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愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

第 41 

平成 3年11月

仁3
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平成3年9月12日同プロ野球観戦「中日×広島」於ナゴヤ球場

拶 1¥1;1]支部長 佐藤弘 喜

会lJ.の符さん，最r.民をゆっくり鑑賞されましたか.日々人間吹い場

でイ1:~j~をしていますと特に自然をなつかしく感ずるような気がします.

今年は年度のはじめから大仏選挙で，皆様方も物心両而で大きな負担

を背負って明き誠に"1し訳ありません.運命といえばそれまでですが，

悲運だと，巴ってみえる/jもあるかもしれませんね.

国会議員の同窓という立場に立たされた現在，悲運をなげL、てばか

りは居れません.良識ある方々からお聞きするのですが， 「選挙はク

リーンにやりたい.いわゆる諜金を使わないでも活動できるのではないか.J 

これは実際問題として大変困難ではあるが可能だろうと思います.たピ何分にも選挙というのは

過去の引例で，社会のrjlのflkもiJtくさい世間の一つですので，大向先生に大きなブレーキをかける

ことになりかねません.それを打破するには，合法的なi前副jを充分にするよ り手がないと思います.
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愛女11m支部会員(;):， さlEいにも卜tl結))が強<，一人一人が縦かなな比を持っておられますので，是非

共よくお考え頂いて緩慢会前illJJ，!\Uiiの 11 1 でのf1'í極(f~Jな活動等を心掛けてゆけば，後に続く新設大

学の同窓のブi々 からも後折をさされるよ う主 こともなく ，X，先輩の{也大学の先生方から尚がゆく

思われることもな くやってゆけるだろうと思います.

今すぐ只体的な見返り があるわけではなし将来の保附もありませんが，子供達に「お父さんや

お母さんは汚ない選挙のJ'i柿をかついできた.Jと;i'.tつれないためにも，大仏先生には太陽の下を堂

と々歩いてTfiき，我々は大きなIUiをして r)必按してるんだよ.Jと言えるよう .合法的で，かつ積極

的な支援をしてゆきたいと，也います.執行部としてはスジの通らないことはしない覚悟でやってゆ

くっちりです.よろしくご批判，こ・ttl，))をお願い放します.

-各局活動 状況.

〈渉外〉

班長及び，県歯理事，室・部・委員，県歯政連

理事，地区役員，県歯代議員と支部役員との懇

圭e!:A.
弱火 M

去る 7月20R (ニ1:IIlil仁1)午後 711.¥:30分よりロ

イヤルホテル弁天1#1において，政E長及び，り川泊

四Zド . ð:: ・ ~II ・ 委n ， 県桜riI)(迎1ill邪，地|豆役Lt

県挫i代治i..tと支部役員との思，i炎会がIlf.HWされた.

当上|は，この懇談合に先立ち 611、11から平成 3

年度の第 11111成長会が問ホテルで行われその懇

親会も兼ねたためれ地区の成長の殆どのn'iJ，'j~ が

あり同窓会日の 140t，という多数の参加lのもと

でIlf.J俄された.

正鉱山支部長の1lf.1会の技拶の後，米貧民拶に移

り県歯会長 ・7Jf下先生，愛知"，;::~í'ê"ì::長 ・ 小川先

生，歯学部同窓会長 ・JJ文川先生のおベプJ・におJ

葉 をTfiきました.1Jf下光生からは今の幽科料や

次期参議院選の大仏候補を取 り巻く 状況につい

てお話があり ，小川先生.からは愛知，，，;::院の現状

と商:手ー音11の入学に係わるお却がありました.

中村区f1Hfr長 ・日nl))犬先牛.の乾料の行頭で

懇親会に移り ，'1'，席者会uが名庇ごとに舞台に 1'，

がり*長より紹介され. 38班の紹介に 111.¥:111]以

上もかかる 11:1.会場のあちらこち らでは，淡笑に

花がl咲いた .

懇親会の感り 1-.がっている 911.'1:過 ぎ愛知県支

昔日常任顧問の参議院議員大島慶久先生が来場，

この日山根県の遊説先から駆けつけた先生ほ同

窓生の支提にお礼と選挙に対する決意と抱負を

述べられた.

この後，新設の他大学の同窓会から大島支援

の支m金のJI円呈と候拶があり，駆けつけられた

他大学の先生方のlff1'努力 に深く感謝rl'し上げま

911;'j:とI~盛会の内にお聞きとなりました .'I'，llj'i 

mきました何様のそれぞれの立場でのご活躍と

ご飽泌をお併り欽します.

〈組 織 局〉

• 7 J 1 20日w ロイヤルホテル弁天間にて平成

3年度第 11w班長会をIlUm1いたしました.

.9JJ711(β 出 11旦|プロック別班懇談会を楠
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元学舎第 2会議室にで千極区，名京区，J.k灰，

北区，守t11，凶|茎，中区の各班より各 3名

の24名の出J，'i¥'.支出11よりは森1[1支部長を合め

12名，合計36名の出席によ りおこなわれまし

た.

・班.会をrmHIiされるよL;合は，な るべく円lI.'r，場

所，内容等を同窓会県支部事務局 (052-763

-2182)まで御一報下さい。

〈学術局〉

学術講演会

平成 3年 9n 8 rl(ll)， 10月27日(日)の向日，午

liiilO時よ り午後 411キまで，愛知学院大学l勉学出11

基健研究械部 1，講義主において，当大学矯正学

教室に勤務され，名古屋地区にて御llH業されて

いる酒井優先生， lllrjl逃平先生をお招 きして，

「わかりやすい矯正臨床」と題し て平成 3年度

学術講演会をrmHlIしまし た.

初日には，祈り悲しく 15号台風の抜近，ィぷ|主

には上陸の予報であり ，i:羽から小雨脱線であり

ました.そんな気忙しい中を，関係者も合め，

140名余りの話先生方に御出席をj切りました.

中には，長靴と雨ガッパの，'1'，で立ちにで{鋼131とI坊

された若き先生の勉学への熱意には本当に感銘

させられましたとI古川、?に矯正の必要性， 又向先

生の御著名さがひしひしと伝わってまいりまし

た.

内等lま，以下のカリキュラムにで防熱のこも

った御講演を交互にいただき，誠に有難うござ

いました.

先生方には，これを機 に，保有:・1i1i総学に加

え，より進んだ矯正学的立場からの診断を加l同と

され， H 常i臨床がより 巾広いものとなりますよ

う祈願いたしており ます.

-講演カリキュラム

第 1日目 (9 J-J 8日)

今日の矯正1~，f， Jポの総論

矯正治療の変選

・矯正治療の考え方

.矯正治総.の技術

矯正ifi僚の社会的背景

・矯正医の数，認定医，指導医

・情J[医の研修

・角ft正広:¥13府

・学校保健

矯正医の治療手}I断

初診-:fi'r;車検査一診断一動的処尚一保定

一休憩一

矯正医の口市臨床

1.ザ-則的僚一手L歯反対H交合，IlI.JI佼

2.混合悩タIJJijIからの治療

反対l攻合， ;tt絡性上顎前突， 1m"交，里Il伏

的， 11将 11誰裂，著 しいspace不足を伴

う Jl~生

3.永久歯列WIからの治療

設生， 1:顎liij突，下顎Ijij突， 1)[.1"交，補綴

処間を伴う症例，

第 2LI LJ (10 J-127日)
4.成人I，'I~例の治療

まとめ

反対日交介，上顎前突，政生， 1m"交，外科

的矯正rfi抑， 歯周病の矯正治療

矯正治械の自~M皮

一般的科医の矯正治療の留意点

初診一手，'1街検査一診断一動的処ii1-1法定

一休 恕一

比較的簡単と忠われる矯正治療例

礼的反対l攻作
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混合幽列j羽liijJtllからの治保

混合的列則後WJからの治療

永久歯;;IJJ切からの治療

ネrli綴処置を伴う症191J(M. T . M .) 

11的， 考え方とキーポイント，手)1恒， u:立点

診断一治療方針-1OJ的処itl一保定(補正Ji処世)

矯正治療の将来と各分針の版望

-学術局では 21-f-に一度|司会:会誌(赤と 汗のぷ

紙の)を発刊し，会JHIlIIのコミュニケーシ

ョンを凶ると共に，会uの学術発表のJLjに手11

mさせていただいています.

この会誌も皆様の御協力，御努力のつみ.illね

で 7号を数えることとなりました.

今Inl，編集委員長に 伊藤邦治 (4・中)

副委日長に

ノk坂j登輝(10・fj市) )'}羽 修(11・安城)

選任委員に

吉田正司 (4・瑞拙) 吉11]正彦(5・，") 

谷町修造(7・昭和1) 鈴木健三 (14 ・ {(.'r~j)

深谷周消(15・安械) 松岡光義(17 ・ ~II 多)

学術向から

小島国真(6・XIJ谷) 寺ITI勝美(7・盟111) 

松下至宏(13・知多)

の先生方で第一l口l編集会議を 7月1811に行い

FI一度の会議を行い，来年秋の発刊を予定し

ています.

符峨にはお忙しい中，広く原稿をお願いする

ことになりました. fHtli' f也j!，!j， お気'経にふ

だんのお考えを3いていただければ大歓迎で

す.よろしくお願いいたします

〈厚生局〉

先日のfrJ!TU8，;ーにより， リユ|ずの同窓生が被災

されました . 以 下ご宇U~り させて Tfi き ， 又お見舞

金と して ]}j円支給させてTtiきました.把侭

しきれなかった方がお見えでしたら ，'JH'j5J;;j迄

ご一報下さい .

-It反 10川生鈴木/Jx司";f'，・
(，診療家!ぷ I:i公ノ'J<，機材似制)

緑区 141"1生斉藤良行(診療室)AeI:i-:l /J< ) 

春 u11' 81111生木村IItj夫;p，-(機材敏行i)

存1111'181111j.: 川11 剛京(診時五味 1'.以水)

涙の観戦記

7亡来あまりクジjillのよくない弘に，ある Il)irj

t、た一通の手紙，それはなんと現花，行(立攻防

1 t，の中日付liiJ23のlIJlij改券であ った.

同窓会の新しい企画である野球観戦の抽選に

応募したのをす っかり忘れていた位、は. まさに

天にも}よる気持 (すこし 大げさかな)で、'i11 11 

とチ供を辿れ 'Iち球場ヘ向うと， そこはもうす

でに戦のワンダーランドと化していた.そして

運命のフレーポール.その時あの係な IItにも恐

しい結果になろうとは.誰も忠わなかったであ

ろうに， 17N 5で"'nのボロf!け，まあと にか

く結果は，大敗でしたが充分に楽しめストレス

発散ができまし た.

同窓会とはいえ.主11らない先生が多いなか家

族を交えて会，f，~.をかわし，よい交流の場であ っ

たと思います.新ためで今1[11の企画をしていた

だいた役uの方々に御礼をバうと共に.また裂

しい企岡をWJ1.干しています .ありがとう .

追fiIi このレホートが会事uに似る叫には， ，" 1"1 

の(歪勝が， i)とま っていますように?

1 71111~Þ. 太 111 光俊 ( ~Il l )

-人材センタ一報告 (平成 31]'.10IJ1111収作)

求人……・・….11行手1I571f.開始以来 189(" 

( Ilz!J.文 311:.)立1Ofi:) 

求職…...・H ・-イlfi利57ij'. 1l~1 !tfi以来 60('1: 

(平成 311:.)丘o('1:) 
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-平成3年度弔慰報告

6 .20 18回生丸地 宣隆君(中村区) ご尊父

6 .24 12回生 白木 豊君(緑区)ご尊父

7 . 1 13回生中 田美穂さん (瀬 戸)ご尊父

7.5 11回生 舟橋重Illf君 (尾 北)ご尊父

7 .19 15回生大 森俊樹君(足 北)ご尊父

8 .27 25回生後藤 智治君(春日井)ご尊父

8 .28 12回生 長谷川泰夫君 (春日井)ご尊父

9 . 2 1回生 中島英維君(西春日井)ご母堂

9 .16 18回生 伊藤 文一君(尾 北)ご尊父

9 .19 2回生 吉田 孝重君(中村区)1トι..~王手C )(
5回生 吉田定夫 君 (熱田区)

10. 2 7回生加 藤 良治君(瀬戸)ご本人

10. 3 9回生 丹羽 正一 君 (小牧)ご尊父

9回生 佐竹 普久君 (熱田区)ご母堂

10. 5 21回生 竹内 佳入者(半間)ご尊父

10. 9 15回生 福島和夫君 (緑区) ご尊父

〈会計局〉

晩秋の候，同窓の先生方には，益々ご健勝の

こととお慶び申し上げます.

平成 3年度会費納入に，御協力いただきまし

でありがとうございます.今後共，よろしくお

願いいたします.

・平成3年度会費について

念書を提出していただいている方は 6月ま

でに， 3年度会t'tl2，000円を，自動引落しさせ

ていただきまし た. また，セン トラルフ ァイナ

ンス社の方は， 7月中に，引落させていただき

ました .J半く御礼申し上げます.

念書及びセント ラルファイナンス社の集金代

行を，されていな い会員各位は，振込料別で，

12.000円を， 京海銀行党王山支j占， J占*264，口

座番号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 るようお願い致します.

各自おのおの振込まれていら っしゃ る会員の

先生方には，できれば念書もしくは，セント ラ

ルフ ァイナ ンス社のm金代行に代えていただき

ますと，娠込手数料が無くな り，また会計局に

とっても安全確実な集金となり，双方にとり 阿

平成 3年度会費納入率・念書セントラル回収率

平成 3.10/11現在

.fiE 名 会只数 会質納入者政 % ，4tzト~ {・一!~ セントラ I~ % 1 

千 組区 58 29 50 20 3 401 

名 東 区 64 38 59 25 41 

東 区 36 26 72 20 。56 

~t 区 64 40 63 31 。48 
寸{ 山 65 41 63 34 54 

間 区 61 38 62 26 3 48 

中村 区 97 41 42 26 2 29 

区 111 43 39 28 2 27 

港 区 33 22 67 20 64 

1171痢]1茎 44 14 32 7 18 

天白区 45 27 60 14 33 

瑞 松 区 48 24 50 11 25 

熱日1区 33 16 48 12 39 

中川区 60 42 70 27 2 48 

市 区 47 24 51 15 2 36 

総 区 43 23 53 17 2 44 

愛 :l!:t 56 31 55 19 36 

-g' 84 56 67 47 2 58 

瀬 Jコ 50 31 62 23 48 

ヰ五 出 62 43 69 29 I 48 

手手 日 ヲi' 79 54 68 29 10 49 

持I 品 23 19 83 J3 。57 

牧 36 14 39 9 。25 

l豆 ~t 47 29 62 20 2 47 

犬 山 22 15 68 13 。59 

西春日井 48 30 63 29 。60 

先日 多 82 61 74 40 9 60 

it正 制i 46 25 54 10 24 

中 41 29 71 21 54 

鐙橋j窪美 64 44 69 28 45 

岡 由奇 101 52 51 33 2 35 

~ 111 63 36 57 20 5 40 

知1 立 12 8 67 7 。58 

安 城 29 22 76 J7 。59 

刈 谷 34 23 68 J6 3 56 

主~I 南 13 8 62 4 。31 

西尾鰭豆 26 J6 62 12 。46 

笠 回 96 54 56 27 13 42 

d口A ai 2.023 1.188 59 799 75 43 

かと利点の多いものです.ご賢療の 1-.ご協力の

ほど宜しくお願い申し上げます.

・会費未納者の活動の一時停止について

昭和57年度総会におきま して r第 6草 会言1

~\28粂 会費未納者の取りあっかい，前年度会
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vt未納行 (，iiJif.J.l[3 Fl31 FI 現存:)は，第 3~~:r 'JJ 

業」の前10Jの-II.¥，停止をおこない，本会7，刊のの

宣伝のみとする.尚liIfi1~皮 ， 当 iN立会的納入に

て活動のーIIH~止を解除する』が可決され， IIr{ 

和58年度より適用 されております.なお「本会

活動の宣伝とは，当執行部lでは r弔慰の花輪」

rijo 4 t'!l， lii[ifl皮，当年度会的合計24.000illの

振込用紙の送付」になりますので， 王子1&2 il~}空

会的未納の会11各{立におかれましては，24.000 

円 を!日J ~己点海銀行まで， ご納入下さるよう立し

くお願いrllし1:げます.

〈書記局〉

0今年l立より，役凸会の議題 も年々多くなり，

議事進行のね， 'Jq狗に議題を検討するこ と，

各局への低迷をより富にする こと を1-1的とす

る汗記}，，)会泌を新たに設け，事lii[に汲題を検

討 していただいている.

0平成 31f.， 7}Jに “会事li41日" を発行.

0各FJの役t..I会資料づくり

o 7 n， 9} 1， 10} Iの「役日会だより」の作成

及び，班長先発送

07円， 9 H. 10}1の「役以会J.i.NTJJ録 を作成

〈委員会報告〉

時局対策委員会

本年度は }':' ~;l'j J，殺uの支援体制 を強化するため.

19~う という多数の方々に参加l して m き発足しま

した .9} 1] 311の第 31111委民会までの結論とし

て次のようになり ，支持11:1去に符巾 しました .

1 .政辿的な組織ではなく ，後般会を作る

2. 11'-会7'{illllとする.会的はij=.6. OOOillが妥

当である .

3.総会，研修会，講j資金，報告会等を1Iト11111

する .

4 .大仏議uの活動報告，活動計画持の発行

を行なう .

5.組織はItf.制の応援を求める

6.れ斑 2~ノ; f'.u立及び県支持llij):日が参加する

発起人会を設ける .

7.会長は，森、出愛知県支部長が望ましい

今後 f生11会，班長会等で協議して頂き，支

保体制をPui立してゆきたい と考え て居ります

会uの符さんの中には，同窓会が政治的活動

をする 'J ~について御志:見をお持ちのカも多数み

えるかと思いますが，現に大島先生が議日を始

められた税IEにおいては， まずこのような，原

則と してffil窓会とは切り離された組織で対応し

11.つ.同窓会内部に例えば政治連盟のような組

織を設けるかどう か，慎重に時間をかけて検討

する必要があると思われます.

干号線)Jに御賢察頂き . 1人でも多 くの後援会

11が集まりますよう御協力を御願いする次第で

時局対策委員長

-平成3年度時局対策委員会名簿

長;Ll長佐藤弘子宇(1・i事i 区)

MIJ委lH-l: Ip芸!リIllIrl造 ( 1 ・中 区)

委 11 1以 1: 1創刊 (5・東 区)

'1'!I1f' f!:f吉 (3.些 橋)

!，!.} 宏 (2. - 冶・)

三輪英則 (7・北 区)

鈴木 泰男 (7・西春日井)

イ~ ?J~ 俊文 (8・雨 区)

})1I1燦直彦 (5・西 区)

コI陥 康 ( 3・中 区)

新谷澄男 (6・盟 田)

1'1'谷純一(6・熱田区)

i/.立辺 剛 ( 3 ・海 部)

j燦川 ff.糸口 (2.港 区)

ド総 長彦 (5・西 区)

11τf: 住三(5・西春円井)

竹内 敬雄(6・知 多)

石川知治(10・){IJ 谷)

/k里f 禿尉(10・岡 崎)

- 6 一
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岨111... ・仙叫IlJth....U...U... ・ω，"OOOd川蜘...11...111111'"''細川"、
aEE-Ez--墨
zsazs呈

1 )第 2回ブロック別庇懇談会日程の件

(~脳級局)

2 )第4回大学教室との懇談会及び学術

担当者の集いの件 ( :学術局)

3 )国会見学の件 (厚生局)

7. W"l義司王項

1) 'E(用弁償の件

2 )大島慶久支援に|刻するf牛

(時局対策委員会 ・専務)

3) r大白慶久を支援する歯科医師の会」

にl刻する件(時局対策委員会 ・専務)

8. その他

9. ~rcZJJ所見

10. I~.J会の辞

(会計局)

日時 :平成 3年7月27日(J:) 午後 7:00-

場所 楠元学舎 ・第2会議室

1 . IlfJ会の辞

2.氏名点呼

3.支部長挨拶

4.本音11報告

5.各局報告と予定

6.審議事項

1 )第 1回プロ ック別班懇談会日程及び

「協議事項」の件 (組織局)

2 )第 l回学術講演会の件 (学術局)

7.協議事項

1 )国会見学の1'1

2 )班長会及び慰税会の反省

(渉外.~fJ.繊同)

(厚生局)

8. その他

9.監事所見

10.閉会の辞

? 
雪

日時:平成 3年10月12日w午後 8:00- ~ 

場所 :楠元学舎 第2会議室 i 
1 . IlH会の辞 E 

E 
日時:平成 3年9月28日ω午後 7:00- 2.氏名点呼 E 
場所:楠元:学舎 ・第2会議室 3.協議事項 ミ

五 1 .閉会の辞 1) r大白慶久を支援す る歯科医師の会j i 

i2… l閲する件 言
3.支部長挨妙 2 )その他 E 
4. 本 1~11報告 4. 1別会の辞 色

平成3年度
皇

愛知県支部臨時役員会

平成3年度

第4囲愛知県支部役員会

- 7 -

事

5.名J，J報告と予定

6. '/iV J議事項

議之〉
Z玉Z員役

平成3年度

第3回愛知県支部役員会

r'鋤，..肱剛醐同蜘叫刷・4蜘岨勘・・'"・叫I".atll..all...幽・E
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学術コーナー ] 

水酸化カルシウム製剤の歯内療法分野への応用

水酸化カルシウム療法-

JJ腔tfi械学教室講師 堀場直樹 (141111'1::)

ノド般化カルシウム製剤の的内療法分町・への応

川純II~は広い. (1'(1安甑髄材(剤)，ノ1:f.1i前首fi切断

材，制官消毒剤，相智光成材，内部1吸収および

外部l吸収に対する処j;'iなどに利川されている.

さらに，f，)J若永久的の制未完成前に対するアぺ

キシフィケーションおよびアペキソゲネーシス

のために広く使JlIされている.アペキシフィケ

ーションとは， 桜尖がラッパ状にrm ~ 、た制未完

成簡の感染根作T4キlこ対し.恨尖を人工的に閉鎖

しようとする U(I{Jのために行われる水般化カル

シウム療法である .-'Ji，アペキソゲネーシス

とは，組未完成のイimJi前に対して，伐イ了刊哨むの

ノI::i円))を賦活し，抑制を完成させることが|二|的

である.

前倒完成歯の感染fHrrT&fに対しでも，ノド酸化

カルシウム掠法が行われている J必'，:;:;の感染様

作治療では奏効しない日fI:?f-i症例に対して似JlIさ

れている.tl~未完成向とは異なり，似尖|抑制を

11的 として用いるのではなく ， ì~ として，根往;

1)'、l港，'1'，液あるいは排肢のなかなかげj.i!!しない恨

作に対して使則されている.ノド醍化カルシウム

ぺーストの組作|人.JIl.'i柴により，終的jがl陛減した

という報告もある.ポ般化カルシウム製剤lには，

，;~.!アルカリ (pH12 ， 5) あるいは遊離ノド陪イオンに

よる殺的作用，f災死Ml縦i存解作用， 港I~， i夜減少

(1，川のほか，硬手Il織j形成作JFIなどのHf々 の作JII

がある.これらの品作川の結来.m尖J，'，'llnl組織

の)IJif.性イヒをはかり， tb4.@.'こIIiIかうものと，lt.わ

i1.る.

ノド般化カルシウム'1ttWのli1iI式は， 出未完成t"-i

にJII~ 、るときといIf;f( ， ノド酸化カルシウム粉米と

ノI:J'J!.食塩水あるいはパラクロロフェノールカン

ファ (ドMCP)とをHHIIしぺースト状にしたも

のを(ヨードホルムに過敏でなければカルビタ

ール〔市販品〕でも "f)，レンツロあるいはシリン

ジにて桜管内に嶋本し，約10日前後の1111隔でこ

れを交換する.制作の拡大形成は米院旬に徐々

に行い，品初のi汗治fhi蹴H

るのはi避壁けたブ方Jが台然任R聞則雌11佐1:である.特に，制尖がl吸

収あるいは破壊されているような場介には.

J主に拡大形成することにより，それだけ多くの

制作|人j谷物を桜尖孔外へ押し出す可能tl: 7'.If ，~':j < ， 

その刺激によって急.rHil;ィヒを引き起こすことが

懸念されるからである.Jlk終的な制作光J武材で

あるガッタパーチャポイントに交換するH制りlは，

臨lぷ痕状がある程度緩和lし根管内・港，'I'，i伎がil'i

失して幌管lλlが乾燥状態になったとき行う .fIK

終的な組作充成はガッタパーチャポイン卜と桜

光川シーラーとの1)1・川でオ7・われるカf，.fH光JIJシ

ーラーは酸化亜鉛ユージノ ール系よりも，11<般

化。カルシウム系シーラーの fjが良い成紛がí~トら

れる場合が多いようである.

アメリカ合衆1"1などでは，発縮性の|!!凶gから

使川がl当tMされているホルマリン製剤の代検品

として， ノド般化カルシウム製剤lがfH~~:内Jlli薬剤

(制作iI'j古剤)として.感染根)'¥-t白球ばかりで

なく， t友髄後の制作にもUi川されている.

ノド般化カルシウム製剤は，上述のように，/1< 

般化カルシウム'1tti.tとして，!l!IE治tl:!u.'HNNWか

ら抜髄制官に至るまで申1
1
1
1
;広 〈使用されている.

さらに，恨智光I武材.すなわち，松光川シーラ

ーとしてではなく， '1河川{lH~:充填をhうときの

糊斉'J.{'民光材としても使川されている.このih'i介

も，ノド般化カルシウム粉末を生理食tiiノドあるい

- 8 -
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はPMCPとで混和し， ぺース 卜状にして根管内

に成塞する.そして. 2 -3ヶ月間あるいは長

いときでは 6ヶ月以上の経過観察後に.I臨床症

状あるいはレン トゲン写J'iを参考にして，再度

水般化カルシウムぺーストで岐悲しなおすか，

ガッタパーチャポイントに活き換えるのかを決

定する. しばしば経過観察後に，根尖孔は石灰

化物により閉鎖されていることがある.このよ

うな場合には，根充用シーラーとして酸化亜鉛

ユージノール系を用いても椛わないが，そうで

ない場合には，水酸化カルシウム系シーラーの

方が望ましい.

への応用の一例を掻い摘んで告:かせて裁きまし

た.臨床経験も浅く ，症例をお凡せするに至り

ませんでしたが，先生方の臨床のお役に立てれ

ば幸いに思います.

・参考文献

1)松本光吉編 :アトラス歯内協法，クインッ

テセンス出版，東京. 1987. 

2 )砂田今男，長田保編 :最新曲内治療アトラ

ス，医事l'r薬出版，}R京. 1989. 

3) Raymond T Webber;i家問邦雄肢訳:外傷

幽の処世と水酸化カルシウム療法， H.D.R. 

IJ~版，東京， 1987. 

今回，水酸化カルシウム製剤の歯内療法分野 4 )林普彦他 :日樹保誌， 34巻. 3号，1991. 

「 今大学では 」

愛知学院大学歯学部第 3歯科補綴学教室の現況

現在の第 3歯科有Ii綴学教室は，竹花教授を筆

頭として，伊藤助教授，荒木，橋本の両諮問I，

桜井，塚本，阿部，竹中， I LJ本，鈴木，向旺1，

1:1'村の各助手，12名の非常勤教員，および紅一

点である安藤純子実験捕手によって運営されて

います.また，当教室には大学院生 3名，専科・

4攻生3名，研究生8名が所属しており，合計

39名のスタッフで税義，実i野，研究，ならびに

忠者の診療にあたっています.

教室では毎週木眼目に医局会が1mされ，症例

報告や文献 ・啓籍の輪読や抄読に加え，各医局

員の研究報告などが行われています.医局会で

は，いつも活発な討論が毎回ヲI~ぴ交いますが，

その一方で，医局員全体に:半・ÎJ・学外の連絡事

項を伝述する機会にもなっています.

以上が，当教室の大まかな現況ですが，次に

教育と研究面についてもう少し詳しく述べてみ

ましょう .

・教育について

4年生後期から 5年生前JUIに行う「冠 ・橋義

第 3歯科相11縦学教室 伊藤 裕

歯学J.6年生対象の総合示説と国家試験のため

の有11誹ならびに臨床研修医を対象とした示説 ・

セミナーなどの各講義を，当教室は担当してい

ます.このうち教室の主題とも言うべき「冠 ・

橋義的:学」の講義は，主に竹花教授が行い，伊

藤助教授が各論の一吉11を姐当すると いう形で進

められています.そのオーラルリハビリテーシ

ヨンの項では，近年，顎機能呉市の概念とその

診断についても詳細な説明が加え られるよう に

なりました.

6年生の総合示説，臨床研修医の示説・セミ

ナーは，臨床経験の盟25な非常勤講師の先生方

も加え，講師以上の教員が持ち回りであたって

います.数年前から始まった臨床研修医の講義

では，キIli縦の予後のスライドによる供22や，半

淵首i性H交合器の取扱いについての解説が，実習

を交えて行われています.

次の実習については，歯冠形成実習(3年生)

冠・橋義歯学実習(5年生)の各基礎笑習に加え，

l臨床予備実習と臨床実習を担当しています.1お

- 9 -
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冠形成実習は，荒木排卵1;がヘッドとなって，助

手と非2iE勤教員と共に臨んでいます.学生にと

って，はじめて経験する歯学部らしい実利です

ので，学生側のまごつきが見受けられ，教員サ

イドも毎年大変なようです.

冠 ・橋義歯学実iplは，本来，講義の忠商平をJlj)

ける為のものです.この実習には，伊藤助教授

がヘッ ドと なって数名の助手と共に臨んでいま

すが，近年は，臨床をit!定してマネキ ンを用い

いて行う少人数対象の示説，陶材溶岩鋳造冠の

陶材の築擁 ・焼成の示説，陶材冠の示説のほか

に，実習開始H古・:JUIには，答さばきによる基本的

技能の検査も導入され，本来の実習以外にも数

々のプログラムが追加されてきております.

臨床予備実習ならびに臨床実習は.従米より

第 1，第2および第 3歯科補綴学教室が合同で

担当してきましたが，それについては見学主体

の引在も同様です. しかし，今年からは臨床実

~I'I をより効果的なものとするために， ::t-生に対

し，より積極的な忠者実習を諜すようになって

います.

・研究について

当教室の研究は，階冠*lIi綴学・橋義tA1[学を主

体として補綴学全般にわたって行われています

が，その内容は大きく機能系と理工系の研究に

分けられます.

〈機能系〉 教室ではこれまで11交合背，筋屯図，

下顎運動， :jJlI剥節雑音な らびに歯の触診のそれ

ぞれ，あるいは相互の|剥係について検討を行っ

てきました.近年は，p交合桜触様式と顎機能の

関係，MR 1を利用した顎機能呉市者のより確

実な治療法，顎機能呉市のより間使な診査法，

歯の~1!I!診による H交合診査の有効性などについて

の研究が進められています.

〈理工系〉 陶材の研究は，初代大学院生から述

綿と続いているが， 近年，陶材強化法，陶材の

研磨法，ポーセレン ・ラミネートベニアの適合

性などに|射する研究が進め られ，最近ではガラ

ス鋳造による歯冠修復材料についても検討が進

められつつあります.また，陶材ーのほかに，鋳

造用材料や印象材についての研究も引き続き行

われています.

以上の活動のほか，教室では1u:1:f'-恒例の行Zl'i-

が数多くあります.瓦休み庄日lijにi告養園で行う

実習打ち上げ会もそのひとつです.また，今年は

竹花教授|刑務25周年にあたり，その記念式典が

予定され，教室は現在，何かと慌ただしいムー

ドに包まれております.紙而の者11合上，現況報

告はここまで‘に止めますが， 機会があれば，そ

の1ft-々 のトピックや業務を織れた教室の行事な

どについても紹介させてTfiきたいと思います.

[ 回生だより

( 1回生)

"The J apanese are 
egoistic， aren't they?" 

rn本人は利己主義者だ」と決めつけられた

ら，U本人はそれに対し反発心を抱くであろう .

日 本人は一般的には義理人'附に j平くまた ì，~， J!/な

民族であり利己主義だなんてとんでもない，と.

-10-

河合良明

日本が世芥の中で経済大1[1と言われはじめて

久しいが， 日本国も日本人も 1-1¥1際(1りにな らねば

と1111-ばれている.国際化 とは，111.に「欧米の織

式を広〈 受け入れること」ではないこと は，色
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述絡先

合 ( 川生

幽科医 ア:向科í:~Î生 1: 1'， I技 r. :1': の 1也 4ノz

状 訪t
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々なところで指摘されている.尤も国際化とい

う語の定義は難しい.英|到のinternationalization

と 言 う 言葉に当たるが，通'I~;:;欧米では「国際管

思!下に置く 」というよ うななl床であって， 日本

人の念頭にある国際化の概念とはかなり違うも

のである.特にアメリカでは， 日本人が言う国

際化は建国の時から典麗民族の集合であること

から始まっているわけで，わざわざ国際化とは

何ごとであろうとい う感覚である.

小児歯科の専門教育を 3年半に亘って ロスア

ンゼルスで受けている川に，多くのアメリカ人

に巡り会った.彼らは，生まれながらの，ある

いは色々な固から帰化したアメリカ人であって，

宗教的には，キ リスト教，ユダヤ教，ギリシャ

正教，イスラム教，仏教，道教など種々雑多で

あった.世界には種々の文化があり宗教があり

政治があり，それを??対に間々の考え方がある

ものと肌で感じさせられた.そのよ うな経験の

'1'で，国際化とはいったし、何であろうかと自HU

自答すると「相手を理解できる ことである.J 

と慨った.

外国人から，“TheJapanese are egoistic:'と

表現されたとき相手の言っている意味が理解で

きれば，その人はかなり困際化が進んだ人と言

えると思う.もちろんsocioeconomlcstatusカず

~':j ~ 、市識ある外国人は， H本人に向かつて直接

egoicとは表現するはずはなく， 私 もその よう

な会話をされたこ とはない. しか し， 表現は直

般的ではないが，要するにn木人のことを一言

で弓えば「利己的である」という意味にまとめ

られる.英字新聞やWeekly，CNN(幸い居住す

る名古屋市中区ではケーブルテレビが|羽局して

いる)などの論評を見聞きしていると，耳が痛

いことがたくさんある.こま ったことにそれら

の桁摘は， 日本人か らみれば何 ら問題にするほ

どではないと思えるJ幼令が多いこ とだ.

日本人は，平手11 (安全)と7)(は只だと思って

いるとよくいわれる.諸外1，'"では，平和 ・安全

に多額の国費を'P~や し， illil人的にも自己防衛を

忠らない.水に|刻しでも，水道水がそのまま飲

める同は少なし飲料可能なアメリカでさえ月Jj

売の瓶づめ飲料水を購入している家庭が多い.

そのような国々に比べれば，日本では平手11・安

全と水にかける金額と努力はゼロに等しいであ

ろう . しかし，残念ながら，人1111は自分自身が

満足してまた自分自身に危害が加わらなければ

他人のことにはあ まり関心を払わない傾向があ

る.それで万人HU題なく過ごし行ければそれに

こしたことはない.

また，興味深いことと して，決文化の人間が

典文化の小で起こ った事件を論評するとユニー

クな解釈が出ることがある. もう lO.1F以上にな

るが札川可角栄首相が逮捕されたニュースをロス

アンゼルスで判カーラジオの中で11tJいた.“Japan's

Prime Minister was arrested."大学の付属病院

にずfいて早述同僚のアメリカ人の小児術科医に

話j也を投げかけたら，“Japanese democracy is 

healthy." (日本の民主主義は健全だ)という反

応であった.てっきり「日本の政治は腐敗して

いる」などと いう 言葉を子恕していたが.逆に

「ー1，1<1の首長が逮捕されるなどということは民

主 i-:義が確立していなければ山米ないことであ

り，事件そのものは望ましくはないが，大変す

ばらしいことである」と.また，ソウル ・オリ

ンピックの前に，オリンピックDf.lflt地について

名古岡市とソウル市が立候補してと1トったとき，

名iJ1'民間俄に反対する市民が外|王|まで行って反

対デモすることに閲して，アメ リカ人の友人か

らITIJ-ti去な発言を直接聞いた r表呪の自l村が保

附されているので，“Japanese democracy is 

great." J という ことであった. .M近の話題で

は， 証券会社の損失補岐ーに|民lして，あるアメリ

カ人は， 「|守本はすばら しい経済 ・政治機構が

舵立されていて，現在の日本が経済大同にのし

上がったのは官民双方の協力体制が控っている

からである. ドルショック，石illl危機などのと

きのように重大な経済危機を釆り越えられたよ

うに，有能な官僚機構が著しい経済変革に対し

て経済安定の間接役を果た している.アメリカ

むそのいい部分は見習うべきだ」と.

さてHU組は今後のことである.日本人は日本

人として反行しなければならない点はないので

唱
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あろう か?日本人は利己主義ではないのであろ

うか?日本は歴史的に「お上」によ って治めら

れてきた.近代IJ本になって も官僚政治のもと

で'1::治している.全て物・li:は上からのお述しで

決められて きた土撲である. I:l本人は代 1々'1分

のことを 自分で決めて米たわけではないので.

全体の中の佃 としてどのように行動すべきかを

判断する ことが予?手なのである.どうしても ・lC

勿れ主義になってしまう .それが自分さえよけ

ればそれでいいと思ってしまう ことにつながる.

卑近な例を挙げて与・えてみよう.われわれ術

学部の卒業生が同業の集まりである同窓会に全

< "i]，V.¥lしないものがいる.われわれ歯科l災のう

ちで，開業するとき自ら歯科医r:，ri全に加入する

ことを担否するものがいる.われわれ術学者11の

同窓生であり前科医師となっているものが，大

島選挙に対して比向きちしないものがいる.そ

れらのことは勿論義務とまでいえないものであ

り，個人の白山である.また質問しなくても，

それなりの ì :.& -ì:~Mがあればそれでいい.問題

なのは主義主雌もなく ，全体のrl'のイIAIとしての

行動にな志がないことである.われわれ|百l窓生

L 世界の'1'の 11本. 日本国民の小の s人とし

ての行副庄内分Ji身の意志を持って決定して行

きたい.

( 7回生) JCからロータリーへ

nll )f~る 出来 る 必 らず ，' 1 '，-*る

やるれがあれば必らず出来る

iI刈とないと思えば iI '，)1<:ない

出米ないと考えず ，'1'，>1<:ると信じ

ノk.i卓に自分は 進歩したい

11'，米る 出来る必らず ，' ~，米る

これは，今から 101nI {I'-もljiiになり ますが，私

が知1$1'r年会議所(J C)に入会させてTfiだL、た

折，名前は忘れてしまいましたが，ある企業の

1 1:.~iI であったと思いますが.tf に止まりまして ，

それ以'*.現花むfl、のテーブルの前lこJIrIiつであ

るものです.

H行手1150年開業当初より.1日l窓会に対しでもX.

地;t歯科医師会lこ対しでも.孜がま まで.無鉄

砲な人11:1であり ました.友達む同業者は少なか

った織に思います. l，~近， 特に40才を過ぎたI:j(

知多班 門井 隆 典

より，少しずつ(1分の言葉には，L'げでを持たな

ければいけないなあと思う 様になり，.wイEは，

普段あまり似わないiiJtを使う様に心がけてお り

ます.

世の巾は五分の>1.1味に二分狭れ

あとのこ分は茶Uでくらせよ

これは， j也兄術科医師会の~MII会長が好んで

若い理事の先'1:，こ訴す言葉です.la近になって

やっと理解し.少しずつ余裕が持てる岐になっ

たと思われます.

色々，とりとめの1!'，F，いことばか り111:きました

が，所玲.TIねf'l- l2i自Iliは十手，サ|二戸の '1'の虫I~であろ

う.同窓会.前科医r:'li会の組織にとどまらず，

地域の中に出けこみたいと思っている.lJl在は

毎週，知多ロータリーにお世話になり地Jeの先

端達と和やかに伐食を食べている.

- 12 -



〔平成3年11月〕 愛知学院大学伺窓会愛知県支部会報 〔第 41'，j-) 

(平成 3年度)

愛知学院大学歯学部歯学会

同窓会共催学術講演会のお知らせ

持幹 l晩秋の候，先生ブjには謎々ご健勝の事とお嵯び時lし上げます.

FI頃は同窓会の運営にご協力下さり，ありがとうございます.

さてこの度，下記のとおり学術論i覧会を|州m~、たしますので， 多数の先生方の御出席をお待ちし

ております. よ(j!{ R. 

16】
ヨ
"

1 日時 平成 411"-1月26日(日) P M 1 : 00-5 : 00 

2.会場 刈谷市民会館

刈谷市大手町 2ー25 TEL. 0566-21-2071(内

歪名古屋

- 3.演 題 (1)免疫と炎症

(2) 1-'腔領域における感染症(基礎疾忠との関連性について)

4 .講 師 (1) ((1山洋一郎教授愛知学院大学術学部病理学教主

(2) 111川史郎助教授 愛知医科大学科tll~病院歯科口 j住外科

5.会 費 無 事|

※尚，詳細につきましては，追ってご連絡1:1:1し上げます.

- 13 -
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(平成 3年度)

地区学術講演会のお知らせ

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

;~è 

1 ，日 平成 4年 2月16日(日)

2，場 所 愛知県術科医師会館4Fホール

3， i!i:i題 過当競争|時代を生きぬく I"'~科医療 (仮題)

4，講 師 飯塚fz-犬先生(渋谷病院院長)

5，会費 1!IHil 

※L札 詳細につきましては，追ってご辿給巾しあげます.

に J Eだより ; 
金泡届凪'"詑鍋肉脳出 ζ怠姐"'"祖国置届串.... 揚""蝿

-千種班

斉 藤佳 雄 (6 1111'1=:) 

一 一千種攻Eは現在.同窓'1-:29名がHH業しています.

以，jijより ，班総会，学術論ilii会，旅行，忘年会

を えi::例 ~l):業として会員の税|佳を計ってま い りま

したが，特にTiii幼.長(.fi'~i iJ，z ~.Ë. ・ 4 回生) は 8 11".

の ~JYIにわた り班の ，" 心として活躍され，こ の

HキJYIをも って一気に会11相互の交流が盛んにな

りました.特に旅行は膿んで集まりも大変よ く，

今までにグアム品， i剤+I，f..:j，鳥羽石;亭， 北陸ノイ

ス旅行等へ出掛け大いに先輩，後輩のつなが り

を深めてまいりました.おかげ様で，今回の大

I~Ú選挙の拠出金のi'I"に l対しでも，班総会におい

て;(，認を T頁き 100%の達成~:;をあげる4j ~が，'1 '，米 .

改めて班会員の皆様・に感謝1'11し上げます.

さて ， 本年度は，イ7記の~}r役員にて.6)Eの迎日

をqj・ってまいり ます.

新役員決定後直ちに班会員名簿一 ・役L-1辿給制，

会L-b主総網を担当役u(h友 ・;・5岡・促ii!if也)が

作製し会員に配布したのを皮切りに， 6 H 13円

以山会館に於て千部班総会及ひ'学術講jiii会 (.tn

当，~tLL，他) ( r~;ru央!日11症の症例から学ぶこと 』一

11交合のとらえブj・講師i斉藤佐T:fO，9)J 12日， さ

なげカント リーにて千種班ゴルフ コンペ (担当

石井)，(優勝・安井稔雄)，及び炭焼きがEI去lビー

ルパーテ ィー (担当，背山他)(新維にて20名参

加)をIJf.JHliし， 二次会へと流れました.現在は

11月13，14日の本年度のメイン行市である班旅

行(丑ネ，"温泉 ・石苔亭いしだ)を決定し，その

準備の打令せの会合が行なわれている所です.

会員の交流， 組"毛を百十る ~j';によ っ て ， 初めて

お互いの考-え }Jや人IlH性・趣味・人主観を里l!.解

でき，そこから会以の結束がノtまれ， よい意味

での先輩f走者11の件を築いてゆけるものと思いま

平成3年度 愛知学院大学歯学部同窓会 千l.IJU役員名簿

司E 長 斎藤イ圭T:!主 (6)

(代議員)

高IJ班 長 九山哲夫 (8)舵 im義雄 (10)

( ((JII計七議員) (総務)

iZL Z 牧肝羽If樹 (8)i也綴 ，1-，幸 (13)
，寸、RソL・. Wr 北 山 恭 三 (8)i度 辺 i~~ (13) 

広報(記録) ρi木 健司 (8)松 ik1¥'1訂1(9) 
庶、 4芳 守 山知 一 (7) ;，;，; ，尚J，[己 (7)

!~ 加藤裕 生 (2)71友子:夫 (4)

- 14 -
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す.これがいざという 時の聞が『力の基になると

思うのです. 今後共，会員相互の人(I~J交流に主

眼をおいて班を盛り上げ，いずれは，他の班と

の合同の企i!!ilを立案し，交流の給をさらに広げ

てゆくことがひいては，愛知学院支部会員の結束

へと結ぴつくものと信じます. (1991，9，18記)

... 右翼"""""'"罰般事尽鍋.... 蝿""暗唱障調............ -、~・司、..._...-.. 噌 M・M・....""山崎• ....，..，"9'，柄。-""，'-"凶

-東区班

丹羽 誠 (9回生)

、，

東区班の定jU]活動として京会 (あづま会)と

いう会があります.東区歯科医師会を 母体とし

た同窓会前到jで2ヶ月に一度親|陸を深めるため

酒宴の座を設け，*区会長をはじめ理事の先生

方，又同窓以外の先生にも広く11'.);析をしていた

だき，上座， 卜1肢のない手11気あいあいの雰囲気

の中で行われています.

特定の目的を持たずに定期的に親l雄会が行わ

れる事は，現El1， 区会員の 'I~;:; 日頃の意志の疎通，

同窓会活動の相互J]i解の上でも大変に有意義な

会であると思っています.

尚，}R区班の本年度の活動報告としては， 3 

月18白に来区治水口の「美事宴」にて新役員小

委員会を行L、ました.そして 4丹4IJには県歯

会館にて，東区flE役員会として会計報告をはじ

めとして前年度報告を行いました.同日 11回生

の屯井俊雄先笠に出席をしていただき， 6月 1

日から開始した愛知県支部連常の，緊急依頼医

制度の「相互扶助システム」の資料のくわ しい

説明をいただきました i舌発に'f.!1[11がII!.て，各

先生方の扶助システムにかけるJU]待の大きさが

うかがえました.私も同窓生一会此としても，

より一層のI)'J谷の充実と多数の先生の参加に期

待したいと思います.

大島先生の選挙活動をは じめとして，各同窓

会活動に参加lしていらっしゃる役員，班長の先

生方の惜しみない御苦労に感謝いたします.

-愛豊班

伊東 栄(8回生)
@匁届誕鼠""高"""前跡事...... 也事...... 誕凶叡""泌層高也""漏出事省""""調""""""詞也虫食蝿.... 縄....... 海副臥.. 銅色高益事@

緑歯科医師会の一員として，長JUIに亘 り緑区

の諸先生方と洪に会務に携わって参りましたが，

会員数が百名を越え ， 行政も違うという :tr~か ら

会務の運営に支陥をきたし，会としての存続が

首位かしくなり，やむなく ， 日進地区，*完!II地区，

~ I切地区が緑歯科医師会と離れ， 新しく平成 3

~I~ 4月 1EIより ，~県下第44番目の地区， 「愛盟

t:l:l科医師会」として発足し，スター 卜する運び

となりました. どうぞ宜しく御願い欽します.

緑区の先生方には， 一方ならぬ御世話になり ，

感謝の念に耐えません.本当に有~ft う 術Im~居ま

した

さて当地区は，総会員数51名の|人:j，同窓生が

37名居り， 又，済い先生方が大変多く ，意欲に

満ちた素晴しい会になると自負しております.

しかし何分発足したばかりで戸惑う事が多い椋ー

であります. どうか今後共諸先生方のl成かい御

指導，各11教援を賜わります様，宜しく御願い致

します.

第一期愛盟歯科l矢師会の執行部の同窓生の先

'-E7Jを御紹介致します(敬称略)

会長 4回生桃沢 宏

副 会長 6回生 柳瀬良重

11 7回生 加 藤世 一

ミ与 務 7回生 i度辺龍彦

学 術 4回生 ヨE 分吉

ヰi T某 8 11lI生 木 F{1八日11

税 務 101IT1生 山岡林 二

j平 10@Et 栢安 i前

公衆衛生 9回生 加l勝正史

庶 務 14回生 石井 句iニ、ヂ1 

広 報 141司生 石井 ~ 
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11 31ìí]~三 土井 尚

県歯

三一二千、，. 符4 4回生 荒 川兵 澄

公衆衛生 13回生 野々山.fill
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-一宮班

丹羽 健 (9[111'1::) 

平成 31p 3 n 7 I-l附PM61時から，_.'IIJ.'市内「市

本」に於いて， 一戸;班の総会がIJH1mされました.

各議案の承認を得た後，愛知県支部から派泣さ

れた先生の「利五扶助システム」についての説

明があり ， 本システムを利用する JJ~により ， 会

11は，いざという 11キに協力 |互に診てもら う ~J同f

，'1'，*，安心して治誠に専念する事が11'，来ると云

う有首位たいシステムが出来ました.我々一宮班

同窓会々員L 真剣に説明を1mき，相互扶助の

m・-要性を認識欽しました.

その後，役11の改選が行なわれ，

班長 H 羽 設II

副班長 鹿島克彦

学術 安 藤正恕

厚生 ~.:.崎和l 宏

会計 大 師光 Mt

渉外 大 沌昇宏

宜E主， 三n円<.. 山谷幹Iif~

j註 tJ~ 1i晃l A128ι 1 

11 泌辺雌 ~t:

顧問 f1 J1 ，、t: 'J: 

以上の様に決定欽しました.

現在， -1主的科医師会々11は年々刷え続け，

120名に達し，うち，同窓生は50余名にのぼり， 一

出歯科医(:ili会l人!の役i1b，副会長をはじめ専務

など主要なポストをほとんど占め，同窓会の役

'，I/IJも益々重要J立を，'.:，めており ます.

-中島班

，ι、
1コー 智 也(14回生)

平成3年J.itの愛知県支部中向I~f"(:術講演会が，

去る 7月27H LU午後 31時より ， -1Jf駅前ビル 8

|椛小会議場にて，班員18人の，'I'，J;'t';のち とにI1fJfIli
されました.講師には，愛知'下院大.，;合前学者11第

3 t11i誠学教室JllUaliの荒木立純先ノ1:をお迎えして，

「初Iì総学よりみた~m関節症について」のテーマ

でご講演いただきました.

講演でl;t， 顎|対節の解剖，':iIiI対前j症の原因 ・

症状，矧i綴で?fiif.tするのか外科(I{Jに治療するの

かの区別の仕方など，スラ イ ドを使って説明さ

れました.外科的治協に比べ，'J!iI剥節症に対す

る布Ii綴的アプローチは歯根lJ英 ・筋を介しす:m期首i

に到達するという HIJ被的な形でしか行えず，そ

の難しさを再認識させられました. また，スプ

リン ト 作製 ・ 1!l!川上の注13;や，安I'f(~空隙語jーの測

定法，布Ii絹物装者11#'の11交合調整-''.の コツなど円

'I~ ;(;臨床上もすぐに役立つようなアドバイスも教

授し、ただけました. さらに，flt近のt11i綴学教室

での研究の状況もみせていただき， 211寺間半に

およぶ鱗i目iもまたたく IIIJに終 fしていました.

講演会後の先生を|羽んでの怨税会も直接先生

とお話しする ことができ， 有意義なものとなり

ました.

-岡崎班 (親l陸旅行編)

柏木博行(11回生)

班員数100名近い大|止様であるが，例年通りの

i汚1VJを行っている.つい先 11も隔年の親|陸 U(I

旅行が行われたのでその司王でも，lj:いてみようと

思います.

8月2811(水)従休み後の疲れた体を休める為に

も午後から休診にして， 311 

命断.I(に1集長合.総事う27名， IITJ日の釣リ ff:llIま台風の余

i&:を主uこしながら釣船原に屯訴したり. ゴjレフ

まIlはスター ト組合せ去や烏券ク)，;，fiに花を咲かせ
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ていた.出発のH制IIJになり当然の様に若手品JLの

I!( (案外若手の方が良いJl1に来っている)に分

采. .~各目 的とする伊良湖II~IIIに出発した. 行く

途中のJllでは不足J設と学生時代の話になって，

F市での悲惨(?)な生活や，今思うと結断狩j炊ま

がいの訴など飢を紅潮させながらの 11時IIH半で

あった.

孜貧乏同窓会にはうってつけの伊良湖lリゾー

トホテル竜宮の術に無事到着，浴衣に者伴えで

の宴会となった.いつも顔を合わせている仲間

ばかりなのだが}(Iりで来た時の気軽さで，いつ

の11¥1にか美貌(?)のコンパニオンそっちのけで，

どんぶりの張で測をくみかわす.

初参加lの新人の斑員ち気を使いながら飲めな

いi附と先輩遠のねになる話につき令わされる.

これで頗と名IIIiと党えてもらう .

方IIJi!に帰れば隣の部屋の麻筏の音とイビキと

ナイトガードを 11~ってやりたくなる様な前ぎし

りで仰lまでうつらうつらであったそうだ.

>'~!':iJI . 釣り 品Ilは 5 1時 lこ起!ぶ して干1114'0 まわ りの

兵制ねらいに，ゴルフ組は.伊良湖lシーサイド

クラブにて 4最Ilのコンペを行う .

終 n灸は. 1刈附へ戻り釣ってき た魚をつまみ

ながらの反省会になった.

いつもながらの孜駐の時UHを布効に使って.

徹底して遊びまくった楽しい旅行であった.

健婦6聡蝿必串‘“海喝4認掲... 鬼届血目略事局聞高窃串墨...，，- .......，.m温届認調-蝿居跡‘... 姐<o

-豊橋・渥美班，豊川班

学術講演会及び
愛歯束三大島会発会式

七森良知(8 1111'1-:) 

愛的見〈三会(J~~ lf.~ .渥美班，位川羽班E)では↑

{似例州列lのρ乍j戸と術J識昨i泌出日潟i会を.愛知県支部との共1mにて，

8) 1 18 11 (U) ~1 ffl di 1人jの祥防IMIにて開催しました.

講師には母校の矯IE学教t支¥飯塚哲夫先生及び

I，il数寄の小村II{{ニ先生をお迎えし，飯塚先生に

は孜Ir~の矯Æ臨床の実怖を ， そして中村先生に

は今や11腔領域の 3大疾忠の lっとも弓われる

宮iI則前'i1厄のIIID出と.~Iミ常に!J'I.!lltì奈いお Jlfj しをお

11t1かせいただきました.いずれも，我々が1'1'，:;:;

の臨床活動の小で避けて通る ことのできない1111

組であり， 11剣に取り組まなければならないと

いうことを，あらためて認識させられました.

愛知m支部からも森田支部長.三輪専務，学

術古IIUの先生)J.そして地区向科医師会の先生

ブjにも参加していただき，雌会の|人jに終えるこ

とができました.

ρ;!:術挑むii会終 f後，引 き続いて同会場にて，

今年度頗初に発足しました，大向よ しひさ先句

を文援する会， 「愛歯束三大品会」 の発会式が

取り行われました.講演を終えられたばかりの

飯以先生.'1'村先生，そして支部の先生)jにち

参加lしていただき，又，H〈三河地区の前科医師

会の会長先生!tfiめ，多数の来賓の方々に管11臨!市

をj切り，大向先't::を囲んで，終始和やかな内に

ら日ιiに満ちた会となりました.会場を砂して

のこi欠会にも多数の方々に参集していただき，

米たるべき参院選の必勝をJUlして大いに椛り k

カfりました.

-愛歯束三会 ・県支部同窓会共催による学術講

演会および愛歯束三大島会発会式に出席して

間川支部学術担、11

浅井康裕

(121111'主)

8 ) 118日(円)伐_;v，.厳しき折，位椅吉良家仲間;1拡l

に於て，恒例!の-*三河地区|日l窓会がIlHHliされま

した.講師には，本学歯"対11矯.iE学教本の飯塚

1'r )::教佼と. 1司教室の中村II{{ニ助手をお叩きし

て. 3 JIキ間余り講j寅していただきました.

飯塚先生は山崎iliの御11'，身で，来三jIlf会の会

L1の11:1でも，馴染み深い先生方が多いため，組

しみ幼いぷIJ~れの '11 で講iiií していただくことが

できました.iii'i起は「わが国の矯正拘科臨床の

f.Q状と将米」と組して， 広範IJ~にわたる柿々な

川辺i.'，'，i:を提起していただき，更にそれらを附明

に解説していただきました.

治の'1'で， 「矯IE歯科学はl臨床手段にとどま

らず，色々なアプローチ，例えば，基陀|災中的

- 17 -
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な而から，生化学的的性物質の一つであるプロ

スタグランジンの局所応用の可能性を検討する

ことも必要である.J という話題は，将米的に

矯正歯科医学が，臨桜分野へ広がって現在の臨

床手技とは災なる方法の開発につながる ことを

示唆するものであり ，大変興味深く感じました.

コーヒープレークを挟んで，次uif者の中村先

生による桃色iiが持たれました.rl'十l先生は，2在

者らと同年代の若さながら，ユニークな研究業

*m，次に符J也へ講演に赴き，好評を|有していると

の事です r顎関節症を合む岐合|失l:if痕状(仮

称)について」という iiii組からも1((iillllされるよ

うに，官iI則前jを身体の111のー臓器として捕える

という考え方は科学・(1~1であると言えるでしょう 。

近年. ~m l湖町i症の臨床に関心が多く持たれてい

るだけに，多勢の聴講ず;は熱心に工lーを傾けてい

ました.~~者自身のil~1人的感想として， 「l攻令

と姿勢は全身症状のJ)日1).;1でもあり，結果でもあ

り， 一体不良IEの関係にある.Jという 言集は，芯;

外な::_l~実であると驚きましたし，また普段，何

気なく行なっている岐イト淵撃も色々 な而で検討

して保って行くと，官iI湖町i症や|刻述する全身症

状へと誘導していることにもなりかねないほど

と考えると，Uながら??筋の寒くなる思いがし

ました.

各人名様の臨床術式が発表されている今日，

どれが2工夫なのか.品休刊を受けたからと言って

育目的に信じるのでなく ，科学的な議づけのあ

る術式でなければ，臨床試験をしている ことに

ち受けとられるため，恨むべきでしょう .木日

の議泌を通じて我々自身が科学的な1-1で症状を

-編集後記
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診察し， f~必川する術式を批判， 検討・して治療す

べきであることを自党でき，大変ヰi氾ー;義な半日

を過ごしました.

講iiii終 (i灸，七森会長から両r.1'ltr.lliに謝礼が手

波され，附上の宴会席に場所を移して大島参議

院議員の後援会の発会式と懇親会を兼ねたバー

ティ ーをIlf.IIIliしました.出席者は大品先生をは

じめ，同窓会l収支部の代表，七支部前科医師会

の代表，愛歯技工専門学校同窓会の代表，日進

会の代表など，多勢の米安fに御参加いただいて，

祝静や激励の言葉，さらに支援金円鉢JWI呈など

で大向先生の健闘と活断;を期待し，雌大な後援

会をi躍すこ とができました.

日'，:;1;1~!1 )~(に追われて多忙な生前を送る同窓の

先生方も，この日ばかりは疲れも忘れて，好み

の話題に花を咲かせ，楽しんでおられた様子で

した. 末~J):ながら.m支部同窓会より多額な援

JJ}Jをいただいたことにお礼を申し上げ，また七

議会長をin:顕に束三河合役員の先生方および学

術委員の先生方の笹flJl}J力により成果を叫ること

ができました.ここに感謝の定;をぶしながら祭

を置きます.

新執行詰I1にかわり， ，li-記局としても心機一転 して会報編集に碩張りたいと思います.新しく「今

大学ではJ r回生だより J r学術コーナーJ を作り，順次各|何時の紹介，また同窓生の引況を紹介

していきたいと考えております，よろしくこ'愛読 ドさい.

発行所 r.， '-i尾 I! î千や~d:>(.楠元町l ー 1 00

愛知学院人;";':t:お学古11同窓会

愛知県支部

TEL(052) 7 6 3 -2 1 8 2 

FAX(052) 763-2182 
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