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平成元年11月

第8回班対抗親睦ゴルフコンペ団体の部優勝刈谷班

拶 '"リ支古11民 佐藤弘喜

面IJ支部長を仰せ什かり 3年目になりました. ~l日文W. lll でやって )fとま

したが， tlt近多少の余絡が出るようになったというところです.

1，883余名の会Hを擁する当支部{ム外から兄ていた11寺には想像もで

きなかった大きな前副jをしています.支部長はじめ理事の諸況の働き

ぶ り には~!iの下がる J目、いがしました. 相、もそれを見習っているところ

ですが， 111::1['.から発足した歯科医療問題研究委員会は，設立の目的が

大きいだけに，なかなか成果があがらず，いつも顕の中の大部分を15

参加しておられる作委以の皆さんですら，どのような事をやっていったらいいのか理解し難いほ

ど，大きなテーマなのですが.このところ徐々に共体的な研究目線がIL¥てきました.

日々の診療に追われて，その立っている場を凡1[(すl時間すらなく ，せいぜい生命保険と所得保附
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保険に入って安土者している私達ですが，平{織の方々にな見をお聞きしたり，何やかやと活字をあさ

っておりますと，これでいいのか-一一， 何か打つ手はないむのか…・・・，といった疑問に少しずつ答

えが州って米ます.それを会員の皆様にかわって，組識だてて研究するのがこの委員会の目的の根

本です.

~mでも考えていることじゃないか， という例目:比もあると思いますが， きちんとメンバーを決め，

きちんとH年1mを決めて委員が額を寄せあえば，忠わぬ成果も上がるやに，思います.ただ何分にも限

られた人数と限られた時間ですので，今後，11町i大谷1I報告する予定の内容に 1
0
1をおj必し頃いて， 一人

でも多くの方々の御意見をお寄せ項きたいと思っております..n重なl時H:Jを曲して11'，席している委

.w.から ， 少しずつですが有意義な意見が集航してきています. 乞う，御JUlt.~:. 

z 各局活動状況 z

渉外

-班長及び，県歯理事，室・ 部・ 委員，県歯政

連理事，地区役員，県歯代議員と支部役員と

の懇談会

去る 7川15日(土111il日)午後 5時より，愛知1

!I， ~T~~科医Mi会館において， 班長及び， !'.!.l':羽毛1!.:oW，

室 ・持11・委11. !Ulお政連型4J~，地区役H， !UÎ~~ 

代議1-1と文部役員との懇談会が開催された。

当"は，参議院議員の選挙運到'Jrl'で，外地1>(

14.1科医(:11;会で・重要な会合があったにもかかわら

ず， 1091うという多数の出席者のもとで開催さ

れた.

大島支部長のIJH会の挨妙にはじまり，出席者

の紹介は，各班ごとに班長よりされた.今回は，

特に各地区歯科医師会で活服されている地区理

事担当の同窓生の先生にも出席いただいて，各

班の活動報告の他に，各地区前科医師会の活動

内容や問題点なども幸IH与された.さらに， 三輪

専務より支部活動報告と今年度の事業計画につ

いて報告があり ，今後の支持11同窓会活動の方向

性と活動内容が詳*111に説明された.

その後， 下記の議組について協議された.

1 .支部同窓会活動について

2. !¥!曲活動について

3.地区歯科医師会前到jについて

4.各班活動について

各議題について， i1i先な協議が行なわれ，そ

れぞれの活動を進めていくうえで，単独ではな

くすべて|刻述性を7与えて進めていくべきであり，

それには同窓会会L1の税時と仔|紡がさらに必要

であるということが改めて椛J立された.また吏

に，盟問j妊の鈴木.&lE長より今後の班活動はJ在

学生(準会員として)まで輪を広げて行なうの

が望ましいのではないか"と新たな試みが~例

を上げて紹介され，それに|対する芯;見や同様な

活動報告が各班より論じられ，れ班活動もそれ

ぞれの地区の特殊性を'1:かし新たな方向性のも

とに盛んに行なわれつつあるという実感があっ
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た.

211キII¥JJEらずの態.i炎会も アッという nnに過ぎ

会場を 「円庄」に移し、懇親会に入った.怨，.炎

会には者11合で / 1'， 18';できなかった26名の先' I~ )jが

加わり1351うという 大恕親会となった.また，J:sl

J作中に もかかわらずご多忙のllL商会長 ・;ql・-ド先

生も;t己主主としてご/1'，怖され，今の歯科医療w.を

とりまく状況や!'.U，I-iの・作業活動等の説明がなさ

れた.そして，懇談合では時間の都合できなか

った県]¥l，fの主・官11.委i1. 政連理I~J~のぞ千分担fご

との紹介が舞台卜.でなされ，同窓生の111広い柄

拘:には目を比張るものがあった.歓談もjlliむに

つれ，あちらこちらに ILIr.~~ と話しの輸ができて.

m簡 ・地区 .fIIJ窓会とそれぞれの立場の作をこ

え，いろいろな情報交換むなされ右立義な懇級

会 となった.途'1'，のどに白↑長・の先生のカラオ

ケも /1'，て，和やかなうちに 2時間の会も閉会と

なり，同窓会にさらに強い税"陸の和ができたよ

うである。

4時間にわたる懇談会，懇観会をj邑じて，多

くの同窓生が以前 ・ 地区 ・ 同窓会と拡ー々な分~f

においてi汚Ullしてみえるのがよくわかり ，1白lじ

ような分野では同じような課題に頭をかかえ，

11常の診療にたずさわっておられるのだと明解

できた.支部渉外市到jを進めていくうえで，こ

のことをよく 附まえて，今後は多くの同窓II~ に

情報交挽の.tCiや税|肢の輸を広げるよ うな場刊=り

をし，さらに|日l窓会の卜tlr;';を強いものにしてい

きたいと考えています.みなさまのご活眼をJUI

i-¥'しています.

|組織局

-平成元年度第 1回班長会

日時 :平成元年 6川25n (rl) 午後 211キ~

場所:愛.知県的手:1医師会館

平成元年度第 111I 1 .JH. l~会を上記の通り行ない

ました.新役員になって第 1fillの班長会であり.

新役員紹介，新flE.b毛利介及びFLE近況報告があり ，

同窓会本古11代議.ll会予ltfih名同報告がなされま

した.ご多忙のところ多数の班長の先便にご，'1'，

J市いただき，l'i: iT(なご立凡をお聞かせ下さいま

して誠にありがとうございました.また，班長

会途'-1'，木等山人 ・白川|専参議院議以候補の激

励会が日本歯科大学校友会と合同で行なわれま

した.ご協力誠にありがとうございました.
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-第 1回ブロ ック別班懇談会

日時 :'Ii.J此Jl:if9月 9I:lll:) 午後 7[1年~

場所:愛知!?-院大学楠元校舎第 1会議五

出席者:T'純区，tt東区，}R区，北|払'.'j=1 LI， 

同l止 '1'村区，rl-'区班以上211ぅ

役11 大向支部長以 内11'，

第 11111ブロック5)IJ班懇談会を l'.，icのj必り行な

いました.終局の活動方針の説明後，懇談が行

なわれ，渉外・ 1';: ~1::福祉局の ・ J ç :業 |付絡につい

て， また， f- J7.の内容， 会1~納入てす;について質

]:iJゃな比が多数11'，されました.今後の!日!窓会前

副jに役立たせたいと思います.

学術局

去る 9)-J 3 11 (11)，愛知l学院大学楠元中合誹4;ぐ

にで， 千!反j乙イ1:.1.主己主:術論ili句会を IOA所長保母

須弥也先ノ1:をお叩きし「補綴臨床l，kliij線」とい

うテーマにて1Jf.Jfm欽しました.あいにくのJ41ノピ

院にむかかわらず， 185名の先生)jの出席をいた

だき，'，'.h:i}t組11こ長冬了いた しました.

-地区学術担当者の集い・

本"fl主の「ρ;t:1，附11当者の集し、」 を10川1[[ (rl) 

の午後，楠JじY:??にて行ないました.

下相|孟・点1>(.北区 ・同区 ・ι1'1豆 ・i沿1>(• II({ 

平111ズ ・熱川lズ ・'1リ11区 ・南区 ・紘 ・--'1';';. ~I':川

・春 11)1: • 114イド 11jl二・知l多 ・|判的 ・山川 ・官JJ.ぷ

・刈谷 .{(，!件i• 114尼崎豆の22flJ:の ，'['，lmがあり

ました.

'l::.i1H研修カー ドの処坦11の仕ブj及び引イ，:.の作j也

|互の学術的1i)1の状況を報告していただきました.

尚，、ドJ此2'.ド 2)Jに，岡崎を'1'心 とする州一二

河地区において乍術講出会を行なう l仁左になっ

ていますので'1'(しく参加の程お願い欽します.

今後とも，愛知県支部学術局はI，il窓会ilのね

に.1i1頑張るつもりでお ります. 穴 しくお'~!i し、

します.
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-第 2口腔外科学教室との懇談会

H宇年度より 1Iトl始された|忽局との懇談会を， 10 

H 1 日(日)午後 l ll~':から 3 11寺まで行ないました.

今年度は，第 211J佳外科学教室との懇談会と

のzy;て" 9回生の架IJ.I賢一講師をおmきしてjll<:

近の第 2口腔外科学教室の新しい治療内容，又

Uf{手1162if三9}~か ら 1I!{利63if~ 9月までスウェーテ'

ンのルン卜大学でのiYi学II~:の研究等について硝

uiiを行ないました.

スウェーデンにおいては，死体の解背IJについ

て一般市民が協力的なので死後直後の顎関節を

解剖してその到jきをスライド及びVTRで見る

:.'J~ができました. 特に V TRでは，生体に近い

状態の顎|則前jの尖際の{i)}きを観察する引ができ

ました.今までiiXiの'11では，下顎運動H寺の下すJt

頑と関節円板の|失l係をわかっているつもりでも，

実際の直視下に近い状態のVTRでは改めて再

認識でき非常に勉強になりました.

関節円板と下~nii.íiの状態がどうなっているか

を見る為には， 造);t~iJ払-li診を行ない診断し，それ

について①スプリントによる保存療法，②|刻印j

I.LJ板の除去等の外利'lJ.ti去についてお話しいただ

きました.

211寺間の論iii'iでしたが非常に新鮮な講演内特

であったのでアッという IHJに時間が過ぎてしま

いました.

Iね，口!住外科学:教室としても開業医から大手:

へのfl\者相介はも ちろんの事， 他にf!iIJ えば~)!il則

前j症の忠者さんの|失!首jの造影撮影等も毎週コt-:IIM

Hの午後に行なっているので気較に戸をかけて

ドさいとの本でした.

|厚生局

7月13日愛女11!I，l支部主催のゴルフコンぺが，

葵C.C.にてIlトJmlされました.当日は，乍制の雨

模様でしたが， 22班74名もの多数の御参加をTJi

き ， 盛大にH~すことができました. タフでトリ

ッキーな三河の名門コースで，スコアーをJJiIす

先生の多いι11，地元西尾の山崎洋一先'-1-:がベス

グロ優勝されました.

今回のハプニングは，鈴木孝幸先'1:: (メIJ谷班

14匹l生)のホールインです.12採ホールでのホ

ールインワン達成後のキャディさんの占んだ朗

と対照的なずfざめた鈴木先生の顔が印象的でし

た

個人11此|寸|体1I伎の成結は以下に記しますが，

今後とも， J以さJ~同の親|陸事業に御参加をよろし

くお願いいたします.

一結果ー

(団体成結)

優勝刈谷班

2位 |前J~時期E

3位長11 多J~.1

(佃AI求縦)

OlJrl IN 

低;JJ券山崎洋 一- 39 38 

2位鈴木苧ヰ 49 39 

3{立竹 |人Ji下i大 45 40 

*ダブルペ リアにてII.C，r，lムど

例入の部優勝
山崎洋一君(附l己申請 l，j，I1E)

ホー/レインワン
鈴木孝幸君(消防斑)

gro H.C. NET 

77 6，0 71.0 

88 15.6 

85 12，0 

- 5 ー



( '1'-，蕊，[:11とllf!) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 (~ 35 ¥}) 

-平成元年度弔意報告

6.19 14111 1~1ミ -?Jl:û lil利チさん(南区) ごか父

6.26 31"1便小11'1 ~"!:l;g (111村区) ご/lþ':~.:

6.28 71111'1:天野 忠-，{1 (1面j 崎)

91"1生天野 11，'，'夫-P; (岡崎) ご尊父

7 . 1 1911111ミ板野点お1:(.1 (盟 )11) ご的.父

7.2 第 2 相Iì級学教室教授、)IIII~~造先生 ご隊父

7.5 81111'1: 水釘・英-f-さん(小牧) ご時:父

7 .21 71"1生林 政与iお (総)ごij:父

8.28 121111LJ:: 成lll:I).:(t子さん(千種区) ご移父

9.3 71!!1'cl: 加藤 h'f君 (春 I~jl:) ご/J父

9.6 151"1'[ 森品平'1彦君 (緑)ごIlt'立

9.16 愛知l学院中長、小山忠孝先生 ご'HT'.:t

9，20 11"1生鈴 木 修4ミ (11 削) ご時:父

9 .26 14 1 111 ~t 紳b;i 一主主計 (中川区) ご功:父

10. 2 131111生 IIJ川自IIIE-P; (丙尾幡豆) ごij:父

-人材セ ンター(II{{手1I571FIlH始以降)

9 ) 1 ぶ到底求人 1481午 求職 571'1:

A
Q

一
A 計局

!日l窓会会Hの先生方の御協力により本年度合

政納入もJ'-A:iillり進んでいます.いつもありが

とうごさ'います.

会1~の !とl '日j引 泌しを本1r-も 5 H 29Uにさせて

いただきました X，会報にfliltずいたしました

振込川紙で振込んでいただきました先生方む多

数おられます.ありがとうございました.

今年度より歯科医師会に入会しておられない

先'1三あるいは歯科医川会からの臼動引泌しを

q，し込まれていない先叫についても各先生のJ肝

心 しておられる鋭利 11J!Jiからの自動引務のシス

テムを1lf.J!tfi~、たしました. 今までの振込の手数

が行けると |日l時に10-<込手数料ち不要となります

ので必41:ご平'1111ください. ~Il し込み川紙は 9)1 

'11にれ先'1::);にすでに郵送しでありますのでよ

ろしくお臨し、します.

1¥1.] ，作成における納入状況は次のようでごぎ

います. より -1Mの御協力をよろしくお呼~i ~、し

ます.

|:書記局

-会報34号を 7月に発刊，発送致しました.

• r役員会だより」を作成長先生に，先送いたし

ました.

• r会報35号」編集会議(，11-41111)間伶;

お知らせ

-地区学術講演会のお知らせ

，11'年:-，p: J友2il~ 2 ) 1 4 11 (11) 

午前9:30-12:30(受付開始9:00) 

場所 :岡崎市工会議所

，;，~f:lli :山凶祐倣先ノ1:

(岡崎市民病院1I 1rl!外科高11 1~)

出題 :(仮題)r紋近の円除外科'JC.t，ljJ 

一開業医から1伝送された杭191Jと処;町一

-歯学会第35回学術大会のお知らせ

，11'キ:平成元年12川1011 (11) 

場所 :基礎教Yi研究棟講義主

品目Ili:愛知学院大学法学部 湯浅道リj教授

uii題:1反題「ヒマラヤせ11，から乍んだこと」

-歯学会同窓会共催学術講演会のお知らせ

1111キ:土ドjぷ2!Oド 1) 1 21 11 (11) 午後 111年~

場所 : 知多 dilA~Wlセンター

講師 :I~存第 II 教主 小村j学教段

保存第 I教京 li'IJI:lE悦助教授

く歯科医師求人案内〉

-ーッ木歯科医院(安井喜秀)

宮 0566-24 -1212 刈谷市ー ッ*1"fRι1:53

-上山歯科診療所 n075 -332 -8041 

Jiく布11市西京区大jj;{肝点境谷1"1'2ー 5-9 

センタ ービ/レ 1F 
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平成元年度会費納入率 平成元年度念書回収率

平成元年9月末日現在 平成元年9J=l末U現1E

I1f 名 会員数 納入者数 % I1f 名
f村科医師会

納入数 % 会 u 歓

千百l区 IH 58 28 48 千粁i区 班 31 20 65 

名*区班 56 35 63 名*区班 31 25 81 

京 1:8: I1f 35 27 77 耳〈 l豆 ~E 24 20 83 

北 区 班 55 38 69 -It 区 1fE 37 31 84 
'寸-afa・ 山 班 62 41 66 持t Ul 班 39 33 85 

西 l三 斑 55 34 62 jlLj 区 泊: 35 26 74 

中 村 区斑 94 44 47 rll村区庇 46 26 57 

区 政E 103 44 43 l豆 班 51 27 53 

i巷 区 班 32 25 78 iJ.1: 区 I1f 21 20 95 

昭和 区 班 41 15 37 fI~j 和 区 班 24 7 29 

天 白区域E 37 24 65 天 (1 区 I1f 26 14 54 

瑞穂区班 49 26 53 瑞 穂 区 * 20 11 55 

熱 田 区班 30 18 60 然問区I1f 15 13 87 

中川区班 54 36 67 中川区班 40 26 65 

南 区 萄E 46 24 52 南 区 班: 29 15 52 

市求 足E 93 53 57 緑 IH 63 34 54 

一 r口~・一Z• 現E 82 55 67 一 'a一・1g• 班 58 50 86 

i頼 戸 現E 40 26 65 j領 r' I1f 26 23 88 

半 出 IH 57 38 67 間 班 36 28 78 

春日井班 68 45 66 森日 11:班 47 30 64 

ifl! l;j 班 25 18 72 i4t i，'j 庇 19 13 68 

牧 班 35 16 46 牧 班 25 9 35 

l主 北 * 42 28 67 尾 北 班 30 20 67 

犬 山 班 19 16 84 犬 山 庇 14 13 93 

西春日弁班 45 32 71 丙 春 日 11:I1f 32 29 91 

実日 多 班 73 49 67 生日 多 庇 51 40 78 

海 g~ 見!E 43 25 58 海 日11 班 25 10 40 

ヰ1 [，cri 萄E 35 28 80 中 ω 班. 25 21 84 

J!i楠 j斥奨 班 63 41 65 ~1 杭 i照 美 IH 43 28 65 

岡 崎 現E 98 52 53 問 自奇 IiE 59 30 51 

22 )11 班. 59 29 49 ~~ )11 I1f 33 18 55 

知 立 班 10 8 80 生日 立 IiE 8 7 88 

安 城 班 27 23 85 安 11& 庇 18 17 94 

刈 谷 日E 32 21 66 刈 谷 I1E 21 16 76 

主r) 雨 詰E 12 7 58 正4rB1 1事i 庇 9 4 44 

西尾崎豆 班 22 17 77 凶 J(;附立政E 14 12 86 

盟 回 班 94 50 53 ~1 十[1 I1f 63 27 43 

ムrコ 計 1，881 1，136 60 1『ヨ』 ，汁 1，188 793 67 
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役員会議 事録

平成元年度

第3回愛知県支部役員会

日 時:平成元年 7J=I 4日ω 午後811キ~

場所:法人本部2階会滋室

1 .閉会の辞

2.氏名点呼

3.支部長挨拶

4.本部報告

5.各局報告

6. 干名:殺事I頁

1 )ブロック別懇談会の件 (組織局)

2 )学術講演会の件 (学術局)

7 協;設工JJ~頁

1 )コンピュータ ー管理の件 WI~:&局)

2 ) レクリ ェーション、一昔I1見直しの件

(厚生局)

3 )中央政の件(会3汁局)

4 )策議事項、 協議事項、!京恥:i締切の件

(ぞ?記局)

8.その他

1 )役員の懇級会(専務)

2) 8月の役員会 (点務)

9.監事所見

10. I閉会の辞

平成元年度

第4回愛知県支部役員会

日 時:平成元年9月5日(j()午後81時

場所:法人本部2階会議室

1 .開会の辞

2.氏名点呼

3.支部長挨拶

4.本部報告

5.各局報告

6.審議事I頁

7.協議事項

1 )中央政を分かりやすく する件

(会計局)

2) r会誌J 6号-発行準備委員会の件

(学術局)

3 ) 地区学術<<，'~ì策会の件(学術局)

8. その他

9.監事所見

10. I!J-I会の辞

平成元年度

第 5回愛知県支部役員会

日 時:平成元年10月3日ω 午後 81侍

場所 :法人本音112階会議室

1 閉会の辞

2.氏名点11子

3.支部長挨拶

4.本音11報告

5.各局報告

6.帯J疑事項

1 )第2回ブロック別懇談会日程の件

(組織局)

2 )中央貨を分かりやすくする件

(会計局)

7.協議事I頁

1 )緊急医師(代診)派遣システムの件

(派遣委員会、福沢聴)

2 )仮称 “同窓会 ・校友会愛知県支部連絡

協議会"の件 (渉 外)

3 )ポーリング大会の件(厚生局)

4 )同窓会愛知県支部会員以外の弔慰の件

(厚生局)

8 その他

9.獄事所見

10.閉会の滋

- 8 -
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|時局対策委員会|

平成元年度，愛知学院大学的学部同窓会愛知

県支部時局対策委員は，下記の如く決定致しま

した.

-委員長

阪上隆日IJ(5回生)東区支部副支部長

-副委員長

下{謀長彦 (5回生)西区地区推部

-委員

渡辺俊之(2回生)中島支部副支部長

中野哲吉 (3回生)豊橋支部副支部長

三輪~MlJ (7回生)北区支部専務理事

加藤直彦 (5回生)西区支部常務理事

(組織局)

鈴木 泰男 (7回生)西春日弁 支部';j;;務理事

(組織局)

金沢俊文 (8回生)南区支部常務理事(渉外)

やt谷 誠 (8回生)岡崎支部理事 (1書記局)

藤田普和 (2回生)港区政辿理事

三輪 lili (3回生)中 区間窓会本音11専務理事

新谷澄9~ (6回生)豊田同窓会本音11常務理事

(組織局)

やt谷純一(6回生)熱田区 同窓会本部常務理事

(渉外局)

井上 佳三 (5回生)西春日弁地区推時

真野光彦(6回生)春日弁地区推関

門チ1: 隆典 (7回生)知多地区推服

第 1回

時局対策委員会

日 時 .平成元年7月25日ω 午後811寺~

場所:楠元学会・第 1会議室

ー一式次第一一

1 委員長挨拶

2.委只紹介

3.性記 ・会計選出

4.協議題

1 )今後の医政活動について(参議院選を

振り返って)同窓会愛知県支部としての

取り組み方

2 )その他

5 閉会の辞

上記の事柄につき，活発な意見の交換が行な

われました.

9月5日，第4巨l同窓会愛知県支部役員会に

おいて，大島支部長より諮問が提示されました

これに基づいて，第 2四時局対策委員会が以下

の如く開催されました.

第2回

時局対策委員会

日 時:平成元年9月13日(水)午後711寺30分~

場 所 rいなば」本庄

一一 式次第一一

1 .開会の辞

2.支部長挨拶

3.協議題

1 )大島支部長からの諮問事項について

(1)次期衆議院選挙に於ける，愛知県支部

としての推郎基準について

(2)次期愛知県歯科医師会会長改選に向け

で，愛知県支出11としての取り組み方に

ついて

2 )その他

4.懇親会

5.閉会の辞

第 2回H寺局対策委員会において，大&i!j支ifll長

の諮問事項

(1 )については，各委員が意見を持ち寄り，第 3

I!!III寺局対策委員会 (10月18日)において結論を

まと める予定です.

(2)については，任期い っぱいをかけて，充分に

務滋検討し，答申を出す予定です.

- 9 ー
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歯科医療問題研究委員会

新年l丘にあたり，各班より委L~の御推i.l:!j をm

きまして 1T~ff; うございま した . 本年から小委員

会がiMoIをIlH始し，Hf本的な成果もw.てくる予

定です.現段階での小委μ会の研究テーマを御

紹介しますと

出 l 小委L~会 : 医療;lilJ度の分析

第 2 小委 L~会 社会保険制皮の仕組みの調査，

研究

出3小委U会 :日本歯科医師会、愛知県歯科

医(:11;会咋の会J労連常について調査，研究

とな ってお・り ，とても宏大なテーマではあり

ますが，犬々の範囲でまずいIから予をつけるの

か，小委u長 を中心に各委員が討議を重ねまし

て，名小委u会IU:に具体的な日擦を見出 しつつ

あります r医療問題研究委t~会』 という名材、

の委u会は，県t加をは じめ色々なところで比 う

けるものですが，私共の委u会!;!:， r会L~の将

来を長JtlIJ.必叱!し，その進むべき道を具体的にlリi

雌にする」と共に「この委μ会活動に:J.'t重なII;¥'

間を裂いて，'1'，'市される委uの人材行成を計る」

ことを 11的としており，成果をあ(1るのにi時間

はか、るが.必ず，独向の大きな結果が生じる

ものと符えています.会日の皆織の御芯::，!n!.， 御

m~J;lをよろしく御願い 1 11 し 上げます.

委UM 位 脱 弘 吉 (副支部長 ・南区 ・1) 

-第 1小委員会

-小委u長 )~:f~ 信設(中区 ・2) 

- 委 L~ パ友 孝夫 (千種区 .4) 

小I11 時(小牧・ 7) 

jW木広次 (瀬戸 ・13)

λ;川 I4宏 (豊橋i/j1英 ・14)

多rn f'，' (知立 .13) 

• !;f予 'J ~ Jjll納 ì'~[ (書記局理事・ 1 1 ' !~，'rl2)

-会，a幹'li 山下 ~'{生 (学術局理事 ・北区 ・ 15 )

-第2小委員会

-小委ulえ千川縦三 (東区 ・2) 

-委 u 石川 光(西区 ・7) 

併1村盟主基(昭和区・ 16)

辻間設人(熱田区 ・15)

榊b;i 文&jE(よr田 ・14)

加IJ燦 光一 (西春日11'. 10) 

-幹 事 佐久/I:J立lリl(長脳抜局理事.-{手11)1' '12) 

-総指幹・li'*村 ~n史 (手掛設局理事 ・ 瑞相|ズ ・ 1 7 )

-第3小委員会

- 小委ul走杉~11ì 路孝 (XIJ谷 ・8) 

• fj L1柴山市幸 (北区 ・17)

竹 内 正 己 ( 守 山 .9) 

制II~(" 明彦(港区 ・ 14 )

，"J小; {;:.]&jt (南区 ・10)

j燐112 正究(岡崎 ・15)

-運営怜li石以 降9)(幸且織局理4~ ・ 中山 ・ 11 )

-幹 'H .ttI'村 進(中川区 ・12)
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年 歯科医師求職申込書 受付 {Iミ 1I 11 

氏 ?ノ:
述給先

合 (

現住所

勤務先

~I:.I.丘卒 1111* 

学業後の

直行 Ir.止

-iE 到1

IIMII Hキ ~ H、干 IIMII 時 ~ 11.¥' 

アルノ〈イト 11M LI 11.¥' - II.¥， IIMII 時 ~ II.'J' 

IIMII Ii.¥， - 11.'1' IIMII 時 ~ 11与

f制~，、1 料 ti~' 1.11 PI アルノ〈イト 1'1/11.¥'1:11 
事}J{-;1 (二

対す る ~'O) f知也、条件ミ平に付する市型

希望条件

γ; ，'jl;t di l'純区愉Ji:匝f1ー 100

愛知.-;::院大手術宇部向:窓会

愛知県 Ji ;'H} 

'，U，l后 (052)763-2182 (t1'(jtf!) 

人材センター)11



保ー 歯科医師求人申込書 受付 年 H I1 

手ぺ #]; 

Nr :tE J也
地区 ft( 

竹f~11有名
述給先

会 ( 1"1生

歯科医 名 j¥j.i科衛生士 名 技 工 :-1て の 他 名

状 訪t

治療台数 ムn 技工の処理 1、院内処Jm 2、技工所委託 3、 1+ 2 

服部・専門 経忠実{1'-1!x( {j'.) 

給 料(税込) 11" 咽&‘ノZ》1 

巨|

P I ;f'U~ 

与 主l ヶ月分 Jj・ 会E、 ケJl分
J，，4j 〈 ('1・

アルノ〈イト料 Pl/時1m

子当(交通m 円 子当( rll 

Pl fll 

勤務11.'，=川 lM 生 施設

会報求人案内部l 掲 載希望 有~.~

JZ川人数 名

11.¥= !日| 1、至 急 2、随 11.¥= 3、 J-lより 4、その他

1、常勤

}f~ 自旨 2、アルノ〈イト 11M日 11.¥=- H午、 11M日 11.'':- 11.¥= 

11M LI 1I，1f-- 11.'，=， 11M口 11;)=- H、?

その 他

名古1.11市千H区楠元町lー 100

愛知学院大学術午前i川:窓会

愛知I I!;~ x日1;

'o'l!，l，T; (052) 763-2182 (11'1 通)

人材センタ -JiJ
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“食"と“心"のバランス
一食は心にあり/一

愛知学院大学歯学部第 3保存学教室

稲 垣 幸司 (16凶生)

前号でもふれたように，人はほんの最近まで

安定した“食"を磁得するために多大なる努力

を払ってきている.そのため努力の末，ようや

く得た“心"のこも った1.'1-重なる食を，皆で分

ちあい粗末にすることは，決してなかった.食

は我々の基本的な欲求であり，我々が生命を営

んでいくためには欠くことのできないエネルギ

ー源であり，それ自体は有害なものではないは

ずである. ところが， 日本の高度経済成長に伴

う近年の社会情勢や食生活 ・食文化の変化は柏

村l的ストレス下での過剰栄縫による肥満やいわ

ゆる成人病つまりは摂食障害 (Eating di sorder) 

による問題を引き担こしてきているそのため，

現在ではその修正と治療のためにわざわざ，多

大なる時間と労力を必要とするようになり ，そ

のテーマに閲する研究が紙面をにぎわすように

なってきている.疾病柿造は時代とともに変遷

し，そのH寺々の社会 ・経済 ・医療事情 ・文化 ・

芸術などが給みあい，その結果が少し遅れて投

影され決定される.つまりはそのような絡みあ

いの変遷が人知の服史でもある.

食は生理的欲求であるが，意志によってそれ

をコントロールすることは可能であるし，半面，

精神的因子が加わって生理的レベルを越えてし

まうこともあるようだ.すなわち，食は生命維

持という意味あいよりは，むしろ制神的ストレ

スを解消する道以・として使われるようになって

きている.そこで，道具としての意味を失うと ，

食は不要となる.従って，食は心理的意味合い

をもつことになる.食行動は心理的 ・社会的 ・

経済的因子など多くの因子に影響を受けるため，

多面的対応が必要となる.そして，食と心のバ

ランス によって，我々各人の食行動 ・食生活が

決ま ることになる.

そこで，前述した心理的意味あいを持った食

の異常一摂食障害ー には，や11経性食思不振症

(Anorexia nervosa， AN)，大食症(Bulimics)

が含まれる. しかし，大食症を伴う症例は一般

的には少ないようである.以近ではANとその

関連淡必、が注目をうけるようになってきている.

飽食H寺代がゆえの問題であり，食に貧窮し，食

のために戦争や紛争を繰り返していた頃には予

測できなかったにちがいない.ANは思春期の

女性にみられる「やせ」と「食行動異常」を主

とする病態で、ある.厚生省特定疾忠一神経性食

忠不振症調査研究班の診断基準には，標準体重

の-20%以上のやせ，食行動の異常，体重や体

型についてのゆがんだ認識，発症年齢は30歳以

下，女性ならば無月経，やせの原因と考えられ

る総1'('11:1失忠がないという 6rJi目が挙げられて

いる.また，欧米で用いられている DSM-皿

(Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorder-皿)の診断基準では，特に，

やせに対する願望がより強制され，体重が不足

しているHキでも肥満に対する強い恐怖を持ち，

i切らかにやせているのに，患者自身は太ってい

ると主強し，信じているといったことが触れら

れている. よ~.体的な報告例からその実態を居間

見ると ，その食行動は食欲不振や不食というよ

りは拒食であり，多くは過食や多食に移行する

ようである.また，何例かに111;.11止がみられ，そ

の他の食行動異常として隠れ食い，盗食，食物

のJli'蹴，残飯あさりなどがみられるようだ.ま

た，成因に|刻しては久保木ら(1989)によれば，

「視床下部における器質的政忠に基づく食行動

異常ではなく，より上位中枢の関与した視床下
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{fllにおける可逆的な摂食行動調節機能異常・」と

いう仮説が一般的に受け入れられているようで

ある.すなわち，視床下部に存在する食欲中枢

が，大脳皮質からの抑制が長く続くために，そ

のコントロールを失うことによると考えられて

いる.その他にANにおいては食行動巽常以外

に活動性の冗進，自問， f!IJうつ，盗み，性的逸

脱，自殺企画，登校拒否，病歴の乏しさなど多

彩なお!i村1症状を呈する ようである_ ANを命名

したGull(1874)は本症の原因は忠者の精神的主

みにあること， さらにはそれが病気の経過に も

悪影特を及ぼすことを指摘している.また， AN

患者・の母親の性格傾向として過保護，過干渉，

冷淡， 一方，父親は指導性や迭しさに欠け， ア

ルコール依存，情緒障害が挙げられている.従

)1国，完全主義，自己愛性，演技性，依存的，強

迫的，葛藤回避，防御的で裕福な家庭に多いよ

うである.久徳(1979)のいう母原病との共通項

も多い.患者自身は知的理解は早いが現実に問

題に対面すると 自分をコ ントロールできないと

いう知性と本能の分離がみられ，強迫的， ヒス

テリー傾向が強く，内気，内省的，自己中心的，

過敏性が特徴としてあげられている.さらに，

誘発因子として肥満傾向と思春期のストレス状

況が挙け‘ら れる.ここまで述べると我々外来臨

床でも典型的な ANとはいわな いまでも，い く

つかの共通点が重な ってくる.以前には想像も

つかなかったような現代の若年者の種々の歯周

病患者に遭遇し，その柏村的 ・社会的背iR-の一

端に触れるl時， 多くが思い当たってくるのであ

る.おそらく，賢明なる読者の方々であれば，

同じような感想、を抱かれていること でしょう.

また，Bruch (1974)は乳幼児期の学習や母子と

のコミュニケーションを重要視し，ANの本質は

自我同一性の葛藤に基づくもので，食行動異常は

表面的であるとしている乳児は空腹という不快

感から泣くという行動をとり，母親がその情報を

受け入れて授乳j-ると，乳児にとっては空腹一不

快感一泣 くー授乳ー満腹一満足感というフィー

ドパックが形成されていき，この体験が自我同一

性の形成であると述べているこの人類が生誕し

てからの，かわることのないごくあたりまえの本

能的な営みが食と心のアンバランスにより歪んで

しまったことによ る自我同一性の欠如lであり，強

力なる自己不信感が病態の本質であるようだ.

我々は何をどれだけ，加l伺なる心配りで食べ

たらよいのかという，原始的で本能的なことに

とまとoっているのである.人間の本能に基づい

たかっ，力量に見合った食べかたに戻りたいの

である.当然，そこには意図するしないにかか

わらず，適正なる心の介入があろう.食と心の

バランスを本気で考えないと・.

学術講演会を聴講して

一宮班 岸 岩 男 (7同生)

9月3日愛知学院大学講堂に於いて，国際デ

ンタルアカデミ 一所長保母須弥也氏を誹(liliにお

招きし r補綴臨床M前線」なるテーマにて講

演をいただきました.当日は大間洪水幸子報が発

令され， ドシャ降りにもか、わらず，185名の勤

勉な多数の出席者のもと内容の濃い誹j寅をいた

だき会.坊は熱気にあふれ，成功裡lこ終えること

ができました.

講演の内容は，日本の歯科事情とアメリカ(特

- 12ー



〔平成元年11月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 35号〕

にカルフォルニア)の幽科事情とを対比 させ，

種々例を挙げ，アメリカでは仕事の不振が家族

の崩壊に至っていてアメリカに比べれば，まだ

日本はそれほどsevereではない.これは国情の

差であろうが， 「やがて日本も」ときびしく考

えたほうがいいとの戒めのお言葉に始ま った.

話の中心は，審美歯科とosseointegrated i mpl ant 

であった.穂美歯科という考え方は接着の応用

によって大きく変化したことを強調された.な

かでも， 2， 3級の充填に於いて軽度のものは

辺J縁隆線を削ることなく辺縁隆線内側の小問よ

り儲簡に向け，まさにボーリングするように削

合し，商品蝕を除去し，充填する方法などは，我

々のundergraduateでは考えてもみなかったこ

とで，実際に臨床応用をなさっていることが目

新しさを感じた.またセレ yクシステムつまり，

コンビューター制御によるポーセ レンインレー

の作製，および硬質レジンインレーによるより

自然な修復却時代の needsに応じた方法かとも

思った. しかし利点も多いが使用に際しで素材

の性質を十分把握した上での心得が必要との注

意も述べられていた.

さらに前歯の変色幽，形態異常に応用される

ラミネートベニアポーセレンについての話しが

あった.この支台歯形成は，原則としてエナメ

ル買にとどめるが歯頚部のエナメル質は汚いた

めに持lこj主意を払う必袈tがある.これは後に使

用する接着剤が， Bis -GMA糸のもので歯髄に

対して著しく為害作用があるためで，象牙nに至

ることのないように配慮する.また使用するポー

セレンは専用のものを使用することなとsであった.

メインは向といっても先生が最近， 1 D Aで

も特に力を入れ，ほれこまれているOsseointeg-

I'ated-implantである.

先生のofficeでも最近この症例が多く， 床;淡

歯による方法は皆無に近い状態であるそうであ

る. この方法はスウェーデンのイェ テボリ大学

のBranemark教技によって開発されたシステム

であり，素材は純度の高いチタン製で，形状は

ネジタイプの尖端にベントがあいている.発想、

としては，骨と implantとの境界面は直接什とす

る状態つまりOsseointegrati onにより， I佼合を

支持することを基本的な考え方としている.従

来bioinel'tな紫材はimplantの回りをperi-implant

membraneあるいは偽歯恨11真といわれる線維性

被膜で被包されることを天然の歯周キH織と対比

させ，是と認めた過去があるが，これを否定し

た理論のもとにあるimplant法で、ある.本体は大

別すると 2パーツになっていて，骨内に入る部

分と露出する部分とになっている.手術も 2回

に分けて行われる.方法を概略的に説明すると，

適応症例に対して歯肉，骨自

語露.出後，数極の骨-1;7.切3却j削パ一を用いて}形杉成し，

implantを植立する.そして，ジ.ユータン縫合を

する. 3 -6ヶ月後に再び，同音11を露出させ上

部構造の作製にかかるといった内容である.更

にこの上部構造作製の技工過程は複維であり ，

初心者にはわかりにくいため概略的にお話をい

ただいた. また'fJ.内への植立の術式は，スライ

ドのみならず， ピデオにで動く映像として見る

ことができ，必要に応じて解説も加えてもらい，

我々は居ながらに してその様子とともに術式も

理解できた

こうした先生の我々同窓生に対しての，悦切な

講演により儲科医師としての在り方から，常に

新しいものに目を向け時代の needsに合った も

のを思考する必要があることを教わったような

気がします.会場は鋭い自で先生を見すえ，熱

心に聴き入り，同窓生のどん欲な勉学意欲の熱

気であふれていた.我々同窓生には，大変有意

義な 1日であり保母先生には感謝申し上げる次

第であります.

- 13 -
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豊橋・渥美・豊川班 学術講習会要旨

平成元年8月6日(日) 午後 1時'"'"'6時

アパタイト 2-Pieceインプラントの歯科

口腔外科領域への応用

近年，医用材料の進歩に伴い，各種の歯科イ

ンプラント材料が開発され，臨床応用が試みら

れており，高齢化社会をむかえ，その必要性[主

的大している.

これらインプラント材料は'IH脳拡との反応の

述いにより ，bioinapt， bioactiveな材料に大別

され，それぞれの特徴を活かした適用がなさ れ

ている.その中で，我々は水酸化アパタイトを

ゴミ成分とするア/fタイト 2-pieceインプラン卜

の基礎的研究 をすすめるとともに|臨床応用をば

かり ，成果をあげている.本材は顎骨と直接化

学結合し得るため，freestandingなインプラン

ト材としてすぐれた特徴を有している.

富山医薬大 ・歯科口Jj空外科教段 古 田 勲

我々は，本材を

1 )歯牙欠損症例

2 )顎関節症

3 )顎顔面ネfIi縦抗例

に適用している.

今回，

1 )本イン プラントに閲する基礎的研究

2 )手術法

3 )臨床応用

4 )本インプラントの問題点

を取り上げ，かつ最近の臥米におけるイ ンプラ

ント学の動向についても併せ報告したい.

。:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: c :: :: :: :: :: ::。申 0<>0<><同 桝000::::::::000申同〉申。申<><>。申。〈柄。<><><><><>

インプラント処置に必要な歯周治療の基礎的問題

愛知学院大学歯周病学教室教授 野 口 俊 英

一口にインプラントと言っても，口腔外科，

補縦科分野で広く行われているOsseointegrated 

oral implantや endosseousi m pl ant， endodont i c 

endo-osseous i mplan t， 人工的恨さ らには歯

周病の分野での骨補i1limplantまで，多種多織

をきわめている.

今回の講演では，古田先生が主に口腔外科の

立場から上記の種々のImplantについて詳述さ

れると思うので，私は歯周病の立場から，十J'有Ii

:J:!Umplantを中心lこImplantを行う場合の歯周組

織への配l邑について論じるつもりである.

1.幽周病における主な移植法

1 . Autologous{自家移植)

- 14ー

A. Corical bone(新鮮自家皮質'11")

海綿'1~j' とゑ!なり骨表面積が小さいので

reclplent slteからの組織液の浸透が遅

く血液の侃環も思いので骨*IIIJl包，ハーパ

ース管面の細胞は大部分死滅する. この

ため，骨形成のprogenitercell {前駆紛l

I1包)を供給することはほとんどない.

B. Cancellous bone and marrow 

(新鮮自家海綿刊・および竹髄)

官・梁表而が皮t't廿より大きいため，血

行のjT}Il~J が1t'-く ， 品目識液も廿髄肢から浸

透しやすいので細胞が生存する可能性が

高い.f1-形成の progeni tor ce 11を供給



〔・I!r，文Jeil' 11 } 1) 愛知学院大学歯学部同窓会変知県支部会報 〔第 35け〕

する可能性があり，歯周病における移植

材と してJIX'も有効であるが，術式の複雑

さにIIll姐がある.

2. Alloplastic(人工廿移植)

1) Calcium phosphate 

(リン般カルシウム)

A. Hydroxyapatite(HA，非吸収性)

アパセラム，アクトセラム等

8. Tricalcium phosphate 

(TCP，岨収性)

シンソグラフ ト

2) 8ioglass 

3) Calciumsulfate 

上述したのが現在，前周病治療で通常用いら

れる人工竹であるが， これらはいずれもキ且織税

和性がおく ，災物として排除されることが少な

い.自家.;11'移植にくらべ，術式は容易であるが

'j'J-誘導fiEという而でさらには歯捜脱の再生とい

う面に問姐が残る。

くお詫び〉

II.骨誘導能 (Osteoinduction) と廿伝導能

(Osteoconduction) 

1 .骨誘導能

i'j'形成因子80neMOI'phogenetic Protein 

(8 M P)の作用によって間諜系の制胞が

軟骨や骨に分化する能力であり，近年， !f~J 

物の骨などからの抽出が感んに行われてい

る.

2.官・伝導能

Recipient siteである移植床より ，毛紺l

J血管，骨形成細胞なとeがdonol'である移拙

片に侵入して!{1殖する現象である.刊-誘~l;!

1iEと異なり移植片それ自身が'，'J'を形成する

ことは無い.

現在問いられている人工'I'J"のほとんどは什誘

導能は有していないが，刊・伝導能を示すことが

明らかにされている.

現在，歯周治療においては，'i-j-伝w.を有する

人工骨移植が多く行われているが，今後さらに

.n誘導まで加l床した極々の工夫が望まれる.

会報34¥;-P 16'~~~ lf:i . i佳英 ・12川珍主Hll学術講演会開flllのお知らせにて， 附Hll場所のs記述にZLりが

あり，多数の先生)jにご迷惑をおかけしましたことを，深くお花び111し上げます.

- 15一
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ぬ~杭班だより 内~枯

守山班

健一郎 (17回生)

家族サービスに徹した暑・くて長い夏休みも終

わり，やっと過ごし易い季節となりました.我

々守山班ではとくに互の聞の会合もなく，皆

各々診療に励んでおりました.そこで友人に聞

いた興味ある話を一つ.私の友人が9月フィリ

ピンに旅行してきたのでその話を紹介しましょ

7。

先ず旅行に出掛けるにあたり，旅行会社にフ

ィリピンへのツアーを申し込んだところ，今11寺，

フィリピンへ出掛けるのは，コワイ人とビジネ

スマンくらいでツアーなんてないという冷たい

返事.ちょっと前まではフィリピンマニラは，

日本人で溢れていたのに，今はかなり危ないそ

うです.

飛行場についてからホテルまでタクシーをひ

ろうのがほとんど無理. へたに白タクに釆った

ら翌日はマニラ湾の魚のエサ.そこで筈官・にた

のんでタクシーを手配してもらった.町を歩い

てもタクシーからのクラクションの掛声が頻繁

でそれに応じようものなら大変.タクシ ーの運

賃は 1時間釆つでも40ペソ(約280円)くらい.

観光に出ょうとガイドをたのんだら，このガ

イドがまた凄腕，ゴルゴ13でお馴染みのアーマ

ライトを持っており，家にあるのでおまえも口

うか っと び、っくり.そのガイドと町を歩いても

噂通り日本人なんかひとりもいない.そして物

珍しい目で見られ，向処を歩いても女の子はど

うか?と声をかけられる.ガイドの後をピッタ

リくっついて観光してきたとのこと.

現在，フィリピンでは，失業率30%，平均的

給与が女の人で2，000ペソ (100USドル)、労の

人でも3，000ぺソ，大学出で5，000ぺソ.アキノ

大統領になってから経済はもっと恕くなってき

たと人々は言っていたそうです ちなみに，こ

の友人はフィリピンのルソン品の;lt歯科医師会

副会長と会談してきたとのこと.一度，皆さん

も試しに行かれてみては~IIM? 相当の度胸がい

るそうです.

西区班

光 (7回生)

柳の木と，さくら草が西区の木と，花である

ことをご存知の方は西区の先生に限らずおみえ

にはならないでしょう.そういわれれば，西区に

は名古屋城とその北に広がる名城公園，現在地

下鉄3号線の終点の庄内緑地という 市内でも有

数の広さの二つの緑のスペースがあり，多くの

花木に混じ って柳の木やさくら平 がよく 兄 られ

ます. きっと先生がたの区や市にも，それぞれ

の木や花が必ずあると思います.おひまがあっ

たら調べてみてはいかがでしょうか.

さで，西区の紹介を木と花から始めましたが，

もう少し別の角度ーから兄てみまし ょう.この街

は，その中心部が，かつてiJt.下PIJをι11心として

発展した経験もあり，古い町並みが今も残る伝

統的な商業と軽工業地区といえましょう .一方

庄内川 をはさんだ北部は地下鉄の延長，瀬戸線，

近畿自動車道の建設が;急ピッチで進められるな

ど，新し いベッドタウンとして，計{T'- ~T1 の人 LI

がI自大しつつある町にな ってきました.1天内の

総人口も市>1ぽ11のような;急f慢ではありませんが，

漸憎し 14万3千人を，也しています.

このような，伝統と新しさが入り出じ った同

区ですが歯科舛をみましでも，やはりこうした

削向があるようです- 1亙内の歯科医(:lli会 t~ の年

齢をみますと50員長以上が，87名11137名(43%)で

平助年齢が約51員長を越えました.こう したなか

で，同窓生の会037名の平均年齢は40.8放とな

っています.これを下図のようにグラフ化して

p
n
u
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みますと ，われわれの占める位置が明確になり

ます.すでに当地区からは多くの先生方が多方

面でご活蹴ですが，今後益々その比率が高まる

でしょう.

このような西区の同窓会の活動ですが，年に

3回程度会合を聞いていますが，その出席率は

毎回80-85%と高率(欠席の先生のほとんどが

歯科医f:m会の会合等)です.その内容も毎回，

2-3名の先生に日ごろの臨床から，得意とす

る分野のお話しをしていただき簡単な質疑を行

形式はもう 7-8年続いていると忠いますが，

すでに 8割以上の先生にお話しいただいていま

す.そしてその後は必ず，お酒を酌み交わ しな

がら卒業年の差なく和気あいあいの懇親会を聞

いています.

いろいろな意味で厳しい状況にある歯科界で

すが，今後ますます多 くの問題に直面するもの

と思いますが同窓会西区E任も， “柳の木"のよ

うに柔軟な対応をしていきたいと，伊藤班長以

下役員一同考えていますので，よろしくお願い

なうというミニ学術を行っています.こうした いたします.

西区歯科医師会員に占める

同窓生の年齢別比率 l 年齢

図

中区班

今日の中区，そして明日の中区

中区は開業し ている同窓生約50名，勤務会見

25-30名の世借で，地域柄か回生の古い同窓生

が多くおります.中区全体の医療機関は約 150

機関あり，地域人11対歯科医師数では大変な過

符状態にあります.従って全体的に受診者数も

低下 しております.

現在1漏科医(llli数20%削減等云われているが，

現状のま、では呪在余裕のある地域でも，早I弘

中区やその同辺地区の械な状況に突入せざるを

得ません.これは愛知県だけの問題ではなく全

国レベルの問題であり， H尚 • ~'iidお及び各団体

等がこれらの問題に取りtHんではいるが，もは

やそれらの組織だけにまかせておいて良い時期

10 

Pうクううφ'l/.ケzγノ:γ'//-γ'//]

V//うめら4ζ/，/.:ろ1/"//ケシシ，

V////////////////////. 

に ツzγL/'L-クシ'l:シシつ

V//うタシ1

仁コ{色
~愛

を過ぎている様に忠われます.

人歓

15 

出身
(1988'.1'現有:)

同窓会県支部に於いても，検討すべ〈組織が

発足しております.歯科医師数の問題，保険医

療制度，現在歯科の保険点数が適正な評価を受

けているのかとか，医科と歯科に於ける医療費

配分の問題，国会に於ける歯系議日が向民党だ

lヰで良いのかとか，中医協に幽科医が屑ない事

等政治的レベルの問題や，又，新たな点数の導

入が出来るものはないかとか，考えて行かなけ

ればならない問題がたくさんあります

しかし，考えなくてはならない多くの問題の

中で一番問題なのは，各同窓生科会μ各個人が

この問題を考え，各門が問題意識をもっ本だろ

うと思います.個人が考えでも現実に発表する

場が無いと云うのではなく ，一帯身近な同窓会

や地区歯科医r.lli会等て、取り上げ，全体の意識の

向上を計らなければな らないと思います.各末

端会員の明確でかつ力強い戸が上がれば，日i幽

や中医協又は厚生省に対しでも相当力強いアプ

ローチが出来るものと忠われます

向分遠の歯科芥に於ける環境は，自分速が，

- 17 -
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私達個人がもっと積極的に考え行動を起こし，

自分達で守っていかなければならないのではな

いかと思います.次の世代に安心して引き継が

せられる械に，今中区の同窓会では，こんな事

を考えています.

中島班

基 (6同生)

中島班学術講習会(顎関節症につ

いて)を開催して

平成元年8月5円w午後 6時から，第二円股

外科の講師であられます栗田賢一先生に「顎関

節症について」減演をお願いいたしましたとこ

ろ快く引き受けて下さいました.同窓会のこと

とはいえ，お忙しいところをまた，遅い11.'n1llに

当中品妊にまで起を迎んで明きましたことをf.lE

Q一同心から御礼rtし|二げます.

ピデオで兄せていただきました顎関節制内の

円板のはたらき，すなわち軟'fl-と結合中;J，I綿との

綴和性のあるあのすばらしい l~J きには， Hを見

張るものがございました.向のならびや形態が

違うように関節制内の形態も一人一人が([7;1人に

よって違っていること，また!IOJきも主主なること

などが，よくわかりました.ただ単なる蝶帯・迎

rr1Jだけではないことは学生時代から聴いており

ましたが，あれだけすばらしい運動機能が内政

されている市夫を|臨床医として兄ておく，また

知っておく 必嬰があると!ιいました.

|見j節円板の変位や{立問主~ 'I:;1，' から長くあt くロ ッ

キングによっておこる形態異常， さらにすすむ

と関節目1;内の'I'J.変形を来す. クリッキング?まも

さまざまのようである.当然のことであるが.

しょせん関節円板が位iif異常のうちに変形に至

る前に治療するのか噌まい、ょうである.

大変t'1'ill:なものを見せていただきまして本当

に有り鋭う御1.'li}，I;ました.柴田先生を講師にお

迎えして本当によかったと思っております.

中品*では，{~一向の勉強会もしくは誠宵会

を行な っております.今阿の議関会に*nの殆

どの先生J5が出席され熱心に聴講されたことは，

小山班のおII控の輪となり ，結束力になることを

より .M mJis!致します.今後も大学関係の先生

には，(11何IITカか、と才おJ'I世止;

ろし < I御御調却l呼収願J兵iいLい、j欽立します.

尚
昆
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岡崎班

誠 (8回生)

校合矯正装置 「テンプレート」

プロ野球界で実用化される

マウスピースは，顎骨への過激な衝撃の予防

としてボクシングやラグピーの世界にすでに定

者しているが，プロ野球界でも専用のマウスピ

ースが普及しつつある.従来のマウスピースが

外的な衝撃力をl吸収す る緩衝材として用いられ

るのに対して，現在プロ野球で使用しているマ

ウ界ピースは， p.交合同を挙上する「スプリント」

的な役割をもっているようである.あのソウル

オリンピックにおいて米国選手が使用し好成績

をあげた原動力ともうわさされています.

構造的には， リン yゲルパーで述結されたレジ

ンの可撒性スプリントを 7 ~ 5 1 5 ~ 7 に製作す

るという簡単なものだが，製作 ・発売元では，

これにより頭維のズレを矯正できるので，体全

体のバランスを控え，頭術，日凝り，気管支炎

などに効果を示すという効能を掘っている.自ir
原潔 ・テンプレート 研究会代表によると，テン

プレートを装着:した際に背筋力がlO~ 1 5パーセ

ント向上したという.

テンプレートがアメリカで誕生したそもそも

の理由は，歯列矯正を受けた忠者さんの中に，

5 ~ 1O年後に頭桁や頚部州、姿勢不良や疲労!さ

など，さまざまな症状を訴える人が多く，その

症状が，ふとしたきっかけから，スプリントと

呼ばれる装置の使用で消失し， グゼイ 先生が，

クオ ード ランド理論という， 全く 新しい下~Jlの

運動力学を確立したことによる ものです.そし

てテンプレー トの名前の由来は， テンポラリー

プレー トによるものです.クオードランド理論

はとても首位解で説明できませんので，臨床的に

お話すると， lOmm近 く挙上することにより，顕

椛にほどよい湾曲が生まれ，顕やl'経や縦.rJ.動j派

.静脈への圧迫や索引が緩和されることにより，

正常な神経伝達や，血流f誌の増加を促すことが

その効果のゆえんである.

歯科医院で一般治療用のものを製作している

ほか，ジャIfンテンプレート，ローヤルがスポ

ーツ用のものを取り扱っている.日本ハム球団

では，今シーズンより選手全員の装着が決定 し，

また読売球団でも，試験的に二軍の選手に装着

させているらしい.

野球以外にも，ゴルフ， リハビリテーション

などに利用範囲が広がっているが，一般に普及

するには，いくつかの点でまだ問題点があるよ

うである.
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お願い

-住所変更等の連絡をお願いしま す。

現住所 ・勤務先.'，l!:話祷号笥;の変更がありましたら，同窓会愛知県支部までご連絡下さい.ま

た，郵送物の宛名 ・名簿のZLり等もありましたら，下記までお知らせください.

同窓会愛知県支部 宮052-763 -2182 

-編集後記

新たな気持ちで平成元年を迎えたのもつかのflIl，もうこの年に別れを告げる季節が巡ってきまし

たこの平成という言葉の耳ざわりにもいつの問にやら耳が慣れ，60番代の数字が， 1務:に変わる

というカウントメーターの変化も，いやおうなしに毎日のカルテ記入で祭が↑此れ，何となく休中が

平成元年やら， 1という数字に しっく りとくる，今日このごろであります.

一方では，昭和という文字の日常における使用頻度が激減し，怖いくらいのスピードで記憶の片

隅に葬りさられつつあります.会幸U35号ω昭和という 文字は過去形の文体でのみ扱われ，平成元年

でさえあとわずかひと!ー!と|主でH自和と問機な身の上となります.平成元年の最後を飾る会報35号にnr{
和という 言葉と同級の愛打を感 じつつ編集した次第でありま す.

発行 所 名古l五市千純区有者元IIITl-I00

愛知学院大学的学部同窓会

愛 知 VI~ 支 ;~II
TEL(052) 7 6 3-2 J 82 

FAX(052) 763-2182 

題 字放岡本 清綾先生

編集策発行人 書記局

飯 dqaJ災 文石 川 邦治

加l納 j同11'1'谷誠
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