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臨、 脈

簡輩象アルギン印象材の作曳方とその用津
o

　　　　　　　　　　　　　　　醤學博士’
　　　　　　　　〆　　　　　　　　　　　　　　　　F　　　　　　’　！

　　　　　　　　　－　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　「アルギン」または「アルギン」酸塩　Alginate
　　　　　　　　　　ト　　
　に關しては私は既にしばしば雄誌にかいたり（最

．近では臨豚歯科學i報第二巷第三號），講演1をしたり

　しπので御承知の入も多V・と思う゜その後我々り

理工學研究室では安井哲男，蓮見博デ神山敏男の・

三郡・アル脚印象材たついて熱臆研究をつ

　づけ，本年十一・．月の同窓會にはその製品のデモン

スト：セμ岬ンを行つた・現在7刈’カではζの・

　印象材が盛に使用され，在來の「モデリングコン1
’パゥン1・」柘膏印象材獣藷馬騒逐する情勢こ

　ある。殊に最近獲表されたSkipner氏等の論文

　（」・A・D・・A・・A黛9Ustユ947）はさきに蘇さ
　ゆ　　　　　　　　　　　　　れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も

　れた同氏等の．論文（」．A．D．　A．，06tober，194

　　　　　　　　　　　ノ6）の姉妹編と見るべきもので，一護に贋するとと・

脈，これにより近くこQ印象材の規格も制定さ

　れることと思う6　、　「　　　　・，

　「アルギン」印象材または「πルジネート」印象
　　　　　　　　　　　材というのは通例「アルギン」酸の可溶性塩ど石

膏とを混ぜてジこれを・腔内で水に溶けな“永修．

1性の「アル牟ン」酸塩に攣化させて印象を探爾

　る材料である。米國の「アルジネ誌、ト」印象材は

台定の容箒に入れた粉末で・．これにある量の水を

抑えて石膏のように．使、用ナるのであるが，「アル

　ギシ」酸塩の原料である海藻（褐藻類）廠本邦に∵

多量に産するにもかがわらす，これから「ナル

、ギンゴ酸塩を取p出して乾燥，粉禾化させること『一

が技術上相當困難であり，かつ費用もかかるので
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　　　　　　　　　ゑ
現在我國では純良な製括を入手することがむつか

ンしい。しかし最近見かえり物資として米國から注

ら

東京翻濯學專門學榛敦授　　　　　、

　　　　　　　　魏　　碧
　　花　　　澤，　　鼎
　［　L」

　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　む

　　　　　　な丈があるρで，その製造は日なちす盛になると思

　う。のみなちす目下粉末駅の「ア～レギン」印象材

を研究している會肚もあるので，近く市場に現わ

れるかもしれなv・。

　輿下私は前記の安井，憧見，、瀞山三君の研究成

績荏基謄とレて現在我々の學校附屡病陣で實用に

’供して蟻簡載「ア1レジネート」印象榊難

ならびに使用法を述べることとする。これはパテ

’㌧状り粗製品である「アルギジ」酸「ソーダ」を

鷹用する方法で，これなれば入手も容易であり’，

1慣格も比較的安動ので本病院では一時これで間に

合せているわけである。勿論將來はアメリカ製品

た劣らなV・粉末朕の優良品を作つで實用に供した

いと自下研究中であり，既に「アルギン」酸「ソ

ーダ」または「カリ」の粉末，石膏，賦形材から

成れるもの・と，「アルギン」酸の粉末に，「アルカ

　リ⊥石膏，賦形材などを加えたものを實験的には

製るこ拡成功しているが，まだ工業化さ軌るた

至つていよい。陰 @　　　　　　　・

　　さて我々の病院び目下便bていゐ市販ゐ「アル

ギン」酸「ソーダ」なパテ甲状のV・制ま水溶液で

約25％の「アルギン」酸rソーダ」を含み，そ

の外に多少の不純ゴ》を混じている・こ九咋本をま

ぜて15－18％の「アルギン」酸「ソ・一ダ」酒液
　　　　　ノとし痢づP：Hを適當備正してから硝を入
れて煉和し，「トレμ」に盛つて印象を採得する

のであζそうすると「アルギン」酸「ソ霞ダ4の
じ　　　　　　ほ　ヨ

水溶液に石膏中の「カルシウム」と躍換反懸を起

して水に不1評解性の「カルシウム」塩となり硬化1



　　　　　　　　1　　」
　　・．133

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

　　するのである。硬化後の欺態はτ度硬まつ潅塞天

　のようで；弾力があ窮’印象面は「モデリングコ

　著パウンド」または石膏より醐密で・しかもブ

　ンダーカツトの部分をも正しく印象し得るという

　騎色がある。、　　　　　’，
　　　，印象材の琿化に及ぼす色々な峰件　　1、　’

　　・一，P宜「アルギン」酸「ソーダ」水i容海沖

　性ま旋は「アルカリ1」性であるが，・これにCaを
　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　へ

　作用させると速に沈澱し，それが中性に近ければ

　近いほど速に反慮が起る。そして出來た伽塩に

　彊「アルカ竣」，例えば濃i炭竣「ソーダ」液を加
　　　ヒ　　　　　　　　　モ　ヒ

　えると再び「アルギシ」酸「ソーダ」液1こ攣す

　，る。・この理由がら我々訂アルギン」竣「ソーダ」

　のPHを攣化させることによ，り印象材の硬化時聞

　を左右することができる，のである。實験上からす

　うとPHは9・6位が適常であるρ

　　二，濃度「アルギン」酸「ソ7ダ」．溶液の

　濃露よ印象材の硬化速島彊度汚箪性琢どを支嘩

。し，また石膏煉和の難易にも影響を及ぼすもので

　ある6帥ち濃厚な場合には硬化速度は逓くなり、，、

　ある濃度以上に達するど硬化しなくなる。これを

　硬化させゐ目的で多量の石膏または他のqa塩津

　加えると反つて弾性を失砺煉和も困難となる。

　これに反し稀薄な場合には反慮は遽となり，石膏

　との煉和は容易となるが，硬化後の強度が減少す

　る。從つてある程度の薄や溶液を使用したV・とき

　にはζれにmgCO3・「タルク」・珪藻士・「カオ

　づシ」，粉末状「ワシクス」なξの賦形材を添卯

　する必要が起つてぐる。・米國の製晶にはかかる賦，

　形材を加えたも璽が多いらしい。そのぼか酸化鉛

　を24－75％も加えたものも毒るちしいが，この

　鮎に就ては後日の研究にまつごととする。

　　三，硬化邊延材　煉和褒ロ腔内に「ドレー・」を

　入れると印象するまでにあまり早ぐ硬化しては困

　るので，伽の濃度を低めて硬化を混くするもの

　，v・いかえればCaと反鷹して不溶性の物質を生

　するものを用いる必要がある。これには燐駿「ソ

　Pダ」蔭竣「アルカル」塩などが實験上良好で

　ある。　　　　　’、

　　四，硬化促進材　温藍の低いときなどに使用さ

’れるが・あまり必要でな〉おCaCO3などが適す

31
た

　　るo　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　、

　　　置，硬ゴ囎張材rアルギン」酸「ソーダ」の

　鱗によ噛噸化搬の働ときに用いるρ今まで
　　　　　　の實鹸で見つけだしたものは磯砂・醐酸・「アル

　　ミン」酸「ソーダ」撫3Aユ103などである。ただ

　しこれを多量に加えるとかえつて脆賜となり・且

　硬化の進度にも微妙な影響を及ぼすから注意を要…

　する。。　　　　　’　　　㌧　双　　　・

　　木，石膏現今我タの入手できる石膏ば性質
　が極めて不安定で困るbそこで石膏の性質に慮じ

　て「アルギン」酸「ソrダ」の濃度や・PHなど．

噛籔せなばならぬ不便があるb石膏は婦髄
　であ’ることが必要で，二水または無水のものでは
　　　　　　　　　　　　　お　　うまくゆがなV・Qまた石膏の量も璽化津度や曝度

　に關係がある。

　　七，温度かなりに大ぎな影響がある。都ち

　濫度が高け般ば高V・ほど硬化むま速となる。從つて

　夏と冬では配合の割合を攣え1る野要が起つてく1

　る。最も適當な濫度ほ18°Cから24GCの間で

　あることが實鹸上確定された。　　　一

・　　　　　・　　組、’　　戒．、／　　　・　r

　　我々は逼ま市販め粗製「アルギン」酸「ソr

　ダ」を購入し，前に述べた色々な條件を顧慮して

　これを適當に補正し，煉即開始後6－B分箪で硬

　化しそ相営高度の強さと弾性をもつた固形羅とな

　るようにしたものを自製して使用レている。い嘆

　簡軍な一例を塁げて見ると「アルギン⊥’酸「ソー

　ダ」509石膏129のものは約・一顎分として實用

　に適するρこの「アルギン」酸「ソーダ」は東京

　躰橋の小酋安購商献購入した「パテー」状

　の暗褐色；海藻臭⑫る粗凱で・「アルギ判

　酸「ソーダ」を約25％含んでV・るから水で薄め

　てその含有量を18％位kし，PHを9・6位に

するため砒蝋瞼法駄蛾衡ソヴ」を加
　えて調節する。石膏はなるべく品質のよV・牛水性

　のものを用いる。こんな簡軍な製剤でφるがく再‘

で横験上相當の盤や蝿をあらわし，アング

　ーカツト鵬密に印象されて臨林上麟な成績を

　示、している。、　　　　　　　．、　　　，

　　　　　　　　　使　用　’法　’　　一，

　　一，「トレー」は1「デントコール」（寒零製齊虹
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に用いるものと向楼に有孔であつて・周壁の高い

のがよい。普通のrトレ・一」に孔を多激にあける　』

メ瑞或ぱ「モデリング」準で「トレー」に凹凸

をつけたものでもよい。要は印象材が，「1・レー」

からばつれることを防ぐためである。

　二，煉和法・ます前記の割合で「アルギン」酸

　rソーダ」と石膏とを清潔な「ラノミーボ7ル」中

にと鈴，水勧販ないで石膏ヘテ添画こ力張く煉

和する。煉和の濫度は20°C前後がよV・b温慶が

低いと硬化ば逓く毒る。煉和の時間は約一分孚位

’が適當である。混和は一分間に約二百回位廻榑　1

’し，括澄に行うべきである。混和が不充分であっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ
たり，煉和侍問が長すぎたりすると不良な結果を

生すこる◎　　　　　　　　　　　　　’　．　1甲

　　　　　　　　　1三1印象嶽一均藁に混和された泥状の印象材を

「トレー」上忙盛り，』必要ある場合には指に水を

つけて表面を李坦滑澤にする。印象材の入りにく

v・場所，例えば口蓋鴛隆最高部，舌繋帯部，上下

顎齪頬移行部などには豫め印象材を入れておくと

氣泡の獲生を防ぐことができる6しかL理論的に

はなるべく印象材は亭等な厚みを有するこ乏が必

要であるからジロ蓋の高いときなどには「コンパ

ウンド」で豫め「トレP」を高くしておくことも

　ある‘o「トレP」をロ腔内に入れる時期は硬化の

始まる一分位前がよV・。座力は経く干等確實でな

ければならな》・。口腔内にある時間は3－4分聞

でよいが，その間「トレ肝」にi封してできるだけ

厘を加えないように保持せねばならぬ。，元來口腔

の蔽ば「砂一」の搬よりも帥から・E隊

材は組織に接した部分から硬化し御めるので・こ

の時期に「トか一」が少しでも移動すると歪を生、

　する恐れがあるc硬化ρ完了は「ラバーボール」

　に残つか印象材に鯛れセ見ればわかる。かくして

硬化後2L3分聞口腔内におくと強度，硬度，弾

　性のよいものが得られるo印象を除くにば「トレ

　P」を側方に輕く動かし，、必要に鷹じて上方また

庶下方に「モデリング」印象を取るときの要領で

」｝⊥2璽少7魂とレニ聖串すQである・しカ1しi殊

　り徐4に取り世すと却つて歪を來すことがある。

　　四7固党液の使用　Skihner等の研究によると

2％N・，SO4またはK2菖0、の液中にユ0－15分

聞印象を浸して表面舜硬化ざせると模型面のきめ

が細かくなるといわれるが，今・後の研究を要ず

る。我々は目下固牢液は使用していな竺。　、

　置，摸型の調製　口腔から印寒を取り出し左ら

老の面を水で洗ひ，固定液にρけるか，或は直に

’石膏またはその外の模型材を注入する。’ �ﾛはそ
のまま室氣中におくと牧縮攣形するから遽に石膏：

を注入するがよい』我々の實験では15分位は差

支なV、が30分で0。2％の牧縮を示した◎瀬度100』

％の一定の容器に入れておけばか融長い時間攣」

形は起らないが，水中につけておぐと容積が膨大

する。石膏或は「スト肝ン」を注入．してから別の

硝子盤の主に流した石膏泥の上に印象ごとさかさ

款して乗せてはなら恥。これは墜のために印

象を歪めることにな㌔るからである。石膏を荘入す

るに先だち印象面に分離材を塗る必要はない。

＼模型は石膏注入後ゴ時聞位たつてから取り出すが

　よい。これよりも早く分離すると模型表面の石膏

　は十分に硬化せす表面が粗雛不鮮明となるから注

　意を要する。またあまり喪時間たつと分離が困難．

　肱る。醸ρよい印象は石膏模型を除いても破

　壌することがないから，これにさらに易熔合金を

　流して「クラスプ」調製用の金屡模型津作るζと

　ができる6我々の経験さは「メ・ツトメタル」よ

　　錨65・Cセ熔ける「リツチモンドメタル」（鎗19

　錫20蒼鉛48「カドミウム」13）がよいと思う。

　　、六，印象の正確度「ア・レギン」酸「ソーダ」

ボ印象材で取つて印釦礁度はSk11mer購の研

　究によると非常に優秀で，塞天材料ごよって得ら

　れる場合に比し毫も遜色がないζのことである。

　勿論醐顎の場合には「モデリングコム・くワン

　　ド」に比しその正確度に於て臨然優秀であるζと

　はいうまでもない。また石膏印睾に比しても決し

　て融なく・か？操作哨融黙於ては置ヒ較に

　ならないほどであるb

　　　　　　　　む　　す　　び
　　　　　　　
　　以上述べた「アルジネ1ト」印象材はその原料

　である「アルギン」酸「ソーダ」及び石膏の爾者

　が不定であるため，原料の攣るごとにPHや農

　度配合の割合などをかえて目的に添うように調製
　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　せねばならぬ不便さがある。一般的にいうと「ア
　　　　　　　　i
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　　　　　　　　　　ノ　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　

ルギシ」酸「ソーダ」の濃度は10－18：％PHは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ
9・5前後鳴粘度り高V・ものほど硬イヒ後の張度は

よいらしい。またこの原料偉粗製品であるから色

や臭があまりよくないが，口腔内では患者に大し

て不狭感を與えない。しかし多少着色したり，曳薄

荷油などを加矯と非常に眈のまいものとな

、るo　　　　　　　　　　　　　　－

　、この印象材はアンダ←カツトの：部分1も正確に印

象し得ること，無作が簡便であること，無堅印象

なること，分離材を要しないこと，易熔合金を注

入し得ることなど色々の利鮎はあるが，加璽印象

のできないことゾ周縁閉讃や後塞法などを行V碍

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　窟§

　　　　　　　　儀
　　　　　　　　　　　　　コ
ざることなどの鮫黙がある。結局この印象材は無

．歯顎用としては適當でないらしい。

　以上の外にこの印象材を「インレ飼」の間接法

に鷹用する方法を目下貞包剛男，．江川郁夫の爾研

究生が研究中であるげごれは特殊な注入器にょり

印象材を窩洞内に注入し，’その上かち印象材を盛

つた「トレー」で印象し，これに易熔合金を流レ

て極ゆて簡便に「メタルダ眉を作る方塗であ

るoこれも日ならす完成すると思うから後日改め

て獲表するっもりである。

（第53回同窓倉緬會に於ける示論より）。

　8ulfcn剤の種類と其め適慮症・配伍禁忌並に最近の遜歩に就て
　　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　1　　　　、　　　　　　　　〆　　　　　雪

　　　　　　　　　　　ち戦　　　　　　　　　　　　　康蕉愚科謄學專門畢校助教授（口腔外科學教室）

醤學博士 中 村　　保 夫

　　本稿は・誌友M・Q生氏が奉誌に寄せた質問

　の解答を編集者に依頼されまとめたもので，與え

　られた紙面内では完全を期する事が不可能な爲，

編集者が特に此の頁を提供されたものです○
ノ　　！　　　　　　　　　　　　陰　・　　　　　　　　’

　　御尋ねの問題を，…突の様に嘩別して御啓えしま

　す。＼

　　　〔DSulfon剤の種類と其の適慮に就て。

　　現在の様にSulfon矧が多種類合成されている

　と，私達口腔外科領域ではどんな系統のSulfon剤

　を用いてよいか迷う事が多いと思いますo又一

方，藥品の配給統制の關係で，私達ロ腔外科化膿

性疾患に必要な8ulfon翻が配給されるとは限リ
　　　　　　　　　　へ　ませんので，懸慮本邦で出來て居るSulfon剤を

　中心にして，顎化膿性疾患を惹起する細菌別に

Suヱfon矧を配列してみたいと思いますo

　　最も科畢的な治療法である化學療法を行うから

、には，その原因菌を鏡槍し，その上でゴSαlf伽捌

　を用う可きかPe11雌11inを用うべきかう8し11f鋤

「捌ならば何れの系統のものを用いるべぎかを確定

　するのが當然であ堕ますが，歯科騰院の全部が顯

微鏡と細菌染色の資材を設備することは不可能よ

現在では，先す第一に口腔外科化膿性疾患の中，

各細菌に依軌大膣特有の型を持つて居りますの

で，その大要を蓮べて護者の便に供します・その

後・各細菌に蜀して特効のあるβ・lf・1ユ矧を配列
　　ノ致します。附記として，肺炎，淋疾の場合に用い

る，Sulf鋤剤に馬言及して見たいと思V嘆す。

　御承卸の通り，謹科口腔外科に直接關係のある

悉田菌は，蓮鎖チ1夫球菌（溶血噛i生，緑色），嫌氣性連鎖

歌球菌，葡萄状球菌（黄色，白色〉，カタール性球菌，

線膿菌，歯牙脱友菌，放線雌菌等が羅げられます。

　非常に急激に増悪する重症型の骨髄炎，蜂案織
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り

’炎等は，溶血性蓮鐙歌球菌蛇に歯牙脱友菌の混合

感染が多くて，骨膜炎・膿瘍型の蜂窯織炎には葡

萄朕球菌が主動者となつて居ります。．

　他方溶血性蓮鑛状球菌感染症の大多激のものの

膿汗は壊疽臭が非常に張くて，色も嗜褐色，曙黄色

を示し，葡萄歌球菌疾患のもめに比較しで汚染さ

れ浸感じが致しますd濃度も梢低V・様に思われま

すo腫張の瓶況も，蓮鐙状球菌性の愚のは溺満性
＼


