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講 座

鵡　窩　の　庭　置　法　（其六）

Die　Behandlungsmethoden　der　kari6sen　Hδhlen（vl＞

東京歯科醤學專門學校保存學敏室

　　花　　澤　　　鼎
　　　はな　　ざは　　　かなへ

　　兵　藤　彌　夫
　　ひよう　ずう　　ひさ　　を

　　　　　　　　　　　　　　　承前’（第一號より績く）

　A．根管充愼の時期と所謂根管浴毒剤　根管充填は之を如何なゐ時期に行ふべきかは断定的に云

ふこミが出來ない。近頃では抜髄後直に施行するも差支なしミすろ議論が大分擾頭して來た。例

へば生活歯髄の除去後には組織親友性gewebsfreundlichの物質殊に象牙質創片Dentinspane

を以て自口時に充填すゐを可なりεするが如きであゐ。此黙に就ては何れ後で再述すゐ機會あり

ε信するから，之以上は述べないこミふして，今日までの所では歯髄を除き，根管を鑛大清掃

した後では一定の消毒剤Desinfektionsmittelを綿繊維叉は「ペーパーボィント」Papierspitze

につけて之を根管内に描入し，其上を假封剤例へば「スト。ピング」ざか人工象牙質Arti且cial

dentinミかで密封して感染の起るこミを豫防すゐさ共に，抜髄後に起る創面の治癒を期待し・

打診上毫も根端性歯根膜炎Periodontitis　seu　Parodontitis　apicalis　o）症歌なく・且根管内は

乾燥状態になつ弛所で，初めて根管充填に移るのが常道だミされて居る。併しカハる消毒剤の

貼布を無意味に反復するミ却つて根端組織に感染の機會を與へ，叉は腐蝕性の強いものであれ

ば藥物性の歯根膜炎を製造するこざ》なる場合が多い。

　所で生活歯髄を抽出したる根管に清毒剤を貼布すゐござ1ま果して必要であらうかさうか。此

問題に封しては若し歯髄が非感染性のものであり，又感染性であつたεしても「パラホルム」糊・

剤又は亜砒酸糊剤Arsenpasteの貼布によりて清毒せられ（亜砒酸の沿毒力に就ては杉山助教

授の「生活歯髄の庭置」歯科學報第39巻第7號参照），其後の抜髄操作は全く制腐的aseptisch

に行はれたミすれば，全く消毒剤貼布の必要がないばかりでなく，強力な藥剤の慮用は却つて

組織の治癒機轄を障碍する恐があるε云はねばならぬ。併しながら縄封的な制腐法の施行は相

當困難であり，かなりに細心o）注意を彿つても細菌感染の機會を與へないミ誰が断言し得よう

か。我々の動物實験の結果からすゐミ例へば石鹸ざ「ブラシ」さ流水ざでかなりに丁寧に洗つナこ
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位の手指で清毒綿を根管探針Millernade1に捲いて使用したのでは・明に根端組織に感染を

起さしむる危瞼が多いのである。之が恐らくは抜髄後の禄管に封してぢ爾清毒剤の貼布を必要

ミする論縁ではあるまいか。之に封して制腐論者は云ふ。假へ制腐的手術中誤りて感染の機會

が與へられたミしても必すしも之が防腐剤Antiseptikaを使用すべしざの絶封的理由さはな

らない。何εなれば我々の生活組織は相當に是等の感染物に封して抵抗力を持つて居るのであ

ゐから，殺菌力あるミ共に組織の生活力をも障碍すゐ防腐剤を用ふるよりは，寧ろ組織に無害

な更に進んでは組織に親友性のある藥剤を使用して細菌に封すゐ組織の抵抗力を増進せしむる

こさが合理的であるざ。

　從來使用されてゐゐ根管滑毒剤εしでの石炭酸合剤例ぺば「フェノールカンフル」Phenol－

kampfer　od．　Chlorphenolkampfer　nach　Walkhoff，「モディファイドフェノール」Modi蝕d　phenol

の如き，或は「チモー・」の合齊UThym・lp・5P・・at・rトリ〃ゾー・レホルマリン・T・ikre・・1－

formalin，「オィヵリプトール」Euealyptol，「オィゲノール」恥genol等の如きは何れも蛋白凝

固性によりて殺菌力を現はすのであゐから同時に生活組織にも作用して之を腐蝕せしめ・且動

物實験上では組織に化膿を起さしむる力が強い。從つて此種の藥物を抜髄後の根管に貼布する

こざはさの鮎から見ても有利霊は思はれないので宜しく使用を慶棄すべきであるε信する。叉

強い「アルカリ」剤例へば苛性曹達ざか「アンチホルミン」Antiforminミかは蛋百質を溶解す

ゐ力が強いので細菌さ共に組織をも溶解腐蝕すゐから之亦理想的のものでないこミは云ふまで

もない。

　「クロラミン」Chloramin，「ヒポクロリート」Hypochlorit，過酸化水素の如きは一定の消毒

力を有し然も組織に封しては殆んさ無刺戟性であるミ云はれて居るけれさも，其敷果が一過的

であるから所謂根管の洗醗剤ミ，しては有数であるεしても，之を根管内に貼布して持綾的の作

用を現はさしむるこさは出來ない。

　fヨードチンキ」Jodtinktur，「ヨードヨードカリ」液Jodjodkaliuml6sung等は組織に封し

刺戟性ではあゐが石炭酸剤なさよりは緩和であゐから使用に償するのではあゐまいか。

　「アグリヂン」誘導禮Acridinderivatであゐ色素剤殊に「リブノール」ミ「トリパフラビン」の

二者は表面拉に深部殺菌剤ミして連鎖歌球菌，葡萄歌球菌，淋菌等に封し強い殺菌力を現は

し，しかも治療的濃度に於ては生活組織に障碍を與ふるこεなく，血清や蛋白質があつても清

毒力が減殺されないさ云ふのでかなり推奨せらる〉やうになつた。既知のこミ〉は思はれるが

爾者に就て簡軍に述べて見るミ次の通りである。

　「トリ・パフラピ’ン」Trypaflavin　j叉は「ゴナクリン」Gonacrineは化學上3・6「ヂアミノ」10

「メチールアクリヂニウム・クロリッド」3・6・Diamino－10－Methylacridinium－chloridで赤褐色の

粉末，水には易溶，黄色乃至黄緑色透明の液εなる。熱には比較的安定であゐが，溶液は光に過敏

であるから貯藏には遮光を必要さする。其1000倍溶液は組織に障碍を與へす，深達殺菌の力が
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大である。．之ミ同7な國産品には「イスラビン」Isravinゴ「’1リハロミン」Trihalomin，「ホモフ

ラビン」Homoflavin，’「パンセプチン」Panseptin，「ソノ7フラビン」Solufiavin，「トリパゾ肝

ル」Trypasol，「ノィフラビン」Neu且avin，なさがある藥敷に攣りなく償格は低廉である。感

染性の根管に封しては0・5－1％位の濃厚液を用ふるが，．抜髄後0）根管には0・1－0・2％位で充

分ざ思ふ。可及的新鮮なものを使用するがよし　　・　　　　＾

　「リブノール」Rivanolは．2「エトキシ」6・9「ヂアミノアクリヂセラクタート」2Aethoxy－6・

住diamino－acridin－1a6tatで黄色の粉末，水に易溶（1・15）透明な黄色液ミなる。此者も熱には安定

であるか光には過敏で漸次暗色ミなり数力を減するから遮光罎に入れて暗所に貯ふるがよい。

國産品には「リマオン」Rimaon，「リパセポン」Ripasepon，「オプリバール」Oprival，　rヘクタ

リン」Hectalin等があり，敷力は同一で償格は安い。感染性の根管には0・5－1％位，抜髄後

の根管には0・1－0・2％位でよい。

　以上の二者は何れも根管の洗際用に0・1％位のものが賞用されるのであるから，抜髄後に於

ては之を以τ根管内を充分に洗ひ・次で綿球にて窩洞内の漁氣を去り　根管は藥液の爾残留せ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズる歌態に止め；之に封し「ペーパーポイント」叉は乾燥綿花を播入し，人工象牙質叉は「冬ト。．ピ

ング」にて假封し1，2日を経過せしめ，異常がなければ直に根管充填を試みてよいさ思ふ。歯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ牙の攣色に就ては例へば0・1－0・2％位の「リマオン」水であれば何等顧慮する必要はないカ

0・596位の「イスラピン」水ではかなり象牙質を深部まで黄攣せしめるので，’前歯に慮用するご

ざは注意を要する。從つて此場合には寧ろ「リマオン」水を推奨する。同一％に於ける消毒力の

差異は「イスラビン」が梢≧優れて居るやうである。

　次に「フルメヨヂン」Flumejodinは「ヂヨードフルオレスセィンナ甲トリウム」の水銀化合物

Dijodoxymercuri且uorescein聯riumで光澤ある藍緑色の穎粒歌粉末をな“し，水には深紅色に

溶解する。水銀は21－22％，「ヨード」は28－29％含まれてゐる。無刺戟性の殺菌防腐剤ε二し

て「ヨードチンキ」の代用に推漿されたのであるが，實験の結果によゐε殺菌性は「ヨ，｝．ドチシ

キ」に比し遙に劣るので代用には不適當さ思ふ。併し無刺戟性であるかち緩和なる防腐剤ミして

2－4％の水溶液を「ペーパーボィント」叉は綿繊維に浸して抜髄後の根管に貼布するζε臓推奨

に償する。此際象牙質は著しく紅染されるが1－2日の後には消失する。，　　一　　、　　1

　「マーキュロクローム」Mercurochrome（オーキ）は「フルメヨヂン」に類似のもので其組成は

「ヂブローム・ヒドロキシ・メルクリ　フルオレッセイ著・ナトリウム」Dibromhydroxymercuri一

恥oresceinnatriumである。從つて性状も強い緑色の螢色彩を呈する暗赤色の結晶で水には

任意の比例に溶解し深紅色を呈する。94・4％「アルコール」には・0・8％溶解する。1フ∴ルメヨヂ

ン」 恣ｯ一IP目的に使用される・「エルミール」Ernlil・「バンクローム」B3nchrome・「マーキ

レー」Mercuiley「㌣キロ・ン」Macuronは何れも同一物ミ見るべきものである。

．B．「トリォジンクパスタ」根管充愼Die　Wurze1制lung　mit　Tri・zinkpaste・之は主ミして下顎の近
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心根の如き歯髄を完全に抽出するこεの出來ない場合に慮用するので一種の歯髄切断術

Mortalamputation　der　Pulpaであゐ。

　a前準備　は「ガッタパーチァ」充環の場合さ同一で差支ない。

　b・充愼法　先づ液Flhssigkeitに封して多量の粉末Pu1Yerを加へ・辛ふじて煉和し得る程

度にまで硬く煉り合せ，之を煉盤上にて根管に播入するに便なる「コーン」歌ミする。「コ炉ン」

Spitzeは硬き糊剤を箆にて煉盤ヒに轄がせば比較的容易に得ら’れる。充填をなすには「ピンセ。

ト」Pinzetteにて此「コーン」を根管内に途り，次で適當なる根管充填器を以て上方より歴縮

して緊密に充填材を根管壁に密著せしめる様にする。此際勿論糊剤は根端にまで到達せしめる

こざを必要ミしない。印ち「カーリーマー」によりて歯髄を除去し得たる範園だけに及べば既に

充分である。糊剤の根管充填器Wurzelkanalstopferミして余等は余等の一人兵藤の考察に

　　　　第68圖　　　　　　　　第69圖　　　　　なれる第68圖の如きものを推
　　　糊剤根管充翼器　　　　　下顎第一大臼歯遠近心的縦噺　　奨する。経駒による霊最初に先

　　　　　　　　　　　　　　手術の完了ぜる状態た示す

d

囑ゾ

a．「セメント」裏装　b．「トリ

オヂン〃」糊刺充翼（近心根）

c．残留ぜる歯髄d．「がッタパ

ーチ。」充翼

づ糊剤の細い「・一ン・を深部に

途り細い充填器で歴縮し，次で

太い「コーン」を入れて太い充填

器で填塞すろがよいらしい。但

し各人の経験によりて自己の善

良なりミ信する方法に準嫁して

差支ない。

　3窩洞の裏装と窩壁形成

　前記の方法によりて下顎大臼

歯の近心友び遠心根管ミも充填

せられたならば，次には窩洞内

を充分に乾燥して髄室鄙ち窩底

を「セメント」にて裏装し，更に

側壁に於ても軟化象牙質除去の

ために凹窩をなせる部分には同

様に「セメント」を裏装して李坦Sなし，大罐に函形kastenf6rmigの窩洞を形成するのであ

ゐ（第69圖）。其操作法に就ては翫に42巻第10號36頁に詳述したので，弦には之を省略する

こε〉する。但し「インレー」を施さんミせば勿論窩底よりも窩ロを梢≧廣からしめ，「アマルガ

ム」充唄をする場合には側壁を髄壁に封して直角ミなすか，叉は燕尾形schwalbenschwanz－

f6rmigざするがよい。叉「インレー」の場合には窩壁を第38圖に示せる600－605の如き「バ

ア」にて修正し，其他の場合には卒頭裂溝駄「バア」を以て削つただけで差支ない。
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14．窩縁傾斜と充愼

此黙に就ても前項ミ同一である。第70囲に於ては各種充填物さ窩縁傾斜の關係を示した。

　　　　　　　　　　　　　　第∴　・7σ11＼圖

一　充輿籾ざ寧縁蝋斜P關係を示・す・・左側は誤苑々窯縁の状態・右側は正しい窩縁

　　…，　『¢・、。・・…　　　4　ぐ一∵『いC　－　　　・、4

　
、
麩
郷
質
∵
　
、
象
牙
質
．

　　　　　金一「アマ・喧舶．嘘メ〆ト・　陶材
a，・登充翼叉ば金「イπ×し～一」の場合，．左は窺縁傾斜を附ぜざるビき，金は窩縁上旭過剰‘

に被覆し叉は槌打に際し窩縁が損傷される5右は舷榔質の厚さの約幽分の一位な20顎30

度に傾斜ぜしめ，金な槌打叉は研磨によりて窩線に伸展適合ぜしめる．

b；「アマルがム」充翼の揚合，左の如く金の揚合ざ同一な・ろ傾斜な與ヘアのでは1「ナ蔓

・げ・・は窩縁で破折する恐があろ；右の如く麩珀噴の全厚に亙り働10度位の傾4椛

つける。

c，硅酸「セメソト」充堤の場合，左の如き傾斜では「セメソ煽が窩縛で碑折すち，右の

如く珠邸質の厚さの牟分位までに5度位の傾斜々與ぺる。．

鑛鱒讐潔如く黙與へるき醐獣飾繍郷傘く帳・

　　　　　　　　　　　　第四項　臼歯頬面の小窩裂溝に起れるものr．・　　　・

　1．診断ど病理『』

　此種の蠕蝕はi通例下顎第一吸第二大臼歯に見られる所◎或は頬面4窩♪ukkales　Grubchen

のみに限胤域は纐溝Bukk・1ξu・ck叫沿ふ嘆鵜進んで咬舗1こ及ふ一5もある・

儲の場合は読擁翻・ZU・a岬・穿96・et・t・KaVit蕊tごして塵置す鱗要力’あ砂で鰍

に記述するこε玉する。，前者即ち頬面のみに限局せる軍純窩洞einfaβh6－Ka壷at　lきして庭置

し得べき：揚合は蠕蝕の程度通例第一度叉は第ご度にして，從つて歯髄は保存し得翻犬態にある

（第7・圏）6若恢騨が既に第三度1漣し噛麟Pu1P・h6hle暖置秘要ミするに至つ

たさきにはジ共外形・Umriszを咬合面に延長して複雑窩洞ざせねばならぬあぞ之亦後段に述

べるつもりであるb　　　　，．∴、嘱』…

、第72圖は下顎第一大臼歯の歯冠を横断して頬面小窩に起れる蠕蝕部を示し罪もので其程度

は第二度位であるから勿論歯髄は保存し得る状態にある。．而して此揚合に於ても齢窩は嚢歌を

呈し，磁邸質は窩縁上に遊離突出して内面か’らは所謂纏嚢鯖蝕S磯un醸re．Kar1esによりて

掘繋unterrninierenせられ，其部は透過光線に濃褐色を呈する愉象牙質に於ては著しく軟化

して濃褐色を呈せる部分，丙湖濁層，透明層，外渥濁層なさが認められる。此種の蠕蝕を鹿置



449 一葎澤・兵藤課鵬窩の庭置法一一 猛5

　　　第71肉
第二大臼歯に於ては頗面小
窩に騙馨虫の獲1生ゐ2見る。第

一大臼欝には近心隣接颪輻
蝕ざ咬合面の登育溝より起
れる編禽虫が見られる。

　　第　　　72　　圖
鴨　　啄　　　　　　　　　　翫　　｝

するに當りては先づ遊離せる磁郵質を除き，次で褐色をなせる

軟化象牙質を除きて窩洞を形威すればよいので，内濯濁層以下

の病的歯質は之を其まふ保存するも何等差支ない。鄙ち細菌の

感染せる範園は先づ褐攣せる軟化象牙質層に限られ，それより

以下の層には殆ん曹及んで居らぬのである。

第73圖は第71圖に示せるが如き第二大臼歯の頬面小窩に起れる蠕窩部を通じて頬舌的に縦

第 73 圖 第 74 圖
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断し其割面を示した標本で，第74圖は吏に之を薄片εした標本である。而して鯖蝕の駄態は

第72圖に極めて類似し，王法郵質は窩豫上に遊離し，軟化蒙牙質より成れる鯖蝕圓錐，掴濁層

：なさが明瞭に窺はれる。

⑱・・補輝法　1　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　，・　　「’

1窩洞が小さければ金充填GoldfoliefUllungを施すがよい。患者の歌況によりては「アマル

ガム」によるも差支ない。之に反して窩洞が大きければ「インレー」によるを便ざする

　　　　　　　　　　　　　　　　第　　・　75　　　圖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用器械
　　　91　　　　　　f　　　　　　　e　　　　　d　　　　　　　c　　　　，　　　　b　　　　　　　實

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；　　　・　　　　　　．　　特
　　　　　　　　　　　《《　　　、二＝＝＝⊃

201　ゴ00

賃

504　505　506　507 4　　　9
569　5bO　　　561

　　　　　　　　　　　　　　　　　．邑5’　．　　』　　．．　1　こ
　　　　　　　　　　　　lO　’lO　　
　　　　　　　　　　　　6　　　6　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　、12　　12　．　　　　　　　　層．　　．　　・、・
　　　　　　　　　　　　L　　　R
㌧　　・a．準頭裂轟「バア」Fissure、bピrs，“Hat、end，　b．圓形「バア」Roubd　burs，　c．鋸歯状圓形．

　　　　「バア」Crosscubound　bursゴd眞直「チゼル」Straig玩、chisel，　e「スプーンエキカベー

　　　　ター」Spoon　e地avator，｛．研：磨用「バア」Finishing　burs，‘9．「カLボラヅダムポイント」

　　　6・・b・・血ndum　p・i・t

　3．使用器械　　　　　　，　　．．、

　眞直「チゼ♪レ」15Gerades　Schmelzmesser，李頭裂溝「・“7」559－561　Fissurenbohrer　mit

Flachenende，圓形「バア」4叉は9Rundbohrer，鋸翻犬圓形「バア」504－507　Gez翫nte　Rund－

bohrer・研磨用圓形「バア」200叉は201　Finierrundbohrer，「スプー｝くエキスカヴェーター」・

106隅12LR．　h6ffel－Exkavatorづ「カーボランダムポイント」1號Karborundspit乞e

　杢．防漏と清掃

　　　　　　　　第　　76・　圖　　　　　　・　　第71囲に示せゐ様な下顎第一大日

左は下顎第二大臼歯の頗面小窩に起れる輻蝕
右は同第一大臼歯の頬面小窩に起れる編窩た振大して、　・歯の頬面小窩に起れるもρ）を標準ざし

外形姻洋梨子状蹴し褐もの　　’　て記述するこ部する．雌の翻に，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　封しては壁頭に「ラバーダム」を装置す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るがよい．「クランデ」は通例けイヴ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リー」型Ivoryklammer　57號で間に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合ふが時に「プィヴォリー」型頬面用の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ものを必要ざするこざもあゐ。手術野
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の清掃には5％「ホルマリン」精を使用すゐ。

　5．開鑛と外形設定

　小窩に起れる極めて初期のものであれば先づ鋸歯状圓形「バア」を以て窩口を鑛大すゐ。併し

第71圖に示せゐ様な場合には寧ろ眞直「チぜル」を以て遊離舷螂質を除去すゐがよい。次は卒

頭裂溝駄ドバァ」にて外形を圓鳥窩底を李坦に，側壁は之ミ直角をさす様に形成すゐ（第77

　　　　　　　　　第　　伽　　圖　　　　　　　　　　圖）。かくすれば鯖窩の小なる

　　亭頭裂溝封犬「バア」にて外形層丸く，窩底々李坦に形成する　　　際には外形設定ざ同時に病理歯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質の除去，窩壁の形成なさが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一塞にして完了するわけであ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。之に反し蠕窩が比較的大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なゐ場合には「チぜル」により

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て不規則に破壊された窩口を卒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頭裂溝歌「バア」にて圓形に籏大

して銑i邸壁Schmelzwandを明瞭ならしめ，且之に接せる象牙質壁DentinwaDdをも現はさ

しめるのである。若し叉頬面溝に沿ふて蠕蝕が上方に進行せる場合には之を追究して咬合縁に

近く外形を延長し，西洋梨子状birnenf6rmigざせねばならぬ。但し窩壁が咬合縁に近づくに

つれ，班郵稜柱Schmelzprismenも亦咬合面に向つて傾斜してくるから，歯軸に封して直角

に窩壁を作つたのでは班郵縁に多少傾斜を與へても邊縁隆線の部分は抵抗減弱部ミなり，咬合

厘iのために窩縁の破壌を來す恐があゐから注意せねばならぬ。從つて強固なる窩縁を作る必要

あリミ認めたるざきには寧ろ窩洞を咬合面にまで延長するを可ざする。

　6。鵡蝕歯質の除去

　　　　第　　78　圖　　　　　　不なる窩洞にあφては飢に前述の操作により鯖蝕歯質も

　　「イソレー」に適する窩洞の形
　　　　　　　　　　　　　　　完・全に創去されてしまふぴ3は前記の通りであるが，若し
　成，窩底の凹照部には「パラホ

　　ル2・セメント」々置き次で「セ　　編蝕が進行して窩底の附近に軟化象牙質を残せるミきには
　　メソト」た裏装す。
　　　　　　　　　　　　　　　圓形しごア」叉は「スプーンェキスヵヴェーター」にて完全に

除去すればよい。．総て頬面小窩の編蝕は窩口の小なる割合

に内部に於て著しく蔓延せる場合が多いから，軟化象牙質

も其量多く，豫想したよりは大窩洞に攣するこミが屡くで

あゐ。

　　　　　　　　　　　　　1
　7。窩壁形成

　通法の如く．「アンチホルミン」又は5％「）ホルマリン」精を

綿球につけ之を以て窩洞の内外蛇に手術野を清拭し，更に

「アルコール」ざ熱氣ざによりて窩内を乾燥し軟化象牙質が残留しないかさうかを精検する。若
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し李頭裂溝状「バア」で外形を設定する際一塞にして窩壁が出來てしまつたざ嚢には直に窩縁傾

尉をつけて充填すればよい葎である。併し窩底や側壁から軟化象牙質を削去し弛場合には窩底

に£ヂモール」の被膜を作るか，叉は前に述べた「パラ・靭レムセメン匂の裏装を行ひ，次で「セメ

ン穏を裏装して李坦なる窩底ざ之に封し直角をなせる側壁を作るのである。「セメン蝕の裏装

には第32圖に示せる如き充填器が理想的である。裏装が終らば「セメント」の適當に硬化せる

を窺ひ李頭裂溝状「バア」を以て過剰の「セメント」を削除するε共に窩壁を修正して圓筒歌

zylinderfδrm壇叉は函形kastenf6rmigの窩洞を作るのである。

8．窩縁傾斜は研磨用1バア」叉は「カーボランダムボィント」第1號叉は第27號（第7圖）叉

は第34周に示せるものを以てする。

　　　　　　　　　　　第五項　前歯舌面の窩叉は裂溝に起れるもの

1．診断と病理

　　　　　　　　　　第　　79　　圖　　　　　　　　　　　　此種の踊窩は上顎側切歯に
　　　　　上額右側切歯の舌面盲胱凹照に起始ぜる驕蝕

　　第　　80　圖
上顎側切歯の舌面に起れる鵬

蝕，右は舌颪歯頸裂溝に澹ふ

て起れるもの。

最も多く，上中切歯之に次

ぎ，犬歯に於ては其例に乏し

く，下顎切歯には殆んさ例を

見ない。其状態は突出せろ舌

面歯頸隆線さ舌面窩εの間に

生する盲駄凹陥から起始する

こさあり（第79圖），或は舌面

歯頸裂溝に沿ふて起るこさも

ある（第80圖右〉。後者の場合

に於ては屡㌃歯頸線を越えて根面にまで及ぶこミがあゐ。

鯖蝕の程度は或は第一度乃至第二度位で歯髄を保存し得る

場合あれば，或は既に第三度に達して歯髄腔の塵置を必要

ミするに至れるものもある。而して其正確なる診断は治療

的操作の歩を進めたる後で差支ないが、必要ある場合には

豫め温度診反は電氣診断器，「レントゲン」寡眞なさにより

て歯髄の生否を判定しておくこミが治療の方針を確立する

上に有利である。

　2．補綴法

　金充填を施すか叉は「インレr」を試むるがよい。或は硅

酸隠メント」でも差支ない。『アマルガム」充填は攣色を來

す恐あるが故に注意せねばならぬ。
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　3．使用器械

　前項の臼歯頬面小窩に起れる揚合さ同一一である。

　4．防温と溝掃

　此種の窩洞に「ラバーダム」を装置するには「アイボリー」型9を併用するが便利である。勿

論其状態に慮じて他の歯頸部用「クランプ」Cervi）ひKlammer（例へば「アイボリー式No．25

－25A又はハッチ氏式Hatch，6　Cervix－clampの如き）を使用してもよい。「ホルマリン」精な

さで手術野を清掃すゐ。

　5．開鑛，外形設定，病的歯質の除出，窩壁形成等

　　　　　第　　81　圖　　　　　　　蠕蝕の程度第一乃至第二度し過ぎ歩，且舌面歯頸裂
　　上顎側切歯舌面驕蝕の窩洞形成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“、
　　（第一型）　　　　　　　　　　　一溝歯齪縁下に達せざる場合には其開擾・外形設定・病

　　　　　　　　　　　　　　　　　　的歯質の除去，窩壁の形成等総て下顎大臼歯頬面小窩
　　　　　　　　　　　　　／

＼覇　　抑諜課醜篇1舞鐵膜鞠1簾

　　　ン　　　　畳翻繋灘藁墜確温ぎ燕霧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　ロコ　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に，換言参れば歯輔に封して大凡80度位の傾斜に於

　　　　　　　　　　　　　　　　　　て使用すろのである。然るききは窩淘あ側壁は歯頸

近心，遠心の3方面のみならす，切端に向つても明瞭に形威せら‘る〉こざ〉、なる（第81囲）。但

　　　　　第　82　圖　　　　　　し此場合若し切瑞に近く窩洞を深く形成するεきは歯

野契騨灘鐸幣麟槌嬬出せしむる危瞼が多いから臆せねばな暁

　方向々示す・　　　　　　　　　　　　第二は歯軸に封して殆んさ45度位の角度に「バア」

，べ　　　　紮　　　　　　　　　　を使用して第82圖の如き窩洞を形成する場合である。
f

，・一扇　　　　自ロち顯壁は最も厚くし噛軸に凱4鍍位纐斜
　　　　　　，遭　　　　　　　　　　し，遠心，近心の雨側壁は切端の方向に進むに從つて
　　　　　ノ
　　　　L渉　，　　　　　　　　　　淺くなり，切端壁は全く之を鋏きて舌面に殆んさ境界

　　＼」弓　　　　　なく衡する状齢なすあである．

　　　　　，　　　　　　　　　　　第三は殆んさ歯軸ざ蛇行する方向に「バア」を使用す
　　’　　ノ

　　　　ン　　・　　　　　　　　　　る場合で，此際に形成せらる》窩洞は前者ざ異り，窩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　底は根端に向つて横はり，前二者の場合の窩底印ち髄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　壁は弦では却つτ遠心及び近心の雨側壁ざ蛇行する屑
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　　　第　　83　圖

上顎側切歯舌面編蝕の窩洞形成

（第三型）

壁ざなり，更に新に歯頸側壁が舌面歯頸隆線部に生す

るのである（第83圖）。此際には第一の場合ざ反封に歯

髄は窩底ざ屑壁ざの稜角部に於て露出する恐が大ミな

るのセある。本形成法は舌面歯頸隆線の登育極めて良

好なゐミきに其慮用を見るこεが多い。

　更に舌面歯頸裂溝が深く歯齪縁下に及んで根面にま

で達したさきには之を追究して外形中に包括せしむゐ

こざは甚だ困難である。併し此場合ミi誰局所麻醇の下

に可及的歯齪を歴排して「クランプ」を装置し，或は必

要に慮じて歯齪の一部を切除乃至焼灼して之を外形中

に取り入れるやう努力せねばならぬ。

　6．髄腔の開擾，抜髄等

　蠕蝕既に第三度に達して歯髄は化膿性炎に陥り，從つて之を抽出すゐの止むなきに至りたる

ミき，或は又他の必要上より歯髄を除去せんさするさきには，前項に述べナこ方法によりて亜砒酸

糊剤を貼布するか，叉は根端注射法によりて歯髄を麻醇せしめ外形設定，病的歯質の除去等を

完全に施行してから，先づ圓形「バア」4號叉は「ドリル」を以て静に髄腔を穿孔し，次で「ピーソ

ーリーマー」（第84圖）を用ひて根管を籏大するのである。此際「リーマー」を使用する方向は大

　　第　84圖
「ピーソーリーマー」ゐ7

以て舌面より髄腔た穿

孔し根管彪振大する

　　第　85圖
「ピーソーリーマー」えど

使用して根管全長の約

2分の1位まで々櫃大
しアこるもの，髄角部に

は爾歯髄な幾留する

　　第　86圖

髄角部た完全に除去し

て將來の攣色た豫防す

る。抜髄は最後に行
ふ。

彊豊に歯軸にi封し30

－40度イ立錠こす♪…）が

よい。之によりて

髄腔舌壁の象牙質

を斜に削り下げる

やうにすれば根管

は自ら眞直に直祝

し得らる〉男犬態言

なり，其後の根管

塵置を至便ならし

めゐのである。「リ

一マー」を到蓬せ

しむる深さは大凡

根管全長の3分の

1叉は2分の1位でよろしい。

・次に最も重要なる操作は髄角部に於ける歯髄の塵置であゐ。印ち第
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85圖に見らるあ如く輩に舌面より「リーマー」を以て根管に穿孔し・ただけでは，髄角部の歯髄は

通例除去困難なる状態に於て残留するのであるから，之を其ま》に放置するざ，將來血液の分

解によりて歯質に攣色を來さしめ，從つて歯冠は自然の光澤を失ひて暗色ミなり，所謂死歯の

槻を呈して外観を不良ならしむる恐があゐ。それ故に此際には卒頭裂溝状「バア」を「コントラ

アングルハンドピース」に附し，之を舌面に封し直角の方向にあて〉窩洞の外形を切瑞の方向

に櫨大し，必要に鷹じては「ハ。チェツトエキスカヴェーター」6－2－23Hatchet　excavator，　Beil－

excavatorの如きを以て切端に向へる歯髄，殊に遠心及び近心側に於て突出せる雨髄角部をロ丁

峰に削去するこざが必要である（第86圖）。此操作申時々「アンチホルミン」を綿球につけて窩

洞内を拭ひ，髄勇部が清掃せられざるや否やを精検する。髄角部の清掃終りたれば窩洞内の漁

氣を去り，次で抜髄針を以て根管内の歯髄を抽出するのである。自口ち「ピーソーリーマー」の使

用によりて根管内の歯髄は銑に其3分の1乃至牛分は除去されて居るから，其残絵の部分を抽

出すればよいのである。抜髄終らば可及的刺戟性なき藥物例へば滅菌食盤水（新鮮なるもの），

過酸化水素水，「リマオン」水，瑚酸水，「クロラミン」水等々にて血液，組織の削片等を洗出し，

消毒せる「ペーパーボィント」又は綿繊維にて根管内の漁氣を去り0・2％位の「イスラビン」水叉

は「リマオン」水乃至2－4％位の「フルメヨヂン」水を「ペーパーポイント」に浸して根管内に描

入し，人工象牙質叉は「スト。ピング」で封鎖して1－2日間放置する（「イスラビン」，「リマオン」，

「フルメヨヂン」等は「アルコール」溶液さして使用しても差支ない）。

　上顎の切歯は解剖上根管が比較的軍純であるからカー氏「ブローチ」Kerrsche　Reibahleを

以て根管を纏大する必要を見ない事もある。併し狡小であれば勿論「カーリーマー」又は「フ。イ

ル」Kerr－R加mer　od．　Kerr－Feilenで之を籏大して爾後の根管虞置殊に根管充填を容易なら

しむるこ電は賢明な仕方である。

　7．根管充愼と窩壁形成等

　根管充填さしては弦では銑述の方法により「ガ。タパーチ。」「クロロパーチャ」充填を施すこミ

ミする。但し無菌的に庭置し得たる抜髄後の根管に封しては象牙質削片の充填が動物實験上良

好ミ思はれるが之は次の機會に述べるつもりである。

　根管充墳終らば直に「セメント」を以て窩洞を裏装し，方頭裂溝状「バー」で窩壁を修理し，窩

縁に傾斜を與へて充環さすればよい。

第二節　複雑窩洞として庭置すべ牽齪蝕

　　　第一項　臼歯咬合面より頬又は舌面に及べるもの叉は之ざ反封に進行せるもの

　1．診漸と病理

　此種の鯖蝕は大艦に於て前項に掲げたる臼歯咬合面の小窩裂溝に起れるものミ，臼歯頬面小

窩裂溝に起れるもの〉連合ミ見るべきで，其適例を上顎及び下顎の大臼歯に嚢見する。今上顎大
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’　第　8ヅ圖
土顎大臼歯の咬合薔腰蝕が∫

遠心舌面溝に及べるもの

　　第　　　88　　圖
下顎大臼歯咬合露騙蝕が頬癒小窩

に及べるもの。

　臼歯に就て云ふミ咬合面の遠心舌側溝disto－linguale　Furch♀

　は屡く裂溝Fissurさなりて舌面溝lin窪uale　Furcheに連り，其

　顯著なる揚合には終端舌面小窩を形成し∫更に頬側溝bukk翫le

　Furcheも亦頬面溝Wan竃enfur6he・に連りて裂溝を形成する゜

　こざがある。或は稀に第五咬頭ざ近心皆側咬頭ざの間に近心舌

　側溝を一mesio－hngua達e　Furcheを生じ斜に舌面に及んで舌面

　溝に達して居るこεもある。こんな場合に若し其咬合面から鯖

　蝕が起る言同時に頬面や舌面に及び，或は然らすざするも窩洞

　を形成するに當のては其豫防的見地かぢ之を籏大して複雑窩洞

　電せねばならぬ場合がかなりに多い。其外頬面溝や舌面溝に原

　登した爾蝕が漸次咬合面に蔓延してくるこ言もあるが之は其例

　　　　が稀である。

　　　　　下顎大臼歯にありては咬合面に於ける頬側溝が屡支裂

　　　　溝εなりて顛面溝に連り，下端は頬面小窩W鍛geか

　　　　gr曲ehenに終るこざが多い。更に遠心頬側溝も亦延長し

　　　　て遠心顛面溝disも◎－b櫨kale　F灘eheざ連綾し裂溝ミな

　　　　つて居るこεもある。從つで咬合面に起つた蠕蝕は速に

ノ多　是等め裂溝に沿ふて頬面に蔓延して來るのである（第88

　　　　圖〉。而して頬面小窩は前述の如く咬合面鯖蝕霊は全く關

　　　　係なくして蠕蝕を原登するこεが多いから，上顎の大臼

　　　　歯ざ異の頬面の蠕蝕が逆に咬合面に向つて蔓延する揚合

に臨鉢上かなりに其例を見るものである。

‘以上述べた檬な蠕蝕は小窩裂溝G出bchen　und　Fissurenに起れる比較的初期の歌態である1・

が，蠕蝕が更に進行し來りて鯖窩が鑛大する檬になるε例へば輩に咬合面だけに起つ弛もので

あつても，頬側叉は舌側に於て深く象牙質層を侵し，從つて磁瑠質は軟化象牙質のみを以て裏

装せらる畷犬態さなり，『 ?ﾖ邊縁隆線は外観上強固らしく思はれても其抵抗形態上より之を除

去して頬側なり叉は舌側なりに籏大せねばならぬ場合が生する。勿論之書同じ關係が隣接面の

方に向つても生するが之は次項に述べるつもりである。

　2．補綴法

　窩洞小なる場合には金充填を施すこミもあるが，其他は一般にドィンレー」によるがよい。勿

論「アマルグム」充填でも差支はない。

　3．使用器械

　第21圖に示した器械があれば充分である。　卜　　　　∵
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　庭置の術式に就ては蠕蝕の進行程度によりて勿論→様ではないが咬合面に封しては第一節第

一，第二，第三項に述べ弛方法を，顛面叉は舌面に封しては第四項の方法を慮用すればよい。

從つて弦に二三の注意すべき黒占に就てのみ記蓮するこざ》する。

　生．開擾と外形設定

　　　　第　　89　　圖　　　　　　通例咬合面に於ける蠕窩を通法に從つて籏大し，次

叢舅鞭鱗蟻鵠醗1に纐面なり叉は舌面なりに延長せる辮蛯㈱濁こ

　11號にて削去する　　　　　　　　　滑うて追究して行くのである。此操作は「バア」ざ「チぜ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル」を併用して行つても差支ないが屡ヒ又第21圖に掲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　げたる第11號又は48號0）「カーボランダムボィント」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　を以て溝に滑ひ斜に磁郵質さ共に蠕蝕部を削去して長

　　　　　　　　　　　　　　　　　方形の外形を作るこ電が迅遽且便宜である。例へば上

　　　　　　　　　　　　　　　　　顎第一大臼歯にありては第89圖に示せる如く11號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ポイント」を以て遽心舌側燐を舌面溝に向つて創り下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　げるが如きである。若し叉下顎大臼歯に於て頬側溝の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　みならす遠心頬側溝も同時に鯖蝕に侵されたる場合に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　は此雨溝を咬合面より「カーボランダムボィント」にて

　　　　　　第　　　30　　圖　　　　　　　創め下げるミ共に爾溝聞に残留する歯質即ち遠

鷺贈難難舗録翫磁瀬厳頭に相當する部分を抵抗形態の上より

　する。　　　　　　　　　　　　　　　削去する必要を見るこざがある。或は叉是等の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溝に鯖蝕が起つて居らないでも裂溝歌をなせる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　εきは將來の豫防的見地から之を外形中に包括

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せしむるこ言がある。或は叉咬合面に於ける蠕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蝕の進行程度が第三度に達して歯髄腔の所置を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　必要ざするに至つた霊きには根管治療を容易且

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　完全ならしめんために頬面溝に沿うて所謂便宜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鑛大を行ふこざがある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　更に下顎大臼歯に於て頬面小窩に原叢せる蠕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蝕が頬面溝に沿うて上方に進行せる結果，邊縁

隆線：の抵抗が脆弱εなり，從つて前者ざ同檬に之を咬合面に向つて籏大し，弦に一つの階段を

作る必要を生する場合がある。

　総て邊豫隆線の連結を失びたる歯牙は咀囑歴に封する抵抗減弱せるを以て所謂抵抗形態に封

する形成に留意せねばならぬ，例へば上顎大臼歯に於て蓬心舌面溝蛇に顛面溝を咬合面窩洞の

外形中に包括せしむる霊邊縁隆線は近心ミ遠心霊の二部分に切断せらる呉こさ〉なるが如きで
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ある。此際には宜しく「カーボランダムポイント」を以て各咬頭を咬合面の中央に向つて斜に低

く削去し，將來「インレー」禮によりて咬合面全部を作るやうにせねばならぬ。

　叉咬合面に起つた齪蝕が内部に於て著しく蔓延し顔結果舌壁なり叉は頬壁なりが菲薄ざなつ

たざきには，咬頭虹に邊縁隆線が残留して居つても之を創去して，舌面なり叉は頬面なりに切

り下げなければならない揚合が生じてくる。

　　　1　5．防黒ご清掃

　「ヵ一ボランダムポィント」を以てする窩洞の開籏は寧ろ「ラバーダム」を装置しない以前に行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　ド
ふこざが便宜であゐ。之は「クランプ」によりて「ヵ一ボランダムポイント」の操作が障碍せら

れ，叉は誤りて「ポイント」が「ラバー」に鰯れるミ張く「ラバー」が「ボィント」に捲きついて思は

ざる失敗を來すこミがあるからである。「ラバー」の装置終らば「ホルマリンアルコール」にて手

術野を清掃する。・

　6，病的歯質の除去Die　Entfemung　der　erkrankten　Zahnsubstanz

　前項咬合面に於ける軟化象牙質の除去法に從つて操作すればよい。頬面小窩に鯖蝕の起れる

ざきには「カーボランダムボィント」11號叉は48號にて頬面溝に滑ひ舷郵質を削去し1ヒる後に

於ても爾深部に軟化象牙質が多量に残留するのが見られる。然るざきには「スプーンエキスカ

ヴェーター」叉は圓形「バア」にて之を完全に除去せねばならぬ。其他の場合も総て之に準する。

但し軟化象牙質の除去は前項に論じナこる如く窩壁あ形成が終つてから行つて差支ない。

　7。窩壁形成

　咬合面に於ける窩壁の形成は前項σ）通りである。頬面乃至舌面に於ては先づ「カーボランダ

　　　　第　92　圖　　　．　ムボィント」によりて咬合面より切り下げられたる叢育溝

　上顎大臼脚咬合舌面複雑窩洞　　　の部分を修正して，正しく函形の窩洞を作るためにZF頭裂

溝状「バー」を「コントラァングルハンドピース」に附し，先

づ之を歯牙の長軸ミ宜角をなせゐ方向に使用して近心壁，

遠心壁，軸壁を作り，更に「バア」を歯牙の長軸ミ虹行に使

用して其平頭部を以て歯頸壁を形成すゐのである。叉軸壁

ざ髄壁ざのなす段階も亦準頭裂溝状「バー」によりて作るo）

である。但し卒頭裂溝状「バー」の代りに第38圖に示せる

如き「バー」を使用するも差支ない。頬面小窩部の軟化象牙

質を除きたるために生じたる梢≧深き凹窩は勿論「セメン

ト」を專装して窩壁を作るべきである。

　若し蠕蝕の進行著しくして銃に髄腔の塵置を必要ざするに至れる揚合には多くは頬面乃至舌

面に於ける軸壁を歯質によりて作るこざが出來ない。殊に下顎大臼歯では其近心根管を直幌し

得るやうになす必要上から犠牲的に此部の歯質を「カーボランダムポィント」11號にて削り下
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　　　第　　92　圖
下顎大臼薗咬含頬面複雑窩洞

げ，進んで球形「バア」を以て歯頸壁の部分を斜に髄腔

に向つて下降する状態に削去するこさがある。かくし

て髄腔内の慮置が完了したる後には「セメント」を以て

裏装を施し，第32圖に示せる充填器を以て髄壁ミ軸

壁ざのなす階段を「セメント」で構成すればよい。

　8。窩縁傾斜

　「チぜル」，研磨用「バア」，「カーボランダムボィント」

等を用ひて窩縁に傾斜を與ふるミ同時に髄壁ε軸壁ミ

の成す面角Flachenwinkel印ち階段Stufeの部分

にも同時に傾斜をつけておかねばならぬ。然らざれば面角の部分が躊型εなつたミきに金属の

流入によりて容易に傷けられ，「インレー」の精密なる適合が妨げられるからである。

　　　　　　　　　　　　第二項　臼歯咬合面より隣接面に及べるもの・

　臼歯咬合面に起れる鯖蝕が漸次進行するにつれ爾窩は内部に於て著しく嚢状を呈するやうに

なり，之ざ共に或は蓬心乃至近心の邊縁隆線を破壌し，或は遠心乃至近心の側壁を極めて菲薄

ならしめ，或は逡に穿孔を生ぜしめ，更に崩壌の程度進めば全く隣接面の歯質を消失せしめる

に至るこざがある。而して此種の鯖窩に封する塵置法は全く臼歯隣接面鶴蝕の場合ε同一であ

るから之は後段に記述するこε》する。　　・　　　　　　　　　　　　　　　（未完）

も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

ミ　　　ソ聯邦の保纏業（S・m・・hk・誌より）　　　1
も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

1　ソヴヰェット聯邦の騰療制度蛇に其の組織は革命以卒全く一攣し今日大罐次の様に分れてゐる。　　1

　　衛生聯合組合の任務　現代ロシヤでは人民の疾病，豫防及び讐療の救濟組織等は悉く國家的に最1

もよく統困ら抵ゐる．購各地方洛村縣には映輔欄纈る人踊生類會カミあつて之1

　によつて讐療の＿切が管理ぜられてゐる。流行性疾患の豫防，食物，住宅，水道，洗濯場等の公共事1

業は元よ瞭獅藥物姐、嚇用物晶の供給，煉に封する徽糖講，看蘇助手等の1
　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

　養成等もこの機關に嶋してゐる。從つて凡ゆる勤勢者は誰でも生命に勤すろ保謹が得られる。　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　工場の衛生事業申に於ける活動　これは勢働者，農民等に極く簡易な衛生敏育態授けて，自分自均1

　の保健は各臼に行はしめるざ共に，夫々の職場から選抜されナこ衛生宣傳員がゐて，宣傳ビラた貼つ1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な～ナこり，衛生講演たし7こりしてゐる。この外に特殊健康敏育學院，博物館，展覧車，汽車等の之が利用　l

l或腱鵬翻の鵬も上灘ら祇ゐる．斯力藤は・シ・曙藥に關する翻性で，榊舗こ
へ

1豫灘螺國欝繋懇備嘉：治鋤もむし繍、か蝋つまり囎．

i灘灘齢無讃は゜ン贈日爾騰が不㈹郷の疾騨
　　殊に購癩瀦騰臓鰍策の大眼目鮎てゐろのは何れの邸胴標である・　　l
N！　　　　　ノ・一一～へ一’一一一、一／ハ！一一’一／’あ♂一誇r竺V＼・…一’V－～～〔一へ　い～’一ノ＞V♂／’！∫／！々一


