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平成7年度 第2回ブロ ック別班懇談会(平成7年11月25日)

於 :楠元学舎第2会議室

、、，

争
宅'

、ー 挨 拶

副支部長 天野恵

はじめまして、本年度より目IJ支部長を拝命されました天野忠ーです。

花、は岡崎班に属していまして 7回生です。こう巾し上げてもご存知の方は少ないと思います。私

自身、愛~111H支部との桜点も 10年程以Híiのf:)E長の|時・以米です。 その様な私が身の程女1 1 らずにも ïJIJ支

部長に任命され、それをお受けしましたのは、佐藤支部長に何か深い子高11Iが有られての事と思い
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全て支部長にゆだねるのも無駄な事でもないし、長い間班活動の充実に協力 してきましたふつうの

会員の、ふつうの考え方を支部に持ち上げ、 支部と班、 会員と支部の~I:! I~IÞ.を 少 しでも近 くするのに

役立てばと考えております。

私、今、 支部では歯科医療問題研究委員会を任されております。これまでの委員長に較べ数段能

力に劣っている事は私自身十分承知しておりますが、委員会の皆様の京H占しい能力の上にあぐらを

かかせて項き、 2年間の重12を巣させていただこうと考えております。

本委員会の内容については過日本誌にてご披はさせていたた'きましたが、私の考えとしてはこの

委員会の先生方は無論、将来立派なオピニオン リーダーになられる資質をもっておられる方々ばか

りですが、それだけでなく、足腰の強い基礎体力のある地区の委員を後成できるようなコーチ役も

できる方 と々 して育って下さった事と考えております。これは私見ではありますが、これからは従

米の様な国 (厚生省)に対する視点と同様以上に、地方の行政、とりわけ最も近い行政に対しての

働きかけが必要になって米ると忠われます。それができる歯科医師、またその事を他の会見に理解 ~.、

させる事ができる歯科医師が必要となると考えてお ります。1年後に符:VIEからお授 りした先生方が、

よりパワーア ップされてもどられるように微力ながらお手伝いさせていただこうと思います。先輩

諸凡の建設的であたたかいご助言、ご協力 をお願い致します。

お 知ら せ 「
第19回代議員会・第20固定期総会

-日 時:平成 8年 4月21日(日|曜日)

代議員会午後 2時~

定期総会 代議員会終了後~

.場 所 :愛知学院大学日進学舎学院会館ホール

L一 一一一一一一一 ---_)
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各局 活動状況

l渉外局 l
-愛知県歯学同窓会懇話会

j=J 時 :平成 7年11月4日(土曜日)

午後 711キ~午後9時30分

場所 :ロイヤルホテル弁天rm
*貨に宮下痢l人m歯会長並びに坂井剛山t，J.'f

4務理事をお招きし、上記日程にて第 61而l愛知

県歯学同窓会懇話会が開催されました。なお来

賓としてお招きしてあった本会の常任願i:ilでも

ある大島慶久参議院議員は、鹿児島県にて開催

された全国歯科大学問窓 ・校友会懇話会11刈ejの

ため、今回は残念ながら欠席されました。

この会は愛知県|λlの歯科大学 ・歯学部の|おl窓

会 ・校友会が一堂に会し、相互理解な らびに貌

|佳を深めることを主旨に平成 2年より始められ

ております。 6111111を数えた今回より大阪大学

歯学部同窓会愛知m支部が新たに加わり、参加l

枝15枝、参加者総数63名で行われました。

また広島大学tJ.i~f:告11同窓会愛知県支持1 1がこの

度発足され、 ヨ!と年は更に参加校が~え、 16校の

同窓会、校友会が集う予定です。

・マスコミとの交流

Ll 11寺:平成 8.1p2月1日(木H程EJ)

午後 611;1:30分~午後 911寺

場所 :プリンセスガーデンホテル

上記日程にて'1'1三|新|制生活部坂ぅ件部長と妹尾

記者をお招きし、 r術科医療にm民は何を求めて

いるのか』と題して慰談を行いました。

生活部は読者にと って一番身近な問題を倣っ

ており、特にl沫J註記者は現在 『医療ネットワー

ク』、『健康』など医療関述の記事を手がけてい

る最前線の記者です。

インフォームドコンセントを初め、 t，j/f平!HKJ/，~

に|刻する様々な・I~がらに対し、 「県民はどう考

え、また何を求めているのか」を知る上で、 2 

1時IiI1半という 短い時=1111ではありましたが、大変

有意義な懇談を持つことができました。

l組織局 l
-平成7年度第 1回ブロ ック別班懇談会

日 11寺:平1I)(.7年10月21円(:1:) 19: 00-

場所:楠元学会第 2会議室

上記懇談合を、名古屋il'il6区を対象として行

ないました。支部からは佐藤支部長、 |則 ニ副支

部長、加藤.!.，IH:去をはじめ16名が、また、班から

30名が出席され、愛知県支部創立20周年記念事

業について、また、大島会についても前売な意

見交換が行われました。

お忙しい小、皆様有り難うございました。今

後共支部活動にご協力、ご支援のほど、お願い

申し上げます。

・平成7年度第2回ブロック別班懇談会

11 時:平成 7年11月25FI (J:) 17: 00-

場所 :楠J乙午・合 第2会議室

本年度第 21"11-1のブロック月1I班懇談会を尾張

13地区を対象に、上記日程にて行ないました。

波辺副支部長のIlfl会の辞に続き、佐藤支部長が

「出席された特さんから、 一言ずつでもよいの

で立見を聞きたい。」旨の挨拶をされました。

そして各班民及び加藤専務理事による出席者

の紹介の後、 f十JilJ:の近況報告、各問の:'I-~業計画

報告、各委員会報告が行なわれました。

引き続き「愛知県支部創立20周年記念事業」

について協議放しました。 まず加藤~ji.務理事よ

り「同窓会が此的のみならず質的にも拡大し

また会個人が同窓生としての自党を深めるため

にはどうすればよいのかを附まえて考えて項き

たい。J旨の説明がされました。多数の先生方か

らいろいろな芯;凡をI頁きました。

また、会費納入率や卒直後研修制度等につい

ても、いろいろな質問や意見を項きました。

活発なご討=.Nありがとうございました。

山1J3{，¥IJ支部長の閉会の静をも って会は#を閉

じました。お忙しい中出席lJlいた先生方、誠に

ありがとうございました。紙而を借りて岱1I礼申
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し上げます。

・新入会員説明会

日 Hふ:平成 8.1ド l月1111(村 14 : 15-

場所:末盛学合 6F講堂

平成 7{I-'-度卒業予定者 (301!.'.1生)に対する同

窓会入会案内の説明会が行ーわれました。、1'1支部

より佐総支部長、 111下;常務(組織局担当)が出

席し、愛知県支部の呪状 ・事業内容等について

説明を行いました。

・平成7年度第3回ブロ ック別班懇談会

|二1 IIN::平成 8!of'-2月 3EI(I:l 19: 00-

場所:岡崎的存|院師会館

今年度第 3凶のブロック別班懇談会を、三河

8 地区を対象によ，j~ n 程にて開催致しました。

天目印IJ支部長のlJf.l会の待、佐jJl葉支部長の挨拶

の後、 n~ J8~者のtli介、各I症の活動状況、支部 ・

委員会の終報告が行なわれました。各班とら同

窓生が多くなり 、|司法('-1:相互のj主待感が1iliれ、

i舌重力することが~lt しくなってきたとのことでし

た。

引き続き協議題に移り 、「愛知県支部自Il}']:20周

年記念引業・」 について加藤専務の主旨、 芯;義等

の初i足説明の後、問先な質疑、立見がかわされ

ました。作成では、初めてお伝えした卒業案でも

あり、少々とまどった!惑じではありましたが、

各班班此の事情も考え、それぞれの観点でな見

がげIされました。

その後、会計から年会費の納入方法を念、!?に

て銀行 l司副j引き落しに変更するよう依頼があり

ました。

午後 911寺、鈴木議減目IJ支部長の閉会の併を以

って終 f致しました。

この11は前Hまでの降雪のせいもあってか一

段と怒い伎でした。お忙 しい'1'tl'，h'iれ、ただし、た

先生方、ぷocにあ りがとう ございました。今1111い

ただいた社主なごJJ~比を今後の同窓会活動に活

かしていきたいと思います。

{学術局}

歯周組織の再生を目指して
G T R (Guided Tissue Regeneration)の
理論と実習を受講して

1I~{fll区抗 告田修造 ( 7回生)

字来して20年余、歯科医学の変化進歩{立大き

く診療姿勢も J.!l~位か ら水平へ、佳般セメントか

ら'>¥:;if(合CRへ、小児歯科もカリエス処世から

岐令誘導、予防矯正へと、ぺリオも リンデが当場

してから、発注変化が著しく、従来保存不可とさ

れていた歯でもかな りの半で保存可能となって

きているとL寸。当時、私は第2口外教室に在絡

し、故北山先生の指導で災験犬における下顎骨

切除後の自家)陥什 Camcellous Bone一移陥

を行なっていた。その際、ミ リポアーフィルタ

の使用があった。 これに関して、それを使用し

た論文を歯界版望などの#門雑誌でみるにつけ

~ltlll寺の実験を惣い、ばく然としたGTRのやり

)iを白分なりに硯解していたつもりであった。

当時、歯問科のO先生もH及11及したが州問をも

とに民す研究をしていると俗かに話してくれた

ことを思いだす。その頃より種々の研究者が'1'1"

再生に情熱をもっていた。 ゴアテ yクスのぺリ

オメンプレンがでるまではミ リポアフ ィルタ使

川のGTRの古E例が多かったように思 うが、ど

こがi!iうのかそれも知りたく受講した。30名の

受講債で'M長老は、 41 1I 1 ~tの瀬戸の坂U:J先生、

次いで 7回生の盟国の寺山先生と私、次いで9

回生 l人、 11・12・13阿佐 1人ずつ、あと 2ケ

タの受講生であった。午前9時'30分以より、野

11教授の講義があり、ゴアテックス社の藤田さ

んから会社、製品の概要の説明があった。それ

らの要点はすなわちスケーリング、ルートプレ

イニグされた歯根表面に前中関院由米の制胞を誘

導するのであって骨・の添加、再生は必ずとも必

裂としない。ゴアテックスのペリオメンブレイ

ンはその独特のテザインにより歯|士l紡合組織は

遮断され、歯 I~J上皮は、カラ一部により膜に沿

ったdown-growthを抑制され、どちらも歯根而

に1t:触できない。その結梨、根尖イ!lリより歯根11英

- 4 ー
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織の細胞がJ'.がって これるようになり 、新付者

が形成されるという、すなわちコラーゲン組維

の埋入された新生セメン ト質の形成がおこ り、

この結合組織をもって待られる附析が新付着で

あって、 '1'1'形成又は添加による付着ではない、

骨がでてくれば根のアンキローシスが生じる恐

れがあるという。要するにGTR用の!摸は、パ

リヤーとしての働きが基本的なことであるよう

である。ゴアテックス社の膜は、凹フ ッ化エチ

レン樹脂か らでさており特殊仰版加工して、:il主

統多孔構造の)j英状にしたもので多孔質のテクロ

ンでポアサイズ 8μて・ある。これをト リミング

して歯牙歯頚部にあわせ穴あきピンセッ トを使

用してゴアテ ックス社の縫合糸を使用して歯の

問り にエプロ ンをする ~n くまくのであるこれが

理論と実習の要点である。

和気愛々の実習で楽しかったが、 この原稿の

執筆附始した11月16FI木服、母が帰宅30分もた

たないうちに意識不[lJ.Jとなり、救急車で名市大

脳外に脳出凪で緊急、入院し、その 4日後月間午

後 6時30分Ope室にてi威圧の処置を受けたが効

なく、 11月26日午前3時30分自発呼触がJ卜.まり

その時点で、人工1J1Y.1吸器とドーパ ミンが使用さ

れ、それまで必死のキnりをしてきたがもうダメ

かと泣いた。ついに2911午前 9時 5分前に心臓

J七、担当|去の心マッサージとドーノマミンにアド

レナリンも加えられ、その日の17時37分永|似致

しました。この原稿も病室でかいたりしてとて

も洋ききれないと、 一度は断念したものの供養

のーっと思い何とか終銑できました。

葬儀の際には、お手伝いありがとう ございま

した。特に矯正学講座の先生方、ありがとうご

ざいました。急なことで連絡も不充分で、 "1し

わけあ りませんでした。今後ともよろ しくお願

い致します。誌面をお的りして"， しわけありま

せんが母の以梧と、のこった父の健康を願い、

来て下さ った方々に感謝いたします。合掌。

山崎先生の講演をきいて

愛車班 三輪 一雄 (13回生)

今回、 SJCDの山崎長郎先生のご講演をう

けることができ大変ありがとうございました。

先生のお訴は内容の濃い本当に臨床家としての

共髄に触れるものがありました。

まず、歯周に関する項目からお話があり、先

生の考え方をきかせてI買いたのですが最前線の

|臨床ならではのシャープでク リアーな内容には

本当に驚くものがありました。先生はさ らには

11交令、補綴の項目にもお話項けたのですが、 ト

ータルな治出方針の111でペ リオとマッチングし

た考え方には、完成された臨床の姿を見た恕い

がしました。また、矯正、審英等、アプローチ

とテクニックの多さには驚くものがあり、まさ

に1'u科の鉄人を思わせました。その他にも イン

フ。ラント、 GTR、GBRなど主主 りfごくさんな

内容でお話して頂けたのですが、どのような4~

.f'iGにも理論と棋拠に裏付けされたアプローチが

あり、 多様化 した中にも一つのまとまりと筋道

があ り、 やは り、 歯科臨床の王道と感じずには

いられませんでした。今回の談i員会を受け、個

人的にもまだまだやることがたくさんあること

を桁感させられるとともに、歯科医療の奥様さ

を改めて再認識させられました。
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l厚生福祉局 }

[人材センター]

求人、求職のご要盟を受けています。「会報」

折込川紙をご利川下さい。

平成 7年度報告(平成 8年 1月末円現在)

求人 lOflド

求職 2fll' 

1弔慰活動・供花の要時]

愛知県支部では、 規約に基づき供花を出して

おります。(本部 ・支部一対)お手数ですが、 ili

!ttの際には事務局迄ご辿紛?をお願い致します。

事務局 2i . FAX 052-763-2182 

向、休日できJ~務局に辿給不可能なl時は~1接花

屈さん(花松)にお願いします。

花松(はなしよう)2i. FAX 052-832-8446 

1i-~E長へは、 F-NETで.ì!li給 しています。?キ現E

会nへの弔慰述絡は、従米通り宜しくお願い致

します。

[平成7年度弔慰報告](平成8年2月7FI引校)

平成7年

10.15 3回生歯科放射線学講座助教授

塩品 l務，(-~ ご母堂逝去

10.16 23回生内匠 ギ:~ (海部)ご:o:父逝去

10.17解剖学第二講座前教授

宮尾iii;Mt先生 ご母jit逝去

11. 4 23回生藤弁険彦~. (熱田区)ご"(f-父逝去

11.]3 16凹生横井弘孝必(西区)ごJ，~:父逝去

11.18 16回生

11.26 5回生

11.30 7回生

12. 2 5回生

12. 2 8回生

12. 7 5回生

12.26 8回生

12.28 7回生

12.29 2回生

12.29 17回生

平成8年

1 .10 5回生

1 .10 7回生

大北 総-，(，~ (中川区)ご尊父逝去

伊藤村JJW(西区)ごf1:父逝去

谷間 修造:(J(昭和l区)ご母12逝去

鬼頭義W{~(函審 n 3i') 1ごJ，';:父逝去
鬼頭 I!HfUJ(西春日井)

江崎氏犬お(名東区)ごJ，';:父逝去

j資111 正敏~(瑞穂区)ご"(f-父逝去

野村 'f:.:{;j" (;~'J 谷)ご令餓逝去

伊藤 厳;g"(西区)ご尊父逝去

大lf.f， 宏行;{:t(千種区)ご母堂逝去

野村 l制維君。(中 区)1ご-f1t堂逝去

水野忠Mt.:[-~ (ì~t 品)

1 ，12 3同生

1 .12 5回生

1 .16 14回生

1 .25 2llli1'l::: 

1 .25 10悶生

1 .29 16回生

] .30 8同生

2. 2 7lli1生

2.2 5 1匝I' I~

全並 均君(天白区)L.
f~~父逝去

全並栴l夫君 (盟問)J

回 ，ç~ 1111也君 (中 区)ごわ:父逝去

松永n樹英君(西 区)ご!な堂逝去

柴田 辰夫君(西尾幡豆)ご~父逝去

I.B利 品也君(春 日 す|・)ご~父逝去

松本 正君(安 J.iJX)ご令室逝去

横井利子さん(盟締i麗美)ごElt堂逝去

問凹 英世君 (熱m区)ご時'12逝去

2，5 7回生田rll 利雄君(一 宮)ご母堂逝去

一謹んで、ご冥稿をお祈り申し上げます。ー

l会計局 l
平素は、 同窓会活動にご協力いただき、誠に

ありがとうございます。さて、平成 8年 l月末

日 までの会1~納入金制は、 20 ， 675 ， 897円 となり、

昨年を上回る納入になります。ご協力いただき

ましてありがとうございます。今後とも穴しく

お願い申し上げます。

〔会費納入について〕

1 .念舎による方法

-愛知県歯科医師会に入会している先生に限

ります。

・毎年 6月に!H的より自動引き落し致します。

明記III{I::は、 1日前より送られる、自ilVJ';1き落

し用紙に記秘されています。

-同窓会愛知県支持11として12，000刊のづ|き孫

しとなります。

2.セントラルファイナンスによる方法

'1.以外の先生で、 特定の銀行で引き落し

ができる先生に限 ります。

・開業 していて、 !'.H1I1守に入会していない先生

とか、勤務|史の先生がた向きです。

-毎年 7月にセ ントラルフ ァイナンスによ り

12，000円引き落し。

3.銀行振り込みによる方法

・愛知県支部より振り込み用紙が郵送されま

す。それを各虫J~行にて 12 ， 000円振り込んで

いただく方法です。

振り込みによる方法は、手数料、郵送料、そ

- 6 -
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れにもまして先生方がご自分で銀行振り込みを 平成7年度会費納入率・念書セントラル回収率

しなければならない煩雑さが伴います。 可1.1災8. 1 .31 

その点、念舎による自動引き落しは、手HHい
らずで、時間もかからず、先生方にとっては、

非常に有利かと思います。一度、ご一考いただ

き、ご協力のほど官.し〈御願い巾し上げます。

〔念書強化月間〕

会計局では、 111
'
年度、一昨年度に引き続き本

年度も、対象現Eをきめさせていただき、現f1~の

先生方にご協力般き、念111:の提出をお願いして

きました。また、新規IJf.I業の先生には毎月、 m
1必のデーターをもとに対応してまいりました。

その結巣、本年度は 1J=131日現在で総計37名の

方々に念書の提出をしていただきました。この

紙面をおかりしてお礼lドし上げます。今後も今

の方法を継続してみて結=*を検討していきたい

と考えておりますので、なおいっそうのご協力

を先生方にお願いいたします。

1書記局 l
f吾月の役員会のより円滑な運営とより正雌な

議事鉢の作製のため同L1一同組張っておりま

す。

また第19回代議1J.会、第20固定期総会が近づ

いてまいりました。開催準備のための資料の整

備等にいそがしい日々です。

本年度も残り少なくなってまいりましたが、

今後ともよろしくお願いします。

第6同役員会 平成 7年11月 1n 

第71囚役員会 7年12月6円

第8回役員会 8年 1H 10n 
第9@役員会 8年 2月7日

第5図書記!司会議平成 7年10月211:1

第6図書記局会議 7年11月25円

第7阿許記!司会議 7年12月20日

第8国型:記局会議 8年 l月27日

第四団代議員会 ・第20l!!.l定期総会

平成 8年 4tl21日予定

班名

千 種 区

1. * 1垣
耳L 区

~t l豆

守 111il!!. 

西 IR 

中 村 区

区

港 区

1Ir1布11ベ
天 白 区

端視!IR 

熱 削 区

11'川医

南 t三

縁 Ii{ 

'I~i; 

i額
Aド 111 

森 日 )1'

牧

r~ -It 

犬 lli 

西春日;11'

知l 多

i毎 剖l

!.~ 

愛 A"'de z 

盟締iAil!:X!

岡 自有

Al"A t liI 

知1 iL 

-長 域

;<IJ 谷

貰~ I街

西尾紛立

s』"dLs 1]1 

A 口

- 7 -

会員数

65 

74 

'13 

65 

77 

68 

95 

126 

41 

60 

54 

48 

35 

61 

49 

56 

93 

62 

64 

96 

23 

43 

52 

21 

48 

97 

56 

51 

69 

79 

111 

71 

12 

36 

35 

20 

28 

112 

2.296 

会名唆ー納
入童文 % 4'v 」，lt， セントラル % 

41 63 26 3 45 

55 74 46 。62 

31 72 25 。60 

45 69 39 l 65 

48 62 40 58 

47 69 41 62 

55 58 35 2 38 

59 47 33 2 28 

33 80 24 60 

28 47 9 3 21 

39 72 17 l 33 

28 58 17 38 

20 57 14 1 46 

52 85 46 2 77 

36 73 30 3 68 

35 63 21 3 48 

64 70 53 3 62 

40 65 26 l 40 

51 80 43 2 70 

73 76 46 11 59 

18 78 13 。57 

25 58 12 。25 

36 69 26 1 52 

19 90 17 。70 

42 88 30 5 73 

68 70 52 9 63 

38 68 20 l 40 

39 76 32 l 65 

47 68 27 l 42 

58 73 41 4 58 

72 65 46 4 45 

55 77 36 5 58 

9 75 7 。58 

25 69 21 。61 

28 80 22 4 65 

14 70 6 。30 

22 79 16 。58 

73 65 39 15 48 

1.568 68 1.094 92 50 



〔、l'loc8 {Jo 3月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 (~ 54号〕

yH附拍判的砂川H船舶問抽叫同制聞 役員会議事録 骨制排))))H)))t.>)t)>->別問増加問脚揃ゆ吋

~ ~ 
3平成7年度第6回愛知県支部役員会 平成7年 度 第8回愛知県支部役員会 3 
2 日 時:・r'成 7年 11月 I11 (7)<Plilll)午後 7: 45- 日 時:平成 8.{f-1月10U (水n/tt日)午後 7: 30- ~ 
j場 所 怖元判第2会議室 場所 喜多八相(川原市中区錦3s052-9i川知 j
~ 1. 1m会の辞 1. IlIJ会の対 g 

V 

~ 2.氏名点呼 2.氏名点呼 3 
~ 3.文書11峨拶 3 支部長挨妙 ; 

マ3 4.本部報告 4.州 i報告 j 
~ 

~ 5..vi-務報告 5.専務宇ltf与 Z 
V 

~ 6.作j寸・委.w.会総告と('J:E 6.例，j・委只会報告と予定 ; 

7. 'iIHJPI~t頁 7 . 得議4~ij貞

1 )代議只会 ・総会 Ilf'olのf牛 U::;1e/;;'J) J )マスコミとの交流のf牛 (渉 外)

8.協議'IC項 2 )第 41"II.II窓生地区会長との懇談合の時1111変医

1 )同窓会愛知県支部120M1年記念事業の('1' の{牛 (渉外)

(J..ll 務) 3)第 21111班長会の件 (組織'"))

2)役.w.会開始時Ii日の('1二 (~J:: ，~è局) 8.協議事境

9.その他(持 ちmし役il会(忘年会 ・新年会))の 1 )予成 8年度予算案の件 (会計/ui}

件 (厚生~IMJI 尚) 9.その他

10. l?.:'IC所見 10.監事所見

- 8 ー



氏 名

現 住 所

勤務 先

卒業後の

日名 155 

Iji}J務 に

付 する

品[望条件

年 歯科医師求職申込書 受付年 月 日

年度卒

常事1J

UM LI 

アルノ〈イト 11M口

II/!!日

可er。h:: 料 常 3功

勤務I也、 条件今に対すーる希望

r，ï!:ï/~ r1i千磁区補元II!Tl ー 100

愛知1';"院大学歯予郎同窓会

愛知県支出11

mお (052)763-2182 (直通)

時 ~

時 ~

11，¥: -

|連絡先
会 (

回生

11M臼 時 ~ 目、子

11ギ I!M日 時 ~ 日!十

Hキ IIMI:l H寺 ~ 11;'(-

fTJ アルノ〈イ ト 円/n寺IlJJ

人材セン ター用



年 歯科医師求人申込書 受付年 片 口

名 Fか

所在地

地区 合 (

管理者名
述絡先

合 ( 回生

歯科医 名 歯科術生土 名 技 工 士 の {也 名

状 況

治 療 台 数 41」4 技工の処理! l、院内処理 2、技工所委託 3、 1+ 2 

職種 ・専門 経験年数( 年)

給料(税込) 司金陥ι 
iド 同

円程度

賞 ていr 夏 ケ円分 ，』vrt 与 冬 ケ月分

オ会にて f牛

アルノ〈イト料 111/時間

手当(交通抗) I-lj 手当( 円

円 円

勤務時間 1・4生施設

会報求人案内欄 掲載希望 有 ・ 無

採用人数

H寺 Jt月

青手 faLIbE -

その 他

1、至急 2、随 H寺

l、'，:;¥" tjfJJ 

2、アルノ〈イト

名古屋市千組区楠元町1-100

愛知学院大栄歯学古11101窓会

愛知県支部

包括 (052)763-2182 (直通)

DM日

DIt1日

名

3、 年 月より 4、その他

11寺~ n~r 、 11M日 11キ~ n寺

時~ n:l寸-、 UM日 11キ~ H寺

人材セ ンタ ー用

I"'""¥ 
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平成8年度

愛知学院大学歯学会・同窓会

共催学術講演会のお知らせ

1.日時

2.会場

平成 8年 4月141:1 (日曜日)午後 1: 00-5 : 00 

トヨタ自動車労働組合「カノ〈ハウス」

豊田市丸山町10-5-1 2i0565-24-1100 

(1) 亀山洋一郎教授 愛知学院大学歯学部病理学講座

口)1空病変について一一一般開業歯科医と病理学の接点 一一

(2) 中村洋教授愛知学院大学的学部保存学第二講座

歯内療法 一一見逃 しやすい情報一一

~p&来|

3.講師出題

4.会費

※生涯研修カードをご持参下さい。 ※他大学の先生もお誘い合わせ下さい。

※詳細は担当、笠田研班長深谷IJ券普迄おHlIい合わせ下さい。fi05613-4-1818 FAX05613-4-4962 

駅一純一

ト

明一

ω

場

地

一

の

一

飢
同
川
凶

お

、ブ

て

紘
一

関

一

闘
関
酬

JA
-

創

刊一一

交

也
一

共

j
h

愛知l環状鉄道

5分
一主主~ I 有|

5分 "1~~ I 
いフ|

一一一→I^ I 

2.1K 

阿
川
凹
A

W

品

名

位

川

I
C IK 0.31く

，" 1 駅をI'I!.たら右に、 二長谷院と喫茶'''iが
あります。そのlliJの泌をま っすぐど

うぞ。カパハウスの械に出ます。

，"， 2 歩道僑と、ファミ リー レストラ ン(J也

rl'海)があります。

詫， 3 j;!IJ宰本IIIJから 2つ日の信号です。

，" <] '7クドナルド ・ユニーサンテラスが

あります。

"， 5 ガソリンスタンド(/1'，光)が、治に

あります。

カパハウス事務局 窓(0565)24-1100

9 
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歯周・校合・補綴治療を

成功させるための臨床的基準

やまざきまさお !U J;r 自flflll~/I京街デンタルオフィ

ス院長 /1970íJóJlUl前科大"j;"f.~ / 1974$1'.東京制l渋

谷区fUf業/1945年9月生まれ、長野県出身/有J?・

臨床陶周~Ifì綴 J . ，， (共済)、マニュアル&クリ ニ y

ク(J~r.)

はじめに

1¥事i問中m*裁をどのよう に定義づけするかは、械

々な解釈がある。 しかしながらH寺代とともに変

更変化することは、日IJ段不思議ではない。そこ

には歯科学の進歩と時代に即応したニーズが内

在しているからである。

現布は歯周病の原因、.:k.Hrì~療法の追及、 究明

がかなり進み、また、新たな再生療法が開発さ

れつつある。一方、岐合 ・llli綴治療においても

治樹岐合、インプラント、帯美に対する研究、

進歩は日を見張るものがある。このようなHキ代

において我々歯科医は、過去における自分自身

の治療の臨床的基準に制極的に新しい知見、技

術を組み入れる姿勢がill要であると考える。も

ちろん十分に習熟したうえでかつ、慎重である

事は言うまでもない。

悩周補綴の時代変還を踏まえた上で普遍的な

各分野の臨床的基準、又、歯周補綴の恨幹をな

す歯周外科、プロピジ ョナル ・レストレー ショ

ン、支台歯形成、及び歯周補綴の視野を高める

矯正 ・インプラントの話を中心に解説したいと

思う 。

東京郎開業 山崎長郎

歯周・校合・補綴治療を

成功させるための臨床的基準

今日の歯科医学 ・歯科医療の逃歩、発展には

口党ましいものがある。それに伴い、我々歯科

医に膨大な盈の情報がもたらされているが、受

け手側に情報の取捨選択能力が(Jiijわっていない

と、かえってj昆乱を招いてしまうことになる。

知識 ・技術を未消化のまま安易に取り入れると、

失敗を引き起こすもととなる。臨床に導入する

際には 、 結果が!~，者や内分にはね返るため、特

に↑A重さが必要である。そのうえで、 M極的に

良いもの、必婆なものを取り入れていくべきで

あろう。

こうした外部からのl吸収する知識 ・技術のほ

かに、歯科医はみずからの臨床経験によりつち

かったものを誰でも持っている。そしてそれを

U市臨床のよりどころにしているはずである。

しかしこれは、残念ながら各自の主観的な見地

にたったものであるため、一部分のみを検討す

る対症療法の際にはよいが、総合的に症例をと

らえなければならない幼合には少し無理がある。

そこで、我々は、臨床という不定形でいくつ

ものとらえ所があるものに、客WI.的、科・‘j主的な

阿らかの基準を確立することができないものか

と考えた。その方法としては、やはり症例の分

析、検討を過して普遍的な阿かを見いだしてい

くことであろう。

具体的に各分肝の都機は、以下の項目で千li自た

していなければならない。

- 10ー
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1 .歯周治療を成功に導く臨床的基準

a.歯の保存

b. 炎症の抑制

C.竪硬で滑沢なf針艮面の維持

d.歯周ポケットの改普

e.アタ ッチメン ト・レベルの維持

f. 軟組織と幽の支持組織の調和

g. X線写真上での治癒の確認

11.校合治療を成功に導く臨床的基準

a. 顎|刻節と周囲組織との調和

b.歯列弓の保全

c. n交合の安全

d.円滑な下顎運動

e. X線写真上での治癒の確認

m.補綴治療を成功に導く臨床的基準

a. クラウン ・マー ジンの精密な適合

b. 生理的なクラウン ・カントゥアー

症例 I 歯周治療を成功に導く臨床的基準

図。 初期治療後、歯周外科時 (歯頚線を揃え

fR尖仮lに弁移動)

図@ 支台歯形成時(歯周組織の改善に注目}

c. n交合面 ・隣銭面の接触点回復

d.寺島:美性の回復

e. X線写真上での治癒の確認

N. 補綴治療を成功に導く技術的基準

(1) a.模型上での診断と治療指針

b.診断用ワックスアップ

C. 生物学的支台歯形成

d.プロピジョナル・レス卜レーシ ョン

e. 印象採得

歯肉圧排に 1)機械的 ・化学的方法

2)エレクトロ ・サージエリ ー

3) 1)・2)の併用

(2) a. キャスティングの試適、ろう若指標

b. f.P~模型作製

C. ろう着後の試適 ・リマウント

d. ポーセ レンの試適 ・形態 ・色調修正

e. 仮者

f. 品・終装着

g. メンテナンスとリコール

図@ 同縫合時

図。 最終補綴物装着時(審美牲の改善がなされた)

- 11 ー
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症例 E 校合補績治療を成功に導く臨床的 ・技術的基準

図。 初診時、 不良補綴物の装着と正中線のス'

レ及び軽度な歯の位鐙異常が見られる。

図@

図@

図@ 治療用のプロピジョナル・レストレーション

装諸時

図。

図O00t畏管治療 ・歯周治療総了後

プロビジョナル・レストレーション

のリマージネーション

図。 図@

図。@上顎支台歯形成時

- 12 -
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図。 図。
図。。 下顎支台歯形成時

図⑪ 上顎ポーセレン ・クラウンのリマウン卜

(全{本的なバランスに注目)

図@

図@

- 13 -

図⑪ 下顎ポーセレン ・クラウンのリマウン卜

図@

図4Daa上下28本のシングル ・クラウンの

装着時
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図@ 前方運動時臼歯音Eのディスクリージョン 図@ 口容との調和

図@ 図@

図4D<<il 上顎クラウンのオクルーザル ・コンタクトの状態
歯の移動がない様、クロージャー ・ストッパ-;&び、 イクォライザーを考慮する。

おわりに

歯科医に現在求められている治療は、質の高

い掘り下げたイ ンターディスプリナリ ー ・アプ

ローチではないだろうか。今後の推移を考える

と数のHキ代はすでに終り 、本当の意味での忠者

個人 ・個人のニーズに即応した治療体系、ある

いは治療技術である。この微な事をふまえて我

々歯科医は、益々白分自身の臨床的基準域を高

めないと取り残されてしまう。臨床的 ・技術的

基準lま習得したものを、日常臨床の中で消化し、

はじめて自分のものとなる。一歩一歩着実で、

確実な技術のみを提供したいものである。今凶

誌面で発表した症例 を通じて、それらの lつで

も感じ て別ければ幸いである。

最後に昨年お世話になった、愛知l学院大学的

学部同窓会愛知県支部の関係者各位にこの場を

かりで御礼を述べたい。
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〔平成8年3丹〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 54号〕

『相互扶助システム』のご加入のおすすめ

H寺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

ないことがあります。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、忠者さんにも家族にも迷惑をかけず、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

由して代診医を派遣してむらう事ができます。(派遣期間は一か月以内とします。)つま り、

たった月額60万円の所得補償保険にご加入される事によって1か月間の代診医を確保する

事ができるわけです。

-入会条件

(1 ) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部正会員のうち、現在、健康で正常に診療に従事

している会員で愛知県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償する保険(所得補

償保険 基本契約保険金額月額60万) 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......

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J係

T E L (052) 7 6 3 -2 1 8 2 

または、安田火災海上保険 株式会社名古屋企業営業部

担当/ネ111野 ・青木 TEし (052)9 5 3 -3 8 6 2 

相互扶助システム委員会

相互扶助システム運営委員会開催のお知らせ

日時 平成8年 4月21日(日) 12:00-13:00 

場所 日進学会 ・学院会館ホール内会議室
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〔手成 S!jと 3月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 [第 54号〕

愛院歯愛知大島会だより

日頃は愛院歯愛知大山会にご理解ご↑ZIJ力をT貢きまして誠にありがとうございます。

下記につきましてご案内致しま す。

1.愛院歯愛知大島会代表幹事会・総会開催のお知らせ

日時 平成 8年 4月21日(日) 12:30-13:00 

場所 日進学会 ・学院会館ホール

2.時局講演会のお知らせ

日時 平成 8J']'. 4月21I:1(I:l) l3:00-13:45 

場所 U進学舎 ・学院会館ホール

講師 大島慶久参議院議員

「国会報告と歯科医療状況」

多数の同窓生会t~の皆様のごI'I~I市をお願い致します。

第19回代議員会・第20固定期総会

-編集後記

日時 平成 8年 4月21H(I:l) 

場所 日進学舎 ・学院会館ホール

代議貝会 14・00

定期総会 代議μ会終了後

')"j:さ厳しきなかにも春の足音がもうそこまで聞こえてきました今日このごろ、会員の背織は元気

でおすごしでしょうか。平成 7年度の事業も順調に執行できてきました。来たる第19団代議会、第

201"1定期総会においては平成 8年度の事業計{問、予算案の審議がございます。より良い同窓会をめ

ざして役只一同日々、努力してまいります。会員の皆織の御↑ZIJカよろしくお願いしま す。

発行所 宇;ili屋rli千H区補元l"fl-100
愛知'計完大学的宇都|日l窓会

愛知県支部

TEL(052) 7 6 3-218 2 
fAX(052)76 3-2182 

題字放岡本清綴 先生

編集書告発行人 uue局
1"" ぬ道夫 鈴木修'l'.

IPポ IIJJ 大原敏雄
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