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平成6年度第2回班長会(平成7年2月18日)
於東山会館

t失 拶 話IJ支持II-l<k 阪上隆則

千成 7年 1月17LI午前 511糾6分。「ガタガタ」という 音と共に大きな揺れ

で私はHを党ました。ついに米たか東海大地長I?と思い きや、 TVでの地

μili械を 日にし、 ri長j主1'，Ili毘 3・京者114・大l仮5Jという手ノ;I'i 1主以西での

強いj也μである ことが判明 しました。111=(， I~.米の北海道 . W:-Itでの地以、今

年に入り i'l'縄と、 I也iぷの頻先が気になっていま した昨今、 |民lilli地区が筆舌

に.t~え雌き規模の天災に比持われるとは -

孜々は高度成長のi皮に采り、経済の発版、 産業の発達、文化の繁栄によ

り生活が取I~、 11かになりました。 2 1'1止紀はマルチメディアのH制にとら植われ、人 111]のあらゆる頭脳

を駆使して米た今 H、人は秘められた計り女11れぬエネルギーを持つ大1<1然の常兵に対 して1ufも抵抗
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することができなかったのです。官IJ.t，~焼失-した建造物の数々。者の身若のまま命からがら避難を強

い られた人々。当然のごとく訪れる一 日 の希望を燃やす夜明けを待ちながら、 i~ï，かにl限っていた街

rrll ïlïが一瞬のうちにJ提出と化し、 II~:IBJの経過と共に被災状況は激甚に呈していました。

I也長に対し絶大なる 自信を誇張 していた我が凶 日本の安会ヰ111t.，fjが脆く崩れ去りました。尋常でな

い時にこそ発揮すべき指掠指導力、危機感への対応が問われますが、地方自治体さらには国家レベ

jレの危機管理の-1=1-さに落胆を党えずにはいられませんでした。平和な時、何事もないH寺は無能な政

治家でも国は到IJ~、て行くかもしれません。 しかし、非常時もし くは人命 ・ 財産等を向かされるいわ

ゆる非常事態下こそ凶の力が必要であり、首相をはじめとする政府、行政谷省庁のiliやかなる活動

が求められます。 死者が5000名を越え、戦後~M:大の天災といわれた伊勢湾台風をも i変ぐ被害となり

ましたこの「阪神大兵災」の教訓を生かすべく、全国民の叡智と相互扶助の精神により !切るい未来

への再建に力を入れることを期待するものであります。このような事態に火事J湯川神や物品等の便

:lf~1ï(U-'.げの話を IJfI くと心が空しくやりきれない気持ちになりますが、外国のマスコ ミ は「これだけ /存

ひどい災害なのにパニックも起こらず、略奪行為もなし、」と称質していました。

そうです .10 rlリ1十lは我が身」という 言集がありますが、 地以|主11:1;本に居を梢えている以上、我々

はこの現状を他人事と片付けではなりません。緊急非話時こそ隣人全ての人が協力し合い、人命 ・

財産の確保はもちろんのこと、復興に対しでも国民一致団結の上、協力し激励して行く必要性があ

ります。 我々同窓会も、 いざという時にいかに可及的迅速かつ適切な対応ができるかが最重要であ

ると認識し、また、縦おIJり社会ではなく輸のつながり述併を深め、今後も互助制ネ111で、逆行・ して行き

たいと考・えます。

故後に、この度の阪神大渓災におきまして被災された背様に謹んで哀悼の立を表し、表心よりお

見郷L、申し上げます。

お知らせ

第四回代議員会・第四固定期総会

-日 時:平成 7年 4月16日(日)

代議 員会午後2時~

定期総会 代議員会終了後~

-場 所 :日進学舎 学院会館ホール

内
〆
旬



〔平成 7iF-3 JJ) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 51サ〕

同窓会愛知県支部選挙管理委員会報告

次期執行部の支部長並びに取引の

決定については:柴押で会員諸氏には

すでにお知らせいたしました。会報

にて再度お知らせいたします。

間窓会愛知県支部
選栄作JlI~~il会 告示 4号

'1勺求 7if. 1月311:1

愛知I~~院大学前学部同窓会愛知県支部
選挙管辺委員会

管理委員会の:illi常に当って、皆様

の暖かいご指導をたまわったこと を

心から感謝し、今後ますます我々の

同窓会が発展することを祈りながら

報告とさせていただきます。

支部長 ・l忠ZICの決定について

現執行部の任JU封筒 f に伴う、支部長及び\\iiUI~の選挙につ

いての合ポをした結来、支部長 -1伝必弘点(1阿生)、監事・

森IJI 1ぺ(1 1111'1:)、HlIm 傑(1ro司令)、 の立候補がありま

した。 支部ili\~作nLJliJ 第11粂 4 _に従い、

1.支部長 ・{削除弘必 (1J!l1生)

1. 舵 'l ~ ・ 総 LlI 仁(1回生)

Hll 11 I f栄(1回生)

県支部選挙管理委民会

森二三夫(6 IITI生)

野瀬学 (91I!Et) 

下郷昇(12回生)

として、次期愛知学院大手:歯学部同窓会愛知県支部の支部

長並びに存在'μとして決定したこ とを作示します。

以上

斗。4>4>4>寸<>4>味。味。斗o斗<>4。斗。斗<>4>4>4>斗o斗o斗<>4>4>斗。斗。斗。斗。4>斗。味。味。寸<>4。斗o斗。寸。吋トサ。斗<>4>寸<>4>斗。

各局活動状況

渉 外

。第5回愛知県歯学同窓会懇話会

日時 :平成 6年llfJ5日出 PM7: 00-9: 00 

会場 :ロイ ヤルホテル弁天間

出席 :県下手守同窓会、校友会の代表

米賓 :愛知県歯科医師会

会 長 宮 下 和 人 先 住

専務里l'とI~ 坂井 剛先生

上記の虫11<、愛知県下の各歯科大学、歯学官II

同窓会 ・校友会の親l陸到来めるための懇話会が

開催されました。れ同窓会 ・校友会よりそれぞ

れ2-4名の代表者が出席、総勢611'，もの盛大

な会とな りました。

|坂上高IJ支部長の|別会の詩、{主総支持IUえの幹事

校挨拶に引き就き、来賓としてご出席いただい

た宮下!Ute組合長より '1'央情勢を交えながら、ま

た板井県歯J..ljlJ:先からもご挨拶をいただきました。

出席者の~;l{介が行われた後、 変， ?;U!U 11 *歯科

大学・校友会会長の伊興木先生の乾杯のご発1';1に

て懇税に移りました。

今1111で5回目を数えましたが回を重ねるごと

にますます充実 し、大変有意義な会となってき

ているかと思います。

午後 9 時加藤直彦参J7・の閉会の畔を持って~!'.F，

~IÇ終了致 し ま した。

.マスコミとの懇談会

円 H寺:平成 7年 2)-J 14 1司(刈午後 711寺一

場所 :不二パークホテル

11'， J市.r，-:牧 由美子 NHK記者

坂井香奈子・ NHKマイタウン情報

lU支部 :佐藤支部長、加藤専務、

内容 :

渉外 :u lm、松様、 小原、 Ij~森、

木村、大委託

NHIくがどのような経過をJ!itって話題を番組

にバRリ卜.げるかを実例をも って訴してmいた。

ニュース性を求めるものについては、税特(1句に

- 3 -
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女11 っているチャンネルをi且し て;日出1~Mj~する :必

要がある。 一方、特に何かを訴えたい番組につ

いては(例えば、 8020運動の凶緋!など)可成り

多方面からのデーターを組み立て:i'T:l1lilに載せる

必要があり、得k:ll担当者とやはり杭極的に話し

合う必要がある。この為にもいくつかのチャン

ネルを作るべきであろう。

.第 3回 同窓生地区会長との懇談会

2月21日(灼午後 711寺よりテレビ応よこの rpl

}-L:Jにてよ記懇談会が開催された。

愛知県支部からは佐藤支部長をはじめとする

常務理事以上の役以17名と参lナ10名が出席 し、

同窓生の地区会長の先生方もm的地区会長会終

f 後のお彼れのところ22 t. 巾 21 tlll 'o!o'i~ していた

だき、有意義な72.;JL交換の場が持たれた。

組 織 局

.平成 6年度第 2回ブロック別班懇談会

1::1 1時:IjiJぷ6{pll月30U(/J<) 19:00一
場所 :三谷温泉明山荘

対象:&1E: 盟杭ì~美 ・ 豊川

fYll"'l三j量り上記慾談会を束三会忘年会開催に令

わせて行いました。これは衆議院札l選挙区の 6

区に該当する班が2Jfrしかないため、より多く

の会員の:t:!-:比をおIf引きできるようということで

例年このような形式で14~1催 しているものです。

支部からは佐ii露支部長、鈴木(泌)話1I支部長

加藤専務をはじめ11名の役員が、また 2斑から

約30名が1'1'， Ni~ し、総勢40名以上が一世に会し、

利I~\あいあいの 11 1 にも活発な)'J:凡交換が行われ

ました。

今後とも支部柄引jにご協力、 ご支援のほど、

お願い致します。

.新入会員への説明会

11 11キ:玉lih民6{F-l2月19UUI) 14:00-

場所:末雌学{t61情説堂

平成 6年Jit卒業予定者 (291111学業チ定者)に

対する同窓会人会の説明会が行われました。、11

支部から金滞'，:;';~:方(組織局組当)が代表して 11'0

Wi、愛知県支部に|対 しての説lりlを行いました。

品主4

す 術 局

学術(矯正実習)講演会に参加して

一向日E 畑佐 学 (22回生)

11月61-1 (0)楠元学・合にて 、 ~i!'l付~・術講演会

がI~H{佳された。

当円は、ポール矯正歯科セ ンタ一所長の弁務

権先生が、r1!"，1l!i1における 3Dテクニックの効栄

的な考えブJと使川法J(非抜附への新理論を実践

するための湖町jの方法)と題して1JIJ講演された。

通常のれ務先生の研修コースは 31l1t¥1だそうで

すが、当 日 は、r.1~ì寅内容の多さから 、 l持1911キよ

り夕方の 611キ凶まで、畳の40分ほどの休恕以外

は、すべて鵡ì~ií と実習という 大変ノ、ードな 1 11 

でした。しかし、先生の訴しは、手L児のP}:k綴の

fi，~.や乳歯列、 iH介歯列期のH交イヤの特徴、そして

3Dテクニックの適応並や不 1[11交イ干の診断、 ま

た装置の作り 方の淵節法に主るまで、それぞれ

が細かく貌C1J丁寧なわかりやすい訴ばかりでし

たので、 1 [1があっという HIJに過ぎてしまいま

した。特に、不定愁訴の治ittに対する 3Dテク

ニックの対IJ*(I~)使用法の話は、 '-1 : J1J!.的な宅I!.諭に

基づくすばらしい|勾芥でした。

心配であった英世も、先生のスタ yフのブjに
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よるわか りやすいデモにて五:坊に行う ことがで

きました。ただー11緋出ということで実刊の11寺

1:1]が十分とれなかったことが少し伐念でした。

講演、デモ、ソ~~l): を通して、 3Dテクニック

が、顎の小進化1I，1j:(\:(こ対応した ~I:抜向への積極

的な岐合誘導というすばらしいテク ニックであ

ることがよく :fl1!J伴できました。まさしく 、lリlトl

からの診療にすぐ取り入れることのできる内谷

のすばらしい排出会でした。

このようなすばらしい講i完全を企|市lしていた

だいた同窓会の乍術担当の先生)jに感謝すると

ともに、:).f~月十i・ e・戸市H講演会を、今後も継続して

合JllIIしていただくことをお闘い欽します。

厚 生 局

本年度の ~j';，~も、 10)-J 6 L1 (ねの 「 ゴルフ大会』

と10月2311(H)の rテニス大会』を終え、定lil佳レ

クリェーションが終 f欽しました。;1，;{I~ )立も多

数の方の御出版ありがとう ござい ました。また

rドラゴンズ'i役チケットプレセeント』の、 ご応

募ありがとう ございました。外れたブjには、 、

の紙百IIを持ってお花ぴ11
'
し上げます。

本年度の事業報告

1 • rドラゴンズ戦チケッ トプレゼン卜」

rllIキ:千成 6"ド 8)111ト1(村 6 : 30-12 : 00 

参加 :110 1う (50~:l L100名プレセ・ント、文部より

111:話役として10名)

2. r鮎つかみと鮎料理」

nuキ:‘1':成 6"1'， 8 ) J 25 1'1 (柑 10:00-13 : 30 

場所 :杏iiti実・ーの谷

参加 :大人29{'，、((JUl{'，、幼児141'，、合計'54名

3. rゴルフ大会」

1-111寺 '11.成 6"nOJJ 6 II(木J 8: 00-

ji~所 : 瑞陪ゴルフí!日b古1I

参加 :471'， 

4 rテニス大会』

11 時 :・1':1災6"HOJJ23FI(l1) 3: 00-5 : 00 

場所 :11 jjl/;::-;''i' 

参加 :6 1ぅ

次"1三J主の 'j';;業，iI'I，lil家が決まり つつあります。

ごな>Gをお待ちしており ます。同窓会愛知はI，-!-文

部'j¥.A.先J"JまでおfS話または FAXくださいます

ようおm!~、します。

人材センター…・-以後立しくお願い致します。

ゴルフコンペ一一一一一一

紘区I:)_[ 小森教夫 (211旦|生)

ヱ"， 11 の引を振り返ってみると 、 {業が端i岐 I ~:1校

，'1'，身 という こともあ っ て、(全r).~関係ない) r何

かこの瑞陵ccは紋起がいいのかなあ」と思っ

ているうちに 211寺間も!日に-{j:いてしま った。

するとそこ は、晴どおりで'~Ii近よ くある 、 j也あ

り谷あリで美しい卜リ ッキーなコースだった。

Mii町グリーンに行ってみると、これが'夫に:ìlIf~、。

卜.りの 5111なんか50cmのつもりで打ってもコロコ

ロと行・ってしまう。そのうちだんだん緊張してき

たなあと思って 1番ティへ行ってみると、i実より

す干し、先~I : は~Itもいない。 つまり 大先輩の先生ブj

のliijで・ティーショットだ。「もうどっかへ飛んで

いけ /Jと思って打ったらドラコンだった様だ。

このゴルフ坊は、短いホールほど慨しい。グリー

ンは械長で手前には大きなパンカ一、 奥はmに

なっていて伐の 4発のOBはすべて この庄にl吸

い込まれた。 しか しこのOBのおかげで優勝で

きたと思うと何だか、 不思議な気持ちがします。

さて、凶器のグリーンに行った時、僕は l本

のテ ィ を IJ~にはさんでキャディ さんに言った。

「伐の嫁さん、今、 これなんだ.1J r何なの?J 

rlJ立にティでマタニテ ィだよ」 全員笑い転げ

る，"、 2 f:iの{主勝先'-1:のパーパ ットは外れた。

このホールが13しホールであったかどうかは、

知|らないが・・一一。

- 5 -
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18ホールを終えて、ハーティに行ってみると、

まさか、!:l.'<;~位、ひ'っ くり 、 みんなの l i ij に ~J~ リ 11'，

された1'1分のれliijの微に催.JJ渉と苦いであるのを

見たH刺立、本、11にじじられませんでした。

しかし、今1111大安恥ずかしいギに、 laiJ窓会的

がぶ入のままだったのです。 もちろん官 11銀行

へ行き、!Ut，主'r l' l úiMI 決 しにら加入した・J'~は ， ，う

までむあ りませんが、これを!日jに同窓会をよ く

Jlll.併すると~，~に1'/ ' 1:: )，，)の先生 )Iに大変位訓して

おります。 ス、 j也 ~'i 、 1 f.1会等で大向先'1:にお会

いできなかっ た・J ~を伐念に，141 っております。 .-j，~

‘"，に裂しい 111、あ りがとうございました。

テニス大会一一一一一

'1，，r.:)JiE岩田由夫 (121111'1:)

グラグラ ッグ「なんだ/これは グJ とひ'っく

りして 11が党めました。一瞬ノfニック状態にな

ってウロウロしながらパ)1τからぶら下がってい

る屯れを比ていると帰れが止まりました。 fr</・H

m It-ilill地μでなくなられた)jにここ ろからおく

やみします。 被災計の十干さん碩ばってくださ

L、11

では本題にはいり/'(.'1:/"jが全l市|された「テニ

ス人-会に参加させてららいしまた。秋IINiLの 11

IIMII の午後、 定 ~;II ・' ;:: 1犯の 1I .illiキャンパスにいき

ました。ぼくは、午:ノ1:11 ，'j:{1;:楠Jeのキャンパスで

日進には初めていきました。1liからおりてテニ

スコートにい くと同級生の佐久1111先生、，・iυ1:11年

fUlfi紛でおしえてもら った1;反上先生と y，:ぃ!dt

そしてIll{卜.先生のl'iJ級生の先生と若い k-rl:((-

供さんで""';::'1::，引ttのテニス部)とぼくの全il

で 6 人の参加~'でした。

2人ずつベアを品ILんでぼくはi佐久II¥Jくんと べ

アを品ILんでダ7'ルスの試合をやり、 -J，l5催勝、

準優勝、 3f;~ をきめました。 ぼ く は 3 伏という

ことはビリ でした。抗品は、優勝呂から/1的行?に

すきならのをと ってい くとい うかんたんな )jW
ですがこれがけっこうおもしろく '1'昧がわから

ない らのをさわって'1"味がわからないのにかつ

てに氾!保 してと っていきました。ぼくはゾくは('1't

品)〆〈レ ンチノ のセカンドバッグです。ぼくは、

'11";::校・刈校と軟式のテニスをやっていました。

大中を学業してからはゴルフをずっとやってい

ます。 5-6午前ふっとテニスがやりたくなっ

て地ムtのテニススクーjレに 3かJIぐらいかよい

ました。 11~liijの )jはフォアは'，lill イ'ì'i'l分の思っ た

とこ ろに返せますがパックは球にきいてほしい

とい ったれ!主です。テニスはゴルフと liilじよう

に，.百年令(お じいさん、おばあさん)になってら

できる スホーツです。せーひみなさんらテニスを

はじめて くださ L、。そして第 11"111のテニス人・

会でしたが米年むぜひテニス人ー会をひらいて く

ださ L、。 またテニスをやっている )jまたはテニ

スをやってみたいなと辺、ってみえる )jがみえま

したら米年はぜひ参加 してください。みんなで

たの しくワイワイやりましょう 。

・平成 6:年度弔慰報告 (平J>>t7"1三2)1811現化)

平成 6:年

11. 1 81111'1: Uii本 ifi:t'， (一 昨)ご尊父

11.7 171111'1: ~i 究l次イ¥.(I'G |三)ご与父

日 14211111'1: 松応 1"(人，{¥' ((利1)ド)ご1:ド;t

11.16 151111'1:水谷圭禿，/¥' (l.'i;1 ，崎) ご弥父

II ，17 111111'1: dJi十l 雅HU¥'(ij，t 日li)ごヴ父

11.21 2~ 1 1I 1 '1: 光川 手lIJ事:./¥， (if正 日1)) ご~~:父

11.23 191111'1.: 大I{F， :y'，il./¥' (問 111)ご停父

11.24 8 1111 ' 1 : 小t~正 fiI'光./¥.(紘 I.:>()ご作父

1 J .24 151111'1: :O!ij谷 ，""il./'; (小牧)ごヴ父

11.30 21111'1: ~[-i苓 γ;~=../ I; (知l ~)ご時:父

12. 5 81111'1:牧野雅樹イ¥.(千純|メJ ご I:Þ':~:

12.9 11111午: iH主 [jtニイ¥.(11リIIT()ごf:}:.::~: 

12. 9 211111'1: ，:';j.-jo(控ifi./1; ("， lえ)ごJ，~:父

12.1561"1'1: 十i~ÌlIì 平'11¥平イ1・(叩 川)ごめ.父

12.21 91111'1: )1' L ~，予!i.fW' (似 点lメ)ご I:~ ':;:~
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12，24 6回生約' |盗l!IJお(メIJ 芥)ご.... !i父

12，24 13 Im ~þ. WI本広次君 (i~[i ) i) ご咋父

平成 7年

1 ，5 7匝l生'1'.(.!j 伝君(瀬戸)ごl辻堂

1 ，9 26回生 山川 協芙さん(四区)ごめ;父

1 ，10 22回生涼ilr 安~1:::君(メIJ 谷)ご1."1:父

一一一一謹んで、 ご1付司をお折り中しJ'，げます。

..0.. 言十 局ziζ 

ユ11案は、同窓会i罰則jにご↑1，1，力いただき、 えliXに

ありがとうございます。 さて、平成 6ir，12J1末
FIまでの会T1納入念制は、19，200，000円となり、

Hヤ年を上向る納入になります。ごW，J)¥"、ただき

ま しでありがとうござい ます。今後とも 'I~: しく

お騒い、申し上げます。

〔会費納入について〕

1 ，念書による方法

-愛知県的科医師会に入会している先生に|浪

ります0

・毎年 6月に則的より自由j引 き落し放しま

す。lりUIHfI::は、 !H1'i~より送られる、 I~I~J引

き落し川紙にj山|良されています。

-同窓会愛知県文部として12，0001吋のづ|き協

しとなります。

2 ，セン トラルフ ァイナンスによる方法

'1. 以外の先ノ1::で、特定の銀行で，;1き落 し

ができる先生に限ります。

・開業していて、 l弘前に入会していない先ノ1:

とか、勤務院の先乍がた向きです。

-毎年 7J Jにセントラルファイナンスにより

12，000円引き必し。

3 ，銀行振り込みによる方法

・愛知県支持11より似リ込み用紙が重1)込されま

す。それを符MHiにて12，0001'1振り込んで

いただく方法です。

振り込みによる方法は、手数料、重I)ili料、そ

れにもまして先生)iがご1'1分で銀行船リ込みを

しなければならない繁雑さが伴L、ます。

その点、 念:;'::による LJifu)':! 1き務しは、乎UIJ¥，.、

らずで、11寺11¥1もかからず、先と|づJにとっては、

非常に有利かと，目、います。一度、制1-..lJいただ

き、御協力のほど究しくお願い1]1しトーげます。

〔念書強化月間〕

会計局では、・11.)災 5年度 ・6:11三l主にわたり 丹

ご とに、 j.t-UU~Eを決めさせていただき、班長の

先生にお"，.;.折 1)¥，.、ただき、念手?の:tJt，'j'lをお願い

してきました。また、新鋭附業の先引には、毎

月の111的のデーターを もとに対応してまいりま

した。その~'N娘、平成 5 年度には104 1'1 -.， 平成 6

年度は94n'の念ji-の提出をえ られました。 この

紙而をおかりして笹11礼をけ1し上げます。今後ら

詳11th/')Jをおl却し、するlJCになると思いますが、そ

の首iにはよろしくお願いrl'しJ'，げます。

平成 6年度会費納入率・念書セントラル回収率

班千4 会H数 会費納入者 % メ，.，_ト‘ ィ~Ir セントラル % 

千純 t{ 61 36 59 25 3 46 
名 llt1メ; 71 45 63 48 69 
J!t |メ. ，12 33 79 25 。60 
北 1><: 63 49 78 40 65 
守山h!! 69 42 61 39 58 
内 区 67 48 72 40 61 
小村|メー 95 52 55 34 2 38 

|き. 121 50 41 31 2 27 
1込 |メ， 'I<! 31 74 24 60 
日召有IbZ 57 27 47 9 3 21 
天1'1区 50 37 74 15 32 
瑞A'J!1メ 46 31 67 16 37 
熱 IfI1三 30 17 57 13 47 
中}II1>< 61 50 82 46 771 
I何 lズ 50 36 72 31 3 68 
紋 |メ 50 36 i2 21 3 48 

-.u白"・ 91 63 69 54 3 63 
必l 62 40 65 24 40 

111 66 51 77 39 2 62 
イ手 11 )1' 91 61 67 44 11 60 

;f，:) 23 18 78 13 。57 
1!1: 44 22 50 11 。25 

Ir!: .Jt 51 35 69 27 55 
}ミ 111 2:1 18 78 16 。70 
凶作11JI' 46 36 78 30 5 76 
);11 多 95 72 76 50 10 63 
H正 た11 53 34 64 20 40 

!::J 47 37 79 30 66 

'~~~ f.'号iltUi 78 59 76 38 4 54 
l前| 出荷 11 '1 70 61 44 4 42 
¥可"子t守 )11 69 55 80 :14 5 57 
同l 12 9 75 7 。58 
安 JUJ. :n 24 73 20 。61 
メIJ 谷 3.1 26 76 19 3 65 
ョdfzria 17 14 82 5 。29 
両足申書以 26 19 73 15 。58 
A'"A t 111 II:! 76 68 3'1 15 44 
詰ママ~ t、Hιt 65 40 62 2'1 38 
メE入E 2、227 1 .499 67 1 1. 055 92 52 
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局書 コU==ロ

本執行~tllイ壬JUI も伐りわずかとなってまいりま

した。この 2年IHj、我々 ill・記局一向、役員会の

スムーズな運常と議::I~U<の IE雌な作製のため!J1

)Jしてまいりました。ま た会報の発lljにつきま

しては、前回第50}，;の先I'lj も 1!1.F， '1~に終え、 一つ

の|ズ切りができましたと1~を ;JJんで‘おります。イモ

JUIも伐り少ないですが、 )"iil-同、最後までむi

d長ってやってまいります。ま た4月には、節目

γ…一一一一一一一一一一一… 役員

;平成 6年度第 7回愛知県支部役員会

; 日 日寺:平成 6$1'.121171I{!/Q 午f圭8: 30-

場所 :愛知県的科医r.rli会館

1. 1>>1会の辞

2. l¥: r. .'!X呼
3.支部長後拶

". 4'部報告

5. f'o/..j・委1-1会宇liftJと flζ

6. '11\';1義τI ~Jti

1 )第 2阿波長会の('1
2) J也医学Wi;I'Wi会の('1・

7， It\~lU~r良

1) r会誌」編集委H会の('1'
2 )委員会'PlHI弁償の('1
3) '7スコミとの~\，:車会の('1'-

4) ~ 3 凶 liîl~地区会長~\，:夫会の件

5 )‘111ぷ7年度予算案の1'1

8，その他

9， \百L ・I~所.lL

10，開会の辞

平成 6:年度第 8回愛知県支部役員会

日 時:ード成 7iド1JIIIII{!/Q 午後 7: 00-

場所 rかに道栄j 1UiI，'i 

1. "11会の昨

2，氏t，.，.'Y，1I千

3 . 支部長H~修

'1. .{o:部441f号
5. f'o/..j・委ii会総代と r定
6 . 来dPi ~I~J自

<*Il結~/..j)

(乍lf.r/..j)

(・下術/..j)

(会，11'1"j)

(i少外)

(渉外)

(会，iI'/..j

間代議員会、第191ul総会を予定いたしておりま

す。これにそなえての資料の作製与に現在努力

いたしております。役11会の執行あるいは会報

についての御12;比がございましたら11j:記川まで

お寄せ下さい。今後ともよろしくお願いします。

役員会の|制限(第 6、 7、 8、 91111) 

役員会議~l~$誌の作製

役員会だよりの先送

金事長50'"ナの1eI'lj 

会 議事録 … 一一一一一一一一一

2 )第 3f!'IIITI窓生地1<<:会民との33議会のf'H沙外)

3 )会誌キI~集'Í:i ii会のfI'. (.，(:術/"j)

4 )平成 7'.ドl交nr.後の('1'- (会~I・/"j)

7.協議事項

1) iii 181nl 代議H会、第191"1定期総会の('1・<，'r-;le/"j) 

2 )会誌編集委H会続約の('1・ (予術/"j)

8 .その他(I/281ril窓会本部新年会)

9 . 監 'I~所見

10.刷会の併

平成 B年 度 第 9回愛知県支部役員会

日 時・ 平成 7iド2J 1 1 11 (!/Q午後 7: 30-

場所.摘Jé"(:合 :~2 会議室

1. 1閉会の併

2.氏名点目.p.

3，支部長J丈妙

4，木古1I初代

5. .i:予防 ・委i1会宇liflfとrA
6 . 市議:I~rt[

1 )第3刷プロック月IIJ:妊慾談会の('i' (剣H;'&/..j)

2) ii'i18同代議H会、第19阿定期総会のf'I'.(九!e/..j)

3) '7スコミとの~t，来会の ('1' (i1T 外)

，，) 1詰l本弁I!'j.先 'I:~m胞の ('1' (¥'/ 筋)

5 )近藤弘嗣氏~m仰の ('1' (¥I{ .f'ij) 

7， W，:'&JI ~rti 
1 )会誌編集会H会縦約の1'1

2 )第18川代治H会;主題の('1二

8.その他

9.監事J冴Jil.

)

)

 

l

l

 

忙
川
川

J
L

P
J
 

'Ja
r
'
 

(

(

 

! 1υ) ブロ y ク幼別州州l同附巧坑E恕乱制"談;淡主姶会の「門|ド: 刷織川

'--一e一，一e一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一，一eJ

10.閉会の終
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年 歯科医師求職申込書 受付 年 1-] 11 

氏 4ノ，
述給先

合 (

現 fl:所

勤務先

年1立学 I "I /I~ 

卒業後の

目白 1M 

'，~;í; ~'U} 

IIMfl II;¥， H起R 1I.li: - 11;¥: 

アルノ〈イト 日IW n.~ - 11.
11' 日起日 時~ 時

II/rlll 11寺 ~ 11.): H起H 時 ~ 11.11' 

P査IlへE 字} 常勤 ffj アルノfイト 円/11キ間
勤務に

対する 勤続J也、 条件等に対するあ世

([i:{J.粂f!1ニ

?吋，liIdi千種区楠元町1-100

愛知学院大学歯学部同窓会

愛知県支部

~lW; (052) 763-2182 (直通)

人材センタ一用



1f- 歯科医師求人申込書 受1・t fド 門 1.1 

1'， f~; 

所在地

J也lベ 会 (

~~: 1'11省名
辿給先

合 ( 1111生

歯科医 名 歯科術生士 .r， 技工士 の f也 ?ノ:

tk t兄

ifョ ~f.{ Ti t~ 4に1、 技工の処.PII 1、院内処1'M 2、校工所委託 3、 1-2 

職fIi' ~リ I"J 経験年数( {j'.) 

給料(税込) 給
1111 

円程l主

'1't /: ). 夏 ケ円分 1't 与 会ι ケ円分

2h 4ミ 何ー

アルノ〈イトH 1'1/時間

f. ;)i (交通1'() ドj 下、'i( !YI 

jIl 円

勤務IIS:liII J'/ '1=.施設

会報求人案内側 掲載希望 有 ・ 無

l-1iJII人数

11キ WI 

JI手 態

その 他

l、f ，Zt 2、随1I，y

1、'，:;:; l'功

2、アルノ〈イ卜

名古I長rli千NiIベ陥元町lー 100

愛知..;~~左大 '.;::1何学部同窓会

'.;:知I [1収 支 郎

'，'[!.1，r，' (052) 763-2182 (i町通)

IIMII 

UMII 

4ノ1

3、 月より 4、その他

11キ~ H午、 IIMII 11キ~ IIS: 

11.¥，- II，¥，、 BIt!円 11.¥，- II，¥， 

人材センタ一用
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く歯科医療問題研究委員会〉

.平成 6:年度第 3回委員会

日 時 :・r<J反6{!'-ll川19U(:f:) 19:30-

場 所:liti)己中合第3会議室

講師:梅十l' 1~' 1:先生

テーマ r前科医耐の流れ」

n'，)，'j'j "， :鈴木委H1毛以 卜11名

愛知1!u J[ili. l州11~'~Wf科医長でltL掬|亙蹴UH :辺川策

委H会委111之の仰木I'le l-: 光ノ I~ をお招きして 1.. I ~じ

の j盛り必ずl全を 1 Î' ~、ました。

必\1'1では、これからの医療の流れはt，'，')1~化社

会と尚齢化社会について47えて行かなければな

らないとし、↑i'iylA化の問題においては飽L)t保険

，:11:の ICカード化についてなど、また出附化の

川!出については{Ct!災1J.~を進めていく卜.で引{I:

j住められている保健所の主主備等に、いかにf4:・i-H
がふり必してい くか、また対応すべきかを約引1.1:

1111 、ドの 1l\Jご，品川i~ 、ただきました。

到E だ

〉守山旭3Iて
長沢 正文 (71111/1:) 

1rもlリiけて、 11¥jらない I刀17" 未明、 i伐採に

"なる近代行Ildi、神戸がー伎にして壊滅してしま

う、 1'1ri.~の恐ろしさを、まざまざと 比せつけら

れ、|民l州イ七 iì:の被'，I ~: (こjilわれた同窓会合此の先

供)iの-11b ' ，'， ~、似.!J'I~をでJ'III • J也統一・I，i]、心か

らお祈り1['し Lげます。

二 'nll ' )也I~Eは 111 =1J"、 12JJ181-1(土)、愛知I!UJdll

I ，õ]窓会創立泌氏、 lí!.( 卜.先'I~ をお招きし、予付:r(iJf

修全(‘F泌t

セスyガγ一デンで行ないました。

科会Hの先生)iからは、愛知県支部I ，i]窓会'(~

L1の刊JUIが長すぎるとぷ:ぃ先生たちのJ!?が11りき

く相互扶助システム委員会〉

委L1会 b，4 1rが経過しました。 q~は っ た 11与は、

|日l窓午が1I)Jけるんだ。」という、 j司令教広ーのご.fIll.

両手のもと、，.j，;~il会む順調に経過しております。

保険は入っていて何む無いのが一書良いので

すが、いざという H年にはやむを得ずそれに頼ら

なければなりません。ただ、中|一1Ji.扶助システム

があ り、いつでら入会していただけるシステム

であ っても、倒れてからの入会は認められませ

ん。ぜひ'，'，めの人会をお勧めします。

・|ιj災7il~ 1 J]-1ミ"IJt.(t:.の、入会"，は、げ31'，で

す。.{dlミJ主.の手，]川"，は、所得保証:のみが l名、

iJi(illl涯の'!._!，;!'iまでが 21うです。

まだまだ&i与すべ き点も多いとjt、われます。

より良くするねに、ご芯;兄などございましたら

お聞かせ卜.さ L、。

ご，d;比、システムの説明などございましたら、

支部Iri]窓 会'IQ古川までお問い合わせドさい。

Tel、FAXとらに (052)763-2182です。

よ

とりにくくなるのではないかという心配のな比

が多数出されました。今後は愛知県立方11がより

1リ!るくIlf.]かれたIli]窓会になるよう則的し、守111・

旭班ー|札

いと忠、います。

〉中川区班 (

安田 力 (121"1'1-:>

中川区坑では、 "リ111孟歯科医師会会Ll9Zr.I[1

[，o]窓生会11が50γ，であります。I，o]窓会本部会長

成Jni羊之光州(1 1111'1::)と岡本許 1~1ì-di全J淀川(7 

1111'1:)をお住する人ー変まとまりのある.HEであると

1']れしております。これら-iffに!民代班長のぷ

)J と I~ f:の |口l窓ノ1 :の 1t!， }J によるものであります。

9 -
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'1I1i l.の岡本先恨の J! i会，!J~Llの有Iì欠選挙て・は、

~:IIT似トI Iìは殆んど、lI叫 11 の山の勢いの赤松氏に

せ;しく、マスコミでは1!'.f:I刷I，I[:Jのlii'iJ本氏は全 く不

利であると言われたその選併を岡本氏の不):1¥の

ml，ιと同窓生の力を結集し、勝利した思い/1'，は、

忘れる 'J~ができません。

'，':"'~f"IT文 liíí班長(61"1'1:)からが11村進JjEJ{に

火作し 3"1'-目 になり ますが、 一昨年、 Hいドと2

"1'.つづけて、班の総合の|段、お忙しい小、 W.)泌

リ!l~I{.支部長と加藤mA~~IH:去の 111，jr.に御/l'，Jmをし

てr(iき、 )J強い励ましの"葉をTfiきま した。

今年 ln1711あの忌まわしい阪神大良災が起

こり、 5000人以 1'.もの祢い人命が失われ、 10数

朽ちのl，iJ窓生j土が、 l'山'1'七やi説i設法僚内所iに大き主な.~，被皮皮ι.什:， 

を被り 、れ同窓会でも:J:文{左前副jが盛んに行 なわ

れておりますが、このj也l/~ で'1:き埋めにな っ た

5人に l人は、近所の人々によって救出された

と郎ii1されております。そして、 この近所の人々

との結びつきが生死を分けたそう です。テ レビ

のアナウンサーは、イi'J~の |僚に b耐え、地峨の人々

とtJi点 して おく必裂があると言っておりまし

た。|日l窓会剖司じであり、外地区において i市生

なホストを同窓生が，'iめつつあるのは、同知lの

1mくです。この掠なH年にら、同窓生のがi点が大

きな )J になると考えられます。 中川区J~r: では、

このような考えんをベースに し、白己の"念材料f

ばか りに I~'J じ込む る ・J~なく、 ('.'~、 )J をも結集 し、

引l'十.J'J~E1~を盛 1) 立てて，qi~nっ てゆくという機泌

を!l!に尚めてゆこうと号えております。

~~る .IJ1 9 11 は、 I，)'，J~，，Ij ~Rの正念場である統
. !也)jjj'iです。御協)J11:しくお願い致します。

3 春日井 I~I_{
後藤邦之 (141111'1:)

作日 JI:T.lIの・1':成 5"1:.)主総会ならびに♂F術品iiii

合をよる11)J 9 11、が 11)1:バil)、lのレス トランに

て行ないました。、"111は、 40数余名の"iJ窓ノ1:が

'''îJ に*い、終始なごやかなぷI)~れのなか夕食

の%を進めつつ、総会の“花見fiをii'j化していきま

した。それと l，iJII、y:に"1'.1 1111のIliJ窓乍のmいのた

め、色々 な~;~~:也にあちらこちらでイとがl吹きまし

た。

さて、総合終 f後は、愛知:学院大中前'予部flll

I:乍講l主議利liのinfイ?j主ぷ先生をお迎えして、

、、S:VIPの1M村=1-，こ於ける将米η と起しまして約90

分の講演をしていただきました。jlk近色々なノ1:

w材料がIJトJ1~ されるなか、このßMPについては

引在各|斗が色々とその前科的応川を(!W先してい

ます。

そこてレUCLAにてそのB:¥1Pについて1ト11;ま

で多くの研鍛を柿まれた河合先中に J' pl~の矢が

主った訳です。lf'll'tれない先生む$いなか、

ßMPとはやIfか という Þ}) :!J，< (I~Jな4れからその'1'1 :状、

また実験(9IJではマウスの大腿部筋組織の小に，沈

L与された~'l'組織には ー|日!驚きの戸があがりまし

た。あっという IIHの90分間で、われわれl，iJ窓生

のために懇切 I年に，証明していただき、イfA:Jを

な11，¥， IIHであったと思います。

〉犬山班 〈

西山昌希 (151111'1::)

日、が班長をIjij(r:のlillf古li!J!:ー先'1:よりお，;1さ受

けして、はや 3{I:.にな りました。次1111の役il改

選H年には、新しい光州にお任せしょうか、でも

どんどん打 くなっていってしまうなあ、とj主っ

F いると ころです

また、犬 III J~Eは引イ1:特には行動しておりませ

ん。年一1111、大品会の合的を集めてill令するこ

とくらいで、(むにはとリたててこの制で制作す

る係な/1'， )jと 'J ~はありません。 jllfかやらねばと Jι

いつつも、ついそのまま になってしま いI~r: Hの

符牒ーには1111迷必をおかけしています。

そんなわけで、あまり動かない犬山川ですが、

地1>(向科|矢印1;会では ，r.: ~iな役職に選ばれる 会Ll

が柄えてきております。 71111'1:の後)IM:.'.;.引先生

は 4"f.ljijにIIiJ窓付:と して初の犬山Wr.fj"')u:ll;合会

長となられました。!h!{f:は 9lul/l~の P['l1 I{I芸先'1:

が会長を務めておられますし、日IJ会1<‘'.'，q陽fl~.

l
 

t
 

l
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似て卒、役wの過1主数を ，'iめるようになりました。

~}い先生にち将米布望な先生が多く、 J{1 々 こ の

地区の:m要なポジションのほとんどは|日l窓坐の

%がlで.tlltまりそ うです。

現在犬山術科医Mi会の開業医数は36名で、そ

の|人i愛知l学院11'.身は18名と、ちょうど50%とな

っています。

〉岡崎 班〈

畔柳 司 (151111生)

.4月9トI(ーU 1判的庇定例総会(市|材料平にて)

11'，席者48名、平成 5.1ドl立の事業字1-<代、決算報

作に続いて、 |前l崎.f~E{ド会費、愛知大品会々ï'(li 

illJJ引き務としの決定。

.8日25R(:材 班H、家族、従業員、レクリェ

ーション、駒立IlIfマルタ|胡にてぶどう狩りとバ

ーベキューノfーティ ー、 58名の参加。

.llJJ19nw I尚)11'な班忘年会 (71ï 内判.~，~.に て)

同11，存在住の愛知l'下院掬学部在学・r.1'の学生12名

む参加、 m支部より松森常務理事、加|総l，'i.務理.

言li.を御mきしtiE大に行なわれました。巧EH58r.
の参加。

.2月911刷 Ijij年度に引き続き、第 21111円の

カルチャ一部門会として市内 ゴルフ練~!'/場にお

いて女子プロゴルフ ァー寺沢範美によるゴルフ

レッス ンを';k胞しました。練習終了後、 |日1ft.:子

プロ(シード権有り)のlIY/々 の笹Ilili~Ittを折念し

激励会を1Jf.lflliしま した。又、ゴルフJlJ品のチャ

リテ ィーバザーを行ない収益金を FI本女子プロ

ゴルフ協会を経て阪神大震災の義援金として送

りました。273.000円

• 2 J-J 23トl学術講演会

都附 :愛知学院大学歯学部第 1似存学教室

千LU t~ø先生

排出 rハードレーザーとソフ トレーザーの

現状と将来について」

場所 :岡崎前科医師会館 2W，ホール

上記のごと く開催致しました。

.2f)811 岡崎班々 司長の任JUfì，~j了に伴う班長

の選学について公示をした結来、 |前l附班規約に

従い次JUf.fiE.L長、大河内克彦 021"1'1:)に決定し

ました。

お詫びと訂正

愛知I!U文部同窓会誌 8号において誤りがあ

りました。

P205 fJEだより

(払) ì_j!品班 船井信ヲ~ 8同生

(JE) 津島攻高品秀降 13同信

lこ こ~ iìrJE 1ごさい。

(迫力11) P 44 各講座紹介 助教 授 土 屋

友卒i 51111 ~1三を教授黒須一夫の_I-.の段に追

加して 下さい。謹んでおs詫び1]'し上げます。

お知らせ
昨年10)1、三Illi笠先生のマイオドンテ ィクス学術Jliti!ii会がfml!l!.されましたが、 三mi先生

より r11)陀機能装世の診断と ifi械のtJ:r利医学的課!凶』 と組し寄稿していただきましたの

で、 別11:IJりにて同討させていただきます。

- 11ー
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愛院歯愛知大島会

11頃は、愛院歯愛知!大品会にご理解ご協力を

誠にありがとうございます。

平成 6年度の収入は、下記のようになりまし

た。会員の皆様におかれましては二努力誠にあ

りがとうございました。

自治省にとどけた後に、収支決算は、 4月16

11、 111寺からの日進学合の総会時に発表させて

いただきます。

又、 1月28日、2:00より本書I!(.t議員会があり、

大f心事務所より大品事務所の会計報告がありま

した。 聞きとりで報告させていただきますと、

総支出 7，200万円 収入歳'Pl 1，257万円

公TL~JJ}JJ災企 2，067万円

寄付等 2，000万円

5，324万円

となり 、約l，800)j問の赤字になります。大向

先生自身のもち出 し分になるとの報告です。

我々の意見を|副会に反映できるよう、も っと

白[11に活動して頂けるよう支援したいと考えて

いますのでよりいっそうのご協力をお願いしま

す。

兵庫県南部地民では、阪神地区の同窓生にお

かれましては、さf-い屯備の)jはないものの自宅

や、診療所が崩演された先生は多数あります。

災ミ!?をうけた先生には、これからの復旧がまた

たいへんだろうと忠われますので、大向先生と

もども大島会として、似11-1の支援をしたいと思

いますので、よい考えがありましたら事務品ま

でお知らせください。

愛院歯愛知大島会平成 6年度会費納入状況

JiLE 名 会員 開業 入 金 方E 名 会員 日付業 入 金

千磁区 61 41 振込38 ユド nl 66 44 1h~込32
名東区 71 44 振込36 容11-)1ユ 91 70 振込50
ヌ〈 区 42 34 同意q~:2 振込3 セントラル6 ~_J! ，~:j 23 21 

~t l丘 63 51 振込42 小牧 44 32 振込28
守111旭 69 53 同意書20 lモ」仁 51 39 !日Jti:;~n8 セントラル]4
J!y r><: 67 47 振込20 犬 IlJ 23 20 振込17
rl' ~; .J 区 95 53 問芯': ~ 1::2 振込2 内イf11 )1 46 42 振込36

lメ 121 70 振込42 9;11 多 95 66 m込60
ジr{b:ー 区 42 26 同芯':il::23 il仕 古I! 53 38 l百172刀::12
lIi{手11区 57 34 振込29 f.b 47 36 振込36
ノ〈白|豆 50 40 振込31 盟 1長 i~1J~ 78 54 
瑞f.J~ JR 46 33 1b~込 l |前J Ibな 114 78 振込75
熱Inl三 30 17 セントラjレ10 '~~. JlI 69 47 
小川区 61 51 同立;1::43セントラルl振込2 知| .¥.L 12 10 |日J~tf:~ '::7 

市 I~: 50 38 同芯~，'::20セ ン トラル2 'ム JJIぷ 33 28 1M込28
tみ |メ. 50 40 振込37 メIJ h tr 34 24 振込27
愛 12 65 4LI 都 1t1 17 ]4 振込15
- ，SU • 『. 91 65 振込62 丙Jm.lI 26 23 振込20
瀬戸 62 31 同立'!1n3 』、，sdtL 111 112 88 振込78

!日!なみ セントラlレ33名 振込 8471ぅ 2，227 1，586 6，173，3261斗

問中角 ・ ìlj~英、盟)11は地区で前彼納入

η
J
M
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『相互扶助システム』のこ。加入のおすすめ

時として病気やケガあるいは思いもかけぬことで心ならず も診療所を閉めなくてはなら

ないこともあります。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、 J21名ーさんにち家族にも迷必をかけず、安心してご自身の治療に専念することがで

きる筈です。このシステムを利用することにより 、会員は、いざと いう時に当委員会を経

f~1 して代診医を派遣してもらう事ができます。 (派遣J!JI IHI はー・か月以内 とします。)つまり、

たった月額6077川の所得補償保険にご加入される事によ ってlか日聞の代診医を確保する

事ができ るわけです。

-入会条件

(1) 愛知学院大.，;哨}学者11同窓会愛知県文書IlïE会員のうち、引在、健康で・正常に診療に従.tJ~

している会日で愛長u!U内に診療所を開設されている こと。

(2) 同窓会愛知県支部相互扶助システム委員会を窓口とする休業を保慣する保険(所得1i1l

償保険 基本契約保険金額月額607J)に加入すること。

惨 『相互扶助システム』 に関するお問い合わせは......

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/判l野 ・伊-束 T E L (052) 9 5 3 -3 7 6 1 

-編集後記

まだまだ')~さが技っている今 日 このごろですが、 この 4 月にて執行部の任期 も終 り ます。 ~!I，~:ï，jJ.に

務めれた事を拝んでおります。 4月には代議員会と総会を開催数しますが、より多くの同窓会会見

の意志が反映される組織をめざして頑張ります。同窓会会員の皆牒のf.lll理解と御協力を今後ともよ

ろしくおf，9Ji~ 、 します。

- 13 -



('Yh止7.iP3)1) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 51号〕

~ ~阪神大震災』

発行所 1'， ，'.-毘 IljHr~1ベ I1li;è開fJ -100 

愛知lγ:院大フ"Nt"戸羽HiiJ窓会
愛知1 l¥! 支部

TEL(052)763-2182 
FAX (052) 7 6 :) -2 1 8 2 

題字放岡本清銀先生

編集型軽発行人 容自己局

必r.:Jill )ミ 111 ド ~f~ '1.: 
I~ J~ ，別尚 ilt.11; g 

- 14 -
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「会報51号」別刷

口腔機能装置の診断と治療の

歯科医学的課題

(略歴〉

国際マイオドンテイクス学会アジア会 会長

1952年 日本歯科医学専門学校卒

1953年現在地に開策

浦 芝生
二瓦1.-

1969年 米国フィラデルフィヤo HN.クーパ

ーマン

み うら σm:る
D.D.Sにオーソヘテ'ック マイオ

ドンティクスを学、~~

著 轡 「マイオドンティクスのE里総と臨床」

植野公縫氏と共著

主研究テーマ .マイオ ドンティクス アプラ

イアンス

はじめに

~m l I JJ全系梢ili全体について飽}M !: : I題、 政忠の ，診断 . ifiw'が*，，1極(1¥)に取 りよ及われるよう になってか

らは、まだ 日 がì~い。

11 肢がその延長線上のIllllklliti:気道との|民Jj.ffr:~ 'I'I，'ー としての診断 ・ ìfìlliはJf1.W f，fi域 としての川j出も

あり的科と l宍科との総令大学のI~M.JA~満州においでさえ交流はほとんど十刊!I，F，である 。

1984年5) J The Quintessence 社Vol.3の;よ1'.シンポジウム(参 1)のなかで的利治械は全身と

の|刈わりにおいて行わなければならないとしながら制機能災市の診断 .ìfì械についても rl~刊: 1 は 円

の"1だけのことを考えていてよいのか」という 1::1~ 、 かけは大きな反響を 11千びながら いまだに，議論さ

れていない。

J 934年米1."1の]{M科医コステンは、':5([J民It!ii機fiEY47if;が全身に及ぼすJM科としてCoslen'sSyndrome 

を先ぶして問題42起 した。 1977年米 1 1(1 の l'~け+1欠 1 1 N. Cooperman が顎姿勢のイ~ 11:.途切に1)¥1る呼11&1>;;1

咋の，診断と治療は、II'iI，dffiと舌のイ、11安号うのがi態ノ|ヂIt";::rl¥)!:H題として担えることがも っとも ifi: ~( な ・J~

がらであるので、前科7・ 1ま I ~ど;::のもんだいとして l't~fJ ，].'，1すべきところが多くあるので JI脚内の ~Ilì組物

はすれ JI }~系の機能装択だけでなく 、 I I }陀 IIlkl州、丸辺の機能装山 として沈下flniできるものでなければな

らないと述べている。

スプリント療法は何故、効果があるか

1977年11N . クーパーマンらは、 11 み市:一円不 11 : うたー ゲ~:}J'I ~ rl~~~n~の i診断や~fì出に Jl JI何人j機能~;ii: (lntra 

Oral Funclional Appliance)日11ち、OralSplinlsはIIfll)k機iiiZ;K;;I，'(Respiralory WCclge)として川



いることにより I'~村'1- 1災・下がり~";::íl~J Il:J:出向ねたの.JJJ}となることを指摘 した 切うた・勢の不IF.のiri出は、

II J~得制と l判以、 2tj立のハスウェイ (Palh ・\\・ay) の形態と機能に大きな改 i与をむたらすことを杭

iダIJでぺ、し、OralSplinls(以後スフリントと

11千ぷ)が機能強iFJeとLてのi:Z'，'iIJをIIJJぶした。

|χ11 2にぶしたスフリントはJ炉供I(IIと機

(i~ I(I Î とをむ っ たスフリントである 、 す[1 1

1陀系にiili川されるスフリントがfllf故効くか

に つい て (北 ~!f' !JU，~Thc Quintessence 

Vol.8 No.12/1989・1925)次のよう に述べ

ている。スプリント交)j以ーがどの古li分に共

通して仰'J~ 、ているかを大11尚レベル、悦JÅ~、

水制作レベルのうち、 ?悦見山!山ぶの 市市:~盟民必2EF!し，性「

tI '1'1(11 

....".; 

'ぷ訓恥川lしている。N'1'i・1位。;か11副主人引也の例え

で、'，l!，ili機のJ汚をする /m分がド11粁ë~ilJi~íの

inpul、小漏れ，)が1'\'1'1、で悦JÅ~ 、 æにら う 一

つの働きとして ~ilJ散のボリュームら変え

ることを悩J司し、IIIC'を聴く部分が認知!の

'1 1似 とした。 こ の11 :.\';人:Ili~皮 ~'tへの刺激の

1It.は筋肉の到jかすh山と ，)1っ込めるブ'jiL

図トIHIP-Planeは頭廷に釘ける水平面であり、人体に対して

ら水平函として後能し、他の組織との整合性を保つもので

ある(マイオドンティクスの臨床スフリントの実際より)

((111協 と Jn\ Í)Îj) をちょうど 1~ <調布lしてくれるフィードパック機附

に人・さな;μ11平を与えるらのはスプリントのJ炉供と機能する '"Jさつま

りはであるとした。

また、 j以前lはすii・円・の不随ぷ.iill1i)}(";.j，.:)，島ド1:桜li改) を11'う加|刻i1ii:J.'I:

の-'~I 'I :似IJ (Thc Quinlcssence. Vol.8 No.12/1989・1913)のなかでマ

イオドンティクスフリントの述I IJ により不随.illHI)Jにおける 卜引iのJb~

li没はほとんどii'j失し、良好な粍泌をぶしている。そのJ1IUIJとしてマ

イオドンティクスフリント U炉供・1'-的i により山i さと恥iを~ :I~: (I~J に江IIJ

~した機能I(IÎ を持っ た 11 1陀|人l機能装院を B ? う)のiili 川によるが;米・ ド

引委勢が IF され、 ~ii l刻印、 す([筋の機能の& i与が比 ら札、 11 1陀存 l止の

1"1似、さらに (¥:刈機 能 がi以前改汗 され 11交介‘1<f~r (Occlusal 

図1-2基準面HIP-Planeと機

能面をもったマイオデン

ティクスフリント

Equi l ibralion ) が中川(I~J(こ良い状態に改汗されたことであるとした。 このようにスフリン トが顎安

併はらとより 、附彼日:{:・l'~・ との幣イトtt (lnlegrity)が改汗されることが大切なことと、ぶfl'jにおける

~!l l l IW.系の感覚的fI<(イ ンハルス)が神経フィードパック機怖を介して、 ~ff(体外路系のより正:j (:('1 1 

似にI;.{.;jf~~/.I.:.~ を Ij- えて い るらのと{(防長され る。

? 



スリーブスプリント (SleepSplints) について

H刷版H年における呼l以附1ifの(I}I:究は19611]'.(¥:には米1"1を111

，心として Association fOl・ thePsychological Stuc1y of 

Slccp (八 PSS) が設 \'(され(九 1';iI交Mf~より ) iつがい|では1973

"1'. (S48) 11耽|山川究会が先足、 1977"1'.(S52) 11刷版中会が設

内:された。 HN，クーパーマンらは、 jlIl"ド11長前一 円不 IF.安

今~:iI'l :似 Jn" の ~fì脱出れと して 1I千 l以機能皆川 ( Rcspira tory 図2ーlスリーブスプリントの正面

¥Vecl只c=SlecpSplint) をJlf~、て機能訓黙すべきであると

した。|ヌ12-1にぶしたのはマイオドンテイクスリーフスプリンである。これはt給料Jlfスフリントによ

る 11雫l似H刊!肝予l倣の ~fì故器日 として|災'ア:(1'，)川組の解決に大きな役'，iilj をらたらす~~- .~~になるので、こ

のF市刀をがHß' I : Jl H(I~)川越として診断 : irけ脱することが必要である。

11確|以1I.'j・1!1.1，1I予l以は、 11需l民"1に繰り返し起こるIIflll'!(: 換れの{-'/Jl.で、 1(I Ll IIの般ぷ飽和Jiの低下にil~" 

心臓扶，也 :I¥':j 1(11.) 1: : ハ jl\jの l以れなどの1J;( lkl となる。 この凶1)，1 は 1..~.Im丸i立の山本による I~'J本似ての もの

と 、1I'f- 1倣 "1似のI~，\~í ~ii::による " 1似nのものとに分けらhるが、 1m佳作11飛IIKII .'j:1!1，r， 1I'f-1I及は、川、ぴき ρ がひ

どく、 刊 にいわゆるれエンスト引のいびき H をかく 特徴があり(刈杭J示日11、'，';';1';杉Aより)これに

スプリントが制iめて干iガjであ ると 42 えられている 、 I~~本性11雫 IIl~II ，IJイ!1，r， 1I円以の )UJ~M[伎は、人 11 の ]

-2%と与えられ、出荷台れでは片 しく J¥(/IJIIし、 リHUま久勺ド1:より 81iりも I'::j~、とされている。 また、 従

4とのifi出wとして、 トー気j且狭窄の1J;(lklをJfx.り除 くj，外科(I~)旅法、 2， .J.n::' f・j' (I ~) 下術、 3 ， 筏t:;，(1~)

持続開11:11千l以 (CPAP)、 4，f本市i威川、 5，薬物秘法、 11;:があるが効来、 I'，¥IJ11: J 1 J、忠行へのft机な

どで|日1:也が多いがスブ。 リント 1Ü~.ょがその干i必I)'rlーが1" :1 ~ 、(fi披;よーとしてilk近ii文されは じめている。 し

かし 、 スフリント秘法でも っ とも 大切なことは、 これらの|埠'J i;:ーががj態' 1 :ρ1t ";::(I~) j::J:W として悦えられ

て始めてスプ リント出iLが，;刊IIIiされる。

スフ リ ントの機能と効~R を ji!Jわれるのは 11脈 |人l機能弘山 としてどのような J占市によ っ て作 られ、

どのく 1')いの悦l川、そしてその機能性が川1111されねばなりません。マイオド ンテイクスプ リン トの

ようにIIIP-Planeが基準で、主 :IUI'，)川!凶の附uとにはFrccWay-Zoncのdl"iWJを1jい、協'，[!系に拠る筋

，~，'，J í1Îj pcccl， Back機怖の日IEIりlが附i¥'(されている波打物はむ っともこれらのifi1.u;~~ ;;1;: として iJhl}，~;tl:が1::1

い らのと，tI.う。このように 1'.'Ji[(こ)，Hf¥・1;・1M、 i'"切に機iiE'1三 1 (li遊離 I\~ (Isolating typc) と、 iド接 介

I¥'.! (Connect type) といずれら)，H{'; を 川 つ装 i;/，:で利"?性をも っ た機能:}~i;(，':である 。

H恥l収11刊!I，[;II千l吸杭航4t}'，の ?fì1j，~(こはliijjAしたように柿々なifiW法があり スフリン トに{氏る?filuiよiま勾j

胤・が乍がってはいてら ?fì1.Mì.よ-の服、・r:がなされたとは t : えない。 従って {也f'1 の 咋l" lIj~ との |お }J が必~~

となる 、IAMA(11'.11際マイオンド テイクス中会ア ジア会)ではEXPI400fill'究，iJ・IIlilに|仏}Jし効民のいl

ヰ とll.!.'こ検什'を加える (11恥|叫ポリグラフliJj'J.t!..アフノモニタ一検作、スプ リント行Jlfliij、後について)

リ恒例JA は 1早川 Ij~ 1 ~'llj柿!泌氏11氏からのifi介状であ リ、診断 H川丈 : そ し て 1 ， ポリグラフ検1t : 2. 

アフノモニ ター検ftにそれぞれ検fttJ;米が。lcHされたものを忠Jサが{、i参するが、 卜 ~j([を '1 -5 mmliij 

進させ ることによリ 、11権限'11の 卜.iili礼道をIi'(fi保することがスフリントの必グJ機Ij':と与えられて いる。

しかし、ノUllt(I~) 1 '.部丸j立の (i'({i !以はスフリン トに 三次j乙(1'，)乍 L: ，t を jWJ ~じすることによ りll.!.(こ忠 ';'dl~1人
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の 11 1作作 :，lWIJJII と ~Iとに気

迫の作 11凶作 j~~が容易にな

る。1itって、スプリン ト

が機能張世 としての適JlJ

をさせる ためには基準と

なる 千i(，;と尚さや幅を主

!，UI(jに測定されたらので

なければならない。

さて、 tfi介状に もある

ように1Iill:1山l料¥'，r，11千l以の

|川、 卜 主u丘m~;tf;に 111閃 と

するものについてはスプ

リント ~J.úムーが奏功するこ

とは一 般 的 であるが、

1977年 HN.Coopennan

らは、IntraOral Func-

tional Appliance凶lち

Myodontic Splintsを11

時l人j機{j包装抗 として)IJ~、

るばかりでなくれ道の改

汗装 ;;(，: として lí)IJ.j~に汀J ~ 、

て い る。1984年lVIeier-

Ewert (11栴IIW/・ノ、ンド)ら

は Prosthetic Mancli-

bular Aclvancement 

(PMA) (1"顎矯iEMi純

物)により SASの者名な

改i与を認めたと隊合して

紹介状

三崎容先生

忠者:刈押えよ主 殿 3b 'jif<は.呼吸スプリン トの適用例と思いま

すので.御紹介致します. f;lIJ;ii診・品川日目更をお願い致します.

診断~妻。及品什，与 -Jr -J_ 

主症状・，・ V"ざ，時臥崎県 '十4

1.昼間援取ボリグラフ検査:平成 f 王手グ月/ 目測定.

@Hd'ω >t O.I..1S 111州 111による訴宛睡眠.②自然睡眠.

記録の一郎を同封:①あり，~なし
約 11時間の記録中.睡眠段階 £ が 1づ分出現.その問 ~ 

睡眠時無呼吸(iIT幻 抄トカL一一団認められ品も長.無呼吸任伴う

里町野lfU竺受竺:w史Cll二!こEH¥に土王〉 9偽平4主 宰《ん υ レ九 d 子七千云.

2. アプノ モニヲー検査 :平成 f 年 Y月 .7-3 8， 自宅での訊IJJi:.

線呼吸指数 J1， d'回/時 (線呼吸総数'2()7回/記録時間 ι時間 .)D分)

データの同封⑥あり.② なし

要約:時肱f ソゲ・ 7?時主 c・"I''}'b A Z:':・9徒主 1"，昨日食叶、慨。

，々).-'1千平叙時1-" <t亨 也ん屯"" μ p'''， 1?~1 t"ト 吟 ]i.'I)'? 

f1> ti;[ J U "寸ヰ 8νゐ'). r.fl移 i>.J./1い b 号ιダ.k1-う，

止1者がスプリント活用に慣れた段階で再度検査し.睡眠時~U手強に対する

効娘を判定してお匁jせします.

スプリントの奏効機序は，下顎を 4-5mm前進させ睡眠中の上部気道を

磁保することによると考えられます. しかしよ官官気迫閉gの原因はflli々 あリ.

どのようなタイプの閉塞にスプリントが有効なのか，治~の長期予後はどう

かなど，検討を1Ii:ねる必裂があリますので，今後とも先生のtlIIt.sカをお駒1い

欲したいと存じます.

平成 f 年 F月? B 

il'6~/llt郎

診策日:火.水曜 午前 9時一午後 5時

神経研究所付属・附和病院: 干162 東京都新宿区弁天町 91 

包括 o3 -3 2 6 0 -9 J 7 1 FAX: 0 3 .-3 2 6 0 -9 1 9 1 

図表患者が持参する紹介状

いる。ま た、わが':f' でのマイオドンテイクスプリント 1~JIJH:験に |具lする白 |イ らの字ltfli においても、

IIí[O泌が派 〈 、いびき 、 Il iY.1I1け;:: Ii '， 共に大 I~;，\ に減少 したとÿH~';' している。 しかし、 PMA似川に 1 ).;1 る 副作

川 として ldUJ使)J-jに1'1" う H交 イャィ、全、加|刻印7症、j'4~' 刈:に片するf'L111などのj:ill也は、 改iq:されなし、ばか

りか、 その裂作法すらlリiらかにされていない引状であるので、マイオドンテ イクスプリントがこれ

らの問題解決の)j策 として診断の要以を杭例を示しながら記述します。

1，'I'，jyllA:リj: 36才.

診IVi':11喉11民11料!1，f，II'J'-II，決

i:川:状:いむピき、H雫IIl~II ，'i'1!I!いl千lリ立

- 4 -



11千岐スプリン ト のjffi川例として制介された こ のケースは、 I~~ ');I{; }\'!のものとして診断されたらので

すからいびき 、 ~~III千 l吸についてその)~/I:機Ij吋こついて触れてみます。

いびきは、健常者でも過飲ill~ ， 11刷版柴IIIA川11午、 彼労咋によ って 先生するので、必ずしも州的なも

のとは ，iぃ切れないが、 H剛氏Ijll-.えi唱がIN.J立与さ れて呼吸会Ui1tがj心過するHふ、粘膜や分I必物が1M到Jし

て発する統 的・と言われてい る。しかし、いびきには山か ら，'1'，るものと 、111M"侠か ら11'，るものと二川知

があるので分類することが大切です。

出品r(l、びき)

H引法にイ干わせるように規WJIF.しい。

2 "1材"侠 (l、びき)

次第に押しそうになり 一時的に11:まり、しばらくしてから大きないびきが，'1'，る。

このよ うに無11予l以杭航l咋と関係して米るのは"伎のいびき である、市叫が主¥j直に務ち込むよ うにな

っ てれ道l~fÆのため-1I，'i'(I'，) に 11予触が 11 '. まる一方いびきが先ノ 1 :するに従っ て 、 下校i姿勢のイ勺 1 :や 11 1住

谷仙の減少は愉*しり の発'1:と)1.:に筋緊張のクレンチングに人ーさく 抑制13するとされている。

1. ~士 IIIJ睡眠ポリグラフ検伐 : ・ |勺ぷ 5 1，ド9H 1 H iUtI定

l-lalcion 0.125mgl人JIlIAによるJ先発時限が、充分でなく約 IIlS'1I1Jの，iC鈷Ijl、睡眠段附 1が 2-3分

nWlそのIIIJ時眠H料!'1刊手肢が認められませんでしたとあります。

このようなこと は多くの被験F行にはよくあ るので、 2.のアプノ モニター検査 :が優先されるこ

とが多い、睡眠ポ リグラフはヒ 卜や刷物の睡眠を正雌に把加するためには、脳波だけでなく 、制球

.illi 1i}jと筋11似lを同時に記録する必1¥::があるので11雫i似研究のブ'jW論 と して睡眠ポリグラフ検T7.

(1コolsomonography，PSG)が雌立され、脳波、|拠球主ll刷、筋'，l!:1:><1、心'，l!:12.<1を'1'心に、必史:に!必 じ

て 11予l以見ll動、皮防屯気出動、 酸ぷ飽和J支などを同|昨記蝕す る )j~lょが 1 11 いられている。 また、 11[1; 1民段

|併 lが 2-3分とありますが11和以には急速眼球運動をfl':うレム (RapiclEye Movement)時|凶と、

それが認められないノ ンレム11権限の二つがある。 ノンレム11需|以は叫に段階 1-2の浅い眼l肘のH年JUI

と、段附 3-4のi深い時|阪のII.¥')UIに|ズ月IJされる。

また、 時l以l時~!l.f，1呼l吸の主義

11供|似 7Ik'i'1I 1J 1j ' 1 0秒以. 1 '.の換れが{デ 11 '.すること (1976:.1~.Gu i Ilemi naulらによる)

il喉 i民H年W.f， 1I千 l段位候~tt と は (SAS) 711ふIIIJの睡11民'1'の レムJUU立ぴノンレムJUJに少なくとも301"1以_1'.

の1!¥f，Iわfll)立のepisocle(ある人のノl:iti又は病気の経過にJj~~~J;~:.!あ るできご と)が制労fされ、かつJx.似する

1!'，r，呼l以のエピソードがノンレムJUJにlitめられるものと 定義 しX、一伎の時|民について、一1I，'i'lllJあた

りの 1!'，f， IFf.叫 1 11 1 数を~!\f，IIfl似指 数

(apnea inclex，AO といい、AI

5 以 トーを lI íf~IIWI判!'，f，1I予 11)品川l刈!下 と

阻岳 III五 日主'?11:ヂ哩及司去エニ 揖ー- fI古 *'

主義した。 この定義は、40-60 1血倉番 号 S1413

-rの20fylJの け日i古者における1!'，f，1I子

"肢の検討がその根拠にな ってい

る。

且者氏名・何 宏

年齢 3 6 (Il J 性別 :到

科 A p n 0 a 銅 慎 :件量

測定"問 6[時間 J3 0 1:骨1

担呼鰻宛 作 gs:: 207(目 1

図5i愛眠時呼吸モニター表
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N2 

調定閲胎 19934< 9/1 2日23時 43卦

園定 鈴 T: 1 9 9 S年 9 n s自 由時 13企

4号畳 ・17 2 [国] 体 重 7日(kt J 

医 師 :高綱 成 郎 ;自 島

最長植 呼程時 間 17 7【秒1

担呼吸tIis:: 3 1. 8【回I時1



2.アフノモニター検ft:千成 5{r 9 ) I 2 -3 11 1'1宅でのiWIA

~!I.~II 'f- II，及J17数 : 31 ，81111 : I jLj;~IIS'II 11 

611，lj・'1/1130分で2071111

q<平l主と診断されたモニター結果ぷ参考としながらが1態を花見続してみます(マイオドンテイクス

における診断診ずで!ti11は後述します)特に1iil~ 1!1，~1I'f-1I放 II:~ が、 177抄は心1IIIî機能や動脈 I(IL陪ぷ飽和j支の

{止ドが心配になります。

いびき (Snoring) i 
睡眠時無呼吸 (SleepApnea) ~ の発生機序
睡眠時歯車しり (Sleep Bruxism) J 

IIJ陀診断する際、 らっとらii:，，\与したい・)ql~の一つにブラキシヅムがあります。刊にいびきと時|肘

IL1j・1!1，r，II T-1I及 、 1右中L りは、 jl到j し て いるこ とにれ付、、て欲し L 、 。 従って 、 ~1'1 ;， fダ1)のマイオドンテイクスに

おける 11 I腔診断診ft叫 11 に入る liíjに、これらの先'1:機J (にH~ 、 て |ヌ| にぶ して 』淀川する 。 いびきは、

人11民と JI~ に'l'l'絡協の緊リl訂正 ド、 トー気道の{制作 )J が出まるゐ~X~'工作に (flJI仇位では、市 )Jの)j}~ $I'~~~が IJII

--ロ歪扇挑

ーーー中咽頭後笠

秋口蓋下さを

舌根沈下 、、

エロ

レ
L

一一
下

下

綬

沈

沈

弛

亙
根

筋

口

舌

頭

款

咽

図戸川清ら :いびきと縫眠時祭呼吸

日医雑誌 106 (8) : 1195~1203 ， 平成3年10月より

わることで秋口議や円札4が後)jに沈下してより 一'M公道1)E窄 がmす。これが組，也、料いいびきがiH

じる ，t;\1主 と 言われるが|ヌ| にノJ~すように、 M らかの1);[1"1 で 1-.れj丘絞れがIJIIわると 交的1I'}i-1I，及 )J では必~

jA-の換討が併られない。

*マイオドンテイクスにおいては、 J'，ーれi且1:J~1'!の JJ;[ jJ，1がその耐強引fll!_(l~)に診て多くの場介い |、・ ~m

後退~1'1: 、 II}在学予防の減少に1"1る顎う実勢の不IF.うを切に1"1る (UTi¥IlSより 1977"F，) 

そのために~)J}派 I (iL 1 1 1般よ分! ピ ( Pa02) 、 I ， ilft~.flll主 (Sa02) が似卜ーし、 二階化j失点分J 1: (Paco2)が

1-.11ーする。lii)11年にイヒマ:受作品を介してその変化を感受した11引ル l'似は}x.射(I~) に 11予l吸え~1i)J を強める、

明大した11判決気I 1 ・(まれi且~~~1'! 百11の}JfjJ'L (こH ち)J怒っ 。

公iι狭窄がt隊ければ、この状態を iKLちなが ら 11刊以が品H付亡されるか ら ~!I，~II刊以に主らず|民りも涼くな

るが、主tj草狭窄が刈!えになると、-V11'i.11予IIJ，!(jlli 1i)J) Jでは換気|江IIトーが起こり般よ分圧低 |、 と、一般化炭
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、、""

よ分11:1-.う1・はlliに11千111民'i1 ~1 ，(ーの ~ill i~~ を 介 して、あるいは直依(I~)に 1I品川í~制服{判断円系を刺激して党内!~)X:

泌が起こり 、十i 絡協などの緊1L~ を呼び出すと JI" に 、 S leep Bruxisll1がノ1.:ずるものと!ιわれる。)xM

(1'，)につよまったIIT- II，及.ìlli 10Jが~X~':! {iI)のJKlí'LにHち IJ参つ大きさ にj主すると 、 いびきを fI' う大1I'f 1倣 ( II T.I以

iW/j)が起こる。

大H引以 (11引IJH災前) で-[，'，:しさ に、もがき 、十í~哨した り して託制hifl l に If l l かい ßrux i smを発生させ

換主LがJ)~ リ、 I (lLÌI~ガス分1 ( fI(i.が 11 : '，i ;'; に以- ると 、 "T-"及jf到jが弱 ま り 、 't: I'i'(， 1I、f llfX レ ベルに灰ると~~~ ~、 |似

りに人る。このよ うにJ免丸{中11:、いびきを1'1'う大1I千|段、 それにブラキシズムなどを伴う筋i訂正)J(i本

的)が交 1，:に繰り 返さ れているものと忠われます。

(Thc jourrnal of Myodontis 1¥0，16 SEPT.1993 :航肝公!(t 他)

~よ り

卜;Lj立 1~4去に "" る 11制限J1;\':~!I，f;1I千仙の ìfì故に、スフ リント iJiWが幼民(1 '，) に ìill川するためには、 診断診

1i'J'ull。特{こ次の 5Jt'i 11について|恥比例を制介する (マイオトーンテイクスにおける診断診交頃11は、

lVlyodonlics : マイ オ ドンテ ィクスのJ11[，:命 と I~M，JÅ~ クインテ ッ セ ンス n'd~Ji t l: : 1983.マイオドンテ ィ

クスの|:111214tスプリントの実際クインテッ センス，'1'1版社1987を参.IH1)

検fE

II1.Ufr:一司-不正姿勢 (UTlVl) の検作

2 I If.JI~1 1 1 11:干の顎遊北 (Oelhopedicga i t) の検f.

3 ド初代と呼l肢の (iiij、後)の検fT.

4 レン トゲンの検査

5 診断股型の税俗化に よる岐イ~ 'V'I(Jjの検行

|ヌ17に示されているよう に米院当初の

d:I(liて‘あるが、4皮革カ'11交Qtti以イヤ{山:でかな

りi来く |、・'!j[iはJ'.'~[iのk 'i l に1・j して JdWHこ

fll1lf;': して い る 。 スプ リ ン 卜(卜下I~il 主 'rn

を j虫川するにあたり ~[U刻印1機能災市に制

〆
‘ 

E冨
図7-1正面図7-2側面から観ると

心のii:.芯;が必盟主・ケースである。 被廷の深さが観察できる。

この場介ソ フ トスプリン トから始め協調終を 光分おこなってからハードスフ リントに移行するこ

とが守lましし、。

検1i'1 

11ぷiffi- jii不JI二姿勢の検作

Uvla-Tongue lVIalposturc. (UTlVl) 

Jlk大1)1.111した時、青 と1I?，'t市-のw(川中的関係は、ie.分な1iJr七作舶が雌f~~されていれば絞ffpJ!衝突は

起こらなし、。このケースは11)1らかに不IF.盗事うをぶ している。

検1i'1-1は1lf.1日し発 (i:アーの先J15させても 1993:9 : 2L 勺11年は、 11どiifi~が jíiに隠れてま った

く比えない。 しかし、 検公 )-2では)994: 2 5.では11長iJi'が紡聞に観られるようになった。

これは 11昨俗的の明大に fL(るもので公道の平~.f'l't (こも 大き な ;jf~~'~'・があ っ たことを /j，すむのです。

一 /一



関口時の UT検査1 UHI骨鉄笠 ・

検査 1

臼
図7-3 検査|ー|

十賞作 2

IIlm.JI IIIS'の |、・~m遊必 (Orlhopeclic Gait) 

関口時7-発音の検査 2

2 

図7-4 検査1-2

日
これは~)ilの 小，U刊l を ，診るために 検査 1 。 つ

むっともnい検1i'}jìl~である 。 JaJ

|別 11のii1i)1は~lkJ 1iË.'1: JlIHI") jii]:日jを台

んでいる。このケースは1Hm.J 1 111年

に 1;':)([がJ!'IW]に1111¥仇 している状態

が"会，')i Lるが、1j到Jその むのには

民 'I~;~; が"会らi.L;立し、。 検1ì' 2 -1(士、

1993・9 : 21.スフリント波.{iijij。

検fi'2 -2は、1994: 2 :) .スフ

リン ト22イれ

のですが|ヌ18-:3、 |ヌ18-4、|、す'il

1 jij)'lllから小1:11おにわたってファセ

ット (Facet) がある。 これらは

R 

1993:9:21: 
ー『ーーーー『ーー匂・『ー『ー

図 8-1検査2-1-

図 8・3

R 

出込ム主

図8-2{主査2-2

F 

Eヨ目園田

図8-4

。

Slcep Brux ismのがJ態'l:I' I!. (I~)ji lJ:世と J..;.き く |民j係 して い ること に iì'. 1lしなければならなし、。 日1 I ち、 卜

~íi f去i佳作での呼l吸は JU しいので、無~U.:識の内に Ijíj }j刊を仇ろうとするii耐の一つであると般論され

る。

検fi':{ 

|、・~mのスタティクポジシ ョン 11干 (Stat ic posilion) の1I.y.1I}，立の検六

これは、官l{，'，:の，'i'i.}) " ;::(I~Jの ‘|ぺWli状態にある 11;干のう主勢での11 ・f- IIJ立状態を診るもので |、 引を後 )Jf之のjt~

イ?と Ijij}jiirーの場合を比較しその1，i.J態を診る。

このケースはiリlらかに，jij}j伏(切端目立介)が来と1 i う こ とは 、 失われた機能の 11I1t~を両íjブj位をJIえ

るがに依つてなし逃げようとするノ1:体の機能と J7えられる。

1' 1 然11交klll交イ干のf!(.t'1!.は、 1I'f- 1似 における 'Htの機能が1111似するまで I; ~!iは Ijíj }jに移仙する。B，・uxiSll1

は ~にノU1~にと って必民があ っ て ' 1 : じたス ト レスであればフィ ードパック機附にそ っ たスプリント

ザポLヵィj出川さil.ることカず守!ましL、。それには、)，炉供となる ・I;'I(IIとそのill.がIEしく，iI'i¥llJさ1.1.な't1.U% 

ならない。
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検ft4

レントゲン検査:

以内IIX紛抑止lif;ìl~ (Cephalography) 

1 1、・ ~)!i後ill1立と主Ullの扶れの状態

2 1、':;illjij方位と弘illの拡人・

|ヌ19，こ1)'さilるように1993:9 : 21. とj993 : 11 : 9 . の打li ;jf~

はそれぞれスプリントをkK北川・における ド顎後退伐と、切端附 図9-1下顎後退位における上気道

イ干の1，I，jf :，: i{~ を打位協し、 民lこSlccpSplints (Respiratory Wed日C

R\V)を装才'j:1t:における主tj，且およ人-状態を rll~;*~ したらのです。 lリ l らか

に後進机における気迫は扶析し呼i岐に;必粋を及ぽす慌 f・を観察さ

iLる。

スプリント払ー訴後におけるえillは、装-{i'物のI~- ，' Jさにより大き な

変化が観察される。

検ft5

日立介、"'1Mの検査

11交介‘1;:I(IIは，建築工手・|ーにおけるトランシ ッ トプレーン (Transit

line plane) と同級な広義を持つものでなければならなし、。 そし

て、日自主と|長l係ずける‘lel(IIて与なければならないとしHIP刊aneの

11 Jf告診断におけるIfi~~性を~Yí摘した。 (l975 fド HN ，Cooperman: 

NOVEMBER1975 DENTAL SURVY P 62) 11交合、ドI(IIの月しれ

は、 H交イトのイ'-'fif.mrばかリでなく ~m l I J陀系のilJ.1{'ì''t1: をみだし、全身

とのホメオシタジスに大きなlà~~/~~を及ぼすと言われている。

図9-2七万端攻合位における上気i首

図9-3スプリント装浴時の上気道

このような意味からも印象悦引は、角字削学的ランドマークにより劇作?化し_i[しい詐ftIIiをされねば

ならない。HIP-Planeは、このような意義を会とうできる解仰J7:(I'.)ランドマークといえる。(マイオ

ン ドテイクスの原論と liU，JA(より)

- 11交イ介3干~ '1ド4勺I(耐{耐dの歪み{は刷ま剖4古11川.

じ品が'J九1

イ本=になります。

|ヌIlOにぶされるように_Lド印象限111であるこのまま診断川政明としても何の手がか りもりられも-

い。 i花米、 11交令に|剥しては_L ド加1'>1-1の]形態予(1{)1Þ!瓦扱触l民l係が"-(，~比 され、連!日jの品終域Ihå.~I:の 11交イヤ

に|阪がli'Jけられ、顎の運動やH予l倣辺似jそ

のむのが上下的がH交み令うことによ って

ノ|じる引象などについては、全く別の川

!也として等IlJ視されてきた。 このように

rigidな4火い校野に」正 ってl佼介川起 をJfx

り J及 うと、 I~~II}，末の'大~1際lこ当 って11:々 解決

で きない迷路に 孫 ち 込 ん で し ま う 。

- 9 -

図10-1・2~.見絡化前の上下顎印象模型



(1970. ' 1 : J1I!:';::(I~J ，'(場よりみたocclusion

について.河村i芋次!111より )

多くの先駆者述が， '，っているように、

H交イト川!出を'l5uWJili'iとのUUf.1民l係だけに|山|

執することなく平ifiiが副長との|品Jj主にお
図10-3'4~.見裕化の為の解剖学的

ランドマークいて 市: ~な役苦IJ を持つことに忠誠を比い

図10-5・6規格化された正面:側面

このことから悦型の鋭

総化はSleep-Splintsの:];1J(i:には欠かすこ

だすべきである。

とのできない悲本J~~:I也 である。

|ヌ11 0はがL絡化された診断校)r;~をノJえした

ものであるが、COOP-Machineをもとflfし

このマシーンはIIIP-Planeをたもので、

インプットされたアナログコンビュータ

l-…
 

，H

の函平面頭前図

矢;Ikifli、fゑ

ーとして用いられている。

H交イ子竹(Iiの検77は lii凶[1(li、

ん1(Ij<7)HIP-Planeに対してどのくらい百L

れがあるかを調べその(1品目tkをよ日本化す

る。

H交介、n伽.の乱れでの~(f~~I'I :WIJ は、 崩壊岐

イト (Collapsedsite)であろう。 この症例

は-~L、吋!I，f，表・m を装いか 'ム l副主;1犬 、 徴候、

NO_ 163ー.
図11-3左側!平面診断

そして出11刻ti:を隠 し持 っているケースで

それは、11交{-1-i:il起だけを'11心!こiiH冬山1j

，，，'，':に IIH を IfJI ければ、 ;f:り ，il~，;命はないだろ

す。

しか し、|文111に力くされるように」二顎つ。
図11-2右側平面診断

卜-~)tlド ~}f[liij]¥l;iに刈・してj品論.し、liijl'Airは、

I c" .，_ 
I ‘--'~~""""". t 電 ‘ 

- 一 一一一一一一一一一一一一

・・・・・圃・・ 圃・IO'O、・・園・・・・・-一

スピーのカーブはliijl ìíil'A~は~に突出 し、

I¥l.iをTti.'.'ょとし 1-_~m に 刈 l必する Sleep

sruximは符放なく N:II鈍う 、Facetが物

臼l'i~古1;はクレンチングによJliるように、

リ 1，~UtllキIl j)f史、舌・の)1:瓜と、 Yムi1単は夜作ら

れ'1 ~Ii.j態' I:: J虫ザ:(1守川 !出(立、 ~に 、夜間l く。
図 |ト4ワックスブロックの口腔内試適

つま り司比々の知られぎるところで、出ËII~~t~~

のj己があることを脱桁悦)r;~の '1 1、特に..'.IL

一 10-

そして Facctが教えてくれ

ていることを、 j先みJjl(らね{まならない。

1(liの不‘1<街、



、~

1'. ~íi州予IJí ~に対 して vVax blokによ り泌介する左イi、liij後、‘IC衡の取れた岐イト・Jej(ljを作り試述、卜-

~mはどのくらいの祉(，'，:) さ)で ・|汁 t に ldi)J (到jき料る)できる純IJ~ を iWJ返する(マイオドンテイク

スのI~M， I，j(スプリントの'入;隙 : P4J.P87-104までのFreeWay Zoneの，i!-iWJ 参!!m
|ヌ111-4はマシンの岐イト‘1"1(1川J.i.卜.でJlk初J(こ抜触した附牙がけI'JIでWaxblockを作り それが恭準と

なり 卜 ド~.mの日終がiil'iWJ され!:N之される。

これは、iuf'J';らないようなJMiに"会ていたちのが、災は1.卜す'([が失ったであろう 1'.-i'"(I'.n::jさが1993.

9/22のiWJk:で4.0mmスプリント装ィYバ炎1993.10/2の測定で5.5mmとWIIJIIしている。これは 111庄の谷引の

不足がl恥|州、れ道のPath.¥Vay(こliU押する徴候と診るべきである。iWJA:のえと.:，(fr!lそのものは、l'卜.加

スプリント製作の基準となり ，::)さ、中川の}，H-:となる。

，n'i!lIJされたもNaxblockは、そのままソフト 、及びハードのスフ リントに山き換えられる悲准ーICI(II

( L ':Jj[)機能・ICI(JiCI、勺o を与え られた加はIU~I~機能がIII I ~反するまで liíj )jに移動しれ道を拡大し他

の (r:~ I~・と の32fT性 を liL とうとします。

|ヌ112-1は装Jfitされたレジンスプリントで

|χ112-7はれ道が拡大されたセファログラム

， i1，'，J W民 !U !川 を 2-3 週経過後、 ~Ii-I"I I欠 lこ干|t;りする こ とにより、スプ

リン卜効栄のu[予?をHnう検伐になる。

1)'さJ.lた|ヌ112-2.4は、制作，!?と検作結思決ぷである。

スフリントの"f:W，仏h月ミカf光ぅ〉にあカずったことをみて、 ~lll"!ljミに

込リリ111し，;・Iqllljを受けねばなりません。そして、 的科医学的Hn:国の

司~ 1!.('~I: を月i清和 、ただ くよう jY)Jめるべきである 。

"'"砂1l'D'm・llIJ・4・'""""'"・・可=-
[J:TJ]J'Wlf!-rLIEUlTWI町 田町町， ， _

M・M・''''''・ ~--j山・・ ・，ーOL略園側 ll'Zl明

"""'"'"勾町<Ea・・，・ A ド a島市・t・・._
~ ・-・・~a............... .. t..，....，.. ，r.円時l.t Jl.r -/J>t( ..，・f川l!J1

院e・0ilU鼻~・lIIIIIIIl‘. ・

且‘....一一・ー..，......."'.-
u 一一_.ロ一一一一一一一...】

図12-1上下顎にHIP.Planの

基準と機能を設定さ

れた規格模型上のレ

ジンスフ.リント

図12-3スプリントの学習効果を 図12-2専門医からの検査結果と 図12-4上下顎のロ註内に装着されたレジンス

見究めた上での紹介状 報告 フリント.基準平面より高径6.5悶挙上された，

図12-5・6はスプリン卜左右側方観。依合日音いより前方7.0mm水

平移動

- Ll -

図 12・7スプリントによる気道;広大



|ヌ1 1 3、 1 4 に IJ' されるようにIIiR lIl~IIS:における 11予l吸モ ニタ ー紡拠点によリ，í'Fltlli は紋.(:でー1111氏然であ

るので、比較検去lしてみたい。

【 陸丞民民隊寺院予匹及弓云 担一一斤務長畏 】

J.!).者番号:31413 

且i者氏名:河 野

年齢: 3 6 (銭 ]

科:A p n e a 

宏通

性 別 :兇

病棟 : 外 米

上住

測定開始 1993年 9月 2日 23時 43分

測 定終了 1993年 9月 3日 6時 13分

身 長 172(an)

医師:il'6射崎

体重: 7 9 [ kg ) 

校師:白 鳥

測定時間: 6 (時間 13 0 [分 ] 忽長銀呼吸 時 間 1 7 7 (秒 ]

無呼ca宛作回数: 2 0 7 (図] 無呼吸指数 31， 8 (図 11湾 ]

図 13-1 測定日 1993年 9月 2日 '最長祭呼吸時間 :177秒 :無呼吸指数 :31，8四 時

【 陸軍長良民摩守惇子g&弓云 担一一秀吉主良 】

瓜者番号:314 13 

勝者氏 名: 河野 宏通

年齢: 3 6 (銭 ] 性 別 :男

科:A p n e a 病線 :外来

測定時間 : 6 (時間 11 8 (分 ]

線呼ca9'音作回数 7(回 ]

測定開始: 1 9 9 4年 2月 28日 23時 3 3分

測定終了 19 9 4年 3月 1日 5時 52分

身長 172(anl

医 師 :高繍

体:1:: 74[kgl 

銭前: 白鳥

最長総呼吸 時 間 24 (秒]

無 呼 ca指数 1， 1 (回 /時 ]

図13-2 測定 日1994年 2月26日 :最長無呼吸時間 :24秒 :然呼吸指数 :1.1巨l/時

【 陸韮民民摩守惇子盛及弓云 タ一一糸宕身ミ 】

継者番号:31413 

脱 者 氏 名 : 河 野 宏通

年齢: 3 6 (a 1 性 別 :男

科: A p n 白 a 痢線:外来

測定開始 19 9 5年 i月 23日 22時 4 9分

測定終了: 1 8 日 5年 i月 24 日 2時 22分

身長 17 2 (団 ] 体重: 7 4 (kg 1 

医 師 .商事時 筏師:白鳥

測定時間: 3 [時間 )3 3 (分 ] 最長 銀 呼 ca時間 14 (秒 ]

線呼caJ者作回数: 2 [回] 祭 呼 ca指 数: O. 5 (回 /時]

図14 測定日 1995年 l月23日 :最長祭呼吸時間 :14秒・祭呼吸指数 0.5回 時
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このようにや刊効県がはっきりと、 I.JlJ.tて4とる、、11然、 1ef1qlllれの減少ら20il"1からスフリント弘

行により 7 1" 1 そして 21111 と必功・rl :が究めて ~![i (i:であることが，ifE"lIされた。

口腔内機能装置の課題

(Intra Oral Functional Appliance) 

終わリにあたり L、わゆるスフリントの今後のI':li!-1"1・ Ij~'i::(I'.) ，;~~:I凶(:t、はじめに述べたように 11 燃が1I1~1

刷 、 丸j且の |県l辿昨日としての|矢中(I~)川凶の解決にバIN~ した!併 lとや ・wxがあ まりよく ~~ I られていない。

しかし、 こ の川jYIJ で述べたよ うにみItli'や ~fì:!I.~皆川 としての)，PV\、つま り半 ld.化の物ぶしをぷしその

は、 IÞI'I~が機能として iili川純IJ~ がどのような!f<)J さ によるかを '1: JlI!:';::(I~) に ilfE11) jする ことが市民である。

これまでに述べられたマイオドンテイクスによる導入は、これらの課題に挑戦したもので、けっ

して満足はしていな L 、 。 兇に{也科の ，.Ii-門医のかたがたにら前科Ij~'ïその本町を勾i って W.: しい、 .i')い、

Dr. 品川βtifj'!I;氏 (.:l: H1制(I~)にご指導いただき心から!乱射をしています。 また 11 1Jr l人j機{iUE iiqの作 fll[は

tくのスタッフの協}Jなくしてはできなも、。

印 ~t悦引はi;tにみ断悦11? としての干:ド;::(I~斤w処を併出IJ ・';::rl~) ランドマークの(I'O(，;!!.の下就きをし4・けれ

ばならない。

もI:，j を終わるにあたり中友i)主辺倒IJ光州に 1~11折仰いただいたことに涼< !占刈します。また、 llti Lh"il¥: 

にはー -伐の 1~1I1tf， ))に感謝の念てゐI:.jを終わり ます。

1995(ド2J J i1i 11 
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