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節分祭も終り本さの折

ついつい春の，息吹がl~i ち

述しい今 11此頃ですが，

会員諸兄におかれましで

はあ、元気で・ご的制!のこと

とお喜びrl!し上げます.

私共，執行官11の面々も

61年度の予算案作成，又，本年 6rJにおこなう

愛知県支部設立10周年の記念事業の準備にと多

忙を屈めておりますが， 一同元気一杯頑張って

挨 拶

大:mslA 大島慶久

おります.先般の庇長会で，会卸値上げの件に

|剥して各sE長からいろいろのご立見を.n聴いた

しました.10_ff.米守り続けて来た会的の1A'i?eき

を本年はとうとう彼らざるを併ない財政状況と

なり ，健全且つiMJのある同窓会的1VJの運記・の

ために，この紙而をおかりしてごE盟解l切りたい

と作じます.11 t((の品かいご支援，ご協力に新

ためて感謝けlし_I-.げ，会tHn比のごi古8-1rlを吏に

お祈りJj!し上げます

各局活動状況

(渉外 )
0日本大学歯学部同窓会愛知県支部との懇談会

日日キ :昭和60年10月24日(本) 円f7:30-

場所 :ロイヤルホテル弁天間

出席者 ・日本大学歯学部同窓会愛知県支部

伊藤 J)) 横井 繁

安江高恨 吉田 稔

中田文人 加藤能孝

・愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

磯只 il崎彦 安凹 I1多

高木 青年秋 似チ1: 1~行

大lf，f， 九士1¥ 口市 4t1t2・!It、i 

中本 ii'i ill 

-愛知1学院大学術学部同窓会愛知県支部

大 仏 慶 久 下(傑長彦

|坂上 |盗J!lJ 三翰英f!lJ

金 沢 俊 文 鈴木 苦言リj

中品俊tリj 藤井宏次

飯山英文

大島監久 下降長彦 0マスコミとの懇談会ーテレビ愛知

阪上|監則 金沢俊文

中島俊!(!J 棚橋正直

口Hキ:11(4手1160年12月19H (~，) P.¥f 6: 00-

場 所 :蓬来

0日本大学歯学部同窓会愛知県支部主催 「時局 今1"1はテレビ愛知より .llilJ作局報道制作部の

2名の方をおmきして，「報道のあり方と倣科医

療のアヒールについて」と題して，医療問題の

みならず，政治 ・経済，社会問題等に対する，

マスコミにおけるテレビのI限りtJ.1.み方からその

限界， さらには理想論まで大いにな見を交換い

たしました.

講演会」 を共催致しました。

日時 :f昭和60~.10月 27 日(印 刷 12:00-

場所 :東山会館

講師 :健保連企画部次長石本忠義

演1m:r日本の医療貨のゆくえ」

0大阪歯科大学同窓会愛知県支部との懇談会

日時 :f昭和160年11月14日(木) 円f7:00-

.tJ1¥所ー:ロイヤルホテル弁ヲミ|品j

出席者 ・大阪歯科大学問窓会愛知県支部

話川武夫 加藤英世
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(組 織 局)
1 )班会の報告

昭和60f手度 昭和61年

11日7n 北区.fiE 1月30日 同区*-

11月13口 森口チド#1 2月5IJ 安JJ}_(*-

11月16" !日iJdlt.f.fiE 2 J=J 19円 春日:n班
11月27U 南区#E 2月23H 凶春日jl:庇

11 J-J 30 LI 熱凹区Iif 3月1日 9'，';，'j#F. 

11 J J 30" 点二iiiI班 3月1211 E自制Ji.fiE

12月121f 守山妊 3 Fl15日 中区fJF.

3月15日 点三iuIfJ1

2 ) 名 ii.~作成について

大変遅れまして巾し訳ありませんでした.

移動，変更等チエ Jクし，作成したつもりで

す.班長，先生にはこ'tZhカありがとうござい

ました

尚. flIJ~ いて手ございましたら， 事務局ヘご

述給下さいます蛾お願いします.又. HIJ述い

がございました先生にはお詫び中し kげます.

述給先愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支持11

〒464名古屋市千種区楠元町 1-100 

愛知{:院大学歯学部内

TEL (052)763-2182 (直通)

3) 1月23日，新卒業生に同窓会本部の同窓会

説明会があり，県支部からは鈴木恭リj常務理

'J~が出席し，同窓会愛知県支部の説明及び説

明のハンフレ y トを配布しました.

4 )昭和60年度第 2回班長会を附{怪 しました.

UIIキ:昭和161$・2月l口(1:) 問6:30-9:30

場所:点山会館

↑ZhJ殺事項 (1)支部':f会1'dii'i_1-_げにl見jする件

(2)その他

33班長山市(4班長欠席)

-・光陰矢の如く，.あっと言う問に過ぎつつある

60年度ーです.今年度の学術事業としまして，

第 l阿 IIrl利60年4月18日

講師 : 納~~flr夫先生

刷所 :ヨシダ

出21"1 1I({~1I 60':-~ 8円25日

。i前日Ii: fll.11J 晃先生

出題 :一般臨床に役立つ矯正治脱

場所 : ロイヤルホテルf1~ノd持l

第 31"1 1I({.f1l61':1ミ1H 19" (地IJi--r;I~j排出会)

講師 :，:':j森姑先生

i!ri題 :コーヌステレスコーフデンチヘ'

ーの臨床とその製作法

J'，起の1mく，出3J"J をも っ て 4，{j:.Jitの愛知I ~，&

支:~I)"戸術排出会を終 f しました.

次年度は支持11設立10悶年記念式典をはじめ多

くの企画を，lJi曲していますので，立しくごtth)J 

お願い欽します.

・地区学術講演会に参加して・

楠)ê~rr学127完成を記念して，第 1 'i，'4-l主主を会

均とし，新学合見学の意|ヌlもぷねて.1 !l19fl 

に行なわれた.参加l占i2861，の受J再{iを迎え."II~ 

J安室ー料にて ， 立ち比の叉-J昨おーがJ'I'， るね人 ~II'在況

であ った.

コーヌス ・テレスコーフデンチ Tーと 11-う1;

必:は-Jt}近またよく JlIJかれはじめ.11))立脚光を浴

びつつあるのですが，それをいざ日常臨床に取

り入れたく とも，なかなか一歩が出ないのが実

際であろう .

今J"Jの品泌において.0，'， ケルパーよりはじ

まる本法に，史.に fuJ皮~臨床的1!.J也を加え，そ

の)t-~礎的研究及び毎療を IIJI解に説明した'"拘勾1

í/!-l1 1.~受備におけるその流れ，いわゆる Flexiblc

Suppo，.tから RigidSuppo，-tへの移行的傾向

を却制1':説明さ れた.ことにその形態と総持}J

についての諸問究などは，興味をひいた.

午後より. 15':1'-位の経過出例や.-J，i近の4JE例

などのスライドにより，その設，lJの変化及びそ

の製作法などを詳紛lに排出された.

lリ111からの

珍縦にすぐに

も{史JIIできそ

うなイf芯:誌な

J船山であった。

雌11:雅彦
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〔昭和61年3月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部 (Ui 24号〕

(厚生福祉局 )

-緊急医療システム

第 1回の準備委員会を，12月18日に開催.名

称、を，仮称 『歯科医師緊急派遣システム』 とし

て調査， 検討・中です.

準備委貝

千種 福沢聡 (4回生)名古屋地区代表

春 日井 真里子光彦(6回生)尾張 。
豊 橋 匹田雅彦 (9回生)三河 ク

厚生局理事

・人材センター (61年 2月3日現在)

求 人 77件 (104人)

求 職 34件

(舎好iを提出 され，お決ま りの方は，その旨事

務局 052-763-2182芝まで，ご述給下さい)

・60年度弔慰の現状 (61年 2月15日現在)

60年11月 6日横井 手[1治君(12日生)御尊父

10日 蜂須賀幹雄君(15回生)IMI尊父

24白 井野秀寿君(3回生)御尊父

30日 久里子勝民右(5回生)御母堂

12月19日 三矢 品吾君(11回生)御尊父

21日 1111村 進君(12回生)IMI尊父

24日 滝沢信明君(51!!，]生)御母堂

61年 1月21日 三好慶美君(8回生)御母堂

23日 倉 内 剛宥(3回生)御本人

24日藤井 修;(~( 6回生)bfll尊父

2月 1日 I世間違之輔君(1回生)御尊父

一局
一

一計
一

一ム宮
一平素は，本会の運営にご尽力を賜わり厚くお

礼申 し上げます.昭和60年度会費納入，念t!?回

収は別記の通 りです.ご協力誠にありがとうご

ざいました.

昭和61年度念書引き落しは，昭和61年 5月27

日の予定です.よろしくお願い申し上 げます.

昭和60年度会費納入率 61.2.29JJUI: 

班自i 会 .ll納入 % E妊1'. 会H
納.r..入:~ 。。

軍1 .r，'f主 童文

千 種ー 65 43 66 .(~ 23 16 70 

1'. * 48 36 75 牧 25 20 80 

京 40 26 65 l己 ~t 29 27 93 

~t 4'1 36 82 犬 ILI 20 1:1 65 

守: 111 46 36 78 凶イ手口井 38 30 79 

丙 44 40 91 知l j; 58 48 83 

4・1 75 47 63 i毎 苅i 41 25 61 

81 54 67 29 25 86 

i-lJ: 31 22 71 盟僑・i!i1美 45 37 82 

IIr~ 布I 33 22 67 陪l ー司 78 54 69 

天 向 28 21 75 JBU "l JII 40 31 78 

瑞t 犯1 38 26 68 知l 立 6 6 100 
，VA. fH 24 17 71 '!_，: h量 21 19 90 

JlI 51 38 75 メIJ 谷 26 20 77 

前 35 27 77 !l，・T 市 8 8 100 

*'主 72 57 79 丙尾・幡豆 22 19 86 
{ 邑 66 51 77 Ase，dt t rn 75 48 64 

l頼 戸 32 29 91 

半 m 42 30 71 

干ト口千1・ 54 49 91 メτ入~ ;n 1，533 1，153 75 

60年度 (昭和60年 4 月 1 日 ~61 年 3 月 3 1 日迄)

の会費未納会員は，61年度の活動が一時停止に

なります. したがって，振込料別で 6，000円を

東海銀行覚王山支庖・庖番264，口座番号447-671

まで至急納入下さるようお願いします.

又第 2回班長会 (2月 1日)では61年度予算草

案における事業内等について活発なご意見 をm
きました.今後の参考にさせていただきます.

念 書 回収率 61.2.29IJUI: 

IiE 1'. 会H納入 % !iE 1'. 会教H 納入
% :~ .r..主主 .r.'f~ 

千 争E 32 24 75 1品 14 11 79 

r， 耳〈 25 23 92 tx 16 7 14 

ilt 21 18 86 J(:_ ~t 22 19 86 

~t 29 27 93 犬 111 13 8 62 

守 IU 25 23 92 凶作 11)J 31 25 81 

jJG 30 25 83 知l 多 37 32 86 

H 39 25 64 if止 古fl 21 10 .18 

45 27 60 Ir. ~ 21 17 81 

港 15 88 41僑・w.~ 30 27 90 

IITl 手11 17 7 41 l品! 由母 45 28 62 

天 A 16 12 75 s、"，t• JII 22 17 77 
P.lJ .ffi¥ 16 12 75 知l 'L D 4 80 

<P.k IJI 14 13 93 l止 J成 14 11 79 

JlI 32 17 53 出l ~ 14 10 

市 17 15 88 H4， 1 I~j 7 4 57 

総 49 34 69 凶J(;・紛豆 14 11 79 

;;.，- 42 29 69 1、"，l- 111 52 23 中l

t帯i 21 15 71 

iド 111 2'1 19 79 

N LI )J 33 25 76 合 ，n 922 669 73 
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一局
一

一
p
u
一

一==同

一

一書
一彼JI..役以会だより .. を各班長に発送してお

ります. I訂l窓会活動にご不明の点がありました

ら，先ず地区別長宛b'U:Jい合わせドさい.

又，11百平f160iド11月末nに会報23号を発刊欽し

ました.

役員会議事録

昭和60年度第6回愛知県支部役員会

日 時 l昭和60年11 月 13 日(ホ)午後 811，f~

場所 楠疋学会(第 2会滋室)

1. 閉会の辞

2. 氏名点呼

3. 支部長政拶

4. 判i 白-

5. 'Ifi ，!義 )J~r貞

(1) 第 21nl.fiE長会について (組織)

(2) 愛知県支部設立10周年記念事業につい

て(副支部長)

6. 協議 'J~r.貞

(1) 広告小委員会について

7. その他

8. 昨年'F所兄

9. 閉会の辞

昭和60年度 第7回愛知県支部役員会

日 時 H自和60年12月11日(水)

午後 711!t~ 711ぷ30分

場所 )1' 善

1. 1m会の辞

2.氏名点呼

3.支持11長後妙

4.報 告

5. 術 ，:J叫~rtî

6. l'hlJ ，1義~rç~頁

7. その他

8.取引所兄

9. l!fl会の静

昭和60年度 第8回愛知県支部役員会

日時 H併1161::1:. 1 Ji 221:l{水) 午後 811キ~

場所 楠元学合(第 l会議室)

1. 閉会の昨

2.氏名点呼

3. 支部長政略j

4.幸11(17

5.椛識がrtt
(1)愛知県支部設立10周年記念式典につい

て

(2) IIsfll61 年度予算案について

6. 協J猿~JÇItî

(1) 学術DJ川J文金について

7. その他

8.院事所見

9. 閉会の計

昭和60年度 第9回愛知県支部役員会

日時 II(j和 61年 2 rJ 1 211 (水) 午後 8 n.f~

場所 楠Jr:>'f:合 (第 1会議室)

1. 閉会の砕

2.氏名点呼

3. 支部長後拶

4. *u 告

5.審議4:J河i

(1) 会的改訂の1!1ニ

(2) 11自利61年JJt予Z'l案の件

6.↑ZIJj義:[jJJti

(1) 第 91nl代議日会 ・第10回総会について

7.その他

8.致事所見

9.閉会の位

- 5 -



(sl，l利61年3月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 24号〕

~ 宇お矢口 ら せ 司町 一一一一一日
第 3回

第 9回

第 10回

設立10周年記念式典実行委員会

代議員会

定期総会

日時 昭和 61年 4月20日(日)

実行委員会午後 1時~

代議員会午後 2時~

総 会午後4時~

場所 愛知県歯 科 医師会館

~司世弔戸宮~常世号事ふ弔辞弓骨卓司骨#句骨で存#片手町デ " ー""ーよ “ ..今 ~也~手H静号事宅再#片骨#片手句事~世#均砕唱み宅島骨h

第5回愛知学院大学歯学部08ゴルフ大会

議啓 祐先生方には益々ご健勝の事とお喜びl宇1

し上げます.この度，第5回愛知学院大学歯学

部 OBゴルフ大会を開催致します.

多数のご参加lをお願いします.

愛知学院大学歯学部OBゴルフ同好会

会長 青木弘 之

日時 昭和61年4月10日肘

午1前811寺

場所 東名古屋カント リークラブ

参加費 6，000円

(但しプレー代，売庖，茶庖，練習ポー

ル及びパーティ ーの飲み物は含まず)

※入会希望の方は受付を行な っています.下記

まで連絡下さい.

入会金・・・3，000円

連絡先 幹事長奥村了成 TEL(052)841-6480 

庶務鈴木茂雄 TEL(052)915-1411 

一一--(・班だより・ト一一一

く一宮班> ~直陰、 た.年令的に も 45才位~28才位，約20才も年令

班長 石黒 盟先生 5回生

S 21年4月25日生

近況 歯科医師とな'り早いもの

で15年.本年40才になる私です.仕事・

家庭 -遊び ・祈 りの四つのバランスをう

まくとり ，益々希望に満 ちた歯科医療の

為に頑強 ってやって行 くつもり です.

自画班だより

我々の一宮もかなり会員が増えてまいりまし

の差があり，なかなか一同に会う機会がありま

せん.今後はそういった人的年令的なギャップ

をうめる意味でも親睦会などを行い，会員相互

の協調をはかって行きたいと思います.

又，年間の行事としては，会口の医術の向上

を目的として，学術講演会を行っております.

地区の他大学の先生方にも多数出席しで頂く織

に努力してやって行くつもりです.
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氏 名

現住所

勤務先

卒業後の

田各 歴

勤 務に

対 する

希望条件

H百平日 年度 求 職 申込書 受付 q:. 月 [1 

年度卒

常勤

HI，ln 

アル/¥イト 附口

H必口

も包 料 常勤

勤務地、条件等に対する希望

名古屋市千種区備元町1ー 100
愛知ちリ光大学曲学部!日l窓会

愛 知県 支 部

電話 (052)763-2182 (直通)

11寺 ~

時 ~

11.¥= -

|述絡先
合 (

IgJ生

U;¥， 11M LI 11;干~ H、千

II~= IIMII l時~ H寺

Hキ 11M 1-1 l昨~ 11キ

r'J アルノ〈イト 円/1I.'J=IIi1

人材セ ンタ ー用



:7， ，M、

jiJi" 1E .t血

杭:理者名

:1犬 j兄

づ川仁、 f'I" 

勤務1I.'rWI

保川人数

11、1・ !日i

Jf~ 態

その 他

L一ー一一一一一

11({kll 年度 求人申 込 書 受付 11:. J 1 EI 

I也lベ まま ( 

述絡先

合 ( I "I ~主

l~;r 科医 ?" Wr科衛生j二 名 技 工 :1て の {也 *" 
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く津島班〉

班長 弁桁 m和先生 7回生

524年 2月 8日生

近況 イゲタセイワと読みます.

現在ゴルフに惚けています.過去はR.C.

ボートレース，熱帯魚飼育等何にでも惚

けました.家内いわく“ 3年Meいたため

しがない"自分では向上心が成せる業と

考えています.

!tl班だより

現在津島班の活動メンバーは，開業医を主体

にして20名弱の少数精鋭にて構成されています.

中には，抜歯の神さま，夜の帝王，仕事の鬼，

仏の00さん，山ノ神の00夫人といった神も

仏も鬼までが，地域歯科医療を担当し，それな

りに信頼と，お足をいただいております.歴代

班長は，これら神仏王鬼達を，旨くリードし，

親睦を計 ってまいりました.とりわけゴルフは

旨い手段と思います.以前より数名の先生方に

は，ゴルフなる誠に健全で‘，聞こえの良い迎昧を

もって楽しんでおられました.そこへ夜の王候

:('.t族や，仕事の鬼達が草貢向し(私は夜の:!.'.t族出

身).かなりの人数が共通の趣味を持つようにな

りました.今迄は会合での話題といえば保険の

話か，飲屋の話で上べのつきあいだったと思い

ます.それが，練習場やゴルフコースで会う機

会がI自え，仕事を離れての会話は，お互いの性

絡や，感情をつかむのに役立っています.又先

輩後鋭の上下問を越え，ゴルフの上手下手が，

後識を敏い，先輩を指導するといった関係すら

生れました.

このような人間関係が，同窓会活動の原点で

はなかろうかと，我家の山ノ村lを聞き伏せ，せ

っせと-d替えをパ yクに詰込む水H訟の夜でした.

く犬山班〉

班長 吉野秀利先生 7回生

523年10月22日生

近況 犬山に移って12年.やっ

とこの地にとけこみ，地元の人々にも少

しは知られる歯科医院とな った昨今です.

山と川と古城の町，犬山がさらに，明

るい心豊かな町となるよう，歯科医療を

通じて，努力しています.

圃班だより

山と)11と古城のpIJ. 犬山は， そのキャッチフ

レーズの様に又木曽の流れのごとく ，ゆったり

としたIIIJに思えますが，当地も 10年前にくらべ

て4倍の歯科医師増となり，現在29軒が，人口

6万の小都郡にひしめいている状況です.地区

歯科医師会において，愛知学院同窓生のしめる

;~IJ合も年々!~加し. 5割をしめるまでになり，

同窓会をことさら意識する必要もないのです.

一昨年より 2回生の塚原博明先生より ，パトン

タッチされて班のお世話をさせていただいてい

ます.とりたてて，特色ある活動はしていませ

んが，ゴルフ，酒，旅行などの事業にもなごやか

なムードでまとまって楽しい斑です.今年は，

隣接の尾北，小牧班とも協力して班会を開催し

て，妊の団結を深めていきたいと思いま す.

4脚......----...........--.-........ ・-・・-岨
く海部班〉

班長 安井正男先生 2回生

518年 9月9日

近況 のんびり育ったせいか，

何事にも全く欲がない性格で困っていま

す.又，酒がダメな事や口べたの為皆さ

んとのつきあいがあまり上手でないので

このあたりをもっと勉強したいと思って

おります.休日は下手なゴルフや近くの

川で#.1.釣りを楽しんでおります.

圏班だより

海部庄が発足したのは， まだ最近の司王で第 1

回の班会は.59年の 6月に，蟹江の湯元館とい

う所で，大島支部長をお招きして，行なわれま

した.20名ほどの出席の中，会員の親睦と学術

を柱に活動して行こうとい う目的で始まりまし

た.第 2回の瑳会は，昨年の 6月に蟹江の盟泉

閣で，会員増加もあって. 33名となり，全体協

議会の後，私の同期である山田弘文先生をお迎

- 7 -
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!{'~ UI山犬

太山ifI正
松平時夫

水谷公治

iI'iノlく稔彦

浅里子恭正

伊縦透

庁山圭一

三治則子

橋本干，'(rliJ

長谷川千.{~.

~~l飼 J主(6 )

fJl" If:表立1H7)
fJJ-縦弘1I{{(6)

張。飼 ~~(6 )

伊脱出7)

l己阿市奥町一水谷秀出(3)

荻原町一加藤直文(9)

祖父江 PITー伊藤iJ!(7)

稲沢 市ー 加 藤 耐(8)

〔第 24り〕

えして，学術講演会をIl引きました.現在までの

班活動は以上のような経過でありまして，他見E

からみれば，海部Ifrは大変にのんびりしている

班であると思われるでしょう.私をはじめと し

て，のんびり屋が多く，議かが口を出さない限

り，何事もなく一年が過ぎていくような感じで

す.これからはのんびり班を解消して，他班の

先生方のご指導を得て制極的に班会の活動に7)

を入れてやっていきたいと思いますので，よろ

しくお願いいたします.

'I'.H・liJ

太川J.'U'1l(-

!J!f々 JE悲二

木仲原久夫

竹中 i誠称 民

杉大介 bin:先制

ヰヲよ以降，:1

}JII納 iJJ;[

古紙洋志

五藤正U}I

相馬{圭史

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報
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〔防相61年3月〕

森品孝~

2~ rÌè !J!fl I f~1I0) 

会計 'I'f・t-，;1112) 
学術水谷秀日:J(3)

柴山倣(8)

長

長

代 J義品

川liIi代議員

地区責任者

I1f 

足E

プロフィール

中島班班長 8年 (昭和53年~現在にいた

る)，口腔衛生学教室在籍，選挙管理委員

軽登山(山の散策)，カメラ，写真搬彩，

ゴルフ，音栄鑑賞

6回生~.~l 飼 基先生

S 22年 9月10日

く中島班〉

班長

趣味

永坂 j登が~先生 101111生

S25~12月 6 日生

オーディオ，アマチュア

無線ですが， 1台l好のみなさんよろしくお

願いします.(コールサインはJH2AKDです)

信条 “誠実，やさしさ"をモットーとしております.

~班だより

担南Iffは，以前は39海班に含まれていました拭

3年前に郡南庄として独立しました.現11:.HEHは，

61nl生2人， 81111生l人， 10同生1人， 1 2 1"1~ 1人，

13阿生 l人， 14同生 1人， 17同生2人の 9人です.

このように人数が少ないので，政E1~!れに行'J~

を行なうところにまでは至っておりません.また，

班の方針として，地区の歯科医師会の行'Jcを優

先としております.しかし ，同窓会の行'Jcには，

極力参加するように足EH-同心がけております.

これから足EHのI付加lもあると思います.今後

[ま，班員の平nを大切にし，足EM!件!の色々な行予Jc
を行なっていくつもりであります.

- 8 -

く碧南班〉

班 長

趣味

~班だより

今年度は，第20回の卒業生を出す年です.愛

知学院大学歯学部が設立されて25周年， ちょう

どM世紀が過ぎ，時代も変ったし学生府も変わっ

たように感じる.下級生になるにしたがって願

と名前が一致しないことがよくある.またその

逆もあるだろう .このあたりで，あらためで|白l

窓生の「結束力を深める意味においても」と思

って成員の把握をし， 一覧表を作ってみました.

ここ に全班員の紹介をします.他妊にも参考

になれば幸いに存じます.

〈中山政E) 1986(昭和61年)会員名簿より

図生聞東者自1倍 氏名

100  

220  

310  

4 0 0 

500  

6 1 1 

7 1 0 

830  

930  

i度辺茂焼

鳥居茂

竹白妙子

柴山徹

塚本春樹

伊藤弘1I2l

渡辺俊之

水谷秀器

鵜飼基

伊藤建

加藤耐

加藤直文
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|学術コーナー |

私と Implaut

熱凹班伊藤公一-先生

71111生

担、が，インプラントという物に出合ったのは

今から約11-12年前だったと記憶しています.

そのころは今日のようにインプラント自体がま

だよく知られていなく，臨床医の先生方も今の

ようにインプラントに興味を示さないようでした

さで.歯科領域におけるイ ンプラン 卜は，歯

を喪失した者が希求する，よりよい義歯と技術

として歯科医が長い間考え続けてきた 1つの夢

であったと思います. したがってその方法自体

は，ずいぶん古い歴史をもち多数の症例が兄ら

れましたが. 1960年代の後半にアメリカの 01'.

リンコーウのプレー ドベント型インプラントが

導入されかなりの成功が見られるようにな って

急速に世の注目を集め，日常の歯科臨床分野で

しだいに定着する傾向を示し始めたと思います.

最近のイン プラントは，術式文は材料において

も，多数の方法 ・種類が研究され(それぞれの

長所， 短所はあるが) 各臨床医の先生方が，

自らの経験と勉強により最も良いと思う方法 ・

種類でインプラントを行っているように思い，

て決まると忠いま す.

砲、の行って来たインプラントは骨内イ ンプラ

ント及び'l']-1J史下イン プラントをふくめ約 450-

5001.;(:例 ぐらいになっていますが，最-初のころ

は下顎のそれも左右どちらかの 3歯又は 4歯欠

如で竹のし っかり とあるケースでした.そして

それが進むと下顎の両側欠損に，そして上顎に

というようなぐあいでした.上顎の部分へ初め

て'rJ.内インプラントを行った時などは，下顎の

場合と汁の状態があまりにも述う (上顎の骨は

多孔nである)のにはひ'っくりしましたが，幾

っかケースを重ねていくうちに，上下顎の骨の

迷いをわかればおどろく事はありません.その

ほかに上顎では上顎興上突起延長インプラント

(テリゴイド)下顎無歯顎では下顎上行校を用

いたイ ンプラン トetc.と色々行って来ましたが，

最近ではできるか乞りプードベン卜型の骨内イ

ンプラントを使用する事に心がけています.私

の使用しているプレードはOr.リンコーウのプ

レードであり ，このリンコータイプのプレード

も第3世代. ti";4世代と続き最近では第5世代

のプレードが主流として用いられています.

最初の~t(，プレ ー ドのベン卜(窓)はオー

プン型であ った物が，インプラン トの沈下など

の諸問題の理由で第4世代からクローズタイプ

になりました.又インプラントの手術中または

たいへん索11自らしい事だと思います. 手術後におきる諸問題のトラブルに対応するた

すでにインプラントをlMI存じの諸先生方には めのパイプレード，スネーク型のプレー ド，チ

といまさらととお思いでしょうが，こ こでイン

プラン トと言う中初を簡単に説明 してみます.

インプラン トを大別すると竹-内イ ンプラント

と'白・膜下イ ンプラン トに分け る事ができると 思

います.

骨内イン プラン トの原則は，イ ンプラントを

骨-内に姉入し てそれに回定性または可撒11:の上

部構造体を装心するものであり， 'l']-1J英下インプ

ラントはインプラン 卜木体を'l'l'n上に回定しそ

の上 に上部構造体を装析する物である.そして

骨内イ ンプラン トまたは廿眼下イ ンプラン トの

いずれを適用するかの選択は，暫iのWi造によっ

二ム ノfープレード，バスケット型のプレード etc.

色々な物が考案されています.これによってイ

ンプラントの手術の許容範囲そして手術後の処

世方法はたいへん拡大されたように思います.

それにくわえて最近では'FJの少ない部分には

オグナンティションを人工的に作りそこ に骨内

イン プラン トを行うことさえできるよう になっ

て釆ました.このように最近ではインプラント

の手術野は大変拡大し多種多様の方法が出来る

ようにな り我々臨床医に とっては大変すばらし

い事だ と思います.

このように身近に感 じられるようになったイ

- 9 ー
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ンプラントと言う物をすさぶIJ~ によって，技々の 以上インプラン卜についてのごく簡単な上の

忠者さんのニーズに答える事が，'1'，米るならば， りをお却ししましたが，機会がありましたなら

我々臨床医にとってはすばらしい れではないで :4.:1111にはインプラン ト手術の内容についてお話

しょうか. ししたいと!忍います

|コーヒーブレイク |

コし口い【、
/コ

J
l
 

マ
*1豆J1E 9同生 水谷 茂樹

0月011 II，~・

診僚開始30分前 にiJ'Í'附 とした屯~7.機京 (子;:

程の'))，::い t~111'\D に人りコンビュー タの SW.ON

ワープロのソフト「・太郎」を山Jnし て会介の

案内状を誤字，乱情なしで、f1qJ)(する，ffi?'，はデ

ータベースのソフト rdBASE日」で11，;った(1:

所録より該当する人を検索しながら針筒にプリ

ン卜する後は切子lこ11垂を{.)けてIViるだけ.

9 : 30 地域医療に武献するゐだと1'11'1しなが

ら10円単位の保険診療に全力をii:ぐ.

1 : 00 年々と民食をすませてS¥V・ON主計算

のソフト「マルチプラン」を使用して去年 1q:， 

聞のgolfスコアをそのつど入力しておいたので.

プリンタ用紙に 1年11:1分のストローク数，ハッ

ト数， 08数.吏に平均ストローク数をド1111:1)し

てみてアレとコレカJなけれl;f100が切れた と!ι
い込む.

これは秘密なんですが， 1 il'.H:I分のgolfのニ

ギリのプJもパッチリ分かります，カモとそうで

ない人の分類まで. さあ気分l伝換，小'11・Jゴその

人気ゲー ムソフト「ロードランナー」をやろう

と思ったら午後の診療開始時間です.

3 : 00 珍旅HH!f.i

7 : 00 11与のたつのなはやく，最後の人の診療

が無'Jc終り しだい忠者さんに感謝の;芭を込めな

がらチ ェア ーの S¥V.OFFと同11寺に コンピュー

タのS¥V'Ol¥ 名古h1di歯科医(1m会協同組合に

コンヒュータをさ主人 したのでコンピュータが仕

引を的隙? にしてくれる為のソフトをグルー

フで!日I1E'I'(3年，lI同)です.おなかがグーグ

ーと いいだしたが，そこを我慢してパソコンネ

ットワ ーク の通信ソフト rCfERNIJを使用

して/"ソコン("'1111とコミュニケイション.

11 : 00 州宅するなり奥械の笑顔が「今日も避

L、」と心っている織です.

以上OJIOIIの出来 事は，限りなく事実 (95

%)に近いフィクション (5%)です.

ハー 1，<は NECの pC -980li¥1ですが.それ

を趣味として使用するか仕 事として使用するか

はソフトの選択と使う気持ちで決まります.計t
もがその 11の内に{支えるのがマイコンであり，

，i(tもが完全にマスタ ー出来ないのもマイコンで

す.= GOLF. 釣・ー・・

マイコン('1'H:Iのいる愛知県歯科医師会マイコ

ンクラブも直:し く願います.

1 J 127 11両税に似て ? 美人な三次 ・美幸が

託生しました.マイコンの方は.11キ期おそしと

は2.いますが2週II:IIJ.ど冬眠するつもりです.

尚(1111)1うばかりあげ内容が商品カタログの様にな

ってしまったことをおJ毛び欽します.

1 : 00 幽を115いて泌る .

- 10ー
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自 転車

f出総区l1E 6回生 西田 尚

7年前のある 11，組大ゴミの山の中に l台の

サイクリンク三与が捨てられていました.M初は

何気なく見ていたのですが，出勤H寺にチラ リと

見初めてから“もう ilIEかが持っていってしまっ

ただろうか，いや1，日I}車が来てかたずけてしま

ったのじゃないか"色々気になっていたのです

が，夜， 'hrf宅II;¥，に見るとまだ置いであるではな

いですか 夜11]になると組大ゴミ置き場へ出か

け， うず市くつまれたゴミの中に無造作に置か

れたサイクリングil1が宝物のように見えました.

良く見るとフレームは少々みすぼらしいけれ

ど，変速機 ・ブレーキは新品に近いものでした.

IlIJオーナが組立てかけたが途中で諦めたような

状態で放置しでありました.これを兄たH寺なん

とか直して!fi)}くようにしてやりたいと思い，早

速持って帰ってfl多f盟することにしました.

フレームの全塗装とタイヤ リム ・スポークの

部品交換でなんとか走れるようになり，もうル

ンルン気分です.そのHキ学生時代に)LJ+Iの小倉

停になったから自転車で通勤しているのだろう "

と言われています.まあそう 言う H寺j与iもありま

した. しかし続けていると湿疹は治るし， ピー

ルは美味しい，一石二鳥.もう言うことなし/

ここで又ちょっと欲が出てき てもう少し程度の

良い自転車が欲しくなり (なにせ組大ゴミです

から)それからはカタログを兄ながら，あれこ

れ物色しましたが，あまり安い自転車で飽きて

もだめだし，正.:1すぎる自l伝車を口って磨いてば

かりでは運1Wにならない.まあ中間をとって適

当な値段のものに落着きました.

買った自転車屋のおやじに今度はロードレー

スの大会があるから出場してみないかといわれ

(君なら出来るとおだてられ)まかせなさ いと

言った取は良いのですが 1人で出場するのは不

安なものですから妻まで引き借りこんで自転車

を買ってやるからー諸に出場しようと，家族全

員を引きつれて兵庫県の神鍋まで 1泊 2日のレ

ースツアーになりました.

いやだと青う安も無理矢理レースに出場させ

ました.写J'iでもわかるとおり皆んなレーシン

グスーツをJ今ているのに我々 2人はTシャツに

短パンという出で立ちで出場しました.こんな

恰好で上位入抗したらどうしょうかと思いまし

たが，成結は想像におまかせします. レースは

参加することに意義がありますから(これ言い

訳). 

自転車というのはエンジンという動力源を持

たないものです.前に進むためには 1馬力にも

で全日本歯科学生体育大会があ った時，現地で 満たない自分の脚力が頼りでしかない.自分が

自転車を買っでん州 を一周し名古屋まで:'IMって 動力なのです.皆さんも健康のため，家族のた

きた11寺のことを思い出しました. め 自分のため H青れた休日には家族でサイク

そこでまた白紙上11に乗って見ょうと，也ったの リングと j西部てみて下さい.

は，開業当初(~h き過ぎとストレスで毎ィ友湿疹に

悩まされ薬漬けの状態，病院でおう密検査をして

も原因がわからず “やはり運動不足 しかない"

と言うことで，通勤に自転車を使用することに

しました. 1日往復 211寺聞の運動此です.

開業医が 1LI にこれだけの運動をしようと思

つでも不可能ですが通勤時間をうま く利用すれ

ば可能になります.中村区の先生の中には “免

- 11ー
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ドクターリッチの一口メモ

“ただより安いものは無い"

実質的に利訴が生じても，マルマル税金のかからないものには一般に株式の譲渡誰 (制限あり)と，

宝くじの当選金が矢nられています.

その他に，我々 に|見j係があるのは事業川資産と住居間資産の口換制度があります.

今|旦lは，事業用資産の貿換制度についてお話しまし ょう.

これには以下の2つがあります

1 )持定の事業用資産の買換え

過密地域 (特定区域の指定あり)から ~Iõ過街地域への移転

2 ) 事業用資産から償却資産への 'i~換え

所有期間10年以上の事業問の土地，建物を売り， その代金で診療器械TTFを取得した場合.

税金を払わず、に狭い診療所から部会を!維れた田園初liIiでι:¥1'iとの優雅なふれあいをどうぞ11

-編集後記

プラン ド品で身をつつみ，有名前で食事 をし，

一流ホテル lこ ~(í ?(Iする旅 もよいが，

fiは，BIKEにテント ，シュラフ， シェラカッフをくくりつけ

込空の下での~f市を楽しむ変り者.

この機な人11:1が編集に携わり，会報が発刊できるのも

投稿してくださる先生方のお蔭と感謝，感謝.

「私は君と迫って まともなj臨床を持っているんだ」

或は「オレは|ホj作こそ違え，而1'1い組l沫を侍っているんだぞ」

とおっし ゃる会J.l先生方の投杭をお待ちします.

会報24号をお開け放します.

“ハレ-;.;.Uilをみてやるぞ"

発行所干464名古'jlrli千f・[!区楠元町lー 100

愛生[1"'戸院大学歯字ー剖l同窓会

変 知県 支 部
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編集兼発行人書記局
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