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う蝕，歯髄炎，
章 根尖性歯周炎

う蝕のしくみ
う蝕とは、口腔内の細菌がつくりだした酸が、歯質の脱灰と溶解を引き起こす歯の疾患（硬組織疾
患）をいう。まずエナメル質表面が脱灰しはじめ、これを放置すると象牙質に達し、冷水痛を感じる
ようになる。さらにう蝕が進行して歯髄に達すると歯髄炎を起こす。咬合面、隣接面、歯頸部に発生
しやすい。なお、高齢者は歯肉縁上に露出した歯根面に生じることが多い。

①細菌の活動を抑える口腔内状態をつくる

う蝕の特徴

（プラークコントロールなど）

う蝕は一般の疾病とは異なった性質をもっ
ている。主に以下の点があげられる。

memo

②糖分の摂取量を減らす
③歯質の強化を図る（フッ素塗布など）

①う蝕は自然治癒できない。

④食物を摂取する回数や１回にかかる時間

②う蝕はエナメル質表面から始まることが
多い。

の長さ
などがある。

③う蝕の罹患度合いは歯の種類や形態によ
って異なる。
ほ う しゅつ

④若年者や萌 出 直後の歯はう蝕に罹患し

う蝕の分類
う蝕は進行の程度により５段階に分類され

やすい。

る。各段階の特徴は以下のとおり。

う蝕の要因と予防法

エナメル質初期う蝕（∮）

う蝕は、一般的に歯質の状況、口腔内の細

エナメル質が溶けはじめ、白や褐色のシミ

菌（ミュータンス菌など）、細菌の栄養とな

のような斑点があらわれ、表面がざらざらし

る食物に含まれる糖分、これに一定時間の経

た状態になる．歯面は脱灰と再石灰化が繰り

過が重なって発生するといわれる。

返されているが、う窩はまだできていない．

う蝕の予防法には、

脱灰が優位になり、 う窩ができると┞にな

図 ７‑１ う蝕の４つの要因

歯

細

菌

図 ７‑２ エナメル質初期う蝕（∮）

質

う蝕

食

物

時間の経過
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図７‑19 歯内療法の診療器材の準備例

表 ７‑１ 永久歯歯根完成期（平均値）
上顎（年齢）
歯

式

下顎（年齢）

10.4歳

11.4歳

14.5歳

13.2歳

14.2歳

11.1歳

15.9歳

18〜23歳

１

２

３

４

５

６

７

８

8.5歳

9.8歳

13.7歳

13.4歳

14.2歳

9.7歳

15.3歳

18〜23歳

図７‑16 抜髄

図７‑21 マイクロスコープ
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図 ７‑17 感染根管処置
Ｋファイル
Ｋファイル

歯肉息肉

図 ７‑20 電気的根管長測定器

表７‑２ リーマー、ファイルのカラーコード
図７‑18 根管治療用器材
号数（№）
Ｈファイル

Ｋファイル

リーマー

レンツロ

失活歯髄切断（失切）

号数（№）

カラー
コード

08

銀

55

赤

10

紫

60

青

15

白

70

緑

20

黄

80

黒

25

赤

90

白

30

青

100

黄

35

緑

110

赤

40

黒

120

青

45

白

130

緑

50

黄

140

黒

失活抜髄

図７‑22 根管の洗浄

図７‑23 根管の乾燥

電気的根管長測定検査
（EMR）

失活剤を用いて歯髄の活動を止め、歯冠部

局所麻酔が使用できない患者に対して歯髄

歯髄のみを除去し、ミイラ化した歯根部歯髄

失活剤を貼付し、歯髄の失活を待って抜髄す

電気抵抗値を応用して根管の長さを測定す

を保存する処置。

る方法。通常、失活剤使用１〜２日経過後に

る検査。根管長測定器と接続した器具（リー

歯髄固定剤を貼付し、その後抜髄する。

マーなど）を根管内に挿入し、根尖孔に達し

抜

た時点で器具の長さを測る。加圧根管充填を

髄

歯髄保護処置や鎮静剤・消毒剤の貼付では

感染根管処置（感根処）

治らない歯髄炎（Pul）に対し、歯髄の全部

根尖性歯周炎（Per）などの場合に、感染

を除去して炎症を止める処置。放置すると根

歯質などの除去、根管の消毒 ・ 清掃、拡大

尖孔から歯周組織に炎症が拡大する。

（感染した根管壁の削除）を行って歯を清潔

リーマーやファイルを根管内に挿入し、歯
髄を物理的に除去する（Ｐ68）。

麻酔抜髄（麻抜）
浸麻や伝麻の局所麻酔を用いて除痛のもと
に抜髄する方法。 注射抜髄（注抜） ともい
う。
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カラー
コード

にし、保存を図る行為。器具としてリーマー

行う場合は必須の検査。
乳歯に対しても適応できるが、 歯根安定期
（年齢）を考慮する必要がある。

根管貼薬処置（根貼）
根管内を清掃、消毒する処置。抜髄または
感染根管処置の後、 必要があっ て根管の清
掃、貼薬などを行うことをいう。

細菌簡易培養検査（Ｓ培）
感染根管処置後、根管充填の時期を決定す
るため、根管内の細菌の有無を培養法で調べ
る検査。
消毒後の根管に滅菌したペーパーポイント

表 ７‑３ 根管治療用薬剤

を挿入し取り出した後、プラディアなどの液

やファイル（Ｋファイル・Ｈファイル・NiTi

根管洗浄剤

根管消毒剤

体培地内に入れて培養する。培地のにごりの

ファイルなど）、レンツロなどを用いる。マ

次亜塩素酸ナトリウム
と過酸化水素水を交互
使用

ホルマリン製剤
石炭酸製剤
水酸化カルシウム製剤
ヨードホルム製剤
アルコール
ペリオドン

有無により根管内の細菌が陽性（＋）か陰性

イクロスコープ（歯科用顕微鏡）を用いて治
療することもある。
抜歯を予定している歯の急性炎症を抑える
ために感染根管処置を行うことがある。

EDTA溶液

（−）かを判断する。
検査結果が陰性（−）を示した場合に根充
へ移行する。根管貼薬期間中に行われ、必要
に応じて複数回行う。
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歯周疾患の分類
歯周疾患は歯肉炎と歯周炎に大きく分類さ

図 ８‑３ 歯周疾患の分類（Ｇ、┨〜┪）

歯周疾患の診査・診断

memo

G

れる。

歯周治療の進め方の原則

歯肉炎（Ｇ）

歯の動揺度検査

まず、歯周疾患の原因と成り立ち、歯周治

前歯では唇舌面をピンセットではさみ、臼

歯肉にのみ炎症が生じる。歯肉が肥厚・発

療の基本的な考え方を十分に理解して必要な

歯では咬合面の中央窩にピンセットの先端を

赤し腫脹するため、歯肉ポケット（仮性ポケ

検査を行う。次に、検査の結果をもとに、患

当て、近遠心、頬舌、あるいは歯軸方向の動

者の希望や全身の状態などを考慮して適切な

揺度を検査する。

ット）が形成される。まだセメント質や歯根
膜、歯槽骨は破壊されていない。

┨

治療計画を立案し、治療を進める。

プラーク付着状況の検査

さらに歯肉炎は、プラークなどの局所要因
が原因となる単純性歯肉炎（単Ｇ）と、全身
的な要因によっ て起こる複雑性歯肉炎（複
Ｇ）に分類される。一般的に歯肉炎を放置す

洗口させ、各歯の咬合面を除く歯面に残った

診査にあたっ ては、 全顎のエックス線撮

ると歯周炎に進行すると考えられている。

影、スタディモデルの製作などが行われる。

歯肉ポケット（仮性ポケット）： 歯肉が腫脹
したために歯肉溝が深くなってできたポケッ

歯の表面にプラーク染色剤を塗布し、軽く

診査・応急処置

染色部分を、各種のプラークチャートを用い
て記録する検査。

歯周治療をすすめている間に施す応急処置

┩

ト。
歯肉以外の歯周組織は破壊されていない。

としては、急性炎症を起こした歯の保存処置
として切開、歯周疾患処置（

Ｐ81）、咬合

調整、投薬などがあげられる。

BOP
プロービング時の出血の有無やポケット底
部に炎症がないかを検査する。

歯周炎（Ｐ）
エックス線診断

歯肉に生じた炎症が、セメント質や歯根膜、

(

Ｐ52)

歯槽骨など深部の組織にまでおよび、歯根に

エックス線は、歯肉炎と歯周炎を鑑別診断

付着する歯周組織の量が減少＝アタッチメン

したり、歯根膜・歯槽骨・歯根などの病変を

トロスが生じる。歯肉は歯面からはがれて歯

┪

図 ８‑５ プラーク付着状況の検査図
染色液

検査する手段として有効である。
パノラマ撮影や、標準型フィルムを使った

周ポケット（真性ポケット）が形成される。

全顎撮影法（10枚〜14枚法）が活用される。

歯周炎が進行する速度は比較的ゆっ くり

また、咬翼法も用いられる。

で、数年単位で進行する。しかし、咬合時に
強い圧力がかかったり、特殊な細菌に感染す

歯周治療のエックス線診断は、患者の被爆量
を考慮しながら必要と思われる時期に行う。

ると歯槽骨の破壊が急速に進行する。さらに、

図 ８‑６ 歯の動揺度検査

糖尿病による抵抗力の低下など、他の全身的
な要因がある場合も歯周炎の進行を早める。

図 ８‑４ 健全な歯周組織

咬合調整（咬調）
特定の歯にかかる咬合力の負担を軽減・分

歯周ポケット（真性ポケット）： 歯肉溝底部
じょう ひ

の接合 上 皮 や結合組織が歯根から剥離、歯

散して咬合の調和を図る目的があり、咬合面

肉溝が深くなってできたポケット。

や他の歯面を選択的に削合する処置をいう。
図 ８‑７ ポケット測定検査

慢性歯周炎軽度（┨）

歯周疾患の検査

歯槽骨吸収は歯根の長さの1/3以内、ポケ

歯周疾患の検査（歯周病検査）方法には、

ットは３〜５㎜程度、歯の動揺はない。歯肉

次のものがある。

は少し赤くなるが自覚症状はほとんどない。

慢性歯周炎中等度（┩）

図 ８‑５ 歯周疾患に罹患した患者の口腔内写真

ポケット測定検査（EPP）

歯槽骨吸収は歯根の長さの1/3〜1/2程度、

歯肉縁からポケット底部までの深さをプロ

ポケットは４〜７㎜程度、軽度な根分岐部病

ーブで測定し、 ミリメートル単位で記録す

変や歯の動揺が生じている。

る。プローブには約25グラム程度の圧力をか

歯周ポケット

け、各歯の全周にわたって測定する。

慢性歯周炎重度（┪）

記録する際に、１点法で最も深い数値を代

歯槽骨吸収は歯根の長さの1/2以上、ポケ

表値とする方法（歯周基本検査）と４点法以

ットは６㎜以上、歯の動揺は著しく根分岐部

上で頬側の近心・中央・遠心、舌側の中央を

病変も重度。病変がすすむと歯の喪失（自然

記録する方法（歯周精密検査）がある。

脱落）も起こる。
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図 10‑６ インレー

図 10‑９

図 10‑11 CAD/CAMシステム

レジン前装金属冠

単純なもの

図 10‑13 乳歯金属冠の形成・装着

図 10‑14 CRジャケット冠による修復

①

レジン
メタル
②

コア

既製冠
ビニール
キャップ

複雑なもの

図 10‑７ 左：前歯¾冠

右：臼歯├冠

③
出典：中医協総会（2014年２月５日）資料から抜粋
写真は大臼歯の場合

レジン

表 10‑１ ヘルマンの咬合発育段階（各個人の生理的年齢を歯の萌出状態によって
評価する方法）
A

乳歯萌出前

無歯期

C

乳歯咬合完成前

乳歯萌出期

A

第２乳臼歯萌出完了による乳歯咬合完成期

乳歯列期

C

第１大臼歯および前歯萌出開始期（前歯の交換期）

A

第１大臼歯萌出完了期（永久前歯の一部あるいは全部の萌
混合歯列期
出完了）

B

側方歯群（乳犬歯から乳臼歯）の交換期

C

第２大臼歯萌出開始期

A

第２大臼歯萌出完了期

C

第３大臼歯萌出開始期

A

第３大臼歯萌出完了期

Ⅰ
図 10‑10

図 10‑12 CAD/CAM冠

図 10‑15 小児保隙装置（クラウンループ）

硬質レジンジャケット冠

Ⅱ

硬質レジン

図 10‑８ 全部金属冠
コア

Ⅲ

Ⅳ
出典：中医協総会（2014年２月５日）資料から抜粋

出典：中医協総会（2014年２月５日）資料から抜粋

Ⅴ

永久歯期

場合は、
「クラウン」、「支台歯とポンティッ
金製金属冠をいう。 乳歯に限って適応され

memo

レジンジャケット冠（RJC）

る。

歯と同じ色の合成樹脂でできた人工歯を、
歯冠の全表面を被う白い樹脂の唇面に重合し
たもので、前歯部に適応する。

接着性レジンセメント（スーパーボンド，
パナビア）、接着性グラスアイオノマー系レ

小児保隙装置
小児保隙装置は，う蝕によって乳臼歯１歯

硬質レジンジャケット冠（HJC）

歯科用合着・接着材料Ⅰ

ジンセメント。

ポンティックの合計が６歯以上のブリッジ」
の区分で、１装置ごとに維持管理する。
ただし、次の場合はクラウン・ブリッジ維

歯科用合着・接着材料Ⅱ

（ＤまたはＥ） が早期に喪失した症例に対

グラスアイオノマーセメント（接着用）、

①６歳未満の乳幼児、著しく歯科診療が困難
な者、訪問歯科診療の対象者など

歯冠部に装着する人工歯が既製のものでな

し，乳臼歯に装着するクラウンループまたは

シアノアクリレート系セメント（ケミエース

②乳歯（永久歯代行歯を含む）

く、全表面を特殊な硬度をもつ人工樹脂で製

バンドループをいう。ヘルマンの咬合発育段

ほか）。

③他院で維持管理中のクラウン・ブリッジ

作したもの。前歯と小臼歯に適応する。

階の歯年齢ⅡＡ〜ⅢＡ期に行う。

CAD/CAM冠

CRジャケット冠

歯科用CAD/CAM（コンピュ ータ支援設

クラウンフォームという歯冠に適合するビ

計・製造ユニット）装置を用いて製作された

ニールキャップに複合レジン（CR）を填入

歯冠補綴物のこと。ハイブリッドレジンを使

し、レジンが硬化した後キャップを除去し、

用した小臼歯部の全部被覆冠（単冠）に適用

調整して完了する修復法。乳歯前歯または永

される。

久歯前歯のエナメル質を一層削除し、歯面処
理した後に行う。

乳歯冠
乳歯冠には乳歯金属冠（

Ｐ97）および

乳歯ジャケット冠がある．乳歯金属冠は、歯
冠部全面を被覆した既製のニッケルクロム合

装着材料
歯冠修復物などを装着する時に用いるセメ
ントなどの接着材料をいう。

memo

持管理の対象とはならない。

④すべての支台歯がインレーのブリッジ

歯科用合着・接着材料Ⅲ

096

クの合計が５歯以下のブリッジ」、「支台歯と

歯科用燐酸亜鉛セメント、ハイボンド燐酸
亜鉛セメント、カルボキシレートセメント、
水硬性セメントなど。

クラウン・ブリッジ
維持管理（補管）
クラウン・ブリッジの維持管理を選択し、

⑤歯科用金属アレルギーの患者の臼歯部HJC
または大臼歯CAD/CAM冠。
クラウン・ブリッジ維持管理は医療機関単位
で行う．

患者への情報提供
患者には、維持管理の対象となるクラウン
またはブリッジごとに医療機関名、装着日、
補綴部位、クラウン・ブリッジ維持管理の趣

地方厚生（支）局長に届け出た医療機関が、

旨などを明記した説明書を提供する。

クラウン（インレーを除く金属歯冠修復、レ

説明書の文例

ジ ン 前 装 金 属 冠、 ジ ャ ケ ッ ト 冠、CAD/

当院ではクラウン・ブリッジを長期にわたり快

CAM冠、硬質レジンジャケット冠）および

適に使用できるように２年間の維持管理を行って

ブリッジを、新たに自院で製作して装着した

います。何かありましたらご相談ください。
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図 11‑18 床用人工歯（中段：前歯、上下：臼歯）

図 11‑17 チェックバイト検査

図 11‑20 二腕鉤（レストあり）

図 11‑19 双子鉤
レスト

図 11‑21 コンビネーション鉤

レスト

フェイスボウ

局部床義歯に補綴隙を使用することは認めら
れるが、総義歯には認められない。

①レジン系またはラバー系の印象材を用いて

パントグラフ描記法（Ptg）

咬合圧印象を行った場合
②フレンジテクニックまたはマイオモニター

全調節性咬合器を使用して、下顎の前方運

維持装置

③歯科用インプレッションコンパウンドを用

動経路として描記する方法。

用いて機能印象を行った場合

そ しゃく

有床義歯咀嚼機能検査
（咀嚼機能）

咬合採得（BT）

新たに有床義歯を作製する前や装着時、装

持装置をいう。次のような区分がある。
鋳造鉤（CCL）、線鉤（WCL）

鑞で接合すること。

み合っていない状態（咬合不正）や噛み合わ

二腕鉤の維持腕と拮抗腕にそれぞれ鋳造鉤

トワックスなどで顎堤をつくり（蝋堤、咬合

せ面の不調和など（咬合干渉）がないかを調

と線鉤を組み合わせて作製されたクラスプ。

床）、これを患者の口腔内に挿入し、咬合関

べ、有床義歯の的確な調整に役立てる。

③コンビネーション鉤

ろうてい

鋳造双子鉤は、犬歯と臼歯部に適応する。

鋳造二腕鉤は前歯部（中 ・ 側切歯） にも適
応。

仮床試適（TF）

のを患者の口腔内に試適して、発音、咬み合
わせ、顔の輪郭、人工歯の位置関係、患者の
満足の度合などを診査する。

上で再現するため、フェイスボウなどを用い

仮床試適の結果が良好ならば、蝋をレジン

てワックスや石膏などに上下歯列を同時に印

または熱可塑性樹脂に置き換えて義歯を完成

記させて得た上下顎間の位置的関係（顆路傾

する。

レスト
義歯の維持と安定をはかるために、クラス
プにつくられる小突起。
義歯の沈下を防ぐ役割がある。

フック、スパー
フックは義歯が咬合圧により沈下するのを

斜など）を測定する。患者の咬合関係を正確

防ぐ。スパーは局部床義歯の安定を図るため

に咬合器に再現することができる。

の装置。

人工歯
天然歯の代用として作られた歯で、陶歯、
レジン歯が広く用いられている。臼歯部には

孤立した欠損部人工歯を固定保持するため

金属歯を用いることもある。適用別に床用、

に、バーにろう着される金属の小突起。１歯

を用いて、口外法または口内法で描記する。

歯冠補綴用、ポンティック用がある。

欠損に相当する中間の孤立した欠損部位に用
いる。
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補綴隙

増歯修理
患者が現在使用している局部床義歯に、新
たに生じた欠損部位の人工歯を増歯して修理
すること。

有床義歯装着後の管理
装着以降、生体との調和を図るため義歯床
や人工歯咬合面、維持装置を随時調整し、義
歯の取り扱いについて指導をする。また、長

多数歯欠損等で、咬合採得時の水平的顎位

用いた場合に算定する。

な状態に回復させること。

保持装置

を決めるために、ゴシックアーチトレーサー

決定するために電気的な下顎運動路描記法を

床の破折、鉤の破折、人工歯の脱落などに

ろう

蝋でつくった仮床の顎堤部に人工歯を配列
し、完成義歯とまったく同じ外形を整えたも

多数歯欠損の有床義歯製作時に、下顎位を

床修理
より使用が困難になった義歯を修理し、正常

係を記録する。

下顎運動路描記法（MMG）

バーとクラスプなど、金属の製作物を金属

双子鉤、二腕鉤（レストあり、なし）

作をいう。模型上やレジンプレート上にバイ

ゴシックアーチ描記法（GoA）

ろう着
ろう

と咀嚼能力測定の検査をする。上下の歯が噛

って、上顎に対する下顎の歯列位置を咬合器

に埋め込まれた金属。

そう し

着後の調製の各段階に応じて、下顎運動測定

欠損補綴物（多数歯欠損等）の製作にあた

慮したうえで、床の破損を防止する目的で床

②形態による区分

患者固有の上顎に対する下顎の位置関係

チェックバイト検査（ChB）

欠損部や残存歯の状態、咬合関係などを考

①製作法による区分

（上下・前後・左右）を再現し、記録する操

顎運動関連検査

memo

パーと義歯の連結にも使用できる。

鉤（クラスプ）
局部床義歯を口腔に装着する時の主たる維

いて筋圧形成を行いラバー系印象材などを

バーの使用個数に制限はなく、フック、ス

補強線

動と側方運動を水平面と矢状面に連続的な運

による機能印象を行った場合

けられる。

バー

表 11‑３ 有床義歯での指導項目例
①

義歯の機能程度

②

義歯への慣れ

③

苦痛時の対応

④

義歯の清掃

⑤

口腔内の清掃

局部床義歯を連結して一つの装置にする時

⑥

義歯の着脱法

ず、わずかなすき間が生じた場合、人工歯に

などに使用する、棒状またはプレート状の金

⑦

就寝時の義歯の扱い方

替えて、レジン隙や金属隙を補う方法。

属。製作法によって鋳造バーと屈曲バーに分

⑧

以後の通院

人工歯の幅が欠損部の幅とつり合いがとれ
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より歯肉が退縮している方など口腔内の状態

memo

舌の清掃

に応じて用いる。通常の歯ブラシよりも毛が

舌の中央部から舌根にかけて付着する灰白

柔らかく、歯肉を傷つけることがない。歯肉

ぜったい

色あるいは黄白色の沈着物を舌苔といい、こ

のマッサージにも活用できる。

摂 食・嚥 下 障 害 な ど の 口 腔 機 能 回 復 ，向 上 の た め に

れらを除去する。
舌苔の付着により味覚異常、口臭または全
身疾患などを引き起こす。
舌の後方から手前へ、一方向に動かして除
去する。

口 腔 体 操

口腔乾燥予防保湿剤
口の中の渇きなどに対する口腔乾燥症（ド
ライマウス）対策は、高齢者の口腔ケアに欠
かせない。唾液の分泌が働きにくくなること
で、義歯の不適合を引き起こしたり、口腔衛

歯ブラシ（軟毛）

口をすぼめて、ゆっくりと３回繰
り返します。

専用の保湿剤などを用いることで、より高

口腔清掃が困難な場合、ワンタフトブラシを

い保湿効果を期待できるので、口腔機能の低

用いる。また、残存歯が少数の方や歯周病に

下を防ぐために使用する。

両手を頬に当て、ゆっくり円をか
くようにマッサージします。
（３回）

スポンジブラシによる口腔清掃の手順

①

⑥
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⑤顎下腺のマッサージ
手のひらを耳の下から顎の下まで
当て、ゆっくり押します。
（３回）

⑥舌下腺のマッサージ
両手の親指をそろえ、顎の真下か
ら、やさしく押します。
（３回）

⑨

目を閉じて、頬を左右に膨らまし
た後、目と口を思いっきり開けま
す。（３回）

⑧舌の体操
舌を出したり、ひっこめたり、上
下左右に動かしたり、ぐるりと回
します。（３回）

⑨発声練習
〈パタカラ体操〉
「パパパ」、
「タタタ」、
「カカカ」、
「ラ
ララ」と、 はっ きり発音します。
（３回）

②

③
④

保湿剤をスポンジブラシになじませ、口腔粘
膜に塗布します。

ゆっくり肩を上げてから、力を抜
いて肩を落とします。
（３回）

図 12‑７ 口腔乾燥予防保湿剤

⑦顔の体操
スポンジブラシを回転させ、口腔内の汚れを
巻き取りながら清拭します。

首を左右にゆっくり傾け、首を伸
ばします。（３往復）

③肩の運動

図 12‑５ 歯ブラシ（軟毛）

④耳下腺のマッサージ

図 12‑６ スポンジブラシの使用方法

②首の運動

生状態の悪化で感染症の一要因になる。

口が開きにくい患者で通常の歯ブラシでは

図 12‑４ 口腔粘膜清掃用品

①深呼吸

⑤

⑧

⑩

⑦

①「深呼吸」に戻って終了。
※歯間清掃には歯ブラシや歯間ブラシをご使用くだ
さい。
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