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はじめに

慢性歯周炎の進行は，歯の動揺や病的移動を生じ

させ，咬合支持が不安定になることから，咬合時の

歯の動揺，疼痛を起こす症例も少なくない．このよ

うな症例では，歯周治療により，炎症が消退した後

であっても咬合性外傷に伴う慢性歯周炎の再発を来

しやすい環境にある 1-3）．したがって，炎症性因子の

除去および病変部の改善を目的とした歯周治療に加

え，咬合治療が必要である 2，3）．

従来から歯周病患者に対する咬合治療としては，

残存する歯へのスプリント療法や可撤性の補綴装

置，あるいは歯周補綴としての歯冠補綴が行われて

きたが，近年ではインプラントが有効に使用される

ようになった．Linら 4）は，残存する天然歯との連

結方法や使用するインプラントの種類，使用本数な

どに関して研究の余地があるとしながらも，インプ

ラントの強固な咬合負担能力は，歯周病で支持骨が

減少した歯の歯周組織の安定に寄与すると述べてい

る．しかし一方で，Baelumら 5）は，歯周病の存在は

インプラントの長期予後に悪影響を及ぼすと述べて

おり，歯周病患者にインプラントを用いる際には，

口腔内細菌のコントロールに十分注意を払い，治療

後もインプラント周囲炎のリスクがあることを十分

認識する必要があるとしている．

今回，前歯誘導（anterior guidance）の喪失により臼

歯部に早期接触をきたし，上顎両側臼歯部に歯槽骨

吸収を伴う動揺を起こし，咬合支持の不安定に至っ

た歯周病患者に対し，歯周治療とインプラントを用

いた咬合治療を行い，良好な結果が得られた症例を

経験したので報告する．

初診時所見

患　者：70歳，女性

初　診：2009年2月3日

主　訴： の動揺と咬合痛

全身既往歴：69歳時に脳出血のために入院，手術

を受け完治した．しかし，同手術後から，

抗血栓薬（抗血小板薬，アスピリン：バイ

アスピリン®，バイエル社）と降圧薬（Ca拮

抗薬，シルニジピン：アテレック®，味の

素-持田社）を服用していた．

家族歴：特記すべき事項はない．

現病歴：69歳頃から に動揺を自覚するも，放置

していた．しかし，来院3日前から同部の

動揺と咬合痛が著しくなり，来院した．患

者の希望として，「できるだけ義歯は入れ

たくない」，「よく咬めるようになりたい」

と訴えていた．

習　癖：飲酒習慣は，ほぼ毎日お酒1合程度で，喫

煙歴はない．

全身所見：身長 163cm，体重 57kgで，体格指数

（BMI）21.5であった．血圧は，降圧薬の服

用により，収縮期血圧138mmHg，拡張期

血圧80mmHgにコントロールされていた．
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口腔内所見

は欠損し， に動揺と咬合痛が認め

られた．患者によると， が欠損になった

のは50歳頃で，その理由は不明であった．歯

肉は，Weisgoldの分類 6）に準じると「thick-flat

type」で， に歯肉の発赤がみられたが，

腫脹や排膿のみられる部位はなかった（図1）．

歯周組織検査では，プロービングデプス（PD）

平均 3.1mm，PD 4mm以上 17部位（15.7％），

PD 7mm以上8部位（7.4％）で，プロービング時

出血（BOP）は15部位（13.9％）であった．なお，

主訴である はPD 6～8mmで，Hampらの根

分岐部病変の分類 7）は3度で，歯の動揺度は3度

であった（図2）．

エックス線所見

パノラマおよびデンタルエックス線写真で

は，上顎両側臼歯部に歯槽骨吸収像が認めら

れ，特に早期接触がみられた では根尖部

まで達する歯槽骨吸収がみられた（図3）．

咬合状態は，食事は前歯部で咬むことが多

く，上顎前歯に咬耗がみられ，前歯誘導はな

く，上下顎両側臼歯部も咬耗による咬頭の平

坦化と に早期接触が認められた（図1）．

口腔清掃に関しては，毎日，朝食後と就寝

前に各10分ほどのブラッシングを行っている
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図1 初診時口腔内写真．
上顎前歯部は咬耗が認められ，前歯部は開咬状態であった．側
方運動時は左右側ともに前歯誘導，臼歯部離開はなく， に
早期接触がみられた．
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図2 初診時および歯周基本治療終了時の歯周組織検査表．

図3a 初診時パノラマ．上顎両側臼歯部の歯槽骨吸収像が顕著
で，特に は根尖部に及ぶ歯槽骨吸収がみられた．5  7
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とのことで，プラークコントロールレコード（PCR）

は35％であったが，口腔清掃への関心は高かった．

診断および治療計画

診断：日本歯周病学会による歯周病分類システム 8）

に準じて，2次性咬合性外傷を伴う重度の慢性

歯周炎（限局型）と診断した．また，セファロ分

析結果から，Skeletal Class 1で，N-Me，Ans-Me

はともに138.0（平均125.4），84.0（平均72.2）と平

均値を大きく上回り，咬合高径の低下はないと

診断した．

治療計画は日本歯周病学会による歯周病の診断と

治療指針 8）と歯周病患者におけるインプラント治療

の指針 9）に則り，以下のように治療計画を立てた．

1． 抜歯後，歯周基本治療により炎症性因子を

コントロールする．

2．再評価後，歯周病関連細菌検査を行い，

部にインプラントを埋入，同時に にフラ

ップ手術を行う．

3．インプラントの免荷期間中，咬合機能回復のた

めに 部への義歯装着と のプロビジ

ョナルレストレーションで咬合の安定を図る．

4．インプラントの2次手術後，インプラントにアバ

ットメントとプロビジョナルレストレーションを

装着し，咬合や審美性などをチェックする．

5．順次ファイナルレストレーションへと移行する．

6．サポーティブペリオドンタルセラピー（SPT）に移

行する．

治療経過

は保存不可能のために抜歯し，通法に従って

歯周基本治療を行った．歯周基本治療終了時2回目
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の歯周組織検査では，PD平均2.7mm，PD4mm以上

13部位（13.0％），PD7mm以上1部位（1.0％）で，BOP

は4部位（4％），PCRは20％に減少した（図1）．また，

その時点で最も深い歯周ポケットがみられた 遠心

騁側部に対して，PCR-インベーダー法を用いた歯周

病関連細菌検査を行った結果，Aggregatibacter actin-

omycetemcomitans（A. a.），Porphyromonas gingivalis（P.

g.）ともに検出されなかった．

診断用ワックスアップで最終補綴の形態を模索す

ると同時にCT撮影用ステントを作製し（図4），CT

を撮影した．CT画像をもとにSIM / Plant®（マテリア

ライズデンタルジャパン，東京）を用いてインプラ

ント埋入の計画をたて，外科用ステントSurgiGuide®

（マテリアライズデンタルジャパン，東京）を作製し

て手術に臨んだ．

内科医に確認後，埋入手術3日前から抗血栓薬の

服用を中止し，3％シタネスト-オクタプレシン浸麻

下で 部にインプラントを埋入した．また同

時に にフラップ手術を行った． 部はインプ

ラントと旧抜歯窩に隙間がみられたため，β-リン酸

三カルシウムと吸収性メンブレン（バイオメンド®，

Zimmer Dental社，USA）を使用して骨造成術を行い，

術直後のパノラマエックス線写真でインプラントが

意図したところに埋入されたことを確認した（図5）．

術後も2日間は抗血栓薬の服用を中止し，出血傾向

は全くみられなかった．なお，β-リン酸三カルシウ

ムは，歯科においては薬事未承認である旨を患者に

説明を行い，文書にて同意を得て使用した．

インプラント埋入から3ヵ月後，2次手術を行い

アバットメントの印象採得を行った．その際， 部

インプラント周囲には骨造成が認められた（図6）．

作製されたカスタムアバットメントとプロビジョナ
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図3b 初診時デンタ
ルエックス線写真．
上顎両側臼歯部の歯
槽骨吸収像が顕著
で，特に は根尖
部に及ぶ歯槽骨吸収
がみられた．

5  7
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ルレストレーションをインプラントに装着し，再度，

咬合と審美性のチェックを行った後，順次最終補綴

に移行した．最終補綴には上顎前歯部はオールセラ

ミック冠，インプラント部にはセラミック前装冠を

選択し，また，インプラント部のみ仮着用セメント

図4 診断用ワックスアップ．
中心位で咬合器に模型を装着
し，診断用ワックスアップで
最終的補綴形態を模索すると
ともにCT撮影用ステントを作
製し，CT撮影を行った．

図5 インプラント埋入直後のパノラマエックス線写真．
部は抜歯窩とインプラントの間に隙間が見られたために骨

造成術を行った（2009.4.6）．
5

図6 インプラント2次手術時の術中口腔内写真．
インプラント埋入から3ヵ月後，2次手術を行い，カスタムアバ
ットメント用の印象を採得した．
部のインプラント周囲には骨の造成が認められた（2009.7.8）．5

図7 最終補綴時の口腔内写真．
最終補綴物には犬歯誘導，臼歯部離開を付与した（2009.9.16）．

を用い，犬歯誘導および臼歯部離開を付与し（図7），

就寝時の歯やインプラントへの過度の咬合力をコン

トロールするためナイトガードの装着を指示し，

SPTへと移行した．現在，3ヵ月毎にSPTを行い，

良好な経過を経ている（図8）．すなわち，SPT時の

図8 SPT1年4ヵ月時の口腔内
写真（2011.1.8）．



歯周組織検査では，SPT6ヵ月時 PD平均 2.1mm，

SPT1年4ヵ月時PD平均2.2mmで，いずれもPD4mm

以上の部位やBOPのみられる部位はなく，デンタル

エックス線写真やパノラマエックス線写真において

も異常所見はみられなかった（図9，10）．

考　　察

Heitz-Mayfieldら 11）は，インプラント周囲炎には，

歯周炎と同様にA.a.菌，P.g.菌，Treponema denticola，

Tannerella forsythiaなどの歯周病関連細菌が関与する

と述べている．また，三辺ら 12）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，歯周病関連細菌が減った

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，歯周病関連

細菌の検査を実施することの重要性を述べている．

本症例では，歯周基本治療後，歯周病関連細菌の

検査でA.a.菌比率，P.g.菌比率ともに検出されなかっ
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図9 SPT6ヵ月時およびSPT1年4ヵ月時の歯周組織検査表．

図10 SPT6ヵ月時のデンタルエックス線写真（2010.3.23）およびSPT1年4ヵ月時のパノラマエックス線写真（2011.1.8）．
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たので，インプラント埋入を行った．歯周病関連細

菌の検査を行うことにより，適切なインプラント埋

入時期が判断できるため，治療期間の短縮に有用で

あったと考えている．また，本症例における慢性歯

周炎は，細菌因子よりも咬合因子に深く関与してい

ることが推測されるが，A.a.菌，P.g.菌だけでなく，

T.d.菌，T.f.菌に関しても検査するべきであったと考

えている．

本症例のように重度の歯周炎を伴う咬合支持の不

安定な症例や咬合の崩壊した症例の治療には，歯周

治療だけではなく，咬合治療が不可欠であり，最終

的にStallardら 13）の報告に準じて，犬歯誘導と臼歯

部離開を付与した．天然歯とインプラントが混在す

るケースでの咬合接触の与え方に関して，松下ら 14）

は，被圧変位の差を考慮するのではなく，インプラ

ントを天然歯と同様の咬合接触を与えても臨床上問

題はないと述べており，本症例も同報告に従い，天

然歯と同じ咬合接触を与えて天然歯の咬合負担の軽

減を図った．

本症例において，治療計画立案の際には，咬耗し

た大臼歯部の咬頭再現や咬合平面の改善のための補

綴処置，下顎前歯部叢生の改善のための矯正処置，

下顎第三大臼歯の抜歯なども考えられた．しかし，

Kaoら 15）は，咬合崩壊の予後を左右する因子のうち，

年齢が最も重要なもので，崩壊程度が同じであった

としても若年者と高齢者では病的重症度は異なると

述べている．そこで，本症例では，70歳という患者

の年齢を考慮し，欠損部のインプラント治療と上顎

前歯の補綴処置だけという，できるだけ最小限の治

療を試みた．臼歯部の補綴や下顎前歯部の矯正を行

わなかったことによる咬合接触の不正は，プロビジ

ョナルレストレーションなどの各ステップで確実に

咬合のチェックを行うことで対応した．今後，上顎

前歯部補綴の破折や脱離などがみられた際には，上

下顎臼歯部に補綴処置を要すること，また，就寝時

のナイトガード装着が重要である旨を患者に十分説

明し，現在SPTを行っているが，今後も注意深い経

過観察が必要と考えている．

まとめ

上顎両側臼歯部に歯槽骨吸収を伴う動揺を起こ

し，咬合支持の不安定に至った70歳の女性歯周病患

者に対して，歯周病関連細菌の検査による歯周病リ

スクを確認し，患者の年齢を考慮のうえ，インプラ

ントを有効に用いて歯周病治療と咬合治療，審美回

復を行った．プロビジョナルレストレーションで顎

位を慎重に確認し，適切な咬合様式を付与したとこ

ろ，良好な結果が得られたため報告した．
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