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講 座

軌近に於ける短波療法の歯科的慮用に就て（期

　　東京歯科醤學雰門學校敏授

磨學博士・花　俣澤　　　鼎

Kurzwellentherapie　i血｛置er　Z観hn血eilkunαe

　　y碗1）㌍．K伽αθH伽α2αωα，勾α初んα肱8ん②．

第2　外科的方面

　外科的方面の慮用は之を凝固Elektrokoagulation（電氣凝固）及び加温Erw蕊rmungさ電氣

靭切開Hochfrequenzschnitt（高周波切開）及び焼灼Verbrennenミに二大別いたします。借

一讐療的方面の慮用に當りましては前述しました通り（第8圖参照）。作用導子を患部に（例へば

患側頬部に）當て，大艦に之ε同じ大きさの非作用働子を反封側，例へば他側の頬部に當てあ

，弦に雨導子間に温熱を登生せしむるのでありまして，此際に起る熱は最高43度位ミ云はれて

　　　　　　　　第　　　9　　圖　　　　　　　　　　居ります。從つて作用働子も非作用働

　　　非㈱鰯と鯛働子との關係赫獺型圖　　子も耀に同じ鱒をして居る渚へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　られます。之に反し外科的方面の慮用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に當りましては一方には患部より離れ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナこる部分に非作用働子を置き，他方に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的「エネルギー」を一一黒占に集中せしめ（第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、♀圖），弦に生する高熱を利用して組

　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　織を凝固叉は焼灼し，或は藥液を加温

　a．非作用働子　b．作用働子（帥ちミラニ探針の尖端）　　　し，又は導子を移動するこざによりて

組織を爆登鷺しめつあ切開するのであります』換言しますれば電流の強弱，導子の大小，形封犬，’

導子を動かす速度等によりて弦に自由に希望する作用を現はさしめ得るのであります。

’1．非作用働子從來の「デァテルミー」にありては非作用働子は通例第4圖に示せる如く「ゴ

ム」にて覆はれたる座板（Sitz－Elektrode）より成り，之を治療椅子の腰掛上に置き，此上に患者

忙腰を掛けしめる様にしたものが便利ミされて居るのであります。然し此外にも金属の圓筒よ

功成れるものzylinderf6rmige　Handelektrode叉は金属板を「ゴム」帯にて手掌部1と固定する
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　第　　　10　　圖

圓筒朕非作用齢 ｭ子

第　　11　　圖

手用非作用勧子’

の場合では周波が非常に高い爲に，低周波電流に封

して所謂維縁醗ミ稻せらる〉ものをも比較的容易に

透過しますので，非作用働子は之を毫も身禮さ密接

せしむる必要を認めません。即ち座板であつても叉

は比較小さな「ゴム」に被はれた板を患者の腰掛の上

に載せた丈でも充分であります。從つて患者に不安

を懐かしめる虞は縄封にありません。

伽2．作用働子　之は用途によりて色々ありますが其

中最も多く用ゐられますのはミラーの探針でありま

す。郎ち針を把柄に附著せしめ，把柄に附せる開閉

器又は足躇の開閉器によりて適宜の時間之に電流を

　　様にしたるものHandelektrode・

　　なさもありますが，座板に比し

　　て患者に多少不安の感を懐かし

　　むる虞があります。但し前者よ

　　りも電氣的抵抗が少し）ので電墜一

　　は少くミもよい課でありますが

　　握り方が不完全であるざか，指

　　鎧をはめて居るさかするε稀に

　　電撃を受ける危瞼があります。

　　之に反して短波「デアテルミー」

　第12圖　　　　 第13圖
作用働子　　　　作用働子

　　　　　7／　　｛
　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き

に

誘
壁

篤

牌

通じ某尖端より火花を嚢生せしむるのであります・例へば第12圖はシーメンス會肚製のもの

で把柄は硝子管より成り，其中には「ゴム」で被はれた電縄が播入され，次で螺旋叢條によりて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
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小さな財オ、ン」管が，尖端に描入されてあるミラτ探針ε接燭して居り．ます。電流が通れば「ネ

オン」管が畿光するのであります。第13圖も同じくシーメンス會肚製のもので尖端にはミラー

の針が描入されてあり，把柄は「エボナイト」製で電流の開閉器が附随して居ります。其外は圖

に就て御覧を願ひます。

　　　　　　　　　　　第　　　14　　圖　　　　　　　　　　　　　A　凝固叉は加温
　　　　　　　作用働子と働子連接器シーメソス會肚製
　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　興　歯髄の凝固　此方法

　　　　　　　　　　・　1　　　　は朧礪に先立ちて根
　　　　　　　　　　　　　　　ま　　　　　　　　　　　　　　　1　、　・　　　管内の歯髄嬢固せしめ

　1－4ば種々なる形のi連結器，之iこ5－10の働子た括入む，更に

鞭撃講用臨鰍の馳として切除に用ゐる．，

　8－10ば主に止血の目的に使用する。　　　　　　〆

　　　　　　　　　　第　　　15　　圖

　　　　　　　　　　耳bber環作用働子

　　　　　　　　　・◇　《》

　　　　　　　　　　　l！／鱒

ご45 謠ﾆ’9T°旋

1：鰐錨1轡瀞欝講粥雛ん作る1，用ゐ、．

　3．小働子保管用の硝子筒

4．裸のミラー針　5．絶縁せる尖端部だけ裸のミラー針
　6・「メッサーランツエット」形切開電導子

　7－8．球形凝固用導子

　9，01esen氏電撃働子
10・4－8の働子連接器，之々把柄に連結する。

12．13．14．15の係蹄状導子た把柄1こ連結するi連接器

12－14．圓の直裡3－4－5mmな有する係蹄朕電導子

謙憲欝1鑛
ます。部ち前準備ミして

通法に從ひ亜砒酸糊剤叉

は「パラフォルム」糊i剤を

使用するか，乃至は局所

麻醇を施して歯髄を無知

畳ミなし，次で髄室部の

針が最適であります。そ

こで窩洞内の漁氣を除き
　い

消毒せるミラー針を根管

の3分の2位の深さにま

で描入し，60「ミリアン

ペー A」位の電流を約3

秒通じます。次には5－1Q秒の後針を根管の中央まで引き上げ同一の方法をくりかへし，

更に5「10秒の間隔後上方審分の1箪の所で同一方法を厘復いたしました後通法の如く抜髄を
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行ふのであります。か榛にいたしますミ，歯髄は加熱によりて凝固し，梢支硬き索状のものざ

なり，根管壁より剥がれ，別出は容易さなり，出血も少く，且つ消毒作用をも兼ねて居るε云

ふ利盆があります。それから抜髄に先立ち0・5％「クロラミン」又は「フ才ルマリン」水を髄室部

に入れるこさを賞用する人もありますが，此揚合には電歴を少し高くしないさ所期の敷果が屡

らない様であります。抜髄が終りましたなら根管内を清掃し，漁氣を除き，根管内に2，3秒

間放電せしめて乾燥し，直に根管充‡眞を行ふのであります。

　次に若し感染性の歯髄炎であれば前法によりて抜髄をした後で根管内に「クロラミン」叉は

「ヒボクロリ。ト」を満たし，ミラー針を藥液申に入れて3，4秒放電加熱し，藥液を2，3同交換

して同一方法を反復してから最後に根管を乾燥して直に根管充填を施行いたします。総てさの

揚合でも電導子さして用ふるミラー針は其尖端2－3mm以外は「ラ．ク」を塗つて絶縁して置

くか，又は此目的に製られた粕藥をかけ1ヒ（磁〕郵塗）鐵線を使用するのが合理的であります。

　根管内の歯髄を凝固せしむるには如何なる程度の熱を加ふべきかは之を決定するこミが困難

でありますが・大約囁氏80度乃至100度位がよいざ存じます。若し飴りに高歴の電流を通じ

ますミ歯髄に炭化してしまひます。叉か・る高い熱を加へるε歯根膜にも悪い影響を及ぼし患

者は高熱の爲に疹痛を訴ふる虞があります。

　從來の設明によりますさ歯髄の凝固は先づ第一に根管の最も狭い部分即ち根端孔部に起るか

ら甚だ理想的であるざの事で，之を信じて居る臨躰家も少くないのであります。か〉る人々の

主張によりますε，象牙質は歯髄印ち軟組織よりも電氣的抵抗が強いから電氣は主ミして抵抗

の少い根端孔を通じて流れるのだざの事であります。然しSturm（1930）の研究によるさ之は

極あて疑しいのであつて，印ち凝固は主さして針に最も接近せる部分に起るのであり，のみな

らす漁潤せる象牙質は良導禮ミして電流を歯根膜にまで傳達するミのこざであります。實際短

波「デアテルミー」では在來の長波「デアテルミー」よりも象牙質の如き硬組織ミ，軟組織ざの間

の電氣的抵抗の差異は少いのでありますから，丁度都合よ＾ぐ根端孔の部分の歯髄を早く且張度

に凝固せしめるミ云ふ企圖はi夢想に過ぎないのではないかざ思はれます。Waldewitzも亦此

方法に封する反封論者でありますが，其研究によりますさ歯髄は此方法では凝固を來さない。

自分の實験せる3例中1例だけが偶然に正しくdosierenされた爲に凝固したに過ぎなかつた。

從つて其敷果は疑ふべきものであるミ申して居ります。此業績は實験例が絵りに少ないさ云ふ

憾がありますが我々の實験例でも針を歯髄の表面に近く淺く入れた穿けでは歯髄全部の凝固は

起らない。從つて針を相當深く入れる必要があるε存じます。何れにしても此方法によつて所

期の如き敷果を暴げるには相當の経験，帥ち熟練を必要ざするさ思はれます。更に本法は根端

孔の大ぎな歯牙，從つて若き人の歯牙には禁忌εされて居ります。

　b歯臆壌疸の虚置即ち根管漕毒　本法は根管内に一定の藥液を入れて電流を通じ，之を加温す

ろ方法であります。帥ち之によりて藥物の清毒力乃至清掃力を促進せしめんざするのでありま
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す・此際使用せらるべき藥物は液歌にして電氣の良導禮なるこご，歯根膜に封して障碍を及ぼ

昌さないこさ・・強度の殺菌力さ溶解力さを有するこミ，50－60の温度にて殺菌力が最高黙に達し

且瓦斯月犬に移行するこミなさが要求されて居ります。かある要求を繭ヒすものは「クロール」の

製剤である「ヒボクロリート」Hypochlorit及び「クロラミン」Chloraminの二者であるミ云ふ

こさであります。借話が少しく岐路に這入りますが弦で「クロール」の製剤である「アンチフ、ル

ミン」，「ヒボクロリート」，「クロラミン」の三者に就て簡輩に述べさせて頂きます。

　Ey加chlorit自ロち吹亜盤素巌盤を含める製剤さして在來使用されて居りますものは御承知の

如く2種ありまして，「アンチフォルミン」ミデーキン氏液ざであります。「フンチフ。ルミン」は

約3％の次亜盤素酸曹達NaClOの外に食盤NaCl炭酸曹達Na，CO、苛性曹達NaOHを不

定量に含んで居り，NaC10による強い清毒力の外に，かなりに高い含有量のNaHOにより

て有機質，自口ち組織片，血液，腐敗物，細菌等を容易に溶解する特性があるのでありますが，

他方には此NaHOの存在する爲に生活組織を刺戟するさ云ふ訣黙を持つて居ります。從つて

鯖窩叉は髄室部の清掃ミか狭小なる根管の籏大清掃なさには優れ弛ものでありますが，使用後

には瑚酸水又は過酸化水素なさで中和する必要があります。

　デーキン氏液は「アンチフ。ルミン」中の刺戟性ある苛性曹達を重曹叉は瑚酸を附加するこε

によりて炭酸曹達叉は瑚酸曹達に慶ぜしめ，無刺戟さならしめたものでありまして（NaHO十

NaHCO3＝R20十Na2CO3又は2NaOH十4H3BO3＝Na2B407十7H20＞，0．5－0．7％のNaC10

ε0・4－0・5％のNaCl叉はNa3B407を含んで居ります。叉「ヒボクロ9－｝」Hypochlorit

ざ呼ばれるものは成分が明示されて居りませんが恐らくデーキン氏液ミ同一物で，有数NaClO

の含有量は10％であるさのこεであります。

　NaC10の作用は一般に「クロール」にあるさ信じられて居ります。即ち「クロール」は蛋白質及

び膠質中の水素ミ置換して「クロラミン」を形成する。叉は水ミ化合して酸素を遊離せしめ，之

によりて酸化作用を螢むので間接の酸化剤であります。然し之は「クロール」の分離よりも寧ろ

二様の形式に於て酸素の直接分離であるざ主張する人もあります（（1）NaClO雪NaCIO十〇，

（2）　3NaClO＝2　NaCl十NaClO3・…NaC10，＝NaCl十301。

　fクロラミン」Chloraminはデーキン氏が「ヒボクロリート」を推漿したる後更にCohn氏ミ

共に有機性「クロラミン」類の清毒作用を研究して登表したもので，「クロラミン」T，Mianin，

Aktivin・Tolamin，　Halominなさの別名を有し，昭和7年第5版日本藥局法中に探用され

たものであります。化學上では「パラトルオール，ナトリゥム，スルフ言クロラミド」CH3・

CO且壬・SO2・NCINa（1・4）＋3且20さ呼ばれ，微に次亜盤素酸様の臭氣を宥する’白色結晶性の粉

末で，水，「アルコール」，「グリセリン」に易溶，「クロロホルム」，’「エーテル」には不溶であり

ます。本品は25％以上の有敷「クロール」を含有して居ります。本品はrヒボクゴリ戸ト」ε同じ

く組織に障碍を與へす・蛋白質蚊に血清を凝固するこミなく，汚染せる創面，腐敗物等に封し
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張力なゐ殺菌作用を現はし，其殺菌力は「ヒボクロリート」の約4倍さの事であります。本品も

亦腐敗物の存在する際には「クロール」を分離して間接酸化作用を螢むミ申されて据りますが

Pickhahn氏は「クロール」の分離よりも酸素の直接分離を圭張して居ります。

　　　　　　　C、H、〈§ま・N＜謡a＋且・・－C・H・＜鍬NH・＋NaCl＋0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「トルオールズル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食盤　酸素　　　　　　　・　　　　　　　「クロラミン．水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フォーンアミード」

餓塵しても・ク・ラ・ン・の糖力1よ加温によりて著しく燵されるもので，20度の抑が

’50度になれば作用力は20倍も昇るさFlohr、氏は申して居ります。根管治療の目的には0・5一

零％の水溶液が主に用ゐられますが或は12％のもの乃至稀繹泥状のものを賞用する人もあり

ます。Mamlok，　M廿nzeheimer等は最初に「ヒボクロリート1を使用し，次で本品を使用する

こεを推漿して居ります。次は本問題に立ち聾り根管浦毒に就て申し上げるこεにいたしま

す。之には色々の方法がありますが其二三を塞げて見ますミ

　1．　クリスチァンぜンKristiansen氏法　（1）「レントゲン」撮影。（2）鯖窩を開き・外形を

定め，軟化象牙質を除き，髄腔を充分に開く。（＄）ミラー針を根管の上部に置き50－60mAの

電流を20乃至30秒間通じ，針を漸次根端に向つて深く進める．（4）弓鍍の1肯毒剤例へば1％

「クロラミン」を以て根管を洗ひ，鑛大する。（5）針を漁潤せる根管内に根端に至るまで播入す

る。（6）痙痛の起るまで電流を徐々に上昇せしめる。（7）根管充填を施す・

　2．　ミンッェハイマーM廿nzeheimer氏法　（1）窩洞を開き髄膣を露出せしめ，乾燥する。

（2）H20，を「ポンプ」作用によりて根管内に入れる。（3）電流を2同通する。根管内に「ヒボク

ロリート」を「ポンプ」作用にて入れる。（5）電流を2同通する。（6）根管を器械的に旗大する。

（7）根管内に「クロラミン」液を「ボンプ」作用にて入れる。（8）電流を2同通すろ。（9）「ペーパ

ーボィント」にて根管を乾燥する。、（10）根管充填（Pasten－oder　Zementf益11ung）。

　私は大禮に次の様な方法がよいではないかざ存じます。　　　　　　　　　．　　　　　1，

　（1）「レントゲン」を撮影し根管ε根端の封犬況を検査する。（2）鯖窩を開く・此際抵抗形態・

保持形態，便宜形態なさを顧慮して豫防籏大を行ひ，外形を定める。（3）「ラバーダム」を装置

する。（4）軟化象牙質叉は病的歯質を除く。（5）髄腔を充分に開く。此間「アンチフォルミン」

を綿球に浸し手術野拉に歯牙を反復清掃する。（6）髄腔内に「アンチフォルミン」を入れ・太き

探針にて所謂洗盤法を行ひ，腐敗物を溶解せしめ，綿球にて拭ひ去り・同じ方法を3・4同反

復して漸次根管の上部より申央に向つて太き針の描入し得る範園を清掃する。此際電流を通じ

て藥液を加温すれば一層有敷である。（7）「ヒボクロリート」叉は「クロラミン」溶液を根管内に

入れミラ＿針を根管内に梢ヒ深く入れて電流を3，4秒間通じ藥液を加温する。（8）根管用針・

抜髄針を以て根智を清掃する。根管若しi挾小なれば「カーフ・イル」・「リーマー」等を用ゐ「アン

チフ，ルミン」ざ共に器械的化學的籏大を行ふ。（9）過酸化水素にて「アンチフ。ルミン」を中和す
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る。（10）漁氣を去り根管内を電氣針にて3－4秒浦毒し乾燥する。（11）「フ。ルマリントリクレ

ゾール」を貼附し假封する。（12）吹同に於ては∫クロラミン」溶液を根管内に入れ電流を流し，

同じ方法を2，a同反復する。（13）根管を乾燥し充填する。！　　　、　　　　　＿　、

　之を要するに短波電流による根管療法は2同乃至3同の治療にて結果がよく，時間的にも経

濟であるざ申されて居ります。　　　　．　　・　、

　C獲存歯髄の虚置　「ペルカイ、ン」，．「プシカイン」り又は「ネオテジン手ス」等の局所麻醇液を

根管内に入れ，電流を通じて後抜髄するのであります。

　d．歯根肉芽腫の虚置　（1）「レ≒トゲン」爲眞を撮影し肉芽腫の位置，大さなさを定める。（2＞

歯髄壌疽の場合ミ同一一な方法により根管を清掃潰毒する。（3）乾燥状態ミなれる根管内に針を

播入し，肉芽腫の大なるものには根端孔を通して病竈の中央まで針を押入し進め，小なるもの

であれば僅に根端孔より針を突出せしめる。（4）10mAの電流を20－30秒間通する。自口ち患

者が熱さに堪えるまで加熱する。（5）再び根管を清掃清毒し，乾燥して根管充填を施す。但し

か｝る方法が肉芽腫に封する良好なる治療法であるかさうかは疑はしいミ存じます。

　e有痩膿瘍の虚置　歯髄壌疽又は肉芽腫の揚合さ同一なる方法にて塵置すればよいのであり

ます。即ち局所麻醇を施した上で一方には根端病竈に針を入れ，通電して凝固法を行ひ，他方

には痩孔部より針を入れて同じ方法を施すのであります。

　f止血法　歯齪叉は口膣粘膜の出血を止むる目的に慮用する揚合があります。此際には球形

の作用働子を使用し，出血面をなでふ蛋白を凝固せしめ止血を計るのであります。

　以上申し述べましたaよりfに至る総ての場合に於て電流を通する目的は，組織を凝固せし

むるか，叉は藥液を加熱して浦毒力を檜進せしむるかでありますから，あまりに強い電流を通

するこミは努めて避けねばなりません。之に反し強度の電流を通しますざ根管内に於て液匿は

急速に煮沸され・叉爾髄組織腐敗物，食片等の有機質に鯛れますざ之を焼蓋炭化せしめます。

かふる炭化法は根端組織に封して有害でありますからあまり推賞すべき方法ざは考へられま．

せん。但し電流の強賜換言すれば出力の強弱は「アンペーアメーター」を以てしても正確に定め

るこミは色々の理由から困難さ思はれますから，要は自己の使用する器械に就て多歎の経験を

積み其揚合々々に慮じて適當に出力を調節するこミがよいざ存じます。

　　　　　　　　　　　　　　B　電氣的切開，切除，焼灼

　電氣切開の理論は前に申し上げまし1ヒ通りで，印ち織細なる作用働子の尖端に電力を集中せ

しめて放電し，之により組織を爆護切開するのであります。作用働子は其用途により色々あり

ますが主に用ゐられるのはミラー針ミ係蹄歌錬Schlingendurchmesserの2種であります。而

してミラー針は圭に直線歌の切開に用ゐられ係蹄駄錬・Schlingeは歯蝦辮の切除，病的組織片

の試験的切除等に使用されます。特に刀歌をなせるものはあまり必要でありません。

　器械の使用に慣れない人にありては手術前豫め，牛鳥の肉片を用ゐて凝固，凝固切開，鋭利
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切開，炭化の起る状態等を観察し，、之によりて電流の強さの調節，作用導子の蓮用法，非作用

導子の位置なさに就て充分に考究するがよいミ存じます。非作用導子は之を手術部に近く置け

ば作用導子の切断力は盆ヒ増加いたします。更に作用導子は其尖端を先づ組織に接するこざが

緊要でありまして，廣い面を以てしてはあまり有敷でありません。膿瘍の切開な曹には通法の

如く局所に沃度「チンキ」を塗布し，局所麻酔を施し弛る後ミラー針の尖端を以て梢≧迅速に引

けばよいのであります。叉歯齪繍を切除するさき或は組織試験片を切除しようεするミきにに

は係蹴犬錬を用ふるを可εします。何れにしましても作用導子を組織に鯛れますれば電氣火花

を登し組織を燃焼して煙を塞げ，異臭を放つので，此鮎は患者にあまり好感を與へないさ存じ

ます。針叉は係蹄を使用する際には先にも申しました通り先づ其尖端を組織に鯛れしめ，次で

電流を通じ，切断終らば直に電流を断つこミが必要であります。電流を通じ江ま〉不必要なる

部分に作用導子を鯛れるこさは危瞼であります。從つて作用導子の把柄には必す開閉器をつけ

ゐか叉は足躇みの開閉器を用ゐねばなりません。叉あまりに高歴の電流を通じますε針叉は係

蹄錬が熔ける恐がありますから注意を要します。創面の駄態は電力の強さミ作用導子蓮行の速

さによりて一様でありません。即ち電墜を高め且作用導子を迅速に蓮行せしめますミ創面には

組織の凝固を見るこさ極めて少く，・『從つて其治癒も普通の鏡利なる刀を以て切開せる揚合ε異

りません。之に反し低き電歴の下に，或は導子を徐々に引きますさ創面に凝固現象印ち痂皮を

生じ，後軟化して肉芽組織を生じ治癒いたします。從つて所謂第一期癒合が起らない課であり

ますが，之は口腔内にありては實験上さまで重大なる鋏黒占ミは思はれません。

．電氣切開叉は切除法の利盆ざする所を塞1ナて見ますε，（1ウ止血作用を有するこざでありま

す。印ち刀による切開ミ異り出血を來すこさが少い。從つて深部の手術，血管に富む組織の切

開叉は切除等に有利であります。術係蹄状導子を以て腫瘍組織の一部を切除し叉は歯齪辮…を除

く場合なさには遙に外科刀よりも便利であります。（2）切開又は切除面の細菌は熱の爲に死滅

しますから創面は清潔であり，叉血管や淋巴管を同時に閉鎖いたしますから病毒の傳搬，腫瘍1

細胞の轄移なさを防ぐこミが出來ます。從つて手術不能なる腫瘍ミか，潰瘍面の破壌等には有

敷であります。更に鋏貼ざ思はれますこミは（1）熟練せざる限り之を一般の外科刀ミ同じに使

用するこミが梢㌃困難であるこさ，叉筋肉に封しては多少攣縮を起さしめますから豫期しない

部分を切断する恐があります。（2）火花を登しますから「エーテル」，「アルコール」等を爆獲叉

は黙火する恐があり，叉煙を塞げ異臭を放つので患者に不快な感じを與へる恨があります。

（3）後に組織の壌疽を來さしむるこミがあるさの報告もありますが之は寧ろ不熟練の結果では

なからうかざ考へられます。

　次に焼灼でありますが之は普通の焼灼器ミ同じ檬な目的で使用すればよいので，導子さして

はミラー針叉は「シリンゲ」を使用いたします。私共の経験によりますざ隣接面鰯蝕なさの揚合

に歯齪の一小部分を除くさか，又は歯槽膿漏の治療時に同様に歯麟の一小部分を焼灼する必要



287
一一ｩ近に於ける短波療法の薗科的慮用に就て．． 45

　ずがあるさきなさに係蹄状導子を使用．しますざ，遙に普通の焼灼器よりも容易且つ手際よく其目

的を達し得ゐさ信じます。此外まだ口膣外科手術の一部ミ．して電氣炭化法ミか電氣滑毒法さか
　　コ　コ

黛慮用されて居りますが之は省略するこミ亡いたします。　　　　　噛

　　以上甚だ簡輩ではありましたが之で現今歯科に於ける所謂「デアテルミー」療法の大綱を申し

上げナこつもりであります・最後に之を総括的に批評して見ますれば（第1）讐療法的方面に於て

は在來の長波「デアテルミー・離襯今ρ短甑は超短瀬灘駒て騙灘れつ・あ礁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　ぴロ
髄るのであります・然の碑らす短波雛1こ於きまレても勘の少い雛を以て作用導子を

直接患部に作用せしむるよ・りも，出力の高い超短波の器械を用ゐ，硝子乃至塞氣の層を隔て〉

間接瞬部にあて・出聯だけ灘1こ砕等に作用せ・しめるの船理的である紛見解醐を

占めつふある歌況にあるさ存じます。　、』　　　　　F　　　　　　』一

　次に（第2）外科的方面の慮用に於きましては在來の長波「デァテルミ，一」ミ短波「デァテル：ミ

ー」εの間には大なる相違を見出しません。・自ロち後者は前者に代用し得るものであるミ申せば

よいかざ存じます。然し荷れにしましても所謂短波療怯はまだまだ嚢達の途中にあるミ思はれ

津すから其利害得失等に就ては筒今後の研窄に倹づべきもg）が多いさ存じまナ。長時間御清i聴

を煩しましたこミを感謝いたします。（拍手）
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πoん引，’Diathermiebehandlun昏Erwiderung　auf　die　Stellungnahme　Dr．　M直nzesheimers　in　NL　2　der

ヱahn註rztlichen　Rundschau．　Z．　R．1931，　Nr．5．39）1粥，．　Tん．　u．　Rθεゐθ，　Th．，　Der，　Wirkungsmeρha・

．nismus　und　die　physikalisch．biologischen　Gewebsvorgange　in　der　Elektrochirurgie，　insbesondere　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

beim　elektrischen　Schneiden．　Dtsch，　ZeitschL　f．　Chir．ぞBd．233（1931）．　S．517．、40）1Fb1んe伽，　Zみ

℃hirurgisφe　diathermie　in　net　wortelkanal．　F．　d．　Z．、1933，　L．7．　S．433．　41）Gεbαπθ侃E，　Die

．Anwepdung　der　Diathermie　zu岡Tiefendurchw血mung　im　Kieferbereich．　K61n：Diss．48．　S．　D．珂．　f．

．Z．1932，　H．10．　S．460．　42）θゴθ旋，　E．，　Ober　Diathermie　in　der　Zahnheilkunde．．D．　M．　f．　Z．1931，

－H．11．S．537．　43）θo髭あθゐ，　B，　u．　B．0併ゐ伽，　Ver銭nderungen　im　Periodontium　nach　chirurgischer

，Di・th・・mi・・耳・f・S・1930，耳t・12・S，1208・44）G・・鰍πE・Di・Di・th・・ml・b・h・孕dlung　d・・

・・9・ng・琶・δ・en耳・h・…Ed・Z・1933・L7・・S・433・45）Gr・騨鵬L・」・・dよL・丁孟ρ吻…

Experimental，an4　applied　studies　i　n　electrosterilisation．　D．　C．　VoL　72（1933），　Nr．5．　46）G駕伽coZα5，

髄Di・th・・mie　und　St・ahl・nth・・api・b・i　d・n　d・nち・1・n　und，perid・nt・1・ρK・ankhρit…Z・f・SI　Jh・g・畠29・

＜1931）．Heftr　11．’47）Eαπ6e7γ5∬θゲ，・耳，・Zur・Wundheilung　bei　Anwendung　des　Hochfrequepz・

・schnitt6s．’Bfuh’s　Beitrl　z．『klin．　Chi止．（1931）．　S．453，258、』　48）πε伽2，正Ze2sθ，　Erfahrungen・董ber

・Kurzwellentherapie噛in』der　Zahnheilkunde．　D．　Z．　W．1935，’38．『Nr．33．　S．765．49）H嘱A．，　La’

Di。th。。血i。　dan，’1。p。atiq・6　dentai・e．・・n・a・t・．一．D．　M．£Z．1931，　Ht．・17．－S．86α50）玩吻，　C　B・，
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M6di・al　di・th・・my　ih　d・・ti・t・y・Rd・之・1933，　L　8・S．54a　51）伽・・娩Di。　p。akti感。h。　A。．

wendung　d・・Di・th・・mi・i・der　m6d・m・Z・h・h・ill・U・d・・F・、　d・Z・1931，　L　8・Liter．　S．、679．52）

　11θηsθ♂θち11」u・Pガ伽，11，Die　praktische　Anwendung　der　Diathermie　in　der　Zahnheilkunde．3．　Aufl．

B・・li・・（1934）・53）∬・…1・ケ・E，　Di・・hi…gi・ch・Di・th・・mi・i・der　allg・m・i…畑d。p。。i。li、．

tiscL・n　P・axi・・R・di・・t・V・・1・＆B・・li・・．N・・24・54）鞠伽脇E，　Ober　H・・hfreq・・nzchi。。。gi。．

B・un’・B・it・・153，19呂1L　55）乃・癩㎞即，　A．，　E藤B・it・篭．　zu・F，ag・4er　Gi。givekt。血i。　mi丘。1，　chi，u，．

gischer　piather血ie・』Z・R・1931，理L　51，52・　56）加彿e殆α祝P，　A，　Die　Ve耐endung　der　Diathermie－

sc丘益hg脅溢・d劔zahn註rztI輔en　Ch幡rg艶、．　D．　Z．　W．1932，　Nr．23．57）翫鵬θ伽吻，　A，　Die　Stellung

der　Elektrochirurgie　im．　Kahmen　d6rσperativen　Zahnhel取unde　V．　f．　Z．　i933，　Ht．2．　S．226．　58）

痂物θ盈α即，4．，Gewebsver益nderungen　und　Wuhdh6ilung　nach　ElektrokQagulationen　in　deゴMund・

’h6hle・・Vl　f・Z・1933，　Ht・2．　　59）J吻3孟ε偽E．，　Les　utilisati6ns　de　Ia　diatherhlie．chirurgicale　dans　la

pratiΦe　medicale．　R’d乙Z．1931，．　L　8．1．iteL　S．’ U61．　60）καη），　Eine　neu6　Art　der　Wundbehand－

lung　durch　elektrischen　Strom．　ZbL　f．　Chir．1930，』S．4乏．　．61）Kノαε併，丑砿，　Diathermie　in　Den－

tistry．　F．　d．．　Z．1932，　L　6．　LiteL　S．600．62）Kゴoθγ」β．，　Diatheゴmiedosering．　F．　d．．Z　1933，上．7．　S．

432；』63）K1θ’，　Z丑，　Zur　Heilung　der　mittds　Hochfre句u6nzschnitt6s　gesetzten　l　Wunden．　Z．－R．

1珍32，Nf．3．　S．114．、64）K1ε乞π，　Einige　Mitteilhnge血．五b6r　die　Anwendung　des　Diathermiestromes

in．d6r．Zahnheilkunde．　Z．　f．　S．1929，　Heft　5．　・65＞K♂ε肋，1〃．，　Die　intermittierende　Anwendung　des

Diathermiestrom6s．　Eine　vor1琶u∬ge　Mittbil血ng．名6　fこSジJhrg　2g（1931）．　Heft．1ユJ　S．1305．　β6）K1ε・

伽eπちE，Zum　Kapitel　Diathermie　in　der　Zahnhe1lkunde．・Z．　R．1930，　Nr．5．　S．173．　67）KZθ伽επ孟，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の且・Die　chi・ufgi・ごh6　Di・thermi・b・iサ・・Wurzelb・h・・dl・ng・Z・R・1930，．N・・5…N・．17・68）

Koケoω漉物，　L．　uhd砿」α85ゴεoω3勉，口ber　die　Einwirkung　der　Diath6rmle　anf　die　Emigration　der

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
Leukozyten　in　der　Mundh6hle＿Zeitschr．　f．，d．　gesamt6　phys．　Theゴapie．　Bdl　31（1926）．　S．13－17．69）

　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　1（ooα僧3c痂c1ヒ，　Zr　Uber　den　derzeitiεen　Stand　der　Hochfrequeh乞therapie．　F．　d．噛Z．1932，1．．9．　Liter．

S・59α「70）K・ω・働彦ん，みEine　V…i・ht・・gzum　S・h・驚・e　g・g・n　Dia融mi・b・enn・・gen．　F．　d．　Z．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ
1931，L．’8．玉iter．　S．684．．．71）飾α即，　E，，．　Die　Desinfektions　des　Wurzelkanals　und　des　periapikalen

Gewebes　niittels　chirurgischer　Diathermi6．　Z．　R．1935，　Nr．12．　S．511．72）Kγ盛s伽η5επ，　Die　Dia・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ

thermi3’in　der　Zahnheilkunde．　V．　f．　Z．1929，　Heft　4．　73）Kγzs孟iαηsεπundαesθη，　Die　Behand－

1uhg　der　Wurzelerkrankuhgen　mittels・chirurgischer　Diathermie．　Tandla6gebladet，　Febr．1928．　74）

K魂2r，　PらDle　chirhrgische　Diathermie　bzw．　Elektfokoagulation　bei　der　Wurzelbehandlung．　Z．　R．

1930・N・1・12♂75～K漉ん・・認，むber　ei・ig6　b・i　d・n　Di・th6・mi・・P・・ati・n・h　auft・et・nd・G・w・b・・

…a・d・・b・g・h・・dib6・ih・e　B・d・・tung．　D．　M．　f．　Z。12，1931，　S．613．76）LωΨ，4Di・Di・ther－

mie　ih　de士zahnarztlichen　Praxis；Z．　f．　S．　Jahrg．28．　Heft．10．　Oktober　1930．　・77）Lω雪，ハ凱，・Kom－

bini6rte　Anwendung血hysikalischer　Behahdluhgsmethoden　bei　Pulpaボund　Wurzelerkrankungen

（pi・th・・mi・h・d　Radi・m）．　z．　R．1930，　NL　21・．22．78）L漉，cん，　E，　Di・ve。h芭加ng。。。　Di。．

thermies6hadigungeh　unt6r　Mitt6ilung　von　2　schweren　Verbr6nhungeロ．、・F．　ld．　Z二1931，　L．8二LiteL　S．

β85．　79）」翫e6θ3鶴〃，　P，，’Kurz．　und　Ultraku滋well6n　Biolo窪ie　u　Therapie。　80）L2θうθηsπ忽，　P，　Kurz－’

曽ellentherapie．　R　d．　Z．1933，　L．8．　S．547．　81）L膿，五．，・piathe土mi臼behandlung　der　Trigeminus．

neuralgie．　Wien．　KL’Wschr．1931；N二12．　．82）層加κ，』．∫臼ber　die．Fbrtschfitfe’in層der　Therapie

derヒT項量93minu白・］耳6uralgi白・・Z・R．4933，　Nr．21．　S6ite　991．　83）．1砿αd励誘，　E．1・Beitr益ge‘zur　Wnrzel－

behandlung　mit　Diathermie・Z・£．S．．1933，．34．　S．・1513．　84）ル翫9〃α瑠．θ．，・H6chfreΦen乞schnitt

u蜘・・ゆ6・ative　I・f・kti・n・E1』d；Z・・1933・L・1・S・40・85＞福・甜・勉，α哲b・f　di・W・hdh・il・ng

lmach「elektrischen　O⇔6rationen．　Aゴch．五・klin．　Chir．　Langepberg　Aゴchiv．．1932．　86）忽α伽10ゐ，正五」，
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Di。th。。mie．　Z．　R．1930，．N臨i7．87）孤副。んμみDi・th・・mi・i・der　Z・h・h・ilk・・d…K・B・f・・Z・幽

　　Jahrg．55．　S．7－18，1931，　Heft．1．、」88）忽α配oゐ，11訊，　Betrachtungen苞ber　M廿n乞esheimers　Stellung‘

nahm・・u・Di・th・・mi・b・h・耳dlung　ZごR．・1931，　Nゑ5・89）砿・燃・．　E」・Di・th・・mi・i・d・・Z・h・一

　　一hei振unde　F．　f．　Z．1932．　L　9．　L赴er」・S．・596．90）1砿α79ωε乞，7．，・La　diatermo・coagulatione　hella　cura

　　dei・tumori　della　cavit註・hoccale．・D」M．　f．　Z　1931，　Ht．・17∴S．・860．91＞1協αγ9π28，　T・，　Die　Diathermo－

・k・・g・1・ti・n　b・i　der肩・handl・・g…T・甲・・en　im・Mund・・E乱Z・1933・L8・．S・544・・ゴ92ン吻・偽

　　CD．」．　Ei。ig。’P。ak細h・宜i・w・i・e．・u・A・w・ndung　d…Diζth・蜘・i・der　Z・h・hdlk・・d・’F・d・しZ・

　　1933，L．8ぎ．l　S．542．．　93）忽ε〃θ？～、砿，むber．　strittige．Fragen　in　der　Histologie　des　Schmelzoberh銭ut－

　　che誌．　V．　f　Z二1930，　Ht」．．S．42．．94）瓢α雪砺E．，　Der・Hochfrequenzstrom、in　der　Zahnheilkunde．

　　・Z．「R．1935，4．，S．，151　95）、脇cんαeあs，．1孟K．，．Diathefmie　in．　derZahnheilkunde．　Z．　f．　S．1934，、7．　S．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ

　　425．　96）M諺sch，　Hochfrequenz。Therapie　in　der・zahn謹rztliぐhenTraxis．，Mi5ch，．F．　d．Z．　Bd．4．7．　Juli

・1928．．97）M観。。ジ砿Di・Di・thermie層i・d6・Z・h・h・ilkund・．　D．　Z・W・1930，・翫9・98）・醐1…

砿Di。　V。，w。ndung　der　Di・th・・mi・b・i．亘・・W・rzelb・handl・ng，　V・・h．．der　67・Vers・d・・Z・D・’Z・

　　Stuttgart（1930）．99）1胚捌θち肌，　Ein　B6itrag　zum　Bleichen　verf註rbter　Z銭hne．　V．　f．．　Z．．1930，　S．259．

100）M㈱。、ん。伽。偽．凡Wurzelb・h・bd！ung　mit・Di・th・・mi・．　F・・tbild・・g・v・・t・ag　i・・d・・Z・h・銭・ztl・

　　・Univers．　klinik，．　Berlin　am　3．10．30．10i）1吻πzθ8乃6伽召r，．且，　Stellungnah坦e　der　Diathermiebehand－

　　lung，　wie　sie　von・Dr．　E．　Flohr　und　Dr．　W、　Flohr　erneut　angegeben　wird・（z・・R・’1930・Nr・・48）・Z・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
　　・R．1931，Nr．・21102）必伽zθsんe痂θg～E，　Die　therapeutische　AnWendung　def　Diathermie　und　Li6ht－

therapi。　b。i　E。k・a・kungen　d・・25h・・und　d・・P・・ad・nti・鵬Zf・．S・」hg・29・（1931＞11・・H・ft・

103）碗売・・sん・繍EヂDi・W・・z61b・h・・dl・ng　miちH・6hf・eq・・nzst・6m…B・・li・isch・Vd・1・g・…t・1・

　　1931．104）1瞼ηz23んθ加θ偽Ergebnisse－von　Wurzelbehandlungen　mit　Hochfrequenzstrom　und　Radisan，

9・wbnn・n　d血・h・y・t・m・ti・ch・R6htg・nna・hp・廿f・・g・、D・Z・W・1933・N・・40・S・947－957・105）〈吻・…R・・

　　Die昌chirurgische　Diathermie　bzw．　Eektrokbagulation　bei　der　Wu士zelbehandlung．、Z．耳，．1930，・Nr．22，

106）N。幡，C且，　S・・gi・al　di・th・・my　i・d・nti・t理・（A・D・S・4，1928）・Ed・Z・1929・S・714（ID・

　　107）01θ8θπ，孟bg」E・K儒伽πseπ，・Behandling　of　Tandrodslidelser　oed　Hjaelp　af　kirurgis奪Diathermieゼ

　　（Tandlaegebl．2，’1928）．・F．　d．　Z．6，1929，　S．528（II）。”　168）・0拍απ，　B・，　Gewebsver議ndemngen　im

P・・i・d・nti・m¶a・h・hi川・gi・cher　Di・th・・mi・．（Z・f・S・1933，　HL．18・S・1154）・‘109）躍・鵬瓦

　　Two｝cases　of　carcinom　of　the㌔check　treated・by　diathermy．　F．　d．　Z．8，1929，　S6730（11）・　110）

　　％3sZθ7，．正五碓，　Der　heutige　Stand　der　AusfUhrung　und　Anwendung　der　Elektrochirurgiε．、・F．　d．　Z．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　1932，，L．．9．　Liteh　S　592．’111）・PlcんZθ％耳，　Diskussion　zum　Vott茸ag　von　A・’Lux・Die　Diathetmie－

　　behandlung　der　Trigeminugneuralgie．　Gesellschaft　d6r　Aerzte　u・Wiener　wissenschaftl・Sitzung　am

　　a3ニユ931，　Wi・n．　m・d．　W・chL　1931，　N・．・12・112）・翫伽…E・B・it・ag・u・B6h・ndl・・g　d・・al・・61・－

d・nt・1・・P・1y・晦i・i・mit　Di・tbermi・・D・Z・W・1934・N・・11・’S・259・113）E・伽・．1・dikrti°nehl

　　．und　Technik　des　Gebrauchs　der　elektrischen　Hochfrequenzstr6me　in．der　Odont6st6matologie・『III．

　　　Das　elektrische　Bist6uri．　F．　d．　Z．1933，　L．8．　S．545．．114）P∫ε弥oπ，　Die　Indikationen　un4　die　Techhik

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼ

・　de，　Vαwendung　der　elektrischen　Hochfrequenzstr6m6　in　der　Odontosto血atologie・－F・d・Z・1933・L・－

　　　8．S．54翫『・115）R。ρゐ。。た。。，　A，　Chi・u・gi・ch・bi・th・・mi・…W・rzelb・ha・dl・n昏K・B・f・．　Z・1930・

　　　N二9．116）R伽ゐ面，P、，　Unteτsuchungen荘ber　die　A血wendungsn等δglichkeit　der　d，Arsonval．Hoρhfr合quenz－

　　　・t・6m・i・d¢・Z・h・h・ilk・nde蒐，・nd』b・kteri・id・Wifk・・g・n・S・M・f・Z・NL　11・‘Sゼ113a　117）‘S・厩吟亀

　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　0．，Vorl義u丘96　Mitteilungen五bbr　die『Verwendungsmδglichkeit．von　Kuオzwelle血zur　Wurzelbahand－

　　．lung．　Z．・五S．　Ht．14、　S．1935，875．118）Sc硫ε髄dんθ，　E．，　Ultfakufz腕ellen　ih・der　Medizin．　F．’d．．Z．

．1933，．L8．　S．548．119）Scん砺θcゐθちJl且R．，　Vefsuch6　hlit　chir血rgischer　Dia協¢r㎜ib．’Dl　M．　f　Z．
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193i，　Ht」6．　S．・817．120）8c襯ゴεcんε¢，　Z正1．　R，　Resultaten　von　Behandlung　mit　Diathermie．　F．　d．

Z．1932，L．9．　Liter・S．599・　121）Sch勿ε6んεr，　J　E・R・，　Diathermie　in　Dentistry．　D．　C．1932，　No．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1．’o．1．　122）Scん侮θcんεr，∫ER，　Uber　Messungen　von　Temperatureh，　die　bei　chirurgischer　Dia－

thefniie　auftlaten．　F．　d．　Z．1933，　L　8．　S．546．　123）「幽Scん吻2cんθ？～J二ER．，　〔〕ber　gefahreh　bei‘der

An面end血ng　de士chirurgischen　Diathe㎜ie　ilh　Wurzelkanal・F・d・Z・1933ゴL・7・S・433．　124）

Scん而4舌，窃er　einen　Misserfolg　bei　der　Diathermiebehandlullg　der　Gangr銭n．　Z．　R　1931ゴNr．23．

125）勿．Sεεηzeη，　E．，　Elektrochirurgie．　Misch，　F．　d・Z・1932，8・Bd・Lieferung　1・　i26）S読oη，　A・，

亡ber　Wurzelbehandlung　mit　Dlather血ie。　Z．　R．1931，　II，1502こ1504．　D．　M．　f．　Z．ユ932，　H．7．　S．326．

127）8漉π勿，G．（Rom），　Ober　eine　neue　Ozontherapie　in　der　Zahnheilkunde　mitteles　Hochfrequenz－

stro田e＄．　F．・d．　Z．1933，　LI．7．　S．430．ユ28）Sp2θ8β1，　E．　A，　Klinische　und　experimentelle　Untersuchun－

gen　hber　die　Wi士kungen　von　Diathermie　auf　gesteigerten　Skelettmuskeltonus　und　auf　Tremor－

zustande．　Zeitschrl五d．　ges　r　Neurologie　u．　Psychiatrie，　Bd，122（1929）．　S．488－498．　129）Sμオ2？η窃〃θ鍔

W．，’ dl。kも。。。him，gi・ch。　W。ndb・handl・ng　mit　d・m・ch・・id・・d・・H・・hf・eq・・nzst・・m・．　F．　dL　Z，1931，

L琴．Liter．　S40a　130）5孟αγ忽，　Z，、　Qu県ntitative’Messung　der　Diathermie．　pl　M．五Z．1930，22．　S

1475・131）8鰍・G・・．Di6・hir・・gi・ρh・Di・thermi・b・i　d・ギ・xp・・im・…ll・n　Wurzelb・h・ndlung・S・

M．f．　Z．、1932，．Nr．11．　S．945．　132）8診ε伽，　C．，　Sp註tsch註digungen　n母¢h　Diathermie．　F．　d．　Z．1931，

L8．　Lit・・．　S．688．133）sオ・倣，　E．，　Chi・u・gi・ch・Diath・・mi・b・i　Wurzelb・hρ・dl・・g・Z・R・1930，

Nr．40．　S．1729．134）Sオω舩，　E，　Chirurgische　Diathermie　bei　Wurzelerkrankungen．　Z．　R．1931，

Nゴ．40．　135）Toδ乞αs；E．，　Wirksa血keit　und　Unwirksamkeit　der　Diathermiebe垣andlung．　D．　M．　f．　Z。

1931，H．　S．442．136）Tr翻scん，11．，　Die　chirurgische　Diathermie　bei　d就Wur乞elbehandlu喀Z．　R

1930，Nr．20．137）野ε翻，　E，　Schmerzbek御pfung　durch’Strahlentherapie．　D．　Z．　W．1931，　Nr」7．

138）こπZm侃η，　E6，　Diskussion　zu　dem　Vortrag　vo恥A・Lux・　‘Die　Dia中ermiebehandlung　der　Tri－

ge皿inusneuralgie．　Sitzg．　d．　Ges．　d．　Aerzte　ln　Wien　am　6．3．1931，　Nr42．　S．410．139）y伽ez，　A，

Diathermopenetration血nd　Diatherln6koagulation　in　der　Odontologi6．　D．　M．£z．1933，　Ht．9．　S．409。

14Q）砺α♂θ翻2，・L・，　Ober　wurzelbehandluhg　mit　Diathermle　nach　den　bisherigen　Erfahrungen’und

eigenen　Untersuchungen．　D．　M．　f．　Z．1932，．　Ht．1．　141）の．陥αdθω伽，　L．，　Folgeerscheinungen　des

pulpagangr議n　und　der6n　Reein亘ussung　durch　Diathermiebehandlung．　D．　M．　f．　Z．1932づHt．15．142）

　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
レ7α4eω伽，　L，　Ubbr　Diathermie　und　Kurzwellen．，Z．　f．　S．1933，9．　S．661．143）凧αgπθ¢，　H．，　Kur若一

wellentherapie　in　der　Zahnheil輩unde．　Z．　f．　S．1935，　Ht．4．　S．237．　14午）、．．四α1孟θ斜K．，　Die　intermit－

tierende・Anwendung’des　Diathermiestromes．　Z．　f．　S、1931，　Ht．11．　S．1305．　145）砿α58・fθπ，、K．，

Kritische　Betrachtungen曲er　di6　Anwendung　der　Diatherlnie　in　der　Zahnheilkunde，廿ber　ihre　indi－

kationen　und　ihre　Grenzen．　Z．　R．1930，　Nr．14．　S，750．146）砿αsgJεπ，　K．，　Nach　einige　Bemerkun－

gen　iiber　die　Anwendung　der　Diathermie　in　der　konservierenden　Zahnheilkunde，曲er　ihre　indi－

kationeb　und　ihre』Grenzen．　Z．　R．1930，　NI・．32．147）厩確θπ，　K，　Weitere　Behierkun含6h廿ber

di6　An斑endung　deゼDiathermie　in　der　konservierendeh　Zahnheilkunde・尊ber　ihre　i昇dikatignen　und

i｝｝re』．G可enzen・．（Erwiderung　auf　den　Aufsatz　voll　Dr・Eugen　Flohr．und　Dr・「 valtef　Flo｝｝r　in　Nr・48・

der　Z．　R．1930）．　Z．　R．19ヨ1，　Nr．3．448）1物乞Z，　M，　Diskussion　zum　Vortrag　von　A．　Lux．　Diather．

miさ励a血dlung　der．Trigeminusneuralgie，（ミesellschaf七der　Aerzte　in　Wien，宙issenschaftliche　Sitzg・v・

6．3．31．Wien．　KI．　Wschf．19S1，　Nr．　i2．「i49）畝o鵬E，　Was　kδnneh’wir　von‘der　Diath6面ie

・・w・耽・血？S・M・f・Z．1931，N・．3．　S．223．150）琳・1憩m・t6・d・m，　Bl・i・h・n・・n　Zah…．Z．　R．

i934，．Nr．9．　S．354．　　151）1凧oZんE，　Die　Diathermie・、　und’ihre　Verwendbarke童t　fiir　klinische

Zwecke．　Soziale　Medizin．1931，　Nr．4．152）四πcん8γpズεηη幅肌，　Das　elektrische　mit　der　Diather一
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m五eschlinge　bei　kleinen　chirurglschen　Eingrif〔en．　F．　d．　Z．1931，　L　2．　Liter　S．106．　153）駒θ診h，

α馬H・・hfreq・・n・th・・api・i・der　zah曲ztl・P・axi・Ed・Z・B＆4・L7J・li　192＆154）安藤

正一，新装置に依る電氣手術に就一（．歯科月報．15巻．2號　　155）安藤正一，短（電磁）波療法の歯

科的磨用．歯科月報．14巻．11號．　156）三留光男，「デ．アテレミー」の薗科磨用・・日本歯科學會雑誌・

26巻．9號．　157）小野寅之助，谷和丈ZF，自撒美鶉雄，歯疾治療の各般に及ほ冠し谷和式高周波「カ

テライザー」出現の反映概要・臨躰歯科・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
　　　　　　　　　　　　　　　漏～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～～一一一バーつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う
　　蝋作業v。n　D，．　F．　W．　S。lb。，h（且。mbu・g）（Z・hnarztL　R．1936，　N・．6）　1

　　腱リの再生法倹約な技繍麟製作朋至難の，ワ。クス、撚湯を入禍i

　小さな金盟上で熔かし，凝固後，「ワ。クス」を掬ひ取つて居るが，精製するには・2～3

　滴の硫酸を滴下した水中で「ワ。クス」を熔融する方がよい。斯くて冷えてから1ワ・クス」

　の塊を取出すのである。併し此際若し，壁に密著したなれば，縁が熔ける程度に，も

　う一度，一寸加温するミよい。凝塊の底部には磯い物が層をなして居るから，之を取

　去るのである。此塊は直ぐ使用出來るし，或は更に板に展してもよい。義歯の咬合躰
　堤等に用ふる「ワ．クス」板を作るには「ワ．クス」を重湯煎中で熔かし，冷水を満した酒

　精罎の如きものを熔けた蝋の中に入れて之を引き上げ，更に新しい同様の罎を入れて

！取出すのである。斯くすれば「ワ。クス」は罎に沿つて冷え，蝋の袴が出來るから，刻目　～

！を入れて罎から剥離するのである。斯うして得られたる「ワ。クス」は，大抵幾分脆いの！

瞬が翻で軒の型を作繍こ沽噺墨の容器で圓い型を鋤取るのである．
〉

　　「シヱルラック」と「ガッタパーザヤー」から出來て居る市販の「ペースプレイト」の代用品　「モデリ

　ング」を軟化し，罎を以て薄くのばして之を咬合沐に慮用して試適に使ふ。「モデリン

　グ」の代りに蓄音器の古い「レコード」板を使つてもよい。

　　埋没せらるべき義歯の「ワ。クス」面に光澤を出す事　表面を敷同「クロ・ホルム」或は「ベン

　ヂン」で拭ふ。時には，其後に，もう一渡，一一寸火焔中を通過させる（「アルコール」火

　焔或は細い「ガス」火眉）試適の前に「ワ。クスjの光澤を出すには，冷えアこ義歯の蝋面を

　軟かい輪肱「ブラシ」，或は白い上張りの手巾の瑞を以て擦ればよい。指でこすりなが

　ら，水の下で義歯の蝋を冷してもよい。

　　古い作業憂に詰つて居る蝋の除去　作業が終つた後で，大きな弱い火焔を「ブローパイ
　プ」で作業毫の上へ吹きかけ，も一方の手に，古い艦縷を持つて机を磨けばよい。「ワ・

　クス」の滴りは磨き剤ざして役立ち，仕事机は非常にぴかぴかミなる。

　　蝋躰の作リ方と操作法　　陶歯の排列の際には用ひる「ワ．クス」が絵りに多過ぎてはい

　けない。何ざなれば，若し排列する歯牙が，殆んさ「ワ．クス」中に埋まつて終つたなれ

　ば，歯槽隆起虹びに隣在歯にi封する歯牙の位置に就ての見通しがつかなくなるから。

　若し歯牙がほんの輕く「ワ。クス」隆起に蝋で［ヒめられて居るならば，修正も亦更に容易…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松井隆彌　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿ぜ


