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はじめに

インプラント治療は，隣在歯への侵襲や残存歯への

過剰な負荷の回避を可能とし，さらに有床義歯よりも

患者のQOLの回復に有利であることから，補綴処置

の選択肢として今や欠かせないものとなっている．

上下顎臼歯の喪失により臼歯部の咬合が崩壊

（posterior bite collapse）した場合，前歯部のフレアアウ

トを生じ，下顎位は垂直方向のみならず前後方向や側

方にも偏位し得ることから，いったん臼歯部咬合崩壊

が生じると正しい下顎位を求めることは容易ではない．

この点においてはインプラント治療も他の補綴治療と

同様であり，下顎位決定の確立された方法はなく，プ

ロビジョナルレストレーション等を用いて最適な下顎

位を模索するのが一般的である．

今回，上下顎臼歯を喪失し臼歯部咬合崩壊を生じ

ている歯周病患者に対して，歯周外科とインプラント

を併用して咬合再構成と審美的回復を行い良好な結果

が得られたので考察を加えて報告する．

初診時所見

患　者：50歳，男性

初　診：2007年6月

主　訴：上顎前歯の動揺，咀嚼障害

全身的既往歴：特記事項なし．非喫煙者

口腔内所見

上顎は が欠損し，上顎のみ既存の義

歯を持参したが，ほとんど使用されていなかった．上

顎前歯部ブリッジに動揺，フレミタス，う蝕および咬
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図1 初診時口腔内写真
著しい咬合高径の低下がみられる．
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合痛が認められた．下顎は が欠損， が

挺出していた．臼歯部は のみで咬合接触してお

り， には大きな動揺がみられ，著しい咬合高径の減

少が認められた（図1）．

初診時の清掃状態はプラークコントロールレコード

35％，プロービング値は上顎前歯，下顎臼歯部は5

mm以上で，同部にはプロービング時に出血が認めら

れ，広範性中等度慢性歯周炎と診断した（図2）．

X線所見

初診時パノラマエックス線写真で下顎角部の発達が

認められ，歯を喪失した臼歯部歯槽骨は，比較的残存

骨量も多く平坦な形をしていることから臼歯喪失の主
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7　 26 3 4 6 7 な原因はう蝕の進行によるものと思われた（図3）．デ

ンタルX線写真からは，上顎前歯に深いう蝕と骨吸

収， に垂直性骨欠損， の著しい挺出と近心傾斜

が認められた（図2）．

診断および治療方針

本症例は，臼歯部咬合崩壊とそれに伴う前歯部のフ

レアアウトを起こしており，上顎前歯および下顎臼歯

部に中等度の歯周炎を生じていると診断した．

治療方針は， および はう蝕および歯周疾

患進行のため保存不可能と判断し抜歯，その他の残存

歯は初期治療を行うこととした．欠損部は必要最小限

の本数のインプラントを植立した後，上下顎のプロビ
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図2 初診時デンタルX線写真・歯周組織検査結果．中等度の歯周炎と診断
された．

図3 初診時パノラマX線写真
歯を喪失した臼歯部歯槽骨は比較的残存骨量も多く平坦な形をしていること
から，臼歯喪失の主な原因はう蝕によるものと思われた．
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ジョナルレストレーションでバーティカルストップを付

与した後，正しい下顎位を求めて咬合再構成および審

美回復を行うこととした． は歯根歯冠比から長期

保存が疑問視されたが，患者は動揺が全くないことか

らできる限り保存することを希望したため，初期治療

を行ったうえでインプラントに負荷を加えてない期間

（免荷期間）中に既存の部分義歯の鉤歯とするためにま

ずは保存し，免荷期間が過ぎてインプラントにアバッ

トメントを装着した時点で再度検査を行うこととした．

その結果，保存不可能と判断された場合には抜歯を行

い， 部に即時インプラントして上顎クロスアーチブ

リッジにする旨，患者に説明し，同意を得た．

治療経過

まず，治療開始に当たって上下顎スケーリングと

TBIを行った.

そのうえで現状にてインプラント治療の適応か否か

を判定するために細菌検査（PCR-インベーダー法）を行

った．サンプリングは歯周ポケットの深い ， の

歯面をペーパーポイントで採取した．その結果，

Aggregatibacter（Actinobacillus）actinomycetemcomitans
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（以下，A.a.），Porphyromonas gingivalis（以下，P.g.）と

もに対総菌数比率0％で，細菌学的に現状でインプラ

ント治療は問題ないと判断した．

患者の主訴である上顎前歯部の動揺と咀嚼障害の改

善をはかるために を抜歯し 部にイン

プラントを埋入した（図4）． 部は骨量が不足してい

たためにβ-TCP（オスフェリオン®，オリンパス光学

工業，東京），吸収性メンブレン（バイオメンド®,

Zimmer Dental社，USA）を使用し骨造成を図った．イ

ンプラント埋入と同時に に浸潤麻酔下でSRPを行

った．患者のQOLを維持するために術後2日目から既

存の義歯を増歯し使用させた．

上顎の手術から約1月経過後， を抜歯し 部およ

び 部にインプラントの埋入を順次行った（図5，

6）．

歯周初期治療終了後の2回目歯周組織検査で は

ほぼ良好な結果が見られたため（図7），患者の希望通

り保存することとした．

上顎4ヵ月，下顎3ヵ月の免荷期間が経過した後，

順次インプラントの2次手術，およびテンポラリーク

ラウンの装着を行った．下顎両側には付着歯肉獲得の
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図4 上顎インプラント埋入
部は骨量が不足していたためにβ-TCP，吸収性メンブレンを使用し骨造成を図っ

た．術後2日目から既存の義歯を増歯し，使用させた．
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ために歯肉弁根尖側移動術を行った（図8，9）．この

際， 部インプラントのカバーキャップを外す際に患

者が痛みを訴え，ペリオテスト値が＋2であったた

め， 部はアバットメントを装着せず，しばらく経過

観察を行うこととした．

テンポラリークラウンの装着後，咬合調整を行いな

がら適切な下顎位を採得した（図10）．さらにフェース

ボウトランスファーを行ってプロビジョナルレストレ

ーションを作製し口腔内に装着したが， ， 部イン

プラント間の歯肉の高さに大きな段差がみられたため，
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同部に歯冠長延長術を行った（図11）．このとき，

部インプラントのペリオテスト値は約1ヵ月の＋2か

ら－1ヘと変化し，疼痛も消失したためアバットメン

トを装着した．

術後，歯周組織の安定を待つ間にオクルーザルスプ

リントを約1ヵ月間使用させ，再度適切な下顎位を採

得し，模型を咬合器にリマウントしたところ，プロビ

ジョナルレストレーションの咬頭嵌合位と，求めた下

顎位が一致することが確認された（図12）．

歯肉の治癒後，プロビジョナルレストレーションの

3

図5 を抜歯して 部にインプラントを埋入した．67

図6 下顎左側は 部にインプラントを埋入した．3 4 6

図8 上顎は4ヵ月の免荷期間後，インプラントの2次手術後，テンポラリークラウンを装着した．

図7 2回目歯周組織検査検査の結果， は保存することとした．5 6
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図10 アクアライザーは咬合採得の1週間前に患者に手渡し，可能な限り長時間使用するよう，そして来院1日前の晩からは決
して取り外さないように指示し，翌朝一番で来院した際に術者がはずして誘導法にて下顎位を確認しセントリックジグを採り，
下顎位を記録した．

図11 ， 部インプラント間の歯肉の高さに段差がみられ，審美性，清掃性に問題があると思われたため同部に歯冠長延長
術を行った．
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図12 オクルーザルスプリントを約1ヵ月間使用して再度適切な下顎位を採得し模型を咬合器にリマウントしたところ，現在の
咬頭嵌合位とオクルーザルスプリントで求めた下顎位が一致することが確認された．

図9 下顎は左右側とも3ヵ月の免荷期間後，2次手術，テンポラリークラウンを装着．左右とも付着歯肉獲得のために歯肉弁
根尖側移動術を行った．
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図13 プロビジョナルレストレーションから順次，最終補綴に移行した．最終補綴には犬歯誘導，臼歯部離開を付与した．

図14 治療後約6ヵ月のデンタルX線写真，歯周組織検査では異常は認められず，咬合状態，清掃
状態ともに良好である．
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調整を行い，順次最終補綴に移行した（図13）．最終

補綴は，上顎インプラントと下顎左側インプラントは

それぞれワンピースのブリッジに，天然歯に関して

は は連結冠，他の部位は単冠とした．咬合は犬歯

誘導とし臼歯部を過剰な咬合圧より開放するよう考慮

した．

補綴終了後はナイトガードの必要性を説明のうえ装

着させ，メインテナンスへと移行した．

治療後約6ヵ月のデンタルX線写真，歯周組織検査

では異常は認められず（図14），咬合状態，清掃状態

ともに良好である．

考　　察

本症例は，臼歯部咬合崩壊に中等度の歯周炎を併

発している状態と診断されたので，菌種特定のため，

治療の早期にPCR-インベーダー法による細菌検査を

行った．Quirynenら1）は，因果関係は明らかでないと

しながらも，インプラント周囲炎ではA.a.，P.g.といっ

た特異的歯周病原菌が多く検出されるとする報告を多

く示しており，また，吉野 2）は，歯周病患者にインプ

ラント治療を行う場合，歯周病リスクが高い場合は歯

周治療を先行させ，菌数が減ったことを確認してから

インプラント治療を開始することを提唱し，インプラ

ント埋入に先立ち細菌検査を実施することの重要性を

述べている．本症例では細菌検査でA.a.，P.g.ともに

対総菌数比率0％という結果が得られたため，歯周初

期治療と併せてインプラント埋入を行った．これは，

治療期間の短縮を計ることに大いに役立ったと考えて

いる．

ペリオテスト（メデジンテクニック・グルデン社，ド

イツ）は本来，歯の動揺度を計測する装置であるが，

Craninら3）はインプラントの安定度を評価するのにペ

リオテストは有用であると述べている．本症例は 部

インプラントは2次手術時にペリオテスト値が＋2であ

ったが、約1ヵ月後には－1となり、インプラントの

骨結合力が高まったと客観的に評価できたのでアバッ

トメントの装着を行い，その後も特に異常所見はみら

れなかった．
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本症例で用いたアクアライザー®について，今井 4））

は，オクルーザルスプリントと同様に咬合再構成中の

顎位の確認に大いに有効であると述べている．本症例

ではアクアライザー®で求めた下顎位，最終的にオク

ルーザルスプリントで求めた下顎位，およびこの時の

咬頭嵌合位が一致したことを確認して最終補綴へと移

行した．もしこれらが大きく異なっていた場合，再度

診断用ワックスアップとプロビジョナルレストレーシ

ョンまで戻り最終補綴物の形態について再検討を行う

必要があったと考えられる．

まとめ

インプラントが喪失してしまう原因として山田ら5）

は過大な咬合力とインプラント周囲炎を挙げている．

したがって，本症例のように咬合力が強く，歯周炎が

認められるような症例でインプラントを用いた補綴を

行う場合には特に注意が必要である．本症例では細菌

検査によりインプラント周囲炎のリスクが低いことを

確認した．また咬合力が強い患者において過大な咬合

圧とならないように十分な埋入本数を確保すると同時

に，顎位の決定はアクアライザー®とスプリントによ

る再評価で慎重に行った．その結果，審美的および機

能的回復を達成することができ，患者も大変満足する

結果となった．しかしながら，今後も咬合力のコント

ロールやプラークコントロールに関しては注意深く経

過観察が必要であると考える．
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