
予知性の高い歯内療法を行うにあたり、電

気的根管長測定器の使用は必須である。

一般的な装置は解剖学的根尖を検出する

ために2つの異なる周波数を用い、両者の

インピーダンスを測定し、その差や比率（商）

から根尖孔の位置を決定する「相対値法」

を用いている。

一方２００６年に発売されたジャスティⅢには、

根管口から解剖学的根尖に至る電流値の

変動に注目した「統合補正測定システム」

が搭載されている。こちらも2種類の周波数

を用いるが、得られた測定電流値と装置に

記憶されたファイル先端位置に関するデー

タを絶えず照らし合わせ、一致したものを結

果として表示する。これにより、解剖学的根

尖の位置のみならずファイル先端から解剖

学的根尖までの距離も正確に計測（解剖

学的根尖から３ｍｍ以内であれば０．２ｍｍ

単位で測定が可能）できるようになった。なお、

詳細については参考文献をご覧いただきたい。

２０１７年６月に後継機種として発売された

ジャスティ３．５は、この統合補正測定シス

テムを継承しつつ、本体の小型軽量化に

成功している。その性能は折り紙つきであり、

筆者の日常臨床に欠かせない機器となって

いる。本稿ではジャスティ３．５を用いた症例

について供覧させていただく。図1

ジャスティ３．５の外観。従来機種の
ジャスティⅢと比較し、重量ならびに
体積が３０％小さくなっている。見た
目もスマートで好感が持てる。

統合補正測定システムを搭載したジャスティ３.５の活用

渥美 克幸  デンタルクリニックK／埼玉県川口市開業

電気的根管長測定器ジャスティ3.5を考察する

ジャスティ3.5 図2

前面パネル全体が電源スイッチに
なっている。電源投入の際に装置を
倒さないようにするため、図の矢印
部分を押した方がよい。

前面パネル全体が電源スイッチ

図9 根管の拡大・形成・洗浄

根管の拡大、形成ならびに洗浄が終了した
状態。頬側及び口蓋側根管は根尖の手前
で合流していたため、超音波切削器具等を
用いて両者をつなげ１根管にした。

図10 作業長を測定

ジャスティ３．５を用いて作業長を測定して
いる状態。根尖は＃６０まで拡大した。

図11 根管充填・支台築造の終了

ＭＴＡを用いて根管充填、ならびにファイバー
併用レジン支台築造まで終了した状態。根
尖透過像の縮小傾向が認められる。

図6 リペア

湿潤状態でも接着できるスーパーボンドを用
いてリペアを行った。根管内の処置に入る前
に、このような環境作りをきちんとすることが大
切だと考えている。

図7 処置前のCBCT画像

処置前に撮影した当該歯のＣＢＣＴ像。口蓋
側に未処置と考えられる根管が認められる。

図8 根管口の明示

根管口を明示した状態。読影通り、口蓋側に
も根管口が認められる。

図3 初診時

初診時４０歳女性。右上４番の保存希望で
来院された。根尖相当部に大きな透過像が
認められる。

図4 隔壁製作後

隔壁製作後。根管内から再度確認したとこ
ろ、歯肉縁上歯質が失われている遠心部分
に接着不良が認められた。

図5 接着不良部分の除去

接着不良部分をすべて除去したところ。この
状態ではリーク（短絡）が起きてしまうため、
ジャスティ３．５が正常に機能しない。

参考文献：庄司茂．新たに開発した第３世代の根管長測定器ジャスティーⅢの開発理念とその精度．Dental Products News. 160:2-5,2006.
　　　　 渥美克幸．私がジャスティⅢを選んだ理由．Dental Products News. 218:18-20,2016.

症例1： 40歳女性／感染根管処置

図19 処置前のCBCT画像

図17 初診時

症例3： 35歳男性／抜髄

図20 根管充填・支台築造の終了

図18 作業長を測定

初診時３５歳男性。右下６番の疼痛を主訴に来院された。
歯髄壊死に近い状態だった。

ＭＴＡを用いて根管充填、ならびにファイバー併用レジン支
台築造まで終了した状態。特に問題は認められない。

処置前に撮影した当該歯のＣＢＣＴ像。遠心根根尖部は
外部吸収が疑われ、根尖孔も歯冠側寄りに存在していた。
そのためジャスティ３．５の計測結果は正しいと判断した。

図12 初診時

初診時２１歳女性。
左上１番の疼痛を
主訴に来院された。
根尖相当部に大きな
透過像が認められる。

図13 処置前のＣＢＣＴ画像

処置前に撮影した当該歯のＣＢＣＴ像。すでに根尖孔は大きく破壊されている。

症例2： 21歳女性／感染根管処置

ジャスティ３．５を用いて
作業長を測定してい
る状態。根尖は＃１２０
まで拡大されているが、
正確に測定できている
と考えられる。

ＭＴＡを用いて根管充
填、ならびにファイバー
併用レジン支台築造
まで終了した状態。
根尖透過像の縮小
傾向が認められる。

ジャスティ３．５を用いて作業
長を測定している状態。遠心
根は近心根と比べ作業長が
かなり短く、デンタルX線写真
からもアンダーを疑った。

図15 作業長を測定 図16 根管充填・支台築造の終了図14 ガッタパーチャ除去

慎重にガッタパーチャを引き抜いた。
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