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　　講　　座

「パラホルムセメント」の臨脈的慮用に關

　　　　　　　　する實験的報告

　　　　　　　　　花　　澤　　　鼎
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　「ホルマジン」剤殊に「パラホルム」が象牙質ヒ封しては知麗鈍麻齊聡して，歯髄に封しては所

謂失活剤ミして久しき以前から慮用されて居るのは周知のこ霊であゐ6例へばバックレー氏は

1914年に「パラホルム」8・0「チモーノレ」1・0「ネオテジン」1・0「ラノリン」適宜なる糊剤を作り，之

を知豊過敏なる象牙質上に貼布して24－48時間経過せしむればよく象牙質の知覧を鈍麻せし

め，窩洞の形成を容易ならしむるこ鷲を嚢表した。然るにプリンツ，デミ。シユ氏等Prinz

（1915＞，De戯seh（1920＞は實験の結果バックレー氏糊剤を象牙質上に貼附すゐ霊多くあ揚合著

しく疹痛を惹起し，感傳電流によりて検査するさ歯髄は障碍されて居るこミが多く，時には歯

髄の死を招來するこさがあるミ0）理由の下に本剤の使用に反封した。著者の憎人花澤も亦1915

年に犬及人の歯牙に就て實験した結果本剤を深在窩洞に貼附するεきは著しく歯髄を障碍して

例へば直下の造歯細胞を死に陥らしめ，或は歯髄に炎症を起さしめ，或は「ラノリン」の歯髄内・

進入によりて之を貧喰する組織球の遊走を來し，或は著しく血管を鑛張せしめて高度の充血，

更に進んではかなりに遠隔な根部歯髄内にまで出血の起るこミを観察したのである。要するに

バ。クレー氏糊剤は其中に含まる〉「パラホルム」の分量があまりに多い結果歯髄組織に封して

強度に作用し，殆さ亜砒酸糊剤言同様なる鍵化を起さしめ，所謂丁プロトプラスマ億ミして歯

髄の細胞，血管，挿経等を障碍し，之によりて象牙質の知畳鈍麻を結果せしめるらしいのであ

る。

　1929年JassowiR氏は種々なる％の「パラホルム」を含んだ糊剤で實験した結果，深在窩洞

では歯髄の炎現象翻ち充血出血，細胞浸潤，造歯細胞の破壌なさが観察され，中等度の窩洞

では攣化が少く，淺在窩洞では攣化が起らなかつたさのこミである。（歯科學報第四十巻第四號

四十五頁参照）即ち「パラホルム」の歯髄に及ぼす作用は窩洞の深淺，換言すれば象牙質層の厚
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薄等によりて一一様でないこミが窺はれるのである。併し叉一方には貼附時間の長短が著しい關

係を有するもので，淺い窩洞でも％の高い糊剤を貼附して婁畑叉は10敷日間放置すれば逡に

は歯髄を障碍して全く亜砒酸糊剤を貼附した時ミ同じ結果になるのである。結局「パラ）トルム」

は亜砒酸ほさ其作用が急劇でないにしても「プロトプラスマ」毒，血管毒，融経毒ざして歯随の

生活を奪び，無知畳の歌態たらしむる力あるこざは明であるから，「パラホルム」の含有量多き

例へばバックレー氏糊剤の如きを象牙質知畳過敏鈍庶の目的に使用するに當りては窩洞の深淺

さ貼附の時間に十分な注意を彿はねばならぬ謬である。

　1934年オルバン氏は犬の歯牙に就て實験し’た結果1－2％の1パラホルム」糊剤を3－9ケ月

間窩洞内に貼附するミ何れの揚合に於ても第二象牙質の形威を認め，2－5％では更に多量の第

二象牙質形成ミ歯髄の輕度なる萎縮を，20－50％では第二象牙質形成の外にかなり張度の炎症

性憂化を観察し允。又10％のものを1日間貼附した後之を除去して燐酸「セメント」を充墳し

4ケ月間経過せしめた揚合には髄腔壁に第二象牙質の形威を認めたが，歯髄には何等σ）漿化が

なかつた。之に反し20％のものを1日間貼附した揚合では40臼乃至鴨日後に於ても歯髄に

第1圖犬の上顎第二切歯唇舌的縦漸，4％「パ

　ラホルムセメソト」充填99日目，振大14倍

唇面に形成ぜられアこる窩洞の範園に於（髄膿壁

に比較的厚き第ご象牙質（a）の赫生た來しナこ。

歯髄（b）は明に生存ぜるも稽く充血蛇に輕度の
出血が起つ†こ。

a

d

稽ヒ高度の出血定炎現象を認むるこざ

　こεが出來たεのこSであゐ。

　余等も亦犬の歯牙に就て種々なる含

有量の「パラ）ホルム」糊剤を象牙質上に

貼附して歯髄に封する影響を観察した

結果，窩洞の深淺即ち象牙質層の厚

薄，貼附時間の長短によりて一様では

ないが「パラ）ホルム」含有量の多き揚合

　（帥ち4％以上）には之をかなりの厚さ

を有する象牙質上に貼附しても，長時

　日を経過せしむるさきは第二象牙質の

形成さ共に明に歯髄に障碍を起さしむ

・るこミが認められた（第1圖）。之に反

　し1－2％位のものであれば歯髄にあ

まり近接して居らぬかぎり，貼附時

間長きに亙りても歯髄に障碍即ち炎

症を起さしめぬばかりでなく，適度

に組織の細胞を刺戟して髄膣壁に第

二象牙質を形成せしむる力あるこミを確定し得たのである。
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　　　　　　　　　　　　「パラホルムセメント」の庭方と藥理

　　1935年著者o）ザ入花澤は前記の實験を基礎ざして次の如き「バラオルム」剤0）塵方を嚢表し，

　之を「パラホルムセメント」ざ命名した。

　・粉末「パラホルム」0・1－0・乞，酸化亜鉛⑳．0，「ネオテジンエス」0．2。・

　　液　「ク質一ル」亜鉛1・6，’「アラビアゴム」2・0，水8・◎c㍍（本液は稽滝・掴濁を生するも差支な

　し，上澄を使用す）

．　本剤は「クロール」亜鉛「ゼメント」叉はフレッチ。一氏人工象穿質ざ同様に硬化する性質を持つ

て居る。其圭なる作用は勿論其中に含まる》「パラボノレム」にあゐので，本「セメン稲を間接歯

髄覆軍剤ざして象牙質上に充環するざ「パラホルム」即ち「トリオキシメチーレン」は極めて徐々

　に分解して「オキシメチーセン」帥ち「アルデヒードガス」を叢生し，恐らくは象牙質中の歯織維

　を通じて造歯細胞蛇に歯髄細胞を適度に機能的ヒ刺戟して第二象牙質の形成を促進し，之によ

　わて歯髄を保護するさ共に金属充‡眞後に起る象牙質の知豊過敏を豫防し，且他方には蠕蝕象牙

質を滑毒して歯髄の感染を防止するのである。　　　　　　　　　・　㌔

　　次に「クロール」亜鉛を混じである理由は之が酸化亜鉛ミ結合して所謂「クロー）レ」亜鉛セメ

　ント」を構成するためであり，「アラビアゴム」はフソッチ。一氏人工象牙質様の糊剤を作らんが

ためである。元來「クロール」亜鉛「ゼメント」は過去に於て使用された時代もあつ’たが歯随に封

　する刺戟作用がある霊の理由で今日では全く慶棄されてしまつた。併し此庭方では「クロール」

亜鉛の量が酸化亜鉛に比し遙に少量であるから，遊離の状態に於て歯髄を刺戟するミは考へら

　れない。即ちか｝る心配は先づ無用さ思はれるのである。

　、「ネオチジンエス」は局所庶醇藥で知毘鈍麻の目的に配合したのである。即ち「ホルマリン」の

刺戟によりて起る知魔の充進を鈍廉せしめん；ミを希圖したのであるが・之が象牙質に封する

作用は極めて疑はしいので必要鋏くべかβざる成分ではないらしい。

　　要するに「パラ）ホルムセメント」は普通の燐酸「セヌント」程ではないが或る程度硬化する性質

を持つて居るから，一般の軟泥駄糊剤ミ異り，其fから燐酸「セメント」で裏装するに甚だ適し

て居ろのである。　　　　　　　　　”　　　　　　9

「パラホルムセメント」の臨淋的慮用

　「パラホルムセメント」は臨林上次のやうに慮用される。

工　窩洞ほ漢くして歯髄は全く健康なる場合　先づ通法に從つて蠕窩を籏大し，外形を定め・牲

化象牙質を除去して適當に窩洞を形成したる後，窩内を「アルコール」ε熱氣にて乾燥し，前記

の曽パラホルムセメントコを普通の燐酸「セメント」の如く煉盤王に煉和して其極少量を窩底に置

き，「アルコール」を浸潤せしめてから一渡よく絞つゴヒ綿球で其上から輕く加歴すれば，極めて
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容易に窩底に薄く敷くこεが出來る。かくするざ数分にして「パラホルムセメント」は硬化する

から，更に熱氣を蓬りて窩洞を乾燥し，直に普通の燐酸「セメント」で窩洞を裏装して，硅酸

「セメント」〆アマ》レガム∫叉は金其他の材料で「インレー」或は其他の充」奨を行ふのである。

　2，窩洞ぼ深け為ども歯髄は尚露出せざる場合　此場合に於ても前者さ等しく軟化象牙質を除去

し，。適當に窩洞を形成したろ後「パブホルムセメン｛商を煉合充填して差支ないのであるが，唯

第5圖「アルコーノレ」た

以で閏ぜる綿球にて輕
く加1堅し，「セメソト」

　　な薄く敷く

　第6圖　燐酸「セメソト」

y　敵裏装する
注意すべきは歯髄に極めて近接

せる際には「パラ・ホルム」の含有

量を0・5％位に低下せしむるた

めに前記の粉末に2倍又は4倍

量の酸化亜鉛を加へて使用する

か，叉は之よりも安全なる方法

ざしては先づ普通の酸化亜鉛叉

は燐酸「セメント」の粉末を前記

の液で煉合して窩底に薄く敷

き，其上に「パラホルムセメン

ト」を充填し～更に燐酸「セメント」で窩洞を裏装すちのである。かや注意を怠りてあまりに

歯髄に接近せる薄き象牙質上に2％位の含有量を有する「パラオルムセメント」を直接に・しか

も多量に充填するさ將來歯髄を障碍して炎症を起さしめる危瞼がある。

「パラホルムセメント」の慮用實験例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ我々は前記の如き症例に封し常に「パラホ・レムセメント」を慮用して好結果を得て居るのであ

るが，多くは臨躰的の観察に過ぎないので，果して歎ケ月後に病理解剖上に於ても毎同所期の
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第7圖　第1例　下顎左第二

　小臼歯匿頬舌的縦断，，振

　　　　大六倍

如き第二象牙質の形成を來すものなりやに就ては疑なき

を得ない。之は畢寛健杢なる歯髄を有する歯牙に充填を

施してから数ケ月後に之を抜去して組織的の検査を行ふ

機會に恵まる｝こさが極めて少ないこミに基因すゐので

ある。併しながら本剤が臨林上眞に推奨するに足るや否

やは病理解剖上の所見に待つて初めて決定せらるべきで

あるから，我々は今後出來ゐだけ多籔の實験例を作つて

之が解決を期し弛いε思ふ。以下爆ぐる所の症例は甚だ

少数ではあるが此意味に於て本剤の贋値に何等かの暗示

を與ふるものであるεすれば余等の大に幸ざする所であ

る。

　　　　　　　　　　第　1　例

　三好○太郎　19歳男子　部位匿

全歯

　患者の了解を得て本實験を行つた。即ち該

歯の咬合面中央に梢ヤ深き窩洞を形成し，「リ

ブァノール」水にて窩内を洗び，乾燥後4％「パ

ラホルムセメント」の牟米粒大を窩底に貼附

し，更に其上を燐酸「セメント」で売填，150

日間を経過せしめたる後浸潤麻醇の下に之を

抜去して切片標本を作つたのである。患者は

本剤貼附期間中何等の自魔的症状がなかつた

さのこεである。

　組織的所見第学囲に示せる如く脱灰標本

調製時舷郵質は溶解し去つ’たが，咬合面の象

牙質には函形の窩洞が見られ，窩底の一部は　　6

舌側の髄角に接近して居る。而して此頬側髄

角部には窩底の廣さに一一致せる象牙質の範園　　d

に亙りて明に第二象牙質の新生を來し，我々

の期待せるが如き良好なる結果を見せた（pで

ある。・此第二象牙質の構造は第8圖の如く原

成象牙質に比すれば勿論不正なるも爾比較的

多数の歯細管を含み造歯細胞は排列状態に於

内側に轄位せる健

第8圖第1例第7圖の頬側髄角部
　擾大，第二象牙質の形成た示す，

　　　　振大百二十倍

a．原成師ち第一象牙質　b．第二象牙質　c．

幼若象牙質層　d・造歯細胞暦

a

b

C
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第9圖第2例下顎左第ご小臼歯
頬舌的縦断，露出ぜる歯髄に4％

　「パラホノレムセメント」奄1週間

　　貼布し†ころ例，振大五倍

1数「

d一

c／

　　　ゼぞ
〆　　a．露出歯髄上に残留する象牙質割片

　　b．生存ぜる歯髄　c．分界線d．歯髄

　　の壌死ぜろ部分

　　　　　　　第　2　例

　三〇肇　20’歳男子　部位置内側に轄

位せる健康歯

　之も患者の了解を得て實験を行つた。

帥ち咬合面の中央に窩洞を形成し，髄角

の一部を露出せしめ弦に4％「パラホル

ムセメント」を貼附し，其上を燐酸「セメ

ント」にて封蹟，1週間後に該歯を抜去し

て切片標本を調製した。手術の経過中

患者は何等の自畳的症状を訴へなかつ

ナこ。

　組織舶所見　第9圖の如く咬合面には

函形の窩洞ありて頬側の髄角は明に露出

し，象牙質削片の一部が露出歯髄上に偏

在附著して居る。而して露出せる髄角

部には毫も充血，出血，炎症浸潤等を

認むるこミなく，しかも造歯細胞層は爾

明に「ヘマトキシリン」に封する染色性を

　“購
ミ蕨

臥　！弓a

ド』b

　悉
㌣轡

　犠

てあまり著しき攣化を見ないミ云ふ黙からして，將

來尚第二象牙質の形成に關與する能力があるε思は

れるのである。歯髄は全艦ざして先づ正規の構造を

示し，中央には幾分萎縮を來せる部分があろ。叉血

管は少しく籏張し極めて散在的ではあるが微小なる

出血竈が見られる。　　　　　　　　　、

　本歯は歯列外に轄位して咬合ざは無關係の歌態に

あつた若い人の健全なる小臼歯であつたのであるか

ら，舌側の髄角部に生じた第二象牙質は明に「パラ

ホルムセメント」の刺戟によりて生じたものだε断

定し得るざ思ふ。但し歯髄に炎症性攣化は見られな

いが，極めて僅に充血ミ出血を來したこミは恐らく

「バラホルム」の含有量が4％で，少しく高過ぎたた

めではなからうか。

　　　第10圖　第2例　第9圖のc部附近振大

a卜

C

上牛部aは壌死ぜる薗髄，下牛部bは爾生存ぜ

る部分，中央cは分界層

b



36 一花澤・兵藤＝「パラホルムセメソト」の臨抹的磨用に關する實験的報告一 280

第11圖・第3例上顎右第二小臼歯縦噺
　・　　　　　振大六倍

a主こして髄角部に生じ7こる第二象牙質

b．健全なる歯髄

　　第　’3　例

高木bO　19歳男子部位封口蓋

側轄位の健康歯

　注射庶醇下に咬合面中央に梢㌃深い

窩洞を形成し，乾燥後2％「パラホルム

セメント」を探針に附けて窩底に置き，

「アルコール」を浸せる小綿球にて輕く歴

迫して「セメント」を薄く渡布し硬化後其

上に燐酸「セメント」を充填，6ケ月間放し

置して，浸潤庶醇の下に之を抜去し，切

片標本を作つた。本歯は歯列外に位し

て居つたので，咬合歴は受けなかつた。・

　組緯的所見　第11圖の如く咬合面に

は函彩の窩洞があり，窩底ざ髄腔ざの

問には爾比較的に厚い象牙質が残存し

て居る。、而して此窩底ε相封せる冠部，

髄室壁にはかなり廣い範園に亙りて第

　　　保持して居る。然るに其他の冠部歯髄は

　　　一般に輕度の網檬萎縮に陥り，且「ヘマ

　　　トキシリシ」に封する染色性を減少し，

　　　造歯細胞も亦一部明に壌死に陥れる歌態

　　　が窺はれる。更に此壌死せる冠部歯髄ε

　　　下方の生存せる歯髄さの間には分界層ε

　　　見るべき強度の細胞浸潤より成れる，且

　　　「ヘマトキシリン」に濃染せる一層が介在
a

　　　する。下方の組織は染色性に富み，血管

　　　は少しく鑛張せるが如きも総じて大なる

　　　劉ヒは見られない。但し根端に近き部分

　　　には二三の小出血竈が見られる。
b

　　　　以上の所見により4％「パラホルムセ

　　　メント」を露出璽ろ．歯髄上に直壕貼附す

　　　るミ，既に1週間にして或る程度組織を

　　　死に陥らしむ力あるこさは明である。

第12圖　第3例　第11圖の髄角部振大，主ビ
　して第二象芽暫の形甫払示す．槽夫古十倍

a．原1戊象牙質　b．第二象オ貿　c．狡窄弍玄る歯髄

a

b

C
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辱C

も

第13圖第3例　「チ牙ニゾ」染色によりて第

　ご象乎質の雄造々示す，撰大二百三十倍

乱不正ブよる麟細管　翫埋浸ぜる星芒賦の細胞

c．原成象牙質

a

二象牙質が形成され，其テこめに歯髄は

甚しく狭窄され弛黙態霊なつ弛。但し

歯髄の組織は全部常態にして充血，出

姦護，細胞浸潤等の炎現象は毫も認めら

れない。第二象牙質に接せる造歯細胞

は稚胤著しく短縮せゐも明瞭に層駄に

排列一し，現時爾其機能を螢みつふある

こミを推知せしめる。更にfチオニン」

染色標本によりて第二象牙質の構造を

精検するに歯細管は之を原成象牙質に

比すれば其数約三分の一に過ぎす，且

．走行も不正で，相當に多籔の分岐が見

られる。此歯細管は極めて少数のもの

の外は原威象牙質の歯細管εは毫も連

絡を有せす，然も雨者の間には象牙質

中に埋浸せゐ造歯細胞ε見るべき星芒

状の白聖質小窩様物が散在して第二象

牙質中の歯細管ミ連絡して居る。但しか〉ろ第二象牙質の構造は之を一般の他の第二象牙質に

比して特殊のも1万ミは考へられない。

　本例では第1例き異り「・》ラホルム」の含有量2％の「セメント」，即ち前者の牛量のものを使

用した。期間は前例が5ケ月で本例は6ケ月である。而して其成績は前者よりも遙に良好で，

髄角部には期待せるが如き第二象牙質の形成を來し，歯髄には何等の障碍を見なかつた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　4　例

　第3例ミ同じ患者　部位匿　口蓋側轄位の健康歯

　注射麻酔の下に咬合面中央に梢支深い窩洞を形成し，第3例ミ同じ方法で2％「パラ＊ルム

セメント・媚底購緻き・其上鱗酸セメ∵で充興6ケ月騨置後抜去して切片標

本を作づ充。

　組織的所見　第14圖に示せる如く咬合面には鳩尾形の深き窩洞が形成せられ，其頬側では窩

底がかなりに髄角に接近して居る。第二象牙質は主霊して頬舌爾側OD髄角部にかなりに著しく

形威せられ，殊に顛側髄角部に多量である。而して舌側では第二象牙質の形成が唯に髄角部の

みならす，1側壁に沿ふて根端三分の二の附近にまで及んガこさは注目に償する事實こ云はねば

毒らぬ。造歯細胞は多量ビ第土象牙質の形成を見弛る顛側髄角部を除くの外は爾明に機能的状

態に於て層状に排列して居る。　　・　”　　　　、
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b

第14圖第4例上顎左第二小臼歯頬舌的
　　　　　　縦断，振大六倍　　　　　　、
恥㎝ @　　　　勝　　　㎜W｝　鳴…　　　　　　　　　…丁　　　　｝

a

a．髄腔側壁に生じアこる第ご象牙質　b．頬側

髄角に生じ†こる第二象牙質

第15圖第4例第14圖ざ同じ，主ビして髄角部に
　形成ぜられアこる第二象牙質を示す，振大二十；倍

　「チオニン」染色標本に就て第二象牙質

の構造を窺ふに歯細管を比較的多嶽に含

む部分ざ，類白璽質小窩（恐らくは造歯細

胞の埋浸せゐもの）を多く認むる部分ミが

ある。而して歯細管は梢ヤ不正にして

分岐を有し，極めて少籔のもの玉外は原

成象牙質の・歯細管εは連結せす，其間

に前記の類白垂質小窩が介在して居る。

叉部位によりては狭小なる歯髄組織乃至

血管の埋浸を見るのであゐ。更に舌側の

髄腔側壁に認めらる》第二象牙質はかな

り歯細管に富んで比較的に正しい構造を

示して居るが，原威象牙質の歯細管言は

あまり連絡を有しないα

本例は其所見が前例（第3例）ミ極めて

類似して居る。即ち2％「パラホルムセメ

ント」の充填によりて6ケ月後に主ミして

髄角部に所期の如き第二象牙質の形成が

　　　　行はれ歯髄には何等の障碍が起

　　　　らなかつ弛のである。　舳：・

　　　　　第5例

　上田○0　28歳男子部位』・

第二度の膿漏歯

　注射麻醇の下に屑面歯頸部に

深さ中等度の窩浮を形威し，前

記の方法に從つて4％「ベラネ

ルムセメント」を貝占附・　．9日間

．放置したが，其間何等の自覧的

症候はなかつた。注射抜去，1切

片標本を作つた。　　！

　組織的所見　第16囲の如く唇

面歯頸に函形の窩洞あり｝歯髄ミの間には倫かなりに厚き象牙質が見られる。歯髄は根部に於

て僅に石灰浸潤を認むるの外概して常態の観を呈するも，冠部歯髄に於ては極めて僅に小圓形
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9

f

e

d

第16圖 第15圖aの少しく上方に於ける第二象

　　牙質，振大百十倍

c

．　d

乱第二象牙質中に埋浸ぜる血管翫塊成象牙質
c・第二象牙質問に介在ぜる血管　d．造歯細胞暦

e・血管£幼若象牙質g・紳経繊維束

　　第18圖第17圖のa部。擾大百二十倍

a

b

C

a

b

a．小血管　b．小血管の周園に僅に小圓形細胞の渡潤あり

c・常態の造歯細胞暦　d．稽≧染色性を増加也る造歯細胞暦

第17圖　第5例　上顎右中切薗唇

　　　舌的縦断，振大入倍

a．第18圖ビして擾大　　・

a

細胞の浸潤が窺はれるこさは注意に償

する。恐らく之は4％の「パラホルム

セメント」の刺戟によるものであらう。

第二象牙質は未だ形成せらる〉に至ら

す，．窩底の象牙質細管に一致せる範園

の造歯細胞は稽≧短縮せるが如きも染

色性は却つて檜加せるやうである。、

　要するに本例に於ては4％の「パラホ

ルムセメント」を使用せる結果歯髄に封

する刺戟が少しく張きに失し’たるε，

貼附期間の短きため未だ第二象牙質の

形成を見るに至らなかつたのであろ。

　「パラホルムセメメト」の

實験成績に封する批判

以上余等の顯微鏡的に検査するこε
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を得ナこ臨休實験例は僅に5例に過ぎないので，之を以て直に本剤の償値を云々するこミは早計

に失する恨はあるが，大薩に次のやうなこεは云ひ得るミ思ふ。即ち

’（1）　4％の「パラホルムセメント」は遡愛氏等の瞬究に反し歯髄にi封する刺戟性が稽≧

強過ぎるため，時に歯髄を障碍して輕度の出血，炎症を起さしむる恐がある。但し撒ケ月後に

第二象牙質の形成を來さしむるカあるこざは疑ない。　　　　　　　　　　　　’、

　（2）　4％「パラホルムセメント」を露出せゐ歯髄面に貼附すれば既に7日にして歯髄の一部

を死に陪らしめ，且充血，出血，炎症浸潤等を起さしめろ。　・　　　　・

　（3）　4％「パラホルムセメント」を中等度の深さを有する窩洞に充填して7－10日間経過せ

しめたΨけでは未だ第二象牙質の形成を見るに至らない。・しかも此際歯髄組織に極めて輕度の

小園形細胞浸潤を認めナこ

　（4）之に反し2％「パラ’ホルムセメント」にありては第3例及第4例に示せる如く6ケ月後

に於て所期の如き第二象牙質の形成海認め，しかも歯髄は何等の障碍が起らなかつた。・

　　　　　　　　　fパラホルムセメント」に封する余等の今日の考

　1．「パラホルムセメント」は明に第二象牙質の形成を促進する力あるが故に冷熱反鷹を主訴

εする患者の窩洞に鷹用すれば数週にして全く其症状を除き，又常態の窩洞に豫め之を薄く充

填すれば充墳後に趨る將來の不快なる知畳の過敏を防止し得るものである。

　2．「パラホルム」は「アルデヒ泌ド」瓦斯ミなりて能く象牙薪細管を通過す・枇　るを以て

偶ま窩底に残留せる軟化牙質を浦毒し，之によりて或る程度蠕蝕の再叢を防止する力があゐ。

　3．「パラボをみ」の含有量4％以上のものは歯髄を障碍する危瞼があろので2％以下のもの

を使用するがよい。但し余等は現在では安全性の上から專ら1％のものを賞用して居る。

　4、あまりに深い窩洞に封して綜直接窩底に此「セメント」を充填するよりも，本「セメント」

液で酸化亜鉛だけを煉合した一層を敷き，其上に「パラホルムセメン穏を充填する方が歯髄にヒ

封する障碍め上から見て安全である。

　要するに余等は現在では何等の自畳的症状を訴へない患者に封しても窩洞が極めて淺在性の

ものならざる限り，毎常麟す本剤の薄層を貼布したる後通法の如く燐酸「セメント」を以て裏装．

評施し・期吻ンレー・なり黙「アマルガム・薩酸セメン噂銃填するこミにし娘

結果を得て居るが，之によりて充填後に於けゐ知畳過敏は一掃し得たざ信するものである。

　爾余等は本剤を歯髄切断後の所謂乾屍剤ミしても鷹用して見たが，所謂歯根膜炎を起す率が

非常に少　いやうに思はれる。但し此黙に關しては爾充分なる實験上の根縁に乏しいσ｝で其詳

細なる隷告は之を後日に譲るこさあする。

　欄筆に際し標本の調製其他に就て病理學研究室諸員殊に關根學士の助力を恭うしたるごさを

感謝する。　・　　　　・’


