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和泉雄一・二階堂雅彦・松井徳雄　編著

歯周組織再生治療を成功させるための実践ガイド！
歯周組織再生治療の基礎から臨床までのすべてを網羅

●歯周組織再生治療は，歯周病による骨欠損を回復させるうえで
は欠かすことのできない術式の一つであり，現在では適応症を選
択すれば予知性の高い治療といえるでしょう．しかしながら，再
生治療を行ってみたものの，「歯周組織が再生されない」「通常
のフラップ手術と効果が変わらない」といった悩みをもつ先生方
も多いのではないでしょうか．
●本別冊では，再生治療を成功させるために，適応症をどのよう
に考え，マテリアルを選択し，術式を行っていくかを豊富な症例
とともにStep by Stepで解説しました．
●再生治療をはじめようと考えている先生方やうまくいかないと
悩んでいる先生方だけでなく，再生治療のエビデンスや知識を
一度整理したい先生方まで，さまざまに活用いただける１冊です．
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これからの歯周組織再生治療

現在用いられている歯周組織再生治療のほとんどが，残存する歯根膜組織中に存在す

る未分化間葉系細胞や欠損周囲に存在する骨芽細胞を利用して，歯周組織の再生を図る

ことを基本概念として展開されている．しかし，いまだ理想的な歯周組織再生の域に到

達していないため，積極的に増殖因子などを作用させたり，細胞を移植するといった新

たな歯周組織再生治療が研究・開発されている．

1．PRP
多血小板血漿（Platelet-rich plasma；PRP）とは血小板を濃縮した血漿で，PDGF

（Platelet-derived growth factor），TGF-β1（Tansforming growth factor），TGF- β

2，IGF-1（Insulin like growth factor-1）など多くの増殖因子を含有している．PRP

単独もしくは自家骨や既存の骨充填材料と PRP 併用によるインプラント周囲の骨欠損

への応用などについての研究が行われ 10，11) ，その優れた創傷治癒や骨再生能が報告さ

れている．適度な硬度をもつゲル状を呈する PRP/thrombin gel に骨芽細胞を播種し，

マウス皮下に移植すると石灰化物が形成されたため，移植細胞の担体として応用するこ

とも期待される．

図 4　エムドゲイン ® ゲルのパッケージお
よびシリンジ
　　EMDがシリンジ中に予め填入されてい
る（0.3ml，0.7ml の 2 種類）ため，簡便
に使用することが可能となった

図 5　ヒト骨内欠損部に rhPDGF-BB を適用 9 カ月後の組
織像
　　A：ノッチは歯石付着部位の最根尖側である．新生骨
（NB）が元来の歯槽骨（OB）に近接して形成されている．
遮蔽膜を用いずとも長い上皮付着は発生しなかった．こ
れは，増殖因子によって歯根膜（PDL）や骨細胞が刺激
され，上皮との “戦い ” に勝利した結果と考えられる（倍
率 4倍）．B：ノッチ部位の拡大像．新生セメント質（NC）
新生骨（NB）が形成されている．新生骨は密であり，
PDL も組織化されている（倍率 25 倍）（Nevins M, et al．
J Periodontol．2003；74：1282-129212）より許諾を得て
掲載）
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歯肉弁剥離
骨面までしっかり切開が入っているのを確認したら，縦切開部の隅角部や歯間乳頭部

よりインスツルメントを挿入し，全層弁にて剥離を開始する．剥離は骨欠損周囲からで

はなく，しっかりと骨の裏打ちのある部分より開始し，インスツルメントを骨面に沿わ

せながら骨膜ごと剥離を進める．骨欠損部周囲の歯肉弁内面には骨欠損底部に至る分厚

い炎症組織が存在しているので，この組織はシザースやメスにて除去し，この段階で歯

肉弁の厚みのコントロールを行っておくと移植後の縫合がよりしやすくなる（図6）．

剥離時に重要なことは，辺縁歯肉や歯間乳頭の断裂や，無理な剥離による歯肉弁のダ

メージを可及的に避けることである．剥離の際は，主に TG-O（Hu-Fready）のような

小さなチゼルや，プラスティックサージェリーキット（JIADS）のような，細かい操作

ができる器具を用いることをお勧めする（図7，8）．

減張切開
全層弁にて歯肉歯槽粘膜境を越える位置まで剥離を行ったら，次に減張切開を入れて

歯肉弁を歯冠側に移動できるようにする．これは，骨移植材やメンブレンをテンション

フリーで被覆するために必要な切開である．縦切開を入れている症例では，同部より根

尖側の骨膜上の線維を切断するように減張切開を入れる．片手にピンセットを持ち歯肉

弁にテンションをかけながら，もう一方の手でメスの刃先を軽く骨膜にタッチさせ 1

図6　炎症組織の除去
a：骨欠損上にある歯間乳頭部内面の

厚みのある炎症組織
b：シザースやメスにて，内面の炎症

組織を除去しておく．歯肉弁は無鉤

ピンセットで慎重に把持する．

図7　TG-O　　TG-O をしっかり骨面に到達させ，骨面上を沿わせながら全層弁

にて剥離を行う

図 8　プラスティックサージェリー
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