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、圃圃 挨 拶 両服部長 阪上隆則

今年は.~.孟烈伐特'， 1こ小|札 fì)瓜の上陸なし. ヨーロッパでは， ローマ時代

以米の大雨と異常気象が先ノ1:しています.たぶん今年の冬は，格別本い冬に

なり そうです.

ロシアのエリ ツイン大統制が訪11jl'(前に13<1際的に例を凡ない突然の一方的

訪 11'1'止，第二次世耕大IIIXの終戦前1:liiiになって 11ソ不可侵粂約を突然破って

戦綿布告し満州になだれ込み北}JII4ぬまで取り， シベリアで多くの 11本人が

強制労働と 3墜さや病気のため収容所で亡 くな り ました rロシア人は，いつ~-t;lJ る かやl らないので以

後までilh断してはいけない」と言っていた亡き父のコー集を思いだしました.

r 1二1/ドはエイズ感染の爆発前夜にある」と公衆術佐谷議会が緊急f足元しました.

-Wr科抗lちHIV.ウイルス肝炎等の院内感染の J'-防や産業廃棄物の処理IIなどに経費が議々 it'l大し

ています.特に，手袋をしていない歯科医師は. H 1 Vを移すかのような報道が見られるが，今後，
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エイズに対する正しい知識と砕京を行わないと

「あの前科医院にエイ ズ忠者がj邑院している」

と日うだけでその “歯科医院が出れる"という

~T\.r，単に成りかねません. どち らにしても，これ

から前々経費が明大することは， t:H~いの1!小、

ところです.健全な歯科医掠を守るためにも医

'fJirl~の辿正化に務めるべきである .

千成 2{rlO月 5Rの緊急、常務会から始ま った

大山先ノ1-:の参議院選挙の取り組みも平成 4年 7

n 26"の参議院通常選挙において 4位当選とい

う針かしい夫総で再度参議院に送り，'1'，せたよれで

長かった|おl窓会愛知県支部の市動も今一ιをつ

いているところです.これもすべて同窓生諸比

の絶大なる ご支援のj協と涼 く感謝しておりま

す 1明リ明Tるいf附4拘司科ゲ卯Aのt柿l梓昨築をめざし大』品b先生のi爪丹

臨が込是.手刻非|ドz必必、袋袋:でで.あ り札， 大品先生が有

ように我々問窓ノ什州|じtの支援が必必、要であり ます.ど

うか今後~I.;変わ らぬご支援をお願い ql し卜ーげま

す.

最後に，大仏参議院議員誕生に際し絶大なる

御尽力をいただきました宮下手11人愛知県術会

長 ・河合俊幸IIiH歯政述語IJ理事長 ・加藤*111:愛的

政主g理事長はじめm~新党員 他校同窓会の先LI~

方に心より'f~11礼 ql し上げます.

-各局活動状況・・

【渉外}

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

同窓生地区会長との懇談会

1111，¥' ・|勺jえ4王Iニ9月121118:30-

場所 ロイ ヤルホテル弁天|非l

愛知県前科医師会の池区会長のl札[fiJ窓生の

会長が191'，ありそれぞれの地区で，市町tiされて

います.今1"1同窓会としては初めて支部役ltと

地似合長との懇談会を開催欽しました.

11'，席者

地1>(会長(J也区14は支部班名による)

-H本 ケ1・弘(京) 谷川 幸治(守111)

It'j1j' (熱nl)

誕人(瀬戸)

!司IJ (ijlj mo 
秀 総 ('i'f，~) 

山11あ俊lリf(~I )1 1) 加l燦 M彦・(知liL)

判ifì ~I\-í! 11 (阿尾崎豆)加i除欽一 (山frl) 

文書11より綴L[I支部長以下， MIJ支部長， IJl-~・2理

'I~，渉外m当常務理事， 加藤参 Ij-

森川支部長の後拶で閉会し，大向参議院議員

(¥: J!llの近藤紘・:P:=の挨拶の後.会務一般の幸lt??を

三給4務より，愛院歯愛知!大品会の幸lif与を佐藤

{!~..lf:: )'~J (ノミ向) 111様

1I'，1J;i ぷ!惨(結) 糊1J;t

以lJ;i f1S秩(小牧) iJ主辺

与J.)11 千秋 (iJy春"弁)水谷

話IJ支部長より行われた.

力nij禁致ー(山111)会長の発声で乾杯があ り，

懇談会に移った.千平段前科医師会でlJJjを合わせ

ていても， IfiJ窓ノ1::であったのかと気づかれた，'1'，

席者もいるなど，短いH制IIJであったがいl窓ll-:Iii]

志の気将さから，キ11気あいあいとした懇談会で

あった.

{組織局}

平成 4年度第 1回ブロ ック別班懇談会

平成 4年度第 11111ブロック別班懇談合は，第

4区の(1尚JII!な，知、九五:減，メIJ谷，梨m，申請:'.l.，
虫111)を対象に 7) J 4 ，，(l:) PM6:00-8:00 I刈附

歯科医師会館で行なわれました.

内
〆“
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m席者はわJ1EよりがJ3名ずつの18名と支部よ

りは，森川支部長を合め12名の総数30名でした.

例年iillり，件現Eのi丙到j報告や支部への要望事

項や班11動lí' l，~耳炎等について前発な意見討論が

行なわれました.

itt iIlな御12:比ありがとうございました.

今後の同窓会活動に生かして行きたいと思い

ます.最後に，会場等岡崎IfI:の先生の御協力に

感謝します.

平成 4年度第 1回班長会

本年度第 ]1叫班長会は 8月 1EI (:f:)PM6:00 

-8:00東山会航にて行なわれました.

|例会の静で|以上先'-1:より大品会発会式の報告

ならびに当選のお礼があり ，なごやかに始まり

ました.

例年どうり，新班長の奇fi介， 1il:近況報告を班

長先'-I::Lえひ:{-t辺!の先生ブiより行なし、，支部より

各!日j宇佐官ーがなされました.

要望ヲI~J!'( として kJl*~品川に病院，大学等の班員

の動Inlについて， J1Eに協力が特にくい点を改普

してほしいとのことがありましたが，現在のと

ころ篠点を求め，J1Er!jui)Jをしていただきたい宵，

説明しました.

協議JI'~項として，学術品より，実智を伴なっ

た議門会について政J1 J， 人数などに御意見をい

たfごきありカずとうございました.

また，大変おいそがしい'1'，大品先生が出席

され，選会i与のお礼， 1百|窓会についてお言葉をい

ただいた後，出先生の|別会の併にて閉会しまし

た.その後予定されていた愛院掬愛知!大品会の

会場に移動しました.

{学術局】

「学術担当者の集い及び大学講座紹介

と小講演会J 知|多班 17向性松1-11光義

7月121"110時より各地区学術担当者と，hli縦第

3講座の先生方により 聞かれ，まず名地区学術

担当者による，学術的副jの報告並びに活動の在

り方，対象者の範聞の設定等について話し令わ

れま した.各地区とも定期的に学術鱗i1ii会を開

催 しているようです.11年IIH的には， 2 -31時IBJ

ぐらいなものが多く ，f矧I~I人としては， その程

度の講演会は，!Hl'，jtfレベル，J也氏悩科医r.ili会レ

ベルでも多く行なわれており ，機会も多い九

内容的にい ま一つ深く:t~11 り下げた音11分を比る こ

とができないこ とから，例えば， 2 -3:(Fに1

[!i] ，その年は地 I~の:半:術前例会を控えて丸 1 1"1， 

午前午後と， しっかり勉強する機会をもうける

といったようなことをした らどうかと思いま

す.

さて，次に布Ii綴第 3講座の伊藤絡先生より問

講座における，教育と研究の状況の説明があり，

荒木立純先生よりオリンパス光学製のキャスタ

ブルセラミ ックスの制介及び臨J木:f0Jの説明があ

りました

我々一般開業医は， ぺ リオ，担Ii総，11交合の問

題等，また忠者ーさんのな識レベルまで，総括的

に把握して治療を行わなければなりません.そ

のι1-'て¥ それぞれの分野における基礎が，たい

へん主要なわけで，そのため，大学の谷講肢の

知識が改めて必要になってくるわけです.とか

し臨床， 臨床と己いながら，新製品にヲI~ひがつ

いている我々にと って，種々のデータを解析し，

句。
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実際，臨床の場においても追跡調査の行なえる

とし寸環境から報告される研究は，我々にと っ

て現在また，これからの治慌に対する理論的な

染付けとなる有意義なものでした.

このように我々は， 日常の治i従における問題

点を解決するために，大学 とのパイプをも っと

利用するべきであると思います.

愛歯束三会・ 愛知県支部同窓会共催学術講演会

を開催.

盟川班 12回生 浅 手1: hj~裕

愛歯束三会(束三河会の略称)は平成 3年度

に本会員を対象に平成 4年度の学術論ui!の内容

決定に|具lするアンケート調査を実施した.回答

者40名のうち，ペリオ関係が2位以下を大きく

離して故高の支持を得た. このデータを~に，

本会の学術委員会は歯ー周病とりわけ I型歯周治

療に関する内容で，講師には近年，最新の技術

を思い切り良く導入・実践することで定評のあ

る本学 3阿生の(県歯学術部長でもある)村井

税彦先生にお願いした.場所は近年恒例となっ

た盟橋吉良家祥陽|非jとした.

講演Hとなった 8月23RのH眼円は附暑であ

ったが，会場内は約 311寺間の講演中40数名の嶋、

識者は快適であった.にも拘わ らず講演'1'に睡

眠不足を解消しようとした者(学生を若干名含

む)は見当らなかった.その理由は村井先生の

退屈さを感じさせない斬新なアイデアと巧みな

会話にあった.

「平ムの治療室」一 I型歯周治放を'1'心にーと

起された，そのストーリ ーは歯科|笑療の最前線

から始まった. 1型歯周治療が保険診療に導入

されて以米，開業医の I型災胞率は遅々として

進まない.そのJJ1弘lを医院サイドと忠者サイ ド

の両而から探ると，継続的な治療システムが整

っていない点にあるようだ.これに|刻して先生

は桐人情報を事和して，視聴党教育を徹底し，

「生活の質の改善」を促すという所から治械の

アプローチを始めることを推奨された.これは，

医科の場合では「生命というかなり大きな価値

の重みで治療が支えられている」という現実と

対比させてみると，苦肉の策とも言えるだろう .

とにかく，歯間病が桜性疾忠であることが多い

ことから，継続的なカルテ管理!が行えるよう な

システムの中て労j果的な動機っ-けと なる教育を

組み込んで・いかなければ，治樹と再発の繰り返

しで進歩向上は望めないという ことを自戒し

た.

今年の点数改正で，歯科衛生士のTBIが点

数化された様に，前問治'lMシステムの'.11で衛生

士の占めるウエイ卜は大きく， 衛生士 I~I 身に「や

る気」を起こさせる為にスタ ッフ同志の研究発

表を競争させて行なわせるなど，衛生τ1-:の能力

を生かす|時間と;場所を雌保するように提案ーされ

fょ

またエイズに対する不安が広まり つつある現

在， ;f]'1頓的に院内の交叉感染ニf防対策を立てる

必要性を強制された.厳格にやろうと思えば，

コスト高になりがちな設備投資であるが， 医療

機関である以上，{言頼を失わない為にも是非，

Bnr.エイズ対策を前面に打.ち出して取り組み

たい所である.

続出終了後に愛拘束三大品会 (大向!監久議員

をl羽む会)が恕机会の席で持たれた.大向議員

の秘22:と*三河地区の|失療機関代表者等を交え

て， 7月の参院選の労をねぎらいつつ，親|陸の

輪を広めた.

「開業医に必要な矯正の

基礎知識とテクニ ック」を聞いて

碧南班 14同生鈴木健三

少し寒いかなぁ と感じた初秋らしいFIII/ilの早

朝，いつもは，そこに加わっている衣illl大柿下

- 4 -
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の多勢のハセ:t:Jり人を横目にしながら，碧南の

先生述(今1[11はf也大学出身も含む)を'順番に采

II~ させながら 白己研鎖のため楠元学舎に向っ

た

間
余
犀
必
ず
場
止
め

基
礎
炉
哉
と
'r
タ
e

す
グ

食や喫茶の当時備まで御配慮1買いた同窓会愛知県

支部の役以の方々に御礼を申し上げます.尚，

ご1~ 1l :1がありました，北線先生によ る推薦凶:11:

は下記の通りです.

① プロフ ィトの現代曲科矯正学

作IJI 守 監 訳

クインテッセンス出版

② バイオプログレッシブの臨床

制W ii'i，永l1J 賢司

ロッキーマウンテンモリタ

③ Clinical Orthodontics 

Charles H. T'vveed 

第 1講義室内に入ると，やはり自分より若い Mosby (絶版，訳書:あり)

先11-:が多く， (11"，頑仮っているんだなあ)とい

う印象であった.講師の北線先生は，ゆっくり，

r本に訴されるブjで「すでに矯正を始めている

先生，あるいはある平主度のテクニ ックのある先

生には本日の講義は物足りないと思う 」と謙遜

されていたが， 内特は学~I~ I時代よりなじみのあ

るエッジワイズ法(先生は親しみ易〈応mの効

くと表引されていた)を小心に，不正日交合の磁

釘i等ごく 宅l)~より症WIJの難易の比較まで師広〈

総説された.

ノ、ゼ釣りと比較しては問が当たると思われる

ぐらいの非常に布芯;義な 1日であったが，特に

}Irに銘じようとJιったのは

・どんな泌i介の良いバンドもカリ エスになる危

険性は必ずある.

・菌性か'1'1・tl:か迷う 場合は矯正専門医に随|尚・ア

ドパイ スを受ける )jが安全である.

等の.'.I， I~ であ っ た.

以後にな りますが，この講演会にあたり，銑

④ Atlas of orthodontic principles 

Raymond C. Thurow 

Mosby 

⑤ やさしい矯正のわかる本

」仁徳 fiEリj (11月発刊予定)

クインテッセンス出版

【 厚 生 】

ナイター観戦

凶春11:JI二 12回生佐藤忠之

権問の合Ii¥JのIIj'i天に恵まれ，EI ~Il の易さにも

かかわらず，1f(仔l昨のiJ;(しいナイター観Ij伐とな

りました.Uf木み前とあって， 親子連れのほの

ぼのとしたj民対が多くみられ， 中日が低迷して

いるにもかかわらず，スタジアムはド ラキチで

溢れんばか りでした.

小11X)ぶね

このゲームは，北別府の200勝がかかっている

大がな試合であ りX，中日 にとってはこれに勝

って順位を少しでも上げたいところです.ホー

ムランあり， トリ プルプレイありと観る者を楽

Lませて くれましたがやはり， 北別府の職人芸

ともい うべき絶妙なピッチングの前に中日はな

すすべを無く してお りました.

まさに，-UIJ}(.f-オ ンステージ.

小11ファンとしては， 腕悶のうっとうしさを

吹き飛ばした大山のホームランが印象的で し

- 5 -
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た.

100名分}IJ志 したオレンジシートはi，1.j)，Wとな

り， ff.6l<観戦を通じて Ill:Ji少なくなりがちな級

rの対話が深められ. 併さん，心なごむ11与を j'~

イIさhたと，也います.

日ばi，イ4諮問をしているお父さん.1口j窓会J'I-

ノ|計百似を利川 して家政孝行をしてはいかがでし

ょうか.

以後になりましたが， ~比々 !日l窓会役l1-I ， i J .

1，j: nの大切な診械にさらにj.iJ窓生の税11*にも一

役目える掠なi;rdi)Jを続けて行きたいと思います.

水上スキー教室

& マ リンジェッ ト

26 1111'1ミ 竹内 J~t人

8) J 21 1 ， 26111I ' I :の J]，\ ~f と . 払は浜名湖jへJ'/

'1:: Jooiの/ド 1'.スキー&ジェットスキーに参加しま

した

彩、は，スキューノ〈ダイビングというノ.]'¥I(IIドで

1 j'うマリンスポーツを他l沫としています.ノド 卜.

スキーやジェットスキーのようにノド耐で行うマ

リンスポーツは初めての体験でした.

ダイビングを初めてii"った11，]:は1:11でしたが2

1主. 3皮と滑っていると1:I:jには1:1:iの楽しみかた

がありました.J]'¥ 1'.スキーなども!日lじだとは思

います. 2 J.主， 3 J主1jえば.それなりにおむし

ろいと思います.f.ムはその 11， 3 1111日のチャ レ

ンジで立つことができ水I(IIをスキーをはいです

べるという 来しみを知 リました.インストラク

ターにもあと一度;!ULぱら つと L述するとパ・わ

れ次の機会があればぜひ参加させて瓜きたいと

思います.

一家族そろって巨峰がりーに参加して

刈谷川 14 1111 '1~ 広野 山ねl

去る 9n6FI(rI)に人:H:fdiのぶどう l事|で11~lmi さ

れた，「家政そろって10:峠がり」に参加させて1fi

きました.吋 11は三:ひとつない快1ft'{で絶Mのぶ

どうがり日ねlでした.約1001うね:の会11&ひ'米政
の方々が参加されました.

ぶどう闘にはいるとぶどうの槻は思いのほか

低 <，少し腰をかがめながら歩かなければなら

ないという状態でした.抑iの下の 11除はwしく，

作家肢は思い思いにゴザを ，;1いてまず炉Ji取りま

す. どのぶどうがおいしそうかなと品定めをし

ながら民隙|の人に「どれがおいしそうで"すか」

とIJrJくと「うちのはどれもおいしいですよJ と

符えてくれましまた rなるほどJ と，141わず納~~;，

してしまいます.それでもなおi'I分の 11を{，iじ

てとてもおいしそうなぶどうをJ伏って食べま

す.ところが， G峠のひと});:はとても人-きくて，

ひと房も食べればiitjlJ主に近くなってそんなに食

べられるものではあ りません. となると「供述

はぶどうのドを走り 1111り父親は抱っころがって

ひと休みということになります.'I"rくしてから

また少し食べて，今度はおみやげにと (1分j主で

ちぎったぶどうを桁に入れて持ち州ります.

三々五々と解散してい って来しかったー 11は終

わ りました.組いH制I¥Jではありましたが裂しい

ひとときを過ごさせていただきました.

厚生局のブi々 ，ぷIWらしい令l耐をありがとう

ございました.これからもJUIfキしています.よ

ろしくお願いします.

.人材センタ一報告 (平成4!ol'-91Jボ11引イ1・)

求人…・… 'V'Jぷ4{j'.J.長9f~: 

;~と鞍……一千成 '1 {fJ主1f'l二

.平成 4年度弔慰報告

6 . 6 21同生 "f知l 労;n・(点

6.22 2回生三:)1: iI:.リ}，(¥" (ij止

6 .23 12同'1-: 'Lt:雌 ，E比1';(IJy 

lえ}ご切.父

百11)ご ~f.父

|メj ごl小;;i:

7.2 名誉教授(解削ザ:第1) 今)1: 倍氏先'I~

ご本人

- 6 -



〔・l三1反"{F1 1 ) 1 ) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 (i:ii 44 ¥}) 

7 .10 71111'1: 成紙 'oy;-，(¥" (存H:Jnご怖.父

7 .21 61111'1:: 1'1:11: 北111LH m~ 柿)ご的;父

8.7 201"1傾 向村 JJJJri;Pj (名東区)ご尊父

8.11141111'1:: i荒井勝久，g (Ur{和区)ご将父

51111'1-: 下僚長彦れ(西 区)ご的・父

8 .17 181111'1': m問俊幸お(天向|豆)ご必父

8 .26 51111'1: 坂井 議お (ー は) ごl別仕

8.27 5 1111'1::古川手II~字i;Pj (- '::0;)ごか父

9 . 9 11)陀外科学第 1講佐助教J受 ，:':; :1 1 :克也先'I~

ご尊父

10. 6 7 1 11 1 ' 1:: 波辺龍彦.1~t (愛~~)ごlせ世

謹んでごう・~ ~If\をお祈り Ij l し 1 -.げます.

【会計局]

晩秋の1此 |日l窓の先生方には，益々ご色ttll券の
こととお慶びIjlし上げます.

平成 4{t二度会'Pl納入に，ご協力いただきまし

でありがとうございます.今後供， よろしくお

願いいたします.

・平成 4+J.立会費について

念111:を提出 していただいている)jは，6) Jま

でに， 3 年度会t~12，0001' Jを， 向却j引落しさせ

ていたfごきました.また，セ ントラlレファイナ

ンス社のh'は， 7 ，J '1'に，;1孫させていただきま

した.J'l <管11礼Ijlし1'.げます.

念{I::j立びセン トラルファ イナ ンスネ1:の*令代

行・をされていない会II作{止は，振込料別で.

12，000PJを， 米海銀行党T山支l占，応部;264，11 

It:番号447-671，愛知学院大学的'字部同窓会愛知

県支部まて¥ご納入ドさ るようお願い致し ます.

作れおのおの振込まれていらっしゃる会以の

先生方には，できれば念Jiもしくは，セントラ

ルファイナンス社の*{(;:代行に代えていただき

ますと ， 振込手数料が~f， くな り，また合計J"j に

取ってら安全確実な提.令となり ，双方にとり 何

かと利点の多いものです.

また会y~納入率が， イ1'. 々 孫ちてきてい ます.

振込みを忘れがちな先'I:)jにも ご似利です.な

にと ぞ，こ1T絞の」二ご協)Jのほど立し くおWJiい

11'し1-.げます.

向，会WAぇ納の先'I:::;jは. ' I ~~佐のi百到jの-11年

停止という 状態になりますので，ご注意Ijlし1:

げます.

平成 4年度 会費納入率・念書セントラル回収率

千成4.9末H現在

JiE 1'， 会H数 会費納入品政 % ノ・ψトけl叱 七ントラル 。/り61

千純 1>( 59 34 58 20 3 39 1 

名 il!1ズ 69 49 71 26 39 

il( 1>( 40 27 68 20 。50 

~t t( 62 41 66 32 。52 

守 111 65 39 60 35 55 

凶 lベ 64 40 63 26 4 47 

中 村 1)( 96 46 48 27 2 30 

1メ 117 47 40 29 2 26 

港 1式 35 23 66 24 。69 

Jlll羽I1ズ 49 21 43 7 2 18 

天 rI t{ 49 29 59 14 2 33 

瑞.ßt~ 1>( 43 24 56 11 30 

然 1111メ 33 16 48 13 42 

中 JII1ベ 60 47 78 27 2 48 

府 1:>( 48 24 50 21 3 50 

紘 1><: 47 24 51 17 2 40 

愛 ，‘t''s - 58 31 53 19 34 

.・'・. 85 53 62 49 2 60 

i頼 54 34 63 23 44 

半 111 63 47 75 30 2 51 

春 11)1・ 88 53 60 29 10 44 

22 19 86 13 。59 

~X 39 20 51 9 。23 

Jt 」仁 47 29 62 21 47 

-.x 111 22 15 68 13 。59 

凶脊11)1・ 48 33 69 29 6 73 

匁l 多 88 59 67 40 9 56 

t毎 持1; 45 24 53 11 27 

r.~ 44 31 70 21 50 

~~~_ ，f{f，i1i~災 67 42 63 29 3 48 

|曲! 此守 104 52 50 33 2 34 
A』"tt乙 111 66 42 64 22 5 41 

匁1 、I 12 9 75 7 。58 

'!i: h量 29 23 79 17 。59 

メIJ 谷 32 23 72 16 4 63 

J4町内・ 16 9 56 4 。25 

四1(:附 ¥J. 28 19 68 12 。43 

s、"，tn 111 103 57 55 27 14 40 

メu入 ，U' 2.096 1.255 60 824 88 43 

- 7 -
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【書記局}

住民会も引ヂ1:は何のliiH起もなく，スムーズに

進んでいます.そのl.)， {I::記同会議は必要にhc.;

じてIlHiltすることになりました r役il会だよ

り」 は現況どうり， f文民会終了後， 1組II¥J躍で

庇lHì1てに発送しています. 更に，議 ・J~鈷を次

1111の役員会資料に添付します.

次i百1r会幸1{45号』は 3} Jに発送のイ-定です.

*IJ日前のお庇い、に際しては，極)J，ご協力の

ほどをお願い致します.

愛院歯愛知大島会設立総会

平成 41手6月20日出 於県歯会館

6 )J 20 1::1(:1:)午後 611日O分から， !Ut>l-Zf会館 4F 

ホールで，かねてから設立が強くま!まれていた

大仏!去久参議院議ilの後般会の設立総会が， I~I 

民党jjij幹事長 小洲忠三先生を迎えて， 115大に

IJHflllされました.定114501うの会館ホールを愛知

中院大学歯学音11，'1'，身の会11600余名が集まり，後

ろのほうは立ちJNfまで，'1'，て大変盛況でした.

、1/，日 は，閉会のfii¥会長挨拶の後，米資J夫J多

が行なわれ，II'f合俊.'ftililli<釘政辿刑l!Il.'F.b毛，'，1;';下

fil 人m歯会長が~~xJljJJの日葉を述べられ，会場が

盛りJ-_がったところで，この会のために東出よ

り来手うされた， 自民党iiij!:\í':4 J ~ 1~ 小湖j忠三先々

が，ご1'1分の話，自民党の災話など，巧みに却

され， 11年11¥1のたつのも忘れてしまうほどでした.

またÁr.~先生の話も ， n tSi聞かせてT貫く機会も

少ないためとても新鮮で，会11の先生ブiも大変

感激されていたようです.この後， 11旦I ~I:から

26 1111 L七までの代表によるイとよ~lWl呈が行なわれ，

大向先午が一人一人と山手され，会場は一段と

盛リ 1--がりました.-!!'IH究も冷めやらぬうちにJJ

歳三111'" 閉会となりました. 1二IImRの夜という

時II¥JにもかかわらずLl'，)，'j'fいただいた皆様ブiあり

がとうございました.これを機にさらに大仏度ー

久参議院議uを支援していきたいと思います.

i 歯科医師求人案内

-医療法人ス ワン会 鈴木 純 二 (1仲間)

名古屋 市港 区 川 内通 5-37 
愛知l郡東郷IlIfnμ 2-2 -3 

052-652-6300 
05613-9-3030 

.仁中IドI村.歯科科-クリニ 、ツyク 中村 一(8引|川11川耐州'1川刊|μ凶5引生的I~り=寸) : 

岐阜叫県各務原刷司酬目M京別l'川11リf3ト一17η3 0蜘削

‘---_._ -司--------司----_ ._ -司- ~司-----司--_._#_ ._._-申~-~-~-~-~-~- ~-~-~
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役員会議 事 録

平成 4年度

第 2回愛知県支部役員会

FII砕 :平成 4年 6月 91"1ω 午後 7:30-

場所:楠元学会・第 2会議室

I 閉会の静

2 氏名点呼

3.支部長挨拶

4 .本部報告

5 各局報告と予定

6 審議事項

1 )後援会費 1-'J宝引き落しのillニ

1 )地区支部長会議日程の件 (渉外)

2 )同窓会25周年記念実行委員会派遣依

頼のill: (専務)

7 . 協号~Zl~:i頁

8.その他

9 . ~\f..司王所見

10. 1羽会の静

平成 4年度

第 4回愛知県支部役員会

7.協議事項

(1時局対策委員長) 日時:平成 4年 9月8日伏) 午後 7:30-

場所 楠元学会 ・第2会議室

1 )支部年会費納入率の件 (専務)

8 その他

9 民事所見

10. NI1会の静

平成 4年度

第 3回愛知県支部役員会

RI時 :平成 4年 7J=J 14 FI (刈午後 7:30-

場所 r第 l浩義i刻」

1. B司会の辞

2.氏名点u乎

3.支部長挨拶

4 .本部報告

5.各局報告と予定

6.審議事項

1. H討会の静

2.氏名点呼

3.支部長挨拶

4 .本吉11*告

5. ?干同報告と予定

6.審議Zh項

1 )第 1回同窓生地区会長との懇談会の

件 (渉外)

2 )ブロック別班懇談会(5区)の件

(組織局)

7. .WJ誠事項

1) F AX番号の名簿掲載の件 (専務)

8.その他

9. 肢tf~所見

10.閉会の辞

- 9 -
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-選挙管理委員会からのお知らせ.
*.1'I~は支部長， ~荒・J~の改選の年に当っています.会報のi誌I(IÎ をお iii- りして告示 1 サ， 2号にて選

併の要項をお知らせいたします.

選挙作理委員長高橋仁一

同窓会愛知県支部
選市作.f11l袋H会 告示 1号 州内10J-J3111 

愛知学院大''(:歯学部!日l窓会愛知県支部

M~作W.f11l委 11会

支部長 ・監lJ~ M併について

任期満了に伴う支部長，監事の選挙を支部.ií主併説J(iJ第 4 粂 l に基づき次の~J!iに従い行う ので告
ポする.

1 .立候補才;はM>作);ILJtlJ第 8粂 1-5 に)，~づき不備のない織にして1111 けIl'.ること .
2. 11 1時i' _'V.)此5{I~ 1 JJ 25日(月) 午後 111，¥・-111寺30分

1 tJ26日(火) "il 卜.

場所〒464r"I，'J.:t1市千組区楠元111]'1 -100 
愛知学院大学術学部内 愛知l学院大学歯学部l同窓会愛知県支部(同窓会主主)

3.受患者愛知県支部選挙管理委H会

'1 . rl~J禁日平成 5 {I" 2 JJ 8日0-1) 午後 111キ 以卜ー

同窓会愛知県支部 とと::;:::" 1') 口
選挙作.f11!.委H会 口刀ミ乙 τデ 杓戊 4{p10JJ3111 

愛知1";::院大・7・歯学昔111日l窓会愛知県支部

選挙作.f11!.委H会

!H支部選挙規則第 7粂 6に基づく支部長及びY.{i4i-の選挙巡動から投必までの順守'Ji-Jjiを特示す

る.

1 .立候補辞i誌について

・ 選挙規JliJ~8~5 に基づいて行うが巡栄公幸~i&ぴ妓必川紙の発送後は認めない.
2.選挙運動のJUJIlIJ

- 立候補応受.f11!.1ゑよりIl~J票 日 のnijll までとする .
3 選挙運動に|則するj伏敏い

・文1!?に|測する検必と数の括IJ阪を行う .

・ 立候補者は本受H会の指定するな会i~i，況会に出席し，そのJ好討を.i&.ぺる l'U売を tt うものとす
る.ただし， 立候補者が出席できない時は， fVJ!.人でも IIfとする.

4 .投梨及び送付先

・投票は同);ILJliJ~ 11粂 lに基づき l名 l;'Jjとし，支部長 1r.. iな'Ji-21'.の記名方式とし，郵便(針

書)により名 ，IiJ-tl.-K'.llt郵便局l..jWIにおいて予成 51'1'-2 J J 8 11 tE'r・の王IJ:{í-分までを有効J:，'~ とし
回収する.

5. 'J~J諜J!lf 11及ぴ場所

・平成 5"三2J J 8 11 午後 1 時をも っ て~知'主院大'}:f>l.i''{:tm l 'ÎI 窓会宅にて行う.
6.立会人のM，"'，について

・ 選挙人佼主k1ノ，古車より立候補者 1 1'， につき 2 名のfllllJ1}でイ~i'1{ -r，.を m~する.

希望才;なき場介は本委1l会より委制する.

7 .当選入の決定

・選挙mJliJ第13粂 1. 2に基づき決定しI.IJ窓会主・にて1((ちに公ぷし、月選人に代知lするものとす

る.

8 選挙事務所のよ生j;'，:について

・ 選挙事務所を，出向する立候補J引まそのJ~/iJí' と 点任者を本委11会に1111 け る こと 以 卜.

nu 
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学術コーナー

HIV感染と歯科

はじめに

HIV感染については，テレビや雑誌，新11りな

どが，辿日のように報道を我々に与えてくれて

いる.マスコミで流される内容は多岐に波って

いる.ウイルスの性状について又はワクチン|剣

先の現状， H 1 V感染の成立，伝婦について，

ilk新の疫学的データーにJ在づく HIV感染の|五|

際的蔓延状況そしてわが1:1'.1との関係，符13<1の侠

忠f-I坊対策について，J飢友病忠者の輸注製剤に

よる HIV感染の被~I I ;. とその武任について . ぞ1:

教T守について，などなど.時には，やらせや，

興味本72のものもあるが， H 1 V感染にl則する

111:界的に膨大な情報を強f!J[して我々に伝えてく

れる場令が多い.こういった様々な情報は，わ

が|刊のHIV感染そのものについて，そしてそ

の同辺の状況に対する社会通念を形作って行・

<. r歯医者は危険だ」という心配もその一つで

あろう .SAPI0l992;(ド4J-I 9 H号(小学館)は入

念な取材で歯科院|人l感染対策の問題のi核心を突

いていた.この記~l~では，ノ、ン ドピース|人!脅11の

滅的の同日!fo性にまでパ」えしているのである.こ

ういった記事や，新IJtlの投叫:を読んでいるのは，

ごく 一部の院内感染に強い興味を持っている読

者・だけではない.こうして1樹科治ß~を受けると

HIVやウイルス性JlF炎!;t;Uさの危険があり， IIN・

にはHIV感染杭のtiH'l-1災(:ijiから感染する こと

だってあるらしい，といった社会通念が徐々に

拡大していく .こういった状況に歯科医師会，

訂政そして大学は効栄的な対処をしてきただろ

うか.木文では， HIV感染杭と歯科について，

);'，'1)11に見え隠れする状汎を断まえ， 一般的手|診

出胞設だけでなく，我が愛知1学院大学歯学者|附・

属病院において，院内感染対策として今何をチ

愛知学院大学歯学部口腔外科第 2講座

池田憲昭

エックし，何をすべきか，考えてみたい.

歯科における HIV感染の危険性について

一危険性は鷲くほど低い，

何故このことを 111:1:11に強調 しないのか一

的科医療従事者はj血液， uAii夜にパク露する機

会が多く，そのためB型肝炎ウイルス (HB V) 

の感染率は他科に比べて心j~、ことが知られてい

る. しかし，これまで‘行われてきた疫学調査に

よると，歯科?fi蹴"1のl-IIV感染の報告は航め

て少なく (0.02%)，愉利はHIV感染について

は， 一般医療従事者の場介(0.4-0.5%)よりロ

ーリスクの臓業であるとさえ言われている1)

これは医療従事者が忠才;から感染するリスクの

ことであり ，J21者から|豆1itIr日t，材料を介して

感染したという報告は引点のところ見あた らな

い.このように的不|における HIV感染の危険

は低いのである.ところが，これは先程述べた

社会通念とは災なる，むしろ正反対であると 百

ってよい.何故このことをはっ きりと世間に三

わないのか.我々はこ ういった記事や報道があ

ったら，そのj支に抗議をすべき である.rj¥有利が

fι険J，とし、ぅ芯;見は， !ý11 えばそういう記41~を fli

いた記者にたずねてみると，!SiリのHIVに感染

した前科医(:iliが波数の，也".に感染させた記事を

似拠にしているギが多い.この件については，

池LIIが円本歯科医師会雑誌に詳しく紹介 してい

る2) この歯科医(:iliから.也者に感染したことは

悦夫らしいが，米|五|防法センター(CDC)の懸

命な調査によってもやIf欣感染したのかはっきり

しない.I-IIV!悲染した外科医が7年間に手術

した2，160名について司1，';J1iした報告でも，この[去

(:IIiから感染した例は1!1.F，かった (jAMA264:467 

- 11 ー
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1990) .このようにほ縦従・I~.ríから忠者への感染

は，忠者から|短W従事1j'，忠おから機材を介し

て忠1j'の場合に比べると圧倒的にそのリスクは

低くなるのであり，このケースのように 114の

歯科医師から 51うの忠.riが感染したことはむし

ろ，例外'1'の例外である.このように「歯科で

エイ ズが感染することはよくま11られており」 と

いった搬辺は事実ではないので，表現には悦直

になって引くよ うに孜々か ら報道機関にはたら

きかけることも必要だろう .

チェ ックすべき対策

一米1."1職業安全管FIl}"jスタンダード

を参考にして-

19911f 12 11米 凶職業友会館Ht局 (OSHA:

OCUPATONAL SAFETY AND HEALTH 

ADMINISTRATION) カf BLOODBORNE 

PATHOGENS STANDARDを発表し，歯科

においても院内感染対策措置が具体的に示さ

れ，法律として本年 3)Jより胞行された.その

概裂は 11本的科医師会"に制介されている.こ

こでは，このスタンダードを参考に しながら，

HJV感染について引行の院内感染対策をチェ

ック してみよう .

1) ifi Y.t 1時手袋を使川しているか.

2 )手袋は忠者1iJに交換しているか.特にビ

ニールやラテックスの使い捨て手袋を洗

って再使用していないか.

3 )血液や唾液が飛び散る恐れのある治WI時

にマスク， I以3克，フェイスマスクなど使

川しているか(写:nl).

4 )介JJ)r;首にも1) - 3) をさせているか.

5) 1iJ 11治11，1;析をf-'i'えているか.

6) 1:1二射蛮|・はitLって ~ilJすことを防止するため

に片手でキャップに戻すか(写兵 2)，他

の方法で!1;i令に注射筒からはずしている

か(写及:3 ). 

7 )その他汚染した鋭利な材料を収納できる

字下絡を用意しであるか.

8) I !&旅廃棄物は生前)j~袋物と区別しである

か

9 )従業Hはifi1tl. .{j' を家に持ち111} って i光i~( し

てはいないか.

r.;leは主に医Y.H;t'I~名-のフ。ロテ クションにつ

いてのチェ ックである.愛知学院大学f・J'}/A病院

では 4)， 6)以外は実胞されていると式って よ

L、だろう .先生の診W施設ではいかがかであろ

うか.さて器械器具のil'i':f.についてはJうまで

もなく徹底してすべきだが，このカ'イドラ イン

にはぶされていない.紙1(liに限りがあるのでJ字

削については，成，lj:，論文をご参考にしていた

だきたい 1)・.)札制.7)

さて，器械2器具のtl'iJf.でll!iち困難な]::J組はタ

ービンヘッドの交換であるといえよう.タービン

ヘッドからHIVはもちろん，HBVが感染した

とし、う報告はない.HBVでe抗原合祈1(ll泌が

たっぷり1.J析したタービンヘッドを，拭くこと

らなく ，即座に次の忠者に使用すれば尽!論的に

は感染させることらあろうと想像できるが，と

にかく，こういった例も無いのである.タービ

ンヘッ ドは似川後エタノールなどの薬液でh'j-拭

して，冷却水を10-20秒フラ ッシュする.これ

で.感染のf立険性は無い.このことを何故はっ

きりと 言わないのか.はっきり言えないのは，

例えば，どうもタービンヘッドを忠者一人一人

で符えるべきだという 社会通念がI九米上がって

いるという こ と ， そして我々歯科医療従'J~fî ら

そのことを気にしているからではなかろうか

ある予frllf1ile{J付まA，s， C 肝炎ウイ jレスがぷし

乎でNI談会をしているという想定で，ウイルス

性肝炎と現政のl反政体制について論じており ，

インターフエ ロンと保健財政，不正2iY求などの

訴しの後， ii'i ，:よ体制に触れる.以下引川すると，

B rl去鋭機聞のil'jdfも穴だらけ.たとえば向

科のハン ド ピース . 圧縮空気を利川 して lO~~

をl'flJる機械だが，宅気を止めるたびにl'flJり

かすや血液をわずかずつ内部に吸い込む.

il'h:~はアルコールでふくだけ. だか ら次の

必ず;にi荷の，也才;のかすを吹き付けることと

なる.そこにわれわれの活躍の場があるわ

けfご」

C rわずか数分間の熱湯消毒ですむのに，日:-i-

内
〆
“
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材が傷み，カネがかかると反対する医師が

いるから驚きだ」後略.

(t，，H1新1lf1，平成 4年10月 3Fll;U1tIJ，生前い

きいき盟かに，肝臓病(11)) 

感染の危険性について疫学的には椴拠が無い

とは言うものの，このよ うな情報を何度か見聞

きするうちに，忠者は滅菌したタービンヘッド

の使川を希望するようになるのであろう .旅館

に ~tl まるとき，布団のシーツが洗i扱しであるこ

とは説もが望む.喫茶庖で出されたコップに口

紅の跡が付いていると，大抵の人はウエートレ

スに文句を言う .社会通念とはそういうもので

ある.我が付属病院でも，タービンヘッドを，也

者一人一人に替えるべきだと提言しようものな

ら，この経済状況厳しき折，病院当局よりそん

なことは出来ないといわれそうである.しかし，

1，i近は各科の先生方も熱心に院内感染について

議論をしていらっしゃるようであり，教育機|英!

という貨務もあるので近い将来，抜本(1'-)な対策

を先駆けて施すものと期待している.

おわりに

必者を治療する際， 忠者に治療がなぜ必要か，

fri'l!.tはどのように行うか，予後と令併痕はどう

かと説1リlをすることが義務付けられている.こ

のようなインフォームドコンセン トはただ治療

の説明をするのではなく ，選択された治械をそ

の胞設で行うことが妥当であるかどうか，その

施設にその治療をするための設備があるか，こ

ういった説明も含まれるという. (YIJえば，歯科

医院でのHIV感染の可能性については.我 は々

忠ず;に質問される前に施設の院内感染対策が妥

当であると いう確信を持っていなければなら

ず，これを忠者に説明しなければならない.そ

のJ'.この臨イ言は科学的な根拠だけでなく，その

".~・代の社会通念に即している必要がある.地域

に制ざして，長い問診療を続けていらっしゃる

先生)Jには，ホームドクターとして，多くの忠

者ーさんに信頼されているに追いない.このよう

な状況では，法、者・と医師は多くの言葉を交わさ

ずともインフォームドコンセン トを成立させる

ことが可能である.このような忠者と医師の聞

では，ある 円突然忠者が，先生の使っているハ

ンドピースは前の忠者に使ったものと閉じか，

などとはIlfJかないものである. しかし，これか

ら新しい忠者と新たな信頼関係を築いてゆく場

合，我々は刻々と変っている社会通念に敏感で

なければならない.H 1 Vのl時代に歯科医師の

責務はより -I~大きくなりそうだ.
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1)フェイスマスク，手袋を着用.ガウンは前腕 2)片手によるリキャップは誤刺入を防<'.
部を被う.

3)器具を用いたりキャップ法 4)オー トクレーブ滅菌前にタービンヘッドを市

販の封筒に入れる.

5)治療室のオー トクレーブ.
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今大学では

矯正学講座

矯正学講座は，本年で開設以米30年を向かえ，

飯塚哲夫教授をはじめ医局員一同，臨床に研究

に，また教育にと充実した毎FIを送っています.

引在までに125名前後の先生方が本学の矯正学

講座で勉強され，各地で矯正臨床にrl献されて

おります.現在の医局員は，教授の下に講師が

5名，助手が8名，専攻生が10名，大学院生が

3名の計26名です.常勤の医局員以外の他に，

非常勤講師8名と非常勤助手12名が加わり，学

生の教育に当たっています.また，研究生は非

常勤の先生を含めて32名，臨床見学生が6名で

す.現在の医局長は. 12回生の宮品誹師，教室

長は13回生の中村助手です.

矯正学講座から海外へ研修，留学された先生

は.n[Pf1l49年に鈴木信夫講師riがランカスター口

議裂センターへ 1年間の研修，昭和6l!.1三に宮島

都がliがセントルイス大:学大学院へ2"HIIJ留学，

本年は後藤講師がサンフランシスコ大学へ在外

研究員として 1年間の出張をしています.

専攻生は毎年 2-4名入局してきます.本年

は. 26凶生の北iiiJ.黒滞の問先生が入間し，さ

らに，浅見，什防，金林，小J向，左奈の各先生

がt-:'n;IJ~i-攻生として加わり，よj!.ì)ll . タイポドン

ト尖符など基本的な矯正実習に↑nれない手つき

で，夜な夜なしごかれています.彼らも数年後

には立派な矯正医として巣立って行くことでし

ょっ.
本講座の主な研究テーマは，成長発育であり，

基礎的実験と，その臨床Tfliへの応ftJを目的に進

められてきました.最近では，海外での学会発

表も多<.昨年は，宮島i講師がアメリカのオハ

イオ州において開催された国際シンポジウムW

Biological Mechanisms of Tooth Movement 

愛知l学院大学歯学部歯科矯正学部座

宮島邦彰 (121IT1生)

and Craniofacial Adaptation" に日本からの

代表者の一人に選ばれて招待講演をしてきまし

た.本年は，セントルイスにおける AAO例会

で，宮島講師がTheEff民 tof Maxillary Trans. 

verse Compression on the Mandibular Grow. 

th of Ratsについて，つつ'いて. 7月にイギリ

スのエジンパラで開催されたIADRの分科会で

ある ICOBにはEffectof mechanical stress 

on gingival cells in cultureについて，また，

~IJ村助手が Assessment of condyle position 

in childrenについてそれぞれ発表しました.

最近の研究は，非常に幅広く，突っ込んだ内

容になってきており .lji科での単独研究では不

十分なことがあり，複数の科が共同でそれぞれ

の専門知識を集制して行っています.矯正学都

座も基礎の科ばかりか，臨床の他の科とも共同

で実験や研究を行っています.本年 7月には円

本先天異常学会において，第 2口腔外科学講座

と共同で. 16回生の山田助手が自然発生顎変形

ビーグル犬の形態的研究の発表を行いました

し.Soft laserの効果に関する基礎的実験は第

l 保存学:講座と共同で研究を進めています.ま

た.11回生の7ldJj(j講師は第 1解剖学総座との共

同研究で礼的反対u交合の形態的研究を行ってい

ます.

この様に，嬬iE学総座は，臨床と研究の両而

において活発な活動を続けております.同窓の

先生方の ~Ilで，矯正臨床の勉強や矯正学に限JÆ

した研究を行いたい方がおられましたら，お気

軽にご相談し、ただければ，お役にたてることも

あろうかと考えております.
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回生だより

9 回 生の現況

我々凶J創世代後半の 9回生が卒業したのはII({

和50年であり ，もうすでに17年が過ぎ去ってし

まった.卒業時184名であったが，残念なことに

平成元年10)J に小限~r6次君が逝去され現在は

183~ である . 卒業抗後は大学勤務や附業医勤務

省が多かったが現在大学に残っているのは名古

屋大学医学部11股外科の並川有隣君，磯山学・|叫

保健術生大学l2S-学部l麻酔教室在籍の山田守正

お，愛長11"戸院大学保存科の浅井髭liイ言君と|百ll-IJ度

外科第二~llt庄の私の 4 人のみである . また， 総

合病院勤務者・は トヨタ記念病院の織家茂君，愛

知県心身附持者コロニー中央病院の川原12キ11

君， 名ïlïJ~市城北病院の杉浦正幸君ーであり. T'お

科 n腔外科の二次|宍械に携わっている.篠宮，1l

琴沼は愛知県一山保健所にて活躍中であり，そ

れ以外の175名(96%)は刷業医として活蹴して

いる.卒業17年を経過するとみなそれぞれその

地区.で小心人物にな りつつあり ，今後説々の前

愛知学院大学的学部口腔外科第 2~W座

鵡f:W:栗田賢一 (9 1111生)

11MがJUH与されている.

91111生の10周年祝賀会はl昭和160年 9H2211 に

4411f極観光ホテルで82名の同窓生と66名の家族

が参加し雌大に開催された.この時は10年ぶり

のl写会で夜遅くまで盛り上がった.次1111は20周

年祝賀会を子定している.10周年祝賀会での話

題は開業， 2 iJt誕生が中心であったが.20同年

ではどんなことが話題になるであろうか.その

H制こは特40歳半ばになっている. (-1髭iliじりで

髭がi野くなり，腹の出たオジサンとオパサンが

集まり ，過ぎ去った学・生時代とその後の2011~ を

祈り令うのはなんと も楽しい光対であろうか.

学年セ任教授の飯塚教授はお元気にご前UI¥ifl

で，その.t緋義の評判は相変らず:学生に人気が

刈い.20周年には赴非飯塚教授に御参加 してい

ただき，その名秘義を拝聴したいと忠ってい

る.

13回 生の現況

まさに光除矢のごとし，卒業後12年があっと

いうま にjillり過ぎて しまいました. 10年は一昔

と言いますが，新しく卒業されてくる先生方を

見る と，ああ我 も々，あんな若い|侍があったの

だなあ，とすでに老郷の域にはいったようなれ

分になっております.卒後10年も過ぎますと，

ほぽ，すべての13回生も歯科医としての方向性

も定ま り，またそろそろ人生の折り返し地点を

通過しようとしている折です.

尾北班 岩井正彦 (131111生)

しかしながら，この一瞬ともいえる10年余り

のIiIJに，我々13回生もただ安|剥とl時を過ご して

いたわけではなく， FI '，:jl;の臨床における研鍛，

新しい知識の導入，社会人としての活動など，

峨々な分町・において，千首都を行なってまいりま

した.愛知学院卒業生の根管治療の鍛官さは，

f也大学卒業生の中でも評判がおいと聴き及んで

おります.また，インプラントを中心とした，

生体|人Ht謝系の理解を必要とする臨床への指向

co
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1'1:も， 131111生の中には多く認められ，同領域に

おける研究活動が多いこ ともそれを災付けてお

ります.ちなみに， 13 1百I ~ tの |人J ， 学位論文取何

者・は21人であり，全卒業生のこj!:位取得者数から

， lI'X?: した件学年の平均lr~特有数よりもはるかに

多く ， 十l常臨床のみな らず，q:1$ri百動も活発で

あることがうかがわれます.以前科医r.lli会のれ

ffllでi舌脱されている人ち，名簿から給えば17人

以上であり，愛知学院卒業生のけ1で巾竪の役割l

を出:たしていると自負しております.さらに，

ql.!).!;行政にかかわり ，前科医師会f，ji:の社会的役

;IIIJについてのヴィジ ョンを打ち!I'.す立場に私達

が;;ftかれつつあ ることも自党しております.老

齢化社会に向け，歯科医械は大きな転換を迎え

ようとしていますが，このきわめてj主要な|時期

に11'.に-l'~~科医あるいは，地方行政の '1 ' にきII も

れ込んでしまう， 13回生ではないと考え，今後

のf鍛を.f!'tみ豆ね，未米にI[仏向ib旬Iリlけた曲科|作9

かの]形診でr良i献したいと考えております.そのた

めにも，以前と変わらず，諸先輩ブ1ft あるいは

聴lリ!なる後輩諸氏のご指導，ご助)Jを仰ぎたい

と考えております.今後ともよ ろしくお願L、い

たします.

~キキ+++++++++++++++++++++キキ+++++キキ争中+++++キキキ寸ヰ

+ + 
; d盆ふ 愛知県支部平成 4年度 ; 
4- (..u;v.形需品 + 
+ 悶珍弱)$))_. ，__.. _，. t..__.....，...... ̂ - _ _，~. .. 4-
+ 、多グ 地区学術講演会のご案内 + + v ; 
+ 

+ 
; ド記の要矧項にて学洲術側附講術以出総U“i会を引剖制側H防附附j持羽矧}日削H合似i

; 上げます ; 

+ + t.記己 + 
+ 

; l日|叶平成5刊

? (OH削 ¥Jは多少変吏する場合があります.J) + + + 場所 :愛知1学院大ア:仙川学舎第 1講義ffi + 
+ 

; 講 師 :川原LU 市三先生 + 
f 医:..~ t\l.ょこl二 (三 屯大学 1-1 )控外科) t 

+ 
4- 11召平1116イ1'.生まれ 寺

争
; 大|以歯科大学卒業 + 
+ 津市Im~長 + 

+ ; 三屯刷制制l比県l日叫3主公衆{術街炉制t斗l凶院訴制附師i + 
? む出i句1題 rハイドロキヤストフ。ログラムによ る総義制1世附J

+ 会 1背~ : ~!照l鴨5 来料~ + 
+ ; ※当上1，砂伽ードをご持参下さい + 

+ ※詳*~Hま， 追ってこ山総 1] 1 し上げます f 
4- (担当坑 :中川 ・瑞穂 ・天白 ・紘 ・雨 ・熱111・港 .1Ir3羽1) 4-

し++争中++++++争中キキ+++++++++++++++++++++++中++++..J
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第127回シカゴミッドウインター学会記

アメリカ，いや世界中でl，iも伝統と由絡をも

っシカゴミ ッドウイ ンタ一年:会に初めて参加さ

せていただき，テーブルクリニ ックでの発表の

機会をもつことができました.127年の歴火をも

っ学会ですから， I日i窓会08の諸先生方 もよく

ご存知かもわか りませんが，本年の学会で兄IlH

した知凡などについて触れさせていただきたい

とおもいます.

第1271TIJシカゴミッドウインタ ー学会(The

127th Midwinter Meeting， 1呼称MWM)は本

年 2)-116円から19日までの 4R IUIシカゴダウン

タウン中心苦日のハイアットリージェンシーホテ

ルを中心にマリオ ットホテル ・フェアーマウン

トホテルおいて開催されました. 日本1勤j悶病学

会が今年で35回，アメリカ歯周病学会が今年で

781111を迎えていますから，127年とい う保aの武

みは計りしれないものがあります.そのような

伝統のある学会にかねてから参加lを夢みていま

したので，昨年の第126MWMに参加l笠鉢を

し，先表させていただく予定でいま した. しか

し，ご存知のように，111・fド!立は湾岸戦争が勃先

しやむなく断念せざるをえませんでした.その

ようなこともあって，イ，;!.Fこの学会に参加lでき

た折には，喜びもひとしおでした.今年は，ア

メ リカ大陸発見500年を記念して学会のス ロー

ガンら 『前科 医械 における新ul界 の先凡

(discover Ule new world of dentistry) Jとな

っており ，まさに， II:E~'，*な げ険心をも っ てなに

かを探究する航海をj主主1させるものでした.シ

カゴには 3年程前に立ち寄った際， 5月にもか

わらず大変肌寒いお もいをしてい ました.です

から， 2月のシカゴといえば，かなりj滋しい浅

さを覚悟で行ったのですが， さlEい今年は平均弘

ilmlが 5'C前後で比較的すごしやすかったようで

す.

また，この学会は，学術的な研究発表やif，'fjiiii

愛知学院大学も歯学部前科保イ子学第 3講座

稲垣幸司 (161111生)

ばか りでなく ，業者出示も擁大に行なわれてい

ました

(今回の11'，凶は約380社).テーブルクリニック

に加えて，前科会科にわたる講演がおよそ20カ所

で同時に開催されてお り，会場を見つけるため

に主催ホテルをホ住友往していました. J~(i業安

全保健管理J"j(OSHA)による感*-('1坊にl民lす

る統治'1が厳しくなったことを反映して，感染予

防|品l:iili商品が多く Uにつ きました.また，米場

者ーへのl仮促策としてユナイテ ッド航恒では，料

金の45%引きを実施していたようです.会場で

あるハイ エッ トリージェンシーホテルの治:室に

は数社の目玉商品のリ ーフレ ットを入れた大型

封筒iがi置かれており ，また洗面台には附ブラシ・

歯磨き粉 ・デンタルフ ロスが配布fjされていまし

た.学会の抗出|人l作や トピックなどは，毎i;ijJホ

テルの各苦11Itlに rDayby DaYJ という新聞が

同けられ説明が}Jnえられていました.1 11 1-1は，

審美補総 ・レーザーによる最後ブjf-I前述心部の

ノfッド切除術や 2ステージインプラン トの間窓

術・ プロー ピングコンビューターチチャーテ ィ

ングシステム ・G T R (Guided Tissue 

Regeneration)法などがとりあげられていまし

た.午前'1'は，私のテーブルクリニ ックにあた

り、PeriodontaJapproach to mal-occlusion" 

というタ イ トルで尚同病と歯ダl川4正について発

表しました.約40*:'1¥の発表が午iiij・'1"後に分か

れて行なわれていました.テーブルクリニック

では，限られた谷l可のスペースのなかでスライ

ドや色あざやかなポスターなどれ先ぷおのユニ

ークさがにじみでていて大変参考にな りまし

た.丁J瓦， 私の隣ではGTR法において多くの

すばらしい12M.比例を報告 しているJanGottJow 

らがl吸収性!肢を)JIいたGTR法についての発表

が行なわれ私の所とは対照的にいつ も人だかり

ができていました.午後は， 11ド!三度のアメリカ

- 18 -
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前同病学会会長であり 11本で何度も来 日講演を

1j-っており アメリカにおいても GTRi去の第 1

人名-で，Mr.GTRとして長11られる William

Beckerによる GTR泣?のデモンス トレーショ

ンが大スク リーンに写しだされていました.テ

レビジョンクリニックといってデモ)f)の忠者を

実際にその場で説明を加えながら手術を行なっ

ていくものでした. ノースウエスタン大学にお

いて手術を行ない，マリオットホテルの会場と

を結んで質駈応答をくりひろげながら進行させ

ていくものでした.例年実施されている この学

会ならではの講演でしたが途'1'アクシデン トに

より '1'断されて しまったのは伐念でなりません

でした. 2 n目の午前は， 1988，q:.にアメリカ歯

問術学会会長を務め，前榊'，1;.欠損への11易骨移植

などHl級 (I{Jな歯周外科手術をてがけてきた

Robert G. Schalhornによる "Periodontal

Regeneration Therapy"というタイトルの講

uiiを聞 きました.現在のGTR法にいたるまで

の楠)，'，Hry生披法の総折 を系統立てて説明されま

した. FI本にも何度も米n;fl~ì貨をされており ，

また，私自身スイス曲川i病学会での1l主の講演を

IlH ~、ており，いつもながらの川立問至IJな内容に

感服するばかりです.午後は，デンバーの歯周

病守門|失DennisM. Thompsonによる、、Just

do Perio Therapy'/と越する桁料セミナーを

受講しました.歯周病の基礎から|臨床にいたる

までの研究最前線とでもいうようなうまくまと

められた充実した内待て、した.3 11ト|の午前は，

官iiiti?i;被2能11軍害の分野では世界をリードする南

カリフォルニア大学咳II刻節窓口而部ぺインクリ ニ

ックの Terry T. Tanakaに よ る TMD

(Temporomandibular Disorders)に|刻しての

議出でした.TMDに対するJJl:jtの考え方を丁

寧に説tlrlされました.このMWMの前には，例

年相Ii縦ザ:・H交合学に|射する|民.J:if学会が行なわれ，

r11に，今年はアメリカ ・ヨーロッパのすn阻議機

fiE附;I-~:に対する学会の第 1 1百|の記念すべき合同

シンポジウムが10.11日の両n行われました.残

念ながら参加することはできませんでしたが，

その一端をこの講演で伺い知ることができまし

た.午後は，シカゴの歯問病専門医NolenL. 

Levineによる "EnhancingEsthetic Dentistry 

Through Cosmetic Periodontal Surgery'/と

姐する午i料セミナーを受講しました.近年の帯

英七1:のニーズの高まりにつれて，裕美性を考成

した術).'fJ外科手術が望まれるようになってきて

います.従 って，従来の歯l去l歯押¥i;h'ill英形成手術

(Mucogingival Surgery)という概念から歯問

形成外科手術(PeriodontalPlastic Surgery) 

という )j向へこの数年の1mに定着してきたよう

におもいます.そのような意味からもJUH守して

盟んだのですが，症例の選択や手術手技にJifl題

があるにもかかわらず，自信過剰になってしま

っていたように145じました.テーブ/レクリニッ

クにおいても数題の同様な発表が行・われていま

した.4 n "の午前が最後になっていましたが，

あまり興味を引くような講演がありませんでし

たので，業者出示を回りました.

念願がかないMWMから多くの有芯;読な情

報を得ることができました. また，今1"1もいろ

いろな先生ブiと山会い御指導を仰ぐことができ

ました. この成果を教育およひqii:.I"jCにいかして

いきたいとおもいます.

歯周病の分類

的j剤耐の分類は，臨床病態やその病尽l!所兄な

どに基づいて多くの研究者により報告されてき

ています.昨今の歯周病の原|天l解lリ!が進むなか

で.Gencoら(1990)は，ひとたび病因が解明され

れば，より U主主的な分類が可能であるとしてい

ます.たとえば，限局型若年性歯問炎の主たる

病原醇iがActinobacillusactinomycetemcomi 
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tansて、あることがはっきり すれば，ア クチノパ

チラス性樹問炎(Actinobacillaryperiodontitis) 

と命名し，また.J友人性歯周炎のなかで!，I占色色

Æj[~1::性Bacteroidesに起因するものは，パクテ

ロイデス性歯問炎 (Bacteroidesperiodonti tis) 

と命名されるよう です. しかし. l~剣山l州は紛|聞

による感染症でありながら，それ以外の多くの

~閃によってその先症や進行過程に影響を及ぽ

すために分 類法 (J複雑化 してきています.

Schlugerら(1990)は. ]'.f-t周病を鑑月'1し，分類す

る場合に，考l邑すべき m~な要!大| について次の

ように述べています.すなわち. 1.許j)位・期

1111 .病歴 ・級忠程J支 2.臨床病態 3.病問

4 .病理学的所比 5，病変の進行述!主および

進行過程 6， ~fì械に対する反応 7.年齢・

性))11，全身状態 8.術主の抵抗性をあげてい

ます.そ して，こ れらの 8項 日すべてを網殺し

た分類法は，後雑すぎ，一方これらのうちで l

っか 2つだけに基づいた分類法ら適切でなくそ

の削除性を指摘しています.アメリカ悩附病:学

会においてもそのような煩雑さを桝決するべく

川Mf*において何j主.も分類の改訂(1968.1969，

1972，1977，1986)を行ってきています.

いずれにしても，引時点ではすべてを包括し

た分類法は報仏ーされていません.そこでこの紙

i(ljをおかりして引;(E当教室で)11いている1991年

のアメリカ掬同病学会の分類を紹介 させていた

だきます.この分類は大きな 2つの盟国を考慮

に入れて分類しています.すなわち，前J，'ij病の

発症やその進行 ・ ~fì械に対する反応性に|則述す

る術主側の因子ーとfjt米か らとらえられていた診

千日l年の病変のm~;u立や破壊度の双方を合めた分

~!iです. 従って ， 分知することが，診断および

ifi蹴h針ーやそのj-後もある程j主J町民することに

なるとかかれています.大)1あ先匂を始め|矢}"j.n

のみなさまのrt!，)Jにより 翻訳した ものです.

歯周病の分類(1991，AAP)

この分類は，次lこノJ~す 2 つの袈1).;1 を よ号 1M:にい

れている.すなわち，歯周病変の先出'[:に|民l:iiliす

る自主1Jl1Jの閃子と従来から とら えられていた病

変の亙症!立や破脱皮の双方ーを合めた分類lであ

る.従って，分類することが診断および治縦);

針やその予後をも把射することになる.

1. t必l勾病変

A，プラークに起1).;1する歯肉炎

1.(↑並性)的|去l炎

2，急J性壊死七UIυ必性的肉炎.

3，全身的要悶 または，薬物に起1).;1した歯

|士l炎

(訓告l去l炎の病態は，プラークに起閃するが，

その臨床所比やth出法は，全身(I(I~I苅に左

右される.

a ホルモンの協P片による術i去l炎

b，薬物による偽l士l炎

c HIVによる歯肉炎

B.全身疾忠や皮)hWI史疾忠の分組状 として

lifl去lに病変が引われたもの

1. *11I菌性，ウイルス性， 其T~Î悩:政必

(急性へルぺス性1-1内炎等)

2.血液疾忠

(急性llif_:R性l'1 J(ll病等)

3. 1支 )i!J ;l'i5J1如I~忠

(扇平高五年.Jd白的等)

C. f也の歯l士l病変

IJ. 術開炎

(1989年のAAPワークショッフ'において

決められた分類を~，~1V\に している . ) 

以下に示す分類のどの範暗になるかは. .む

.ti.の年齢を考1.&し， iJiJ，i:1主(軽度， "， ~i}1支 ， 重

lii. )(こ基づいて決定される.

A， ，良人七1:歯Jiil炎

B， J ，qUI9VfË~'!T*i )，'，1 炎

1) 35歳までに先抗する.

2 )歯同組織叫淡の進行は.iiliい.

3 )免疫i坊笹l'機桃の異常がみられる.

4 )紙1I陀H監は成人性的問炎とはよ処な る.

1. 1前忠蒋Jmtu~~)，'d 炎 (広範!!:~! . IH~}斗 ~m

1 )而i1翁のIvi，'l'，WJから思脊JUJに1e'bじする.

2 )礼掬列JUJとiM合歯列1Uiに進行する.

3 )臨床像は，刈j立な簡l去!の炎1，i:， ;~.、速

なl.øNHl のJ_~・9\:.簡の動抗ーや :L~9\:によ

って特徴つFけられる.
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2，若年性的).'.'1炎 (広範型，眼I"jJ\~) 

1 )忠科JUlliij後に発注する.

2 )家紋1".1がみられる.

3)プラークの沈-(i'は比較的少抗である.

4 )破壊の程度に比べて，念、tl:炎~，Ëの所

見はみられない.

5 )白JIll球A化性や殺菌fiEの呉市を示す.

3 ，急速.illi行官1:l'，j，~I.'，'1 炎

1 )ほとんどの曲が羅忠する.

2 )炎杭はそれほど顕著ではない.

3幻)発雌はj泌泊釦?常;行ωtロ2初0代前半カか、ら3却O-r
でである.

C ， 全身疾忠を fl~ う的周炎

(糖以病， H T V感染等)

特定の全身政!!¥を1'loった忠者は， 11'.)UJに

歯向炎に縦，也しやすい. しかし， liij.ifした

lt!.:JIJl発旋型的附炎とは異なっている.

D ， 撲死性的~v;t'l:術開炎

1) i¥:jljtで芯、述な進行性病変である.

2) :i遊佐肉附離|佐I附判愉iれ|伏肉士勾lし，1，付、，Jイz必T3i
布の来絢紅r.β馴Eをぷす.

3 )広範II~ は軟組織の壊死がみられる .

4 )的1M組織の出度な破域がみられる.

5 )深いポケ ットの形成は認められる・い.

E.餓ih性tlキj川炎

忠者は徹ほ(I~J または頻繁ないかなる的J，'~

治療を受けても)x応性が悪く， ] if!11，'(また

は複数部位でIIJ1eを起こす.

1II.歯肉歯榊料il肢の)::1組

歯肉の形態や位i;'r:が:lli< ，炎もÎ:やi民~(iのj並

行のコントロールが凶燥な場令にみられる.

N. 11交合tl:外m
過度な岐介)Jにより十h(j'組織がIh7<'，'r-を交け

る.

A. 1 次性岐イげ1:外1í~

正常な支持附j立を持つ歯に過度な日立介)J

が加わって起こる外傷である.

s. 2次1''1:岐イげ1:外似

正'I~;r; な H交令)J が不 卜分な支持組織を持つ

歯の1.I'，{i'，f:ll織にJJIlわったl時-に起こる外似で

ある.

The American Academy of Periodontology.: 

Current Procedural Tenninology for Periodon・

tics and Insurance Reporting Manual.6th ed.， 

1991，1-5. 

第 7囲健康懇話会をおえて

平成 4~ I~ 9 J126 11 (土)pm1:30-4・30 於.第

2教室(末蛾)

歯j柳内 ・H文子千州?fi掠を通じて 11tj(より不l当初、

とおつきあいなiいております忠者さん方にお集

まりいただき， ドクタ ーサイ ドばかりでなく ，

忠者さんサイドの御意見 ・要望等を制う Ib'iをむ

ちたいとおもい，この会を開催することに致し

ました. 1988年10月8日に，第 11111倣Mt懇話会

を約151ノ1れで始め，第 41旦IIJIHlllから約 l年半ぶ

りにようやく第 5同健康懇話会を111;11'.6 JlllnHli 

しました.昨年度は40名を越える )j々 にお集ま

りいただき， 11制::Jのすぎるのも忘れるほどに感

じられました.そこで，第6IlI l rutJ，jt~J訊会では，

従米より 111午UHII、'j'I::Jを延長し，できるだけ忠者

様方の管11な)~ . 体験談 ・ 世llJ必拒ll~rf について具体

的に的慨を交換していただきたいとおもい，同

じく 401'，以 1'.の)jにお集まりいただき|制限しま

した. しかし， 1Ith!l，こちらが訴させていただ

きたいことがど うしても多くなりすぎて忠者止苦

ブjに充分にil日ii止してお話を伺ったり，相[I/ーに話

あいをしていただく時IIHがとれなかったように

おもいました.いつもながら，いざはじめるに

あたってあれもこれもと食欲になってしまい，

なかなか忠行掠)]'の御期待 ・御事情に添えれた

かどうかわかりませんが，その1I;'flf.でのベスト

を尽くしてきたつ もりです.今1111は，特に，食

品添加物や輸入食品をはじめとした食につい

て，実践的に食しながら忠者峨)jとともに考え

ました. 中'1:らイ??めて約70名を結える lliì~.:jの人

数となりました.忠名争責の熱心さにはいつも学・

生が感心 しています.いろいろと，也打線)jから

教えていただくことが多く ，折りをみてまとめ

ていきたいとおも っています.I，II窓会誌の紙而

をおか りして俄i>lt懇話会なるもののが杭を示 さ

せていただきました.
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E妊だより

.天白班・

「推薦図書二十10'J 

伊藤 草ぷ (111111生)

コ疋 1Ï.flEの~F.だよりといっても rt~l:記事項な

し J としかtlj:きょうがないので，組 1=11':1山とい

うことで故近の 1
1::;~.p.を 二つばかりさせて項きま

す.

1. 三絵本lI!fÊ-1.:qJ.:l~のl侍代J (武見太郎の生涯)

文去が秋社

武比太郎と，Iえば， 一名ケンカ太郎といわれ，

闘う 11本l!iir:lli会長としてlj没後の|突fJiWにイJi臨

し時代)l，u l~大 !日を 111完全館に呼ひ'つけ . rì)~II'， 

)~人: 1:iJ だの， 「火 Ulii止の大 I~J だのとこきお

ろし，今をときめく波辺美智雄もかつて)'{-I'II;坑

何時に挟拶に行き， rïì: しく ~ffl山1)J言の私!を」と行

ったとたん r((i!は大111の家庭教師じゃない」 と

パッサリやられ，後に健保改正で対立した時は

r~.~.'戸なヤクザが」とまでののし られている .

Wlにきた波辺は税flllI ~ 11'，身らしく， t.'Hlt法26粂

に日をつけ，これは|矢印li優遇のしすぎだとして

マスコミキャンぺーンをあおってお返しをする

ことになる.(、"111与は引証の 5段附ではなく所得

本28%1本だった)

式見は， 古川/Ji..の結成という ~T1';[.，それに述

なる人IV~， 流出向liのような)!r\t貌で~!'HJiのケンカ

ト'.T.社会的~1;~lIiをはねつけて似険医総辞退を

全 I l~のIlI.J業医に文.行させるカリスマn， ~1;々に

より，ついに(;l:I¥・/);:.L毛 1\・から r，~(f:を)，;:相lにした

ら納引:するか?J とおもiJ~、をたてられる訟にな

ったが，その止UGをも ってしでも診出宇IA酬の111.

ilsi ( 1 .'.''uO円)の引き卜.げら，物価スライド1Mち

米・たせなかった.まさに'I~f僚主|対ニ ッ ホンと， i 

うべきか. しかしこの妖怪人JBlの点i'l'T!iは，た

だのケンカ ，;-~ではなく，臨床医としての腕の確

かさとII({利40年代にすでに独!とlの地域|災対吋1'[市l

の，11'時氾!を持っていたことであろう.

2. ¥'/:イヒ降.;;:;: r)lì~死J ， r)Jì~死再論J 中央公論

11: 

心:イt除と云えば， 111 oJ '角栄のロ ッキード必'I~J

での余りの必弁ーぶりにJ:宇易して良いイメージを

持っていなかったが，医学にズブのよ人が第 1

級の|欠中将相手に)~~死論ヴトを展開し， Mk:納~}に

「腕時移Mを伴う )Jì~Jビ判定には， Jlì~ I(ILI武将11:の

雌，1.{!.が必 ~jl条件である . J という結論を ，;1さ，'1'，

しそれは筑波大の臓綜移植を殺人wで作発し

た収入・|災自Iliグループ'の中にも支持者をねている

ことを与えあわせると，その思考力には，;(~しも

!占)I~{せざるを併ないであろう r脳死」の )jは~'l;

'1:IL'j:(¥: r吸いで，悦て，動く Iliの三の外」と党

えた脳神経を思い11'，しながら，又 rllJ論」の)j

は対 I;.r..形式の引川が多いので， 阪大~教J受に lí' J

かつて 「これぞ，¥1リl快-な論fll[がわからないとはお

れの tib な副Jlì~の持ち ì:. としか言いようがない . J 

などと ，い、欣つあたり誌 !二討論を楽しみながら

読める本である.

-瑞穂、班・

原 町 了(7 1111'1:) 

'1'1戊3{H支， 4 {Iミj主のI班長に私がなって，す

でに J"1'-‘ドが過ぎました.このIj¥l， )d~先ノ1:の

~併l必偲，後般会(1.; り と ，どこの成でも怨らく

I，ilじとは，巴いますが.大変なH寺期でありました.

瑞担~mではj凶7it ですと 1 "1'-に l度の集まりの総

会を1111さ， 2 年ごとに役11 を持ち l可り の)J~iで変

えて1iくだけで，総会といっても Ili.なる税11安全

であり. .f11れあいあいとしていましたが.ノト1111

大向光州の参議院選栄ということで，例年にな

く多くの全イ?をIlHき， 1111先生17'の協)Jをr!'iき.

ほんとうに，持ち1"11)の班長としても，ほっと

いたしました
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班会を1lf.1き，ちょっと縦1111に思ったのですが

瑞掠班では，名簿による全員数は44名ですが，

班で担保している会員は2 1~です. それは開業

し，!U悩科医師会に入っている先生だけであり

ます.明として，特別に市出jをすることもなく，

税l陸を深めるだけの班(瑞取班の特徴)でありま

すので， I:JE全y~，何かあると寄付と ， 11'， ;L~がふ

える杭に入っても，月11によいことがあるわけで

もないので， しかたがないのかもしれません.

他の.f，JEではどうなっているのでしょう .

最近まで端組!区で開業される，同窓生の先ノt

は少なかったのですが， IHI業規制がまったくな

くなった， という ことで，私が班長になってか

ら， 1持I~ さ れた先生， (，定の先生を合めると 6

名ほど，ふえそうです.でも他の庇に比べると

瑞思統は，小さな所，ii?です.いつまでむ，手11れ

あいあいと.SIいたいことの三える班としてい

きたいものです.

-津島班・

高 1143 秀隆 031111'1:)

呪イI:iIt向IfEの会員数は， 22名でその内1Jf.1業!民

は20名です， 21111生から191111住までと 1111生の削

はjよく，そろそろ親子会員も生まれそうな引状

です.

今年肢のIM丙肋は， 学術部ì~句会とし て 4 ) 123 

FI (木)に稲沢市民病院口腔外科の円下車fEf.1先'1:

(81111'1.:)を，議自11iにお叩きして「炎t定と投楽に

ついて」という ùií起て寸~yti!iiしていただきました.

1I '，:;:;I~M， }，kて常利検する '!'t ';市:なお JI~ しに ， 1I'，m;1"iベモ
Hー'1:懸命Ilrlき入っておりました.特に、;!;!s苅IJ

の投 'j・);(よ・の説11))は， 11 ド先生の盟;切なI~W.ぷの

'11 か らのお I~，riであ り， Iリ)11からの治療に大変役

収つ，イiぷJをな講演会でした.会.nの'1'から，

また>1<:{I ~ も 1 1 1"先生に統制をお願いしては，と

いう希引が多数ありました.

さて本{H主の伐りの行事~I ' rril ，ま，新年会を子

定しています.市日頃，なかなか若い先債は，

大先輩の先生と貌しく話しをする機会がありま

せんが， 1白l窓会ということで，気安く111代;.b IJtI 

いたり J，号したり出来る芥IJ~~tづくりを， してい

きたいと思っております.

余談になりますが，我ーがI:JEにはゴルフのi主人

の先生が多数みえます. 5川711に六耳元:':ib;[G

Cの1311干196Yを3番アイアンにて，71司 LI~の:JI :

桁消平11先'1:が，みごとホールインワンを述成さ

れました.続いて， 7月に 21111生の鈴木比，;1先

生が， が 11)1・C.Cのシングルになられました.

鈴木先生は50.t'になられて，すぐシングル外.illi

という ・J~で，る:い者にと っ ては大変良い刺激に

なりました.

問先生には紙而をかりまして、おめでとうご

ざいます砂と，守わせて頂きます.今後m々 の詳11

制進を心よりお祈り，，'1し上げぺンをtn:きます.

-尾北班・

Y. 1 (121111'1:) 

尾~tI:Jf. は~_I:砕cy，お倉，大 11 の二 "1ーIUfに跨が

る尾北前科医師会の内にあり，総lま鋭機|対数62

1'1-，1'， 36r.がIJH設者として碩煩っている.

i邑Hも会の旅行に参加した所，新人会11の参

加が多くその顔触れの激変に，己の年齢を感じ

てしま った.

同窓会. IIII窓会と言う が一体何ぞや.これれ

多人数を数えれば，限られた業界，什l去J-Illはむ

がも多々起きてくる.

そもそも人1111はエゴのかたまりだ.向分の行l

に抵触 しない|出り他人には縦切な人絡tiであろ

うとする. 1'1分もそうだ. しかしその利拙を他

人が以略したJ必令，たちま ち親切は敵意へと炎、

るのではないか?それと効率的に到したいがゐ

に同体を作るのでは?凶結は利己心から先して

し、るの t~.

物 ・I~には本 {í:' と建て前があるのは当然だ. が

しかし ilk近はその醜さを~~，そうとする余り .

illてliijに必り過ぎていないか. !~'<;iWI~I，iltl'Jt .:i命か
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ら己を破滅させる阿呆は宋の袈公のみか.

個々があって全体がある.あなたが生きて行

かねばならぬ前に，私も生きて行かねばならな

いのだ ・・・・'. '1止知辛いなァ.

-豊田班・

船井信男(81111生)

今年も気付いてみれば，もうそろそろ秋の戸， 盟問

現Eの活動も':1'休みというと ころですが.今年は

6 )-1には「盟問jlj文イヒJ!{について」というタイ

トルで，市の郷土資料館館長の田端勉氏を迎え

て学術講演会を行いました.これまでは，掬科

|兵学|県J:iiliの部出がほとんどでしたが，郷土の文

化J!.1"，地元，'+'，身でない先生が多い当地区のこと

でもあり， 初耳の ・J~ばかりでなかなか好評でし

た.特に今年は大河ドラマによる信長ブームの

"，，信長の肖 1象 1 ，lÎIが'~~~In rI!の郷土資料館におい

て， 戦後初の一般公Ilf.lという 話也もあり，タイ

ムリ ーな講演会であったと思っています.

ほかには，同窓会の主催ではありませんが，歯

-編集後記

科|矢印li会の事業における同窓生の活断:の話題を

2つ紹介数します.まず 8)~に行なわれた中校

保健話器科会には， 1-1}控衛生学教室の'"坦教授を

お迎えして特別講演をしていただきました.'" 

垣教授に毎年お世話になっているのですが，参

加 した学校の養護教諭，保健主:~Jもの先Ltブjにも，

おもしろく て分かり やすいと大好評でした.ま

た， 9 )~ には地区楠科医師会の学術議出に講師

として， 8 回生で静岡市|非l業の百年旧民人先LI~が

mかれ「私の有Iì綴~UIJ.永:J と j越して議iJiíが行われ

ました.ii;¥，凹先生は同窓会本部の議iiiiやtili総予:

会 ・ キIf~誌等での発表に当地区でも ご存じの先生

む多く ，いつになく多く の参加者を集めま した.

尖は私 ら8回生であ り，同級生の活断:は必が市

いところですが，同じ'予び合を出でる'1川公文イド，

1' 1 分の能力のなさを，也い~:il らされる一抹の;氏し

さも感じさせられます.

|白l窓生とい うだけで親 しみを党える， 愛知学

院といった見出 しだけで維誌のぺージを1lf.1< ， 

学校の先鞭だから選挙の応援にも力が入る.こ

れがl'iJ窓と青 うものなのかと， 高校野球の応暖

|寸|の丸持が，テレビを凡ながら何となくJlI!.併で

きたような今年の瓦でした.

大向選挙も終わり ， ほっ と一息. 会員の皆様お波れ様でした.充TE しなおして，有意義な~~而め

ざして守記局一同ií1i張りますので，よろしく御協力の紅お19nい ~IJ しょげます.
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