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歯周治療におけるME機器の利用とその実状

土 田 和 由

新潟大学歯学部歯科保存学第2教室

著者は昭和63年 3月から4月にかけての約 1ヵ

月半,米国,西独,スイスで研修を行い,これら

の国における歯周治療の状況特に歯周診査並びに

治療-のME機器の開発利用について見聞した｡

かつては治療が非常に困難 と言われていた歯周病

であるが,最近では一般的な成人性歯周炎 (以下

APと略)については治療法がある程度確立され

てお り,むしろ若年性歯周炎 (以下 JPと略)な

どの特殊な歯周疾患のほうに関心が向けられてい

る｡即ちJPなどの特殊な歯周疾患については白

血球機能の検査や細菌に対する血中抗体価の検査

法の確立を追及する一方,一般的なAPにたいし

てはルーティンな歯周診査を客観的かつ迅速に行

うよう試みられている｡そのためには信頼度の高

いME機器の利用が不可欠であり,機器 とコンピ

ュータが接続されることによって同時に歯周治療

のデータベース構築 も可能 となる｡そのために機

器が具備すべき∴条件 としては,客観的で定量的か

つ再現性のある診査を可能 とすること,測定結果

の表示が迅速であること,装置の大きさがコンパ

クトでかつ操作が容易であること,コンピュータ

-のデータの送信が可能であることなどが考えら

れる｡これらの条件を完全に満たした機器はまだ

見られないし,現在開発される途上にあると言っ

てよい｡ここでは今回の研修で見ることのできた

3項目の診査機器について報告する｡

このうちの 1と2は米国アラバマ大学にて, 3

は西独テユービンゲン大学にて見聞したものであ

る｡

1.ポケットの深さおよび付着喪失量の測定

AutomatedPeriodontalProl光

ポケットの深さを機器を用いて自動的に測定し

ようという試みは日本においても比較的古 くから

行われ,すでに製品となって市販されており (モ

リタ ｢ブロービー｣),当教室でも単体であるいは

パーソナルコンピュータに接続して使用している

が,プロ-ベチップの形態が臼歯部特に隣接面部

-のアクセスに必ずしも適 してはいない点,挿入

圧がスプリングによって供給されるため,その圧

力が必ずしも一定ではない点などに問題も残され

ている｡また最近では歯周診査において付着レベ

ルがポケットの深さとともに測定されることが 多

くなり,自動的な測定においてもこの両項目が同

時に測定されるのが望 ましい｡アラバマ大学歯学

部歯周治療学講座のJeffcoat教授が--バー ド

大学歯学部歯周病学講座のスタッフと開発した

AutomatedPeriodontalProb はこれらの必要条

件をかなりクリアーしたものと考えられる｡この
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図1 実験用に作られた AutomatedPeriO-
dontalProt光

動物実験に使用できるようにエアー
サプライが装備されているためサイズ
がかなり大きくなっている｡

し,ブローベ先端の直径は0.5mmとなっている｡

ブローベ先端を歯肉辺縁レベルに置き,フットス

イッチを操作すると空気圧によって一定の挿入圧

を保ちながら自動的にブローベがポケット内に入

っていく｡この時ブローベ先端は歯根面に接触し

ながら移動し,ポケット底部に達した時に先端が

受ける反動を-ン ドピ｣スに内蔵された加速度計

が感知すると,ブローベは逆に歯冠側方向に移動

する,そしてエナメルーセメント境 (以下 CEJ

と略)の形態的なギャップを加速度計が感知して

測定が終了する｡この間のブローベの位置変化は

linearvariabledifferentialtransducer で感

知され, ポケット底部の抵抗,CEJの抵抗と移

図2 AutomatedPeriodontalProl光 -ンドピース部の断面図
(J曲 oatら,1987)

図3 AutomatedPeriodontalProtxtの先端部

機器の外観ならびに構造は図 1-4に示す通 りで

ある｡本機はまだ市販直前の状態であり,写真の

ものは実験用のプロトタイプであるが,市販用の

ものについてはかなり小型化できると Jeffcoat

教授は語っていた｡機器の構造について述べると,

ブローベの形状はミシガン070ローベをモデルと
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図4 AutomatedPeriodontalProt光先端部
の動き (Jeffcoatら,1986)
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図5AutomatedPeriodontalProl光の加速度計とINDTから得られた
データにCEJとAttachmentのレベルが読み取れる｡
(J曲oatら,1986
)
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図6Probeの一連の動きにおける加速度計

とLVDTのデータから読み取ったポ
ケット底部とCEJ歯肉辺縁の位置
(Jeffcoatら,
1987)

動量からポケットの深さと付着レベルが自動的に

計算される(図5
,
6)
｡
そしてこのデータはRS･
232Cポートからコンピュータに送信できるので

視覚による読み取り誤差も回避できる
.
Jeffcoat

教授らはこの機器の作製にあたって予備実験をヒ

トおよびビーグル犬で行っている｡
それによると

測定の再現性はヒト
,
ビーグル犬のいずれにおい

ても0
.
20mm以内であった｡
さらに歯周炎(ポケッ

トの深さは2-8mm)を持つビーグル犬において,
この機器によりプロービングしたのち,
その歯を

抜去して根面に染色を施すことによって測定した

105

ポケットの深さとの差を検討したところ,プロー

ビング圧が35gの場合0.09±0.23mmであり,高い

信頼性のあることが明らかになった｡一般にはプ

ロービング圧は25g程度を推奨するものが多いが,

この機器ではプロ-ベが根面に接触するため25g

ではプロービングによる深さが真の深さよりも浅

く測られてしまう傾向がある｡特に4.5mm以上の

ポケットでは平均2.05mmも浅く測られるのに対し,

35gでは真の深さとの差はわずか0.06mmである｡

2.ェックス線写真における歯槽骨欠損形態の

客観的な評価法 - テンジカレサブトラクション法

歯周治療の目標の 1つは吸収された歯槽骨の再

生であり,治療の効果の判定や治療後の管理のた

めにエックス線写真が頻繁に用いられてきた｡そ

のエックス線写真から骨の欠損や変化を判定する

方法 としては骨頂のレベルから算出される骨吸収

度が一般的であるが,歯槽骨の変化は必ずしも骨

の高さに反映されるわけではない｡歯周疾患によ

く見られる垂直性の骨欠損が生じたり,治療複に

骨添加が生 じるような場合には 1次元的な骨頂レ

ベルよりも骨稜の変化あるいは歯槽硬線の消失や

肥厚など2次元的な骨の形態の変化 として観察さ

れることがある｡これを客観的に数値化しようと

するとデンシトメトリーなどの煩雑な処理が必要

となる｡また経時的に得られたエックス線写真を
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ConventionaJCephalostat

図7aとb ディジタルサブ トラクションのために改造された
セファロ装置の写真(a)と説明の図(b)

読影していく時には主観的な判定をまぬがれない

し,また変化の生じた部位を的確に示すことは容

易ではない｡このような問題を解決する方法とし

て Gr6ndahlらは2枚のエックス線写真像をコン

ピュータに入力して重ねあわせ,その2枚の濃度

を引き算することによって変化部位だけが差とし

て残 り,画面上に黒 く (または白く)うきあがる

というディジタルサブ トラクション法を試みた｡

この方法を用いると写真の濃度の多少のばらつき

もコンピュータによる調整が可能となる｡ただし

サブ トラクション法を行うためにはすべてのエッ

クス線写真が幾何学的に等しい規格で撮影されて

いなければならない｡Jeだcoat教授らはセファロ

装置 (図7aち)をこれに応用して容易に規格の

デンタル写真が得られるようにし,また線源と被

写体の位置関係が固定されているので,フイルム

の傾きのばらつきを補正することが可能となった

(図8ab)｡撮影されたエックス線写真でサブ ト

ラクションを行 うための装置は図9のごと(パー

ソナルコンピュータを中心 としたシステムで,シ

ャーカステン上に置かれたエックス線写真からビ

デ､オカメラにてとりこまれた画像はポラロイドフ

リーズフレームビデオレコーダーを経て, 8ビッ

トで A/D変換された512×512ドットのデータと

なりコンピュータ (IBM AT)に入力され処理さ

れる｡画像処理プログラムは汎用のグラフィック
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ソフ トをベースにしてJeffcoat教授 らがC言語

で作製したものである｡これにより2枚のエック

ス線写真からサブ トラクション像がつ くられる｡

前述のフイルム角度等の補正 もこのプログラム上

で行われる｡ディスプレイは 1台がこのプログラ

ム用のテキス ト画面用であり, もう1台が処理さ

れるエックス線写真の画像を出力するためのもの

である｡各々の写真のデータを外付けのリムーバ

ブル-- ドディスク (20MBx2)に書き込んで

保管することができる｡図10のエックス線写真は

Jeffcoat教授から提供されたサブ トラクション像

の 1例で,初診後のウェイティング期間中に左側

下顎第 1大臼歯の根分岐部に骨欠損が生 じた患者

のものである｡初診時 (左上)と3ヵ月後 (右上)

の違いをサブ トラクション像 (右下)によっては

っきりと見ることができる.

3.歯の動揺の客観的な評価法- ペ リオテ

ス ト

歯の動揺の診査は臨床において歯根膜および歯

107

図8aとb

線源とフイルムの両方の位置が

違うと補正は不可能である(a)0
線源と歯の位置関係が一定に保

たJLればフイルムの位置の違い

は補正が可能である(b)0
(Jeffcoatら,1987)

図 9 ディジタルサブトラクション処理を行
うパーソナルコンピュータシステム

槽骨の状態を評価するための手がか リとして頻繁

におこなわれている｡その診査法として広 く行わ

れているのが,Millerの方法に準 じた基準を用

い,ピンセット等と手指の感覚によって診査する

ものである｡これは特殊な器具を必要 としないた

め臨床的に実施 しやすい方法であるが,客観性や

再現性の点で問題がある｡また動揺の幅 と方向と
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図10 ディジタルサブトラクション像の1例

初診時(左上),3ヵ月後(右上),サブ
トラクション像 (右下)

いう異なる要素が混在してしまっているという批

判もある｡そこで何か客観的な判定法を確立しよ

うという研究がすでに20年以上も前から多くの研

究者によって行われてきた｡それらは一定の負荷

を与えた時の歯の移動距離をマイクロメーター等

で測定したり,振動を加えたときの共振周波数を

測定したりするものであるが,装置が大掛かりで

あったり,操作が容易でなかったりして歯周治療

の臨床でたやすく利用できるものではなかった｡

ところで本教室では歯周病患者における喫合音診

査に関する研究を10年来おこなってきているが,

最近喫合音には歯周組織とくに歯根膜の炎症の状

態がかなり反映されていることがわかり,歯の動

揺の実態に強い関心を向けていたところ,昨年 4

月西独シーメンス社製の ｢ペ リオテス ト｣が日本

においても入手できるようになった｡本機につい

てはすでに東京医科歯科大学を中心としていくつ

かの研究が日本においても報告され,その使用法

や特徴が紹介されているのでここでは特に触れな

い｡ただ筆者としては,本機の開発にあたってテ

ユービンゲン大学ではどんな研究がベースとなっ

ているのか,現在我々がこのペ リオテス トに関し

て感じている問題点の解決法や今後の方向につい

て知 りたくこの機器の開発者である Sch山e教授

の教室を訪問した｡

Schdte教授らは1976年頃より歯周病罷患者に

おける歯の支持構造の性質の変化について研究を

開始し,その成果として作られたのがペ リオテス

rnZXl.F-(I(x･xID)-dz(i-ilo)

0.(I(x-AID)'dz(i･ilD)-qD(XIDIXIK)･dlD(主lD･il<)-⊂zo(xID･XiD)

oI⊂20(XIDIXzoト dZO(xID･ilK)

rn{x'.(.(.0(I .D･X,K)' d10(ilo-ilk)+ d2D(i20-ilk)-(lK(Ilk-x2K)･dl<(xIK･iZK)

o土⊂1K(Ilk-x2K)+dlk(ilK･iZKト(2日 ～K･dZKx2K

図11 歯の支持構造の粘弾性的モデル
(Topkayaら,1986)

図12 動揺歯と健全歯の打診音の違い

(K6nigら,1978)

トである｡1977年以来発表された論文は20篇を越

えている｡研究開始当初彼らはまず歯周組織の粘

弾性的性質についてのモデルをつ くることを試み

た (図11)｡その結果は,一定の力を歯に与えた時

に歯はその動揺度に応じてある程度の移動が生じ

るが,歯周病羅患歯では力を取 り去ったあとの回

復の様相が健全歯と違ってくるというもので,動

揺の高度な歯では移動前の位置にもどるのに要す

る時間が長 くなるのである(図12)｡このような所

見は他の研究者の報告にも見られるが,彼らはこ

の結果をもとに,ある物体を歯に衝突させた時に

歯の位置が回復するのに要する時間をもって歯の

動揺の客観的な診査方法とすることを考えた｡さ

らにこの時間を衝突した物体と歯との接触時間に

置き換えて測定するのがペ リオテス トである (図

13,14)｡その接触時間はある計算式で換算され,

ペ リオテスト値 としてディジタル表示される｡こ

のペ リオテスト値と一般に用いられている動揺度

との関係や,歯種別,性別での健全歯の平均ペ リ
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図13 ペリオテストの-ンドピース部の断面
図 (Topkayaら,1981)

図14 ペリオテストの加速度計データに見ら
れる接触時間 (to)(K6nlgら,1981)

オテス ト値などもすでに調査され付属のマニュア

ルにも書かれているし,日本人におけるデータも

発表されている｡筆者が訪問したときのテユービ

ンゲン大学ではこのような通常の使い方だけでな

く特殊な使用法が行われていた｡ 1つは天然歯の

動揺でなくインプラントの術後管理時における利

用である｡テユービンゲン大学はアルミナセラミ

ックのテユービンゲンインプラントで知 られてお

り,すでに10年以上の経過を見ているケースもあ

り,また2ステップタイプのプラズマコーテッド

チタンインプラントのケースについても数年以上

経過したものをもっている｡そしてこれらの処置

109

図15 インプラントインスティテュートのリ
コール用ユニット｡ブラケットテーブ
ル上にはペリオトロンが,左のユニッ
ト上にはペリオテストが置かれている｡

で重要なリコール管理については歯科病院に近接

したインスティテュー トがあり,筆者もそこでリ

コールの患者を何例か見学することができた｡そ

こではインプラント体のわずかな動揺も兄のがさ

ぬようにペ リオテストが活用されていた｡余談に

なるがインプラント手術後しばらくは歯肉とイン

プラントとの接合部の炎症のチェックに歯肉溝渉

出液量測定器ペ リオトロンが使用されていた (図

15)0

特殊な使用法のもう1つは嘆合時のペ リオテス

トと歯軸方向に槌打するペ リオテス トである｡こ

れは閉口して強く打交合させた状態でのペ ))オテス

ト値 と適法でのペ リオテス ト値 との差から喫合性

外傷や喫合の緊密度を調べようというものである｡

さらに歯軸方向に力を加えるや り方でペ リオテス

トを行ったときの嘆合性外傷歯の反応についても

研究されていた｡ペ リオテス トについては-ンド

ピースをできるだけ水平に保って測定しなければ

ならないので患者のポジションが限定される,大

臼歯部では口角が障害になるので正しい角度で-

ンドピースを歯面に向けにくい,RS-232Cインタ

ーフェイス等を装備していないのでデータをコン

ピュータに送信できない (ただしテユービンゲン

で筆者が見ることのできた開発段階でのペ リオテ

ストはコンピュータに接続して研究に使われてい

た)などの点に問題が残っている｡これらの欠点

についてはいずれ解決されていくものと思われる
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が,歯根膜の状態,車の動揺に関する診査法につ

いては現在本教室でも研究を行ってお り,近い将

来に報告されるであろう｡

最後に,今回の研修を行 うにあたり多大な御助

言および御協力をくださいました本学歯科保存学

第 2教室の原 耕二教授ならびに教室貞各位に深

く感謝致 します｡
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