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講 座

　　　　　　　　鍍金代用合金蹴て面

1　　　　・　　　　　kNochmals曲er　die　Go且dersatzl曲gierungen　　　　　　　ぐ

　　　　　　　　　　　　　署學博士　花　　　澤　　　　鼎　　／　　　　　　一、
　　　　　　　　　　　　　　　　　はな　．ぢわ　　　かなへ　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　1．金代用合金所要の性質

　　　　　　　が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽ

　私は既に2同に亙り金代用合金に就℃我々の學校に於ける研究成績を述べたのであるが，其＼

際代用合金震封すろ所要の性質Sして次のやう訟項目を羅列し弛のであっ梶1　－

　L　化學鵠牲質　　　　　　　　　　　　『　　　　　　　7　　　　　　’

a．自腔内耐色性，b・口膣酬鯛生，・漏所に封する無刺戟臨d・全身に封する無翻生・，

　2．’理學的性質

　a．硬度　ブリネル硬度150以下20以上なるこさ，b・比重歯牙の比重さ同一叉はそれ以下

なるこざ，c．強度さ弾性　用途により一定の強度δ弾性を有するこ霊，　d・伸張度　用途によ、

の一定の伸張性を有するこざ・∫3・構造　可及的均質なる固溶農なるこさジf・電位差の少いこ

ミ，9．躊造性を有し鋸融温度く液相線）1100度未満なるこさ・h・牧縮率　1・5％以下なるこ

さ，i．改善性　大なるこミ，　j．鍼著性良好なるこさ。

　㌫用途的性質

　a．飯用（金冠，歴印脈用等），b．裏装飯用，　c．躊造用（充填，義歯1休，・「バー」，鉤用等），

d・錬鉤用・e・合釘用乳’f・矯正用（弾力鎌・結紮鎌，帯鎧用等〉　　　　　　一

　上記の如き諸性質は勿論理想的のものであつて，金合金さ錐悉く此要求を満たして居るので

はない。例へば比重の如’きは「アルミニウム」叉は「マグネシウム」合金でもない限り全く望まる

べくもない。叉改善性の如きも之を有せざるか或は極めて僅かである。併し何ε云ふても金合

金は或る少数の鮫鮎（色さか比重さか〉を除くの外は悉く吾人の要求に遙合するので將來さ錐歯

科讐療上鉄くべからざる材晶ミして使用されるであらうごさは疑ふ餓地がない。

　　　　　　　　　　　　　2・「ニッケルク自一ム」合金

　　　　　　　　　　　　　　　　吊
　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・「三ッケルク質一ム」合金に封すろ見解は既に2同に亙りて論述したが卑に其後に得たる實験

成績を追加して参考に供したい豊思ふ。先づ現在市中に販費せられつ〉ある品で最近に蒐集し

ナこものを纂げて見る電次の通りである。　　　　　　　　　　　　　　・
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商　　　品　　　猛
　債　　絡
i1匁に付）

諱@　　圓
「ネ　オ　プ　ラ　チ　ナ」　　　　　　、 不二牝學研究所（東京） 3 2，700

「テ　ル　ノ、　ソ　キ　　ソ」 正木研究所（大阪） 3 2，000

「土　ム　プ　ラ　チ　ナコ 歯科用エムプラチナ販責所（大阪） 一 一「サンプラチナ」（善） 三金研究所（大阪） 3 3，000

「サンプラチナ」（特製） ，，
3 3，600

「ミカ　ドプラチナ」B 帝國化學研究所（東京）　　　　1 3 2，000

「ミカドプラチナ」（高級） ，，
3 3，500

「ドイ　ツ　プラ　チナ」 天　賞　堂　（東京）　　　　 一 一新　i燭・「プ　ラ　チ　ナ」 　　　　　　　　　1C，

3 1，800

「ス　　ー　　プ　’ラ」　B 大日本薗科技術研究所（東京） 2 2，400

「メ　　ー　　プ　　ラ」　B2
，，

3 3，600

「イージープラチナド　　　　　　　　　ー E．G．金屡研究所（東京） 3 1，500

「ケ　　ー　　プ　　ラ」　B 伺本口腔金罵研究所（東京） 3 2，000

「ビープラチナム」 日本化學研究所（東京） 3 3，600

「セ　陶　フ　プラ　チナ」 矢田デソタルラボラトリー（大阪）‘ 3 1，500

「ネ　オ　ンプーラ　チナ」 中澤歯科製造所（東京） 3 2．300　・

市　販「ニッケル」板・ 1

0
，
0
1
3
9
’
　
一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
以上の諸製品は既に前同に其分析表を掲げた如く或る1，2を除くの外は「二・ケル」を圭成分

言し，其量は少ないのでも約82％，多いのでは實に96％弱である。後者なさは殆んさ「丙ケ

ル」飯を費つて居るやうなもので，聯か苦笑を禁じ得ない。

　弦に是等の製品を歯科材料規格調査委員會に於て金代用合金に封する規格さしκ定められ津

乳　　　　　　　　酸
食瞳1％

硫化ソータ@
O
r
1
％
一

　　　　　　1

歯ﾒ ・露i・5％1ひ25％1α・％

No。1
腐蝕され光
Vを失ふ
tは緑攣

腐蝕され光腐蝕され光骸失為

壁郷
腐蝕され光
V々失ふ、

殆んさ腐蝕されす1　　　ピ

攣化ぜす 攣化せす

No．2
，，　　　　し u　　・　　　　　1

@・・　　i　　・・ ，，脚 ，， ，， ，，

No．3 ，， ・　｛　・ ，， ，，　　　　、 L　，， ＿　　　　，，

］N』o．．4
，，

’，，　　　　　　　　　　　　　　，，　　’ ，，
，，　’ ，， ，，

　　　　一mo．5　　　’
，， 。　i。 ，， ，， ，， ，，

No．6 ，， ・　i・ ，，
　　一
C， ，，

，，

’No．7 ，， ，， ，，　　． ，， ，， ，，
，，

No，8 η　　’ ，， ，，　　　． ，， ，，　　一 ，，． り

No．9 ，， ，， ，， ，， ，， ，， ，，

No．10 ，， ，， ，， ，， ，，　、、 ，， ．，ち

No．11 ，， ，， ，， ，， ，， ，， ，，

No．12 ，， ’，，
，　♪ダ ，，

　　1
C， ，， ，，　　，

No．13
・　，，

ノ　，， ，，

，，　　8
，， ，， ，，

No．14 ’　，，　　5 ，，、　　　　　　　　　　　　　覧，，［ ，， ，ガ　　　　〆 ，， ，，

Nr．15 3， ・　i・ ，，　　　「

，， ，， ，，

No．16
1
， ，，　　1　　，， ，， ，， ，， ，，

市販ニッケノy」 ，，
，，　　　」’　　，・ ，， ，， ，， ，，
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化塾的性質の試験法，・皇μち・本品は0・0魏懸ヒ水素溶液，1％乳酸溶液，0・1％硫化「ゾみダ・溶

液蚊に1％食盤溶液に約37度に於て7日間浸漬するも固有の色澤を保ち且液を著色すべから

す』縦つて識嚇課赫燃壌の鋤価る．　　・！
表によりて明なる如く市販み二。ケ・レ如一ム・合金は1％鐘溶液拉にo・ユ％硫化「ソーダ・

、溶液には不攣であろが，0・95％盤化水素溶液εユ％の乳酸溶液さには何れも例外奉く腐蝕され

極めて耐酸性に乏しいこ霊が了解される。’そこで乳酸の％量を低下せしめて0・5％・’、0・25％さ

しても依然慧して耐酸性を有せす，規定濃度の沁分の1邸ち0・1％に至つて初φて殆んさ腐蝕

されないε云ふ黙に達する。元來試験管凶に於ける醗酵乳酸の最高濃度は3％であるが・かメ

る高い濃度の乳酸が我々の口腔内で食物中の抱水炭素から醸成されるさは想像されない。’併し

ながらあめ硬い歯牙が口腔猷と於て醗酵乳酸のために比較的短期間に著しく覗灰せられて蠕蝕

を生すこεに思ひ至らば，決して乳酸の作用を輕親するこミは出來ない。從つて衛生材料εし

ての合金に封する口腔不攣性さしては其安全率の上から試験液乳酸の濃度を1％さ規定し弛こ

ざは決して不當叉は苛酷な要求では奉いざ信する。叉胃の盤酸の濃度は約Oj2％であ：り，剣勿

ミして囁取される酪酸又は果實中に含まる》有機酸の如きは假令一過的であるは云へ，かなり

に高い％薩するこ漸あるので遡力’ら・・昇鰍詠く麗すべき鋸が僅セこ槻の孚踏

液に辛じて通過する位の耐酸性では甚だ心細いかぎりである。從つて我府εしては何Sしても

之を優良なる箭生材料εしτ推漿し得ないのである。　．

更に表示せる如怖販の・㍉ケルク・一ム、合金は何れも試藥に封する薩虫性殊醸醗乳

酸ミに封する抵抗性が純「ユヅケル」板ε同一一であるのは甚だ皮肉である。之では何のために「二。

ケル」に「クローム」を加へて合金を作つたのであるかを疑はざるを得ない。而して分析表の示

す所によるざ市販品である「二・ケルクローム」含金中に含まるふ「クローム」の量は大禮に10％

内外で，少ないのでは3－4％位である。勿論「ニッケル」に「クローム」をカμへる理由は云ふまで

もなく其耐蝕性を増加せしむるにあるのである。然らば「クローム」を何％加へたなれば前記の

試藥に封する不攣性を附與せしめ得るかに就て試験して見’た所次のやうな結果を得規

’ギクローム」の含量

@　　（％）
盤牝水素
iO・05％）

乳　　酸
i1％）

食盤
i1％）

疏柑ソ義ダ」　（0・1％）

　　　0
u市販笛ッケル版」

腐蝕され金罵光
V奄失ふ

腐蝕され金驕光
Vを失ふ

不攣　　1 不　　攣

5 ㌔　　，，
，，

～　，，

，，

10 ，， ，，

’　　　　，，

，，

15 殆んぜ攣化せす 殆んせ攣化せす ，，
，，1

、　　20 不　　攣 不　　攣
、　，｝

，，

’

　都ち「クローム」を1◎％まで加へ弛のでは盤酸や乳酸に封する抵抗性を高める事が出來す，15

％に至つて初めて殆ん3攣化しない域に達し，20％になれば全く不憂ミなるあであ鶴それ故に

「二・．ソケル」を口腔内で耐蝕性ならしむるには「クローム」を少くミも20％位添加せねばならぬ霊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む

云ふ結論に達した。併し悲しいこざには「グローム」の量を既に10％以上にするミ後で説明する

如く合金の機械的性質が不良ざなわ，全く歯科用に適しないこざ〉なるのである。殊に「クロー

　ム」を18－20％含めろ合金は周知の如く「ニクローム」ミ呼ばれ主さして電熱錬ミして使用され

　るので，例へば古河電熱錬第2號は「ニッケルコ82％，「・クローム」18％であり，日本電熱録は

　「二。・ヶル」79・12％，・「クローム」18・9％，・「マンガン」1・48％，鐵0・5％である。叉「マンガン」

を2％翻こ加一即は加工容易εなるξ云ばれる翻れにしても齢用1こは適しない・一

　　更に市販の歯科用「三ッヶルクローム」合金中No．10及其改良晶ざ構せらる》No〆11（商品

名を掲げるのは遽慮する）は他品ミ異り約10－12％の鐵を含んで居る。之は恐らく掲逸の「コン

　トラシード」ε稔せらる》合金を眞似たもめであるらしい。即ち「コントロシード」BWMCの

減分は・三。ケ，レ、58％，・ク・一ム、15％，鐵14％，・タングステン、5％，・・バル∫ト・3％，

・モゾプデンコ3％冨ンガン、2％で，其耐蝕性や耐色性1ま・二。ヶ・レク・一ム・合金よりは遙に

良好である。併しながら「二．ケルクロームゴ合金に鐵を20％内外の割合に加へても其機械的性

質は多少改善されるが1耐蝕性は軍に「クローム」のみを含有する二元合金注果る所がない。從

つてらン訪シ＿・ド」の耐蝕性1鐵よ舳・ク・ニム」，「タングステン」，「・バ・ゾト」等あ添姐

．にある．らしい。叉鐵を15％以上加へ弛のでは假令化學的性質は改善されるさしても機械的性質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　ド
　が不良ミなるので，歯科用には全く適しないものミなるのである。

　　「ニッケルクローム」鐵合金も亦「ニクロームゴε呼ばれ其標準成分は「二．ヶル」60％，「クロー’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　＼
ム、15％鐵25％である．今其圭な姉販亮ε顛分漉参考の働に獅て見総次の鋤、

　である。

　　　　　　　一　　ダの　　一　主なる市販の「ニクローム」　　　　　　1

　一　　　　組
　　　　　＼　成
　名　　　　　　一

誤Contr昂cid　B　2・5　M

　，，　　　　　B4M

　　　　　B7M
　　　　　B6W
　　　　　B10W
Chroman　　　　　B

　　　　　　　C
　　　　　　　lD

　　　　　　、　EL

Nichro㎡e（嬉物用）

　　　　〈針金用）

　　　　五（針金用）9

Calido

Colorite

Nichroloy’1．よ　　　　圃マ．

化學亀的組成％

亀N…α一則　馳の添加物
1
　
　
1
丑
U
　
ρ
0

15 19・51　　L2％Mn，　2・5％M6　’
15 18　｛　　2％Mn．、　4％Mo

60 コ5 161　2％M・，、　7％M・P
61 15 16　1　　2％M馬　　6％W，
61 15 12・1　　2％’Mn，　10％W

’61 15 ，20 4％Mn，

65 20 10 4％Mn，　　1％Mo
←0　一 25i9 3％Mn，　　2％Mo
50

33　1　13　　1

2％Mn，　　2％Mo
、67 　　　　　，P6　112 1％Mn．

60　． ユ2．／．26 2％Mn，

66 22－　10 2％Mn，

59 16　i　25，

65　ヨ 12　｝15 8％Mn，　、
、75　　、じら　16　　　1　7－9 3％Mn，　　ド

L
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1

Toρheも　　　　　　　　　　61

1rlardite　　　　　　　　　　　　　　75

・lconei　　　　　　77－82

古河電熱線第マ雛∫64

日本電熱線第ご號　　69・23

庭友ss　9　　6s

　10

／15

12－715

　11

17・45

　15

26

13

5＿7’

25

11・9

2G㌦

　　3％Mn，
100％ξ∋i，6％Cu，4％Zr，，3・5％

Mo，2％Mn・0・95％Al

　O・5％Si，

9・42％M塁，

％
石
3

養

　以上のものは大部分市販の歯科用「二．ケルク綴一ム」合金よりは耐蝕性優秀であるが其機械

的性質は歯科用に適しないび

　借次には市販の歯科用「エッケルクローム」合金の機械的性質に就て試験し弛結果を表示する

ミ次の通りである。・　　　　　　　　　》

「ニッケ～レク籍一ム」合金の機械的性質試瞼表　「ユヅクルラ穏一ム」合金は云ふまでもなく鋸融黙が

馨験磯（舗認陣弊罐懇引
No．　’1　　　　　ヤ78。5　　　　　　　25　．　　　　良

No．2　　60・4　　　．28　不良
No．　3　　　　　6491　　　　　　25　　　　　　良

No．朗S　62b5　23　不良
No．5　56・9　 25　不良
No．6　　　50・0　　　　21　　不　・良

No。ヅ　　　41・0　　　　15　　　良

No．8　 62艦5　　15　　良
No．9　 尊8・6　　15　　良
No．10　　　　　59●3　　　　　　　28　　　　不　　良

No．11　　　56・7　　　　20一　不　良

鶏も．．12　　57・◎　　　10　。不良

No．13　　　50・0　　　　20　　不　良

No．14　　　69・5　　　　20　　不　良

No．15　　　　　61●1　　　　　22。5　　　不　　良

No．16　　　　　感8・8　　　　　27・5　　　不　　良

ニヅケノレ銀　　　　40・0　　　　　　24　　　　　良’

規格　 50以下、15以上　良

甚ガ高い（1300度位〉ので我々の「ラボラトリー」で之

を鋸かすこミは殆んさ不可能であり從つて蟻造には

不適である。印ち其用途1ま軍に飯用に限定されて居

　　　　　　ノ
る。而して銀用（主ごして金冠用）ざしての所要の機

械的性質ごして，規格調査委員會では抗張力部ち引、
撃

張りの張さは1軍方粍に就き遍OKg以下，紳張度は

15％以上ならざるべかぢすざ定められ，鍼著試験で

は引張り試験を行ふに鑛著部剥離すべからす寧きめ

られてある。然るに市販の「ユッケルクローム」合金は

其1，2のものを除くの外は抗張力は総て50K劇m拠2

以上であるから何れも甚だレく強靭で，技工室に於

ける製作は非常に困難である。元來金冠を製作する

に當りては歯頸部に之を緊密に適合せしめ，以て將

來歯牙支持組織に障碍を及ぼさないやうに努むべ゜き

こ霊は最も重大なる要件の一つである。それ故に抗囁力の高い強靭な合金では製作が困難であ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く
るから之を歯穎に適合茸しむる操作が容易でないか，’叉は全く不可能ミな転歯頸ざ金冠さの

間には合著時の過剰「セメント」が多量に介在して恰も爾石言同檬に歯牙支持組織に慢性⑳刺戟

を及ぼして所謂歯糟膿漏を誘獲せしむるか，或は一暦病勢を充進せしむるに至るのである。か

かる適合不完杢なる金冠を装置し牝弛めに起つ弛ミ思はれる幾多め弊害を，ご不幸にも我々の臨

林上あまりに多く見るの現歌1証に止疇實硝定せしむるに鵬のではなカ・らう跳齢紐

なすものありて曰く，禦作騰な・三。ク〉塑ワー勾合金を代用する場合きこは金合金を脈参

る際よ妙も可及的丁寧にナ且多くめ時間を捧げて製作ヒ從事δ，似℃露鎖05適合を策るやう練

翫働ば礁弊害がないで嚇命ざ．併慮ふは易くして行ふ騰しの諺蜘ぐが堵こ
　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　！
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ミは大膿に於て机上の室論に等しいやうなものである。

我々湘常伽し？・ある金冠廟K鈴金の抗張ガは大約24－25Kg／mm2である・それ

が2・K叉は・8K鈴金の如く3・－35　Kg仰m・，醜る溺鞭製作は轍困難なる娩れ，

ない。それ故に金冠用代用合金ミしては抗張力最高35Kg／mm2位であつてほしいのである。

之を規格に於て50Kg／mm2以下ざしたのはかなりに寛大な條件であるざ思ふ・，供しながら前

表の如くi純「ニヅケ．ル」飯の抗張力は40Kg／mm2であるから・之よ々）も抗張力の高い「クローム」

襯じ畑では酸に封する緯力は假令雛せしめ得るεしても・悲し1・傭反封に撫燃

曾加して50ざなり，60ざなり，’甚だしきに至つては實に表示の如く78・5Kg加m2を算する

やうになり1歯科技工上全く不良晶ざなる0）である。師ち「ニッケルクローム」合金にありては

其イ瞳的性質ミ機械的性質さに封す腰求は結果に於て全く相反するものざなり・大きな矛盾

雌頻のである．併し・一・ケルク・一ム・合金9輝的額悔嚇糧性1まあま鵬縁

の注意をひかない．僚なれば此合金1ま晦内で酸の燭に徐々礪蝕されて緑色の錆を生す

　　　　　　　　　ノゐさしても，之は水に両溶性であるから唾液申に溶け去りて，金屡面1ま常にヅ定の光澤を放ち

毫も娩観るこ瀞ないからである．かくして麟家が・一・ヶルク宙ム・の耐食虫性蹴て

大きな關睦撒ないのもあなが撫理のない蔦き願％のである・之に反し此合金が金合

金に比べるさ著しぐ強靭で細工がし悪いからもつざ軟い，換言すればもつざ抗張力の少ない合

金が出來ればεの希望が多いので，近時製造家は此希望に慮する弛めに，耐蝕性を附與する目的

で添加した「クロームコを犠牲に供し，其量を漸次減少せしめて純「二。ケル」に近いものミし，’

或は之に少量の鐵を加へ之を改良品さして叢費するやうになつ弛らしいのである。帥ち「クロ魑

一ム・の添加量樋度に減するか，一或は寧ろ趨で純「二・ケル」板を使用すれば，抗張力は4σ

Ki9／mm2位に減するから金冠の製作は容易ざなり，鑛著部の試駒も良霊なるのである。

　次表は「ニヅケル」に「クローム」を5，10，15，20％s漸次其添加量を檜加し弛場合の抗張力・紳張

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度等の攣化を示しナこも0）である。帥ち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「クb一ム」の量を増加すれば抗張力は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漸次増加して強靭ざなり，15％，20％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に至るざ全く歯利翔に適しない歌態ざ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なる。叉鍼著部の引張試験も10％以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　では不良ざなろを兇：れない。更に伸張

度は「ク・一ム・の添櫨砒例し囎加するが・之は作業驚恥軸頓要素滋蛎ない
δ）で，此場合に怯別段重要なる意義を持弛ない。之に反し耐蝕性はユ5％に至りて稻ヒ良霊なり，・

20％では全く良ミなるのを見る。かくして此全く相反した性質を我々（b要求に一致させるには。

・勿一ムゆ添加量囎減させて撫駄であ㍑の織が得ら枇わけである・ト

　以上の所論を総括して見るざ訳のやう．な結果ざなる。

1「クローム」の含量

@（％）

抗張力Kg／鵬阻2 伸張度
i％）

鍛著部引
｣試験

耐蝕性

　0s販「ニッケル」板
臣40

|－一』S4・7

24 良 不　良

5． 25 良 不　良

10r 62・5 、28 不　良． 不　良

15 68．5 33 不　良 稽く良

20 79・2 35・5 不　良 良
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ユ．市販0）歯科用r・㍉ヶルクロ声ム」合金は其耐蝕性に於て軍なる「轟。ケル」板ざ異る所がな

い。，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　2．　「ニッケル」に10％位の「クロームゴを加へても殆んさ耐蝕性に影響を與へないばかりでな

く，之がため反封に抗張力を増し1金冠の製作は困難ミなる。從つて10－15％似下の「クロ♂

ム」を含める「ニッケル」合金を爾科用に供するこさは無意味である。

　a　「二。ケル」をロ腔不攣性ならしむろ1三は少く霊も「クローム」を20％添加せねばならぬ。

併し之がために機械的性質は不良きなり歯科用じ適しなくなる。

　4．「二。ケルクロドム」合金に10％内外の鐵を加へても耐蝕性を増進せしめるこミは出來な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げ
い。

　5．市販の属ヅケルクローム」合金は抗張力があまりに高いので金冠の製作に適しない。鐘

著部の引張試験は大騰に不良である。

°市販の縛一・ケル亟は「二・クルク・一ム・合金駒も磯纐搬質雌1浪好驚る・

而して耐蝕性は爾者同一であるから我々は高償な「ニッケルク搾一ム」合金を使用する必要を認

めない。

　7．現下の非常時局に際しては假令耐蝕性に訣くる所あリミするも國策上「㍉ケルクロr

ム」合金を使用する必要ありざ圭張する論者に封しては，寧ろ此合金よ々｝は機械的性質優秀に

　　　　　モ
して且極めて安贋なる純「二。ケル」板の使用を推奨したい。

　　　　　　　　　　　3．「ニッケルクロームパラヂウム」合金　，

　　　　　　　　　　　　　、
「ニッケルクローム」合金に大約5％の「パラヂウム」を加へるε耐触性を著しく増加せしめ得

るこ蹴撫噺究中に得怖新しい嚢見価ろ・今此關髄表示鎚漱噸りである・

　　　　　「ニッケルクロームパラヂウム」合金の機械的及化學的陣質（但「パラヂウム」5％）　い

噸ム」鍮轡灘引欝 達
）纏硲

①
　
　

鞭
％

食
－

　
（

酸
）

　
％

／
　
圃
よ

ー
U
（

孚

／

0

一 ｝ 一　　〆
腐蝕され金罵光
V彪失ふ

腐蝕され金驕光
V怨失ふ

不攣i　　’
　不攣
i境罫に白色帯潜生す）

5 、　　『 ㎝ 一
多　　　｝， ，， ，， ，3

8” 47・1 27 良 殆んご攣化せす 殆んさ攣化せす ，， 不攣
10 58 30・3 良

，，　一

，，
ゴ　　　，，

，，

瓠5 64 33・4 不　良 不ト攣 不　　攣 ，， ●，

　帥ち「ニッケル」に軍に「バラヂウム」を5％’だけ添加しナこもの，拉に「パラパヂウみ」ミ’「クロー

ム」を各5％の割合に加へたものは耐蝕」性未だ完全でないが・「クローム」が8－10％霊なるざ著

しく良好ざなり，更に15％では全く口腔不攣性のものが得られる。併し悲しいかな抗張力は

昏OKg／mm・以上訟り，鍼著部試験1ま不郎なる競れないめも．之を實用駈こ供するには爾

今後の研禿を要する霊思ふ。但びクローム」10％，「バラヂウ舶5％9「テツケル」合金は・之
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を市販の「二。ケルクローム」合金に比較すれば化學的性質は遙に優秀で，かなりに耐蝕性があ

り，♪且抗張力は58Kg／mm2であるから，金冠製作は普通の「ニヅケルクローム」合金を使用す

る揚合ざ同じ位の困難さである。叉「クローみ」8％のものは抗張力が47・1Kg／mm2であるか

ら規格ヒも通過する。唯耐蝕性が絶封的でない。、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　　　　　　　　　　　4。1ニッケルクロ高ム」合金の規格問題　　1

　前記の如く「二。ケルクローム」合金が化學的拉に機械的性質に於て幾多の訣黙を有しジしか

も其用途εしては僅し鋲ミして金冠を調製する材料に使用せらる’〉に過ぎないにか》はらす，
　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヰも　の　　　　　　　し

非常なる勢を以て使用量の増加を來したのは誠に不思議な現象ミ云はねばならぬ。此貼に就て

ば後に再び論するつものであるが・兎に角坊間に褒費されて居るものは有名無名ミりまぜて相
　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

當の敷に上つてるらしく，叉其品質の如きも甚忙不統一であるから，他の金代用合金のやラに

「二．ケルクローム」合金の規絡を作つて之に合格したものだけの販費を許すこεにしようでは

ないかεの叫が起つて來た。併し實際問題ざして果して之は可能であらうか。、我々ρ）今までの

研究の結果から劇断するε此合金の規格を作るに當つて最も難關ミなるのは酸に封する化學試

・験である。勿論此合金は局所に封し，叉全身に封し全く無害無毒であるから口腔内で溶解して一

も保健上差支ないεの前提が成り立つなれば，耐蝕試験は他の合金より遙に寛大に取扱ひ得る

わけであるが，併し他方には此無害論者に封抗して實験的にも臨躰的にも有毒を圭張する人々

がある瓠灘砺で噸に船金靴學言式騨睦糊拠する言講瀬鱒弱である・
　國家は今や非常時である。「二．ケルクローム」合金の有害無害論なさにこだわつて居る時で

はない。必要ミあらば多少訣黙のある材料であらうε我慢して使用すべへきではないかεの議論

　　　　　　　　　　　　　　　にを成立するミ思ふ6併じそれなれば兎角批難のある「二。ケルクローム」合金を使用するよりは

銀叉は其合金を使用すればよいでばないか。銀合金の鋏黒占に硫化にぶりて容易に黒憂するにあ

る。之に「パラヂウム」を25％以上加ふれば耐硫化性εなし得るが，ζでは比較白勺高債で大衆的1

でなければ，他の卑金屡を加へて或る程度の耐硫化性さしたものを使用すればよい霊思ふ。．銀

は黒攣しても衛生王かちは全く無害であろこざは一般に是認された所である。黒くなつては患

　　　　　　　　し者に封する信用上困るかも知れないが，世は非常時である。少し位黒くなつてもお互に我慢す

べきである霊すれば，迄で歯科欝療上毫も支障を來さない。銀合金なれば金冠も縫績歯も，架

　　　　　　　　　工歯も，「インレ晒」も殆んさあらゆる歯科技工上の作業が施し得られるのである。「ニヅケ～レク

ローム」合金の如く軍に金冠の製作にのみ限定される材料ざは非常なる相違である。

便に我々は「セメント、，白マルガム」ミ，錫「アンチモン」合鉦があれぼ敢て「二・ケルク・一

ム」合金を必要ざしない。止むを得すんば金も，白金も1「パラヂウ吟」も使用を禁止されたさで

仕方がない。勿論之では正しい歯科讐療は出來ぬかも知れぬが，蠕窩には「セメント」，「アマル噸

ガム」，錫「アンチモ当合金なさを充填し，・歯牙鍛損部には錫ケブンヂモン」’合金の縫綾歯叉は
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「ゴム淋義歯を作り，「クラスプ」は耐蝕鋼（「二・ケルク叶4」鋼〉なさで問嬉合せておくミすれ

ば國民の保健上之で我慢出來ぬこ霊はなからうきの論をなす人さへある。　　　h

　r轟ッケルク”一ム」合金の耐蝕性に就ては既に28頁に表示した通りであるから，之に金代用

合金に封する規格の0・05％盤化水素溶液，1％乳酸溶液浸漬試験を適用し旗のでは市販品は一・

晶も合格しない。そこで酸の濃度を低下せしめるさするさ，乳酸では0・1％印ち10・分の1に至

めて初めて殆んさ腐蝕されす書の域に蓬する。併し困つたこミには市販品全部一様の成績で優

劣がつかないから之では合絡不合絡を定める標準Sならない。もつさも0・1％乳酸試験に通過

したものは総て合絡品ざ認めるミすればそれで差支ないかも知れぬが他の金代用合金虐比較

して齢不蛭襯獅あ総嚇韓れ奉い鱗らうr、
　次は機械的試験で先づ抗張力に就て考べて見ろミ（31頁絃．ケルクロニム」合金の機械的性

質試瞼表参照）我々臨休家からすれば之は最高35Kg／mm2位であってほしいのであゐから，之

では一品も合格するものがない。そこで黎作の不便を忍ぶ言して50Kg／mm2　Sするざ之でも

眞の合格品は三品だけで，他の二品は丁度50K9／mm2，其外は総て落第である5更に標準を

66Kg／mm2ミすれば合格品は多くなるが，併し其結果は金冠の適合性が不良ざなって，歯牙
　　　　　　　　　　　　　サ
支持組織に障碍を及ぼし，他方には製作困難意るため之を或る技工所の手に委ねるミ云ふ弊害

が起つてくる。叉此方法で合格不合格の差別は出來る書した所で，果しτ之が製品の優劣を正

しく鋼断する標準ミなり得るかざ云ふに，之は大きな疑問である。何ざなれば抗張力め低下，

換言すれば金冠を出來るだけ作の易い檬に合金を柔軟にするには，Pニヅケルゴに添加する「クロ

ー云」の量を少くしなければならないのであるから，耐酸性は反封1と低下する結果言なり，化學

的性質は不良言なるを発れないからである。

　次に鍼著部の引張試験であるが，之も前に表示せる如く不良なのが多く，15種中3分の1だ

けが良である。然らば鍼著試験に通過し牝ものは他の性質も良いかさ去ふミ必すしも然らすで

あるから之亦全禮ざしての優劣を定める標準になら撫b　t　・　　　’‘　　｛

　そこで今度は総合的に規格問題を批制するミ，次の如くになゐ。卸ち先づ「ニヅケルダローム」

合金の規格ざして耐酸試験を行ふ書假定する霊，他の代用合金の揚合さ異り酸の濃度を10分の

ユも低下せしめねばならぬが，之では市販品の殆ん曹全部が一様に合格するので全く製品の優

劣をつけるこさが出來ない。叉抗張力を低下せしめて製作に容易なるものを選揮するざするε

反封に化學的性質は不良ざなるざ云ふ矛盾が起観叉鑛著の引張試験をしても之轄けでは合格

不合格の標準になら撫・．元來「二。クル知一ムゴ合金は鋳融黙が非常に高いから低鋤）銀鑛

なさでば所認ハンダ・づけ醜つて眞の鑛著は行はれない6燃鐘でセま耐蝕性醜いか畷著

部の化學試験に合格しない。’叉金鐘で鍼著して引張り試験に通過しiヒ8しだ所で，之ば一時的

のこざで，絃ヅグルク梱 香[騎合金豊金鑛♂の間にば相當の電位差があるから」口膣丙で顧2年

もたっ注鍼著部から劒離する危瞼があ観結島F場グノレクローム」合金に封しては他の代屠合
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金虐は著しく異つ零特別な除外例を設けない限．り，類似の規格を作るこざは不可能霊云はねば

ならぬ。又前にも述く染通り假りに他の代用合金に封するよのは低級な規格を作つ’たざする定

之に合格する最優良品は「㍉ケル如一ム」合金に非すして軍純なる，「ニッケル」板であるさ云ふ

滑稽な結果εなるのである。

　色々の議論は議論ミして現在の駄勢からは何ミ云ふてもF二。ケルクロー」み」合金の使用を慶

止するこミは謙な霞か湛し蔀至りては之がなければ我々は生活姻難なるなぎ娼

ふる人に封しては，私は再度「ニッ邑ケルクローム」合金よりは遙に安慣にして，しかも機械的性質

の優れたる純「二。ケル」飯の使用を推奨せんεするものである。

　　　　　　　　　5．「ニッケルクロ戸ム」合金の使用量と必要量

　「二・ケルクローム」合金が現在1ケ年にさの位使用されて居るかは不明であるが，之まで度々

雑誌に現はμ弛所によるざ約30噸即ち20・000「キ戸グラム」・約5β40貫ださの．こさである。若

し之が眞なれば實に驚くべき藪字である。そこで全國の開業歯科醤の数をユ8，00◎人さ假定する

ミ1ケ年1人乞97匁，1ケ月1人25匁弱εなり，，1匁で金冠を大ノ」・臼歯，前歯等取りまぜ4個

づあ作るさする霊1ケ月100個で，1日卒均3・3個ε云ふこεになる。此外に金合金や「パラ

ヂウ恥合金や，時には銀合金，銅合金なさも使用されつああるのであるから，金屡冠1日の製作

高は李均4個又は之よのも多いミ見払ばなら跨．之も亦眞に驚くべき籔字である。

　「ニッヶルクローム」合金が未だ市場に現はれなかつた大正7年の所謂好景氣時代に於て大藏

、省が日本銀行の手を通じて當時の全國め歯科讐4・726人に携下げた金の総量は486貫で，1人

1ケ年約10◎匁である。叉昭和5年に日本歯科欝師會が調査した金の濡費量は1，4◎4貫で，之を

其當時の歯科讐師敷14，1956人に割り當てる霊些年1人の使用量は94匁弱εなり、大艦に大正

フ年の調査に類似して居る。而して此時代に於ては金を「インレー」，鉤，義歯躰，縫績歯等にも使

用もたのであるから，眞に金冠さして使用した量は多くを見積つても6，7割であらうから，之

を現在に於けるドニ。ケルクロー亭」合金の使用量1ケ年1入約3◎0匁に比較すれば約4分の1

である。即ち「二・ケルクローム」合金の使用されなかつた時代には歯科讐ユ人當り1ゲ年100匁

で馨療は充分に行はれ，叉金冠用εしては其6，7割位で足りたのである。然のみならす金は

「ニッケルクローム」よのも淺に比重が大きいので・容積からするさ其2分の1位に過ぎないので

あるから，金冠の敷ミしては「㍉ケルクローム」合金の約牟数位しか出來なかつたわけである。‘

鉢るに現今の如く「㍉タルクロ「ム」合傘が盛に紹介されるやう、に至つて，何雌にかくも多歎の

金冠を製作するやうになつ弛のであらうか。換言すれば大正7年の代用合金のなかつた頃には，

餌の郷歯礪療鳥つ移蜘鋸を髄弾螺髄つ勧ガが・當齢は高償であつ
牝から（大膿に1匁5圓位）金ρ）使用量炉少なかつたのだ貫見るべきであらうか。私は決して然

ちすS主張したい。否當時に於てすら正しい歯科讐療上の見地からすれば必要以上に金冠を製
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作じ弛ざ見るべき蔑多の事實がある。例へば前歯に装飾的に之を装置したるが如きである。若

し此論縁が正しいミすれば現在同一重量に於て金合金よりも2倍も容積の大きい「ニッケルク

ロー ｩ」合金でかくも多籔o）金冠を製作装置するこさは・眞に正しい讐療上の必要に迫られた結

果さ見るこ豊は出來ない。

私をじ億障な伝はしむれば，今日の女ロく鋤の鑛冠を髄捻が翻盤療の大部分を

占むるさするざ，之は我々の職業の堕落であの，讐療の低下である。鰯蝕によりて崩壌され旗

、歯冠の候復は金冠によらすεもrインレづ其他の手段によりて大部分補綴せられるべきであり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ
之が現代の歯科讐學の正しく教ふる所である5歓洲に於ても米國に於ても私の知れる限りでは

我國の如くに金冠を灘用する所はなヤ・。此観察にして誤なくんば含0噸ざカ・30噸ざか構する，

殆んさ金冠の製作のみに限定せらる》「二。ケルタローム」合金の使用量の如きは正しい意味に

於ける必要量ではないのである。其20分の1，30分の1で既に充分である1私は若し此種9）

鑛醍非鮎必要であ鑓云魂らば・理言鯛にも遇實験的にも之よ噸秀なる縛轟・ヶ

ル」飯を，眞に其必要量だけ政府自らが配供すればよい霊思ふ。但し私の此圭張はr屯ケル」を

以て歯科代用合金たの得るミの見解に立脚して居るのでないこミは云ふまでもない。　（未完）

　　　　　　　　ノ

ミ
　　　　　　　　　　　　ソヴィヱット聯邦に於ける疾病保瞼

　（10月號18頁の績き）　・　　、　　　　、

　實　績
　・936年に紅嫉，麟企難区鋤組舗聯創・凱納付は購欄額は・1，843，・叩・・～・

一ブルに藩しナこ。その額申8，380，000，000ループ〃は現金現物その他の給付支給の爲に諸勢働組合

に幾留し71。雇傭企藁の納付する保陰料傘は1937年3月ソヅィヱット人民委員會の決議によつて減額

　され同年中の保瞼料は5，292，000，000ノレーブルに達すざ概算される。次表は1926年より1937年間・’

一に於けるソヅィヱ舜聯邦被保瞼者数及疾病保瞼金庫に緬付されナこ保瞼料奄示すものであろ。しかし

．給付受給者総数及給付の種別に磨じむ受給者敷の籔字た得るこごが出來ない。

　　　　　第1表　怨26年より1937年に至るソヴ｛ヱット聯邦機保瞼者藪及疾病保瞼料

年次

1926

1927

1928

1929

1930

1931

被保陰潜籔

8，1S6，000

9，030，000

9，865，400　、

10，932，2◎0

13，．469，700－

17，658，400

　保瞼料・、
，

　703，400，000

　923，200，000

ユ，050，200，000

1，258，90〔｝，◎0◎
も

1，660，600，000

2，849，500，000

年次

1932

1933

1934

1935

1936

1937

被保隙者藪㌦

22，385，300

22，156，300

23，934，600

24，948，7◎◎

25，630，000

　保瞼料
4，400，800，000

4，794，800，’000

5，串59，800，000

7，157，00◎，0（X）

8，380，000，000

5，292，000，000

　1936年に於ては肚會保隙金庫の給付額に加へ｝（政府は疾病給付のナこめ200，000，000ルーブル々補

助し†・．尚ほ1937年に於ては政府は杜會保陰鐘の員澹から病院，施療所，塵院，訥所測・見園

なさの壷用な輕減しナこばかりでなく母子編利のアこめに1；481，30◎，000〃一ブ〃赫繭しすこのである。

’


