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歯髄ならびに根管治療に関する基本的考察

一わが教室の22年間にわたる実験的研究の結び一　（完）

東京歯科大学病理学教窒

臨謹魂羨 覧 護学博塁終響議讐

協同研究者72名
（全員氏名は別に列記）

　第五　感染根管の清掃および根端穿通の意i義

　感染根管の清掃は，器械的清掃（根管拡大）と

化学的清掃とに区別される。前者は，もつばら根

管壁に附着残存する壊疽組織片，炎症性滲出液の

凝固物細菌集塊などの有機質ならびに根管壁の

感染象牙質を切除し，後者は，この方法によつて

も除去困難なる部分（根管壁の凹凸部，副根管，

側枝，根尖分岐など）の壊疽組織片，細菌集塊な

どを清掃するもので，通例臨床上，両者は不可分

的に施行されるものである。

　余らは，かかる根管清掃と根端穿通とを含めた

一連の処置の真の目的または意義を，つぎの如く

要括いたしたいと思う。

　（一）根管内および根管壁に残留する持続性感

　　染源の除宏

　（二二）　根端病巣e慢性歯槽膿瘍）の炎症性滲出

　　物およびガス排出口の確立

　（三）根管充填剤の生物学的性状浸透口の設定

　従つて，これら一連の処置がもし不完全に実施

された場合には，たとえ，生物学的性状のいかに

優秀な根管充填剤が応用されても，所期の効果を

挙げることは絶対に不可能である。このため，本

処置は，できるかぎり充分にこれを施行すること

が緊要であり，その完否が治療成績にもたらす影

響はきわめて大きい。とくに，上記（二）は一般

外科手術における膿瘍の切開と全く共通し，その

充分なる切開は，組織に与えられる器械的外傷の

損害を越え，速やかに良好なる転帰をもたらしめ

るうえに不可欠なものである。

　また，この処置の完否が，根管充填剤が根端附

近組織に及ぼす生物学的性状の発揮条件をきわめ

て顕著に左右する竜のであり，その代表的なユ例

をつぎに掲げたいと思5。

　第31図は，犬の下顎左側第四小臼歯Cので，

　　　　　　　　第　31図
　　感染根管治療を施された犬の下顎歯牙（陪）

　　　　　左．近心根　　　右．遠心根

これは14日間にわたり歯髄腔を開放し，根端病

巣の成立をレントゲン的に確認したのち，近遠心

両根とも同時に，東京医科歯科大学鈴木賢策教授

C939）により創案された，いわゆるアンモ轟ア

銀療法を隔日4回施行し，トリオヂンクパスタを

充填，95日間経過したものである。以上の如く，

処置条件は両根とも全く同じであつたが，ただこ

の治療に際して，近心根でぼ根端が穿通され，遠

心根では未i穿通であつたo　　　　　　　　　　一
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第32図は，その近心根で，本図を見ると，根

　　　　　　　第　32図
　　　　　　鎗31図の近心根

b一

一a

　　（犬・18　トリオジンクパ玖タ　95日経過）

　　　a．逸出した充墳剤を包被する線維性結合織

　　　b．歯槽骨の増生

端の穿孔部から充填剤の一部が根端外に圧出され

たが，その周囲はよく線維化した厚い増生結合組

織によつて完全に被包され，なんら異常は見られ

ない。手術当初，レントゲンによつて明らかに認

められた根端病巣は，いまや完全に消失しジ歯槽

骨の増生もきわめて活溌に行われ，全く良好な治

癒転帰をとっている。

　ヒれに反し，第33図は，その遠心狼で，図に

見られるとおり，その治癒成績は前例に比し著し

く遅滞している。すなわち，根端附近にはなお明

瞭な円形細胞浸潤が広く残留し，’附近の結合組織

はまだ幼若な霧粗構造を呈している。かつ，病巣

のために破壊された根端周囲の歯槽骨は，いまだ

ほとんど修復されず，このため広い骨腔を残して

いるのである。

　以上を要するに，余らは，感染根管の清掃なら

びに根端穿通の月的または意義について，在来の

知見をさらに拡充し，既述の三項目を併せて提唱

するしだいである。

　　　　　　第六　根管消毒の意義

　感染根管治療史において，根管消毒とくに，薬

物的根管消毒が占めた分野はきわめて大きく，本

瀞史ぼ別に購剤の発達史と申してもあえて過

言ではないかと思われる。

　第　33図
第31図の遠心根
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一a

ト灘鑑灘．
　　　（処置法および経過期間は前図と同じ）

　　　a．円形細胞浸潤
　　　b．残留する骨腔を充たす懸粗な結合織

　従来，かかる消毒剤の主な所要性状として，

（1）起炎菌および嫌気性菌に対し，強い殺菌性

を有すること，（2）強い滲透性を有すること，

（3）組織親和性を有すること，（4）持続的薬効

作用を有することおよび（5）壊死組織，膿汁な

どの存在の影響の少ないことなどが挙げうれ，こ

の目的に該当するものとして各種の石炭酸剤，沃

度剤，クロール剤，ホルマリン剤，銀剤，化学療

法剤などが主として利用された。

　そして，前記の根管の器械的ならびに化学的清

掃と薬物的消毒効果の判建方法としては，臨1床的

に（イ）根管内包摂綿線維の薬液臭残存，着色消

退，滲出液の減少，（ロ）滲出液性状の良好化，

（ハ）自覚的ならびに他覚的炎症状の消退と，顕

微鏡的には（イ）滲出液塗沫標本上の諸細胞所見

による治療傾向および（冨）根管内容の細菌培養

成績の陰性化が挙げられた。

　しかし，はたして前述の各消毒剤が所要性状

（それらの一部は全く相反するが如き関係を有す

る）をよく具備し，また一方，上記め消毒効果判

定基準がいかなる程度の確実性を有するかについ

ては，よくこれを実証するに足る有力な病理組織

的ないし組織細菌的研究が従来全く見られなかつ

た。

　ところが，当教室で行われ癒本問題についての
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一蓮の広汎な研究業績は，これらの点について，

多くの詳細な新知見を明らかにすることができた

のである。

　（一）　各種消毒剤の根管内における殺菌効果

　各種根管消毒剤の殺菌効果に？いては，

mayrhofer（1908）以来，多数の研究者によつて

報告されたが，これら業績における検査方法は，

つぎの二種に区別される。

　（1）　in　vivoによる検査方法

　これは，臨床上，感染根管内に包摂した綿線

維，ペーパーポイントについて，治療時毎に細菌

培養試験を行い，あるいは根管内滲出物を細菌的

または組織的に検査し，殺菌成果を調査する方法

である。

　（2）　in　vitro『による検査方法

　これは，感染根管内から分離された各種の細菌

を試験管またはジヤーレ内で培養し，これについ

て消毒剤の殺菌成果を観察する方法である。

　しかし，上記の各検査方法は，真の効果を判定

すゐ上に重大な欠陥を有することが認められる。

すなわち，前者は，根管消毒実施後きわめて短時

目（1～2日）の状聾しか一般に襯察し得ず，ま

た後者は，生体内の状態を離れた一基礎研究で，

各種の臨床的実情については全く考慮が払われて

いないのである。従つて，これらの成果を直ちに

実際，臨床上に応用された場合の成果に結び付け

て論ずることは，決して妥当ではない。

　かような在来の状勢に鑑み，当教室で行われた

細菌的，病理組織的ならびに組織細菌的綜合研究

は，現在までほとんど不詳に近かつた分野を開拓

し，多くの意義深き新知見を明らかにすることが

できた。

　すなわち，その第一は，計74名（男子43名，

女子31名）の臨床悪者の感染根管89例におい

て，現在一般に広く使用される，ホルモクレゾー

ル，フエノールカンフア馬ユージノール，ペニ

シリンポイン1・またはマイシリンポイントを用い

て，通法により根管消毒を3～13回実施し，．こ

れに対して，上述の如く，細菌的，病理組織的お

よび組織細菌的方面から多角的観察を行つたとこ

ろ，以下のごとき主要知見を得ることがでぎたの
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である。

　　まず，根管消毒を数回にわたつて実施すること

により，自発痛，打診痛，圧痛，冷および温反

応，歯齪の腫脹発赤の消退，歯牙弛緩動揺の消失

などにより，消炎の目的が達せられ，根管充填を

実施し得る状態と認められた70例の根管につい

て，直ちに細菌増養試験を実施してみると，その

うち大部分の52例が陽性を示している。また，

この70例の根管を，最短1時間，最長69日後，

再び細菌培養試験を行うと，全例とも陽性であり，

かつその陽性度は，前回に比して一層高度とな

る。

　しかも，近年臨床上でしだしこに広く応用されつ

つある，ペニシリンポイントおよびマイシリンポ

イントの包摂例では，他の3種の薬剤に比して陽

性度の増進が明らかに著明である。

　また，根管治療回数の多少とその直後における

細’菌培養成績の陽否，あるいは陽性程度との問に

も，なんら密接な関係は見られない。

　つぎに根管消毒処置が一応終了した場合，その

根管内を病理組織的に観察すると，74例中，66例

にまで感染性汚物の残留が見られる。しかも，こ

の残留程度は，治療回数が3回，4回および5回

の各群の闇に何ら特別な差異ぽなく，また，臨床

上根管消毒の目的が達せられたと認められた例

と，然らざる例との間にも，汚物残留の程度につ

いて特に差異は見られない。まず，根借治療終了

時，細菌培養試験成績が陰性を示した18例にお

いても，その16例にいずれもかかる汚物の停滞

残留が見られる。また，根誉内汚物の残留は，一

般にペニシリンポイン1・およびマイシリンポイン

トの応用例においてとくに顕著である。

　さらに，組織細菌検索を行うと，根管消毒剤を

包摂した根管でも，一般に低位では根管壁の深膚

にまで細菌の寄生が見られ，高位になるほど表層

に多く寄生するようになる。しかし，根管腔内で

はとくにかかる区別は明らかでない。

　また，ユージノールおよびフエノールカンフア

・一 ?ﾛ例では，根管壁に残留寄生する細菌がペニ

シリンポイントおよびマイシリンポイント包摂例

，に比して明らかに少く，これは前者の細菌発育抑
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制効果が，後者よりも持続性であることを示すも

めである。

　第34図は，フエノールカーフア炉を以て隔日

　　　　　　　　第　34　図

　　感染根管消毒後，分岐根管内部よび壁内に
　　蠕鋸，残留する細菌（グラムワイゲルト染色）

a一

一b

　　　　　　禰蓋轄ノ
　　（38才男子L生　フエノールカンフアー5回，

　　7同経過う
　　　a．分岐根管内の組織破壊片および紬菌
　　　’b．根管壁内の細菌

5回消毒後，7日を経過した根管所見（グラムワ

イゲルト氏組織細菌染色）で，これをみると，分

岐根管内および根管壁に細菌の残留が認められ

る。

　また，第35図は，ホルモクレゾールを以て隔

．日3回消舜後，，同じく7日を経過した根管壁所見

で，浅層め部分は大体に細菌を認め得ないが，深

層に向うほど歯細管内に幡露する細菌の増量が明

らかに観察される。

　第二に，抜去されに感染根管歯60例を，37°C

艀卵器内で保蔵しつつ，前記各消毒剤の消毒効果

を上述と同じ方法で多角的に観察すると，まず，

フエノールカンフアー，ホルモクレゾールおよび

ユージノ・一ルでは，1回ないし2回後大部分の例

が培養試験にて陰性を示すが，これは見かけ上の

無菌状態で，1～2週間経過後薬効の消失ととも

に再び陽性となり，いわゆる根管の輸：感染を呈し

てくることが認められる。また，他のペニシリン

ポイン1・，ストレプトマイシンおよび本実験に新

たに加えられたホモスルフアミン剤の例では，終
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　　　　　　第　35　図

感染根管消毒後，根管壁の潔層の歯紬管内に

残留する紬菌（グラムワィゲルト染色）

鷺

一b

　　　　∴1懲繋懸饗

　（31才女子L≧ホルモクレゾール3回，7日経過）
　　　a．根管壁の浅層で，，ほとんど細菌を見ない部分

　　　b．深層の歯細管内に残留する細菌

始陰性成績を得ることができない。そして，この

ような根管内細菌の消長により，消毒効果を判定

すると，フエノー・ルカンフアーが最もすぐれ，以

下，ホルモクレゾール，ユージノール，ペニシリ

ン，ホモスルフアミン，ストレプトマイシンの順

である。

　さて，以上の諸成績は，これをつぎの如く総括

することができる。第一一に，現在行われる感染根

管の薬物的消毒効果は，一般に考えられるほど有

効なものでなく，主として表在性であり，かつ一

時性である。ことに，ペニシリンおよびマイシリ

ンにおいてこの傾向が多い。第二に，根管消毒が

完了した場合施された細菌培養試験の成績は，決

して根管内細菌感染の実情を立証するものではな

い。第三に・根管潭毒剤効果の減退とともに・根

管壁の深部や白塁質小窩などに潜居した細菌は，・

再び繁殖増大をはじめる。これが，従来論議され

た，いわゆる根管再感染の実相と思考される。第

四に，現在のいかなる消毒剤でも，解剖的ならび

に組織的に複雑，微細な構造を有する根管の完全

消毒を達成することはほとんど不可能である。さ

らに，第五に，感染根管の消毒は，薬物による直

接殺菌作用と，一方には，根端附近組織の自然治

癒機能を活溌化ならしめ，根管内細菌の発育を防
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ぎ，ひいてはその完成を図る間接殺菌作用との両

者を巧妙に活用することにより，はじめてその目

的を達し得るものと信ぜられる。

　要するに，これらの研究成果は，感染根管に対

する薬物的消毒効果の実態を明らかにし，これに

対する正当なる認識を明らかならしめたものと考

えるしだいである。

　（二）根端部炎症の治癒経過と根管内細菌感染

　　　　の消長

　前述のとおり，惑染根管に対する薬物的消毒

は，決して一般の机上に推定されるが如き，完全

なる効果を挙げ得ないことが明らかとなつた。

　しからば，さらに進み，治療後期間の経過とと

もに，かかる残存細菌は，いかなる消長を示すか

にっいて，一連の実験成績を検索すると，その知

見はまことに興味深く，ひいては，合理的感染根

管治療の基本方針を示唆するが如き感を深からし

める。

　犬の多数例に上る実験的感染根管の治療（充填）

完了直後の根端附近組織を見ると，ほとんど全例

に亘って，根端部歯質の外傷，歯根膜の充，出血

乏限局的壊死歯槽骨の外傷など，治療時の理化

学的刺戟による傷害が認められる。ことに，それ

らのうち，歯根膜の変化はもつとも顕著である。

　そして，根管には，とくに根端に近い部分の壁

および分岐根管内に，細菌の蠕鋸残留がきわめて

高率に鏡検される。

　しかし，期闇の経過とともに，上述の外傷性変

化はしだいに消退するとともに，根端附近組織の

自然治癒機能による再生修復が漸現するようにな

る。

　犬の実験的感染根管をペニシリン，ストレプト

マイシン，ホモスルフアミンにて2～3回消毒後，

水酸化カルシウムパスタ，または酸化亜鉛パスタ

を充填，35目闇経過せしめた多数例について根端

附近組織の治癒進行状態を検索すると，その約

27％は，炎症は完全に消退し，きわめて良好な成

績を，同じく約27％は，ほとんど良好な成績を，

残余の約46％は，なお炎症を残し，不良な成績

を示した。

　しかし，これらの例を組織細菌的に検索する
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と，根管内および壁内に細菌感染を全く証明しな

かつた例は全然なく，すべての例はいずれかの部

位に細菌の幡鋸を伴っていた。とくにその最も多

い感染部位は，白垂質小窩および分岐根管内で，

以下，主根管内，根管壁深層，同じく浅層，根端

部病巣内の順であつた。しかレ；根端附近組織治

　　　　　　　　　へ癒の進行度と，細菌感染の程度とは，前記白墾質

小窩内および分岐根管内を除いては，比較的明ら

かな平行関係を呈し，両者の相関性が認められ

，る。しかしながら，一方において，根端附近組織

の治癒進行は，つねに細菌の消長に先行している

点を考察すると，これらの残留組菌はしだいに組

織の治癒に従つて消滅せられてゆく運命にあるも

のであり，言いかえれば，治癒進行の主導性は根

端附近組織の治癒機能がこれを有し，紬菌は，そ

の抵抗減弱に際してのみ活動の機会を与えられる

にすぎず，治癒進行に従い，好個の培養基たる炎

症性滲出物，組織破壊物などの減失と，一方には

活溌なる白血球の活動とにより，やがて完滅に導

かれるものである。

　（三）各種消毒剤の根端附近組織に及ぼす影響

　消毒剤の根管内応用に際しては，その殺菌的効

果と同時に，薬剤自体の根端附近組織に及ぼす影

響について考慮されねばならないが，従来後者に

ついての病理組織酌研究は，きわめて低調で，こ

とに近市登場を見た抗生物質の応用所見について

は，まだ全く不詳の状態におかれていたと申して

も過言ではない。このため，当教窒では，約250

例による犬の実験的感染根管に対し，現今応用さ

れている代表的消毒剤として選ばれたフエノール

カンフア，ユーヂノール，ホルモクレゾール，20

％ホモスルフアミン，7COO単位油性プμカインペ

ニシリンGおよび50mg／ccストレプトマイシン

をそれぞれ包摂し，8日ないし30日後その根端

附近組織の変化を鏡検したところ，多くの興味あ

る知見が得られた。

　これによると，根端性歯牙支持組織炎の治癒機

転が，かなりよく促進されたのは，ユージノ・一ル

を最高とし以下フエノールカンフアー，ならびに

、油性プロカインペニシリンの順であり，一方，ス

　トレプトマイシン，ホモスルフアミンおよびホル
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘモクレゾールの場合には，むしろ薬剤の刺戟に：よ

ると思われる治癒進行の阻害が注自された。

　しかしながら，大局的に見て，消毒剤による治

癒状態は決して完全なものではなく，炎症性浸潤

と肉芽増殖ならびにその線維化が主なるものであ

り，最良の治癒状態としても疲痕化根管息肉の成

立以外にこれを望むことはできなかつた。，そし

て，優秀なる生物的性状を有する根管充填剤の応

用によりにじめて，炎症のため破壊された歯槽骨

が完全に修復し，あるいは白奎質様組織の新生に

よる根端孔の自然閉鎖が成立して，完全なる治癒

状態の達成が得られたのである。

　第36図は；犬の実験駒感染根管に対して，フ

　　　　　　　　　第　36　図

b

鰭消毒剤を包摂した場合の所見（1）

a

　　（犬17魂フエジ」ノレカンフブー3珀経過）
　　　　a・棚iして諺く線維化した根管息肉

　　　　b．軽度の細胞浸潤

エノールカンフアーを隔日3回包摂し，最終の包

摂のまま31日間経過せしめた例で，もつとも良

好な治癒をなした場合である。

　根靖附近の炎症巣は，ぽとんど治癒し，現在軽

度な細胞浸潤をその一部に残しているに過ぎ’な

い。そして，：増殖した肉芽は，根管内の一部に進

、入し，比較的よく線維化した状態にある。

　第37図は，同じく実験的感染根管に対し，油

性プ官カインベニシリシを隔目2回包摂し，最終

の包摂のまま30日間経過せしめた場合で，同様

に良好な治癒を示した1例である。炎症巣は全く

治癒し，線維化した根管息肉の成立も起つたが，

　　　　　　第　37　図

．根管消毒剤を包摂した場合の所見（2り

188

一一

一b

　（犬　一列　油悼プロカインベニシリン30日経過）

　　　a．根管息肉
　　　b．歯槽骨の再生

まだその表面は潰瘍状を呈し，ひとたび再感染の

襲来に際しては，防備態勢のきわめて不安定なる

ことが痛感される。歯槽骨の再生もはなはだ低調

である。

　これに対し，第38図は，同じく油性プ官カイ

　　　　　　　　第　38　図

　　　根管消毒後5根管充蟹剤を応用した場合

b一

a

　C犬　L互　油性プロカインペニシリン，水酸化

　　カルシウムパヌタ34日経過）

　　　a根端孔の自然閉鎖
　　　五歯槽骨の増生

ンペニシリンを隔目2回包摂後，直ちに水酸化カ

ルシウム滅菌水パスタを充填し，34日聞経過せし
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めた例である。治療当初，レソトデン的に立証さ

れた炎症は，完治したのみならず，歯槽骨はほと

んど旧状にまで再生され，かつ白垂質様組織の新

生による根端孔の自然閉鎮が完了し，完全なる治

癒状態が成立している。　　　　’

　以上，第37図および第38歯は，根管消毒剤

および充填剤の根端附近組織に対する治癒促進作、

用の関係を，きわめでよく実証する1例である。

根管消毒剤の治癒促進的影響は，その殺菌効果の

みによつて招来するものか，または，薬剤自体の

生物的性状によるものか，さらにあるいは両者の

併合によるものかは，いま直ちにこれを確言し得

ないが，要するに，根管治療の最高目的からすれ

ば，治癒促進の一補助手段であつて，従来多くの

臨床家が根管の薬物的消毒効果に寄せた期待には

明らかた過信的なものがあり，今日かかる誤れる

概念はこれを是正し，以上の事実に立脚した正し

い認識が改めて発足されねばならないと信ずる。

　第七　根管治療後治癒経過のレントゲン所見と

　　　　病理組織所見との関係

　従来臨床上において，根管治療後根端附近組織

に惹起される治癒経過の良否の判定には，レント

ゲン所見がもつとも信頼性を有するものとなされ

ていた。しかしながら，本問題についてすでに発

表された多くの業績は，いずれも病理組織的検索

の裏付がなく，単にレントデン像よりみた机上の

推定にすぎず，はたして実際にそれらの成績に対1

しどの程度まで信頼をおきうるか否か’について

は，少なからぬ疑問が残されていたのである。

　かかる疑問の解決について，首題のもとに当教

室で行われた一連の広汎な研究は∫いまだ内外に

その発表を見なかつた多くの知見を明らかにし，

とくにレントゲン診断の正しい在り方について明

確なる裁定を下すことができた。

　すなわち，まず基礎研究として，犬に実験的に

成立せしめた慢性根端性歯牙支持組織炎ならびに

その自然治癒機転についての病理組織像は，人歯

牙におけるそれらと基本的に全く一致しているこ

とが明らかにされた。ついで，かかる実験的慢性

根端性歯牙支持組織炎およびその自然治癒変化に

関する主要レントゲン症候，すなわち，透影巣の
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在否と形状ならびに歯槽硬線および歯根膜線の発

現または消失を，病理組織籐ときわめて多数例に

つき精密に対比の結果，在来の一般知見上にきわ

めて重要な改訂が加えられた。まず，根端病巣の

在否についてのレントゲン的確診率は決して絶対

性のものでなく，約5％前後の誤診率を伴うこ

と，歯根膜線とくに歯槽硬線の発現または消失

は必ずしも従来信ぜられているごとく，歯牙支持

組織の健全または病変を表象するうえに絶対的信

頼度を有するものではなく，往々実情と全く相反

する場合があること，透影巣についてのレントゲ

γ症候と根端病変の病型ならびにその治癒機転の

組織像との間には，相関関係が成立せず，したが

つてその境界に関する特徴から，かかる病型また

は治癒機転を診断することは不能と考えられるこ

と，ならびに，‘根端性歯牙支持組織炎の経過期間

と透影巣のレソトゲン症候との問kは顕著な関係

は見られないが｝一般に境界移行型は経過の短い

方に，限界型は経過の長い方に頻度が高いようで

あること，さらに，レントゲン立体観察でも平面

観察の場合と同じく．，炎症の病塑，治癒または進

行機転などを診断すべきレントゲン特徴を見出し

得ないことが明らかにされた。一方，根端病巣周

囲の骨梁排列は透影巣の形状との間に密接な関係

があり，もし，レントゲン診断が今後この方面に

進路を見出すならば，炎症病型の診断に対しても

薯しく効果的になることが推測されたのである。

要するに，現段階では，従来諸家が述べているよ

うに，レントゲン症候から慢性根端性歯牙支持組

織炎の病型，治癒機転などに関する病変の内容を

判断することは，誤りであることが，はじめて実

証された。

　つぎに，感染根管治療後の経過について，レン

トゲン所見と病理組織所見との関係に関する知見

を明らかにするため，まず，犬に実験的に成立せ

しめた感染根管160例に対して通常臨床上で行わ

れている治療的処置を2回ないし4回実施したの

ち，水酸化カルシウムパスタ，ヨードホルムパス

タ，蝦製マグネシアパスタあるいはトリオジンク

パスタを充填，さらに8日ないし98目の各期闇

を経過後動物を致死せしめた。この間，髄腔開放
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時，根管治療前，根筍充填時ド飼育中，および死

後など3回ないし5回にわたりレントゲンi撮影を

行い，これらの像の移行酌変化によつて，治癒成

績を判定し，これを病理的治癒成績と対照したと

ヒろ，似下の重要な知見が明らかにされた。

　まず，綜合成績をまとめて表示すると，つぎの

乏おりである。　　　　　　　　　　　　　　　「

　本表のレントゲン所見の経過による治癒成績の

判定は；（イ）根端部透影巣の形態の推移，（＃）そ

の大きさの変化，（ハ）透影度の濃淡などを基礎と

して行われ，病理組織的治癒成績は，（イ）炎症性

変化の有無または程度，（P）根端部支持組織の再

生修復の進行度などを基準としたものである。

，しかるところ，一本表の、とおり，両者の成績は必

ずしも一致せず，レン、トゲン診断の正診率は69・4

％であり，誤診率は30．6％を示した。

　また，この齢ンげン像において（イ）透影

’犬の実験的感染根管治療後治癒経過のレントゲン所
　見と病理組織所見との関係てカツ納は百分比）

判
定
さ
れ
た
治
癒
成
績
・

病
理
組
織
所
見
に
よ
つ
て

良好なる
もの

やや良好
なるもの

不良なる
もの

計

レントゲン所見によつて判窺さ
れた治癒成績

鷺なう鷹鷺醍網計
　16　㌦
（64．0％り

　7（28．09り

　　2
』（8．0％）

25

　14
（35．0％）

　22・
（55．0％）

　4（10．0％）

40

　12
（12．6％）

　31
（32．7％）

　52
（54．7％⊃

95

42

60

58

160

巣の縮小あるいは消失（ロ）同じく透影度の減少

　（〉・）歯根膜線幅径の正常化および（二）歯槽硬

線の再現などの綜合所見は，病変の好転を示唆す

’る重要な資料となり得るが，これら個々の所見独

自では，決定的な判定資料とはなり得ず・同様に

　（イ）著明な透影巣の残留，伊）透影巣の増大

（ハ）透影度の増加などの綜合所見は，病変の悪

化を示唆する重要資料となり得ても，個々の所見

』独自では決定鮒な判定資料となり得ないことが明

らカ1ビざれ泥みなお，そのほか，透影巣中に出現

する骨梁陰彰の熊度も，綜合判定資料の一つとし

’て採択されるべきものと認められたのである。

ユgo

　従って，余らは，感染根管治療後レントゲン診

査による治癒状態の判定には，前記の諸資料によ

る綜合判断が必要であり，わずか一回のレントゲ

γ診査のみからかかる判定を行うことは不当で・

少くとも2回以上のレントゲン撮影による所見に

ρいて上述の綜合判断が行わるべきことを提唱す

るしだいである。

　さて，かくの如く，レントゲン所見から・根端

附近組織の治癒状態を判定するにあたり，予想以

上に多い誤診を招来した主要な理由は，（1）レン

トゲン診査は，軟組織の態度を明らかになし得な

いことと，一方には（2）根端附近組織の炎症の

治癒経過と骨の再生修復状態とが，つねに必ずし

も平行するもめでなく，両者がほとんど関係なき

が如き状態を示す場合がしばしば実在することに

ょるものと考えられる。すなわち・この実験にお

いて，レントゲン的には治癒成績には治癒成績良

好またはやや良好と判定され，組織所見ではそれ

が誤診と判明した例が全例の10．0％ないし12・

o％あつたのに対し，レントゲン所見により治癒

成績不良と判定され，組織所見によりそれが誤診

・と判明したものは，じつに45・7％に上つた事実

は，上記の関係を有力に裏付けるものである。

　第39図はレントゲン診断では治癒成績が不

良で，病理組織診断では良好な治癒状態を呈した

一例である。レントゲン際（A）に，犬の歯髄腔

を41日間，開放した所見で，右から第一，第二，

第三，および第四小臼歯の順である。各歯根端に

は，いずれも境界不明の小豆大前後の透影巣が成

立している。（B）は，7000単位油性プ冒カイン

ペニシリンを以て隔日2回，根管消毒後同じく本

剤を充填し，31日間経過したのちの所見である。

　各歯根の透影巣は，その大さを増大あるいは縮

小するとともに，比較的明瞭な限界を呈し，前記

の第三小臼歯のそれも，大さの増大と境界の明瞭

化が明らかで，根端に著明な病巣が成立している

ことが充分によく推定される。しかしこの根端附

近の組織像を見ると，根端周囲の歯槽骨が炎症の

’ため高度に破壊されたまま残留するが，この内部

『は’C’ 鰹ﾇを伴わない髪粗な結合組織によつて完全

に充され，円形細胞浸潤は，わずか根端の一部に
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　　　　　　　　　　　　第　39図
犬の実験的根管治療後治癒経過のレントゲン所見と病理組織所見芝の関係

r

治療開始前（41日間歯髄腔開放）

下顎左側第三小臼歯近心根（矢印）

端附近の病理組織豫

治療後＄1日目（動物致死時）
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が明らかとなった。なお，

％1，誤診率は35．8％であつた。

　人の感染根管治療経過のレントゲン所見と病理

　組織所見との関係（カツコ内は百分比）

　これをまとめて表示すると，

つぎの通りである。

　そして，この研究でも，例数

が前者に比して必ずしも充分で

ない点はあつたが，犬の実験的

感染根管治療に於いて述べられ

た成績と全く同様の諸知見が得

られ，従つて前記の諸考察もま

た，人歯牙の場合に対しても全

面的にζれらを適合し得ること

　　　　この際の正診率は64．2

　（犬「6九油性プロカイン〈ニシリ1ン31目経過）

　　　　a．骨腔を充たす懸粗な結合組織

　　　b．根端孔部に限局して残留する円形細胞浸潤

限局して残つているにすぎない。すなわち，この

炎症巣は意外にも良好な治癒的傾向をとつていた

のである。

　つぎに，感染根管を有する，22才ないし（3才

の患者計42名（男子37名，女子5名〉に対し，

ホルモクレゾールまたはバシトラシン加マイシリ

ンにより，通法の如く2回ないし8回にわたつて

根管消毒後，水酸化カルシウムパスタ，トリォジ

シクパスタあるいはガツタパL・一チヤー，ク冒ロバ

・一 `ヤーを充填，最短13日，最長421目の各期

間を経過してから根端切除手術により採取した根

端部組織片の鏡検成績と，治療開始前根管充填

直後および根端切除直前に撮影しだレントゲン像

にょって判定された治癒成績との対比において

電，前述と同じ関係が明らかに認められた。
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　第40図は，レントゲン診断では治癒成績が不

良であつたが，病理組織診断では良好な治癒状態

を呈した一例である。これは，49才男子の上顎右

側前歯部で，レントゲン像で一番左の残根が犬歯

である。’A）は，根管治療前の状態で，根端附近

の歯根膜線がやや拡大し，かっ境界不明となつて

いる。（B）は，ホルモクレゾールを以て，隔日4

回根管消毒後，水酸化カルシウムパスタを充填し

た直後の状態で，前記の歯根膜線はさらに拡大，

不明瞭となり，歯槽硬線もほとんど消失するに至

つた。さらに（C）は，充填後35日目の状態で，

根端部には境界のやや明瞭な半米粒大透影巣が成

立し，歯槽硬線も依然消失を来たしている。以上

のレントゲン的経過は，根端部に炎症巣が成立

し，時甲の経過とともに，逐次増大していること

を思わしめ，治癒成績は決して良好と認められな

いo
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　　　　　　　　　　　第40図
人の根管治療後治癒経過のどントゲン所見と病理組織所見との関係

　治療開姶前　　　π　’根管充墳直後一

上顎右側犬歯（矢印）根端附近の病理組織像

C－一

b一 a

　（49才男子旦1フk酸化カルシウムパスダ35日経過）

　　　a．骨腔を充たす緻密な線維性結合組織

　　　b．歯槽骨一’

　　　6．根端孔部

　しかるに，（C）の状態の病理組織像を見ると，

炎症のため破壊された根端周囲の歯槽骨は，なお

ほとんど再生されないため広汎な骨腔が残留して

いる。．しかし，炎症はほとんど消退し，骨腔は，

緻密な線維性結合織によつて充たされており，良

好な治癒成績が萌らかに見られるのである。

　さて，以上の二連の研究から，根管治療後経過

について声従来十般に知られていた，レントゲン

i庫候からの判定方法は，予想以上の適確性を伴あ

ないことが明らかにされるとともにゴ従来のレン

トゲン所見に基ずく判定標準は明らかに行き過ぎ

であり，レンドゲン診断本来の使命に立ち返って

再発足をはかるべきことが明瞭に示唆されたしだ

ユ92

検査資料採取直前

　　この点について，余らの多数に上る両者の病理

組織所見を比較，綜覧すると，これらは，治癒機

転において基本的に一致していても，人の根端附

近組織に認められる治癒的反応は，犬のそれに比

して一般に発現程度に貯いて低調であり，同じく

速度においてもまた遅滞していることが深く感ぜ

られる。言いかえれば，種々なる炎症性刺戟に対

しても，また治癒促進性刺戟に対しても，人の根

端附近組織は犬のそれに此して，明らかに感受性

が弱く，従6てこれらに対する反応もまた緩慢な

発現状態を示すのである。

　第41図は，犬の実験的感染根管に対し，根管

　　　　　　　　　第　41図
　　　　犬の実験的感染根管治療後の治癒所見

・いである。

　第八’9犬の実験的感染根管治

　　　　療成績と人の感染根管

　　　　治療威績との比較

　犬の実験的感染根管治療から

得られた研究成績を実際臨床上

に適用しようとする場合，まず

犬および人の根端附近組織にお

1ける生体反応の強さならびに速

さの異同に？いて充分な考慮が

払われねばならぬ。

鱗

・－

’－

　（犬　一釧　水酸化カルシウムパスタ54日経過）

　　　a．逸出充墳剤を包被する新生硬組織

　　　b．歯槽骨の活濃な増生　　　　　　　　・

の拡大ともに3000倍リ・ミノール液にて，綿密に
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消毒と清掃を施し，化学用純水酸化カルシウム滅

菌水パスタを充填し，54日間経過したものであ

る。根端穿通孔から，多量のパスタが根端外に圧

出されたが，この周辺には線維性結合組織が活溌

に増生するとともに，パスタは著しく新生した硬

組織によつて完全に包被され，で種の根端孔自然

閉鎮がすでに完成されている。同時に，．この線維

性結合組織中には骨の新生が活溌に起り，また炎

症のため破壊された周縁の歯槽骨にも薯明な増生

による修復が行われつつある。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　一方第42図は，25才男子の上顎左側中切歯

　　　　　　　　第’42図

　　　　入の感染根管治療後の治癒所見

b一
『a

（25才男子11水酸化カルシウムパスタ195円経過）

　　　a．逸出充楓剤を包被する新生硬組織
　　　b．残留する円形細胞浸潤

で，これ鴎バシトラシン加マイシリンを以て通

法のごとく隔日2日消毒後，前例と同じく，化学

用純水酸化カルシウムパスタを充填・195戸間経

導たものである6麻離灘きわめて良好
で；験禁料鐸取時には臨床騨を姪治と謬肺

た。さて本図を見ると，パスタは，根端穿通孔れ

から一部外方に圧出され，前図とよく類似した状

態にある。そしてこのパスタの周囲にはやはり，

前図と同じ状態に硬組織が新生し，その周縁を包

被している。しかしながらジその新生は著しく低

調であり，従つて，根端孔の完全閉鎖にはまだほ

ど齢状態であることが観騨れ祝ま鵡欄
周囲の炎症はほとんど消退しているが，線維華聞

には所々になお円形細胞浸潤がi残り，さらに周縁

歯槽骨の再生修復は薯しく進捗しでいる。

　すなわち，、人の歯牙では，犬の歯牙1と同じ充填

3噸

剤がほぼ同じ状態のもとに填塞され，しかも前者

’は後者の約4倍以上も長期間経過したにも拘ら

ず，その治癒変化の進行状況は，全く逆の関係を

，呈している。

　一以上は，水酸化カルシウムパスタ充填に際し，

人の根端附近組織と犬のそれとの聞にとくに顕著

な差異を示す代表例の一つを掲げたものである

が，さらに，犬の治療実験にて水酸化カルシウム

「パスタが充填された計42例中，根端孔自然閉鎖

の成立は実に24例（全例に対する百分比，57．1

％強）であり；かつ，そのうち，充填後8日間を

経過した8例中4例ではすでにその完成の途上に

あつた（うち1例はほとんど完全閉鎖）。また，

充填後52日ないし59欝を経過した34例中2◎例

が根端閉鎖を起しガうち9例は完全閉鎖に属し

た。　　　「

　また，犬の治療実験にてトリオジソクパスタが

充填された計57例申，．歯槽骨の活溌な増生によ

り，歯根との骨性癒著を起した例が4例（3例は

充填後63日，1例は95日経過）認められたが，

入の歯牙では，尭填後60日以上経過した例が7

例あつたにも拘わらず，すべてにかかる所見が全

く見られなかりた。

　要するに，犬の実験的感染根管治療と人の感染

根管治療とに際して認められる根端附近組織の治

癒変化を比較すると，後者は，炎症の消退が割合

『に緩慢であるばかりでなく，とくに白璽質様組織

の増生による根端孔自然閉鎮の成立と歯槽骨の再

生修復とにおいて，薯しく低調かつ滞渋の傾向が

認められる。従つて，犬の実験によつて得られた

研究成績を実際の臨床患者に適用しようとする場

合にほ，この点に充分なる考慮が払われねばなら

．ぬと儒ずる。

▽第九含理的感染根管治療法の在り方

　感染根管治療法は，一・般の外科的創傷療法とは

．なはだしく趣きを異にし，不全滅菌状態のもとに

，処置が遂行されねばならぬ。すなわち，現在一般

に施行されている根管消毒法では，ほとんどその

効果の及ばざる深奥の組織間隙（分岐根管，歯細

管，一白皇質小窩など）には，組織壊疽片とこれに

二寄生した多数の病原菌が持続性感染源となり，つ
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ねに根端附近組織に脅威を与えているのである。

しかも一方，根端附近組織は，かかる環境下にお

いてなおかつ単に炎症の消退とそのために破壊さ

れた組織の再生修復とをはかるのみならず，’さら

に他の創傷治癒に見られざる特殊形態の成立，．す

なわち；白聖質様ないし骨様組織の新生による根

端孔の自然閉鎖を完成し，外来の為害性刺戟の再

侵入を阻止することに向つてつねに必死なる努力

を払つているのである。しかしながら，炎症の被

害を受けた組織は，健全な組織に比して，治癒機

能の発…揮が遅滞かつ低調乏なる傾向が多い。

　感染根管治療は，かかる状態にある組織の自然

治癒機能を入為的に促進し，出来得るかぎり迅速

に上記の完全治癒状態を達成せしめることに，そ

の主眼が置かれねばならない。

　根管充填剤は，以上の目的を有する感染根管治

療においで，’”もつ’ども重要なる役割習寅ずるもの

であり，緬決して根管の単なる器械的閉鎖のためζ

あるものではない。すなわち，充填剤はその生物

的性状によつて根端附近組織の自然治癒機能を促

進し，速かにかつ完全なる治癒の達成をはかるも

めである。しかしながらプ充填剤はその成分の相

異によつて当然生物的性状を異にするもので，従

来臨床上で広く賞用された充填剤のうちには，往

々にしてかかる性状の不完全なるものが少くな

いo

　余らが，明らかになし得たもつとも優秀なる生

物学的性状を有するものは，水酸化カルシウム，

1・リオヂンクパスタ（花沢），1％パラホルムセメ

ント（花沢）および蝦製マグネシアの4種であ

る。　　　　　’　　一

　つぎに，根管の拡大と穿通は，根管内の持続性

慈染源を器械的に排除するのみならず，一方には

かかる充填剤の機能が完全かつ有効に発揮される

ことに対してきわめて重大な関係を有する。もし

’この操作が不完全なる場合，いかに生物学的性状

の優秀なる充填剤を応用しても，決して所期の成

果は挙げられない。

　充填技術は，治癒の進行に対して二義的なもの

であり，もし充填過剰または不足に行われても，

優秀なる生物的性状を有する充填剤では，・根端附
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近組織はかかる状態に即応した完全治癒形態を成

立する。

　薬物的根管消毒は，前記の治癒機能促進に対し

て補助的役割を有するものであるが，往々その殺

菌作用と根端附近組織の化学的刺戟作用とは，功

罪において紙一重のものがあり，その効果を過信

のあまり，、これを乱用する場合には，かえって治

癒の進行が阻害される。

　さらに，薬物的根管消毒の回数は，治癒効果に

対して二義的なものであり，また，治療後経過期

間の長短も，決して治癒の進行と比例するもので

はない。

　以上要するに，根管治療とは，感染創において

消炎のみならず，特殊なる完全治癒形態の達成を

促進するためのものであり，従つて根端附近組織

の自然治癒機能の高度なる発揮に向って全力が集

中されねばならぬ。そしてこのためには，上記の

各i操作の意義がそれぞれ正しく理解され，いやし

くもその誤信によらて同組織における治癒機能の

発揮が人為的に阻害されることがあつてはならな

いのである。

　　　　　　　第十　結　　　び

　（1）種々なる歯髄ならびに根端部の炎症性

疾患に認められる自然治癒変化を綜覧すると，つ

ねに，二っの共通機転の発現があげられる。第一

は，炎症らまたは外傷によつて破壊された組織の

、修復で，第二は，外界に露出され，または，1露出

、きれようとする組織の最表層を新生組織にょつて

被蓋し，外界よりする炎症性刺戟の再襲から，内

部組織を保護しようとする機転である。そして，

これらは，全身の他の各所（皮膚，粘膜，角膜そ

の他）において，外界と交通を有する創傷に際し

認められる治癒機転と，基本的には全くその軌を

一にする。

　（2）各種の歯髄，ならびに根管処置の目的

は，かかる自然治癒機能の発現を活溌に促進し，

従来のごとき完全な治癒転帰の達成を，能うかぎ

り速やかにもたらしめることにある。

　（3）　歯髄覆軍，または根管充填に応用きれる

薬剤は，かかる目的に対して，もつとも重要な役

割を果たすものである。すなわち，歯髄覆軍剤，
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または根管充填剤の生体組織に及ぼす生物学的性

状の質的，ならびに量的優劣が，’ ﾂねに，治癒成

績の良否を決定する基本的要素をなすものであ

　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　（4）生活歯髄の抽出された歯牙においても，

また，感染根管を有する歯牙においても，根管処

置が合理的に実施された場合，，根端附近組織は，

　（1）に述べた治癒順序を達成するため，活溌な

自然治癒機能を発揮する。そして，両者の完全治

癒状態は，若干の末梢的相異はあつても，基本的

には全く同様である。なお，これらの場合，既述

の組織被蓋は，白垂質様，ないし骨様組織新生に

よる根端孔部ゐ閉鎖によつて成定される。しか

し，往々，疲痕化結合組織の増生を以て，かかる

硬組織の新生に代えようとする傾向も認められ

る。

　（5）　しかし，実際に個々の例では，根誉処置

に際して，根端附近に認められる完全治癒形態

は，主として充填技術，根管の拡大程度，または

穿否，使用充填剤の生物学的性状などによつて，

毎常一様でなく，種々なる場合が観察されるが，

結局，これらは，5種からなる基本型の単独ま

たは併合発現である。

　（6）乳歯の生活歯髄抽出後，ならびに感染根

管ρ処置に際して認められる根端附近組織の治癒

機転は，形態的に，永久歯のそれらと全く同一で

ある。

　（7）感染根管において，解剖的ならびに組織

的に複i雑，かつ細密な間隙内（分岐根管，歯細管

深部，白肇質小窩など）に幡露する病原菌，1なら

びに壊疽組織片などは，現在一般に行われる器械

的，ならびに化学的清掃，および薬物的消毒では，

決して，完全に撲滅，または排除され得ない。そ

して，これらは，持続性感染源として，つねに，

根端附近組織に脅威を与えているのである。

　（8）感染根管療法とは，かかる不完全滅菌状

態のもとに処置を遂行し，しかも，根端附近組織

の完全治癒形態の成立を図らねばならないもので

あつて，一般外科創傷療法とは，はなはだしくそ

の趣きを異にする。

　（9）　従つて，感染根管療法では，理化学的方
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法による直接殺菌作用のほかに，間接殺菌作用の

充分なる活用が重視されねばならぬ。

　　この場合における間接殺菌作用とは，根端附近

、．組織の自然治癒機能を人為的に高度に促進して，

前記の持続性感染源による影響を，よく凌駕克服

　し，㌧可及的速やかな消炎と，完全治癒状態の成立

　とにより，潜在菌に生存と，繁殖との余地をなか

　らしめ，その自然的絶滅を期する方法である。

　（10）感染根管治療に際しては，充填剤の根端

附近組織に対する治癒促進性が，他の処置の場合

に比して，一層重要なる意義と，使命とを有する。

そして，従来，一般に使用された多くの薬剤中，

かかる性状のもつとも優秀なるものは，水酸化カ

ルシウムパスタ，トリオヂンクパスタ（花沢），

1％パラホルムセメント（花沢），　および蝦製マ

グネシアパスタ（小林）である。

　（11）これらの充填剤は，その治癒促進作用に

おいてジおのおの特殊性を有し，根管治療に際し

ては，それぞれの場合の目的と状態とによく適応

した性状を具備する薬剤が選択されるべきであ

るo

　q2）根管の拡大穿通の目的は，（イ），根管内

における重要な持続性感染源の除去，（ロ），根端

炎症巣よりの滲出物，ガスなどの排出，および，

（ハ），充填剤の生物学的性状の充分なる滲達とに

あg，もし，この処置が不完全に実施された場合

には，たとえ，優秀なる根管充填剤の応用に際し

ても，’所期の治癒成績は決して得られない。

　二（13）薬物的根管消毒は，根端附近組織治癒機

能促進に対し，補助的な役割を有するものである

が，この殺菌作用と，組織に対する化学的刺戟作

’用とは，功罪においてまさに紙一重の関係にあ

り，薬物の効果を過信して，これを濫用する際に

は，かえつて根端附近組織の治癒進行が障害され

る。

　（14）根管充填技術（充填剤の過不足、，およ

び薬物的消毒回数は，治癒効果の良否に対して二

義的のものであり，また，治療後の経過期間の長

短に対し，治癒の進行は決して比例するものでは

ない。

　（15）根管治療後の治癒経過に対するレン，トゲ
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ン診断と，病理組織診断とは，しばしば一致を見

ないことがある。．そo原因は，、，車ζして，，（イ）

レγトデン蜘まデ軟組緯の態度を明らかにし得な

いこと；（導）病理組織所見上，骨の再生修復が，

炎症の治癒に必ずレも相件うものでないことが挙

げられる。　　．、　　　．、，　．．，　　　ノ

　（16）．根管治療後の治癒経過に？いての：をン、｝

ゲン診断は，従来，，認載された各種レントゲン症

候の綜合的判定によるべきであ窮個々の症候独

・自は，・決して決定的なi判建資料となり得ない。し

かも，少くとも，2回以上のレントゲン綜撮影に

よる所見について，：，上罷の綜合判断が行われるべ

きである。

　（17）　人の感染根管治療後，：根端附近組織に認

められる治癒機転は，，犬の実験的感染根管治療後

におけるそれに比して，そり発現度において低調

であるばかりでなく，進行度においてもまた緩漫

である。とくに白要質様組織の新生による根端孔

自然閉鎖の成立，および歯槽骨の再生修復の両点

においてこれらが薯明である。言いかえれば，炎

症性刺戟に対しても，治癒促進性刺戟に対しても，

、人の根端附近組織は，犬のそれに比して，『はなは

だしく感受性が弱いo

　（182理想的歯髄ならびに根管処置の碓i立は，．

各治療操作の意義が，病理組織的にそれぞれ明確

に解決され，かつ，、これらに立脚した良心的治療

処置が，つねに，臨床において実施されることに

よつで，はじめてその達成を見るものである。
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　殊式会社，肺よび而蚕イζ学工業株式会社の学術研究奨

　励金の後援に負うところがきわめて深く，この機会に

　文部省当局各位，日本歯研工業株式会社長大塚豊美氏

　松風陶歯製造株式会社長松風憲二氏，ならびに而至化

　学工業株式会社長申尾清氏の各位に対し満腔の謝意を
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