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講 座

編窩の庭置法（其五）
Die　Behandlungsmethoden　der　kari6sen　H6hlen

　　　　　　　　　　　　　　東京歯科讐學專門學校保存學教塞

　　　　　　　　　　　　　　　　花　　澤　　　鼎
　　　　　　　　　　　　　　　　はな　　　ざわ　　　　かなへ
　　　　　　　　　　　　　　　　兵　藤　　彌　夫
　　　　　　　　　　　　　　　ひよう　　ミっ　　　ひさ　　　を

　10．髄腔の開i瞳

　髄腔を開くEr6ffnung　des　Pulpenkavumsに當りては先づ窩底の歌態を精細に検査する必
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　54　翻
要がある。即ち髄角Pulpahornの一部露出し　　下顎第一大臼歯蓮近心的縦蜥，ワィル幾法に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よる研磨標本，主ざして第ご象牙質の形成に
たりεせば其何れの髄角なりやを決定せねばな　　ようて髄腔の狡窄ぜら栂こる獣態を示す。

二錨灘灘灘欝蕨域総碧∴ぐ∴・
り，遠心角は最も低く，舌側の二角は他の頬側

の二角よりも高く，叉近心は遠心よりも高い歌

態にある。而して通例は鯖蝕の進行状態により

其何れかの一角が露出して來るのであるから，

解剖學上の知識さ，経験の力ざによめて之を判

定するのである。若し不明な場合があれば探針

　　第　53　圖

圓形「バア」によりて

髄腔の天蓋な除去す

を播入して髄腔が何れの

方向に鑛張して居るかを

検査すればよい。かくし

て髄角の位置が決定さる

れば之を目標ミして器械

を何れの方向に使用すべ

きかも自ら定まるわけで

あゐ。邸ち近心舌測髄角

部が露出したざすれば

fバア」を遠心舌側，遠心
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頬側，近心頬側に使用して各主要なる髄角を追求するのである。かやうに髄膣の天蓋を除去す

るに際しては常に髄膣角を探求するこミが必要なので，之さへ出來れば各根管口の如きは自ら

容易に現はれてくるのである。

　叉上顎小臼歯に於て露出せる髄角が舌側髄角であつたさすれば，「バア」を頬側に向けて使用

し，頬側髄角を追求するがよい。かくすれば決して髄角の部分を根管の入ロミ誤認して之から

抜髄を試みる様な間違を起さないミ思ふ。

　髄膣の開旗には大臼歯にありては圭ミして圓形「バア」の9號位を，小臼歯には4號位を適當

さする。ヂバア」は其圓頭を髄腔内に播入したる後は可及的下方より上方に引き上げる様に動か

し・髄角を求めつ〉天蓋Pu1賜kammerdaehの突出部を除去するこさが最も必要である。此

操作により逼例髄室部の歯髄は同時に除去されてしま5のである。此聞時々氣銃にて象牙質や

歯髄の屑片を吹き去り，出血があれば「アンチホルミン」又は過酸化水素の綿球で清拭し，且探

針を用ゐて髄膣の位置や形態を検査しつ》操作を綾行するのであゐ。但し髄腔の天蓋を完全に

除去した後でも爾何れかの部分に歯質を以てする窩底即ち髄壁を残留せしむゐ檬に努むるこさ

　’　　　　　　　　　第　　55　圖　　　　　　　　　　　ガ將來に於ける充填物の抵抗性
　　下顎第一大臼歯ビ第ご小臼歯ざの蓮近心的縦断，ヲイノy乗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の上から必要ざ思ふ。　　法による研磨標本，第一大臼歯の髄室には藪個の象牙質だ

　　塾雛窟膿脇婆護騨窪慧縢　老人噛牙殊に咬縦糊生
　　中央の最も狡窄部が現はれ，根端孔は稽く大きい。　　　　　鯖蝕Attrition　od．　chronische

し∴一、か’∴㍉。㌦∴　τγ㌘町」一㌃欝罪：二’筆㍗冷骸〔・・3　・．酵
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Kariesに侵されて居る歯牙にあ

りては屡≧其髄腔は第二象牙質

や象牙質瘤sekund5res　Dentin

od．　Dentikelの登生によりて

固有の形態を失ひ，扁卒不正な

うものに攣じて髄角や根管口の

登見に苦しむこミがある。併し

此場合でも髄腔の解剖や病理に

曉通せるミきは能く是等の病的

歯質を除きて，本來の髄腔の形

態に近からしむるこεが出來る

わけである。

　以上の操作によりて髄膣は完

全に開かれ，髄室部の歯髄も同

時に大部分除かれ，「アルコー

ル」綿球等にて窩内が清掃され
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旗貫したなれば；深には根管内の歯髄を抽出して一定の材品を以て根管を充填する場合馬或

は根管内の歯髄を其ま一〉に保存する手段を講する揚合さがある。前者は所謂根管充填WurzeL

kan裁lf廿llun鼠法であり，後者は所謂歯髄切断法ρulpaamputationである。弦にほ前者に

就て解喋操鱗髄噸覇∵・一一一1’ρ’・
　11一蝦iの抽出法，　’1・　一ご∵㌘．．　・、

歯髄の抽出Ex・ti・p・ti・h　der　P鵬叉は鷹珊paentf・r蜘gを行ふに當り．ては灘

Pu1胆h6hle・を開きτ髄室Pulpa坤甲mer部の歯髄を除きたる後直に之を行ふ場合さ・所謂

歯鞭イ圃（餐しで越マ贈ぞ製剤！・を貼隙て理礁翫次剛；根髄の麟を抽

出す賜鉦がある・後都治療鍼Q蜘が猿趣翠挙不櫨はあるにしても頑化

され噛髄は自醐軸蹄鯵搬駒も・ちぎれ曙砂霞云導實から之を賞恥るも

のもある・先づ「ホルマリツ・剤の慮弔法から述べよう…・

a・「ホルマリン・硬化剰の柳’之1こはrホ解リン・叉は「ヰルムクレゾー・レ」F・・mgkre・・1・d

Formalin－Trik⑱sρ1が使用される。榔ち髄腔を開きジ髄率部の歯髄を「バア」及「スプーンェキ

スカヴ評タr－」等にて除去し，窩洞内を清拭してから「アルコール」ε熱氣ミにて内部を乾燥し，

・」編球に・ホルマリン濟睦つけ℃根管臼部の歯髄切株球置き，、任意の假封酬假封用・セメン

㌧なれば最可）で假封し，1，2日を経過せしめる。然るさきは根管内の歯髄は「ホルマリン」の

蛋白凝固作用によりて強靭なるものざなり，抽出が容易、ミなるのである。次同に於ては再度

「ラバーダム」を装置し，手術野を「ホルマリンアルコール」で清拭してから，假封剤を除き，窩

洞内を溝潔にして次の操作に移るのである。

　b・根管口の蹟大　Erweiterung　der　K鼠naleing勘竃e　患者の年齢が若く旋つて根管の太い

場合には宜仁抜髄の操作に移つて差支ないが，然らざる揚合には通例根管口Kahaleingan菖

を漏斗状に鑛大して爾後の根管用器械の使用を容易且確實ならしφねばならぬ。殊に象牙質瘤

ミか，不正象牙質の登生によりて根管が狡小ざなれるΣきには此前準備は繕封に必要℃ある。

ピー鴛臥一」編灘撫欝誌蓋蕪識濃

00　　　0 1　　2　　ご

一」には大小3種あり，且眞直「ハンドピース」

Gemdehandst廿ck　ざ「コントラノ、ンドヒ゜一

ス」Kontrahandst掘k用さあるが，其原形

のものは何れも長大であるため，我々の學校

で作らせた短小なものが極めて實用的である

ので之を推奨したいさ思ふ（第56圖左参照）。

而して大臼歯には勿論「コントラハンドピー

ス」用のものが必要である。
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　・　　　　　　　　第　　58　圖
下顎第で及第ご大臼歯歯娘上方3分の1横断，第ご大臼薗根管は根
の癒合によりて「つ」の字形な呈す

藩《描藩

　用法ミしては之

を以て第57圖の

如く根管全長の3

分の1叉は4分の

1位籏大するので

あるが，下顎第一

叉は第二大臼歯で

あればi通例遠心根

管は大燈に断面が

卵圓形であるから

fリr一マー」を三霊三て三

して中央に於て使

用して差支ないが

　　　　　第59圖　　　　　　近心根管は多くは遠近b的に歴扁され，繭男犬又は8字歌を呈

　下顎第一大臼歯の遠近心爾根　　するので，「リーマー」を舌側ざ頬側さに使用せねばならぬ。
　管孔の朕態な示す。
　　　　　　　　　　　　　　　但し根管の種々なる異型例へば下顎第一大臼歯の遠心が二根
　上方は遠心，下方は近心，近

　心頬側三角隆線部な削去して　　．に分岐するεか，叉は下第二大臼歯の遠近心雨根が癒合し
　近心根管ゐg明覗し易からしむ
　　　　　　　　　　　　　　　て「つ」の字形をなせゐこミなさもあるから，豫め撮影し置け

　　　　　　　　　　　　　　　る「レントゲン」爲眞を羅針盤ミし，耳探針を以て根管の入口

　　　　　　　　　　　　　　　を鯛診して某解剖學的の形態を確め置くこさが有利である。

　　　　　　　　　　　　　　　　上顎第二小臼歯や下顎第一一第二小臼歯は髄腔が比較的軍

　　　　　　　　　　　　　　　一で髄室ミ根管ざの庭別が明でないが，爾ピーソー氏「リー

　　　　　　　　　　　　　　　マー」で鑛大するこさが必要である。かくすれば抜髄針の播

　　　　　　　　　　　　　　　入を容易にし，從つて歯髄を比較的完全に抽出するこさが出

　　　　　　　　　　　　　　　來る。其他の各歯に就ては記載を省略する。

　　　　　　　　　　　　　　　　c．歯髄の抽出Pulpaentfernung　根管の太さに適慮しナこ

抜髄針Nervextraktorを選揮し，之を根管内に徐々に播入し一定の抵抗の起る所まで蓬し牝

響ならば，静に2，3同針を廻轄して歯髄を纒絡せしめ，再び抽き出すのである。此際歯髄が正

しく針に纒絡したさきには一定の抵抗を感するものである。但し成功しなかつたざきには2・3

同同一操作を反復すればよいのであるが，最初の1同で抽出出來なかつたものは同一操作を反

復しても成功しないこミが多い。換言すれば歯髄は本來の形ミして除去されないで，幾小片か

に離断されてしまうのであるから，第1同の操作は充分愼重に試みねばならぬ。

　球髄針は決して古いものや不良なも0）を使用してはならぬ。然らざれば屡≧針が根管内で破
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折する恐がある．渡噺頃針は之を励出すこε醗ん杯可能であ続共に・之旗ま

まに放置したのでは慢性の歯根膜炎を残して治癒が困難ミなるから・常に使用に先ちて針の良

否を検査し，且無理な力で針を使用しない様に心がけねばならぬ。例へば下顎大臼歯に於て其

遠心根管内には朧針を描入するこざは比較的容易であり，從つて朧緬テはれ易く・且破折を

來す恐れ妙ない．之甑磁搬管纒扁さ纏8字形であ勧ら針嚇入姻鞭・解
なる抜髄は絶望であり，又針の描入方向が逆であるこミから，少し無理をするざ破折すゐ恐れ

が多分にある。而して抜髄針の播入困難なるものに封しては数に述ぶる方法でカー氏「ブウー

チ」を使用するがよい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　抜髄の難易は色々な條件によりて支配されるのである力藤一一般には患者の年齢に比例するも

のであろ．鵬年齢の若いもの・例へば瀞歳噸悶鰯繰一大購蹴て云1齢それが

20歳位までの間であるさ根管も比較的太く，歯髄も大きいから抜髄は比較的容易であるが・更

に年齢囎加S共に根管は複辮る形に攣化し，近心根管の鱒は全く抜髄祠能な翻犬齢

攣すゐを常書する。叉反封に根端孔の未完成のものでは第45圖に示せゐ状態である江め抜髄

針を根端外にまで突出せしめる恐れがあり，離漸部に於ける創傷が大である弛め治癒が困難ミ

なる弊がある。

　根管狡小にして抜髄針の播入困難なるものに封しては寧ろヵ一氏「リーマー」を以て根管を籏

大しつ呉歯髄を除去するがよい。

　d．根管の撞大Erweiterung　der　Wurzelkan駐le患者の年齢比較的若くして根管は太く，

抜髄針に、よる歯髄の除去が比較的完全に行はれ牝ミきには敢て根管を籏大する必要を見ない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノが，然らざる場合には通例カー氏「ブη一チ」を以て根管を鑛大し，之によりて爾内部に残留す

る歯髄を同時に除去するミ共に出來るだけ根管を軍純なる歌態に攣ぜしめ，爾後の根管充填を

容易ならしむゐこさが必要である。

　　　　　　　　第　　60　　圖　　　　　　　　　カー氏rプロ陣チ∫Kerr，s　broach，　Kerrsche

　　　　　右は手用『カーファイノy」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reibahleには2種ある。即ち螺旋の荒いも
　　　　　左は「エソヂソ」用「カーファイル」
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’のを「リーマー」Reamer，　Kerrschraube，

細きものを「ファイル」File，　Keyrfeileミ

構し，後者は主ざして根管を徐々に且滑に

創るに用ひられる。何れも太さによりて1’

號より6號に至る番號が附され，又長さに

短，中，長の3種がみり，更に1手用さ「エ

ンヂン」用ミの囁劉がある。fエンヂンj用

のものは根管を迅速に削り得るが，時に破折し仁り，叉は間違つた方向に穿孔したりする恐れ

があるから使用上注意せねばならぬ。
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　カー氏「ブローチ」を使用するには先づ最初に第1號の細いものを逡ぴ之を根管内に播入し

決して無理なカを加ふるこミなく，数同輕く廻轄して前進せしめ，次で抜き出して其まわりに

附著する削片を清掃し，再び根管内に播入して同一蓮動を？獄け，逡に根端にまで到蓬せしむ

るのである。今度は第2號の針を以てし，順次3號，4號さ號を追ふて根管を籏大して行く。

此揚合決して1號から直に3號に移らないやうに注意せねばならぬ。鍵注意を怠るさ折角あい

牝根管が創片の爲に中途でつまつてしまうこミがあゐ。但し手術の方法が全く無菌的に行はれ

たさすれば寧ろ象牙質削片により根管が閉塞されるこざは好まし｝いこSであるが，之は初めか

ら充填の目的で象牙質削片を入れるのさ異り，多くは申途に引きカハつた状態さなり易いので

あるから理想的ではない。爾此黙に就ては根管充環の所で再蓮する機會ありざ信する・

　根管は曹の程度まで籏大しなければならないかは問題であるが，少くさも4號位までの「プ

ローチ」を使用し得る程度にまでする必要があるさ思ふ。勿論之よりも大きくすれば爾後の根

智充填は一層容易さなゐ。「ブローチ」の尖端が根端にまで達しテこりや否やの判陶｝は比較的困難

である。正しく撮影され弛「レシトゲン」爲眞像を傍に置いて根の長さを封照すれば比較的過は

少いが，それも縄封的ではない。根端外に針が出たさきには患者は通例落痛を訴へるから之を

　　　第　61圖
第28號犬，上顎前歯部「レ
ソトゲソ」爲眞，「サーマー」の

破折例，破折ぜる「雰一マー」

た其ま堤なし，「轡オヂ
ソクパスタ｝な充填す

321口2
LL及劃は【リーマー」が根端外

に突出破折ぜる例

ユ纏根管内にて破折也る例
（第62圖参照）

21は外サオヂソ〃パスタ」を

根端外にまで逸出ぜしめアこる

根管充填の例

匿は周じく「ト蓼オヂン〃パ
スタ」充翼

標準さするこさもある。．叉根の完成された歯牙で根端孔部が

梢ζ狭小さなつて居ゐミきには針の尖端が此荻小部に蓬した

ミきに我々の指頭に一定の抵抗を感するので，それを或る程

度牝よりにするこ言もある。

　e．カー氏「ブ自・一チ」使用時に起る偶護症　之には色々あるが

最も起り易いのは「ブ廿一チ」の根管内破折Abりrechen　der

Kerr－Reibahle　ifn　Wurzelkan＆1である。アメジカ製のもの

はかなり揮性があり，比較的折れにくいが，本邦製のものは

此熱こ於て爾遺憾に思はれる所があ1），製造者の一考を煩し

たい。又使ひ古したものは鈍で折れ易いが，新品でも使用の

方向に無理があり，或は根管の狭窄部叉は轡曲せゐ所を無理

な力で廻轄したりするさ容易に折れゐ危瞼があゐ。

　カー氏「ブローチ」にせよ又は抜髄針乃至探針にしても一度

根管内で折れ牝場合には之を取り出すこミは甚ず三困難である

か，叉は全く不可能である。然らば之を其ま〉にして置いた

ら，將來さうなゐであらうか。之は我々が犬に就て動物實験

をして見弛結果からするミ，若し根管内が無菌的の歌態にあ

り，又使用器械が完全に消毒され，．叉之を使用するに當りて

も全く制腐的に施術され弛ざすれば，假へ針が根端孔外に突
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d

C

b

　　　　第　　’62　圖
第28號犬，上顎右第一切歯，根管内
「リーマー」の破折例，「トリオヂソ〃

パスタ1充填

a

e

d

C

．　　　第　　63　圖
第28號犬，　上顎左第三三切歯，　根端外

に突出ぜる「リーマー」，「トリオヂンク

パスタ」充填

a

b

　　a管壁1三残留ぜる組織片　b．「η一マー」　　　　氏歯槽骨，鼻腔底たなす。駄歯髄ざ象牙

　　標本調製時酸の作用だ蒙むりて狭小且不正　　　　質割片。C．分岐根管。　d．根端外に突出ぜ
　　図なれり．。。歯根膜．d．歯槽骨　　　　る「サーマー、，標本調製時酸の作用1：より’

　・根端歯根膜1こは全く異常捨見す　’　　　　　　　　て細小となれり。e．鼻腔底粘膜

出し牝黙態にあつても毫も炎症を起すごSなく，殆んさ無害の歌態に止まるらしい。部ち第61圖

の「レントグン」爲眞に示せる如く」及び劃にありては「リーマー」は根端外に突出せるま〉破折

し，』では根管内にて「リーマー」が破折したのであるが，歯髄は勿論健全なものであつた。手

術はかなり嚴密に制腐的に行つ旗つもりであつたが，手の滑毒なさには爾遺憾な鮎はあつたさ

信すゐb破折後囎の根管内には鉢リオヂンクパスタ」を充墳し，更に其上を「セメン陶で封

鎖し喪。第62圖は』，第63圖は匿を脱灰標本ミし＃もので，何れも根端に炎症浸潤を認めな

い。之は手術後77日目の所見である。L⊥の根端に突出せろ例にありても殆んさ第63圖劃ミ同

一所見を得たが，極めて僅に「リーマー」の周園組織に細胞浸潤を認めナこ。併し注意すべきこミ

は此實験例では歯冠の大部分を削去して封合歯ミの衝突を失はしめたのであるから，其結果を

我々の臨躰例に直に適鷹せしめるこざは困難であるさ思ふ。鄙ち下顎大臼歯に於て若む鋭利な

句一ヤーコの尖端が根端外に突出し麗ま》歯冠の補綴をなし，封合歯さ充分なる咬合を螢まし

め得る檬にしたざすゐさ恐らくは咬合歴のために根端が紹えす刺戟されて慢性炎を起薪、完全

なろ咀囑機能を螢み得ないのではあるまいか。

　更に制腐的の手段に鋏くる所があつた場合には慢性歯膜炎の症状を永く持績して逡には抜去

の止むなきに至るこさがある。從つて我々は如何なる場合でも先づ「レントゲン」窮眞を撮影し

て根管内に於ける破折片Bruchst挽kの駄態を診査し，之を除去するこミに向つて努力せね
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　第64圖　　　ばならぬ。併し成功しなかつたさきには我々は患者に之を告白して

　　　　　　　　　將來該歯に痺痛の起つ江ミきに再度來院する様注意を與へ，叉時々

　　　　　　　　　「レン築ゲン」で診査するこミは我々の義務であゐ。之に反し此失敗

　　　　　　　　　を秘して將來不良なる纏嚢症の現はれ弛るεき，殊に患者が第二の

　　　　　　　　　術者を訪れて之を聞知し弛るさきには却つて甚しき不快を感するで

　　　　　　　　　あらう。，

　　　　　　　　　　幸にして破折部が根管の上部に位し，且一部髄室に突出せるミき

　　　　　　　　　には第64圖に示せる如き鉗子Zangeを以て直に引き出し，根管の

　　　　　　　　　内部に位せるざきにはヂピーソージ甥マー」叉は小頭の「バア1を以て

　　　　　　　　　根管を蓑大するさ共に破折片の周園を削りてから，鉗子で引き出す

　　　　　　　　　のである。更に一層深部で折れ＃ものは傘く器械的．に抽出するこミ

　　　　　　　　　不可能であゐから，此場合には出來れば破折片の側方に「ヵ一リーマ

　　　　　　　　　録」を以て新に根管を穿ちて破片の前方に達せしめ，適當なる充填を

　　　　　　　　　行ふのである。併し之は云ふべくして實際には行ひ難い場合が多い

　　　　　　　　　ので，他の方法即ち酸，「ヨード」，「クロール」等で破片を腐蝕する方

　　　　　　　　　法が一部の人々から推奨されて居る。而して酸ミしては實際上硝酸

　　　　　　　　　さ王水Sa粟peteτs激re◎d．　Kδ癒gswasserさが最も有数であるけれ

　　　　　　　　　さも，破片が緊密に根管を閉塞して居る場合なさには，なかなか思

　　　　　　　　’つ江やうに作用しない。しかも強酸は歯質の不必要なる部分を脱灰

　　　　　　　　　し，且生活組織に封しては著しく有害であるさ云ふ訣黙がある。そ

　　　　第　65　圖　　　　　　　　れ故に我々は寧ろ歯質に障碍を與へない「ヨ

下騨一畑継心囎内眠破撫る　＿ド、・）使用を推漿し掴・．之口よ極めて濃厚
ミラー探針

なる「ヨード，ヨードカリ」液Jodjodkalil6sung

に，「アルコール」を少量加へたものを綿球につ

けて根管内に入れ，其上をフレッチ。一氏人工象

牙質で封鎖しておくのである。試験管内の實験

では抜髄針の刺は既に10分以内に潰失するが，

併し根管では決してか》る迅速なる作用は望ま

　　　　　　も
れない。毎日「ヨード」の貼附を反復して6乃至

10同位に至れば短いものであれば全部溝失する

こざもある。要するに本法の成功不成功は破折

片さ根管壁ざの間に，藥液の進入し得る察隙の存否大小に比例し，其結果に著しい相違のある

のは勿論である。
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　第66圖
「’リーマー」【；よる

根管側壁の穿孔

一一ﾔ澤・兵藤＝鵬窩の慮置法一

　　　　第
髄腔｛難の穿孔後に起れる治癒機韓

46

　種々なる努力にも拘はらす破片の除去不能に終りナこる時は・比較的無菌

的に根管を慮置し得弛りさ信する場合に限り，其上方に一定の防腐的充墳

材例へば琳リオヂンクパスタ」等を充環して其経過を観察するこさ〉す

る。之に反し破片が「レントゲン」爲眞によりて明に根端孔外に突出し・且

一根端に一定の病攣を俘ふに至りたるさきは，歯根切除術Wurzeispitzenre－

sekもioロを施して外科的に之を除去すゐか，或は之を抜去し口外に於て根

管の庭置を試みたる後再植するかである。但し再植法Replantationは

成功しナこりε思はれる場合でも歯牙の使用期間は通例敷年に過ぎないも

のである。叉歯根切除徳にしても大臼歯部にあのては手術がかなり困難

である。　　　　　　　　・

　67　圖　　　　　　　　　第二に起る不快な偶登症は根管側壁0）穿孔

　　　　　　　　　　　　perforatioR　der　Kanalwandである。之は

　　a．強度の細胞浸潤部b．根側の吸敢c・骨
　　性癒著　d．息肉申の象牙質劇片　e．根管の

　　一部

創片が含まれてある。又穿孔部に近接せる歯頸に近い側の歯根面には僅に吸敗が行は郷　しか

も骨の新生によりて骨性癒著が見られる。「フ。ルムアルデヒード」剤の刺戟によりて歯根の周

園に骨性癒著の起ろこミは既に1932年にFeldmann（V・f・Z・・1932・S・2U）が注目した所で，

我々の病琿研究室の業績も之を立謹し翼。

　根管の轡曲せるざき叉は抵抗のある部分を無

理に鑛大しようさして強い力を加へたさきに

　起るこsが多い。根管側壁穿孔の結果はさう

．’ﾈるか，先づ第66圖の檬な場合であつ弛ε

　するさ，轡曲部以下の根端に近き歯髄は除去

　せられすに残留するこS＞なるから，若し二

．．次的の感染の起るざきには治癒困難な歯根膜

『毯越郵ゐわけであゐ・第6咽｛ま犬蹴

、て行つナこ實験てある魁，上顎右の第一切歯の

　髄膣側壁を穿孔し，抜髄した案贈魯にナ三け

　「トリオジンクパスタ」を充填して77日購放

　置した例である6之によゐミ歯根膜から増生

　した息肉状の組織は穿孔部に進入して象牙質

　ざ組織的に結合し，少しく穿孔管内に歴入せ

　られたゐ糊剤ざ接燭せゐ部分は潰瘍歌さなり

　て強度の細胞浸潤を示せるも，其他の部分は

　大禮に搬痕化し，且組織内には敷個の象牙質
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　こんな場合に起つた穿孔に封してさんな塵置をさるべきか，我々は動物實験の成績を基礎ε

して今日の所では，感染の疑ある根管にして第66圖の様な例には「トリオヂンクパスタ」の如

き防腐性糊剤の充填を行ひ，比較的無菌的に手術が施行された際には直に滅菌せる象牙質創片

（自家象牙質叉は象牙の創片）を以て充填すゐがよいさ偲つて居観

　第三に起る偶嚢症は根端組織の損傷である。之は實際に於て随分頻繁に起るこさらしい。勿

論カーrブローチ」が根端孔外に出弛ざきには甑に歯根膜の一部が損傷され弛ざ見るべきである

が．それが制腐的に行はれ，且適當な根管充填を施されたさきには何等の後害を残すこさなく

治癒するのであるからさまで案するこさはない。動物實験では損傷が骨中に及んでも，又稀に

上顎洞へ穿孔した場合でも第二次感染の起らざる限り比較的速に治癒すゐこさが観察されて居

る。但し治癒するまでに多少の反慮性炎を件ふこざは晃れない所であるから，こんな偶登症の

起らぬ様「ブローチ」の使用は注意すべきである。

　第四にはカー「ブローチ」の嚥下文は吸入Verschlucken　odごAspirierenである。之は患者

を仰臥位に於て上顎歯を治療する際に起り易い。自防術者の手から誤つて落ちた「ブローチ」が

患者の舌根部に達するさ思はす之を嚥下するか，叉は氣管中に重い頭の方を下にして墜落し，

氣管の分岐部あたりに停止するか，或は咳漱によりて氣管の途申につきさ〉るこさも稀にはあ

る。嚥下し弛ミきには通例食道に止まるこさなぐ，直に胃に達すゐものである。不幸にしてこ

んな偶登症が起つたこきには速に「レントゲン」撮影により「ブローチ」の存在する位置を定め，

若し氣管に墜落した場合には患者を倒にし，背中を叩いて吐き出させるこさも一方法である。

併し成功しなかつたさきには葺鼻咽喉科の專門讐に蓬りて直達鏡で騨麟して貰ふより外に仕

方はない。直藩鏡の使用に熟練した專門馨であれば比較的簡軍に取り出してくれるから，あま

り周章てたり，心配したを）せすεもよい。氣管切開を必要ごする様なこさは先つなからう’ミ思

ふ。

　嚥下したミきには通例は4，5日の後に糞便さ共に排泄されゐから，毎日便を検査すゐこε

が大切である。胃壁や腸壁に突き刺さる様な危瞼は極めて少いから患者にも此旨を告げて心配

せぬ様にし，且つ食物ざして馬鈴薯や，甘藷や，玄装飯を多く與へるさ危瞼なく排泄せしめる

こ芝が出來るざのこミである。侮日「レントゲン」線により針の腸管内を移動し行く歌態を観察

し行くこさ，身醗を安静に保つも必要な所置である。

　豫防法ざしては前述の檬に治療時必すfラバーダム」を装置すれば縄封にこんな不快なこミは

起らないのであるが，實際上「ラバー」の装置が困難であるさすれば使用する「プ繋一チ」に指環

さ廻轄自在な鎖をつけるがよい。軍に統なさで「ブローチ」を縛つたのでは使用時「ブローチ」の

廻轄につれて統が捲きついて不便である。

　12．根管充填　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　・　　“

　さんな材品を以て根管充境Wurzlf掘ungを施すべきか，又はさんな方法で充填するこミ



48 一花澤。兵藤≒爾窩の塵置法一 48

が理想的であるかは今日さ錐爾依然ざして残された治療學上のプ大間題である6ζ昏ではあま

り理論的の方面のこさは述べないで我々は犬に於ける動物實験の成績を基礎さして本例に基げ

た様な下顎第一一大臼歯に封しては其蓬心根管には「ガ．タパーチ司の充填Wurzelf廿11ung　mit

G塁t㈱肥haを，近心根管媒封．しては墜購ヂン苑畝タj　Tr量・zi醸pastaを充填するこざ

εしようミ思み3其理由は木凡次Q通りである。

　、遠心根管は近心根管に比して稽支軍純であり，根管の籏大や清掃がかなり自信のある程度に

まで出來るのであるから，生活せる歯髄を除去し江，．しかも制腐的に手衛を施行し得た本例の如

き揚合には，出來るナごけ根端の組織に封して無刺戟性な，且進んでは組織に封して親友的

gewebsfreundlichなものを選澤すべきで，此黒占に於て我々は動物實験の結果からして「”ロ

ロパーチャ，ガッタパーチ。」Chloropercha　und　Guttaperch呂を推漿する。帥ち實験上「ガッ

タパーチ。」は組織に封して親友的であり，少し位根端外に突出しても障害がないからである。

唯本充填材の鋏黙ミ思はれるの値手術が巌密に制腐的aseptisρh・1こ行二は・れざる限リギ屡≧感染

を來して根端に炎症を残し・甚しき揚合には嚢胞叉は膿瘍形成Zysten－o母・．　Aわszessbildun霧

を見るこミすらあるこごである。・さりざて我々は之に換ふるに「ユ7カリプトール」で溶かし弛

所謂「ユーコパ身チ、ヤjE娠c◎・診erehaの使用にば縄封に不賛成である。何ざなれば「ユーカジ

プトニル」，Euc＆1yp毛ol　or　Clneol　q・H180は「ユーカリ」油の主成分で石炭酸，財イゲノール」

（丁子油帥ち丁香油の主成分）Eugeno1なさざ等しく動物實験上では組織を強く刺戟して容

易に化膿に隔らしむる弊があるからである。要するにか美る組織を障碍する防腐剤の使用は根

管充環後に起る組織の治癒機縛，換言すれば改造機轄Umbau　od。　Reparationsprozessを妨

害するものであるから，之を避けなければならぬ。之に反して所謂根管壁の密封剤さしての

・「ク・・ホルム」樹脂液（「ク・・レヂン」Chl・r・－resin）又は「アセトン」樹脂液〈「アセトレヂン」

Aceto－resin）の慮用は實験上組織に封して無害であるこεが立謹されて居る。

　次で近心根管であるが，之は解剖學が説明する如く全歯牙申最も複雑な形態を有し，年の若舛

人でも其中から歯髄を完全に除去するこざは出來ない。從つて假ヘカー「ブ”一チ」で根管を根

端孔部まで鑛大し得たりミするも，爾根管の各所に歯髄が残存し，一種の歯髄切断Pulpa脚pu－

tat沁nミ澤ぶ所がない款態になつ℃居る。勿論嚴密に云へば遠心根管さても同じ關係にあるの

であるが，近心に比較すれば根管の複雑性は少いこさふ，其部位的關係からして手術が遙に行

はれ易いこざは一般に臨肱家の認むろ所である。卸ち近心根では多くは歯髄を抽出し得ないば

かりでなく，僅に頬舌爾側の圭根管を通じて下方3分の工位を籏大し得る，に止ゐこさも少なく

ないから，我々はか〉る歌態に封しては之を歯髄の切断ざ見徹して「ト’リオヂンクパ不タ」によ

る根管充填を行ふこざが合理的であるざ考ふるのである。－

　A．「クロロパーチャ，ガッタパーチャ」根管充填法

　前述の如く「ガッタパーチャ」の根管充填をなすに當りては其前準備さして嚴密なる制腐的庭置



49 一花澤・兵藤F騙窩の虜置法一 49

を必要ざするこさは一般に認めらるム所である。叉根管は出來るだけ通過性になつて居つてほ

しいのである。但し根端に近く歯髄の一片が無菌歌態に於て残されるこさは必すしも不良の結

・果を來すものではない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　a。前準備　前掲の様な方法によりて下顎第一大臼歯の遠心根からは歯髄が抽出せられ，叉

カーrブローチ」によりて根管が根端に至るまで旗大されたミすれば，次には組織の創片や，血

液なさを除く目的で可及的刺戟性の少い藥物例へば過酸化水素，2％棚酸水，叉は0・1％「リ

ヴ．ノr・ル」水で根管内を洗條するか，叉は清毒綿なり，日本紙なりを捲いて探針に同じ藥液を

つげで拭つでもよい。檜垣氏は同じ様零目的に0・5％「クロラミン」Chloramin水溶液を賞用

して房る。帥ち本液を根管口に滴下し，探針で「ボンプ」作用を行ひ根管内を洗ふのであゐ。次

で綿花で藥液を吸取し，．同じ方法を2，3同も反復すれば根管内は清潔εなる。同じ様な目的

に「アレチホ）レミン1を使用するこさは賛成出來ない。之は其中に多量の苛性「アルカリ」を含ん

で居り，組織は腐蝕する性があるからである。

　要するにこんな揚合に根管内を清撮するには組織を毫も障碍しない藥物を使用するこミが絶

封に必要なので，從つて張力なる消毒剤や防腐剤を用ひるこεは何等利益する所がないばかり

でなく將來に於ける組織の治癒機轄を遅延せしむるに過ぎない。か〉る見解よりすれば根管内

を清掃するには寧ろ生理的滅菌食盤水叉はリンゲル氏液の様なものが遙かに優つて居るε思

ふ。

　次には根管内の漁氣を去るこさであるが，此目的には通例探針に捲いた綿花叉は日本紙を使

用して居る。併し此際石鹸で洗つた位の指頭で綿や紙を捲いたのでは假令綿花や紙は清毒さ

れてあつても根管内に細菌を移植する恐が大である。理想的な方法さしては豫め多撒の探針に

綿を大小色々に捲いたものを小さな硝子管内に1本づ郎入れ，之を脱脂しない綿で密栓し，高歴

滅菌器の中で完全な滑毒をして貯藏し置き，之を1本1同限りに使用すればよい。叉日本紙で

製つた所謂「パピーヤスピッツ。」Papierspitzeの清毒’せゐものも理想的である。此黒占に就ては

杉山氏の論文「根管充填」（歯科學報第42巻，第12號，昭和12年12月）を参照せられたい。

　根管内の漁氣を除いナこなら今度は乾燥するこεであるが，之には「アルコール」叉は「アセトン」

を附けて熱氣を途る方法が一般に行はれて居る。此際溝毒せる「パピーヤスピ．ツ。」等で「アルコ

ール」を根管に附けるこざには我々も異存はないが，熱氣を途るに普通の「ゴム」球の附いた「ホ。

トエーアシリンヂ」Hot－air－syringe，　Warmluftb1且ser殊に屑片用「シリンヂ」Chip－syringe

を使用するこεは維封に質成出來ないξ此者は清毒が不可能であるから内部が甚しく不潔ミな

り易く，從つて感染を起さしむる危瞼が極めて多い。「ゴム」球の晶側に「ヴァルヴ」Valveの附い

たものもあるが之ミて五十歩，百歩である。厘搾室氣を以てする電氣氣銃Elektrische　Warm－

luftbl蕊serは熱氣が常に一方のみから途られるから比較的に用ひるに足るミ信する。又我々が

　日常使用して居る氣銃は全部金属製で，煮沸潰毒が出來るから（1％Tカリ」石鹸水で煮沸する
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がよい）「ゴム」球のついたものよりは遙に安全であるけれさも，熱氣を途るか叉は創片を吹き

飛ばす力は多少劣るざ云ふ鋏鮎がある。

　　エヴ・ンEvan．氏の根管乾燥器は或る程度有歎であるが，あまりに熱し過ぎ1ヒ銅線を根管内

に永く入れるざ却つて生活組織を障碍する恐がある。叉短波叢生装置によりてミラーの探針の

末端より閃光を登せしむる根管乾燥法はあまりに作用が張烈に失する弊があるので使用を避け

たがよい。

　b・根管壁の密封1根管壁叉は複雑なる根管分岐等の部に残留せる歯髄片蛇に象牙質の歯細

管等を密封して，將來感染の起るこさを豫防しやうざする目的に，樹脂の「クロ・ホルム」又は

「アセトン」溶液を管壁に浸潤せしむる方法を推漿するものがある。併し之は感染根管の治療後

に於けろ揚合ミ異りさ津で必要ざは思はれない。若し之を行はうミすれば勿論根管は出來るだ

け充分に乾燥されてあらねばならゆ。肩さなれば極めて僅に漁潤して居るだけでも樹脂は全く

管壁に浸潤しないからである。

　、根管⊆D草乞燥が出卒たら・探針に樹脂液をつけて根管内に途り「ボンプ」作用により之を管壁に

附著せし剃、次で熱氣を逡りて「クロ・ホルム」叉は「アセトン」を揮散せしめる。樹脂溶液が實

験上生活組織に障碍を與へないこさは前述の通りである。

　c．「クロロパーチャ」と「ガッタパーチャポイント」の憲用　「クロロパーヂセ1の濃稠液をミラー探針

叉は適當なる根管充填器につけて根管内に途り，「ポンプ」作用によりて之を根端部に充填す

る。此際「クロ・ホルム」の揮散するに從つて「クロ・パーチャ」の濃度に攣化を來し，「ガ．タパー

チャ」は漸次根端孔にまで到達する。但しあまり充填器を深く入れるさ更に進んでは根端外にま

で逸出するかち注意せねばならぬ。次に豫め用意して置いた，根管の長さミ大さの一致した

「ガ。タパーチャボィント」を取々），其尖端に少しく「クロ・パーチャ」をつけて之を根管内に入れ，

上方より充填器を以て一定の歴を加へ，適當の所まで歴入する。此際「ポイント」の尖端が根管

の上部でお躇儀をしてし津はぬ様注意せねばならぬ。　　　　　　．、　　．　　　　　　，

　根管の長さを測定するには根管旗大時に使用したカー「ブローチ」を以てすうか，叉はミラ

ー探針に紙小片をつきさしテこもの，叉は此目的に作られた根管測定器を慮用し，他方には「レ

ントゲン」爲眞を封照するがよい。勿論許されるここなれば根管内に豫め針を播入して之を「レ

ントゲン」爲眞さなし，之によりて根管の長さを定めるこミは良法である。けれさも，唯あま

りに複雑な仕方はそれが假令良法であつても臨躰的に實行が困難であるから，考へものであ

る。叉實際問題ざして正しく根管の長さを測定した所で果して爾後の充填が我々の企圖する様

に根端孔蔀まで過不足なく行はゐべきであるかさうか，嚴密に云は黛之は先づ不可能ざ見てよ

いさ思ふ。即ち多少の過不足が生するのが99％で，あざの1％位は先づ偶然の出來事ざ云ふ

のは酷評ではないらじい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（未完〉


