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抄録：下顎臼歯部欠損の頬側顎堤の著しい吸収に対
し，インプラント治療に結合組織移植を併用するこ
とで，機能回復に加え，審美性ならびに清掃性を考
慮した治療を行った。
インプラント埋入一次手術時に暫間修復物の印象

を行った。二次手術時に口蓋粘膜より結合組織を採
取し，当該部に移植後適切な歯肉縁下形態を付与し
た暫間修復物を装着し縫合した。修復物によって周
囲軟組織が支持された為，頬側の歯槽堤の陥凹が改
善され，当該部位と周囲軟組織の連続性が保たれた
形態へ回復された。インプランと周囲の歯肉が安定
した後に，暫間修復物と同様の歯肉縁下形態を付与
した最終補綴物を装着した。装着から約３年，歯肉
の退縮は認められず，周囲組織と調和のとれた軟組
織形態が保たれ，画像診査においても，インプラン
ト周囲に明らかな骨吸収は認められず，臨床的に良
好に経過している。
インプラントをより周囲組織と調和した環境に導

くためには，周囲組織の特徴を十分に踏まえた上で
治療計画を検討することの重要性が示唆された。

緒 言

近年，インプラント治療を希望する患者の高い要
求に対応するためにインプラント埋入に必要となる

骨量の確保を優先した「外科処置優先の治療形態」
から，機能回復に加え，天然歯や周囲組織との調
和・自然観の回復を目的とした「補綴主導の治療形
態」へと治療概念が変化している。その実践として
は「インプラント埋入＝インプラント治療計画」と
されていた従来の考え方から「インプラント治療を
長期的成功に導くために，インプラント埋入計画・
インプラント上部構造の設計・術後管理計画のすべ
てを考慮した総合的な治療計画」へと変貌を遂げて
いる１）。
理想的と診断される位置へのインプラント埋入を

可能にする目的で骨量の不足する症例に対しては，
骨移植術やGBR法などの骨増多術の適用が検討さ
れる。一方，インプラント周囲軟組織の不足につい
ては，歯肉あるいは結合組織の移植により歯肉の厚
みと角化歯肉の幅を回復できる可能性が示唆されて
おり，最終補綴物周囲に天然歯との連続性の保たれ
たインプラント周囲組織を回復するための治療法と
して期待されている２）。このような硬・軟組織に対
する治療法をインプラント治療と適切に組み合わせ
ることは，機能的・審美的に良好な結果を得るため
にきわめて効果的であると考えられる。
今回我々は，欠損部頬側の顎堤吸収が著しい症例

に対してインプラント周囲組織の環境を改善する目
的で結合組織移植術を併用し，良好な結果が得られ
たのでここに報告する。

症 例

患者：２９歳 男性
主訴：下顎右側臼歯部への食片圧入
現病歴：２００４年１１月，下顎右側臼歯部への食片圧入
のため近医へ受診したところ，う蝕症第４度のため
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保存不可能と診断され，抜歯後の歯列回復としてイ
ンプラント治療を勧められたため，その治療相談を
目的に同月，当院を受診した。
既往歴：特記すべき事項なし
現症：
口腔内所見として，口腔内清掃状態は不良であ

り，初診時の PCRは７５％を示し，全顎的にプラー
クの付着と歯肉の発赤を認めた（図１）。３８，４６，４８
番は歯質の崩壊が著しく，保存不可能と診断された
（図２）。また，３８，４６，４８番以外の部位にも進行し
たう蝕症を認めた。
エックス線画像診査（図３）においては，４６番は分

岐部まで達する透過像が認められ，３８，４８番は歯軸
の近心傾斜に加え，歯髄腔まで達する透過像が認め
られた。１６，２６，３６番に根尖部に透過像を認め，
１４，２１，２２，４５番には隣接面からの二次う蝕を認め

た。下顎右側臼歯部において下顎管は下顎骨体部の
やや下方を走行していた。歯周疾患を疑わせる全顎
的な骨吸収像は認められなかった。
治療計画：
①歯周基本治療として，口腔衛生指導をメインにス
ケーリングを行う。

②同時に保存不可と診断された歯の抜歯を行い，口
腔内環境の改善を図った後に，う蝕処置を開始す
る。

③４６番抜歯部位については，抜歯後の創傷治癒を確
認した後にインプラント治療の適用診断を行い，
欠損補綴法を検討する。

④補綴処置後メンテナンスに移行する。
治療経過：治療開始にあたり，口腔衛生環境の改善
に対するモチベーションの向上を目的としたプラー
クコントロールの重要性について説明し，ブラッシ
ング指導を主とした歯周基本治療を行った。う蝕症
への罹患は，すべての部位で接触点を初発としてい
たため，バス法によるブラッシングとともにフロッ
シングを積極的に行うよう指示した。
抜歯後３ヶ月経過したのちに，適応診査を実施し

た。この時期の PCRは４８％であり初診時と比較し
口腔衛生環境の改善が認められたが，インプラント
治療の適用には一層の改善が望まれた。CTエック
ス線写真を含む画像診査では，欠損部顎堤頬側に著
しい骨吸収が認められたが，直径５．０mm，長径１５
mmのインプラント埋入が可能な骨量の存在を確認
した（図４）。頬側骨吸収による陥凹（図５）は，プ

図１ 初診時口腔内写真 正貌

ａ）４６番Ｘ線写真 ｂ）４６番，４８番 う蝕症第４度

図２ 初診時右下 主訴
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図３ Ｘ線パントモ写真

図４ ４６番 CTエックス線写真

ａ）側方観 ｂ）咬合面観

図５ 抜歯後３ヶ月

ａ）インプラント埋入 ｂ）埋入状態の確認のデンタルＸ線写真

図６ インプラント一次手術
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ラークの停滞を招きやすく，清掃性やインプラント
の長期維持安定を左右する。それを改善する目的
で，インプラント治療に結合組織移植術を併用する
ことで頬側の陥凹を改善し，清掃性・審美性の回復
はかるという計画を立案し患者の同意を得た。
一次手術：２００５年６月，当該部位に対してインプラ
ント埋入手術を施行した（図６）。手術時には頬側の
骨吸収に加え，軟組織が薄いことが確認された。埋
入にあたっては，CT撮影時に使用した診断用ガイ
ドを応用した外科用ガイドを利用して起始点を決定
し，Brånemark system の通法にしたがい順次形成
を行い，Nobel Biocare 社製インプラントMKⅢTi-
Unite WP φ５．０×１５mmを埋入した。埋入トルク値
は５０Nであり，良好な初期固定が得られたことか
ら，暫間修復物作製のための位置記録を行った。す

なわち，外科用ガイドを利用し，埋入したインプラ
ントに締結した印象用コーピングと隣在歯との位置
関係をパターンレジンにて固定（図７）した。術後，
位置記録を用い模型改造法にて作業用模型を作製
し，適切な歯肉縁下形態を付与した暫間修復物を作
製した（図８）。
二次手術：約３ヶ月の治癒期間ののち，２００５年９
月，アバットメント連結手術を実施した。その際，
インプラント周囲軟組織形態を改善する目的で，右
側口蓋粘膜より結合組織を採取した結合組織移植術
を併用し（図９）同時に暫間修復物を装着した。術
後，創面の治癒と安定とともに陥凹が消失し，暫間
修復物周囲組織の形態が隣在歯周囲軟組織との調和
のとれた形態へと改善（図１０）されたことを確認し
た。２００５年１１月，暫間修復物周囲の軟組織形態を最

図７ インプラント体の位置記録 図８ 暫間修復物

ａ）移植片 ｂ）縫合による固定

図９ インプラント二次手術
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終補綴物に反映させることを目的に，歯肉縁下形態
を付与した自家製印象用コーピング（図１１）を応用し
た最終印象を行った。通報に従い，白金加金製鋳接
タイプの自家製アバットメントとセメント固定式陶
材焼付鋳造冠からなる上部構造を装着した（図１２）。
欠損部頬側に著しい顎堤吸収を認めた当該部位にお
いて歯肉の厚みが増大されたことにより，周囲組織
との連続性が保たれた歯周組織形態が獲得された。
これにより機能回復に加え，審美性ならびに清掃性
が向上し患者の高い満足が得られた。
上部構造装着後約３年を経過し，インプラント周

囲組織に著明な変化は認められず，エックス線画像
診査において，インプラント周囲の明確な骨吸収は
認められず臨床的な経過は良好である（図１３）。

考 察

一般に，抜歯に伴い当該部位の歯槽骨には一定量
の骨吸収を生じる３，４）。同時に周囲歯肉及び歯間乳頭
を喪失する症例が存在する。天然歯列における歯間
乳頭は槽間中隔の骨により支持されており，その存
在は審美性ならびに清掃性の良否に影響する。一
方，インプラント治療により歯冠回復がなされた場
合においても，抜歯後の顎骨の吸収に伴い周囲軟組
織が十分に回復されない症例が散見される。頬側歯
槽骨の厚径は舌側歯槽骨と比較すると薄く５），その
為，抜歯による頬側の骨吸収は舌側と比較して著し
く進行することから，歯槽頂は相対的に舌側に移動
する。抜歯後，骨形態に変化がきわめて少ない場合
には，天然歯形態に近いインプラント補綴が可能と

ａ）側方観

ｂ）デンタルＸ線写真

図１２ 上部構造装着時

図１０ 二次手術後２ヶ月 図１１ 最終印象 印象用コーピング装着
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なるが，骨形態の変化が著明である場合には，イン
プラント体の埋入位置および方向に制約をうけ，審
美性ならびに機能回復に悪影響を及ぼす。
硬組織の再建には骨移植術およびGBR法に代表

される骨造成術の有効性について多数の報告がなさ
れており６，７），昨今では広く臨床に応用されている。
一方，GBR法の長期観察例において，５年後の骨
の残存率について施術のなかった例と比較した際，
明瞭な差を認めなかったという報告８）もあり，長期
的な治療効果についてはさらなる調査が期待されて
いる。またインプラントの長期維持のためには，そ
の周囲に非可動性の角化組織が十分に存在する必要
性がある９）。歯肉が極端に薄い場合には，審美性の
回復および清掃性に劣ることに加え，歯肉の退縮や
付着歯肉の喪失に対するリスクが高まるものと考え
られる１０）。その為，硬組織ならびに軟組織の再建が
機能のみならず審美性・清掃性にも影響を与え，イ
ンプラント治療の長期的な維持安定を左右すると考
えられる。本症例では，術前のインプラント適用診
査において，インプラントを支持する十分な骨量が
認められたため骨造成術は適用しないこととした。
これに対して，欠損部頬側の骨吸収により明らかな
周囲組織との不調和が存在した。そこで欠損部顎堤
頬側の陥凹を改善するため，インプラント埋入に加
え結合組織移植術を併用することとした。
一般に軟組織の増大にあたっては，術後２０～３０％

の収縮が生じる１１）ことから十分な量の結合組織を要
する。結合組織の採取部位の選択にはそのような事

項を考慮し，上顎第一小臼歯から上顎第一大臼歯の
口蓋歯肉辺縁から正中口蓋縫線の中間部が最適とさ
れている。片側では十分な量の結合組織の採取が困
難な場合には，両側口蓋部結合組織片もしくは遊離
歯肉移植片の採取を要することとなり，患者に与え
る苦痛は著しく増大する。その為，その厚みを事前
に診査することが推奨されている。本症例では，術
前に浸潤麻酔下にて当該部の粘膜を診査し４．５～５
mmの厚径を確認したことから，片側から結合組織
片採取で十分に効果を期待できるものと診断した。
結合組織移植術の実施時期として，確実な治療効果
の獲得と手技の複雑さを考慮し，インプラント埋入
と同時に実施することを避け二次手術時に実施し
た。
一方，術後の歯肉退縮は，概ね術後３ヶ月以内に

生じると考えられ，最終的なアバットメントの選択
までの期間として少なくとも３ヶ月ほど待機すべき
であるという報告がある１２）。本症例では，適切な歯
肉縁下形態を付与した暫間修復物を早期に装着した
ことにより，結合組織移植の約２ヶ月後にインプラ
ント周囲の軟組織の安定が得られたと診断した。加
えて，調整された軟組織形態を最終補綴物に反映さ
せるために，暫間修復物を利用し，歯肉縁下形態を
付与した自家製印象用コーピングを応用した最終印
象を行うこととした。インプラント周囲粘膜に非可
動性で十分な幅の角化組織を獲得できたことから，
上部構造辺縁を歯肉縁下１mmに設定した自家製ア
バットメントを作製し，セメント固定式上部構造を

ａ）側方観 ｂ）デンタルＸ線写真

図１３ 上部構造装着後約３年
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装着した。このような総合的な治療計画を実施した
ことにより，周囲軟組織が暫間修復物に支持され，
頬側の歯槽骨の陥凹を改善し，当該部位と周囲軟組
織の連続性が保たれた形態に回復された。
装着から約３年を経過し，歯肉の退縮は認められ

ずインプラント周囲には隣在歯周囲組織との調和の
とれた軟組織形態が保たれている。エックス線写真
による画像診査では，インプラント周囲に明らかな
骨吸収は認められず臨床的に良好に経過していると
診断される。
インプラント周囲歯肉がきわめて薄い場合には，

審美性・清掃性に劣ることに加え，歯肉退縮や付着
歯肉の喪失のリスクと考えられる１０）。長期にインプ
ラントを成功に導くために総合的な環境改善を目的
とし，インプラント周囲組織の特徴を十分に踏まえ
た上で治療計画を検討することの重要性が示唆され
た。

本論文の要旨は第３８回㈳日本口腔インプラント学会学術大
会（２００８年９月１４日，東京都）において発表した。
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We present an implant case with a marked defect of buccal alveolar ridge in the mandibular molar
area that was functionally，esthetically and hygienically restored with connective tissue graft．
An impression for temporary restoration was taken immediately after the implant placement． The

connective tissue which was harvested from palatal mucosa was grafted onto the buccal alveolar ridge，
and the temporary restoration with an appropriate emergence profile was placed at the second-stage sur-
gery． Soft tissue around the implant site was supported by the temporary restoration and the defect
was recovered．
After the complete healing of the peri-implant tissue，final restoration which mimicked the subgingival

morphology of the temporary restoration was placed． During a 3-year follow-up，the soft tissue was
clinically healthy，and no remarkable radiographic change was observed．
Careful consideration for the properties of soft tissue is thought to be important in achieving an optimal

result in implant therapy． （The Shikwa Gakuho，１０９：１７７～１８４，２００９）
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