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第四十三巻　第七號 歯科學報昭和拒年 七月一日

原 著

種々なる根管充填に闘する實験的研究く第四購告）

　　「トリオジンク糊刻を以てせる根管充填

　　東京歯科蟹學專門學校病理學研究室

　　　　　花　澤一　鼎

近藤三郎　松宮誠一
關根永滋　松井隆弘　　　　　　　　　、
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　余等は既に1種々なる根管充環に關する實験的砺究』なる標題下に第1同には歯科學報誌上

く第42巻7－9號，昭和12年7－9月）に於て種々なる「ヨードホルム」糊捌及「トリオジンク」糊

剤の充墳に關する實験例を報告し，更に第2同報告さしては『「ガッタパーチャ」を以てせる根管充

ま眞』，第3回報告ミしては『象牙劇片を以てせる根管充填』さ題し，之を大日本歯科讐學會々誌

第35年第3號く昭和13年1月嚢行）及第36年第1號（昭和13年7月襲行）誌上に登表した。鼓

には第4同報告さして「トリオジンク」糊剤を以てせる根管充環の其後の研究成績を述べようさ

思ふ。

　實験は前同言同じく生後1乃至2年位の若き犬を選びて施行した。實験の総数は57例で，之

を手術後の日数の長短により漸次排列して見る霊次の通りである。

鵬畷實験刎犬の翻部位
39　B　　　　第1例　　　　　　　　　No．27

梅日
〕、

第3例
第5例

No．27

No．26

百1

鰍囲犬の翻部位
第2例　　　　No．27

第4例
第6例

No．27

No．26，　『
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第7例 No．26 区 第8例 No．26 司

第9例 No．26 「 第10例 No．26 周

50　日 第11例 No．27 置 第12例 No．27 『

第13例 No．27 区 第i4例 No．27 司

第15例 No．27 周

56　日 第16例 No．26 劃 第17例 No．26 型

第ユ8例 No．26 』 第19例 No．26 阿
’第20例

Nα26 医 第21例 No．27 封

第22例 No．27 剣 第23例 No．27 』

70　田 第24例 No．29 優 第25例 No．29 匿

第26例 No．29 巴

71　H 第27例 No．27 」 第28例
No．27－、

匿

第29例 No．27 刻 第30例 No．乏7 匿

第31例 No．27 巴 第32例 No．28 匝

第33例 No．28 ’匿 第34例 No‘28 巴

第35例 No．28 劃 第36例 No．28 劃

第37例 No．28 刻 第38例 No．28 回

第39例 No．28 羽

第40例 No．28 匡 第41例 No．28 匿77　日

@「
第42例 No．28 匿 第43例 No．28 』

第44例 No．28 塑 第45例 No．28 劃

第46例 No．．6 匿 第47例 No．6 巴

第43例 No．6 周

95　H 第49例 No．22 司 第50例 No．22 「

第51例 No，22 図

104H 第52例 No．22 匠、 第53例 No．22 『

第54例 No．22 区

139H 第55例 No．6 劃 第56例 No．6 登

第57例 瓦o．6 刻

　實験の方法は第1同の報告に述べた通りであるから記載を省略する。「トリオジンク」糊剤は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」著者の一人花澤の塵方になるもので次の様な威分から成つてゐる。

　粉末　「パラホルム」2・0，「チモニノレ」0・5，無水硫酸亜鉛0・5，酸花亜鉛7・0，「アスベスト」末0・2

　2夜　「トリクレゾー一ルコ1cc，「クレオリン」2cc，「グリセリン」0・4cc

　本剤の根管充填法は第1回報告に既に記載したが之を再録するざ，先づ煉盤上に液を探り，

乏に麹の粉宋繍へ辛ふじて煉和し得碓度にまで硬く煉り，充填に便なる・・一ン、療す

る。「 w一ン」は硬き糊剤を箆にて煉盤上に轄がせば比較的容易に得られゐ。充墳をなすに1ま「ピ、

ンセ。ト」にて此「コーン」を根管内に播入し，次で適當なる根管充填器を以て上方より歴縮して

累密に糊剤を根管壁に密著せしめるやうにする。根管充填器霊しては本校の助藪授兵藤彌夫氏

の考案になるものが最もぶいやうで專ら之を使用した。此充填器の細いものはか一「リーマー」

の2號に相當し・漸次糟大してゐる。経験によるさ先づ最初には細い糊剤の「コーン」を根端に

近く鋤，織・充囎で根端に近い部分銃填し，次で丸・・コーン、を入れて太い充墳器で其
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上を歴縮するがよい。かくすれば根管充填は比較的容易に行はれ，且根瑞に至るまで確實に充

填せられるばかりでなく，根端孔外にも輕く糊剤を歴出せしめ得るのである。根管の最も細い

ものには根管用「ブローチ」の尖端を切つて李坦ミしたものを用ひればよい。糊剤をあまり軟か

く煉つたのでは根管を緊密に充填するこ言は出來ない。

　第27號犬　（實験日数39日間）

　27號犬，生後約2年牛，第4同實験，5％盤酸「モルヒネ16cc注射，庶醇充分ならざりし爲

「アルコール」，「クロ・ホルム」，「エーテル」の混液を吸入せしめた。手術を施行した歯牙は下

顎左右の第二及第三切歯の4個にして，先づ「ヨードチンキ」を廣く塗布し，「カーボランダムホ

ヰール」にて歯冠を削去，圓形「バー」にて髄腔を開き，ピーソー「リーマー」にて根管口を籏大

し，カー「リーマー」を根管内に播入して抜髄を行つた。次には再びカー「リーマー」にて根端部

を穿通し，「リマオン」水にて根管内を洗ひ，綿花を捲きつけた根管探針で漁氣を去り，更に「ア

ルコール」を貼附し，熱氣を途りて乾燥を行ひ，前述の方法によりて「トリオジンク」糊剤を充

填した。何れも歴を左程に加へざりし’ため根端外には歴出せられなかつたミ思ふ。尚注意すべ

　　　　　第　　　1　　圖　　　　　　　　　　　　　表　　　2　　圖

　第27號犬，432111234，手術直後　　　　　第2ヴ號犬．胤234．年術後29日目

　　　第　　　3　　圖

第27號犬，3211，手術後39日目
き事項Sして厚以外の歯牙は後日に至り比較的

著しき弛緩動揺を來した。

　「レントゲン」所見　第1圖は手術宜後の「レン

トゲン」爲眞で，厄では糊剤が根端にまで達して

居らぬが其他の3歯では僅に根端外に出たらし

く思はれる。第2及第3圖は手術後39日目の

爲眞で充環材は量的には何等の攣化がない。唯

歯槽突起が少し退縮したやうである。

　第1例　下顎左第二切歯阿

組織的所見　第4囲は下顎左第二切歯を屑舌
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b

a

　　　　　　　第　　　4　　圖
第1例，第27號犬，「7，實験日籔39日目，旗大16倍

a・充血ぜる生活薗髄　　b．象牙質削片

c．根端より息肉胱々成して侵入ぜる肉芽組織

　　　　　第　　　5　　圖
　第2例，第27號犬，「客，手術後39日目，

　　　　　　振大35倍

a・圓形細胞浸潤

C

a

的に縦噺しナこもので，充填材は根端に

　まで到達せす，しかも管壁には凝固せ

　る血液が附著してゐる。根端に近き部

分には象牙質削片，滲出せる細胞なさ

が混在し，「リーマー」により穿孔せら

れたる根端孔部には肉芽組織が息肉歌

をなして根端より進入し，其表面には

赤血球が充血籏張せる血管より漏出し

たのを見る。根端歯根膜中には炎症細

胞の浸潤を認むるも其程度はあまり著

　しくない。更に「リーマー」穿孔部の側

方導ある本來の根管内には倫生活せる

充血歯随が残留し，從つて分岐根管内

の歯髄も生存せる爲，之よりする歯根

膜への影響は毫も認められない。根端

，附近の骨は少しタ堀1殖せるため根端腔

は梢噸硲ミなつ湘。

　．以上の如き「レントゲン」拉に組織所

見の結果より見て本例にありては充墳

材は根瑞にまで達せす，從つて「リーマ

ー」によりて作られたる室虚の根管内

には根瑞より息肉状をなせる肉芽組織

の進入を來し，肉芽は少しく管壁を吸

敗して之を結合せるも，燧に搬痕化す

るに至らす，梢く著しき炎症々状を残

せるものさ思はれる。但し根端部には

炎症浸潤も多からす，叉歯槽骨一部の

新生をも認め得るのであるから，其充

填の結果は決して理想的ざ云ひ得ない

ざしても全然不良ではないらしい。

　第2例　下顎左第三切歯匿

　組織的所見　第5圖は下顎左第三切

歯の唇舌的縦断で，充填材は標本調製
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時腕出したが，極めて僅に根端外に逸出し，其先端を続りて稽婿星い細胞の浸潤が見られる。根

端の歯根膜繊維は機能的の排列を失びて少しく肉芽組織を園続せるが如き走行を示し，繊維間

には僅に圓形細胞の浸潤がある。之に接せる歯槽骨は少しく新生を來してゐる。歯槽骨の嚢育

は比較的不良で根全長の牛に過ぎす，且歯根膜腔もかなりに廣い。之が歯牙の稽｛著しい弛緩

動揺を來せる原因であらう。分岐根管内の歯髄はあまり明でないが何れも生存してゐるらしい。

　本例は根端に炎症を残せる黙に於て理想的ではないが津して進行型のものでなく・漸次擁痕

化せんざする傾向が窺はれるのである。　　　・

　第3例　下顎右第一切歯「

　組織的所見　第6圖に示せる如く充填材は「ソーマー」によりて穿孔せられたる根端より稽≧

　　　　　　　第　　6　　圖　　　　　　　　　違く逸出せるも，其周園の組織に及ぼ

　　　第3聯27驚甜術後39日目　せゐ影響晦り大でなく・鰍よ大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部の組織は糊剤言根管ざの間隙に沿ふ

　　　　　　　　　　　講　　　　　　　　“．‘　　て内部に息肉男犬に進入し，下方は管壁

隅饗

　　　　　　、鶉

　　　　　　　　、a．象牙質削片

歯根膜膣は一般に廣澗である。

ば吸牧され，其周園には稽≧細胞浸潤

が残つてゐる。更に一方の根側にも多

少の細胞浸潤が窺はれるが，之は他の

連綾切片に就て検査した所によるε弦

にも「ジーマー」にょる小穿孔が生じ，

糊剤は之に及ばなかつた結果，第1例

鷺同じ様に息肉が出卒て歯質を吸牧し

つ｝穿孔部に進入したナこめである。歯

槽骨嫉前例よりも稽瀧高く嚢蓬せるも

　本例にありては充填材が比較的多量に根端外に押し出されたに拘はらす周園の組織は之を包

園して療痕化せんミする傾向を示してゐる。

　第4例　下顎右第三切歯周

　第7圖は周を屑舌的に縦噺せる標本で，充填材は根管の中央では管壁さの間に空隙を残した

が，下方「リーマー」によりて作られ距る穿孔部はかなり緊密に填塞され，少しく根端外にまで

押し出された附近では再び間隙があり，根端の組織は充環材を包園するミ共に此間隙中に息肉
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　第　　　7　　圖
第4例，第27號犬，宮，

手術後39日目，据大9倍

a

　第　　　8　　圖
第7圖の根端附近た示す，

　　擾大35倍

a．充翼材と根管壁ざの間隙内に息肉

状たなして進入しれ肉芽組織

a

　　　　a・歯根膜内に刺入しれ毛を園

　　　　綾する上皮及び肉芽組織

封犬に進入してゐる。第8圖は更に根端附近を籏大したもので，一側のa部には梢賜墨い細胞浸

潤が認められるが，他側では織維膜が，充填材や根端を園続して全く癒痕化せる観がある。分

岐根管内の歯髄は生存し，少しく圓形細胞の浸潤があるらしい。

　歯糟突起は爾側ミも其高さを減少し，殊に屑側が甚しい。歯根膜腔は一般に廣く，織維の排

列は概して根面に拉行し，所謂機能的でない。之が恐らく根の弛緩動揺を來せる原因である霊

思はれる。かくの如く歯槽骨の萎縮を來し弛る理由は本歯の歯齪嚢部に所謂歯槽膿漏様の攣化

を來したる爲で，自Pち舌側の歯齪内縁上皮は少しく檜殖して直下の肉芽組織中に索歌に突出し，

且舷白境界線を越えて白塁質上に密接してゐる。之に封慮せる歯糟縁には吸牧が行はれつ〉あ

るのを見る。更に肩側の歯齪内縁上皮も之さ殆んさ同一の攣化を示してゐるが，爾其外に注意

すべき事實ミしては歯齪嚢を通じて深く組織内に一本の毛が進入したるこざで，之は動物の歯

牙には時々見らる〉現象である。而して毛の周園は上方にありては明に複層扁孕上皮によのて

包まれ，下方は同じく上皮の存在せるが如きも同時に圓形細胞の浸潤著しきため其關係は明で

ない。歯槽突起は此毛の進入せる先端近くまで吸牧されてしまつた。

　本例にありては充填材は少しく根端外に逸出し・周園の組織は一方では癒痕化して之に接し・
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他方では稽喝墨い炎症浸潤を見たのである。

　第26號犬　（實験日歎46臼間〉

　第26號の犬は生後約2グ年，雌，肥満，第4同實験，5％盤酸「モルヒネ」4cc注射・麻醇

充分松らざりしため，「アルコール」，「クロ・ホルム」，fエーテル」混液（A，　C，　E液）を吸入せし

　　　　　　　　　第　　9　　圖　　　　　　　　　　　めた。手術を施した歯牙は下顎

　　　　　　　第26號犬，1678，手術直後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左右の第二，第三，第四小臼歯

　　　第　　　10　　圖
第26号虎犬．　167R。　三F・制汗そ憂46日目

　　第　　　11　　　圖

第26號夫，87創彫手術盲後

6個で∫手衛の方法は第27號

・の犬の揚合ざ同一であつナこ。

　匠〈第5例〉は蓬心根のみ穿通

し，「トリオジンク」糊剤を充填

した。充環は爾根管さも稽㌃不

充分であつナこ。

　π『（第6例）は同様に遠心根の

み穿通，乾燥後糊剤を租≧不充

分な状態に充墳し’た。近心根管

は獲大後かなりの出血を見たる

も止血せしめ得た。

　区〈第7例〉は同様に近心根非…

穿孔，遠心根穿孔，乾燥後糊剤

を梢滝不完全の歌態に充璽し

’た。抜髄後の出血は著しくなく，

容易に止血した。

　マ碧（第84列〉前者て三同じく蓮’も、

根のみ穿孔，乾燥後糊剤を充填

した。遠心根穿孔部からは稽く

頑固な滲出があり，完全に乾燥

せしむるこミが出來なかつた。

　万「（第9例），図（第10例）は同

檬に遠心根のみ穿通，糊剤を充

填した。

　「レントゲン」所見第9圖霊第

11圖おは手術直後の爲眞で，匠

（第5例〉の近心根の充填は根全
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　　　第　　　12　　　圖

第26號犬，8761，手術後46日目
長の3分の2位であり，遠心根

では糊剤が穿通せる根端外に

梢く多量に逸出した。『（第6

例）の近心根の充墳は不完全で，

根管の中央に止まり，遠心根で

も中央に充填材の断維せる部分

あり，且根端外には逸出して居

らぬ。区（第7例〉の近心根では

充填材根端にまで到達せす，i遠

心根では穿孔部を通じてかなり

多量に根端外に押し出された。　　　　　　　　　　　　　．

　第10圖ざ第12囲言は手術後46日目φ爲眞で，充填材の量には全く攣化がないが，左第二

小臼歯「σ（第5例）の遠心根端には大なる，右第三小臼歯「の遠心根端には中等大の嚢胞様暗影

　　　　　　　第　　13　　圖　　　　　　　　が見られる・　　　・

　　　　　第5例・第蜀號犬，1σ，近心根　　　　　　　　第5例　下顎左第二小臼歯「σ

　　　　　　手術後46日目，擾大30倍

b

a・象牙質削片　b．複層扁ZF上皮

c．生活ぜる分岐根管内歯髄

a

C

　第13圖は匠の近心根でa部には象

牙質削片が残留し，分岐根管内の歯髄

は大部分生存，根端歯根膜には殆んさ

異常がない。唯特に注目すべき攣化ミ

してはb部に複層扁卒上皮細胞の小集

團が見られるこざで，一部は乳頭歌を

なして分岐根管内にまで進入してみ

る。此部の分岐根管内の歯髄はあまり

明かではないが大部分壌死してゐるら

しい。上皮は之を連績切片に就て追求

するに其範園は極めて狭く，他部ざo＞

連絡はないやうである。

　第14圖は同じく置の遠心根端部で

根管は「リーマー」によりて穿孔せら、

れ，充環材は根端外に少しく突出し，

根端には「レントグン」の所見（第10圖）・

に一致して大なる上皮性嚢胞が形成され’た。嚢膣の内容は一般の揚合ざ同じく漿液の凝固せる

が如きものより成り，「エオジン」に禰蔓性に染色し，中に大小種々なゐ圓形乃至卵圓形の室胞
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a

　　　　　　　　第　　　且　　　圖
第5例，第26號犬，「び，遠心根，手術後46日目，振大10倍

aaノ ｢形細胞浸潤

a

が存在する。右の上部は室盧

で周園には之亦嚢胞に特異な

る稚1く「エオジン」に濃染し攣i

性せる上皮細胞の如きもの

が見られゐ。叉a及a／部に

は圓形細胞殊に組織球（大貧

喰細胞）が目立つて窺はれ

る。嚢胞壁は卒坦なる比較的

薄層の複層扁卒上皮層により

て裏装せられ，吹層の結締織

は繊維状の被膜をなし，殆ん

さ炎症浸潤は見られない。嚢

壁に近接せる歯糟骨は吸牧せ

られ，現時尚吸牧窩内には亘

態細胞が潜在し，之ざ反封側では骨の新生が行はれつ〉ある。思ふに之は嚢胞が筒大さを増加

しつ〉ある爲であらう。

　此種の歯根嚢胞は如何にして生じ・たのであるかは説明に困難を畳ゆるのであるが，併し少く

　　　　　　　　第　　15　　圖　　　　　　　　ミも根管充填後46日の間に生じたる
　　　　　第6例，第26號犬，『，蓮心根
　　　　　　手術後46日目，振大20倍　　　　　　　こ言は明であるさ同時に・余等はか〉

a

a．極めて輕度の圓形細胞浸潤

る嚢胞の形成を「ヨードォルム」糊剤及

「ガヅタパーチャ」の充墳を試みたる實

験例乃至抜髄後根管を開放せるま〉に

放置せる例等に於ても既に屡丸観察し

得たのであるから，之を「トリオジン

ク」糊剤特異の刺戟作用に蹄するこ言

は出來ない。

　本歯に於ては雨根の分岐部，換言す

れば髄休底に相封せる部分に小範圃に

亙りて骨性癒著が起つた。之は髄腔を

開籏するに當り躰底の象牙質を削去し

たため，非薄ざなれる象牙質を通じて

「バラホルム」の刺戟が及んだ結果であ

らう。

　本例に於て近心根の歌態は比較的良．
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識

　　　第　　　16　　圖
第7例，第26號犬，区遠近心白勺縦断

　　手術後46H目，櫃大4・5倍

a．根端孔外に逸出ぜる充填材

　　第　　　17　　圖

第8例，第26號犬，司，近心根

　手術後鵡日目，振大26倍

a．象牙質削片及壊死組織片

a

好であるが，遠心根の成績は甚だ不良で

ある。

　第6例　下顎左第三小臼歯「r

　近心の根瑞は不穿孔，分岐根管内の歯

髄は生存せるも，少しく炎症に陥り，根

端歯根膜には極めて僅に細胞浸潤が見ら

れる。遽心根は根瑞穿孔せられ，充填材

は正しく根瑞部にまで過不及なく填塞さ

れた。根端白璽質には少しく吸牧が起り，

充填材に接鰯せる組織は牛ば簸痕化せる

状を呈する。a部の骨髄様根端組織中に

は極めて僅に細胞浸潤が認められる外異

常はない。

　要するに本例に於けゐ根管充填の結果

は大騰に良好言見てよい。

　第7例　下顎左第四小臼歯鷹

　i近心根は不穿孔で根瑞には何等の攣化

がない。遠心根では第10圖「レントゲン」

窮眞の如く充填材が根端外に逸出し，其

周園は繊維檬般膜で包まれ，僅に細胞の

浸潤が見られる。爾周園の骨髄（黄髄）は

少しく萎縮に陥り，室胞間には漿液が貯

溜して居つたらしく思はれる。

　本例の結果は不良ではない。即ち根瑞

外に押し出された糊剤はあまり著しい悪

影響を周圏に及ぼして居らないのであ

る。

第8例　下顎右第二小臼歯司

　近心根は不穿孔で根端に攣化を見な

い。分岐根管内の歯髄は生存，根管の末

端に象牙質削片，壌死せる組織片が見ら

れる。分岐根管g～開口部には吸牧ミ添加

が行はれ元。蓮心根は穿孔せられ充填材
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a

　　　　　　第　　　　18　　　圖
第8桐，第26號犬，一司，蓮心根，手術後46日，据大26倍

　　　a．輕度の細胞浸潤々俘ふ繊維性被膜

　　　　　第　　　　19　　　圖
第9例，第26號犬，T1，手術後46日目，据大6倍

　　　a．嚢胞　b．第10例81の迩心根菅（之か鍵胞と開聯な者

　　　事は第20圖だ参照すれば明白であろ）

嚢胞が形成された。此状態は「レントゲン」爲眞（第12圖）で窺はれた所である。嚢胞の構造内容

等は全く第5例匠の遠心根に於けるものさ同一であるので説明を省略する。根分岐部の所には

骨性癒著が起つた。之は髄腔を開く際「バー」によりて髄躰底が割去され菲薄ざなつたため，糊

剤中の「パラホルム」炉此部の象牙質蛇に白墓質の層を通じて歯根膜に作用したひ3に因るので

　　は根端外に逸出，其周園は

　　「ヘマトキシリン」に濃ii染せ

　　る極めて薄き石灰化層（？）

　　により，更に其外層は簸痕

　化せる繊維被膜によりて包

　團せられ，細胞浸潤は比較

　　的に僅少である。分岐根管

　　内の歯髄は生存し，’從つて

　　之よりする歯根膜への影響

　　はない。

　　木例に於て骨性癒著は主

　　ざして近心根の部分に起

　　り，殊に近心根の遠心側よ

　　り根分岐部にまで及んでゐ

　　る。叉部位により吸牧の起

　れる所もある。

　　本例の結県は近心根では

　良，遠心根では比較的良で

　　ある。自Pち遠心根瑞に押し

　出された糊剤はあまり著し

a　い障碍を組織に與へて居ら

　ぬ。

　　第9例　下顎右第三小臼

b　歯一列　　　　　　巴

　　近心根は不穿孔で根瑞に

a異常を見ない。分岐根管内

　の歯髄は生存，遠心根では

　充填材が根瑞外に少しく逸

　出し，其周園には中等大の
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a

　　　　第　　　20　　圖
第10例，第26號犬，周，蓮近心的縦断

　　手術後46日目，振大5・3倍

a．嚢胞（Tl遠心根より形成され†こもの）

b．下歯槽紳経

　あらう。

　　本例に於て近心根の歌態は良である

　が，遠心根は勿論不良であゐ。

　　第10例　下顎右第四小臼歯図

　　近心根は不穿孔で根端歯根膜には殆

　んさ異常なく，唯根端の一部が少しく

　吸牧きれ，吸牧面には僅に添加が見ら

　れゐ。分岐根管内の歯髄は生存してゐ

　る。遠心根は穿孔せられ，充填材は少

　　しく根端外に突出し，其周園は薄き石

　灰化層（？）拉に厚き繊維膜によりて被

　覆され，僅に炎症浸潤があり・其歌態

　ば第18個ε極めて類似してゐる。骨性

　癒著は近心遠心ざも根の中央に於て極

　めて小部分に見られるに過ぎない。

b『 {例は大膣に於て其結果良好であ

　　る。

　　　第27號犬　（實験日数50日間）

　　第27號の犬は前掲の如く生後約2

　年孚，第3同實験，5％盤酸「モルヒ

ネ」5cc注射，麻醇充分ならざりしためA，　C，Eを吸入せしめた。手術を施行した歯牙は匿・『，

区，司，周の5歯で，方法は前例ざ同一であつた。　　　　　　　　　　　℃

　匠（第11例）は近心根のみを穿通，太き充填器を用ひ強く厘を加へて糊剤を充填した。『（第12

　，　　　　　第　　21　　圖　　　　　　「．例）近心根0）み穿通，糊剤を充填，逸出

　　　　　第27號犬・1678・剥殖後　　　　　　せしめ，区（第13例）は遠近心爾根ミも

に穿通，太き充填器にて糊剤を充環し

・た。司（第14例）及図（第15例）は遠近

心の雨根ざも穿通，総て糊剤を根端外

に押し出す様に努めナこ。

　第21圖ミ第29圖ざは手術直後の

「レントゲン」爲眞で，第22圖さ第24圖

ミは手術後50日目の爲眞である。相封

照するに顯著な相異は認められない。
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　　　第　　　22　　圖

第27號犬，1678，手術後50日目

　第　　　23　　圖
第27號犬，8761，手術直後

　　　第　　　雛　　　圖

第27號犬，8761，手術後50日目

　第11例下顎左第二小臼歯匠

　第25圖の如く充填材は穿通

せられ’たる近心根瑞孔より極め

て僅に突出し，突端周園には象

牙質創片ミ，之に接せる炎症性

被膜εが見られる。圓形細胞の

浸潤はあまり著しくな帆。

　遠心根（第26圖）は穿通せす，

分岐根管内の歯髄は大部分生存

せるも，a部では梢≧肉芽化し，

且之に封する根端に生じた小範

園の肉芽組織は，根端白塁質の

一部を少しく吸牧してゐる。骨

性癒著は爾根εもかなり廣範園

に亙りて現はれた。殊に根分岐

間に著しい。

　本例の結果はあまり不良では

ないらしい。

　第12例下顎左第三小臼歯『

　第27圖の如く充填材は「レン

トゲン」所見に一致して（第22圖

ざ封照）穿孔せられナこる近心根

より根瑞外にかなり多量に押し

出され，骨髄内にも及んでゐる。

併し糊剤に鰯接せる骨が壌死せ

りや否やは明でない。之に反し

骨髄には少しく細胞浸潤が見ら

れる。」叉第28圖は第27圖のa

部を鑛木せるもので，同様に糊

剤に接せる根端歯根膜中にも少

しく細胞浸潤がある。分岐根管内の歯髄は爾生存してゐる。

　遠心根は梢丸構造が不完全で，根瑞は不穿孔，分岐根管は近心側に偏し，其中に含まる》歯

髄は肉芽組織に攣化し，之に封慮する根端歯根膜中には比較均強度の細胞浸潤が存在する。構
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　　　第　　　25　　圖
第11例，第27號犬，匠，近心根

　手術後50日目，擾大31倍

　a．象牙質削片に接する炎症性被膜

　b．本來の根尖端部

　　　　第　　　27　　圖）
第12例，第27號犬，『，遠近心的縦噺

　　　手術後50日目，披大6倍

a

a

b

b軽

ぐ

　　　第　　　26　　圖
第11例，第27號犬，匠，蓮心根

　手術後50日日．据大63倍

496

d

a・肉芽化ぜる分岐根管四蜜髄　b．根端自聖質の

吸牧　c．肉芽組織　d．生存ぜる分岐根管内歯髄

　　　　　第　　　28　　圖
　　　　第27圖aの部分，振大63倍
　　　　a　　　　　　　　　　d

　C
a・根瑞白要質　b．歴出ぜられた充環

糧捌c薗槽骨d．炎症性細胞1蔓潤
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a騨

b

　　第　　　29　　圖
第」3例，第27號犬，区，近心根

　手術後50日目，振大31倍

a

　　第　　　30　　圖

第13例，第27號犬，区，蓮心根

　手術後50日目，振大28・5倍

　　a．根管内の象片質削片　　　　　　　　　　　　　　　　a生存ぜる分岐根管内歯髄

　　b．輕度の細胞浸潤　c．根管息肉

造異常なる此根端は叉一部歯漕骨ミ癒著した。但し骨性癒著は近心根に於て棺≧廣い範圓に起

つた。

　本例も亦結果は必すしも良好ざは云はれない。

　第13例　下顎左第四小臼歯区

　近心根は「リーマー」によりて穿孔せられたるも，充墳材は根端まで到達しなかつた。充填材

の下方には象牙質創片があり，叉其下方の人工根管内には根端より進入せる息肉があり，管壁

に結合し且薄層0）類骨質が添加された。分岐根管内の歯髄は稽ヒ崩壊し，根端周園σ）組織内に

は輕度の細胞浸潤が見られる。

　同様に充填材は穿孔せられたる遠心根より根端外に押し出され，其周園には輕度の細胞浸潤

が見られる。分岐根管内の歯髄は根端に近く倫生存してゐゐ。

　以上の所見から近心根の状態は良好であるが，遠心根では根端に炎症が残つて理想的ざは云

はれない。骨性癒著は雨根ミもかなり廣範園に亙つて行はれた。

　第14例　下顎右第二小臼歯周

　第31圖は司の近心根で根瑞穿孔，糊剤は「レントゲン」所見に一致してかなり多量に押し出さ
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b
，

c

　　第　　　31　　圖

第14例，第27號犬，司，近心根

　手術後50日目，擾大28・5倍

a．破折ぜる「リーマー」b．穿孔に俵る人工的根

管　c．圓形細胞浸潤

　　　　　　　　　　　　　　第　　　　32　　　圖

　　　　　　第11例，第27號犬，司，蓮心根，手術後5り日目，擾大23・5倍

b

　　れ，一部は骨髄中にも及び，一部は骨質ざ

　　直接に燭れてゐる。繊維被膜の形成は明

　　瞭でなく，圓形細胞の浸潤が梢弼量い。

　　「リー々一〕は根瑞に近く㌔部で折れた

　　がデ更に其側方に人工根管が穿たれた。
a

　　分贈髄燭騨鞍す恥
　　　遠心銀志亦穿孔，糊剤はがなり多量に

　　押し出ざれ，側方に籏がり，一骨髄にも及

罫蜘濫本例諏はかな劔こ廣い面に亙りて

　　糊剤が脊ミ直掻しでφゐが，それにも拘

　　らす骨自禮にはあま曇）認むべき攣化，例

　　へば骨疽め如きは謹明されない。又軟組

　　織の部分に於ける炎症浸潤もあまり高度

　　ではない込ド骨性癒著は雨根に亙りてかな

　　り廣範園に行はれた。　

　　　木例では糊剤が多量に根端外に押し出

　　されたにも拘はらす其周園の組織に及ぼ

　　した障碍は著しいものではない。

a

a・根端外に逸出し，骨髄に迄及べろ充翼材　b．圓形細胞浸潤
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　　第　　　33　　圖
第154列，　第27號犬，　落］，　近」ひホ艮

　手術後50日臥振大31倍

，

a

b

　　第　　　雛　　　圖
　　　　　　　　　　　　　　墜第15例，第27號犬，図，蓮心根

　手術後50日目，振大18・5倍

雪a．根端より息肉歌たナよして根管内に侵入ぜ　　　　　　　　　a．根端外に逸爵ぜる充填材

　　る肉芽組織　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b．骨質中深く侵入ぜる充堤材

　b。充翼材ビ息肉域の間に存在する滲出物　　　　　　　　　　c・歯槽骨

　第15例　下顎右第四小臼歯図

　近心根端は穿孔せられたが充環材は稽≧不足で，根端附近に室隙を残した。根端の紐織は怠

肉歌をなして少しく根管掬に進入し充填材ミの間には僅に滲出物を認める。根端腔は大部分懸

粗結締織によりて埋めら九全く常態の通りである．　　　　二

　遠心根では「レントゲン」像の示す如ぐ充填材は根端外に逸出して遠く骨質中に入り，下歯槽

管附近にまで達した。充填材を園続する軟組織にはかなりに強い細胞浸潤が見られる。骨性癒

著は爾根共に行はれナこ。　　・　　　　’

　本例に於ては近心根∂）歌態は比較的良好であるが，遠心根は稽≧不良である。

　第26號犬　〈實験臼数56日闘）

　第26號犬は前掲の如ぐ生後約2ケ年，第3同實験，5％盤酸「モルヒネ」2cc注射，．豊1，型，男

及び冴，匿の5歯に手術を施した。

劃（第16例）は「リーマー」で根端外に穿孔，糊剤末填，型（第17例）及劃（第18例）は各根ざも

不穿孔のま〉充填し弛。回（第19例）は穿孔，匿（第20例）は不穿孔のまふ充填。
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　　第　　　35　　圖

第26號犬，76訓，手術直後

　　　第、　36　　圖
第26號犬，ヱ旦至」，手術後56日目

第37噛圖

　第26號犬

！23，手街直後

　第　　38　圖

第26號犬…1234，

　手衛後56鼎目

　「レントゲン」所見　第35圖

は7651手術直後の窮眞で

充填材は何れも根端にまで到

達せす，殊に』dの遠心根は甚

しく不足である。但し56日後

の第35圖に於ても根端に何

等の異常を見恥’・第37圖は

123の手術直後爲眞，第38

囲は56日目の窮眞である。

冨の穿孔例では充填材は根端

糖で至燵し働て理想的あ

歌態にあるが，匿では根端3

分の1位不足である。

　第16例

　上顎右第一小臼歯封

　根端は明に「リーマー」によ

つて穿孔せられたが，糊剤充

填は不足で根端組織は息肉駄

をなして侵天し，充填材ミの

間には凝固せる滲出物が介在

する。息肉は未だ癒痕化せす

根端にも極めて僅に細胞浸潤

を残留してゐゐが大艦に治癒

の傾向を示せるこミは疑な

い。

　本例の結果は理想的ではな

いが地較的良好である。

　第17例

　上顎右第二小臼歯劃

　第40圖の如く近心根は根

端近くまで「リrマー」により

て籏大されたが，充填材は根

全長の牟に達したに過ぎない
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C

b

　第　　　39　　圖

第16例，第26號犬，．剴．

手術後56日臥振大29。5倍

a．息肉状々なして侵入ぜる根端組織　　一

b．凝固ぜる滲出物

c．糠痕化ぜんごする肉芽組織

ので，かなりに室虚の部分が残つ〕ヒ。分

岐根管内の歯髄は生存して居り，根端組

織には何等の異常がない。遠心根では充

填材が根端近くにまで到達し1分岐根管

内の歯髄は生存，根端には何等の異常が

ない。

　本例は充填の結果良好である。

　第18例　上顎右第三小臼歯』

　本例に於ける近心根の所見は前例劃の

遠心根の所見ミ全く同一である。之に反

し遠心根では「リーマー」による根管の旗

大が誤つて遠心の方向に行はれナこため根

端2分の1の範園には歯髄が全く壌死せ

る状態にて残留する。壊死片は牧縮して

ゐるが之は本來のものであるか，又は試

藥のために起つナこのであるかは不明であ

る。分岐根管内o）歯髄は大部分炎症を起

してから壌死したらしい。但し根端組織

には何等の異常がない。

　　　　　　　第　　　　40　　　圖

第17例，第26號犬，至」，近心根，手術後56日目，機大21倍
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　　第　　　41　　圖
第18例，第26號犬，ヱ｝，遠心根
　手術後56日日．橿大14倍

b

　　　a二乾屍ぜられず二る歯髄

　　　b．「リーマー」によりて穿れれナこ部分

　　　　　　第　　　42　　圖
第19例，第26號犬，「7，手術後56日目，援大ユ8倍

b

C

a、穿孔に依る人⊥的根管　b．象牙質削片
c．生存ぜる分岐根管内歯願

a

b

a

　第　　　43　　圖
第20例，第26號犬，「ぎ，

手術後56日臥振大24倍

502

　　　a．壊死に隠れる薗髄
　　　b．象牙質削片

　本例の成績は概して可良である。殊に

遠心根では歯髄が所謂乾屍されリヒ歌態で

保存されて居る。

　：第19例　下顎左第二切歯匝

　本歯の根端は少しく側方に轡曲せゐた

め根端の穿孔は梢ま偏在し，充填材は極

めて理想的の位置に止まつて居る。此部

の根端組織には輕度なる圓形細胞の浸潤

が見られる。根管の側壁には象牙質削片

がかなり多量に附著し，分岐根管内の歯

髄は孚ば壌死せるが如きも根端に接する

側には異常がない。

　本例の結果は理想的ではないが不良8

云ふ程ではない。

　第20例　下顎左第三切歯匿

　根管の憤大が分岐根管部まで及ばなか
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つたさ共に充填物も亦少しく足りなかつたので，歯髄の一小部分は壌死して残留し，其駄態は

恰も歯髄切断後の乾屍に比すべきものである。分岐根管内の歯髄も亦牛ば生機を喪失したが根

端には何等の異常がない。　　　　　　’　　　　　　・

　本例に於ては残留歯髄が乾屍され弛状態にあり，從つて其成績は良好ざ見るべきであゐ。

　第Σ7號犬　（實験日数56日間）

　第27號δ）犬は前に記述し涯る如く生後約2ケ年の雌で，實験は第2同目であつ・た。先づ5

％の盤酸「モルヒネ」6ccを皮下に注射したが奏敷充分でなかつたので「アルコール・クロロホル

ム・エーテノレ」混合液の吸入麻醇を補助的に施し弛。手術を施せる歯牙は劃，鉱劃の3個で，方

法は通法の如く髄腔を開き，「リーマー」にて抜髄し，「リhバノール」水にて洗條，劃は根端を穿

通，固，劃は遠心根のみを穿通，「トリオジンク」糊剤を充墳した。

　「レントゲン」所見　第21例の劃は根端を穿孔したつもりであつたが，誤つて根管側壁を穿通

してしまつた。之は全く此根が遠心に向つて梢喝量く傾斜して居つたためざ，手術時の錯誤に基

　　　　　　　　第　　　4坐　　圖　　　　　　　　　　くらしい。糊剤は主根管ミ側壁穿孔

　　　　　　第27號犬，7651，手術直後　　　　　　　部さに充填されたが，何れも根管外

　　　第　　　45　　圖

第27號犬，t四，手術後56日目

には逸出しなかつた。第22例の劃

では遠心根の根瑞外に糊剤は押し出

され，更に進んで一部は鼻腔底にま

で到達した。之に反し近心根では普

通の場合の如く分岐根管部にまで達

したに過ぎない。第23例の』では

遠心根は穿通されたのに拘はらす糊

剤の充填は不充分であつ弛。

第21例　上顎右第一小臼歯劃

　第46圖の如く圭根管は分岐根管

部までかなりに廣く籏大され，左方

駄には側壁の穿孔が見られる。糊剤

は圭根管拉に穿孔部をも充満して居

つたが，標本調製時に脱落してしま

つ九。分岐根管内の歯髄は大部分生

存し，從つて根端部の歯根膜には何

等の異常がない。之に反し側壁の穿

孔部では充填物が少しく不足せる結

果，其残留した室隙内に炎症滲出物
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C

b

a

φ第　　　蔓6　　圖
第21例，第27號犬，劃
車猫霧肱口日。纏i大14倍

a

　a．側壁穿孔部　b．骨性癒著部
　c．炎症性細胞浸潤

　　　第　　　鮮　　　圖
　　第22例，第27號犬，旦｝
近心根，手術後56日目，振大36倍

a・象牙質削片

殊に遊走白血球の堆積が見られる。穿孔

によりて傷けられた歯根膜にはかなりに

強い炎症浸潤を件ふ肉芽組織が形成さ

れ，封側の歯槽壁は少しく吸牧されて歯

根膜腔の籏大を來し弛。併し現在では吸

牧は全く止み，bの部分では却つて骨の

新生ざ歯根膜の類骨化ざによりて白塞質

ざの骨性癒著を見るに至つた。か｝る所

見からするさ穿孔部に生じ’た肉芽は漸次

癒痕化せんざする傾向を有するらしい

が，所謂比較的治癒駄態にまで攣すゐに

は省永き時を要するものミ思はれる。

　本例に於て分岐根管に封する根端歯根

膜には何等の異常を見ないが，側壁穿孔

部では炎症が起り充填の結果はあまり良

好ざは云はれない。　　　　　　　〆

　第22例　上顎右第こ二小臼歯如

　本歯の近心根は第47囲の如く分岐根

管部まで充填され，分岐根管内の歯髄は

少しく炎症に陥り，根端には極めて輕度

の細胞浸潤が窺はれる。遠心根は不幸に

して標本調製時に根端部を喪失した弛め

正しく根端附近の攣化を観察するこ曹が

出來なかつブこ。

　第23例　上顎右第三小臼歯処

　近心根は不穿孔の歌態にあり，根管内

には血液，組織片なさが充填材ざ混在し，

分岐根管内の歯髄は炎症駄態にありて，

根端には極めて僅に細胞浸潤が見られ

る。遠心根は穿孔せられたろに拘はらす，

充填材は根管全長の3分の2位にまで達

したゐに過ぎす，從つて根端3分の1は

室虚に止まつてゐ喪のである。此室塵根

管に向つて根端組織は息肉駄をなして侵

入し，充填材εの間には血液の凝固せる

ものが介在してゐる。根端組織は大部分
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　　　　　　　第　　　48　　圖
第23例。第27號犬，71，ミ斤心根，手術後56日目．摘大26倍

b

a・根管内に存する凝固包ろ血液及ひ壌死組織片

b．圓形細胞浸潤

　　　　　第　　　鱒　　　圖
　　第23例，第27號犬，ヱ」P運心根，

　　　　手術後56日目，振大63倍

a．息肉状ななして侵入琶る根端組職

b．生存ぜる分岐枳管内歯磁

b

a

a

霧粗で梢㌃疲痕化せるもの〉やうであ

る。

　本例は何れも根端部に炎症を残せる

黒占からするざ結果良好ではないが，治

癒的の傾向を示せる事は事實である。

　第29號犬　（實験日歎70日間）

　生後約1年の犬，雄，第1同の實験ε

して5％盤酸「モルヒネ」8ccを注射し

たるも奏敷十分ならす，止むなくA，

C，Eの吸入麻醇を施した。歯牙は匿，

匿，匡の3歯で手術の方法は前同ざ同

様で即ち「ヨードチンキ」塗布下に髄膣

を開きカー「リーマー」にて抜髄拉びに

根管を鑛大し，「リバノール」洗際，匿

（第24例）にありては娘端外に梢㌃過

度に穿孔，匿ざ匡εにありては其近心

根のみを穿孔して各根に糊剤を充填，

穿孔せるものは何れも糊剤を根端外に

逸出馳しめた。但し医の遠心根では

「リーマー」の先端が根管の深部に於て

破折残留しナこ。

　「レントゲン」所見匿（第50囲）では糊

剤はかなり多く根端外に逸出し且一部

は鼻腔内へも遊離して出たらしい。匿

ざ匡ミの近心根では糊剤は根端近くま

で充墳されたに過ぎないカ㍉遠心根で

はかなり多量に根端外に押し出され，

殊に匠に於て甚だしい。然るに手術後

70日目の第51圖では巴の近心根より

鼻腔内に押し出された糊剤は消失し，

匝の遊離せる糊剤も不明ざなつた。之

は恐らく器械的に排除されたのであら

う。其他は量的に何等の攣化がない。
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　　第　　　50　　圖

第29號犬，1互璽，手術直後

　　　第　　　51　　圖

第29號犬，1567，手術後70日目

　　　　　第　　，　52　　　圖

第24例，第29號犬，匿，手術後70日目，振大24倍

　　　　　　　　　　　　　h

a

　　　　　　　　　　　a．根端側方に逸出ぜる充嗅材　b．鼻膣底穿孔部

　第盟例　上顎左第一小臼歯匿

　第52圖あ如く浪端外に押し出されたる糊剤は「レントグン」所見に一致して根端に近く側方

に鑛がり且鼻腔内にも逸出した。此附近にある骨梁材は恐らく穿孔時に破壌せられたのであら

う。糊淘の周園は化灰層（？）により，更に織維膜によりて包園せられ，治癒的の傾向にあるが

其の附近には倫輕度の炎症浸潤が見られゐ。骨性癒著はかなり廣く根の周園に起つた。

　本例に於ても其成績は比較的良好である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　第25例　上顎左第二小臼歯匿．

　近心根では「レントゲン」所見の如く充唄材は根端外に押し出され，鼻腔底に至りて稽ヒ多量

に堆積してゐる。然るに根端附近の周園軟組織に封しては障碍を及ぼせるこε極めて少く，菲
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a

伊
き

b

　　第　　　53　　圖

第25例，第29號犬，匿，近心根

　手術後70日目，擾大24倍

a．鼻腔底に達ぜ。沁填材

b．充漿材態包裏ぜる繊維膜

　　　第　　　54　　圖

b

第26例，第29號犬，匡，近心根，手術後70日目，振大31倍

　　　　　　　　　　　　　a

薄なる骨質拉に繊維膜によりて包園せら

れ，細胞浸潤は甚だ輕度であゐ。鼻腔底

粘膜部に於ては糊剤の周園には梢届量い

細胞浸潤があるが，其外層は同様に繊維

膜によりて園饒され’た。遠心根にありて

は分岐根管内の歯髄は明に生存し，從つ

て根端組織には何等の異常がない。骨性

癒警は雨根に起つたが殊に近心根の周園

に於て著しい。

　本例は大禮に成績良好である。

　第26例　上顎左第三小臼歯匡

　近心根よりせる根端への穿孔は更に進

んで鼻膣底の菲薄なる骨質を貫きて鼻膣

内に達し，充填材も亦鼻腔内にまで押し

出されたのであつた。而して第54圖の如

く充填材に接せる周園の軟組織には浮腫

による室胞の形成，輕度なる細胞浸潤が

認められる。

　次に遠心根では根管内に「リーマー」の

　　　　先端が破折残留したナこめ，糊剤

　　　　は僅に根管の2分の1位充填さ

a．鼻腔底穿孔部

h輕度の圓形細胞浸潤

れただけであつた。然るにも拘

はらす分岐根管内の歯髄は明に

生存し，根端組織には何等の障

碍が起らなかつた。惟ふに手術

が比較的無菌的に施行されたミ

きには假令「リーマー」は根管内

に破折残留しても防腐性糊剤の

充i眞によりて全く無害の歌態に

止まるこざあるは臨林家にざり

ては大なる福音ざ云はねばなら

ぬ。骨性癒著は爾根の周園に於

てかなり廣範園に起つた。
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　　第　　　55　　圖

第26例，第29號犬，匡，蓮心根

　手術後70日目，振大17・5倍

闘
耀

繊

　本例の成績は近心根では梢ヒ不良であ

るが蓬心根では良好である。

　第27號犬　（實験日歎71日悶）

　前掲の如く生後約2年牟の雌，第1同

實験，5％盤酸「モルヒネ」3cc，　A，　C，　E

吸入麻醇，「ヨードチンキ」塗布，手術を

施したるは211357の5歯にして，

何れも通法の如く髄腔を開き「リーマー」

にて抜髄，根管鑛大，「リバノール」で洗

蘇，各根ざも更に「り一マー」にて根端タト

に穿孔し，糊剤を充環し弛。

　「レントゲン」所見　匪（第27例）にあり

ては梢≧多量に充填材の逸出を來し，匿

（第28例）にありては穿孔せられたるも

糊剣は根端にまで到達せす，副〈第29例）

にありては穿孔部を通じて根端に押し出

された。更に匿（第30例〉では僅に糊郵の

逸出を見，肱（第31例）では同様に遠近心

の雨根ミも僅に根端外に押し出されたらしく見える。而して手術直後豊手衛後71日目の爲眞

ざを比較すゐに充填材は量的σ）攣化を見す，叉根端に於ても殆ん3攣化が認められない。

　　　　第56圖・　　　第57圖　　 第58圖ド塾7司
躍第27號犬，2ほ3，手術直後　　第27號犬，113，手術後亨i日目　第27號犬，劃，手術後71日目

（未　完）


