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グライドファインダー

　根尖経路の確保（以下 パスファイン
ディング）を目的としてファイルを根
管にすすめた場合に生じる、へたり（座
屈：buckling）は根尖根管を開削する
ための力を効率良く伝えるための障害
となる。そのため筆者はファイルを回
転することとファイル先端の座屈に対
する先端強度の向上を目的とし、Kファ
イルをベースにした新たなファイルの
開発と製品評価をマニー（株）と共同
で進めた。この開発には、自身の臨床
におけるHファイルによる探索実績と
先端強度の向上など試作品の検討をは
じめ、パスファインディングに関する
様々なノウハウを活かした。
　このファイルは、当初座屈を考慮し
先端強度の向上を図るためにKファイ

ルの横断面形状のまま.03テーパーを
与えたが、試作品の段階でさらにファ
イルのしなやかさを求めたいという考
えから、実際に穿通、拡大に関与する
先端部3mmの位置から段階的に横断
面形状が可変する構造（長方形化）を
採用した。
　こうして誕生した「グライドファイ
ンダー」は穿通能力、座屈強度の向上
による優れた根管探索性そしてしなや
かさと切削能力を生かし予備拡大まで
を可能とするファイルとなった。これ
は新たな発想の根管探索用ファイルで
ある（図1）。
　グライドファインダーは以下のよう
な特徴を持っている。
① 優れた先端切削性→根管をとらえる
② 探索、穿通性→座屈強度の向上
③ 先端部可変テーパーによる強いファ

イル刃部→座屈強度の向上
④ 可変横断面形状→根管追従性の向上
　ファイルは先端刃部が#08、#10お
よび#15の3種類に中間ファイルとし
て#12を追加し、21mmと25mmの長
さが提供されている。
　グライドファインダーはファイル
先端部のテーパーが3mmの位置まで

3%と大きく設定してある。このため
座屈強度も大きくなりファイル先端に
対する力がかけやすく、座屈荷重も大
きくなることからターンアンドプル
（Turn & Pull motion：以下 T&P）に
よるパスファインディングに理想的な
形状であるとも言える。
　実際の使用方法としては根尖経路を
確認したい根管の延長方向に対する操
作、または根管壁の開口部を探索する
ために、ファイル先端部に充分な力を
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イドファインダー」の特徴と臨床応用

フリーランス　歯内療法専門　
MicroPex 所属　PERF-Japan 主宰   中川 寛一

キーワード：根管探索用ファイル／パスファインディング／T&Pモーション

図1　グライドファインダー　#08、#10、
#12、#15の各サイズで21mm、25mmが発
売される。

図2　根尖部の病理組織像（1）　根尖彎曲部
の拡大像、根尖孔までファイルは到達してい
ない。根管内には息肉の侵入、および根尖孔
を中心とした炎症性肉芽組織の形成が認めら
れる。

図3　根尖部の病理組織像（2）　根尖C－D
ジャンクションで根管は彎曲し根尖孔への器
具の到達は確認できない。根尖部を中心に小
膿瘍の形成、根管内への肉芽組織の侵入が認
められる。
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図4　患者さん紹介の1/4は ｢根管が開かない｣
である。もちろんファイルの性能で全てが解
決できる訳ではないが、ファイルのスペック
への依存は大きい。

図5　グライドファインダーの断面構造。先端部3mmまでは穿通に必要な剛性を確保するため
に.03テーパーを与え正方形の断面形状とし、以降の刃部はファイルに柔軟性を与え根管への追
従性を確保するために長方形の断面形状とした。

根管が開かない➡
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かける必要がある。
　一方、積極的な穿通能力を具備する
インスツルメントは根管壁のどこにで
も食い込み、その応用が難しい。手用
インスツルメントから伝わる感覚がフ
ワフワとしたソフトなものか、行き詰
まりを感じるコツコツとしたものか、
それらの中から有効な経路を見つける
感覚を重要視したい（図2、3）。

NiTiファイル

　NiTiファイルは根管追従性、切削
性、規格形成性に優れ、素材の安定性
と相俟って現在根管形成における日常
臨床に取り入れられるとともに臨床選
択肢の一つとして位置づけられている。
　もとよりNiTiファイルは根管経路を
探索し、切削し確保する能力はない。

NiTiファイルを使用する目的はプレデ
ファインドテーパーのファイル形状を
根管に与え根管形成を行い根管充填た
めの入れもの作りを行うことである。
　NiTiファイルによる根管形成にあ
たっては開拡窩洞―根管口―根尖孔に
至る根管経路の確保・確立が根管形成
を行うにあたっての必須条件である。
　そのための正確な根管長の決定は根
管形成の第一歩である。しかしながら
根尖孔に至るまでのパスファインディ
ングには根管形態、組織学的構造物な

ど様々な障害を伴うことも多くその決
定は容易ではない。
　パスファインディングには、先端の
切削性だけでは問題は解決しにくい。
既存根管への進入と根管内でのファイ
ルの安定維持を得ることがパスファイ
ンディングをより確実に行うために重
要である。
　イニシャルファイルとして従来パス
ファインディングに使用してきた#15

あるいは#20のHファイルにおいては
初期の食い込み、そして経路を確保す
る以前に先端に座屈が生じ根尖に向か
う充分な加圧を得ることができない
他、何本ものファイルを無駄にするこ
とが少なくなかった。
　また座屈したファイルを繰り返し使
用することにより、さらなるファイル
の変形と相俟って最悪破断することも
あった（図4）。

根管探索用ファイルの重要性

　根管探索に特化したファイルには、
① 先端切削性 ② 耐座屈性 ③ 根管内
での安定性 ④ 根管開削方向の規定が
求められ、現在本目的には多様な手用
ならびにエンジン用のファイルが応用
されている。これらはいずれも先端切
削性に優れるが座屈特性には大きなば
らつきと実際の根管探索に対する使用

感には相違がある。
　ファイル軸線上に加重し回転力を加
えることによって切削・探索を行う操作
は座屈を生ずるが、ファイルサイズには
規定があるため同一サイズで座屈荷重
を増加させ“硬さ”を与えるためには
テーパーを付与することが望ましい。
　もとより根管を開けるという操作に
おいてはファイル先端の刃部における
安定が重要であり、経験上臨床的には
先端部の切削性やしなやかさはパス
ファインディングに影響しない感覚が
ある。もっともこれには根管内におけ
るファイル操作の重要性が関与してい
ると思われる（図5、6）。
　根尖穿通能力に特化したファイルが
いくつかのメ－カ－から発売されてい
るが、これらは主に根管の通過傷害に
対するパスファインディングに使用
するもので、ファイル尖端部における
カッティングエッジを特徴とし単体で
の根管切削能力を有することを特徴と
している。作業長の設定を困難にする
通過傷害（block）としては軟組織（歯
髄残渣）や硬組織（切削粉）などの目
詰まりの他に根管狭窄、彎曲、石灰化
などの生理学的変化があげられる。こ
れらを排除して根尖経路を確保するた
めには根管形態の把握のみならず適切
なファイルモーション、根管清掃材の
選択そしてマイクロスコープ等視覚機
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図6　グライドファインダーの先端剛性とし
なやかさを示す。パスファインディングに際
してはこれらの特徴を生かし、先端部に効率
よく力が伝達されるように留意する。

a. 慢性化膿性根尖性歯周炎、2年間にわたっ
て痛みを訴え医院を転々としていた。3根管
とも根尖は未穿通。

図7　ターンアンドプルモーションはパス
ファインディングに際して一般的に採用され
る。根尖方向に力をかけつつ、1/4回転を与
え、根管を捉えた状態で引き抜く、この繰り
返しを行う。

b. グライドファインダー#12にてパスファイ
ンディング、拡大清掃後の根管口。

図8　グライドファインダーのファイルモー
ション。

c. マッチドコーンテクニックによる根管充填。

グライドファインダーの
ファイルモーションの動画
はこちらのQRコードから

症例　本文にて解説
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器の応用が重要である。ファイルの切
削・穿通能力にのみ頼ると根管内に不
整形態を生じ根尖経路の設定がかえっ
て困難になりかねない。

グライドファインダーと
ファイルモーション

　グライドファインダーは根管経路の
探索に特化して開発されたファイル
で、構造上先端部の強靱な刃部を利用
したパスファインディングに特化した
製品である。そのため座屈も少なく穿
通性も高い。NiTiファイルを応用する
際の ｢露払い｣ 的な性格を持つとも言
えるだろう。したがってその応用方法
はファイルの仕様が最大限に生かされ
ることが望ましい。
　ファイルモーションには種々な手法
がありパスファインディングに応用さ
れるが根管探索を目的とするグライド

ファインダーでは一般的にT&Pが有
効である。基本的にファイルに対して
根尖方向に向かう力を与えつつ、1/4

程度の回転を与えファイルの食い込み
（拘束）を確認後引き抜く、この操作
の繰り返しである（図7）。
　本来の根管が開存し、単純なファイ
ル操作で経路が確保できる場合は問題
ないが、様々な条件で経路が閉塞して
いる場合や条件等によって穿通が困難
な症例も多い。そこで筆者は基本的な

T&Pに加え以下のようなバリエーショ
ンで対応することが多い（図8）。
① 基本的なT&P

② 連続的なT&P

③ ダブルT&P

① 基本的なT&Pモーション
　根管にファイルを挿入し、加圧しつ
つ1/4～1/2の回転を与える。ファイル
の先端が根管をとらえたのを確認して

軽く引き抜く。この操作を連続的に行
う。根尖方向にかける力は最も強い。
② 連続的なT&Pモーション
　T&Pの基本的な操作に加え、根尖方
向を意識して回転と引き抜きを連続的
に行う。パスファインディング操作よ
り、むしろ既に根管が確保された症例
に対して根管を意識しつつ根尖への追
従性を確認するための操作として行う
ことが多い。
③ ダブルT&Pモーション
　T&Pの基本的な操作よりさらにファ
イルが根尖に到達することを意識した
形成手法。しかしながら強い揉み込み
操作の連続は、根管の逸脱や穿孔を招
く恐れもあるため、注意が必要。根管
への食い込み（とらえる）が感じられ
ない状態での連続操作は破折の危険に
なるため、リズミカルな操作が好まし
い。
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参考症例　狭窄根管

d. 充填後、プラガーにて圧接。2mmダウン
パック。

e. 根管充填後の状態。

a. 急性化膿性根尖性歯周炎、根管口の位置が
低位にあり視認が困難。

c. グライドファインダー＃10を用いて頰側2
根管のパスファインディング。

b. 根管口。

e. マッチドコーンテクニックによる根管充填。d. NiTiファイルによる根管形成。
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臨床例

　グライドファインダーが有効に応用
された症例を供覧する。
　33歳男性、2年前に他の医院で抜髄
後不快症状の持続に悩まされ、最近抜
歯と診断されたため、友人の紹介で来
院。特記事項無し。
問題となる根管所見：
① 近心舌側根管ロスト（未処置）
② 全ての根管が途中までで閉塞（根尖
側3mm）
③ シリコンオイルを基材とする水酸化
カルシウム製剤の填入（根管上部のみ）
④ 仮封不全

臨床経過：
　長期間にわたる不快症状の持続は抜
髄後初期における歯髄の残存によるも
の、その後根尖部に至る経路の確保が
できないまま貼薬を繰り返したことに
よる。水酸化カルシウム製剤は根尖組
織に接して応用されないと効果は無い。
　グライドファインダー＃12によるパ
スファインディングを行い、フェノー
ル系の根管治療薬を包摂、2度目の来
院で症状は消失した。その後NiTiファ
イルによる根管形成、マッチドコーン
テクニックにて根管充填を行った。経
過は良好。
　①と②に対してグライドファイン

ダーによるパスファインディングが著
効を示した症例である。
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