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2 一花澤・兵藤二驕窩の塵置法一 908

講 座

蠕窩の・庭置法（其四）

Die　Behandhlngsmethoden　der　kari6sen　H6hlen

東京歯科讐學專門學校保存學敏室

　花　　澤　　　鼎
　はな　ヨ　　ざわ　　　　　かなへ

　兵、藤　　彌　夫
　ひよう　　ご・う　　　ひさ　　　を

　　第三項　臼歯嘩合面の邊縁隆線は尚確實なれども既に歯髄の盧置を必要とiずる場倉

　本例に於ても磨大臼歯を標準ざして記載するこε〉する。

　1．診断Diagnose

　第二項の場合よりも一層進行せる所謂騙蝕第三度にして歯髄に一一定の病憂を起して居るミき

である・1今共の昇耀を類別する歌の通りである・

　a．慢性化膿性歯髄炎Pulpitis　purulenta　chronica　臨躰上其例が非常に多い。歯髄iが自然

的に露出せるかゼ叉は軟化象牙質を除去した際に歯髄の露出を來せるミきには本症ざ断じて大

なる誤がない。2

　bl急性化膿性歯髄炎Pulpitis　purulepta　acuta　前者よりも其例が少い。症状殊に疹痛が

劇烈であるのミ，歯髄は軟fヒ象牙質叉は不完全なる充填物等を以て被はれ所謂閉鎖性clausa

であるこεが多いから診陶〒は比較的容易である。殊に髄腔を開いたざきに1滴の膿汁が漏出し

たざすれば診断は一層確實である．

　c．壌疽性歯髄炎叉は歯髄壊疽Pulpitis　gangraenosa　seu　necroticans　od．　Gangraena

pulpae前者は通例化膿性炎の結果歯髄の大部分が破壌せらる玉ミ共に壊死に陥つて居るが尚

根管内には生機ある歯髄の残留せる場合を云ふのである。多根歯例へば下顎大臼歯にありては

遠心根の歯髄は既に全部壌死に陥つて居るが，近心根管には歯髄が爾生存して居るこさがあ

る。本症さ歯根膜炎の結果ミして根端より嚢育進入し來れる所謂根管息肉Wurzelkan＆lpolヅP

ざの類症鑑別Differential－diagnoseは甚だ困難であるが，若し「レントゲン」診査の結果根端

に暗影を認めなければ先づ以て前者ざ診断して差支ないさ思ふ。

　後者師ち歯髄壌疽ミ壌疽性歯髄炎さの正しい鑑別は髄腔を開いて或る程度治療の歩を進め旗

後でなければ出來ない。
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　d．種々なる根端性歯牙支持組織炎Parodontitis　apicalis　通例歯髄壌疽の結果さして起る

ので，臨林上或る歯牙が所謂感染根管の歌態にあるさすれば常に根端には一定の病攣を縫登し

て居るミ見て差支ないb

　以上各種の疾患は必すしも治療開始前に之を正確に診断するの必要を見ない。寧ろ最初には

大腱に温度診，電氣診断器なさによりて歯髄の生否を探り，更に打診其他の方法によりて根端

性歯牙支持組織炎の有無を決定するナ三けで十分である。かくして治療的操作の歩を進むるに從

　　　　　　　第39圖　　　　　 第40圖
　下顎第二大臼歯縦断初期箪純性歯髄炎の例　　　　　　　　　　　第39圖b部振大

　　　　　　　　　　　　　　　　　撫　　ba

鎌．　　　　　　　難　　　　　　　　　　　a

　　　a・軟化象牙質細菌感染部

　　　b．第40圖として振大
　　　c．象牙質瘤

つて診断を正確ならしめ，之により或は歯髄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a．神経繊維束切断法を或は歯髄全部の除去法を或は感染根
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b・．充血ぜる血管
管の治療法を試むるのである。勿論治療開始　　　　　　　　　q小圓形細胞渡潤

前に當りて「レントゲン」爲眞を撮影して之を診断の助さなし且將來の治療の羅針盤たらしむる

こミは最も賢明なる仕方である。

　2．病　理

　第39圖は或る下顎第二大臼歯に第二度の薗離虫の起れる状態を示したものである。此標本は

腕灰切片であるために磁郷質の部分は消失してしまつた。薗離虫層の下際には爾軟化を蒙むらざ

る硬い象牙質の一層があり乳髄室の天蓋には補綴象牙質の一層が形成されて居る。歯髄は殆ん

さ健全で二，三の象牙質瘤が見られるナ三けである。併しbの部分を更に張度の鑛大で精検する

ε第40囲の如く血管は少しく旗張充血し，組織内には極めて僅の小圓形細胞浸潤が窺はれる。

か〉翻犬態は正に軍純性歯髄炎の初期で倫明に歯髄保存療法が可能であるさ見て差支ない。
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第41圖　　下顎第三大臼歯縦断，軍純性歯髄炎の例　　　　　第41圖は前圖よりも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梢≧進行した軍純性歯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄炎の形を示したもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で下顎第三大臼歯の脱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　灰縦断標本である。小圓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形細胞浸潤は術補綴象

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牙質の直下に限局して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　居るが，之より今一歩i進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行するさ化膿性炎即ち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歯髄i月農瘍Pulpaabszess

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に攣するであらうミ思

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はれる。第42圖は此細

a・小圓杉細胞浸潤部，，　b・軟化象牙質中の細菌感染部　　　　　胞浸潤部を一層強度に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鑛大しナこものである。

　　第42圖⊃．　　　　第43圖
　　第41圖のa部振大　　　　　　　　　　　下顎第二大臼歯縦断，化膿性歯髄炎の例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薦｝｝｝削㎜一叩

a．補綴象牙質　　b．c．血管

d．禾冑く萎糸宿ぜる造歯糸田月包

a

b

1、

a．膿瘍　腔
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　第43圖は或る下顎第二大臼歯の遠近心的縦断切片で騙蝕は既に第三度の状態に達し，髄室

部の歯髄は全部炎症に陥り一部には膿瘍の形成が見られる。併し根管内の歯髄は爾大禮に常態

を維持し，小圓形細胞の浸潤は僅少にして梢賜最く旗張せる血管を含んで居る。既に此程度の

歯髄炎にありては所謂破壌療法を施すより外はない。

　第44圖は同様に或る下顎第三大臼歯の遠近心的縦断切片で，髄角の附近に梢く大なる膿瘍

が形成されて室塵さなり，膿腔の周園には強い細胞の浸潤さ一部には室胞さ溢i血ミが見られ

る。其他の組織は概して爾常態を保持して居る。

　　　　　　第44圖　　　 第45・圖
　　　下顎第三大臼歯縦断，歯髄膿瘍の例　　　　　　　　下顎第一大臼歯縦噺，潰瘍性薗髄炎

c

a

b

Pulpitis　ulzerosaの例

C

　　a．大なる膿腔　b．出血暦　C．空胞形成部　　　　　　　a・石茨化層　b・膿性溶解々來ぜる部分

　第45圖は9巌の男子の下顎第一大臼歯咬合面に起つた蠕蝕を示したもので，髄角の一部が露

出し歯髄の表面には潰瘍が形成され，其底部の一側には潰瘍に特殊なる圓形叉は卵圓形の球禮

集合より成る石灰化層（所謂細胞性第二象牙質）が見られる。歯髄は根管内に至るまで殆んさ全

部炎症浸潤を蒙むりb部は少しく膿性溶解を來して居る。根端孔はまだ完威されす，歯孚L頭様

の組織が残留し炎症が此部には及んで居ない。か〉る歯牙の歯髄を抽出するミ根端部に大なる

創面を生じ，治癒困難にして永く歯根膜炎の症候を残すため甚しく臨林家を悩ますこミがある。
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　　　　　第　　46　圖

下顎左第一大臼歯縦断，歯髄の全部壌疽，

左は遠心根，右は近心根，根端の形成未了　　・

a

　　　第　　47　　圖
上顎第一大臼薗縦噺，所謂残存

　　歯髄炎Restpulpitis

b

a．残存歯髄　b．分界層

　本例は云ふまでもなく慢性化膿性歯髄炎の1例で病攣はかなり廣汎に亙つて居る。

　第46圖は8歳の女子下顎左第一大臼歯の遠近心的縦断で，咬合面には大なる蠕窩があり，

歯髄は化膿性炎の結果全部壊疽に陥り，更に之が原因ざなりて急性歯牙支持組織炎を起し逡に

頬部蜂案織炎Wangenphlegmoneを縫畿する1こ至りたる例である。　　・

　第47圖は9歳の女子の上顎第一大臼歯を示したもので咬合面には大なる翻窩があり，歯髄

は膿瘍の形成によりて破壌され且膿竈附近の組織は全く壌死に陥つてしまつ弛が，根端附近に

は衙一部生存せる歯髄が残留して居る。之が即ち壊疽性歯髄炎ミ構せらる〉形である。

　第48圖も亦上顎第一大臼歯の縦断標本で咬合面に起れる蠕蝕は第三度の程度に達し髄角の

一部は既に露出し，髄室部蚊に一側の根管内の歯髄は杢く壌疽に陥つて居るが，他側の根管内

の歯髄は明に生存し，根管口附近では肉芽化せるも，根端に近い牛部は爾正規の歌態を保つて

居る。壊疽層ミの境には所謂分界層が認められる。

　3．補綴法



913　　　　　　　　　　　　　　一花澤・兵藤二驕窩の庭置法一　　　　　　　　　　　　　　　訂

C

b

　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　ヒ
　　　　　　第　　　48　　圖

．ヒ顎第一大臼歯縦断，所謂獲存歯髄炎Restpulpitis

　　　　　藪　　∵嘱軋寸り

　a壌死組織　b．肉芽化ぜる残存薗髄

　第　　49　圖

五咬頭の下顎第一大

　臼歯咬合面驕窩

緊
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　　　　　　　　帝
「インレー」叉は「アマルガム」充填によ

り補綴する。

bohrer，倒圓錐「バー」36　Umgekehrter

Kegelbohrer，「カーボランダムボィント」

4，5，6，11，48Karborundspitzeピーソー

氏リーマーPeesoscher　Aus癒umer　1，研

磨用「バー」200，218Finierbohrer，「スプ

ーンエキスカヴェーター」10＝6・＝12L．　R．

1、6ffel－Exkavator

　5．防漏と溝掃

　先づ「ラバーダム」を装置し「ホルマリン

アルコール」叉は「アンチホルミン」にて手

術野を清拭する。

　本例に於ては或る大臼歯の咬合面に起れる鯖蝕が進行して髄

腔にまで達し，第49及50圖に示せる如く初期の潰瘍性歯髄炎

を起して居る場合さ假定して記述するこεあする。

　6．第一次開擾と外形設定

　第二項の揚合ざ杢く同一な順序方法によりて操作を進むれば

よい。但し本例の如く歯髄の庭置を必要ざするものにありては

將來髄腔を開いて根管の治療を容易ならしむるために屡支或程

度健康なる歯質を犠牲ミして外形を攣更する必要を生すゐこミ

がある。例へば上下顎大臼歯に於て其近心頬側根管乃至近心根

管を直硯し得る檬になすために近心頬側咬頭を「カーボランダム」で削去するが如きである。之

は治療上の便宜形態ざ見るべきものである。

　7．第一衣嵩壁の形成と病的歯質の除去

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ　此操作も亦第二項の場合さ同一で差支ない。唯軟化象牙質を除去するに當りては先づ窩洞の

　　　　　　　　　　へ側壁ざなゐべき窩口部より極めて注意して操作を進めて行くこざが必要である。側壁部の別削

完了したれば氣銃を以て屑片を吹去し，次には窩底部の軟化象牙質を消毒して歯髄への感染を
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　　第50圖【下顎第一及第ご大臼歯　　豫防する目的で，「フェノールカンフル」を貼布し，漸次

　　　蹴纏瀦驚贈に鶴の軟で噺質を出來得る限り完全に除去し噛

　　　歯近心髄角の露出，「チゼル」に　　髄の露出部を明ならしめ，必要あらば細心の注意を以
　　　よる騙窩の開振
　　　　　　　　　　　　　　　　　て探針を橘入して歯髄の露出程度さ破壊程度等を診査

　　　　　　　　　　　　　　　　　する。此際患者が知豊を訴ふこさ著しからざれば更に

　　　　　　　　　　　　　　　　　露出孔を籏大し，制腐藥にて窩洞の内外を清潔に拭

　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ，乾燥して亜砒酸糊剤を貼附し「セメント」で假封

　　　　　　　　　　　　　　　　　し，大約48時間放置するこざ〉する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　或は第一回の治療時には消毒鎭痛の意味で歯髄の露

　　　　　　　　　　　　　　　　　出部に防腐剤例へば「フ。ノー・レカンフル」を浸せる綿

　　　　　　　　　　　　　　　　　球を置き，人工象牙質叉は「スト。ピング」で假封し，第

　　　　　　　　　　　　　　　　　二同の治療時に初めて亜砒酸を貼附するこε〉する。

　或は更に患者の知豊が過敏で充分に「バー」や「エキスカヴェーター」を使用し得ないミきには

病的歯質の除去を患者の堪え得らる》程度に止め，先つ亜砒酸糊剤を貼附し，第二同の治療時

に徹底的に外形の設定，軟化象牙質の除去等を行ふこさが有利な場合もある。但し亜砒酸糊剤

は間接に象牙質上に貼附したεきよりも直接歯髄の露出面に附けた時に確實に奏敷し，且瘍痛

を惹起せレむるこミも少ないから，少くミも窩口に近い周園の病的歯質は之を別出して鯖窩内

に光線の射入を良好ならしめ，窩底に於て歯髄の露出面上に正しく糊剤を貼附する様に努めね・

ばならぬ。　　　　　、π　　　　　　　　　　r　　二

　歯髄が窩底に露出せわや否や明ならざるものに封しては決して亜砒酸糊剤を附けてななら

ぬ。換言すれば患者の知豊過敏なり電の理由のみを以て歯髄の破壌的庭置を企てるが如きは非

常な誤である。

　8．亜砒酸糊剤の貼附法

　前述Q如く亜砒酸糊剤を貼附するに先ちては必す鯖窩を開籏し，外形設定ざ病的歯質の除去

を行ひ，可及的歯髄を露出せしめ，最後に温め1ヒる「アンチホルミン」叉は「クロラミン」液を綿球

につけて窩内を清拭して輕く乾燥する。次には亜砒酸糊剤の少量部ち粟粒大を探針の尖端に附

け歯髄露出面上に正しく貼附する。此際決して糊剤を不必要なる窩壁其他の部分に附著せしめ

ぬ様注意せねばならぬ。前にも述べた様に窩口に近き側壁から初めて，出來得るかぎり窩洞内

の軟花象牙質を豫め町醸に除去して窩洞を白色ならしめ，光線の射入を充分にして躍けば窩洞

内の状態を判然ざ観察し得るから，正しい位置に糊剤を貼附するこεは容易である。之に反し

豫め開籏も外形の設定もなさすに，唯僅に窩洞部の軟化象牙質を除去して，不潔なう暗色の窩

洞内に殆んさ噌中摸索的に糊剤を貼附するさきは，屡ヒ不必要な部分に附著するも之を看過し

易ぐ，且糊剤の奏数は極めで不確實たるを発れない。
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　　　　　第　　51　圖　　　　　　　糊剤の貼附終り弛るさきは直に糊剤貼附に使用し弛

醗論藁脇灘灘探針の尖端楯拭してお榔脚てはな弧之
　牙質除去た終りナこるもの，右は亜砒　　、は後に有害な糊剤を誤りて他の軟組織につける恐があ

　酸貼附後，「セメント」封鎮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　るからである。

　　　　　　　　　　　　　　　a　　糊剤を貼附し弛れば次には錫箔の小片を取り「ピン

　　　　　　　　　　　　　　　b　　セット」にて之を糊剤上に載せ，（錫箔の慮用は縄封的に

　　　　　　　　　　　　　　　　　必要なわけではない。）軟泥月犬に練合せる假封用「セメ

　　　　　　　　　　　　　　　c　　ン物を以て可及的墜迫を加へない様に完杢に窩洞を

　　　　　　　　　　　　　　　　　封鎖する。此際錫箔の位置が動いたり，叉は「セメン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト」ε窩壁εの間から亜砒酸糊剤が逸出したりせぬ様

乱「セメント」b．亜砒酸糊齊ザ唇錫箔，に充分注意》ねばならぬ。封鎖が完全に出來たなら

「ラバーダム」を除去し，假封鎖が封合歯S衝突せ融かさうかを検査する。之で第一同の治療は

終つたのである。　　　　　　　　　一

　假封は必す嚴重に覚ねばならぬ。亜砒酸が漏れるミ歯齪，屑頬粘膜，舌粘膜等に表層の壌死

を件ふ白色の腐蝕瘡を生じ，甚しい揚合には組織を深く壌死に隆らしむるこεがある。從ρて

「スト。ピング」ミか，人工象牙質§かでは假封が充分でないから必す假封用「セメント」を使用

してほしい。

・9・第二衣外形設定と窩壁の形成虹に病的薗質の除去　、

　第二回目の治療は通例糊剤の貼附後48時間にして之を行ふのである。印ち先づ「ラバーダム」

を装置し，「ホルマリンァルコール」液（前出）叉は「アンチ室をミン」なさにて手術野を清拭し，

次で「ドリル」，「エキス1ウヴヱラター」等にて完全に假封剤を除去する6此際窩洞の何れの部分に

も，殊に近心側の直覗し難き部分なさに「セメント」の残留しない様に注意せねばならぬ。錫箔

は通例假封用「セメント」ε共に除去せられる炉乳亜砒酸糊剤は多くは窩庫に残留して居るか

ら，「スプーンエキスカヴェ「ター」の如きもので注意して頻同残りな≦除去し，「エキスカヴ。

一ター」もよく清拭して置く。残留せる亜砒酸糊剤を後で椹管内に混入せしむるこミのない様

に細心の注意が肝要である。　　　　　　　1、

第二同の治療時に於て行ひ得べき手術の範園を絡括的に略述して見ろミ次の通りである。即

ち亜砒酸の奏数せる限り患者は何等の疹痛を訴へないのであるから，第一同の治療時に不充分

であつ弛開鑛や外形の設定を徹底的に行び，次で病的歯質を窩口に近い部分より完全に除去し

漸次窩底に及ぼし，「アンチホルミン」叉はFクロラミン」液等を綿球に浸して窩内を清拭したる

後初めて髄膣の天蓋を除きて髄角の所在部を追究し，髄腔壁ε窩洞の側壁ざの移行を一直線ミ

なし，髄室部の歯髄を除きたる後，更に根管口を籏大して少くさも根管を直覗し得る歌態ミな

し妨後初めて｛煽を行ふのである．之1こ反して外形の灘や病的歯質の完全なる除去等の前
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　　　第　　52　　圖

「カーボラソダムポイソ」にて下顎

大臼薗の近心頬側咬頭々削去す。

準備的手段を怠り，漫然さ髄膣の不完全なる開旗を

試み，直に抜髄を企つるが如きは吾人の全然質同し

　　　　　　　　　ノ
得ざる術式である。

　開籏及外形設定に就て注意すべき黙は歯髄の庭置

を必要ざせざる第二項の場合よりも，或る程度まで

健康歯質を犠牲εなして窩口を籏大しなければなら

ないこさ之である。印ち治療上の便宜形態ミも云ふ

も∂）で大臼歯に其必要を見るこミ甚だ多い。今下顎

第一大臼歯に就て云は穿髄腔を開いて近心根管を直

覗し得翻犬態になさんには第52圖の如く三角隆線殊

に近心頬側三角隆線を適宜なる「カーボランダムポィント」にて創去し，或は11號又ば48號の

「カーボランダムポィント」にて頬面溝に沿ひ頬面小窩の部分まで窩洞の外形を延長し，或は更

に進んで頬側咬頭を斜に削去し，次で方形裂溝黙「バー」にて近心頬咬合面隅角に向つて窩洞の

外形を旗大するを便宜多しミするが如きである。叉上顎第一叉は第二大臼歯に於ても全く下顎

大臼歯ミ同様なる便宜籏大を必要ミする揚合が多いのである。　　　’

　咬合面に於ける蠕窩の外形爾比較的小にして邊縁隆線の強固なる揚合に前述の如く健康なる

歯質の大部を犠牲に供するこミは，一方に於ては邊縁隆線の抵抗を減弱せしむる恐ありさの考

からミ，他方に於ては健康歯質に封する愛階の念ざから，かふる英断的の開籏蛇に外形設定を

躊躇するものも少くない。併しながら遠い將來に封してまで歯牙の蓮命を支配する，最も重要

なる根管治療を出來るだけ完全に施行しゴ之によりて歯牙保存の基礎を確定するには，歯冠部

の歯質犠牲の如きはあまりに多く顧慮する要はないざ思ふ。若し叉此削去によりて邊縁隆線の

抵抗に大なる危瞼を感するに至りたる時は寧ろ全咬頭を斜に創去して抵抗形態を作り．，「イン

レー」によりて咬合面全部め恢復を策るこミが有利であるさ思ふ。

　要するに我々は徒に歯質を多く削去せよさ叫ぶものではない。唯治療の徹底を期するには歯

質の犠牲も亦止むを得ざるこミを圭張したいのである。

　「チぜル」，「カーボランダムポィント」，方頭裂溝月犬「バデ」等によりて完全なる豫防鑛大を行

ひ，且抵抗形態や治療上の便宜形態を顧慮して外形を設定したるさきは弦に初めて圓形「バー」

及「スプーンエキスカヴ。一ター」を以て軟化象牙質を完全に除き，氣銃ざ「アンチホルミン」を浸

せる綿球ざによりて窩洞の内外に散齪せる屑片を清掃し，之によりて鯖窩内殊に窩洞周壁を極

めて白色清潔な観を呈するものミなし，更に窩底に於ては明に歯髄の露出を認め得る歌態さな

さねばならぬ。此際若し窩洞の側壁殊に直覗するこ貫の困難なる近心壁なさに病的歯質の残留

せるこミを畿見したさきには髄膣を開く前に之を完全に除去しなければならない。（未完）


