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第 2回班 長会(平成 5年 2月6日)

於:ロイヤルホテル弁天閣

挨 拶 支部長 森 田

今年の冬は インフルエ ンザB型と A存地型の二つのウ イルスが、l百JIINに

令国で猛l戒を~いましたが、 会uのt存続におかれましでは 、 いかがお過ご

しのことでしょうか。

2月6日に今年J丘故後の班長会を11日Hliし、38m:中36m:の出版が川られま

した。多分執行部の)jにとってはMも|見ト心のある伺171Jの班近況報告によ る

と、大品支援ーを契機に足f.のあ り)jを比l立し、活性化さ れたところも，'1'，たよ

うです。反面庇長のな気込みが空振りに終った班.もあったようですが、今

年度のIfE1えには本当に言葉では言いきれない感謝の気持ちで.~{-です 。

腕長会後の忠総会で中区m:長の芳賀君が、 「こうして符様の舶をみていると 2 年前に比べて、~に
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iLiJ長な顔つきにな ったりと言われたのが印象的でした。

この 2 年間、各企n~J~業に加えて大J;ゐ支Þ1 がiTi:なり会員の皆綴方のこ~iM.Mは過去1，i大であっ たと !ι

います。i臨時代議μ会も主主i列の 2回IJflHli、それに伴ない各班とも今迄(.:なく多くの班会を1mかれた

ことと alよ1います。

lìílJUI に比べて同窓会~J ~業への参加者が、か なりl!'1))11しました。lfil窓会'Jc業を会Uにお知らせする

だけでなく、呼びかけるようにしよう、~に参加J作につながる内科の企(1 1Jj に努力して欲しいと、お

願いしたことに会J~ 、 i役生μ共に応応、えて lドごさ つ た車糾結J占;月民;と忠います 。 私も足庇f会やf学戸術J誠持j演寅には山釆るだ

けiJげ!バ仰l'ハll川i

{ぱ!幻n同白司l窓窓!会ヘの;虫良1望lはま、魅力ある、力のある川窓会であって欲しいということになると思いました。

今年度は新しい ・J~業として地区支部長会をIlHnl!しました。これは同窓生で県歯地区支部長 (会長)

をしている方、県歯で役員をしている方そして県支部の役員の方に集ま って頂き多くのご意見を拝

聴しました。 さすがにご出席の方々の，\Z }Gはよ1I1~・らしく 、成果は大なるものがあり、この会を重ね

ることが県支部の進む方向の参考ーになり、文人材育成の機会を与えるのに大いに役立つと思いまし

た。結果的には、これは若い会以が要望していることにつながってゆくことと思います。

対外的には愛院幽愛知!大I~":J会設立Hキ l二、 会J~のご理解とご協力、11!1': 1'1民党元幹事長小淡IJ忠三氏、

~，~i幽会長直下手11人先生をはじめとして、 U樹、県幽役員のご出席によりカ怖い発会式をとり行ない

ました。これらは得難い経験であり多くのIIIJ窓生にと って大変な勉強になりました。同窓会にと っ

て大きな財産にな ったと思います。この 2年UlJを通し最も強〈感じたのは、同窓会の財産は人作り

にあるということでした。 r2年前に比べて実に立派な顔つきにな った。」本当にうれしく思いまし

た。

次~ I'.度は佐藤弘喜支部長の下に新執行部が発足します。 佐藤':ftは両IJ支部長を 3 JUJ務められたベテ

ランでございますが、 会L~数2000名 を越す大きなキIL.織をまとめ、発泌させるには 、 多くのご芯:兄を

fJiくことが必要で‘す。

さで、私たちの戦域代表である同窓生参滋院治以大島慶久先生は、 IJll'EI!l生委μとして大いに活

Ur!されています。 IWi~12月には事業税に|見lする件で猛烈に活蹴されました。 安心して活動できるよ

うに 1:'T般のごE盟解とご協力をお願い I~] し卜.げます。

M後になりましたが、今JtI]の班長、 {~ J投.u、 11 11市役μの皆様、本当にご皆労械でした。 そして会

Hの符峨のご協力に対して心より感謝'11し1-.げます。

第16回代議員会・第17固定期総会

-日 時:平成 5年4月11日(日)

代議 員会午後 1時~

定期総会 代議員会終了後~

-場 所:楠元学舎法人本音152階大会議室
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同窓会愛知県支部選挙管理委員会報告

次期l執行部の支部長ヰí~ ぴに盟主:jF

の決定については誕;lFで会L~ ，m氏

にはすでにお知らせいたしました。

会幸uにて再度お矢11らせいたしま

す。

符J'H委μ会の)lli常に当って、皆

械のIItかいごt円以をたまわったこ

とを心か ら感謝し、今後ますます

J比々 の同窓会が発泌することを祈

りながら報告とさせていただきま

す。

県支部Ijji2;長官辺委1.1会

'"J柿仁 ー(5凶生)

称二三犬(61"11:) 

鈴木俊夫 (7 1"1生)

同窓会~flll!'，~支持1I とと=;;..A 
.iU >~符政安Ll会 ロ刀τ4 写

平成 5年1J=J 26日

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

選挙作活!委μ会

支部長 ・監事の決定について

現執行:~IIの任期Jì，埼了に伴う、支部長及び11史 'J~の選挙に

ついての告示をした結果、支部長 ・佐雌弘容(1同生)、

監事 ・森111 に(1 1"1生)、鹿田 傑(l凶生)、の立候補

がありました。支部選挙規則第11粂 4.に従い、

1 .支部長 ・佐 藤 弘 喜 (1回生)

1 .盟主 'J~ ・ 森問 仁 (1回生)

l鹿川 i祭 (1回生)

として、次郎l愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支持11の支

部長此びに取市として決定したことを告ぶします。

以上

'各局活動状況

渉 タト
第 3回愛知県歯学同窓会懇話会開催

1. IIII.~: 平成 4 11'.11}J 1 nOI) P.M.6:00-8・00

2.会均 :ロイヤルホテル弁ノ(1器l

3. ，'I'， lìi~ : 名同窓会 ・ 校友会の代表

4 .来賓愛知県歯科医師会

官下手11人会長

参議院議11

大山 )~久先生

1.";じの如1<、愛知県 下のれ悩科大学 ・歯学自11

のIIIJ窓会 ・校友会の税雌を深めるための忠JA会

が、IlHHliされました。

/1..，市兵が551， と大勢で、大悲訴会となり、米

賓としてご出席していただいた抗下県歯会長よ

り、ご係修の中で、この会がすばらしい会であ

るとお、ほめのお，i誕 をいただきました。

また、大JU先生より参議院選併のお札と樹科

医版界のゐに誠心誠意努力される決12のおj.諜

がありました。

忠治会も 311111Jとなり、れ11i]窓会 ・校友会の

先生の会JRも最初から盛りJ:り、芯:見交換も活

発で、iMi}J報告や、資料の交換と大変イT意義な

会となりました。
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組 織 局
平成 4年度第 2回ブロック別班懇談会

平成 4年度第 21日|プロック別班懇談合は、

出 51丘(壁紙渥美 ・盟)11)の班を対象に11)112

11 (~，) P.M. 5 n，\: ~ ~~t.!合 グラン ドホテルにで行な

われました。

第 5区は 2fiE編成のため、出席人数を多くし

たい芯向で班会 (ゴルフコン ペ ・忘年会が当 IJ

行なわれました)と 11私:を合わせて行なったた

め30~以上の 1II '， nj't がありました 3

また支支.告剖部|日iよりのn'ド1川l
雨而刷|リl支出剖部11長、J}l務、 名!日i旦H事をあわせ約2M'，のn'，
lAIでした。

多人数で和気あいあいの中な がら、活気のあ

る懇談会となりました。

今後とも支部i元副jにi向i支援、御協力 よろしく

おl?tiい放します。

新入会員への説明会 (27回卒業予定者)

平成 5年 11=1 9 [1(1) 午後 211キ~

場所は末盛字合 6附講堂にで行われました。

平成 4年度第 2回班長会

平成 5if 2月611 (1:) I~M. 6 Il寺~ 9 11、?

ロイヤルホテ ルデFフ(1制にで行なわれました。

!lI.J会が少し遅れま したが、 I~H会の献に て始ま

り、森出支部長の後J多がありました。やや淋 し

い感じがしたのは気のせいでし ょうか。

先1"1の班長会にもI付して、多くのf託公の先生

)jの出席を引 きありがと うございました。(欠!Jif

は 2妊のみで した)

例年どうり班長先生及び代f盟の先生よりHEの

近況宇li;与があり 、支部よりは各局幸u行投ぴ委o
会事li f17 が読書り なくなされました。 協議 ・J ~fti とし

ては、tl，(務より rt，iWにFAX番号を1/J1附した)J

がよ いのでは」と いうことでしたが、成長先生の

な比 としては、まだII.WJJがν・いのではな いか、

とかあまり 実凶作がな いのではという立見が多

かった般に忠われました。今後の参考にさせて

いた だきます。

閉会の辞のあと怨脱会場にjli?を移し、 ，[;11気あ

いあ いのうち懇組合が行なわれました。そ の11'

で次期j支部長の佐藤弘吉先生の技拶がmけまし

た。

今後とも支部がますます発以いたしますよう

に、みなさんどうもご苦労さまでした。

平成 4年度第 3回ブロック別班懇談会

平成 5W2月20日ω 午後 711、\:~ 911寺

場所は楠Jl:.学会第 2会J義主にて、前6区 (港

区、lI~lfI l l豆、犬山区 、 瑞松区 ・ 熱田区 ・ 中川区

南区 ・紛|丘)を対象に行なわれました。尚、 愛

~IfEが先川のブロック 月11懇談合に出席できな か

ったため、今|日|出席 していただきました。

C 術 旦~学

矯正実習 (平成4年10月25日(日))

「上顎前歯部のM.T.MJに参加して

61"1生 木下昭浩

8:55すべ り込みで会場ヘ到イ九受付で参加11i

の卒業年次を兄でほっとする。卒業年次ひと桁

は絶対私だけと 思っていたのに、先輩、同級生

も合めて10~う近い40代の先生)jが参加されて い

たのだ。なんとも心強い限りであ った。

予定より 10分松遅れて、 l以上Mリ支部長の扶妙、

続いて小仏手引I担当から排(llliとし て梶原忠弘、

出 ~I~)位、V，、伊藤平f11引の 3:r'，の先生方が紹介され、

簡単なJ持災のあと 直 ちに実刊に人る。

;krlは悦型にタイトボンド?を使って、J:1Ji

rllj歯J校生を矯正するもので、 初心者-でもい!とか

- 4 -
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こなせるということであり 、ノ、ガキの案内にもと治

療 日的 を数幽と限定 した羽合、 その主11，1縦、 テク

ニyクも比較的問解 しやすい と!芯われるミとあ

った。

さっそく 、やる気満々、コーヒーを飲むIIHもtIt;

しんで、講(111iの先生の熱心な 1I1~t;Iのもと 、 実門

にとりキ旺んだ。

しかし、卒業以米ワイヤーなど山げたこともな

いこの指 にとっては、たとえ小矯正 でも 仰がE
すぎたとみえて、ワイヤーの端で111を21Stも突い

てしまった。 ミエ イズになりたくないヨミ 悦型

は、 といえばワイヤの適合不良 などで前向先日分

がIUだらけ。 勺心、1i7うf来なくなってしまうと

必ìj間々WII の末、 ど う に か~'1 _.r_立附のが;鉄が終

り、 尚につける。 1'1'，して眺めると 少 しl¥1!rダ1Iが改

持されたようど。 ヨシ、次いってみよう o • •. 

どうもこの結拡がうまくいかない。先'1:は本当

にカンタンそうにやるのに。 ミこのボケユピめ

Iミという調子で、放終段断、j坊につけて日つ

こと 10余分。 メチャガタガタだった陶タ1Iが、美

しく~生え っ たのダ。 とヨシ 、 lリ 111 からや っ てみよ

う.ハ 先生も以後の政拶の11.¥:(よ去われた‘ノ'。「ま

ずやってみて ドさい。 'pドもたったら'主将内科

を忘れてしまいますよ。」と 。

でも 、適 応;jJ巨の!t:.1iがIIII人かいるのに、なぜ

か、あ の *刊の11以米ばったりと安を比せなく

なってしま った。 どうして .....。

とはいえ 、 2ヶ)1近くたった今でも'主刊の全

終がありありと到の中に浮かんでくる。 '1":1'.や

そこらで消え去ろうとは思えな L、。 これも先生

の税切で忍耐強く 、 そして、作め 1:子なご指導

のおかげと145i訓して いる。 この紙I(IIをill-りて、

- 5 

お礼 を qJ し 1'. げたい。文、この紫Il，~・らしい P. S .

を組んで 1"さった乍術担当の方 々にもお礼 を'11

し上げ、合せて ;Jiなる企画 を望むものである。

C 厚生福祉局
')leさ!被しき 折、同窓会諸兄に おかれましでは

益々御他I1努のこととお慶 び申し 1-.げます。

本年度も技すことわずかとなりましたが、以

生福祉)"jとしては個人の価値観の多様化 に対応

するべく新しい)J~ I仰を 計ってまいりました。

0浜名湖クルージング 平成 4年 6)J 1HI(~，) 

「、l"I+'ゾィラ」 スヶ 11 …・・・・……"381，

0 ドラゴンズ戦チケットプレゼント

7 )11611(本) ナゴヤLRnI……...50組]00名

0水上スキー&マリンジェット 8) 1 2 fl(ll) 

「オーシヘ'ンマリン J -ヶLI .…ー281，

0家族揃って巨絡 がり 9川 6lI(1l) 

「長似IIJぶどう |必」 大IIidi …・…ー981，

ýQJ .w 数も ，lI・ 261\ *" と 、平/J支え年186~号、 平成 2

年149~う、 を大きく 1 '.1 " 1 り大主主j兄を J!幼りましたが、

11旦|の1i)JL1数が少ない企l曲もあ り、 限定 した人

だけの企Jllilではないかと い う戸も11Ilかれました。

時流に合ったイr:IIIIIということを11指 し、J以生.制

祉)"j .)Lとなって努力 してきたつもりです。一

年間のご協力どうもありがとうございました。

0人材センタ一報告 (平成 5年 2)11611I.QfO 

求 人…・・・・……一平成 4:I='J長 12件

ボ 服・……・・・…・・平成 4i.1~皮 3件

。平成4年度弔慰報告

平成4年

10.10 131111'1: 促川 !ぷ結.tP;(春U)i:) ご尊父

10.19 8 1111 ~ 1 : 自n)1: 伝弘行 (~ 111)ごは父

10.20 l3111111: イi川 ~}} ;(\" (安城)ごめ:父

10.20微生物学端的f教授吉村 文(，-1"先生ご尊父

11. I 81111'1: ~1' 1'i *光~~ (主Il 多)ごf:t:lit

11. 7 131111'1: 鈴木 泉~~ (一 昨)ご符父

11.11 2 1 11 1 '1~ 杉山 文彦~~ ('1': 111) ごf:t:主

11.13 171111'1:. ，'illI fill~ '; ('1'川ば)ご狩:父

11.16 181111'1: 版協 i聡彦~~ ( ï~ IT!lごり主

11.] 7 2 1111'1: I)~ J(，会 MU~ (，ilj 1)(:) ご f !J ~; ~:
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11.17 51.ill生安田和宇治(一宮) ご母堂

平成 5年

1.19 16凶生長谷川茂人，{J; (南 区)ご尊父

1.26 171r!.1生松 田 光義お(知 多)ご母堂

1. 30 16回生野々垣窓ニお(一 宮) ご尊父

2. 2 3回 生 成 田 徳H行者 (半 国) ご~:父

2.12 2回生芳賀 信義At(1-1 区)ご尊父

一誠んでご冥福をお祈り ~Il し tげますー

計
A

去 局

ut頁は、同窓会活動にご協力賜わり、厚くお

ネLLj 1し_I'.げます。お振り込み下さいました会民

各位、白W)J引落しさせていただきました会員諸

先生におかれましでは、誠にありがとうござい

ました。

念i!?を提出し ていただいていない会員各位に

は、振込手数料別で、 12.0001LJを、東海銀行党

王山支広 白番264，'-1/:坐高:号447・671，愛知学

院大学歯学部同窓会愛知県支部、までご納入下

さいますよう 、よろしくお願い申し上げます。

特に、本年度は納入率が落ちています。御自

分で振込まれる先生は 、 もう 一度ご'{i'(~認の_I-.、

振込みを忘れられていた先生は、至急:t:>'振込み

下 さい。

尚、前年度から東海銀行から振込まれました

会員各位にも、振込手数料がいります(本人負

tmので、おまちがいのないようお隣iいいたし

ます。

前年度未納者の方は、事業のi舌~OJ が一時停止

されますので、本年度分と合わせて、 24.000刊

をJ-.記東海銀行までご納入下さるよう 、お願い

け1し上げます。

現在、歯科医師会に入会しておられない先生

あるいは歯科医師会よりの自動引落 しを申し込

まれていない先生についても、各先生の所有し

ておられる銀行口座からの自動引落しのシステ

ムを 1l~1始いたしました。(セントラルファイナ

ンス社に委託)今までの振込みの手数が省ける

と同H寺に振込手数料も不必となりますので、是

非ご利用下さ い。申し込み用紙、方法について

lま}Jq元局までご連絡下 さい。 (TE L052-763-

2182) 

尚、各政Eにおける納入状況は別紙のようでご

さいます。より一層の御協力 をお願いいたしま

平成4年度会費納入率念書セントラル回収率

平成 5. 2 .16 

目E ~ 会n数 会't'i
% 品.c:，'、 、.~t;: セノトラル %1 納入-d数

千倒 区 57 35 61 20 3 39 

名 *1茎 68 51 75 26 39 

* 区 41 28 68 20 。50 

~t 区 62 43 69 32 。52 

守 山 65 42 65 34 54 

商 区 66 44 67 26 4 45 

中村 I実 96 55 57 27 2 30 

ヰ1 区 114 56 49 29 2 26 

港 区 35 25 71 24 。69 

lP.l痢l区 50 22 44 7 2 18 

茨 II区 49 31 63 14 2 33 

耳歯止ill区 43 24 56 II 30 

然回区 32 18 56 13 42 

中 川 区 63 48 76 47 76 

I翁 区 51 29 57 25 3 55 

総 区 45 28 62 17 2 40 

愛 ~ 60 38 63 20 35 
2呂. 87 56 61 49 3 60 

瀬 戸 55 37 67 25 l 47 

.!f.: 悶 61 50 82 30 51 

春日弁 89 57 64 29 10 44 

島 22 19 86 13 。59 

牧 40 20 51 9 。23 

i忌 ，jt 47 31 66 21 l 47 

犬 山 22 17 77 13 。59 

凶春日チ1・ 47 33 70 29 6 74 

長日 多 89 63 71 10 9 56 

討E 出1I 45 27 60 17 。38 

中 .G! 45 34 76 21 1 50 

m~滋美 69 49 71 29 3 46 

岡 崎 102 66 65 38 2 39 

~~ 111 64 45 70 22 5 41 

知 :rr. 12 ]0 83 7 。58 

安 城 29 26 90 ]7 。59 

)(IJ 谷 31 25 81 17 4 68 

ダJ 同司 ]7 11 65 4 。24 

商JG幡豆 26 20 77 13 。50 

~ 国 ]07 6] 57 27 14 40 

~ J十 2.103 1，374 65 862 86 45 
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重量
E呈， ~2 局

一期 ・2ifH:I、あっという 1mに、 i品ぎてしま

っ た思いです。 ， I ~ ，lc同に就任して、削れないワ

ープロに悲iii~ 汗闘の U 々でした。 やっ と少し悦

れたと思ったら、(lJYIも終り 、やれやれという

のが本心です。今1111任JtJlr11に新たに起こした iIF

，leJ"j会議は、火山先生の参議院i械を怜え、でき

るだけ 、 円前1':' 役[1会が進行するように 'J~ /ìíj に

検討を行い、そのおかげをもちまして、鎌足jも

役員

平成4年度第5回愛知県支部役員会
日 時:とド1，)(411'.10/11311(;1.:)午後7:30-
場所:fTliJl:・';::合/あ2会議主

1 . llH会の併
2 氏名.~'，i.呼
3.支部長後拶
4 .本部報i;。?
5.各I"j科i;'tと (."，j:

6.品:J高'JC1!i
1) >i"i 31111r笈'''II~占的マ=1;:;1窓会怒川会」の('1: (渉外)

7 .協議、lcr([

8.その他

9. ~i'l~jirr ~ 

10. I!fJ会の計

平成4年度第6回愛知県支部役員会

日時:>1~ Ilx 411'.11) 1 1011ω 午後 7:30-
場所. 愉Ji:";::';'i~ / ~1 2会議室

1. 1例会の併
2 氏r，{i.ll子
3.支itlij，長以妙
4 . 本 :~B*~り
5.各J"j韓i;りとf定

6. ;品J淀・IC1!i
1 )第 31"1フU I '/ >lIJI:IE懇談会(61，()IINの('1'

(斜WI.!I"j)
2 )お21111縦長会11f~の作 {キIWI.!J.. j) 

7 協議 'I~ríi
lけ)r愛F院}光d尚拘笈安~:.;知知11)大〈dJω;泊h会Jの {η1"- (仰1I.'tJ.. j以I付，t首従(t安?L11以毛ω) 

2) -t委~Jμi 会(.九1掠1引lμι斗Il<!見刻l円1す. る件 (会'J!引I'J，‘“11)
8.その他
9.監・J'所見

10. J干l会の~~

平成4年度第ワ回愛知県支部役員会

.日時:杓'i(4 1ド121J 1211(1:) 午後6:30 
場所 r.J'泌|剖J ('1'1孟千(¥':1113・15・33)
1.開会の対

2 .氏名.'.'，;，呼
3 . 支出Ij Jklt~・

~.I!~ ' J~ 1':' ;たり越えることができました。更に、支

持II'F業，lI・l川lもスムーズに'iW，t殺することができ 、

改めて、.!?記}Ilj会J義の必要性を感じました。次

WJ新しい役Llの皆様、|百l窓会の発展の為、頑張

ってください。

o1Ti川の役H会開催、それに伴う J?記局会議の

Il~J (W。

o r会判lJ 42日..43η ・44けの発行

OllJI、12JI、 1J I、2rJの 「役1-1会だより」

の作成、及び、「役Ll会JJ義'M:kの作成。

会議事録 ーーー_._-_"_._._一ーーー-1

(州"j) I 
(組織)"j)

4 . -1正日11判i??
5. ~) .. j総代と (.)t

6. 'li'iJJi'Jcr!i 
1 )あ21111縦長会の{牛
2 )お31111プロッ'/)JIJI:IE怨，!売会の('1'

7.協汲'Jcr!i
1 )判JX5 11'-1主~ {.算案の('1二

8. その他

(会.nJ"j)

9. l，l:i'J"ilí'~ 

10. 1別会の~f，

~

恰

H
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U
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比
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呼
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日
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行
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川
ん
叫
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度

Jr
u
m

の

山…
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M
似
川
m
J
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成
市
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所

の

年
・
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・
・
会
計
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部
川
設
予
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会
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氏
支
・
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什
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)
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)
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・

・
・
・

l
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l

平

日

場

l

2

3

4

5

6

7

8
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平成4年度第9回愛知県支部役員会

日時 :‘J(IlX5 11:. 2 1 J 9 IlU() 午後 7:30-
場 所:tlわじr:合/~12 会議主
1. 1111会の的

2. 1(;1'，点呼
3. ;ピ泌氏行:W
4. -1正{刊)+Il;t;.
5. ~I"j判i;り と f'í主
6 背V.~'Icr!i 
7. t'~.Jl '1'1!i 

1) (¥':.淀川会 ・総会の('J・ ( ，lf，1el..j) 
8.その{也
9. I.~:i.・I "i)υt
10. I'IJ~~の針

-ー・ 4恰司'ー._・_.，・ --'可巾..-・ー.........._..__ ・・4 ・ー・ー-ー.-.ー'"'__-__，_._.._ .. ... ........・ E ・_.・舟・6 ・_.ー--..'"‘'ー・ー・ー・--ー・ー・
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学術コーナー

ポーセレンラミネートベニアの支台歯形成法について

はじめに

ポーセレンラミネートベニアによる古参復法は、

務英性を回復するための修復法として附発され

た修復方法である。 この修復方法は臨床術式の

間使さ、治療効果やJ21者の満足度の大きさなど

の点から将来ますます噌加すると忠われる。 し

かし比較的新 しい修復方法であるため、適応抗

の選択を誤ったり、その術式を十分理解せずに

l臨床応用を試みた場合には、破折、脱落などの

トラプルのため、臨床応用の頻度が減少してし

まう恐れがある。そこで本稿ではポーセレンラ

ミネ ート ベニアの良好な予後のために、特に支

台歯形成H寺に別立しなければな らない点につい

て解説する。

支台歯形成法

1.唇側面

将側面全体の形成hlは、歯極、修復終了後の

歯牙の豊隆の程度・と、色調の改詳の程度に大き

く )j~響される。ポーセレン ラミネート ベニアは

エナメ ル t't に披~"î: させる必要があ るため不用な

に切削i止を多くすると象牙1'(が路出 し、 )J託f'aの

原因となる可能性が大きくな る。このため過度ー

な切削を避けるためエナメルnのj平さを熟知し

ておく 必要があ る。エナメル聞のJザ.さは歯極に

よって大きく採なり、特 に上顎の1-1:1切歯では970

μm、下顎で、は740μmと報告されている九 この

似さは、通常ポーセレンラミネー トベニアに必

必とされる 切削此のo_ 5mm~0 _ 8mmの支台歯形成

を下顎の中切歯に行うと象牙抗が派1'1'，する危険

性が大 きくなる。特に著しく色調 を改善す る

必裂がある場合には、働1t(削除1tを多くし、

陶材昌によ って色訴!の改善効栄を上げるのでは

なく 、色調改普川陶材(例 :G社製ではマスキ

22諸諸問泣 荒木章純
ングデンチン陶材) を利用したり、接着材に合

まれるモディファイヤーを効栄的に応用する必

裂がある。象牙nの誠出によ ってJ業'Io'fMによる

歯髄刺激反応が悲起されたり、また接近効*が

十分に期待できなくな ってしまう のでは予後の

良好な修復法ではなく なってしまう危険性があ

る。

形成面の仕上げについては、 {砲の歯冠修復物

の形成11.¥=と同織に、形成面はなだらかな曲而に

形成しなければならない。ダイヤモンドポイン

トで形成此の J-J安となるガイドグループを付与

し、スムースカットのポイントで故J冬の仕上げ

を行う 必要があ る。

2.辺縁部

フィニッシングラ インの位世については、切

縁昔11、隣接而郎、街頭部の三方向についてそれ

ぞれ考1&しなければならない。

1 )切縁部

切縁部のフィニッシングラインは、エナメル

小位の走行に注意が必要である。すなわち凶 1

切結を被覆しない場合

((f{\~ 
切践を被覆する場合

図 1 切縁側の辺縁形態

- 8 -
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に示すような状態の小位に対して、アンダーカ

y 卜を生じないように形成する必要があ る。こ

れは、辺縁の破-tfrl防止のために特に注意を払わ

なければならない主要な事項である。なお切縁

を被覆する場合と、被覆しない場合の強度には

特に差がなく、幽冠長を延長したい場合には、

切縁を被翻することによって形態の改持を行う

ことが有効である九 幽冠長を延長する場合に

は、舌IWIのフィニ ッシングラインはl佼合接触す

る部位を避け、辺縁のJ♀さが十分に日程i呆できる

シャンファー形態にする必要がある。

2)隣接面部

隣接面のフィニッシングラインは通常桜触点

を破壊しないように形成すべきである(凶 2)。

これは、支台尚形成後、特に暫間111ほvj物を装着

することが無いために、歯牙の移動を起こさな

いようにするためにも重要である。 さらに辺縁

部の形態はシャンファー形態にしなければなら

ない九 これは、耐火脱型上で陶材を築造する場

合に辺縁がun碗に判別でき、陶材築造II:¥'のコン

デンスを十分に行うことが可能となり 、陶材;焼

成時の収縮をJli小限にする効果もある。また、

色調についても隣接而部の色調改lf・を効果的に

行うことが可能となる。 さらにポーセレンラミ

ネート ベニア試適H年の破折の危険性も大きく低

下するという手IJ!.'J.がある。

3 )歯頭部

歯頚部のエナメル小位の走行はおおむね歯恨

の{立世は若干美性を考ほしてわずかに幽肉縁下に

設定することが可能である。 しかし歯|去]縁下深

くまで形成してしま った場合には、彼ri:後に犠

打材がポケ ット底に残ってしまう可能性が大き

く、 付表が不良とな ってしまう。健康な辺縁歯

肉に対してごくわずかに幽肉紋下に辺緑を設定

することが、形成、正p争採併の簡便さ、 i試適Hキ

のチェック 、f妥ィ守材の除去の聞からもよいと忠

われる 。 切削iit に ついては、幽冠の盟i監に l'~年半

を1d-えないためや、陶材による色調改警を効果

的に行うために切削討が多くなりがちであるが、

歯顕部付近のエナメルt'tは非常に部くなってお

り、:持に象牙t'tの派出に注意を払わなければな

らない背IH立で・ある。

おわりに

以上、支台歯形成時に留意しなければならな

い事攻ーについて列挙したが、支台歯の各省11の形

成 には、特殊な切削用のパーやポイントが必要

ではなく H常臨床で使用されているもので十分

である。ポーセレンラミネートベニアの支台歯

は歯牙の形態やエナメルnの厚さ、エナメル小

往の進行について注意さえすれば何等複雑な形

態を与える必要もなく、忠者の苦痛も少なく、

臨床的効果の大きい修復方法である。ftl極的に

本修復方法が応用されることを望むものであ

る。

方向に向いているため、形成後にフリーエナメ .文献

ルを残す危険性はほとんど無い。 このため辺縁 1 )藤田恒太郎 :磁の解剖学、医歯薬出版、*

) ) 
図2 隊後商務の辺縁形態

'.1 >1、。

2 )竹花庄治、荒木主主純 :ポーセレンラミネー

トベニアの強度・について、歯科ジャーナル

31拳 3号、 261-267、19900

3 )荒木草純、竹花庄治、他:ポーセレンラミ

ネートベニアの適合について一形成辺縁部

の角度と耐火肢型材の変化について一、愛

院大幽誌、30巻 1号、 213-222、19920

9 ー
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あなたはカ、ンです・・・・・・

「あなたはガ.ンです。でも手術をすれば治り

ますよ。j rしまったりいくら先生にそう言われ

たって、いくら一 ヵ月で退院出来ると言われた

って、なんたってガンだ。あとで家内に、もう

手遅れですなんて言わな いでよ、たとえ 1ヵJJ

の入F完だ ってすぐに働け るわけ ないし、 l木jの，診

療室や忠者さ んをどうすればいいんだ。

「ガンの告知I j は色々の立場から色々 の<J~が

言われてい るが1'-1分にと って「ガンの告知Ijは

ただ「しまった。」死の恐怖も、将来の不安も刻

実ではなく、引に今、1{(Jくも1tTしくもなく、そ

れが実感としてわいてこなく、ただ、漠然と考

えるだけでした。

甲状腺プfンは、}j泉ガンと未分化力、 ンの二百l知

があり 、Jj泉ガンはガンの中でも、も っとも治愈

ギも高 く、発Tfも遅く 、転移も少ないガンです。

開凶は{也のガンと 同 じくよく分かりませんが、

チェルノブイリ原発事故後のIjI状11泉プfンの多発

のよ うに、欣射線 が関係 しているようで、幽科

医(:lliも職業柄jziをつけた )Jがよいようです。

IjI状腺ガンは、{自のガンのように全身的に起

こる彼ー労とか食欲不娠等、 I~I 党j~~状が全く~!f: <、

私も fl品然j瓜!fISでノドが~I'I白 〈 、 ノドをさすっ てい

る11.¥:に、 ノドポトケの下に 2x 3 cmのシコリに

触れ、リンパ節がはれたと思い、抗生物1'tを飲

み続け、 1ヵHたってもひかず、これはおか し

いと思い111内外科の先郵lこ相談して発見出来た

次第で、 IjI状腺ガンだからよかったものの他の

ガンでこの大 きさであれば危険な状態であ った

と思う と辿.がよかったとしかパ.いよ うがありま

せん。

病ド完で告);nされた11キは「しま った」と思い、

ああどうしようと現実感なく、ただ漠然とjιっ

ている ことも、いざ入院迄の1111、忠者さ んや、

従業只にどう ，iliしていいのか、 lI実を古うのか、

あやふやのことを百 ったらいいのか迷いました。

でも幸いな引に、 愛知学院大.，;;;曲学部同窓会愛

知県支部の相互扶助 システム に入会 しており 、

代診の先生はすぐに米てくれるし、所得補償も

このシステムの中に柱iみこまれているので安心

です。 それで隠すことな く、自分は甲4犬1IJ'i!カ、ン

で 1ヵFl入院することをスタッフや1.¥:'，才;さんに

言いまし た。同窓会に辿絡 をと ったところ、次

の日にあ一ー11股外科の医局長と担当の先生があ、

見えになり、従業員のお{介、診僚システムの説

明、忠者さ んの引継が，'1'，米、当面の不安も一 日

で解ii'iしました。

この後、 一週間の検TE入院後、 611キHlJ余りの

手術を椛てl順調に回復 し、 二週間で退院出米ま

した。でも'1民移の険査で 1ヵ丹、体力l"l'ruに 1

ヵ月と約 3ヵ月診療が出来ませんでした。 しか

し、相III}，J~U)Jシステムのおかげで最初jの 1 ヵ 月

は第二11除外科か ら代診の先生に来ていただき 、

自分自身いつ体力が1"1保するかわからず、いつ

まで米ていただいたらよいかわからないと言っ

たところ、米{Iミ開業予定の先生を見つけて下さ

って、とりあえず一年HlJ診療を手f云ってくださ

る先生まで見つけてくださ いました。

あれから .{I'.、三ヵJJ後に珍仰をはじめたと言

っても 、以前と|詞lじように忠者ーさんの診僚は11'，

米ず、それを代診の先生に診てもらい、少しず

つ無泊!することなく↑'L'tらして一年過ぎ、やっと

最近一人でも診療出来 る I~I 信が出来てきました 。

最初の対応そしてその後イJ'.tJ:Jのフォロ ーと完

墜にして いただき、私(1身れ方面に多大な るこ

迷惑をかけたことをここにお花びする と共に、

相互扶助 シ ステム委11 と第一日 Jj室外科の~lIf f';-教

授はじめl岩川の先生に感謝とお礼を 111し 1:げま

す。

-10-



年 歯科医師求職申込書 受付 年 Jl 11 

氏 4ノg
合 (

現住所

勤務先

WJ丘学 1111'1: 

イ宇・~後の

EE 

'，:;¥' 1i}J 

IIMII Hキ ~ 11，¥: IIMII 11ギ~ 11.¥: 

アルバイ ト IIMII 11;'': - 11.'1 IIMII Hキ ~ 11.'1: 

IIMII 日午 ~ lI.y aM11 H午~ 1I.'t 

司るFH，、 If:↓ 一71;- 勤 j11 アルノfイト ド1/1I.'I:It:l
勤務に

付す る 助fiH也、条('1ニ与に対する首i己fl

古i亡li条件

'}'， ，t;1i! di千伺l豆楠Je町1ー 100

愛知1'-;::院大J訂釘宇部同窓会

愛 知 県 支 ill;
'，U，!!i (052) 763-2182 (山(;m)

人材センタ 一川



作
汁 歯科医師求人申込書 受付 fl:， J f 日

γt 私;

所在地

J也1:><: まま ( 

行理者名
述給先

合 ( 回生

l術科医 名 前科r:~i生士 1'， 技工士 の {也 .?'， 

状 況

di 1~ 台数 i1A 2 技工の処理 l、院内処理 2、技工所委託 3、 1+ 2 

職，Hi'と与1"] 経験{I:数 ( '.f) 

給料(税込) !I 中日
1111 

円程度

1't 与. 与L ケJ-f分 'l't Ij 3ι ケJf分
2会4ιく f~: 

アルバイ ト料 円/II .~H:J

子‘'i(交J!!H'() flf 手当( Pf 

flJ ドj

勤務II.~間 1・4生胞 J2

会報求人案内側 掲載希望 有 ・無

探用人数 名

11.'，' HIJ l、至急 2、地 11.'，; 3、 Jfより 4、その他

1 、.:，;~.勤

l杉 自w. 2、アルノ〈イト UMII 11.'，;- H午、 IIMH 11.'，;- II;~ 

H/，tn 1I.y- 11寺、 Iwn II.~- H与

その 他

名門It1di千鶴区愉元町lー 100

愛知" ;~~~é大学幽己主mí同;窓会

愛知県支 i~~

'm.l占 (052)763-2182 ((1'(通)

人材セ ンタ ー用
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~一助システム」のご示の瓦瓦1
時として病気やケガあるいは，也、いもかけぬことで心ならずも診療所を閉めなくてはなら

ないこともあります。そんなH寺、 代 診制度 により緊急に診療所をみてもらえることがで

きたら、 j心者さんにも家族にも迷惑をかけず、安心 しでご自身の治~j誌に専念することがで

きる筈です。 このシステムを利用することにより、会以は、いざというlI~j に当委l~会を経

由して代診医を派遣してもらう事ができま す。 (派泣Jt}jrlijは一か月以内としますJつまり、

たった月額60万円の所得補償保険にご加入される事によって1か月間の代診医を佐保する

事ができるわけです。

.頼りにされる先生方のために、

大きな安心で味方します一一。

(1) もし、病気やケガで働けなくな ったら代診制度により f心者ーさんにも迷惑をかけず、安

心し てご白身の治療に専念できます。

(2)仕事中でもレ ジャーでも、すべてが補償の対象に。(国内、国外を問わず1J:事中から

日常生活、レ ジャ ーに至るまで幅広く補償の対象になり ます)

(3) 医師の検査なし。新規加|入の場合でも簡単な手続きでご加l人になれます。(身体検査

の必要はありません。所定の告主n舎のn問事項にお答え下さい)

(4) 無事故の11キは返戻金の楽しみ。 (無事故の時は、保険料の20%をお返しします)

(5) 使利な月払い。小さな負担でヅ〈きな安心。

(6) 在宅療従でも医師からの就業不能証明 (診断舎)がJうれば、保険金支払の対象となり

ます。

.入会条件

(1) 愛知学院大学幽学長1I同窓会愛知県支部正会員のうち、現在、健康で正常に診僚に従事

している会J~で愛知県内に診療所を附設されていること 。

(2) 同窓会愛知県支部相互扶助システム委員会を窓口とする休業を保障する保険(所得補

償保険 基本契約保険金額月額60万)に加入すること。

砂 『相互扶助システム』に関するお問い合わせは……

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部『相互扶助システム』係
T E L (052) 7 6 3 -2 1 8 2 

または、安田火災海上保険株式会社名古屋中央支庖

担当/神野・{安東 T E L (052) 9 5 3 -3 7 6 1 

、，A
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A、
マ、 大学では - 歯科補綴学第一講座-

りん支部同窓生の符械にはご健勝のこととお必:

ひ:"1しJ:げます。今川の企画に鈴をとりました

'I' ~げ です。 甚だ 111\拐な 3kziEですが，il~庄の概略に

ついて紹介します。

当講瓜EはH百羽13811'-!こIlIJ講し 、昭和150年にJIII!

12造助教段が教J受!:.11任され、節 2，H"tI+r全 :~II

jぷ設備学」を担当され るこ とになりましたので、

以米本，illt肢は r:'fll分泌義歯学」を表1'i・似にして

います。平日説二教J受以下、助教綬 I名、，:，Yi(llli

5 名 、 助手 6~ノ1 、 '，ItJ文生 6 名 、 大学院生 2 ~うの

，ìI" 2 1 1'， 、 また ~ I，'，:;¥-ji}J の'::~(lílj 、 助手13名がず1:符し 、

fム.j~j'é !-U-It fT.Jの r~M， I"JJ に当たるIL;所でがid長って

いる次第です。IJIJ，;昨して以米30i:1'-になりますが、

1 i11 ~で同門の80~うほどの先生方がり，~ 1';の犬々の

'1' ff~でiMIt1 をされ て います。

さて初めに講肢の研究内容、テーマ、 i仰木で

の特徴について紙而iに限りがありますので簡単

にfJ先日系を記させていただきます。主なものには、

①IIILlllff能不の倒μiJIIはご法検，H、②維持法iiqの形

態と 11交合力が説H・，1j:"{A~ とうに加古11事[J)~に J;k ぽす jj九時

についての解析、③「コk-持」を主体として考ほ

した助合の告11分泌J量的の設計基準のlリ16'{Ii化、 @

IÁ-= -Ì受歯の析IJ皮の検ルj 、 ⑤H交合機能を筋'..UI~I に よ

り Iq'Í~Æ)í' 、 ⑥あliJI日 ，U:判例イ ・ 泌装材の秒~nの検，l-J 、

などを行っています。またM:近では、⑦チタン

j)f !il lぷの精度の 1111題 、 ③~~:楽器奏おに おけるリ

ッフシールドについて、@スホーツ 尚，，;::に|刻す

ること 、⑩ I"J齢.ft-]'，j;r科の111i総合iJi域 にむける検討、

などがあります。 以上II~i不同で述べましたがそ

の他 、 。i昨肢が悲礎(I'~ (iJf火のが;実とし てよL体化 し

たものがあります。 ，_ìiliの各種の人工陶の IJ~11~

(リブデント) 、し L -85J1交介誌の製作、~に~

近ii:11を集めている磁t'l:アタッチメント(マグ

フィット 600)ちです。 ご{史川を是非ぉWJめしま

ゾ'jl:!i，[，IAミ匝iでは:XWSin雨前Ii$ji治療、インフラン

ト治療、外科的嬬Jfl術などについても刈ぃ止l'

- 12 

幽科布Ii綴学第一端山

中野和彦 (141!!l生)

1耐 を 1-， げて います。 1~; に~Ji頗而ネîIì綴i台自主につい

ては1也科とも協力 しでこの 4}-]より新しく特殊

診保氏11として設置 されることになり病院機能の

重要な日11分を fiめるようにな ります。

教fiの而では 4年生の後JYIから始まる講義お

よび:Rll'/、 5 ilミ生の臨床川iii;k科、 6 {ド生の臨

床;-ll勾を相当していますが、これに研修医や年

後生の救fiなどが加わるようになりました。教

育内特については先に述べた研究而での!氏以 を

逐次品設や実胃に採用し、 nの尚い教台ーを11m
しています。

社会の変化に伴ぃ歯学教fi も 'I:;~' に見直し、改

革が必要になります。 近作曲乍:~II が採用し てい

た「臨IkA'!!'/J形態もそのひとつの改革で した。

しかし 、この改革法先生プjもご承知iのようにJjそ

生、また必、たちにとっても r:kj也修練」させる

JJ~の主要性を 11'(j感させた ものでした。 近年芳し

くないllil家，試験の結果にも;;切符しているかと，也、

われます。 I' ]1恕(1句な数千fの克fJLは本当に~ft しい

llil組だと実感しています。 そこで直ちに1I:J1ffiの

提起と、見抗しが計られ今年度から従来のJj式

に近い Jf~ですが、新しい )j式の臨床実現が手II ま

れ行うことになりました。 また、同窓生のイ-!;.:

の人予行が11'.々 f(1))11しています。先生ブJが安心

して r-!J.:の教育を受けさせられるような救tiJ.J;1

境を1削11:γ9-ることも排出の重要な・面と考えて

います。以後になりましたが、先生)jの雄々の

ごiliJI-M、ご多幸を祈念しつつ析を終わらせてfJi

きます。
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回 生だ より

四回生の現況

J民々|川回生の入学11'-1立および卒業年度には不

!止し!設と国際的イベン トがU本で開催されている

のである。入学年はH百平1139年であり 、アジアで

初めての.!UJ;(オリンピックが開催された年であ

る。卒業年はl昭和45-4'.で大阪万国博覧会が|制限

された年であり、いずれも世の中の景気がすこ

ぶる良い時期に遭遇している。 そのためか凶いl

生の拶凪気はおおらかでのんびりしている感じ

がする。 しかし、実態は大いに呉なり熟成して

一歩一歩ふみしめて行政jを起こす学年である。

このような気nの凶凶生はそれぞれの道の第一

線で頑張っており、 一般臨床医として、..o，'J.I"JI盃

として、また教育研究者としての活動に大いに

J号りを16じている。

卒業生は 125r，であり、今日現在 5名が逝去

しており、現在 120r，である。我々は凶諜会と

いう同級会を主催しており、卒業以来、毎年秋

の一 "を問薬会の例会に当て、会員の動向と社

会における自分の立場について泊を飲みながら

話し合うことにしている。これが大変楽しいので

愛知学院大学歯学部歯科理工学講座

助教授 福井 幕 男 (41111生)

ある。昨年は笹川武次郎、池田典子向先生のお

lIt，1;r，'で新潟のJ也にで行なわれ、 25名が出jJifした。

{制l存主[1のように新潟は全国の名酒の産地であり 、

数ある名楢の中から越乃本幡、 雪中綿そして八

海山などがふんだんに揃えられ、会は盛り上が

るばかりであった。 j商の訴に始まり 、社会変J12

:こ伴う歯科医療体制の改革はどうあるべきか?

など大きな話題に発展した。そしてその車糸eJιl

社会の柿造が変化していけぱ、当然社会のシス

テムも変化せざるを得ず、それに対応する先11必

を1'1'，してすべての人が盟かになることが必要と

いうことであった。至極当然の結論をi州の人っ

た採囲気の中からでもぷき出すこのパワーはl川

凶生なればこそと改めて感心したことである。

今年の四薬会は茨城県で宇佐美泰男、 lりlイ.IMI

夫.))の幹事で行われることに決定しているが、

今年はどんな話題になり、どんな結論が，'1'，るの

であろうか。今から楽しみである。また、茨城

にはどんな名酒があるのか、これもまた会の烈

しみの一つである。

~・ヨ=忌弓~___....-=.・ー==--=-モ:::::;.--~モ=・-=ーモ=-=-竺=-=-ーー-=-------ヨーヨー，ョ~.---::::ー=ー=ーョ=ーモ:::..-------------------.-=-ョー~ョ=ーョ=ーヨーヨー--ー，ョ=--三

16回生卒業10周年記念パーティー

平成 5年 2月20日(土II/!lJ:j)、ホテルナゴヤキ

ヘ'ツスルにで卒業10周年記念パーティーが、ノl、

，'1'，忠孝学長はじめ話先生万、ならびに卒業生172

4うlド126名もの多数の山l市を得て盛大に開催さ

れました。

;)<.谷年宏君の司会進行のもと、 16回生を代表

して大塚敏雄の後妙の後、学長、歯学部長平削

減二教授、同窓会副会長稲本浩先生に心温ま る

大塚敏雄 (161"1生)

ご祝辞をいただき、飯塚哲夫教授の乾杯のご発

Jlfによりにぎやかに歓談に移りま した。

久しぶりの再会を喜び、近況などを話り合

ううちに宴もたけなわになり、各班の代表が、

予生時代のなつかしいスライド写其などを、お

もしろおかしく、なつかしさを込めて解説しな

がら映写し、 -1I:'tは皆、 学生時代に反っ たかの

ようでした。 さらに楽しいゲームタイムとして

- 13一
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ビンゴゲームを行な い、番号が発表されるごと

に一喜一憂し、 手持;lli~人は豪華ー商品 を彼{与され

ました。

その後も手[1気あいあいのうちに姿が進み、ご

li1.i，T，'i¥' )切りました先生方に記念品をJI¥"'iり、 小出学

長の音-頭により Jj雄三 11日をし、 全日で・記念:与:r~

を1J¥}l拶して盛会のうちにお聞 きとなりました。

その後は、銘々干支のネオン街ヘ繰りn'，して行き

ました。

このように拡大に10周年記念ハーティーを開

催できましたのも、ご多忙の折、 ごI~，f， ni~:jl幼りま

したこ.~と賓の先生プj 、 ならびに、準備段階から

ご協力頃いた同WJ生の皆検のお陰であると深く

感謝致しております。

ただ一つ残念なことは、学年主任として在学

中より大変お世 lì ，~' になりました欣竹花}1: ifi教段

にごlí1.i， I;~'I~貞けなかったことです。 心よりご ~I~揺

をお祈り致します。

また10年後には、卒業20問年記念をlJf.JfWした

いと思います。 その11.¥:もまた、元気にお会いい

たしましょう 。

会報の発行日の I~I係J'.、原稿の締切日が卒業

101.'i]'.j:.記念ノfーティーの翌日である為、全t..1で

打I~;j~~ した記念写誌が川にあ いま せんので、 当 |オ

払}1j}~ したスナップ写山を.jM・1まさせていただきま

す。

L愛院歯愛知大島会だより l 
{r:.も改まり PLjil'.と なりました。符械にはノミい

に羽ばたいでほiきたいと存じます。大j;h会の発

足にあたり、多大な御協力 をTJjきました。殊に

れJ1J:の代表幹事、班長の諸氏のlillli，ijN-Mによりま

して、若々と会o数がIWえております。幹事-

j.îJ 、 大変有~ff~ く，也っ ております。

今年度は r庇とりまとめ』の地区が多いので

すが、それでも約 iのIiEでは 『念.!?による づ|訴

し』 を決定し、子続きしてmきました。会u数

も今はまだ10004-'，に述してはおりませんが、 現

花の淵 fでゆきますとIilJもなく 1000r，は担える

と!ιわれます。

しかしながら 、この4犬況で良いわけではあり

ません。会を発出させるぷ合いで、会の iミ旨と

して「会1..1のf'!.jl l を 1(~小限にするため、経済的

mlJJJのみとす る。 しかも会抗 も11:i小限に問める叫

と決定し年会仰 を60001lJとしました。 そのかわ

りに l人でも多く の会μをJkめ、少 くとも |井1

:$民は全tiに人って 引 くよう(引きかける 子定

でした。 その方針に!!(!らしてみると今の会L..1数

はまだ 6訓程度です。今後も機会のある1Jjに入

会の{引きかけをしなければなりませんが、日正に

入会されたブ!j(立身近かに未入会の人がおられた

ら 、 J止 ~ I:入会して TJj くよう御膨れ、し て fJi きたい

のです。会員 l人]人のエネルギーのf.，Jj.¥t急が会

を光夫させます。よろしく御願ぃ致します。

尚、初年度 lま手続 きの '1 1• ぃ攻、遅いf:iEがあり 、

念J?のリ|落としも遅れておりますが、次{j:.J丘か

らは1Ii'.j:.定H、1・にリ|泌す子定でおります。 また今

後、}.:)ゐ先生にどのように会的を御波しするの

か守;の制部を相，;炎しなければなりません。1iHミ

iJ.立すのか、 ー ;定 q:. 1ix分を集めて 1)!Iすのか 、 {鋼Il~:

比のある )jは 代ム;幹 ・J ç に M:~ I;伝え て 引きたいと

!ιいます。

以後に もう 1つだけお腹it、があります。

本WJ立、 rJ:任とりまとめ』 で合的 をn'，して似

いた??峨に、各f:iEのI1E長と代表I;t予三Jcのr'!fllを減

らすため、次{I'.J立か らはできるだけ念z!?を，'j'，し

- 14 -
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て頂いて、 (11~1引務しにさせて下さし、。 代表併

事、庇長の会jl(徴集のための1lfヲ;.は私!;村i大変な

ものです。 r手11:1はかからないが、 11]:{ド定ま っ

た経済的な後援をする。』 主旨からも、よUI:とも

念苫にして国きたいとjιいます。

大品先生にとっては微々たる援助かもしれま

せんが、訓ゆる「ヒモっき」でない、このよう

な後援こそ将来の政治に役立ってゆくものと思

います。 よろしく御協力を御願い致します。

愛院歯愛知大島会幹事一同

P圧 だより

(中川区班 〉(熱田区班 〉
早川 j羊 (l 4 1111 ~~)

当熱出医班は.FJt.f.I:開業している|司会:会uが20

名と、少人数ですが結*が1，Iilくまとま った班で

あるとJ' I:(~ しております。

彩、が班長を務めさせて1買いて 2'q:.になりま す

が、別足E長にj捺)1:ヰ:次先生(31111生)がドンと

ti時えておられ、心強くはありますがある立|沫で

はやりにくい抜純なm造にな っています。

他I也区でもIIiJじ傾向と思いますが、熱LUliで

も歯科医(illi会の執行部に，'iめる|ロl窓会μの';'IIJ合

はかなり大きくな って いま す。

現在は会長、副会長、'，Iif先をはじめ.fiH事とし

ても数人の先生がi，IjJIMされております。

このような表現は他大学1'1'，身の先生)jに失ネし

かもしれませんが、いうなれば地区前科医fl'li会

の活動がそのまま!日l窓会的助とダブる!告が強く、

そのせいという訳で・はありませんが.f.Im!i'1の行

事が事業，11幽として日科的に繰り込みにくいと

いう ~!L':，i，‘はあります 。

ただ逆に歯科医師会では金剛する 'J~ が官!f.しい

ような奇抜な班活動もそれなりにIllIi!u'lがあ り、

むもしろいのではないでし ょ うか。

そういう.{;i:1味でもこれからはれ-ぃ IIII ~I:の先生

)jにどんどん参Illilして引き、 主t:;軟な発泡!をも っ

て熱IJ1I)(:.r~f を充実、づéJJ.ii させていきたいと !ιい

ます。

大北裕一 (16凶生)

~X々中川区班は、 }l1'村班長以下48名を数え、

毎年m加lする同窓生と共に、活発な活動を行っ

ております。

!If{ドは、 10H22 Hに蟹江「尚Je館J Iこで、中

川氏班総会をIJf.Jき、事業報告や今後の運営につ

いて班以州立のな見交換を行い、新 しい役員も

決定されました。この11;'，'は、同Hキに学術講演も

IlfJIWし、名T!I):¥l大学口)J京外科J'.llJ助教般による

イン プラ ントをι1-1心とした最近のトピックスに

ついてのお話しゃ、(柑ツムラによる漢方薬の歯

科における平IJ川について、また拙済会病院の伊

JI.点先生にもi朗l講演いただきました。

一方、 4)19 FIの浜名iNJの釣り会 (写兵)な

ど、班L1の組|出を深めるということでも、種々

の行TJ~ を 計両し実行しています。

また、本{J'.2H 28H に、楠元学合でIl~J催の愛
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知県支部学術排出会では、押村班長が実行委11

長となり、{也 51'，の者も実行委員として参加lし

ていました。

f1.fH数は多くなってきましたが、これからも

(碧南班 〉

神谷博文 (171111生)

まとまりのある|行|窓会中川区班として活動をし 現在許「トjf1_fの人数は16名です。その|人l、開業

ていきたいと思っています。 1抵は12名と愛知県支部の中でも以 も少人数の.fiE

かと辺、われます。少 ない人数での干11.'，';i，は、全l1

のな比がUIl岐に把握でき、まとまり幼い という

西山 昌希 (151百|生)

“足fだより " をfllJか古けという依頼が附いた

11与、こ れは|本|った・Ji.にな ったぞという，也、いが到

の111をかすめました。

.f，IJ N:会の1U;I~. '1~でf也現Eの.fl!極的な班活動 を 1111

いていますが、当地:ではこれと いってお知 らせ

できるようなi丹動は行なっておりません。

犬山はJ也|えの的科医師全体でも401ノ"f'.U~、そ

の1+1で愛知l学院大学歯学部の同窓生は他地|ズに

勤務されている先生を令わせてもやっと22?'，と

少人数です。

したがって通常の迎結等は、地区の歯科医(lIli

会の例会のついでに，l，~.し合 っ たり、個人的に1・E

，~1iや FAX j邑f;]訴zで済ませています。

しかし1t:(.近にな って班μの一部から犬山.f，Ifも

人数もJ抑えたことだし 、そろそろ同窓生だけで

会合を持ったらどうだろうかという戸も 1'1'1るよ

うになりました。

まだHf判I/~ には ，1IÇ. しは進んでいませんが、今

年以・ 1 1 1 には政H~ のな比 を IlH いて fl'J らかの}f~でHi

1Wを始めようかと予定しています。

また、これは(何人的な考え ですが、同窓会の

iMQ}や組長会での報告等で、特に班員に知らせ

たい 'J ~Iti に ついて火山庇の班だよりとして、適

11.¥:文iI?にしてIfEOに配布石しょうかと思っていま

す。

次1111班だよりの依頼が米る頃までにはし っか

りした班iMQJを始めて、又、こヰ日?と-できるもの

と，也っております。

}，1，1，でし ょう。特に先般の「火山選挙」において、

扱助金の徴収は何の問題もなく完了し、全0-

j次で大山先生を応援していく体制がまとまりま

した。 そして、当選の際にはいにこそ .'1'1せませ

んが、全nが愛知学院大学同窓生としてのJ号り

を感じたことでしょう 。我々は、大山先生 を歯

科医師の代表というよりは、愛主11・';::sj'e大学の代

R と 市 に考えていました。 地1X:~(，' l'rj J'olil科医 (:lli会

-101うの 11-1で r12名の同窓生」は、今川の選挙を

より身近!こli主じていたことでし ょう 。 もちろん

このことは、砦南斑に|浪らず1也のI1F.の十号線も同

級だ ったと思います。 が、地区陶科医(:lli会の111

で、 61"1生をごjijnに r12名の同窓生」はまだま

だ行子なのです。 r大品選ぶ」で、やっと愛知1

..;::院大'f:の存在をアヒールできたようにjιわれ

ます。そしてこれから先、新入会oがますます

mえる111で、愛知学院大学の勢力がどんどん広

がって いくことが楽しみです。

ただHn:1也なのは、現在少人数のため、村ーに会

合をnたなくても全員の72.Hがまとまり幼いの

ですが、今後政Hlが貯えるに従って、fllJらかの

かたちで斜l織化してい くことが必要にな って く

るで しょう。総会、役t1会守;今まで、の{(，!1Y.iJifに

には)~絃の行 ・れが発足してくるのです。 まあ 、

IIII窓会の班長会で‘近況執17与す る11.¥:のぷ!起には|村

らないでしょうが。今の名ばかりの班長から 、

もっと イn主主Jlのある班長にな っていくことでし

ょう。 そして、 地1)(:歯科医師会においても、愛

知1.';::院大学|日l窓会班長のl/)Mが、さらに_i1i:裂な

ものになることをま!みます。

- 16-
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(西尾幡豆班 〉
浅 間吉治 (131111生)

長いHJltl't例で、I1f1是が代議以、学術を兼ね、

今1111から更に代表幹事の役も引き受ける事とな

り、 りふ支部への出席ごり;は全て一人で行っており

ました。他には空の令)jj[を会員|が細々と聞かっ

ているのが現状でありました。

，jiJ任の庇長より 、fド2-3自の会議に出1Afす

るだけで良いからと Jわれ班長を受けたのであ

りますが、それから直ぐに、 相互扶助システム

の訴が有り、参議院選挙で同窓会挙げての応躍

で峨々の1qJ.w.等と重なり実に14凪も会合にr'1'.I.W

せねばならないとは思いもよりませんでした。

，11:j)己申請豆地区はH、¥=IIJI的に県下でも有数の1CH也

であります。会合に1""市する為には 2時IIJJ以上

-編集後記

も，jiJに診療を切り 1--げねばならず大変でありま

した。

妊の活動は歯科医(:lli会が2つに分かれてい る

ね低調で、、必要に駆られた11.¥=のみ行な ってい る

状態でしたが、久しぶりに会U皆様の協力によ

り、総会を兼ね、新年会を 1月末に開催する'F

ができ、県支部より副会長の中里子先生にも出附

いただき fiH.1共々楽しく 一口を過す~:j: がU'，米ま

し た 。 総会においては以前より懸案の~]ì:I!l も術

治していただき、班の前![iJIも少しずつ活発にな

ると.巴います。

{也妊に比べ同窓生lま3主IJ程度と少く、新人会

Hもとても少ないですが、歯科医師会内ではill

裂なJ也{立を占め る先生も多 く 、文、械々な分~f

で頑張ってみえる先生も多数いら っしゃいます。

今後共班員の皆織の協力により班活動を・歩

・~主充実していける峨お願申し上げます。

任Jt)JlIJc後の会幸IAとなりました。会L1の怖械に読んで明けるよ うな紙面 を

同指 して 5記局一同努力し てきましたが、いかがでし たでし ょうか?

同窓会的1のをより皆様方に理解してmくための会報ですが、 ページ数が少

ないためか、すぐ、ごみ箱行きの述命にある ことが多いようです。写真を

多くしたりして目立つよう努力しではおりますが、年 31日l発行のため、忙

しいことをII実に、なかなかjd、ったような誌面作りができませんでした。

各局の活iWJ状況、 r.EH.だより J r恒|生だより 」等により 、会μの皆械の活品i

を実uってmき、 「今大学でふは」のコ ーナーでは、在学していた凶との追い

を感 じて明き 、学術のコーナーでは、 トレンドの技術を紺介し、導入を検

討-してmく参考にな ったかとjぷいます。これから同窓会会L1も地 える一方

で、また幽科併で活XMし、 「あいつがこんなことやっている」何ていうこ

とも，."，てくると忠います。 これからも会報 を愛読下さ って同窓会理解の一

助としてなlければ幸いです。 原制締叫J!:j"lj~が極端に恒く 、!京;fi':，j依頼の先生

方にはご迷惑をおかけしましたことをお花び致しまして編集後記とさせて

頂きます。 ありがとうございました。

巧-
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