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種々なる根管充」眞に關する實瞼的研究（第四購告）

「トリオジンク」糊剤を以てせる根管充填
惰

東京歯科讐學專門學校病理學研究室
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　第一　抜髄の状態

　先づ抜髄の駄態を通覧するに多くはカー「リーマー」を以℃根管を獲大したるを以て完全に除

去せられ’たるものは77根管，梢≧完全なるもの6，不明1，歯髄の残留しナこるもの12例で，輩

に抜髄針のみを以てせる揚合よりは遙に其成績可良である。

　而して歯髄の残留せる歌態は色々で或は根端に近く一部分に過ぎざるこ鷺あり，或は比較的

大部分で所謂低位切断の駄態にあるものもあつ弛。其申組織の生存せる場合は6例，壌死（凝

固壌死）せるもの4例，孚壌死せるもの2例を算する。

　但し人類の歯牙の揚合ミ異り残存歯髄の生否が直に根端組織に影響を及ぼすものではない。

何ざなれば犬の歯牙にありては常に分岐根管が其0）間に介在するからである。勿論残存歯髄の

生存せる揚合には（但し6例霊も根端に近い一小部分のみが残留し旗に過ぎなかつた）之に連綾

せる分岐根管内の歯髄も生存して居つたのであるから，通例歯根膜は健劇犬態に止まつたので

ある。

　次に残存歯髄の壌死せる4例中3例く第18例遠心，第20例，第56例近心）は根管の申央叉は

下方3分の2位の所で切断され，凝固し糊犬態にあり，其下方の分岐根管内の歯髄は生存せる
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ため歯根膜に何等悪い影響を及ぼしてゐない。若し我々が臨躰上所謂歯髄切断術を施し’た際か

かる結果を來し此ミすれば，理想的ではないが先づ成功ミ見て差支ないざ思ふ。唯我々は爾之

より進んで更に根端部に改造が行はれ，根端孔が新生白垂質叉は新生骨によりて漸次閉鎮せら

るふやうになるこεを期待するものであるが，之は今日の駄態より見て，時日を経過するに從

つて必すしも不可能な事ではないらしい。他の1例〈第47例遠心〉にありては根側壁穿孔部よ

り見る影響によりて根端歯根膜に強度の炎症浸潤を來したるのみならす，残存歯髄自髄にも多

少の炎現象を止めてゐた。

　残存歯禮の牛ば壌死せる2例（第8例近心，第42例）中前者は歯髄の量少ぐして，根端組織

に影響なく，後者は下方3分の2位の所で切断され，且根管壁より剥離せられた翻犬態にある

さ共に，分岐根管内の歯髄は二三崩壌したものありて，之よりする歯根膜への細胞浸潤を見る

に至つた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　為
　第二　象牙質削片乃至歯髄組織破壌片の残留

　「リーマー」使用後清掃不完全なりし結果ミして根管内に象牙質創片乃至歯髄組織の破壊片が

混在残留し牝る例は総数4◎例であつた。其申象牙質閉片の量多き揚合には「ヘマトキシリン」

に濃染して現はれるので第2表には之を軍に象牙質削片ざして記載した。勿論此外にも象牙質

削片，組織片が充填材中に混入して居る例，或は端根部より遙に距わたる根管の上部に残留して

居る例はかなり多かつたが，之は組織の治癒機轄霊殆ん曹關係を有しないので列爆しなかつ

ブこ。

　從つて弦に云ふ所のものは量の多少こそあれ，何れも充墳材の先頭に位し，或は残留歯髄言

或は分岐根管内の歯髄ざ，或は「リーマー」による穿孔部を通じて歯根膜組織さ接鯛しておる揚

合のみである。而してか，ふる創片の存否ε根端に於ける病獲の有無輕重ミは何等因果的關係を

認めるこざは出來なかつた。

　象牙質の削片が歯髄乃至歯根膜の組織に封して所謂組織親友性鎚w¢bsfreundlichであるこ

ざは既に第3同報告（象牙削片を以てせる根管充填）に於て述べた所であるが，本例では「トリ

オヂンク」糊剤ざ併用せられ淵犬態にあるので，明に糊剤殊に其中の主成分たる「パラホルム」、

の作用を受けて，象牙質削片軍猫の場合霊は全く異れる關係にあるこεは當然のこさふ思はれ

るのである。換言すれば此場合には象牙質創片は組織に封する親友性を現はし又は骨様質の新

生を促進ずるが如き作用を殆んさ嚢現して居らないのである。

　第三　「リーマー」の破折に關する所見

　根管の籏大操作を行ひつ〉ある途中にカーrリーマー」の破折を來したる例は総激6例（第

14例闘近心，第26例血遠心，第34例［Z遠心，第40例Lb第43例ユ」，第45例劃）で，其歌態
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を類別する鷺根端外に突出せるもの3例，然らざるもの3例であつた。前者の中2例は其尖端

骨質中にまで到達し，1例は軍に軟組織のみに限られた。而して71乃至77日後の所見による

に「リーマー、は何れも結繍離の被膜によりて被はれ其周園に極めて或1ま比較的輕度の細胞浸

　　　　　　　第　　119　　．圖　　　　　　　　潤を見るのみにして何等憂ふべき病攣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の瀾係を見るに第45例劃（第119圖〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にありては「リーマー」により生じたる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　之に接する軟組織は全く簸痕化して完
　f
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全な冷治癒を見せてゐる。第40例（第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86圖）も亦前者ざ極めて類似の攣化を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミq　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　來せるも，其改造機轄殊に骨の添加は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圖）にありては骨は「リーマー」により

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て穿孔せられたる原歌を維持し，何等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。羅b　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改造機轄の行はれたる歌態を認めざる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も，骨が壌死に陥れるやの疑は存在し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないざ思ふ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　余等は以上3例の所見に基きて臨躰
　d
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上若しも「り一マー」なり叉は抜髄針，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　探針の如きものが根端外に突出せるま

　　a．「り一マー」破折片　b．懸粗なる歯根膜組織
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま破折したり霊するも，制腐的乃至防
　　c．血管d・薪生添加されすこ白聖質、e・繊維性被膜

　　£薪生しすご欝槽骨g本來の歯槽骨　　　　　腐的に當を得たる塵置を施し得たり登

せば比較的無害の状態に止まる場合ありざ云ふこミが出來るミ思ふ。但し是等の實験例では歯

冠の大部分を豫め創去して封合歯亡の衝突を失はしめたのであるから，此結果を直に我々の臨

鉢例に適慮せしむるこ霊は困難であらう。郎ち例へば人の大臼歯に於て若し鋭利なる「リーマ

ー」の尖端が根端外に突出したま」歯冠の補綴をなし，封合歯ミ充分なる咬合を螢ましめ得る

やうにし弛さするざ，恐らくは咀囎歴のために根端が繕えす刺戟されて，慢性炎を起し，術一

層複雑なる病攣が現はれるかもしれない。

　後者自Pち根端外に「リ」マー」の突出せざる3例中第26例匡（第54圖）の遠心根管ε第43例

』〈第12◎圖〉の根管ざにありては「》一マー」の周園には多量の象牙質劇片乃至歯髄片を止め，

糊剤はかなり根管の上部に充填され牝ガけであつたが，分岐根管内の歯髄は何れも生存せる結

果毫も歯根膜に炎症浸潤を見なかつたのである。更に第14例司の近心（第31圖）では「リーマ
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a

　　　第　　120　圖

　　第43例，第28號犬

ユ1，手術後77日目，擾大6．5倍

　　　　　　a．破折し字こる「リーマー」

せられたるものを良ざするざ，其総根管数96例中37例を算した。次に充墳材さ籏大せられたる

根管壁ざの間に多少の間隙を止めたるもの，叉は或る一部分に象牙質削片乃至軟組織片が介在

して居るものを稽㌃良電すれば其数は19例に及んだ。又根管に近く募牙質創片なさが充填材

の先頭に存在せるため，叉は然らすして，僅かに填塞の不足なりしものは15例，’之よりも梢㍉

多く不足したものが7例，根管全長の4分の1以上も不足したものが18例に及んだ。以上の

諸例中更に充墳材が中途に於て断維したるものは6例あつたが，此事は勿論充墳の結果に何等

の影響を與へなかつたのである。然るに梢ミ良さして算せられ・たる19例中，根端穿孔せられ

たる3例（第3例，第4例，第49例司遠心）にありては充填材ミ管壁ざの間に増生せる歯根膜

組織が進入して之を包園するが如き歌を呈するに至つ弛。

　充環の僅に不足なりしもの15例に就て見るに其中11・例1ま何れも根端を穿孔せざりしものに

して，象牙質削片乃至軟組織片の介在せるものに屡し，2例は歯髄片残留じて殆んき壌死せる

揚合，残りの1例（第15例周近心）（第121圖）は根端穿通ぜられたるも充填材は根端にまで至旺

達せす，僅に間隙を止めたる結果，歯根膜組織が息肉歌をなして根管内に少しく増育して來た

ものであつた。而して此場合息肉それ自膿は爾多少肉芽の構造を有するも，之に接せる浪端組

一」は根端に近く破折し，其側方に新に根

、端外に穿通管が形成せられ，之を通じて

糊剤は根端外にまで墜出せられたのであ

るが，此揚合に於ても破折せる「リーマ

ー」の尖端に残留せる分岐根管内の歯髄

は明に生存して居るので，之よりする歯

根膜への影響は少しも認められなかつ

ナニ。

　要するに「ウー∀㌘」の破折せる6例に

ありては其尖瑞が根端外に突出せるざ否

ミに拘らす何れも何等憂ふべき障碍を残

さなかつたこざは注目に債ドる事實ざ云

はねばならぬ。

　第四琵根管充填の歌態

　糊剤による根管充墳の歌態の良否を正

しく匿別するこさは甚だ困難であっiた

が，先づ根端穿通の有無に拘はらす，「リ

ーマー」によりて籏大せられたる根管の

長さに一致し，正しく管壁に接して墳塞
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　　　　　　　　　　　第　　121　　圖　　’　　．　　　　　　織は全く治癒して何

　　　　　　第15例・「訊近心根端附近・第33圖参照，撒ζ　　等細胞の浸潤を見な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いこミは，成績かな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りに優秀なりさ云ふ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ霊が出來るのであ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b　　充填材が根端に近

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き部分に於て稻丸多
　一窒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く不足した場合は前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記の如く7例である

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が，其中3例（第23

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例劉近心，第50例「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠・亡、，第52修F∬匠）をま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d　　　　　　　C
　　　　蝦管内の瀦物　　h根端睡質　　　　　何れも根端不穿孔の
　　　　α全く搬痕化ぜる根端組織　　d・稽く嶽痕化ぜる息肉　　　　　　　もので，かなり多量

の象牙質削片乃至歯髄片が糊剤の先頭に墳塞されてあつた。更に此3例の分岐根管内の歯髄は

生存して居たが，内2例は僅に根端に炎性浸潤を件つた。次に7例中の残りの4例（第13例区

近心，第28例匿，第36例劃近心，第45例劃）は根端に穿孔せられたるもので，内初めの2例

　　　　　　　　　　　第　　122　　圖　　　　　　　　　　　（第122及び123囲）は

　　　　　　第13例，区・近心根端部根館肉，擾大97倍　　　糊剤の先頭に象牙質削

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片乃至歯髄の破片を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稽支多量に止め，一方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歯根膜は息肉状をなし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て根管内に進入し來

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り，其先端は組織創片

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ相接鰯し，他方根管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b　　壁ざは全く組織的に結

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合して其面に僅に類骨

　d
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c　組織を添加せんざする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歌を示して居る。思ふ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に今後時日を経るに從

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つて組織は盆く癒痕化
　　　　a．分岐根管　　h根端た園綾すろ繊維膜

　、　　C息　肉　　d．根管壁に添加ぜられ始め7ころ類骨質　　　　　するざ共に類骨組織を
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・c

b

a

　　第　　　123　　　圖

第28例，匿，根端部，擾大89倍

a．糊剣　　b．象牙質蛇に歯髄削片　　c及d．根管壁

に添加ぜられれる類骨質　　砿象牙質剛片，周園に、

．は類骨質の添加奄見る　　f・息肉

d

e

f

添加して途には自然の根端閉鎖S名く

べき良好な経過を探るものであらう。

　次に第36例の劃近心根では象牙質

及び歯髄の劇片が糊剤の先頭に稽支多

量に存在すゐミ共に，其一部は根端外

にまで押し出されたので弦には至く息

肉の形成を來さす。しかも歯根膜組織

には何等の障碍なく全然細胞の浸潤を

見ないのである。叉第45例の劃で

は「リーマー」の先端が根端外に突出し

たま》根管内で折れたので，多量の組

．織の創片が残留し，從つて糊剤の充填

は當然不足し’たのであつた。併し其結

果は第119圖に示せる通り極めて良好

であつたのである。

　充填せられたる糊剤が根管全長の4

分の1以上も不足したるものは前記の

如く18例の多きに達したのであつた

が，之を類別するミ「リーマー」が根管

釣に於て破折し弛るため糊剤の填入困難なりしもの3例，根端は不穿通の歌態に於て箪に糊剤

0）填入不充分なりしもの5例，抜瞬の操作不完全なりしため歯髄の一部根管内に残留したる結

果に基くもの5例，根端は穿通せられたるも糊剤の填入不充分な㊨しもの5例である。最後σ）

例に於ては何れも歯根膜の組織は息肉歌をなして穿通根管内に進入し來り，弦に種々なる攣化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～を惹起したのであつた。此黙に就ては更に後述するつもりである。

　第五　根端穿通の有無

　「ゾーマ・－」を以て根端を穿孔したるものは延数96例中54例にして，他の42例は不穿孔の

歌態に止まつた。而して穿通の程度は色々で，或は正しく根端にまで達した位のもの（例へば

第6例『の遠心根）あり，或は根端の歯根膜を損傷したりざ思はるふもの（例へば第10例図遠

、心根〉あり，或は更に進んで歯槽骨を貫通せるもの例へば第12例『近心根）あり，或は骨質を

穿ちて鼻腔内にまで到達し弛るもの（例へば第26例ヒL近心根〉なさがある。但し手術の當初に於

て如何なる程度に根端組織が傷けられたりやを正しく制断するこεは，既に一定の時日を経過

したる今日に於ては全く不可能である。例へば第50例「の近心根の如き，手術時に於てはrリ

ーマー」がかなり深く骨質内に至るまで貫通せられたに拘はらす，糊剤の充填著しく不足したる
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結果，根管内は根端より進入せる組織によりて明に改修せられ，叉根端附近は骨の新生，組織

の嶽痕化によりて殆んさ常態に近き構造を示すに至つ・た如きである。但し他方に於ては第1同

の報告に掲げたる第2例匿近心根端附近の如く「リーマー」によりて貫通せられたる骨質は骨の

新生によりて明に改修せられたるこミが認められる場合もある。或は叉第34例匡の遠心根端の

如き「リーマー」が骨を穿ちたるま美破折残留したる例にありては，骨に殆んさ何等の改修機

轄を認めすして其當時の面影を止めたるが如き，或は之ミ極めて類似せる第45例劃にありて

は骨の添加ミ組織の簸痕化による明瞭なる治癒を來せるが如き揚合もある。

　更に「リーマー」を以て根端を穿通したる際象牙質創片，叉は白璽質の一片が破折せる如き駄・

態をなして歯根膜中に押し出される場合（例へば第36例劃の近心の如き）も厘≧認められた所

であるが，之に件ふ有害な攣化は見られなかつづヒばかりでなく，是等の削片は却つて幾分組織

親友性のものミして治癒機轄を促進するやうに思はれた。

　之を要するに「リーマー」によりて根端が穿孔せられた際，歯根膜叉は歯槽の一部は損傷を受

けたざしても，多くは一定期間内に治癒の傾向を辿り，何等認めらるべき程の障碍を残さなか

つナこのである。

　第六　根管息肉

　「リーマー」によりて根端は穿通せられたるに拘はらす，充環材の墳塞不充分なりしため，根

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
端に近く或る程度の室隙を止めたる結果，根端組織が漸次此室虚なる根管内に息肉歌をなして

叢育進入せる例は総数11例に達した。換言すれば濃端穿通後根管は室虚な歌態叉は一部間隙

あ翻犬態に止まりたるもの総数11例に於て何れも所謂根管息肉の登生を見たのである。之

に反し糊剤の充填が多少不足せる蝪合ミ錐，其先頭に象牙質又は歯髄の削片が填塞せられたる

歌態にあり從つて毫も間隙を止めなかつたざき（第36例劃の近心根の如き），或は叉根端穿通

せられたるも糊剤が正しく根管を填塞せるざき乃至は糊剤が根端外にまで押し出されたεき等

には全く息肉の叢生を見なかつた。換言すれば糊剤殊に其中に含まる〉「パラホルム」の影響を

受けたる象牙質削片叉は歯髄組織片乃至糊剤それ自禮は毫も周園の組織によりて吸牧せらる〉

こざなきが故に，彼の吸牧性なる「ヨードホルム」糊剤の場合なさ〉異り全く息肉の生する機會

が與へられなかつたのださ思ふ。

　息肉の大小歌態は色々で例へば第3例到ざ第4例周にありては何れも糊剤は少しく根端外

に押し出され・たが，糊剤ε根管壁ミの間に僅の室隙が存在したるため，恰も糊剤を包園するが如

き状をなして此室隙中に息肉の叢生を見・たのである。之ざ極めて近似の状態にあるは第49例

司の遠心根に生じたものである。叉第15例図近心根，第28例匿では第121及び123囲に示

した如く息肉は比較的に小さく，根端孔を栓塞しておるやうな状態を呈し，第1例巨，第13

例区近心根，第16例動第23例刻遠心根では之より梢㌃大きく，第50例・第51例ではかな，
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　　　　　　第　　　1雛　　　圖

第1例，阿に起れる根管息肉（第4圖参照），振大91倍

d

乱根管壁　　b．息肉中の擾張ぜる血管

c．強き細胞浸潤　　d．赤血球の堆積

a

b

d

C　C

　　　第　　’125　　圖

第51例，図近心根壁の一部，振大107倍

a．管壁に添加ぜられ†こる類骨質　　b．血　管

c．分岐根管の存在する部分　　d．象牙質別片

b

りに根管内に深く進入してゐる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　息肉の構造は色々であるが術明に肉芽組織より成れるものは6例，牛癒痕化せるものは3

例，既に癒痕化せるものは2例である。例へば第1例では第124圖に示せる如く圭εして強度

の細胞浸潤を蒙むれる肉芽組織より成り，中に著しく充血旗張せる血管を多撒に含み，且息肉

の表面には漏出せる赤血球の堆積が見られ，又cの部分では細胞の浸潤強くして梢ヒ膿瘍化せ

んミするが如き歌が窺はれる。更に「リーマー」によりて穿たれたる線管壁は少しく翻犬吸牧を

蒙むれるも亘態細胞は存在せす，肉芽は管壁ざ組織的に結合し，左側根端に近きあたのには極

めて僅に類骨質新生の表徴が認められる。か》る所見より考察するざ木例にありては息肉が近

き將來に簸痕化し，且類骨質を新生して自然の根端閉鎖を來すが如き良好なる轄蹄を期待する

こミは頗る困難ミ思はれるのである。然るに第121，122及び123圖に示せる3例では肉芽は

既に牛ば疲痕化し，管壁に（第123圖では象牙質削片の周園にも）骨質を新生添加しつふありて

豫後の良好なるこε1を暗示してゐる。叉第13例区近心根では息肉の下牛部に同様なる歌態を

認むるも，上牛部は爾著しく充血旗張せる血管を含み，「エオジン」に紅染してゐる。之に反し

第50例「近心及び第51例図近心根にありては息肉は既に全く疲痕化し，管壁に稚支厚層の類
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滑質を添加せるこミは第105圖及び第106圖に示せる通りである。今類骨質の添加状態を更に

精検するに或る部分に於ては管壁に毫も吸牧窩を認むるこミなく，「リーマーっによを）て創去せ

られたま美の宜線状をなせる象牙質上に直に類骨質の添加を來せるこミもあり，或は又普通o）

場合の如く吸牧小窩の上に骨質の添加璽られたるこざもあり・・或は又其等の關係の明瞭ならざ

る場合もある．第125圖に於ては上方では圭ミして象牙質削片の周園に類骨の新生添加を來

し・下方では分岐根管のある部分に吸牧姓の添加を見巽のである。禰して類骨質に接しては造

骨細胞ε魔しき細胞層を認め得るが故に恐らく骨の添加機轄は術今後も縫績する可能性がある

窃である。　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　，

　第七　分岐根管内の歯髄の歌態

　犬の歯牙は其叢育既に完威せる揚合にありては根端に於て多数の分岐根管を有するこミは周

知の事實である。從つて「リーマー」を以て栂端外に穿孔、しても省其穿孔の周園にはかなり多数〆

・の分岐根管が残留するのを常εする。それ故に「リーマー」によ．り℃根端を穿通したるミ否ミに

拘はらす，其中に含まるふ歯髄の生否乃至炎症の有無等は歯根膜の組織に及ぼす影響に重大な

關係を有するのである。而して實験例延数96例申分岐根管内の歯髄の生存したる揚合は78例，

一部崩壌したも0）5例，牛崩壊3例，大部分崩壊3例，殆んさ全部崩壌6例，不明1例であゐ。但

し生存せるもの工中には或は殆んさ正規の状態を保持せる揚合あり，或獄歯根膜に近き側は全

く正常なるも，圭根管に面せる側は充血，炎症に陥れるものありで一様でない。叉一部崩壊ミ

、記載したるは分岐歯髄の大多数は生存せるも其中（？二三のものが破壊されて滲出せる白血球を

a

　　第　　　　126　　　圏

、第42例，匿の根端部，振大77倍

　　　　b　　　　　　　　　　ぐ

ア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d
ム分岐根嘗　も．歯槽骨の一部　C．強い綱胞浸潤　d．分妓根管内に進入ぜる息肉
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含めるものを云ふのである。而して分岐根管内の歯髄が輩に壊死せ翻犬態に攣じたる揚合は殆

んさ之を観察するこミが出來なかつた。

　第126圖は第42例匿の分岐根管を示したもので，分岐根管内の歯髄は崩壌し，其結果根端

の歯根膜に炎症浸潤を來すに至つたのであるが，一方に於ては歯根膜の組織は息肉歌をなしで

分岐根管内に進入し居るのを見るこざが出來る。但しか｝ゐ例は比較的に稀であるらしい。

　第八　根端外に逸出せる充唄材の駄態

糊剤が「リーマー」による穿孔部を通じて根端外に歴出せられたる例は総数36例で，其程度

は極めて僅に根端より歯根膜中に突出せる位のものさ（第5圖の如き）或は之よりも梢ヒ多量に

歯根膜中に突出せるものざ（第6囲の如き）或は歯槽骨乃至骨髄中にも及べゐもの（第73圖0＞

如き），或はかなり多量に歯根膜，歯槽骨，骨髄中に押し出されたもの（第32圖乃至第34圖0＞

如き）叉は鼻腔内に達したもの（第53囲の如き）等がある。而して糊剤ミ周園の組織ミの關係を

見るに其最も良好なる場合に於ては第127圖に示せゐ如く全く癒痕化せる繊維膜によりて包鼠

せられ且糊剤ざ繊維膜ざは「ヘマトキシリン」に濃染せる薄層り），恐らくは石灰化せる境界層に

よりて隔てられてゐる。叉第128圖は遠く骨髄申に押し出された糊剤ざ象牙質創片ざを示した

　　　　　　　第127圖　　　　　第128圖
　　　．第10例，図，蓮心根端擾大72倍　　　　　　　第39例，到，骨髄申の糊齊1，振大74倍

d

C

b

a・根端外に逸出ぜる充翼材の存在し7こる部

分，標本調製時脱落　　b．炎症水腫？た來

ぜる部分　　c．繊維性被膜　　d．白垂質

a

C

a．糊剤の存在しナこる部分

h繊維性被膜　c．象牙質削片

a羅

b。
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d寒、

　　　第　　　129　　圖

第15例，周，蓮心根より骨髄中に押し

出されナこ糊齊1，振大78倍

a

b

C

　　　　a及d糊剤　　b．異物巨大細胞　　c．骨梁材

しざは推定するこざが出來ないのであゐ。案するに，「トリオジンク」糊剤は彼の「ヨードホル

ム」糊剤なさミは異り，全く非吸牧性のものヒして，恐らくは数年後に於ても量的には何等の攣

化を來さないのであらう。　　　　　　　　　，

　「トリオジンク」糊剤の周園組織に及ぼす爲害作用に關しては甑に第1回の報告に於て『余等

億初め「トリオジンクパスタ」の根管充唄を試むるに當り，若し糊剤を根端外に逸出せしめたな

らば其中に含まるム「パラホルム」の作用によりて組織に張度の炎症を起さしめ，且進んでは組

織を壌死に陥らしむるなるべしざ豫測を下したのであつたが，事實は全く之に反して，却つて

無刺戟なるべしこ信じたる「ヨードホルム」食盤水糊剤の如きが永く根端組織に炎症を残し，「ト

リオジンクパスタ」にありては根端組織に封して大鰹に無害に作用し，著しく組織の搬痕化を

促進する力あるが如き結果を得たるこざは余等の全く意外ミし・た所である。』こさを記述し・た

が，唯其當時には實験例が甚だ少数であつたので，確實なる結論を下し得ないこざを附言した。

然るに其後に得たる多数の實験は必すしも毎同かふる良好なる結果を齎らさなかつたのであ

る。印ち糊剤は第127－8圖の如く周園の組織に封して全く無害の歌態に止まり石灰化暦乃至繊

維性の被膜によりて包まる〉場合もかなりに多敷に観察し得たのであつたが，之ざ反封に例へ

ば第129圖の如く糊剤の周園に張度の或は輕度の細胞浸潤を残し，所謂組織の親友性を示さなか

もので，之亦殆んさ完全に搬痕化せ

る繊維膜によりて包園され糊犬態に

ある。更に第129囲にありては前二

者ざ異り，骨髄中に歴出された糊剤

の周園にはかなりに張い細胞浸潤が

見られ，且糊剤に接近して二三の異

物互態細胞が認められる。

　根端外に歴出せられたる糊剤は

手術直後ざ，一定の期日経過後ミの

「レントゲン」篤眞封照によるも，全

く量的の攣化を見るこ言なく，叉組

織像に於ても此糊剤が周園の組織に

よりて吸牧せらる》有様を観察する

こミは出來ない。換言すれば第129圖

の如き糊剤の周園に異物互態細胞を

見るこ言は比較的に稀なる事實で，

よし叉此細胞の出現を見るミする

も，之によりて糊剤が吸牧せらるべ
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つた場合も相當多かつ弛ので，第1同の報告に述べた結論は或る程度之を訂乖すゐの止むなき

に至つたのである。

　第九　根端附近組織の攣化

1．細胞浸潤の有無　　　　　　L　”　　　5
　痕端附近組織に毫も細胞浸潤を認めなかつた例は延総敷96例に封し41例で，輕度の浸潤を

残した‘の1ま40例，中等度の浸潤は11例，強度のものは3例，不明1例であつ・た。最後の不

明なるは（第22例劃遠心）標本調製1寺誤つて根端を失つナこテこめで，強度なるものは第47例匡

遠心根，第55例劃，第56例至」遠心根であつた。而して第47例にありては恐らく側壁の穿孔部

を通じて起れる炎症が根端にまで波及したる結果にして，一他の例ミは全く同一覗するこざは出

來ない．叉第55及第56例で1翻齊Uの充填が極めて不完全であつ葵こざによるのである．中等度

の浸湖を來し・たるもの11例中第1例百，第2例匿，第4例周，第13例「宮遠心根では其範園比較

的に狭く，第7例区遠心，第15例図遠心，第29例到では，梢ヒ遠く根端外に押し出され牝る糊1

剤の周園に租ヒ廣く浸潤を認め，第46例匿，第48例図の遠近心爾根，第57例刻遠心根では細

胞の浸潤廣汎且禰蔓性にして其歌態は甚だ不良であつた。’殊に第48例の如きは雨根ミも膿瘍

化ぜんセするの傾向すら窺はれる。之は全く糊剤の充填の不足，不完杢なるに基因したらしい。

　次に輕度の細胞浸潤を認め得たる例は40例の多きに達したが，其中極めて輕度のものもあ

り，又梢く廣い範園に亙れる例も二三あつたが，何れも大禮に於て不良なものではなく，多く

醐鵜痕依は時日の経過につれて鰍1㈱るらし騨練のである・

細1鹸潤を認めなかつ湖例中8伊旺は根端に穿孔瞬即期例1壌胞形成：を件ひ

たるもの，2例は穿孔後息肉を生じ癩痕化したろもの（第122－123副，1例は糊剤が遠く鼻

腔底にまで押し出されたに拘はらす，其周園は癩痕化したるもの（第§4例匠近心根），2例は穿

孔が漸く根端に達したに過ぎなかつたもの（第36例劃近心根，第52例匠）であつ’た。更に根端

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を穿孔しなかった総数は前述の通り42例であつたから，其申炎症浸潤を件はなかっ弛もの33

例，然らざるもの9例ざ云ふこミになる。

　2．上皮の増殖ε嚢胞形成

第1同の報告に於ては根端不穿通，全く聚性潔潤を件はざる根端輸艮膜中に・極めて・」・なる

嚢胞の登生を見たる2例を掲げ，其成立は分岐根管ざ密採の關係を有レ，從つて恐らくは分岐

根管内歯髄の崩壌に鋸すべきこミを述べたのであつたが，今同の實験例中には其第5例匠の近

心根に於て同様に分岐根管ミ密接なる關係の下に上皮細胞の増殖を認むるこεが出來た。叉同

様に第5例匠の遠心根蛇に第9例「の近心根，第44例劃に於ては其根端にかなり大なる嚢胞

の嚢生を見たのである。而して此3例は何れも根端は「リーマー」によりて穿通せられ，且糊剤

が多少根端外に押し出され・た際に生じたもので，第44例劃にありては嚢壁は大部分厚き橡層

扁卒上皮によりて被はれ，嚢腔中には多量の糊剤を含み，糊剤ミ嚢壁ミの間には無撒の「工方
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ジン」に比較的濃染せる核不明の赤血球様細胞，嚢壁に近き部分には剥離せる攣性上皮，比較

的少数の自血球，組織球なさが見られる。次に第9例「の遠心根にありては複層扁卒上皮によ

りて園まれたる嚢腔内には多歎の室胞を有すろ，rエオジン」に淡染せゐ無構造の物質を含み，

嚢壁に接しては多敷の赤血球，比較的少敷の白血球，攣性剥離せる上皮細胞等を認める。然し

て糊剤は根端より嚢腔の中央に突出し，且一部には壌死せる骨の小片が附著してゐる。更に第5

例匠の遠心根に生じたる嚢胞は最も大きく其内容物は第9例唄の場合鷲極めて類似せるも殆

ん曹赤血球を含むこざなく，却つて組織球が多数に散在する。

　嚢膣を園緯する結締織性の被膜は何れもよく登達し，毫も細胞0）浸潤を認めざるこざは特筆

に償する事實らしい。叉何れの場合にも上皮は結締織に向つて索状をなして増育せる状態を見

す，換言すれば上皮の層は第13◎圖の如く極めて李坦である。嚢壁を圏続する骨は著しく改造

　　　　　　　第　　130　　圖　　　　　　　　せられ，骨梁材の増生によりて稚B緻

　　　　第5例，匠の遠心根に生じすこる嚢胞壁　　　　　密ざなり，其周園には多数の造骨細胞

　　　　の一部，第14圖a部附近，機大98倍
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を認める。然るに嚢壁に接せる骨面に

9

f

e

d

ai嚢胞内容，「エオジン」に淡染する物質

b・嚢胞壁上皮c・細胞成分d・新生骨
e。繊維性被膜　f．破骨細胞　9・骨梁材

a

b

C

は窩款吸牧が行はれ，多敷の破骨細胞

が拉列してゐる。之は現時術嚢腔の増

大しつ〉あるこ霊を暗示するやうであ

る。

　か》る嚢膣は如何にして生じたり

や，」叉其上皮の由來は如何等の諸問題

に封レては研究者の一人松宮が他o）例

鷺共に後臼詳細に報告するつものであ

る。　　　・

　3．歯根膜乃至骨髄に於ける室胞形

　　　成

　穿孔後糊捌を根端にまで叉は根端外

に糊剤を墜出せしめた例にありては，

時に第18，62，102，114圖等に示せる

如く，歯根膜叉は骨髄中に輕度の綱胞

浸潤ε共に大小種々なる室胞の畿現を

見るこざがある。之は恐らく歯根膜叉

は圭ミして脂肪細胞より成る黄髄中に漿液の浸潤したるために生じ’たる攣化で，換言すれば炎

症水腫であらうミ悪はれるが其眞相に就ては不明である。

　第十　骨性癒著
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　「パラホルム」を含める糊剤を以て根管充環を行ふεきは屡丸骨性癒著の起る事は既に第1同

の報告に述べた所であるが，今同新に報告する57例の中で・も實に30例の多きに達した。其程度

は或は髄林底の一部に過ぎぬ事もあり，或は根側にかなり廣く起つ・たものもある。叉前歯部よ

りも常に小臼歯部（但し大臼歯部は實験を試みなカつツヒ）に著しく，根端に起つた例は甚だ少い。

　骨性癒著に關しては研究者の一人關根が後日詳細に報告するこざになつておるので，鼓には

其記載を省略するこざ〉する。

　第十一　根端の攣化　　　1　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　’

　登育の既に完成せる犬の歯牙にありては其根端に通常厚き細胞性の白垂質を認むるもので，

所謂分岐根管は大部分此肥厚せる白璽質中を通過してゐるのである。「トリオジンク」糊剤充填

後に起る根端の攣化ざしてはあまり特筆する程のこミもないが，屡瀧根端の一部に窩歌吸牧が

行はれ（第17囲，第26圖，第111圖c），叉は之より進行せるもの、では象牙質の露出を來し

（第110圖右側），叉は第104，第111圖の如く吸牧せられたる象牙質面に骨質の添加を來して，

骨性癒著を生じ，或は肥厚せる白垂質が宜に骨質ミ癒著せるが如き（第74及77圖）例を見たの

である。之に反して類骨質の新生による根端孔の閉鎖は全く之を認むるこミが出來なかつた。

但し第123－125圓に見るが如き，將來に於てか〉る事あ可能を期待し得る揚合，叉は第104－

105圖の如き管壁に類骨の新生添加によψて根管腔の狭窄を來したる例には遭遇したのである。

　第十二　成績の良否

　如何なる歌態を以て「トリオジンク」糊剤充填の成績可良なり言見倣すべきかは，其標準の異

るに從つて一様でない。併しながら弦には先づ根端不穿孔の揚合にありては分岐根管内の歯髄

は生存し，根端歯根膜は全く常態に止まるもの，根端穿孔の揚合にありては根端組織は全く疲

痕化せるか叉は少くざも其部に毫も炎症浸潤を認め得ざるものを成績可良なりさせば，余等の

實験せる延総数96例，前者は20例，後者は13例，総数33例を算するb叉根端不穿孔にして

極めて輕度の細胞浸潤を認むるもの乃至根端穿孔，叉は糊剤逸出せるも癩痕化の傾向著しく，1

細胞の浸潤極めて輕度なるものをも之を成績可良の中に算入すれば前者は5例，後者は13例

にして総数18例である。之を炎姓浸潤全くなきもの33例ε合計すれば51例ミなり，延総藪

96例に封し53％張にして，第1同に報告せる「ヨードホルム」の種々なろ糊剤乃至第2回に報

告せる「ガ・タパーチア」充填に比して遙に優秀なる成績ミ云はねばならぬ。

　更に細胞浸潤輕度なゐものを梢丸良ミ見徴すさきは其歎22例，浸潤なきも上皮の増殖を來

せるを以て之を稽く良ざせるもの3例，細胞浸潤中等度なるものを梢≧不良ミナれば其敷10

例，細胞浸潤申等度又は強度にして成績不良なるもの6例，炎症浸潤を見ざるも，大なる嚢胞

を形成せるを以て不良ミ見徴したるもの3例，不明1例であつた。

　稿を終るに臨み本研究中多籔の「し！ントゲン」爲眞撮影に絶大なる助力だ辱ふしアこる本校「レン㍗ゲン」室

主任三崎釧、郎學士，蛇に本問題の研究資金ビして御寄附々添ふしれる松風陶歯製造株式會肚々長松風憲二

氏に醤し謹んで感謝の意々表する。


