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緒 閃

歯牙0)癒著 Verwachsung融合 Verschmelzung及び墜生歯 Zwillungsb7.1dung 等o)定菜

に関しては,着 く Wedl以東大濃次の如く考へらるO 即ち癒着歯 ミは相隣接せる歯牙が癒著

し,共通の白亜質を以て続包せらる をゝ云ひ,融合歯 三は相隣浸せる二歯の象牙質が有機的に%

結合せるものを指すも,そ0)結合は歯牙の全長を通 じ,歯冠或は歯根等の一部分il羊於て行は る

るを間はざるも0)なわO饗生歯は正常歯ミ過剰歯或は過剰歯ミ過剰歯ミ0)倉融登るも0)を辞す8

以下本報告者は是等o)も0)を-/々区別する0)頬を避け,葦に癒合歯ミして取扱ひ た るも,其

何れに屠するやは其組織塾的及びⅩ線的記載によわ自ら明なる虚なり｡ 余は各 例 0 ) 冒 昏削こ此区

別による分類を記入せり｡

乳歯癒合歯に関する文献酎 ヒ校的少数にして,其多くは断片的なりO 余は組数 26例につき,

其頻度,轡 貌拳的軌 こⅩ線的所見を検索し得たるを出て,弦に/Jaを報告 し従来o)乳歯癒合歯に

関する研:党に補遺せんミ企てたわ｡
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第-牽 研究館邪魔 書芸窮 変身法

嗣究材料は凝奉天′1､撃校鬼登口鷹検査及び雷撃院外兼にて得たるもの総数 24各 26碗なりO

/3､拳校鬼童口鷹検査は2ヶ年問に亙 りて之を行-わO

研 究 方法は石膏模型摩製ヲⅩ線鷺選汝に歯 芽 の組織拳 的検査 に儀 れ わOこれをま適法によを通

訳 ｢チエル ロ イヂ ン｣櫛 乱 切片棒製,ド/十で bキ ン 1)ン, エ オ ジ ン｣の鰻漁 色をなし,繭一部分

は研:磨標 本 を碓 製 登 り0

第 ≡尊 顔盤症例
寒鉛̂

(本文中葦に癒合歯笠は2個の歯牙が癒合せる全濃 を意味し,部分薗ミは癒合せる.各歯を指

す)

第′ま約 滴○轟○,早,8歳,部位昌 蔽 蟹生歯O

肉眼的所見 歯冠部は癒合 し,歯頚以下の望j3は吸取さる｡南部分歯を比較するに近心のもo)

は′吊こして,正常中切歯o)型悪を具へ,遠心の もo)は少 しく大きく,且歯冠遠心隅角は傾斜を

なし側切歯の如き形態をなす0両部分歯は舌面癒合部分に第-度腐蝕あわ,東研に於て雷該側

a)現存乳歯はi‡沼Ⅰ官Ⅴにして中切歯は股落 し,他の乳歯は皆存在す｡故に癒合歯の形態汝に硯

春風歯数より観察するミきをま本癒合歯は過剰中切歯ミ鮒欝歯ミ0)癒合せるもの 三見徹すを得Q

癒合歯は反射倒閣名歯より2/,5程犬 なり｡ され誉感 官の形感ミしては左右側著 しき饗化なし｡

之は祭をこ歯間塞隙を有する盛ならんO

組織聾的所見 縦断面は太濃に其の形態は土第--′J､切歯o)額雷的擢断面の 如 Lo部分歯は癒

合部分に於ける棚歯管は整然ミ排列走向しチ棒に癒合め痕蝕を示 さずO恰 も臼歯壕頭に於げろ

象牙質o)如き妖悪をなす｡歯髄は髄角に於て左右に分れ,髄室に於ては一つ ミなるO左着 髄 等

天蓋の部分には第二象牙質o)噂蒸あ6)O歯髄鍾戯猛犬濃に於て弊榛に略 るO雨歯髄冠癒合 部 に

は彊璃上皮の残存あわO

第2駒 相○膚○タ含,8歳乍部好吊,蟹生歯｡

肉娘的所見 歯冠郡は分併 し,歯頚部以下歯根鰻部に於て癒合すO癒合都の都 期隅鼻面に第

--度の塵紙あわO根端部健に吸収す0本癒合歯は完全に形成されたるニ ケの歯牙が隣彦南に於

て癒著せるの観あわO即ち近心榊の もo)は中切歯o)形態を具へ,遠心側o)も0)は側燐歯o)形態

をなすO鷺該側現存乳歯接写‡Ⅴ注射 にして乳犬歯を映 弓O故に東研は中切歯に過剰側切歯の

癒合せるもの誉見磯す巻得O 癒合歯は反封側同名薗嘉&jg!-,程大なりO され普威長峯除を有す

るため薗寄金濃誉しては鍵柁なじ｡'∴

組織極的所見 歯頚部には麗郷土皮膜ありO歯冠郡に於ける象牙質の状態 は 臼歯の実れに舘

脇すO歯細管は特に癒合による不審を里せずO歯髄は太濃に於てこつに区別さるO左右歯髄o)
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車間象牙質暦は正常象牙質の構造を里せる所砂な弓､寧ろ骨様象牙質o)構造を示す｡歯髄組級

は大部分率性に陥 り,所ノ‖こ石灰沈著す｡該石灰沈着物o)周囲には上皮細胞株0)も0) 布ゝ衣を

認む｡左右各歯髄の天蓋には第二象濠質の増殖あり0

第3例 稔○正○, 含, 8歳,部位旦jE,幾生歯O

肉眼的所見 本例は歯冠部,歯根磯部夕 共に癒著すO外観的 には頑部分共に苑子同一0)大 き

及び形態を具へ,各々潟東形成せ られたる2個の犬歯が癒著せる観ありO舌面癒合部に於て第

一度o)編蝕を認むO雷該側現存乳歯はVVⅠⅢ求Ijなるを以て,本例は過剰乳犬歯ミ乳犬歯ミ

の癒合せるものなるべ し｡癒合歯の太 さは反封側同名歯に比 して約 1/5程大なるのみなり｡薗

考の大 さには大なる影響なし｡

組織登的所見 外観は完全に左右南都分歯に陸別さる ゝも歯髄は歯冠部に於げろ歯髄胞は其･

通にして上顎′J､臼歯 の歯冠部歯髄の如 き形態をなす｡而 して左右歯牙の結合 したる如き相な

しO歯細管o)走行 も′小臼歯のそれに酷似す｡根管は大濃にこっに区別さる.郎ち共通の歯冠髄

室を有 し,歯頚絡以下は二つに分 る.葡外に分岐根管o)存在あり｡雨根管o)中隔象牙質は不正

象牙質o)構造を里す｡歯髄組織は野性し歯根は根端孔近 くに於で僅かに吸取せる所を認む0

第亜例 大○ ト○ヱ,早, 9歳,部位!旦,蟹生歯.

肉眼的所見 歯冠,歯根共に癒著すO近心側0)部分歯は正常乳側切歯に比 し,遠心側0)部分

歯は正常乳犬歯に比 して執れ も稽 ミ/l＼なり｡癒合歯は正常側 切歯の約 2倍o)大 きを有す.常該

側の現存乳歯は目玉ⅢⅤなるを以て,本例は正常乳側切歯ミ過剰乳犬歯 ミ0)癒合せるものな

るべLo嘗該側は反封側にして成長室蘭少なきも歯考o)太 さ形態は大なる変化なし｡歯根端部

ミ舌側癒合郡に静一度の歯蝕を認む｡

組織尊的所見 癒合部位o)象牙質には異常を認めず｡ 各部分歯o)歯髄は髄室に於て一つミな

り,歯根に於て左右に分るO歯冠部に於ては天蓋に第二象牙質の新生ありo歯根部の左右歯髄

間の中隔は骨様象牙質の構造を里 し,左右歯髄峯 は不規則なわO歯髄組織 は大部分野性に終

る｡
‡蒔

第5例 栃○彰,杏,11歳,部位 建_,蟹生歯O

肉眼的所見 木例は歯冠ミ歯根鰹郡に於て癒合す｡各部分歯牙 の太 さ,形態は殆ん曽同一十な

り｡歯冠は癒合線に於て長径犬にLTEA端は両隣慶南に向ひ傾斜すO正常なる乳犬歯o)形悪を

なさずO歯根の根端は吸取 さる｡該癒合歯の個利 ま反封側乳犬歯に比 して′J､さく,全鰹ミして

は怪に犬なり. され曽歯官金健三しては左右大なる差異なしQ現存乳歯は沌 vIVにして申側

切歯を快 く.該癒合歯は過剰乳犬歯ミの癒合せるも0)なるべ し.

組織聾的所見 癒合部位の象牙質には異常なし.髄角部 には第二象牙質o)増殖敏に破歯細胞

による一部o)吸取を認め得o歯髄組織は犬鰹に於て蓉桂に陥る0

第6例 時○遣C,辛, 7歳,部位Ti,蟹生歯O
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肉眼的所見 本例は歯冠郭に於で分れ歯頚部以下歯根都にて癒著す.根端 1/-,以菅は吸堀 醤先

ず｡近心0)部分歯は下乳中切歯o)形悪を有 し,遠心の部分歯は下側切歯の形態をなすOふ雷該側

魂存乳歯はVⅢ丑f‖こして,了了は該癒合歯に蔑ろを以て本例は過剰乳側切歯ミ守睡 切歯ミの

癒合せるも0)ミ見徹すを得.該癒合歯の太 さは戊封側乳中切歯の太 さP)約 2倍大なりO左右繭泊

顎o)太 さに於では左側が少しく太なり.

組織掌的所見 左右南歯牙o)癒合部分に於 ては歯細管の癒合状態なしO象牙質は所々石灰化

不全にして歯髄は一般に野性に陥る0

第ア例 田○郁○,早, 8歳,部庭師,蟹生歯｡

肉眼的柄見 本例は癒合部位より遠心部分歯にかけて犬 なる腐蝕あ(,)｡崩壊すOされば歯冠

部o)癒合は明かならす.歯頚部以下歯根鰭部に.r癒合をなす｡根端部は健に吸収す.嘗該側現

存乳歯はVVIⅢ‖こして,該歯牙は画に嘗るを以て本例は過剰乳犬歯ミ乳犬歯三の癒合せるも

a)ミ見倣す巻得O該癒合歯の各利 ま庚封側乳犬歯より少 しく/J､なるも,金牌ミしては可なり大

に して,着側歯考は左側に比 し少 しく大なるを見る｡

組織聾的所見 癒合部位象牙質には異常なし｡歯髄 は歯冠部にて左右に分れ髄室に一つミな

りO歯根部にてこつミなる｡根管の状態は不規則 にして 近心根は 恰 も歯内歯の如き状態を示

す.歯髄組織は野性壊死に陥るO

第8例 佐○虞○, 杏, 8歳,部位 雁 ,蟹生歯O

肉眼的所見 各部分歯は歯冠,歯根共に癒著す｡形態は両者共に大鰻同様に して下乳側切歯

a)形状を有す｡根端に至るに従ひて少しく狭′トミなる｡本例は根部,唇面に於て左右歯牙o)癒

著せる線な く1個の歯牙0)如き形態をなすO されき青面 には普通に 見 らる 癒ゝ著線o)存在あ

りO菖該側現在乳歯はrETW vにして嘗該歯は頂に菖るを以て,本癒合歯は過剰乳側切歯ミ

貸し側切歯了の癒合せるものミ見倣すを得o各部分歯o)太 さは,犬濃反封側の側切歯ミ同様なる

を以て該癒合歯は可なり犬なeJ)｡ されき左右両側歯考には大なる影響なし.是れ夫々生長峯隙

a)ある蔑めならん｡

組織聾的所見 近遠心的切断面は概形小臼歯o)断面に酷似す｡即ち歯冠部に於て二つの浸隆

を有 し,歯髄は其の泣隆o)形脚 こ従ひ髄角を徽すO之に反 し歯根は葦-ミなれ りO癒合部位に

は何等o)異常な く髄角部には第二象牙質o)噂生あり｡歯髄をま一般に変性に陥る｡～

第9例 餓〇千〇子,早,9歳｡部位Td,埜生歯O

肉眼的所見 各部分歯は歯冠夕 歯根基に癒著すO近心捌部分歯 は遠心側部分歯 より犬なり｡

近心側歯歯冠の慨形は太濃に乳犬歯に酷似す｡遠心側歯は乳側切歯の形態を示す.雷該側現存

乳歯はr面∵面宵にして癒合歯は藤 に営為を以て,本例は過剰側切歯ミ乳犬歯きo)歯合せるもo)

なるべし｡該癒合歯の太 さは庚封側等は 歯に比して少しく犬なるも,歯寄金濃ミしては左右側

に犬なる影響を認めずo
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組織学的所見 癒合部位の象牙質には異常なLo歯髄 は 歯冠部髄角に於で 左右二つに分れ 髄

室部にて---ミなり,再び根管は二つ誉なる｡左右根管の隔壁は骨様象牙質o)構造を窒す｡臆 角

部には舞二象牙質の増産あり｡歯髄戯職 は-椴に野性に障る｡

第 10例 高○南○,杏,8歳,部位遁 学歴生歯o

肉眼的所見 歯冠部は分れ,歯頚部以下にて癒著す｡各部分数 o)歯冠切端は両側に向ひ少し

く傾斜 し,顎骨に於て少しく肩部 桝こ娼韓植立せり｡窺めに場所をごろこミ削合に少なLo反

封側側切歯に比して部分歯各/bO)歯冠は少しく大なるも,両者を合したる全賠ミしては可なり

大にして,癒合歯側0)歯列は少しく不規則ミなれり｡歯根構面は少しく吸取さる｡菖該側現蘇

乳歯は≡｣し堅jL里にして,本例はL里に該菖するを以て本癒合歯は週ミ過剰歯ミ0)癒合ミ見徹

すを得｡

組織聾的所見 癒合部に第二度o)齢蝕あり｡癒合部象牙贋 には特別の像をぬめすO髄角部に

は住に第二象牙質の噂生ありO髄室o)歯髄組織には大なる弊化な(歯頚部以下は舜性に陥る0

両部分歯歯根の中隔部は不正象牙質よりなる｡

第狙 例 山○道○,早,9歳,部位 航 空生歯｡

肉眼的所見 各部分歯o)概形は略 ミ同一にして,動 .の形態をなすO遠心側部分歯は近心側の

ものに比し位に大なり｡歯冠部,歯根部共に癒著す｡歯根端部唇面は怪に吸放す｡常該側現存

乳歯はⅤⅤⅠⅢ帖こして,本例は旦力こ該菖するを以て過剰側切歯ミ側切歯ミ0)癒合せるも0)ミ

見徹すを得｡

組織登的所見 癒著部に於て特に異常を認めずO政郷質に綬 く外周の象牙質は正常の像を豊

し,内方に頗 く部分は可なり磨き不正象牙質o)骨枝組織を形成し歯髄胞を囲むO二正常象牙質ミ

不正象牙質ミは犬濃に於て明瞭なる境界を劃す｡此の不正象牙質接骨楼蘭織朝二は多数o)血管

a)布衣あり｡所/々血液の充盈するを認む｡是等o)血管は正常象牙質に入るものを認めずO歯髄

組織には所力石灰o)沈晋を認む｡繭一部分に固形細胞浸潤あり｡

第且望例 吉〇千〇,早,8歳,部位 Ⅰ月,蟹生歯｡%

肉眼的所農 本例は下顎中切歯部位に2本の癒合歯を有す｡雨癒合歯共に近心側0)部分歯は

乳中切歯の形態を具へ,遠心側部分歯は乳側切歯の概形を示すO下顎現存乳歯 はVVi孤Ⅰ日 ヨプ

月 玉髄ⅤⅠⅤにして,該癒合は77,iTo)部位にあ&)｡故に本例は両癒合歯共に過剰切歯ミ中切

歯菩o)癒合せるもo)なるべLo形態は雨癒合歯共に大鰭同様にして歯頚部下より根部は吸取消

失し歯冠を残す0)みなるを以て,歯根の状態を完全に知るを得ず｡歯冠部,歯根共に癒著す｡

X線尭藁所見 歯髄糸鋸荻は髄腔にて-つミなり｡左右歯牙は髄角部にてこつに匝別さる｡

組織登的柄見 本標本は歯冠部を水軍に横断して之を研磨切片 ミせるものなりO癒合都に於

げろ琉球質には何等の境界なく同二組級よりなる弦璃質ミ象牙質ミ0)境界は少しく波潮 来を里

する0)みにて何等異常を認めず｡亦象牙質t/=於て も歯細管o)克行正常なる)0
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第 13例 太○智○,早,8歳, 部位確,蟹生歯｡

肉眼的所見 歯冠部,歯根部共に癒著す｡近心部分歯o)歯冠は遠心部分歯の歯冠に比して縄 で

′J､さく,遠心部分歯歯冠の切端は遠心に向ひ傾斜す｡該癒合歯の幅は戊封側側堺薗o)表れに比

し約 2倍にして,近心部分歯の鶴形は側切歯 o)形態をなす｡嘗該側現存乳歯はIJ甘画す- tに

して,本例は宵 に該嘗するを以て泰癒合歯は側切歯ミ過剰側切歯ミ0)癒合せるものならんo癒

合部舌面に第二度o)腐蝕あり｡

X線窯買所見 歯髄は歯冠部に於て二つに分れ,髄室部 にて一つミなり｡再び根に於て左右

a)両根管に骨る0本寛長に於て永久歯を観察するに癒合歯に代るべき永久側切歯o)存在なく革

に永久犬歯が潜衣するを認む｡郎泰例にては永久側切歯紋如せり｡歯宵全鰹でしては右側o)敬

側歯,乳犬歯部位の三を除が反射側0)それに比して狭′1､なり｡

第 1度例 香○美○乳 含,8嵐 部薩すす,埜生歯.

肉眼的柄見 本例は癒合部位に離蝕あり｡故に歯冠部o)癒合せるか否かは不明なるも,歯頚

部以下は癒合すO近心部分歯の歯冠は遠心部分歯o)も0)より少しく/1､なり｡近心部分歯は反射

側0)切歯ミ略 で同大なり｡嘗該捌現存乳歯はVV'l‡封にて本例嫁御に嘗る｡東郵 ま映如す｡

且つ乳犬歯を入る 間ゝ隙の存衣 も亦なし｡

X線窯展所見によijても乳犬歯o)存載せる所なく,乳臼歯が直接癒合歯に接嫡するを認む0枚

に木例は正常乳鮒tjj歯ミ乳犬歯ミ0)癒合せろも0)ならん.歯髄は髄角郡にて左右に分れ髄室は

共通にして再び歯根にて左右両根管に分る｡本例に於ては癒合歯o)下に永久犬歯o)存荘あり｡

側切歯o)存衣を認めずC 級に永久側切歯o)先天的紋離せるも0)ならんO薗寄金鰹o)太さでして

は着飾ま左側より少しく狭小なるを認む0

第且吉例 渡○和○,早, 8歳,部離 1,蟹生歯O

肉眼的所見 歯冠郡は二つに分れ歯頚部以上にて癒著す｡近心捌歯牙は乳側切歯o)形態をな

し,遠心部分歯劉 ま乳犬歯の形態をなす｡癒合部位に第-度o)齢蝕あり｡

X線寓買所見 歯髄鷹は各々鴻立的に春寒 し,交通せるが如き状態を認めず.嘗該側現存乳

歯はVVI五日にて,該癒合歯は甘い二倍 るを以て卒常乳側切歯ミ乳犬歯ミ0)癒合せるものな

らんO飼此場合に凍崩出永久歯牙を観察するに癒合歯の下には犬歯o)布衣あれ菅も,側切歯の

存衣を認めずO

第16例 鎌○裕○,♀9 7嵐 部底面,蟹生歯.

肉眼的所見 歯冠部は左右に分れ歯頚部以下根部にて癒著 すO近心部分歯歯冠は遠心0)実れ

に比して'1､な り ｡ 遠心部分歯歯冠は太麓乳犬歯の形態をなすも反封捌乳歯に比して少しく′J､な

りO嘗該側現存乳歯は丹 溺腎Ⅰ勘 にて, 本例は葡てに該嘗す｡本例には甘木の存衣なきもTI甘

郡 の間隙は太なるを以て可 存載せLも既に脱落せるものミ推考せらる｡故に該癒合歯はす ミ

過新郎ミ0)癒合せるものならんO
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X線寓藁所見 によれば歯髄は歯冠部に於て左右に分れ髄室部にて合同し根管は一つでなる｡

歯冠全濃ミしては左側は少しく狭'3減 り｡後場永久歯法要了膏丁英に春寒す｡

第17卿 瀧○英○,辛,7歳宇部繍 空費生歯｡

肉眼的所見 歯冠尖端部に於て左右に骨組タそれ以下 にて癒合すo遠心部分歯歯冠の概形は

乳犬歯らしきも反射側同名歯に比 して/1､なりOされ曽癒合歯糞濃ミしては僕に大なるを謎むO

嘗該側現存乳歯はⅤⅤⅠⅢ日にして本例は面石こ潜るを以て,該癒合歯法面7ミ過剰乳酬切歯ミ

0)癒合せるも0)ならんo

X線無量所見 によれば歯髄は歯冠部に於て左右に分れるのみにして,根管は葦 - なるO歯根

10)形態は乳犬歯o)形態に類似す｡歯考全濃ミしては左右両側に於て大なる差異を認トめす｡癒合

乳歯o)息下に永久犬歯o)存衣あり,側切歯o)存在なし｡

第18例 '1､〇典○,杏,8歳,部位譲1,埜生歯｡

肉眼的所見 歯冠部は左右二つに分れ歯根部 にて癒著す｡近心部分歯は乳側切歯の形態をな

し,遠心部分歯は乳犬歯o)形態をなすO嘗該側現存乳歯はVVIⅢ正目にして,本例ば五圧二嘗

るを以て該癒合歯は正常乳側切歯ミ過剰乳犬歯ミ0)癒合せるも0)なるべLo

X線束義所見 によれば歯髄は各部分歯に別個 に存在 し互 に交通せずO凍嫡出永久歯牙を観

察するにすす了lo)存在を認むる0)みにして,可o)存在を認めず｡故に本例は側切歯の先天性

紋如せるも0)ならん.歯Jqo)大 きは左右封比するに癒合歯側は僕に狭'J､なるを認むO

第19例 大○和○,辛, 8歳,部位il,融合歯｡

肉眼的所見 歯冠尖端部に於て倭に左右に分 る のゝみ｡それ 以下は癒著す｡近心部分歯歯冠

姥乳側切歯o)形態をなしO遠心部分歯歯冠は乳犬歯o)形態をなす.該癒合歯は戊封側乳犬歯よ

り少しく大なり｡嘗該側現存乳歯は

-=育てミ0)癒合せるも0)ならんO

＼ll11､･して該癒合歯は頂1部に嘗る｡故 に本例は甘

X線無量所見 によれば歯髄は歯冠部に於て左右に分る 0ゝ)みにして,根管 は貫--なり｡永

久歯はすすTlo)存在を認むる0)みにして可o)存在を認 めず｡故に本例はI到o洩 天性快加をな
)海

す ものならん｡歯守o)犬 さミしては癒合歯側が少しく狭′J､なるを認む｡

第20例 今○英○,早, 9歳,部位了1了,融合歯｡

肉眼的所見 歯冠部は癒合し,歯頚部以下は 吸取滑失せるため不明な り 0 両癒合歯共に近心

部分歯冠ほ乳中切歯 o)形態をなし遠心部分薗歯冠 は乳側切歯の形態をなすo下顎現存乳歯紘

ⅤⅤⅠⅢⅠ月ⅢⅤⅠにして,

合せるものならん｡

本例はⅠ月に篭る｡故に本例 は 正常乳中切歯ミ牢常乳側歯三が癒

X線尭責所見 によれば歯髄は歯冠部 にて 左右二つに分れ,髄室に於て一つミなる｡歯'7g全

轄o)大 きミしては左右大差なし0

第21例 山○静○,早, 8歳,部位 Ld,融合歯O
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肉眼的所見 事例は歯頚以下 にて癒著すO近心側部分歯は乳側切歯の形態をなし,遠心側部

分歯は乳犬歯の形態をなすO常該側現存乳歯は月 瑚VI一日こして東研は宜に

-::l町-tL_jl亨､･:･:I::T､･lT′■1 .､′､､･-∫

r面に雷るO故に訪

X線親展所見 によれば歯嚢胞は各別に存し交適せる状態 を認めずO歯考は左右側に於て衆

なる変化なしO

第2慧例 大○信○,早, 7歳,部位膏7,蟹生歯｡

肉眼的所見 東研の癒合部位は歯冠寧ばにて癒合す｡ 雨部分薗共に大鰐同形にして其o)概形

は乳犬歯なわ｡嘗該側現存乳歯はETⅢV工Vにして本側は宵 に祭る｡散に東研の立常乳犬歯は

過剰乳犬歯ミ0)癒合せるものならん乳側切歯は紋如すo歯列全濃 ミしては太なる轡化 を認め

やo

X線来貢所見 歯髄胞は左右各部分歯に就き別 カに 存在す｡複鳩犬歯の春寒するも側切歯注

釈翻すO ･

第23例 音○和○, 杏. 8歳,部位 fT,埜生歯O

肉眼的所見 本例は歯冠波に歯根共に癒合し,歯冠尖端に於て僕に分 るO近心部分歯歯冠捻

遠心の実れより小なり0本例にて反射側,側切歯映如せるを以て比較 し得ずO雷該側現存乳歯

はげ官有にして,本例 は汀に常るを以て正常乳中切歯ミ過剰乳側切歯ミの癒合せるものなる

べ Lo歯等全濃ミしては異常を認めずo

X線窯藁所見 歯髄胞は左右髄角部に於て分れ髄室根管は-一つ ミなる｡後場ミしてはrT官共

に春寒す0

第2重例 春○和○, 告, 8歳,部位｢翫 蟹生歯｡

肉眼的所見 本例は歯冠部寧ばにて分れ他は全部癒合すe 近心部分歯歯冠は遠心部分歯の表

れによわ′トさく,其の概形近心部分歯は乳中切歯汝に遠心部分歯歯冠は乳側切歯に酷似す｡嘗

該側の現存乳歯はげ 甘 面寓 にして,本別は宵 に菖るO故に東研は正常乳中切歯ミ過剰乳側儲

薗 ミの癒合登るものなるべ Lo歯列の不意を認めずo

X線東尾所見 後場歯は*切歯,側切歯共に布衣す,其の他異常を認めず｡ (未完)

(速1東の続 き)

第三 保険者関係

法案第四十五惟関係

組合の設立

14.事 業 主 職 員 健 康保険組合私設怠ずる弟職員健康保険法務三十四健q)同意毎求むる場合に於では

産 q)事情を記載 Lでこる書簡毎緋痕の被保険者 (職員健康保険法第三十六櫨q)場合に泰 tjては破保

険者 だ盛 るべ き薯)全部に送付するこピ

(1)組合員圭るべき潜り範園 (2)組合の組織q)概繋 (3)保険料q)極繋 ぐ4.)保隙給付の概琴

(5)其q)他事業計憲ez)概要 (以下爽輩)
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