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　保存歯科領域の内生活歯髄の塵置乃至は根管充填に關し・今から約20年位前までは歯髄が

感染性であるε非感染性であるミを問はす，專ら防腐剤を用ひて慮置するこεがその療法の主

なものであつた。しかもこれ等は何等實瞼的研究に基礎を置かない・軍に経験力’ら割り出され

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
弛方法乃至術式に過ぎなかつた。・ミ．ころが1920年頃から諸學者によつて色々な揮験的研究が

行はれ，歯髄の鹿置乃至根管充環に非常に大きな貢献を齎すやうになり，その結果防腐剤の力

にのみ頼る庭置法はこれを排斥す縛きであつて・すべてを制腐的手技のもミに行ひ・且實験的

研究に準縁し距療法でなければならぬミいふひεが叫ばれるに至つた。自Pち歯髄o）塵置或は根

管治療に當つては當該組織の治癒能力を阻害しないやうな方法，術式・材料を選澤慮用すべき

であるεいふこεが主張されたのである。然るに1928年から1930年頃1；かけ歯髄乃至根端組

織を障碍しないやうにするεいふ稚丸清極的な考へから更に一歩を進め，これらの組織に積極

的に働きかけて，その治癒能力を鼓舞促進させ，最後には硬組織による歯髄腔乃至は根端孔の

閉鎖を來させるやうな方法を求むるやうになつた。換言すれば理想的治癒を齎し得るやうな方

法が生物墨的見地から，より學理的であり・且實際的であるεいふこεが多くの實験的研究の．

成果を基磯三じて各方面から唱へられるに至り，近時は專らこのやうな理念のもεに歯髄の虎

置或は根管充唄が行はれる傾向になつたのである。

甑弦に述べようεする水酸化「カルシウム」製剤も亦所謂生物學的材料の一つεして歯髄の腿置

或1ま根管充環にεりあげられ元ものであつて，最初に水酸化「カルシウム」を斯界に推奨したの

はB．W．　Hermannで1930年頃のやうに記憶してゐるP

　　　　　ヤへ　Hermannの製剤は「カルキシール」Calxylε稻され，水酸化「カルシウム」C砥OH）2，「クロ
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’一 EレナUウム」N・Cl・盤化「カリ・KC1・盤化「カルシウ、ム」C・Cl・・重炭酸・ソーダ」N・HCO・

から成る無味無臭の糊剤℃これに水を加へ，或は「クロロホルム」を用ひてその水分を奪取し

“て適宜の濃度εして使用し得るεいはれてゐる。即ち根管或は髄室の洗條には稀繹液を用ひ歯

髄の被覆或は根管充唄には糊剤εして使用するのである1

　　本剤はドイツでは既に製齊聡して登費されてゐるやうであるが，現在ではこれを入手するこ

εが全く不可能であるし，叉その塵方が明示されておらぬので，正しい配合の割合は不明であ

　る。併し水酸化「カルシウム」が主成分であるこεは疑のない事實ε思はれるので，本校o）保存

部臨床に於いては次のやうな水酸化「カルシヴム」製剤（花澤庵方）を，或は歯髄の塵置に或は根

着の充墳に慮用しつふある。

　　樽末　水酸化「ヵルシウム」粉末

　　液水酸化「カルシウム」リンゲル氏飽和液

　以上9酵罐宜鰹上で煉和繍にする・腋を調製鯵騨耽ゲ砥液の中に水酸化

「カルシウム」粉末を投入し，充分振爆混和した後静置すればよい。過剰の粉末は沈澱するから

一その上澄をεればこれが飽和溶液になるわけである。

　水酸化「カルシウムコCa（OH）2即ち溝石灰は周知o）如く酸化「カルシゥム」CaO（蝦製石灰叉は

生石灰）に牛量o）水を注加して〔CaO十H20＝Ca（OH）2〕製造した白色の粉宋で，壁を塗る漆喰の

源料である。これに3，4倍の水を加へるε全質均等の粥歌のものεなる。これが石灰乳であ

ち。更にこれを静置するε水酸化「カルシウム」は器底に沈澱して上部に透明な液禮が出來る。

これが華局方に示された石灰水である。・元來水酸化「カルシウム」は約700分の冷水，約1300

一分の熱湯に溶解して「アルカリ」性の液帥ち石灰水εなるので・換言すれば水100分は囁氏15度

1・に於いて1・652分，100度に於いて0・83分の水酸化「ヵ）レシウム」を溶解する。即ち温水は冷水

よりも溶解力が少いのである。そこで石灰水中に含有せらる、ふ水酸化「カルシウム」の量は常温

で約0・16％ミいふこεになる。

　水酸化「カルシウム」は苛性「アルカリ」に比べるε前記のやうに溶解度低く，水酸化「イオー

・ン」を解離するこミが少いので腐蝕作用は劇烈でない。水溶液自ロち石灰水は水酸基「イオーン」に

よつてある程度の殺菌作用があるεいはれる。但し溶液が古くなるε室氣中の炭酸を吸牧1、て

炭酸「カルシウム」の沈澱を生するので殺菌作用は漸次減弱する。

　水酸化「カルシウム」の糊剤を作るに當り，液εして水酸化「カ～レシウム」をリンゲル氏液に飽

晩和せしめた理由は，輩純なリンゲル氏液であるε日常の使用にこれを無菌的に保つこεが困難

ε思はれたからである。併し水酸化「カルシウム」飽和液は古く稼るε前記のやうに殺菌力が減

：退するから，なるべく新鮮なものを使用するがよい。

　我々の病理研究室に於いては甑に前記の水酸化「カルシウム」糊剤を用ひて種々o）動物實瞼を

・行ひ，その数は既に200例にも達してゐるので，不旧成績を嚢表するつもりであるが，保有部
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臨鉢に於いても歯髄切断糊剤εして或は根管充環齊眞して使用しつ｝あるのでその臨林蚊に組．

織的所見は逐次これを公表する機會に恵まれるこミふ思ふ。弦にはその第一報の意味に於いで

Herm翫nnの「カルキシールまを用ひて行はれた從來の研究の概要を窺ひ，同時に上記糊剤を用’

ひて行つた生活歯髄切噺法の臨躰組織的實験例を掲げて読明しようε思ふ。但し弦に報告する・

例は僅2例であるから結論めいたぴεは勿論いへないがその全貌を知る一端にはなり得るε参

　　　　　　　　　　　　　　　　、へる。

　　　　　　　　　　　　　　二　從來の研究の概要

　「カルキシール」に殺菌性があるかさうかに就いてMUIler－Stade（1935）δ）言已載によればその・

0・007％のものが約7時間で「チフス」菌を死滅させるεのこεである。現在我々が用ひてゐる・

・水酸化「カルシウム」糊剤の殺菌作用に就いては本校細菌學研究室で實験しつ呉あるが，今まで㌔

の成績によるざ口腔細菌に封し登育阻止作用はあるがその殺菌性は鹸り著明でない，但し山羊一

蚊に人血液に封する溶血性はこれを認めないεのこεである。併し著明な殺菌作用がないにし

ても水葭化「カルシウム」に一定の消毒力がある以上本糊剤に防腐性があろこεはこれを肯定出、

來るε考へる。W．　Schr6derの記載に見ても「カルキシール」の消毒性は水酸化「カルシウム」、

によるもの巳してゐる。

　「カルキシール」は非常に「アルカリ」性が強くTietzeの試験成績に基き一般にpH　9・0εいは二

れてゐるが，水酸化「カルシウム」のpHはZanderの記載によれば工2・4ミいふやうにかな＠

彊「アルカリ」性である。我々の用ひてゐる水酸化「力拘シウム」糊剤も亦「アルカリ」性が極めて門

強く液のpHは9・6以上である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　この「アルカリ」度が高い霊いふこεが，組織の治癒促進に何等かの關係あるやうに思はれ1．

色々な意見も述べられてゐるがその眞相は不明であろ。

　「カルキシール」はもεもεドイマで始めて用ひられたものであるからこれに關する研究もド

イツεかスヰスεか歓洲方面で多く行はれてゐるのであるが，最近アメリカに於いても「カル’・

キシール」乃至水酸化「ヵ）レシゥム」を用ひた實験が行はれてゐるらしく，二，三論文も登表さ．

れてゐる。

　ノースウェスターン大學のH．A．　Zanderは局所庶醇のもεに冠部歯髄を切断し出血を水酸

化「、カルシウム」飽和溶液を浸しゴヒ綿球で止め，ついで濃厚な水酸化「カルシウム」糊剤或は「カル’

キシール」を切断歯髄の上に置き，更にその上を「パラフィン」の薄層で被ひ，「セメント」で充．。

唄し，その後の臨躰的及び「レ」線的観察を試み且数例のものを抜去して組織的槍査を行つナこ

が，その成績は次の通りである。

　部ち全150例（「ヵルキシ』ル」60例，水酸「カルシウム」90例）の内「レ」線診査により根端に

攣化を認めないもの71％であつた。抜去歯牙の組織的検査によるざ水酸化「カルシウム」糊戴1
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1「ヵ）・キシー・レ・の何れを用ひ賜合1こ於いて噛髄切断面に無構造の石灰イヒ層が形成さ纏．

而してこのものが母組織εなつて結局は露出歯髄を被覆する正規の象牙質の形成を見るのであ

る。」叉象牙質新生は健康歯髄のみならす炎症歯髄の場合でも起る。而して本法は根端の未完成

o）歯牙εか歯根の吸牧の起めつ》ある乳歯の場合のやうに他の方法を以てしては成績不良を招

き易い例に適すε述べてゐる。　　　，、

　Easlick，　Wilbur及びCrowley（1939）の記載によれ1ま，アメリカ・ミシガン大學歯科の小児

歯科醐木に於いては，ノ」、見の永久歯の露出歯髄に封し一部歯髄切蜥法partial　pulpectomy

（註・これは普蓮にいはれる歯謎切断法のこεであつて，抜髄のぴ三を全部歯髄摘出total
　　　　　　　　　　　藁
pulpestirpationεいふ）を行ひ，その際切断糊齊唯して水酸化「ヵルシウム」を慮用してゐろε

のこεである。その術式は次の通りである。

　まつ鯖蝕象牙質を除去し歯髄が露出するε鎭痛剤を貼付し「セメント」假封o）もεに短時日放

置する。ついで局所庶醇を施し「ラバ・一ダム」を装置した後髄室を廣く開籏し，その際若し知魔

があれば髄室内に直接「プロカィン」液藪滴を注射する。大圓形「バー」を用ひ髄床底の部分で

歯髄を切断し出血があれば1000倍「ヱピネフリン」等で止血し滅菌水で硬く煉和した水酸化「カ

ルシウム」を歯髄株の上に置き「セメント」で封鎖する。以上の方法による臨鉢成績は良好で，

「レ」線像若くは根管内鯛診により正に根管内に新たに石灰化の起つたのを認めたε。

　Hans　Loewenstein（1934）は「ヵルキシール」拉に象牙質削片を生活歯髄切断に慮用し爾者の

嘆緯を臨肱的蛇に「レ」線的に比較観察し鵡まつ制腐的に冠部歯髄の切漸を行ひ・出血を食盤

水で止め，次の各方法を行つた。帥ち象牙質創片εして患歯象牙質削片を用ひ「グジタペルカ」

で封鎖したものを第1群，患歯象牙質創片を用ひ「セメ，ント」で封鎖したものを第2群，抜去歯

牙の滅菌象牙質削片を用ひ「セ〆ント」で封鎮したも0）を第3群εし，「カルキシール」で覆軍し

1「セメント」で封蹟したものを第4群三し，腱置後少くεも2ケ月を経て臨躰上何等異常なく且

駐・」線像により根端部に攣化を示寄ないものを威績良ざし’た。その實験の結果は次の通りであ

群 数
薗髄の歌態 騰

副舳1矧の
第1群 25歯 1617 2 4

第2群 23歯 15 1 7 13

第3群 12歯 4 0 8 6

第4群 25歯 5　　　5 15 19

る。

　以上の成績によりして，切断歯髄の覆軍剤ε

してぬ「カルキシール」は象牙質削片に優るもの

であるが，但乙根管内硬組織の形成は「レ」線像

ではこれを明らかになし得ない，而して切断に

際し豫め歯髄に亜砒酸を貼付した場合は成績不

良であつ旗εいつてゐる。

　KH・Beerendonk（1939）はライプチ。ヒ大學に於て「カルキシール」を歯髄覆軍，歯髄切蜥，

噛随壌疽塵置後の根管充唄に慮用し。これを臨林的蛇に「レ」線的に観察した。

　歯髄覆軍は12例で歯髄が露出した場合或は歯髄を透見し得る程度の窩底の菲薄な揚合に，
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　直接歯髄の上に或は窩底に「カノレキシ謄ノレ」を置き，「クロロホルム」を浸した綿花で静かに歴し，

っいで加歴を避けて「セメント」裏装を行つた。慮置直後に歯髄の電氣的診査を行ひ更に2ケ月

後に同一方法を反復し，歯髄の感受性を比較した所，雨者同一であつた。叉少く共2ケ月後に

　　ノ　「ソ」線診査を行つた。臨沐成績は失敗ヱ例で残り11例は良好であつた。．

　歯髄切断術を行つたのは圭εして輩純牲歯髄炎の歯牙で総数12蹴庶醇のもざに冠部歯騰

を切除し，肋ルキシール」溶液で洗際しづヒ後糊剤で歯髄株を覆輩した。臨躰成績は全部良好で

　あつナこ。

　省歯髄壌疽治療後の根管充填に鷹用した場合は10例共全部成績良好であつたε。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凄
　バーぜルの・Paul　M廿11er（1938）は9歳乃至13歳の小鬼14入の30歯を選び，「カルキシール」

による生活歯髄切断法を試み，臨休1泣に組織的槍査を行つた。まつ局所癩醇のもさに鯖蝕歯質

を悉く除去し牝後，「ラバーダム」をかけ，手術野を「鋸一ドチンキ」で濡毒し，通法の如く冠離

歯髄を切断除去し，髄室を3％H202及び90％「アル繋一一ル」で洗ひ，ついで「カルキシール」糊7

剤で歯髄株を被ひ，直ちに薄層の「カルキシン」Calxinをその上に置き，更に燐酸「セメント」で

充填した。庭置後2日乃至14日間及び抜去直前に臨症所見を記録し牝が，塔例共何等の異常が

なかつた。塵置後14日乃至7ク月後に16歯を抜去し組織検査を行つた。その結果すべての歯一

牙の根管瀬総瞭閉鍵れてゐてその上細ち切騨に綿鞭撫橘ミ・炉キシ」

，・、芝の間に石灰化し礪翻織を認魂磁々でその撒よりこれ郁

群に分けるこεが出來た。

　第1群織維姓硬組織の上に歯細管を有する象牙質が沈著し，これは成熟した造歯細胞層よ

め形成され，その下に若干充血性の，併し健康な正常歯髄を認めた。

　第2群　繊維性硬組織の上に不規則な象牙質が沈著し，その下には完全に形成されてゐない・

造歯細胞の列を認め，固有歯髄には多少共強い白血球浸潤を蒙つた部分を認めた。併しこれは，

、根端までは蔓延してゐないで根端部歯髄には炎症歌態を認夢ない。

　第3群繊維性硬組織に不正象牙質が沈著してゐるが，造歯細胞を認めない。歯髄はi萎縮に，

陥つてゐた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　而して組織検査を行つた0）は15例で，その内第1群5例，第2群i6例，第3群4例であつた。

　結局「カルキシール」で塵置した根部歯髄にば硬組織綴が形威され，これは切漸部位のみなら

す根管内部にも現はれるこεがあるが，歯髄は或は白血球浸潤を蒙り或は萎縮に陥るこεも、

あるので，「カルキシール」による生活歯髄切断法は他の方法を以てする生活歯髄切噺法こ同機．

に不確實であるεしてゐる。

　Max　Roth（1940）はバーゼル大學の歯科及び學校歯科臨林に於いて，成入37歯，18歳以下の・

患者の11歯，合計48の小・大臼歯を選び，「カルキシール」による生活欝髄切断法を行ひ，臨

林的拉に「レ」線的観察を試み，且その内19歯を抜去し組織的検査を行つた．供試歯牙は冷に
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封しては疹痛を訴へるが温に封しては未だ何等異常感を示さない程度0）歯髄炎歯牙であつて，

局所庶酔のもεに鶴蝕歯質を除き1「ラバーダム」を装置し，3961｛202，70％「アルコール」及び

「ヨードチンキ」で手術野の清毒をした。ついで滅菌器械で冠部歯髄を除き同時に根管口を若干

獲大し’た。「カルキシール」糊剤を歯髄株εよく接燭させ「セメント」或は「アマルガム」充填を施

し「レ」線爲眞を撮影した。数日後に臨林所見を記録し，更に1ケ月後に臨躰所見及び「レ」線所

見を記録封照し，叉抜去直前に所見を記録した。而して48歯の内虚置後に異常なきもo）34例，

最後の検査の際47歯は異常を認めなかつた。「レ」線診査によりてその根端は100％正常像を

示し，根管内に硬組織形成を認め’たものもあつた。

　腱置後3ケ月を経て1§歯を抜去したが，例外εして劇痛のため8日で抜去したものもあつ

牝。組織検査を行つた根管は38でその成績は次の通りであつた。

　第1群（25根管）織維性硬組織ε象牙質から成る硬組織新生によつて切噺部根管の閉鎖を

來した。以上の内（イ）8根管は歯髄全艦が正常で造歯細胞は健存し，（ロ）9根管は象牙質縞下

の歯髄が網様萎縮に陥り或は更に自家融解を起し・たり石灰化してゐる。但し根端部歯髄は正常

で，（ノ・）6根管はその冠部歯髄は（ロ）の揚合ε同様で，根端部歯髄も輕度に萎縮に陥つて居

り，（二）2根管は白血球浸潤を認めたが根端部歯髄は正常であつた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑ
　第2群（5根管）所々中断され・た石灰化不充分の象牙質踏が形成され，その下に石灰化組織

の多少共厚い層が存在する。以上の内（イ）2根管の歯髄は正常，（ロ）3根管は新生硬組織縞下

の歯髄に白血球侵潤を認め，一部は膿瘍を形成した。併し根端部歯髄は正常であつ・た。

　第3群（1根管）繊維性の硬組織縞を形成したのみであるが根管壁には象牙質が沈著し，歯

髄は輕度の萎縮に陥つた。

　第4群（4根管）切断面は緯維性硬組織，象牙質削片，石灰化組織及び「カルキシール」の集

成物から成る縞で被はれてゐるだけである。以上の内（イ）1根管はその歯髄が正常，（ロ）2根

管の歯髄は縞の下に於いて結締織性εなり或は自家融解して石灰化し，根端部歯髄は輕度に結

締灘薩化し（・・）1根管に方全いては綴の下の鞭は結融イヒして膿瘍施んでゐる．但し根

端部歯髄は正常であった。

　第5郡3根管）何等硬組織縞の新生を來さなびものである。以上の内（イ）1根管では切断

部頒下で翻は自家融解して石灰化し（・）2根管では根端部歯髄は正常であるが切齢・）

下に於いては感染により化膿してゐる。

　以上組織的検査の成績を綜合するε次のやうになる。部ち38根管すべてをの根端部歯髄に

は炎症がなく・全歯髄正常な場合29，輕度の結締織化或は萎縮を來したも0）9であつた。新生

硬組織踏下の歯髄組織は，或は萎縮，或は結締織性攣化，網様攣性，一部限局性の澱粉様攣性，

自家融解・石灰化，圓形細胞浸潤，膿瘍形成等種々な状態を示した。

造歯細胞・殊に二次的に轍ヒし規のはその多くが萎縮し融塞胞性攣化を來凍．根管
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　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ

壁は14例に於いて一部は彌蔓性に一部は限局性に吸牧され硬組織沈著により改修されてゐ距

ものもあっナニ。

　多敷例に於いて硬組織糖が形成されこのものは一椴に繊維性の硬組織及び象牙質より成り，

麺常は歯髄切断面から根端の方向に遠く組織中に横はり，少撒例に於いては切断部に直接して

ゐろ。新生硬組織が規則正しく排列した構造を有するものは稀であつた。歯髄は若き入よりも

威人の揚合に於いて種々な形で萎縮に陥る傾向があつた。1 Tして實験の結果はP．M田ler　O）

成績に比してよくない。

　チューリッヒのHans　Kundert（1937）1ま主εして小見の歯牙を選びこれに封して「カルキシー

ル」による生活歯髄切断を右ひ，臨林的拉に「レ」線的に観察も，且組磁的研究を試みた。塵置し

実歯牙は健康歯或は僅に蠕蝕のある60歯で，その内57歯は矯正學的立場から蛾去を必要εし

た6歳臼歯，他の3歯は上顎側切歯，下顎小臼歯及び下顎第二大臼歯であつて，た穿1人31歳

ρ）患者を除き，他は全部20歳以下の者で，その内90％は12歳以下である。爾庭置前の診陶〒

な59歯が健康歯髄，一歯は歯髄充血であつた。以上60例の内塵置後引綾き経過を記録し得た

もの58例，その内57歯を抜去し51例を組織的検査に供した。

　切断を行ふに際してはまつ局所麻酔を施し，「ラバーダム」を装置し，手術野を「ヨrド」及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
fアルコーげル」で潰毒し，鶴蝕象牙質を除去しリヒ後再び手術野を「アルコール」で洗ひ，窩洞内に

約2分間過酸化水素を浸した綿球を置く。ついで滅菌「バー」で髄室天蓋除去，冠部歯髄を鏡利

な「バー」及び「エキスカベーター」で切断し根管口を若干籏大する。但し根管内に探針を播入し

ーない。若し出血すれば加温「カルキシール」飽和溶液で庭置すれば直ちに止血する。髄室を「カ

ルキシール」溶液で洗びこれを乾燥し⇒ヒ後「カルキシール」糊齊軽を歯髄株の上に置く。その上に

「アスベスト」繊維を被ひ「フレッチャーセメ㌧ト」，燐酸「セメント」で裏装し「アマルガム」充唄を

施し「レ」線爲眞を撮影した。　、

　塵置後臨林的観察を綾けた58例の内，6例は切断後間もなく輕度の鼓動的牽引性疹痛を訴

へ，1例は咀囎に際し甘酸味に封し輕い疾痛を訴へ，1例は一定時間温に封し及び咀囑に際し

痙痛を訴へた。併し腱置した全例の内90％は何等の異常なく経過した。1乃至6ケ月後に抜去

して組織検査をしたのであるが，抜去の時期に輕度の痙痛を訴へたものが2例あつた。「レ」線

像に於いては根端に病的攣化ε思はれるやうな像を示したものはなかつた。これに反し根管口

の硬組織形威或は全根管の狡窄を認めた。結局臨抹所見に於いては97％，叉「レ」線像の上か

らは100％成績良好であつ’た。

　組織的検査を行つたものは51歯であるが，抜去後10％「ホルマリン」に撲入，雨三日後歯冠

を切断し，且叉根の白垂質及び象牙質の一部を割去して固定液の浸透に便ならしめた。連練切

片εし「ヘマトキシリン。エオジン」染色を施した。そo）結果は次の通りであつ葵。

　第1群（期間1乃至6ケ月）歯髄表面に「カルキシール」を認め組織の最表面は壌死に陥り，
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その下に多少共厚い層の硬組織新生を認めた。このものは歯細管を有する象牙質ε同檬である

が，極く少量の歯髄組織片ミ血管を園擁し，歯髄表面を全く閉鎮してゐる。その下層には新生

造歯細胞層があつて，在來の造歯細胞ε根管内に於いて連結してゐる。歯髄組織は正常で僅に

血管の籏張を示してゐるに過ぎない。

　第2群（期間1乃至6ケ月）歯髄の表面に「カルキシ・一ル∬血餅が存在しそ0）次の層は多く

壊死してゐる。ついで根管壁第二象牙質ε結合して新生硬組織があり，その中に歯髄組織残片

ε血管が入り込んでゐる。硬組織の下には墜扁され室胞萎縮を來した造歯細胞の層があるが，

時に全く訣けてゐるこ電もある。歯髄組織そのものは張度の網様萎縮に陥り或は叉屡支嚢胞形

成を俘ひ，歯髄血管は籏大し或は小出血を示し弛。

　第3群（期間4乃至6ク月）歯髄表面は「カルキシール」残遺で被はれ，その下層は歯細管を

有し或は持たない象牙質で圃まれた「カルキシール」球から成り，更にその下には多く萎縮した

歯髄組織があり，造歯細胞は僅である滅は全く形成されてゐない．灘期間の長いものに於

いては根管壁は吸牧されその上に白ii昌質檬の硬組織が沈著し弛。歯随組織は屡支萎縮し，血管

の旗張のほかに根端部に於いては出血を認めた。

　第4群（期間1乃至6ケ月）歯髄の表面は僅に或は一部落け硬組織で被はれ，歯髄中には感

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の染のためその程度に鷹じて圓形細胞の浸潤或は化膿性融解を俘ふ膿瘍を來した。血管は張く籏

張し根管壁象牙質は吸牧され，一部には白璽質様組織の沈著を認めた。．

　以上各群の成績を綜合し歯髄に何等憂化がないか或は僅に萎縮を認めた程度のもの（第1，2，

3群）を成績良好εすれば，総敷43歯で84・3％に當り，歯随に感染を來したもの（第4群）は7

歯で13・7％に當り，そのほか全く硬組織を形成しないものが1例あつた。

　以上の組織攣化は必すしも各根管に一様に現れるものでなく，多根歯に於いて一根管には歯

髄表面に硬組織の形成が認められるにもか刈まらす，他の根管にはこれを認めないか或は極め

て僅である沖εもあるし又一根の歯随は全く正常であつて切断歯随表面に造歯細胞の釈生を
　　　　　ノ
認めても，他根に於いてはその新生がなく，歯髄は張い網様萎縮を來してゐるこざもある。叉

一根嫉感染し歯蹟に膿瘍形成があるのに反し，他の一根の歯髄は感染すろこεなくその表面に

硬組織形成が認められ’た。叉例外εして輕度の感染歯髄にあつてもその表面に硬組織の新生が

認められ弛。

　これを要するに「カルキシー一ル」を以てする生活歯髄切噺法の威績は，象牙質削片，Pulpatekt

乃至はフルクホ。フの糊剤を用ひた場合ざ比較してよ．り良好であるε結んでゐる。併し乍らこ

の實験は｛建康歯髄のみを選びしかも實験的に嚴重な制腐的庭置のもεに行つたものであるから

一般臨林に本法を行ふεすればその成功率は梢≧低下するのを発れないだらう，併し適鷹症を

誤らす方法正しきを得れば好威績を塞げ得るのは疑もないであらうε附言してゐる。

　Max且o佳mann（1939）はチュ・一リ。ヒ大學の歯科臨躰を訪れた患者蛇に學校歯科臨休の患者で
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可及的炎症性歯髄を有するものを選び，これに封して「カルキシー一ル」を以てする生活歯髄切断

法を行ひ臨抹的蚊に組織的検査を行った。併し乍ら實験材料εして希望の歯髄炎を有する歯牙

を多く得るここが出來なかつ・たので，傳達麻醇のもεに健康歯髄を開き4日乃至4週間綿叉は

「サンイラ・ク」綿花で輕く封鎖放置して故意に歯髄炎を起させたものをも實験に供じた。

　實験歯総数は40でその内29歯は第一大臼歯であつて，實験例の約85％は20歳以下の患者

であつた。

　塵置前に既往症，現症，温度診及び電氣的診査により歯髄の診断を試み売結果

　手8例は急性一部性歯髄炎　14例は慢性潰瘍性歯髄炎　4例は化膿性歯髄炎　2例は急性全

　部性歯髄炎　2例は健康歯髄ε診断された。

　以上の内23例は歯髄を切除し一定期間開放駄態に置いた後診断を行つたもの，叉14例は｛專ノ

蓬麻醇の下に髄室を開籏し一定期間そのま玉放置したものである。

　切駈術式は次の通りである。印ち傳達麻醇のもεに鯖蝕象牙質の大部を除去し，「ラバー一ダ

ム」を装置し手術野を「ヨード」及び「アルコール」で浦毒し’た後更1こ残りなく蠕蝕歯質を除去し，

窩洞を「ヨード」で消毒する。ついで滅菌圓形「バー」で髄室を開き天蓋を除去，冠部歯髄及び根，

管上部の歯髄を鋭利な「エキスカベーター」及び圓形「バー」で切除除去し「ブイヨン」に投入の上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ48時間瑠卵器内に牧め「カルキシール」塵置前の歯髄の細菌學的検査に供した。

　歯髄切断時出血があれば食璽水及び「カルキシール」溶液でこれを止め，完全止血後「カルキ

シール」糊剤を加歴するひ三なく歯随創面に接燭させる。この際糊剤の濃度を硬くする・ため「ク

ロロ）ホルム」で水分を奪取する。糊剤包囁後18例は酸化亜鉛，更に「ゼメント」を置き永久充填

をな1、，18例は「セメント」裏装だけで永久充墳を行ひ4例は「アクブァドント」を置きその上を

「セメント」で裏装し永久充墳を施した。

　塵置後の観察期間は1乃至8ケ月で，40例の内39例は切断塵置直後に，叉その内38例は観．

察期間の終りに，も臨休検査を行ひ，叉35例は「レ」線診査を存ふこεが出來た。1例は塵置後張

き疹痛を起したふめ，13日で抜去し’た。臨林的所見εしては切噺後間もなく疹痛を起したもの

8例でその内5例はそれが1時間乃至4日間持練した。3例は途に止痛せす，已むを得す比較’

的早期に抜髄或は抜歯をした。結局臨休的に見て切断直後に異常なきもの79・5％，最後の検査’

に於いて異常なきもの81・5％であつナこ。

　「レ」線診査に於いて観察期間の終りに根端病竈を示したも0）2例，叉2例は歯根膜室隙の籏

張赫し鳩31例は正常像を示磯積縫例の88・5％に1瑠むべき鮒ヒがなかつた・

　糊剤旬囁前歯髄の細菌検査の結熟ま大部分が感染してゐ・たぴ三を謹明したが，5例は陰性で

その内2例は健康な正常歯髄であつた。叉急性一部性歯髄炎ε診断され・た例に於いて冠部歯髄

は感染してゐたが，根部歯髄の上部は無菌であつた。慢1生歯髄炎の2例は一つが陽性，他は陰．

性であつた。要するに歯髄切陶趨置を行つた時には全例の87％が感染歯髄であつた。　　　＼
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　31歯を抜去し切片εなし「エマトキシリン・エオジン」で染色し鏡検し・た結果次の所見を得た。

　第1群（期間3乃至7ケ月牛）歯髄表面に「カルキシーノ内残遺を認めその下の組織は壌死に

陥つた。規則正しく排列した歯細管を有する新生象牙質の一層が粛髄面を閉鎖し，一部は細胞

及び小血管を取り園んでゐる。幼若象牙質は歯髄の結締織細胞から由來せる新生造歯細胞の一

層に境界附けられ，歯髄の血管は旗張したが概して正常であつナこ。1例は根管壁象牙質の吸牧

を認めナこ。

　第2群（期聞5週乃至8ケ月）　歯髄面は「カルキシール」で被覆され附近に壌死層がある。新

生象牙質は爾細管ε多量の「加レキシール」を含み，叉新生遺歯細胞は屡支歴偏された形を示

し，多くは塞胞形成を來した。歯髄は強き網様萎縮に陥り，根部の血管は鑛張してゐ・た。

　第3群（期間4週乃至6ケ月）髄室歯髄の一部だけを切除した例で歯髄創面に「カルキシー

ル」層を認め一部は象牙質削片を混じてゐた。

・僅に石灰化しテこ薄暦の象牙質が幼若象牙質ε境を接む、て存在し，その下に新生造歯細胞層が

あり正常造歯細胞層ミ直接してゐる。歯髄組織には異常なくた穿血管の鑛張を示した。

　第4群（期間2週乃至3ケ月）歯髄は象牙質層で極めて不完全に被覆されたか或は全く被覆

されてゐない。歯髄は壊死に陥り或は完全に自家融解を來し，根部歯髄には圓形細胞浸潤を認

め根端には肉芽腫を認めた。

、結局健康歯随を有する第1・3話群は合計24爾で80％を示し，感染歯髄を示す第4群は6例

で20％であつた。以上0）成績により炎症歯髄も亦高き改修能力があるものεいへるε結論し

てゐる。、　’

　W．F・Pajarola（1940）はチューリヅヒに於いて健康並に炎症歯髄に封し「加レキシール」による、

歯髄の直接覆軍法を行ひ，臨林虹に組織的検査を行つた。．蠕蝕象牙質を除去し，「ラバーダム」な

かけ，更に蠕蝕歯質を除去し，歯髄が未だに露出してゐない時は且202及び「ヨード」で消毒し，

長く露出してゐたやうな場合には「カルキシ「・ル」溶液で消毒した。未露出歯髄の場合は髄角を

穿通し或は天蓋を聞き故意に深い傷を爾髄につけ，出血があれば「カルキシ，一ル」溶液で止血さ

せた。象牙質の削片を除き「カルキシール」糊剤を歯髄上に置き必要に鷹じて銅帽を置き加歴を’

避け，その上に「セメント」を裏装し，充墳を施し，「レ」線寵眞を撮影した。

　5乃至6ク月後に歯髄の電氣診査，温度的診査を行ひ，更に「レ」線爲眞を撮影し封照せし弛。

而して4乃至9ケ月後に最後の検査を記録し一定爾牙を抜去して組織検査に供した。

　慮置したのは・94歯髄で男子52，女子42，その内10歳乃至20歳の者56例，20歳乃至30・

歳16例，30歳乃至40歳18例，40歳乃至50歳9例，“50歳以上5例であつた。歯牙別にする

’ミ切歯13，犬歯6，小臼歯13，大日62歯であつた。

　歯髄の状態は健康歯髄29例でその内11歯髄ほ健康歯牙で，健康象牙質を「ラバーダム」装置

のもεに開籏して歯髄を露出させたもの，他は臨沐上健康爾髄ε認め喪もので，「ラバーダムあ
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ノ製置のもεに蠕蝕象牙質を除去し制腐的に歯髄を露出させたものである。

　慮染性歯髄は65例でその内30例は唾液に鰯れさせながら歯髄を開放して故意に感染させた

もの，35歯髄は既に感染してゐガ歯髄でその内繹は歯髄充血18例，急性一部性歯髄炎10例・

慢性歯髄炎7例であつた。

　　　　　　げ　　皐乃至9ケ月に亙る観察期間中一般に打診痛奉く・、電氣的及び灘度診に封し特別の知見な．く

1臨休上成績良好であつた。但し急性一部性歯髄炎さ診断したものは最初過敏になつたが2乃至

3ケ月で正常になつた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騰嵩、

　灘期間ρ終りに行つがレ・鰭査の糸課歯髄解通部躇明瀬組彫嘩認め規の

一が20例あつて，その内16例嵐建康歯髄，4例は炎症歯髄の揚合であつ弛。叉若き聾者の歯根

・の嚢育を認めたものが8例あつ弛。

　94歯髄の内37歯髄を抜歯後組織的に検査した。その際健康歯髄の像ε封照する弛め数例の

、患者に於いては未腿置の封側歯牙を抜去して比較した。組織的検査の成績は次の通りである6

　第1群（健康歯の健康歯髄を制腐的に開放した場合1塵置歯11例の内7歯を抜去して組織

1的に検査した。期間は5乃至9ケ月。全例共髄室穿通部を閉鎖する硬組織の形成を認めた。新

，生硬組織の表面は無構造で内部に「カルキシール」残逡及び象牙質削片を含み乳その下には一部

規則正しく排列した歯細管を含む新生象牙質があり，更にその下にある幼若象牙質は歯髄の結

締織細胞から由來した新生造歯細胞から形成された。歯髄には血管の籏張拉に初期の網様萎縮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎

を認め，叉1例に於いては圓形細胞の浸潤を來したがこれは庭置申の感染の乖めε考へる。

　第2群（臨躰上健康歯髄で鯖蝕象牙質を制腐的に除去して髄室に穿通した場合）　塵置歯14

’例の内10歯を組織的に検査した。期間は6乃至9ケ月。全歯共穿通部は硬組織により完全に

被覆閉鎖され，新生象牙質は歯細管，「カルキシ・一ル」残遺，象牙質創片を含み，新生造歯細胞

は不規則に排列し一部は歴扁され，1例は室胞攣性を來した。歯髄は大多数に於いて正常像を

，示したが敷例のものには血管の籏張及び初期萎縮を認めた。

　第3群（故意に歯髄に感染させた揚合）庭置歯15例の内9歯を抜去し旗。期間は5乃至9

オ月。露出歯髄は全例共新生象牙質で閉鎭されこれには歯細管を認めた。新たに沈著した象牙

質層は「カルキシール」残遺及び象牙質削片を含み，新生造歯細胞層の一部は歴扁され，歯髄の

．血管は渡張し，各所に輕度の出血竈があり，且叉輕度の網様萎縮に陥つたが，炎症症状を示し

喰のば1例に過ぎない．9 @　　　　　　　　　　・　　　1
　第4群概に歯髄炎を起してゐた場合）　塵置歯15例の内11歯を組織的に検査した。期間は

3乃至10ケ月。全例共髄室穿通部に硬組織の形成を認めだが，これは「カルギシール」残遺，

壕牙質削片を含む無構造の象牙質である。歯髄は一般に正常か或は輕度の萎縮に陥たり，3例

二だけが強い炎症状態を示した。

　上記の所見に基き各實験群の成功傘は第1群85％，第2群90％・第3群89％，第4群73％
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で，全實験を通じその成功率は88％である。

　以上列墾し卒れる諸報告を通覧するε極めて少数例を除くのほかは総て健康歯髄叉は一部炎

症に陥つた歯髄を切断し，「々ルキシール」を以つてその表面を被覆し’たのであつて，結果は何’

れも高い成数率を示してゐる。

　　　　．　　　　．　　　　三　實験例　　　　、

　次に掲げる2例は前述0）水酸化「カルシウム」糊剤を人歯牙の生活歯髄切噺法に慮用しナこ實験

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝さ例である。

　第1例　　　　　　’　　　　‘

　池田○子　14歳女子　部位劃　肩側に著しく轄位せる健全歯　，

　患者の了解を得て本實験を行つ弛のである。豫め「ラバーダム」の完全防漁法を施すべく努力

し弛のであるが，轄位歯であり，出齪不充分であつたために充分な目的を達し得べくもなかつ’

たので遺憾ながら簡易防漁法によつ弛。實験に要しだ手用器械は勿論「エンジン」に附した

「カーボランダムボィント」（5號及同號の磨滅せる小形のもの）「バー」（「エナメルカッティング」

558號及び圓形第5號）等も悉ぐ充分に煮沸清毒を行ひ，綿繊維はこれを滅菌消毒した根管探

針に豫め纒絡せしめ，その藪本を試験管内に入れて高歴滅菌し，1同1本限りεして使用した。

　一方實験歯牙は最初局所庶醇を行ひ，「アンチホルミン」で歯冠部を充分に清拭し，更に多量

の「かキシドール」を以つて藪同に亙り清拭中和した後，rアルコール」塗布，熱氣を吹逡乾燥し

牝のである。蜜験方法はまつ「カーボランダムポィント」で屑面中央を髄室に向ひ象牙質に達す一

るまで削去した後圓形「バー」で髄腔に穿孔するS共に冠部歯髄を切断した。ついで象牙質創片

及び歯髄組織片の洗去ε更に歯髄切断面に痂皮の形成を計為目的を以つて過酸化水素水で髄室

を反復洗繰し，こ〉に瀦溜した過酸化水素水は前記の浩毒綿繊維を以て敷同に亙り吸牧除去し，

水酸化「カルシウム」粉末を液で煉和し，軟泥歌の糊剤εなしたものを少量，切噺した歯随面上

に置いた。而して前記の綿繊維に「アルコール」を少量含ませたもので同糊剰を歯髄創面に充分

接燭せしめるやうに輕く歴接し，同時に窩洞の側壁を清拭して熱氣を途り乾燥後，燐酸「セメ

ント」を以って假封し3週間を経過せしめたのである。手術後の経過中患者は何等の自畳的症｝

歌を訴へなかつた。

　手術後21日目に抜去し，10％「ホルマリン」水中に固定した後腕灰，切片標本を調製し，「ヘ

マトキシリン，エオジン」重染色を施した。

　組織朗燐見藥1圖は部ちその歯髄の全形である。同圖に就いて見る如く腕灰標本調製時磁

環質は溶解し去つたが，屑面より斜下方に向つて髄室部に穿孔され，冠部歯髄は凹轡して切断

除去せられてゐる。前蓮の如く歯髄切蜥後反復洗條し旗にもかあはらす，こ｝に生じ弛穿孔窩

内には自家象牙質創片ε歯髄片の混合せる小片が残存してゐる。而して歯髄の切断面は既に完：
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書e

．a

第1圃　劃唇舌的縦断

。蕊臨、

ちも

属℃

a。本來の象牙質　b．健全な爾髄組織

c．糊刺の占居せし部分　d。新生石灰暦

e．及びf．水酸牝石灰の旗めに有機質の

溶去せられれ部労

　　第2圖　第1圏d部附近旗大

f

c

d

ウレ

e

f

窪

a．新生第ご象牙質b．及び9．血管c．紳経繊維束
誼，幼若象牙質e新厘造歯細胞　釜．全く常態の歯髄

全に治癒し，しかのみならす「ヘマトキシ

リン」に可成り濃染せる薄き石灰層を以

つて被覆されるに至つた。この石灰層は

第1圖のd部く第2圖ミして鑛大）でば比

較的厚いが他の部分〈第3圖）では甚だ菲

薄である。残存歯髄は僅に血管の籏張を

見るのほか全く健全で，髄壁の造歯細胞

層も右下方のほかはかなり明瞭である。

　第2圖は第1圖dの部を一層鑛大し牝

もので，歯髄の表面に見られる石灰化層

は明らかに象牙質の構造を示し，既に石

灰化せる部分，幼若象牙質層蚊に造歯細

胞層を庭別するこεが出來る。即ちこの

造歯細胞は組織切隊端の治癒に赴くミミ

もに恐らくは歯随細胞の分化によつて生

じ’たるものε見るべく，正規の如く新生

象牙質申に向つて突起を派出してゐる。

但し造歯細胞の形態や排列は正規o）揚合

よりも梢≧不正である。

　第3圖は第2圖部の部分より少しく右

上方を強籏大で示したもので；C部では

新生造歯細胞が薄き新生象牙質中にその
　ヤ
突起を派出し，その下方には稽丸多数の

造歯細胞が少しく複層をなして排列し，、

総て新生象牙質の構成に關與してゐる状

態が窺はれる。これに反しaの部分では

筒石灰化の禾熟な，「マトキシリン」に比

較的淡染し乖一層があり，その直下には

倫造歯細胞の排列を見ないが，少しく離

れ牝eには明らがに分化しつ〉ある造歯

糸田箔包が見られる。

　要するに本例にあつては手術後3遍間

を経過し弛今βに於いてな切断時の歯髄



♂

883 一花澤・杉山・兵藤＝水酸化「カルシウム」糊剤た以てする歯髄の塵置一
　　　　　　　　　　　ノ

47

　　第3圖　第2圖の部分より少しく右上方強振大
　　　　造薗細胞と象牙質ざの新生た示す

a

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　db

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馨・

。C趾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f

d

　a．僅に石友化せる歯髄の表面　b．糊刺の在りし部
　分　　c．造歯糸田月包　d．4、血管　　e．結象帝織糸田且包より分

　化しつ》ある造歯細胞　f．常態の薗1髄基質

が毎同しかく著しく窩壁叉は髄膣壁σ）象牙質を侵害するものであるεするε，

の一一大映黙ε云はなければならぬ。

　第2例
醗關○初子　20歳女子　部位司　顛側に縛位せる健全歯

　患者の了解を得て實験に供したもσ）である。實験に使用した器械蚊に實験歯の消毒法な曹は

　　　第4圖第2例，手術直後引　　　第1例の揚合ε同様である。實験法も大禮前例に準じ

等の異常を認めない。

損傷面は殆さ治癒し，その表面には造歯

細胞σ）新生により不完全ながらも第二象

牙質部ち象牙質縞の形成を來すに至つ弛

もσ）である。而して今後爾時日を経過す

るε共に象牙質の形成は一層進歩して漸

次厚さを増加するものε思はれる。帥ち

歯髄は切断後に於いて理想的の治癒的傾

向を取りっ〉ありεいひ得るε思ふ。但

し弦に注意すべき一事は第1圖のe，fに

示し牝如く水酸化「カルシウム」の糊剤に

接した窩壁の象牙質が，恐らくは「アル

カリ」のためにその中の有機成分が溶去

せられて脆弱ミなり，「ヘマトキシリン」

に封する染色性を異にするに至つたこミ

である。この攣化は「カルキシール」叉は

水酸化「カルシウム」を以てせる在來の實

験報告には全く注意されなかつた新事實

であるカ㍉若し水酸化・がシウム、棚

　　　　　　　　　　　これはこの糊剤

　「カーボランダムポイント」で咬合面中央に凹窩を形成

！し，ついで圓形「バー」で髄室に穿孔し同時に冠部歯髄

　を切断したる後，前例同様過酸化水素水で髄室を反復

　洗鋒し，水酸化「カルシウム」糊剤沽布，乾燥，燐酸「セ

　メント」を以つて暫間充環を行ひ50日を経過せしめナニ

　のである。患者は手術當日だけ輕度の瘍痛を覧え弛に

過ぎぬ程度の良好な経過であつた。第4圖は手術宜後

の「レントゲン」像で實験歯の歯髄及び根端組織には何
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al

b‘

a

b

C

第5圖　刷　頗青的縦蜥

・a．本來の象牙質b．健康な歯髄c．切断歯
髄の表面にi新生しアこ象牙質精　d．穿孔窩

　　　゜　第6圖第5圖c部附近振大

d彙

d

c

a。蜥生せる象牙質緒　わ．幼若象牙質

歯髄　d。血管　e．糊齊瞳象牙質削片

歯細胞暦　＆紳経繊維

　組織的所見第5圖はその歯髄の殆さ全景で

ある。同圖に就いて見るに切断せられた歯髄面

には硬組織帥ち象牙質縞が新生して発くこれを

被蓋してゐる。又歯髄面には造歯細胞が層撒珍

なして薪生し，歯髄組織は全く健康状態を示し

何等の炎症性浸潤も見られない。更に稽丸精細

に観察するざ第6圖に示す如く切断せる歯髄面

上に新生した硬組織はその大部分が「ヘマトキ

シリン」に濃染し，原成象牙質に比較すれば遽に

不正であるが多敷の歯細管を含み，その下層に

は「エオジン」に淡染した幼若象牙質の一層も存

在してゐる。而して厳に嚢現した造歯細胞は一

　　　　　　　　　　　　　デ度全く切去せられ’た歯髄の創面に層状をなして

排列し恰も健全歯に於けるが如くである。併し

形は幾分小さく排列は大禮に軍層である。これ

　　　　　　　　　　　　　　　　　エ等の造歯細胞は勿論歯髄細胞より分化したもの

であらう。而して今後時日の経過ざ共に更に盆

　　　　盆石灰化が増進するや否やは不明で

　　　　　あるが，かくの如く比較的厚層の象

　　　　牙質が形成せられた以上は，もはや

　　　　歯髄保護の日的は充分蓬せられたも

　　　　　のであるざいはねばならぬ。根管壁

c・全く常態の

f．新生せる造

f

に沿って存在する造歯随細胞層は全

く本來の形態ざ排列竃を示して些の

異歌を認めす新生造歯細胞層に移行

してゐ．る。從つて爾髄組織は全く健

全で第5及び第6圖に見る如く申央

の血管が稽≧少しく鑛張せるかの感

ある程度で，何等の炎症性憂化は勿

論出血，萎縮の攣化も認められす，

全く生氣議刺εして生活を螢んでゐ

る。ただ窩壁の象牙質が第1例の揚

合の如く水酸1ビカルシウム」の爲に
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　　侵害されたぴ三は注目に贋する事實である。　　　　「　　　　　「　　　　　　　　　　’

　　　要するに本例にあつても歯髄の切噺端は完全に治癒し且その表面は新生象牙質により被覆せ

　　ちれ1全く層理想的の治癒機轄を取つたものである。而して第耳例は手術後3週間を経過し弛に

　過ぎなかつたが，本例では50日を経過したのであるから新生象牙質もこれに準じて厚さを暦

　：加するに至つたものら．しい。かくして水酸化「カルシウみ」は歯髄組織に封レて極めて組織親友

　牲gewebsfreudlichであるε共に，よく歯髄組織を刺戟して造歯細胞め新生を促し，且第二

　　象牙質の形成を促進するカがあるぴ三が了解されるのである。併しながらその藥理作用に至つ

　　ては全くネ明であるεいはねばならぬ。ただ本剤は水に極め℃微量づ〉溶解して維えす持綾的

　　・に組織に作用するこざ，叉その溶液は「アルカリ」性ぞ組織を障害するこきなくヂ極めて繹和に

　敢欽訪腐の数を顯はすこεは本剤の甚だ有利εする所であらうε信する。ゼ
k
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