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　　　歯髄ならびに根管治療に関する基本的考察
　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　．恥

一わが教室の22年間にわたる実験的研究の結び一　（その2）

東京歯科大学病理学教室
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（全員庇名は別に列記）

　第14図は，肺結核で発れた18歳男子の下顎第二

大臼歯遠心根端附近である。この歯牙は，咬合面の

窩洞形成，歯髄の特異かつ高度な出血性病変など

によつて生前に亜砒酸による歯髄失活法の施され

たことが明らかに察知される。根端孔がかなり大

なるため，亜砒酸の作用による病変は，歯髄のみな

らず，根端孔附近の歯根膜にも及び，ほとんど完全

なる壊死を招来するに至つた。しかし，この歯根

膜壊死巣の周囲は，軽度ながら石灰塩の漫潤を蒙

つた一定の厚さの層によつて，ほとんど完全に包

被され，その結果，外方の歯根膜ならびに歯槽骨

には，概して異常は見られない。すなわち，この

　　　　　　　　第　14図
　　　歯髄失活法に際して認められる歯根膜の

　　　石灰浸潤1

a一

　（18才男子　　「71遠心根）

a．　石灰浸潤部　　b．壊死歯髄

一b

石灰化層の新生は，歯根膜が根管よりする亜砒酸

の化学的刺戟の根端孔外に広く波及することを防

止し，周囲組織を保護しようとする，自然治癒機

能の発現によるものと見るが妥当である。

　かかる歯根膜の傾向は，犬の歯牙に於ける実験

的失活歯髄切断法の実施後にも，しばしばこれを

鏡見することができる。

　第15図は，生後ユ年半の成犬の下顎第四前臼

歯遠心根に於いて，冠部歯髄を除去し，亜砒酸パ

スタ（亜砒酸2．0，塩酸コカイン1．0，メントー

　　　　　　第15図
実験的失漬歯髄切断徳に際して認められ

る白璽質ないし白璽質様組緯の新生

一a

一b

（犬，旬遠心根，亜砒酸バズタ，トリオヂン

クパスタ，40甘経過）

a．白璽質様組織の新生による分岐根管孔の閉鎖

b，健全なる歯根膜
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ル0．3，アスベスト0．01，以上をグリセリンに

て煉和）を48時間貼布後，トリオヂンクパスタ

（花沢）を包摂し，40日間経過した例の根端附近

組織像である。根管内歯髄は大部分壊死に隔り，’

分岐根管内の二三歯髄もまた，同様な変化を蒙つ

ているbしかし，多くの分岐根管壁には，白要質

様組織が新生し，さらに一部では根端孔外側にま

で白璽質の増生が起り，これら組織によつて分岐

根管孔の閉鎖がすでに成立，もしくは成立中であ

る・同時にこれら分岐根管孔外の歯根膜には何

ら異常なく，r歯槽骨に於いてもまた異常は見られ

たい。以上の状態は，分岐根管内歯髄および歯根

膜が，開放された根管を通じ，種々なる為害性刺

戟が根端外組織に波及してこれを崩壊しようとす

ることを防ぐため，硬組織の新生または増生によ

つて根管孔を閉鎖した，自然治癒機能の発現によ

るものと解される。

　っぎに，かかる根端孔の閉鎖により，根管を通

じて侵入する為害性の外来刺戟の影響から根端附

近組織を保護しようとする機転は，他の種々なる

根管処置に際しても，しばしばこれを認めること

ができる。

第16図は・実験的に犬の蝋歯聯易旺出し

　　　　　　　　第116図
　　　実験的根管充蟹に際して認められる
　　　　睡蟹様組織の…新生（1）∵㍗・1

a一　㌧

b一

a

　（犬　 「ぎ　水酸化カルシゥムパスタ　72目経過）

急　白肇質様組織の懸生による分鮫根管纂の閉鎖

h　健全なる歯根膜

｛雪

根管充填を行つた場合に，根端附近組織に見ら承

る代表的な治癒所見である。本例は，生後1年半

弱の成犬の下顎第三前歯で，通法により生活歯髄

を抽出後，水酸化カルシウム滅蓄水パスタを充填，・

72日問を経過した。

，分岐根管内には，全く壊死に陥つた歯髄が残留

するが；各根螺孔外には，石灰化組織が新生し，

これらを完全に閉鎖している。この石灰化組織を

精検すると，壊死に陥つた細胞や線維に石灰塩が

浸潤したものを核とし，その外側に骨様ないし白

塁質様組織の添加が起り始めている。そしてかか

る閉鎖は，さらに時日の経過とともに，一層増強

されていくことに想像に難くない。さらに，根端

附近組織には何等異常なく，健金なる状態を保つ

ている。

　以上は，歯根膜組織が開放されたる根端孔を，

硬組織の新生にょつて閉鎖し，根管よりする為害

性外来刺戟から根端附近組織を保護しようとする

自然治癒機能が発揮された状態と解釈される。

　かかる治癒機能の発現は，犬の乳歯に於いても．

またこれを見ることができる。

　第17図は，生後3ケ月の幼犬の上顎第一乳誘

歯の生活歯髄を捌出し，水酸化カルシウム滅菌水

　　　　　第　17　図
実験的根管剋眞に際して認められる

白璽質様纏織の新生（2）

一・ｮ

一b

（犬Llm水酸化カルシウムパスタ19日経過）

a　白璽質様組織の薪生にょる分蔽根管孔の閉鎖

h　歯槽骨の活駿な増生
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パスタを充填，19日間経過せしめた場合に於ける

根端附近組織の状態である。根管下方には，少量

の壊死歯髄が残留するが，各分岐根管孔外には｝

煎記と同様な構造を呈する石灰化組織が新生しジ

これらを閉鎖しようとする機転がよく．観察され

るQ経過ヨ数が少いために，これらの閉鎖はまだ

完全とは申されないが，．さらに長期間を経れば，

しだいに極めて強固なる閉鎖の成立を見ることは

決して想像に難くない。

　かかる歯根膜の活溌な石灰化組織増生もまた，

荊例の場合と全く同一なる意義を有するもので，

この被覆によつて外来刺戟の侵入から保護され，

根端附近には旺盛な結合織細胞と骨組織の増生が

見られる。

　さて，上記の生活歯髄捌出後，根管充填を実施

した歯牙の根端附近に見られる治癒現象は，感染

根管の治療後根管充填を行った瘍合もまた，ほと

んど同じ状態のもとにこれを認めることがでぎ

る。

　第18図は，64才男子の上顎犬歯（初診時，感

　　　　　　　　第　18　図
　　　　惑染根管治療に際して認められる．

　　　‘白璽質様組織の新生て）

一・

一b

（磁才勇子隆承酸化カルシウムパスタ48曜i過）

　　a　白璽質様組織の新生による根端孔の閉鎖
　　b・結合織細胞の活濃な増殖と線維イヒ・

染根管）の根端附近で，本例は，通法により潟00

単位バシトラセγ加マイシジンを以て隔日毎に2

回根管消毒をなしたるのち，．水酸化カルシウム滅
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菌水パスタを充填，48目間を経過したうえ，根端

切除手術によつて試料を得たものである。

・レン1・ゲン像では薯初診時半米粒大を呈した根

端周囲の透影巣は，’48日目には甚だしく縮小し，

骨増殖を思わしめる状態であったが，組織的にも

この部分には，結合織細胞の活溌な増殖と線維化

傾向の進行が見られ，附近彊組織の増生もまた明

瞭に起り，’きわめて良好な治癒所見が認められる。

しかも，増殖した結合組織のヅ部は根端孔から息

肉状をなして根管内に増殖し，さらにこの上層に

は，多少石灰仙の低い白要質様ないし骨様組緻が

新生し，根端孔を完全に閉鎖するに至つた。，すな

わち，この現象は，，根管より再び感染性刺戟が侵

入し，根端附近組織を破壊しないよう，防禦体勢

を確立した根端附近結合組織の自然治癒機能によ

るものと解すべきである。

　第19図は，肺結核で艶れた21才男子の上顎

a一

一b

　　　　　　　　　　　　　　　醗

　　　　　（21才男子　　隆　口蓋根）

　　a．いわゆる根管息肉の壇殖
　　b・白璽質様組織り新生による根管の閉鎖

　　α　歯槽骨の活磯な増生

第一大臼歯潤葦1艮で・本例は・窩洞形成と根管の

拡大とが明確に認められることから，生前根管治

療の施されたことが充分に推定されたものであ

る9麿し，ヒれは剖検屍体で劾・津療羅の

方法，経過期間などの記録が遺憾ながら不詳であ
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つた。

　本図を見ると，根端附近には活漢な骨の増生と｝

結合織細胞の増殖とが起り，！かつて炎症巣であっ

た部分の治癒がきわめて良好に行われたことが明

らかに観察される。‘しか：も，この増殖結合織の話

部は根管内に進入して，’いわゆる根管息肉を形成

．したうえ∫さらにその上表には，，自璽質様ないし

骨様組織が新生し，．根管壁と組織的に結合すると

ともに，根端の自然閉鎮を完全に確立している。・

季例に於ける治癒現象もまた前例と全く同じ意義

を有するものである。

　さらに，かかる硬組織の新生にょる根端孔自然

閉鎮の成立は，犬に於ける実験的感染根管治療の

例に於いても，よくζれを観察することができる。

　第2q図は，°生後1年半の成犬に於ける上顎第

　　　　　　　　篇3研図　　　，
　　　実験的感染襖管治療に際して認められる

　　　白i粟質様組織のi新生（1）

一〔

一b

（犬お臣　水酸化カルシウムパスタ　3磁経過）

a睡質様組織の新生による根塀ゆ閉鎖
　h　歯槽骨の活濃な増生．

一前臼歯の根端附近組織で，これは歯髄腔を20日

間開放し，自然感染により根端病巣の成立をレソ

トゲン的に確認のうえ，通法により1魚gストレ

プトマイシシ液（1c．c．中）‘を以て洗瀧後，⑩m繧

ストンプ，トマイシンを根管内に包摂したσかくし

て1日間隔に，同様の処置を2回実施したのち∴

水酸化釦ルシヴム滅菌水パズタを充填130日間を

経過せしめた。　　　’∫．ご．　．．．

｛3

　本図を見ると，拡大穿通された根端孔から，充

填剤が若干根端孔外に圧入されたが，この周囲に

は，白垂i質様ないし骨様組織が増生し，根端部ど

組織的結合をなすと共に，根端孔の自然閉鎖を確

立レといる。とあ硬組織の微細構造は，水酸化カ

ルシウムパスダによる，生活歯髄捌出後の根管充

填に際し七人歯牙および犬歯牙に認められた新生

硬組織と全く同様である。さらに，実験開始時，

レントゲン所見で明らかに認められた根端病巣ぽ

完全に治癒し，治溌な骨組織の修復が観察される。

要するに，こ航は，r歯根膜によつて新生された硬

組織のため，‘外界よ．りの為害性刺戟から完全に護

Pられ，根端附近組織の治癒が活溌に進展した状態

である。

　また，これと同じ治癒現象は，犬の乳歯に於け

る実験的感染根管治療に際しても，しばしばこれ

を観察することができる。第21図は，生後3ケ

　　　　　第21図
実験的感染根管治療に際して認められる

白要質様組織の新生（2）

一a

一b

（犬「弛．」水酸化勿汐舛パスタ1頭経過）

　　a．　白璽質様組織の新生による根端孔の閉鎖
　滋　健全な結合織、ンい∴∴．

暦の幼犬の下顎第尋乳前臼歯近心根端附近で，こ

れはダ歯髄腔を．1ゴ白間開放し，ジントゲン的に

根端病巣b成立を認あてかち，通法たより3000倍

ツノミフ信ル液で根管消毒をなし，：水酸化カルシウ

ム滅菌水パスタを充填，19日聞を経過せしめた例

　　　　　　→　　馬’である。
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　本図を見ると，根端附近の炎症巣は完全に治癒

消失レ，結合織の増殖と骨の増生とが活溌に起つ

宅いる。しかも，結合織の一部は根管内へ息肉状

に増殖し，さらにその表層部には，＾薄壁ながら前

記と同じ白璽質様もしくは骨様組織が新生して，

これを完全に被覆するに至つた。この硬組織は，

さらに時日の軽過に従つてしだいに厚ぐなり，そ

の被覆を一層完全なものになしてゆくことは想像

に難ぐない。

　っぎに，第22図は，犬にっいて実験的に歯根

　　　　　　第22図
実験的歯根端切除手術に際しで認められる
白璽質様組織の…新生（1）

b－・

（犬．

a．

b．

一a

過）

白璽質様組織の新生による歯根切断端の閉鎖
速槽骨の活濃な増生

端切除手術を施した歯牙の切断端附近組織籐であ

る。本例は，生後1年半の成犬の上顎第一前歯で

健康歯牙について通法により歯根端を切際し，蝦

製マグネシア滅菌水パスタを充填，87臼間を経過

せしめた。除去された根端附近組織は，結合織な

らびに骨組織の活溌な増生によつてほとんど正常

状態にまで恢復されている。tかも，この増生結

合織の一部は，息肉状をなして逢入し，かつ，そ

の表面に白要質様ないし骨様組織を新生してゴ開

放された根管を再び完全に閉鎖するに至りた。

　また，かかる治癒現象は，犬の感染歯牙につい

ての実験的歯根端切除手術に際しても同様にこれ

を観察することができる。第23図は，生後2年

’138

の成犬の下顎第四前臼歯遠心根の下端附近であ
る。‘{例では，歯髄膣を「52日間開放し，レント

ゲン的に根端病巣の成立を認めたうえ，通法に従

つて歯根端切除手術を施し，水酸化カルシウム滅

菌水パスタを充填，72日間経過せしめた。

　病巣と共に捌出された部分は，結合織および骨

組織の活溌な増生によつて，全く治癒すると共に

歯根の切断端は，結合織が新生した白要質ないし

骨様組織によつて再び完全に閉鎖されている。

　以王に述べた，歯根端切除に際して認められる，

開放根管の再閉鍵は，根端部結合織が新生硬組織

を新生し，根管よりする外来の為害性刺戟から，

根端附近組織を保護しようとする，，自然治癒機能

の発現に基くものと解されるげ

　さて，上に掲げた，種々なる歯髄ならびに根端

部の疾患およびそれらに濁する治療的処置に際し

て認められる治癒変化を綜覧すると，つねに，つ

ぎの二つの共通機転の発現が挙げられる。すなわ

ち，第一は，炎症または外傷によって破壊された

　　　　　　　　第23　図
　　実験的歯根端切除手術に際して認められる

　　白垂質様組織の新生（2）

一a

一b

（犬　’瀬遠心根水酸化カルシウムパスタ72碍経遮）

　a．　白璽質様組織の薪生による歯根切断端の閉鎖

　獄　健全な結合織
　　　　　　ビゆア

組織の再生修復で，第二は　外界に露出され，ま

たは露出されようとする組織の最表層を新生硬組

織にょって被蓋し，，前記組織と外界との連絡を遮

断する機転である。ぞして，かかる商機転は，全

身の他の部分に於いて，外界と交通を有する創傷

に際して認φられる組織的治癒変化と全くその軌

を一にすることが諒解される。　　　’
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　すなわち・表皮・消化器粘騰呼吸器粘膜・角蝶㌃

どに於ける創傷の治癒機転の還本は，（イ）損傷を

蒙つた組織の再生修復とジ（戸）増殖上皮によつて

創傷面を被覆し，再び各種の為害憐外来刺戟によ

つて組織が損傷されることを防止すると共に，内

部組織の治癒進行を助けることとに大別される。

　しかしながら，∵カ♪かる際，歯髄ならグ1『根端部

組織は・外界粒膜と直接に蓮続じない奪め，（戸）

の場合に関しては・願組緯㊧薪生を以て・．上皮の

増殖に代行せんとするもので，杢しジ歯髄属肉あ

るいは根端部炎症巣の一部に於いて，これら粘膜

上皮の准入が起つた場合は，直ちにこれら上皮の

培殖によつて創傷面の被蓋が起ることは衆知のと

おりである。　　．　　　．　・

　これを要するに，歯髄ならびに根端部の探患に

際して認められる治癒機転の本態は，外界と蓮絡

を有する，身体の他の部分に起る創傷の治癒機転

のそれと原則的に全く一致し，かつ，・種々なる治

療的処置は，これら治癒機転の活溌なる発現を促

進し，終極の目的を速やかに，かつ完全に達成せ

しむるための役割を専ら有するものである。

　。第三・歯髄覆量剤または根管事填剤の意義

　歯髄ならびに根管処置の目的は，・歯髄組織また

は根端部支i持組織が有する自然治癒機能を活醗に

促進し，前述のごとき完全なる治癒転帰の達成を

可及的速やかにもたらしめることにある。そもて

この際，歯髄覆睾または楓管充填に応用される薬

剤あるいは材晶は乳かかる頃的についで，最も主

要な役割を果たすものであることが，本研究の全

成果から明らかにされ1ヒ。すなわち，牽髄饗軍剤

または根管充填剤の生体組織に及ぼす生物学的性

状の質的ならびに量的優劣が，つねに治癒成績の

良否を決定する基本的要素をなすものであること

が実証されたのである。

　いま・オ『研究において供球された計128種の薬

剤また嫡層晶の騰用によりもたらされた組織の湾

癒的変化を比較観察すると，あたかも個々の人間

がそれぞれに異なつた性格を有するごとく，これ

らの剤晶は，組織の自然治癒機能を促進する方法

および強弱に関して，それぞれ特有なる性状を有

することが明らかに認知された。
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　以下，主要な剤品について，おのおのの生物学

的性状を概述することとする。

　ヨードホルムは，1864年W◎cdh◎競se以来，

多数の臨床家により　主として根管充填の目的に

愛用され」とくに本剤は吸牧性であり，かつレン

塾ゲン線に戴する迄彰性と充填操作が比較的容易

なる利点を有す為ため・ユ罪0年から1930年頃に

亘り，その応用はきわめて隆盛を示したが，その

後しだいに衰退の傾向にある。翌一ドホルムの根

端部支持組織に対する生物学的性状としては，肉

芽組織の増殖作用がはなはだ活溌であるが，一方

その線維化を促進する力が乏しく，かつ白聖質様

ないし骨様組織の新生および歯槽骨の増生を促す

作用も弱いため，本剤の応用に際して組織的に完

全な治癒転帰の得ら麹る機会が予想外に少なかつ

た。かかる欠降は，フエノールカン7アーによる

煉和，または10％（容量）程度のトリオヂンクパ

スタもしくはその粉末あるいはパラホルム末を添

加することにより多少改善せられたが，その性状

を根本的に改良することは不可能であつた。

　なお，上記の作用は，生活韓髄抽串後の根管充

填に際してもまた・麟楳管滑療後の充填セこ於

いても，全く共通的なものであつた。従来，痩孔

を有する感染根管に際し，本剤が好んで応用され

る低向にあつたが，臨床的に観察される痩孔の良

好なる閉鎖も，上記の事実から，はたして完全な

る治癒に裏付けされたものか否か，はなはだ疑問

視せざるを得ない。

　また，歯髄抽出後根管内に残存する生活歯髄組

織に対する治癒促進作用もきわめて低調であるた

め，本剤は，生活歯髄切断法の目的にも副い得な

いことが実証された。

　つぎに，ガツタパ｛チヤーもまた，根管充填剤

として前者に劣らざるほど広く応用されているが

本材は，根端部支持組織に対し，概して組織親和

性である瞠どどまり・肉芽組織の線緯化白塁質

様ないし骨様組織の新生，馨槽骨の増生を積極的

に促進する作用をほとんど有しない。従つて充填

剤の生物学的性状が重琴親される現奮本材の単

独使用は根管処置の目的に適合せざるものであ

　　　　　　　　　　　　oるb
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　象牙（骨）またはi象牙質削片は，1928年Neu－

wirch以来，主として欧洲方面の学者によりジ生

活歯髄切断または，根管充填の目的に激賞され，

一時全世界の注目を集めたが，その後しだいに応

用者が減少し，現在ではほとんどその研究報告す

らこれを見ざるに至った。本剤は，歯髄，歯根膜

または骨髄中に埋入した場合，自ら核となつてそ

の周囲に象芽質様，白聖質様または骨様組織を添

加し，これらによる創傷面の閉鎖を成立せしめる

場合が多い。また，肉芽組織の増生，線維化率よ

び歯槽骨の増生を促進する機能も多少詔められる

カ㍉いずれも低調かつ緩除であるため，現今の治

療処置時にほとんど避けがたき感染に先行され，

不良なる転帰をもたらしめる場合が決して少くな

い。7従つて本剤に0．2％程渡のパラホルム末を加

え，あるいは0．05％のホルマリγ水またはリマ

ォシ水を用いて煉和し，材品に消毒性を附与する

と，若干成績の向上を見ることができる。しかし

この場合においてすら，成績の良否ははなはだ不

安定であり1必ずしも一致した成果を得るとはか

ぎらない。また，本材は，糞填操作が容易でなく，

かつ，レントゲン線に対する造影性がほとんどな

いため，臨床的にも良好なる充填剤とは認められ

ない。本材が今日声価をはなはだしく失うに至つ

たのも決して偶然ではないと悪われる・

　ホルムアルデヒードは二般に原形質声㍉｝て防
属殺菌の目的に広く応用ざれてい為が｝本剤がゴ

％ないし5％前後の割合に他の適当なる基礎剤に

混合，使用された場合，歯髄覆軍および根管充填

のいずれにも，きわめτ好ま、しき治癒成績が得ら

れた。すなわち，々・かる薬剤は，肉芽組織の増殖

とその線維化を促進する作用について供試された

多数の薬剤中抜群的に優秀なものの一つであり，

かっ，硬組織あるいは軟組織を介して，隔絶され

た部分に骨または骨様組織の増生を進行せしめる

性状にもまた卓越していた。’そして，ホルムアル

デヒードを主剤とした多く．の供試品屯最も優秀

なる代表的剤品としてゴ薯者の一人花沢が創製し

た，、トリオヂンクパスタおよびパラホルムセメン

トが挙げられた。しかしながら，ホルムアルデヒ
　　　　　　　　　へPドは，別に失活剤として門般に使用される高濃

i40

度（50～60％）に於ける場合は申すまでもなく，

たとえ上記の如き低濃度によつても，意外なる組

織刺戟性の発揮きれたと認められることが往々あ

り，従つてことに，若年者の未完成歯牙に於ける

歯髄処置ならびに根管充填への応用に際してはこ

の点に留意を必要とする。　　　一

　なおンシヨイエル氏パスタジまたは，オキシバ

ラの如く，ホルムアルデヒードの他に，トリクレ

ゾ・一ル5ユ藁ジノP一ル，チモールなどの防腐剤が

混合された揚合には，これらの組織刺戟性が強く

本剤の治癒促進作用がかなり障碍された。また，

オキシパラおよびアルブレヒト氏パスタの如く，

本剤が溶液として含有される際には，治癒促進作

用の持続性に乏しく，良好なる成果が得られなか

つた6

　水酸化カルシウムは，1920年Hermannによ

りはじめて生活歯髄切断および根管充填の目的に

推奨され，その後，しだいに主として欧洲方面の

学者がその優秀性を追証し，続いて米国方面の諸

研究者もまたこれに追随するに至つた。余らもま

た，本剤を生活歯髄切断および生活歯髄抽出後の

根管充填に応痢し，その優秀性を追証したが，さ

ちに犬の実験的感染根管および人の感染根管への

応用に対しても，阿じくその卓越した治癒促進作

用をはじめて立証することが出来た。本剤は，肉

芽組緯の増殖とその線維化，象牙質様，白聖質禄

ないし骨様組織の新生および歯槽骨の増生を促進

する作用がきわめて活溌であり，本研究に供試さ

れた剤品中，‘最も優秀なる生活歯髄切断剤および

根管充填剤の一つであることが認められた。とく

・に，本剤の治癒促進作用は，前記のホルムアルヂ

ヒ・一ドが主に介達性であるのに対し∫概して直達

性である点が興味深く感ぜられる。・

　すなわち，本剤の応用に際して認められる上記

各組織の新生状態を詳細に鏡検すると，まず，本

剤に直接接した組織の細胞が壊死に陥り，これに

やがて石灰塩ゐ浸潤が起り，これらを核として各

硬組織の添加が迅速に行われる。また，根端部組

織ゐ治癒ぷ発現する場合も，・一般に本剤に最も近

い部分からしだいに遠隔に及ぶごとが観察される

のである）　．　‘　　　♪　　　…　”
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　また，本剤は，ホルムアルデヒードの如き組織

剰戟性の過剥による偶発事故がぽとんどないのに

反し，塞気中に放置されたる場合には，炭酸ガス

を吸合して比較的容易に炭酸カルシウムに変質

し，固有の治癒促進作用を全く失うに至る。なお，

もう一りの欠陥として，本剤はその強アルカリ性

により，歯髄壁または根管壁の象牙質を破壊，侵

蝕することが挙げられる。，

　しかしながら赫・ずれに購も水酸イヒカルシウ

ムは，従来のほとんどすべての剤品に見られない

優秀な治癒促進作用を有することが実証きれたた

め，余らは，これを動機として，さらに完全なる

理想的薬剤の探究を進めたことは申すまでもな

、・。そしてその主なる目標は，古くより創傷治癒

の目的に賞用されている重金属塩類，強アルカ罫

性の水酸化塩類および各種カルシウム塩類に置か

れた。，．　　　　　　　　“

　まず，重金属塩類については，酸化銀（Ag20），

酸化第二鉄（Fe、03など，計一18種類が生活歯

髄切断および生活歯髄抽出後の根管充填に供試さ

れたが，その治癒促進作用は，水酸化カルシウム

に比較し，いずれ竜低調で，とくに注目に価する

ものは認められなかつた。また　水酸化壇類につ

いては・水酸佑亜鉛（Zn（OH）の・氷酸化アルミニ

ウム（A1（OH）3）など，計14種頚が上記と同様

に供試されたが，いずれの成某もま癒氷酸化カル

ッウムに比較し，低調であつた。さらに沙カルシ

ウウ塩類については，炭酸カルシウム（Ca　CO3），

第二燐酸カルシウム（CaHPO4），など計6種が生

活歯骸切断，生活歯髄抽出後および感染根管治療

後の各根管充填に供試されたが，本塩類は共通的

に肉芽組織の増殖と線維化；象牙質様，白要質様

ないし骨様組織の新生，歯槽骨の増生を促進する

作用が認められたが，本酸化カルシウムに比して

～・ずれも低調で；とくにi膣奨に価するものはなか

つたG

　つぎに，蝦製マグィ．ピアは，1余らが初めで生活

歯髄切断および囎糠の融鵬き摘て優秀
なる治癒促進作用を有することを明らかにしたも

のである。本剤は，肉芽の増殖およびその線維化

を活溌に促進する点では，全充填剤中最もすぐれ

唯7

かっ，本酸化カルシウムの如く，根管壁象牙質の

侵蝕作用を全く有しない利点を有するが，一方，

象牙質様，白墓質様ないし骨様組織の新生および

歯槽骨の増生を促進する作用が緩慢なことにおい

て，水酸化カルシウムに一歩を譲らざるを得ない。

なお，以上の成績にかんがみ，炭酸マグネシア

（MgCO3）ほか5種のマグネシウム塩類が生活歯

髄切断および各根管充填の目的に供試されたが，

いずれも，多少の差はあれ，蝦製マグネシアに比

，し，聖治癒促進作用において劣つていた。

　酸化亜鉛（亜鉛華）は，歯髄覆翠または根管充

填の目的に，主剤あるいは基礎剤として従来から

広く応用されている。本剤は，肉芽組織の増殖と

その線維化，上記各種硬組織の新生または増生を

促進する作用においで，概して活溌であつたが，

水酸化カルシウムまたほホルムアルデヒードに比

』しては，明らかに低調を示した。

　さて，以上の種々なる化合物による成績を綜覧

すると，はなはだ興味深いととには，歯髄処置な

らびに根管充填の目的に適応せる元素が，周期表

の第二属M喜（3遷期），℃a（4週期），Z捻（4

週期）およびSr（5週期）に集まつており，しか

も，その治癒促進作用は；「Caを頂点とし，前後

にしだいに低下しているととが明らかに認められ

た。そして，ずまた水酸化カルシウムの優秀な治癒

促進作粛は，caイオンの単独作用でもなく，ま

たOHイオンの単独作用でもなく，もつぱら両者

め密接なる協力作用による結果としか考察され得

なかつたのゼある。レ

　さて，あ・かる成熟と従い，余らは，各種の優秀

なる治癒促進作用を有する薬剤を適当に配合し，

両者1わ莉点を併せこ（発揮せしあることを考察し，

まず，水酸化カルシウムと永ルムァルヂヒードの

混合を想定したが，しこの場合は，衆知のごとく，

両者は直ちに糖反応を呈し，天然の糖に似た重合

体C6　H・206に変化するため，全く利用的価値

がなかつた。また，水酸化カルシウムと蝦製マグ

ネシアとの併用斉興供試されたが，予期に反して

その治癒成績は各単独応用例よりも低調であつ

た。

　しかしながら，水酸化カルシウムと肝油（ビタ
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ミン球）との併用は，きわめて良好なる治癒成績

を発揮した。従来肝油は，一般創傷療法剤として

薯効を認められたが，歯髄処置および根管充填に

際しても，肉芽組織の増殖と線維化，歯槽骨増生．

各種硬組織の新生をはなはだ活溌に促進した。

　なお，。その他の供試剤の各治癒成績は，大部分

低調であ．り，それぞれの記述は，これを省略する

が，つぎめ二点をとくに申述べたい乏思う。第一

は，翼r一ドホル1み，．パラフィンの如く，一般に吸

牧性の多い根管充填剤は，共通点として根端部歯

牙支持組織の治癒を遅延せしめる傾向を有すると

いうことであり，第二は，綿線維，キルク末の如

く，植物性材品は，生体組織に対して異物的影響
を・与え，幽 武聡?uなちびに根管充填剤の目的には

不適当であるという点である。従つて，歯髄覆軍

剤にしても，また根管充填剤にしても，いわゆる

難吸牧性として，徐々にきわめて少量ずつ生体組

織中に溶解し，細胞の生活機能を軽度ながらもつ

ねに鼓舞，．促進する薬剤であることが好ましい。

　さて，余らが生活歯髄切断および根管充填の目

的に供試した計128種の材品中，前者については，

水酸化カルシウムが最も優秀であり，蝦製マグネ

シアおよびパラホルムセメントがこれに次ぐもの

であり，また後者に関しては，水酸化カルシウム

およびトジオジンクパスタ（花沢）が最も卓越し

パラホルムセメント（花沢）および爆製マグネシ

アがこれに次ぐものであることが明らかにされ

た。とくに水酸化カルシウムは，生活歯髄切断剤

および根管充填剤として，その王座を将来も長く

占めるものと予想され，今後は，侮に理想的薬剤

を探求するよりも，本剤の治癒促進作用をいかに

してさらに向上せしめるかに努力が注がれるべき

であると信ずるしだいである。

　生活歯髄切断および根管充填剤が，歯髄切断面

または根管を単に器械的に封塞する貝的のもので

ないことは，今目ようやく多数の人士によつて認

められるに至つたが，いまなお本剤に高度の防寓

性を与え，以て治癒の目的を達成しようとはかる

協床家は決して少ぐない。．しかしながら，しこの揚

合，薬剤による防腐作用と組織治癒機能の促進作

用とは1決して混同視されてはならないのである。
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この点については，πさらに後で詳しく申述べるが

たとえば，上記の水酸化カルシウムは，殺菌作用

をほとんど有せず，単に燈色葡萄球菌の発育を櫛

制するに止まることが，余らの細菌試験によつて

実証されており，一方には　本剤の単独応用によ

り，優秀なる治癒成績が拳げられていることによ

つても，充分にこの関係が諒解されると思う。

　すなわち，生活歯髄司断剤またば，’根管充填剤

　　　　　　　　　　ノは，生体組織の治癒機能を促進するための栄養剤

であり，ホルモン剤である。さらに卑近な例をと

れば，植物に対する肥料であり，決して殺虫消毒

剤ではない。もちろん，臨床上において，実際的

事情から，これらの使用には，多少の消毒性を維

持せしめる必要があることは申すまでもないが，

かかる際にあっても，以上の原則は依然としてi変

らない庵のである。

　　　第四　根管処置後，、根端部支持紹識

　　　　　　に認められる治癒形態→

　生活歯髄の抽出されたる歯牙，あるいは，感染

根管を有する歯牙において，根管処置が合理的こ

実施された場合，根端部支持組織；ま，つれに，本

稿の第二において述べた転帰に向うため，’活溌な

自然治癒機能を発揮する。しかしながら，これら

の治癒が完全に行われた場合の状態は，主として

充填技術，根管の拡大程度ま．たは穿否，充填剤の

生物学的性状などによつて毎常必ずしも同一でば

なく，各種の完全治癒形態が襯察される。そして，

これらを綜覧すると，ここに若干の基本型なるも，

のが分類されるのである。’

　まず，’生活歯髄の抽出後根管充填が行われた場・

合には，つぎの各基本型が列挙される。

（一〉　根端を穿通しなかりた場合

　（1）根管内の残存歯髄が完全に生存し，ある

　　　いはさらに疲痕化した場合

　（2）分岐根管内歯髄が完全に生存している湯

　　　合　　　　’　・㌦　一，

、（3）分岐根管孔が白畢質もしくは白聖質稼組

　　　織にょって閉錬された場合

（二）根端を：穿運した場合

　（1）いわゆる疲痕化恩肉が形成された場合

　（2）根端外に圧出された充填剤が線維性結合
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　　　組織または新生結合紅織こよつて包被され

　　　た場ぐ　　　　、　、、」，

　（3）　白璽質様ないし滑梼組織の薯生によつ

　　　て，根端孔のいわゆる自然閉鎖が起つた場

　　・合

　（4）歯槽骨の増生がとくに活溌に起つた場合

　そして，実際的には，これらの基本型が単独に

起る場合もあれば，’ Q種もしくは3種以上が同時

に発現している場合もある。また，かかる治癒形

態は，永久歯と乳歯との区別なく，全く同様に発

現するものである。

　また，感染根管治療後に発現する完全治癒形態

の基本型は，以下の．とおりである。

　（1）いわゆる疲痕化根管息肉が形成された場

　　　合

　（2）　根端外に圧出された充填剤が線維性結合

　　　組織または新生骨様組織によつて完全に包

　　　被された場合

　（3）　白肇質様ないし骨様組織の新生によつて

　　　根端孔のいわゆる自然閉鎖が起つた場合

　（4）　根端病巣によ溶組織の破壊部が，健全な

　　　線維性結合組織または骨髄様の髪粗な結合

　　！組織のみによつて占められた場合

　（5り：＼歯槽骨の再生がとくに活溌に行われた場

　　　合

　かかる基本型もまた，実際には単独に発現する

場合もあれば，また2種以上が合併して起つてい

る場合もある。そして，かかる完全治癒形態の成

立は，永久歯と乳歯との間になんら差別はない．

　さて，以上の生活歯髄抽出後の根管充填と，感

染根管治療後の充填に際して認められる完全治癒

・形態を比較すると，根端病巣の有無，根輪の穿否

などにより，多少の差別があるが，原則的には両

者は全く一致レていることが諒解されるのであ

る。たとえば，充填剤の不足または吸牧に際して

は，根管息肉を成立して線管の室虚部を補充し・

充填剤の根端外逸出に際してはこれを線維性結合

組織または新生結合組織によつて包被し，さらに

根端孔のいわゆる自然閉鎖を成立するなど，両者

ρ治癒i機構にはなんら根本的な華異が存在しな

馬、o　　　　　．　　　　．　　、・

ig

　いま，感染根管治療後，根端部支持組織に認め

られる完全治癒形態について，代表的な所見を列

挙すると，以下のとおりである。

　算24図は，いわゆる疲痕化根管息肉が形成さ

　　　　　　第24図
いわゆる疲痕化根管息肉が形成された場合

一曙 ＝@　　　、

（犬・匿蝦製マグネシァパスタ　22日経過）

　　　　a．　根管息肉　　b．　充墳剤

れた場合である。本例は，犬の歯髄腔を14悶開

放し，自然感染により根端部に病巣が成立したこ

とを」レントゲン像によつてたしかめたのち，ア

ンチホルミン，オキシドールおよび3000倍リバノ

ールで根管清掃後，根管拡大と穿通を行い，高圧

滅菌した局方蝦製マグネシアパスタを充填，22日

を経過せしめた。

　根管充填は，かなり注意深くこれを行つたが，

実際には，図に見るごとく，充填剤は根管の半ば

を填塞したに過ぎなかつた。この室虚な根管内へ

根端附近に増殖した肉芽組織が，いわゆる根管息

肉の状態をなして進入し，充填剤にまで達してい

る。この息肉は，いまや活溌な線維化傾向をとり

つつあつて，このまま経過すれば，現在僅かに残

る細胞浸潤も，ほどなく消退し，完全なる疲痕組

織とな一ることは疑を容れない。根端病巣は，すで

にほとんど完治し，根端附近は，活溌な紅織の増

生修復によつて，大体正常状態にまで復帰してい

為。

　このほか，かかる疲痕化根管息肉面へさらに．．
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骨様組織が新生して，これを完全に被覆する場合

も少くない。

　また，かような疲痕化根管息肉の成立は，葡掲
　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

のごとく，人の感染根管治療後にも，しばしばこ

れを認めることができる。噛

　第25図は，課螺外に圧出された充填剤が，線

　　　　　　第　25　図
根端外に圧出された充填剤が線維性結合組

織によつて完全に包被された場合（）

一a

一b

（犬厄トリオジンクパスタ95日経過）

乱　逸出した充墳剤　　h’線維性結合組織

糸ll性結合組織または新生骨様組織によって完全に

包被された場合である。

　本例は，犬の歯髄腔を14日間開放し，根端病

巣の成立をレントゲン的に確i認後，鈴木教授にょ

るいわゆるアンモニア銀療法を4回行い，帳端を
　　　　　　　　レ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ

穿通してからトリオジンクパスタを充填．95日聞

を経過したものであるっ

　根端の穿逼部を逓じて，充填剤の一“部が根端外

に圧出されたが，その周囲は，完全に線維化した

　　　　し結合組織によつて包まれ，なんらの異常を起して

いない。病巣のため破壊された根端附近組織もジ

ほとんど完全に再生修復されている。

　また，かかる充填剤が接する線維性結合組織の

表層に，石灰化または骨様組織の新生を見ること

も少なしY。　　　’　　　　　　　　　　　　　　　一

　第26図は，47才男子の上顎右側第二大臼歯に

こおける同様の所見である。
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　根管内に充填されたガツタパーチヤーコーンの

一部は根端外に逸出したが，周囲に増殖した厚い

結合組織の膜によつて包まれ，異常が見られない。

　　　　　　　　第・26　図
　　根端外に圧出された充蟹剤が線維性結合組

　　織にょって完全に包被された場合（2）

b＿懸
一一

　　　　　（47才男子　ヱ1口蓋根）

　a逸出したガツタパー去ヤー　b・線維性結合組織

ただし，本剤は根端附近組織の治癒機能を促進す

る作用弱いため，一部に軽微な細胞浸潤が残留し

ている。　　　　　　　　’

　第27図は，硬組織（白聖質様ないし骨様）の

　　　　　　　　第　27図　　　　ζ

　　白璽質様組織の薪生によつて根端孔のいわ
　　ゆる自然閉鎖か起つた場合　　霞1

ド

榊剛

（犬娼百／水酸化カルジウムパスタ　54日経過）

　　　　　a・　白璽質様魍織の新生
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新生によつて根端孔のいわゆる自然閉鎖が起る場

台である。　　・　　　　　一

　本例は，犬の歯髄腔を47日間開放し，第24図

の例と同じ根管消毒を行つてから，高圧滅菌した

化学用純水酸化カルシウムパスタを充填し，54日

闇を経過せしめた。

　穿通された根管孔ならびに小さな分岐根管孔は

新たに形成された白聖質様ないし骨様組織によつ

て完全に閉鎖されている。

根端附近組織には，、軽度の細胞濁閏の残遺が認

められるばかりで，諸組織の活溌な増生によつて

完全な治癒を見るに至つた。　．

　人の感染根管治療後にも．一かかる根端孔のいわ

ゆる自然閉鎮が生ずるζとは，すでにこれを述べ

た。

　第28図は，根端病巣に．よる組織ρ破壊部が，

　　　　　　　　第28「図　　、　　　　’
　　根端病巣による組織の破壊部が，骨髄様の

　　懸粗な結合組織のみによつて占められた場合

a　一輔、

“－

（犬・「7ヨードホルム・フエノールカンフア鱒

　　　パスタ50国経過）．

　　　乱　充蟹剤　　b．i霧粗な結合組織

健全なる線維性結合組織，または骨髄様の懸粗な

結合組織のみによつて占めら誕る場含で南る。

　本例は，犬の歯髄腔を19日間開放後，アンチ

ホルミン，オキシド畳ル，およびホルモクレゾー

ルにて根管を2回処置し，ヨゼド墨ルム．フエノ

ールカンフアーパスタを充填，50日間を経過せし

めたo　　　　　　　　　　　幽

2｛

根管充填の際パスタの一部が根螺夕事に押出さ

れたが，現在では根管内に至るまで吸牧され，こ

の部分に肉芽性のいわゆる根管息肉が増殖，進入

している。

　根端病巣のため破壊された根端周囲には大きな

骨腔が成立しているが，根管充填後かなり長期間

経過したにもかかわらず，骨の再生修復はきわめ

て緩慢であり，このためいまなお残留する骨腔は，

骨髄様の懲粗な結合組織によって補填されたま

ま，完全治癒に到達しようとしている。

　図中に見られる円形細胞は，主としてパスタを

貧喰した組織球である。

　第29図は，根管処置を受けた18才男子の下

　　　　　　第　29　図

根端病巣による組織の破壊部が，健全な線

維性結合組織によつて占められた場合

（18才男子　　ぢi遠心根）

　　a．線維性結合組織

顎右側第一大臼歯達心根根端部の組織像であるQ

．根端病巣による破壊のため形成された大きな骨腔
r

は，きわめて緻密な，束状をなして走る線維性の

結合組織すなわち｝疲痕組織のみによつて充た

され，周囲の骨の再生はほとんど行われていな

いo

　線維束問になお細胞成分に富む肉芽組織が介在

しているが，これらはほどなく吸牧されるもので

ほぼ完全な治癒をとるに至つたものと認められ

る。
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第3σ図は，歯槽骨蠣生修働・ぎわめて脛盛

行われた場合である。

　’　　　　　第30図
　歯槽骨の再生がとくに活濃に行われた場合

　　（犬・17　トリオヂンクパスタ　35臼経過）

　　　a．増生した歯槽骨

　　　h　歯根と増生骨組織との骨性癒着

　本例は，歯髄腔を2）日閤開放後，水溶性ペニ

シリン（800単位程度）にて3回根管消毒をなし

牽リオヂンクパスタを充填35日悶を経過じたも

の歪ある。根端嚢よ茂馬囲組織の様娼は，かつて
　　　　　　　　ヒへこの部に大なる病翼が存樫し・たどどを勃語轟）てい

るが，現在は完全に治癒し，なんら炎症性変化が
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認められないbかえつてこの部に旺盛なる’昌組織

の再生が起り，とくに一部において歯根との骨性

癒着が成立するに至つた。

　根端部軟組織の一部は，いわゆる根管息肉をな

して根管内に進入しているが，その最表層に骨様

組織の新生が始まり，根端閉鎖の完成の近いこと

を窺うことができる。・

　さて，以上に揚げた各種の代表所見も，これら

を綜覧すると，結局，本稿の第二に述べたとおり，

（イ：開放された根管のいわゆる自然閉鎖を成立し

ようとする機転と，（＃）炎症によつて破壊された

根端部を再生修復しようとする機転と忙大別さ蔦

る。とくに，（イ）、については，充填技術にょり，

あるいは根管内において，あるいは根管外に宋い

て，硬組織も新生してその目的を達成しようとし

ており，また，充填剤g生物学的性状により，硬

組織の新生か充分に行われない場合には，疲痕化

した結合組織によつてこれに代えようとする傾向

が察知される。　　　一

　換言すれば，この際根端部支持組織は，それぞ

れの異なつた環境に対して，最も適合した完全な

治癒状態を成立し，以て上記の目的を達成すべく

つねに必死の努力を続けて陸るこ．とが明らかに認

められるのであゐ。．（未完γ

新局所麻醇薬オノカインに就いて

　　　，．　　　，　　　　．一基礎実験並に臨床使用経験一

　　　　　　　　　　　　　　　　堀　　口　　信　夫

　従来，．局所麻酔薬，（粘膜麻酔薬）としズコカインが広範囲に健用されているが，コカイ

ン妹その習慣作用　麻薬である蔦と2また高価な点などから，こ湛に代るべき優れた局所

1麻酔薬の出現は臨床家の切望する所である。

　、私はオノカィンの基礎実験並に臨床使用経験によつて次の様な結果を得た。

　オZカイ記㊧局所麻酔作用はジ動物実験に於いてコカインの1000倍，プロカインの

200◎倍ゐ強さを示しだ。1まソご臨床使用においても相当強力な作用を示したが，習慣性並に

副作用は現在までの使用経験では認められない。

　以↓り結果から・本剤は将来コカイン等に代り得べき薬剤として価値あるものと推測さ

一れる。n A　’1∫

～　’∵’…　ル（耳鼻咽喉科第27春第5号よづ抄録），、
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