
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title
歯根未完成永久歯に対する生活歯髄切断法の臨床X線的長

期観察

Author(s) 三井, 仁実; 笹本, 由美子; 松崎, 和江; 町田, 幸雄

Journal 歯科学報, 92(8): 1185-1192

URL http://hdl.handle.net/10130/2117

Right



1185

原　　　　著-

歯根未完成永久歯に対する生活歯髄切断法の

臨床Ⅹ線的長期観察*

三　井　仁　実　笹　本　由美子　松　崎　和　江

町　田　幸　雄

東京歯科大学小児歯科学講座

(主任:町田幸雄教授)

(1992年5月6日受理)

Clinico-Roentgenographic Observation Following Vital Pulpotomy

on Permanent Teeth with Incompletely

Formed Roots

Hitomi MiTSUl, Yumiko SASAMOTO,

Kazue MATSUZAKI and Yukio MACHIDA

Department of Pediatric Dentistry, Tokyo Dental College

(Chief : Prof. Yukio Machida)

m m

歯根未完成永久歯は,商蝕あるいは外傷等により歯髄

の一部が霧出し,感染した場合でも,その後の歯根発育

を斯待して産活歯髄は可及的に保存することが望まし

く,このような症例に対しては生活歯髄切断法が広く応

用されている.ところで切断糊剤としては一般に水酸化

カルシウム製剤が推奨されている｡しかし本剤単味の応

用は必ずしも良好な成績が得られず,主な欠点として歯

髄壊死や内部吸収の発項が指摘されている.このため,

欧米では歯根が完成したならば,直ちに抜髄,根管充虜

を行うことを推奨する学者が多い1)‾7)｡これらの欠点を

覇うためこれまで種々な薬剤が配合された水酸化カルシ

ウム製剤が研究,開発されてきた8)-10)｡なかでも関取ら

が開発,改良を重ねてきた水酸化カルシウム･ヨードホ

ルム製剤,カルビタールは,乳歯および永久歯に対する

生活歯髄切断糊剤として,実験病理学的にも臨床病曹学

的にもその優秀性が認められているIl)‾20)しかし,歯

*本論文の要旨は,第240回東嘉歯科大学学会例会(平成
2年6月9日,千葉)において発表した｡

根未完成永久歯に対して生活歯髄切断法を行い,長期に

わたって臨床的観察を行った研究は数少ない｡

そこで今回著者らは,歯取未完成永久歯に対してこの

水酸化カルシウム･ヨードホルム製剤カルビタールを用

いて生活歯髄切断法を実施し,臨床Ⅹ線的に長期にわた

り経過観察を行ったので報吾する｡

謁査対象及び観察方法

1.調査対象

調査は,昭和44年2月から平成4年5月までの23年

3ヵ月間に東京歯科大学千葉病院及び水遺橋病院小児歯

科臨床を受診した小児患者のうち,歯髄炎あるいは外傷

などのため歯根未完成永久歯に対し生活歯髄切断法を施

した50名の患者から待られた64歯を対象として行った｡

被検児総数50名中,男児は22名,女児は28名である｡

切断時の被検児の年番は7歳0カ月から13歳5カ月で,

平均10歳0ヵ月である｡

被検歯の歯種別内訳は,前歯32歯,臼歯が32歯であ

る｡これら歯牙の臨床診断名は,表1に示すように歯髄

炎と診断されたものが35例,外傷が29例であり,歯髄炎
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表1　臨床診断名別症例数

歯 種
ヒ 臼 歯 計

臨床 診断 名 別 凶

歯

ft
衣

急性単純性歯嚢炎 0 1 1

慢性童疲性歯髄炎
7 27 34

外 歯冠破折 25 0 25

傷 中心結節破 折
0 4 4

計 32 32 64

は急性単純性歯髄炎が1例あった以外はすべて慢性演疲

性歯髄炎であり,外傷は画し､結節の破折を生じた臼歯4

例を除いては全て前歯の歯髄にまで達する歯冠破折で

warn

2.観察方法

すべての被検歯に対し,以下の術式に従って生活歯髄

切断を施した｡すなわち,処置に先立ち2 %Xylocaine

を用いて浸潤麻酔による除痛を行った後,ラバ-ダム防

浬を施した｡次いでダイヤモンドポイントを用いて雨音

を開拡し,滅菌ラウンドバーを用いて軟化象牙薯を徹底

的に除去した後,患歯および患歯周囲手術野の活掃消毒

を行った｡続いて,滅菌ラウンドバーを用いて天蓋及び

冠部歯髄を除去し､象牙聾削片および血液をアクリノー

ル溶液で洗浄した後,根管口部よりやや大きめの滅菌ラ

ウンドバーを用いて取管口部直下で歯髄を切断した｡そ

の後アクリノール溶液で洗浄し,次いで切断面の整形お

よび清掃を目的として, 10%次亜塩素酸ナトリウム溶液

及び2%過酸化水素水による洗浄を行い,再度アクリ

ノール溶液にて洗浄した｡切断創面よりの出血は,滅菌

中綿球を用いて止血,乾燥をはかった｡手術用器具はす

べてオートクレーブにより滅菌したが,術中に汚染した

器臭や使用する中綿球は,歯科用ユニットに組み込まれ

た乾熱滅菌蜜を用いて滅菌し,使用した｡切断糊剤とし

ては水酸化カルシウム･ヨードホルム製剤であるカルビ

タールを使用し,裏装は酸化亜鎗ユージノールセメント

を用いた後,さらにリン酸亜鉛セメントを用いて行っ

た｡次回来院時にはコンポジットレジンあるいは鋳造物

による歯冠修復を施し処置を完了した｡患者に対しては

施術後も定期的に来院を求め,表2に示すように最短2

年0ヵ月(24ヵ月)から最長13年8ヵ月(164ヵ月),平均

で4年7ヵ月(55万月)にわたり,以下の項目について臨

床Ⅹ縁日勺観察を行った｡

表2　観察期間別症例数

.観察期間 前歯 臼歯 計

2 ～ 3年未満 (24- 3 5 カ月) 9 5 1.4

3 ～ 4 年未満 (3 6‾4 7 カ月) 8 6 14

4 ～ 5 年未満 (48- 59 カ月) 6 ll 17

5 ～ 6 年未満 (60- 7 1カ月) 5 1 6

6 年以上 (72 カ月以上) 4 9 13

計 32 32 64

(平均観察期間: 4年7カ月)

3.診査項目

1)臨床所見

臨床所見のうち,自覚症状としては自発癖,冷温水

痛,甘酸味癖を,また他覚症状は打診痛,歯牙の動揺の

有無を診査した｡

2) Ⅹ線所見

(1)X線的不快症状

Ⅹ線的不快症状としては根端部透過像,歯槽硬線の消

失,歯根膜腔の拡大,内部吸収,外部吸収,根分岐部透

過像,歯髄腔狭窄などの発現状況について観案した｡

(2)象牙宴席の形成状況

( 3)歯根形成状況

3)臨床成,i

臨床成績の判定に当たっては,次のような基準を設定

し,全被検例を客観的に判定した｡

(1)成績良好:術後,全観案期間を通じて自覚的およ

び他覚的に全く無症状に推移し, Ⅹ線的にも何ら不快症

状が認められなかったもの｡

(2)成績概良:術後,重度の不快症状を現したが1週

間以内に消失し,以後無症状に経過したもの｡並びにそ

の程度が中等度であっても持続期間が短く, 3日以内に

消失したもの｡またⅩ線的不快症状の発寛が認められる

が,その程度が軽度であるもの｡

(3)成績不良:術後,強度の不快症状を現したか,ま

たは中等度の不快症状が4日以上持綻したもの｡更に軽

度の不快症状とはいえ1週間以上持続したもの｡また根

塊病巣の発現など重篤なⅩ線的不快症状の発寛がみられ

'MSCl害

観察結果

1.臨床的不快症状の発項状況

被検歯総数64例中,不快症状の発現した症例は,表3

に示すように僅か2例(3.1%)のみであり, 62例(96.9

62



歯科学報　Vol. 92, No. 8 (1992)

%)は,観察期間中終始無症状に経過した0本研究で見

られた不快症状はいずれも軽度の冷水癖であり, 2例と

も術後7日目に発現したが,その1週間後には消失し,

以後最終観察時まで無症状に経過したo

従って,最終観察時における不快症状の発現は皆無で

ョBsm

2. X線的不快症状の発現状況

最終観察時にみられたⅩ線的不快症状の発現状況は表

4に示すように,頼管狭窄が前歯に1例,臼歯に3例の

計4例に認められたが,内部吸収などその他の不快症状

の発現はいずれの症例においても認められなかった｡

3.象牙宴席形成状況

最終観察時のⅩ線写桑による象牙宴席形成状況は表5

に示すように, 64例中62例(96. 9%)にⅩ線写桑上で象牙

賛席の形成が確譲された,この内訳は前歯32例,臼歯30

例である.象牙宴席の形成が確認できなかった2例はい

ずれも臼歯複根管で, Ⅹ線写真上で歯根が重なり,象牙

空席の確認が困難であったため,不明として扱った｡

4.最終観察時歯根完成程度

すべての症例において切断後の継続した歯根形成が認

められ,最終観察時にはすべての症例において歯根は完

成していた｡

5.臨床成績

前述の臨床成績判定基準に従って判定したところ, 64例

由　良好60例(93. 8%),概良4例(6. 2%),不良皆無であっ

た｡

以下代表症例について説明する｡

症例1

図1 I aは,外傷による歯冠破折により生活歯髄切断

を施した上顎左側中切歯の切断前のⅩ線写真であるo患

者は8才0ヵ月の男児で受傷時の歯根形成程度は未完成

で,根席孔が大きく関大し,根管壁象牙寛厚径も弄薄で

ある｡ Ⅹ線所見では,歯牙支持組織の異常や歯根の破折

などの所見はみられなかった｡

図1l bは,生活歯髄切断後5年6万月のⅩ線写真で

あるo X線的:不快症状は認められず,切断面産下には象

牙宴席の形成が認められるo　また歯根もほぼ完成してい

る｡

図11Cは,切断後13年8ヵ月(164ヵ月)の最終観察

時のⅩ線写真である｡ Ⅹ線的不快症状の発現はみられず

歯根の完成が認められる｡本症例は全観察斯間を通じて

臨床的に終始無症状に経過した.

症例2

表3　臨床Ⅹ線的不快症状の発現状況

1187

禾快症状 歯数 発現時期 経過

自発痛 0 /
冷濫水庫 2 術後 7 日 消退

甘酸昧痛 0 /
打診癖 0 /

表4　Ⅹ線的禾快症状の発現状況

不 快 症 状 ⊥も ｣.上1別 臼 歯 計

根 端 病 巣 0 0 0

内 部 吸 収 0 0 . 0

外 部 吸 収 0 0 0

板 管 狭 窄 1 3 4

表5　Ⅹ線写真による象牙宴席形成状況

歯 種
JJu lLll 臼 歯 計

象牙薯魔形成状況 削

象 牙 宴 席 形 成 確 認 32 30 62

象 牙 薯 播 形 成 不 明 0 2 2

計 32 32 64

た下顎右側第一大臼歯の生活歯髄切断実施直前のⅩ線写

真である｡患者は9才10ヵ月の女児で,切断時歯板は未

だ完成していない｡切断時における臨床的及びⅩ線的不

快症状の発覚は認められなかったo

図2-bは,最終観察時切断後4年0ヵ月(48ヵ月)の

Ⅹ線写真であるo歯髄腔の太さは切断時のⅩ線写蓋にお

いては反対側同名歯の根管と比較してほぼ同程度であっ

たのに対し,最終観泰時には明らかな根管狭窄が認めら

れる｡臨床的には終始無症状に経過し,電気歯髄診断に

より歯髄の生活反応が認められたo切断部直下には象牙

宴席の形成が認められる｡

%

1.臨床的禾快症状の発現について

観察期間中にみられた不快症状としては, 64例中, 香

図2 I aは,顧蝕による慢性演痘性歯髄炎と診断され　　　度の冷水痛が2例(3.1%)に認められたのみであった0
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図1-a LL　　歳0ヵ月,男児
切断産前　A:未完成な

歯根

図11b　切断後5年6カ月
A :象牙賛魔

しかも,この冷水病は一過性のものであり,最終観察時

における臨床的不快症状の発現は皆無であった｡

本研究と同じ水酸化カルシウム製剤カルビタールを用

いた生活歯髄切断法に閑するこれまでの研究における臨

床的不快症状の発現率は,今西13)/乳歯)は3%,関

梶,西候,石川ら11)(若年者永久歯)は47.6%,産辺17)

(高齢者永久歯)は17%と報告しているo　また浅井ら2°は

学童期永久歯に酸化亜鉛ユージノールを用いて生活歯髄

切断を行った研究で,不快症状の発現は7. 1%にみられ

たと報吾している｡これらの研究はすべて健全歯に対し

て行っており,商蝕あるいは外傷歯を対象とした本研究

より好条件である｡これらの点を考慮するとき,本研究

における臨床的不快症状の発現率は低く,良好な結果が

得られたものと考える｡

2. X線所見

1)板管狭窄について

根管壁への硬組織添加は生涯続くものであるが,外傷

受傷時や矯正治療時に時として添加が促進され,歯髄腔

の狭窄をきたすことがある22)23)｡また,生活歯髄切断を

行った歯牙にもこのような現象がみられることがあると

いう報告もある24)｡

Dannenberg l¥　Langeland 2¥　Goldman

Patterson", Kopel25)らは生活歯髄切断の予後として

歯髄壊死や根端病巣の発現の多いことを指摘し,また歯

髄腔の狭窄は板管処置を困葉にすることから,根靖閉亀

後はmちに抜髄,根管充虜を行うべきであると述べてい

図1-C　最終観察時(切断後13
年8ヵ月) A:象牙宴席
B :完成した歯根

るo

町田26)は抜髄,頼管充壊処置は健全な歯牙に対して

行っても,鼻高で80%程度の成功率であることから,ォ

謂な治癒経過を辿っている歯牙に対しては再処置を行う

べきではないと述べている｡

また, Bodenham27), Ravin28)らは特に歯冠修復

上,根管保持を必要とする場合以外は,あえて抜髄およ

び椴管充虜を行う必要はないとしている｡

しかし,この様な歯髄の過度の石灰化は生理的反応で

はなく,歯髄の生活力低下の徴候であるという考えか

ら,狭窄を起こした歯牙の処置に関しては多くの学者が

抜髄および根管充壊を行うことを推奨している｡狭窄歯

髄を組織学的に観察した研究は少ないが,五十嵐24)はカ

ニクイザルの歯根未完成永久歯に生活歯髄切断を行った

研究で,歯髄腔狭窄は93例中9例(9.7%)にみられ,こ

れらの歯髄には高度の萎縮変性がみられたと報吾してい

る｡またCvek4)は歯髄腔に狭窄をきたした歯髄には

様々な程度でコラーゲン線経の増加がみられたと報告し

ている｡このように歯髄腔の狭窄を起こした歯髄には石

灰化や線椎化などの退行性変化が生じていることは明ら

かであるが,これらの変化が更に重篤な病変に進行し,

予後不良に至るものであるか否かは不明である｡生活歯

髄切断後に狭窄を起こした歯牙の長期観察に関する研究

は殆どみられないが,外傷歯に生じた歯髄腔狭窄につい

て検索を行ったAndreasen2　の研究によると,狭窄歯

のうち歯髄壊死を継発したものはわずか1%であり,他

64
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図2-a　甘　♀9, 10

切断直前

図2-b　最終観察時(切断後4年0ヵ月)
A :狭窄した歯髄腔

の症例は良好に経過していたと報吾している｡

本研究では64例中4例　3.2%)に歯髄腔狭窄がみられ

た｡これまでの報吾ではこのような歯髄腔狭窄は外傷歯

に対して生活歯髄切断を行った症例にみられるが3)塞),29)

-31)本研究で狭窄がみられた症例はいずれも慢性活痘

性歯髄炎により生活歯髄切断法を施したものであった｡

本研究にみられた狭窄歯にはすべて電気歯髄診断により

生活反応が認められ,臨床的には良好に経過しているた

め,このような歯髄腔の狭窄が板場病巣やその他不良所

見発現の前段階であるとは判定できない｡

またこのような歯髄腔狭窄は歯根の形成程度が未完成

な程,その発場強度は高いといわれている｡しかし本研

究でみられた狭窄歯4例の切断時歯根形成程度は板場孔

が漏斗状に関大している状態のものが目礼　これより歯

根の形成が進み,根端孔の閉鎖が間近なものが3例であ

り,癖に歯根の形成程度と歯髄腔狭窄発現との間に関連

-　65
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性は認められなかった｡

2)内部吸収について

水酸化カルシウムを用いた生活歯髄切断法の欠点とし

て内部吸収の発魂が挙げられているが,本研究において

内部吸収の発項は皆無であったo　これは,カルビタール

に配合されている各種抗菌性物賛及びヨードホルムの殺

菌作用と,徹底した無菌的手術法により,内部吸収の主

たる原因といわれている細菌感染が予防できたことによ

るものと思われる｡しかし,同じカルビタールを用いた

実験でも乳歯を対象とした今西13)の研究では2例(2 %)

に,小窪15)O研究では12例(17. 4%)に内部吸収の発現が

みられた｡これは吸収期にある乳歯歯髄と形成途上の幼

若永久歯歯髄との生活力の相違によるものと推察する｡

3.象牙質席形成状況

象牙薯糖の形成は, Ⅹ線写桑上で64歯中, 62歯(96. 9

%)に認められたo象牙賛雁の形成が確認できなかった

2例はいずれも下顎第一大白歯で, Ⅹ線写真上での歯根

の重複により,象牙宴席の確認は困葉であった｡乳歯に

対してカルビタールを用いた生活歯髄切断を施し,観察

を行った小窪15)の報吾によると,象牙宴席の形成はⅩ線

的観察では61. 3%であったのに対し,病理組織学的観察

では69.3%と両者は必ずしも一致しない｡関取ら32)によ

れば,象牙賛播の石灰化程度が低く,また適当な撮影方

向が待られないような場合にはⅩ線写貢上で明蛭に確認

できないことがあり,このような症例に対してはⅩ線診

査のみによって,その予後を判定せず必ず他の診査法を

併用することを推奨している｡

本研究においてⅩ線的に象牙宴席形成が確認できな

かった2例については,すべて最終観察時に歯根の完成

が認められ,電気歯髄診断により歯髄の生活反応が存在

し,しかも臨床的及びⅩ線的不快症状は認められないな

ど,良好な治癒経過をたどっている｡

4.切断後の歯頼形成状況

生活歯髄切断後における歯板形成障害は認められず,

最終観察時には64例すべてに歯板の完成が認められた｡

従って本法は,歯根発育途上の幼若永久歯に対する処置

法として有効であると考える｡

5.臨床成績について

本研究では, 64例中,良好60例(93.8%),概良4例

(6.2%),不良皆無であり,他の報吾と比較しても良好

な結果が待られた｡

結　　　　　論

歯頼未完成永久歯64歯に対して水酸化カルシウム･
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ヨードホルム製剤,カルビタールを用いて生活歯髄切断

処置を行い,長期間にわたり(最長13年8ヵ月),臨床Ⅹ

線的に経過観察し検討を行った結果,以下の結論を待

た｡

1.臨床的不快症状は,観察斯間中冷水病が2例(3.1

%)に認められたが,いずれも術後短期間であり,最終

観察時の不快症状は皆無であった0

2. X線的禾快症状の発現は,根管狭窄が4例(6.2%)

にみられたが,歯根の内部吸収および外部吸収の発現は

皆無であった｡

3.象牙宴席形成はⅩ線写真上で62歯(96. 9%)に認めら

mm

4.生活歯髄切断後,継続した歯椴形成が認められ,最

終観酎寺にはすべての症例において歯板の完成が認めら

vam

5.臨床成績は被検歯総数64例中,良好60例(93. 8%),

概良4例(6.2%),禾良皆無であったo

以上のことから,歯根未完成永久歯に対するカルビ

タールを用いた生活歯髄切断法は,長期にわたって臨床

的並びにⅩ線的に良好な治癒成績を収めることができ,

本術式を採用するならば,歯櫨完成後に敢えて抜髄,梶

管充嚢を行う必要のないことを確認した｡
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teeth with Incompletely formed roots.

Clinico-roentgenographic observations were performed on permanent teeth with incom-

pletely formed roots that had been vitally pulpotomized. Calcium hydroxide iodoform paste

was used in the pulpotomy.

A total of 64 teeth (32 anterior and 32 posterior) obtained from 50 patients (aged from 7

years and 0 month to 13 years and 5 months) who visited the Clinic of Pediatric Dentistry of

the Tokyo Dental College were employed in this study.

Materials included 29 traumatized teeth and 35 teeth afflicted with pulpitis. Observation

periods were from 2 years and 0 month to 13 years and 8 months, with an average period of 4

years and 7 months.

Results

l) Two patients experienced discomfort from cold water one week after pulpotomy; but,

another week had passed, these symptoms disappeared, and no complications were reported

thereafter throughout the observation period.

2) Dentin bridges were formed in 62 teeth (96.9%). These 2 teeth in which no dentin

bridge could be confirmed were located in the posterior regions, and their roots were super-

imposed, making identification of the dentin bridge difficult.

3) At the time of pulpotomy, the roots of all the experimental teeth were incompletely

formed. By final observation, however, root formation was complete in all the experimental

teeth.

4) In 4 cases (6.2%), root canals became narrower than they were in controls. Pulp

remained vital in all4 of these cases, and neither internal nor external resorption was observed

m any of the experimental teeth.
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5) Of 64 cases, 60 (93.8%) were evaluated as good, 4 (6.2%) as fairly good, and none as

poor.

These results suggest that, in the long term, vital pulpotomy using calcium hydroxide

iodoform paste on permanent teeth with incompletely formed roots is clinically and roentgen-

ographically successful and causes neither internal nor external resorption. Consequently, if

this procedure is followed, satisfactory recuperation is possible after vital pulpotomy on per-

manent teeth with incompletely formed roots even when the operation is not followed by pulp

extirpation or root canal filling.
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