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はじめに

言うまでもなく歯内療法は，一般歯科において日
常頻繁に行われている処置である。２０１２年度の政府
の統計（e-Stat）１）によれば，保険請求から見た我が
国の歯科医療機関で行われた抜髄処置は約７３８万症
例，感染根管処置は約９００万症例，これに抜髄即根
管充填と感染根管即根管充填を加味すれば，推計だ
けでも日本全国で年間約１７００万症例に及ぶ根管処置
が行われていたことになる。本学水道橋病院におけ
る最近のデータでは，総合歯科系の紹介患者の６０％
が根尖性歯周疾患であり，そのほとんどが難治性根
尖性歯周炎の処置依頼であった２）。これは地域の歯
科医院の日常臨床において，いかに歯内療法処置が
面倒かつ困難を極めているかを物語っていると言え
る。歯科医院の経営から見れば歯内療法処置は不採
算部門であり，予後が不安な症例は早急に抜歯して
インプラントに移行した方がはるかに経済的に有利
であることから，患者はかかりつけの歯科医に抜歯
を勧められるケースが多く認められる。さらにイン
プラントをはじめとする高額な補綴処置を提案され
るも，患者自身が歯科医師の説明に納得せず，「残
せる歯は出来るだけ残したい！」という強い希望を
持って来院されることも多い。筆者も当病院で，多
い時期には年間２００名以上の紹介患者を受け，難治
性根尖性歯周炎を中心に処置を行い，それに付随し
た臨床研究も行ってきた３－６）。

正確な歯内療法処置は，難治性症例を治癒に導く
ことが出来ることは言うに及ばず，患歯の延命処置
的な要素も多分に含んでおり，いずれ抜歯すること
になろうとも，少しでも保存可能であれば努力して
歯を残すことが我々の使命であると同時に患者の希
望でもある。これを行えるか否かで患者との信頼関
係も変化する。

今回は，進歩し続けている歯内療法関連の臨床の
現状と，一方で我が国における歯内療法がかかえる
種々なジレンマについて述べてみたいと思う。

歯内療法の最近のトピックス

歯内療法領域における最近のトピックスと言
えば，診断における歯科用コーンビーム CT（以下
CBCT）をはじめとするデジタルイメージングの応
用や，処置における歯科用マイクロスコープの応
用，根管形成における Ni-Ti ファイルの導入などで
ある。

１．CBCT の応用
例えば歯根端（根尖）切除術を行う場合，従来は２

次元画像であるデンタルエックス線画像に頼らざる
を得なかった。通常のデンタルエックス線画像で
は，当然ながら平面画像であることから，骨欠損の
奥行き，すなわち頬舌的な欠損程度は把握できな
かった。歯根端（根尖）切除術の適応症は，病変が根
尖部に限局し，歯周ポケットとの交通が認められな
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い症例で，なおかつ咬合関係等に問題はないが通常
の根管経由では治癒しない症例である。一方，歯周
ポケットとの交通が認められ，歯槽骨の破壊が進行
している場合には適応ではない。また，頬舌的に歯
槽骨が大きく欠損している症例などでは，術後の該
部に新生骨が形成されることがなく，いわゆる軟組
織性治癒の状態を示すことがある。これは貫通性の
骨欠損（Through and through defect）が生じている
場合，あるいはそれに準じた骨欠損が生じている場
合に，病態を含む両側あるいは片側の皮質骨の大き
な欠損によって，外骨膜性の治癒が損なわれた結
果，生じるものと考えられている。歯根端（根尖）切
除術後の骨創腔は，治癒の進捗にともない皮質骨外
面を被覆する外骨膜による骨形成と，創腔内面より
生じる内骨膜性の骨形成によって該部が補填修復さ
れるが，当教室での研究結果から骨形成は前者に比
較して後者で顕著であり，その速度も速やかである
と同時に，被覆粘膜の創腔内への侵入速度も骨形成
速度よりも速いことがわかっている７，８）。したがっ
て，この歯槽骨の欠損程度とその範囲が，術前に充
分把握できているか否かが歯根端（根尖）切除術の予
後の鍵を握っていると言っても過言ではない。

従来は想像の域を出なかった，これらの状態の把
握に CBCT の活用は極めて有用性が高く，特に根
尖病変の広がり，すなわち根尖部の歯槽骨の欠損状
態を３次元的に把握するために近年必須のものと
なっている。特に頬舌的な歯槽骨の破壊程度が確認
できるメリットは大きく，前述の貫通性の骨欠損

（Through and through defect）で，デンタルエック
ス線画像的にパンチアウト像を示す症例などは確実
な診断が可能である。また，上顎前歯部などでは
フェネストレーションの症例（図１）や鼻腔方向への
歯槽骨の破壊程度，歯周ポケットと根尖病変との関
係，上顎大臼歯部では上顎洞内への根尖の突出程度
など，従来は診断不可能であった状態が確実に診断
可能となった。これによって患歯の保存の可否は言
うに及ばず，歯根端（根尖）切除術の適応症の診断と
確実な処置が可能となったと言えよう。また，当教
室では CBCT 画像を応用して，この画像から３Ｄ
プリンターによる模型を作製し，歯槽骨の欠損状態
を立体的に確認してから本手術を行おうという試み
を始めている９）。

しかしながら，まだまだ CBCT 撮影装置は高価
で，一般の地域の歯科医院で簡単に導入できるもの
ではなく，多くの歯科医師がジレンマを感じている
ことと思う。

２．歯科用マイクロスコープの応用
１９９０年代初頭に米国を中心に Visual Endodontics

の概念が確立され，マイクロスコープを用いた
Microsurgical Endodontics（微小外科的歯内療法処
置）が，その一分野として紹介された１０－１２）。現在で
は，その低い手術侵襲，可視性，精密な処置に基づ
く高い成功率が示され１３－１６），歯内療法処置の一分野
として確立されている。

筆者も１９９３年に米国 Pacific Endodontic Reserch
Foudation において，主宰する Dr. Garry. B. Carr
より直接手ほどきを受けて以来，２０年以上に亘って
通常の歯内療法処置に加えて外科的歯内療法処置に
おいてもマイクロスコープを多用してきた（図２）。
歯根端（根尖）切除術などの外科的歯内療法処置にお
いては，微小外科的歯内療法用の微細な専用インス
ツルメントを用いることによって，精密なフラップ
形成や歯根切断端の観察，正確な逆根管充填，さら
には精密な縫合など，非常に正確な処置を行うこと
が可能となり，従来の方法に比較して術後成績も良
くなったとする報告も多い７－１０）。特に歯科用マイク
ロスコープを用いた歯根端（根尖）切除術の利点は，
歯根切断端の亀裂線，破折線，イスムスなどが確認
可能であること，逆根管充填を的確に行うことがで
きること，さらに根尖周囲の病変を確実に除去でき
ることなどである。

このように，従来の肉眼での処置に比較して，強力

図１ 上顎犬歯根尖部に認められたフェネストレー
ション（矢印）の CBCT 画像
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な照明装置と拡大装置，またこれに付随した特殊な
小機器を用いた根管内や根尖部周囲組織を直視した
処置は，通常の根管処置をはじめとして，特に外科的
歯内療法処置における微小な根管系の確認や，逆根
管充填などの精密な処置の実施に大変有用である。

歯科用マイクロスコープの歯内療法領域への応用
は，強力な同軸照明と拡大効果によって，通常の根
管処置においても有用性が高く，穿孔症例や根管内
小機器破折症例などの，いわゆる偶発症への対応に
おいても必須のものである。

しかしながら，歯科用マイクロスコープはまだま
だ高価であり，また通常の歯科治療における保険点
数の加算も今のところ望めないことから，一般の地
域の歯科医院においては導入に二の足を踏んでいる
歯科医師も多いことと推察される。

最近，ようやく CBCT の診断の下にマイクロス
コープ下で歯根端（根尖）切除術を行うことが保険に
導入されたものの，まだまだ高価なこれらの器材を
一般の保険医療機関で導入することは困難な現状で
あり，できるだけ正確な処置をして１本でも歯を保
存したいと考えている歯科医師にとってジレンマを
感じている現状である。

３．ニッケルチタン（Ni-Ti）ファイルの導入
歯内療法のメインの器材とも言えるリーマー・

ファイル類は，従来からステンレス・スチール製の
製品が長く使用されてきた。本材は柔軟性に乏し
く，彎曲根管の場合は予めファイルを曲げておく，
いわゆるプレカーブ法を用いない限り，彎曲に追随
せずに根尖孔の側方移動が生じることが避けられな
い。そこで，超弾性で形状記憶効果もあり，永久変
形が生じにくく彎曲根管に追随性に優れるニッケル

チタン製のファイルが開発され，現在まで各メー
カーが競って種々な製品を世に送り出している（図
３）。各製品共に短時間で根管形成が効率的に行え
るため，手指で行うよりも正確に根管形成を行うこ
とが出来る。しかしながら，本材は従来のステンレ
ス・スチール製材に比較して切削効率に劣り破断ト
ルクが小さく破折しやすいという欠点があり，各製
品共に使用回数の制限があり，一般のステンレス・
スチール製品よりはるかに寿命が短い。一方，高価
な専用のエンジンが必要な上，各製品共にファイル
自体も高価であるため，保険診療では極めてコスト
パフォーマンスが悪いことから，なかなか使用した
くても使用出来ないというのが現状であり，我々歯
内療法専門医でさえジレンマとなっている。

４．MTA の応用
逆根管充填や穿孔部などの根管修復を含む歯内療

法用材品としては，高い封鎖性と生体親和性，また
硬組織形成を促進する効果が求められる。このよう
な性質によって，良好な予後が期待できる材品とし
て，複数の無機質の粉末から構成される水硬性セメ
ント状材品 MTA（Mineral Trioxide Aggregate）が
開発され，良好な治療成績を得ている１７－２２）。そして
近年我が国においても，MTA の覆髄材としての使
用が認可されるに至った。しかしながら，本材は前
述のように逆根管充填や穿孔部封鎖処置など歯周組
織に対する反応も良好な結果が得られていることか
ら，１本の歯を保存するために欧米のように積極的
にこれら処置に応用したいところであるが，厚労省
が覆髄材として認可していることから目的外使用と
なり，なかなか思うように応用できないというジレ
ンマがある。

図２ 東京歯科大学水道橋病院に設置されている歯科用
マイクロスコープ付きの診療台

図３ 各種 Ni-Ti 製ファイル
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おわりに

歯内療法処置は，最新機器を駆使したからといっ
て１００％の成功率が得られるわけではない。また，
コストがかかる実体顕微鏡やニッケルチタンファイ
ルを用いて，保険医療機関において時間をかけて丁
寧に歯内療法処置を行ったとしても，当然診療報酬
は限られている。その一方で，旧来のデンタルエッ
クス線写真のみでの診断の下，手探りの処置では保
存不可能であった患歯を CBCT によって立体的に
診断し，歯科用マイクロスコープの明視下で確実な
処置を行うことによって患歯を保存することが可能
となったことで患者さんから感謝されることも多
く，歯科医師として大きな喜びを感じることが多い
のも現実である。患歯が保存可能かどうか五分五分
の確率の場合，歯科医師にとっては早い時期に抜歯
を選択してインプラントに移行した方が，はるかに
経済的なメリットが大きいであろう。しかしなが
ら，筆者に紹介される多くの患者は，１本の歯を１
日でも長く口腔内に保存することが重要なことが多
いのである。

そのためには，最新の技術で確実な歯内療法処置
を行うことが大切であり，その技術を修得した歯科
医師の輩出も我々に課せられた責務である。

歯内療法処置では，このように最新の機器に対す
るコスト面や処置の面において，常にジレンマをか
かえながら日々の診療を行っており，すっきりとし
た解決の糸口が見出せないのが現状である。我が国
の保険制度の現状を見る限り，現在のままでは地域
の一般歯科医療機関で高度な歯内療法処置の普及が
進むとは考えにくく，何とか現状を打破する手段は
ないものかと日々ジレンマと戦っている。

本論文の要旨は，第２９９回東京歯科大学学会例会（２０１５年６
月６日，東京）において発表した。
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