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超音波吸引洗浄法により，
①術後の疼痛、腫脹がほとんどなくなった
②術後の根尖部歯周組織の治癒が早くなった
③側枝まで緊密に根管充塡できるようになった
④通常のエンドでは難しいような難症例を外科処置なしで治せ
　るようになった
　などの臨床成果を基に根管洗浄の意義，メカニズム，客観的評
価，実験的モデルの評価など基礎的内容を簡潔に提示し，各種根
管洗浄液の特性，各種根管洗浄法についてビジュアルに解説．
　また，シリンジによる洗浄の物理学・洗浄方法、超音波洗浄，
さらに著者らが開発した，超音波吸引洗浄法について具体的に
解説した，臨床に活用できる実践ガイドです．
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Ⅱ　洗浄の意義
Ⅲ　根管洗浄のメカニズム
Ⅳ　洗浄効果の客観的評価法
Ⅴ　根管洗浄に関する実験モデルの評価
Ⅵ　根管洗浄液
Ⅶ　各種洗浄方法
Ⅷ　シリンジによる洗浄の物理学
Ⅸ　根管洗浄時の事故と対策
Ⅹ　シリンジ洗浄の方法
Ⅺ　超音波吸引洗浄法の開発と臨床
Ⅻ　《付》根管内のガッタパーチャ，シーラー，
　　あるいは接着性レジンの除去
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レッジをつくらないためにはどうしたらよ

いかという質問をよく受ける．レッジは，穿

通できていない根管で，手前で太いファイル

を用い，アピカルシートをつくるような形成

をするとできる．レッジの問題点は，レッジ

があると根尖孔までの拡大ができず，レッジ

より根尖側の根管に細菌が残ることである．

ファイルの先端が根尖孔外に出てい
ればレッジは形成されない
レッジをつくらないためには，常に根管の

patency（ペーテンシー，根管が根尖孔まで

穿通できていること）を確保した根管形成が

重要である．そのためには，根尖部根管の形

成をする最初のときに，＃10の細い Kファ

イルを 1～ 2mm根尖孔外に出しファイリ

ングし，ある程度根尖孔の大きさを広げてお

く．次に，＃15の Kファイルで同様の操作

をする．ファイルの先端が根尖孔を通過して

いれば，ファイルの先端が根尖孔からそれる

ことはない．細いファイルの先端は細くしな

やかであるので，根尖孔が楕円形に形成され

る恐れはほとんどない．また，細いファイル

を根尖孔外に出すことが，術後疼痛の原因と

なることはない．

ファイルが太くなってくると，太いファイ

ルは少し短めの作業長で用いられることが多

いため，根管が移動しレッジをつくりやすい

ので，① balanced force technique を用い

る，② recapitulation（再帰ファイリング）

する，③ニッケルチタンファイルを用いる，

などの方法で拡大し，細いファイルでたびた

び patency が確保できていることを，確認

することが重要である．

また，根尖部根管に削片が詰まっていると

レッジができやすいので，乾燥状態では根管

形成しないようにし，こまめに根管洗浄する

ことも重要である．

根尖近くで太いファイルを使わない
彎曲根管において，根尖近くで太いファイ

ルを用いると必ずレッジが形成される．筆者

はこれを apical ledge と言っている．レッ

ジより先の根管には細菌塊が形成されるの

で，感染根管治療の失敗の大きな原因となる

（『新楽しくわかるクリニカルエンドドントロ

ジー』，155，160，180頁参照）．

レッジの先の根管をどう洗うか
レッジが除去できずにレッジの先に未処置

の根管が残ってしまった場合には，未処置の

根管をなんとか洗いたい．的確な方法は思い

浮かばないが，①超音波洗浄する，②長時間

ガッタパーチャポイントを上下させる，③超

音波吸引洗浄する，④根管内にヒポクロリッ

トを満たし，先端をプレカーブさせた細い

ファイルでレッジの周辺を何度もつっつく，

などの方法が考えられる．

レッジがあるから穿通できないのではなく，

穿通できていないからレッジができる．

 レッジと穿通

図　レッジのでき方．マイクロフォーカスCT像（近心頰側
根と小さな遠心頰側根は癒合している）
上顎第二大臼歯の近心頰側根管に，ファイルが到達できた位
置まで＃10の Kファイルを入れて撮影した．B，Cの赤線
の位置（ファイル先端よりやや根尖側）での横断面像がAで
ある．A図あるいはB図の近心頰側根（m）の近心頰側（10
時半）方向に根管が認められる．D図のファイル先端より根
尖側で，急に10時半の方向に彎曲しているためにファイル
が追随できなかったようである．このまま，拡大を続けると
ファイル先端部分に明らかなレッジが形成される．
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②超音波振動の高い洗浄効果が期待できる

③洗浄液が1カ所に停滞せず，新鮮な洗浄液が常に補給される

などである．

さらに，UATにより，臨床的に以下のことが期待できる．

①術後疼痛，腫脹，フレアアップが減少する．

②確実な根管充塡が可能となる．

③根尖病変が早く，確実に治癒し，再発しない．

最近，さらに歯の根尖部の外表面まで洗浄することも考えている．UATにおいて，

吸引針の先端を根尖孔付近にまで近づけると，歯の根尖部の外表面まで洗浄できそうな

ことがわかった．

洗浄液は根尖孔外に出てもただちに吸引され組織内に押し込まれる心配はない．この

方法により，歯根嚢胞内を洗浄することも可能であろう（図 61）．

図60　水酸化カルシウムペーストの除去（洗浄後のCT像）
上段は #1の歯，下段は #2の歯．水酸化カルシウムペーストは白く見える．
シリンジと EndoVac は同等，ProUltra PiezoFlow は根管口寄りの部分が顕著に
洗えていない．ProUltra PiezoFlow は，超音波振動によりよく撹拌するのだが，
有効な吸引（除去）システムをもたないため，水酸化カルシウムペーストは再び
根管内に沈着したものと思われる．抜去歯の実験では，溢出の心配がなく思い切っ
て根尖部を洗えるので，シリンジ洗浄には有利な条件である．
UAT は最も良好であるが，それでも根尖部に水酸化カルシウムペーストが残っ
ている．
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洗浄は細い根管内での目に見えない操作であるので，正確に行おうとすると難しい．

したがって，technique sensitive（技量によって結果に差が出やすい）である．特に新

しい器具・器械を用いる場合には，抜去歯などでよく練習し，習熟してから患者さんで

用いるべきである．

 陽圧で洗浄するもの

1）シリンジによる洗浄

シリンジ（図 28）で洗浄する利点は，量のコントロールがしやすい，早い洗浄液の

流れをつくることができる（場合によっては危険），針の種類を選ぶことによって流速

をコントロールできる，根管内で洗浄液の交換が生じやすい，などであろう．

1

図28　ロック式のシリンジ（ニプロ，3mL）
細い洗浄針を用いるときは，シリンジ内圧が高まり，

洗浄針がはずれやすくなるので，ロック式のものを用
いる．
ヒポクロリットで洗浄するときは針がはずれると危

険なので，必ずロック式のものを用いる．

図29　シリンジによる洗浄
プラスチックピペット中に水酸化カルシウムペースト

（Calcipex）を満たし，シリンジの水で洗い流す．根尖か
ら水を溢出させずに水酸化カルシウムペーストを除去する
ことは不可能である．臨床的にも，同様のことが生じてい
ると思われる．

各種洗浄方法
ⅦMethods for root canal irrigation

さまざまな方法があるが，基本的には，多量の洗浄液
を用い，長い時間をかけることが重要である．また，
吸引する方法が最も安全である．
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