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平成5年度第2回班長会(平成6年2月5日)
於 :ロイヤルホテル弁天間

4失 拶 MIJ支部長 渡辺 問。

「同窓はl(llより泌し」を合言葉に、税l陸と学術そして他大学28校に誇っ

てよ い相互扶助システム人材派iii;センターの活別により内に凝縮力の強い

同窓会として、愛知県支部 ・班 ・会11一人一人の心のよ りどころとしてそ

の存在は大き い。

今般は同窓会それも卒後25年を経て、社会に生きる|非l業医の立場から極

めて内にある大学 ・大学病院に対して改革案を提言する。 (先ず4項 目を)

1 )休(祝祭)目、並びに夜間緊急怠者のためのセンターの開設

名古屋医療閉山作の公私立大学病院は市民、住民感覚を考えHt極的に休祝祭H・夜IIIJ緊急診療を

おこなっている。もうそろそろ社会のfI、マス コミに指摘されるようになってからではなく杭極的

- 1 -



( '1<)反611三HJ) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 (~ 48 ¥;.) 

な!全|宇.解決を望む。

2 )障害者歯科教室の発足

i矢部保健福祉計凶l策定にあたり、 14キ科が ~'，HII:に対 してどのようなW，)) をし、1ufをしていいのか、

現場で何が必要と なってくるのか、そのコメデイカルスタッフの教向、訓練をするところはどこに

あるのか早急に大学人の養成が盟まれる。

3 )高齢者対策室(神経歯科学教室)の新設

1J百環慌系、 JJi~神経系の政忠が死l.klの 1 ・ 2 位を 山めるが、それとiJf'せて 1"'1科 n腔分針でもその反

応が現れるのは論をまたないが、臨床 1'.これを解決すべ 〈附，HIIJ陀分肝の教'(-1が必雫である。

4 )国際協力歯科対策

訴::f:力のある人材づく り、 111:界各同の保健術'1:環境の主的に沿った実行部隊の養成と、人道主義

に立脚した歯科医学とは何かを教育の基本とするある程度まとま った人数が半年を!jI.位lこ山likでき

るシステムち必要となる。

その他 5)-8) 項 11 栄げて、大学 ・ 大，}:~ムi院改，yi を W:'i1Lいたしますが紙而 1-，またの機会に.m .1決

することとする。

r河j教育に全力でご教授、ご指導ご鞭抱いただいています入::'，1.:人に心より感謝いたします。

IfiJ窓会愛知県支部全会ilの益々のご新進と病めるlくranke(こ制??とならんことを祈ります。

第17回代議員会・第18固定期総会

-日 時 :平成 6年 4月1711(日)

代議員 会 午後21昨~

定期総会 代議μ会終了後~

・場 所:EI進学合学院会館ホール

m11///////////// ////////////各局活動状況 ////////////////

( 渉 外 ) 4 211はおじなな;ぷ::
第 4回愛知県歯学同窓会懇話会開催

. 111時:平成 5"1三l1)J6 IIW PM7:00-9:00 

・会場 :ロイヤルホテル弁大]#J

. 11'11市:名同窓会 ・校友会の{¥:A

.米貨:愛知l弘前科医印1;全

山下ね|人 会長

坂井 問IJ¥I/-務

参議院議II

大丸佐久先'1:
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がIlHHllされました。なお出席者は55~でした。

|以上'.1'，¥1)支部長の附会の辞に続き、佐藤支部長

が幹・I~校技妙、 ;守下!u歯会長、板井以前.!)i-1~，

大!，~参議院議11が米賓として挨拶されました。

大!.:J先'1=:は 111:((のご支援に感謝すると共に、

前科医療斜先J必のため誠心誠意努力される決芯;

の行の技1>Jをされました。

また、111;イ長名古屋市会議員補欠選挙に当選し

た|尚l本先'-1二が選挙の際いただいたご支援に対し

てお十しを述べられました。

メト1"1で 41111を数えたこの会も年々充実した全

となってきたと，也、われます。

午後 9 時、加藤参与の閉会の辞を持って無JI~

終了致しました。

組 織 局
.平成 5年度第 2回ブロ ック別班懇談会

11 IIN:: ~1i./Jl(: 5 'F-11月20日(:1:) 19: 30-

場 所 :楠元学合 第2会議室

k丸対‘;t完象tf岐到五川i瀬机r戸i.主半iド去ITI口1.四森日ヲ升弁l'コ.小牧.知知l多.愛愛.1山;P l 

.千|ドえ勺j成ぷ 5{年|ドi斗!皮主節 2引|ド111けフブ.ロツク別現班E愁談会を1衆役J

院震愛.知知Ij選韮配J栄作l区丘 2引|厄i孟Eの 6現斑Eを対象として、 I:Jc.の

IINですjトIHllいたしました。

鈴木おリ}Ilt~IJ支部長の閉会の辞に引 き就き、 ft

d露支部長は「引化、地域保健医披計凶IJ・右人保

健r，'MII:':11，lilが進められ、また地主主保健法が改IF.

されようとしています。 福祉医療のあり }jが大

きく変わろうとしています。この到jきに対して

ltil窓会として何かお手伝いできることはない

か、与えてみることも必裂かと，思い ます。」行の

あいさつをされました。

，'1'，府おの紹介、各班の活動状況の報告、支部

旅行がその後行われました。

どのI妊においても当然のことながら、作曲科

医師会の会員、また役員の多くを当同窓会会il

が ， Iï めており、なかなか同窓会~!1! ~1 のi1nJUJをと

ることが難しいのが現状のようです。

引き続き 協議題に移り「今後の同窓会jjfi!日jに

ついて」 活発な討議がされました。

五五1Iの 911存に事 を閉じました。

お忙 しい'1'1-1''/市いただいた先生方、 ;~にあり

がとうございました。紙而を借 りて御礼tJlしJ'.

げます。

なお、本年4月より知多郡歯科医師会より東

海diが分離独立することとなりましたが、 I'II窓

会は分離せず、今まで通り知多班としてi罰則jし

ていく旨の報告がありましたので、ここにお知

らせ欽します。

* * * 
.平成 5年度第 2回班長会

11 11，¥'::平成 6年 2)=) 5 FI (:1:) 19: 00-

上品 fiJi" :ロ イヤルホテル弁天11}1

今年度第 2阿自の班長会を上記11担にてIJHHll

いたしました。

鈴木i首長政日1)支部長の閉会の静、佐藤支部長の

あいさつ、作局Eからの近況報告と、会は組織J，.j

1Il、11の金i事常務の司会進行で例年j盛り進められ

ました。

今1"1は「家族会員について」の他に、支持1I代

議11会および本音11ft議員会が4)Jに行われる関

係 卜.、「τ11.1ぷ6年度支部予算について」、「本部ltil

窓会的1iIi.J'.げについて」の 3つの ・ICtjiを協議組

として JI兄り _1-.げたと こ ろ、多くの.n. 坑なr)~.:)~ を

いただくことができました。

なかでら 「家侠会員について」では、犬911}会

i1ばかりでなく 、今後は税と.(，!.-{-、また税と脱

など、いろいろな家技会員のケースが柄えてい

くことが考えられるなかで、会t~の川題、 l'iA:

~'.HII:の 11: 1題等、後雑な問題が絡んでいくためか、

特にjfi発な72;見交換が行われました。

協議に引き就きl時局問題についてな見交換が

行なわれた後、定刻の 9II~:を少し過ぎたころ、
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i度辺市IJ支部長の閉会の辞・を持って、平成 5年度

第 2回班長会を終了致しました。

お忙 しいrl'出席いただいた各班長の先生方、

ありがと うございました。

今回も 多くの-n重なご72;凡をいただくことが

できました。これらを今後の同窓会活動に生か

していくよ う、役H一同努力して参りたいと思

います。

，1.l.I. 

す 術 局

「上顎前歯部のMTMJに参加して

瀬戸班 20回生 近田洋之

平成5.1pllH 7 H(口)に開催された同講演及び

実到に参加して、まず幣いたのは、その受講チ

ケ y 卜のl!5(.~~fの回目!tさを 111]いた|時でした。 7E話

受付Ilf.lljれから30分以内に完売したそうで、まる

でホマド ンナ'のコンサート並なのです。

参加者は上は 6l"I ~t:から下は26回生ま での平

均17_ 251"1ってと いう32名でした。

講師iの先生は、 fl( h~ .'，ιぷ先生、伊藤和lザl先生、

問中進王子先生の 3人でした。

この秘i!iíの特徴lふた卜~jjJnîíi前古11の'とい う 修

飾誌がついていたことです。上顎Fjii歯とい うの

は沿も人|司につくと ころで、 法、名ーさんにと って

は関心が出い所です。(大体忠者さんは、 前1おか

ら先にやってほしいと言い、 nîjti~が入ると 主!と院

しなくなる……)

したがっ てよ:jñ DîîI!L~はMTMの需要が最も $

u、部位であるように思います。

今同の講j日iでは、'k~I>1 までも合めて 1 日 でこ

なしてしまうという 講師の先生方にと っては、

殺人的なスケジュールだったので、土ー顎前歯!JW
布の特徴やfLfn":.，;I，':に|央lするお話が十分に聞けな

かったのが伐念でした。

また蛇例の品目介では、:;'l:~ 1ーとも 問題点を合ん

だものも凡せていただき、それに|刻する考察を

みんなで行うという合同も今後取り 入れていた

だきたいと思いました。

また実~l):"1の講師の先生のワンポイン ト・ ア

ドパイス (これが臨床ではl!IJ効性がある/)が

大変ためになりました。また馬鹿な質問にも熱

心にお答えいただき感謝しており ます。

それにしてもこの 1FIは大変充実したもので

あり、もしこの続編があるのならば、今度は受

付開始から10分以内に屯訴をかけようと思った

のが参加省会民の気持ちでした。

いろいろと本当にありがとうございました。

厚生福祉局 ) 
10n 3 FIに、平成 5年度以生日の、 llk後の4:10，:

業である、 j兵/(，tMJクルージングが、 三ヶ IJの寸

住ピラで行・われました。当 円は、必天と いうあ

いにくの天航に もかかわらず、43名も参加をT.ii

きました。エピキュ リアン号という 54フィ ー ト

のクルーザーで約 211制I¥J、浜名湖内を遊覧しな

がら、バイキング}j式の昼食を楽しみました。

当nは、 F11I11(1Iということもあり、家族連れの

先生方に、 多数参加lしてなiきました。昼食のII¥J

に行った、先生);の白己紹介の際に家版紹介も
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してTJIき、 11tj(篠する機会のない家紋の方々と

の税l陸も計ることが出来、終始和やかな雰囲気

の小、進めることが出来ました。また、 この FI、

お子さんのjlliyi)J全を、キャンセルまでして駆け

付けて下さいました、専務理事のJJrlil率先生は、

平成 5五F-I立の全J平生事業に参加 して唄きまし

た。本当にあ りがとうございま した。

* * * 
-厚生福祉局スケジュール

平成 5.i)~度も伐り僅かとなりましたが、次年

度に向けて'''J11一同頑張っております。

現在、会11数が2.162名の大変大所，ii?となり、

更に会員{I占|人の価値観の多様化に対応すべ 〈、

今年度の坪生絹伯):}・.jの卒業も前年度と同様に事

業4極を行いまして、滞り無く終了致しました。

o rマス釣り大会+バーベキュー (昼食)J

.....52名出席

。rドラゴンズlllX.チケット・フ。レセ'ン ト』

(中fIx l!b什111) ー……・・・…・………50*11.100名

(ドラゴンズ選手との懇親会)…・・・……18名

o r家侠そろって巨峰狩り』 ー・…103名の出席

。fi兵・名湖lクルージング』………・・……・…43名

今年度の総到'J.i.l数は298名と前年度 (264名)

を」二1"11)大成況を!切り 、ご理解 ・ご協力ありが

とう ござい ました。次年度は ドラゴンズ観戦 ・

ゴルフ ・ゃな (落ち鮎)・テニス大会を企l百lして

いますので、是非ご参加 くださ L、。

向、:iI?:i而lの'1'には人数の限定もありましたが、

まだまだ色々と企画致したく 、是非此れなど

は/とパ うものがあ りましたら同窓会愛知県支

部事務同 (052-763-2182)迄ご辿給ください。

.人材センター

人材センターがよ り一廓の効栄を発抑できる

織に考えて参ります。求人、 求職の1)1込よろし

くお願い放します。

平成 6 イ)~ 2 )J17 )1 現在

求 人…・・…・')'成 5年度 141'牛

求 職・…・・…平成 5年度 5件

お19.!1い致します。

向、休日等で似支部に辿絡できない場合は、

「花松」さん(瑞穂区)に連絡下さいます様お

1911い致します。

TEL 052-832-8446 (F AXも同じ)

.平成5年度弔慰報告(平成6年2月17円引在)

平成5年

6 .19 131叫生 前田 昌W.f(J'(知多)ごY!1:父

10.14 22回生 小山 忠一君(尾 北) ご尊父

10.26 12回生 田中 賢治君 (12 回)ご噂父

11.5 2回生 小林 苛z登沼 (守 tJ1)ごY!1:父

11.8 5回生井上 住三君 (西春附nご母堂

11.18 12回生 出中 克ョf-:{J (中村区)ご尊父

1l.24 10阿生浅野道彩君 (一宮)ご令室

11.26 17凶生 長谷川武史君(天白区)ごJ，"7:父

12.10 161111生 水谷 市君(天白区)ご幼:父

12.10 27同生 深見 岳列者 (知多)ご株立

12.18 5回生 瀬崎瑛介君 (北 区)ご噂父

20回生 末包 有子君 (昭和区)ご作父

221ill生 薬凹 新也君(盟国)

12.24 24回生吉田誠司君 (尾 北) ご本人

平成6年

1 .5 州生黒田 典行君 (安 械~}ご令娘
20同生w.副社子君 (安 減)

1.6 3回 生 酒 向 良忠君(名東区)ごJ，"7:父

1 . 20 14凶生 大須賀卓朗君 (西尾幡豆)ご穆父

2 . 5 8llil生 加藤孝徳君(岡 崎)ご母堂

2 . 7 131!!.1生 問中 良平11君 (盟級世英)ご1:i父

2.7 11腔外科学第2講座教授

inf合 幹先生 ご l止1~~

2 .12 101旦|生 国的側l一郎君(中 区)ご叶;;t

2 .12 19凹生藤井 佳良IJ君 (名東区) ごI~J: /:;f:

2.14 8IITI生古橋竹文;g. (中村区)ご持父

，mんで、ご冥福をお祈り 111し上げます。

計AQE 
局

.弔慰活動 ・献花の要請 11 tJiは、同窓会前回jにご協力J!易わり 、j平くお礼

各班長へは、 F-netが導入されました。各班内 1)1し_1'.げます。お振り込み下さいました会i1作位、

会nへの市忠ill絡の御協力は従来j必りよろし く II!日jづ|必しさせていただきました会員泊先生に
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おかれましては、誠にあ りがとうございました。

念舎を提出 していただいていない会只符位に

は、振込手数料月1)で、 12，000円を、*海銀行党

:F.lll支底、庄番264、11座番号447-671、愛知学

院大学向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111し卜.げます。

J'，旬、前年度から東海銀行・から振込まれました会

1-1谷位にも、振込手数料がいります(本人tl~l!) 

ので、おまちがいのないようお願いいたします。

fiii年度未納者の)iは、 .L)}業の活動が-11制手d:

されますので、本年度分と合わせて、 24.000円

を東海銀行まで ご納入下さるよう、お限t~ 、1) 1 し

J-.げます。

・会費納入について

1.念芥によるブj法

・愛知県歯科医(:JIi会に入会している先乍に|以

ります。

・毎年 6F1にlll的より 1'1動引 き落とし放しま

す。fリ1*111告は、 l弘前より送られる、 i'l~)J引

き落とし用紙に記・|注されています。

・|百l窓会愛知県支部として12.000円の引き務

としとなります。

2.セン トラルファ イナンスによる)ji去

-1. 以外の先生で、 特定の銀行で引き締し

ができる先生に|以ります。

・開業していて、則的に入会していない先生

とか、勤務|矢の先ll~がたに有利です。

・11戸ド7月にセン トラノレファイ ナンスにより

12.000P')引き務とし。

3. ~H行振り込みによるブi法

・愛知県支部より振り込み用紙が郵送されま

す。それを各銀行にて12.000同振り込んで

いただく方法です。

振 り込みによる )jj去は、手数料、郵送料、そ

れにもまして先生ブjがご1::1分で銀行振り込みし

なければいけないとい う繁維さがあります。

念t!?による l当1i)JIJIき孫としは、手HIJ人らずで

続的も、時間もかからず、先生方にと っては、

~ I : ;;;(; に有利だ‘と 思います。

また、払い忘れがないと いうことも似しいこ

とです。

ご1首祭の上、ご協力のほど'u:しくお願い111し

上げます。

rllし込みnJ紙、方法については事務局までご

述給下さい。(TE L 052-763-2182) 

尚、作月f:における納入状況は別紙のようでござ

います。よりー府の御協力をお願いいたします。

平成5年度会費納入率念書セントラル回収率

YIlX: 5.2.16 

斑 名 会H数
全f1 % ノ.cト~ ，1:: セントラル % 
納入ぢf!<

千種区 59 37 63 23 3 44 

名 *1玄 71 45 63 27 39 

耳〈 区 41 27 66 25 。61 

二It 区 63 44 70 44 71 

主l' IJ 1 64 43 67 35 56 
商 民 66 43 65 26 2 42 
中村[烹 91 '19 54 29 2 34 

'f1 1){ 117 51 44 29 2 26 
港 区 42 29 69 24 60 
H白羽1I><~ 54 26 118 9 3 22 

ヲミ tl 区 49 35 71 14 31 
瑞 J鹿!医 47 26 55 15 34 
熱 悶!又 30 15 50 13 47 
中川灰 63 50 79 47 76 
i有 区 51 30 59 25 2 53 
主主 区 45 29 64 19 3 49 

滑~ A。，F，t• 61 41 67 21 36 

一 呂 89 64 72 54 3 64 I 
瀬 r' 58 36 62 25 45 
aド 日1 60 53 88 33 2 58 
奔1.1弁 93 65 70 36 11 51 

w 1品 22 16 73 13 。59 
牧 41 21 51 9 。22 

l毛 北 51 38 75 2:3 1 47 
人ー I.LJ 23 16 70 13 。57 
西脊flJt・ 47 37 79 30 5 74 
知i 多 91 64 70 40 9 54 
海 告1I 49 32 65 20 43 

[.~ 46 35 76 28 63 

~tβìliLX! 73 50 68 31 4 48 
|師l 世荷 110 71 65 40 4 40 
企ze2'Et JII 66 47 71 32 5 56 
知l 、L I1 9 82 7 。64 
1-.: 城 31 23 74 17 。55 
メIJ 谷 33 2'1 73 17 3 61 
若君} I~j 12 71 5 。29 
凶J~紛!fJ. 26 18 69 13 。50 
phf't • 日l 109 70 64 30 15 41 

合 111' 2.160 1.421 66 941 91 48 
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!平成 5年 度第6回愛知県支部役員会

:日時 :予!蕊5年間川村午後7:30-
;場所.怖J己e'j:合/第2会議宅

: 1. Hfl会の併

j2 氏 名 川・

! 3. 支部 1~係修

‘ 4.本部制ift
5. ~キ I"j ・ 委H会報告と予定

6.帯MiWfi
1) 11 前副会長:j((j磁状の1'1
2 )プロソク別班怨談会の1'1・

3) I¥I 2 1"1却f長会の1'1・
7.協議、l川i

1 )寄付令の1'1. ( ~'j. .fh) 
2) 1泌総法改正に伴う今後のliil窓会活動の('1".(三姶)

8.そ の {也

9. ffiil';);好凡

: 10. IU~会の的
平成 5年度第9回愛知県支部役員会

j平成 5年 度第フ回愛知県支部役員会 日時 :・!と削1f.2月2日附午後7:30-
! 日 時杓反 5_{Fl2月 111 (，村午後6:30一 場所:MiJt学合/第2会議室

! 場所 rロイ ヤιホテルデi'XllilJ fi052-251-5211 1. 1持l会の終

i 1. Ilfl会の終 2.氏名点呼

i 2.氏名)，'.(II'f- 3.支部長検拶

i 3. 文部長ttli'J 4. 本部縦約
5.作I"j・委H会報告と予定

! 4.本部判tft
6. 'll'f j~~IÇI(( ‘ 5. 1"t 1"j ・ ~ li会報告と -r :.i::

1) "7スコミとの怒談会のf'I' ( 沙 外)
6.審議・l吋l 2 ) τ可予lドE成6{年lドtリl皮支予算案案Aのf'1十 (会号計計1'/"心心.jη ) 

Iυ) 愛拘知Jl引l日!叩叩倫附干科:守}胸医凶n附市会会民削j!f主u.川泊1必的E出i状の{併q牛 3ω)第飢lげ川川7引刊lド川"吋帆'1
7. tt協L“~J筏i'1ドもI尽瓜t白1 7. tt協Lβi投司cfi'i
1 ) 竹反 6{I三 J克子J}:~告の 1'1・ (会，lI向) 1 )郵1従事。十令の件

2 )第171"1代議只会、第181"I:.i::JUI総会の1'j:({'::，Jel"j) 2 )コンビューターの1'1'
8.そ の 他 8 .その他
9 監酌刷帥/ICμ灼4向c};}向i相川l
lωO. 1問別会のA俳~ 1ωO. 1削羽会のA僻~ : 

'_，.宇--_.__._-咽--‘-，噌--司--喝--.._.白-，白-，司-，司-，司-----_._-句_，._------昔-------_....._----._-----_..'-----司-，司-，噌-司--，-，--'

霊園
『

H
U--=ロ 局

書記J"jのi荷動も、新執行部になりましてlJ!や

l年が過ぎようとしております。今年一年同日

一|司、頑伝ってまいりました。平成 6年度も愛

知県支部のよりよい執行のため、努力してまい

ります。

毎月の役員会の開催につきましては、よりス

ムーズな議事の進行とより前先な討議のため、

i'~:記同会議のI~FH~l; と、 資料の路備に努めており

ます。今l!.!lの会報には、 161!!.1~I:の稲垣先生よ り

の投稿がありましたが、会員の皆様よりも御段

杭をおまちしております。 また、第17団代議員

fee--一一一一 一一一一一…一 役員会

(¥'i. .f先)

(品Il織 /"j)

(剥l織I"jl

会、第181"1定JVJ総会のI'Jf.jHll準備のため日々)Jを

つくしております。今後とも詐記局頑張ってや

ってまいりますよろしくお願い申し上げます。

第 71叫役員会平成 5iF-12月 1R 

第 81百l JI 611三1月12日

第 9凹 11 6 "1三2月 2R 

第10回 11 6年 3月 2日

第 71凶 作記局会議平成 5年 11月24日

第 8凹 11 5年 12月18日

第 91可 11 6 "1" 1 )=J 22日

苦手101両l /1 6 11~ 2 f-J 19日

第17団代議員会、第四回定期総会

平成 6年 4月17日予定

議 事 録 ' …一一一一一一一一一一一一一…，一e

(*組E織 ，，，心心.jω}リ) : 

(伴早'{ ~務奇約) : 

平成 5年度第8回愛知県支部役員会

日時 :千成 61F1月12n附午後7:30-
場所:楠元学合/I¥I2会議篭

1. U日会の終

2.氏名点呼

3.支部以後拶

4.本部41ifh
5. 1全I"j・委il会報告と千五:

6.審議JICf{i

1 )第 31"1ブロ ック別斑懇談会の門ー

7.協議)jCfti

1 )平成 6 年度予算案のI~" (会;n'I"j)

2 )第171"1代議H会、 018会定例総会の件(:lp記I"j)
3 )本部代議H会の議組のf'i' (早f 統)

8.そ の 他
1 )同窓会本在日新年会の11・

9 . 監~jçjirr凡

10.閉会の併

- 7 一
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く歯科医療問題研究委員会〉

- 日時 :・1<成 5.ipll月27円凶 午 後7:00-

・場所:楠元:字合/第3会議室

・講師:愛知県歯科医Mi会 坂井剛専務

・テーマ rT~i科医慌の現状と将来展望」

第 2同曲科医fJi問題研究委11.会をJ-.記のとう

りIJf.H住しました。

定表1)より始まった研修会は r8020運動をめぐ

ってJ を両IJ組とし、 21世紀に訪れる超ifJi紛化社

会に対する ・・8020運動"の役割、経過、引状、

そして将)f(:J，必噌について、大変分かり やすくご

講泌いただきました。

地元愛知県より始ま った“8020運動" も今で

は金問にl必IlHすると ころとなり、特にWHOに

も取り上げられ、木正|三を r世界口腔保健.11三』と

し、全iI.!:抗l的な日原と定められる こととなりま

した。今後の11木社会においての8020述到jの果

す役割lのJli:要性を再認識させられたとともに、

この委11会の研修が|室縦保険制度のみならず、

杭制:分野をも合めた川広い研修の場 としていく

必要性を焔感させられた講j!i'(でした。

く相互扶助システム委員会〉

当委H全ら発足して 3{ I~が経とうとしており

ます。支古IlIIi)窓会の仔さんには、そんなシステ

ムがあるんだなくらいは、知っていただいてい

ることと思います。

支部同窓会の77さんにと って、いざという時

『本当に人会していて良かったな』と、 思って

いただける掠に、勧誘やシステムの充実に委員

会一問、 i1Ii似ってお ります。

現在の人会才;は 、 153~う です。本年度利川は、

今現在で、 JiJi科{判事を合めiJ氏泣医の要i111jが 11'1"

です。

平成 51HOJJ28日に、第 2口腔外科の|到 I，jの

先生ブiとの悠税会を行いました。派ui:1去として

直桜引場・に行かれた先慢のタ イムリーな }J~見を

伺うことと、システムをJ111解していただく目的

で行いました。派遣医の先生方の意見としては

qfi械をどこまでしてほしいのか、具体的に，t
っていただきたい吋 とのことでした。例えば、

応急、処置的なことを主に行ってほしい、保存処

i;(~ を 小心にしてほしい、外科処t;f.: を優先にして

ほしい、自 y~ ~fì 'll.tはTEIく迄にしてほしいなど、

~{~ ，，'1:におっしゃ っていただきたいとのことでし

た。

また、河令教授より 『困ったときは、 “|日H窓生

がJJ)Jけるんだ"と言うな気込みでこのシステム

をパックア ップします。 1名の派遣という約米

になっていますが、そのつど臨機応変に対!必し

ますよ。』 との弓葉をいただき、大変有意義な怨

税金になりました。

ただ、 相互.扶助システムがあり、いつでも入

会できるシステムであっても、伐念ながら倒れ

られてから (発病してから)の入会は、認めら

れていません。ぜひ、お早めの入会をお納めし

ます。

、"，システムを詳しくお知り にな りたいブjはお

近 くのシステム委uまたは、支部同窓会事務J，，)

まで、お!inい介わせ下さい。

，) ~.f:ガ J"j fiFAX. (052) 763-2182 

歯科医師求人案内

-瑞穂小児歯科診療所

鬼閉じ究(l回生)

:? iiJ Jil d j端穂区瑞穂辿 3-34 

大i.ltビル 2F 

fi052-853-1 1 82 

-伊東歯科

伊東 ，;) (18回生)

手~i'ihHljll'lK栄 4 '1111ビル12F

fi052-261 -4028 
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氏 4ノs

1見1ヒj好

勤務先

卒業後の

略

勤続 に

対す る

希望条件

年 歯科医師求職申込書 受付 ~r H 1:1 

{I'.J.丘卒

常 勤

I!M[I 

アルノ〈イト 11M十l

111，1 LI 

給 干l 常勤

勤務I也、 条f!1ニ等に対する希望

;y，古Ji1r1i千川区備元町1-100

愛知'1と院大宇歯学部1，，1窓会

愛 知 県 支 部

屯，15(052) 763-2182 (直通)

|凶生

11与 ~

Hギ ~

時 ~

辿給先

会 (

11;干 11M 1-1 11.
1，・~ H、?

11.
1
1' PMII Hギ ~ II.¥! 

Hキ 111，1 LI Hキ ~ H、?

1'1 ア ルノ〈イ ト 1'1/時1111

人材センタ-m



-・.l
 

ノ
ー 歯科医師求人申込書 受付 q:. JI 11 

名 ね;

JIfr 11: J也

地12{ まま ( 

符J!P.{it'，
述給先

会 ( 川生

尚科医 r， 尚科í:rr ~ l : 1: 4ノ1技工 :I~ の {也 グ:

状

ifi 1録台数 .SL足1、 技工の処I'11 1、院内処f里 2、技工所fEJ 3、1+ 2 

職時 ・土II-I"J 経験fl'.放 ( fl:. ) 

給 料(税込) 告白
1111 

PJf'Ui 

H 以 ケJI分 会ι ケJ1分1・ J 
粂 ('1". 

アルノ〈イト 料 I'J/II.¥:IIII 

手~(交通代) ド] 子、'i( PI 

jJJ 1'1 

勤務11.'1'1111 l'メゴ;:_}j't!i ，:生

会報求人案内側 1M;1従希望 平ï カ!~

-j;f<J 11人数 ?ノ:

H、? JYJ 1、JF.2、 2、随 11.'1: 3、 JJより 4、その他

l 、 '，ì;~. ji)J 

)f~ ペfj~ニ.' 2、アルバイ ト IIMII 11キ~ II.~ ， IIIJ.n 11.'1:- II.¥": 

P/r111 11ギ~ H~f ， P/r1日 11.'1:- 1I.'f 

その他

1'， 古lildí千州I~情元日'T I - I00

愛知下院大，右前・山部|而l窓会

愛知 県支部

'，I1Jli (052) 763-2182 (ii'(通)

人材セ ンター用
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陪 コーナー 】

日常歯科診療における病理組織検査試料の

採取法と病理組織検査
愛知学院大 洋一郎

愛知学院大乙学戸1倫釘半学.部口j腔段防夕外肘ト同干:伴第二講1雌陛 栗 田 賢 一 (9回生)

はじめに

抜簡を初めとする歯科的観1(ll処訟の数は口!住

外科|去故機関に比べて一般歯科附業|突の方がは

るかに多いと忠われる。そして、 簡単に摘出で

きた誕胞や肉芽のなかに、実は再発性の病変が

存在しているかも知れない。こうした病変や前

協病変を11l.JUjにみつけることは、 一般|別業医の

使命であると考え られる。 従って、 一般1-I~J業医

の先生);"1こ、まず、手術l侍に病変、特に軟組織

の病変を摘出したら、できるだけそれを下記の

要領で病理11組織検究に提出することをお願いし

たい。本文では、その基本となる生検方法、一

般開業|災の科病変への対応、の1Jfi、および病以

組織検査の提出の仕方について述べる。

生検 (biopsy) と手術材料の検査

生検とは、生体の病変剖iを採取することによ

り、前交組織の確定診断を行なうことである。

特に悲性肱務が疑われるl時には、必ず治療に先

立って生検によ り病変の病理組織検査を行なう

ことが必要である。生検では、メス、 jlt子によ り

病変部をー塊として採取する試験切除を行う。

前述したように、恐性妓忠が凝われる場合には、

試験切除を行なうことによ って、 1!l-に病変の診

断だけではなく、 制胞の分化度、 jd-制度を知る

ことにつながり、これが治Ut~_去の決定や予後の

判定に反映するため、試験切除は極めて重要な

診断段附といえ る。!巴性艦棋の治慌では、確定

診断に主る11.]:Ii¥Jの短いことが械めて重要なの

で、確実な試験切除と迅速な病理組織診断が噌

まれる。思性駈棋の試験切除では、肱協の発行

や.trIWr:が促進された り、RilH語紛l胞の同同組織へ

の掃砲が起こ ったり、 n!l!必*111)1包を1(11~_'ì:や リ ンパ

管内に送り込んだりする危険性がある。 一方、

郵胞性疾，也と此r:1:疾忠でも、試験切除の部位が

不適当であ ると、 引き続いて行なわれる手術操

作にも悪彬特を及ぽし、再発にもつながること

になる。従って、試験切除l立後続療法を考えて

行なわれるべき処置で、 ↑nillに行なわれなけれ

ばならない。手術材料の検Trとは、手術で摘11'1

した病変郊を病型組織学的に検ftすることで、

その結果は病変の予後やその後の治m方針を決

定するうえで~I: '，:;r;に重要な意味をもっている。

すべての手術材料について病理Jl組織学検究を行

なう こと が必要である。

試験切除手技のポイン ト

1 )消毒には、摘出標本が者色しないようにヨ

ード系を避ける。

2 )局所麻酔は、表而麻酔、 f云述麻酔、 病変jt;i

囲浸潤麻酔とし、病変苦I1へのげ(按注射は避け

る。

3 )病変告11の探取には、病変郊のみを採取する

方法と間同組織を含めて探取する方法があ

る。病変古fIのみを摘出する方法では、陸揚細

胞を周凪組織に締種する危険性は少ない。し

かし、確実に肱協組織を保取しないと、病変

1 1.1央官I 1が訪問死を米 しているHキなどでは、!，~死

組織のみを切除する場合があり、診断が出米

ないことがある。一方、問IJ~組織を含めて探

取するl時には、病変の浸潤!立を知ることがで

きる。従って、この場合には州変の周囲をあ

る程度深〈 切除することが必民となる。ただ

し 血管のおi似や出血には注意が必要である。

4 )病変の切除には、鋭利なメスや欽を用い、

切除標本を不川72;にピンセッ トで強く把持し

- 9 -
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て、組織を般滅させないことが亙要である。

5 )切除根本の大きさは 5x 5 x 3 mm以上が噌

ましい。

6 )試験切除後のJl:mlには、縫合が必ずしも必

盟でなく、圧迫で十分のことが多い。術後の

，' I 'd(llが危供される Ihr-には、私lU~t郊に 1 -2糸

の縫令を行なう。

7 )小さな病変の場合には、会摘wを行ない、

それを病理組織検TTに，'1'，すことがある。ただ

し、この場合には縦突に全摘mを行うことが

必要である。:IL¥性病変が娃われる時には、病

変問l副の健全な組織を合めて切除する。

8 )採取組織}'iは、直ちにその批の10倍以上の

|川定液に入れる。回定液には10%ホルマリ ン

液(局方ホルマリン 1 議fi'fJk9) をmい、

棋本ピンには忠者の氏名をlリ!記する。

9 )組織H・が薄い場合には、変形を避けるため

に、 j慮紙に張り付けてから|刈定液に入れる。

10) 病理組織'1 '込伝来には、必~1すの王子齢、性別、

臨床診断名、引病日発、既千1:眠、現症 (病変の

吉11位、 (J.!lIさ、色、 }M四組織との境界、表而'1'1:

状、レン トゲン所凡)、切除古11位、切除所凡な

どを記載する。これらの記峨所兄が正確なほ

ど、病理組織検公の結県むjE~在と なる。試験

切除が2101日のl時には、 liijllllの検査番号をJU

人する。さらにできれば、削除Ijijの病変をポラ

ロイド写真にJfxり同l時に1)UI'，することが51ま

。
‘bv

 

l
u
 

11)術後flllの?ri婚経過には、 i主立を払うことが

必要である。

細胞診

制胞診とは、 f，ii変表而を*ltlfJ，%にて擦iめして紺l
l胞を.j~J奴し、それをガラス似に幣抹してエタノ

ール|判定後、染色して、制IIJI包や抜の形態をlo!Jil数

鈍で観察して、病変を診断することである。特

に怖が疑われたときに行なう。生検のための試

験切除のように、肱千五紛i胞を1(111でやリンパ作内

に送り込む危険性はなく、また、 nliwiの発Tlや

WI舶を促進させたり、 }.'i1IJ11組織への服'i1JJ*11I胞の

姉崎も起こすこともないなどの安全な方法であ

るが、 検11'，~.f';' j: ， ~':j くないので、本検査が陰性で

あるからといって、 illl断は11'，米ない。

一般開業医の各病変への対応の仕方

1 )市部性病変

先にも述べたように、恐伯ニ睦協:が駈われる

l昨には、制IJ包診が適J必となる。義簡などの辺

結に睦鰭があるJ~j令には、まずは義的の，;1:.1整

と制IJ師会を行ない、また、抗生物質を投リーし

て経過をみるのがよし、。経過観察を行う場介

には、次1111の刊米を l迎I/H以上あけないほう

がよい。l.i佐川jあれば削似は治癒傾向を 1)'す。

蒋診時に、特lこ肱煎が~大しているような場

合には、尚次|歪掠機|刻に紺介したほうがよい。

2 )白色もし くは赤色病変

白色州変は4・~í)l~の 51]化に l!;l閃し、また、み

色病変は5lJ化のl悦離により起こる。これらの

場合にはIjij前病変である白板症や紅板杭が駈

われるべき である。臨床的に良性の51]化jじ進

と鑑別することは雌しいので、生検が必~と

なる。鑑月'1のために、既往峰、リンパ節jifr比

をlりl確にする必要がある。

3 )者色病変

者色病変については、発症HキJUJを・lリlらかに

する必要がある。発症後まもなく表Tffiが燦糊

出張五を起こし、0'1'，血性のある場令には、:巴性

黒色胞を鋭う。この挟41が疑われた11.¥ーには、

予後不良のために、.!，'.JUIにRi次医鋭機|見lに制

介する必要がある。

4 )軟組織眠術

軟組織に臨棺を触れる場合には、制!診でそ

の硬さ、大きさ、形、可到j性を十分に診符す

ることが必裂である。 もし内容物がj荒1o)Wl:で

あれば、試験穿切除の日ij に試験穿~[lJ を行ない、

内容液があれば制I1包診や制111符検究を行なう必

要がある。

5 )甘いl病変

'j'J-内病変については、生検の前に十分なレ

ントゲン診伐を行なう。まれではあるが、 '1'

心性1(11官;胞が存在している ことも絶えず副に

片隅において、忠、わぬ，'1'，1(11にも対処できるよ

うな尉.tJlで生検を行なうことが必要である。

抜歯時に、秋組織病変が一緒に摘出された場

- 10一
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1'iには、その組織のすべてを病理組織検査に

舵11'1することが望ましし、。なぜなら、時には

臨床診断と異なった病息診断が待られること

があるためである。たとえば、病変部を歯hii

性誕11包と思って摘1"1'1しでも、病理私l#州全査で

はエナメル上皮雌との結集を将ることもある

からである。病理組織診断が、悪性もしくは

再発性疾忠であれば、やはり向次医療機関に

紹介したほうがよ L、。

6 )その他の注意事項

1:問!日川!リl診により病変の先ず有Tがz2!

は、感染症以外であれば、 :113性疾忠を考えた

)Jがよい。病変にlリjらかに恕性肱蕩の疑いが

あったl時には、ぽ(ちに正，j次|宍療機関に紹介す

べきである。不通竺iな者111.立の試験切除を行な

えば、診断が遅れたり、手術範IJ~が拡大ーした

り、また、 itìmが~遅れるなどで、予後に;必斡

が~I::じる。 忠者-には、少しでも lt!-く 高次|英械

機関を受診するように説明すべきである。病

変苦11位が舌根や1I1~1必lであれば、H'IJ恥の可能性

が~7jいので、このJJ.'i令にもやはり市次医療機

関に紹介したほうがよい。

付 学外の病理組織検査の受付方法

病里J!.組織検査の依頼を希却する場合には、愛

知乍院大学・l術学音11病耳l['I;Wi住先に次のものを揃

えてqJし込んで‘下さし、。なお、受付は組織検資

のみで紺IJI包診の受付は行なっていません。

1 )摘/+'1組織材料を10%ホルマリン、ホルマリ

ンのないときは100%アルコールで2-311

i公協同定して下さい。

2 )検体の摘「ド』組織材料をガラスや合成樹脂の

小容器に10%ホルマリンないし100%アルコ

ールで浸出したまま、~'(般または郵送ないし

宅配使で届けて下さし、。:;hjjijに'11し込んでい

ただければ郵送に便利な符絡をお送りします。

3)臨床歴の概略や検査希望事項を検体と一緒

にお知らせ下さい。 レントゲンのある時は模

式的|丞|をやlけて下さし、。

4 )料金収納

病理検究の依頼がありますと、病理学講座

より ql込者lこ病理V.tIHル険ヂw叫n誤をお送りし

ます。病理組織診断料は6，200円(税込)です。

料金は検査申し込みと同H寺に大学本部に納付

して下さい。料金納付に|刻しては病攻学講座

におt:llぃ合わせ下さい。なお、病母!検査は健

hid刷会ですff求できますので、そのことについ

ては各自でお調べ下さい。

5) ~ikj 11J!.組織標本、検査宇I~{!;. ~ I :ーは 2 五li作成しま

す。 1組は申し込みず;に込1.Jし、 1組は病理

学講座で保管します。総本作成から診断まで

1 -2 j!週間かかります。

6 )検査終了後の検究材料ならひ1こ既納の検査

料は返還致しません。

7)住所 〒464 名古屋市千組li楠元11IT1-100

愛知学院大学愉学先11病旦11:半'講座

受付担当 志水ひとみ

1立話 052-751-2561 内幸;(R323.324 

FAJ< 052-752-5988 

高度に進行した歯槽骨欠損に対する最近の概念

進行した能性成人性幽J.'il炎JU者では、臨床(I'.j

にも X線的にも弔:情な偽)，'，Hlli~&破撲を伴う こ と

が多い。歯周炎による竹1~*は、水平型、霊前:

型およびそのj昆令型さらに、|製品型と広汎型に

分類される。進行した附川炎では、 6mm以上の

プローピングデプスおよびそれと同じかそれ以

16回生 稲 垣幸司

i二の 1~~~ J，jÇ (I{jな付者の点失がj断行認め られる。プ

ロービングデプスと臨床的な付者の喪失との関

係は、商肉退縮の韓j主によ って決まる。さらに、

逆行した検問炎では、 IlJ主、 lIIJ支の組分l岐部病

変を伴うことが多い。そこで、 」二;1[.のような歯

J ，'iI ~ikj変を改善するために、さまざまな治療法が

一 11 -
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mいられてきている。すなわち、抜歯、スケー

リ ングとルー ト プ レ ーニング、 '~I の外科手術、

的制切除術とへミセクション、矯正治療、前11:1

部的柑而露出法、歯肉弁愉冠側移動術、フラ ッ

プオペレーション、化学・的担面処理を併:mした

フラップオペレーション、 i:l"移植、人工骨移植、

組織誘導再生法 (GuidedTissue Regeneraion 

Technique， G T R法)、 什移植を伴用した組織

誘導再生法などである。術者iは、それぞれの処

理の利点と欠点を熟知lし、その忠者の治療にitk

も適した処置を選択しなければならない。7::jJ!.t

に破撲された歯周組織の再建が最終ゴールであ

るとすれば、一般的に組織誘導再生法などが検

討される。 以下に現在応mしうる各治療法の最

近の考え方や外科処置の要点について解説す

る。

骨移植

廿移植は、歯周ポケッ トの減少、N若・の獲得

および廿レベルの回復、さらには新生骨、セメ

ント質、歯根膜を伴った付析装置の再建を目的

として行われた。什移植は、口腔環境に露出し

ていた歯根市に新たな付着装世が再建されるこ

とが十分に確認される"U~-の再生療法であると

おもわれていた。

'fl-移植には、自家'円・移植(忠者自身の什)と

他家骨移植(忠者以外の'1'1')があり、また、 11

j佐内もしくは口腔外から係取する。口!控内から

係I伏する自家骨は、 H正綿廿骨髄、 i毎綿骨もしく

は皮11引~.単独、 および皮質廿と海綿骨の混合し

たものである。

口腔内の海綿骨と什髄は、 J'_'iJi結節者11や?fi癒

過躍にある抜歯筒から採取する。皮質骨やj毎料l

什は、当該手術音11位から供給される。パ一知で

係Jrx し、 血液や1唾液と ill ざ っ た皮質'I~I'やH副首ifi

は、 'l~'性i疑問物と呼ばれる 。 トレフィンパーで

嫁取し、 サ イ ズの小さな~m粒を得るためにアマ

ルガム別カプセルで粉砕したすl'は、骨

とH呼乎ばれる。E臨民j床末例では、 '1'1'充J長率の平均は 3

-4 mmと報告されているが、ある骨欠損{ダIJでは

12mm充嘆された場合もあり、 [JJ佐内自家什移植の

-11'修似率は50%以上がJUH守されるようである。

自家骨移植

)J脇l陥号引'1骨ifT

骨形成自能Eをもつ移柏植:材料料aてで与あるこ とが知知lられて

いる。根分岐官剖部11病変、裂問状骨欠航およびその

他のさまざまな什欠損に対して、このような移

植骨を用いることでかなりの改善がj切符でき

る。さらに、 術前の検問骨頂より平均2.5mmの骨

レベルの改普が、報告されている。このタイプ

の移植手l'は、新鮮なままでも凍結状態であって

も適応できる。 しかし、新鮮な口腔外l語家'1';.移

植は、術後歯根l吸収の生じる可能性が指摘され

ている。 歯根l吸収は、早期に発見できれば適切

な再度のプラーク コン トロールやルートプレー

ニングによ り仰lIilJできる。また、術日ijに係]仮し

た自家骨を凍結することで歯組版収が起こりに

くくなる。

他家骨移植(同種骨移植)

骨欠損が大きかったり、多数歯に及び、円腔

内の自家骨だけでは不十分な症例にしばしば迎

過する。!揚骨採取における倫理的ならびに経済

的問題さらには、この種のタイプの廿移植に伴

う歯根吸収のlif]組を考臆すると、 f也家#ll移植の

必要性が生じることになる。 他家骨は、商業的

にも組織パンクから入手可能である 。 !:\.~W:の危

険性を除外するために、いかなる組織パンク供

給者のプロトコ ールにおいても、最低限次のよ

うな感染防止策を確認する必要がある。すなわ

ち、 (1)感染危険度の日い集団からの供給す;の除

外、 (2)医学的ならひ'に社会的スクリーニングを

行っていること、 (3)H1 V抗体の舵認、 (4)H1 

V抗原の確認、 (5)血液情義検査、 (6)肝炎、腕若手

J(IL滑に対する関節検究、(7)特定のリンパ節検行、

(8)供給組織の病理組織像の確認、 (9)同一供給者ー

からの移植竹の経時的調査などである。このよ

うな感染防止策が行われていれば、感染の危険

性は、100万分の lよりはるかに少ない計算にな

るようである。さらに、同種骨移植を胞行する

過程における感染の危険性は、800万分の lとよ

りー!日少なくなる。

一般的に、同種什移組は、 供給名・の死後24時

11:1以内に無ï~ï下で外科的に採取される。 j瓦 1111'

q
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は、脱脂、情状に切断および粉砕、制III~i感染雌

認のための情授、 117i級エタノ ールによる洗浄の過

程を経て凍結される。検査の結果を待ちながら、

60%塩酸で脱灰される場合とされない場合があ

る。その後、洗浄を繰り返し、 250llmから750川

の大きさに粉砕、凍結乾燥し、真空下で保存され

る。このように凍結乾燥する ことで、 ltiJH!'Il'移

舶の抗原性を背し く低下させることができる。

臨床的には、 2組員rIの同極骨移植がJI J ~ 、られ

ている。すなわち、 A~)J札灰凍結乾燥同組1・11・彩航

(F D B A)および脱灰凍結乾燥同極什移植(D

FDBA)である。'j'I"欠航部に FDBAを臨床

応用した結果、およそ63%の部位において'ぷ全

なあるいは50%以J'.のf・1・修復を示したことが柑

告されている。 FDBAと自家什を併JIJした後

合竹を臨床適応した1' 1'欠航部ではさらに心j ~ 、古IJ

fi-(80%)で什修似を認.めている。塩般で)JJV来

した FDB A は、 1'1'形成蛋白 (BMP) にら~m

させることにより'l'l"形成能が有意にm強される

ことも確認されている。 BMPは、l皮1if'1'l"J，年質

古11に局在し新'1:'1'1';を説~tょする疎水性の私1;蛍i' ，で

ある。この)JJt灰したDFDBAを'1'1'欠抑制iに臨

床応用した結果、什欠航底部から平均2.4-2.6

mmの骨再生をよE.めている。さらに、興味深いこ

とには78%の部位で50%以上の'1'1'再'1:を認めて

いる。

コン トロー/レされたヒトの臨床試験において

，:，家'目・移植やl，iJ.f'耐1・.fj;植を行った場介と竹移植

を行わない場介の結~~を比較してみると、 .;1 .-移

航を行ったほうがいずれのタイプでもイ{立に良

好な結果がぶされている。さらに、ヒト の組織

中的研究により、 1止川Fri-、セメント町、 i>l.HW肢

を伴う新付'~'í'装iytの JI}I I-::が竹移植の後で一般的

に観努ざされることが制作されている。 しかし、

孜が固においての臨!ぶ.iJ&J必は現時点では，:うこ

とができない。

代用骨(人工骨)

fun骨は、'1:(本ィ、i古性な移植用材料で、β'-3

リン陪カルシウム、 11¥r;{L性ハイ ドロキシアパタ

イトおよび多イLnハイド ロキシアノfタイトなど

が汀lいられている。β-3リン酸カルシウムは、

吸収性、ハイドロキシアパタイトは、非1吸収性

である。このような代用廿は、l'Air]，'，']ffH織の再生

のためではなく、骨欠損苦11をただil:l，jたすためだ

けに川い られる。

βー 3リン般カルシウムや者1.F..fL性ハイドロキ

シアパタイトを適応するだけでは、 tii周組織を

再生l!することはできない。これらの勝植材は、

結合組織によ って被包化され、 11::体不i丙性なス

ペーサーとして存在するにすぎない。従って、

代附1'1'砂舶は、仁l家骨が採取できず、忠者が同

種'fl"移舶をi汗本できない場合にのみ適応を検討

する 。 1~HLttハイドロキシアパタイトをJ，iS用し

た音11位の 5年後の臨床経過では、手術古11位が術

後為1!?作川 もなく安定 しており、 1~i.I， J.ぷ的に著し

い改持傾向を示すことが報告されている。一方、

フラ ップオペレーション時に人工竹移植を応用

しなかった部位では、術後、移植問i位に比較し

て不安定であり 3-5倍の割合で必化している。

多孔1'1:ハイドロキシアパタイトは、.f)jJ}瑚の炭

酸カルシウム部分がハイドロキ シアパタ イトに

化学的に転化する過程で製泣されるが、刻}瑚の

多干し柿j主は維持される。多Jし性ハイ ドロキシア

パタイ トlふ{也の同種骨移植材に比べて優れた

予後を示している。すなわち、 IJJ立の組分岐部

病変に適応して良好な結巣が線fりされている。

多干し性ハイドロキシアパタイト移制では、多干し

音11や、そのぷ1(IU:.(こ什形成を認める場合もある

が、的中:CAI(li 1:の治癒形態としては、移fIIi材の歯

冠側から様尖IJ!IJへ1111ぴる長い上l.x性十J'.((である。

組織誘導再生法

組織誘持 ， IJ/J:法は、生物''jと(I~)原理に基づいた

歯周外科手術後の治癒過程に|民lする思論から導

きだされた。すなわち、前l士LL皮の治癒が先行

すると、長い lょ皮性付着となり、l'，j.fl勾結合組織

の?fi癒が先行すると、歯根l吸収が起こる。さら

に、的問1'1"の?fi癒が先行すると、什tl:婚者が生

じてしまう 。前同組織再生の uf(iEt!:は、歯根膜

由来の制胞が誘導された場介だけである。その

ために前相1(liと卜.皮および掠f'去l制作k:ll織との1111

に遮蔽)J史を iiq くことになる。 ~iú初出には、延伸

したポリテトラフロロエチレンなどがIIJ~、 られ

- 13 -
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ている。この遮蔽!肢は、曲以l上皮と結合組織を

遮断し、働組而と軟組織との問にスペースが雌

f~~ され、そのスペースに向かつて術根IJ英山米細

胞が遊注し、細胞分裂がIJ仙台される。

組織誘導再生法では、 廿紋下欠損やIII支の.J=H

分岐部病変に対して、 子知l性をも ってが;令組織

性什析がJtTJfずできる 。 'j・1・欠損部の修復は、 I~:::， JÅミ

(I(Jには、プロービングに対する抵抗性で判定し、

プロービングH年にラパーのような硬さを話す

る。これらのことから、組織誘導再生法の日的

///////////////班 ?ミ

(千種区班 )

青 山知一 (7 I!'I ~t) 

去年、12灯llllU:l611与より大和屋にて千種粧

の忘年会が行なわれました。我が千種J1Eの会11

数も38名となり、かなりの大所帯となりまして、

当日も30名という多数の先生の出席で雌大なも

のとなりました。 Y守総成長の挨拶につづき i毛~

は、 tfi令*Il織線維の型11入をflさった新生セメント

質による的J.'iU:ll織の再生である。遮断肢をrnい

るiIijに1'l'移航材を嘆入すれば、向柚-fi-の再生が

よりj切i，fできるとする報告ちある。組織誘導再

生法の成何は、術者の熟練j立に左治される。J)l

在}IJいている遮断肢は、生体迎合性に優れてい

て峰<，} 1っばっても除去し併ないため、遮|朝日l史

除去のための二次手術が必要となる。

(以下次号へつづく)

よ 'J必ωWI/III!.ωWI/////M仰/
の長側先債の乾杯の音頭のあと事会に移りまし

た。いつもは色気のない男同士の会もコンパニ

オンのおかげか、いつもとちがって一気に雌り

上がり、やや練il'l不足の竹1/、l先Itの手品の余興

まで11¥ぴ，'1'，す程でした。先輩後殻入り乱れてJH

り合う 111に、しばらくは円頃の仕事の憂さを忘

れる一時でした。事前より設定された 2次会に

も下数以 1'，の先生が参加され 3次会 4次会?と

仔夜のIUfへと iI'iえて行きました。向、 今年の秋

にはよ{Ilおihれになった班の一泊旅行を実玖!し

ようと，fI11lilしています。

鈴木敬文 (1011lILI:)

北抵抗の班長を引き受け、iUIか行動しなけれ

ば、と思いつつ何b11'1米ていない、今11この頃

です。 .ltl)()~Eの作段、 Mにも っ て1) 1 し分けあり

ません。

そんな』況で、i円到jや、 n... ;.f<: 'J~ .f!:o .1::いてくれ

と，í われてら、 Ji- く すJ ~が、なかなか見つからず

凶って しまいます。その111で、唯一感 じるのは、

世代交代の11年JUJが、地区の前科医師会の"1でも

illiんで米ていると言うれです。北区班において

も、 I'I)~容の数が50数名となり、北区令会iiの60%

- 14一
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強にもなって米ています。今や、我同窓なくし ては、引:(J:.;nfilil~I ' です。

ては、会の運営そのものが、成り立たなくなっ

ています。ただ数が培えればいいという止官なも

のでは、ないのですが、布能な先輩、後輩が多

数いらっしゃり、それぞれの立場で、充分に前

躍してみえます。

北区歯科医師会の長い歴火の巾で初めて、愛

知学院同窓の会長が、誕午します。今後、.lf'1々

同窓会の結びつきが必要になると思われます。

同窓というのは、有形無形にかかわ らず、 何

らかの彩でついてまわるものだと思います、ど

うせ離れられないものなら、とことんIiW一緒さ

せていただきます。今後洪、北区班をよろしく

お願いします。

(緑 区班 )

佐 藤賀 則 (101"1'1:)

平成 5'1三4)=Jより、成長をiiijイ壬の栢&む腔之先

生より、在、に交脅して早いもので、もう一年が

過ぎてしまいました。やっと 『班長さん /Jと

呼ばれても 『はい』 と答えるのに違和感のなく

なった引です。

紘区におきましては、 1Jt.J業歯科医数、 67t.に

対し、愛知乍院大学歯学部の同窓生は、 431うと

全体の64%を示めるようになってきておりま

す。年目ItMを兄ても、紘|丘l術科医f:ili会では、平

均年齢はお:く、 30代前半です。これで全体像が

だいたいわかってもらえると辺、います。 t>l-fヰW~

師会イコールl'iJ窓会とい うような とところもあ

る大所併ですが、 1~， J);i r.:~ Jl務先生( 7回生)が、

会長であ ることが大き くパックアップとなり、

数が多いわりには、まとまりが良く、選挙のl時

などにも、 全日協力的な態伎をとってくれます。

年 11 "1の総会 ・ 度ïj~以外にはなるべく 何 もせ

ず、，'1'，~!)J も ，' I'， 'Pl も 少ない );が良いという傾向が、

暗黙の了解事項となっておりますが、若い先'-L

も.1¥'1えて、新人同窓生も 多いこの頃、変・知111文

部のように、何か新しい出IJHを計らなくてはい

けないと思っております。」日本(1サなi1iiJlJJについ

(知多班 〉

竹内 清 則 (16同生)

私ども知多班では、去る11月13日ω、午後 6

時より、 '.1' 区鶴舞の寸楽I~Iにて、親|控会を行な

いました。はげしい悶にもかかわらず28名もの

方が参加され、愛知県支部支部長の佐藤弘317先

生に笹1I I.I'rJ.~~~、ただき、蛾大に行なわれました。

数名のコンパニオンと楽しく談笑したり、あみ

だで当った景品にー干.千ー延した り二次会に行く

計i!!I!をたてたりと、楽しいひとときでした。

歯科医日11;会の レベルて"は、今年 3月に東海市

歯科医師会が知多郡歯科医師会より分離独立し

ますが同窓会知多斑は、 691!，の大所帯のまま、

今年も仲良 くやっていくこと になり ます。そし

てまた新たに数名の半日、1'1'11:1がきっと加わるこ

とになるでし ょう 。次の税|陸会では、も っとも

っと雌り上がるのではないかと いう予感がしま

す。
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『相互扶助システム』のご加入のおすすめ

H年として病気やケガあるいはjt.いちかけぬこと で心ならずら，珍療所を閉めな くてはなら

ないことらあります。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、，也者さ んにも家族にも迷惑をかけず、安心して ご I~I#の治協に専念することがで

きる?てです。このシステムを利則することによ り、会11は、 いざとい う1I;'j・に、"，委L1会を続

Äl して代診医を iJf<泣してもらう 'J~ができます。 (iJf<泣期間は・か JJ 以内 とします。)つまり、

た っ た J ) 制60万川の所付補償保険にご加入される ・J~によ って 1 ;か)) 111)の代診医を佐保する

'J';ができるわけです。

入ふ 生 件:z::;;-フt:::li

(1) 愛知l'下院大，，;毛耐'ア:古111百l窓会愛知県支部d:会Llのうち、引イ1'，、他J，Jtで，1:'，;;r; に』診療に従 ・J ~

している会Hで愛知1!\~内に診蹴j貯を Ilf.j ，没されていること 。

(2) ]li)窓会愛知県文部卒11[[扶助システム委1l会を窓11とする休業を似附する{別会 (1¥庁抑制i

{抗ihL険 基本契約ihL険令額H制60}j)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・・・・一

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・背木 T E L (052) 9 5 3 -3 7 6 1 

-編集後記

厳冬の季節も過ぎ、ノドぬるむ時首iとなってま いり ました。

全只の皆般にはH 、々仏llJJ努にて徒jli舌21ftと，也います。

‘ |正成 5 .iI'- J立の :J~業も lm;U.'.jにi主成させていただき、>1<:る 第1 7団代議L1全、 第181111定期総会においては

千成 6 .i1ミj主の~J~~計同の'併識がござい ます。 会ilの??織のためよ り よい執行をめざして 日 々、liJì帰

ってまい ります、皆様の御協力よろしくお悔い、します。
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