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「ア・岬ン」岬n購藻から抽出した「ア・岬　素と共鴫藻類の細胞灘つくつてい繊どん

、ン」酸「顕列の別名で調逸ではN・・gi且・．輝巌にあるか翻でない・しか妹瞭にはゆ

C・鱗ノル桝一では？囎簸茨米では「アルジ　ル汐ム櫨として存在鍋夢碑・葬その

　ンjA｝gin．賛本ではrアルギン］Alginと呼ばれ　　噛外にMg，，Alとも結合してv・るとの藁とである。

ている、蘇本邦溝薩する醸には謳あ靱汐ンギン搬濃る方法絶緬るカ・・灘し
筆購藻無「ア射り辞汐ノ舅などがご・て脳である穰を灘酸で麟為苛断顕
議嘱し，顛灘産謁淺鞘苔賜に名高い・ダ琢峨酸「％ダ」氷を脈てカロ鞭瀧行
簿は纏類でrテソグ鯨「ツ？ヌタ↓「オゴ　嚇ア・岬ン」醗r距列盟して抽齢
ノ服rフノリ」など鋤の科濁があり・これ一徽る欄液を瀧底繍鋒蔀どを鵬謙
か鑓日奉鵬の寒天膿濫れ，また布翫ど　畷（主として硫酸）を脈て・・〔アルギン」酸梯．

が作られる涕訟糠類で肺科（拶メ・7豫撚せしめ，聯衝離「ア・・剛にて中租
ラメ・』ガ，・励メな’ど〉馬尾藻科奪ジあ　！購し酸を脈鱗澱せレむる操健く鋳き

贈ダ残ジ蓼砂など）が縞く・海勤㌧して綴する・カ｝くして徽可ア耀ン搬払
中エ業原料として最も注．目に償するもoである。　　墜搾して水分を除き，「アル甑ダ～場で洗恥乾燥す、

購これからはrマンニ舜∬ア・レギン」酸r影る謀酸で沈澱せ助た「九ギン」醗「アル

＿ド」沙叶列，「籾盤な勘・製濫れる．．力列に溶かレ潴酸にて微酸性となし，これに
　「ア〉レギン」酸ならびに「アルギシ」酸盤は決し　　「アル凱一〉レ」を加えて沈澱せしめ，「エーテ腕」で・

て新しいものではなく∫既にニユ883年に英翻の化　　洗際乾燥すれぼfアルギン」酸「ソμダ」が得ら

學都も曲・敵よ痢めて糠から分離さ織麟れる。・．』、
旭の燈，．爾來あまり注意されなかつたが，こんど　　「アルギソ」酸は化學的には炭水化物に属するも

の世職鋤就まつてから再曜目されるζとめで，水蹴不離であるが・「アル刺」鰍可．

謝湘途絶勧方藤⑳げら轍・聯離畑一3％で駄鰐9よ鱗煮酬犬齢
に於ては昭和15．6年頃ふら「アルギシ」酸⑱製造　　是」これに酸を加える．と再び「ナルギγ4酸ζ

が漸く盛となり．かなりによV・製晶が市場に現わ．　なりて折出する。奪たヂrア～レカリ」盤奉溶液に『

轍蹴繊と共妬炭の不足，輕趾9房濁駄　rア加一・レ」，食盤灘、「渉列などを多童
どか槻在でぼその魏醗仲止翻t轍態に、に加焔と盤類の郵で凝固折出せるρ「アルギ

あること噸韓憾働ペ　　　　ン搬の鱗軒ア・・捌・「アン拙ウム∬り
伽ギン搬の礁辮給齢で鴨分曇ばチ脇耳ブネシウムむ繊盤礎は確蘇
海藻め種類により，また季節により一様でなv・が．　溶性であり，rアルミ昌ウム工鐵，銅，亜鉛，「均

耀に・駈3螂ρ間で洞鍾類でもかなりの、搬弊↓鎗蝋顔7ム』「沙歩制2糖
差異があるとのごとで疑．「ア・げン搬塘藻　ンガン」ジザカルシ脇」，「賂ウム」，「バ拶ム」
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ類は「アンモニア」水叉は苛性「ソーダ」の水溶

液に酷盤となつて溶解する。殊に「アンモニア」水・

に溶かしたものは乾燥すると！一アンモニア」が揮

散しでもとの不溶性金属盤となる性質があるげ

「アルギン」酸は粉升犬，1塊月犬・鱗状を皐セ∫そQ

構浩ほ一種の「ヘクスウ・ン」酸Hexu・・ns蕊u・e

自Pち「マンノドーゼ」を酸化して得られる「マンヌ．
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　マンヌ・ン酸C6H、。07』』COOH（CHOH）pHO
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で80個のグリコシード型に結合せる「ヘクスウロ

ン」酸の鎖から成つてv・う。

　　　「アルギン」酸塵殊にソ働ダ塵（アル

　　、ギン）．の工業酌用途　．　　　　　　・，

、r1．織物糊料　轟，縫綜糊として絹，‘人絹，噛「スフ」

等噂し・rzノ男磯る・澱棚町1°勘・え
るとその性質を良好ならしめる。捺染糊と’して「ト

黒ヵ瀬トゴム↓¢）代眉となる。ゐ．仕上糊と㌣て

布文ほ紙に用V・る。殊に板張り叉は洗ひ張りに用・

V・て良好である。　　　　　　・　　　　
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　　　　　　　　　　　　、
・ソ」酸喩n置u・・漁・・げの重合物であるとめこ

とである。（樗造第一一，Dillon，　Gonlez）とれ，に反し

Nelson　Cre七cher等は「ヘクスウロ．ン」酸の無水

物重合燈（講造第二）であると説明し左。近年の

研究はこあ読｝ζ1賛成者が多いタうで診る。またア，

ルギン酸をレントゲン的に研究した結果からする

・と，とのものは「ツル・「ゼ」拉にこれより誘導・

せる「ペクチソ」酸と類似せる構邉を示すとのこ
　　　　マ　　　　　　　　ほ

とであう。（Krings七anαand　1ンunde）

　　　　　　　　ノ　　（構造第二）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H　　　i→。　。　　　　H　　　　H　　　　　　　　　　　COOH
　　　2。粘性賦與，a粘性を賦輿するためにゲラテγ

　　．代用として「アイズクリーム」，「チオコレートミ、

　　’　　ルク」，丁㍗プ」・煉乳「ソ略」・醤油・「バタ」

　　　などに混する。．．わ．また石鹸，ねりはみカミき，「ロ，

　　　一ション」，「㌢ヤンプー」などに加える。

　　　　3。防水加工’a．布叉は紙を「アルギソ」酸「ゾ7

　　　列液中に侵し，後盤化蕨，瑚馨水などに浸し

　　　て乾がすと不溶性の盤が出來て防水性となる。．

　　　b．「アルギン」酸「アルミニウム」を「アンモニ

　　　ア」水に溶炉し，これを布叉は紙に塗布し，乾か

　　　玄と「アジモニア」繭散して防雄の被膜沁残

　　　る。　　　　　　　　　　　　　．．
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’4．硬水軟化瑚エ業用水，汽鍵用水の石友，鐵’

惚どを沈澱せしめるために用V・る。

　5・溶液清渾剤　一般に清澄にしようとす多溶液

’に「ア岬ン」酸「ソー列を加え・ρちに靴

．破ま醜水酸化蕨を脈る慮天舛犬の「ゲ

ル」ができて，これが不純物を包んで沈降する㌔

　61紙り「サイ父」剤　軽脂の代用として敷果良

好趨る・あとで曙水などに騨鰍醐水性
防火性を與えるこ．とができる。

　ク．乳化分散齊1水に溶けないものを分散させる

に使用する。　　　　　　1

　8ゼ「ラテ・ク刈の濃翻「ギム」土業に於て

生「ゴム」の製造に「アルギン」を使用して特質

のあるものが得られる。　　　－

　9・rフイルム」爲眞用「フイルムヰを作り，或’

腫「ク・仏」酬カリ」灘加えて「猶チ
ン」と同じ榛な感光剤を作る。、

　　10・人造繊維　例へば「アンギン」酸「アンモ

ニゥム」溶液を砺℃12水中に紡綜し，水洗後Al2

（SO4）3溶液に浸し，次で酸類に浸漬する。最後『

に酷酸鉛と少量の、「グリセリン」を含む液で腱理

する。羊毛に似夜繊維ができる。

　　　　　　製藥上の屠途

　　1．接著剤．として「アラビアゴム」，「デキスト

　リン」の代用となる。

　多．乳化分散剤　肝油の銑剤，「コロイド」銀，水

銀蒼鉛等の製造に用V、る。

　　3・硬膏・軟膏’「パスタ4なぎの禦造に用V・る。．

　　｛L巴布剤に用いるδ　5．清澄剤，粘滑剤，膠嚢

　製遙などに用V・る6°　　　　㌔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　‘6．止血齊llこれは後述する。　　　・．　，

　　　　　，歯租的用途

　　｝’アルギン」の歯科的用途ぼ1．分離材，2．印i象

材，3°止血剤である。　　　’

　　　　　　　i．分　離　材

　「アルギン」酸「ソPダ」はi塊歌，鱗片欣，板状’

　のものとして嚢費され，その水溶液が石膏と石膏

　ζの分離捌乃至石膏と合威樹謄の分離剤として憂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21

　　　ノ
　秀なことは昨年一月のThe　Journal　of　tbe　A－

　n】eric勘n　Den毎I　A鎚ociatio血】λ41に、記i載されて

　　あるσ花澤はこの黙に關して断に本年初頭の日本

・，歯科評論にに材料夜話どして韓載した。その後我

　　吻研究室で細轍の齪君按鋤手ζ力樗
　一としてとめ問題を研究し，在來の澱粉糊，「デキろ

　　トリン↓繍子，儲酸繍縢溶浅市販の分繍

　　な～fに比して極めて優秀なごとを確定した。（詳細r，

　　は省略）

　　「アルギシ」酸「ソ門ダ」は通例2忌3％の濃i度

　　のものを用いる。これを石膏面に塗ると薄V・被膜

　が出來て分離の敷を奏するのである。即ち前述の

　　ように「アルギン」酸「ソーダ」は水に可溶性で

　2｝3％のものは粘稠な液腱であるが，これを石膏

　　面に塗るも石膏中の「カルシウムユと直に結合

　　して水に不溶性な「アルギン」，酸「カルシウム」

　　となりて被膜を作るめである。これは丁度石鹸液

’部ち水溶性の「パルミチン」酸，丁ズテァリン」

　　酸丁ラウリン」酸「オ砺ン搬融の「鉢リ・

　　　　　　　　　　　　ま　　　　　　　　　　し　　ウム」盤を石膏面に塗つて，水に不溶性の「カル

　　シウム」盤の被膜を作るのと同じである。しかし

　ミ石鹸液に比して「アルギン」酸「ソーダ」液が断然優．

　　秀であることはV・うまでもなV・。「サンダラ歩ク」一

　　「コパール」，「津ラック」などの「アルコ・一ル」溶液

　　を塗るのは「アルコPル」を揮散させて樹脂の被

　　膜を作るのであるから石膏そのものとは何等の關

　　係がなV・。またこれは合成樹脂と石膏との分離剤

　　に適しなV・ζとは銑知の通りである。’　　　＼

　　「アルギン」酸τソーダ」分離剤の使用法は極め・

　　て簡軍で，毛筆なり，綿なりにつけて印象叉は模

　　塑④石膏薔に塗ればよv・ので，右膏面が乾燥して

　　V・ても，または灘つてV・ても結果は等しV・。また

熊謙融叢あ難纂巖宏震
　　は乏れない。「アルギン」酸「ソーダ」’液を塗る前

　　に豫め石膏面を水溶性の赤色の紬具で豫め著色し

　　ておくこともよい方法である。これは橋うまでも

　　なく模型石膏とり差別を明瞭ならレめるためであ

・　る。使用上の注意としては石膏面に塗つた毛筆な

　　嬬なりを再び「アルギン」酸「ソーダ4液ρ内

　　に入れなv｝ことである。これは石膏が分離捌中に’
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混ざると敷力が減するからである。　　　∫．

　一石膏面に「ナルギン」酸’「ソーダ」の分離剤を

塗つておけば合威樹脂部ち「レジン」の面に右膏

が附著してとなv・からをの後の研磨ば非常に容易

Fである。勿論丁セロフン」や錫箔をぱつたときの

ように「レジン」の面は綺麗でぱ琢v・が，rアルギ

ーンよの裸膜はかなりに薄v・から・零積や形態の攣

化が少なV・という利黙がある。茸左錫箔やrセロ

　フアン」をはるよりも操作は至極簡軍である。こ

の分離剤ぱ藤化威株式會杜から襲費されてv・翫

’．　、2、印象材、

～　塞天製の水膠性印象材Agar　Hydroc6110fd　Inl－I

pressio丑Materi批1は適度の弾性を有し，「アシダー

カット，」のある部分を印象するに適當であること

は既に認められた所で，欧米ではか㌘り古くから、

使用されておりた。月本でもこれにまねて寒天製

品「コロ花ド」印象材が．「ジーセー・」會就から獲’

費された。ζの印象材は激米ではかなり灘迎され

πらしv・が’日本にはあま．り普及されなかつた。と

V・うのぱこれを水と共に嚢に入れて煮て，「トレ

ー」に盛り患者の口に入れて冷やしてからとり出

すという面倒な操作や，大燈頓一回限りで捨て去

らねばならな炉という経濟上の問題があつたため

らしv・。所が太笹洋職争が勃嚢すると米國では日

本猫特の寒天が輸入されなくなり，水膠性印象材

の僖用が禁止され，他の印象材も窮乏を告げるに

1至つたので鯨儀なく「アメリカ」歯科警師會A－

【1〕leriGa駐Denta1舳socia七ionと規準局Bureau　of・

St蹴dar面とが脇同して研究に徒事レ，膠質化學一

の椹威者である・Dichson，　s¢hoORO†er等の指導

、のもどにTアルギン」を主成分とする所謂弾性印唱
　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　セ

募材ElasもiG　Inipression．M蜘ria1を作つた。こ

れは現在では「qoe↓oid　Powder，　Repro1謡iσ

Powder，　L轟ng　E1ゑstiq　Inprcssio迂Materi昂1，　Zelek，
　　　　さ　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ

Op母oid　Elas右iG工mprcssion　Powder，　D．p．恥ree一

圭n－0皿e・Cre繍nl・DムP　Elastie　Iロlpres旦ion　Cre餌｝1・

Fink　Preci8io鼓IIllpression　Powder．などの名稻…

で費られているとのζとである。こめ問題に關し

ては齪…にSchσonover乳nd　Dichson：Preparaもion’

ahd　Cha躍島Gもeristic8　0f　El批sもic　I）ental　I1〕1pre8siolL

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52

　　　　　　　　　　　　　　　へ　砺・・p・und・wiもh・Algin・t・β…．薩エム』．　Al，

　Ap・i1・1943納容が詳レ磯表されてφるう・し

　　v・が不幸にレズこの雑誌を入手することが出來な

　　いゐで正しV・組威を知り得なV・ことば誠に残念で

　　ある。たゾ我々が僅に得たるCo1・10id　Powderに

　　つ“て述べて見るとこれは主剤，硬化遅延剤，定’

摩翻〇三から劇，主剤ぱ淡紅色の微粉末で，甚

　　だ輕く，、一見歯みがき粉のようで，芳香薙が加味〃

　、きれてあり，鉛の「チューブ」に牧容され，絶翁

　　　　　　　　　　　　　　　　　え　キ　．に灘i氣に鯛れない‡うにされてある。遅延齊顎ぼ白

雛藩繍諜器籍定著
　　用法は先づ水’55cc（室温21－－23°C）を「7バ、

　　一ボール」にとり遅延剤を加えて溶解せしめ，こ

　れに主剤を加えてユー2秀聞充分掩搾して「ひレ

　　P」に盛り印象を行うのである。練和時間，・温度，

一凝固時間の關係を表示すると次の通りである。．

‘　　　　　㌃凝　 固　時　 間

　　煉和時間艦1羅ci轟c儲駕客

　　　　　　　キ
　　　1分　6分r4分40秒・4分　呂分

　　　、2分　b分50秒4分20秒3分45秒身分45秒

　　凝固時間は大鰹に3－5分である。凝固したら

　　゜晦からと咄確水敬水1°°CGやに定著

　剤の一個を溶鮒しめ雄著液中に恥15分間
　浸して表面を硬化させる。ごり印象材の容積ρ攣

　化使用上の注意等に關しては　Ski㌍er　and
　Ponl，δs；Di11玉nsional　Stability　6f　Algin島te　Iユユ1．

　pression，M翫teri批ls．’J．A．D．A．，　Ocもober，1946をi参

　照されなv・。何れにしても印象後室氣中におく・と

一牧縮攣形する恐れがあるので，直に模型用石膏を

一注入するがよv・らしv・。　　　　．　．　　｛

　　この印象材の主剤の組威ぼ不明であるが我々の

，研究室で分析した結果からするとあまり正確では

．なv・が大燈に「アルギン」酸「ソ・一ダ」27％硫酸

　石友（？）8％炭酸「マグ皐｛ンア」52％から成つて

　いるらしV・。し潅がつて硬化の原理ぱ可溶匪の「ア

ごル判騨ソーダ」嘆た廟リ」カ・軟趣G・1

．．樵で水略け・それカr印象中ゆ昌靹で蔀「カ

　ルシウム」と結合して不溶性の臨となるからであ
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ψる・し蝿このも’の耀化後に於ても恰も塞天σガーカ・Uや・鳩尾物音粉嵐も確實に印象．
　ように著しく弓軍性があるの、で「モデリγグコンペ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し得ること，使用法にあやまりがなければ容積の

ウン月など曝つ噛牙の，陰ガーヵ舜」　攣イゆ極めて少な蟻し喉型が得弊るごとな
の紛を耀しく印象し得るとゆ大きな稗占がゼに鵡る利羅・ある・將鰍國に施てもか・

。わる。ただし茨酸「アグネシア」は軍なる賦形藥に　　る印象材の普及を望んで止まなV・。　　／

過ぎなV・と思はれる。またある種り即象材でぽ不　　　〆　　　　　　　　　　　　’　一　＼

離の「才ルギン」酸が主鱒姶まれζ才爾ガ　“　　3・止血禰、　．
　リコ盤と結合して可溶性の「アルギ、ン」酸「カリ」　　「アルギン」酸の盤類が止血剤または造血矧とし

となり，次V・で漸次不溶性の「カルシウみ」盤と　　て使用さ、れたことはこ三の雑誌に記載されそある

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　コなるように工夫諌たものもあるらしいが詳しく　⇒㍉添軟して厳敏献観づけるととが出來

は不明である。　　　　　　　　　　　　　　　　なかつた。1947年り12月號0翻Hygine話玉一’

　つぎ噸化遅延醜石膏8アルギン」酸「ソ・にW・i・・がA」gi・㍉，N・w．H・・…七・ti・・nd

一ダ」との結合を遅延させる陰性「カタ旦ザトー・　Heali刀9　Agentε題して抜歯や小外科手術に起づ

ル」で，身析の結果からす疑「ゼ7チジ」罐　拙雌に「アルギン」酸を貝占附し咄血が立ゼ

酔酸「㍗モ噴を混じたものらしい詠た趨齊町ころに止勉ごと撚告し恥る・これは初め

は色々灘類が肺ら敵略踏験の結果から　S・曲によ難奨瞭たもので氏ぱr「アルギン」

は2％のN・舳勲K・Sq溶液力巖良であ　醗℃○例題？調堕力・勘場合鶴不都
るとのことである。Co1－10idに附属せる定著剤は　　合な反鷹は起らなふつた・治癒は著レぐ促進さμ，

K2SqとZ蝿04とを澱粉で錠剤につくつたもの　　出血が止ま・2たことは術者にも患者にも一暦の喜・

と思はれる・°@．　‘　・、　　・　　’　　＼　であつ孝』ξ述べてv・る。「アノセギソ」酸の止血作

　Skim壁Pom　6sは前掲の論丈の結論としせ，．（1）’・用はそれ参血液中の「カルシウ4と結合して水

丁アルギン」酸盤印象材は常に硬化後籔分簡中にわ；　に不溶の「アルギン」酸盤を作り，血液を凝固さ

すかに膨脹するげこれに反し硬化した印象．を室氣一、せるためである。そればか鉱でなくこのものぱ確i

申にさらして制激縮が起る．’またとれを水の㍉煉筋の治蹴促進し説毒作用鮪すとゆ

申につけておくと大多藪り揚合に容積が膨大す　　れる。、　．　，　　’：

る・　（2＞試鹸に供した四種の材料では硬化した印　　　この論丈ぽあまりに通俗的で，もめた’らぬ感じ

象を　100％の爆度に於いて一定の容器中に貯藏　　がするばかりでなく，著者は水に不溶性の’「アル

『すると容積上の攣化は起らなV・。　（3）定著齊1を用　　ギン」酸粉末を用V・たのか，．それとも表題の如く

噛いると「アルギン」酸盤印象材の春積の安定性葦　　水溶性の．「アルギン」即ち「アルギン」酸「ソー

撤傾向がある誹碇著齢不灘「アルギンゴ列の糠鞭肌た⑳牛嚥磁い・め黒占，
酸盤の被膜を作る金属盤を含夕でおるときにしゆ　　に關して妹本校の外科室で目下研究中であるか・

りである。・しかし硫酸銅溶液の慮用は牧縮を來す，　ら，不日その威績を報貨し得るごと玉思う。また

ので適當でない。（4）定著液の濃度はあるア定の　　一方にはfアノセギヅ」酸の鐵盤が止血剤乃室造血

限度に於いて印象材の容積の攣化に著しv・影響を　　剤として使用1されるとのことである頭，これも他
ち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロゑ

及ぼす箏のである。その敷果は溶液ど「ゲル」一ど　　一日め研究をまっどと塞する9　・

の間の滲透璽に關係があるらしv・が，．不明なi現象　　　　　　　：

の締舜もある。　・一：．　’一一
　要するに本印象材ぱ軍k水で煉つただけでょW

のであるから寒天製剤よりも遙かに使用が簡便でル

あること藩天鯛牒つてr腔粘膜に火舞生
ぜしめる恐な絶封rなV・こと，弾性があるのでrア


