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化学的根管拡大後にスーパーボンド根充シーラーを用いた
根管充填の封鎖性
本間

抄

啓史

菅谷

勉

川浪

雅光

録：扁平な根管や樋状根など機械的根管拡大が困難な根管では，化学的清掃で根管を無菌化するとともに，根

管充填可能なスペースを作ることが必要である．そこで本実験は，酸と次亜塩素酸ナトリウムで根管壁を溶解，清
掃を行って，接着性シーラーを用いて根管充填することで高い封鎖性を得ることを目的に行った．
実験１として，38％リン酸（PA），10％クエン酸３％塩化第二鉄水溶液（10-3溶液）で象牙質面を５分間処理し，
断面をSEM観察して脱灰深度を測定した結果，いずれも５分間で25μm程度が脱灰された．
実験２では，PAまたは10-3溶液５分，10％次亜塩素酸ナトリウム（NC）60-120秒の処理を行って象牙質面の形
態変化をSEM観察した結果，PA処理後にNC処理を行なうと象牙細管は大きく開口し，著しい凹凸が生じた．10-3
溶液５分後にNC処理を行なうと，PAより象牙質面の凹凸は少なかった．
実験３では，10-3溶液５分，NC ２分，アクセル10秒，10-3溶液10秒の処理を行なった象牙質面に，スーパーボ
ンド根充シーラー（SBS）を接着し，色素侵入試験と微小引張試験を行った．その結果，色素侵入率も微小引っ張
り強さも，通常の10-3溶液10秒処理のみと比べて有意差がなかった．
実験４では，ヒト抜去歯扁平根管モデルを作製して，10-3溶液５分，NC ２分，アクセル10秒，10-3溶液10秒の
化学的根管拡大を行なって，SBSとガッタパーチャポイントによる単一ポイント根管充填法を行い，根尖からの色
素侵入試験を行った．比較対照は，10-3溶液10秒後にSBSとガッタパーチャポイントによる単一ポイント根管充填
法と，キャナルスRNとオブチュラⅡによる垂直加圧充填法とした．その結果，化学的拡大を行なった場合の色素
侵入距離は，化学的拡大を行なわなかった場合と有意差はなく，垂直加圧充填法より有意に小さかった．
以上の結果から，10-3溶液とNCによる化学的根管拡大後に，SBSを用いて根管充填を行うことは，機械的根管
拡大が困難な根管で有効な治療法になる可能性が示唆された．
キーワード：化学的根管拡大，スーパーボンド根充シーラー，根尖封鎖性，接着強さ

緒

塩素酸ナトリウムが古くから用いられている11-13）．また，

言

近年はスメアー層を除去してスメアー内に存在している細

根管治療では，まず根管を無菌化することが必要であ

菌を除去する14，15）とともに，象牙細管を開口させて細管

る1，2）．そのためには，根管を機械的に拡大して感染歯質

内の細菌に対する貼薬剤の効果を発揮させるため，有機質

を物理的に除去するとともに，根管を洗浄することが重要

だけでなく無機質も溶解することが推奨されるようになっ

．しかし扁平な根管や樋状根，イスムスを有す

て き た16）． 無 機 質 溶 解 に は エ チ レ ン ジ ア ミ ン 四 酢 酸

る根管などでは機械的に根管を拡大することが難し

（EDTA）が広く用いられており，スメアー層は１分程度

である

3-5）

6-8）

く

，多量の細菌が残存する．根管内に残存した細菌は

の根管洗浄で除去できるとされている17）．

バイオフィルムを形成し，薬剤に対して抵抗性を示すこと

一方，機械的に根管拡大が困難な部位では細菌とスメ

から，根管内に薬剤を貼薬することによって確実に死滅さ

アー層を除去するのみではなく，根管充填可能なスペース

せることは難しいとされている9，10）．したがって，このよ

を形成することも必要となる．EDTAの象牙質脱灰速度

うな根管を無菌化するためには化学的清掃がきわめて重要

については，15％溶液で60分間に90μm程度という報告18）

となる．

や，17％溶液で15分間に50μmという報告５）があるが，い

化学的清掃には，有機質溶解作用と殺菌作用をもつ次亜

ずれの報告でもきわめて脱灰速度が遅いのが現状で，根管
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壁を脱灰して根管充填材可能なスペースを形成するには長

露出させた象牙質面を次の４つの条件で処理した．

時間必要になる．

①38％リン酸（パルフィーク エッチング剤，トクヤマデ

また，無菌化された根管を死腔なく封鎖するためには，
根管充填に適した形態に根管形成し，ガッタパーチャを用

ンタル）５分，
②38％リン酸５分，水洗，乾燥，10％次亜塩素酸ナトリウ

いた側方加圧充填法が広く行われている19，20）．しかし，
樋状根や著しく扁平な根管，根管治療が繰り返し行われた

ム（ネオクリーナー，ネオ製薬，以下NC）２分，
③10％クエン酸/ ３％塩化第二鉄水溶液（表面処理材グ

り歯根吸収が生じたりして，大きく根尖孔が開大してアピ
カルシートが適切に形成できない根管では，根管充填時に

リーン，サンメディカル，以下10-3溶液）５分，
④10-3溶液５分，水洗，乾燥，NC ２分．

加圧が十分行えず，緊密な封鎖が得られないことが予後不

各処理終了後にスリーウェイーシリンジで10秒間水洗，

良のひとつの原因と考えられている3）．三上らは，根尖孔

エアーブローして，4-META/MMA-TBBレジン（スー

が楕円形に開大して加圧が十分に行えない根管で，スー

パーボンド，サンメディカル，以下SB）を混和法で塗布

パーボンド根充シーラーを用いることにより，加圧しなく

した（各群n＝5）
．７分30秒後37℃の水中に浸漬し，24時

ても良好な封鎖が得られることを報告している

21）

．

間後にISOMET（BUHLER）にて試験片中央部で歯軸方

これらの報告から，機械的に根管を拡大形成しなくても，

向に縦断，研磨，脱水，臨界点乾燥（HCP-1形日立臨界

無機質溶解性に優れる薬剤と次亜塩素酸ナトリウムを組み

点乾燥，日立）を行い，イオンスパッター装置（S-1030，

合せて化学的に根管壁を溶解して拡大し，無菌化するとと

日立）でPt-Pd蒸着，走査型電子顕微鏡（S-4000，日立ハ

もに，接着性レジンシーラーの流入スペースが確保できれ

イテクフィールディング，以下SEM）で観察した．

ば，高い無菌性と根管充填が可能になると思われる．一方，

SEM像をパーソナルコンピューターに取り込み，画像

化学的に処理された根管壁は，レジンの接着に大きな影響

解析ソフト
（Image J，NIH）
を用いて脱灰深度を計測した．

を及ぼすことが報告22-24）されており，無機質，有機質を

非脱灰面を直線で結び，そこから陥凹した被験面までの距

長時間溶解することは，レジンの接着を低下させて封鎖性

離を無作為に３箇所で計測した（図２）
．

が低下する危険性も考えられる．
本研究は，根管の化学的根管拡大清掃として有効な処理
法を検討するとともに，化学的に拡大清掃した根管壁への
接着性シーラーの接着性と根管充填後の封鎖性を評価する
ことを目的とする．

材 料 と 方 法
実験１．38％リン酸および10％クエン酸/ ３％塩化第二鉄
水溶液による象牙質脱灰深度の測定
冷凍保存したヒト新鮮抜去歯５本を用いた．歯根表面の
軟組織をスケーラーで除去し，歯冠を切断してKファイル

図２．脱灰深度測定図

で歯髄を除去し，マイセルとマレットで歯軸方向に割断し
て，１歯から４個の試験片を作製した．試験片の根管側を

実験２．38％リン酸および10％クエン酸/ ３％塩化第二鉄

#600の耐水研磨紙を用いて平滑な被験面を作製（図１），

水溶液処理後の次亜塩素酸ナトリウム処理時間と象

両端を両面テープで保護して幅１mmの象牙質面を露出さ

牙質面の形態変化

せた．

冷凍保存したヒト新鮮抜去歯４本を用いた．歯根表面の
軟組織をスケーラーで除去し，歯冠を切断してKファイル
で歯髄を除去し，マイセルとマレットで歯軸方向に割断し
て，１歯根から６個の試験片を作製した．試験片の根管側
を#600の耐水研磨紙を用いて平滑な被験面を作製した．
被験面を次の12の条件で処理した．
（各条件n＝2）
（38％リン酸での処理面の観察①～⑥）
①38％リン酸５分，NC0秒，
②38％リン酸５分，NC60秒
③38％リン酸５分，NC90秒
図１．象牙質片作製図

④38％リン酸５分，NC120秒
⑤38％リン酸５分，NC ２分，芳香族スルフィン酸塩（ア
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クセル，サンメディカル）10秒，10-3溶液10秒

74

10WA，SC5チップ，長田電機工業）にて根尖孔を長径

⑥38％リン酸10秒

1.3mm，
短径0.8mmの楕円形に形成した．さらにピーソリー

（10-3溶液での処理面の観察①～⑥）

マ ー #1，#2で 根 管 上 部 を フ レ ア ー 形 成 し， 歯 根 長 を

①10-3溶液５分，NC ０秒

11mmで#100まで形成した．形成終了後，アルジネート印

②10-3溶液５分，NC60秒

象材（アルフレックス，株式会社ニッシン）に歯根を植立

③10-3溶液５分，NC90秒

した（図３）
．

④10-3溶液５分，NC120秒
⑤10-3溶液５分，NC ２分，アクセル10秒，10-3溶液10秒
⑥10-3溶液10秒
各処理終了後，水洗，脱水，臨界点乾燥を行い，Pt-Pd
蒸着し，SEM観察を行った．
実験３．象牙質片による色素侵入試験と微小引張試験
冷凍保存したヒト新鮮抜去歯10本を用いた．歯根表面の
図３．楕円に開大した扁平根管モデル

軟組織をスケーラーで除去し，歯冠を切断して，Kファイ
ルで歯髄を除去し，マイセルとマレットで歯軸方向に割断
して，１歯根から４個の象牙質片を作製した．象牙質片の

２．根管充填方法
根管充填方法は以下の３群とした．

根管側を#600の耐水研磨紙を用いて研削し，
被験面とした．
実験１，２の結果より，象牙質面を以下の２つの条件で

①化学的拡大＋SBS群
（n＝10）
：10-3溶液５分，NC ２分，

処理し，接着性を評価した．

アクセル10秒，10-3溶液10秒処理後，水洗，#100ペー

①化学的処理群（n＝20）：10-3溶液５分，NC ２分，アク

パーポイントで乾燥し，SBSをメーカー指示に従って混
和し，ディスポーザブルブラシ（ディスポチップXL，

セル10秒，10-3溶液10秒

サンメディカル）で根管内にSBSを塗布し，#100マス

②対照群（n＝20）：10-3溶液10秒のみ

ターポイント（JMガッタパーチャポイント，モリタ）

両群とも水洗，乾燥後，スーパーボンド根充シーラー（サ

を挿入，単一ポイント法で根管充填した．

ンメディカル，以下SBS）を，メーカー指示に従ってモノ
マー液３滴，キャタリスト１滴，ポリマー粉末１カップを

②SBS群（n＝10）
：10-3溶 液10秒 処 理 後， 化 学 的 拡 大 ＋

混和し，被験面に直径約３mmに塗布，セルロイドストリッ

SBS群と同様に水洗，乾燥し，SBSと#100マスターポイ

プスで圧接して24時間水中保存した．その後，試料を0.5％

ントを用いて単一ポイント法で根管充填した．

塩 基 性 フ ク シ ン 溶 液 に24時 間 浸 漬 し， 水 洗 乾 燥 し て，

③Ob群
（n＝10）
：根管内を14.3％ EDTA溶液
（モルホニン，

ISOMETにて被着面に垂直方向で試料中央を縦断，研磨

昭和薬品化工）とNCにて各１分間根管洗浄，#100ペー

し，光学顕微鏡（Olympus BX50）下で色素侵入距離を計

パーポイントにて乾燥後，レンツロで根管内にキャナル

測した．色素侵入距離は試料の両側で計測して合計し，

ス
RN（昭和薬品化工）を塗布し，ObturaⅡ（Obtura社）

SBSの長さに対する割合を色素侵入率として求めた（各群

を用い，メーカー指示に従ってガッタパーチャを170℃

n＝10）．

に加熱，軟化したガッタパーチャを根管に填入してプラ
ガーで根尖方向に垂直加圧根管充填した．

さらに，化学的処理群と対照群はPMMAブロックをSB
によって圧接した後にIsometを用いて被着面積約１mm2
のスティック状に切断し，小型卓上試験機（AGS-H/EZ-

３．色素侵入試験

TEST，島津製作所）を用いて，クロスヘッドスピード

３群ともに根管口をグラスアイオノマーセメント（Fuji

1.0mm/分にて微小引張試験を行った（各群n＝10）
．統計

ⅨGP，ジーシー）にて封鎖し，37℃湿度100％にて24時間

処 理 は 医 学 統 計 ソ フ ト（Dr. SPSSⅡ，IBM） を 用 い て

保存後，根尖孔を除く全ての面をマニキュアで３層コー

Mann-WhitneyU検定を行った．

ティーングして，0.5％フクシン溶液に浸漬した．24時間
後，ISOMETを用いて楕円形の根管の長径部分が評価で

実験４．大きく扁平な根管における根管充填の封鎖性の検
討

きるように，根尖から３mmを根管中央で歯軸方向にて切
断した．

１．楕円に開大した扁平根管モデル作製方法

切断面は光学顕微鏡で観察，
画像解析ソフト（Image J）

冷凍保存したヒト新鮮抜去単根歯30本を用いた．歯冠を

を用いて色素侵入距離を計測した．計測は，３群とも根管

切除して歯根長を12mmとし，髄腔開拡後，Kファイルに

充填材の最根尖側から，侵入した色素の最歯冠側までの距

て#80まで根尖孔を穿通し，超音波スケーラー（ENAC－

離を計測し，両根管壁の色素侵入の長い方を色素侵入距離
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とした．統計処理は医学統計ソフト（Dr. SPSSⅡ）を用い
検定を一元配置分散分析およびTukey’s-testを行った．
４．SEM観察
切断面をアルミナバフ研磨後，化学的拡大＋SBS群と
SBS群は６N塩酸５秒，１％次亜塩素酸ナトリウム７分の
処理を経て，臨界点乾燥を行い，Pt-Pd蒸着し，加速電圧
10kVで根管壁と根管充填材の界面をSEM観察した．
実験１～４まで使用した材料について表を作成（図４）
．

図６．脱灰深度

実験２．38％リン酸または10％クエン酸/ ３％塩化第二鉄
水溶液処理後の次亜塩素酸ナトリウム処理時間と象
牙質面の形態変化
38％リン酸10秒および５分処理により，スメアー層が除
去され象牙細管が明瞭に開口していた．リン酸５分処理後
にNC60秒の処理を行なうと，象牙細管はさらに広く開口
するとともに，管間象牙質は不整形の凹凸を呈し，象牙質
面は粗糙化した．NC時間をさらに長くしても象牙細管の
開口程度に著変はなかったが，管間象牙質の凹凸は強くな
り，表面の一部は欠けたような像が多くみられるように
なった．リン酸５分，NC ２分，アクセル10秒，10-3溶液
10秒の処理を行うと，表面の粗糙性は大きく減少したが，

図４．実験で用いた材料

結

凹凸は大きかった（図７）
．
10-3溶液10秒および５分処理は，スメアー層が除去され

果

象牙細管は明瞭に開口していた．10-3溶液５分，NC60秒

実験１．38％リン酸および10％クエン酸/ ３％塩化第二鉄
水溶液による象牙質脱灰深度の測定

の処理を行なうと，リン酸処理した場合と同様に象牙質面
は粗糙化し，管間象牙質の凹凸もみられたが，NC処理時

①38％リン酸５分，②38％リン酸５分，NC ２分，③
10-3溶液５分，④10-3溶液５分，NC ２分による脱灰深度

間を90，120秒と延長しても大きな変化はなく，リン酸処
理を行った場合に比べて少なかった（図８）
．

は， そ れ ぞ れ29.7±6.5μm，31.5±4.9μm，22.8±4.7μm，
22.7±4.0μmであった（図５，６）．

図５．象牙質脱灰後の断面
Ａ．リン酸５分
Ｂ．10-3溶液５分
SB：スーパーボンド
D：象牙質
：非脱灰面を結ぶ線
↓：脱灰深度

図７．リン酸とNC処理後の象牙質面
①38%リン酸５分
②38%リン酸５分，NC 60秒
③38%リン酸５分，NC 90秒
④38%リン酸５分，NC 120秒
⑤38%リン酸５分，NC ２分，アクセル10秒，10-3溶液10秒
⑥38%リン酸10秒
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実験４．大きく扁平な根管における根管充填の封鎖性の検討
１．光学顕微鏡観察
化学的拡大+SBS群は，マスターポイントより根尖部は
SBSが満たされており，根管壁とシーラーの間の色素侵入
はわずかであった．SBS群は化学的拡大＋SBS群とほぼ同
様の所見であった．Ob群はガッタパーチャが根尖部に達
しており，根管壁とガッタパーチャの間にシーラーが認め
られ，シーラーと根管壁の間には大きく色素が侵入してい
た（図11）
．

図８．10-3溶液とNC処理後の象牙質面
①10-3溶液５分
②10-3溶液５分，NC 60秒
③10-3溶液５分，NC 90秒
④10-3溶液５分，NC 120秒
⑤10-3溶液５分，NC ２分，アクセル10秒，10-3溶液10秒
⑥10-3溶液10秒

実験３．象牙質片による色素侵入試験と微小引張試験
化学的処理群の色素侵入率は，25.5±7.3％，対照群は
23.6±6.7％で，両群間に有意差はなかった（図９）．
また微小引張強さもそれぞれ17.5±2.7MPa，20.4±4.7MPa
で，両群間に有意差はなかった（図10）．

図11．色素侵入試験後の根尖部切断面
Ａ. 化学的拡大+SBS群
Ｂ. SBS群
Ｃ. Ob群
SBS：スーパーボンド根充シーラー MP：マスターポイント
CN：キャナルスRN G：ガッタパーチャ
↑：色素侵入の最歯冠側

２．色素侵入距離
化学的拡大＋SBS群の色素侵入距離は267.2±183.9μm，
SBS群 は250±129.5μm，Ob群 は854.0±307.2μmで あ っ た
図９．色素侵入率

（図12）
．化学的拡大＋SBS群とSBS群はOb群に比べて有
意に色素侵入が少なく（p＜0.01）
，化学的拡大＋SBS群と
SBS群には有意差がなかった．

図10．微小引張強さ

図12．色素侵入距離
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３．SEM観察

史

ほか

は象牙細管内壁も化学的拡大が行われたことを示すもので

化学的拡大＋SBS群とSBS群の多くは象牙質とシーラー

あり，象牙細管内に細菌が侵入している根管では，細管壁

の界面に間隙は認められず，象牙細管内にはレジンタグの

に付着している細菌も物理的に除去できると考えられた．

形成が認められた（図13）．レジンタグは化学的拡大＋

難治性感染根管では象牙細管内に細菌が侵入している場合

SBS群の方がSBS群より太かった．

が多いと報告されていることから，化学的根管拡大はこの
ような症例に対しても，有効な方法になる可能性があると
思われた．
また酸処理後にNC処理を行なうと，管間象牙質は凹凸
を示し一部には欠けたような像もみられた．とくにNC処
理時間が長くなると，10-3溶液を用いた場合よりもリン酸
を用いた場合の方がその傾向は大きくなった．このことか
ら，リン酸より10-3溶液の方が，象牙質の脱灰にムラが生
じにくく均一に脱灰されるのではないかと思われた．根管

図13．根管充填後の根尖部切断面
Ａ. 化学的拡大＋SBS群
Ｂ. SBS群
SBS：スーパーボンド根充シーラー D：象牙質

壁には加齢や咬耗などによって第２，３象牙質が形成され
るため，石灰化の程度が部位によって異なると考えられ，
脱灰にムラが生じないことは化学的根管拡大に用いる薬剤

考

としては大きな利点になると考えられる．また，化学的根

察

管拡大後にコラーゲンがNCで溶解されずに象牙質面に残

本実験は，樋状根や著しく扁平な根管など，従来の方法

存した場合，酸で変性したコラーゲンは接着を劣化させる

では機械的根管拡大が困難な症例に対して，酸と次亜塩素

原因になる危険性があるが26），10-3溶液の方がリン酸よ

酸ナトリウムを用いて根管壁を溶解し，化学的な拡大，清

りコラーゲンの変性が少ないとされていることか

掃を行うとともに，接着性シーラーを用いることで高い封

ら22，23，26），リン酸より10-3溶液を用いた方が接着の安定

鎖性を得ることを目的として行った．

にも良いと思われた．

まず実験１として，歯科治療に日常的に使用されている

NC処理後にアクセルを用いたのは，次亜塩素酸ナトリ

リン酸とクエン酸を用いて象牙質の脱灰深度を調べた．リ

ウムを使用すると，水洗後も象牙質表層に酸化剤や酸化物

ン酸は，レジンの接着時にエナメル質の脱灰に用いられて

が残存してレジンモノマーの重合反応を阻害し，接着強さ

おり，現在商品化されているエナメル質エッチング用のリ

が低下するが24，27-32），スルフィン酸塩を成分としたアク

ン酸溶液から，流動性が高いパルフィークエッチング剤を

セルで還元処理として行うことにより，象牙質に対する接

選んだ．クエン酸はスーパーボンドの接着時に象牙質面の

着性能は回復するとされている33）ためである．

処理剤として用いられており，流動性が高く，pHは低い

次に，実験３では10-3溶液とNCで化学的に溶解した後

が塩化第二鉄が添加されていることで脱灰面のコラーゲン

の象牙質面に，スーパーボンド根充シーラーが十分に接着

の変性が少ないとされている25）歯面処理材グリーン（10-3

するかを検討した．レジン系シーラーの中からスーパーボ

溶液）を選んだ．その結果，５分間での脱灰深度は，リン

ン ド 根 充 シ ー ラ ー（SBS） を 選 ん だ 理 由 は，tri-n-

酸で29.7±6.5μm，10-3溶液で22.8±4.7μmと大きな差はな

butylborane（TBB）を重合触媒としているため浸潤環境

く，10-3溶液を用いた場合でも，５分間で根管直径が約

下でも化学的に高い重合率が得られ，SBSのベースレジン

0.05mm，すなわちファイル１サイズに近い拡大が行える

で あ る4-META/MMA-TBBは，root-end sealingや 穿 孔

ことが明らかとなり，十分に臨床応用可能な脱灰速度であ

部の封鎖，垂直歯根破折の接着治療などに用いられて，良

ると考えられた．

好な生体親和性と封鎖性，臨床成績が数多く報告されてい

根管の化学的拡大では，無機質の脱灰だけでなく有機質

ること34-40），さらにSBSは根管壁側から重合が開始される

を溶解することも必要である．酸による象牙質の脱灰が深

ため41），重合収縮に伴う根管壁のギャップ形成が起こり

すぎると，脱灰した最深部までレジンが浸透せず，レジン

にくいと考えられたためである．その結果，化学的処理を

が浸透しない脱灰層が残存すると，漏洩や接着界面の劣化

行なった群と行っていない対照群とでは，色素侵入率，微

の原因となる26-28）．そこで，根管内に残存している微生

小引張強さともに有意差がなかったことから，化学的処理

物を殺菌するとともに，脱灰後の象牙質面の有機質を溶解

後の象牙質面に十分な接着が得られたと考えられた．

する目的で，次亜塩素酸ナトリウムを併用した．

根管内では平面での接着と異なり，全周を被着面に囲ま

38％リン酸または10-3溶液で脱灰した後にNCを用いた

れているため重合収縮によるギャップが発生しやすい．ま

場合，象牙質表面にどのような形態変化を生じるかを

た，根管では水洗や乾燥，シーラーの填入やマスターポイ

SEMで観察した結果，象牙細管が大きく開口した．これ

ントの挿入など，テクニカルな要因も封鎖性に影響するこ
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とから，根管で化学的拡大と根管充填を行って封鎖性を検

ボンド根充シーラーを用いた単一ポイント法で根管充填

討した．

すると，シーラーが根管壁に接着して高い封鎖性が得ら

機械的根管拡大が行えずに化学的に根管拡大した部位で

れた．

は，根管充填時にシーラーが厚くなり，シーラーの厚みが

謝

大きくなるほど重合収縮でギャップができやすくなると考

辞

えられる．そこで，ファイルによる機械的な根管拡大が難

本稿を終えるにあたり，終始御指導，御助言頂きました

しく，高い封鎖性が得られにくい根管形態として，三上ら

北海道大学大学院歯学研究科口腔健康科学講座歯周・歯内

のモデルを参考に根尖孔が大きく楕円形になっている根管

療法学教室三上大輔博士また様々な面でご協力をいただき

を作製して，根管の長径部での色素侵入量を評価した．比

ました教室員の皆様に心より感謝いたします．

較対照の根管充填方法にはObturaⅡによる垂直加圧充填

参

法を選んだ．これは，根尖部根管が円形に形成できない場
合，側方加圧充填法ではマスターポイントの適合が得られ

考
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Sealing ability of root canal fillings using Super-Bond SEALER
after chemical enlargement.
Keishi Honma, Tsutomu Sugaya and Masamitsu Kawanami

ABSTRACT : With root canals where it is difficult to effect mechanical enlargement and preparation, such as root canals
that are compressed or C-shaped, creating available space for root canal filling and achieving good sealing of the apical
foramen is necessary in addition to chemical cleaning and sterilization. In this experiment, the sealing ability of root canal
fillings using Super-Bond SEALER after chemical enlargement with different acids and sodium hypochlorite, were
investigated to determine an efficient sealing method for these difficult cases.
In a first experiment，the dentin surface was etched   with 38% phosphoric acid（PA）or 10% citric acid-3% ferric
chloride solutions（10-3）for 5 minutes and observed by SEM. Measurements showed that the dentin was decalcified to
approximately 25 micrometers depth with each of these acids.
In a second experiment, the surface morphology of the dentin surface was examined by SEM after etching with PA or
10-3 for 5 minutes, followed by 10% sodium hypochlorite（NC）for 60, 90, or 120 seconds, after Accel for 10 seconds and
10-3 10 seconds. As a result, NC processing after the PA treatment exposed wider orifice dentin tubule and more uneven
surface than with the 10-3/NC treatment.
In a third experiment, the dentin surface was treated with 10-3 for 5 minutes, NC for 2 minutes, Accel for 10 seconds,
and 10-3 for 10 seconds, before adhering with Super-Bond SEALER（SBS）
. The control specimen was treated with only
10-3 solution for 10 seconds. As a result, the dye penetration rate and micro tensile strength of the experiment specimens
showed no statistically significant differences from the controls.
In a fourth experiment, the dye penetration test was performed on an extracted human tooth model of a compressed
root canal. In the chemical group, the canal was chemical enlarged with the 10-3 for 5 minutes, NC for  2 minutes, and
then filled by the single gutta-percha point method using SBS after preparation with Accel for10 seconds and the 10-3
for 10 seconds. In the non-chemical group, the same single point method using SBS after preparation with 10-3 for 10
seconds was performed. In a vertical group, the canals were filled with warm vertical compaction using Obtura II with
Canals®N. As a result, the chemical group showed a statistically significant smaller dye penetration distance than the
vertical group and there were no statistically significant differences between the chemical and non-chemical group.
From the above results, it is suggested that a chemical root canal enlargement using 10-3 and NC followed by a single
guttapercha point method using the SBS can be an effective treatment for root canals where mechanical enlargement and
preparation is difficult
Key Words : chemical enlargement of root canal, Super bond RC sealer, apical sealing, bond strength
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