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弟

由
同
制

F
帥
帥
一回
耳
目

E
a
o
U
4
4
F
-
3骨
髄

ZE--h
圃

4
a唱
耳

目

2

し
敬一よ
一

仏
辺
町一

}諮問山

大原敏正先生(14回生) 中区班

〈趣味の切手〉

、、J

書記局よりお願い

ずf'"叫叫川11ωtI山11

三

Z 表紙写真を公募致しております，布ってご応募下さい -
z 三

三 コーヒープレークでは楽し い遊味のお話しを聞かせていただきた く 思います ~
言言

電 ご投杭を歓迎放します.応募先はどちらも事務局まで.
書 量
弘叫lIU11i11l門 川



(112"'1161 :1:.11 J J) 愛知学院大学歯学部同窓会歩知県支部会報 〔第26分〕

ー-.' 挨ιー 拶

支:~IIj:是 大島慶久

今年(ま， ことのほか冬の訪れが早く日一日と本さがmしてきている今Hこのごろです.

同窓生の特織におかれましでは，主主々ご健勝のこととお度ぴq.，し上げます.

I:l t(( 1立 . 愛知県支出11同窓会活動にご協力 ご理解を fjj き誠に有~f(~ うごぎいます.

去る 6J-J 291-1(11)1こ名古屋国際ホテルで行われました愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支

部設立10周年記念式典には，多数ご出席前きありがと うございました. 他校同窓会の代表

も多数ご出席 してrtlき，その上，愛知県歯科医師会から吉ぷ守会長はじめ専務，常務の先

生方のご出席をいただき式典に花を添えていただきました.折しも衆参同日選挙の其っ故

中に も|対わらずt t~.重 な l侍聞をさいていただき心より偶l礼 '11 し上げます.

-1'11 ~í~ !ftt.-{-氏の記念公演 「氷原の62日間」も大変面1'1く，今までのような堅苦 しい学術と

は，趣も呉にしこのような式典には，良い企画であ ったとお褒めの言葉もTj4き感謝してお

ります その後，この講演内容が中日新聞に掲2賊されたのは ご承知の通りであります.

さで. 111，チr=-から同窓会活動の重要課題と して取り 組んで参りました「緊急歯科医師派遣

システム」についても，以生局の努力によりJt々 とがJjffiし.IJtI.在同窓会本音11との話し合い

に入っている所です. このシステムがうまく稼働し会以の相互扶助に武献出来れば幸 いと

考えております. 又，各局も各々の:j't~業を械実に執行しており，役l..l一同残されたJm聞を

制一杯がんばる党{行でお ります.会員諸兄に置かれましでは，今後とも|暖かいご支援とご

慨躍を心よりお願い中 し上げると共に，諸兄のごi舌8ft:を史ーにお祈り中し上げます.

=各局活動状況=

渉 外

錦秋の候，同窓生諸兄には益々ご健勝の事と

お度-ぴ申 し上げます

先般のl白l窓会設立10h句年記念式典も無事終了

し，ひと安心すると同Hキに今後さらに厳しくな

る歯科事情の中で，これを節目として気分一新

し，同窓会愛知県支部の益々の発展 を期すべく

第プJする次第です.

会D諸氏の尚一例のご指導，ご鞭控の程よろ

しくお似しミ放します.

・東京歯科大学同窓会愛知県支部との懇談会

日Hキ:1Ij'j和61 i.1~ 7月17日(木) 附6:00-

場所:ロイヤルホテル弁天間

出席者・ 点以歯科大学問窓会愛知県支部

中川博史 磯部喜彦

山中弘三自1I 坂井 剛

岩瀬 即l 羽田育哉

雌江盟 河合梅 ~t

鈴木 布11夫 菅沼 H自厳

-愛知l学院大学同窓会愛知県支部

大品産久 下総長 彦

鈴木泰山 中 島俊朗

土 川 ~ !!JI 

阪上 l笹川

金 沢 俊 文

藤井宏次

加藤直彦

水谷公 一

-城西歯科大学 ・松本歯科大学同窓会愛知県支

部との懇談会
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(lIll有161可'.lJ}-f) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 26号〕

日時 :昭和61年7月31日(木) 凶6:30-

場所 :ロイヤルホテル弁天間

出席者・ 城西歯科大学同窓会愛知県支部

小塩博司 後藤憲政

粂正俊 高木芳彦

浜 中 文夫

-松本歯科大学同窓会愛知県支部

吉 岡 )1努弘 山川俊治

長谷川健 小崎康雄

橋本車 IIE 村上 i]L 

i筒井義仁 畑中雅之

や11谷光男 村上

木 村 江里

-愛知学院大学同窓会愛知県-支部

大品産久 渡辺俊之

森凹仁

下総長彦

中仏俊朗

令沢俊文

吉 ITI 正 ~ti

組織局

-昭和61年度第 1回班長会

山脇俊明

鈴木泰男

三 輪英則

寺田勝美

円11.¥=:11自利61年7月19日w午後611寺~

刷所 :米山会館

117J利61年度第 1回班長会を上記の通り行いま

した. ご多忙のところ，多数の珪長先生にご、出

席いただきまして，ありがとうございました.

去る 6月291-1に，国降、ホテルで，同窓会愛知

県支部設立10周年記念式典が行われましたが，

木同窓会も愛知県各地の庇で，それぞれ活発な

活動が，なされており，今1111は，「今後の同窓会支

部活動について」と いう協議事項で，各班のI:.IJ

:m点呼を協淡していただきました.今後の同窓

会活動の参考にしたいと思います どうもあり

がとうございました。尚、 当日 、*ru議局で調査

しました同窓会愛知県支部20回生の班別名簿，

昭和61年度班役員及び班年間行事予定表を，お

j皮ししました.

型

学 術 局

第 1回学術講演会 9月21日 歯学部楠元学会

議(llti: ;師岡明先生

j寅題:歯科臨床に即応用できる

=ペイン ・コントロールとしての

ツポ刺激療法主

第 2回学術講演会 10月6日

ロイヤルホテル弁天間

第 3回学術講演会 10月26日

ロイヤルホテル弁天削

減(l日i 河野波先生

らi'j姐 :歯科臨床に即応用できる

ξペイン・コントロールとしての

ツポJli1mx療法との笑習

各班学術担当者の集い 6月22日末盛学部会議京

会誌節4号 (10周年記念号)発行 6月

地区学術講演会実行委日会 9月25日 豊中局

とハ:イン・ コント口-)レと

してのツボ刺激療法と
9円2111，秋時れのレ ジャーに，家族サー ビ

スにもってこいの日Jl?a日にもかかわらず， 125名

の参加者を集め，楠元新校舎 ・第1講義室にで，

*洋医予を歯科治僚に応用されている伺問lリl先

生をおmきしJ昨ui'iしていただいた.

東洋医学と 言うと ，よくはIliJくものの， 我々

一般術科医にとっては馴じみが薄く，実用化に

至っていな いが，一部の先生方には，すでに実

問化 し，その効裂を臨床の場で発揮している.

*i下医学はなかなか学ぶ機会がなく，その概
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(Ds剥161ff・11月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔お 26号〕

目白すらあいまいであ ったので，興味深く拝聴さ

せていただいた.

tr-，ii!ll'は16mmを駆使して.米作医学の歯科治

療への応用，スライドにで，その概略ことに経'j'(

(ツポ)や， 経路についての説明.~に， 実際の

悩科治療への臨床例な どを説明 していただいた.

午後よりは，非常に興味深い，パイ ・デジタ

ル， O-Ringテストなる診断プ'u1;の紹介をされた.

簡単に制介しますと

①検告は忠者と向い合い，テストしやすいよ

うに位i出する.

② 忠.(jに第 1指とあ 2指の指先を合わせた輪

(0・Ri時) を作らせる.

③輪の中を過して険者の ~ì 1指と第 2指の指

先を合わせ，検者の両手も品有-の O-Ringを辿

して両{!!IIから輪を作る.

@検者はやや両肘を強り ，左布にヲ|く方向は

必ず'il'I線上にくるようにして忠者の O-Ring

を左イiに引 っ張り，聞かせ るように力を加える.

⑤ あらかじめ忠者には， 合~Iの後に O-Ring

を1l~1 かないように指に力を入れるように指示し

ておき rはい」とい う合1:><1の後，忠者にカを

人れさせ，検者は徐々に)Jを人れる.

そのIlfJき共合にて，検査結出とする. このよ

うな検査を行ない，忠者・の必l}11及び体に悪影響

のあるものも検査が可能である. なんと奇妙な

検査)J法ではあるまいか.

!1iに，臨床への応用を詳細に説明なされた.

そして，実際に明日からの臨床に役だつもの

として，PI益吐反射の強い迎、者には，天突なるツ

ポを伊11すと印象が容易に行なうことができるこ

と.簡単にできる O-Ringテストの臨床への応

JIl，そして緊張の強い忠告には，乳械突起後部

の完什への刺激により ，緊帰がとれることなど

は，まさに明日からの臨床に直結することと忠

フ.

実に興味深-く ，あっと言う lIiJの一日であ った.

又，後日河野先生により実刊を 2日間行なう ニf'

定で心待ちにしている.

厚生福祉局

〔緊急歯科医師派遣システム準備委員会〕

出 11"1 60年12 / 18t村 部 2 回 61 .{1~ 4/20(11) 

部3111161年8/30lり 第4凶 61年9/27W

第 5同 61年10/1S(水)

以上5回の委員会を行ないま した.

・61年度弔慰の現状 (61年11月10日現在)

7月12円 病理学教室教授

[む山洋一郎先生 ごl'7:父

7月2日 iili野山JI君(11凶生) ご~:父

81=15 !:l 赤附知彦君(18同生) ご尊父

8 rl 9 1::1藤沢健君 (91111生) ご~:父

8 H30臼 藤田俊市~ (5回生) ご玲:父

9円13!:l 斉藤康二君(1回生) ご尊父

10月12日 服部貞夫計 (2凪生) ~.::山I一'}-)仁
服部隆夫君 (2凶生)

10月19B 第 2保存学教室教授

中村洋先生 ごl~:父

第5回親睦ゴルフコンペ
うっとおしい，悔mの故中の 7月17I::l(木:).我

々の心掛けが良いのか，快1l1'i・のむ し坑ーい日差し

の中，第 5l!!l同窓会愛知県支部ゴルフコンペを，

藤岡ccにで開催することが出来ました.当日

は， 22泣 ・70名が出場，また今年は，本部同窓

会からも参加しでいただき，皆般のご協力を持

ちまして，手[1やかなムードの中無事ホールアウ

ト出来ました.誠に有機うございました.つき

ましでは，下記のごと くご報告させていただき

ます.
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(成績)

HE別低勝141(Net2名の合計)

0矢11多紅 :JI'凹総 阿知波達仁 l臼f内茂樹

2 {立 142

0刈行班 里子村 手鈴木孝幸和lln克敏

3 f伝 143

oXl'lI:IE 今JHi21久阿部[VJ1別 fJ~雌彰

fI封入 i~)l努 Out In Gross H'cp Net 

池村 イ:~ 42 41 83 15 68 

2 f立

附主11被逮仁 40 39 79 11 68 

3 f立

やII1'i 克敏 40 43 83 15 68 

BB 

j長)1' 剛 53 60 113 15 98 

Best GI'OSS 

州主11;皮述仁 79 

鈴鹿サーキットで

楽しい一日

恒例の同窓会県支部主催，家政従業u慰安説

|悼の11がえりパス旅行が去る10月19n(日)，チ定

Jillり准行されました. 目的1mは，鈴鹿サーキ ッ

トとあって小学生，幼稚園児を中心にたくさん

の参加がありました .鈴鹿サーキットには，大

人か ら小fJ~ ま でみんなが楽し める色々 な乗り物

がありましたが，なかでもゴーカー卜に人気が

~II I していたようです. また当 11は，全国1'1ノ〈

イ安令えs転競技大会の開会式が行われており ，

強烈とならんだ 300台あまりの1'1パイの行進 に

は，怖が圧倒jされました. またノfトロールカー

のぷ来会も行われており，この時とばかり楽し

く来り込んでいる子供たちもいました. またこ

の日は，中日 ミスカメラを写す会も行われてお

り，お父さんたちの視線は，そっちの方に向い

ていた峨に思い ました.今回は， -1ミ主主の病院liil

から 1íι? と 岡崎経由~川インタ一発の 1 台と .H

2ftのパスということで三河方面の先生プjにも，

多数参加 していただき，昨年の松百:~守り同級，

裂しい一日を過していただくことが出来ました.

次年度もこの燥な楽しい企画がもてますようご

協力お願い致します.

ム一
A 計局

H頃は，同窓会活動にご協)J賜わ りJ'/く倒l礼

tjlし 七げます.liilllll，ご幸li;りいたしましたkllく，

II~H"6 1年度より 年会政12 ， 000円となりました.

9月末までの本年度分会抗納 入行数は1，003名，

60年度分年会政納入者数は1171うであります..Il 

i也快く振り込み下さ った会uれ位又， i'11OJ引

浜しさせていただきま した会L..I泊先生におかれ

ましでは，誠に有り難とうございました.

・昭和61年度会費について

念書を提出 していただいていない会l.l各位に

は，振込料別で12，000円を米海銀行党王山支出，

白書264，口座1s:号447-671までご納入下さるよ

うお願いします.

・会費未納入者の活動の一時停止について

昭和57 10]ミ皮総会におきまして r~6 f，1・会計，

第28粂 ・会tl(未納入者のI絞り扱い，前年度会到来

納者(自n年度3月31日現花)(久郡3III r事業」の

活動の一時停止をおこない ， 本会活~(}Jの立伝の

みとする.尚前年度，当年度会7'(納入にて活動の

一時停止 を解除する.Jが可決され，58年度より

適用されております.60年度会的未納の会l.l各{立

におかれましでは18，000円 を上記，東海銀行ま

で納入くださるよう宜しくお願い申し上げます

- 5 -
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..d.. 喧主ヨド
，~，、 言言 回収率

IIf{剥l6Jit:.9 FI30 1 P見向

IfE 名 会員数 納入者数 % 

千 4・nf又足E 31 23 74 

4'， -* 1豆 E任 25 23 92 

見L |さ; IfE 21 18 86 

~t 11{ E任 29 27 93 

':']' 111 m: 25 23 92 

Ily 1<( m: 30 25 83 

小 村 l玄m: 39 25 64 

l乏 sE 45 27 60 

H!' I<{ E狂 17 15 88 

II({ ，fill 1>( sE 17 7 41 

R 1'1 1><: m: 18 14 78 

f:，~l w 1'( sf. 16 12 75 

持品 111 1)( Hf. 14 13 93 

'1' JII 1 メ~ HE 30 16 53 

I+.i Yえ m: 17 14 82 

u m: 48 33 69 
'11;・.; Hf 46 42 91 

瀬 J ' IfE 22 16 73 

111 HE 25 20 80 

作 11 )J: HE 34 26 76 

Lh IfE 14 11 79 

サ文 Hl 16 7 44 

l己 -It HE 22 19 86 

λー 111 H.E 13 8 62 

tllj {'手"JI' HE 31 26 84 

主11 ~ IfE 37 32 86 

海 日11 Hf 22 11 50 

向 HE 21 20 95 

J~~~ if，f， ・il-tLX:iHl 30 27 90 

|出l 附 HE 45 28 62 

む JlI m: 22 17 77 

主11 ‘k E狂 5 4 80 

1是 t曲i IfE 14 11 79 

メIJ 行 IiE 14 10 71 

J'e:r， l ，y，j IiE 7 4 57 

IJljJc;・附'.i.IiE 14 11 79 
j、e，ft- 111 政E 52 23 44 

fE』' 928 688 74 

書 記局

'1"・い もので，この会報のJJ~ :fi':.i !Jミーめ， レイアウ

ト，校J[と少しは削れてきたt.((，(f灼lもあとわ

ずかとな ってまいりました i立μ会議事録， i立

昭和61年度 会費納入率

IIf{手1161(1'9月30111見侃

班 名 会u数 納入者数 9も

千磁区別 64 37 58 

名東灰 HE 48 31 65 

-* 区 HE 40 27 68 

~t 区 fiE 45 33 73 

山 HE 56 34 61 

11可 区 IfE 44 34 77 

'1' 村区 HE 80 40 50 

中 区 HE 91 41 45 

i{f 区 HE 33 22 67 

1m 手11 Iメ HE 34 12 35 

ノ ミ打区 HE 31 21 68 

f;';i .f.iJ~ 区別 41 22 54 

熱 ITI 区 HE 25 17 68 

中川区腕 50 26 52 

I桁 区 HE 39 23 59 

車j IfE 76 51 67 

':i:.・~. HE 76 50 66 

持'!1 戸 IfE 33 20 61 

日 HE 42 31 74 

点目11" HE 55 35 64 

品 HE 24 18 75 

守主 Hf 26 15 58 

i己 -It HE 32 28 88 

犬 tlt HE 20 14 70 

11可春日 11'班 38 28 74 

主u 多 HE 64 46 72 

海 先11 Hl 44 27 61 

品 HE 33 24 73 

J~~僑 . i反.X:iIfE 53 38 72 
i芯1 崎 HE 82 42 51 
，、，saBt• }II Hf 44 19 43 

主日 ¥f HE 6 4 67 

安 h量 HE 24 17 71 

メIJ 谷 HE 29 15 52 

J'T?f' l I事i HE 8 7 88 

同Jr!:・申請ムi.HE 22 14 64 

tJl 旺l HE 79 40 51 

ノtL1 1631 1003 62 

11会だより ， 会報発 flJ，代議会 ・ 総会H~lfm と会

L~数の t(')JJnにつれ， 1 '~ 11~}'ljの仕事も t(') しており

ます.行き届かぬ点はこの ，IF而をも ってお花び

欽します.又会事Ilではみなさまの投稿をおn;ち

放しております.

- 6 一



(lIfl羽161Q'.11月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 26，}) 

役員会議事録

IIfl利161"Pit

第2回愛知県支部役員会

日時 1I~，f(161{1こ 6 112311 (円) 午後 811.¥，-

場所 楠元法礎研究~Á1 :第2会決前

1. 1例会の終

2.氏名点呼

3.支部長後妙

4. 報公

5.孫iJJi òJ~I!i 

1 )ワ ーフロ写機長fliii-，とについて

2) IIfl和6 1 ~/交第 1 1"1庶民会について

6. tぬよ配l珂i

1) IITl利16lil二度 'n~ (.~について

7. その他

8. V.ãrJ~所見

9.閉会の舵

IIfl拘161Q:(支

第 3回愛知県支部役員会

日 時 1171和61年7JI 9 1:1 (水) 午後 8時~

場所補元基礎研究似 :筋 l会J設計

1. 1例会の併

2.氏名点目'f'

3.支部長J主拶

4.特if与

5. :府議事r_a
6. 協議事項

7. その{也

1) ffE対抗貌l後ゴルフコンペについて

2) ffE長会について Oln)~7;;) 

3) 101占J{I'記念式典を終えて

8.監事所見

9. 1別会の~~

昭和61年度

第4回愛知県支部役員会

日時 IIfl利61ij， 9 I 11011 (水) 午後8時~

場所 情Ji:J.l!6.'~fsJf究fll! :抗2会J災者

1. 1111会の併

2. J.\:γ-，.'~.i.D 'f' 

3. 支:W以後び

4.阪の

5. 'lI'iJ兵・J(I!i

1) 1I11~fl l.l誕の;怒川設定の ('1'

2 )ハソコン機間決定の件

3)税l控パス ・レクリエーシ ョン (行き

先の決定)の('1'

4 )繁辺、医療システム(同窓会本古11との

合l'iJ1;-; L~会)の 1'1'

6. t~b J淀・J(r!i

7.その他

8. W，i -J(，i，庁見

9. I*J会の俳

目白羽161年度

第5回愛知県支部役員会

日 時 IIfl利61'.ド10118 11 (水) 午後 8時~

場所州jl:J刈世研究似:めi2会J義主
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I. J刷会の僻

2. L¥:r， ..... i.D子

3.文郎氏係修

4. 将i??

.?'-J.J判iP;

• r:v. _~.(拘科医師派遣システムJ

5. "持7.搾・JCr(i

1 )ハソコン機州i鑑定の件

2)点J;(以科f釘科大J戸との懇談会

3 )愛知県備科氏自Ili会との懇談会

4) ~(~，)!j ( l~jIRJfE)依頼の ('þ

6. U~JJi )JÇI!i 

7 その{也

8 舵*所見

9. 1*1会の併
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告示 1号
同窓会愛知県支:'11>

iき併行jlll会 L1会
1I({.f'1161勾ol0FI271l

支部長 ・監事 選挙について

.~ 主w下院大学f拘争点IlI，iJ:.t:会愛知県支部

選候符理委n会

任期満了に伴う支部長.阪市I~の選挙を支部jjí 権えlI.JIII 第 4 条 1 に)，~づき次の汲(r(iに 1，f_ぃ í j'うの

で;。;-rlミ-j'る

1ト iぷy

0 2. 円 H時寺 H附百市手利116位2$年lド'.1 J 川12鉛611川l“(J月I) 附 1:0∞0-2:0∞
1 J 127日ω<) " 

f易所 〒4641'， j+jJiI d1千種区摘元町 lー100

愛知下院大活歯学部内

愛知l学院大学術学部同窓会愛知県支部

3. 受理者 愛知県支:'lI>巡>~1'午理委員会

4. Ilm\~ 日 H百平1162 ~1'. 2 J 18 Il(印 刷 10:00-

告示 2号

U[: 

同窓会愛知 県 知，'m
選挙1'i'flll f..' (1会

H行手1161年10Fl27U

定知な:院大学術マ::'11>1，;]窓会愛知県支部

ill栄符理委只会

県支部選挙脱JIII第 7 条 6 にJ，J;づく支部長及び取引の選準足1!1ljJから投決までのJI~i守)JHí{ をの万三

する.

1 立候補辞退について

・選挙規JIIJ;;r;8 ~ 5に法 づいて行うが巡栄公判及 び投L11川紙のづき送後は認めない.

2 選挙運動のJtIll::J

- 立候補届受翌日後より Im~w， 臼の ïîíl 日 までとする.

3.選挙運動にl則す るJ(X扱い

-文舎にl刻する検泌と 数の;長1I限を行 う.

・ 立候補者はみ・~11会の指定する」工会i九i党会に ，' 1'， 1，市 し . その所f三を述べる 武.f:6 を f~ うもの

とする. ただし. な候補者が，出席できないlI.flま.代理人でも可とする.

4 .投京及び送付先

-投禁lま同総JIIJ第11条 1に基づき 1.r， 1 ~\~ とし .支部長 I 名 ・ 盟主 'JI2 1'， の，tè名 }j式とし .

郵便 (封;!~)により名古出末縫郵便I， J/， Jfii にお・いてH百平U62年 2 Jl 8 日午 rìíl911キの到.tf分

までを祈効ポとし1"1収する.

5. IIH~・期日及ひ.場所

-昭和62年 2rJ8日午riiI10時をも って愛知下院大'予悩三戸部同窓会室にで行う .

6.立会人の選出について

- 選挙人登録1'， H~より長候補者 1 名につき 2 1'，の;切合で希望者を必Jf，する .

希望者な きJJ，¥合は本委u会より委制す る.

7.当選人の決定

-選挙規則第13条 1. 2 に ;I，~づき決定し !日l窓会主にて直ちに公示し 勺 ill人 l ニ ア市lするもの

とする.

8.選挙事務所の投れについて

・選挙事務所を設ii'lずる候補者はそのJl;Ii¥斤と氏(f:.{jを占IIけること. 以 k
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6月29日(日)，支部設立10周年記念式典が名古届国際ホテル老松の聞にて開催された

当Uは愛知県支部の会員はもとより愛知県歯科医師会，名古屋市歯科医師会，他校同窓会の役員

の方々，並びに大学当局から学長，別学長はじめ幹部の方々，同窓会本音15の役U，他府県支部の代

表の方々，その他多数の来賓のご臨席のもと500r，有余の参加者を得，盛大な式典を挙行することが

，'t，jfとました.

愛知県支部は 1 ， 500名余りの会L~ を抱えているため支部単位で一堂に介するのはこれが始めての機

会でした.地区が呉なり日頃はlUiを会わせられない会員が旧交を暖める姿があちらこちらに見受け

られました.

この織に記念式典が盛大に開催できましたのは 1i~~聞の長期に渡る各班長先生はじめ実行委t..lの

方々の献身的な努力があったことは言うまでもありません. この誌面をお(日 りし104くitl11礼q-，し上げ

ます.

• 

…………………J 
- 9 -
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時局対策委員会報告 委員長 森田 仁

昭和61年 7月9日付，本委μ会への諮問事項 rI)第2回委員会(9月4日)第 3回委員会 (10

「同窓生並びに，家族の国会，市会， 町会，村 月1日)を開催し，活発なる意見を得られ， 10 

会，選挙への立候補を した助合の愛知県支部の 月8EIに支部長宛に答巾2?を提出しま した.

I絞り組み方」について，第 1回委只会 (8月4

。 。

………v 班だより

(豊 川班 )

班長細井辰起先生 10同生

S 23年 8月 9日生

.自己 PR

rち

ここ数年来，海釣りに凝っています.歯科医

f:i!i会の用事がない限り，日11M，木111;1は日焼けの

赤ら顔をしています.自ら浜名湖のi.f!柏市と称す

る由縁です.本来なら，趣味を全うすれば，休

FIfりlけは11，';-れlIi'j・れと診療室に舶を出すところで

しょうが，私の場合は， i.((t に中í~l を 出す余り，次

の休みまではぐったりとしているのです.

明日は海ヘ，というJ'iIj円はもう朝からそわそ

わして，診療に身が入りません.夜になれば，

もうH民るどころではありません rお父さんは，

お飢と一緒に暮らしたら .Jと家族のものは言い

ます.家内はもう諦めていますから，風が強く

て釣行できない 日には，ii!!:1.芭JJ券ちに家族サービ

スを袈求する程です.

これ位ですから，腕前は一流かといえば，そ

うでもありません rハリの大きさ，ハリスの

太さ，おもりの大きさ，竿， リールとお前は講

釈ばかりだ.Jと口の悪い釣友はいいます.けれ

ども 1'1分で作った仕掛で・大物を上げたH寺の喜び

は，向よりも日券ります.疲れなんぞふっとびま

す.!ill ijiJ(苦闘の末，??歯を抜歯したH寺と同様の

満足があります.

こんな休日の過ごし方をしている私ですが，

論活の，チ釣而不網，て不射宿 (子は釣りすれ

ど，ながしばりせず，イグルミすれど山鳥は身、f

たず)という乱挫を戒めた言葉は守らねばなら

ないと思っています.

今までは，ゴルフが-(fj:という時があり，海

に滑って自についた魚を水中銃でーっき，こん

な而白いものはない，これが一番と思っていた

11.¥'もありました.(S58，父の死により海賊は11ニ

めました.)そして今は飢釣りですが，過去の例

により，いつまで続くかわかりません.でも歯

科医という仕事は，健康な限り続けなければな

らんでし ょうね.妻子のためにもというのが本

音の10回生です.・I'Hだよ り

同窓会愛知県支部の符械，日頃の活動こ苦労

械です.

盟川庇は，豊川，蒲t~l，新城，宝飯，南北設

と広い範囲からfixり立っております.そのため

色々なハンデイもありますが，型紙班と合同で

W:-.:河地区として，活動 しております.活動の

_tなものとしては，学術，ボーリング，ゴルフ，

親|佳旅行，在校生との懇親会があります.また

紅会は，通常隔月で12橋.fifと合わせて二十数名

が!.tまり，それぞれの役;与IJを決め，上記の微な

柄到jを行なうべく話し合っています.

班長 塚 原 邦 秋 先 生 81111生

S24年 2月4円生

-自己PR

払の好むスポーツ[ま，ゴルフ，スキー，日本

- 10ー
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5惨t去，采~ .!.I~ ，アーチェリーなどやるのが大好き

で¥野球，j(1力，ボクシングなど応1>1するのが

大好きで・・・・・・それで，身|て (![.1}if) つぶしそう

です.

・JiJIだより

小牧岐におきましでは，ここ数年の川に同窓

会会員が倍附 し実に心強く 思 う今日比tfiであり

ます. しかし，そ の反閉会'(..1 :~1J併のため相互Iltl

の税l壊と会への意欲がやや浅いかの!mく)t!.受け
か... ~ i" J.' 

られ隔靴f霊安手の思いであります.とはr!1しまし

でも，まずは手短なところより少しづっ会uの

.fIH餅'と協力 をお願い中し上げたいと明む次第で

あります.先1JiEの先生}jからは12;45な経験と日力

行を，若い先生方からは惜しみない i，~仰j 力 を 1~・

られますれば，不肖払でも何とか，このilli'tを

裂すことができるのではと忠、考するIttLIであり

ます.

(尾北 班 〉

班長米 山 章夫先 生 51111生

S 21':'ド6月25日生

-自己PR

必l!;jミ，ゴルフ ・スキー ・ドラ イブ.la近，肥

満のゆえ，ゴルフ，スキーとも絶不調です.

・班だより

同窓会J(;北庇は，現在3回生の杉戸先生より，

15同生の大森先生まで， 24名が活動しておりま

す.

4円初め，JιItIiEの総会には，+fJlの会Hが

集まり， これからの市御jを， どの械に;mめたら

よいか， 1 11与問あまり，活し合いをした結決，若

手会員の， 8 '~i11までが， 愛知学院大宇の卒業生

であるので，J(;北班としてでなく ，J (;~t歯科医

師会員として，i舌1i}Jすることで，却がまとまり

ました.

又，我IiEも，今年度中に， 4 .1'， の変:~II'~;;;院大

学の卒業生が， H~J業の予定です.

J(;北庇の主たる同窓生の紹介をします.

l以生育1Iにおいては，7回生の伊藤秀行先生が，

宴会等のロl会及び， :1)¥においては，愛知県内で

右に，'I'tるお・がいな い程有名人であり，ファッシ

ョンにも，非常にうるさい先生であります.

ゴルフにおいても，当IiEは，熱心な先生が多

く24名rl'，17れの先生が，ゴルフ， ゴルフの生

i舌をしてみえます.

現在， シングルプレーヤーは， 2名，次期シ

ングルは， 31"1生の杉戸先生， 10回生の7;'レj，先

生が，有力候補です.

(豊 橋班 )

班長 匹田 雅久先生 91111生

S 24$1'.3 n 4 EI生

-自己PR

趣味，ゴルフ.浜名抗1Iカントリークラブ I-Icp12

いっこうに 1:速しないが，年に50-60回のラウ

ンドをしている.( 3年前に一度ホールイン ・ワ

ンの経験あり)会合や刑事でゴルフの予定を中

止 させられるのが， 一番嫌い.

・班だより

盟柿IiEIま， 1i歯科医(:ili会べつでみますと ，~~~号

とi匡美とで，柿/J比されています.

院l院数 会員数 勤務医

盟楠歯科医師会 139 160 

同 '〆-vb 生 30 52 22 

渥美幽科医師会 22 25 

同 :4ν U 生 2 2 。
皆峨もごイ作nの通り ，盟布告は愛知県の東方に

あり，地HIl的条件，地元の同窓会が県支部より

発足が早かったりしたこと等々により ，盟川政f

との合同のj'll ・J~会を椛成し ， 「束三河会」と称し

統一の行動を取って まいりました.

現夜， JU三~jjJ会は， 学術と親睦の 2 本柱て\

運営されています.年会費6，000円， うち1，000円

を共済的にあてています.行τ判ま，ゴルフコン

ペ，ボーリ ング大会，旅行(2年に 11.立)，忘年

会，こ戸j，H，W?M会，束三河出身の歯学部学生との

懇親会等.

- 11ー
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歯科臨床医とインプラント

中村区庇 富 田力夫先生 (3 1"1生)

M:近イ ンプラン卜による歯科治療が 11 '，:;¥'臨床に大きなウェートを Iliめるようになっていま す.

一般医科では，科学の進歩と共に臨実にインプラントの伎術がみ人され定打しています. しかし，

術科医学では口腔内とい う苛耐な条件の為か その導入がやや遅い!§じがします.新紫材のH日先が

進むにつれ，生体と親和1''1:のあるセラミックス，アパタイト ，金kJi，':!i;が臨床に応用され， f I ，，;;~. の歯

科医療に大きな変化をもたらすようになってきています.それ放に，今こそ一般生理学， 11院生J1~

':にさらには歯科医学全般にわたっての基礎的知織が要求されるようになって きていま す，10:けの

臨床では，忠者一人一人の11胞内は， fI~1体去があります. それが， 1Ii.j(I'~ か汗かの診断は， ~，~礎的知

識なくしてはありえません.私が， EI '，{;~.臨床で{史m しているインプラントは， バイオセラム及び形

状記憶イ ンプラントです.忙しい臨床の中で¥どのような出例に応JfIするかは大切な問題です.臨

床医として自ら治療に限界があることはいうまでもありません.インフラン トを希望する忠行の多

くは，可徴性補綴物に対する災和感、を強く訴えます.勿論それによる味覚の異常も伴ってきます.

1:Yに ド顎遊離端欠如の，也者に多 くみうけられ，適応症としては，このようなケースを選ぶべきだと

思います.顎骨は，イ ンプラント に耐えうる1'/み，深さがあり ， 1ご1杓榊作との位置的関係も |・分的i

保できる 'J~が必要です . 全身 (1句 には，消粍1'1:政，也，刊-粗控~f1~を伴う !，心11 に対してはさ けるべきと jι

われます.次に私が，手がけたインプラン トについてのべてみたいとjιいます.第 lのケースは，

バイオセラム，第 2のケースは， Jf~状記憶インプラントを行いました . バイオセラムのケース (i ，

51才の引1''1:で，司欠損の状態です.(写真 1-4) Eタイプを l水位JlIしました.現在術後5:I~です .

インプラン ト部は，歯肉との親和1"1:は極めて良好で，忠者の口腔環境lま，決して良いとは忠われま

せんが，日常生活差しっかえなく 印刷 されています.この忠者の場合，有J未設践の経験はなく，イ

ンプラン トを希望する気持ちが，あまり必 くなく，術後の自己杭:f11Iがやや不十分な感じがします.

特に支fT幽の歯周組織の状態が，今一歩でこれからのリコールを見守っていきた いと a也います.文

こ の !J.\、!r'を通 じて，インプラントに対する必い1Ql機づ‘けが不十分で・あった 'J~ を反省させられました.

次に， }f~状記憶インプラン トのケースは， 31.tの児性で克司E子欠却のケースです.(写其 5-11)初

診の状態は，円佐内環境相;めで15く，通常の歯科治療を行い，id終的に nJi両側遊離端の和lifJi処i況

が残りました.年令的に結く ，li由業，さらには本人の強いfij明もあり，インプラントを行いまし

た.ご水知!のように， )f~状，1c憾イン プラン ト lま ， ì\ i - Ti の合令で 'í.Ë i山長に対 してプレードの '1~11

分が， )f~状を変化するものです. それにより従来のインプラント 体I'I~の枕下j止を少くする 'J~がで

きるといわれています.18mmのプレードタイフの形状記憶インフラントを行いました.クリアラン

スを 卜分確保して行ったつもりが，インフラントのヘッドが，対合備にぶつかり，ヘッドの一応liを

削除し予術を終りました. 手術は極めてシステム化 され，顎f'l'の条('1'さえi，均たされれば.11市臨床

に!よく応川できるものと!ιわれます. r. I~11柿造物について は， インプラントの沈下がさけられな い

ね， その形態についでは今後議論のある所と.也われます 岐合力は， '1!II1)j向に向け られ.(!!JJ)j7J を

可及的にさけ ることは大切なことと!ιわれます.又歯周車且織への配l芭も忘れではならな い点です.

とかく い|定性の補綴物を希望する!~、者は . I但鳴の回復が得られ.J'~i応するときに， 口腔術生に対す

るi七芯:が不 1-分になります.以上インフラン卜の 2症例をご紹介しましたが，今後歯科医学が，進

- 12 ー
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歩すると共に，インフラントロジーの市めるfi[j;'Cはますます大きくなると忠います.弘共臨床医は，

今までのインプラントに対するイメージを，この際払拭しなければならないと思います.さらに，

インフラントを受け入れる生体に対する基礎的医学主11織が， 今後t~々必要とな ってきます. この様

な状況の 1 1 1 で，偽科医学が進歩し，払述一般Il~1 業l災が， LI常!臨床で，イ ンプラントを多く行い，f&

fí' の'Þ. i市 に +tFひ'を tj・え，人生を21かにする・I~ を 11mに努力したいと思っています.

2 

3 4 

5 6 
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-南区班からのおねがい

愛知学院同窓「大島慶久を支援する会」発足

我述i有区班より 1l!ll生大仏鹿久君が，釆 し，ごW，ブJ，ご支jJJ下 さいます峨おlyiiい欽

春の名古lギ市議会議L-.!選挙に 3選 を目指し します.

て南区よ り立候補致しま す.我々南区斑は

全日一致協力のもとに支担放しますので，

同窓生の諸先生方も是非ともご支控ーの程お

願い致します.又南区政EHを中心に同窓生

による見出 しの会が10月20日に発足致しま

した.支部会員の符様も是非この会に参画

「支援する会」

連絡先・代表世話人

南区 21日|生 'Il由11 誠

待i区!iE1fr長 凶腐貞男

rH区 81"1生金沢俊文

- 14 ー
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突然先輩の先生から，同窓会誌に寄稿する蛾

11< ~!ti を受けた . WJß1~は 2 週間引， 小学校のt!i か

ら作文は大の苦手で，rJlJも出米ずに 2週11:1が|採

11.¥':にjιえるだろうと思ったがれliJllj引き受けてし

まった r趣味は ?Jと11[1かれるといつもl-!slって

しまう.気分転換にもなって，実話を求めなくて，人liirでこれこれですと自信を持って，:えなけれ

私の趣味

(14凶生)

'1'lx):lE大原敏 正先生

ばならない.と忠う .従って，何度かさそわれてゴルフに行ったものの「ゴルフです.Jとでも Jえ

ば弘を主"っている他の先生達から「あれ.あいつゴルフ って知っているのか.Jと??われてしまう .

さで，では今も続いていて趣味の部JJiに入るものはと探すと，切手収集があ った.引のチなら，il主

でも一度は，小学生頃には経験があるだろう.私も初めて切手に接したのも.グリコのおまけに色

とりどりのきれいな花切手や，人物切手 (ほとんどが安い共産闘のものであったが)又，そのば(1立

点ボオリンヒックもあり 前代未聞の切手ブーム lこ141;いていたが それ以来の事だったと思う . し

かし ， そのほとんどの人がそうであ っ た様に，杉、もも っ と f也に ~!n;jとを待つものがm えて ， 1'1然と切

子からJhlざかっていった.昭和42，3if.のttiだった.I'JIlHしたのは大学の一年の夏休みであった.収

民miilHIはi，:(J州国(中国東北地区)と地科に|則する切手である.満州国はすでに滅亡したために，%

める数が決ま っているから，完集も寄与幼だと!41った.1::砲で 159極だけ. しかし尖・際にはそうはい

かない.一通り収集するのに 3年近くかかった.光集w来ると今度は珍品，奇31，佳品といった史ti

が欲しくなる.当然偽造品も存在するので必要とな ってくるのが，資力と視力(11民ブJ).そのスリル

も烈しくなり，掘り 出し物が出来る様になると，どんどん深みに入っていく .

満州国は117l和 7年 3月 1日，関東軍によって作り上げられた日本のカイ ライ政権で，ifi制12代虫

干行愛新党縦iVif誌が51帝とな った.中国はもちろん国際辿盟も独立を認めなかった.当然郵便物も'11

llij向けは不足料金を取られた.(写民 1)これには満州国切手 5枚と中国の不足料切手が6枚貼られ

ているぼ史的な封筒で，切手集めだけではこの針筒の悩値はわからない.切手付きM筒を集め始め

ると，そのlr，そ史的知識が必要とな って，lifiの体保，又々深みに入っていく .

i，:l.j州J!;jは11'11i1政府との執助な交渉の結県， }，IHIi¥ 3年(昭和10年)1月 1EIに，II均州国としては同体

的なl'il1'，表示のない切手が発行された.(:母:n2)辿国初Jtljには各地で!引!戒や軍l闘が反乱を起こ した.

北i，:l.jの地， ↑.Jì- ~~I ， [l~J，rl生，初主命で.~州文*r'l( も大同元年 ( 1昭和 7 千]'. ) 10月末から， 2 ~ 3ヶJlI白l

J也を"バitiし，満州切手に「中華郵政」と加IAMして印mされた.(写真 3)満州切手中J，::c:も少なく ，製

作数もその当11;¥:でがnoo枚，又加制が木版であ ったので，偽造が非常に多いことでも有名である.

払もこの切手にはいくつも思い出 持い思いJれがあり l'uJい授業料を払っている.I必史からみても興

味がつきないが，満州切手中の 3大珍品は，特に発行枚数が少ない 2次15分ブロ ック(写J'!.4)， 3 

次 8分未発行切手の使用済(写真 5)，}，IHIi¥ 1211'. 9 Ji 2011発行予定の未発行切手プロ ック(写点 6)こ

れは終ij攻のどさくさでの持ち出し品で，攻作100枚刷。満州国は康徳12年 8月1511，1-1木の敗戦の口

にH'i減したが，写真7はそのlll:lliirにU本先に去し出された封2?で， シワだらけ.討作Jlも不鮮明で

勺Hギの iJi，~Lがしのばれる . はたしてこの差，' 1 '，人はJ!l~'Jc故国の土が踏めただろ うか.$1ir，の人にfl}会
出来ただろうか. 沿近のニュースでよくJ.rにする ，，~匝l残留日本人として 戦後中国で背ジ;されたの

ではないか.胸が1"6くなる手紙である.8川911にはソ.iili軍が侵攻し始め， 1511に作戦， 19 LI山市-

Mf誌がやノミでソ辿軍の手に落ち，満州国の終J~ を迎えるのである . 13年 5 ヶ 月の1!f~ であ っ た . ち

p
h
JV
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ょっと"iのこりそうな話し があtいたが， もう lつのジヘ・ンル rj'.杓科の切手」を兄てみよう .1):点 8

はオーストリーの FDI記念，抜ぬ-してから外科の木を読んでいる械で、すね.f凶発事政でもあった

んですか.与其 9はFI本のF0 1 記念，こんな歯な ら出jfi も五~なのに . ~nlOはタイの ド 0 [ ;記念 ，

ヨシダのチェアーみたいですね.的科の切手はFD1記念が多いが，歯科は(IIJといっても ('1坊であ

1 2は台前のムシ尚イ~I山のω手， 1=1本のII~j~it'!付h}.~:識よりも出そうで， デザインの t;1抜

楽しく話題のつきないω乎への旅に.あなたも，"'，かけてみませんか.
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私の趣味のスポーツ・カーリング

4ノ;*1刈 E渡辺正臣先生(31111生)

干l、がカ ーリン グを始めたのは，名古出青年会議所(J.C)の友人に勧められ， 星ヶli-.ーのP&Sに見

学に行って，これはおも しろく ，十l'}・栴なスポーツだと思ったからです.カーリ ングについて，少し

説明 しますと， 4人でチームを作り ， 1人が2球ずつストーンを約38m(l58ft)先の直徒1.83(6ft)

のリングの中心にむかつて投げ，(デイリパリー)敵のストーンより 中心により 近い方が勝利を得る

わけです. 4人のチームは，スキ ッフ (ゲームの全ての武任をf!い，氷を正確に読み， カールの度

合をかlべ 3人に指示をあたえる .)サード，セカンド，リードからな り，スキップの指ぷに従い， フ

γ ク，スライス，ストレートをJ支げ，ストーンのすべりをよくする為，スウィー ブ(ほうき械の牧l

で氷の|二を掃くこと)し，よりリ ングの中心に近づけます.カーリングは，スコットランドで始め

られ，モ ントリオールで115んに行な われている スポーツで.ι1-1:~II地)jでは， 約 15チー ムがあり ， g

ヶ任P&Sで行なわれており ，uコドでは北海道，*点.が慌んです.

カーリングに必要な川よれま，グロープ，ブルーム(ほうき微な秒ry)，鞄 (片方がすべり止めがつき

れブjはすべる様にな っています).私がカーリングの糾!?lに行く Jlキ，チ供や女併はついてきて，隣の

リングでスケートをし ながらおliVlを兄て，皆の消情な姿に笑っています.家では，ほうきを持つで

も，}除 をしたすIのない大の大人が 氷の上を抗ーいている姿がおかしいのでしょ う.大変ユニークで頭

を他い， rtLt棉でハードな スポーツです. 健I~t に非;iH によく，私はilk近 8 kgもやせました.

ドクターリッチの一口メモ
前回に引続き宝くじのぷーをしよう.ごぞんじのごとく宝くじの確率は非常に低い.ジャ

ンボ宝く じ 1 等の椛部は後楽I~I球場でパ y タ ーが打っ た ポー ルが落ちる点位である . 附:泌

を向 くする にはどうしたら良いか?一つは沢山口 うことである(あたりまえだが).一人で

は大変なのでグループJ::tい をおすすめする.この場合個人では絶対買わないこと .後から

政める原因になる.二つ同は継続して脱入することである 年末のジャンボ宝くじのみを

つら れて買うぐらいなら，そのお令で一杯飲んだプ1がましである.

それでは良いお年を.

- 17一
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画置圏園
なくて七jli~ . 人とは寄なる 'Hで満足 をする動

物である.又歯科医療とはかなりストレスのた

まるもの.皆それぞれのプ'hLでntiiのイライラ

を解消している様だ.

ある先生はスポーツ，又ある先生は“隠れキ

リシタン H なら ぬ隠れ必l味を持ち，一人コ ッソ

リと 楽 しんでおられる.ここらでみなさんに紹

介されてはいかがかな.当方どんどん取 り上け、

る用意あります.

去る11月4日， 11 PMなるテレビ番手且でマイ

レ yジ ・マラソンの放映をしていた.と，見党

えのある先生が出出し ておら れるではな いか.

61111生の柳瀬先生である rl司牒400km，ガンバ

ルソ¥オー」と 画面に向って11l1.んでおられた.

次阿のコーヒ ープレイクはこれに決まり .

会報26号をお届け致します. 武山

題字 数岡本 清 禦先生

編集兼発行入管記局

総 11'定次武 山博

吉 111正革li '1'川 均
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