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根管治療をスタートするにあたり、正確な

根管長を測定することは、術後疼痛を避け

かつ適切な位置まで根管充填をすることを

可能にする。これは病変の治癒を早めるこ

とにつながり、治療成績の成否を左右する。

根管形成における根尖側の終末位置は言

うまでもなく歯周組織と歯髄組織の接合部、

すなわちセメント－象牙境（最狭窄部）とされ

ているが、この解剖学的指標をX線写真上

で判別することは不可能である。一般的に

はセメント質の平均的厚さを加味してX線写

真上で確認できる根尖端から約１mm短い

ところが生理学的根尖孔とされている（図１）。

しかし実際の生理学的根尖孔は根尖端と

一致していないことが多い（図2・3）。

1955年、東京医科歯科大学、歯科保存

科の砂田今男氏のもと、正確な作業長を

測定するための研究がスタートし、1962年

歯根膜と口腔粘膜との間の電気抵抗値が

人種、年齢、歯種に関係なく6.5kΩの一定

値を示すという法則が発表された（J.Dent. 

Res.1962;41:375-8）。これが後の電気

的根管長測定器（以下キャナルメーターと

表記）の開発につながった。

測定用ファイルの先端が根尖歯周組織に

接した時、キャナルメーターは40μAの値を

示すようにできており、生理学的根尖孔は

この位置より－1mmとした。図5・6は開発

初期のキャナルメーター２種。これらの測定

器を使用する際は必ずH2O2または蒸留水

など通電性の無い洗浄液を使用した後、

根管内をよく乾燥させないと測定に誤差が

生じるとされていた（Endodontic Manual, 

1986, Muneyoshi Yamazaki）。余談だ

が残髄がある場合に本メーターを使用す

ると患者は痛みを訴えるという、副産物的

な診断機能があった（図５・６）。

1990年代に入りこれらの短所を改善すべ

く、異なる２つの周波数を組み合わせること

によって、根管内が湿潤していても正確な

根管長を測定できるキャナルメーターが誕

生した。形態も従来のキャナルメーターと比

べて小型、軽量化され、時に穿孔部が認識

できるなど精度も高くなった。しかしこの第二

世代と呼ばれたキャナルメーターは生理学

的根尖孔の測定は困難で、Apex位置の

電流から電流位置を0.5mmマイナスした

点をそれとしていた。

第三世代と言われるジャスティ3.5（図7）は、

根尖端（Apex）と0.5mm手前のデータを

内部に記憶することで正確に生理学的根

尖孔の位置測定が可能になった。さらに赤

と緑のドットは正確に0.15mmと0.1mmを

それぞれ表示しているので根尖付近のファ

イルの動きを精密にモニター上で確認する

ことが可能である。

図8～10は歯性上顎洞炎を伴った左上6に

対して根管治療を行った症例である。通法

に従って根管治療を進めるにあたり、ジャス

ティ３．５を使用して根管長を測定した。近遠

心頰側根は＃１５のMMCファイルで測定が

できたが口蓋根は根尖が大きく崩壊してい

るため根管内にEDTAペーストを満たした

後（理由は後述）、＃７０のファイルを根管壁

に沿わせながら根管長を測定した。

ここで本症例のように複数根管で一部の

根尖孔が崩壊しているようなケースで起こ

りがちな測定電流のリークによる誤作動に

ついて解説する。ファイルを根管に入れた

途端にメーターが振り切ってしまい、思うよ

うに測定ができないという経験は誰にもあ

ると思う。図11・12にこのようなことが生じ

る原因と解決方法を示した。

測定電流のリークの原因（図11）の１・２は、

隔壁やラバーダム防湿をすることで回避でき

図4

図3

図1

解剖学的根尖孔と生理学的根尖孔の位置関係。
セメント質の厚さは平均0.5～3mmとされている。

図8-1： 歯肉からの排膿を主訴に来
院。瘻孔からガッタパーチャポイント
を挿入してレントゲン撮影。

図8-2・3： CBCTでは歯性上顎洞炎を引き起こしていることが確認できる。　

ジャスティ3.5は、根尖端（Apex）と0.5mm手前のデータを内部に記憶することで、正確に生理学的根
尖孔の位置把握が可能になった。

図2

CBCTでは下顎大臼歯遠心根管は根尖より遠心側にずれていることが確認
できる。

抜去歯で確認しても、挿入したファイルの先端は根尖端よりずれていることが
確認できる。
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C.Lメーター（1977年 ヨシダ） C.LメーターME-02型（1978年 ヨシダ）

図7 ジャスティ３．５

図8 症例：38歳位男性、初診時の口内法レントゲンとCBCT画像
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るが、案外見過ごされがちなのが原因３・４

である。特に図8～10の症例のように口蓋

根の根尖孔が大きい場合、頰側の根管長を

測定する際に生じやすい現象である。そこで

図12の方法をとると測定が安定する。

ジャスティ3.5の使用説明書にはISO#15

または#20のファイルを使用するよう表記さ

れているが、根尖孔が崩壊している際に電

解質の洗浄液が根管内に残っているとメー

ターが振り切ってしまう。このような時は根

管を一旦乾燥させてから過酸化尿素含有

のEDTAペーストを満たした後に、根尖孔と

同サイズの大きめのファイルを根管壁に接

触させながら測定するとメーターが安定する。

この時最狭窄部と思われる位置よりファイル

をわずかに上下させ、ジャスティ3.5の赤ドット

と緑ドットが動きに連動して動けばメーターは

適切に作動している。これを数回繰り返す。

ジャスティ3.5は微妙なファイルの動きに追随し

てメーターが動くので測定値の信頼度が高い。

根管充填は近遠心頰側根はシステムBによ

るCWCT（Continuous Wave Compaction 

Technique）で行い、口蓋根は患者同意の

下、MTAアンジェラスを用いて行った（図10）。

口蓋根は上顎洞に近接しており根管充填に

は細心の注意が必要だが、ジャスティ3.5は

良好に根尖孔の位置を測定できた（図9）。

日本における根管治療の分野はとかく世界の

後塵を拝することが多いが、ことキャナルメー

ターに関しては最先端を走っていると言っても

いい。今後ジャスティ3.5が第四世代のキャナ

ルメーター開発につながるフラッグシップにな

ることを期待したい。最後に筆者が根管長を

測定する上で留意していることを列挙する。

新時代の根管長測定器

キャナルメーター
誤作動の原因

セメント象牙境：
生理学的根尖孔

解剖学的根尖孔
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歯根膜と口腔粘膜との間の電気抵抗値が6.5kΩを示す原理を応用して根尖孔
の位置を測定する。

電気的根管長測定の原理

電気抵抗値
6.5kΩ

非抜歯保存の追求　シリーズ2

ジャスティ3.5を使用した
根管長測定の様子を動画で
Check！

※動画を閲覧するためには、DNAヨシダ友の会登録が必要です。
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図9 根管充填直後X線画像 図10 根管充填直後 根管口画像
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誤作動を防ぐ方法

根管内を乾燥させてから根管内に
EDTAペースト（過酸化尿素含有）を
満たすとメーター表示が安定する。

ペーストが絶
縁体になって
測 定 電 流 の
リークを防ぐ。

＊クランプ周囲の白色物質は防湿に用いた
　光重合型歯肉 ・ 隣接歯保護材。

1.

2.

3.

4.

歯冠が薬液や唾液で
濡れていて歯肉側に
リーク
歯冠が崩壊して歯肉
側にリーク
複数根管の場合、電
解質の薬液を通して
隣接する根管に測定
電流がリークする
根尖孔が壊れている
時は太めのファイル
を使用する。ファイル
が細いとインピーダ
ンスを測定できない

①口角クリップをきちんと頰粘膜に接触させる。

②過酸化尿素含有のEDTAペーストを根管内に
 満たす時、NaOClが根管内に残存していると
 過酸化尿素と反応して発泡するため、皮下
 気腫にならないよう留意する。

③根尖付近で測定用ファイルを上下動して、
 メーターが連動して動くことを確認する。

④メーターが根尖を示すにもかかわらず、明らかに
 ファイルが手前に位置する場合は、穿孔または
 根尖孔の崩壊の可能性があるので図11・12の
 対策をとる。

⑤根尖孔のサイズに合わせたファイルを、根管
 壁にしっかりと接触させて測定する。

⑥たまにファイルホルダーを口角クリップに直接
 接触させてメーターが正しく作動しているか確認
 する。（コードの断線の有無をチェック）

【根管長を測定するうえでの留意点】
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測定電流のリーク原因：測定電流のリーク


