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図4　初診時CT水平断：歯頸部付近では唇側
骨が喪失している。

図5　初診時CTボリュームレンダリング画像。 図6　3Dプリンターで作製した術前の骨模型。

Report

Case Report

はじめに

　現代のインプラント治療では、機能
性、清掃性、審美性などへ配慮した上
部構造を作製するという補綴主導型イ
ンプラント治療の実践が求められてい
る。そのためには適正な位置にインプ
ラントを埋入することが重要であるの
だが、歯周病学的、補綴学的に理想と
する位置にインプラントを埋入しよう
としても、その部位にインプラントを

埋入するために必要な骨量が存在して
いないことも稀なことではない。この
ような場合には、GBR法などの骨造
成を行うか、そうでなければ妥協的な
治療結果を受け入れるしかない。加え
て、インプラントを埋入するための母
床に骨量が大幅に不足している場合に
は、インプラント治療そのものを断念
せねばならなくなる。
　このように、インプラント治療にお
ける付加処置としての骨造成は、患者

満足度の向上、治療結果の永続性に加
えて、インプラント治療が適応となら
なかった症例においてもそれが可能と
なるなど、医学的価値は極めて高い。
　骨造成における代表的な手法として

GBR法が挙げられる。GBR法におい
ては過去から様々な術式の改良やメン
ブレンの開発がなされているが、本稿
ではGBR法に必須であるバリアメン
ブレンに「Tiハニカムメンブレン」を
使用した症例を供覧し、その有用性に

非吸収性メンブレンの臨床応用
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図1　初診時顔貌写真：オトガイ部および口角
部には広範囲に瘢痕創が存在する。

図2　初診時口腔内写真：上顎の両側中切歯に
は欠損と唇側部の陥凹が認められる。

図3　初診時CT前頭断：鼻腔底までの距離は
短く初期固定を得るための既存骨は少ない。
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図10　GBR術中所見：サージカルガイドを参
考にして必要な位置に必要な量の骨移植材を
填入した。

図11　メンブレンの設置：ここで試適した状
態は表裏逆である（図17に示す除去したもの
が正しい表面）。

図12　コラーゲンメンブレンの設置：必要に
応じてコラーゲンメンブレンを設置すること
もある。

Case Report
ついて考察を加えてみたい。

症例

① 背景
　患者は20歳の女性、初診日は2019

年8月8日である。以前に後続永久歯
の先天性欠如からインプラント治療の
相談のために当院を受診した既往があ
る（乳歯は機能しており、疼痛もない
ことから経過観察とした）。その後、

2019年7月にバイク事故により顔面部
に外傷を受けた。救急搬送された病院
では全身的な初期対応がなされ、歯科
的には上顎左右中切歯が歯根破折およ
び脱臼にて抜歯となり、その後の対応
は初期対応した病院歯科から当院を紹
介された。患者は女子大学生であり、
顔面部の瘢痕創もさることながら、最
も審美性に関与する上顎左右側の中切
歯を失ったことに相当な精神的ショッ
クを受け、人前に出るのが嫌になった

とのことである（図1、2）。
② 検査結果・医療面接
　歯冠破折に伴う仮性露髄により急性
症状があった 2  の抜髄処置とともに
各種検査を行った。パノラマX線、デ
ンタルX線に加えてCT撮影を行った。
口腔内写真からも明らかなように、左
右中切歯と共に唇側骨が欠落していた
が、その他に顎骨の骨折を疑う所見は
なく、顎関節にも異常所見は認められ
なかった（詳細は割愛）。患者および
両親は当初からインプラント治療を希
望していたことから、デジタルシミュ
レーションおよび3Dプリンターで作
製した骨模型を用いて医療面接を行っ
た。現状でもインプラントを埋入する
こと自体は不可能ではないが、大幅な
唇側骨の喪失により、このままでは審
美的に満足していただける形態の最終
上部構造を作製することは約束できな
いと説明した（図3～7）。患者はそれ
でもインプラントによる修復を希望し

たことから、外科処置をステージに分
け、まずはGBR法による骨造成のみを
行うこと、約6ヵ月程度の治癒期間を
設けたのちにインプラントを埋入する
こと、必要に応じて結合組織移植術に
よる軟組織の増大を行うこと、を全て
承知していただいたことから当院での
インプラント治療を引き受けた。
③ GBR時
　2019年10月にGBRを行った。全層
弁剥離にて術野を明示したところ、術
前診査で得た情報と相似した骨形態を
呈していたことから、インプラント埋
入時に使用するサージカルガイドを術
部に設置して骨の不足量を目視で確認
した（図8）。骨面に残留する肉芽組織
を徹底除去し、骨穿孔させることで骨
髄性の出血を促し（図9）、骨移植材を
填入した後に（図10）、Tiハニカムメ
ンブレンを設置した（図11）［注：図

11の状態は表裏が逆である。厳密に
はTiハニカムメンブレンは表裏が存在

図7　BioNa®によるシミュレーション結
果：理想的な位置にインプラントを設置
すると唇側部には骨が不足していた。

図8　GBR時口腔内所見：サージカルガイド
を設置して骨の不足量を目視した。

図9　皮質骨への穿孔：骨髄性の出血を促すこ
とで術部へは細胞と生理活性物質が供給され
る。
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図13　縫合後：減張切開を加え、過剰なテン
ションを加えないように注意して縫合した。

図16　インプラント埋入時の術前口腔内写
真：GBR後、創部は完全に閉鎖されている。

図14　術後2週間経過時：全ての治癒期間中
で創部の裂開や感染は認められなかった。 図15　インプラント埋入時の術前デンタルX

線写真：感染を疑う所見は認められない。

図18　メンブレンを除去した骨面：インプラ
ント埋入に十分な量の骨の造成が達成できて
いる。図17　除去したメンブレンとピン：写真の面

が粘膜面（表面）になるように設置するのが
正しい。

Case report
しており、設置には注意が必要であ
る（図17に示す除去した後の面が正
しい表面である）］。Tiハニカムメンブ
レンを設置して、その上から吸収性コ
ラーゲンメンブレンで覆った後に（図

12）、減張切開によりフラップのテン
ションを十分に除去したのちに縫合し
た（図13）。術後は良好に経過し、初期
経過では翌日、1週間、2週間、3週間、

1ヵ月でフォローした。全ての期間で
創部の裂開や疼痛はなく、術後感染を
疑う所見も認められなかった。ここで
は誌面の都合上2週間経過後のものを
提示するが（図14）、インプラント埋
入が行える6ヵ月後まで創部の裂開や
メンブレンの露出は起こらなかった。
④ インプラント埋入時
　GBRから6ヵ月経過後の2020年4月
にTiハニカムメンブレンを除去したの
ちにサージカルガイドを使用したガイ
デッドサージェリーにてインプラント
を2本埋入した。術前の検査において、

X線所見では骨の成熟がうかがえる不透
過性が高まっており（図15）、肉眼所

見では軟組織の裂開は認められなかっ
た（図16）。Tiハニカムメンブレンを
除去してみると、その下部には必要か
つ十分な量の骨様組織が視認できた
（図17、18）。サージカルガイドを設置
してイニシャルドリルにて骨を切削し
てみると十分な硬度を触知できたこと
から（図19）、最終ドリルまで骨形成
を行い通法どおりインプラントを埋入
した。埋入後の肉眼所見ならびにCT

所見において、術前のシミュレーショ
ン通りに埋入されたインプラント体の
唇側部には骨様組織が約2mm確保で
きているのが確認できた（図20、21）。
⑤ 術後評価
　現在、インプラント埋入後9ヵ月が
経過している。2次手術を経てスク
リュー固定によるプロビジョナルレス
トレーション装着後に再度の医療面接
を行ったところ、患者は軟組織の増大
を希望した。現在は結合組織移植術を
行い、最終上部構造を作製する準備中
である（図22、23）。現在の状態におけ
る術後評価を行った。デジタル画像計

測では唇舌的断面においてインプラン
ト頸部で1.74mm、インプラント中央
部で1.67mm、インプラント先端部で

1.48mmの唇側骨が存在しており、埋
入時と比較しても目減りはほぼしてい
なかった（図24）。さらに、口腔内ス
キャナーで採得した術前の表面形態と
理想的な形態をワックスアップで再現
したものの表面形態を画像分析ソフト
上で重ね合わせてみたところ（シロナ
社 セレックプライムスキャン®および
分析ソフトウエアOraCheckを使用）、
表面形態の差から約2mmのボリュー
ムが唇側に増加すると理想的な歯冠お
よび軟組織形態が得られることから、
今回のGBRは成功であったと実証で
きた。今回のケースではGBR後にスキャ
ナーを院内導入したが、今後はこのよ
うな検査方法を術前に行い、治療法を
決定することが可能となる（図25、26）。

おわりに

　昨今の風潮ではインプラントありき
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図22　プロビジョナルレストレーション装着
後の口腔内写真：この後にCTGを行っている
が本稿では省略する。

図23　デンタルX線写真：GBRから1年3ヵ月
が経過しているがインプラント周囲の骨は安
定している。

図25、26　セレックプライムスキャン®および分析ソフトウエアOraCheck（シロナ社）による術後検証。

図20　インプラント埋入後の口腔内写真。

図24　BioNa®を用いた骨造成量の検証：イン
プラントの唇側に1.5mm以上の骨が造成され
た。

図19　術中のデンタルX線写真：GBR部には
初期固定を得るために必要な骨の硬度が得ら
れていた。

図21　インプラント埋入後の精度検証（CT所
見）：ガイド通りにインプラントが埋入され、
唇側部には必要な骨が確認できる。

Case Report
の治療計画への警鐘が鳴らされ、歯周
病や歯内治療の問題があるからといっ
て早期に抜歯を行うことには否定的な
意見が主流である。しかしながら若年
者の外傷や永久歯の先天性欠如では、
そもそも歯が存在しないところから治
療がスタートする。したがって、今後
もインプラント治療のニーズが消える
ことはなく、その果たすべき役割はむ
しろますます重要となると考えられ
る。さらには、インプラント治療の分
野においても低侵襲性治療はトピック
スであり、ショートインプラントやナ
ローインプラントを使うことで付加的
処置を行うことなく治療を終えること

は患者にとっても有益である。
　しかしながら、インプラント治療後
の人生が長く続く若年患者への対応、
審美領域へのインプラント治療、審美
的要求の高い女性患者などでは高度な
治療結果が求められることは必定であ
り、硬組織や軟組織への付加的処置が
必要となることが多い。本症例は20歳
の女性患者が外傷にて最も審美的な要
求の高い上顎左右中切歯と唇側歯槽骨
を失うという衝撃的な背景であったこ
とから骨造成は必要であった。
　本稿では上顎前歯2歯連続欠損部に
おいて、骨造成における代表的な手法
として挙げられるGBR法にTiハニカ

ムメンブレンを使用した結果を供覧
した。Tiハニカムメンブレンを用いた

GBR法では術後経過は良好であり、
デジタルによる検証においても術前に
予定していた量の骨造成を3次元的に
行えた。このような治療法は機能性、
清掃性、審美性などへ配慮した形態を
有する上部構造を作製するという補綴
主導型インプラント治療では必須とな
り、臨床的価値は極めて高いと考えら
れる。
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