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緒 言

歯周炎は，歯周病原細菌による持続的な感染と
それに対する宿主の免疫応答によって引き起こされ
る１）。また，歯周病原細菌が歯肉縁下バイオフィル
ムのディスバイオーシスを誘発し，発症する感染症
とも言われている２）。歯周治療の成功に重要なの
は，徹底したプラークコントロールによりプラーク
の蓄積を制御し，破壊された歯周組織の治癒が得や
すい環境を整えることである３）。しかし，歯周基本
治療でプラークコントロールが改善できたとして
も，歯周炎の進行程度，骨欠損状態によっては歯周
ポケットの改善が困難なことがある。このような場
合，歯周基本治療のみでの対応では不十分であり，
歯周外科治療が必要となる。深い歯周ポケットが存
在する場合，非外科処置よりも外科処置を行った方

が歯周ポケットのより大きな改善や，臨床的アタッ
チメントゲインが得られることが知られている４）。
歯周組織再生療法は垂直性の骨欠損において有効な
治療法の１つであり，失われた歯周組織の再生が期
待できる５）。中でも，最近，日本において承認され，
保険適用となり広く使用されるようになったのが，
遺伝子組み換えヒト塩基性線維芽細胞増殖因子
（FGF-２）製剤である。FGF-２は，線維芽細胞の
増殖だけでなく，血管新生も促進し，歯周組織の再
生をもたらすとことが報告されている６）。

今回，咬合性外傷を伴う広汎型重度慢性歯周炎
患者に，組織付着療法である歯肉剥離掻爬術と骨移
植術および FGF-２製剤を使用した歯周組織再生療
法を行った症例について報告する。

症 例

患 者：７４歳女性
初診時：２０１９年６月
主 訴：下顎前歯舌側歯肉に違和感がある。
全身既往歴：特記すべき事項はない。
現病歴：２０１９年１月，下顎前歯部歯肉の違和感を認
めたため，塩を用いてブラッシングを行うも症状改

臨床報告

塩基性線維芽細胞増殖因子（FGF-２）製剤を使用した
再生療法を含む歯周外科治療で対応した広汎型重度慢性歯周炎の一症例

竹島美沙子 青木栄人 齋藤 淳

東京歯科大学歯周病学講座

抄録：咬合性外傷を伴う広汎型重度慢性歯周炎患者に，組織付着療法と歯周組織再生療法を行い良好な
結果が得られた症例について報告する。患者は，７４歳女性，下顎前歯部の違和感を主訴に来院した。初
診時，下顎前歯部舌側に，多量の歯石沈着を認めた。検査の結果，プロービングデプス（PD）は４mm
以上が１７歯（３３％），６mm 以上が２歯で，プロービング時の出血率は３２％，O’Leary の Plaque Control
Record（PCR）は７１％であった。広汎型重度慢性歯周炎と診断し，歯周基本治療では，ブラッシング
指導を徹底して炎症の改善に努めた。再評価後，４mm 以上の PD が残存したため，歯肉剥離掻爬術と
骨移植術，塩基性線維芽細胞増殖因子（FGF-２）製剤を用いた歯周組織再生療法を行った。SPT 移行
時では，４ mm 以上の PD は消失し，PCR は８％に改善した。SPT 移行５か月後も良好な状態を維持
している。

キーワード：慢性歯周炎，塩基性線維芽細胞増殖因子，歯
周再生療法

（２０２１年２月８日受付，２０２１年３月１１日受理）
http : //doi.org/１０.１５０４１/tdcgakuho.１２１.１４２
連絡先：〒１０１‐００６１ 東京都千代田区神田三崎町２－９－１８

東京歯科大学歯周病学講座 竹島美沙子

１４２

― ５２ ―



善しないため，２０１９年６月，本学水道橋病院保存科
に来院した。これまでに受けた歯周治療は，５０代の
頃に近医にて行った縁上スケーリングのみであっ
た。
口腔既往歴：下顎右側第二小臼歯は先天欠如。上顎
左右側第一小臼歯は２０代後半，上顎両側第二大臼歯
は４０～５０代に齲蝕が進行し抜歯となったという。下
顎左側第二大臼歯は５０代で歯周病が原因で抜歯に
至った。
家族歴：両親ともに歯周病の既往はなく，定期的な
通院は行っていなかった。残存歯は多く，義歯の使
用はなかった。

１．現症
１）全身所見
体格指標（BMI）は２１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）
上顎臼歯部頰側，口蓋側歯頸部，下顎臼歯部舌

側歯頸部にプラークが付着し，下顎前歯部舌側に
は，多量の歯石が沈着していた。上顎前歯部唇側に
は，軽度の歯肉発赤を認め，前歯部，臼歯部ともに
歯肉退縮が確認された。また，下顎隆起と＃２３の唇
側には骨隆起が存在した。

３）歯列・咬合所見
＃１１－２１に唇側傾斜，＃３１に唇側転位，＃３１－

４１に叢生があり，右側方運動時，＃１２－１５，４２－
４４，４６により，左側方運動時，＃２３，２４，３３，３４に
より，前方運動時，＃１１，１２，２１，２２，３１，３２，
４１，４２によりガイドしていた。早期接触は，＃３１に
認められた。

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，１６歯（３１％）で，６mm 以上
の部位は，１歯（２．３％）であった。＃１６，２６，３６，
４６で Lindhe１度の根分岐部病変が存在した。プ
ロービング時の出血率（BOP）は３２％であり，
O’Leary の Plaque Control Record（PCR）７）が７１％，
歯周炎症表面積（periodontal inflamed surface area
: PISA）８）は５１４mm２であった。＃３１に，２度の歯の
動揺を認めた。

５）エックス線画像所見（図３）
＃１６近心に垂直性骨吸収，＃１６，４６，４７，１１，

１２，２１，２２，は歯根長１／２の骨吸収，＃３３－４３，
＃２６に歯石による不透過像がみられた。

２．診断
広汎型重度慢性歯周炎
歯周病の新たな国際分類９）では，広汎型・Stage

Ⅳ・Grade B と診断された。

３．治療計画
口腔内の一般的な検査および歯周組織検査，

エックス線検査などによる診断に基づき，治療計画
を立案するにあたり，McGuire の分類１０）による予後
の判定を行った。その結果，＃４７，３１に関しては
Questionable，＃１１，１２，１６，２１，４６は Poor，残 り
の＃１３，１５，２２，２３，２５，２６，３２－３６，４１－４４は，
プラークや歯石の沈着，若干の骨吸収を認めるも，
PD は浅いため Good と判定した。まず，歯周炎に
ついて十分理解することが今後の治療の経過，結果
に関わるため，歯周病の原因と治療法を説明し，徹
底した口腔衛生指導（TBI）を行う。

次に，歯肉縁上歯石の除去と機械的歯面清掃に
よる，プラークコントロールの改善に努める。ま
た，早期接触部位の＃３１には，咬合調整と暫間固定
を行う。初診時の PCR７５％，BOP３２％に改善が認
められた後，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）により歯
肉縁下歯石，病的セメント質の除去を行う。その
後，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，歯周外科治療へ進むこととし
た。エックス線画像所見より＃１６の近心に垂直性骨
吸収を認めるため，FGF-２製剤を使用した歯周組
織再生療法を，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。口腔
機能回復治療では，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しやすい環境
づくりを目指す。歯周組織の安定を確認した後，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，臨床データの使用および症例報告につい
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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（２０１９年６～８月）
まず，口腔内写真撮影，エックス線検査，歯周

組織検査を行い，患者の現状や歯周病の病状と治療
法について説明した。続いて，咀嚼時に不快感を認
めた＃３１の咬合調整と暫間固定の１つであるエナメ
ルボンディング固定（スーパーボンドⓇ；サンメ
ディカル㈱）を行った。セルフケアは治療の効果に

図１ 初診時，口腔内写真（２０１９年６月）
全顎的にプラーク，歯石の沈着を認め，上顎前歯部のフレアアウト，下顎前歯部歯列不正が存在する。

１４４ 竹島，他：慢性歯周炎に対し歯周組織再生療法を行った一症例
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影響するため，歯周治療にとって極めて重要である
ことを説明し，PCR を提示しながら口腔清掃状態
を理解してもらった。口腔清掃指導は，この期間
に，全６回程度行った。

ブラッシング法は，スクラビング法を指導し
た。患者は，ブラッシング圧が強かったため，適切
な圧で小刻みに動かすよう指示した。さらに，補助
的清掃器具（デンタルフロス，歯間ブラシ）の使用
について説明し，歯間ブラシの入りにくい部位は，
デンタルフロスを使用してもらい，他の部位は，下
部鼓形空隙の大きさに合わせて歯間ブラシのサイズ

を使い分けてもらった。補助的清掃器具は，歯間部
に通すだけではなく，一歯ずつの側面に当てること
を意識するように指導した。清掃困難なブリッジの
ポンティックの下は，ブリッジ専用フロスを使用す
るよう指示した。全顎的に歯石を認めたため，SRP
を行った。歯周基本治療後の再評価では，PD が４
mm 以上の部位は５歯（６．８％）であった。また，
PD が６mm 以上の部位は，消失した。BOP（＋）
部位は，１０．６％残存した（図４）。PCR は１９％，PISA
は１５６．１mm２に改善した。また，咬合性外傷により
＃３１に存在した動揺は，消失した。

図３ 初診時，エックス線画像
＃１６近心に垂直性骨吸収，上顎前歯部に根１／２に及ぶ水平性骨吸収。＃３６，４６の分岐部
に透過像を認める。

図２ 初診時，歯周組織検査
全顎的に４mm 以上の PD とプラークの付着を認める。＃１６，＃４６には，６mm の PD が
存在する。
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２．歯周外科治療（２０１９年９月～２０２０年１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１１，１２）にそれぞれの数値を照らし合
わせると，％ Closed pocket；９１．７％で ClassⅠ，
％ BOP；１０．６％で ClassⅠ，％ PLI；１７％で Class
Ⅰであった。非外科的歯周治療の成功基準は，２つ
以上の項目で Class１で，かつ，Class３が無いこと
なので，「成功」の基準を満たしていると判定し
た。しかし，５mm 以上のポケットを有する歯の，
歯石除去は，困難であるという報告１３）や，複根歯で
の歯石除去率は低下することが報告されている１４）。
そこで，本症例では歯石の除去を徹底するため，PD
が４mm 以上残存した部位に対して，歯周外科治療
を行うこととした。

＃４６，４７に組織付着療法である歯肉剥離掻爬術
を行った（図５）。まず，表面麻酔（ビーゾカイン
歯科用ゼリー２０％Ⓡ；ビーブランド・メディコーデ
ンタル）の後，浸潤麻酔（歯科用キシロカインカー
トリッジⓇ；デンツプライシロナ）を行った。＃４６
近心根から＃４７まで歯肉溝切開をし，＃４７遠心に遠
心切開を加えた。剥離翻転後，不良肉芽を除去し，
SRP を行ったところ，＃４６にⅠ度の分岐部病変，
＃４７には浅くて幅の広いカップ状の骨欠損を認め
た。＃４７のカップ状骨欠損に対しては，骨整形を
行った。

＃１６には FGF-２製剤（リグロスⓇ歯科用液キッ
ト６００µg；科研製薬）を使用した歯周組織再生療法
を行った（図６a）。局所麻酔後，＃１６の遠心から＃
１５に歯肉溝切開をし，＃１４のポンティック部まで切

開を加えた。剥離翻転後，不良肉芽を除去し，SRP
を行い，＃１６近心に認めた２壁性の垂直性骨欠損部
に FGF-２製剤を注入した（図６b）。

＃２２，２３には骨移植術を行った（図７a）。＃２２
中央から＃２３遠心にかけて歯肉溝切開をし，剥離翻
転後，不良肉芽の除去，SRP を行った。同部位の
唇側に存在した骨隆起から，ボーンスクレイパーを
用いて自家骨を採取し，骨欠損部に充塡した（図７
b）。

３．サポーティブペリオドンタルセラピー
（SPT）（２０２０年７月～現在）（図８）

再評価の結果，初診時に４～６mm の PD を認め
た部位は，２～３mm に改善し，BOP０％，PISA
３２．９mm２，PCR８％と安定したため（図９），病状
安定と判断し，SPT へ移行した。また患者の希望

図５ ＃４６，４７歯肉剥離掻爬術
＃４６にⅠ度の分岐部病変，＃４７には浅くて幅の広い骨欠
損を認める。

図４ 基本治療後，歯周組織検査（２０１９年８月）
＃１６，２２，２３，４６，４７に４mm 以上の PD が残存する。＃３２の動揺は改善を認めた。

１４６ 竹島，他：慢性歯周炎に対し歯周組織再生療法を行った一症例
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図７ ＃２２自家骨移植，＃２３歯肉剥離掻爬術
ａ．デブライトメント後 ｂ．自家骨塡入時

図６ ＃１６FGF-２製剤（リグロスⓇ）を応用した歯周組織再生療法
ａ．デブライトメント後，ｂ．リグロスⓇ応用時

図８ SPT 移行時，口腔内写真（２０２０年７月）
歯肉の発赤は認めない。良好なプラークコントロール状態を保っている。
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により，初診時計画していた矯正治療は行わないこ
ととなった。Lang and Tonetti の Periodontal risk
assessment（PRA）１５）に基づき，年齢（７５歳），残存
歯数（２２歯），BOP（０％），PD４mm 以上の部位
数（０部位），喪失歯（６歯），骨喪失の状態（３０
％）などの因子を検討したところ，SPT における
リスクは低リスクと判定した。低リスクではある
が，SPT 開始時は，患者の希望と下顎前歯部の歯
列不正によってプラークコントロールが悪化しない

ように，月に１回の間隔で来院してもらった。来院
の際は，プラークの染出しを行い，プラークの付着
部位に対するブラッシング指導を行った。特に歯列
不正の認める下顎前歯部は，注意深くブラッシング
してもらうように指導した。

SPT５か月時点での評価（図１０）では，BOP０
％，PISA２３．２mm２であり，PD４mm 以上の部位は
認めなかった。（図１１）PCR は７％と口腔清掃状態
も良好で，エックス線画像所見においても，骨の不

図９ SPT 移行時，歯周組織検査
PD は２～３mm で安定している。

図１０ 最新 SPT，口腔内写真（２０２０年１２月）
プラークコントロール良好に保っている。

１４８ 竹島，他：慢性歯周炎に対し歯周組織再生療法を行った一症例
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透過性が亢進し，経過良好である（図１２）。現在，
歯周組織とプラークコントロールは安定しているた
め，３か月に１度の間隔でリコールを行っている。

考 察

本症例は，口腔清掃不良と咬合性外傷により歯
周炎が悪化したと考えられる。咬合性外傷は歯周組
織の破壊に影響をあたえ，歯周炎を悪化させる１６）。
本症例では＃３１に早期接触を伴ったため咀嚼時の不
快感が強かった。原則，咬合調整は歯周組織におけ
る炎症の除去後に行うが，今回は先に，咬合調整と
暫間固定を行った。その結果，炎症ならびに動揺の
消失を認めた。不正咬合があるとプラークコント
ロールが悪くなる１７）。本症例においては，不正咬合

が，プラークコントロール不良と咬合性外傷の要因
の一つであったと考えられる。そのため，歯周基本
治療では，自身の口腔内に対する関心を高め，徹底
したプラークコントロールの改善を行った。ブラッ
シング法は，スクラビング法を指導し，デンタルフ
ロスと歯間ブラシの使用法についても説明を行っ
た。

スクラビング法はプラーク除去効率が高い方法
の一つであり１８），歯間ブラシやフロスの使用はプ
ラーク除去効率を上昇させることが知られてい
る１９）。水平性の歯槽骨吸収が存在する場合，歯周治
療により炎症が改善すると歯冠乳頭部に歯肉退縮が
生じブラックトライアングルが大きくなることがあ
る。本症例でも初診時から全顎的に水平性骨吸収が

図１１ 最新 SPT，歯周組織検査
４mm 以上の PD は認めない。

図１２ 最新 SPT，エックス線画像
骨の不透過性が亢進した。
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あり，ブラックトライアングルを認めた。ブラック
トライアングルが存在するとプラークが停滞しやす
くなるため，歯間ブラシによる清掃の重要性を説明
した。歯間ブラシのサイズは，下部鼓形空隙の大き
さにばらつきが認められたため，部位ごとにサイズ
の変更を指示した。歯周基本治療中は，染め出しを
繰り返し，ブラッシング指導を徹底して行った。

患者のアドヒアランスは非常に高く，プラーク
コントロールの改善はできたが，炎症の軽減後も歯
周ポケットが残存した。歯周ポケットが残存してし
まうと，清掃器具をポケット底まで到達させること
が困難となり，ポケット内にプラークが沈着し，さ
らなる歯周炎の進行につながる。歯肉剥離掻爬術を
行った場合，PD の減少が SRP と比較して有意に
大きいとする報告がある２０）。そこで，本症例では歯
周外科治療を行い，残存した歯周ポケットを改善す
ることが必要と判断した。良好なプラークコント
ロールは，歯周外科治療の成果に影響を与えること
が知られている２１）。歯周基本治療後の再評価におい
て PCR は１７％と概ね良好であることを確認し，外
科治療へと進んだ。

歯周組織再生療法には，GTR 法や骨移植術，エ
ナメルマトリックスデリバティブ（EMD），FGF-
２製剤を使用する方法などが存在する。これらの方
法を垂直性骨欠損部に応用した臨床研究は数多くな
されてきており，その有効性が示されている２２－２４）。
中でも近年，日本では，FGF-２製剤が保険適用の
歯周組織再生医薬品として使用されるようになり注
目されている。FGF-２製剤の歯周組織治癒におけ
る有効性は，これまでにいくつか報告されてい
る２５，２６）。所属講座の研究では，FGF-２製剤と骨補塡
材（脱タンパクウシ骨ミネラル）を併用した歯周組
織再生療法の臨床成果について，ランダム化比較試
験にて検討した２７）。その結果，骨補塡材併用の有無
に関わらず，FGF-２製剤を用いた歯周組織再生療
法は，術後６か月において臨床パラメータの有意な
改善をもたらすことが示唆された。FGF-２製剤と
EMD との比較では，歯槽骨の回復率と治癒速度に
おいて FGF-２の方が優れていたとする報告があ
る２８）。そこで本症例では，垂直性骨欠損を認めた＃
１６の近心に，FGF-２製剤を単独で応用した歯周組
織再生療法を行った。その結果，術後３か月後で，

３mm のアタッチメントゲインを得た。過去の研究
より，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たことが報告されて
いる２９）。本症例でも３か月で同等の改善を認めてい
るが，今後さらなる経過を追って行く必要がある。
自家骨移植も歯周組織再生療法の１つであるが，採
取部位や採取量に制限があるため使用できるケース
が限られることが多い。有効性については，歯肉剥
離掻爬術単独と自家骨移植併用を行った過去の研究
で，PD に有意差はなかったという報告３０）も存在す
るが，歯肉剥離掻爬術単独と比較して，自家骨移植
併用の方が臨床的アタッチメントレベル（CAL）
や PD が，有意に改善したという報告３１）も存在す
る。さらに２mm 以上の骨欠損において，１壁性，
２壁性，３壁性で比較したところ，すべての形態
で，自家骨移植併用の方が骨増生量が有意に多かっ
たという報告がある３２）。本症例では，事前の口腔内
診査から前歯部の歯肉剥離掻爬術を行う部位の頰側
に骨隆起を認め，骨欠損形態が２壁性であったた
め，骨移植術を併用した。

先にも述べたように，本症例は歯列不正に関連
する口腔清掃不良と咬合性外傷が歯周炎を悪化させ
ていたと考えられる。初診時から患者に対し矯正治
療を含めた治療計画を提案したが，患者は自身の年
齢も考えた上で希望されず，矯正治療は行わなかっ
た。叢生が存在する場合，存在しない歯列に比べ，
プラークの蓄積が顕著であるという報告がある３３）。
そのため，患者自身がプラークコントロールを注意
して行う必要性がある。SPT 中は，ブラッシング
状態を確認し，プラークコントロールを良好に維持
することが重要と考える。口腔内環境を良好に保つ
ために，今後も定期的な SPT を行っていく予定で
ある。SPT 中に歯周病のリスクプロファイルが変
わる可能性があり，歯周病のリスクに応じた SPT
間隔の厳守は，歯周状態を良好に保つ要因とされて
いる３４）。患者に SPT の重要性をしっかりと説明
し，理解して頂くことが必要である。そして，無症
状であっても適切な間隔で来院してもらうことが重
要であると考える。現在 SPT５か月が経過し，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。今後も口腔内の変化に注意し，長
期的な経過を追っていく予定である。
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Periodontal surgery including periodontal regenerative therapy using fibroblast growth
factor（FGF）-２ for the treatment of generalized severe chronic periodontitis :

A case report

Misako TAKESHIMA，Hideto AOKI，Atsushi SAITO

Department of Periodontology, Tokyo Dental College

Key words : chronic periodontitis, fibroblast growth factor-2, periodontal regenerative therapy

We report a case of generalized severe chronic periodontitis with occlusal trauma requiring periodontal
regenerative therapy．The patient was a ７４-year-old female visited with the chief complaint of discomfort
on the mandibular anterior teeth．At initial examination，large amount of calculus was found on the lin-
gual side of mandibular anterior teeth．The results of the oral examination，probing depth（PD）＞＿４mm
were１７teeth（３３％）and PD＞＿６mm were ２teeth．Bleeding on probing was observed in３２％ of sites．The
O’Leary’s plaque control record（PCR）was ７１％．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）-
２ and bone grafting were performed in the sites with residual PD＞＿４mm．At the start of supportive peri-
odontal therapy（SPT），no sites with PD＞＿４mm were observed and PCR score was reduced to ８％．Dur-
ing ５ months of SPT，the patient’s periodontal condition has remained stable.

（The Shikwa Gakuho，１２１：１４２－１５２，２０２１）
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