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従来から第三大臼歯は根管処置が困難な歯牙と言

われている。第三大臼歯は解剖学的な条件１，２）または

歯牙の植立状態などの理由により，修復処置および

根管処置を行うことなく抜歯されることも多い。し

かしながら，歯の移植術が欠損補綴の一方法として

定着しつつある現在３），移植歯として第三大臼歯を

用いる頻度は高くなっており，可及的保存への指向

も高まっているといえよう。こうした現状を踏ま

え，第三大臼歯の保存的対応を目指す上での困難な

理由・問題点ならびにその臨床的対応の要点につい

て解説したい。

１．根管処置を困難にする事項

１）植立状態，歯軸傾斜に起因するもの

第三大臼歯は，咬合面が咬合平面に一致するよう

に萌出するとは限らず，傾斜して植立しているもの

が多い。上條４）は，上顎第三大臼歯では遠心傾斜

が，下顎第三大臼歯で近心傾斜が多く認められ，下

顎では正常植立しているのは約２０％と報告してい

る。また窪田ら５）は，２０歳代の下顎第三大臼歯１０２８

歯についてパントモＸ線写真を用いて詳細な検討を

加えた結果，６６．６％で近心傾斜が認められたと報告

している。

こうした第三大臼歯の植立傾斜に伴う根管処置上

の問題点として，�術野の明視が困難，�防湿が不

確実，�処置用器具の根管挿入が困難，といったも

のが挙げられる。

上顎の第三大臼歯では遠心頬側傾斜する場合（図

１）も多いが，その際は上記事項の�～�のいずれ

もの問題点が該当し，困難性は極めて高くなる。特

にラバーダム防湿時にはラバーダムクランプのウイ

ングが下顎筋突起内側面に接触するため装着が困難

な症例は極めて多い。

一方，近心傾斜の比率が高い下顎では，僅かな近
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図１ 遠心傾斜した上顎左側第三大臼歯。根管処置を行う
場合，根管処置用器具の挿入は著しく困難となる
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心傾斜があると処置操作はかえって容易になる（図

４）。しかし著しいものでは�項に問題が生じ，特

に右側歯で舌側傾斜を伴うと近心根管への拡大用器

具挿入に支障をきたしやすい。

２）歯の形態に起因するもの

第三大臼歯は，大臼歯群の中では劣形なものが多

く，さらに歯冠にくらべ歯根が相対的に劣形であ

る。図２，図３に示した上條６）による第三大臼歯の

歯根の分岐数，および根管数の割合をみると，歯

根・根管形態のバリエーションがいかに多いかが明

らかであろう。

さらに植立部位によっては，エックス線写真を用

いても根管数が把握できない場合も多い。また上顎

第三大臼歯ではフィルムの位置づけが嘔吐反射を引

き起こし，デンタルエックス線撮影自体が困難な場

合もある。とはいえ口外法のパントモエックス線写

真では詳細な根管形態は把握しづらいため，根管

数，根管形態の情報を入手するのは容易ではない。

これら第三大臼歯の解剖学的形態から根管処置上

の問題として，�髄室が相対的に大きいため，根管

口が低位となりその視認が困難，�根管数・根管分

岐の把握が困難，�歯根が劣形なため根管彎曲が著

しい，などが挙げられる。

まず根管口が歯頸線よりも低位に位置している場

合（図５），第三大臼歯は歯列弓最後位に存在するた

め植立方向が正常であっても，髄室開拡後において

直視はおろか髄室内への導光も困難で，特に処置用

器具と同時にミラーテクニックを用いての器具操作

図２ 第三大臼歯の歯根の分岐数（上条４）による）

図３ 第三大臼歯の根管数（上条４）による）
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の難度はかなり高いといえよう。

さらに本歯種には定型的形態がないため，根管数

や根管口形態を予測して望むことができないことが

加わるため，見落としのリスクは相対的に高くな

る。

また短い歯根形態ゆえに根管彎曲度が小さくなる

傾向（図６）があり，さらには根尖１／３部で急激に

彎曲するものも多発するため，根尖孔部への器具の

到達が困難なものの頻度は多歯種よりも高い。

２．第三大臼歯の根管処置時の注意点と対応

１）術前Ｘ線画像診断

歯については，�歯軸傾斜の程度方向，�根管口

部の位置，�根管分岐の有無，�根管彎曲の状況，

などを把握する。また歯の周囲構造物としては下顎

第三大臼歯においては必ず下顎管と根尖との位置関

係を確認する。根管数は把握できない場合も多く，

図５のように比較的広い髄室でありながら根管は不

明瞭ならば，そのほとんどが複数の根管に分岐して

いることを想定して処置にあたるべきである。

当然のことながら根管数が確定できて処置を行う

ことができれば，その精度は高くなる。近年，幅広

く行われるようになってきた CT による画像診断は

有効な手法（図７）で，さらに最近実用化された解像

度が高く被爆線量の低い新しい CT 装置による画像

診断は，デンタルエックス線撮影すら困難な第三大

図４ 近心傾斜した下顎右側第三大臼歯。軽度の近心傾斜
は髄室への導光や，デンタルミラーによる根管口部の
鏡像が視認しやすくなる 図５ 根管口が低位に開口する下顎右側第三大臼歯。根管

口が髄室開拡窩洞辺縁から深く，歯頸線より根尖側に
位置するため，根管口部の鏡像を視認しての処置は極
めて困難を伴う

図６ 近心根の著しい根管彎曲を認める下顎左側第三大臼
歯。近心根の根管口は遠心方向に開口し，さらに歯根
中央部の彎曲度が大きいうえに，歯根が短いため彎曲
半径も小さい

図７ CT 画像と根管処置
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臼歯への根管処置においては極めて有効な診査手法

となる。

２）根管処置環境について

ラバーダム防湿法は口唇を圧排し，容易に術野明

視を可能にする。ラバーダムが装着できると第三大

臼歯への導光，特に髄室内への充分な光量が確保で

き，根管形態の把握の上での確実性が高まる。しか

し上顎歯では前述のようにラバーダムクランプのウ

イングが装着に支障となりやすいが，その際はウイ

ングレスタイプのものを選択するとよい（図８）。

また，ラバーダム防湿が困難な症例においても，

舌圧子の機能を持つ排唾管もあり，特に下顎第三大

臼歯の防湿が困難な症例において有効である（図

９）。

３）根管の拡大，形成，清掃

第三大臼歯は根尖１／３部で急激な彎曲が認められ

るものも多いが根管口部外彎側を拡大することによ

図８ ラバーダムクランプ２種
左：無翼（ウィングレス）型
右：有翼型

図９ 舌圧子の機能を持つ排唾管（ハイジョフォーミッ
ク：J. H. ORSING 製）を使用した根管治療症例

図１０ シャンク長の異なる Gates Glidden Bur（以下 GG と
略）。上：全 長３２mm（ISO 型），下：全 長２８mm の
ショートタイプ（マニー製） 図１１ 標準的なコントラアングル

ハンドピースと GG を装着し
たもの（上）と，２８mm の GG
をショートヘッドコントラ

（下）

図１２ 刃部長の異なるＫファイル。上：２５mm，中：２１
mm，下：１９mm（マニー製）。ISO 型は２５，２１mm であ
る
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り，根管の直線化が図られ，器具の挿入が容易にな

る。本学では，根管口部の拡大に Gates Glidden Bur

（以下 GG と略）の使用を基本としているが，第三大

臼歯の植立部位によっては GG の挿入が困難な症例

に遭遇することもある。そうした場合には全長の短

いもの（図１０）を選択することで，挿入が可能にな

り，根管口部外彎側を効率的に切削することができ

る。またこれに加え，ヘッドも小さなタイプのコン

トラアングルハンドピースを併用するとさらに操作

しやすい（図１１）。

本学では彎曲根管根尖側１／３の手用器具による拡

大では，Ｋファイルを用いたファイリング操作によ

るステップバック形成を基本としている７）。手用器

具による切削においても，用に応じて全長が短い

ファイル（図１２）を選択することも考慮するとよい。

しかし歯の植立方向によっては，手用ファイルの把

持，挿入が困難になることもあるが，最近ではマイ

クロサージェリーを目的とした把持部が長く，角度

を持った製品も幾つか市販されており，第三大臼歯

の処置にも有効である（図１３，１４）。

４）根管貼薬および根管充填

下顎管と第三大臼歯の根尖部の交通が確認できた

場合，知覚麻痺，あるいは異常疼痛を引き起こす可

能性があるので，根管治療薬および根管充填材の選

択には注意を払わなければならない。気化消毒性を

有するホルマリン製剤，あるいは下顎管への溢出の

可能性がある糊剤の使用は控えるべきである。また

根管充填においても加温軟化型ガッタパーチャのよ

うな溢出する可能性がある材品は使用するべきでは

ない。根管充填はガッタパーチャーポイントと根管

シーラーを用いた側方加圧填塞法が基本である。

第三大臼歯の植立状態によってはスプレッダーの

挿入が困難な場合もあるため，スプレッダーの挿入

位置に注意しながら根管充填を行う必要がある。

３．第三大臼歯の根管処置症例

第三大臼歯の活用するため，根管処置を行った症

例を提示する。

図１３ 手術用顕微鏡下の根管処置用ロングハンドルタイプ
の手用Ｋファイル。MC K ファイル（ジッペラー製）

図１４ MC K ファイルを用いた下顎右側第三大臼歯の根管
拡大操作

図１６ ２１歳男性 ウイングレスタイプ
のラバーダムクランプ装着。根管
充填時

図１７ ２１歳男性，術後下顎右側第三大臼歯
図１５ ２１歳男性，術前下顎右側第三大臼歯
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【症例１】下顎右側第三大臼歯を抜髄し根管充填を

行った症例（図１５～１７）

【症例２】下顎右側第三大臼歯を上顎右側第一大臼

歯部に移植した症例（図１８～２３）

おわりに

以上，第三大臼歯の根管処置について処置が困難

である理由と処置時の注意点について述べた。日常

の臨床においても基本的な術式を把握し実践してい

れば，第三大臼歯の難症例に遭遇しても対処するこ

とが充分に可能であると考えられる。今後も第三大

臼歯を保存する必要性は増していくと思われるが，

解剖学的に不利な条件の歯牙について，いかに確実

な根管処置を行うかということに今後も検討を加え

ていきたいと考えている。

本論文の要旨は，第９回東京歯科大学水道橋病院身近な臨

床勉強会（２００１年１１月２６日，東京）において発表した。
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図１８ ４６歳女性，術前下顎右側第三大
臼歯

図１９ EMR 時。ウイングレスタイプ
のラバーダムクランプ装着

図２０ ４６歳女性，術前下顎右側第三大
臼歯

図２２ ４６歳女性，術後下顎右側第三大
臼歯

図２３ ４６歳女性，術後下顎右側第三大
臼歯図２１ ４６歳女性，術前下顎右側

第三大臼歯
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