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原著論文
解剖体を用いた上顎洞形態に関する研究一上顎洞内外側壁の志す角度の計測一
内田雄基1・2），重松正仁2），極上 敦2），野口信宏2），山下佳雄2），後藤昌昭2）
Measurementoftheanglesofthemedialandlateralwallsofthemaxillarysinus−aCadavericstudy

asanaidtosafersinusfloorelevationbythelateralapproach
UCHIDAYukil・2），SHIGEMA，ISUMasahito2），DANJOAtsushi2），
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Abstract

anyreglOn・

Purpose：Thepurpose ofthisstudyisto measurethe

anglesofthemedialandlateralwallsofmemaxillarysinus
（AMLWMS）incadaversandtoidenti＆marginsforavoid一

mgperforationofthemaxillarysinusmembraneduring

Conclusion：Our measurementsindicate thatthe maxi1−

1arysmuSisnarrowerinthesecondpremolarregionmanin
themolarregions，regardlessofmedentalstatus．
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Sinusn00relevationbythelateralapproach．
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inmesecondpremolarregion；CareShouldbetakeninthis

measuredin32hemimaxillas血om17cadaversuslngmulti−
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Results：The mean relative errorin the AMLWMS

betweentheMSCTimagesandthesiliconeimpressionswas

抄

録

O．5％orless．Themeananglesbysitemeasuredbythe

目的：側方アプローチによる上顎洞底挙上時に上顎洞粘

impressionwere40degreesforthedentategroupand36

膜の穿孔を防止するため，解剖体の上顎洞内外側壁のなす

degreesfortheedentulousgroupinthesecondpremolar

角度（以下，AMIWMS）を計測した．

region，62and56degrees，reSpeCtively，inme丘rstmolar

方法：解剖体17体（白歯の1本でも残存する群以下，有

region，and48and46degrees，reSpeCtively，inthesecond

歯群14側，臼歯の全くない群以下，無菌群18側）の上顎洞

molarregion．Onstatisticalanalysis，themeanAMIWMS

領域のマルチスライスCT（以下，MSCT）から第2小臼歯，

WaSSigniEcantlysharperinmesecondpremolarregionthan

第1大臼歯，第2大日園部のAMLWMSを計測した．同標

inthemolarregionsinbothdentateandedentulousgroups．

本の上顎洞に注入した歯科用シリコーン印象材から同部位

NostatisticallysignincantdifEerencewasobservedinthe

のAMIWMSを計測した．
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対象と方法

誤差は0．5％以下であった・印象により計測した部位別の有
菌群と無菌群のAMIWMSの平均は第2小臼歯部400，
360，第1大臼歯部62。，56o，第2大臼歯部480・460であっ

た．部位別のAMI刃VIVlS比較で有菌群も無菌群も第2中日

園部が最も＿統計学的有意に小さかった・各部位の菌の状態
別AMI：WMS比較では，統計学的有意差はなかった・

結論：MSCTから計測したAMIWMSは信頼性が高い・

第2小目園部では歯の状態に関係なく・AMIWMSは急峻

な角度で上顎洞が狭いため，側方アプローチによる上顎
洞粘膜の挙上に注意を払うべきである・

対

象

対象は佐賀大学医学部解剖学実習で使用した日本人解剖
体17体，上顎骨左右側総数32側であった・上顎洞粘膜の肥厚

や上顎洞病変を有する2側の標本は研究対象から除外した・

なお，研究を実施するに際しては，佐賀大学医学部倫理委
員会の承認を得た．全解剖体は10％中性ホルマl）ン溶液で固

定しだ男性8体16側，女性9体16側であった・身長の平均
と標準偏差は153±7．86cm（範囲137−165cm）・中央値154cm

であった．標本は統計解析のため，男性16側，女性16側・身
長137−1軸m群16側，155−1鉦m群16側，そして，菌の状

キーワード：解剖計測，上顎洞粘膜，穿孔，角度

態により，上顎臼歯が1本でも残存する群（以下・有菌群）
14側と上顎白歯のまったくない群（以下，無菌群）18側に

分けだ解剖体の眼寵下線から歯槽頂までの上顎洞周囲組織
緒

言

著しく吸収した上顎臼歯郡にインプラントを埋入する際

（上顎骨，頬骨，口蓋骨，鼻骨，涙骨，筋骨・鋤骨を含む）を1
塊として取り出し，1標本とした・

には，上顎洞底挙上術が行われている・側方アプローチに
ょる術式1・2）は歯槽頂アプローチ3）と比較して，上顎洞

粘膜を直視できるが，手術侵襲が大きく・合併症として上
顎洞粘膜を穿孔する可能性がある422）・穿孔は上顎洞側壁
から上顎洞粘膜を挙上し始める時に生じる可能性が高いと
言われている16）．Toscanoら23）はピエゾ装置を用いた側

方アプローチによる上顎洞底挙上術に際して，側壁の骨窓
作製には上顎洞粘膜の穿孔を生じたことはないが，上顎渦
潮英の剥離と挙上時に穿孔が生じたと報告している・上顎

マルチスライスCTによる計測

標本のCr撮影は，佐賀大学医学部附属病院Åセンタ￣
に設置されたマルチスライスCT（以下・MSCT）装置
（SOMATOMEmotion16−Sliceconfiguration，Siemens，

Gemany）を使用した・撮影条件は管電圧130kV，管電流
150mA，撮像時間1000msec，再構成スライス厚0・6mm，再

構成間隔0．6mmとした・撮像時に，標本は正中矢状平面を
ガントl）の縦方向の正中線に合わせた（図IA，B）・さら

洞粘膜の穿孔は，挙上後に埋大したインプラントの生存率
に悪影響を及ぼす可能性や17，2427），上顎洞炎を惹起させた
とする報告もある28・29）

したがって，上顎洞粘膜穿孔を防止するために，種々の
解剖学的研究が行われている0−35）・Z彊rveldら19）・Van

denBerghら36）は，狭い上顎洞に対して側方アプローチに

ょる上顎洞底粘膜の挙上は，洞粘膜を穿孔しやすいと報告

し，術前の調で上顎洞形態を十分に把握しておくことの
必要性を示唆している・Choら4），Vellosoら29）も側方ア

プローチによる上顎洞底挙上術施行症例の術前CTにおい

て，上顎洞内外側壁のなす角度を計測し，急峻な角度を呈
する狭い上顎洞では上顎洞粘膜を穿孔しやすいと報告して
いる．しかし，上顎洞内外側壁のなす角度の実測値とCT

からの計測値とを比較した報告はない・
本研究では，解剖体の上顎洞内外側壁のなす角度につい
て，調から計測した値と，解剖体の上顎洞を直接印象し

て計測した値とを比較した・まだ性別，身長・菌の状態と上
顎洞内外側壁のなす角度との関係を調べた・

図1：標本の位置設定
A，B‥標本の正中矢状平面をガントリの縦方向の正中
線に合わせた．

C：有菌群では，標本の岐合平面を水平面と垂直に
なるようにした．

D：無菌群はカンベル平面に平行となる岐合平面を
有するステントを作製．

印忙ノ：一−ィ二︑：﹂一︑㌔云要一R−＼・I∴÷′土工﹁
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図2：計測ソフトによる角度計測

A：標本の軸位断層画像．矢印は上顎右側第1大日菌部に相当．
B：前額断層画像．Aに示した上顎右側第1大日西部でスライスした断層面の
AMLWMSを計測．

に，有菌群では標本の岐合平面が水平面と垂直になるよう
にした（図1C）．有歯群のうち，部分欠損で岐合平面の設

定が困難な標本と無菌群では，カンベル平面に平行となる
岐合平面をもつ上顎ステントを作製し（図1D），その岐合

平面が水平面と垂直になるように設定した．M繍T撮像デー
タはDICOM形式でCD−Rで出力した．それらのデータか
ら画像処理，計測ソフト（IlndmarkSystemIANDmarker

Direct，iCAT，大阪）を使って，上顎第2小臼歯，第1大臼

歯，第2大日菌各部位での上顎洞内外側壁のなす角度
（angulationsofmemesialandlateralwallofthemaxillary

sinus，以下AMLWMS）を計測した（図2）．有歯群のう

ち，部分欠損の標本と，無菌群の歯の位置は予め作製した
ステントの人工歯の位置を基に決定した．

図3

A：上顎洞後壁にバーで直径5mm以内の穴を開け，そ
の開口部からシリコーン印象材を注入．
B：複製した上顎洞のシリコーン塊．シリコーン塊に

印記した較合面に平行な線を示す．

解剖体の実測

上顎洞後壁に直径5m以内の穴をバーで開け，その開口
部からシリコーン印象材（Duplicone，ShomInc．，京都）37）

顎第2小臼歯，第1大日菌，第2大日菌各部位に相当する

を注入した（図3A）．印象材が硬化した後，上顎洞後壁に開

AMLWMSはプラスチックの分度器を用い計測した（図

けた穴を拡大し，上顎洞から取り出した（図3B）．なお，印

5B−D）．AMLWMSは全標本，性別，身長別，菌の状態別に

象材を取り出す前に，CT撮像時に基準とした咳合平面と平

算出した．MSCTと印象による計測はすべて熟練した計測

行な線を印象材に印記した．取り出したシリコーン塊に分

者1名で行った．各標本とも3回同じ部位を計測し，その

離材（SuperSep，KdrrC0．，Orange，CA USA）を塗布し，再

平均値を計測値とした．

度，ビニールシリコーン印象材（エグザファインパテタイ

プ，GCCo，東京）に埋没して，上顎洞内面を複製した
（図4A−C）．この時，シリコーン塊に印記した平行線が水平
になるように埋没した．

上顎洞内面を複製したビニールシリコーン塊のうち，有

統計処理
Excel2002（MicrosoftCorporation，Redmond，WA，USA）

を用い，MSCTと印象により計測したAMIWMSの相対誤
差38・39）を算出した．

歯群では第2小臼歯，第1大白歯，第2大臼歯相当部で

統計解析ではSPtS（Ver．11肋SPSSInc．，Chicago，IL，USA）

有菌群のうちの部分欠損の標本と，無菌群ではステントの人
工歯の位置を基に，第2小臼歯，第1大日菌，第2大日菌相当

を使用して処理した．解剖計測から得たAMLWMSの部位別

比較は，全標本，性別，身長別，菌の状態別の各群内で一元

部を水平面に対して垂直にカッターで切断した（図5A）．上

配置分散分析により行った．一元配置分散分析後の多重比
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48

lわLJO，M．220II

∴

∴∴ ∴∴∴「

∴∴「 ∴「

蒸謡〉

C

饗

￣畿

図4

A，B：上顎洞内面をビニールシリコーン印象材で再現．上顎洞を複製したシリコーン塊をビニール
シリコーン印象材に埋没．この時，シリコーン塊に印記した平行線が水平になるように埋没．
C：上顎洞内面を複製したビニールシリコーン塊（左）と上顎洞を複製したシリコーン塊（右）．

図5

A：第2小臼歯，第1大日菌，第2大臼歯相当部で上顎洞内面を複製したビニールシリコーン塊
をカッターで水平面に対して垂直に切断．
B−D：第2小臼歯，第1大日菌，第2大日薗相当部のAMLWMSをそれぞれ計測した．

較検定では，最小有意差検定を用いた．解剖計測から得た

考

察

AMIWMSの同部位の性別，身長別，菌の状態別比較は，対

以前，われわれが行った上顎洞容積計測の研究38）では，

応のないt検定により行った．0．05以下のP値を統計学的に

CT計測誤差は軸位断層の再構築により5％以下であった．

有意とした．

今回の研究では，MSCTと実測したAMLWMSの相対誤差
は0．5％以下で∴Kimeierらの上顎洞容積計測の研究39）と
結

果

MSCTと実測したAMIWMSの相対誤差は0．5％以下であ

同様に計測精度に問題はなかった．したがって，MSCTか

ら計測するAMIWMSの信頼性に問題はないと考える．

った．実測した全標本，男性群，女性群，身長137−1塊cm群，

Choら4）は49の側方アプローチによる上顎洞底挙上術

155−165cm群，有菌群，無菌群の部位別AMLWMSの範囲，

施行例の術前CTデータから計測したAMLWMSが30度以

平均値そして標準偏差は表1に示す．全標本，性別，身長別，

下の症例で上顎洞粘膜の穿孔率が62．5％，31−60度の症例

歯の状態別の各群内における部位別比較ではすべて有意差

で28．6％，61度以上の症例で0％であったと報告している．

を示した（全標本：F＝67．3，Pく0．001，男性群：F＝19．9，

その結果から，Choら4）はAMIWMSが急峻な角度，つ

P＜0．001，女性群：F＝84．3，P＜0．001，身長137−154cm群：

まり狭い上顎洞では上顎洞粘膜の穿孔が生じやすいと結論

F＝64．8，P＜0．001，155−165cm群：F＝20．4，P＜0．001，有菌群：

付けている．一方，Vellosoら29）はChoら4）の研究をさ

F＝41．1，P＜0．001，無菌群：F＝28．0，P＜0．001）．最小有意差検定

らに進め，側方アプローチによる上顎洞底挙上術施行15例

ではどの群でも第2小臼歯部が最も統計学的有意に小さい

の術前CT写真からAMIWMSを菌の欠損した第2小臼

値を示した（P＜0．01）（表1）．印象計測から得た同一部位で

歯，第1大日菌，第2大日菌の各部位で計測し，上顎洞の

の性別，身長別，菌の状態別のAMIWMSの比較では，どの

広さを評価している．Vellosoら29）はAMIWMSの平均と

群間でも統計学的有意差はなかった（BO．05）．

標準偏差が第2小臼歯部で36．33±10．530，第1大臼歯部で
58．17±12．740，第2大日菌部で47．73±10．790であったと報

ⅦLJO，M．220II

上顎源内外側壁のなす角度の計籾

表l

49

解剖体を実測した全標本，性別，身長別，菌の状態別のAMIWMS
単位：○

上顎第2小臼歯部

上顎第1大日菌部

範囲 平均値 標準偏差

範囲 平均値 標準偏差

上顎第2大白歯部
範囲 平均値 標準偏差

−一

2
3

n

本

標
全

35−87

58

12

30−72

47

10

ュ
6

30−60

6

二l

h㌻山

別性性
性男女

＊

30−72

46
48

8
11

身長
137−154cm（n＝16）

3（165

45

155−165cm（n＝16）

30−72

49

10

48

10

4＆87

62

35−70

56

13

38−72

11

3060

46

9

9

＊P＜0．01

表2 過去に報告された側方アプローチによる上顎洞底挙上術施行時の上顎洞粘膜の穿孔部位．
報告年順に記述．

報告者

上顎洞粘膜穿孔例

Kasabahら（2003）8

図示された上顎洞粘膜の穿孔部位

82／146例

右上第2小臼歯部1例

Proussaefsら（2003）24

5例

左上第2小白歯部1例

Fugazzottoら（2003）42

19例

左上第2小目西部2例

Proussaefsら（2004）25

両側上顎洞底挙上12例（片側穿孔，反対側非穿孔）

Karabudaら（2006）15

12上顎洞部位／83例（女性29例，男性54例）

Ade地mら（2（X灼43
Hem紅dezAl魚roら（2008）17
Beckerら（2008）20

Testoriら（2008）44

35／70例

左上第2小目園部1例

104箇所の穿孔／474上顎洞
41／201上顎洞

記載なし

随mら（2008）45

8例

右上第2小白歯部1例
左上第2小目園部1例

第1大日園部1例

右上第2小目園部1例

左上第2小目西部1例，右上第2小臼歯部1例
左上第1大日園部1例

告している．さらに，第2小目園部のAMIWMSが統計学

峻な角度であった．また，同一部位での性別，身長別，菌の

的有意に最も急峻な角度で第2小臼歯部の上顎洞が狭く，
上顎洞粘膜の穿孔の危険性が高いことも示唆している．今

状態別のAMLWMSの比較では，統計学的有意差はなかっ

回われわれの計測した無菌群のAMIWMSの平均もVelloso

も，第2小目園部のAMIWMSは第1，第2大日菌部より

ら妙のデータとほぼ一致し，統計学的有意に第2小臼歯

急峻な角度で上顎洞の同領域は狭く，性別，身長別比較か

た．したがって，性別，身長別，菌の状態別のどの条件で

部が最も急峻な角度であった したがって，この領域では，

らAMLWMSは体格の影響を受けないと推測される．ま

側方アプローチによる上顎洞底粘膜の挙上時に注意深く，
上顎洞粘膜を剥離すべきである．

た，菌の有無の比較から，菌の喪失による骨吸収の影響は
受けないと考える．

今回の研究では，全症例，性別，身長別，菌の状態別のど

過去の側方アプローチによる上顎洞底挙上術施行中，上

の群でも第2小臼歯部のAMLWMSが統計学的有意に急

顎洞粘膜の穿孔を生じた報告で図示されている穿孔部位
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は症例12例中，10例が第2小臼歯部であった（表2）8・15，
17，20・24，25，4245）．これは，第2小臼歯部のAMIWMSが最も

急峻な角度で上顎洞が狭く，上顎洞粘膜を穿孔しやすい
という本研究結果を裏付けるものである．一方，Hemandez−

A血r。ら17），随mら45）は第1大日園部で上顎洞粘膜を穿
孔している．HemaIldezTAHaroら17）の研究では隔壁の影響に

ょり上顎洞粘膜の穿孔が発生したようであるが，mら45）

の研究での穿孔の原因は不明である．

解剖体を用いた本研究と，これまでの臨床報告に基づく
と，側方アプローチによる上顎洞底挙上術の際には，第2

小臼歯部における上顎洞粘膜の穿孔に細心の注意を払う必

要性が強く示唆された．
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