術後１年経過でも同等の結
果を得られることができたが，今後も長期的に経過
を追う必要がある。

歯周病患者の長期的な予後の観察を行った先行
研究から，今回の症例のように積極的な歯周治療を
行った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のに十分でない場合が多
く存在することが明らかとなっている３３－３６）。また，
TBI，SRP，歯周外科治療などの積極的な歯周治療
による歯周ポケット内の細菌のコントロールは一時
的であり，歯周病原細菌の再感染が生じることが報
告されている３７－３９）。SPT 開始時は患者のモチベー
ションの維持のために，来院回数を増やし，TBI，
歯肉縁上スケーリング，ポケット内洗浄，機械的歯
面清掃を行った。継続的な SPT を行うことで患者
の口腔内環境を正確に把握し，モチベーションの維
持や病状の安定を継続させるように努めている。
SPT を行っている歯周病患者において，歯の喪失
やアタッチメントロスの減少，さらには炎症パラ
メーターが改善することが報告されている４０，４１）。

SPT 移行３か月後の再評価では，歯周ポケット
４mm 以上の部位は１か所（０．７％），歯肉の炎症
も認められない。PCR も１０％台を維持している。
現在，３か月毎のリコールを行い，来院時にはプ
ラークコントロールの徹底と咬合の確認を行ってい
る。

本症例では，基本治療時に徹底した口腔清掃指
導を行い，患者のプラークコントロールに対する意
識を高め，ブラキシズムなどの咬合の問題にも考慮

図８ SPT 移行時 デンタルエックス線画像
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し，治療を進めてきた。その結果，再生療法を含む
歯周治療で安定した歯周組織を獲得することができ
た。今後も SPT を行い長期的な歯周組織の安定を
図る。

著者の利益相反：開示すべき利益相反はない。
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A case report of periodontal tissue regenerative therapy using FGF-２ and
bone graft material for generalized severe chronic periodontitis

Kouko ABE，Hideto AOKI，Atsushi SAITO

Department of Periodontology, Tokyo Dental College

Key words : severe chronic periodontitis, periodontal regenerative therapy, FGF-２, supportive periodontal therapy

We report a case of generalized severe chronic periodontitis，which was treated by periodontal regenera-
tive therapy．The patient was a４６-year-old female who visited at the Tokyo Dental College Suidobashi Hos-
pital with the chief complaint of pain in the maxillary right molar region．At initial examination，gingival in-
flammation was found in the mandibular anterior teeth and maxillary molar region．The results of the oral
examination showed that the sites with probing depth（PD）＞＿４mm were ４２．４％．Bleeding on probing
（BOP）was observed in３７．２％ of sites．Radiographic examination revealed vertical angular bone resorp-
tion in the mandibular anterior tooth（＃４２ distal part）area，bone resorption beyond root apex in ＃１７．
Horizontal bone loss was noted in other regions．Based on the clinical diagnosis of generalized severe
chronic periodontitis，initial periodontal therapy was implemented to reduce inflammation．After reevalu-
ation，open flap debridement and periodontal regenerative therapy using fibroblast growth factor（FGF）-
２and bone graft material was performed in the sites with residual PD＞＿４mm．At the start of supportive
periodontal therapy（SPT），the sites with PD＞＿４mm were no longer noted and BOP was reduced９％．
During three months of SPT，the patient’s periodontal condition has remained stable.

（The Shikwa Gakuho，１２１：１５３－１６２，２０２１）
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