
愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

第 63 口一勺

平成11年3月

地区学術講演会平成11年 1月17日(日)楠元学舎第一講義室講師 丸山剛郎先生

同窓会のさらなる充実 副支部長加藤直彦

春日麦の候 同窓生の皆様には、ますますご健勝のことと存じ上げます。

平素は、同窓会活動にご理解・ご協力項き誠にありがとうございます。

愛知県支部同窓生は2，417名と大所帯となり、同窓会活動も多義に渡り益々

充実していくところであります。これもひとえに、会員ひとりひとりのご支

援の賜と感謝申し上げるしだいでございます。

思い起こせは昭和51年の創設、高度経済成長からバブル経済の絶項期。そ

してノfブル崩壊と社会が冷え込み、未曾有の経済危機の中からいまだ脱出す

ることが出来ない現実があります。我々歯科界を取り巻く環境も例外ではな

く、厳しい現状にさらされております。愛知県支部はこのような環境の中で

産声を上げ、すでに 4半世紀を目前に迎えようとしております。

世の移り変わりと共に同窓会自身も、創設期、成長期と続き、現在ある種の転換期に差し掛かっ

ている時期であると思われます。

この大切な時期だからこそより多くの皆様万のご意見を項き、確かな方向に向かっていきたいも

のであります。

20数年の流れの中で各班でご活躍項し、た皆様方本当にありがとうござし、ます。

時に、つばを飛ばしながら拳をあげて激論を交した事、時間を忘れて夜遅く迄ひざを交えての議

論、疲れ果て酒を酌み交わし明日の愛知学院に酔ったこと、そのひとりひとりが今日の同窓会を築

き上げ、そのご尽力に感謝申し kげるしだいであります。

X、今後同窓会を支えて項ける若い同窓生の皆様方には、同窓会だから出来る温かさ・優しさを

感じて項き、よき相談相手であり常に皆様方を守り続けている同窓会に、これからもご理解・ご協

力項きたいと思います。

同窓会を築き上げてきたシングル回生の先生Jiのリーダーシップ・熱い思い・温かさと優しさ、 10回

生代のシンクタンク的な実動部隊、さらには20同生代の次期幹部候補正Eとなる先生方の勉強・修行の

場、 30同生代のよさ相談相手として、同窓会が賞重なる活動の場でありつつ、けたし、と思っております。

このような全会員の総意による同窓会づくり。その為には皆様方に、ご理解ご協力をいただくこ

と、よりよい愛知学院同窓会を育てる原動力となって項くことを重ねてお原品、申し上げます。
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。同窓会愛知県支部選挙管理委員会報告く〉

次期執行部の支部長並びに監事の決定につきましては、ハガキで会員諸氏にはすでにお知らせ致

しました。「会報」にて再度お知らせ致します。

選挙管理委員会の運営に当たって、皆様の暖かいご指導を賜ったことを心から感謝し、今後益々

我々の同窓会が発展することを祈りながら報告とさせて項きます。

愛知県支部選挙管理委員会

冨田力夫(3回生)

伊藤正彦(4回生)

下郷昇 (12園生)

同窓会愛知県支部 丘三 =;:::. A 
選挙管理委員会口刀 ミ 47-子

平成11年 2月2日

愛知学院大学歯学部同窓会

愛知県支部選挙管理委員会

支部長・監事の決定について

現執行部の任期満了に伴う、支部長及び監事の選挙についての告示をした結果支部長

加藤直彦(5回生)、監事佐藤弘喜(1回生)、梶原忠嘉(3回生)の立候補があ

りました。支部選挙規約第11条 4に従い、

1.支部長 加藤直彦(5回生)

1.監事 佐藤弘喜(1回生)

梶原忠嘉(3回生)

として、次期愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部の、支部長並びに監事として決定した

ことを告示します。

以上

(お知らせ〉・・・圃聞・・・・・・・・・....

第包囲代議員会・第四固定期総会

-日時:平成11年 4月18日(日) 代議員会午後2時~

定期総会代議員会終了後~

.場所:日進学院会館ホール

つμ
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各局活動状況

く亙二宮〉
マ第9回愛知県歯学問窓会懇話会

日 時:平成叩年叩月31日(土曜日)

午後 7 時~9 時

場所:ロイヤルホテル弁天閣

御来賓に愛知県歯科医師会会長である宮下和

人先生、並ぴに県歯専務理事の坂井 剛先生の

御臨席を賜わり、恒例となりました表記懇話会

を、本年も本会が幹事校となり、上記日程にて開

催いたしました。今回から岩手医科大学歯学部

同窓会愛知県支部が新たに加わり、参加校数19

校、参加者総勢78名と昨年を大幅に上回る規模

での開催となりました。

平成 2年、愛知県内に支部組織を有する各歯

科大学、歯学部の同窓会校友会14校が一同に会

することにより、相互の親睦と理解を深めるこ

とを目的として始まったこの懇話会も、近年、

各大学とも卒業生の増加に伴い都道府県別に支

部組織を持つ大学が増えたことからか、第 6回

(平成 7年)には大阪大学歯学部、第 7回(平

成 8年)には広島大学歯学部、第 8回(平成 9

年)には長崎大学歯学部と福岡歯科大学、そし

て今年より岩手医科大学歯学部と、ここ数年こ

の会への参加校が増えてきております。このこ

とからも、本懇話会が持つ意義、また重要性は

もとより、他大学が如何にこの会の存在価値を

高く評価していただいているかを、伺うことが

できるかと思います。

今後、この会が更に充実したものとなるよう、

渉外一同、がんばりたいと思います。

く重重量コ
新入会員説明会

日時:平成11年 1 月 12 日(必 15:15~

場所:楠元図書館 4階大教室

平成10年度卒業予定者 (33回生)に対する同
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窓会入会案内の説明会が行われました。当支部

より佐藤支部長、三輪常務(組織局担当)が出

席し、愛知県支部の現状・事業内容等について

説明を行いました。

く要璽貢コ
平成10年度愛知県支部学術講演会

天白班寺尾牧 (21回生)

平成10年12月6日(日)に、平成10年度愛知県支

部学術講演会が楠元学舎にて、約100名の出席者

を集めて行われました。

本年度l点、歯科診療と全身疾患グをテーマに、

愛知学院大学歯学部内科学講座教授仁木厚先

生と、愛知医科大学附属病院 麻酔・救急医学講

座講師渡辺博先生にご講演いただきました。

仁木先生には全身疾患を内科的立場からみ

て、心疾患、ショック、糖尿病など診療中に容

態の急変をきたす疾患や、歯科医師・患者間で

感染をおこす肝炎など歯科診療上注意するべき

ことについて、また、渡辺先生には麻酔・救急

医学的立場から糖尿病や高血圧患者の歯科診療

上の注意や、集中治療管理を必要とした症例な

どのおE古をいただきました。

講演終了後、出席された先生方から色々な質

問がなされ、非常に盛況な講演会でした。



〔平成11年 3月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 63号〕

地区学術講演会

西区斑伊藤郁宏 (13同生)

平成10年度愛知学院同窓会愛知県支部の地区

学術講演会が1月17日(日)楠元学舎にて開催され、

当日は寒い中 120余名の同窓生が集まりました。

今回は、大阪大学歯学部補澱学教授丸山剛郎

先生をお招きし、「暁合と全身のかかわり~臨床

生理岐合に立脚して -J と題しご講演を賜りま

した。先生は10年以上前から、それまで常識と

されてきた暁合理論の多くが習慣的岨時運動を

無視していることを指摘し、独自に、臨床生理

日交合論グを提唱されてきました。今、医療現場

では西洋医学的な細分化によって、どの科から

も相手にされない、いわゆる、不定愁訴かとい

う診断を下された多くの患者がその狭間に取り

残されています。肩こり、頭痛、めまいに始ま

り、立てない、歩けないなど生活に支障がある

入、「唾液がじゃーじゃー出る」と言い続けて周

りから精神障害を疑われている人、健康に自信

を失い自ら死を選ぼうとしている人一.2年前ぐ

らいから、そんな主訴を持って来院される患者

さんが急増している、と丸山先生は今回の講演

の中で話されています。顎口腔系を機能的に捉

えるこの理論は、限界運動軌跡と岨時時の運動

パターンが異なることを示し、習慣性開閉口経

路及びそれにかかる時間などから異常運動を分

析します。そもそも三次元的な顎運動を把握す

ることは極めて難解ですが、シロナソアナライ

ジングシステムなどのコンビュータ顎運動記録
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装置や、 MRI、セフアロや顎関節などのX-Ray、

模型診断を有効に用いることにより正確で、明解

な診断を得ています。最近は発語領域からの顎

偏位診断、 TM式ノfイトスティクによる正常顎

位への誘導及び、アップライトキネシオロジーに

よる検証、マスティキュレーター(丸山先生考

案の岐合器)への岐合の再現とリシェーピング、

マンディブラーポジショニングアフ。ライアンス

装着による全身症状の改善、三軸矯正法など、

東洋医学的療法も柔軟に取り入れながら、臨床

に直結したデータの蓄積と共に日々熟成を重ね

ておられます。今回の講演の題目であるリ交合

と全身の健康との関わりグも、最近の歯科界内

外のトレンドですが、丸山先生ほど実際に多く

の臨床経験を積み、正確なデータに基づいて実

践されている方は少ないと思います。今後は、

正常顎位の診断をより進めて、長期にわたって

その位置を維持できるような方法が、補様、矯

正、外科を包括する形で完成されるでしょう。

カリエス、ペリオの時代は終わり、これからは

全身の健康を見据えた岐合理論が必要となりま

す。冒頭で述べたような患者さんはいくらでも

います。まさに歯科界の将来はパラ色です。丸

山先生のそんな発言に、私たち歯科医師の任務

の重さを痛感しました。今屈の講演は、分かり

やすいスライドと親しみやすい話振り、さらに

顎位誘導のテボモを含めてあっという聞に 3時間

が流れ、大変有意義な講演会でありました。
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支部学術実習研修会

学術局理事鈴木誠一郎

「平成10年度 実習を伴う学術研修会」が下

記の様に行われました。

。日 時:平成11年 1月31日(日)

AM 10:00-PM 4:30 

。開催場所:愛知学院大学歯学部基礎教育研

究棟、 3階保存系実習室ならぴ

に示説室

。総合テーマ:オールセラミックス (OCC)の

臨床

。研修内容

A.講義:AM 10:00-12:00 

'OCCの臨床応用とその注意点J

B.実習:PM 1: 00 -4 : 30 

1 )インレーの嵩渦形成

2 )クラウンの支台歯形成

3) OCCの装着

。講義担当:伊藤裕教授

。示説、実習担当:愛知学院大学歯学部歯科補

綴学第三講座の先生方

今回の学術研修会の出席者は26名(4名欠席)

でした。研修会の控え室である第 2会議室にて、

研修会に先立ち、同窓会愛知県支部支部長佐藤

弘喜先生による挨拶があり、歯科医師の受給問

題、歯科大学・大学歯学部の学生定員について

触れられました。この後、学術局亀井俊雄常務

より研修会のタイムスケジュールの説明があり

ました。

場所を補綴示説室に変え、伊藤裕教授より本

日の研修会のスタッフの紹介の後、 OCCの講義

がなされました。キャスタブルセラミックスの

臨床における今日までの経緯、理工学的性質、

問題点、予後を具くするためには何が重要で、あ

るかなど、事細かに 2時間程講義されました。

昼食休憩をはさんで、午後 1時より場所を保

存系実習室に変えて、荒木章純助教授によるイ

ンレー寵j同形成のデモならびに講義、村上弘講

師によるフルキャストクラウンの支台歯形成の

テモならびに講義が、わかりやすく、丁寧に行
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われました。

場所を補綴示説室に変え、阿部俊之講師によ

る、 OCCの接着の講義が行われました。 OCCの

予後を具くするためには、いかに接着が重要で

あるか、接着セメントにはどのような種類があ

るか、接着前の処理としてはどのような事をす

るかなど、重要な事を講義されました。

場所を保存系実習室に変え、先程修得した、

インレー嵩洞形成、フルキャストクラウンの支台

歯形成、 OCCの接着の実習を行いました。実習

終了後、活発な質疑応答がなされ、今回の研修

会を終了致しました。明日からの診療に役立つ有

意義な研修会となった事を確信致しております。

最後に、今回の研修会に絶大なる御協力を項

きました、歯科補級学第三講座の先生方ならび

に、オリンパス工学の方に感謝致します。

く璽亙重二〕
平素より厚生福祉局の活動に、ご協力とご理

解を賜わりありがとうございます。

新年度をむかえ、会員相互の親睦と会員及び、

家族、従業員のみなさまに、より充実した厚生

の機会を提供できますよう、新局員一致団結し

て事業をすすめてまいりますのでよろしくお願

いいたします。

尚、平成11年度事業としまして、野球観戦、

サーカス、味覚狩りの計画を練っております。

そして更にもう一つみなさまのご要望に基づい

た事業を開催することとします。ぜひ事務局の

方にご希望をお寄せくださし、。
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[平成10年度弔意報告] く室戸垂コ平成10年

10.13 11回生金森 清君(知多) ご尊父逝去 平素は同窓会活動にご協力いただき、誠にあ

10.19 20回生 日比野和人君(西区) ご母堂逝去 りがとうございます。さて、平成11年 1月末ま

10.22 1回生森田 仁君(メIJ 谷) ご母堂逝去 での会費納入金額は、 19，944，000円となり、今

10.30 11回生近藤光治君(港区) ご尊父逝去 年も前年度を下回る納入状況です。このままで

11. 3 12回生秋田 久美さん(瑞穂区)ご本人逝去 は、会の運営に大変支障をきたしますので、ま

1l. 4 18回生竹内英視君(半田) ご母堂逝去 だ納入されていない先生は、ぜひご協力いただ

11.11 4回生小川 洋君(西区) ご本人逝去 きますよう宜しくお願い申し上げます。

1l. 23 8回生飯嶋英文君(知多) ご母堂逝去

11.24 4回生石田孝雄君(西区) ご母堂逝去 〔会費納入について〕

11.24 教養部(化学)教授千野光芳先生 ご本人逝去 1.念書による方法

11.25 15回生横井茂昭君(春日井) ご尊父逝去 -愛知県歯科医師会に入会している先生に限り

11.29 15回生貝沼 恵子さん(中川区)ご母堂逝去 ます。

12. 4 9回生河永徹裕君(知多) ご母堂逝去 -毎年6月に県歯より自動引き落とし致します。

12. 7 8回生鈴木治生君(中川区) ご母堂逝去 明細書は、県歯より送られる自動引き落とし

12.19 10回生福安 満君(愛豊) ご尊父逝去 用紙に記載されます。

12.21 29回生清水幹雄君(尾北) ご尊父逝去 -同窓会愛知県支部として12，000円の引き落と

12.23 3回生西川一成君(港区) ご尊父逝去 しとなります。

12.28 17回生加藤道哉君(港区) ご尊父逝去 2.セン卜ラルファイナンスによる方法

平成11年 . 1. 以外の先生で、特定の銀行で引き落とし

1 . 1 16回生大塚敏雄君(南区) ご尊父逝去 ができる先生に限ります。

1 .15 20回生坂田篤信君(愛豊) ご尊父逝去 -開業していて、県歯に入会していない先生や

1 .16 6回生鈴木正一君(南区) ご母堂進去 勤務医の先生方向きです。

1 .20 15回生山下喜生君(北区) ご母堂逝去 -毎年 7月にセントラルファイナンスにより

1 .29 6回生蛭川六花君(豊田) ご尊父逝去 12，000円引き落とし。

謹んで、ご冥福をお祈り申し上げます。 3.銀行振り込みによる方法

-愛知県支部より振り込み用紙が郵送されます。

※お願い それを各銀行にて12，000円振り込んで、いただ

愛知県支部では、規約に基づき供花を出して く方法です。

おります。(本部・支部で一対)お手数ですが、

弔意の際には事務局迄ご連絡をお願いします。 振り込みによる方法は、手数料や郵送料、そ

同窓会愛知県支部事務局...... れにもまして先生方がご自分で銀行振り込みを

TEL. FAX052-763-2182 しなけれはならない煩雑さが伴います。

尚、休日で事務局に連絡不可能な時は、直接 その点、念書による自動引き落としは子聞い

花屋さんにお願いします。 らずで時間もかからず、非常に便利かと思いま

花松(はなしょう)・…..TEL. FAX052-832-8446 す。一度、ご一考いただきご協力のほど宜しく

お願い申し上げます。

6 



〔平成11年3月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 63号〕

平成10年度
会費納入率・念書セントラル回収率 く重言亙コ

班名 会員数 会入者費納数 % 

千種区 76 48 63 

名東区 73 57 78 

東 区 41 31 76 

北 区 68 50 74 

守山旭 86 55 64 

西 区 61 50 82 

中村区 101 58 57 

中 区 135 60 44 

港 区 43 30 70 

昭和区 69 29 42 

天白区 60 42 70 

瑞穂区 52 31 60 

熱田区 36 24 67 

中川区 70 55 79 

南 区 47 35 75 

緑 区 63 41 65 

一 宮 97 67 69 

瀬 戸 69 38 55 

半 回 70 56 80 

春日井 97 71 73 

i章 島 26 18 69 

牧 45 22 49 

尾 ~t 61 42 69 

犬 山 25 21 84 

西春日井 50 39 78 

知 多 101 75 74 

海 部 59 40 68 

中 烏 58 45 78 

愛 5臣1茸 69 47 68 

豊橋渥美 94 69 73 

岡 崎 122 74 61 
五韮五量 }II 69 56 81 

生日 立 13 10 77 

安 城 43 30 70 

メリ 小'口一 39 32 82 

存王三自F 南 21 9 I 43 

西尾幡豆 31 24 77 

豊 回 118 81 69 

ム口、 計 2.458 1.662 68 

平成11年 1月末日現在
やっと仕事に慣れてきたと思ったら、佐藤新

執行部最期の会報となってしまいました。支部

と会員の皆様をつなぐパイプとなるよう心がけ

てきましたが、その役割が果たせたかどうか反

省しなければいけないと思っています。会員数

2417名の大所帯となると、地区や年代の差など

で一つにまとまるのは非常にむつかしいと思い

ますが、同窓会愛知県支部でいま何をやってい

るのか、何を考えているのかを少しでも会員の

先生方に知っていただけるように反省したこと

を次期の書記局の先生に伝えて、パトンタッチ

したいと思います。

今，じρ、主Eヨ主
セン卜
ラノレ

29 3 

46 。
25 。
40 

44 l 

44 I 

36 2 

34 2 

23 

10 3 

19 l 

17 I 

21 2 

48 1 

30 3 

25 3 

54 3 

26 

42 2 

48 11 

13 。
15 。
27 l 

18 。
28 5 

56 9 

21 

39 1 

28 l 

47 4 

50 4 

38 5 

7 。
24 。
25 4 

6 。
16 。
44 15 

1.163 92 

% 

42 

63 

61 

60 

52 

74 

38 

27 

56 

19 

33 

35 

64 

70 

70 

44 

59 

39 

63 

61 

50 

33 

46 

72 

66 

64 

37 

69 

42 

54 

44 

62 

54 

56 

74 

29 

52 

50 

52 

-毎月の役員会の開催、資料の作成、議事録の

作成

・「役員会だより」の作成と各班長への発送

.会報の発刊

・書記局会議の開催

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部のホー

ムページ試作版、開設しました。

愛知学幌大理学歯学部同窓会愛知嬢支部

オt-ムベ}ジアドレス

(綿織限定版、試作奴}

http://www.geocities‘com/Tokyo 

!Gulf!1374/ 

First Password……aichl (半魚小文字)

Second Password…gakuin{浮魚小文字〉
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〔平成11年 3月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 63号〕

。村村同窓会愛知県支部新年会材料⑮

平成11年 1月20日制役員会終了後、午後 6時

よりロイヤルホテル弁天閣に於いて支部新年会

が開催されました。例年新年会は役員だけで行

われていましたが、今回は役員だけでなく、愛

知県支部が日頃お世話になっている先生方をお

招きしてはどうか、という意見が出されたため、

小出学長、長谷川歯学部長、中村教授、本部か

ら三輪会長、井上専務、技朋会愛知県支部支部

長古畑中去をお迎えしておこなわれました。

小出学長から歯科医師受給問題で歯学部入学

定員の削減、国家試験、卒後研修、歯科医師の定

年制度等最新の情報をおさきすることができま

した。また卒業者の子弟の歯学部入学は、倍率

がかなり高くなっており全員が入れる状況では

ないそうです。長谷川歯学部長、中村病院長には

末盛の病院工事の進行状況や、診療室の配置な

どをお話ししていただきました。三輪本部会長

からは西塚名誉教授や永井名誉教授はお元気で、

お過ごしとの近況を教えていただきました。ま

た顧問として岡本善博市会議員と、国会の会期

中にもかかわらず吉田幸弘衆議院議員にも出席

していただきたいへん有意義な会になりました。

吟~4>サ~4>えや吟oサo寸oサ~4><母。吟。ぺ。→~4>4>oS~味。味。ペo寸ο吟。→。サ。
斗~4>サ~4>斗o吟~4>4>味。吟~4>味~4>寸o吟o味。

各委員
A
Q

玄 幸康 ~ 
~ 

一会一
一員一

↑委一

f
k
↑策一

一

.
4
u
d

一-x↑
 

一局一
一時一
下記の如く平成10年度時局対策委員会が開催

されました。時節柄、地区の新年会と重なり、

6名の委員が欠席され14名の委員の出席にて行

なわれました。今回は佐藤弘喜支部長が来会さ

h(l)、(2)の諮問事項の主旨説明をされました。

(1)の事項に関しては、 4月11日の投票日にいよ

いよ 3ヶ月足らずとなり中川班の岡田由美委員

より詳細な現状報告がなされ、前回もお世話に

なりましたが、今回も同窓会全会員に対し、前

回以上のご支援・ご協力をお願いし必勝を期す

ことを再確認致しました。

記

日時:平成11年 1月16日(土) P.M.6:30-

場所:中区栄「円庄」

一一次第一一

1.開会の辞

2. 委員長挨拶

3.協i義

1 )岡本よしひろ支援に関して

2 )吉田幸弘支援に関して

3 )そのf也

4. その他

5. 閉会の辞

- 8 ← 



〔、f成11年 3月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 63サ〕

(歯科医療問題研究委一員会〉
歯科医療問題研究会は、 21世紀に向かう激流

と、日本がどう乗り切ってゆくのか。そして、

その中で生きる我々はどのような方向性で医

療・福祉を考えていくべきなのか、とし寸遠大

なテーマで、活動してまいりました。

そして、 2年間に渡る活動で得た情報を基に、

委員全員で意見書を兼ねた報告書を作成中で

す。

[第 1回委員会】

日時:平成10年 6月14日(日)午前10:00-

場所:岡崎歯科医師会館

講師:内堀典保先生

演題:医療保険制度の今後の動向

[第2回委員会】

日 時:平成10年 9月27日(日)午後 2:00-

場所:愛知学院大学歯学部

楠元学合第 2会議室

講師:坂井剛先生

演題:21世紀の歯科医療の対応

[第3田委員会]

日時:平成10年12月6日(日)午後 6:00-

場所:かっぱ園菜館

内 容:報告書作成に関して

{第4回委員会1
日 時:平成11年 2月7日(日)午後 3:00-

場所:愛知学院大学歯学部

楠 元学舎第 3会議室

内容:報告書作成

【第5回委員会1
日時:未定

場 所 : 未 定

講師:大島慶久先生(予定)

演題:時局講習会

これからの歯科界の展望

9 

(会誌編集委員会〕

昨年12月に皆様方のおかげで、無事会誌10号

を発行することができました。ありがとうござ

いました。

別紙アンケートは19件の回答(回収率 1%弱)

がありました。貴重なご意見として次回の参考

にさせていただきます。 2月24日に最後の編集

委員会を行ない、アンケー卜の分析や、これま

での各編集段階での問題点の洗い出しを行な

い、次回につなげたいと思います。会誌11号に

おいても変らぬご支援、ご協力を賜るようお願

い申し上げます。

く> 0 0 く〉く〉

(相互扶助システム委員会〉

「平成10年度の愛知県支部相互扶助システム

委員と口腔外科学第 2講座との合同懇親会」を

ド記のように開催しました。システム委員 7名、

また ~J腔外科第 2 講座より河合教授以下27名の

先生方に参加していただきました。平成 3年に

このシステムをスター卜することができたの

も、また、これまで運営してこられたのも河合

教授のおかげですがその教授も今度退官されま

す。委員会としてもこれまで教授に頼りきって

きただけに今後のことが大変心配だ、ったのです

が、この懇親会の場で教授から「システム委員

会に対する私の考えは医局の全員の先生に骨の

髄まで伝えであるから心配は要らない。」との言

葉をいただき、また夏目助教授はじめ医局の先

生方からも協力をするという力強いお言葉をい

ただきました。現在加入している会員の方も、

また、加入を検討中の先生方もご安心くださしミ。

日時:平成10年12月3日(木)

場所:八事「神戸屋」



〔平成11年3月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 63Jiま〕

「一一一 役員会議事録

1平成10年度第6回愛知県支部役員会 平成10年度第8回愛知県支部役員会

日 時:平成10年11月4日(水曜日) 午後 7: 45-

場所:楠元学舎第 2会議室

l 開会の訴

2 氏名点呼

3 支部長挨拶

4 幸匝 告

1 )本音li

2 )専務

3 )各局・委員会

4 )その他

5.審議事頁

1 )第 2回班長会日程の件 (組織局)

2 )第22回代議員会、第23fol定期総会日程の件

(書記局)

6 .協議事頁

1 )愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部ホーム

ページ開設の件 (専務・書記局)

2 )新年会の件 (厚生局)

7 その他

8 監事所見

9. 1調会の辞

平成10年度第7田愛知県支部役員会

日 時:平成10年12月2日(水曜日)午後 7: 45-

場所:楠元学舎第 2会議室

1. 開会の辞

2 .氏名点呼

3 支部長挨拶

4 報

1 )本

昼ょ
仁ヨ

吉日

2 )専務

3 )各局・委員会

4 )その他

5.審議事項

1 )第 2凶班長会の件

2 )学術助成金の件

6.協議事項

1 )マスコミとの交流の件

2 )平成11年度予算案の件

7 その他

8.監事所見

9. 閉会の辞

(組手哉局)

(学術局)

(渉外)

(会計局)

日時 :平成11年 l月20日(水曜日)

午後 5 : 00-役員会午後 6 : 00-新年会

場所:ロイヤルホテル弁天閣

1. 閉会の辞

2 .氏名点呼

3 .支部長挨拶

4 報 えと
口

1 )本部

2 )専務

3 )各局・委員会

4 )その他

5 .審議事項

1) "7スコミとの交流の件

2 )平成11年度予算案の件

6 協議事頁

1 )斑会・班活動の活性化の何

7 .その他

8.監事所見

9 .閉会の辞

平成10年度第9回愛知県支部役員会

(i歩外)

(会計局)

日 時:平成11年 2月3日(水曜日) 午後 7: 45-

場 所 ・ 楠 元 学 舎 第 2会議室

1.開会の辞

2.氏名点呼

3. 支部長挨拶

4 .報

1 )本

2 )専

とと
仁コ

部

務

3 )各局・委員会

4 )選挙管理委員会

5 )その他

5 .審議事項

1 ) 十三校会の件 (i歩外)

2 )第22団代議員会・第23固定期総会のi4二

3 )インターネットの{牛

6.協議事項

7 .その f也

8.監事所見

9.閉会の辞

(書記局)

(委員会)

- 10 ー
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歯科診療と全身疾患

同じタイトルでの講演や文献は今迄に数多く

聞き且つ読まれていると思われるので、ここで

は、ここ数年間の日本医師会雑誌に取り上げら

れた臨床医学分野でのトピックの中で、歯科診

療に関係のありそうな項目を選んで、話した。そ

れらの項目を、 (1)歯科診療中に突発する病変、

(2)有病者の歯科診療、 (3)医療従事者と患者の聞

の感染症、に分けて述べた。

(1)については、数年前わが国でかなり大規模

な統計が報告された。それによると、いわゆる

偶発症が起るのは局麻注入中、および、その直後

に発症することが圧倒的に多く、そのほとんど

は不安、恐怖、痔痛に対する神経性の反応によ

るものである。 i追って多くはショック{本位:、西支

素吸入などで治しうるが、これらの処置が逆効

果となるものについて述べた。最近アメリカで

報告された事故死の原因の統計によると、高齢

者では転倒が原因となることが圧倒的に多い。

歯科診療の場では起立性低血圧に注意を要する

ことを示唆する。高血圧の治療を受けている高

齢者に起こりやすく、前兆なく突発する点に特

徴がある。また、わが国と米国との歯干判局発症

の統計にみられる際立つた差は、低血糖発作の

頻度で、今後わが国で、も頻度が増大することが

予想される。これは高血糖とは異なり、歯科現

場で対応しうるし、また対応すべきものである

ことを強調した。

(2)について、一般住民で頻度が高いのは循環

器疾患であり、約半数がこれに当る。中でも多

いのは高血圧症である。一般の歯科診療所では

どの程度の高血圧患者を扱うことができるか、

またエビネフリン添加局麻剤使用量に関するい

くつかの見解を紹介した。血圧の値のみでなく、

愛知学院大学歯学部内科学講座

教授仁木 厚

心や腎の合併症の有無に十分注意を払うべきこ

とを強調した。今後増加することが予想される

腎透析患者等についての注意点にも触れた。

高齢者社会との関連については、ボケ防止に

対する口腔ケアの重要性が医科分野でも注目さ

れていることを紹介した。また在宅医療によっ

て起りやすいと考えられる燕下性肺炎(高齢者

肺炎のほとんどはこれによる)の難治性や予防

子段について述べた。

(3)の中で、職業感染症ともいうべき血液を介

するウイルス感染症については、既に多くのこ

とが語られているので、概観するにとどめた。

B、C型肝炎やエイズなどがこれに当るが、 C

型肝炎に対するインターフエロン療法の最近の

評価について述べた。また話題となったG型肝

炎ウイルスにつき、臨床的意義と疫学的問題点

についてふれた。

新興感染症と再興感染症の概念と動向につい

て延べ、特に後者に属する結核のわが国におけ

る動向に注目すべきことを述べた。また一般の

感染症としてはインフルエンザを取り上げ、流

行や症状の特徴、およびワクチンの有効性につ

いての最近の知見と見解を述べた。

最後に、日本医師会雑誌が第113巻11号にいた

って初めて、プライマリー・ケアのための歯科

の知識グという特集を組んだことを紹介した。

2つの分野が境界領域の争奮戦に終ることな

く、真の協調関係が生まれることが望まれる。

1
i
 

1
よ



〔エf'一成11年 3 月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 63号〕

歯科領域における全身に影響を
及ぼす疾患

歯科口腔外科領域で重篤な影響を及ぼす全身

性疾患を麻酔・救急医学の立場から考える場合、

次の三点に注意をしなければならない。①基礎

疾患を有する患者。②歯科口腔外科外来のみで

対処が困難な患者。③集中治療室 (ICU)での管

理を考慮しなければならない患者などがある。

我々の施設では、子術前に問題症例に対して

は、依頼遣を麻酔科に提出してもらい、十j¥J前検

討を行った上で手術を施行している。この依頼

筆の歯科口腔外科領域での三年間分析では、中

心静脈確保依頼が最も多く、ついで術後のICU

管理依頼であった。これは、年々増加する上顎、

下顎、舌腫蕩に対する手術管理の影響と考えら

れる。また、患者自身の基礎疾患では、糖尿病、

高血圧の術前管理が多くその他局所麻酔剤が使

用しにくい(アナフィラキシ一反応を有する)

患者の依頼などがある。これら疾患につき診療

上の注意点を考察する。

糖尿病:インスリンの分泌異常により血糖値

が上昇し、長期的には各種臓器障害をきたす疾

愛知医科大学麻酔・救急医学教室

講師渡辺 博

息。検査所見上血糖値が80-150mg/ dlを越えた

り、一日尿糖10g/dl以上で、は他の合併症の有無

に気をつけなければならない。また、血糖降下

剤やインシュリンを治療として用いている場

合、月、年単位で、の鹿糖コントロールをみるた

めHbAlc(6 -7 %)をチェックし、心電図や

眼底、胸部レントゲン、腎機能などを調べた上

で診察、治療を行う方が安全である。

高血圧:糖尿病患者の多くはこれを合併して

いることが多い。高血圧症の病態は図 Iに示す。

安全な診療を行うためには、収縮期血圧が160mm

Hg以ド、拡張期血圧が95mmHg以下に薬物でコ

ントロールされていなければならない。特に、

心理的、終痛、添加薬物などにより急激に血圧

が上昇すると様々なバランスがくずれ危険とな

る。

アナフィラキシ一反応:この機序は図 2に示

す。 一般歯科でも消毒剤、ラテックス、抗生物

質、局所麻酔剤など患者にとって異種抗原とな

りうるものが存在する。重症な反応であったり

〆tK| 後負荷上昇

心筋酸素需給

急激な血圧上昇 ~、 バランス異常
頻 日灰

4 
心電図異常

c:出 ρ¥l ふ
冠動脈筆縮

心不全
心筋虚血

図 1 高血圧疲の病態
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圧血1E: 

疹発

赤発

アナフィラキシ一反応(ショック)図 2

凝固機能

血小板抑制

1.心筋梗塞

ワーファリン

小児用バッファリン

2.神経疾患

三環系抗うつ薬

処理が遅れると不幸な転帰とな

るため、医師、歯科医e とも日常

行っている行為にもピットホー

ルがあることを認識すべきであ

る。

その他各種疾患を有する患者

において、主な注意点や気をつ

ける薬剤は、図 3に示す。

今回の講演を行って歯科麻酔

あるいは歯科診療の問題点をあ

らためて考えさせられました。

講演後の質問などにより、 1) 

局所麻酔剤中のエビネプリン添

加について。 2)一般歯科医が

救急車を呼ぶことについて。 3) 

歯科医が心電図や血圧など患者

に装着したり、判読することについて。 4)在

宅歯科診療での問題点について。など私個人で

3.透析患者

4.肺気腫， 日品息患者

徐脈

エビネフリンと局所麻酔で

血圧低下，不整脈。

血圧，電解質に注意

各種薬剤により哨息誘発。

鎮静によりまたは仰臥位で

高炭酸7ゲス血症。

血小板低下，凝固機能異常

出血，意識障害。

肝硬変5 

各種疾患における問題点と注意

は解決のつかないことが多くさらなる努力が必

要であることを感じました。

つd
t

，i 

図 3
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参議院議員大島慶久

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部の諸先生方並ぴにご家族の

皆様方におかれましては、ご健勝にてご活躍のこととお慶び、申し上

げます。日頃は私の政治活動に際しましてはご苦労をお掛けし、たし

ておりますことに心より感謝申し上げます。

今年は知事選に始まり地方統一選挙が行われる年となります。同

窓会の諸先生方には各選挙区の自民党公認又は推薦候補者への格段

のご配慮をお願い申し上げます。また、我々の愛知県支部において

は加藤直彦支部長のもと新執行部がスタートすることになりますが、

会員の皆様方には会務にご協力ご理解をよろしくお願い申し上げま

す。

現在、歯科医師界を取り巻く環境は大変厳しい状況にあるなかで、

医療制度が少しずつ見直され始めています。 2000年を目指す医療制

度改革の基本的な考え方は、①皆保険制度の維持、②適切な医療提

供、③行財政構造改革の一翼を担うものとする。

医療提供制度の改革においては、①患者の大病院集中を改善、②

医療機関の機能分担と連携を進めかかりつけ医機能の重視、③かか

りつけ医機能を担える医師・歯科医師の育成。これは卒前・卒後教

育や研修の充実をはかる、④国民に聞かれた医療の提供→カルテ・

レセブトの開示、インホームドコンセント等。

医療保険制度の改革においては現在老人医療費が全体の1/3を占

め30年後には1/2を占めるのではないかと試算される中で、①高齢

者医療保険制度の創設、これは少子高齢社会において、若年世代の

負担が増大する中で高齢者の社会的経済的状況も踏まえ、今後も低

所得者には配慮しながら高齢者にも相応の負担を求めて行かざるを

えない。こうした状況を踏まえつつ高齢者を対象として疾病の予防、

健康増進から治癒までを含めた独立した保険制度を創設する、②医

療機関・患者・保険者の相互信頼関係の確立、③定額払いと出来高

払いの最善の組合わせを考慮した診療報酬体系の見直し、④薬価制

度の改革等が上げられます。

21世紀の国民の歯科医療に関しては、私の生涯のテーマで、ありま

す。今後も国会活動を通じて歯科医師界発展のためにも努力してま

いりたいと存じます。

最後になりましたが、愛知県支部の益々の発展と会員の皆様のご

活躍、ご健勝を祈念し私の国会報告とさせていただきます。
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名古屋市議会議員岡本 善博

市会活動もお蔭さまで昨年、 12月の定例会で、連続20回目の議会

質問に登壇、更には名古屋市環境水道委員会委員長、公社対策特別

委員会副委員長などの要職に就かせていただき元気に頑張らせてい

ただいています。

これも偏に皆様のご指導によるものと厚く感謝いたしております。

将来に向けての議題は山積みしていますが、「歯科健診の補助者に

ついて」ほか、医療面について最近質問させていただいた主なるも

のを列記させていただきます。

①特別養護老人ホームにおける歯の健康管理とその対策、cz:痴呆

性症高齢者や知的障害者の権利擁護と財産管理及び生活支援システ

ム、③市立大学医学部の講座増設、④名古屋市高齢者医療サービス

事業団訪問看護ステーション増設、⑤地域保健法、⑥市立病院にお

ける麻酔科の充実、⑦訪問看護事業の充実拡充、⑧高齢者生きがい

就業センタ一、⑨在宅サービスセンターの整備、⑬地域でのリハビ

リ教室の開催、。病診連携の推進、⑫保健所のあり方、⑬学校にお

ける歯科保健、⑪介護保険制度における名古屋市高齢者療養サービ

ス事業団の役割及び充実、などです。

次に、来年度の名古屋市の歯科事業予算につきまして、簡単に報

告させていただきます。第 1点は歯科医師の謝礼単価の引き上げで

ございます。指定都市の平均単価を勘案して500円アップし20，900円

になる予定でございます。

第2点は在宅療養支援事業の一環として、歯科訪問治療装置260万

円が計上されました。第 3点は学校歯科保健において、 1・2・3

運動の予算が計上され、 8校実施する予定でございます。

また、来る 4月11日(日)の地方統一選挙に際しましては、私にと

りまして 3期目のむずかしい正念場を迎えさせていただくことにな

ります。是非勝手IJの栄光を勝ち得られますようお願いいたし、併せ

て会員皆様のご健勝とご幸福をお祈りしご挨拶とさせていただきま

す。
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愛院苗愛知大島会だより

日頃は、愛院歯愛知大島会にご理解とご協力を項きまして誠にありがとうございます。 下記の要

項にて愛院歯愛知大島会を開催致しますので、ご案内致します。

卜日 時平成11年 4月18日(日) 午後o: 15~愛院歯愛知大島会幹事会
2.場 所 日進学院会館ホール o : 30~愛院歯愛知大島会代表幹事会・総会

1 : OO~大島慶久先生時局講演会

「相互扶助システム」のご加入のおすすめ

時として病気やケ庁、あるいは思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

ないことがあります。そんな時、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、患者さんにも家族にも迷惑をかけず、安心してご自身の治療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、会員は、いざという時に当委員会を経由

して代診医を派遣してもらう事ができます。(派遣期間は一か月日、内とします。)つまり、

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

る事ができるわけです。

・入会条件
(1) 愛知学院大学|歯学部同窓会愛知県支部正会員のうち、現在、健康で正常に診療に従事

している会員で愛知県内に診療所を開設されていること。

(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補償する保険(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 H ・H ・

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J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企業営業部

担当/神野・栗田 T E L (052) 9 5 3 -3 8 6 2 

-編集後記

小湖内閣の景気振興策の一貫で、地域振興券の配付がはじまりました。 15才以下の子供のいる世

帯と、 65才以上の老人に金券がもらえるそうです。公共事業や銀行にお金を出しても一向に景気が

良くならないので、とうとうお金をばらまいたということでしょうか。これでますます国の借金が

増えた訳です。こんな借金だらけで将来の見えない状況では、老後に備えて貯金しようと考えるの

が当たり前だとおもいます。こんな文句を言っている私ですが、地域振興券の取扱いの子続きはし

っかりとしています。

発行所
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