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原　　　　著-

根管充填材の除去に関する基礎的検討(第1報)

根管シーラーに対する除去溶剤の溶解効果について

相　瀬　昌　史　　本　田　比呂子　　市之川　　浩

加　藤　広　之　　浅　井　康　宏

東京歯科大学歯科保存学第一講座

(主任:浅井康宏教授)

年3月18日受付)

年4月12日受理)

Experimental Studies on Removal of Root Canal Filling Materials (Part 1)

The Solubility of Root Canal Sealers to Solvents

Masashi KASHIWASE, Hiroko HoNDA, Hiroshi IcHINOKAWA,

Hiroshi KATO and Yasuhiro AsAT

Department of Endodontics, Tokyo Dental College

( Chief : Prof. Yasuhiro AsAI )

緒　　　　　言

根管充壌後,予後不良と判定された場合,再度の板管

治療時には根管充壊材の器械的あるいは化学的除去が必

要となる｡ところで現在,根管充壊法としては,ガッタ

パーチャボイントと根管シーラーとを併用する側方加圧

壊塞法が鼻も一般的である｡

これらの除去に際しては,化学的溶解剤として従来ク

ロロホルムが繁用されてきた｡しかしながら本材は,臓

器障害,起炎性,発癌性などを有することが指摘され

ト3),本邦では　　年の第九改正日本薬局方4)から削除さ

れるとともに,加えて厚生省は昭和51年5月31目付の薬

審第510号中の｢クロロホルムを含有する医薬品の取扱

について｣により,医薬品など-の使用中止要請を通達

した｡これに伴い,クロロホルムの代替となる新たな除

去溶剤についての検討　　が行われ,種々のものが臨床

応用されるに至っている｡

ところで根管シーラーには多くの種幾のものが製造さ

れ臨床の場に供されている｡しかしながらその除去性に

ついては各々の使用説明書に必ずしも明記されていな

い｡加えて新しい除去溶剤は,専らガッタバーチャ除去

を標模した剤品にすぎず,根管シーラーに対する効果は

明らかではない｡そこで今回我々は板管充嚢に関する研

究の一環として,根管充壊材除去溶剤の,特に根管シー

ラーに対する溶解効果について,基礎的に検索した結

果,若干の知見を待たので報吾する｡

材料および方法

1.実験材料

採用した除去溶剤は,クロロホルム(和光純薬工業社

製　　　ソルベント(E]本歯科薬品社製,製造番号:

ユ-カリソフト(東洋化学研究所製,製造番

号　　　　　　の3種であるO　また,対照には70%エタ

ノール,精製水を用いた｡

一方,板管シーラーは亜鉛華ユージノール系製材の根

管充壊用ネオダイン(ネオ製薬社製,製造番号:粉材

液剤　　　以下Ndと略称),デンクリスKEZ

(ネオ製薬社製,製造番号:粉材　　　液剤　　　以

下Dkと略称),キャナルス(昭和薬品化工製,製造番号

以下Cnと略称),また非ユージノール系製材

のシーラペックス　　　社製,製造番号:ベース
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キャタリスト　　　以下Saと略称)の4種頚を

採用した｡

2.実験方法

それぞれの根管シーラーは,使用説明書,製造会社の

指示書などに従って練和した｡その際の粉末1 gに対す

る練和比は,液量をNdで　　　　　　で　　　　　で

である｡またSaは2ペーストのため,等長採

敬,練和した(表1)｡

そして各材晶は練和後,テフロンチューブ(内径1

mm,長さ　　　内に壊塞,恒温器(37℃,混度

中で1週間保管し,完全硬化を図ったoその後,材品面

とチューブ断端とが平滑面となるように､実体顔微鏡

(ニコン社製　　　　　下に過剰部を成形,新鮮面を

露出させた｡そして,実体顕激鏡下に材品断面に気泡が

ないことを確認,さらに軟Ⅹ線発生装置(ソフトエック

スレイ社製)に　　　　　　フイルムFR(富士写貢

フイルム社製)を用いて,管電圧　　　　管電流3

mA,照射時間　　の条件下で軟Ⅹ線写真を撮影し

た｡そして写貢観察の結果,内郭に気泡のあるものは除

外し,各材品毎に67本の被験体を用意した｡

そしてチューブの一端をスティッキーワックスで覆

い,併せて懸垂用の絹糸を固定した｡溶解性の試験に

は　　　の除去溶剤をサンプル管に入れ,被験体の新

鮮面を露出させたチューブ席を下方にし,溶剤中にその

下端5mmを浸漬した(図1)｡そしてサンプル管を密閉

し,室温(約　　で設定浸溝時間中静置した｡そして5

分, 10分あるいは15分の浸漬時間を経過後,被験体を引

き上げ　　エタノール中で5秒間洗浄し,育,q風で乾燥

した｡なお各材lPDの被験体は, 3つの除去溶剤(クロロ

ホル　　　　ソルベント,ユ-カリソフト)の設定浸活

時間毎に7本ずつ,また対照の70%エタノール,精製水

では2本ずつを15分間浸活したo

そして洗浄後直ちに,般管シーラーの溶解状況を測定

する目的で,各被験体のチュ-ブ側面から軟Ⅹ線写真撮

影を行った｡そして軟Ⅹ線写貞を精密万能投影器(三豊

製作所製)で20倍に拡大し,チューブ塊から表も離れた

溶解鹿までの長さを計測し,これを溶解長として記録し

た｡

表1被験材(板管シーラー)の構成成分と粉液比

製　材　名　　　　　　　粉　　材　　　　　　　　　液　　材　　　　　　　粉液比

根管充壊用
ネオダイン

(略称

酸化亜鉛

ロジン

水酸化カルシウム

(製造番号

%
　
%
　
%

∧

U

　

5

　

5

己
U
　
　
ヽ
ソ
∪
　
　
l

ユージノール

(製造番号

デンクリス
KE Z

(略称: Dk)

酸化亜鉛　　　　　　　　40%

ロジン　　　　　　　　　20%

水酸化カルシウム　　　　20%

ヨードホルム　　　　　　20%

(製造番号

1 普/0.2ml

ユージノール

ロジン

硬化剤

(製造番号

キャナルス

(略称

酸化亜鉛　　　　　　　　40%

ロジン　　　　　　　　　30%

チョウジ池　　　　　　　83%

ピーナッツ池

硫酸バリウム　　　　　15%

次炭酸ビスマス　　　　15%

(製造番号

シーラペックス

(略称: Sa)

くベース>

酸化カルシウム

スルホンアミド

酸化亜鉛

その他

(製造番号

<キャタリスト>

50%　　硫酸バリウム　　　　　　41%

35%　　サリチル酸

13%　　メチルポリマー
32%

2%　　サリチル酸メチル　　　17%

シリカその他　　　　　10%

(製造番号

2ペースト

等長採取

<当該社の公表資料による>
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表2　板管シーラーの溶解長

図1　被験体の調製状態

625

クロロホルム　　　GPソルベント　　ユーカリソフト

5分10分15分　5分10分15分　5分10分15分

Nd 0.74 1.33 1.83　0,05　0.06　0.06　0.08　0.22　0.40

工

上

Sa o.01 0.02　0.07　　0　　0.15　0.16　0.08　0.02　0.06

成　　　　　績

根管シーラー別に3種の除去溶剤(クロロホルム,

GPソルベント,ユーカリソフト)中での平均溶解長を

一括表示すれば,表2のようである｡対照の70%エタ

ノールおよび精製水では,各被験材の溶解を認めなかっ

た｡また図2は4種の材品の溶解長を,除去溶剤別にグ

ラフ化し示したものである｡

クロロホルム浸活によるNdとDkの経時的な平均溶解

長の変化は,比較的短似していた｡両者と比較するとCn

は,やや小さな溶解長を示した｡これらに比較してSaの

溶解長は極僅小であった｡ 15分経過時の平均溶解長につい

てt検定を実施したところ, Nd-Cn間を除いて各根管

シーラー間に,統計学的有意差　　　　　を認めた｡

GPソルベント浸演により溶解を認めたのは

Saの3種で, Dkでは溶解長を計測し得なかったo　し

かし溶解を認めた材品の平均溶解長はいずれも小さく,

最大でも　　分経過例の　　　　であった｡クロロホ

ルムに比較した場合　　　　　の溶解長は著しく小さ

く　　　以下であったo一方, Saでは逆にGPソルベ

ント浸漆の方が,クロロホルムの場合よりもやや大きな

値を示した｡ 15分経過時の平均溶解長についてt検定を

実施したところ, Saが有意に大きな値を示した｡

ユーカリソフト浸漆により,各材品ともに溶解を認め

た｡経時的な平均溶解長の変化は,亜鉛華ユージノール

系製材のNdとDkとが比較的戴似していた｡ Cnは変

化の傾向は両者に幾似するものの,両者よりやや小さな

(単位

溶解長を示した｡ユーカリソフト浸漆での平均溶解長

は,クロロホルム浸活に比較して小さな値を示し, 15分

経過例ではその約1/4程度であった｡一方, Saは5分経

過例が　　　分経過例よりも大きく,最大値を示した｡

15分経過時の平均溶解長についてt検定を実施したと

ころ　　　　　間を除いて各根管シーラー間に統計学的

有意差　　　　　を認めた｡なおSa.では,溶解には至

らぬものの,造影性が低下した領域が比較的明瞭かつ特

異的に判別し待た｡同領域の長さを計測したところ,ク

ロロホルム浸漬5分で　　　　　　分で　　　　　　分

で　　　　　　　ソルベント浸漬5分で　　　　　　分

で　　　　　分で　　　　　ユーが)ソフト浸演5分

で　　　　　　分で　　　　　　分で　　　　であっ

た｡いずれにおいても造影性低下領域は経時的増加を認

め,溶解長の10倍以上にわたっていた.

考　　　　　案

1.根管充壌材除去の評価法について

根管充壊処置歯が予後不良となる場合には,多くの原

因が考えられるが,臨床の場においてその園子を特定す

ることは必ずしも容易でない｡いずれにせよ根管処置の

原則に沿って,再度治療を進めて行くためには,先ず板

管内からの根管充壊材の確実な除去が必要である｡従来

より根管充壊材の所要性寛の一つとして,除去の容易さ

が挙げられている12･13)｡

ところで現在,根管充壊法としてはガッタバーチャを

主体とした方法が最も一般的である.これに対する除去

に際しては,加熱による方法,器械的な方法,化学的な

方法のうちの幾つかが併用されている｡通常,前二者の

方法により大部分の除去をはかり,さらに化学的な方

法,すなわち除去溶剤を併用して徹底除去を行う術式が

一般的であろう｡

この除去溶剤に求められる性寛としては,根管充壊材

51 -
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51015　51015　51015　51015

GPソルベント

図2　除去溶剤別の平均溶解長

の溶解性と軟化性との両者に分けることができる｡除去

溶剤の特性を比較評価するためには,この2つの特性を

区別してとらえるべきであると考える｡実際の臨床で

は,器械的除去が可能な程度に根管充壊材が軟化できる

ならば,多くの場合再治療が可能である｡しかし,器械

的除去が極めて困菓な部分での除去が必要な場合には,

除去溶剤の溶解性に期待せざるを得ないo

従来,除去溶剤について各種の検索が行われている

が,この2種楽の効果が必ずしも明確に区分されておら

ず,軟化性と溶解性とが混在する形で評価されているも

のがあるように患われる｡

たとえば佐藤ら　　　は　　　　ソルベントの根管

充壊材に対する効果について,クロロホルムと比較検討

している｡その際,プレート状に成形硬化させた板管

シーラーを除去溶剤に浸漬し,それを一定加重をかけた

針が穿通できた時間を溶解時間とし,これにより溶解性

を検討している｡この方法によると,溶解効果よりはむ

しろ器械的除去の併用を加味した根管シーラーの軟化効

果としてとらえる方が妥当であると思われる｡

さらにガッタバーチャの溶解性については,試験片を

浸漬した除去溶剤を撹拝して検討している｡こうした実

[コ　Nd
⊂コ　Dk

【;∃　Cn

監冠　Sa

験方法は,剤木ら　　　によるガッタバーチャ溶解性

試験でも採用されている｡しかし除去溶剤の撹拝は,溶

解を器械的に促進させており,その結果には溶解除去効

果のみならず,欧化除去効果も影響を及ぼしていると思

われる｡

これに対し今E]は,いわゆる除去溶剤にどの程度の溶

解作用を期待し待るか,という臨床的見地から実験方法

を設定した｡すなわち各被験体は除去溶剤中に静置し,

さらに溶解を主体とした除去操作を想定し

分という実験時間を設定したO臨床の実際において,除

去溶剤が根管内に応用される時間は, 1根管につき15分

以上連続して使用されることは,必ずしも多くないと思

われる　　　　　　　　　　の蓋礎的検討でも,ガッタ

バーチャ溶解剤の評価にあたり15分の浸漬時間を設定し

ており,また佐藤ら8)の臨床に準じた根管充壊材除去の

検討においても　　　　分程度の時間で除去できたと報

吾している｡したがって今回の実験浸活時間は,臨床的

見地から妥当なものと考えられる｡

2.根管シーラ-の藩解除去性について

一般に溶解除去性が要求される根管充壌材は,ガッタ

バーチャよりもむしろ板管の狭小部に応用される板管

-　52　-
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シーラーであると考えられるO現在根管シーラーには多

種多様のものが市販されている｡今回の材料選択にあ

たっては,従来より一般的に使用されている代表的な板

管シーラーを選択したoすなわち,視管シーラーの成分

の特徴からの分歎15)に従い,亜鎗華ユージノール系製材

のうちで基本的なものと考えられる　　　　　の処方

13)に準拠したCnと,その改変処方のNdとDkを,ま

た非ユージノール系製材のうちから,水酸化カルシウム

系のSaを被験材として採択した｡

今回の結果では,こうした材孟配合成分による分類に

ょって,溶解性の差異が認められたoすなわち,亜鎗華

ユージノール系と水酸化カルシウム系とを比較した場合,

クロロホルムあるいはユーが)ソフト浸演では,前者の溶

解性が後者よりも著しく大きい傾向が認められた｡

さらに亜飴華ユージノール系のなかでも, Cnと改変

処方のNdならびにDkとでは若干異なった傾向を認め

たoすなわちクロロホルムあるいはユーが)ソフト浸溝

での溶解長は, Cnよりも改変処方のNdならびにDk

で大きな値を示していた｡これに影響を及ぼす主な因子

としては,両者の構成成分による硬化系の相違とそれら

の混液比とが考えられる｡ CnとNdあるいはDkでの

大きな相違は,覇に粉末成分中の水酸化カルシウムの有

無が,大きく関与しているものと思われる｡

すなわちNdとDkでは,酸化亜鉛とユージノールの

硬化系に加えて,水酸化*)レシウムとユージノールとの

硬化系を有している　　したがって,クロロホルムや

ユーが)ソフト浸溝で, Nd｡DkがCnよりも溶解しや

すい理由として,水酸化カルシウムとユージノールとの

硬化系が,それらに溶解しやすい,あるいは酸化亜由と

ユージノ-ルとの硬化系が相対的に少ないことなどが考

えられる｡また,混液比は若干Cnの方が液室が少ない

ため,溶解性に影響を与えた可能性もある｡

一方,非ユージノール系のSaは,他の3材品に比較

して溶解性に乏しかった｡最大の溶解長を示したもので

もGPソルベントの　　　にすぎず,クロロホルムあ

るいはユ-柄)ソフト浸演では　　　以下のわずかな

溶解長であった｡また,ユーが)ソフト浸漆では経時的

な増加傾向が見られず, 5分経過例が　　分経過例よ

りも大きな値を示した｡

この原因として, Saが除去溶剤中で膨張している可

能性が挙げられる.すなわち浸演直後Saが溶解し始

め, 5分程度は経時的に増加しても,その後は溶解を上

回る膨張が生じた結果, 10分経過時の溶解長が最小と

なったものと推測される｡このことは, Saで浸演後造

94, No. 7 (1994) 627

影性が低下した領域の長さは,経時的増加を示したこと

から裏付けられるものと患われる｡

ところで,今回検討した除去溶剤のGPソルベント,

ユーが)ソフトは,クロロホルムの代替として位置づけ

られる材品である｡クロロホルム以外で従来から除去溶

剤として用いられているものにはキシレンがあるが,発

癌性はないものの組織刺激性,起炎性があることが知ら

れている　｡

これに対してGPソルベントは各種の検討　　によ

り,組織刺激性の極めて少ない剤品であることが報吾さ

れている｡またGPソルベントは,再治療症例での根管

充壊材除去の際の臨床的有用性はクロロホルムと遜色な

い,とも報菖されている紺11)｡しかし,今回の結果か

らすれば,本剤の椴管シーラ-に対する溶解効果はほと

んど期待できず,器械的除去の補助としての軟化作用が

主であると考えられる｡

したがってガッタバーチャ除去後,主根管壁や根管峡

部　　　　　あるいは側枝部分に残留した板管シー

ラーに対しても,何等かの器械的操作の必要性があるも

のと思われる｡今後,超音波,可聴域振動などといった

ものを併用し,溶解効果を向上させる操作法を検討する

必要があろう｡

一方,ユーカリソフトはクロロホルムの1/4程度なが

ら,亜鉛華ユージノール系の被験材に対しては, GPソ

ルベントを上回る溶解効果を有していた｡本剤を使用し

クロロホルムと同程度の溶解性を待るには,板管内応用

時間の延長が必要となると考えられるO　しかしながらク

ロロホルムの強い揮発性を考慮すれば,比較的揮発性の

低い本剤の臨床的使用感は,ほぼ同等と評価されるとも

思われる｡

ところで本剤はGPソルベントのような生物学的検討

･評価が,ほとんど行われていないようである｡また,

GPソルベントの構成成分は, d-リモネンとnJ＼キサ

ンであることが公表されている　が,ユーが)ソフト

は成分が明らかにされていない｡したがって本剤の除去

溶剤としての適否を評価するためには,さらに各種の生

物学的検討を要するものと恩われる｡

また董近　　　　　　　などといったリン酸カルシ

ウム系のものや,グラスアイオノマ-(グラスポリアル

ケノエート)系のもの,あるいはシリコーン系のものな

どといった従来の材品とは性質,硬化系の異なるものが

開発されている｡今後とも,これまでのものとは系統の

異なった種々の根管充壊材が開発されよう｡今回,板管

シーラーの種類により溶解性の差異が明確に認められた
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が,さらに新しい系統の材品についても,その溶解除去

性を明らかにしていく必要があるものと考えられる｡

結　　　　　論

根管充壊材除去の際に応用される,いわゆる除去溶剤

(GPソルベント,ユーが)ソフト)の, 4種類の根管

シーラ　　　　　　　　　　に対する溶解効果につい

て,従来,使用されてきたクロロホルムと比較検討した

結果,以Fの結論を得たO

ソルベント浸活で溶解を認めたのはNd,

の3種で, Dkでは認められなかった｡

2.ユーが)ソフト浸演により各材　ともに溶解を認

め,亜鉛華ユージノール系の　　　　　では経時的

に増加した｡

はGPソルベント浸漬例で,比較的高い溶解

性を認めたO

のGPソルベントへの溶解性は,クロロ

ホルムに比較して著しく小さく　以下であった｡

のユーカリソフトへの溶解性は,ク

ロロホルム浸活に比較して小さく,約1/4程度であった｡

NdとDkの経時的な変化は蕉似し,さらに両者はCn

よりも大きな溶解性を認めた｡

以上のように,根管シーラーの種幾により,除去溶剤へ

の溶解性には新著な差異が認められた｡したがって除去溶

剤によっては,根管シーラーに対する溶解除去効果を,必

ずしも斯待し得ないことが示唆された｡
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･　　　〉　　　　　　　　/描/　　っ　　　　　　亘､･･

The present studies were undertaken to evaluate solubility of root canal sealers to solvents･

The solvents employed were chloroform, GPISOIL,eTu and Eucaly SojL The control was 70%

ethanol and distilled water･ Polyethylene tubes, lmm in diameter were obturated with four

⑪

sealer was used to prepare 67 samples･ After the sealers had set, one side of each tube end was

coated with sticky-wax.

The uncoated ends of the tubes were then immersed in solvents (3ml) for periods of 5, 10

and 15 minutes. Seven samples for each immersion time were tested for each solvent･

Immediately, after each immersion period had ended, all samples were rinsed with 70%

ethanol and dried. For the purpose of determining solubility, roentgenographs were taken of

all samplesI The distance between the open end of each tube and the maximum depth to which

sealer had been dissolved was measured.

From above the experiment, the following results were obtained･

⑪　　　　　　⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑪　KEZ

did not.

2言＼　　　　　　　　　　　°　　　つ　附車　　　　　　　　　'ヽ'恒t(良,～

KEZ, and Canals@, solubility tended to increase with the passage of time･

3. All sealers showed no solubility to control･

4. Relatively, Sealapex showed high solubility to GPISOIuent･

5. Solubility of Neodyne@ and Canals@ to GPISOIuent was less than 1/20 that of their solu-

bility to chloroform･

6. Eucaly Soft showed a lower dissolution rate of about 1/4 that of chloroform. This

③

of which solubility was higher than it was in Canals@･
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