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受付

開会のご挨拶　　　

株式会社プラトンジャパン
代表取締役　神蔵      

（30分）

（5分）

9：30 ～ 10：00

10：00 ～ 10：05

（60分）
10：05 ～ 11：05

（60分）
11：05 ～ 12：05

（60分）
12：05 ～ 13：05

特 別 講 演Ⅰ

特 別 講 演 Ⅱ

「解剖学的見地から 総論 
　　－ インプラント治療に必要な顎骨の構造 －」

東京歯科大学  副学長  解剖学講座  教授
井出  吉信  先生

「耳鼻咽喉科領域からの提言」

慶應義塾大学医学部  耳鼻咽喉科学教室  准教授
國弘  幸伸  先生

昼食　休憩

刀

特別講演　座長  矢島  安朝  先生
東京歯科大学　口腔インプラント学講座　教授
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特 別 講 演 Ⅲ

「歯科口腔外科の立場から」

神奈川歯科大学 学長 顎顔面外科学講座 教授
久保田  英朗  先生

特 別 講 演 Ⅳ

「上顎に関するトラブルリカバリー」

医療法人社団緑成会
横浜総合病院 歯科口腔外科部長

 今村  栄作  先生

「上顎へのアプローチ TypeⅣ        の臨床」

宮城県仙台市開業  医療法人社団高緩会  勾当台デンタルクリニック  医院長
伊藤  秀寿  先生

「超音波骨折治療器ＢＲソニックの歯科応用」

岐阜県開業  医療法人社団かめる会  アピカ歯科医院  医院長
梶本  忠保  先生

新製品紹介「ディスクアップ・サイナスリーマ『DSR』」

千葉県開業  医療法人社団  たかみね歯科医院  医院長
 高峰  弘二  先生

感謝状贈呈　閉会

休憩

（60分）
13：05 ～ 14：05

（60分）
14：05 ～ 15：05

（20分）
15：15 ～ 15：35

（10分）
15：05 ～ 15：15

（5分）
16：55 ～ 17：00

（40分）
15：35 ～ 16：15

（40分）
16：15 ～ 16：55

臨 床 報 告

座長  高峰  弘二  先生
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● 特別講演Ｉ
「解剖学的見地から 総論
－ インプラント治療に必要な顎骨の構造 －」

特別講演　座長　矢島 安朝 先生
（東京歯科大学 口腔インプラント学講座 教授）
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歯科インプラント術の対象となる上顎骨・下顎骨は人体を構成する骨の中で他の骨とは異なり、

歯が植立し歯を介して咬合力が直接骨内部にまで及ぶ特殊な環境下にある。そのため、歯が喪失する

と顎骨の高さが急激に減少し、内部の海綿質骨梁は細かくなり､不規則走行を呈する。特に、上顎骨

は骨体の広範囲を副鼻腔の一つである上顎洞が占め、骨壁は下顎骨と比較して菲薄である。上顎洞は

上顎骨体と類似の形態で、第１小臼歯近心側から第３大臼歯遠心側まで広がる。上顎洞底は上顎第１

大臼歯、第２大臼歯付近で最も下方へ下がるため上顎大臼歯の根端は上顎洞底ときわめて近接する。

歯が喪失すると上顎洞を囲む骨壁はさらに薄くなり、上顎骨へのインプラント施術時には充分な考慮

が必要である。一方、下顎骨では、下顎枝内面の下顎孔と第２小臼歯の直下で下顎体外面にみられる

オトガイ孔の間に下歯槽動・静脈および下歯槽神経の主枝が通る下顎管が存在する。歯が喪失すると

歯根を支えていた歯槽部に骨吸収が起こり、オトガイ孔および下顎管は歯槽頂付近に位置するように

なる。

歯科インプラント施術時には以上のような顎骨の外部形態および内部構造の変化を念頭において

あたらないと血管損傷・神経損傷などの偶発症が惹起することとなる。そこで、これらのことをふま

えて上顎骨・下顎骨の基本構造および歯が喪失した場合の顎骨の形態変化について解剖学的観点から

解説する。

「解剖学的見地から 総論
－ インプラント治療に必要な顎骨の構造 －」

東京歯科大学 副学長
解剖学講座 教授
井出 吉信 先生
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● 特別講演ＩＩ
「耳鼻咽喉科領域からの提言」
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インプラントは歯科・口腔外科の将来を担う最も重要な領域であろう。施設によっては、インプ

ラントの成功率はほぼ100%と聞く。近い将来、インプラントが総義歯に完全にとってかわる日が

来るかもしれない。

今回は、耳鼻咽喉科医の立場から、上顎洞病変とインプラントとの関係について私見を述べさせて

いただこうと思う。

いかなる手術であれ、成功の鍵を握るのは手術創の循環と感染であろう。

しかし、上顎のインプラントを行うにあたっては、歯槽骨の十分な厚みが得られず上顎洞底挙上

術を行わなければならない症例も少なくない。

また、歯性上顎洞炎を併発している症例に対してインプラントを行わなければならないこともあ

ろう。口腔上顎洞瘻孔が口腔内からの治療だけでは閉鎖しないこともある。齲歯とは全く関係のな

い病変が上顎洞に認められることも珍しくない。

筆者は門外漢であるが、上顎のインプラントを行うにあたっては、下顎に対してインプラントを行

う場合とは違った配慮が必要となることがあるのではなかろうか。

講演のなかでは、できる限り実例を取り上げながら話を進める予定である。

「耳鼻咽喉科領域からの提言」

慶應義塾大学医学部
耳鼻咽喉科学教室 准教授

國弘 幸伸 先生
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● 特別講演Ⅲ
「歯科口腔外科の立場から」
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歯科医学の進歩の中でも、インプラント補綴に関する分野は目覚ましいものがある。オッセオイン

テグレーションの理論が世に出された四半世紀前には、誰も骨量確保のために上顎洞内に骨移植を行

うなど思いもつかなかった事である。サイナスリフトなる専門用語が、歯科の商業誌でも大々的に取

り上げられ、専門医のみならず一般歯科医師にも関心の的になりつつある。

サイナスリフトを成功に導くためには、基本的な外科手技はもちろんのこと、上顎洞内病変、洞底

の形態、洞内の隔壁等を三次元的に診断するＣＴスキャン画像の存在はなくてはならないものである。

これにより、洞底と歯槽頂間距離を矢状断、前額断で計測することが出来、移植する骨量やインプラ

ント埋入部位設定の参考にすることができる。また、上顎洞病変を有する患者にあたっては、耳鼻科

医と適切に対診することで感染することなく骨移植を成功させることが出来るものと思われる。

今回、我々の診療科で治療した症例を提示し、個々の症例での問題点と外科手技についてお話をし

たい。安全で確実なサイナスリフトを行うために、解剖学、耳鼻科、歯科口腔外科の専門医が、それ

ぞれの立場から提言を行う今回のセミナーは、歯科臨床医にとり大変有意義なものであると言える。

「歯科口腔外科の立場から」

神奈川歯科大学 学長
顎顔面外科学講座教授

久保田 英朗 先生
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● 特別講演Ⅳ
「上顎に関するトラブルリカバリー」
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上顎におけるインプラント治療は、下顎と比べて様々な点において違いがあり全く別の視点で行う

必要があると我々は考えている。骨質も違えば上顎洞という副鼻腔最大の洞が存在しており、小臼歯

部後方へのインプラント手術においてはその解剖学および生理学について正確な知識を把握しておく

ことは言うまでもないことである。また鼻腔底や鼻口蓋管、大口蓋動静脈など注意を要すべき解剖学

的な構造物もある。手術においてはフィクスチャーの上顎洞穿孔迷入による感染や、ラテラルウイン

ドウ形成時での後上歯槽動脈損傷による出血なども場合によっては重篤な結果を引き起こしかねな

い。また補綴学的には上顎前歯から小臼歯部は審美ゾーンであり、スマイルラインそして口唇や歯肉

形態との調和が非常に重要であるが、埋入ポジションの位置によっては様々なトラブルを起こす可能

性がある。

今回私は手術に伴う感染や出血などの偶発症に対するトラブルリカバリーを中心に、除去手技や再

埋入などについてもお話したいと考えている。本講演が少しでも先生達のお役に立てれば幸いである。

「上顎に関するトラブルリカバリー」

医療法人社団緑成会
横浜総合病院

歯科口腔外科部長
今村 栄作 先生
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● 臨床報告

座長 高峰 弘二 先生
（医療法人社団 たかみね歯科医院 医院長）
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上顎骨は骨密度が疎な海綿骨が主体であり、上顎洞を有している。故に、歯牙欠損等により、垂直

的、水平的に骨量が不足した際に、その解剖学的特徴からインプラント埋入に不利な制約を受けるこ

とが多い。特に上顎臼歯部におけるインプラント埋入は、下顎骨と比較すると顎骨の垂直的な吸収と

含気腔の増大により、菲薄な皮質骨だけが残り機械的強度が低く、それを一層困難にしている。この

ような問題点に対し自家骨移植または骨補填剤を用いることにより埋入環境を整えることが不可欠と

なる。

上顎洞アプローチとして1980年にBoyneとJamesによって上顎洞挙上術が最初に提唱された。それか

ら約30年が経ち様々な手法、道具、材料が考案され発展し、予知性の高いインプラント治療へと繋

がっている。しかし、その反面、不適切な術前診査や術中の偶発症・術後トラブルの対処不足により

不本意な結果を導くことがある。

つまりインプラント治療は、術前に可及的多くの情報を把握したうえで適切な診断を行い、その症

例に適したインプラント体およびツールやマテリアルを選択し、適切な手術および術後処理を施せば

問題のほとんどは回避できるといえる。またインプラント治療の適応範囲を拡げるためにもこれらは

重要なファクターとなる。今日においては、様々なインプラントがあり、骨補填剤があり、術式があ

る。それぞれに利点欠点があり、術者として戸惑うことも多いが、実際に手術を行い患者と対峙して

いく者にとって、成功率が高くなる方を選択する。そのために、術者として最新の知見を収集・把握

し臨床へフィードバックすることにより安全確実なインプラント治療に近づくであろう。

当院では、インプラント治療を行うすべての患者にCT検査を行い、必要があれば医科連携および

他院へのセカンドオピニオン等を積極的に実施し、安全確実な治療ができるように患者主体の診療を

心掛けている。昨年行ったインプラント治療のうち上顎へ行ったのは42％であり、33％サイナスへの

処置が必要で、24％がGBRを併用し、成熟側埋入はたった3％であった。また、そのほとんどが抜歯

即時埋入およびサイナスリフト同時埋入である。

抜歯即時埋入およびサイナスリフトは絶対的に骨量が不足し、初期固定が得られないことが多い。

その際に選択しなければならないインプラントの特性として必要な条件は何か？どういう手術処置が

妥当なのか？今回、当クリニックの上顎症例を供覧しながらプラトンTypeⅣ の活用およびサイ

ナスへのアプローチについて報告する。

「上顎へのアプローチ TypeⅣ の臨床」

宮城県仙台市開業
医療法人社団高緩会 勾当台デンタルクリニック 医院長

伊藤 秀寿 先生
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歯科において、超音波を用いた治療法というと超音波スケーラ一を真っ先に連想してしまいがちで

ある。しかし、一般的な超音波療法は、刺激の少ない療法であり、リハビリテーション医学において

深部刺激・深部温熱治療で、その主目的が疼痛や筋スパズム・瘢痕組織の軽減などで、おもに神経や

軟組織に作用させることを意味する。つまり、超音波療法は、皮膚などの軟組織にダメージを与えず

に深部に刺激と熱を投与できる唯一の手段である。

例えば、日韓共催で行われた2002 FIFAワールドカップでのデビッド・ベッカム選手が、大会前の

試合中に左足甲を骨折し、全治８週間と診断を受け世界中が「間に合うか！」と注目していた。しか

し、英医学界の総力を挙げた最新治療技術で驚異的な回復を見せたのが好例である。このとき用いら

れたのが超音波療法の中でも出力が小さく特に刺激が少ないlow-intensity pulsed ultrasound（以下

LIPUSと略す)である。

LIPUS（超音波骨折治療器BRソニック）は骨組織の形成を早めるために特化された超音波治療で、

医療保険請求が可能なこともあり、医科領域ではその治療効果は広く認知されている治療法である。

われわれは、これまでの検索でインプラントの治療への応用を目的としLIPUS照射が，オッセオイ

ンテグレーション獲得にどのような影響を及ぼすかについて検討してきたのでその一端を報告する。

「超音波骨折治療器ＢＲソニックの歯科応用」

岐阜県開業
医療法人社団かめる会 アピカ歯科医院 医院長

梶本 忠保 先生


