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抄録：上顎両側臼歯部に歯の欠損を有する６０歳の男

性に対して，インプラント治療を応用して咬合の再

構成を行った。インプラント治療に際して，上顎洞

底の位置が低く，歯槽部に残存する骨の高径が不足

していたため，腸骨ブロックと PCBMとを併用し

た骨移植を用いた上顎洞底挙上術を実施した。約５

mmの既存骨高径が存在した左側では上顎洞底挙上

と同時にインプラント埋入を行った。一方，既存骨

高径が２mm以下であった右側では上顎洞底挙上の

約４か月後に逐次的にインプラント埋入を行った。

左側では，インプラント埋入後，明らかな骨吸収は

認められなかったのに対し，右側では骨移植後４か

月間に移植骨の吸収を認めた。インプラント埋入

後，骨吸収の進行は緩やかになり，上部構造装着後

約１年間では明らかな骨の吸収は認められず，良好

に経過している。インプラント周囲の骨吸収はイン

プラントの長期維持に大きく関わると考えられるた

め，今後さらに経過観察を要する。

緒 言

�Branemark による骨結合の理論を礎にした骨結

合型インプラントは，臨床応用が開始されてから４０

年を経過し，高い治療成績が報告されている１）。一

方，上顎臼歯部においては，既存骨の高径不足によ

りインプラント埋入が困難と診断される症例にしば

しば遭遇する。そのような症例に対して，骨移植に

より上顎洞底を挙上しインプラント埋入を可能とす

る上顎洞底挙上術が考案された２）。現在，本法は予

知性の高い治療法として認知されている３，４）。当院で

は，１９９７年より約５０例に対してラテラルウインドウ

法（以下，LW法）による上顎洞底挙上術を実施し，

良好な成績を得ている。このたび，両側上顎洞に対

してそれぞれ異なる術式の上顎洞底挙上術を用いた

インプラント治療により咬合を再構成した症例を報

告する。

症 例

患 者：６０歳，男性

初 診：２００３年１２月

主 訴：上顎両側臼歯部に装着された可撤性局部義

歯による違和感，発音障害

既往歴，家族歴：特記すべき事項なし

現病歴：１９９０年，近医にて上顎右側第一，第二大臼

歯ならびに左側第二小臼歯，第一，第二大臼歯に歯

冠修復処置。その後，順調に経過したが，１９９８年に

歯冠修復物の二次う蝕により上顎右側第一，第二大

臼歯ならびに左側第二小臼歯，第一，第二大臼歯を

抜歯した。抜歯窩治癒後，可撤性局部義歯を装着し

たが，違和感と発音障害により食事時以外には使用
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せず，歯の欠損を放置していた。主治医に同部位へ

のインプラント治療を薦められ，当院を受診した。

現 症：

１）全身所見：栄養状態良好，副鼻腔炎など，特記

すべき異常を認めなかった。

２）口腔内所見：上顎右側第一，第二大臼歯ならび

に左側第二小臼歯，第一，第二大臼歯欠損。同部

位にレジン床可撤性局部義歯が装着されていた。

歯槽堤に著明な吸収は認められず，残存歯に重篤

な歯周疾患は認められなかった（図１）。

３）Ｘ線所見：パノラマＸ線写真による画像診断で

は，左右側とも第一大臼歯部付近を中心に上顎洞

底が極めて低く，上顎洞底から歯槽頂までの既存

骨高径は１０mmを下回り，インプラント適用には

精査を要すると診断された（図２）。口腔衛生管理

を中心とした初期治療と平行して，診断用ガイド

を作製し，CT X線写真撮影を行った。CT X線

診断では，パノラマＸ線による診断と同様に当該

部位の上顎洞では含気空洞は低位まで広がってお

り，既存骨高径はそれぞれ上顎右側第一大臼歯部

では２mm，第二大臼歯部では２mmであり，左

側第二小臼歯部では１２mm，第一大臼歯部では４

mm，第二大臼歯部では５mmであった（図３）。

一方，インプラント埋入を実施した際にはインプ

ラント頚部が位置することが予想される歯槽頂付

近の歯槽骨幅径は６～１１mmであった。

診 断：上顎右側第一，第二大臼歯部ならびに左側

第二小臼歯，第一，第二大臼歯部欠損。

治療計画：インプラント治療による咬合再構成に際

し，局所の解剖学的条件から，適切な直径のインプ

ラントは選択可能であるが，適切な長径のインプラ

ントの選択が困難であると診断した。そこで，骨移

植を伴う上顎洞底挙上術を実施した後に，既存骨高

径の差異により異なる時期にインプラントの埋入を

行う計画を立案し，患者に説明の上，了承を得た。

処 置：２００４年４月，全身麻酔下にて右側腸骨より

緻密骨ブロックならびに Particulate Cancellous

Bone and Marrow（以下，PCBM）を採取した（図

４）。続いて，両側上顎洞に対して LW法にてブ

ロック骨と PCBMとを併用した上顎洞底挙上術を

図１ 初診時の口腔内
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行った。さらに，左側第二小臼歯，第一，第二大臼

歯部へは上顎洞底の挙上と同時に各部へ Strau-

mann 社製 ITI TE インプラント直径４．１mm，長径

１２mmを埋入した（図５）。術後の義歯使用を考慮

し，埋入したインプラントに対して封鎖スクリュー

を装着し，創を完全閉鎖した。

約４か月後に経過観察のため診査を行ったとこ

ろ，右側上顎洞内部の移植骨に吸収を認めた（図

６）。すなわち，１回法とした左側ではインプラン

ト尖端に近接した移植骨の残留を認めたのに対

し，２回法とした右側では移植骨の体積の減少が明

らかであった。CT X線画像では，左側のインプラ

ント尖端付近には近遠心的に広く透過性の低い緻密

骨ブロックの残留と推測される像が観察されたのに

対し，右側では残留する移植骨の透過性は一様であ

り移植した緻密骨ブロックと PCBMとの判別は放

射線学的には困難であった。そこで，同年８月に静

脈内鎮静麻酔下にて右側第一，第二大臼歯部へそれ

ぞれ Straumann 社製 ITI スタンダードインプラン

ト直径４．８mm，長径１２mmを埋入した。

左側上顎臼歯部に埋入したインプラントに対する

二次手術を同年８月に実施し，左右側臼歯部にイン

プラント支持型スクリュー固定式暫間補綴物を同年

１０月に装着し，インプラントへの負荷を開始した。

図３ 診断時のCT X線写真 �パノラマ像
図２ 初診時パノラマエックス線写真

図３ 診断時のCT X線写真 �臼歯部の断層面像
図３ 診断時のCT X線写真 �上顎洞内の三次元構築

像

図４ 腸骨より採取した移植骨 図５ 上顎洞底挙上に伴うインプラント埋入

関根，他：上顎洞底挙上術を用いたインプラント症例５０

― 50 ―



その後，同年１２月に白金加金性スクリュー固定式上

部構造を装着した。

経 過：インプラント上部構造装着後は順調に経過

している。２００５年１１月に，他部位の診断のための

CT X線写真にて上顎臼歯部について約１年経過時

の画像診断を実施した（図７）。CT画像では，左側

では骨吸収は認められず，インプラント尖端付近の

不透過像が確認されたのに加え，右側についても明

らかな移植骨の吸収の進行は認められず，移植骨の

透過性についても著明な変化は認められなかった。

考 察

骨結合型インプラントが１９６５年より臨床応用が開

始されて以降，長期に高い治療成績を示すことが明

らかとなっている１）。一方，インプラント治療に際

して，既存骨の不足によりインプラント適用が困難

と診断された症例に対して，上顎洞底の挙上による

適用拡大の術式が考案され，現在では予知性の高い

治療法として認知されている２～４）。本症例では部位

により異なるものの上顎大臼歯欠損部位の既存骨高

径は２～５mmであり，予知性の高いインプラント

治療に適した長径のインプラントを選択することは

困難であると診断された。そこで，骨移植を伴う両

側上顎洞底挙上術を用い，インプラント適用を検討

することとした。

上顎洞底挙上術は２つの術式に大別される。上顎

洞側壁を開窓することにより上顎洞内に移植材を到

達させる LW法と，歯槽頂からの通法に従った埋

入窩の形成に加えて，専用の器具を用いて既存骨を

圧縮，移動させることにより上顎洞底を挙上し，埋

入窩を通して移植材を上顎洞内に到達させるオステ

オトーム法（以下，OT法）５）の２術式である。

OT法について，Rosen ら６）は，多数歯欠損に対

して上顎洞底挙上術を用いたインプラント治療の成

功率は約９５％であるのに対して，術前の既存骨高径

が４mm以下の場合には成功率が８６％であることを

報告し，既存骨高径の条件による適用診断の重要性

を示唆している。本症例では，概ね５～８mmの上

顎洞底挙上量を要すると診断されたことから，OT

法による上顎洞底挙上術は困難であると判断し，

図６ 骨移植４か月後のCT X線写真 �パノラマ像

図６ 骨移植４か月後のCT X線写真
�上顎洞内の三次元構築像

図７ １年経過後のCT X線写真
�上顎洞内の三次元構築像

図７ １年経過後のCT X線写真 �パノラマ像
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LW法を選択することとした。

上顎洞底挙上術後のインプラント埋入の時期につ

いては，上顎洞底挙上術とインプラント埋入とを同

時に行う１回法と，上顎洞底挙上術のみを実施した

後に，移植材が生着するまでの一定の治癒期間を設

け，あらためて別の機会にインプラント埋入を逐次

的に行う２回法に大別される。この埋入時期は，し

ばしば上顎臼歯部に残存する歯槽骨高径により選択

される。従来，１回法を選択するにあたり，少なく

とも４～５mmの既存骨高径が存在することが推奨

されていた７，８）。また，上顎洞に移植術を実施した部

位へ埋入されたインプラントについて，Del Fabbro

ら９）は適切な症例が選択された場合には，１回法と

２回法の埋入時期はインプラントの生存率とは無関

係であったことを報告している。そのほか，インプ

ラントの種類，移植材の種類，口腔衛生状況，喫煙

の有無など様々な要素を考慮して埋入時期は決定さ

れることが推奨されている１０）。本症例では，CT X

線写真撮影を含む術前の画像診断により，欠損部位

における既存骨高径には左右側に差異を認め，右側

では１回法の適用が可能であると診断されたのに対

して，左側では２回法の適用が望ましいと診断され

た。

一方，インプラント周囲の移植骨の経時的変化の

様相と，術式，材料，インプラントの生存率などと

の関連についてはいまだ不明な点が多い。規格化さ

れたパノラマX線写真により骨移植後の垂直的高

径の変化を観察したGeurs ら７）は，種々の移植材を

用いた場合と腸骨を単独で用いた場合とを比較

し，３年経過時における高径減少量に統計学的差異

を認めなかったこと，併せて既存骨の高径による差

異も認められなかったことを報告している。本症例

では，口腔内からは充分な量の移植骨の採取が困難

であると判断され，全身麻酔下にて腸骨から緻密骨

ブロックと PCBMと採取し，併用した。術後経過

時のCT Ｘ線写真による画像診断では，左側にお

いてはインプラント先端の上方に緻密骨と判断され

る移植骨の存在が確認され，移植骨量の明らかな減

少は認められなかった。一方，右側では上顎洞底挙

上術後の約４か月間に緻密骨ブロックと判断される

移植骨は消失し，移植骨量自体の減少を認めた。そ

の後，上部構造装着後約１年経過時には左右側とも

に移植骨量に明らかな変化は認めらなかった。ま

た，上部構造を含めて，インプラント成功の基準１１）

に照らし良好に経過していると判断され，骨移植を

伴う上顎洞底挙上術を実施したことによる治療効果

は極めて高いと判断される。本症例においては，左

右側の移植骨量に差異を生じたことは術式の相違に

よるものと推測される。今後，機能圧下における移

植骨量の変化に着目し，詳細な経過観察を実施する

予定である。
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Dental implant treatment with different sinus floor elevation
methods of right and left sides

Hideshi SEKINE１）, Tatsuo TAGUCHI１）, Syuichi SETA２）

Masayuki TAKANO２）, Takayuki TAKEDA１）, Takashi KAKIZAWA２）

Division of Oral Implant service１） and Division of Oral Surgery２）,

Department of Clinical Oral Health Science, Tokyo Dental College

（Chairman : Prof. Takashi Kakizawa）

Key words: dental implant treatment, sinus floor elevation, implant placement timing, graft bone absorption

A 60-year-old male patient with missed teeth in the maxillary molar region had reconstruction of occlu-

sion as dental implant therapy． Sinus floor elevation with autogenous bone graft combined with iliac

bone block and particulate cancellous bone and marrow（PCBM）was applied to the sinuses on both sides fol-

lowing implant placement． On the left side，three implants were placed by simultaneous protocol with

sinus floor elevation，as the residual ridge height of the left molar region was more than 5mm．

However，on the right side，residual ridge height was less than 3mm． Therefore，delayed protocol was

selected for the right side and the two implants were placed after a four month delay for healing after sinus

grafting．

On the left side，the bone graft settled after implant placement． On the right side，bone graft ab-

sorption occurred over the fellowing four months． After implant placement，bone graft absorption

ceased and superstructures were delivered to both side implants．

The tissue around these implants was clinically successful at the one-year examination． Sinus floor

elevation with autogenous bone graft is an acceptable treatment option in the maxillary molar region with

low sinus floor and thin residual ridge． It is believed that graft bone absorption may influence the out-

come of dental implant treatment，and it is important to continue to provide proper postoperative care in

obtaining on excellent prognosis for dental implants． （The Shikwa Gakuho，１０６：４８～５３，２００６）
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