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症例報告

ハイドロキシアパタイトを使用した上顎洞底挙上術
―コーンビーム CT による形態変化―

山本英一 1)、	2)、和田義行 1)、2)、上林　毅 1)、吉谷正純 1)、柴多浩一 1)、林　理 1)、

吉川修平 1)、松﨑紘一 1)	、藤沢隆一 2)、田村正人 2)

1) 北海道形成歯科研究会

2) 北海道大学大学院歯学研究科口腔健康科学講座口腔分子生化学教室

＊：〒 080-1408 北海道河東郡上士幌町東 4 線 241 番地

TEL：01564-2-2243　FAX：01564-2-3225

e-mail:	hayama@seagreen.ocn.ne.jp

抄　録

目的：ラテラルウインドウテクニックならびにオステオトームテクニックで骨増生を行っ

た上顎洞底部の経時的な形態変化をコーンビーム CT で比較検討した。

方法：カルシタイト、自家骨および PRP を移植材として用い、画像の特徴的経時変化と、

術直後と 5 か月後の断面積および高さを比較した。

結果：上顎洞底挙上後、直ちに上顎洞粘膜の肥厚がみられ、続いて移植材が外側に移動し

がら体積を増し、移植材の中心部分に低吸収域がみられた。その後、体積を減じ、さらに

外側方向に移動し安定した。この傾向は、ラテラルウインドウテクニック法に比べ、オス

テオトームテクニック法が顕著であった。

結論：上顎洞底挙上術後、創部は静的に経過するのでは無く、経時的に変化しうるもので

あることが判明した。よって、骨増生を行う際には、増生部位、増生量、移植材等を、そ

れぞれの特徴を踏まえた上で選択することが肝要であると思われた。

Key	words：Maxillary	Sinus	floor	elevation、corn-beam	CT、lateral	window	technique、

osteotome	technique、Carcitite

受付：2014 年 12 月 19 日　受理：2015 年 2 月 6 日

緒　言

　インプラントの適応は、ブローネマルクインプラ

ントが開発された当初、骨量，骨質ともに良好な下

顎症例に限られていたが 1)、次第に上顎骨への埋入が

許容されてきた。さらに、オンレーグラフトテクニッ

ク 2)、スプリットエクスパンションテクニック 3)	、そ

して、上顎洞底挙上術等の施術手技も開発向上し、

従来では適応にならなかった症例においてもインプ

ラント治療が可能となってきた。上顎臼歯部欠損症

例において顎骨高径が不十分である症例では、上顎

洞底部に骨増生する方法として、側方からのアプロー

チであるラテラルウンドウテクニック 4) が開発され、

インプラントが初期固定を得るための十分な骨高径

がない場合でも、安定したインプラント治療が行え

るようになった。この方法は、明視下に上顎洞粘膜

の剥離を行うことができため、より確実な上顎洞底

部の骨増生へのアプローチとされて、その後も、様々

な術式が開発された 5）－ 8）。一方で、歯槽頂からアプ

ローチする方法としてオステオトームテクニック 9)	

があり、Summers により発表された。インプラント

の初期固定を得られるための骨量、骨質が必須にな

るが、粘膜剥離量が少なく、骨の削除量も少ないた

め低侵襲で行えるという長所がある。さらに、ラテ

ラルウインドウテクニックの多くが、骨増生した後、
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しばらく期間をあけてインプラントを埋入する術式

であるのに対し、オステオトームテクニックは、増

生と同時にインプラントを埋入できるため上部構造

を早期に装着することができる特徴がある。

　しかし、上顎洞粘膜を直視できないため、裂開等

の損傷に対応できないことが欠点とされた。

　今日、低被爆で操作が簡便なコーンビーム CT を設

置する歯科医院が増え、術中に骨増生部分の状態を

診査することが可能になり、上顎洞粘膜損傷等の合

併症に速やかに対応できるようになってきた。

　術式の選択に際しそれぞれ手技の特徴を理解し、

適切な診断、治療計画を立てることが、インプラン

ト治療を成功へと導くことになるが、同時に、必要

最小限の侵襲、経済的負担の軽減を考えた術式を念

頭におかなければならない。

　今回、我々は、自家骨、血小板濃縮血漿（Plate-rich	

plasma:	PRP）、ハイドロキシアパタイトであるカル

シタイトを用いて行った上顎洞底挙上術において、

術後の動態がラテラルウインドウテクニックとオス

テオトームテクニックで異なることを、それぞれ２

症例を用いて報告する。

材料および方法

1．インプラントの種類　

　 症 例 １、 ２ は、MYTIS	Arrow	Implant　C タ イ

プ (Brain	Base	Corporation, 東京 )	、症例３、４は、

Spline	Implant　ツイストタイプ (Zimmer	Implant, カ

リフォルニア州 ) を用いた。

　両者とも、インプラントボディの上顎洞内迷入

を防ぐ、フレアードヒーリングスクリューがある。

MYTIS	Arrow	Implant のヒーリングスクリューは、

Spline	Implant のヒーリングスクリューより高径が小

さく、歯肉裂開 10)11) の可能性が低く、歯肉の厚みが

薄い患者に使いやすい。しかしながら、薄いことに

よる強度不足も想定されるため、インプラント上部

の歯肉の厚みが 3mm 以上の症例には Spline	Implant

を使用している。3mm 未満の場合は MYTIS	Arrow	

Implant を使用している。

2．ラテラルウンドウテクニックとオステオトームテクニックの概略	

　ラテラルウンドウテクニックでは、上顎洞横壁を

開窓し、自家骨およびカルシタイトと患者抹消静脈

血から採取した PRP を混ぜたもの（これらを以後移

植材という）を填入し、おおむね 5 か月間経過後、

インプラントを埋入した。埋入より 5 か月後に 2 次

手術を行い、上部構造を完成させた。

　オステオトームテクニックは、インプラント窩か

ら、移植材を填入し同時にインプラントを埋入した。	

埋入より 5 か月後に 2 次手術を行い、上部構造を完

成させた。

3．自家骨の採取・調整法

　自家骨は、上顎洞粘膜にアクセスするために除去

した側壁とフラップをおこし粘膜骨膜弁を挙上し露

出した骨表面からボーンスクレバーを用いて採取し、

Bone	Mill	Kit（株式会社 YDM、東京 ) にて粉砕し使

用した。

4．カルシタイト

　カルシタイトは、4060-2微粒タイプ　40～60メッ

シュサイズ（Zimmer、カリフォルニア州）を用いた。

5．PRP の作成法

　患者自己血 30cc を採血し、IHY セット（日本パラ

メディック株式会社、東京）を使用し、4 ～ 5cc の

PRP を作成した。遠心分離機はクボタ 2420（株式会

社久保田製作所、東京）を用いた。

6．移植材の作成方法

　グラフトディッシュ内で、粉砕自家骨とカルシタ

イトと混ぜ合わせた。

　容積比は、視認した体積比で、自家骨 1 に対して

１である。これらを、グラフトシリンジ（YDM、東京）

にて填入可能な流性をもたせる程度に PRP を混入し

た。

7．CT の規格　

　アーム型 X 線 CT 診断装置 KINKI	COMBI	SCAN　

ラテラルウインドウテクニック オステオトームテクニック
症例１ 症例２ 症例３ 症例 4

面積（D) 1.14 0.97 1.74 1.46
高さ（H) 0.93 0.91 1.22 0.90

表１　ラテラルウインドウテクニック 2	例とオステオトームテ
　　　クニック 2	例の術直後と 5	か月後の冠状断面積と高さ
　　　の比較。
　　　移植材補填直後の高さおよび面積を１とした相対値で示		
　　　した。

山本英一：ハイドロキシアパタイトを使用した上顎洞底挙上術―コーンビーム CT による形態変化―
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220AGBZX277000（株式会社近畿レントゲン工業社、

京都）を使用した。高圧発生器：直流インバータ方

式　X 線管焦点：0.5mm　管電圧 60KV ～ 90KV 管

電流：2mA ～ 10mA　照射時間：19sec ～　総濾過：

2.7mmAL　グレースケル：4096(16bit)　ボクセルサ

イズ：0.15mm　FOV：120mm × 80mm

　撮影は、管電圧 80KV　固定管電流：5mA　照射

時間：19sec で行った。

　この歯科用 CT は、直径 12cm、高さ 8cm の円柱

状の範囲を撮影でき、上顎骨全体もしくは上顎洞お

よび自然孔の状態を確認するには十分な測定容積

持っている。

8．評価時期　

　術直後、術後約５か月（ラテラルウンドウテクニッ

クではインプラント埋入前、オステオトームテクニッ

クでは 2 次手術前）、その他必要時におこなった。

9．評価方法　

　 歯 科 用 CT	 の ソ フ ト で あ る Real	Scan2.0	

Ver1.0(Point	Nix	Co.	Ltd.	Seoul	Korea)	を使用し、移

植材の中央部の冠状断 CT	像を用いて評価した。イン

プラント植立方向、残存歯からの距離、方向で位置

としての再現性の高い画面を作成した。

　同部の吸収度の状態から判断される内容を質的評	

価とした。画像の濃度についてはピクセル解析を行

わず、傾向をみるにとどめた。

　インプラント植立方向の移植部分の面積および高さ

の量的変化は、Adobe	Photoshop	CS4（アドビシ	ス

テムズ社、カリフォルニア州）を用いて、各時点での

面積および高さを求め、移植材補填直後の面積および

高さを１とした相対値で比較した（表１）。

10．症　例

　骨移植材の使用と本研究について、すべての患者

から同意を得た。

図１　症例１　洞内の形態変化
a：ラテラルウインドウテクニック術前の冠状断および矢状断 CT 像
b：ラテラルウインドウテクニック術中の冠状断および矢状断 CT 像
c：ラテラルウインドウテクニック術直後の冠状断および矢状断 CT 像　ウインドウ部から移植材へ血液様の侵
入
d：ラテラルウインドウテクニック 2 か月後の冠状断および矢状断 CT 像　上顎洞粘膜の肥厚と低吸収域の発
現
e：ラテラルウインドウテクニック 5 か月後の冠状断および矢状断 CT 像　低吸収域の吸収度が増加
f：インプラント埋入 5 か月後（ラテラルウインドウテクニック 10 か月後）の冠状断および矢状断 CT 像
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症例１

右上４相当部通常埋入、右上５６相当部ラテラルウ

インドウテクニック 2 回法

患者：61 歳女性

初診：2011 年 10 月

主訴：右上奥歯が腫れた

全身状態：良好

治療経過：

2011 年 10 月　右上４は歯周炎により抜歯。

2012 年 1 月　ラテラルウインドウテクニック施術。

上顎洞壁から移植材を填入した。術中、遠心部の骨

増生量が不足していたので、さらにアクセスホール

を遠心に広げ、移植材を追加した。

2012 年 7 月インプラントを埋入した。右上４相当

部は MYTIS	Arrow	Implant　C タイプ 4.0mm 長さ

10mm　１本、右上５６相当部は直径 4.6mm 長さ

10mm　2 本使用した。

2012 年 12 月　右上４５６相当部の 2 次手術。

2012 年 12 月　右上４５６相当部のインプラント上

部構造完成。現在まで良好に経過している。

CT 所見：

　術前 CT 像にて、右上５相当部の骨高径は 1.7mm

であった。

　ラテラルウインドウテクニック施術中 CT 像にて、

右上 6 相当部の移植材が不足していた（図１ｂ）。

ラテラルウインドウテクニック施術直後、ウインド

ウ部から移植材内部への血液様の侵入（図１ｃの矢

印）が確認された。

2 か月後、移植材前方の上顎洞粘膜は肥厚していた。

移植材中心部に低吸収域（図１ｄの矢印）がみられた。

同時に、移植材が頬側に厚く、口蓋側に薄くなった。

高さは減少するが、断面積は大きくなった。

5 か月後、低吸収域の吸収度が増加した（図１e の矢

印）。3 か月間の断面積および高さの減少は小さかっ

た。結果、ラテラルウインドウテクニック施術直後

と比較し、面積は 1.14 倍、高さは 0.93 倍になった（図

２、表１）。同時に、インプラントを埋入した。

図２　術直後を 1 として移植部分の高径と断面積を比較した。写真は症例１の術直後と 5
か月後。

山本英一：ハイドロキシアパタイトを使用した上顎洞底挙上術―コーンビーム CT による形態変化―



日本口腔検査学会雑誌　第 7 巻　第 1 号：	　　　			,	2015

51

症例２

　右上６７相当部ラテラルウインドウテクニック 2

回法

患者：58 歳女性

初診：2013 年 7 月

主訴：右上奥歯が痛い

全身状態：良好

治療経過：

2013 年 7 月　右上６は歯周炎にて抜歯。

2013 年 11 月　右上６７相当部ラテラルウインドウ

テクニック施術。	

2014 年 4 月　右上６７相当部にインプラント埋入。

MYTIS	Arrow	Implant　C タイプ直径 4.0mm 長さ

10mm　2 本を使用した。

2014 年 10 月　右上６７相当部の 2 次手術。

2014 年 10 月　右上６７相当部の上部構造完成。現

在まで良好に経過している。

CT 所見：

　術前 CT 像にて、右上６相当部の骨高径は 3.6mm

であった。

ラテラルウインドウテクニック施術直後、移植材が

洞粘膜を破ることなく定置されていた。

2 週後、上顎洞粘膜は充実性に肥厚していた（図３ｃ

の矢頭）。移植材中心部に低吸収域（図３ｃの矢印）

がみられた。同時に、移植材が膨張し、断面積と高

さは増加した。

3 か月後、移植材中心部の低吸収域（図３ｄの矢印）

の吸収度が増加した。移植材の断面積と高さは減少

した。

5 か月後、移植材中心部の低吸収域（図３e の矢印）

の吸収度がさらに増加した。2 か月間の移植材の断面

積と高さに変化はなかった。面積は 0.97 倍、高さは

0.91 倍になった（表１）。同時に、インプラントを埋

入した。

図３　症例２　洞内の形態変化
a：ラテラルウインドウテクニック術前の冠状断および矢状断 CT 像
b：ラテラルウインドウテクニック術直後の冠状断および矢状断 CT 像
c：ラテラルウインドウテクニック 2 週後の冠状断および矢状断 CT 像　上顎洞粘膜の肥厚と移植材中心部の低吸収域
d：ラテラルウインドウテクニック 3 か月後の冠状断および矢状断 CT 像　低吸収域の吸収度が増加
e：ラテラルウインドウテクニック 5 か月後の冠状断および矢状断 CT 像　低吸収域の吸収度がさらに増加
f：インプラント埋入 5 か月後（ラテラルウインドウテクニック 10 か月後）の冠状断および矢状断 CT 像
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症例３

　左上４相当部通常埋入、左上５６相当部オステオ

トームテクニック

患者：61 歳男性	

初診：2011 年 8 月

主訴：左上小臼歯部が腫れた

全身状態：概良　アレルギー性鼻炎

治療経過：

2011 年 8 月　左上４歯周炎により抜歯。

2011 年 1 月　オステオトームテクニック施術し、

インプラントを埋入した。左上５相当部は Spline	

Implant　ツイストタイプ直径 3.75mm 長さ 10mm、

左上６相当部は同直径 3.75mm 長さ 8mm、左上４相

当部は通常埋入で、同直径 3.75mm 長さ 10mm を使

用した。

2012 年 6 月　左上４５６相当部の 2 次手術。

2012 年 7 月　左上４５６相当部の上部構造完成。現

在まで良好に経過している。

CT 所見：

　術前 CT 像にて、左上５相当部の骨高径は 7.6mm

であった。

オステオトームテクニック施術直後、移植材の吸収

度は症例１、２に比べて減少していた。

１週後、上顎洞粘膜は広範囲に腫脹し、移植材は膨

張し、内部に低吸収域（図４ｃの矢印）がみられた。

1 か月後、上顎洞粘膜の腫脹は減少した。膨張した移

植部は縮小した。内部の低吸収域は吸収度が増加し

た（図４ｄの矢印）。

1 か月 2 週後、上顎洞粘膜の腫脹はほぼ消失した。

移植材の縮小傾向は緩やかになり、内部の低吸収域

の吸収度はさらに増加した（図４e の矢印）。

5 か月後、移植部の縮小傾向は軽度、内部の低吸収域

はほぼ消失した（図４ｆの矢印）。断面積は1.74倍に、

高さは 1.22 倍に増加した（表１）。	

図４　症例３　洞内の形態変化
a：オステオトームテクニック術前の冠状断および矢状断 CT 像
b：オステオトームテクニック術直後の冠状断および矢状断 CT 像
c：オステオトームテクニック 1 週後の冠状断および矢状断 CT 像　移植材の膨張と内部の低吸収域
d：オステオトームテクニック 1 か月後の冠状断および矢状断 CT 像　低吸収域の吸収度が増加
e：オステオトームテクニック 2 か月後の冠状断および矢状断 CT 像　低吸収域の吸収度はさらに増加　
f：オステオトームテクニック 5 か月後の冠状断および矢状断 CT 像
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症例４

　左上５相当部通常埋入、左上６相当部オステオトー

ムテクニック

患者：71 歳女性	

初診：2011 年 2 月

主訴：奥歯に取り外しの入れ歯を入れたが、わずら

わしくて使えない

全身状態：概良　HbA1c5.8

治療経過：

2011 年 10 月　オステオトームテクニック施術し、

インプラントを埋入した。左上６相当部は Spline	

Implant　ツイストタイプ　直径 5.0mm 長さ 10mm、

左上５相当部は通常埋入で、同直径 3.75mm 長さ

10mm を使用した。

2012 年 3 月　左上５６相当部の 2 次手術。

2012 年 4 月　左上５６相当部の上部構造完成し、現

在まで良好に経過している。

CT 所見：

術前 CT 像にて、左上６相当部の骨高径は 7.7mm で

あった。

オステオトームテクニック施術直後　インプラント

ボディ根尖部を中心に移植材がみられた。

3 日後、上顎洞粘膜が腫脹した。移植材は頬側の厚さ

を増しながら膨張し、内部に低吸収域がみられた（図

５ｃの矢印）。

5 か月後、上顎洞粘膜の腫脹は消失し、インプラント

ボディ底部とその外側に高吸収像がみられた。高さ

は 0.90 倍に減少するも、断面積は 1.46 倍に上昇し

た（図５ｄの矢印、表１）。	

結　果

　上顎洞底挙上術であるラテラルウインドウテク

ニックとオステオトームテクニックにおいて、両術

式とも、早期に上顎洞粘膜の肥厚がみられ、続いて

移植材料が外側に移動しながら体積を増し、移植材

の中心部分に低吸収域がみられた。その後、体積を

減じ外側方向に移動しながら、低吸収域は吸収度を

増していった。断面積の変化は、ラテラルウインド

ウテクニックよりも、オステオトームテクニックの

ほうが顕著であった。高さについてはオステオトー

ム1症例が増加したものの、他の3症例は減少した（表

１）。

	

考　察　

　上顎萎縮顎骨への骨増生術の需要は年々高まって

いる。従来の自家骨を多量に利用する方法では、骨

採取の際の感染、神経麻痺等の合併症の危険 12) が伴

い、患者への侵襲を少なくするべく、人工骨の使用

図５　症例４　洞内の形態変化
a：オステオトームテクニック術前の冠状断および矢状断 CT 像
b：オステオトームテクニック術直後の冠状断および矢状断 CT 像
c：オステオトームテクニック 3 日後の冠状断および矢状断 CT　移植材は頬側の厚さを増しながら膨張し、内部に低吸収域
d：オステオトームテクニック 5 か月後の冠状断および矢状断 CT 像　インプラントボディ底部から外側にかけて高吸収像
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が注目されてきている。

　自家骨単独による骨増生術はゴールドスタンダー

ドとも言われるが、自家骨と他の移植材との比較し

た論文では、上顎洞底挙上部に埋入されたインプラ

ントの残存率は、自家骨と他の骨移植材とで大きな

差がない 13) との報告や、Fugazzottor14)	、Ferrigno15)

らによる自家骨移植を併用した生存率 97.5％、

94.8％に対して、Zitzmann と Scharer	16) は、脱タン

パクウシ骨ブロックを用いた 30 か月生存率は 95％、

Bragger17) らは 100％、	Krennmair18) らも 100％とい

う、むしろ生存率が高い報告もされている。

　一方、自家骨移植、人工骨移植を伴わないで骨増

生を行う手技も開発された。Lundgren ら 19) は、イ

ンプラント同時埋入可能な上顎洞底挙上術に際し

て、上顎洞底骨面から剥離挙上しながら、それを支

えるようにインプラントを埋入する方法で、その先

端部分に骨を造成できたことを報告した。Bruschi ら

は、これを Localized	management	of	the	sinus	floor	

technique とよび、骨高径が、5 ～ 7mm あれば、骨

移植や骨移植材を使用しなくても成功率は 97.5％で

あったとの報告をした 20)。いわゆるグラフトレス上

顎洞底挙上術は上顎洞底挙上術における福音のよう

に考えられた。しかし、こうして作られたインプラ

ント底部の自家骨は、経年的に減少することは筆者

の経験上も避けらない。自家骨のみによる骨増生術

において、増生骨の吸収量が大きいという報告がみ

られないのは、インプラントの予後判定の放射線学

的基準が、インプラント頚部からの骨吸収によるも

ので、インプラント底部の骨変化への基準がないこ

とによる。

　結局、上顎洞底部への自家骨の移植材は、自家骨、

人工骨、あるいは複合体のいずれが勝るのかに関し

結論は出ていない。また、術式に関しても吸収しづ

らいインプラント床を作成する手技が模索検討され

ている。

　今回利用したカルシタイトは、ハイドロキシアパ

タイト 21) である骨移植材で、非溶解性のため単独で

使用した場合体積は変化しないとされ，スペーサー

としての機能を有すが、咬合力を受けるいわゆるイ

ンプラント支持骨として機能させるには不安がある。

そのため今回は、自家骨と PRP を混入し、カルシタ

イト粒子間に骨を誘導する能力を高め、インプラン

ト支持骨形成を意図した骨増生を試みた。

　症例１、２のラテラルウンドウテクニックでは、

断面積の変化は小さかったが、インプラント埋入想

定部での高さは減少し、結局、埋入時、オステオトー

ムテクニックを使用しなければならなくなった。断

面積が減少しなかった分、移植材は頬舌側方向に広

がり、特に頬側部に移動していった。このことは自

然孔からの空気圧によるものと考えている。

移植材内部の変化に関して、移植部周辺部から出血

し、血液が侵入していく様子は症例１の術後 CT から

うかがえるが、数週で内部に低吸収域、外側に高吸

収域が出現するのは、出血および血液の侵入だけで

は説明が困難である。このことは、外側から内部に

向かって吸収度が増加していくので移植材の移動よ

り骨化と考えられ、移植材が単なるスペーサーでは

なく、インプラントを支えられるインプラント床に

なっていく過程と考えられる。	

　一方、症例３、４のオステオトームテクニックでは、

ラテラルウンドウテクニック症例と異なり、移植材

の上部が上顎洞粘膜だけではなく一部骨片があるこ

と、インプラント形成窩からの出血、また、止血行

為が増生部への血液量を増やすことになること等に

より、移植材に血液が多く侵入すると考えられる。

そのため、移植材の冠状断面積が増大し、高径も大

きくなると推察された。しかし、血液を多く含んだ

移植材は、形状を維持するのはさらに難しく、ラテ

ラルウンドウテクニック症例に比べて、頬舌側方向

に広がり、特に頬側部に移動する傾向は大きいと考

えられる。しかしながら、増大したスペースの骨化

も同時に進むため、結果として、テラルウンドウテ

クニック症例より、骨が増加したと思われる。

結　論

　上顎洞粘膜は薄く弾性に富むため、上顎洞底挙上

術は、移植材を骨や口腔粘膜で囲むリッジエキスパ

ンションやオンレーグラフト等の従来からの骨増生

術に比べ、補填時での移植材の形状を保持しづらい

ことがわかった。その傾向は、ラテラルウインドウ

テクニックよりもオステオトームテクニックのほう

が強い。また、自然孔からの移植部位に加わる空気

圧は部位によって異なり、洞底内側のほうが、辺縁

に比して大きいことが予想された。これらを考慮し、

移植材料の選択、移植部位、移植量を決定しなけれ

ばならないことが示唆された。
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