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今期、参議院選挙に向けて「大島慶久議員支援総決起大会」が盛大に挙行

されました。

名古屋からはパス 2台を貸し切り、午前6:30楠元学舎を出発、岡崎、豊橋

を経由し、会場ヘ応援に駆けつけました。

大島議員を支援する 2，000名以上の応援で会場が埋め尽され、あふれる熱

気と情熱で会場が盛り上がり、確かな手ごたえをいただきました。

選挙まであとわずか、全員一丸となり大島議員上位当選にご尽力ください。
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副支部長山田史郎

昨年からの不景気風が一向に収まらず、歯科界も診療報酬の一部負担金の引き上げから施設格差

がはっきりと出つつある。愛知県は中部国際空港、万国博覧会と大きなプロジェクトを抱えていな

がら不透明な雲が覆いかぶさっているようなもどかしさが感じられる。この様な不透明な時代を象

徴する様に、憤7語、(不満)のやり場を簡単に人を傷つけることで発散させてしまう中学生。すでに

今年の流行語大賞を取るのではないかと思われる“キレル"が毎日のマスメディアをにぎわしてい

る異常さ。まさに世紀末を感じさせる昨今です。

日本の現実、世界の趨勢を見てみると、自己(自国、自県)中心、短期的(短略的)に結果を求

めるあまりの弊害が一気に出てきているのではないかと思える。外圧で大きく変化した日本人の価

値観、日本本来の、またアジアの思想、は捨て去られてしまうのか。他の誰かを切り捨ててまで掴む

ものを夢と言えるのか。もっと人の心を育むものを真剣に捜す時代にあるのではないかと考えさせ

られる。

こんな時代、歯学教育も大きく変化しなければならない分岐点に差し掛かっている。卒直後の歯

科臨床研修の施設として大切な歯科医師達を預かり、もっと大切な患者さんの治療の実際を教育す

る立場から見ると、医学の中の歯科として医学全般を実際に身をもって経験させること、体の一部

としての口腔を把握出来る歯科医師を育てるためのカリキュラムの実行に悩んでいる。施設の充実

は勿論であるが、隣接医学を含めた研修方法の確立が私の夢である。

W…以

第21田代議員会・第22固定期総会

-自時:平成10年 4丹19日(a)

代議員会午後2時30分

定期総会代議員会終了後~

・場所:愛知県歯科医師会館
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活 動状況 7 各局

外〉
V第6回同窓生地区会長及び、県歯理事・宣・

部・委員・連盟理事・代議員、地区役員と班長、

支部役員との懇談会

日時:平成9年10月30日(木曜日)

午後 6時~8時

場所:名古屋国際ホテル

来賓に学長の小出忠孝先生、県歯より会長の

宮下和人先生と専務理事の坂井 剛先生、名歯

より会長の小林壮之祐先生と専務理事の出原書

勝先生、本部同窓会より会長の三輪康先生と

専務理事の井上峰雄先生、そして参議院議員で

あり本会の常任顧問である大島慶久先生をお招

きし、表記会合を開催いたしました。

佐藤支部長の音頭で行われた万歳三唱

この会は県歯及び地区歯科医師会の役員改選

の年に開催しており、 6回目の開催となった今

回は、多忙の中、 201名もの同窓生に参加してい

たfごきました。

参加対象者は県歯、県歯連盟、地区歯科医師会

等の役職に就いておられる方々で、その総数は回

を重ねるごとに増加し、今回も 3年前の第 5回の

480名より 47名増え、 527名となりました。その中

で辛子に注目することは、県下46地区の歯科医師会

のうち、 31地区の会長に我が愛知学院大学歯学部

卒業生が就いてみえることです。

県歯並び、に地区歯科医師会の役員が改選され

る度に、同窓生が占める数は増す一方で、ありま

す。時代の流れを感じるとともに、われわれ愛

知学院大学歯学部の卒業生の置かれている立場

の重さを感じずにはし、られません。

最後になりますが、当日ご出席いただきまし

た同窓生諸氏、特に県下31地区の歯科医師会会

長に就かれてみえる諸先輩方には、ご多忙にも

かかわらず全員のご参加いただきましたこと、

厚く御礼申し上げます。

V第8回愛知県歯学同窓会懇話会

日 時:平成9年11月8日(土曜日)

午後 7時~9時

場 所:ロイヤルホテル弁天閣

来賓に県歯会長である宮下和人先生並びに県

歯専務理事の坂井 剛先生をお招きし、恒例と

なりました表記懇談会を、本年も本会が幹事校

となって開催いたしました。

今回から福岡歯科大学同窓会愛知県支部と長

崎大学歯学部同窓会愛知県支部が新たに加わり、

参加校数18校、参加者総数69名にての開催とな

りました。

近年、各大学とも卒業生の増加に伴い、都道

府県別に支部組織を持つ大学が増えたためか、

ここ数年、この会への参加校が増え続けていま

す。今年度も岩手医科大学歯学部同窓会愛知県

支部が発足、来年度より参加の予定です。

Vマスコミとの交流

日 時:平成10年2月18日(水曜日)

午後ブ時~9時

場所:もやい

i__度、現場の生の声を聞いては」との意見

から、今年度は愛知県歯科医師会の対外PR番

組である FM愛知『クリーンデンタル』のキ

ャスターを長年務められている、水野智代子さ

んをお迎えし、行いました。

番組収録時の苦労話やらリスナーからの反応

等、水聖子さんならではのお話が聞けるなど、た

いへん有意義な懇談を持つことができました。
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V新入会員説明会

日時:平成10年 1月14日制 16 : OO~ 

場所:楠元図書館 3F第 4講義室

平成 9年度卒業予定者 (32回生)に対する同

窓会入会案内の説明会が行われました。当支部

より佐藤支部長、三輪常務(組織局担当)が出

席し、愛知県支部の現状・事業内容等について

;見明を行いました。

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会員名

簿を発送したところ、多数の住所の間違い、変

更、郵便番号の誤りなどご指摘をいただきまし

た。組織局一丸となって訂正にあたっておりま

すので、もうしばらくご迷惑をおかげすること

をお詫び、申し上げます。

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

平成 9年度学術研修会

平成 9年度学術研修会が10月26日(日曜日)

に24名の参加者により行われました。

今回のテーマは、「顎機能障害に対するオク

ノレーザルスプリントの製作術式」と題して、歯

科補綴学第二講座森隆司助教授による講義

と実習を行いました。

参加された先生方は受付開始時間より早くお

集まりになり、やる気満々のため定刻より早い

午前 9時15分より佐藤理之専務理事の開会の挨

拶の後、午前中「顎機能障害と岐合」と題した

講義を約 2時間受けました。午後は約 4時間ほ

どでスプリントの製作実習を行いました。本来

2日がかりで行う実習内容であったため皆さん

休む暇無く実習に没頭されていました。

学術研修会を受講して

豊川班安藤公三 (13回生)

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部の平成
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9年度学術研修会が、 10月26日に開催されまし

た。講師として、愛知学院大学歯学部歯科補綴

学第二講座の森 隆可助教授をお迎え致しまし

た。研究テーマは、「顎機能障害に対するオクル

ーザルスプリントの製作術式」という事で、行

なわれました。

森助教授は、医局の先輩でもありますし、テ

ーマがとても興味深いものでしたので、予約開

始と共にすぐ電話で申し込んだのですが、みん

なが一度に申し込みを開始するので、なかなか

申し込みができず、 20分ぐらい経過してからや

っとのことで、電話が通じ予約することができ

ました。人気の高さを、痛感致しました。

近年顎関節の障害又は、それに近接する頚部、

肩の凝りを訴える症例を経験する事がありま

す。

本等を読んでも、自分なりに勉強をして、治

療に役立ててきた訳ですが、疑問を感じていた

矢先でした。

そんな時に、この講習の機会を得た訳です。

又、自分も頚部の凝りが以前からあったので、

自分で、スプリントらしき物グを作製し、日交合

調整して使用していました。すると、 1週間も

しないうちに、頚部の凝りが軽くなり、現在で

は、ほとんど感じなくなりました。

このように、自分の経験から「オクルーザル

スプリント」の有効性を、強く感じているので、

とてもありがたい講義でした。

一つ残念だった事は、森助教授も言ってみえ

た事ですが時間が少なく十分な講義と十分な実

技が、受けられなかった事で、す。

日交合調整の仕方とかまだ疑問点はありますの
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で又機会があれば是非受講したいと思っており

ます。森助教授ほんとうにありがとうございま

した。

学術局の先生方、又、補綴学第二講座の諸先

生方、きめ細やかな御配慮をありがとうござい

しまた。

愛知学院大学同窓会愛知県支部 学術講演会

中区斑大原敏正 (14回生)

日時:平成 9年12月7日(日曜日)

午後 1時-5時

場所:楠元学会第 l講義室

本年最後となる学術講演会は小雨も時折降る

あいにくの天気の中にもかかわらず、 60余名の

参加者を集め 2題講演が行なわれました。はじ

めに、東京歯科大学市川総合病院耳鼻咽喉科部

長の中島庸也助教授から「耳鼻咽喉科と歯科の

隣接疾患を考える」と題して頭頚部の発生学、

解剖学から始まり、口腔、特に岨瞬と関連の深

い三叉神経、顔面神経、舌咽神経、迷走神経の

それぞれの関連疾患とその検査方法、続いて顎

関節と関連がある中耳・内耳の解剖と関連疾患

及びその検査法、聴覚・前底及ぴ自律神経機能

の検査法と非常に広く深い講演内容でした。

遠い昔、大学で学んだ頃のことが断片的に浮

かぴ上がりはするもののなかなか有機物に結び

つかず、改めて卒後研修において隣接医学の重

要性を強く感じました。またそれぞれの疾患の

検査項目の多さは歯科のそれを上回り、共通の

疾患あるいは近似疾患に我々があたる上では理

解をしておく必要があると思いました。またそ

のような検査は健康保険上それぞ、れ点数化され

ているようで、医科と歯科との保険格差を改め

て感じました。先生は今年まで東京慈恵会医科

大学におられたためか、顎関節症の患者さんを

耳鼻咽喉科専門医からとしては診察されたこと

がないとのことで、現在の東京歯科大学の環境

の中で歯科の隣接医学としての耳鼻咽喉科から

も顎関節症に取り組みたいと意欲を示されてい

ました。続いて石上悪ー先生は「岐合が平衡覚

や運動パフォーマンスに及ぼす影響」の演題で
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講演をしていただきましたが、先生は現在東京

歯科大学スポーツ歯学研究班の客員助教授で

JOC長野オリンピックメテボイカルスタッフの立

場から、多くの一流スポーツ選手の岐合と運動

機能との関係を調べ、運動能力と平衡感覚が正

の相関を示していることを明らかにされまし

fこO

日交合と平衡感覚が強く関係していることか

ら、新聞やテレビ等でなじみの深い多くの選手

の運動能力を、マウスプロテクターを用いて岐

合・平衡感覚を改善し100%近く引き出している

ことを述べられました。しかしそれは個人の運

動能力の最大限100%を120%にするのではなく

一流選手が最高に出す 70-80%の能力を100%

近くに引き出すとのことでした。しかしその効

果は絶え聞ないトレーニングを続けている一流

選手で可能になり、月に 2、 3度のゴルファー

には関係がないであろうとのことでした。又そ

の効果は個人差が強く、マウスプロテクターに

よる切歯での挙上量は 2-5 mmで、ぱらつきがあ

る為、その人にあった挙上量を正確に測定しな

ければならないとのことでした。又ラグビーや

空手等のコンタクトスポーツには、歯牙の外傷

だけでなく脳震撞の予防からマウスプロテクタ

ーの使用がプロ選手のみならずアマチュア選手

もジュニアの頃より使用すべきであると述べら

れました。その場合運動機能の向上からも一石

二鳥であるので最近広く普及してきているよう
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です。しかしこれらの研究はその効果が中心で、 {人材センター]

為害作用に関しては未知であり引き続き研究の 求人、求職のご要望を受け付けています。「会

必要を述べられました。これから益々盛んにな 報」折込用紙をご利用ドさい。

るさまざまなスポーツに関し、我々歯科医が積 平成 9年度報告(平成10年 1月末日現在)

極的に取り組んでいかねばならない新しい分野 求人 20件 求職 5件

であることは間違いないでしょう。その為会場

からは具体的でより臨床的な質問が多く出て、 [平成 9年度弔慰報告]

終了時聞を越すほどでした。 。平成 9年

平素より厚生福祉局の活動に、ご協力とご理

解をたまわりありがとうございます。

新年度をむかえ、会員相互の親睦と会員及ぴ

家族、従業員のみなさまにより充実した厚生の

機会を提供できますよう、局員団結して事業を

すすめてまいりますのでよろしくお願いいたし

ます。

尚、平成10年度事業としまして、野球・サッ

カーなどのスポーツ観戦、 ミュージカル・アイ

スショーなどの観劇、バーベキュー・ゃななど

の昼食会を三本柱として計画を練っておりま

す。特に本年度は、開催時期が集中しないよう

に考えていますので、催し物のご要望があれ

ば、今からでもお応えできる可能性があります。

事務局にご希望をお知らせくだされば幸いで

す。
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10.16 18回生竹内英視君(半田) ご尊父逝去

10.23 5出生深見 晃司君(西春日井) ご尊父逝去

10.26 14回生神野明彦君(港区) ご母堂逝去

10.30 6凶生大森 靖君(春日井) ご尊父逝去

1l. 1 7同生波辺久郎君(天白区) ご尊父逝去

1l. 4 5回生広田隆夫君(知多) ご尊父逝去

11.18 12[り生浅井康硲君(豊 }I!) ご本人逝去

12. 8 12回生岸本雅吉君(刈谷) ご尊父逝去

12. 9 8回生杉浦裕孝君(XIJ 谷) ご母堂逝去

12.11 6同生加藤道彦君(碧南) ご本人逝去

12.l7 2回生高田勇夫君(同区) ご母堂逝去

12.18 6凶生谷口 昌美さん(守山旭) ご尊父逝去

0平成10年

1 . 6 11回生押谷正香君(尾北) ご尊父逝去

1 . 7 3回生村井雅彦君(半田) ご尊父逝去

1 . 9 7回生阿部正常君(名東区) ご尊父逝去

1 .23 12回生鈴木公造君(豊 }I!) ご母堂逝去

1 .26 9回生加藤正史君(愛豊) ご母堂逝去

1 .28 7 [6]生小川篤志君(小牧) ご母堂逝去

1 .30 7回生吉武慶喜君(北区) ご母堂逝去

1 .31 1出生藤本 惇君(一宮)I 
} ご母堂逝去

7出生駒田 満君(西垣)J 

1 .31 17回生杉浦和己君(半田) ご子息逝去

2 . 7 20回生瀧川雅喜君(春日井) ご母堂逝去

2 .10 29回生黒柳範雄君(岡崎) ご尊父逝去

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

.お願い

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・支部で一対)お手数ですが、

弔慰の際には事務局迄ご連絡をお願いします。

同窓会愛知県支部事務局

TEL. FAX052-763-2182 

尚、休日で事務局に連絡不可能な時は、直接
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平成9年度花屋さんにお願いします。

花松(はなしょう) 会費納入率・念書セントラル回収率

TEL' FAX052-832-8446 

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10年 1月末

日までの会費納入金額は、20，315，475円となり、

昨年を下回る納入状況です。このままでは、会

の運営に支障をきたす恐れがありますので、ま

だ納入されていらっしゃらない方は、何卒ご協

力I頁きますようよろしくお願い申し上げます。

〔会費納入について〕

1.念書による方法

-愛知県歯科医師会に入会している先生に限り

ます。

-毎年 6月に県歯より自動引き落し致します。

明細書は、県歯より送られる、自動引き落し

用紙に記載されます。

・同窓会愛知県支部として12，000円の引き落し

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、県歯に入会していない先生や、

勤務医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。それを各銀行にて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、子数料、郵送料、そ

れにもまして先生方がご自分で銀行振り込みを

しなければならない煩雑さが伴います。

その点、念書による自動ヲ|き落しは手間いら

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

協力のほど宜しく御願い申し上げます。

班名

千種区

名東区

東 区

北 区

守山旭

西 区

中村区

中 区

i巷 区

昭和区

天白区

瑞穂区

熱田区

中川区

南 区

緑 区

一 宮

瀬 戸

半 回

春日井

i宰 島

牧

尾 ~t 

犬 UJ 

西春日井

生日 多

海 部

中 島

愛 丘.R亘

豊橋渥美

岡 崎

主丘亘主 }l1 

長日 立

~正~ 城

メIj /d、I 

布王白ヨf 南

西尾幡豆

5宜1呈 回

合計
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会員数

72 

77 

42 

64 

80 

64 

100 

132 

43 

63 

55 

52 

36 

67 

47 

57 

98 

64 

69 

100 

25 

43 

60 

25 

50 

97 

58 

58 

69 

91 

120 

71 

14 

39 

36 

21 

31 

116 

2，406 

平成10年 1月31日現在

会費納 % ZパこトJ 三E位三事
セン卜 % 入者数 ラノレ

42 58 29 3 44 

55 71 44 。57 

32 76 27 。64 

50 78 40 64 

47 59 44 l 56 

50 78 46 l 73 

54 54 36 2 38 

56 42 34 2 27 

28 65 23 56 

26 41 11 3 22 

35 64 19 I 36 

31 60 17 1 35 

22 61 21 2 64 

52 78 47 72 

34 72 30 3 70 

37 65 26 3 51 

69 70 J戸5 3 59 

35 55 25 40 

54 78 42 2 64 

72 72 49 11 60 

20 80 13 。52 

22 51 15 。35 

39 65 27 47 

20 80 19 。76 

41 82 28 5 66 

74 76 56 9 67 

42 72 21 l 38 

47 81 38 67 

44 64 29 1 43 

65 71 47 4 56 

81 68 50 4 45 

55 78 39 5 62 

9 I 64 7 。50 

28 72 24 。62 

27 75 25 4 81 

13 62 6 。29 

24 77 16 。52 

79 68 45 15 52 

1，611 67 1，170 92 52 
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第 3期日の佐藤執行部も 1年が過ぎようとし

ています。書記局局員も初めて経験する者がほ

とんどで、会員の皆様にいろいろご迷惑をおか

けしたことと思います。またご迷惑をおかけし

ても気付かないこともあるかと思いますので、

どんなことでも結構です、気付かれたことをお

知らせ下さい。同窓会愛知県支部と会員の皆様

時局対策委員会 ) 

下記の如く、平成 9年度第 2回時局対策委員

会が開催されました。開会前に佐藤支部長がわ

みえになり、出席委員の皆様にご挨拶と協議題

(1)、(2)の諮問事項の主旨説明をされました。

支部長退席後委員会を開始し、約 1時間半に

わたり活発な意見交換がなされました。

一一一一一記 一一一一一

日時:平成10年2月7日(封印.6:00~ 

場所:楠元学舎第 3会議室

1 .開会の辞

2.委員長挨拶

3.協議

次第←一一←

(1) 大島慶久総決起集会について

(2) 衆議院議員吉田幸弘君の支援について

(3) その他

4.その f也

5.閉会の辞

j科医療問題研究委員会)

歯科医療問題研究会の活動も一年近くが経過

し、社会情勢の変化に対応すべく、下記の日程

- 8 

をつなぐパイプ役として努力していきますので

よろしくお願いします。

・毎月の役員会の開催、資料の作成、議事録の

作成

・「役員会だより」の作成と各班長への発送

・会報の発刊

・書記局会議の開催

・第21回代議員会、第22回定期総会

平成10年4月19日(日) 開催予定

で各種講習会を含めた協議を重ねてまいりまし

た。

21世紀に向けて、社会機構改革が進む中で、

種々の情報を収集・分析することにより、我々

の進むべき道を模索していけると思っています。

-第 1回委員会

日 時:平成 9 年 6 月 29 日(日)午後 4:30~

場所:愛知県歯科医師会館・「魚周」

講師:西川 伸先生

演題:保健医療福祉の連携

-第2回委員会

日時:平成 9 年 9 月 21 日(日)午後 4:30~

場所:愛知学院大学楠元学舎第 2会議室

協議:第 3次医療法改正及び21世紀の医療提

供{本市IJ

-第3囲委員会

日時:平成 9 年11 月 16 日(日)午後 4:00~

場所:愛知県歯科医師会館・「かっぱ園菜館」

協議:今後の検討課題について

-第4回委員会

日時:平成10年 2 月 8 日(日)午後 4:00~

場所:愛知学院大学楠元学舎第 3会議室

協議:21世紀の国民医療について
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-第5回委員会(予定)

日時平成10年 3 月 15 日(日)午後 2:00~

場所愛知学院大学楠元学舎補綴示説室

講師尾崎哲則先生

(日本大学歯学部衛生学講座講師)

演題 これからの歯科医療展開について

会誌編集委員会 J 
本年秋の会誌発行に向け、編集委員一同一丸

となって頑張っております。

委員会は 9年 7月6日、 8月20日、 9月17日、

10月8日、 11月19日の 5回開催しました。

会誌の内容は「今後の歯科医療に関して」と

題する特集、臨床学術、講座紹介、班だよりの

ほかに、今回は先生方の絵画、書、陶芸、イラ

ストを写真で掲載する予定です。頁数は 200頁

をこえると思われます、ご期待下さい。

..  ⑤》ぐ⑥》ぐ⑮lXD想以動@lllX¥⑬.

(相主扶助システム委員会l
「平成 9年度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委員と口腔外科学第 2

講座との合同懇親会」を下記のように開催しま

した。システム委員 6名、また口腔外科第 2講

座より河合教授以下26名の医局の先生方に参加

していただきました。河合教授からは、有病者

に対するシステム委員会としての取り組み方や、

システム会員の高齢化等に対する助言をいただ

き、また、今後もシステム委員会に対して全面

的に協力していただけるとのわ言葉がいただけ

大変心強く又、有意義な会でした。

日時:平成 9年12月4日(木)

場所:八事「神戸屋」

**歯科医師求人案内**

医療法人

田中歯科医院
田中東平 (13回生)

医療法人

山内歯科医院
山内公一

タカオ歯科
高尾信義(8回生)

水野歯科医院
水野達也 (16回生)

9 

メIJ谷市高須町 1-7-8

TEし 0566-22-6482

渥美郡田原町築出 18-1

TEL 05312-3-6172 

名古屋市中区錦 3-5-6

TEL 052-951-6172 

江南市力長田了神出 139

TEL 0587-59-8241 
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役員会議事録

平成9年度第7固愛知県支部役員会

日 時:平成 9年11月5日(水曜日)午後 7: 45~ 

場所:楠元学舎第 2会議室

1.開会の辞

2. 氏名点呼

3.支部長挨拶

4.報告

1 )本部

2 )専務

3 )各局・委員会

4 )その他

5. 審議事項

6.協議事項

1 )第21回代議員会、第22固定期総会日程の件

2 )第 2回班長会日程の件

3 )新卒者説明会の件 (1/14)

4 )地区学術講演会の件

にその他

8. 監事所見

9. 開会の辞

(書記局)

(組織局)

.(組織局)

(学術局)

平成9年度第8回愛知県支部役員会

日 時:平成 9年12月3日(水曜日)午後 7: 45~ 

場所:楠元学舎第 2会議室

1. 開会の辞

2. 氏名点呼

3.支部長挨拶

4.報

1 )本

三七
Eコ

部

2 )専務

3 )各局・委員会

4 )その他

5. 審議事項

1 )第 2回班長会の件

2 )地区学術講演会の件

6.協議事項

1 )マスコミとの交流の件

2 )平成10年度予算案の件

7.その他

8. 監事所見

9. 閉会の辞

(組織局)

(学術局)

(渉外)

(会計局)

平成9年度第9囲愛知県支部役員会

日時:平成10年 1月14日(水曜日)

午後 7: 30~役員会 8 : OO~新年会

場所 i円庄J (たての街 3F) 

fi052-971-8221 

1. 開会の辞

2. 氏名点呼

3.支部長挨拶

4.報告

1 )本部

2 )専務

3 )各局・委員会

4 )その他

5. 審議事項

1 )マスコミとの交流のf牛

2 )平成10年度予算案の件

3 )班長会開催場所変更の件

6. 協議事項

7. その他

8. 監事所見

9. 閉会の辞

平成9年度第10回愛知県支部役員会

(渉外)

(会計局)

(組織局)

日 時:平成10年 2月4日(水曜日) 午後 7: 45~ 

場所:楠元学舎第 2会議室

1.開会の辞

2.氏名点呼

3.支部長挨拶

4. 報

1 )本

三七
日

部

2 )専務

3 )各局・委員会

4 )その他

5. 審議事項

1 )第21回代議員会、第22回定期総会の{牛

①開催時間の件

②費用の件

6.協議事項

(書記局)

1 )第21回代議員会、第22回定期総会議題の{牛

7.その他

8.監事所見

9. 閉会の辞

10 -

(書記局)
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一平成9年度学術研修会一

顎機能障害に対する
オクルーザルスフリントの製作術式

はじめに

私どもが所属する補綴科で、顎関節症あるい

は顎機能障害と診断された患者さんの症状は、

顎関節や顎顔面の筋肉の廃痛・疲労感・不快感、

および日交合や下顎位の不安定感・不安感が主に

なりますが、ほかに顎関節の雑音、下顎運動の

不全や異常、いわゆるブラキシズムなどさまざ

まです。さらには、頭痛や肩頚部の凝り、眼や

耳部の不快感など歯科領域の範囲を越えている

とさえ思われる訴えもあります。

診療に当たっては、これらの症状を誘発する

要因が複雑であることから、まず患者さんの症

状についての詳細な診査や検査を要します。こ

の際には、まず原因が歯科領域に限局して存在

するのか否かを疑いながら、鑑別診断を進めて

行きます。さらに、岐合の関与が考えられる場

合では、一般的な診査のほかに、日交合と下顎の

機能状態を精査します。

日交合の異常には、日交頭巌合位とド顎機能運動

の終末位との聞に立体的な位置のずれが存在す

る場合、すなわち暁頭依合位の位置異常や、日交

頭最合位に物理的な大きな場が存在して暁合位

がはっきりしない状態、すなわち暁頭族合位の

不安定、あるいは岐頭蔽合位での歯の接触が少

ない場合や歯列全体でみて不均等な状態があげ

られます。さらに、岐頭飯合位での早期接触や

偏心位での暁頭干渉などと呼ばれる歯の接触の

不正、後方指導要素の頼路と前方指導要素の歯

牙路との不調和があります。また、岐合の異常

愛知学院大学歯学部助教授森 隆司

には含まれませんが、偏心位でのH交み癖や、手

指の爪先を岐む癖などの習癖も、間接的に日交合

に関わるものとしてとらえています。

私どもは、これらの岐合の異常や、ブラキシ

ズムあるいは習癖などの非機能的な動作が、顎

関節や筋肉あるいは神経系の調節能に影響し、

結果としてさまざまな症状が引き起こされると

考えています(図 1)。

診査や検査の結果、 H交合が症状の起因となっ

ている疑いが強い場合には、いわゆるオクルー

ザルスプリントやオクルーザルアブライアンス

を用いて、患者さんにとって臭いと考える岐合

状態を与えています。その結果として、症状が

緩解することを少なからず経験しています。

図 2は、私どものスプリント療法を中心とし

た処置方針です。通常は、まずチェアサイドで

常温重合レジンを用いて、自交合を口腔内で付与

するスプリント(口内法)を製作します。また、

口腔内での暁合修正が困難な例や岨鴫障害を強

く訴える場合には、ゴシックアーチ描記法で適

精神的要素

図 1 唆合の異常と発症との関わり

唱
E
A

唱
E
よ
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切と考える下顎位を求めてから、日交合器上でワ

ックス形成して、日交合を作り上げるスプリント

(口外法)を製作しています。この場合のスプ

リントの材料には、強度や審美性、経済性など

の点から透明の加熱重合レジンを用いていま

す。このため重合後に、下顎模型をスプリット

キャスト法で暁合器に再装着し、スプリントの

重合歪を慎重に削合調整して修正します。

スプリントで症状が緩解し、岐頭候合位が機

能的な位置で安定した後に、必要があれば岐合

調整や補綴処置を行います。また、終末処置に

類した考えのもとに、金属製のスプリントや床

義歯形態のスプリントを用いることもありま

す。いずれのスプリントも、日交合の安定をはか

ることが第ーの目的です。

さて、私どもを訪れる前に、他所で顎関節症

あるいは顎機能障害と診断されて、装着したス

プリントをみますと、“スプリント"という呼ぴ

方は同じであっても、さまざまな考えをもとに

製作されるためか、スプリントの形態や目的が

図 2 スプリント療法を中心とした処置方針

術者によって異なっています。なかには、診査

の結果、スプリントの目的や作用が理解しにく

いこともあります。

そこで、私どものスプリント療法の考え方を、

H交合を口腔内で付与する口内法スプリントの製

作術式の概要を示して、述べてみることにしま

す。

口内法スプリントの製作術式

日交合と症状との関係については、さまざまな

意見があるようですが、私どもは臨床の場でス

プリントを用いて校合の安定をはかることによ

って、結果として症状が緩解することを経験す

るので、日交合も健常な顎機能を維持するために

は欠くことのできない要素であると考えていま

す。この場合の日立合の持つべき要件としては、

①岐頭巌合位が機能的に適正な位置にあるこ

と、②日交頭蔽合位での歯の接触が歯列全体に均

衡して存在すること、③下顎運動を誘導する方

向が正しいこと、④下顎運動を誘導する歯の接

触部位が正しいこと、のまず四つの事項を考え

ています。したがって、スプリントは、適正な

基準暁合位と、均等な域合接触、および適切な

歯の7ゲイドを与えて製作する必要があるといえ

ます。

図3は、口内法スプリントの製作手順の概要

です。まず、スプリントのベース部を製作する

ために、厚さ 1mmの透明ポリエチレン板のエル

コテ守ユール③を歯列模型に加熱圧接します。こ

のベース部をトリミングして、スプリントの外

形を整えます。次に、スプリント内面の適合を

はかつてから、図中の④~⑦の順に岐合を作り

上げて行きます。図 4に、スプリントに与える

岐合接触状態の模式図を示します。さらに、形

態修正と研磨を行った後に、再ぴ日交合状態を確

認します。

スプリント内面の適合をはかるためには、光

重合レジンを用いて裏装しています。したがっ

12 -
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①ベース部の準備

②外形のトリミング

③内面の適合操作

④基準時合位の設定

⑤岐合面の成形

⑥ jj、イドの付与

⑦校合領域の調整

⑧形態修正

⑨研磨

⑬ H交合の確認

図 3 口内法スプリントの製作手順

て、内面に筆積みしたレジンが餅状になった状

態で一度、歯列から外してアンダーカット部な

どの余剰部を除去し、再ぴ歯列に適合させてか

ら光を照射して確実に硬化することができ、ま

た硬化後の撤去も比較的スムーズに行えるの

で、ベース部が変形することが極めて少なく、

且つ患者さんへの撤去時の負担も軽減で、きます。

次に、基準時合位の設定に移ります。基準時

合位は、日交合の要件が確保できる範囲で¥最小の

挙上量で設定します。

スプリントの基準岐合位、つまり、いわゆる

中心院合位を設定するために、まず患者さんの

頭位と体位を整えて、できるだけ心身をリラッ

クスさせてから、術者が患者さんの下顎を左右

側から両子で把持します。この時の親指はオト

カ、、イ部に、他の指は下顎底と下顎角部に位置さ

せます。次いで、術者ができるだけ小さな力で、

ほとんど回転要素だけで下顎を開閉口できる頼

頭{立を探して、基準日交合位を求めます。この位

置が確認できるようになってから、ベース部の

岐合面に光重合レジンを筆積みして口腔内に挿

入し、下顎を基準時合位に誘導してから光を照

射して硬化させ、国定します。

光重合レジンを用いることで、レジンを硬化

する時期を調節できるので、下顎位の設定時間

にゆとりが持てます。

硬化後に、対側の岐合面部が明確に記録され

ていることを確認します。そして、レジンの余

剰部を削除し、基準日交合位に相当する部位の浅

いくぼみ以外はできるだけ移行的な面になるよ

うに修正します。次に、岐合紙で日交合状態を記

イ下。

什
図 4 スプリントの校合接触状態

鉢し、日交合調整を行って岐合面を成形します。

H交合紙には、厚さが約35，umのものと、約20μmの

ものを併用しています。

日交合の記録は、日交合紙を左右両側で同時にH交

ませてから、まず側方運動させて行います。次

に、この時とは別の色の岐合紙に換えて、いわ

ゆる習慣性の閉口終末位を記録します。この時

には、まず下顎を基準院合1li:に位置させて、こ

の住置から、力まずに少ない開口量で開閉口さ

せることが大切です。

この様な一連のH交合の記録を行ってから、側

方運動時に日交合紙の色が印記された部位だけを

除去して調整します。この時、設定した基準岐

合位の箇所には触れないように注意します。こ

の操作を、側方運動時の印記部位が限局するま

で繰り返し行います。次に、歯のガイドをレジ

ンを追加して設定します。なお、習慣性関口終

末位が大きくばらつく例では、まず終末位が基

準時合位に誘導されやすくなるように、前歯部

にレジンで誘導面、つまりガイド部を作ってか

ら暁合の調整に入ります。

jj、イド部を設定してからは、側方および前方

運動と習慣性関口終末位の岐合の記録を行っ

て、日交合の調整を繰り返します。この時にも、

基準H交合位には触れないようにします。側方運

動時のガイドは原則として犬歯部に与えます

が、ここでの設定が難しい症例では小臼歯部を

q《
U



〔平成10年 3月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 60号〕

利用します。そして、側方運動には前方への運

動要素が含まれていることを考えて、できるだ

け、いわゆる後方暁合小面でガイドさせます。

前方運動時のガイドには、犬歯以外の前歯部を

利用しますが、症例によっては理想的なガイド

の設定が難しい場合もあります。

日交合面部の修正が完了した後に、スプリント

の強度を考えて、また舌や頬粘膜などの違和感

をできるだけ小さくするために、形態修正を行

ってから充分に研磨します。この状態で内面の

適合状態を問診して確認し、必要に応じて調整

します。スプリントの適合の診査には、種々の

義歯床粘膜面適合診査材を用いています。また、

スプリントの最終的な岐合の確認には岐合紙の

利用のほかに、日交合音の聴取や、厚さ約15，umの

ポリエチレン・テープの引き抜き試験、シリコ

ーンブラックi去を併用しています。

スプリントの装着については、まず夜間睡眠

中の装着を指示し、それ以外の時にもスプリン

トを装着しているほうが調子よければ、食事時

以外、できるだけ長く装着することを勧めてい

ます。なお、スプリントを外している時は、ス

プリントが乾燥することで変形する恐れもある

ので、水中に浸漬しておくように説明します。

私どもを訪れる顎機能障害例では、顎関節や

筋肉の不快症状のほかに、日交合や下顎住の不安

定感あるいは不安感を訴えることも多いので、

スプリントは岐合の安定をはかることを第一の

目的にしています。この意昧から、口内法スプ

リントは適正な基準暁合位と、均等な日交合接触

および適切な歯のヵγ ドを備えることができる

ので、優れているといえます。また薄くて、 H交

合挙上量が少なく、適合がよいので、違和感が

小さいなどの利点があります。

一般に、スプリント療法は、日交合調整や修復

処置による岐合の再構成とは異なり、可逆的で

あるともいわれていますが、私どもはスプリン

トには非可逆的な効果もあるので、症状が緩解

したり、消退すると考えています。したがって、

スプリントの製作や使用にあたっては、作用や

効果を考えて慎重にすべきだといえます。

おわりに

日交合も顎機能の障害を引き起こす要因の一つ

である可能性が高いと考えていますが、逆に岐

合の異常が存在するにも関わらず顎関節症様の

症状を訴えない場合も少なくありません。また、

いわゆる潜在性の症状を有していても、これを

病気とは思わない場合もあるので、日交合だけを

短絡的に考えること無く、岐合以外の問題、例

えば全身の身体的な面や精神的な面についても

充分に配慮する必要があると考えています。

日常の臨床では、顎関節や筋肉などに何らか

の自覚的な不快症状を有する患者さんを顎機能

障害者として画一的にとらえることなく、まず

病人である患者さん個々について多元的にとら

え、患者さんの身になって接することも大切で、

あると考えています。

これが、症状緩解への近道ともいえるのでは

ないでしょうか。

14 -
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耳鼻咽喉科と歯科の

隣接疾患を考える

東京歯科大学市持続詰中島 庸也

東京歯科大学市川総合病院の耳鼻咽喉科に勤

務してから半年が過ぎました。ここがこれまで

の病院と異なる点は歯科・口腔外科のスタッフ

との連絡が非常に密なことである。口蓋唇裂の

鼻内形態異常、顔面外傷や口腔領域を中心にし

た腫蕩の診断・治療およびリハビリ等を共同で

行うことができる。改めて隣接疾患という考え

方が重要で、あると実感される今日このごろであ

る。耳鼻咽喉科が対象にする範囲として解剖学

的には耳、鼻、日[7;1喉頭、口腔、気管、唾液腺そ

してこれらを取り巻く神経、血管、軟部組織(頭

頚部)である。機能的には穂、覚、平衡感覚、映

覚、呼吸機能、岨H爵・礁下機能、音声言語とい

った生命活動に必須の機能を扱うが、かなりの

部分で歯科・口腔外科とオーバーラップする領

域である。その中でも岨H爵・藤下は高齢化社会

を迎えしかも脳血管障害が伴うことからすれば

この機能の障害も増加していると考えられ、今

後さらに注目されるであろう。また、 H交合と全

身の関係、特に疾患の解釈や治療、スポーツに

おけるバランス維持や体力増強効果について盛

んに研究され始めているのが現状である。今回

このようなことを念頭におき基礎的な点を振り

返ってみた。、物を食べるかということに関する

知覚、運動の神経支配をみると、やはりこの領

域に特徴的である脳神経の内、第V、四、区、

X神経が挙げられる。(表 1)脳神経は 1-苅ま

であり、作用により 6つの成分、つまり体性運

動、腿運動性、内蔵運動性の 3種の運動性成分

と内蔵感覚性、一般知覚性、特殊感覚性の 3種

の感覚性成分に分けることが出来る。その内の

一つである鯨運動性成分(鯉、弓から発達した筋

- 15 

肉を支配する神経成分)がこの蝶下・岨鳴に関

与し、この成分は 4つの神経のみに含まれ、岨

日爵筋は第V神経(第一偲弓)により、 l燕下筋は

第IX(第三鯉弓)、 X神経(第四偲弓)により、

補助として顔面筋は第四神経(第二鯉、弓)によ

り支配される。(表 2)また、摂食行動に伴う知

覚成分はこれら 4つの神経の一般知覚成分によ

りすべて第V神経の知覚核に伝達され、その運

動核とも連絡し岨幌機能の反射性制御がなされ

ているといった具合で、ある。さらに顎関節症に

絡む知覚神経としての第V神経・第三枝(下顎

神経)の分校、特に耳介側頭神経や聴器との関

連として第四神経の分枝である鼓索神経などの

側頭下嵩での走行、相互連絡などを含めさらに

研究が望まれるところである。

表 1 脳神経とその機能

体性 線、 内蔵 内蔵 一般 特殊

運動性 運動性 運動性 感覚性 知覚性 感覚性

V 。 。
VII 。。 。。
IX 。。。。。
X 。。。。

表 2 脳神経核の成分、関連神経と機能

成分 神経核 関連神経 機能

鯨運動性

岨略核 V 岨H爵筋

顔面神経核 VII 表情筋

疑核 IX、X 咽頭、喉頭筋
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国

同窓の先生方におかれましては、日々、地域

医療に多大なるご貢献をされ、ご活躍のことと

ご推察申しあげます。また、私の政治活動に際

しましてはご苦労をお掛けいたしておりますこ

とに心より感謝を申しあげます。

昨年の 6月22日に「地元が燃えなければ、全

国は燃えなしミ」をキャッチフレーズに全国に先

駆けて時局講演会を開催をしていただきまして

から、私の実質の選挙戦がスタートいたしまし

た。これを機に各都道府県においても会合計画

がスタートし、この 8ヶ月の間に全国を一巡し

2回目の全国行脚に国会活動と平行して日々精

進いたしております。

今回会においては、文教科学委員長を再度拝

命をいたし、昨今テレビ、新聞においても大き

く取り上げられております多岐にわたる少年犯

罪の現況に対する対策あるいは、昨年来の案件

になっておりますサッカーくじ等文部行政に関

わるあらゆる問題を議論をし委員会を取りまと

めるために東奔西走をいたしております。

さて、国内外を見渡してみますと世紀末不安

と申しましょうか、超高齢社会、日本経済「沈没」、

エネルギー不足、食糧危機、環境整備と多種多様

の問題が吹き荒れております。特に医療行政に

深く関わっております私たちにおいては '21世

紀の医療・福祉ビジョン」は最大のテーマであり

ます。厚生省が既に発表いたしておりますビジ

ョンのポイントを少し述べさせていただきます。

1 )目指すべき福祉社会像として「公民の適切

な組み合わせによる適正給付・適正負担型」

の独自の福祉社会の実現を提言。

その際の視点は、 (1)経済社会の活力の維持と

(2)国民生活の安定。

2 )年金制度の安定化や医療制度の安定化、効

A
Q
冨 幸良 &. 

Eヨ

参議院議員大島 慶久

率化をはかるとともに、介護や子育て対策等

の福祉を重視した社会保障制度の再構築の方

向を明示、予算を年金:医療:福祉等=5

4 1→ 532程度とする。

3 )将来の社会保障の給付のあり方や負担の規

模に関し、国民議論の素材となりうる定量的

な姿を提示。

4 )国民の老後の最大の不安要因となっている

介護については、新ゴールドプランの策定や

新たな介護システム構築の必要性を明示。ま

た子育て支援対策については、エンゼルプラ

ン策定の必要性を明示。

5 )年金、医療、福祉といった狭義の社会保障

の分野ばかりでなく、雇用、住宅まちづくり、

教育など関連分野も含めて具体的に提示。

といったところが骨子であります。これらの

21世紀に向けての目標を達成するにも十二分に

国民の皆さんからコンセンサスを得なければな

らないと思います。次の21世紀が若年者から高

齢者まで希望の世紀になるよう国会活動を通じ

て頑張って参りたい、初心忘れることなく一生

懸命に努力をさせていただきます。

昔、漫画や本で見た21世紀は人類が宇宙旅行

をしたり、人閉そっくりのロボットが空を飛ん

だり、海底にも都市ができたり、人類の輝かしい

未来を予感させるものばかりでした。 21世紀は

今まさに数年後に迫っており、昔夢見た21世紀

が実現されるかどうかは、やはり我々一人ひと

りにかかっていると思います。歯科界の皆さん

に支えられ、国政を預かる身として、皆さんから

項戴する H七時激励を胸に国会活動と選挙活動に

粉骨砕身がんばることをお誓い申しあげます。

今後とも皆さんのご指導、ご鞭捷を宜しくお

願い申しあげます。
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(愛院歯愛知大島会だよ'J)

日頃は愛院歯愛知大島会にご理解ご協力を項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. 愛院歯愛知大島会幹事会開催のお知らせ

日時:平成10年 4月19日(日) 12: 15~ 12 : 30 

場所:愛知県歯科医師会館

2.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10年 4月19日(日) 12: 30~ 12 : 45 

場 所 : 愛 知 県 歯 科 医 師 会 館

3 .愛院歯愛知大島会決起大会開催のお知らせ

日時:平成10年 4月19日(8) 13: 00~14 : 00 

場 所:愛知県歯科医師会館(多数の同窓生会員の皆様のご出席をお願いします。)

(第21田代議員会・第22固定期総会〉

日時:平成10年 4月19日(日) 14: 30~ 

場 所 : 愛 知 県 歯科医師会館

定期総会は、代議員会終了後

17 
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t [1歯科幸進会」設立記念懇親会

揺れ動く政局の中、政党政治が問われる大切 120余名の参加を項き会も盛り上がり、吉田支

な時期に吉田幸弘衆議院議員の新しく所属する 援をより一層確かなものとすることで一同の気

自由党が 1月6日に設立されました。 持ちが国まり万歳三日目、閉会となりました。

3年間の新進党も幕を閉じ、その使命を受け

*1主ぐことになりました。

まさに嵐の中の舟出といった所であります。

今般、愛知におきましては、 2月 7日(土)午後

7時よりアイリス愛知にて歯科幸進会設立総会

が開催されました。

自由党愛知県連会長、青山丘議員、長谷川二

郎歯学部長、昭和区・緑区・天白区の三区歯科

医師会を代表し中野邦佑会長、本部同窓会より

新谷澄男副会長と挨拶が続き、愛知県支部長佐

藤弘喜の乾杯の音頭で懇親会に入りました。

「ほんとうに苦しい時に頼れるのは同窓会、

歯科医師会しかない。」という声が開かれまし

た。
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-編集後記

長野オリンピックで日本人選手の活躍を見て春スキーに行こうと思っている私ですがどうも体力

がなくて迷っています。

以前ならメダルを期待されていた選手が思うような結果が出せずに涙を出したり、くやしがった

りする姿が何やら軍国主義臭くてイヤな思いがしたものです。しかし今回のオリンピックでは選手

が負けても明るくサパサパしていて精神的な成熟、余裕が感じられ好感が持てました。記録も道具

やトレーニング方法の進歩によりどんどん更新しています。我々歯科医師も新しい技術、道具や材

料に遅れないよう日頃からの研修が必要と痛感しました。同窓会愛知県支部でも学術講演会を行っ

ていますのでどしどし御参加下さい。 (M) 
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