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

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

Title 歯もまた血の通った組織であるとの認識

Author(s) 森田, 正純

Journal 歯科学報, 111(1): 15-18

URL http://hdl.handle.net/10130/2295

Right



はじめに

生理学講座を退職後，地域の歯科医療に従事し始
めた私が戸惑った事はどんな術式に従うべきか？と
いう事であった。人の歯を触ったのは１３年ぶりで，
本を見ても，勉強会に参加しても，見学に行って
も，実際には手がついていかない私がいた。
そこで，世の中の全ては逃れる事の出来ない原理

に従って運行しているのだから，それに背かず，自
らの出来る術式を決めればよいと思い至った。以
来，術式は変化して来たが，私の心は常に以下の原
理に従っているつもりである。
１ 時間は一方通行の原理
２ 生と死は相容れない原理
３ 「入ってます」の原理

時間は一方通行の原理

全ての事はエントロピーの増大する方向に流れて
行く。生命は自己複製能力のためにエントロピーが
減少する方向に働き，一見矛盾するようだが，自然
界からの吸収と代謝と排泄の作用全体をみれば，や
はりエントロピーは増大している方向に流れてお
り，ヒトもまた例外ではない。
このように生体は動的平衡によって保たれてお

り１），組織により新陳代謝の時間が異なるのは周知
である。その中でエナメル質はミネラルの代謝がわ

ずかにあるのみである。また，失活した（すなわち
物質を運搬する血流のある歯髄を失った）象牙質，
ならびに露出した（すなわち物質を運搬する血流の
ある歯根膜を失った）セメント質には代謝が無い。
これらは崩壊する一方であると言える。崩壊を防ぐ
対策が「歯，磨いてね！」では弱いと信じている。

生と死は相容れない原理

生命の最小単位は細胞であり，細胞膜が生と死を
境している。これを礎にして，生体は必ず生と死の
インターフェースを持っている。一つめは上皮組
織，二つめはエナメル質・象牙質・歯髄複合体，三
つめは無細胞性セメント質と細胞性セメント質，歯
根膜であり，これが失活歯が口腔内に保持されてい
る理由である。更に４つめにカルシウム成分の充満
を挙げたいと思う。カルシウムは生体に豊富に存在
し，化合物として固体と成り得て生と死のインター
フェースをとりうるものである。
歯科診療は，粘膜と義歯床の素材，歯牙と維持装

置，生活象牙質と充填材，骨とインプラント２）等の
ように，生体の上に人工物を重ねる作業とも言うべ
きであり，巨視的にも微視的にも，生と死のイン
ターフェースを如何にとるかが至上の命題であろ
う３）。単に既成の術式をなぞるだけに止まらず，現
在の自らの知識と技術ならびに利用しうる素材の範
囲で，常に考える必要があると信じている。
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「入ってます」の原理

あるものが存在する所には他のものは存在出来な
い，という当たり前なことだが，この原理で理解出
来る患者さんの状態や臨床術式は多い。何らかの原
因で生体に隙間が空くと生体はこれを埋める方向に
働く。また侵入したものが占拠する場合もある。隙
間に侵入したものを除去して，再び入り込むのを阻
止するために，その空間を充填する施術は歯科で最
もポピュラーである。問題は如何に過不足なく除去
し，隙間なく「入ってます」の状態にするかであ
る。この観点ではエナメル質や象牙質に限局した充
填も根管充填も目的は同じであり，物理的封鎖や，
薬物を利用した化学的封鎖を施す事によって，生物
学的封鎖が完成するまでの時間を稼いでいると言う
べきだろう４）。

歯髄にも歯根膜にも血圧と血流がある

歯髄と歯肉の毛細血管圧を明らかにしたのは
Tønder と Næss の研究である５）。歯髄は体積が少な
いのでその血流は少量であるものの，単位体積当り
の血流量を換算すると舌のそれよりも多いほどで
ある（歯髄０．５４ml/min/g，舌０．２～０．３ml/min/g）６）。
私の中で，なるべく抜髄せず，歯髄を保存する試
み４）はこの観点から始まっている。歯牙のカリエス
や歯周病は上皮（上記した第１から第３の生と死の
インターフェース）を失った潰瘍であり７），う蝕は細
菌の侵入を許し崩壊した状態というよりも，生体の
防衛機能が必死になってその侵入を防いでいる状態
と認識し８），第４の生と死のインターフェースにあ
たるカルシウムの充満した透明象牙質を残し（生と
死は相容れない原理），代謝がないエナメル質を可
及的に残す（時間は一方通行の原理）。そのためには
う蝕検知液の使用は必須である。潰瘍が歯髄，更に
は歯根膜にまで及んでいても，カルシウム製剤を固
めて生と死のインターフェースに用いている（臨床
のヒント参照）。今後，象牙質の石灰化に関係する
象牙芽細胞のカルシウム動態，ならびに，歯髄の消
炎，鎮痛を効果的にするために歯髄細胞への薬物的
アプローチの基礎が確立される事を希望する９，１０）。
また私が歯根膜の血流について認識を新たにした

のは，ケルバーの補綴学の教科書１１）に出会ってから

である。これには生体では歯牙が上下に脈動するこ
とや，歯根膜のかご状の血管網が局部床義歯の設計
次第では圧迫され血流の変化することがわかりやす
く図示されていた。それからは歯列ならびに顎堤の
石膏模型を見ても不動なものと錯覚する事なく，短
期的にも長期的にも動き，変化する事を考察するよ
うになった。歯牙は垂直方向には何十 kgの圧力に
耐えるが，水平的には何十 gの力でも変化する事
を実感したのち（歯列矯正時の力を思え！）は横ぶれ
を起こさない咬合面形態と義歯の設計に注意するよ
うになったと言える。具体的には緩んだクラスプを
不用意に締める事はなくなり，咬合の調整を第一
に，次に粘膜面の適合，最後に（必要ならば）クラス
プの調整をするという順である。歯牙に動揺のある
場合，セメント質と歯根膜の横方向の力に耐えられ
る限界を考察して，歯冠／歯根比を調節している。
抜歯の基準はセメント質と歯根膜が元気ならば残す
のは当然だが，X線検査で元気かどうかは分からな
い。まずは咬合調整して歯根膜線維の回復が見られ
るかどうかを動揺度で判断している。
このように，歯牙を血の通った組織として認識す

るとその治癒機転に重要なのは口腔領域の血流とそ
れに影響を与える全身の健康状態である。その把握
と予後の判定に，私は「舌診」を用いており，患者
さんごとの治療方針を決定する一助としている１２）。
以上のような考えで日常臨床に携わった結果，私

の２０１０年の抜髄率と抜歯率はそれぞれ０．１４歯／患者
と０．１６歯／患者であった。また抜歯せず保存した結
果，根上義歯の割合が多くなり，２０１０年の患者で
は，有義歯率は６０％であり，その中で根上義歯の率
は５９％であった。

面倒くさいが誰にでも出来る
咬合関係改善の一方法

歯牙の欠損や咬耗に伴う顎位の変異を呈している
患者は多い。しかし，従来の咬合関係の改善法は高
級な咬合器の使用や，全顎の形成，印象，バイトな
らびにワックスアップなどを必要とし，テクニック
のない私は咬合関係の改善が必要な患者さんを目の
前にして無力であった。そこで，このたび診療回数
は多くかかるものの，義歯の調整技術と一歯ごとの
歯冠修復の形成，印象，バイトの技術があれば，要
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するに，歯科医師なら誰にでも出来る咬合関係改善
の一方法と，その診療の流れを考案し，臨床に応用
した。そして，症例が４６例を数えたので，一応のま
とめとして，報告する（図１）。
この方法の特徴は，開始から本格的補綴にかかる

時点まで，適正な顎位を推定するために，普通レジ
ンで製作された咬合床の切削と盛り上げで施術され
る点である。歯牙の切削は可及的に行わない。だか
ら諸事情により診療を中止する場合に出発点に回復
する事が出来る。この事は患者さんの不安を軽減さ
せ，術者にも余裕をもたらす。顎位の安定ととも
に，患者さんは気分の落ち着きと随伴症状の軽減を
表明することがある。
私は補綴時に可及的に便宜抜髄，抜歯を回避し，

エナメル質，象牙質を残す事に留意し（時間は一方
通行の原理），そのために３／４冠とラミネートの組

み合わせを多用する（図２）。その結果，抜髄は１症
例当り０～３歯で，４６例中，抜髄０歯３０例，１歯９
例，２歯４例，３歯３例であった。抜歯は一症例当
り０～４歯で，４６例中，抜歯０歯２８例，１歯９例，２
歯６例，３歯２例，４歯１例であった。形成のため
に生活歯の象牙質が露出するときはプライマー処理
や，カルシウム製剤を使用し，歯質接着性レジンで
覆って歯冠修復物が直接象牙質に接触しないように
留意している（生と死は相容れない原理）。失活歯の
場合の築造も同様である（入ってますの原理）。
また，鋳造補綴物は仮着セメントにて装着する。

これにより咬合に無理がある場合には冠が脱離し，
歯周組織を損傷する事が少ない。また経過観察時に
経年変化や問題が生じても，冠を簡単に除去して処
置する事が出来る（時間は一方通行の原理）。
症例を分析すると，４６例（男２２例，女２４例）は初診

左上下 術前 中上下 可撤性咬合床の調節時 右上下 術後
初診時３９歳３ヶ月男性 施術期間１年１１ヶ月７日 ７５回 抜髄０歯，抜歯０歯
調節回数１８回，下顎の移動は前歯部で上下９．１mm増加，前後３．４mm後退，左右不変，終了時，開口４４mmを記録した。その
後，５年１０ヶ月経過観察中。
診療の流れ
○診査 適 応：比較的高年齢で歯牙の欠損や咬耗，配列の異常により顎位が変化している方で歯周組織が健全である患者さん

不適応：歯周病で歯根の植立が十分でない患者さん
① 可撤性咬合床の製作，セット 周囲の諸筋肉，顎関節の順応
② 可撤性咬合床の調節 顎位の移動と，適正な顎位の推定
③ 固定性咬合床への移行 顎位の安定を計る
④ 本格的補綴へ向けての計画 口腔内の状況は既に良好に近い形なので説明が容易

見積もりが立てやすい
⑤ 本格的補綴 普通レジンで製作された固定性咬合床を一歯分削除して，その一歯につき，通法により

補綴物を製作，装着する。これを遠心から近心に繰り返していく。すでに咬合床で顎位
が維持されているので，中断時期があっても問題を生じる事は少ない。

図１ 考案した咬合関係改善方法を実施した症例提示
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時３７歳６ヶ月～７７歳６ヶ月，診療期間は９ヶ月～３
年９ヶ月，診療回数は２６～１０２回，咬合高径の変更
は０～９．１mm，顎位の移動は前方２mm～後方３．７
mm，側方右側２．８mm～左側１．７mm，だった。こ
の移動は調整３～４１回で生じたものであり，短時間
で顎位決定はしない方がよい。

「あの時『神経取って差し歯にして下さい。』と
言ったら，先生が反対した理由が今頃ようやくわ
かったわ。歯って頑丈そうなのに，デリケートなの
ね。」経過観察中の患者さんの言葉である。
歯医者がなるべく保存を心がけた治療を行えば，

患者さんは自らの歯もまた血の通った存在であると
いう事を必ず気づいてくれる，と信じている。
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臨床のヒント

カルビタールⓇ，ビタペックスⓇを固める方法。
この２種類は東歯出身にはなじみ深いが，固くならない

事が利点でもあり，難点でもある。しかし，グアヤコール
あるいはグアヤコールを成分とする製剤（FG）を作用させ
ると固めることができる。露髄などが生じたとき，その部
分にカルビタールまたはビタペックスを貼薬し，グアヤ
コール小綿球でその表面を押したたくと，直後には固まっ
ている。わずかな出血ならば，これで止血できる。露髄周
囲にはみ出した薬剤を注水下のタービンにて除去しても露
髄部の薬剤は洗い流されない程の硬さがある。しかし，十
分な硬度ではないので，続いて歯質接着性レジンで覆罩す
る必要がある。MTA製剤（pro root MTAⓇ）も視野に
入っているが１３），経済的理由で使用していない。

�３有髄歯。切端の咬耗と唇側の楔状欠損。前装冠修復するためには豊隆部の切削を必要とし、象牙質の露出はまぬがれな
い。３／４冠とラミネートベニアの組み合わせで、豊隆部はエナメル質のみの切削ですむ。無麻酔下で形成でき切削被害も生じ
にくい。

図２ ３／４冠とラミネートベニアの組み合わせで歯質の切削を最小限にする試み
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