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緒 言

歯周炎は歯肉縁下プラーク中の口腔細菌が原因と
なって生じる慢性の炎症性疾患であり，口腔清掃を
困難にするプラークリテンションファクターが存在
すると歯周炎は悪化する１）。歯周治療の成功には，
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
環境を整えることが欠かせない２）。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，深い歯周ポケットにおいては歯石の取り残しの
可能性があり，改善が困難なことがある３，４）。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やす
い５）。また，付着歯肉が１mm未満の場合，プラー
クコントロールが良好であっても炎症が残存するこ
とも報告されている６）。今回，歯肉剝離掻爬術によ
り歯周ポケットの減少に努め，遊離歯肉移植術
（FGG）により付着歯肉を獲得し，プラークコン
トロールを行いやすい環境が得られ，良好に経過し
ている症例について報告する。

症 例

本症例報告および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。
患者：６７歳男性
初診時：２０１９年６月
主訴：右下の奥歯が揺れて痛い。
現病歴：２０１４年に＃２７が自然脱落するも放置してい
た。２０１６年に＃１６の動揺を自覚し近医を受診し抜
歯，部分床義歯の装着２０１９年４月に＃２６，４７の動揺
を自覚し近医へ受診し，抜歯になると説明を受け，
より専門的な治療を希望し，２０１９年６月に東京歯科
大学水道橋病院を受診した。

臨床報告

広汎型重度慢性歯周炎に対し歯肉剝離掻爬術および遊離歯肉移植術を
行った一症例

中谷脩子 今村健太郎 勢島 典 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に対し，歯肉剝離掻爬術および遊離歯肉移植術を行った症例を報告する。
患者は６７歳男性で，＃４７の動揺と疼痛を主訴として東京歯科大学水道橋病院を受診した。歯周組織検査
の結果，プロービングデプス（PD）は４mm以上の部位が３７．２％，６mm以上の部位が９．６％であり，
BOP部位は２６．９％で，Plaque Control Record（PCR）は６４．４％であった。エックス線画像では大臼歯
部，上下顎前歯部を中心に垂直性骨欠損を認め，＃２６，３５，４７には根尖にまで及ぶ透過像を認めた。広
汎型重度慢性歯周炎（StageⅢ・Grade C）と診断し，歯周基本治療を行い，歯周組織の炎症の改善に
努めた。再評価の結果，PD４mm以上の歯周ポケットが残存したため，歯周外科治療として＃１１，
２１，３５，４５，４６に対して歯肉剝離掻爬術を行った。さらに，＃３５には付着歯肉の獲得のために遊離歯肉
移植術を行った。サポーティブペリオドンタルセラピー（SPT）移行時の再評価では，４mm以上の PD
の部位は認められず，PCRは１１．５％に改善した。SPT移行８か月も良好な状態を維持している。

キーワード：広汎型重度慢性歯周炎，プラークコントロー
ル，スケーリング・ルートプレーニング，歯
肉剝離掻爬術，遊離歯肉移植術
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家族歴：特記すべき事項はない。
全身既往歴：特記すべき事項はない。

１．現症
１）全身所見
体格：標準，栄養状態：良好
２）口腔内所見
下顎前歯部舌側には歯肉縁上歯石とプラークの付

着，歯肉の発赤を認めた。＃２６，３５には著しい歯肉
退縮を認めた（図１）。
３）歯列・咬合所見
＃２１に歯の挺出，＃３１，４１に歯の捻転を認めた（図
１）。右側方運動時，＃１３－１５，＃４４，４５により，
左側方運動時，＃２３－２６，＃３３－３６により，前方運
動時＃１１，１２，２１，２２，３１－３３，４１，４２によりガイ
ドしていた。早期接触や咬合干渉は認められなかっ
た。
４）歯周組織所見
プロービングデプス（PD）は平均３．６mmで，

４－５mmの部位は２７．６％であった（図２）。６mm
以上の部位は１５ヵ所あり，＃２６で LindheⅡ度，＃
１７で LindheⅠ度の根分岐部病変が認められた。プ
ロービングによる出血（BOP）部位は２６．９％で
あった。O’Leary の Plaque Control Record（PCR）７）

は，６４．４％であった。＃２６，４７で動揺度３，＃３５で
動揺度２度が認められ，歯周炎症表面積（PISA ;
Periodontal Inflamed Surface Area）は８３９．８mm２

であった。PISAは歯周炎における炎症の広がりを
数値化する事を目的とし，臨床的アタッチメントレ
ベル，歯肉退縮量，プロービング時の出血から算出
される８）。
５）エックス線画像所見
全顎的に歯根長１／２程度まで水平的な骨吸収を

認める（図３）。＃２６，３５，４７には根尖にいたる骨
吸収を認め，＃１１，１７，２１に歯根長１／２を超える
骨吸収像が認められた。

２．診断
広汎型重度慢性歯周炎 StageⅢ・Grade C と診断

した９）。

３．治療計画
口腔内診査，歯周組織検査などによる診断結果か

ら，McGuire の分類１０）に基づき予後の判定を行った
ところ，根尖部にまで及ぶ骨吸収を認めた＃２６，
３５，４７はHopeless，歯根長１／２を超える骨吸収を
認めた＃１１，１７，２１は Poor，その他はFair または
Good と判定した。治療を開始するにあたり，慢性
歯周炎の病態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と考え，歯周病の原因と治療法
などを患者によく説明し，徹底した口腔清掃指導を
行い，口腔清掃に対するモチベーションを高める。
Hopeless であった＃２６，３５，４７は患者の同意を得
て，抜歯を行う。歯肉縁下歯石，病的セメント質の

図１ 初診時口腔内写真
＃３５部の付着歯肉幅は１mm以下であった。
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除去を目的とし，スケーリング・ルートプレーニン
グ（SRP）を行う。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歯周外科治療とし
て組織付着療法を行う。歯周外科治療後の歯周組織
の安定を待ち，欠損に対し固定式の補綴物によって
口腔機能回復治療，歯科矯正治療を行う。その後，
再評価を行い，歯周組織の安定を確認後，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。

４．治療経過
１）歯周基本治療（２０１９年７月～２０１９年１０月）
口腔内写真撮影，エックス線検査，歯周組織検査

を行った。これらの検査結果により重度広汎型慢性
歯周炎と診断し，来院時には幾度となくセルフケア
の重要性を説明した。まずは，プラークを染色する
ことで口腔清掃状態を理解してもらい，モチベー
ションの向上を図りながらブラッシング法を指導し
た。全顎的に歯頸部にプラークが付着しており，下
顎前歯部舌側の歯肉の発赤を認めたため，ブラッシ

図２ 初診時歯周組織検査

図３ 初診時エックス線画像
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ング法は主にスクラビング法で指導した。また，下
顎前歯部や隣接面において，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）の使用について指導した。根尖部
にまでおよぶ骨吸収がみられた＃２６，４７は保存不可
能と判定し抜歯した。＃３５については当初は抜歯の
計画であった。しかし，１５年間の SPT中に抜歯さ
れたHopeless teeth は３４．３％あり１１），再生療法を行
うことで長期的な患者満足度と治療総コストの削減
ができ，再生療法１０年後で７．３mmのアタッチメン
トゲイン，３．４mmの歯周ポケットの減少を認め
た１２）といった報告がある。そのことから，失活歯で
あった＃３５は感染根管処置を行い，保存を試みるこ
ととした。治療計画が変更になることについては，
患者に説明し，同意を得た。全顎的に SRPを超音
波スケーラー，手用スケーラー（浸潤麻酔下）を用
いて行った。また，＃２４（遠心），＃２５（近心）の
齲蝕症２度に対してコンポジットレジン（グレース
フィルフロー，ジーシー）にて齲蝕処置を行った。
２）歯周外科治療（２０１９年１１月～２０２１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１３，１４）を用いて，歯周基本治療の効果
を検討したところ，成功基準を満たすことができな
かった。臼歯部に PD４mm以上の歯周ポケットが
残存していたため，歯周外科治療を行うこととし
た。＃４５，４６の骨欠損形態は１壁性の骨欠損形態
だったため，組織付着療法である歯肉剝離掻爬術を
行った。粘膜骨膜弁を形成後，不良肉芽を除去し，
骨整形を行った（図４ａ，ｂ）。＃１１，２１において
も同様に歯肉剝離搔爬術を行った（図４c）。＃３５部
は，付着歯肉幅が１mm以下であり，口腔清掃不良
の原因の一つになっていると考え，まずは付着歯肉
の獲得を目的に移植片を右側口蓋部から採取し，遊
離歯肉移植術（FGG）を行い（図５a-c），３か月
後に歯肉剝離搔爬術を行った（図５d-f）。歯周外
科治療後の抗菌薬にはアモキシシリン水和物（サワ
シリンカプセル２５０LTL，ファーマ）を処方した
（１日３回，３日間）。
３）口腔機能回復治療（２０２１年６月～２０２１年８月）
歯周外科治療後，歯周基本治療で抜歯した＃２６を
含め，＃１６，２６，２７欠損に対してインプラント治療
を計画していたが，患者の同意が得られず義歯を装

着することとなった。＃３５には動揺もなくなり，患
者の審美面および機能面の要望を考慮し，単色のジ
ルコニアクラウンを装着した。
４）サポーティブペリオドンタルセラピー
（SPT）（２０２１年８月～現在）

再評価の結果，初診時に４mm以上の PDを認め
た部位は，２～３mmに改善しBOP０％，PISA
０mm２，PCR１１．５％と安定したため，病状安定と
判断し，SPTへ移行した。エックス線画像上で
も，全顎的に骨は平坦化し，Hopeless と判定した

図４ 歯肉剝離掻爬術の術中写真
ａ．咬合面観
ｂ．頰側面観（＃４５，４６）
ｃ．唇側面観（＃１１，２１）
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＃３５周囲の不透過性の亢進が認められた。Lang and
Tonetti の Periodontal risk assessment（PRA）１５）に
基づき，年齢（６９歳），残存歯数（２４歯），BOP（０
％），PD４mm以上の部位数（０部位），喪失歯（３
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
トロールの悪化が懸念されたため，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。特に歯列不正が認められる下顎前
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。
SPT８か月時点での評価では，歯肉の炎症も認め

られず（図６），BOP０％，PISA０mm２であり，
PD４mm以上の部位は認めなかった（図７）。PCR
は１３％と口腔清掃状態も良好で，エックス線画像に
おいても，骨の不透過性が亢進し，経過良好である
（図８）。歯周組織とプラークコントロールは安定

図６ 最新 SPT時口腔内写真
＃３５部の付着歯肉幅は初診時と比較して増加した。

図５ 遊離歯肉移植術（FGG）および歯肉剝離掻爬術の術中写真
ａ．FGGの術前 ｂ．採取した移植片 ｃ．縫合後
ｄ．歯肉剝離掻爬術の術前 ｅ．不良肉芽の除去と SRP後 ｆ．縫合後
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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

本症例における口腔清掃不良の原因は，患者の口
腔清掃に関する意識の低さと，一部の狭い付着歯肉
幅であると考えた。そのため，歯周基本治療では，

自身の口腔内への関心を高め，徹底したプラークコ
ントロールの改善を行った。ブラッシング方法はス
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指導を行った。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１６），
歯間ブラシやデンタルフロスの使用は歯ブラシのみ
のブラッシングと比較して歯間部のBOPが２倍改

図８ 最新 SPT時エックス線画像

図７ 最新 SPT時歯周組織検査
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善されたという報告もある１７）。歯周基本治療中は来
院するたびに徹底したブラッシング指導を行った。
患者のモチベーションは非常に高く，歯周基本治療
中に＃２６，４７を抜歯しており，これ以上の抜歯を避
けたいという患者自身の強い希望が，良好なプラー
クコントロールにつながったと考えられる。また，
プラークスコアを示しながら改善の目標を設定した
ことも，モチベーションの向上に寄与したと思われ
る。
歯周基本治療後，非外科的歯周治療の成功基

準１３，１４）に基づき判定を行ったところ，成功基準を満
たすことができなかった。そこで，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で
あると判断した。良好なプラークコントロールは歯
周外科治療の予後に影響を与える１８）。本症例では，
歯周基本治療後の再評価において，PCRは１７．７％
と良好であったため，歯周外科治療を行うのに十分
であると考えられた。水平性骨吸収が認められる部
位に対しての歯周外科治療は，日本歯周病学会のガ
イドライン１９）に従い，組織付着療法のうち歯肉剝離
掻爬術を選択した。
狭い付着歯肉幅がみられる＃３５部に対しては，
Rasperini らのディシジョンツリー２０）を参考に FGG
を行った後に組織付着療法を行うこととした。FGG
の成功の条件として，①隣接組織からの血液供給
②適切な移植床の形成 ③適切な切開線 ④適切な
移植片のサイズ ⑤移植片の安定性の５つが挙げら
れる２１）。以上のことに留意し，FGGを行い，３か
月後に歯肉剝離掻爬術を行った。本症例は，術後１７
か月が経過しており，現在角化歯肉幅は４mmを維
持している。遊離歯肉移植術の術後１０～２５年間の軟
組織状態を評価した研究では，角化歯肉幅は平均
０．７mm減少したとする報告２２）もあるため，長期的
に注意深く観察する必要がある。
歯周病の発症と進行における付着歯肉の幅の意義

についての見解は様々ある。付着歯肉幅が１mm未
満の場合プラークコントロールが良好であっても炎
症が残存するといった報告６）や，ブラッシング時に
疼痛が生じ，歯肉が根面から剝離しプラークが蓄積
しやすい傾向にあるという報告２３，２４）もある。また，
プラークコントロールが悪化した場合，付着歯肉が
少ない部位で歯肉退縮が進行するとした研究もあ

る２５）。本症例では，今後付着歯肉幅が１mm以下に
なりにくいと考えられるが，長期的に良好な予後の
ためにも，定期的なリコールの必要性を説明し，歯
肉退縮が起こらないように留意していくことが重要
であると考えている。
また本症例は，歯列不正もプラークコントロール

不良の原因であると考えられた。初診時より患者に
は矯正治療の提案をしていたが，年齢と金銭面から
患者が希望せず，矯正治療は行わないこととした。
叢生が存在する場合，正常な歯列に比べ，プラーク
の蓄積が顕著であるという報告がある２６）。現在は，
良好なプラークコントロールを維持しているが，叢
生部に関しては SPT中も注意深くプラークの付着
状況を確認していく必要があると考える。SPT８
か月が経過した現在，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。

著者の利益相反：本症例報告に関連し，開示すべき利
益相反関係にある企業などはありません。

文 献
１）特定非営利活動法人日本歯周病学会：歯周治療のガ
イドライン２０２２，医歯薬出版，１：１７，２０２２．

２）Löe H : Principles of aetiology and pathogenesis
governing the treatment of peiodontal disease, Int
Dent J，３３：１１９－１２６，１９８３．

３）Waerhaug J : Healing of the dento-epithelial junction
following subgingival plaque control. Ⅱ. As ob-
served on extracted teeth, J Periodontol，４９：１１９－
１３４，１９７８．

４）Stambaugh RV, Dragoo M, Smith DM, et al. : The
limits of subgingival scaling, Int J Periodont Rest
Dent，５：３０－４１，１９８１．

５）Heitz-Mayfield LJ, Trombelli L, Heitz F : A system-
atic review of the effect of surgical debridement vs.
non-surgical debridement for the treatment of
chronic periodontitis, J Clin Periodontol，３：９２－
１０２，２００２．

６）Lang NP, Löe H : The relationship between the
width of keratinized gingiva and gingival health, J
Periodontol，４３：６２３－６２７，１９７２．

７）O’Leary TJ, Drake RB, Naylar JE : The plaque con-
trol record. J periodontal，４３：３８，１９７２．

８）Nesse W, Abbas F, Ploeg IVD, et al. : Periodontal in-
flamed surface area : quantifying inflammatory bur-
den, J Clin Periodontol，３５：６６８－６７３，２００８．

歯科学報 Vol．１２２，No．３（２０２２） ３６３

―１１７―



９）Tonetti MS, Greenwell H, Kornman KS : Staging and
grading of periodontitis : Framework and proposal
of a new classification and case definition, J Peri-
odontol，８９：１５９－１７２，２０１８．

１０）McGuire MK : Prognosis versus actual outcome : a
long-term survey of１００treated periodontal patients
under maintenance care, J Periodontol，６２：５１－５
８，１９９１．

１１）Graetz C, Dörfer CE, Kahl M, et al. : Retention of
questionable and hopeless teeth in compliant pa-
tients treated for aggressive periodontitis, J Clin Pe-
riodontol，３８：７０７－７１４，２０１１．

１２）Cortellini P, Stalpers G, Mollo A, et al. : Periodontal
regeneration versus extraction and dental implant
or prosthetic replacement of teeth severely compro-
mised by attachment loss to the apex : A random-
ized controlled clinical trial reporting １０-year out-
comes, survival analysis and mean cumulative cost
of recurrence, J Clin Periodontol，４７：７６８－７７６，
２０２０．

１３）Wennström JL, Tomasi C, Bertelle A, et al. : Full-
mouth ultrasonic debridement versus quadrant scal-
ing and root planing as an initial approach in the
treatment of chronic periodontitis, J Clin Periodon-
tol，３２：８５１－８５９，２００５．

１４）Jönsson B, Ohrn K, Lindberg P, et al. : Evaluation of
an individually tailored oral health educational pro-
gramme on periodontal health, J Clin Periodontol，
３７：９１２－９１９，２０１０．

１５）Lang NP, Tonetti MS : Periodontal risk assessment
（PRA）for patients in supportive periodontal ther-
apy（SPT）, Oral Health Prev Dent，１：７－１６，
２００３．

１６）岸 正之，山川雅子，渡辺いく子，他：歯周病患者
に適したブラッシング法の検討，日歯周病会誌，
３：２６２－２７１，１９８８．

１７）Graves RC, Disney JA, Stammet JW : Comparative
effectiveness of flossing and brushing in reducing in-
terproximal bleeding, J Periodontol，６０：２４３－２４
７，１９８９．

１８）Lindhe J, Nyman S : The effect of plaque control and
surgical pocket elimination on the establishment and
maintenance of periodontal health. A longitudinal
study of periodontal therapy in cases of advanced
disease, J Clin Periodontol，２：６７－７９，１９７５．

１９）特定非営利活動法人日本歯周病学会：歯周治療のガ
イドライン２０１５，医歯薬出版，１：４９－５０，２０１５．

２０）Rasperini G, Majzoub J, Tavelli L, et al. : Manage-
ment of Furcation-Involved Molars : Recommenda-
tion for Treatment and Regeneration, Int J Peri-
odontics Restorative Dent，４０：１３７－１４６，２０２０．

２１）Camargo PM, Melnick PR, Kenney EB : The use of
free gingival grafts for aesthetic purposes, Periodon-
tol２０００，２７：７２－９６，２００１．

２２）Agudio G, Nieri M, Rotundo R, et al. : Free gingival
grafts to increase keratinized tissue : a retrospective
long-term evaluation（１０ to ２５ years）of outcomes,
J Periodontol，７９：５８７－５９４，２００８．

２３）Maynard Jr JG, Wilson RD : Physiologic dimensions
of the periodontium significant to the restorative
dentist, J Periodontol，５０：１７０－１７４，１９７９．

２４）Ericsson I, Lindhe J : Recession in sites with inade-
quate width of the keratinized gingiva. An experi-
mental study in the dog, J Clin Periodontol，１１：９５
－１０３，１９８４．

２５）Dorfman HS, Kennedy JE, Bird WC : Longitudinal
evaluation of free autogenous gingival grafts，７：
３１６－３２４，１９８０．

２６）Behlfelt K, Ericsson L, Jacobson L, et al. : The occur-
rence of plaque and gingivitis and its relationship to
tooth alignment within the dental arches, J Clin Pe-
riodontol，８：３２９－３３７，１９８１．

３６４ 中谷，他：歯肉剝離掻爬術・FGGを行った一症例

―１１８―



Treatment of generalized severe chronic periodontitis with flap operation and
free gingival graft : A case report

Shuko NAKAYA，Kentaro IMAMURA，Fumi SESHIMA，Atsushi SAITO

Department of Periodontology, Tokyo Dental College

Key words : generalized severe chronic periodontitis, plaque control, scaling and root planning, flap operation, free

gingival graft

We report a case of generalized severe chronic periodontitis，which was treated by flap operation and
free gingival graft．The patient was６７-year-old male who visited the Tokyo Dental College Suidobashi Hos-
pital，with the chief complaint of tooth mobility and pain in ＃４７．The baseline examination revealed３７．２
％ of sites with probing depth（PD）of＞＿４mm，９．６％ with＞＿６mm，２６．９％ with bleeding of probing
（BOP）．Plaque Control Record（PCR）was６４．４％．Radiographic examination revealed angular bone loss
in the molar and incisor regions and extensive bone loss in ＃２７，３５，４７．Based on a clinical diagnosis of se-
vere chronic periodontitis（Stage Ⅲ・Grade C），initial periodontal therapy was implemented to control
plaque biofilm and reduce inflammation．Based on the results of re-evaluation，open flap debridement（＃
１１，２１，３５，４５，４６）and free gingival graft（＃３５）were performed．At the start of supportive periodontal
therapy（SPT），no sites with PD ＞＿４mm were observed，and PCR score was reduced to１１．５％．During
８ months of SPT，the patient’s periodontal condition has remained stable.

（The Shikwa Gakuho，１２２：３５７－３６５，２０２２）
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