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臨床のヒント
Ｑ＆Ａコーナーは，東京歯科大学の３病院の臨床研修歯
科医から寄せられた質問に対しての回答です。回答は本
学３施設の専門家にお願い致します。内容によっては基
礎や臨床，あるいは歯科や医科と複数の回答者に依頼す
る場合もあります。毎号掲載いたしますので，会員の皆
様もご質問がございましたら，ぜひ東京歯科大学学会ま
でｅメールかファックスで依頼していただきたいと存じ
ます。必ずご期待に添えることと思います。今号は齲蝕
の判別に関する質問です。

Ｑ＆Ａ
保存修復学系
Question

着色象牙質と齲蝕象牙質の見分け方が分かりません。どのようにすれば良いのでしょうか？

Answer
齲蝕は罹患部位により，エナメル質齲蝕，象牙質

どこまで削除するかということが記載されていま

齲蝕，セメント質齲蝕に大別されます。象牙質齲蝕

す１）。これによると判断基準は大きく分けて１）歯

は着色が頻繁に見受けられ，歯髄に近接しているた

質の硬さ，２）着色，３）齲蝕検知液の染色性，と

め，どこまで歯質を削除すべきかは歯髄保存の観点

なります。ただし着色については質問された方のよ

からも大変重要です。

うに見分け方が難しいところがあります。

齲蝕の原因は口腔内細菌の感染（内因性感染）
なの

Q

で，原因となる細菌を除去して，再感染を防止する
治療が基本になり，保存修復領域では齲蝕除去，接

Ａ

着色象牙質をどこまで削除するか？

切削時に硬い着色象牙質は残して良いと思われ

着がこれに相当します。以前の治療では着色した部

ます。

分はすべて感染している象牙質と考え，徹底的に除

齲蝕がエナメル象牙境に達すると側方に拡大し，

去して修復することが基本だったのですが，齲蝕研

象牙細管内にも細菌の侵入が始まります。齲蝕象牙

究の発展と歯科接着技法や材料の進歩に伴って，現

質には脱灰，細菌の侵入程度により各層に分類され

在では感染歯質だけを除去する治療が可能となり，

２）
ています（表１）
。

原因を最小限の侵襲で除去する治療（minimal intervention

これらの各層はすべて細菌の酸による影響を受け

dentistry）
が基本となってきています。で

た脱灰象牙質ですが，象牙質齲蝕では脱灰による軟

は除去すべき感染歯質（齲蝕象牙質）
はどうやって判

化が先行し，着色がこれに続き，細菌侵入が最も遅

断していくのか？ということになります。

れることが報告されています。

日本歯科保存学会が編集した「う蝕治療ガイドラ

軟化した齲蝕象牙質は細菌感染があり，再石灰化

イン」はこれまでに第２版まで出版されています。

不可能で痛覚がない「齲蝕象牙質外層」と細菌感染

多くの論文を吟味し，科学的エビデンスに基づいた

がなく再石灰化可能で痛覚のある「齲蝕象牙質内

治療の指針を示すのがガイドラインですが，第１版

層」に大別されます。外層は除去の対象となり，内

から「歯質の硬さや色は，除去すべきう蝕象牙質の

層は保存すべき層ですが，内層も外層のどちらも程

判断基準となるか」「う蝕象牙質の除去にう蝕検知

度は違うにせよ着色があり軟らかいので硬さと色で

液を使用すべきか」という Clinical Question
（CQ）

２層を識別することは難しいです。

があるくらいで，齲蝕象牙質をどのように判別し，
― ５７ ―

齲蝕象牙質の硬さと色と細菌の関係を論文とした
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表１

Furrer の旧分類

多菌層

寡菌層

Vol．１１９，No．３（２０１９）
う蝕象牙質の分類２）

先駆菌層

混濁層

透明層

生活反応層

う蝕象牙質の無菌層（内層，第二層）
Caries affected dentin

正常層

特性による
分類

う蝕象牙質の感染層（外層，第一層）
Caries infected dentin

象牙細管内
結晶

ほとんどなし

細菌感染

あり

なし

なし

再石灰化
痛覚

不能
なし

可能
あり

−
あり

染色性

う蝕検知液に可染

う蝕検知液に不染

不染

サイコロ状の
大結晶に転化

顆粒・小板状
結晶が沈着

正常層
なし

（田上順次，他監修：保存修復学２１，３１−３２，永末書店より改変）

ものがあります。それによると着色した硬い齲蝕象

また硬さをガイドに齲蝕除去を行う際に有効な器具

牙質の細菌数は着色の無い齲蝕象牙質より多いが，

として，スチールラウンドバーとスプーンエキスカ

着色の有無に関わらず１００CFU/mL 以下であるこ

ベーターがあります。刃先が鋭利なスプーンエキス

と，ミュータンス連鎖球菌，乳酸菌数に有意差が無

カベーターを用いてできる限り齲蝕象牙質を除去す

いことから着色した硬い齲蝕象牙質を除去する必要

ると，残存象牙質のヌープ硬さは２４．
１±３．
９KHN

３）

はないとなっています 。また，齲蝕を有するヒト

になるという報告５）や，細菌侵入程度と象牙質硬さ

抜去歯に対し着色をガイドに齲蝕の除去を行い，着

との関係について調査した研究では，細菌侵入領域

色状態と細菌侵入の関連性について調べた論文で

はヌープ硬さ２０KHN 以内であったという報告があ

は，褐色や黒色に濃く着色した齲蝕象牙質を除去す

ります６）。したがって鋭利な刃がついた器具を用い

ると細菌感染の無い「飴色」ないし「亜麻色」の透

て，これ以上切削できないところまで削除すること

４）

明層になることが確認されています 。したがって

で感染歯質を除去できると言えます。

硬くて「飴色」ないし「亜麻色」に着色した象牙質

以下に切削時の注意点を列挙する。

は保存してください。「硬いが濃く着色した齲蝕象

①

で削除する。

牙質」を除去すべきか否かについては十分には明ら
②

かとはなっていませんが，過剰切削を避けるために

Ａ

切れ味が悪いスチールラウンドバーは，切削
面に圧力が加わる原因となるため使用しない。

は残存させるべきであると考えます。
Q

回転している様子が目で分かる程度の回転数

③

どんな切削法が適切か？

鋭利なスプーンエキスカベーターは鋭利なも
のを使用する。

齲蝕検知液，よく切削できるスチールラウンド

まとめ

バーや鋭利なスプーンエキスカベーターを併用

着色象牙質は硬さ（鋭利なスチールラウンドバー

し，歯質の硬さをガイドに齲蝕象牙質の除去を
行ってください。

とエキスカベーターで判断）
，着色の度合い（飴色，

齲蝕象牙質外層の除去に有用な製品としてカリエ

亜麻色）
，齲蝕検知液の染色性（ポリプロピレングリ

スチェック（ニシカ）
があります。これにはアシッド

コール溶液で染まらない）
を基準にして行うことに

レッドポリプロピレングリコールが含有されてお

なります。これを基準にした齲蝕除去は，タービン

り，染色した齲蝕象牙質をすべて除去すると病理組

とダイヤモンドポイントといった高速切削器具を用

織学的には感染象牙質を除去できるとともに，齲蝕

いた齲蝕除去と比べて時間効率が悪いかもしれませ

象牙質内層を保存できることが確認されています。

んが，タービンとダイヤモンドポイントでは硬さが

― ５８ ―
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Vol．１１９，No．３（２０１９）

判断しにくいことから，齲蝕の取残し，齲蝕象牙質
内層や健全歯質の過剰切削を増大させる可能性が高
く，結果として齲蝕の再発や術後性象牙質知覚過敏
症，歯髄傷害をまねくことになり，健全歯質や歯髄
の保護の観点からすると本項で述べたように，低速
切削器具や手用切削器具を用いて慎重に行った方が
良いです。
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