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抄録：本研究の目的はポリプロピレンポイントをコ
ア・キャリアーに用いた加温軟化ガッタパーチャ充
填法（FP法）の三次元的な根管閉塞能を，側枝６本
を有する根管模型３０本を用い，インジェクション法
（Obtura 法），側方加圧法と比較，評価することで
ある。側枝に充填されたガッタパーチャ（GP）と
シーラーの長さをマイクロスコープシステムで計測
した。根管模型は，根尖から１mm毎に６箇所で主
根管に直交断し，主根管横断面の形態観察を行い，
各面の空隙，シーラー，GPの面積を算出した。
Obtura 法および FP法では，側枝内にGPを認め
た。側方加圧法は側枝内のほとんどがシーラーだっ
た。FP法の主根管断面のシーラー比率は同等かあ
るいは有意に低かった。主根管の空隙率はいずれも
１％以下で有意差を認めなかった。本研究の結果か
ら FPコア・キャリアー法は，主根管と側枝を効果
的に閉塞できることが示唆された。

緒 言

根管充填の目的は，中空になった複雑な根管系を
無刺激性の密封材料で完全に緊密に閉塞することで
ある。不変性の充填材によって根管の空隙を完全に
なくし，セメント象牙境で根尖孔を完全に封鎖する
ことが，歯内療法の治療を成功させるための最終目
標である１）～３）。歯内療法の失敗の６０％近くは，根管
系の不完全な閉鎖に原因があるといわれている２）３）。

現在，最も普遍的に用いられているのは半固形充
填材であるガッタパーチャを主体とした根管充填法
で，なかでもポイント状に成形したガッタパーチャ
を用いる側方加圧充填法は世界的標準術式となって
いる。一方，ガッタパーチャの熱可塑性を利用して
加温軟化し根管を閉塞しようとする方法があり，
様々な術式が考案されている。代表的なものとして
はウォームド・ガッタパーチャ法（Shilder 法），イ
ンジェクション法，コア・キャリアー法などが挙げ
られる３）。
これらのいわゆる垂直加圧充填法についてTor-

abinejad ら（１９７８）４）は，加温軟化ガッタパーチャを
用いた方法が，側方加圧充填に比べ封鎖性が良く，
臨床操作性にも優れていたと述べている。Clinton
ら（２００１）５）もまた同様の研究手法による検討結果か
ら，加温軟化ガッタパーチャを用いた方法が側方加
圧充填より優れていたと報告している。
ところで加藤（２０００）６）は，ポリプロピレン製根管

充填用ポイントFlexPoint NEO（ネオ製製工業，以
下FPと略）をコア・キャリアーに用いる術式（以下
FPコア・キャリアー法と略）を考案した。Thermafil
（Dentspy）システムに代表される既存のコア・キャ
リアー法では，金属あるいはプラスティック製のコ
ア・キャリアーに予めガッタパーチャが被覆され供
給されるのに対し，FPコア・キャリアー法では，
試適・調整後のコア材に加温軟化したガッタパー
チャをFP周囲に被覆させ，これを一塊として根管
に挿入し，根管を充塞するという術式を採っている
（図１）。一般にコア・キャリアー法は臨床操作性に
優れ，他の垂直加圧充填法に比較してガッタパー
チャの根尖孔部での充填位置制御に優れていると評
価されている２）。FPコア・キャリアー法では従来
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のシステムでは行えなかったコア材であるFPを，
実際に応用する根管に試適，調整できるという利点
を有し，より一層緊密な封鎖が可能と考えられる。
しかしながら，本術式の三次元的充塞状況につい

ては，未だ明らかにされていない。そこで今回我々
は，FPコア・キャリアー法の三次元的充塞能を明
らかにすることを企図した。本研究では主根管から
複数の側枝を有する根管模型を用い，FPコア・
キャリアー法ならびに対照としての加温軟化ガッタ
パーチャ・インジェクション法（OBTURA法）およ
び側方加圧充填法による根管充填を行った。これら
をマイクロスコープシステムによるクロスセクショ
ン法４）５）で主根管ならびに側枝の充塞状態を観察，比
較検討したので報告する。

材料および方法

１．研究材料
実験にはエポキシ樹脂製側枝付き透明根管模型

（S5-No.2；ニッシン）を用いた。主根管のアピカル
シートサイズは０．６mmでフレアー形成形態が付与
され，側枝として開放端の管外側枝５本と閉鎖端の
側枝１本が備わっている。図２に側枝の観察呼称
（根尖部；Ａ１，Ａ２，根尖１／３：Ｍ，Ｍ２，根管中央；
Ｃ１，Ｃ２）と主根管観察のスライス位置を示す。

２．実験方法
側枝付きの透明根管模型は，以下の３種の術式に

よる根管充填群毎に１０資料ずつ，計３０根管に対して
根管充填を行なった。
１）FPコア・キャリアー法群（以下FP群）
アピカルシートと同サイズのFPを根管に試適

し，適合状態を確認した。先端サイズ確認・調整は
Endogauge（Densply）を用いた。まず実験模型の根

図１ FPコア・キャリアー法の術式概要
左：根管口部にのみ根管シーラーを塗布。
中上：加温軟化ガッタパーチャ装填シリンジへのFP挿入。中下：FPへのガッタパーチャ被覆。
右：FPコア・キャリアーを作業長まで挿入し充填完了。

図２ 側枝付き透明根管模型
側枝呼称（Ａ１，Ａ２，Ｍ１，Ｍ２，Ｃ１，Ｃ２）

と主根管観察時のスライス位置（Level１～５）を示
す。
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管の根管口部約３mmにのみ根管シーラー（Seala-
pexTM；Sybron-Endo）を塗布した。ついで予め８０℃
に設定したガッタパーチャ・ヒーター（HotSpot：
ヨシダ／Aseptico）中に係留，加温軟化したガッタ
パーチャ・シリンジ（オブチュレーションガッタ
NT：ヨシダ／東洋化学） の先端孔にFPを挿入
し，軟化ガッタパーチャを被覆させながら引き抜い
た。そして直ちにFPを軟化ガッタパーチャのキャ
リアーとして根管内に挿入，根管長まで到達させ根
管充填を行なった。根管口外の余剰部分はヒート
カッティングし，FP断端とガッタパーチャを根管
プラガーにて根管口部で圧接し，充填を完了した。
２）インジェクション法群（以下OB群）
透明根管模型にOBTURAⅡ（Obtura-Spartan）の

ガッタパーチャ注入用専用ニードル（２３ゲージ）を試
適し，根尖から約３mmの位置にニードル先端が位
置するよう調節した。根尖部１／３付近の根管壁に根
管シーラー（SealapexTM）を一層塗布し，装置の温
度設定を１６０℃としてニードル先端から軟化ガッタ
パーチャを注入，根尖側１／２を充填した後，根管プ
ラガーにて垂直方向に加圧した。ついで加圧端の
ガッタパーチャ面にOBTURAⅡの注入ニードルを
５秒間接しさせた後，軟化ガッタパーチャを注入し
根管全体の充填を行なった。根管プラガーにて根管
口部で圧接，充填を完了した。
３）側方加圧充填群（以下 LC群）
透明根管模型を根尖部サイズと一致する６０号の

ISO型ガッタパーチャポイント（Zipperer）をメイン
ポイントとして選択，先端サイズ確認・調整はEn-
dogauge を用いた。実験模型の根管全壁に根管
シーラーを塗布し，根管シーラー（SealapexTM）を
塗布したメインポイントを挿入，スプレッダー

（０．２５L：YDM）にて加圧後，根管シーラーを塗布
した２５号の ISO型ガッタパーチャポイントを追加
（アクセサリー）ポイントとして用いながら，通法に
従い側方加圧根管充填を行った。模型根管口で余剰
ポイントを切断し，断面を根管プラガーで圧接，根
管充填操作を完了した。
根管充填後，各試料は湿度１００％容器中に１週間

室温保管後，側枝充填状況の観察ならびに根管横断
面資料作成を行った。
３．観察方法
主根管と側枝充塞状態の観察にはマイクロスコー

プ観察画像システム（MSS-803：モリテックス，以
下MSS）を用いた。まず側枝を直接MSSで観察・
計測し，ついで根管模型の横断面標本を作成し
MSSで観察・計測を行った。
１）側枝の充填状態の観察
側枝の観察に関しては，マイクロスコープ観察画

像システムにて拡大倍率１００倍の画像データを取り
込み，その後，画像処理ソフトWin Roof（三谷商
事）を用いて，側枝への⑴ガッタパーチャ填塞長，
⑵根管シーラーとガッタパーチャによる全填塞長を
計測した。
２）主根管の充填状態の観察
主根管の横断面観察に関しては，各模型をゼーゲ

ミクロトーム SP１６００（LEICA）を用い，図２に示す
ように，アピカルシートの根尖側端より歯冠側２
mmの位置から１mm幅で横断切片を連続５枚作製
（根尖側より Level１，Level２…５），各資料の根
管口側の横断面を観察面としてMSSにて各群５０資
料ずつ，計１５０資料の拡大倍率１００倍の画像データを
採得した（図３）。
各資料の横断面画像について画像処理ソフト

図３ 主根管横断面のビデオマイクロスコープ画像取込例
左：FP群，中：OB群，右：LC群。FPとガッタパーチャの密着が認められる
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WinRoof を用い，各切断面における⑴根管横断面
総面積，⑵根管シーラー面積，⑶ガッタパーチャ面
積，⑷未充塞領域（空𨻶）面積の計測を行なった。こ
れらから根管横断面積に対する空隙（Void）比率
と，根管シーラー（Sealer）比 率 を 算 出 し た。
Kruskal-Wallis 検定および Bonferroni 多重比較検
定（有意水準５％）により両比率毎に各群間を統計学
的に比較した。

成 績

１．側枝への填塞状態
側枝の全填塞長と，ガッタパーチャ（GP）填塞長

とを図４のレーダーチャートに示した。
各群を比較した場合，全填塞長が最も長いのは，

側方加圧充填法の LC群であった。また填塞長のう
ちガッタパーチャ占有率が最も高かったものはOB

群であり，ついでFP群で，LC群が最も低かった。
OB群では，いずれの側枝にもほぼ同等に１／２程

度がガッタパーチャで充塞されていた。
FP群は根尖部の側枝A１，A２では主に根管

シーラーが充填されていたが，根管口側に向かい
ガッタパーチャ比率が高く，１／３～１／２程度がガッタ
パーチャで占められていた。
LC群では各側枝へのガッタパーチャ充填状態は

主根管から側枝移行部付近に僅かに認められるに過
ぎなかった。
２．主根管の填塞状態
各資料の根管横断面の⑴総断面面積，⑵根管シー

ラー面積，⑶ガッタパーチャ面積，⑷空隙面積の計
測から算出した根管シーラー（Sealer）比率と空隙
（Void）比率とを図５，６に示す。
根管シーラー比率は Level２～５では FP群が３

図４ 側枝充填長のレーダチャート（単位：mm）
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群のなかで最も低く，３％前後であった。OB群は
いずれの Level でも４％前後，LC群では６％前後
の値を示した。統計学的にはFP群～LC群間に
Level３，４，５で，LC 群～OB 群間に Level３，
Level５で有意差が認めら，他の２群に比較して
FP群では根尖部付近でシーラー層が有意に薄かっ
た。
空隙比率については，FP群，OB群は LC群よ

りも大きかったが，いずれの Level でも空隙領域は
１％未満で，統計学的にも各群間に有意差は認めら
れなかった。

考 察

１．根管充填と填塞性の評価法について
現在，根管充填術式としてはガッタパーチャポイ

ントを用いた側方加圧充填法が最も広く用いられて
いる。本法はメインポイントと根管壁の適合状態が
根尖部の封鎖性に大きく関与し，メインポイントの
適合が十分でなく根管壁やポイント間の根管シー
ラー層が厚いと，確実な根尖封鎖は得られにくいこ
とが明らかにされている７）～１３）。また複雑で狭矮な根
管形態に対しては緊密な充塞は困難であるともいわ
れている１）。
これに対し垂直加圧充填法は，加温軟化したガッ

タパーチャを垂直方向に加圧することで，複雑な根
管形態に対しても三次元的閉塞を図ることが可能と
されている。一方で垂直圧のかけ方によっては，根
管充填材の根尖孔外溢出が発現しやすいことも指
摘５）１４）～１７）されているが，コア・キャリアー法は比較
的根尖部での制御性に優れているとされている２）３）。
ところで主根管の三次元的な充塞状態の評価で

は，根管切断面の観察，側枝の充塞は填塞長さによ
る報告が認められる１８）１９）２０）。当講座の土倉ら２０）は，
副根管を有するレジン性根管模型に対してウォーム
ド・ガッタパーチャ法による加温軟化ガッタパー
チャ充填法を実施し，主根管におけるガッタパー
チャおよび根管シーラーの占有面積，および側枝内
の進入状態を比較検討し報告している。本研究では
これに準じて根管模型，根管シーラー選択など本実
験の設定を行うことで，考案したFPコア・キャリ
アー法も従来法と同様の特性を有しているか否かを
明らかにすべく研究を企図した次第である。
２．主根管への填塞状態について
主根管の Level２～５において，FP群の根管

シーラー比率が最も低く，横断面の９７％前後がFP
とガッタパーチャによって充塞されていた。FP群
の根管シーラー比率は LC群の１／２程度であり，
Level３，４，５では有意差を認めた。LC群の根
管シーラー比率が高かったのは，室温下のガッタ
パーチャポイントはスプレッダーによる加圧時変形
が緩慢２１）なことが主因と考えられる。
Level３，５ではOB群も LC群との有意差を認

めたが，従来からObtura 法は根管シーラーが薄く
できることが特徴として挙げられている１）２）。Ob-
tura 法では，熱可塑状態の流れの良いガッタパー
チャを使用するため１４）１７）１８）２２），注入後の根管プラ
ガーによる垂直加圧時の変形が効果的に根管を充塞
する。本研究のOB群でも従来の報告と同様の結果
が得られた。FP群はOB群と比較していずれの横
断面でも統計学的有意差が認められなかったことか
ら，FPコア・キャリアー法は根管シーラーの薄層
化についてObtura 法と同等の効果を有していると

図５ 主根管の Sealer 面積比率
＊：有意差あり（ｐ＜０．０５）

図６ 主根管のVoid 面積比率
各群間に有意差を認めなかった。
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考えられる。
空隙比率については，FP群，OB群は LC群よ

りも大きかったが，いずれの LEVELでも空隙領域
は１％未満で，統計学的にも各群間に有意差は認め
られなかった。FPコア・キャリアー法は市販のコ
ア・キャリアーシステムとは異なり，ポリプロピレ
ンポイントを調整し，充填直前に軟化ガッタパー
チャを被覆する。いわばチェアサイドでのカスタム
メイドのオブチュレーターであるため，コア・キャ
リアーのポリプロピレンポイントとガッタパーチャ
との間に空隙ができやすいとの懸念もあった。しか
しながら従来の術式と比較し遜色ない充塞状況の結
果からすれば，コア・キャリアーにポリプロピレン
ポイントを使用することは問題ないことが明らかと
なった。
FPコア・キャリアー法や側方加圧充填法に比較

して，Obtura 法で空隙比率のばらつき大きかった
が，このようなインジェクション法では根管プラ
ガーによる垂直加圧操作が不均一になりやすいこと
と，ガッタパーチャ冷却時収縮とが指摘されてお
り７），本研究でもこれらの因子が影響したものと考
えられる。
３．側枝への填塞状態について
側枝への填塞長は側方加圧充填法が最も長かった

が，ほとんどが根管シーラーであった。Obtura 法
はガッタパーチャと根管シーラーの割合が約１：１
と，各群間で最もガッタパーチャの占める割合が多
く，FPコア・キャリアー法は填塞長，比率ともに
概ね両者の中間的な充塞傾向であった。FPコア・
キャリアー法はObtura 法と比較して根尖歯軸方向
のＡ１と中央部の盲端側枝Ｃ２でガッタパーチャ比
率が低く，根管から側方に開口する側枝Ａ２，Ｍ
１，Ｍ２，Ｃ１の順で根管口側ほどガッタパーチャ
比率が高かった。
両術式の軟化ガッタパーチャ側枝充塞能の相違に

は，ガッタパーチャの物性と軟化温度，根管応用条
件が影響したと考えられる。西宮ら２１）は，市販の
ガッタパーチャは各メーカーや種類で流動性などの
物性が異なり，同一のガッタパーチャでも使用温度
によっては流動性が変化することを報告している。
本実験においても，軟化用ガッタパーチャの種類が
異なり，また軟化温度もObtura 法が１６０℃，FPコ

ア・キャリアー法が８０℃と大きく異なっている。加
温軟化ガッタパーチャが冷却を被る位置にも両者に
相違がある。Obtura 法では注入ニードルが挿入さ
れた根尖の近接位置であるのに対し，コア・キャリ
アー法ではキャリアー先端が根管シーラーに接する
根管口部で，この相違がガッタパーチャと根管シー
ラーとの比率に影響したと考えられる。一般的に垂
直加圧充填法は，根尖孔部でのガッタパーチャ制御
に劣り，根尖孔外の歯周組織に�出しやすいとされ
る１）２）５）２３）。しかし本研究の結果からすれば，キャリ
アー先端のガッタパーチャが最初に冷却を被るFP
コア・キャリアー法は，根尖孔方向の軟化ガッタ
パーチャ逸出リスク軽減につながる術式と考えられ
る。
側方加圧充填法では，根管シーラーの側枝への充

塞状態がみられたが，塚田２３）や Reader ら２４）も側方
加圧充填法の側枝充填状況で同様の傾向を報告して
いる。塚田２３）は側方加圧充填法が加温軟化ガッタ
パーチャ法と比較して，多量の根管シーラーを併用
することはやむを得ないと述べている。本実験の側
方加圧充填法での結果も根管シーラー塗布量に起因
し，メインポイント挿入時の圧力で根尖側の側枝ほ
ど根管シーラーがフローしたと考えられる。
側枝・副根管を根管シーラーやガッタパーチャに

より填塞されることは望ましいが，根尖孔から溢出
することは，周囲組織に物理的，化学的な障害を与
え，患者の不快症状発現にも繋がりかねない。FP
コア・キャリアー法では，本実験で行ったように根
管口付近に塗布するだけで十分な側枝充塞効果が得
られていた。塗布量が多いと根管シーラーの逸出が
増加し，かえって障害的に働く可能性が高い。
また本研究で採用した Sealapex は，Thermafil

など既存のコア・キャリアー法で汎用されてきた根
管シーラーである１）３）。村上２５）は４種の根管シーラー
応用後の組織変化について検討した結果，本実験で
も使用した水酸化カルシウム製剤の Sealapex は根
尖孔部より不足状態でも，溢出された場合でも良好
な治癒成績が得られたと述べている。加温軟化ガッ
タパーチャ充填法を採用する場合は特に根尖からの
根管シーラーの溢出の影響を考慮し，根管シーラー
の塗布方法・量に配慮し，組織刺激性の少ない材品
を採用する必要があろう。
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結 論

我々はポリプロピレン・ポイントを用いた新しい
加温軟化ガッタパーチャ充填法，FPコア・キャリ
アー法の三次元的な根管充塞能について，従来法と
の比較，検討した。その結果，FPコア・キャリ
アー法は，主根管をガッタパーチャとコア材により
従来法と同等あるいはそれ以上に空隙なく充塞で
き，側枝へのガッタパーチャ充塞能を有する術式で
あることが明らかとなった。

本論文の要旨は，第２８回日本歯内療法学会学術大会（２００７
年５月２６日，広島）で発表した。
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Evaluation of New Thermoplasticized Gutta-percha Obturation Technique
Using Polypropylene Core for Filling of Lateral and Main Canals

Hiroshi KATO，Yukiko YAMAGUCHI，Kan-Ichi NAKAGAWA

Department of Endodontics and Clinical Cariology, Tokyo Dental College

Key words : Root canal filling, Thermoplasticized gutta-perch, Polypropylene point, Core-carrier, Lateral canal

The purpose of this study was to evaluate obturation of the main and lateral canals using thermoplasti-
cized gutta-percha coated polypropylene core carrier（FP core carrier technique），gutta-percha injection
technique（Obtura techinique）and lateral condensation technique．
Thirty epoxy blocks simulating of a root canal with 6 lateral canals from the main canal were used．

The length of the gutta-percha and sealer in the lateral canals was measured under a video microscope．
The blocks were sectioned with the saw microtome（Leica SP1600）to the main canal at five places every 1
mm from an apical-stop． The microscope was used for form observation of the root canal cross-section
and calculation of void，sealer and gutta-percha area．
In the groups using Obtura or FP core carrier technique，there was more gutta-percha in the lateral

branches． However FP core carrier technique resulted in little gutta-percha in the apical blanch in com-
parison with Obutra technique． The occupancy of root canal sealer was low with both sections in the FP
core carrier technique group． There was no statistically significant difference between the obturation
techniques in the ratio of the void area． These results suggested that FP core carrier method is effective
blocking up the main and lateral canals． （The Shikwa Gakuho，１１０：３３１～３３８，２０１０）
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