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、講　’座

　　　　歯科診療に用ひらるム藥品の種類ご其の慮用・（且＿ノ、）．

　　　　　　　　　　　　．東京歯科馨學專門學校附圏病院外科部・

　　覧　，　綴瀞博士遠藤蚕夫郎　　’．
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暫　　　　　　　　　　　　．ゑん　　さう　　　し　　ろく　　ろう

　　　　　　　　　　　　　　　　L　緒　言

　主εして矯正專門乃至補経專閂に，或は又私の檬に口腔外科一科目のみを專門ミして酷休

に從事すろ揚合は之を別εし，歯科一般の治療を正しく憺當するには，一禮，最小限度幾種類

位の全身用藥品ε局所用藥品εを必要こするものであるかε云ふこε，更に叉，歯科に於けろ

全身礫品の慮用嬢の概略だげで馳知つて居るこεは洞か印けて現醐諮來共に極

めて必要なこざであらうε思ふ。　　　　　　’

、私けこの目的を達する爲に，各地の伺憲諸賢に御助力を煩はした庭，幸ひに快諾せられ18

e病院歯科部拉に45名の個人開業家から御返事を頂く事が出來牝。

　今同は突然御願ひした爲ε，一は叉，診療方針が個入的に相當差がある爲に，御返事の様式

が私の希望に副はないものもあつたが，併し牛藪以上は概ね私の希望の程度であつたので，夫

等g）御返事を整理した塵，蜘木上参考εする嬉足る貼のφるこミを叢見し得たので其の概要を

弦に公表し，併せて日常臨休上緊要な藥晶の選澤標準，藥品使用法其の他の黙に關しても述

くこ・若き諸賢の注意を喚起ひたいε思ふ．．　　，

　’　“　’　　．　　二㌧供用藥品の種類と総歎

゜山口に開業歯科書家ざ言ふが，併し今，仔細に検討するε，私の知れる範團内だけでも開業

方針或は重貼の置き所が個入的に大きな開きを示して居る。帥ち例へば

1・働砂藪では勿論あるが，保舗科，・レ・線科矯正科，抜翻，｛嫡噛科タ糟專

門或は補綴歯科ε云季様な看板を掌々ε掲げ・實際の診療内容も亦80％内外は看板通りの入も

あるし，一方には」又　塾　　　　　．’　　　、、

　2．看板にはr歯科一般』或はr歯科一般，其の他，小見歯科曰く何利1』ε7科以上も羅列して
　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り

あ蘭併し院長騨針は補緯伽中4隊娯の他の繍ま鯨騨し鰍も乾
るらしい。　　　、　　　　．・　　　　　　　　　．

　3・患者に内服藥を與へるこさを好ます，含蹴藥も與へす，必要の際には塵方箋を登行レ
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自分は普通の歯科欝ではないミ高言し1，相當成功して居る人もある。　　　”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

　4・實際にはさの襟に利肌て居脚るかは剃然しない汎藥品棚には140醗の薬を列

べて居り，而も自分の專攻科目であり且つ最も得意εする貼は総義歯拉に局部義歯であつて，

藥品を用ふる方面は頗る苦手です置力説し・自慢して居ろのか謙遜して居るのか要簿を得させ

ないで私を煙に巻いナこ入もある。

　5．看楓千は唯あつざりεr歯科讐院再だけ記し，實際は院長の專攻科目εする矯孟汗イ’ン

レー、，趨架方面或は・ポ堰ジィン、河撫工・インレー、ε云ふ方面のみを取扱ひ襯血

魍ま舗の抜去瞳も瓶行はな肪針鰹凱疏申のA灘勧みを謙して居欲
　　　　　　　　　　　モ　じ
も東京に在る。讐術竃讐業の爾方面から観て理想に近い斯かる診療を實施して居る歯科臨躰家

が現在實際に幾名居られるかは不明であるが，私が親しく交際して居た範團では東散三4名居

ちれ＃（昭和14年12月）・　　、一　　’　・　　　，
　斯様な次第セあるから使用藥品，陳列藥品の種類，総数は如論，使用頻度等が個人的に大差

あるのは當然℃あるポ　　11　　　　　　　　　，　　　，　，　　　　　　　　　　，

　そこへ行くε病院歯科部の方の差は個入讐院程には甚しくはない。勿論病院にもびんから

切り迄あつ七，小は讐員歎名程度から大は60名内外を探用して居る病院もある。更に女，多

額の楓を御こε以外に齢諺へて居ら蝋院もない調言へ既從つ押病院1禰郷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ長の欲する儘iに百種内外の藥品を自由に使用せしめて居るかざ思へば，乙病院は之に反レて30

　　　　　　　　　　　　
種内外の藥品で診療させて居ろ所もある。併し夫にしても私の知れる範園では個入讐院程の大

差は大禮に於てない・　　　　　　　，　’
　淘一目的に用ひられる藥品o）種類が非常に多いo）ミ，尋藥で二作用以上を示す製剤；合剤類

が大多敷を占めて居り1且つは叉・臨妹用藥品εなるミ・用ひる先生の好みε習慣も手傳ふの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

で，果して何種類位の藥品を常備すべきかミ云ふ黙になるε其の決定は蓋し容易でない。從っ

㌧て供用藥品の種類ε絡数の多寡三に依つて，歯科讐院の階級の上下を匠別分類するこεも出來

得ないし，更に叉；之によりてこの院長は理論的の治療を行つて居るεか，居ないεかミ云ふ
　　　　よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ
　　ド　　　　　　　が

様な鮎を制定する標準霊Lダる澤にも行かない。　　　　　　’　　　　　　　　・　　　，

、が併し常識的に考へて，患者の歯牙拉に其の周園組織の疾患を正もく治療すろε云ふ観貼か

ら言ふならば，病院歯科部に在りては局所用藥品は約60乃至7Q種内外或はそれ以上・全身用

藥品は40乃至50種内外位は必要であらうし，個人開業家では局所用藥品40種内外位ε全身

用藥晶最少限度10種位は必要であらうミ思はれる。今回御手歎を煩はして得た御返事も亦概

．ね之に近い種類ε敷Sを示して居る。帥ち概ね次記の通りである。　　　・

　甲局所用藥贔　日常歯科臨林で主εして用ふるのは局所用藥晶である。弦に局所用藥品こ

稔するは局所作用を利用する藥晶ε云ふ意味である。藥品の分類は如何様にも行ひ得うから正

確に種類を藪へおこ鷺は至難であるが，今，臨林上の季用途を申心に考へてみるε，歯科診療
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に用ひらるム局所用藥品は概ね6系統（殺菌，鎭痛清炎，腐蝕，牧敷，止血，局所庶酩其の

他）75種内外を暴げるこεが出來る。而して殺菌藥は約葵種35％内外，清炎鎭痛藥は加種26

％内外，牧敷藥腐蝕藥は14種20％内外であるから，是等4系統で瓶算80％内外を占あるこミ

になる。　　　．』、、．　　『　　㌦　　　　　　ド

今，是等の75種内外の藥品を必要の程度1こ從ρて大艦3群に分類してみる．，　・　・

　第1群　　25種　　　・　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　1　　　　　／　、　　　　　　　　　　　　　　　　，

　「トリグレ・ゾール」，「オワレマリン」，「オギシドール」，，「ノザオカイン」，亜砒酸，硝酸銀，「ヨ

　　　　　　　　　く一ドチンキ」∴「・一ドグリセ・一ル」，「マーキ誼ク・一ム」，石炭酸「ヨード冬ルム」；「ヨー

ドオルムガーぜ」，「アドレナリン」，「アクリンール」，Fデネステジヒ」，重炭酸「ソーダ」，財　　、

ボスタチン」，瑚酸，瑚砂，鉛糖水，「アルコール」，「グロ廿ホルム」，盤酸「うカイン」，孚L酸，’

「キヤンフォフェニ・ック」。　　　．　　　　L　　　　　　　、　　　，凸　’　　・　　・　　，

　第2群・き2種　　”　　　　　　　．
　「トリォキシメチーレン」，「チモール」，「ヴィ必ホルム」（「キノホルム」），結晶「ヨード」，盛化

亜鉛　「ア．クリフラビン」，「アンチホルミン」，「トリクロル」酷酸，クレーデ軟膏，』「タンニ

ン」酸らレゴール」液「メンタ」油，亜鉛華「ガレフ」油，「アシモニア」水，瑚酸軟膏，樟騰『

∫グリセリン」・「グレゾール」石鹸液昇粛「ア、セトン」・酷酸「ア牢ミニウム」液㌃ヤ，トレン」・

甜1カリ・・「オ、レフ・油・過「㌣ガン・酸「カリ・・鞍油汀子油・「ギセ゜ホルム・・「モル

ヨドー・レ」，けオ痂酸ソー笏，創傷用糊剤，ノ食盤。　　／，　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　し

　第3群　　20種　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　、　、　　　‘　「　’　　　‘　　　　　　－　　　　　1　髄　　　　　　9ド

「プ・赫ン・鋤∫デ・レで冨・・41「メントー・レ・・繊鞘酸盤酸硫酸鍋枯纂盤素一

酸カリ・疎酸亜鉛酸化亜鉛過「舛一…鐵液「レゾルシ≧・・「ク・噛フー・一・レ・・、

S皿．37液・オイカリ・油，、・垂’ドクリセリン・，・”・ルエチ堀「アンチヴ・「・以・，雛㍉

用製剤。，　　　，　　　．、　　　「

乙鮪縢品騨内月曄謝藥の女・窪撚作盛瀞上に獺す礫即1概算1r

系統解熱鎭痛，催眠騰止血弓恥血糊九殺齢炎下励蟷攣質旗紛、．
補給麻酔其の他）50種内外を算へる。而して鎭痛，解熱，催眠藥は12種25％内外，殺菌沿炎

藥は・・種25％賜攣蹴に紛補糠1ま・・種2・％内死強礫は・礪丙外蓄瀬序であ
　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げ

る。　　　　　　　　　　，　9　，　・　　　　　　　　・　　　　一　　　・

　第1群22種　’　，　　　　・　　　　　』・　　　　　．　　旨
　・みナセチ知，・アミ，ノゼリン・・「カ・・モチン・・「棚ピリシ・・，「ア・ナー・…（「セダ・

・ン」），・rパントボン、，「スルフ。ミン」，吐レクトラルゴー・レ」，1「エタイノキシ｛・・」・璽化「カ

ルシヴム・・「ヰムニン・・「コクチグン・・「殉ルフン・・「rラミン・・甘硝石精・「カスカラ’サ．

グラダゴ，・ラ、キ珈ブ・，・・。ク・液旬シゲ・レ液・・一ドカリ・，・フヰブ・ゴ元（「ト・ン、
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ブリン」），「ゲラチン」。一　　．　、、｛

　　　　　　　　　　な
　第2群28種　　・、・一
　　　ミ
・「メヅラン」ユ葡萄糖，生理食盛水，「パントボン・スフポラミ、ン」，・「ルミナール」，・「ブロ⊂一ム

カリ」，／「ミグレニン」，盤酸「キューネ」，紅フクチン」，血惰，「トキソイド」，安息香酸「ソーダ

ーカZ・イン・・げギタミン・ヂ「ビアシ典硫酸Pマ琳シア・撮製ザネジ7・・「イサツ・ン・・

「エーテル」，、「クロル。エチル」，苦味「ヂンキ」ダ「ペプシン」，アヂァスターぜ」，盤酸「リモナー

デ」，｛建胃散，『ロベジン」，「タンナルビン」，次硝酸蒼鉛。’

　極めて少数の特殊專門家（矯正科，補綴科專門の如き）は別こして，歯科一般の診療に從事し

て居る19000一寧0000名内外の人は・如何に個入開業家であるε言．つても・荷くも歯科署師で

あり，正しい歯科診療を施し，馨師ε同等め就會的地位ε奪敬εを受けたいε強調する以上

・は・上記局所用藥に属する第1群の弗さ全部馬第2群中の15種内外位は常備し，治療上に

用ふる必要が必すあるε私は信じて居る。　　　卜　　　　　　　　　　’

　マ歩を譲って「キギンフォ7エニック』こか亜窺酸の類は縮て翫製藥を購入使用し手紘水ε石

鹸εで洗ひ；漕毒藥は全然用ひないもの霊假定レても，術ほ且つ第1群に屡する25種申，20

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス種位は必す用ひなければ，漆足な治療は到底出來なゼε思ふ。1．

’…欠に傘身用藥晶40750種内夕沖・第1勲囑する22種或は最少限度℃こ⑳申の10灘
　　　　　は常備使用しなければ，治療中に壷生した急性麟貧血，不整脈の慮置すらも安心して出來ない

し，炎症性漱痛すちも満足には鎭痛せしむるごεは出來ないε思ふ．・

’若し鞭碓度喋融ち局騨藥2°種酬ε・歪身騰1°繍《合麹種酬礫
晶さべも，満足には手許になくて，歯牙疾患の診療を行つて居る鷲豪語する人があ・りεすれ

臨其の入は発許謹は持つて唐るが併し歯科讐療の虞意義を全く理解して居ないか，胡魔化し

一黙張りの治療なして居るか・頬が少しでも腫れ弛ら最後・倉皇ミし患者を外科讐に邊り・1自

からは義歯でもごそごそε創つて居るか或は又，治療を補綴の景物ε心得て居る臨豚家であら

う。それεもi違ふか知ち？！。　　　　　　　　　　　　　　・　ド

　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　三全身用藥品の慮用頻度と其の種鎖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘諺1

　全身用藥晶ミ言つても其の使用方法は千差萬劉であるが・鉱では臨鉢の動際を論するのが圭

眼であるから纈の髄坤鷹騰注身寸慮腔の2者のみに嘩するこεにする・，

　歯科は外卒通院治療が本來ρ）建前であつたが・最近即年來・口腔外科が嚢達した爲に，入

院治療を必要εする症例が壌加して來て，今巳の葵犬況電なつ糞のである。從つて東京歯科馨專

校附属病院外科部の如く・重症騨の集中する特蹴立揚に在る病院ですら’も繭1ま且つ入院

患・者藪は案外少ない諺ロち品川糠助手の調査に從ふざ・昭和9年から13年迄の満5ケ年間内

？岬部灘舗郷゜°榊・朧碑もの1蝉4°名℃，約6・4％嘩ぎな曝租婬
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以降は少し増加して居るが，それでも概ね7・5％内外であろ。

斯様歓第であるから，歯曙專校附屡病院拉に多少の例外を除いて・，概括白匁には殆汎て

の個人開業歯科讐院及び病院歯科部中の60％内外に在りては・、全身用藥晶を用ふる揚合の大・

部分は，外來患者を封象εするものε看徴して大差ないε思ふ。從つて諸注射頻度は内服頻度

に比較して著しく低率に在るは自明の理である。

　私は合理的歯蒋診療を行ふ揚合に必要な杢身用藥品の慮用頻度虹に藥品名の概要を知りたい1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ε思ひ，内地大都市虹に朝鮮満洲各地在住の同憲諸賢に御援助を願つた所，母校附屡病院を勧

　　　　　　　　　　　ズ　　　　ノ　　　　　　　　ド　　　
めεし，杜會事業病院，内地大都市に於ける日赤病院・市立病院・縣立病院・公立病院・組合

病院，讐大病院，満洲國内大病院其の他計18病院歯科部に於て昭和13年から14年に亙つ丁

使用せられて居た藥品ε其の慮用頻度の概要蚊に45名の個人開業家からも慮用頻度等に關す1

る調査表を逡つて頂くこさが出來弛。’　　　　　　　　　　　　、

　綜合病院には種々な内規や習慣がある爲に，歯科の診療範園も病院を異にするに從ひ相當の

　　　　　　　　　　　　　　　　　差がある。例べば入院患者に封する全身的庭置は塞げて内科に依頼しなければならぬ仕組の病、

院繭うし・「アソカ・病院卿く糠の鹿置噛科囎任す締院もある・匁この中間嚥

式を探用し，重症患者に樹する注射は内科，・外科で行ひ，輕症だけを歯科の手で注射する内規

の病院もある。更に叉，大概の患者の注射は外來で行ひ，入院を絵り激迎しない方針を探つて

居る巌科部長も在る。その爲に歯科患者に封する内服藥投與藪蹴に注射同数を正確に知るこε

腓常姻鞭あ礪輔的には入院患者・名闘する雌畷ば識ね2畔乃至咽位．

であり・外來患者に封し施し焔湖瀕度は約1・5％－3％であり・ノ挾儲匙謝する瑚礫

投與は概ね3．5－6．5％内外であるらしい6

　外來患者に封する内服藥投與率拉に内服藥ε外用藥爾者の投與率が，歯科貫各科εで如何な

る差があちかε云ふ事を知るに極めて使利な統計表が6通手許に集まつたので，其の中から東

・都に於6る二大肚會事業病院εして著名なK．A．病院ま0：S・病院εの2表の一部を参考に登

表してみる。爾表共に昭和14年度分であ為。

　K．A．病院　これは外來患者に與ヘナこ内服藥の頻度である。

　　歯　科　　約6％（外來新患籔1400名）、　　耳鼻科

　　内、科　92％　　 ・　冗　9眼、科
　　外　科　　6．5％　　　　　，・　小見科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ0．S．病院　これは内服藥並に外用藥を合算したる縮数であるσ

科
歯
内
外

別

科　　19％

科　　．91％

科　　20％

新患総数

1260名

1．2％

2．7％

85％
　r

外來総数

’零570名

51600名

23300名

f
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　　　　　　　　耳鼻科、23％．　　1・．　32300名　　　　，
　　　　　　　　眼，科脇，』　　’、”49160名、
　　　　　　　　小見科』86％　　　　　　　　　 22250名

，多少の差はあるが，鄭る納服藥のみでも，外用藥柳一暢合でも，歯科・外科・耳魔

科蚊に眼科の四科は略瀕似の割合で藥臆都奥へる必卿あるこρだ嚇疑ふの鹸瞳な

いらて多い．伽噛鶴林では全身用勲んかは獅必要凋・ものであ㍑云ふ論戯立しな、

・い。　、　　　　　　　　　　．　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　ノ

　吹にKA．病院歯科部の入院患者50名にi封する注射延同数をみるに・静脈内注射は200・同・，
じ　　　　　　　　　ダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　ぼ

皮下湖楓覇納注射は・5◎同級んで犀る・故総都名に凱て卒均約嘱宛湖蝉必

要εし弛こεになろ♂

　東緬科麟附麟院外來患者に與へ牝内服藥の割合は，厩ね8．5－92％であ難・謝納注

触波下注騨2一脇で論．郷入降都2略幽し行つ縮注射購（「カンr・レ・・

』ラミン」の類の注射は算入せす）は，1150同であり，内服藥は1350同與へて居る（1日を1

廊計勲り．但噸服卿きは砲智凋薄鳶り）．・げ　㌧

kA濾院餅杁院儲幽する湖寺購が・儲・湘関し咽内外であろの亙こ・東欝

鮫の夫が僻3．6同内外腿ぎぬこεは，二椅黙感ぜられるが・併し潔煉欝鮪院の

方は諸湖梅それ程必要εし痴・》6内服藥で其媚的を概燵し得る様嫉瀞理へば曜破

裂兎屑，整形手術譲麟の他の良性腫瘍の摘出溜齢吉・・魯ン・舛・ドマ球膿漏
　　　　　な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

手術ε云鱗嫉患で入院する儲が相當あり，KA蒲騰穂之に反し・重症患者のみが

入院する霊餌繹すれば少しも不思議ではない。この事は内服藥投與回数が康歯校の揚合には4

回張を示して居る事實に襯れば容易に合黙が行く。品川助手の調査に從ふ！鶏東歯轍外科入

院患者の約50％は急性化膿性顎骨炎症である。從つて入院患者め内容から言へばジ束歯專校や

K．Ar病院歯科も注射同数は略ヒ同李を示すこεになる。　　　　　　　　　　　　　　1

　次に内服せしめ旗藥品蛇に注射した藥品の種類であるが，之は歯科で診療する疾患の種類蚊1

に全身用藥品を必要さする揚合の條件及び症候が略支一定して居る爲に・各病院歯科部共に概

ね同じである。，邸ち潰炎，殺菌；鎭痛，．鎭静，催眠，解熱，攣質，水分補給，張心蜘ヒ止血藥

が主であり，一部秀は「ヴィタミジ」C製剤蛾に濡下藥等である。個人開業讐院に於ける全身用

瓢倣部分は繭炎，殺菌鎭痛，鎭鰍崔眠・騰薬血管開大藥である・爾者共囎炎殺

菌藥こしては「アクリヂン3色素系，肱・レフバン」類，・「コ朗ド」銀；盤化囑ルシウ勾液

fエタイノキシーノ脇蛋白艦等を賞用して居られる。㌧”　　　　L．

　個入開業讐院に於て入院患者を牧容するこミは寧ろ例外ミ看倣してよいε思ふ。外來で行ひ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　ワ　
碍る皮下注射，静脈内注射の範園は概ね限られて居るので，個入開業の場合の全身用藥慮用の

大部分は内服法であり，一部分だけが注射によるものミ考ぺてよい。　　　　　，
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’・不幸にして個入開業讐院に於ける内服藥慮用同数鵡注射慮用同歎三の割食を明示する統討

的籔字が，今回は僅に樋しか集蛎なかつ旗ので，この駿講鋤制し得撫・蕊は頗る逡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲ
憾である。但しこの3通は参考橿値頗る大なるものがあるので，同じく参考覆値極めて大なる

内服藥に關する2通ε共に次に記述してみる。　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　ノ　、（A）は東北方面の某大縣の町に開業して居る0・S・君の統計表である。0・S・君は外科，袴

綴・爾方面に興味を有する私の親友の1入であるひ昭和15年1ク・年聞の載歯蚊に外科患者は

285名であつて・之！樹醐礫瀕18名・、6・5％皮磁射9名3・3％・青鞭内注射13名5’

％弱を行つて居る。0．S．君は滑炎殺菌用内服藥の治療的敷果を信じ得ないので，事情許す限妙

湖寸で濾難しめる方針を探？て脇れ麗の蕊である．・’

　この表は抜歯拉に外科患者のみを選出した爲に，全身藥慮用は合計約15％弱を宗して居る．．

　（B）は關東の某都市醐業申の瓦瓦君の表である．稲軍均18名，・1ク年の診療磁絢

300日・合計約5400名の患者に封し7内服藥は4％弱與へ，注射は0．6％絵を行つて居る。・’

　（C）は東京市内のKS．君の表である．1師均16名位ジ＼申流以上の患者が大薬分を占め・

て居る。i藥晶は病院歯科部ε殆さ同一程度の種類電総藪霊を具へて居られる。部ち王詑第1群’

至部，第2群中の20種拉に第3群申の歎種合計約50種内外を具へ，極めて合理的な治療を行隔

つて居られる。．㌔

聡君｢鱗咽る舗をギ諦して患者が雄し暢鱒嫉づ第に「ゴズペ恥
ル」或は之に類する鎭痛鎭静藥を必す内服せでめ，それから患歯の治i療を行ふこεの方針を，

　　　　　　　　　　　ウ
開業以來約1°年鰹持し舶に及んで居る鋤こεである，御噛根幽化灘炎の揚合

ヒは，・ゴスペ・一・レ・蚊に・ス・レフ・ミン、の類械す醐せしめで居られる．斯かる方針柄、

．服藥旗へて居られ概其の割合繭与％であり・諸注射は・23％酬で市臥

　（D）1煉都の峡で一流A脚儲のみを診療して唐ら褐B・皿E禰鐸院の統計であ・

る。この讐院の訟療上の特徴特に藥品の使用ミ云ふ観貼からの特徴は　　　　｝

　1＞’時間約束制を嚴守して居るぴ三，　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　’

　2）歯槽膿漏抜歯，1外科方面の症例は繕封に診療をしないこε。

　3）患者が一流A級のみであるから假に藝が0．5°αも出れば，即時に内科主治書たる噌流構

威が飛び出して投藥窒る。從つて全身用薬晶を與へる機會は極めて少ない。　　　　’1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

　4）局所用藥晶は前記第ヱ群全部r第2群約孚数蜘ご第3群の一部，合計約55種内外を常

備し用ひて居られ礁であを一　　ジ　　　　ヒ　　　＾
　而して内服藥を投與せられ距新患者傘は

騨11鴨12鰻・13犠の3’ケ年1嫡ね1・4％で励昭和4年度は・・6％・昭細㌫

年即3・2％である．患和名1樹して與へ姻藪は，5ヶ輔樋じて痢が一番多く，3同；

が之に亜ぎ・1同しか與へない患者1ま一番少ない諺防2同宛與へ弛患者1ま昭和15年には7名；

　　　　　　！　　　　　　　・



46 一蓮藤＝歯科診療に用びうる》藥晶の種類芝其の鷹用一 464

を算へ，3回宛與へ弛患者は同年度に於て5名に上つて居る。そこで5ク年を通算するε，新

患と於て約1．8銘εなり，新奮患合計歎に封比するε約1．7％弱εなる。　　　P

　　　　　　　　　　　　　　　、
　（E）は東都の「ビジネス・センター」で開業し・（D）の8瓜E・氏テは異つ弛意味での一流超

　　　　　　　ドA纏蜂者摩9・日7鵠上は謙けこ灘ない転謝業揃鰹批て居られ
るN．田．F．氏の昭和13年度の統計である。内服藥を與へた患者は新患再來を合算し，0．5％を

示して居る。　　！　♂．
　　　　　　　　　　　　　　ノ　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　け

ピ曙院嚇齢融理E氏のそれ洞9襯雌置は願ドして灘魚・のである
が，次δ）2黙が著しく違ふ。郎ちB．田．E．氏は矯正，「インレー」，纒架方面を得意εし，其の

學殖ざ入瀞の妙伎霊は知らぬ者のなゼ権威である。且つ藥品も一∵通りは常備すべきであるε云

ふ方針を堅持して居られるが，N．T．F．氏は之に反し可撤架工義歯ミ局部有床義歯εの移行型

ε云ふ様な式の金屡床義歯を得意εし，1藥品は必要の最少限度に止めウいε云ふ方針を持つて

居られ為．從づ醐礫礪けて興る必要のあ錫合にはそれぞれの專門家に診勲分囑す

．るこ貫にして居られる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

　嶽上5氏以外の40名の諸賢からの報告は，内服ε注射εが混記してあるので正確な割合は

杢く不明である。が併し種々な事實から推定して，内服が主であつて注射が補助的に用ひちれ
し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な

て居るここは疑ひないε思ふ。故に恐らくは2，3ρ）例外を除いては，個人開業讐院に在りて

は，内服による全身用藥品慮用頻度は総外來患者数に封し，概ね2％－5％内外であり（但し

甘硝石精の即く讐院内で内服せしめる種類はこの申には含まして居ない。），諸注射は概ね0．1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　煙　　　　　　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」－70．5％二内外であらうε思はれる。

　私の10年來の友人で關西o）某大都市に開業し，外來1日卒均約45名内外（日曜休診），年牧

約15000囚を得て居るTN・君は・急性炎症患者・抜歯，切開患者の縛てに鎭痛・清炎・殺菌・

解熱藥の類を與へて居られるので，内服藥投與率は約8．8％を示し，’全身用注射は0二〇4％を示

して居る。個人開業で8．8％の内服藥を與へて居るのは例外的に多い方であるε同時に，0．04

％の注射も少なきに過ぎる様に思はれる。斯かる統計は唯一通ガけであつ’た♂

　上記（D）のB．T．E．氏の如く，観血塵置ミ言へば，孚L歯の抜去さへも行ぽす，一番大きな外亀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　～
科手術ε稻するの炉大豆大健の歯齪膿蕩の切開程度であり，實際に熱でも嚢すれば内科主治讐

が診療を引受けるε云ふ様な上層階級患者のみを取扱つて居ても，爾且つ内服藥を與へる必要

が新患に於て3．2％内外もあるこ・εは，。青年臨躰家諸賢の深く留意すべき貼であるε思ふ。

．歯科診療の中心生命は飽く迄も所謂歯科特有Dental　properの科目牝る補綴，保存，矯正・

等に存する事は今更言ふ迄もない。而して是等の科自は外科に比較すれば薬品を必要ミする場

合が少ない事は事實である6更に叉，歯科は患者が上層階級εなるに從ひ藥品殊に全身用藥品

　　　　　　　　　　　　　　　な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
を用ひる揚合が劇減する事も事實に近い。從つて中流階級以上の患者層を取扱つて居る人は概

ゐて全身用薬品を用ひる機會が少ない事は否定し得ないこεである。併し，それだからε言つ
　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　　　　＼
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な
て藥晶を具へて置かなくてもよいS云ふ事にはならぬ。B．T．E．氏でさへ昭和15年は3．2％　、

も内服藥を與へて居る事實は何よりの謹縁である6東京q郡部で一日ZF均13名宛の患者を扱

ひ，一ク月牢均650圓絵の牧入を塞げて居るG．E．A．氏ミ云ふ入がある。「サンフ1ラ」冠ε義’

歯輔謡つてよい齢であるがそれでも内服藥投鉾ば4娩示して駄’

　義歯，金冠を專門εする人が低級であつて，注射を頻々εしたり，内服藥を頻同患者に與へ

る入が高級の歯科讐でわるε云ふ様な，ソヒナ吝畜な意味で述べて居るのでは断じて参い。色

々の局所用拉に全身用藥晶を日常臨沐に汎く用ふる臨体家が澤山にならなければ，歯科醤の業

務範園の獲大進展は得て望むべくもない。要は百の議論よりも一の實行にある。「

　斯様な次第であるから抜歯，切開拉に小∫中手術迄をも行ふ一般歯科署院に於ては，，内服藥．

は5％内外叉はそれ以上與ふべき場合が必すあるものε恵ふ。　　　　　　　　・

　綜合病院歯科部に在りては外來患者に封する内服藥投與李は概ね3・5％－6・5％内外であり・

外來に於ける注射は約115－3％内外であり・入院患者に封す注射は15％－65％内外であらう。

歯科署專校附属病院の統計は誤解を受ける恐れがあつたので，他の學校の調査表を貰はなかつ

弛爲に不明であるが1東歯專校所属病院の統計だけで言へば，外來患者に與へた内服藥は約
　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

3．5－9．2％諸注射（「カンフル」，「コラミン」の類は含ま渉。）は概ね2．5％内外である。而し

て入院患者に封する諸注射妹年度によりて多少の相違があるので確言は困難であるが，概ね

35－40％内外ミ云ふ所であらう。即ち100人入院患者があるεすれば，其の申の35－40入内

外は何等かの全身用注射を必要εする繹である。　　＼　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　　　　　　　　ヒノ
　入院患者1名に封する注射同藪は綜合病院歯科部に在つては約2同牛乃至7回位であり・私，

共の教室の臨抹では約7同李均ざなつて居る．故にこあ程度が大髄9）標準同数ε観て大差ない

のであらうご

　何分今同は始めての調査である爲に，最初考へた程には正確な統計は得られなかつ弛が，併
　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、し兎に角概括的全貌の一端を知り得たこεは事實である。

　幸ひにこの一文が動機εなり若き諸賢の興味ミ注意ε層喚起し得て，更に微細な分類の下に

行はれ’た正確な統計が世に出で，以て牧入の合理的檜加蚊に業槽鑛大進展の一原動力霊なり，’

推進力弛り得れば私の望みは足るのである。’（未完）　　　、　、　　　　　．　　　　　’

　　　　　　　　　F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　’　㍉

＼


