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キーワード:thin scallop″ pe(シ ンースキャロップタイプ),thick-lat type(シ ックーフラットタイプ),GBR:guided bone regen‐

era」on(骨再生誘導法),imphnt position(イ ンプラント埋入位置),margind ginJv」 (辺縁歯肉)

症例の概要

患者は 39歳女性,2009年 2月 に 」 の審美性の回復

を主訴に当院を受診 した。口腔内写真 (図 1),パ ノラマ

X線写真 CT(図 2)を撮影 した。同部は挺出してお り歯

肉は退縮 し,歯根部が露出していた。患歯以外の前歯部

の歯肉溝にプローブを挿入すると,プローブが透けて見

えていた。歯肉のバイオタイプはアタッチメン トロスを

生じやすい Thin scallopサpe5,0でぁる。切縁は反対側の

同名歯 と水平的に一致 していなかった。抜歯後歯根部を

観察すると,2カ 所の穿子Lを 確認することができた (図

3,4)。 その後,歯肉の回復を待ち (図 5),同年 4月 に

CTを撮影 し,DICOMデータから二次元可視化ソフトを

用いて,アーチフアクトの除去や造形に必要のない部分

の除去を行った。さらに,完成 したデータを STLフ ァイ

ル形式 に保存 した。その STLフ ァイルを 3Dプ リン

ターに接続 しているパソコンにインポー トし,三次元立

体模型を製作 した (図 6)。 完成 した二次元立体模型は歯

と骨の部分だけで,歯肉を切開剥離 した状態に見える。

これを用いて,イ ンプラン トの埋入位置 と方向そして

GBRメ ンブレン (TR4Y,日 本ゴア)の設置をシミュレー

緒

抜歯による経時的な歯周組織の退縮は,審美性回復の

問題を生じる。上顎前歯部は唇側の歯槽骨が薄 く,抜歯

創が治癒 しても唇側の歯槽骨を失い,歯周組織の退縮を

生じる。またインプラント歯周組織のテイッシュマネー

ジメントは血流を司る歯根膜が存在 しないため,歯根膜

の緩圧作用による血液や組織液の流れは期待できない。

審美的に優れた歯間予L頭
1),ス キャロープフォルムを獲

得するには天然歯よりも困難である。インプラント埋入

後 1年以内に,イ ンプラン ト周囲の歯槽骨が約 1～2

mm減少することが報告されている20。
抜歯後の治癒過

程で顎堤の吸収を生じ,周囲組織 との調和を欠 くことが

ある。

今回審美性の回復を希望する患者に,GBR4)で歯槽骨

の回復を図 リインプラントを同時埋入 し,欠損補綴治療

を行った 1症例を報告する。なお,症例報告を行 うこと

や口腔内写真を掲載することに関して,本人の同意を得

ている。
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図 1 術前正面観

Jの切縁は反対側の同名歯 と水平的に一致 し

ていなかった。

図 3 抜去歯牙

抜歯後歯根部を観察すると,2カ 所

の穿孔を確認することができた。

図 5 4カ 月を経過 した歯肉の状態

抜歯から 4カ 月を経過 した歯肉の状態で,歯
肉は治癒 していた。

図 2 術前の CT画像

穿イししている部分が確認できた。

図 4 抜歯直後

歯周組織を傷つけないように注意をして,鉗
子のみで抜歯をした。llt歯 後テルプラグを入れ,

人工歯を隣接歯に接着 した。

uPrint
図 6 3Dプ リンターによる造形

03Dモ デルを造形した uP亘 nt

● サポート材が付着している3D模型

0サポート材を除去し,完成した 3Dモ デル
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図 7 口腔内に手術用ステントを挿入

口腔内に手術用ステン トを入れて,イ ンプラ

ントの位置や方向を決めて,イ ンプラントの埋

入手aiを 行った。

図 9 インプラントの埋入

インプラントφ4mm,12 mm(AQBイ ンプラ

ント,ア ドバンス)を埋入 した。抜歯害の唇側

の歯槽骨はな く, インプラントは唇側で露出し

ていた。

図 11 メンブレンの設置

GBRメ ンブレン (TR4Y,日 本ゴア)の チタン

強化膜で覆い,そ れをチタン製のスクリューで

固定 した。歯槽頂に近い部分はホールディング

スーチャーで固定 した。

Thin― sc」 lop type歯 肉の上顎前歯部にインプラント治療で審美回復 した 1症例

図 8 手術用ステントを人れた CT画像

インプラントのポジショニングを確認 した。唇側の骨

はほとんど存在 しなかった。

図 10 欠損部に人工骨築盛

採血 した血液を遠心分離 して,PRGFの Frac―

lon 3を製作する。それを人工骨 (Gdsdた h Bio

Oss,ス イス)と 混合し,骨欠損部に築盛する。
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図 12 増骨 した状況 (CT画像 )

GBRメ ンブレンのチタン強化膜を除去前に CTを 撮影 した。唇側骨

は十分に回復 していた。

図 13 メンブレンの除去

3カ 月後に GBRメ ンブレンのチタン強化膜

とチタン製のスクリューを除去 した。露出した

インプラン トは骨組織で隠されていたが,表面

には人工骨が散在 していた。

図 14 補綴物 を装着 して 3年後のスマイル ラ

イン

シ ョンした。 同年 6月 にインプラン トφ4mm,12 mm

(AQBイ ンプラント,ア ドバ ンス)の埋入 と GBRに よ

る骨移植を行った (図 7～ 9)。 人工骨 (Geistlich Bb― oss

スイス)は ,採血 した血液を遠心分離 してできた PRGFつ

の Flaction 3と 混合 し,欠損 している部分に築盛 した

(図 10)。 歯牙に接触せずに,築盛 した人工骨をカバーす

るように,GBRメ ンブレンを設置 した (図 11,12)。

同年 9月 に GBRメ ンブレンの除去 (図 13)と 二次手

術を行い,カ バースクリューをヒーリングアバットメン

トに交換 した。同年 11月 に,陶材焼き付け鋳造冠で製

作 した ヒ部構造を装着 した。

2013年 5月 に日腔内に異常所見は認められず,X線写
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図 15 補綴物を装着 して 3年後の前歯正面観
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真においても骨造成 した部分に骨吸収の不透過像 はな

く,歯肉の退縮や炎症 も観察されなかったことから,経

過良好 と判断 した (図 14,15)。

考   察

インプラントの審美性は,イ ンプラントのポジショニ

ングによって左右される。埋入 したインプラントの位置

は,唇舌側位置においては隣接歯のエナメルセメント境

界を結んだ仮想の線よりも内側に埋入する必要がある。

歯肉退縮や金属色の透過を防 く
゛
には,lmm以 上の歯槽

骨が必要である0。 舌側に寄 りすぎる場合には補綴物の

唇側の豊隆が大きくなり,清掃性に問題を生じる。近遠

心位置
9'1の は天然歯で 1.5mm以上,イ ンプラン ト間では

3mm以 上必要である。天然歯の生物学的幅径
11)は

3

mmで ,イ ンプラントでは 4 mml"で ある。そのため埋

入する深さは,歯肉縁から4mm縁 下にインプラントの

プラットフォームを位置させる。機械研磨されたカラー

のインプラントでは,骨レベルに合わせて埋入する。埋

入する深 さはインプラン ト設計 (表面性状やマイクロ

ギヤップの位置
10な ど)に より違いがあるため,メ ーカー

の指示に従 う必要がある。

Thin― scallopサpeの 歯肉は,Thick― ■at typeに 比較 し

て アタ ッチメ ン トロスが生 じやすい0。 Thin scallop

typeで は辺縁歯肉の連続性を失 う可能性が高いため,切

開線 を通常 よりも後方のインプラン ト埋入位置か ら 2

歯離 した位置で,そ こから縦切開を入れている。非吸収

性膜を使用 したため撤去する必要があり,2度の切開剥

離を行った。そのため,術前 と比較すると隣接歯の歯肉

が退縮 している。Thin scallop typeの 歯肉では,手術後

に歯肉退縮の危険性がある。それに対応できる補綴物の

形態を考慮することと,術前に患者への十分な説明が必

要である。

結   論

術後 3年 8カ 月を経過 しているが,補綴物装着後,歯

肉の退縮は起 こっておらず,辺縁歯肉の形態も維持でき

ている。患者も審美性が回復 したことに満足 している。
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