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第55巻　第3号 歯科學・幸侵
監

昭和30年3．月25日

　　研　　　　究

歯髄ならびに根管治療に関する基本的考察

一わが教室の22年間にわナこる実験的研究の結び一　（その1）

東京歯科大学病理学教室

　　　　　はな　　　　　　　　ざわ灘誰故花　沢 寛 薩学博擁答議空

協同研究者72名
（全員氏名は別に列記）

　　　　　　　　はしがき

　歯髄ならびに根管の処置，とくに感染根管の治

療をいかになすべきかは，今日でも依然として口

腔治療学上の一大問題である。　19世紀の後葉以

来，これらの理想的処置法の確立を至上の目標と

して行われた臨床的または基礎的研究業績は，実

に多大なる数に王っだにも拘らず，現在までなお

その目的の達成を見るに至らなかつた。

　その最も重要なる原因は，これら従来の研究の

ほとんどすべてが，大局的に見て小さく限られた

分野の断片的な追究に止まり，本問題の核心に対

する広汎かつ系統的な研究の実施は，ほとんど皆

無にひとしかつたことにあるど申しても過言では

ないと思う。

　かかる趨勢に鑑み，わが教窒では昭和8年、19

33）はじめて歯髄ならびに根管治療に関する実験

病理的研究に著手し，以後累代の教室員全員の協

力のもとに，今日までこれを継続したのである。

この22年聞に行われた本研究の範囲と内容とは

別項に記載されだ通り，欧米諸国ばもその類例を

全く見ないものであり，これによつ七明らかにさ

れた多数の新知見は、わが国口腔治療学の進歩に

いささかながら寄与し得たものと，ひそかに信ず

るしだいである。

　同時に余らは，これら多年にわたる研究の成果

に従い，歯髄ならびに根管の処置，とくに感染根

管治療の在り方について，漸く基本的考察を纏め

得だので，鼓にこれを公表し，詰賢の御批判を仰

ぐしだいである。

　　第一　本研究の経過および内容の概括

　（一）　本研究の経過大要

　本研究の経過は，概括的に，これをつぎの3期

に区分することができる。ただし，これら各期の

聞には，ある程度の重複期が見られる。

　第1期は，もつぽら生活歯髄歯牙に対する各種

の処置が，実験動物について追究された時期であ

り，昭和8年以降昭和21年頃までがこれに属す

る。第2期は，主として感染根管に対する各種の

療法が同じく実験動物によつて検索された時期で

昭和17年以降，昭和28年頃までがこれに属す

る。第3期ば主として人歯牙について各種の歯髄

ならびに根管処置．とくに感染根管治療が臨床病

理的に研究された時期で，昭和27年以降現在ま

でがこれに属する。

　（二）　協同研究者の氏名

　本研究に協力した当病理学教窒員は，合言｝74名
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懸，全員の氏煮は下記の通りである。ヒれらのう

ち，計42名は，すでに論交提出によつて医学博

士の学位を各大学より受領し乳とくに，それらの

　　　　　　　　　　　　　　　　もうち計23名は，本研究をその主論交としたもの

である。　　’

　　　　　　一協同研究者氏名二

故花沢鼎（医博）・松宮誠一（医博）・近藤三郎（医

博），関根永滋（医博），松井隆弘（医博）・兵藤彌

夫（医博），安田康輔二医博），三崎鋤郎（医博），

榎本太郎こ医博），小林一郎（医博），堀江鉦山（医

博），光永友紀山崎安三（医博），岩沢易（医博），

山本義茂，飯塚i喜西郎（医博），故大熊重彦，加藤

倉三（医博），宮下寅之進（医博），小窒史郎（医博）

柿原不器郎，山田仲人／医博），堤敏郎c医博），

清藤志郎（医博’，　五十嵐発昭（医博），　豊田良介

（医博），渡辺富士夫（医博），佐貫大之助（医博），

i齊藤光生，坪井邦久（医博），大沢和一（医博），岩

瀬清尊・鈴木鍾美・田熊庄三郎（俸博）・瓜田杏四

郎（医博），坪井清一「医博），鵜養弘’高橋庄二郎

（医博），大塚豊美（医博），阿左見工（医博），高木

易（医博），榎智光（医博），相原誠一郎（医博），

鹿島俊雄（医博），大西栄蔵（医博），足代弘樹（医

博），藤田勇勝（医博），杉山正彦，柳沢秀夫（医

博），岡野徳一一郎，三島平八郎，森壱朗，角倉鎭

夫｝千寿誠，鈴木貞雄（医博），本多宜章，伊藤龍

高田悟，小森俘雄，安東猛金子雅英

　（三）研究内容の厩括

本磯の内容は陣々なる闇撮軍法生活歯
恥切断法ド失活歯髄切断法，生活歯牙に対する根

管充蠣法感染根管療法，，および歯根端切除手術

に関する実験的研究ならびに歯髄抽出・根管消毒，

および根管充填に関する臨床病理的研究からなつ

て㌔｝る。

　以上の研究のために，主として使用された動物

は犬で，研究創始以来現在まで，計338頭の成犬

（生後1年～2年）および計22頭の幼犬（生後

4～7月）に於いて，総計ε665例の歯牙が実験

に供された。また，一方臨床患者計586名の歯牙

釧

　合計602例が本赫究材料として供試された。

　　また，本研究に供試された充填剤は計128種に

　上つている。

　　さらに上記の研究成果について発表された論丈

　はつぎの通り，計94篇に達した。なおこれらの論

　文要旨は，“ACoUectio韮of　Summarie30f　the

　宙orks／Dr．　Kanae　Hanazawa’，（Dr．　Kanae

　Ha訟azawa　Coln魚e難dation　Society，1951）にょ

　つて世界各国の薯明大学ならびに研究者のもとに

．　発送，公表された。

　　（1）柁汎近臨松宮関楓松井鍾々なる根管
　　　　充重眞に関する実験的研究，．（第1回報告）歯科学

　　　聯第42巻7一陽鞠12年17一9月
　　（2）花沢，近藤，松宮，関根，松井：種々なる根管

　　　　聾聡欝麟塩第莫縢畠羅雲萎

　　　　誌，昭和13年1月

　　（3）花沢，近藤，松宮，関根，松井；種々なる根管

　　　　充墳に関する実験的研究（第3回報告）象牙削片

　　　　を以てせる根管充墳，大日本歯科医学会会誌，

　　　　昭和13年7月
　　（4）花沢，近藤，松宮，関根，松井；種々なる根管

　　　　充蟹に関する実験的厨究く第4回報告）トリオヂ

　　　　ン瑚剤を以てせる囎韻歯科学報第43巻
　　　7，8号，1昭和13年7，8月

　　（5）松弁；種々なる根管充圭眞に関する実験的研究

　　　　（第㊨回報告）各種ヨードホルム糊剤を以てせる

　　　根管充損，歯科学報・第45巻；11号～第46巻：

　　　7号，昭和15年11月～昭駒16年7月
　　（7）近藤；種々なる根管充墳に関する実験的研究

　　　　（諭購晧）パラ叔ムセメントを以てせる根

　　　管充墳，歯科学報，1第46巻，6号，昭和16年◎月

　　（8）、兵藤；実験的根管充墳に際して認あられる根端

　　　附近欝ρ治癒機転蹴いて・歯科学報第46
　　　巻・10～11号・第タ7巻；1・3号・暮召和6年

　　　10月～11月，昭和17年1，3月
　　（9）安田；種々なる根管充墳に関する実験的研究

　　　　（第8回報告）ニルク末を以てせる根管充墳，

　　　歯科学報，第47巻，3号，昭和17年3月
（D）近藤〆松宮；本酸化カルシウムによる根管充蟹
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　　の実験的研究，第11回日本医学会歯科学会会誌，

　　昭和17年3月
（11）松宮，三崎；感染根管に対するヨードホルム糊

　　　　　　　　　　　　　　　へ　　剤充墳の実験的研究，第11回日本医学会，歯科

　　学会会誌，昭和’17年3月

（12）三崎；実験的根端性歯牙支持組織炎の「レ」線

　　的並びに組織的研究（第2報）．第・11回日本医学

　　会歯科学会会誌，昭和17年3月

（13）松宮，一三崎；種々なる根管充墳に関する実験的

　　研究（第9回報告）抜髄後根管を開放のまま放置

　　せる場合及び単に根管口のみを閉塞ぜる場合に起

　　る変化についての実験的薪究，大日本歯科医学会

　　会誌，第33年，第4号，昭和17年4月
（14）松宮，三崎；種々なる根管充墳に関する実験的

　　研究（第10回報告）感染根管に対するヨードホ

　　ルム糊剤充墳の実験的研究（第1回報告）．大日本

　　歯科医学会会誌，・第40、年，『1号，昭和17年7月

（・5）榎本・趣な搬管輝に関する実験的磯

　　（第11回報告ン燐酸カルシウムを以てせる根管

　　充墳，大日本歯科医学会会誌，第40年；臼号，

　　昭和18年2月
（16）　小林；種々なる根管充圭眞に関する実験的研究

　　（第12回報告）蝦製マグネシアを以てせる歯髄

　　切断と根管充墳並に他の製品による実験成績との

　　比較，大日本歯科医学会会誌，第40年：4号，

　　昭和18年4月　　　’
（17）掘江；種々なる根管充圭眞に関する実験的研究

　　（第13回報告）水酸化カルシウムによる根管充墳

　　歯科学報，第48巻；6，7号，昭禾「118年，67月

（18）近藤；歯髄乖びに根管治療に関する実験的研究

　　（第14回報告）（本回より表題を改める）水酸化

　　カルシウムを以て＃る生活零購切断術の実験的研

　　究1歯科学報，第48券；10～11号，’昭和18年

　　10～11月　　　　　・こ

（19）　松宮；種々なる材晶による実験的根管充境成績

　　の総括的観察旧本病欝会会誌第33巻；

　　昭和18年　　　　ゴ
（20）松宮，光永，三崎，山崎，榎本；歯髄並に根管‘

　　治療に関する実験的研究（第15回報告）感染根管

　　に対する水酸化カルシウムパスタ及び蝦製マグネ

　　シアパスタの充墳礁関する実験的研究，歯科学報

　　第49巻；2弩，昭和19年2月．

（21）松宮，光永，山本，山崎”；歯髄並びに根管治療

外に関する実験的研究（第16回報告）歯髄並に根

3

　　管処置時の偶発事故による附近組織の変化，歯科

　　学報，第49巻；3，4号，昭和二9年，3，4月

（22）榎本；歯髄並びに根管治療に関する実験的研究

　　く第17回報告⊃シヨイエル氏パスタ・オキスパ

　　スタ及びアルブレヒト氏充損剤による根管充墳の

　　実験的研究，歯科学雑訴，第1巻；第1号，昭和

　　19年7月

（23）松宮，飯塚，大熊；歯髄並びに根管治療に関す

　　る笑験的研究（第珀回報告）炭酸石灰パスタを

　　以てせる根管充墳あ実験的研究，歯科学雑誌，第

　　1巻；第2号，昭和19年8月
（24）　松宮，、三崎，榎本；歯髄並びに根管治療に関す

　　る実験的研究（第19回報告）実験的感染根管充

　　墳に際して認められる根端附近組織の治癒機転に

　　旗，財病理学会会誌窮34巻；3～6号・昭
　　和ig年乞

G5）近藤、；歯髄並びに根管治療に関する実験的研究

　　（第20回報告）種々なるアルカリ製剤を以てせ

　　る生活歯髄切断法の実験的研究，日本病理学会会

　　誌，第31巻，3～6号～昭和19年
（26）、山峙；歯髄並びに根管治療1こ関する実験的研究

　　（第24回報告）各種剤晶による生活歯髄切断法

　　の実験的研究臨床歯科学輯第2巻；1・2合併

　　・号，昭和22年3月

（27）加藤，宮下，小室，柿原，山田；歯髄並びに根

　　管治療に関する実験的研究（第25回報告）沈降

　　炭酸カルシウムによる根管充墳の実験的研究，歯

　　科学雑誌，第5巻　3号，昭禾II　23年ら月

（28）　宮下，小室，柿原∫山田ゲ加藤i；歯髄並びに根

　　管治療に関する実験的研洗（第26回報告）炭酸

　　マグネシァによる根管充墳の実験的研究，歯科学

　　雑誌，　第5巻；　6号，　li召禾ri　23ゴド11　月

（29）小室，柿原，掬田，加藤，宮一ト；歯髄並びに根

　　管治療に関する実験的研究（第27回報告）アル

　　ミナによる根管充墳の実験的研究，歯科学雑誌，

　　第6巻；5号，昭和24年5月
（30）　　堤，　清藤，　三治ニー｛嵐，　豊1月，　渡3Zユ，　イ左貫，　斎藤；

　　歯髄並びに根管治療に関する実験的研究（第32

　　回報告）各種パラホルム酸化亜鉛による根管充墳

　　の実験的研究，臨床歯科貯報，第3巻；3，4合併

　　号，昭和23名‘12月

（3・）豊田，灘，針嵐農畢斉藤麹・
　歯髄並びに根管治療に関する実験的研究（第33

　　園報告）パプホルムパラフインによイ）振管充噴の
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　　実験的硫究，臨床歯科学報，第3巻；3，4合併号，

　　昭和23年12月

（32）加藤；根管治療経過のレ線的並びに病理組織的

　　所見に関する実験的研究，日本病理学会会誌，

　　第37巻；1～6号，昭和23年

（33）小室，加藤，出田，宮下，柿原；沈降炭酸石

　　灰，炭酸マグネシァ及びアルミナによる根管充漿

　匙の実験的研究，日本病理学会会誌，第37巻；

　　第1～6号，昭和23年

（34）三崎；慢性根端性歯牙支持組織炎のレントゲン

　　診断に関する実験的蕨究，繭本病理学会会誌，

　　第37巻；1～6号，昭湘23年

（35）堤・豊田・清臨佐貰・五＋嵐渡辺（富）；綿

　線維を軸｛ぴとした根管充墳の実験的研究，臨床歯

　科学報，第3巻；6号，昭和24年6月
（36）宮下；各種剤品による実験的感染根管治療後に

　認められる根端附近組織治癒機転の比較研究，目

　本病理学会会誌，第38巻；昭和24年
（3の　小室：いわゆるアンモニア銀による根管療法の

　実験的研究，目本病理学会会誌，第38巻；昭和

　24年
（38）坪井（邦）；失活歯髄切断法に関する実験的研究，

　、日本病理学会会誌，第38巻，昭湘24年

（39）五十嵐；各種永酸化塩類による生活歯髄切断法

　並びに根管充墳に関する実験的研究，日本病理学

　会会誌，第38巻；地方会号，昭和24年

（40）清藤；各種重金属塩類による生活歯髄切断法並

　　びに根管充壌に関する実験的研究，日本病理学会

　会誌，第38巻；地方会号，昭和24年
（41）渡辺（富）；ペニシジンによる感染根管療法に関

　　する実験的研究（第1回報告）．日本病理学会会誌

　第38巻；1地方会号，昭和24年
（42）渡辺（富♪，佐貫，五十嵐，豊田，清藤，堤；肝

　抽製剤による根管充墳の実験的研究，臨床歯科学・

　報第捲・3夙卿・25無月
（43）　大汎豊田，岩瓶瓜田，坪井（清）；実験的感

　染根管の緯織細菌的研究（第1報）潤本歯科医顛

　会学術会議第2回総合歯学会，昭和25年11月

（猛）大沢，渡辺（富），鵜養高橋；ペニシリンによ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　る感染根管療法に関する実験的研究（第2報）．濤

　：本歯科医師会学術会議築2回繰合歯学会，昭和25

　年11月、
（45）大沢，渡辺（富），坪井（清），瓜田・大探；種々

　　なる抗菌性物質による感染根管療法の実験的研究

86

　　（窮2報）．第5嗣日本口膣科学会総会1昭棉26

　　年4月

（46）五干嵐；歯髄並びに根管治療に関する実験的研

　　究（第38回報告）’各種水酸化塩類による根管充

　　墳の実験的研究，歯科学報，1第51巻；5～7号，

　　昭漁26年，5～7月

（47）大沢，渡辺，瓜田，坪井（清）；種々なる抗菌性

　　物質による感染根管療法の実験的研究（第2報）

　　日本病理学会会誌第40巻，総会号，昭和26年

（48）鈴木（鐘），大汎阿左見，、高不，榎，相原（誠）；歯

　　髄並びに根管治療に関する実験的研究（第40回

　　報告）ベニシリ1ン剤による感染根管療法の実験的

　　研究歯科学報，第51巻；8～10号，昭和26年

　　8～．0月　　　　　　　　　　　　一　　。

（49）小室；銀剤による根管療法の綜説，塵科学報，

　　第51巻；8号，昭和26年8月
（50）松宮，大沢，渡辺（富）：種々なる抗生物質による

　　感染根管療法の実験的研究（第2回報告）京都府

　立医科大学口腔科学教室35周年記念学会，昭和

　　26年、6月

（51）松宮，近藤，大沢，阿左見，高木，榎，大塚，

　相原（誠）；ホモスルフ搾ンたよる感染櫨療法

　　の実験的研究，大阪歯大創立4◎周年記念学会，

　　昭和26年
（52）松宮，近藤，大沢，鈴木（鍾），渡辺（富），瓜田，

　坪井，大塚：ベニシリンによる感染根管療法の実

　験的研究，大阪歯大創立40周年記念学会，

　　昭和26年
（53）松宮，近藤，鈴木（鍾），大沢，阿左見，高木，

　榎，大塚，相原（誠）；ストレプ｝マイシンによる

　感染根管療法の実験的研究，大阪歯大創立40周

　年詑念学会，昭和26年

（54）鈴木（鍾），大沢，阿左見，大塚，高木，榎　相

　原（誠）；歯髄並びに根管治療に関する実験的研究

　（第41回報告）ストレプトマイシンによる根管療

　8法の実験的研究，簡科学報，第51巻；9，12号，

　第52巻；1号，昭和26年9，12月，27年1月
（55）大沢渡辺（副瓜田坪弗咋塚；種々なる抗菌

　性物質による感染根管療法の実験的研究（第2報）

　　目本口腔科学会雑誌第1巻；第1号，昭和27

　年1月　　　　　　・

⑩満韓歯騨びに櫨治療に関ずる難輔究
　　（第‘39回報告）種々なる重金属軽類こよる穣管

　充嶺の実験的研究，歯科学報，第51巻；10，12号
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　　第5⊃巻；1～4号，昭和26年10，12月，昭和

　　27年1～4月

（57）大沢，鈴木（鍾），阿左見，高木，大塚，榎，相原、

　　（誠）；歯髄並びに根管治療に関する実験的研究

　　・（第42回報告）ホモスルフアミンによる根管治

　　療の実験的研究，歯科学報，第52巻；2号，昭

　　和27年2月
（三8）鈴木（鍾），大汎鹿島瓜田・榎・相原（誠）；

　　乳歯の感染根管治療に関する実験的研究，日本病

　　理学会会誌，第41巻；総会号，昭和27年4月

（59）　瓜田，坪井（清），足代，饗田，杉山，柳沢；歯髄な

　　らびに根管治療に蘭する実験的研究（第43回報

　　告）スルフアヂァゾーを加水酸化カルシウムパス

　　タによる根管充漿の実験的研究，歯科学報，

　　第52巻：7号，昭和27年7月
（二6の　坪井（邦）1失活歯髄切断術に関する実験的研究

　　歯科学報，第52巻；a（γ10号，昭和2・年

　　8～10月
（6・）大沢，阿左見，高木，．榎，相原（誠），岡野τ歯

　　髄らびに根騨療に関する実験的感染根管に於

　　いてフエノールカマフルが根端附近組織の治癒現

　　象に及ぼす影響について，塵科学報，第52巻；

　　11号，昭和27年11月
（62）大沢，瓜田，．坪井（清）・藤田・杉山；種々なる

　　根管消毒剤の応用効果に関する実験的研究，日本

　　病理学会会誌，第4i巻；地方会号，昭和27年

　　11月

（63）鈴木（鍾），大ヲも鹿齢大塚，榎，相原（誠斗

　　乳歯の感染根管潰療に関する実験的研究，第6回

　　日本口腔科学会醗会，招和27年

（64）大沢，足代；各種根管消毒剤が根端附近組織に

　　及ぼす影響に関する実験的研究く第1回報告），第

　　6回日本唖科軽絵詔禾・27年

（65）　大沢，阿左見，高木；’榎，相原（誠），大塚；歯

　　髄ならびに根管治療に関する実験的研究（第45

　　画報告）実験的感染根管に於いてユージノールが

　　根端附近組織の治癒現象に及ぼす影響について，

　　歯科学i報，第52巻；12蔦号，昭禾「i27年12月

（66）杉山，松宮，大沢，三島森，角倉5テラマイ

　　シンによる感染根管療法の実験的研究，第5回日

　　本歯科医師会歯科医学会会誌・昭和28年

（67　松嵐千寿・鈴木貞）ノ本多・鈴木（鍾）；人鱒牙の

　　感染根管治療後に認や咳キる根端附近組織の変化

　　第5回日本歯科医師会歯科医学会会誌，昭和28年
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（68）近藤，鈴本，大沢，伊藤，三島千寿・藤井；

　　ニユ鱒トリオヂンクパスタによる根管充墳の実験

　　的研究，第7回日本口腔科学会総会，昭和28年

　　4月
（69）鈴木，大沢，新藤，柳沢，杉山，藤田伊藤；各種有

　　機性カルシウム額類の根管充墳に関する実験的研

　　究（第1報），第7回日本口腔科会総会．昭利28年

（7Q）　坪井（邦），佐々木，鈴木，伊藤，藤井；感染恨

　　管に対する有機酸カルシウム充墳の実験的研究，

　　歯科学報，第53巻；第7号，昭和28年7月

（71）　大沢；感染根管袷療に於ける根管消毒剤の応用

　　　　　　　　　　　　効果に関する実鹸酌研究（第1報）根管内に於け

　　る消毒効果についての実験的研究，歯科学報，

　　瀬3巻・’靱号・昭禾・28年7月

・（72）美沢慈擁管鞭に於ける囎溝剤の闘
　　効果に関する実験的研究（第2報）感染根管に於

　　ける細菌の感染状態について（とくに病理組織的

　　ならびに組織細菌的観察），歯科学報，第53巻；

　　8号，昭和28年8月’
7の　大沢；感染根管治療に於ける根管消毒剤の応用

　　観果に関する実験的研究〔第3報）根管消毒剤の

　　根端附近組織の浩癒機転に及ぼす影響について，

　　歯科学報，第53巻；io号，昭和28年10月

（74）　松宮，高木，阿佐見；歯髄ならびに根管処置に際

　　して認められる治癒機転の本態についての考察，

　　第5回日本歯科医師会齢医学会会誌・ロ召和28

　　年10月　　　．．　　．

（75）鵬大沢，桝三昂森・触・・ミシトラ
　　シンによ乙感染根管治療に関する実験的研究，

　　第5回日本歯科医飾会歯科医学会会誌，昭和28

　　年10月
（76）　犬沢，瓜田，坪井（清）；新藤，鈴木（貞）；肝7i有加水

　　酸化カルシウムパスタの梅管充墳に関する実験的

　　研究，第5回日本歯科医瞬会歯科医学会会誌，

　　昭和28年10月
（79）坪井（邦），新藤，柳沢，伊藤，千寿；各種の有

　　機カルンウム剤の根轡充墳に関する実験的研究，

　　第5陣本歯科医師会歯科畔会錦・1鞠28

　　年10月
（78）大汎瓜田，坪井（清）；種々なる根管消毒剤の

　　応用勅果ぬ関する実験的研究，第5回日本歯科医i

　　師会歯科医学会会誌，昭和28年10「
（79）鈴木（鍾），藤田，鈴木（貞），藤井，本審：成田；

　　乳歯の感染根管治療に関する実験的研究・第5回



6

　　日本歯科医師会歯科医学会会誌，昭和28年10月

（80）松宮，千寿，鈴木（貞），本多，鈴木（鍾）；人歯

　　牙の感染根管治療後に認められる根端附近組織の

　　変化，第5回日本歯科医師会歯科医学会会誌，

　　昭和28年10月
（81）鈴木（鍾），藤田，鈴木（貞），藤井（隊），本多，

　　威田；乳歯の感染根管治療に関する実験的概究

　　（第2回報告）日本病理学会会誌，第43巻；地方

　　会号，昭和28年11月
（82）大沢，三島，杉出，森，角倉，都筑；各種抗生

　　物質による感染根管療法の実験的研究（第3報）．

　　日本病理学会会誌，第42巻；地方会号，

　　昭涌28年11月
（83）松嵐藤井（博）渡辺（肇）森角禽小森；

　　人歯牙に於ける感染根管の消毒効果に関する病理

　　組織的研究（第1回報告），日本口腔科学会会誌，

　　第8、回，昭和29年3月
（84）秘画‘午寿∫藤井ぐ博》本多相原（健）；入歯

　　牙の感染根管治療後に認められる根端附近組織の

　　変化（第2報）日本口腔科学会会誌，篤8回，昭

　　和29年3月
（85）角倉森，、都筑，北村；入歯牙に於ける直接抜

　　髄直後の所見に関する病理組織的研究，日本口腔

　　科学会会誌・第8回，昭和，29年3月

（86）鈴禾，藤井，、本多，成田；乳歯の感染根管治療

　　に関参る実験的研究（第2回）ξ体口腔科学会会

　　誌第8何，昭和29年3月

（87）瓜田；実験的感染根管治療後に認められる歯牙

　　支持組織の再生経過に就いて，歯科学報，第54

　　巻；4号，昭瀦29年4月辱

（88）近藤，鈴木，森，北村（実），北村（宗），千寿；乳

　　歯の感染根管治療に関する実験的研究（第3回報

　　告）・日本病理学会会誌，第43巻；総会号，

　　碁召承…29年4月

（89）松宮，都筑，杉叫森，角倉，島田，吉岡；人

　　齢に於ける曝蝉蝉翻果に関する病理組
　　織的研究（第1画報告）臼本病理学会会誌，

　　笙43巻，総会号，昭漁29年4月
（90）千壼，藤井G専），本多，相原（健），藤井（沖），島田，

　　渡辺（聖），山口；人歯牙の感染根管治療後に認め

　　られる根端附近組織の変化（第1回報告）臼本病

　理学会会誌，第43巻，地方会号，・昭和29年10月

（91）杉山，島田，藤井（沖），北村（宗），高田，久木

　留，大沢｝人歯牙に於ける感染根管の消毒効果に

88

　　関する病理組織的並びに組織細菌的研究（第2回

　　報告），ヨ本病理学会会誌・箆43巻，地力会号・

　　昭和29年10月
（92）三島；感染根管治療に際して各種抗生物質の応

　　用が根端附近組織の治癒に及ぼす影響に関する実

　　験的研究，・歯科学報，第55巻；1～3号・昭瀦

　　30年1～3月
（93）大沢，渡辺（聖），小森，藤井（沖）久木留安東；

　　人歯牙に於ける感染根管の消毒効果に関する病理

　　組織的並びに組織細菌的研究（第2・回報告）第9

　　．回日本口腔科学会会誌昭和30年4月

（94）松宮，千寿；本多，相原（健），高田，金子；入

　　歯牙の感染根管治療後に認められる根端附近組織

　　の変化，第9回藏本爵腔科学会会誌，昭和30年

　　4月
　（四）　研究方法の概要

1）手術前準備

　動物では，通例4％塩酸モルヒネ液の腹部皮下

注射と，アルコ炉ル，ク＃揖ホルム，エーテル混

合液（1：2：3の容量比）による吸入麻酔併用

後，石鹸水およびブラツシユによつて手術野を清

掃後，ヨードチンキの塗布が施された。

　人では，一般に2％過酸化水素水その他の稀釈

消毒液にて含獄後，手衛野に稀ヨードチンキの塗

布が行われた。．

2）手術方法　　　　　　　　　　　　一

　個々の実験方法は，各研究の報告に際して，詳

しく発表されているので，ここにはこれを省略す

るが，動物による実験操作は，すべて現在臨床上

で実施されている方法に準じて行われた。たとえ

ば，手指の消毒には，石麟水とブラツシユにて清

掃後，クレゾール石鹸液に浸す方法が，また，口

腔内の防湿には，ガーゼ冒一ルにょる簡易法が，

あるいは，ハンドピースの消毒には，、局方アルコ

ールによる充分なる清拭が用いられた。

　なお；人および動物とも，各処置ののちは，レ

ントゲン撮影を施し，これらの所見と病理組織的

所見との関係が，つねに周到なる注意のもとに観

察された毎

3）使用薬剤

　歯髄覆軍法，歯髄切断法および根管充填法に使

用された薬剤は，従来から多く使用されでいるも
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のおよび、余らの教室に於いて創案されたものを

併せ，既述の通り，計128種に上つている。

　また，根管消毒剤には，従来の石炭酸系軽油類

系のほか近年創製された各種の化学療法剤，抗生

物質など計ユ2種が用いられた。

　これらの詳細は，別に纒めてこれを後述する。

　さらに，歯髄失活法には，亜砒酸およびパラホ

ルムを各主剤とするパスタが用いられた。

4）組織検査標本の調製法

　動物では，最短は実験直後より，最長は：276目

におよぶ各期間を経過後，主として250ボルト，

40ミリアムペアの電流を暑，肛門聞を通じて，

これを致死せしめた後，顎骨を鋸断して10％ホ

ルマリン水中に固定した。

　また，人では手術後最短12日，最長421目に

およぶ期聞の経過後，局所麻酔のもとに抜歯も

しくは根端切除手術によつて，試料が採取され，

同様に，直ちに10％ホルマリン水中に固定され

た。

　以上の材料は，通法により脱灰後，ツエロイジ

ン包埋法による蓮続切片標本に調製され，ヘマト

キシリン，エオジン重染色をはじめ，チオニン

ピクリン酸染色（シユモール法），　ビルシヨウス

キー鍍銀法，グラムワイゲルト組織細菌染色など

が，それぞれの目的に従つて実施され，鏡検に供

された。

　　弟二　歯髄ならびに根管治療後に発現する治

　　　　　癒機転の本態

　生体は外界から種々なる理化学的または細菌的

刺戟が侵入し，これに被害を及ぼし，または及ぼ

さんとした場合，あらゆる手段を尽してそれらを

排除，または無害化する一方，侵入に対する防禦

的措置を講じ，以て生体を保護しようとする一種

の自然治癒機能を有する。異物の融解，器質化お

よび被包は前者に属し，創傷面に対する外皮の増

殖，被覆は後者に属する。　　　　　　　‘

　歯髄または根管治療後，歯髄内あるいは根端部

支持組織に発現する治癒形態は各種各様であるが

上記の見地に立脚してこれらを観察すると，いず

れも共通する目的のもとに現われた一一蓮の変化に

他ならぬことが明らかに認知されるの尊あるσ1・
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　以下，それぞれの代表的所見を掲げてこれを解

説いたしたいと思う。

　第1図は，間接歯髄覆軍法に発現する典型的治

　　　　　　　　第　1　図
　　　聞接歯髄覆軍法に際して認められる

　　　第二象牙質の新生（1）

a一

一一

　（19才男子i54％パラホルムパスタ董50日経過）

　　　　　a，第二象牙質　b．窩底面

癒所見である。本例は，19歳男子の下顎第二小臼

歯で咬合面に窩洞形成後，窩底面に4％パラホル

ム酸化亜鉛パスタを包摂，アマルガム封鎖のもと

に150日間経過した。本図は，窩底面に最も接近し

た頬側髄角の附近である。舌側髄角は，窩底面より

かなりの距離を有し，ほとんど異常なきに反し，こ

の頬側髄角には，明かに第二象牙質が新生し，さら

になお形成の進行が認められる。この変化は，窩

底の最も近接した部分より薬剤の化学的刺戟が歯

髄に対して過度に作用し，これを破壊しようとす

る恐れが多分にあつたため，第二象牙質を活溌に

新生して窩底面及び髄角間の象牙質厚径を安全圏

内にまで増幅した結果と解される。この新生象牙

質の被覆により，図に見る如く，歯髄は何ら被害

を蒙むることなく，完全なる生機を保持してい

る。

　第2図も：また，それと同様な例で，”これは20歳

女子の下顎第三大臼歯の咬合面窩洞に1％パラホ

ルム酸化亜鉛バズタを包摂，233日間経過した場合

である。窩底面に最も接近した髄角壁に最も厚く，

それよ一り隔たるに従つてしだいに薄く移行する第



8

　　　　　第　2　図
間接歯髄覆翠法に際して認められる

第二象牙質の新生（2）

一b

一膠a

　（20才女子百｛1％パラホルムパスタ233臼経適）

　　　　　a　　窮ニニ象ヨF質　　　　b．　窩底颪

二象牙質の添蜘が注目される。この治癒的変化の

完成により，歯髄は現在なお依然として活濃な生

機を保持している◎

　第3図は，生後1年強の犬の上顎第一前歯に対

　　　　　　　　第　3　図
　　　シリケートセメントの実験的禿嶺に際して

　　認められる第二象牙質の薪生

b一

a－一

　（犬匡G－C化学製シリケートセメント65日経過）

　　　　　a．第二象牙質　h．窩底颪

し，実験的にシリケ．一1・セソント（G－C化学製）

充填が施された例の窩底附近の所見である。図の

右側の窩底下にある象牙質壁には広く第二象牙質

9◎

の形成が見られるが，この所見もまた，窩底よりす

るシリケートセメントの化学的刺戟により，歯髄

ヵミ破壊されることを防禦するため，一定の安全圏

内にまで象牙質の厚径を堪幅した治癒機転め現わ

れと解すべきである。この新生象牙質の被覆によ

り歯髄は処置後65日を経遇するにも拘らず，なお

完全な生機を保持していることが観察される。

　上記の如き，第二象牙質の新生は．単に歯髄に

対する保存的処置時に限られたるものでなく，歯

牙の咬耗および磨耗騙蝕など，およそ歯牙の実

質欠損が惹起される場合には，この欠損を補償し，

もって歯髄の生機を保持する目的のもとに，つね

に発現されるものである。ただし，かかる現象は

歯髄が旺盛なる生活力を有し，活溌なる治癒機能

を発揮し得る場合にかぎることは，あらためて申

すまでもない。

　第4図は，咬耗および磨耗の併発した上顎中切

　　｛　　　　　窮　4　図

　歯豪の磨耗に際して認められる第二象牙質の新生

壽1

、－

～－

　　　　　　　（41才男子　　iユー）

　　a．箆二象牙質　b．懊状を呈する磨耗面

歯である。唇側歯頸部附近の襖状磨耗部における

歯細管の走行に相当して歯髄壁には第二象牙質の

新生が見られる。申すまでもなく，この変化は1

磨耗部を通じ，歯髄に理化学的刺戟が到達して，

これを傷害することを防止する目的のもとに行わ

れた，歯髄の自然防衛作用の発現に他ならぬ。

　切端の咬耗部に相当した髄角部には，極めて軽

度の第二象牙質が新生されているか，これは咬耗

の程度がまだきわめて軽少で，歯髄の自然防衛作．

用が充分に発揮されていないためである。この咬
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耗の増進に従つて，第二象牙質の新生も，今後し

だいに進行を見ることは容易に推定される。この

第二象牙質新生による歯質の増幅によつて，歯髄

は完全に外来性刺戟より護られ，依然として活濃

な生機を保持していることは，図に見る通りであ

る。　　・

　第5図は，下顎第二乳臼歯咬合面に起つた咬耗

　　　　　　　　第　5　図
　歯牙の咬耗に際して認められる第二象牙質の新生

b一

・－

　　　　　　　C惣才男子　「ぢmフ

　　　　　a．第二象牙質　　b一咬耗面

を示したものである。この咬耗はかなり高度で原

生象牙質の一部はすでに完全に消失し，さらにそ

の下方に新生した第二象牙質もまた磨粍を蒙むる

に至つた。しかし，’この第二象牙質に見られる明

瞭な層板状構造は，歯質の消耗に従つてその新生

が継続的に進行したことを意味するものである。

かくの如く，乳歯歯髄もまた，外来性刺戟より安

全なる状態をつねに第二象牙質の新生とその被覆

とによつて維持し，自己の生機を護持することに

努めていることが諒解される。

　第6図は，下顎第一大臼歯咬合面に於ける急性

4象牙質蠕蝕を示したものである。騙蝕病巣下の歯

髄壁には，明瞭な層板状構造を有する厚き第二象

牙質が新生されている。このため，深達性蠕蝕は

その進行を阻まれ，藤髄はなお完全な生機を保持

していることが認められる。この第二象牙質は，

原成象牙質に比し，一般に歯細管の数が少く，か

っ不規則な屈曲を呈することが多く，これらが鶴

蝕の進行を大いに妨げていることは容易に諒解さ

れる。この蜴合もまた，歯髄が新生象牙質の被覆

9

　　　　　　　第　6　図
騙蝕に際して認められる第二象牙質の新生（1）

b一

一a

　　　　　　　（18才男子　16、

　　a．第二象牙質　　b．象牙質の急性蘇蝕巣

によつて，外来刺戦の侵入を防禦せんとする自然

防衛機能の発現と解すべきである。しか1，，危性

編蝕に際しては適切なる治療処置によつて，この

機能の援助を計らざる限り，騙蝕の進行か防衛機

能の発現を凌ぎ，歯髄に為害性刺戟をもたらづ場

合がきわめて多い。

　これに反し，慢性編蝕に際しては，歯髄の自然

防衛機能のみによつて長年月にわたり，その完全

なる生機が維持されている例が少くない。第7図

はその1例で，これは，48歳女イの』卜顎第二大臼歯

咬合面の慢性鶴蝕である。鯖窩の高度な薯色に反

　　　　　　　　第　7　図
　鶴蝕に際して認められる第二象牙質の新コ、（2）

　　　　　（48才女子　「7）

a．第二象牙質　　h象牙質の漫性齢蝕巣
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し，病変の範囲は比較的表在性である。蠕蝕巣下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヒラの髄室天蓋には，多量の第二象牙質が新生され，

その一部分はすでに病巣内に包含されているにも

拘らず，歯髄は長年月に亘って完全に生存し，何

らの破壊的変化も見られない。すなわち，歯髄が

第二象牙質を新生してその被覆をはかり，外来刺

戟の影響より全く安全なる状態のも’とに長年月を

経過している場合である。

　第8図もまた，乳切歯の慢性蠕蝕で，第二象牙

　　　　　　　　第　8　図
　　蠕蝕に際して認められる第二象牙質の新生

b－．

●－

　　　　　　　（9才男子〕空m）　　　　〆
　　　a．’第二象牙質　　b。象牙質の慢性輻蝕巣

質の高度な新生と，これによつて歯髄が生機を完

全に維持している状態が認められる。

　以上を要するに，齪i蝕，咬耗，磨耗あるいは人

工的処置によつて歯牙硬組織の実質欠振が生じた

場合，歯髄は第二象牙質の新生によつて速かにこ

の補修をぽゐ・り，欠損面を通じて各種の為害性刺

戟が歯髄に到達することを防ぐため，硬組織の一

定厚径を維持することに努めるのである。

　“うぎに，第9図は，生活歯髄切断術に際七て惹

起される定型的な治療所見である。

　これは；20歳女子の下顎第二小臼歯で，冠部歯

髄を切断し水酸化カルシウムリンゲル液パスタを

包摂，アマルガム封鎖のもとに50日簡を経過して

いる。切断面には象牙質様の硬組織が新生して完

全にこれを被覆し，残留歯髄は依然として完全な

る生機を保つていることが認められる。この新生

●

b一

　　　　　第　9　図
生活歯髄切断術に際して認められる
象牙質様組織の新生　璽

92

一a

（20才女子「ぎ水酸化カルシウムパスタ　50日経過）

　　　a．象牙質様組織　　b。健全なる歯髄

硬組織は本来の象牙質よりも石灰化の程度が多少

低いが，不規則な走行を呈する小数の歯細管を有

し，かつ根管壁に於ける周有の幼若象牙質に移行

する，不規則な幅の幼若象牙質を伴つている。さ

らに，この下面には，車として高径の低く，かつ二

三層からなる造歯細胞が排列し，同様に固有の造

歯細胞層に移行するのが見られる。

　かくして，この新生象牙質様組織によって被覆

された切断歯髄は何ら異常なく，長期間を経ても

なお活溌な生存を続けているが，これは歯髄がそ

の露出面に硬組織を新生して被覆じ，外界よりの

為害性刺戟の到達を防禦しまうとする自然治癒機

能が，完全に発揮された結果に他ならぬ。

　かかる自然治癒機能の発現は，犬の歯牙にも実

験的にこれを立証することができる。・

　第10図は，・生後1年半弱の成犬の下顎第三前臼

歯近心根である。本例は，通法により冠部歯髄切断

後，水酸化カルシウム滅菌水パスタを包摂，アマル

ガム封鎖のもとに，70日間これを経過せしめた。切

断された根管歯髄面には，前例と同様に，象牙質様

組織が新生してこれを被覆している。この被覆は

バーを以て歯髄腔を開放した際に圧入された，小

量の象牙質削片の部分を除いてほとんど完全に達

成されるに至つた。この結果，歯髄は手術後かな

り長期間を経た現在も依然として活溌な生機を有

している。根管部薩髄壁に新たに添加された多量

の象牙質は，手術後の象牙質の生理的発育の結果



鯛

　　　　　　第　10　図
実験的生活歯髄切断術に際して認められる

象牙質様組織の新生（1）

b一

簸

一a

蟹1

を要するに，生活歯髄切断術に際しては，切断部

位の高低にゆかわらず，つねに同様な状態のもと

に象牙質様組織の新生により切断面の被覆の達成

されることが諒解される。

　さて，上記の如き，象牙質様組織の新生による

露出歯髄面の被覆は，単に治療的処置時に限つて

発現するものでなく，歯髄が蠣蝕のため露出する

に至つた場合にも，かかる機転の自然的に発現す

る傾向が観察されるのである。

　第12図は，9歳女子の下顎第一大臼歯で，慢性

　　　　　　　　第　12　図’
　　　　慢性潰瘍性歯髄炎に際して認められる

　　　　石灰化組織の新生

（犬旬近心根　水酸化カルシウムパスタ72日経過）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b－．　　　a・象牙質様組織　　b・健全なる歯髄

と解される。

第11図ば，同様に，水酸化カルシウムリンゲ

　　　　　　　　第　11　図
　　実験的生活歯髄切断術に際して認められる

　　象牙質様組織の新生（2）

b一

轟

漁華

鑛

一a

（犬「ざ遠心根永酸化カルシウムパスタ70日経過）

　　　a．象牙質様組織　　b．健全なる歯髄

ル液パスタを包摂した犬に於ける実験的歯髄切断

例で，手術後70日を経過した場合の切断端附近

の状態である。ただしこの例は，前例がいわゆる

低位切断（冠部に近く切断）であるに反し，いわ

ゆる高位切断（根端に近く切断）を施された。し

かし，この場合でも1前例と向様な新生象牙質様

組織によって歯髄切断端が被覆され，歯髄は依然

としてほとんど活溌な生機を保有している。以上

一a

　　　　　　　　（9才女子　百D

　　　　　a．石灰化組織　　b．潰瘍面

潰瘍性歯髄炎の典型的組織所見である。騙窩の開

放によつて裸出した歯髄面には，潰瘍性病変が起

　　　　　　　　第　13　図
　　　　　第12図の石灰化組織の拡大

鑛

磯

一b

一a

（36頁につづく）


