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講 座

　　　　　蠕窩の虜置法供⇒
Die　Behandlungsmethode亘der　kari6seh　H6hlen

　　　　　　　　　　　　　東京歯科｛讐學專門學校保存學i敦室

　　　　　　　　　　　　　　　花　　『澤　　　　鼎
　　　　　　　　　　　　　　　はな　　　　ざわ　　　　　かなへ

　　　　　　　　　　　　　　　兵　藤　　彌　夫
　　　　　　　　　　　　　　　ひよう　　をう　　　ひさ　　　を
　　　第；項　臼歯咬合面の邊縁隆線は尚強固にして且歯髄の塵置を必要とせざるもの

　本例に就ては5咬頭叉は4咬頭を有する下顎第一大臼歯unterer　I．　Molarを標準εして記

蓮するござ〉しナこ。

　1．診　断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　薗離虫Kariesは第一項0）場合よりも進行して覗診上明に蠕窩を認めるこざが出來，其程度は

一般に第二度に属する。從つて患者は時に冷熱に封して知畳が過敏であるか，或は既に輩純性

歯髄炎Pulpitis　simplexを起して痺痛はあるが，倫之に封する慮置を施せば明に歯髄を保存

し得る歌態にある場合である。

　弦に蠕蝕第二度ざ云ふ9）は軟化象牙質erweichtes　Dent毎を完全に除去しても筒歯髄の露

出を來さす，硬い象牙質の一層を窩底に止むるものを云ふのである。所謂軍純性歯髄炎

PulPitis　simplexは此程度の鶴蝕に來るのである。之に反して軟化象牙質を除去した際直に

歯髄の露出を來し弛るか叉は自然的に露出して居る場合は之を鯖蝕第三度ミ呼び，歯髄は通例

化膿性炎eiterige　Entz廿ndungに罹つて居るのであるから所謂保存療法を施すこミは出來な

い。か》る例は之を第三項に於て記述するつもりである。

　更に歯髄は化膿性炎を起して居らぬ限り可及的之が保存に向つて努力せねばならぬ。此種の

鯖蝕を塵置するに當りては患者は比較的疹痛を訴ふるこミ多く，其甚しい場合には施術の進行

が全く不可能であるこざもある。併しこんな場合でも決して亜砒酸arsenige蕊ureな曹を

貼附して歯髄の破壊療法を企？る様な誤つた手段を取つてはならぬ。之に封する知罷過敏療法

は後で述べるこさにする。

　2．病　理

　5咬頭を有する優型の下顎大臼歯は5溝fhnf　Furchen（近心溝，遠心溝，頬側溝，遠心頬

側溝，舌側溝），3小窩drei　G・ab・h・n（中央・∫窩，近心・∫・窩遠心・J・窩）ミ往々数條の三角溝カミ

あつて鯖蝕に封する抵抗が薄弱である。叉4咬頭のものでは通例4溝（近心，遠心，頬側，舌
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　　第　　17　圖

下顎左第二小臼歯，第一

大臼歯（優型5咬頭）及第

ご大臼薗（劣型4咬頭）

　　　第　　18　圖　　　側）が十字形をなし其交叉部が中央小

　　下顎右側臼歯部　　　　　　　　　　　　㌔窩zentrales　Grtlbchenをなして居

　　　　　　　　　　　　る（第17囲）。

　　　　　　　　　　　　　第18囲は15歳の男子の下顎臼歯さ

　　　　　　　　　　　　犬歯さを示したもので，大臼歯は何れ

　　　　　　　　　　　　も5咬頭を有し優型である。而して第

　　　　　　　　　　　　二大臼歯では其中央小窩に第二度の鯖

　　　　　　　　　　　　蝕があり，第一大臼歯には中央小窩さ

　　　　　　　　　　　　遠心小窩εを包括する中等大の騙窩が

　　　　　　　　　　　　見られる。かふる若い人の蠕蝕は一般

　　　　　　　　　　　　に急性で，外観第二大臼歯に起つた程

　　　　　　　　　　　　度のものでも内部に於ては通例多量の

　　　　　　　　　　　　軟化象牙質が存在し，之を開籏するさ

　　　　　　　　　　　　想像したよりも大窩洞ざなる場合が多

い。叉第一大臼歯の様な鯖蝕の程度では屡≧歯髄に障碍を來して

居るか，或は軟化象牙質を除く際に歯髄を傷け易いから注意せね

ばならぬ。

1第・9圖は5噸鮪する噸鋤大臼歯の遠心，橋に起つた

趣蝕を示したもので，小窩周園の舷螂質は梢≧著しく破壌され，

　　　　第

下顎第一大臼縦断

19　　　圏

遠心小窩に起れみ鶴蝕

織灘

象牙質には所謂蠕蝕圓錐

Karieskegelが牛月歌に

現はれて居る。此部分は

軟化の程度著しく，濃褐

色を呈し，色素に染り

易く，所謂細菌感染層

Zone　der　Bakterienin．

fektionさ見るべきもの

である。此層の下際も多

少軟化して居るが其程度

は著しくなく，叉細菌の

感染をも認めない。次の

掴濁層（内掴濁層innere　Zonle　der　Tr廿bung）さ不透明層Zo艶der　Opazit翫（外湖濁層）こ

の間には電光状の透明暦Zone　der　Transparenzが見られる。髄腔の天蓋には薄層の第二象
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牙質が廣く形成されて居る，近心側の歯頸師ち球白境界線の部分からは所謂歯頸蠕蝕Zahn－

halskariesが起り，其程度炉淺いにも拘らす・不透明帯の形成によりて外界の刺戟が歯髄に及

んだこミを噌示して居る。髄室は天蓋に前記の如く第二象牙質が形成され，」瑚オ（底にも同様に

第二象牙質が出來て上方に突出せるため著しく歴扁され淵犬態になつナこ。歯髄は常態で，少撒

の小さな象牙質瘤が見られる外，何等の異常がない。

　　　　　　　　第　　　20　　圖　　　　　　　　　　　第20圖は同様に下顎第一大日

，　騨丁大騨央小騨れる騨、三．齢中知雛れる鱗示し
　　たもので前圖さは反封に左が近

　　心，右が遠心側である。近心では

．．@概して咬頭H6ckerが高くi讐え髄

　　角Pulpahom　も從つて高く現

　　はれて居る。咬合面の各登育溝

　　Entwicklungsfurchen　lこも蠕蝕が

　　廣く初まつたナこめに王法邸質は攣色

　　し且其表｛再は凹一凸不等εなつテこ。

　　中央小窩から起つたものは明に鯖

　　窩kariδse且6hleを形成し象牙

質では蠕蝕圓錐，透明層，不透明層なさが見られる。蠕窩は其入口o）狡い割合に内部では鑛が

りて嚢状を呈し，磁〕郵質はミラー氏の所謂櫃叢鯖蝕sekund乞re　Karies　nach　Millerにより

て内方から掘繋され，窩縁から遊離突出して居る。かふる象牙質ミの結合を失つた遊離磁螂質

Uberhangender　Schmelzは器械的の作用に封して抵抗弱く容易に咀囎歴なきによりて破壌さ

れ，急速なる蠕窩の表面的憤大を來すものである。

　實線は本歯に於て大禮に形成せらるべき窩洞の形を示したものである。

　3．補綴法

　窩洞が概して小さければ金充填Goldfhllungを施すがよい。併し患者0）歌況ではアマルガ

ム充填．Amalgamf田1ungでも差支ない。之に反し窩洞が若し比較的大きければ寧ろインレー

Einlage，　Metalleinlagefhllungがよいミ思ふ。

回4一使用器械　’　　　－’

’眞直rチぜルj20，16　Gerades　Schmelzmesser，屈曲「チぜル」15＝8＝6，　Winkelmeiszel，倒圓

錐形「バー」34，Umgekehrter　Kegelbohrer，準頭裂溝状「バー」559，560，561，　Fissurenbohrer

mit　Flachenende，「エナプルハッチ・エット」15廉8＝12　L　R．，　Schmelzbeile，圓形「バー」4－9，

Rundbohrer，研磨用「バー」圓形200，蕾状叉は卵圓形224－218　Finierbohrer，　rund，　knosper－

f6rmig，　ova1，「カーボランダムボィント」5，11，27，481（arborundspitze，「スプーンエキス
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　　　防漏と清掃’

　　先づ最初に「ラバ・一ダム」．耳qffβrd脚

を装置し・「ア，ンチ7・ル、ミン〕ダネ〉レマ

、リンアル・一・レ・にて手術野を翻1萱る．

　「クランプ」Klammerミしては下顎大

　臼歯に・はアイヴォリーIvory氏型57號

’が最も適當である。，　　　…

　　6．、開櫨と外形設定

　　先づ「ヂゼル」（通例眞直のもので差支

∵、ない）を以て舷螂質を除き，内景の観察
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ミ爾後の器械の操作に便ならしめる。〔チぜル」ば常に「ア7カンサス」石Arkansas－Steinにて

鏡利に研磨したものを使用し，手歴又は槌打によりて舷郵質を稜柱の方向に從つて破壌する。

此際器械を把持する術者の指を必す歯列申の或る一黒占に固定しゴ羊墜交は槌打によりて起る不

測の滑走を防止するがよい。総て「チぜル」は初め窩縁に近ぎ部分にあて玉使用し，漸次周園に

及ぼして鯖窩を鑛大して行くのである。鑛大の程度は少ぐさも磁郵質が硬い象牙質で裏装され

て居る部分にまで到達せしめねばならぬ。患者の年齢若くして鯖蝕が急性であるミきには此操

作により意外なる大窩洞を現出するこざがあるこざは前に述べた通りである。

　　　　　　．第24　圖　　・　　’剛．　第25　圖　　　　　　　．第26圖

　　！　「チゼル」々以で法郷質た・　倒圓錐形「バー」にて壬法郷質　倒圓錐形「バー」にてヨ法郷質々

　　　雌す・頬側所：見　　礎脚しめる．頗側所見遊離しめろ．近心漸見

　次に窩洞の周縁に於て筒叢育溝の残留して居る場合には，豫防鑛大p酸ventive　Extension

の見地よりしてζを外形中に包括せしむるために，第一項の揚合さ等しく倒圓錐形「バー」34を

以て磁象境界部に沿ふて象牙質を掘繋して磁］郵質を遊離せしめ，「チぜル」を以て此遊離舷螂質

を破壌し，同じ操作を反復して溝の終端まで之を追求するのである。優型5咬頭の下顎大臼歯

では震育溝は近心，遠心，頬側，遠心頬側，舌側の5溝であり，劣型4咬頭のものでは近心，

遠砺糊，、醐餌溝であ為・從つて後者の窩洞の外形は大禮に＋字形であ，り，前者では之

に遠心頬側溝の附加された形である。，

　　　第・27圖！　　・　　嚢育溝を追求するに當り倒圓錐形「バー」の代りに「カーボラン
「カーボしラソダムポイソト」

5號にて登育溝な削除す　．　ギ今ポを7！」5叉は48．を第27圖9如く使用すれば極めて迅速に

　　　　　　　・　．輝恥削去するこ溺出聯9である減併しζが爲に必要以

　　　　ノ　　＼・．、二上に韓康砿郵質を機牲に捕る轡為炉あるので輩意せねばならぬ。

　　　　　　　　　ぐ砺若し瀬購が深妬て裂灘ミな噸面溝湘勘，且其終

　　　　　　　　　　　　端が深き頬面小窩に終りて蕊に鯖蝕の起れる場合には「カーボラ

　　　　　　　　　　　　ぞダムボィン昏」ユ1叉は48癒以て溝に沿む咬合面より斜に顛面

　　　　　　　　　　　　に削り下げるか，或抵倒圓錐形「バー」こ「チせル」，さを以て之を外
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形中に包括せ，しめねばならぬ』但し此鮎に就ては第二節第ふ項を参照せられ弛い。ナ

　7．窩壁形成と鵡蝕歯質の除去

　前記の操作により窩洞の外形が大禮に定められたなれば次には方頭裂醐犬「バー」を以て鯖窩

　　　・第28圖　　　　げ　　第’29圖　　　　　の周壁や登育溝の部分を割去す1る。「「バ，

　裂灘「バー・1歌離窩底薩れる軟像頒　＿、の使用法は第13圖及び28圖．に説明
　　　　　　　　　　　ゐ2「スプー》／エキスカヅェ　だ形成する
　　　　　　　　　　　一ター」にて除去す　　　　　し弛る如く其方頭部を必す象牙質層に達

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せしめて窩底部ち髄壁を作り，裂溝部を

側方に歴しつ〉開墾して窩底さ直角をな

せる（「インレー」を行ふ場禽には之よりも

極めて僅に鈍角に）側壁を形成するので

ある。時ミして「バー」を主εして溝の終

端の追求にのみ使用し，其他の側壁は

「チぜル」又は「エナメえレハッチェ。ト」にて

形成すろ方が有利な場合もある。

　前にも述べた通り充填窩洞の深さは大臼歯では大騰3－3・5mIn位を適度さするのであるか

ら，之を念頭に置いて亭頭裂溝状「バー」を使用するがよい。從つて之よりも深部に存在する軟

化象牙質は第15圖乃至28囲の檬に残i留するこさになるから之は後で「スプーンエキスカヴェー

タニ」女ほ圓形「バー」4－9を以て注意して完全に除去するのである。更に側壁に於ても之さ同

じ歌態が屡≧見られる。総て軟化象牙質の除去は必す窩縁に近き側壁の部分から始め漸次窩底

に向つて操作を進めねばならぬ。かくすれば窩洞内に光線の射入が充分さなり，内部を充分に

槻察するごきが出來るから歯髄を傷ける恐れが少ないのである。

　軟化象牙質を完全に除去し得たりや否やを制定すゐこさは必すしも容易ではない。而して急

性蠕蝕akute　kariesの揚合には一般に軟化象牙質の量多く且攣色の程度も少ないから硬い象

牙質ミの色によゐ差別は困難である。從つて我々は此際には「バー」叉は「エキスカヴ。一ター」に

よりて削らゐふ屑片が小塊状をなせるか叉は粉末状をなせるかによりて制断するがよい。詳言・

すれば別創せらる〉象牙質が術者の手に硬固なる抵抗を感ぜしめ，且其屑片が粉末月犬をなすに

至れば完全に軟化象牙質が除去された謹嫁である。之に反し慢匪鯖蝕chrdnisehe　Kariesの場

合には軟化象牙質の量は比較的に少く，之を除去しても爾硬い攣色せる象牙質が残留するもδ）

であゐ。病理解剖上から去ふさ此硬い攣色象牙質中にはかなり深部にまで細菌の感染を謹明し

得るのであるが，急性鯖蝕の場合には之さ反封に軟化象牙質下の硬い象牙質中には細菌の感染

を見るこミがないものである。此事實からするミ攣色せる病的象牙質は假令硬くざも之を除去

せねばならぬ課であるが；併し臨沐上からは先づ硬い粉末状に削り得る程度であれば多少攣色

しで居つても或る程度絃之を残留せしめて差支ないミ思ふ。何さなれば後に一定の制腐法によ
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のて是等の細菌の作用を制止し得るからである。勿論急性翻蝕の場合の軟化象牙質中には魑じ

か細菌の感染を來して居り，清毒が困難であるから之を残留せしむるこさは百害あつて一利も

：ないこざは言を衡ヒぬ所である？、．　　　　．

　蘭蝕癖質の除去が終れば窩洞の内外に散齪せ為別削片を氣銃Luftbl蕊sserにて吹掃し，次で

「アンチホルミン」Antifofmih　j叉は5％「ホルL7サンア’ルコ尼メレ」Formalin－alkoholを浸せる

綿球にて窩洞の内外拉に手術野を清拭し，歯鏡Zahn－od．　Mundspiegelを以て窩洞内を精検

するのである。此際窩洞は到る塵総て白色の球螂質壁Schmelzwandざ硬固な象牙質壁Den－

tinwandさによりて園まれたる極めて清潔なる外蔑1を呈するものでなければならない。實際

嚢々は窩洞の形成にかなり力を蓋レたミきでも倫窩縁Kavit琶tenrandに・黒色をなせる登育溝

⑳蔀を止晦或は繍質豫牙質さの境界音区S・h興・｝・“・頃ng・enze　lこ病的歯質が残留し・

叉は直睨渉るこさの出來ない逞心壁旗さに軟化象牙質め二片が残つて居るざ云ふ様な揚合がか

なり多いものである。之が比較的高年の入で齪蝕が慢性である際にはあまり後害のないこミも

あるが，反封に若年の人の急性鯖蝕型にありては危瞼が多いから将來に於ける蠕蝕の再嚢を豫

紡する意味に於てかふる病的歯質の除去は必すや徹底的に行はれなければならない。（未完）

｝

1　　　　　象芽根管充填（其齢三）　　　　　：
ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　（前月號52頁より績く）　　　・　．　　、　，1蝋太く捲い†、「ナーデル、で樹月旨溶液の若干㈱，之騰内院燧布する．次で鰍
エ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ

　び樹脂溶液々「〃リーム」様の硬度に煉和し，之花根管充填器上に取り根管内に深く廻轄蓮動な行ひ　1

…　尖端磯留ぜる組鰹接燭ぜしめす，唯馴こ根管充翼材のみ畷燭すろ欄こする。　　　　；
　　我々は，我々が時こして行ふ「レソトゲン」像に依る根管の測定な，全く無用乃至は不適當ご考へる　／

　　ものである。斯かる測定は，余の考へる所では，唯軍に塵置た長引かぜる結果更に感染の可能性々／

峯鼠耀灘譲蔽惣鰍馨繍繍雛畿灘鶏継暮藤i
響墓婁養美喜騰1墓書惣灘霜蕪墾騨鱒憲暑灘讐食藩膿芳11藷犠δ権鍬i

る報告である。残存結締組織申に於ける象牙物質の態度は既に述べ†こ如く何等憂慮すべき事態だ惹
き起さぬものである・臨癩習に於耐艮管充殿行へる生徒等の鯨は，総ゆう同僚が此の種の根．
管充填々慮用して申し分ないご言ふ事々私に報告して居る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

慧鋤雛灘騰鞭鎌集黙霧蕊る郷潔灘雛無欝i
丁度根端孔の部分に見出される場合でぎ第三は壌疽及び肉芽腫治療後常に必要なる如く根管充填な！

ては既に屡く報告されて居り余がFortschritte　der　Zahnheilkunde　1932中に於て女台めて総括的報

告た試みれのである。斯かる歯髄が結締織に憂化すると言ふ事は生活切断Vitalamputationに關
する實験に際して，更に明瞭に観察され得ろ。（以下次號）


