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“同窓会愛知県支部新年会"
平成12年 1月12日(水)

於:中区矢場町「梅の花J

ロレ ιー t実 拶

副文部長渡辺俊之

今期新たに、加藤支部長の下で会務に携わる事になりました。今後とも同窓生諸兄のご指導ご鞭

撞を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

さて、過日、力11藤支部長より次年度の愛知県歯科医師会会長選挙についての諮問が有り、時局対

策委員会として答申いたしました。

愛知県の歯科医師会長は商科医師会員による選出である事は定款に定められているとおりであり

ます。

字方、県トムの我々同窓会員の多くは|口l時に歯科医師会員であり、その去就については同窓会員の

為を思えば無縁の事として扱うわけにはいかないと思います。

委員会審議の中で「県下の同窓生が歯科医師会員の多数に上る。したがって会長候補者を出すべ

き」という趣旨の発言が有りました。一見正論のように聞こえますが果たしてどうでしょうか。

歯科医師会会長は、前科医師会員の代表として、歯科界の現状の正しい認識のドで、将来展望を
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見据えた判断のドに、会務を遂行していく責務があります。特に、会員の大多数は一般開業医であ

り、その会員の権利(権益)・身分を守り、経営基盤の安定を阿るための事業展開を策定し、会務に

反映させるという視点は、会長として会務を運常するヒで欠く事のできない重要なポイントである

と思います。

皆さんはこんな言葉をご存じでしょうか。中国の准南子(えなんじ)という古典の中に「宇隅を守

りて、万万を遺る(守一隅而遺万 }j)Jという言葉が有ります。

これは一つの枠に囚われ過ぎて大同を忘れてしまうという警句です。 同窓会という枠に閃われ過

ぎる事の無いよう心したいものです。

お知らせ

第23回代議員会・第24固定期総会

-日時 平成12年4月16日(日)

代議員会:午後 2時00分~

定期総会:代議員会終了後~

日進学舎学院会館ホール-場所

各局活動状況

に戸;二亙よぷ
第10回愛知県歯学同窓会懇話会

日時:千成11年11月6日(土曜日)

午後 7 時~9 時

場所:ロイヤルホテル弁天間

懇話会も参加校数19校、参加者総勢79名と盛大

な規模での開催となりました。

平成 2年、愛知県内に支部組織を有する各歯

科大学、歯学部の同窓会校友会14校が一堂に会

することにより、相互の親睦と理解を深めるこ

とを目的として始まったこの懇話会も、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ことからか、第 6同

(平成 7年)には大阪大学歯学部、第 7回(平成

8年)には広島大学歯学部、第 8回(平成 9年)

には長崎大学歯学部と福岡歯科大学、第 9回

ご来賓に愛知県歯科医師会会長の宵下和人先

生、並びに参議院議員の大島慶久先生のご臨席

を賜り、恒例となりました表記懇話会を、本年

も本会が幹事校となり上記日程にて開催致しま

した。早いもので今年で第10同日となりました
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(平成10年)には岩手医科大学歯学部と、ここ数

年この会への参加校が増えてきております。こ

のことからも、本懇話会が持つ意義、また重要

性はもとより、他大学が如何にこの会の存在価

イ直を高く評価していただいているかを、里見い知

ることができるかと思います。

今後、この会が更に充実したものとなるよう、

渉外一l司、頑張りたいと思います。

(組織局}

新入会員説明会

日時:平成立年 1月13l::!(木曜日)

午後 4時~

場所:楠元図書館 4階大教室

平成11年度卒業予定者(34阿牛j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

り阪上副支部長、金沢常務(組織局担斗)が出席

し、愛知県支部の現状、会費徴収の万法、事業

内容等について説明が行なわれた。

千:業試験が終ったばかりで疲れているにもか

かわらず、これからの旅立ちの不安と期待のrjJ、

一生懸命に聞く卒業生の姿に好!惑がもたれまし

た。

L芋以前二月j
平成11年度

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

歯科技工専門学校同窓会愛知県支部

合同講演会

瀬戸班青木靖(17回生)

心せわしい年の暮れを迎え、小雨まじりの寒

空のもと平成11年12月5口(口)、午後12時30分

より午後 5時まで、愛知学院大学商学部附属病院

3 

第1教案(末盛)において愛知学院大学歯学部同

窓会愛知県支部・歯科技工専門学校同窓会愛知

県支部の合同講演会が、北海道大学内山洋一

名誉教授、歯科技工士カラーコーデイネータ

杉浦夏代先生、歯科技 L士堀尾治彦先生をお

招きして開催されました。

まず、歯学部同窓会愛知県支部加藤直彦支

部長の挨拶に始まり、その中で今回始めて歯学

部同窓会と歯科技工士の同窓会が合同で講演会

を開催で、きたことは、今後の歯科界にとっても

非常に有意義なものであり是非続けていってほ

しいとの事でした。

合同講演会は、「最新の補綴」のテーマで歯科

技工士・パーソナルカラーアナリスト・パーソ

ナルメンタルアドバイザー・カラーコーデイネ

ーター・接遇インストラクターの杉浦夏代先生

をお迎えし「カラーアナリストとしての色調の

活用法jのタイトルで、人にはそれぞれ追った

「色み」があり従来のシェードガイドテイキング

では、対応できない症例に対し、 f同人特有の基

本の色を無視することは出来ないと思われ、青

色系の色みの人に黄色系の製作物を装着しで

も、審美的には満足出来ません。この為、色調

再現には細心の注意が必要と思われます。

続いて、歯科技工士・日技認定講師の堀尾浩

彦先生をお迎えし「チェアーサイド・ラボサイ

ドとの色調伝達法」 忠者さんに、より満足し

て頂く為に のタイトルで、チェアーサイ

ド・ラボサイド・患者のそれぞれの立場から色

調について再考察することにより、必要となる

情報とは何か、またその子段、方法等をオリジ

ナルシェードテイキングj去を含め判りやすく講
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演して頂き、その中で一般的によく使用されて

いる既製シェードガイドのみでは、患者さんの

歯牙・歯列・歯肉の色調・肌の色・年齢など全

てを考慮した場合、色調に乏しく、天然歯の色

調とはかけ離れた場合も見受けられる為、この

シェードガイドに色材・パーフェクトマッチを

塗布することにより、患者さんそれぞれの歯牙

色調を彩得することが出来、満足したシェード

テイキングが出来るようになった。これらを多

数のスライドを使用し講演して頂きました。

最後に、北海道大学名誉教授・北海道医療大

学客員教授の内山洋 A 先生をお迎えし「補綴物

の機械加工(CAD/CAM)の必要性Jのタイト

ルで、従来の補綴物はその形態や阻噌機能回復

を歯科医師歯科技工士によって人工材料で、修復

する治療を行っている。

その為、このような歯科治療の結果の良否は、

歯科医師や歯科技工士の技能の差によって大き

な影響を受けることになる。しかし、医療の本

質は歯科医師によって治療結果の差が生じるこ

とは許されない。今回は、このような観点より

昭和48年頃より均史的な工業製品を生産する技

術(CAD/CAM)を応用した補綴物の機械加工

を進めて、平成 5年より実用化の方向へ進展し

てきている。講演では、実際にビデオを使用し、

歯牙の形成・印象・岐合より支台歯のコンピュ

ータ一入力から金属あるいはハイブリッドのイ

ンゴットより大臼歯を削りだしていく様子を見

せて頂きました。しかし、補綴物の機械加工

(CAD/CAM)が」般的に普及するにはかなり

の時聞がかかりそうな印象を受けました。

4時間30分の講演も無事終了し、学術局亀井

常務から内山洋一名誉教授・杉浦夏代先生・堀

尾i告彦先生に謝辞、感謝状が贈呈され、今回合

同で、開催して頂いた歯科技工専門学校同窓会愛

知県支部の皆様に感謝し、閉会を迎えることが

出来ました。

厚生福祉局

ボウリング大会に参加して

春日井班松本修平 (16回生)

平成12年 1月23日(f::!)午後 1時より半田グラ

ンドボウルで、同窓会愛知県支部のボウリング

大会が開催されました。

春日井から東名阪自動車迫、名古屋高速、知

多中央自動車道と乗り継いで、 1時間以上かけて

やっとボ、ウリング場に着きました。

今回のこの大会に参加した理由は、今我が家

ではボウリングブームなのと、 i成多に会うこと

のない大学の同級生とその家族に会えるからで

した。ブームといっても私一人がボウリングに

凝っていて、マイボールを作って地元のボウリ

ング場のリーグ戦に参加しているのですが。子

供たちはボウリングに行くと言えばすぐにOK

ですし、渋る妻を無理やり連れ出して行きまし

た。また柳園君、竹内君、加古君、堀江君、大

北君らとその家族にお会いする事ができました。

この日はゴルフに誘われていたので、すが寒い雨

が降る中行かなくて良かったし、 一人で行くよ

り家族で楽しめるボウリングのほうが家族サー

ビスもできるし、いいことずくめですよね?

大会は山田副支部長の開会の挨拶で始まり、

パンパーがあるためガターのないキッズレーン

で、小さな子供からおじいちゃんまでみんな一緒

「家族みんなでボーリンク」
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に和気あいあいとゲームをし、皆、賞品をもら

いました。私は大会開始 1時間前に行き練習し

たかいがあり優勝することができました。

(スコアも200UPしてけっこう気合が入ってい

ました。)

終了後、朝食しか食べてこなかったのでおな

かがすいてしまい、地元の先生の紹介で、森牧

場を教えてもらい美味しいステーキを存分に食

べ、家族全員満腹になって帰途につきました。

大変充実した一日を過ごすことができました。

企両運営していただ、いた厚生福祉局の先生方

ごくろうさまでした。また他の地区でもやって

くださいね。

f 
d 

[平成11年度弔意報告]

平成11.10.8 9回生照和区 有川久江さん l
iご母堂様逝去

13回生岡崎 忠内悦子さん!

10.23 27回生岡崎 小島正人君ご尊父様逝去

10.29 18回生西存日井 H比享子さんご尊父様逝去

11. 7外科学教授 亀井秀雄先生ご本人様逝去

11.10 13回生西尾幡豆斎藤浩一君ご尊父様逝去

11.14 19回生岡崎 i判崎正明君ご尊父様逝去

11.24 1O[g]生犬 [l[ 木下栄夫君ご尊父様逝去

12. 5 9回生毘田 深谷勝善君ご母堂様逝去

12. 7 24回生愛豊 青山栄 君ご尊父様逝去

12.11 12回生豊川 鈴木勝久君ご母堂様逝去

12.15 2凶生西区 長谷川幸洋君 ご尊父様逝去

12.21 18回生東区 堀田 俊君ご母堂様逝去

12.29 18回生昭和区 丸山 宏君ご尊父様逝去

12.30 22回生千種R 斉藤智子さんご尊父様逝去

12. 1. 5 9同生豊橋渥美揖出重夫君ご尊父様逝去

1. 5 3同生岡崎 中垣和郎君ご本人様逝去

1. 6 1回生束区 富田 宏;fl;ご尊父様逝去

1. 7 2凶生中村区 杉山允彦君ご母堂様逝去

1.22 19凶生中区 野原栄二君ご母堂様逝去

1.24 18回生北区 鈴木 衛君ご尊父様逝去

1.30 7回生知多 早川陽一君ご母堂様逝去

1.30 24回生同和区 藤井稔久君ご本人様逝去

2.12 前歯科保存学第二講座教授西塚忠義先生 ご本人様逝去

諌んでご冥福をお祈りいたします。

※お願い

愛知県支部では、規約に基づき供花を出してい

ます。(本部・支部で一対)

お手数ですが、弔意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

一TEL.FAX052-763-2182 

尚、休日で事務局に連絡不可能な時は、直接花屋

さんにご連絡をお願いします。

花松(はなしょう)

. ... TEL' FAX 052-832同8446
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仁三-t旦J -平成， ，年度会費納入率(班別回収率)

平素は同窓会愛知県支部にご協力頂きありが

とうございます。

さて、ご承知のとおり|司窓会の事業はすべて

皆様の会費により賄われています。今年度会費

未納の方には、 2月中に振込用紙をお送りいた

しましたのですみやかに納入いただくようお願

い申し上げます。

また、今年度より県商に入会されました)Jに

は念書による納入を個別に連絡させていただ

き、お願いしております。これは、皆様の愛知

県歯科医師会の銀行口座から年会費 (12.000円)

を自動引き落としさせていただく方法です。会

費納入の業務簡略化のため、県商入会の方には

ぜ、ひとも念書による納入にご協力いただきます

よう重ねてお願い申し上げますο
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班名

千種区

名東区

東区

北区

守山旭

四i区

中村区

中 区

i巷 区

昭和民

7(.白医

瑞穂f2正

熱田区

中川区

南 区

緑区

官

瀬戸

半 田

春日井

i$: 島

小牧

尾北

犬山

両春日 ~I

知 ゲよア

i毎部

中 島

~止EEZL 

豊橋ì!IT~

岡崎

ff: 川

知立

安城

メJj 谷

碧市

西尾幡豆

I也三L IH 

合計

全体数
全体
納入者

91 54 

76 59 

41 32 

70 53 

90 55 

60 50 

102 62 

139 61 

48 33 

70 32 

57 41 

51 33 

38 25 

71 59 

47 37 

63 41 

101 71 

74 44 

72 53 

99 77 

23 21 

46 25 

62 39 

24 21 

50 41 

101 78 

60 41 

59 45 

71 52 

97 67 

121 85 

76 57 

13 9 

41 29 

39 33 

23 14 

32 26 

118 77 

2516 1732 

納全(%入体') fJ 
開業者 開業 納開入業率

数 納入者 (%) 

59.3 54 43 79.6 

77.6 57 51 89.5 

78.0 36 29 80.6 

75.7 54 46 85.2 

61.1 62 48 77.4 

83.3 51 48 94.1 

60.8 64 47 73.4 

43.9 75 47 62.7 

68.8 28 25 89.3 

45.7 39 22 56.4 

71.9 46 40 87.0 

64.7 30 24 80.0 

65.8 26 22 84.6 

83.1 55 51 92.7 

78.8 37 36 97.3 

65.1 52 37 71.2 

70.3 73 63 86.3 

59.5 39 32 82.1 

73.6 53 49 92.5 

77.8 79 67 84.8 

91.3 19 19 100.0 

54.3 37 24 64.9 

62.9 47 36 76.6 

87.5 19 19 100.0 

82.0 39 36 92.3 

77.2 81 72 88.9 

68.3 45 34 75.6 

76.3 46 45 97.8 

73.2 57 46 80.7 

69.1 68 59 86.8 

70.2 92 76 82.6 

75.0 53 48 90.6 

69.2 11 9 81.8 

70.7 28 28 100.0 

84.6 31 30 96.8 

60.9 17 14 82.4 

81.3 24 20 83.3 

65.3 98 75 76.5 

68.8 1822 1517 83.3 

(平成12年 2月10日現在)
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仁書記局〉

2000年の新年を迎えてから、はや数ヶ月が過

ぎ、年度末の代議員会、定期総会の準備に入る

時期になって参りました。その間に当局の若い

役員は、それぞれの仕事にも慣れ、あとは、一

丸となって 4月の代議員会、定期総会を乗り切

るのみとなりました。

さらにその聞に事務局のコンピューターもリ

ニューアルし、今までに不鮮明さでご迷惑をお

かげしておりました各班長宛ての「弔意報告(会

員等の死亡通知)Jもコンピューターからの直接

送信によりほとんど解消できることとなりまし

た。

また今回は今年度最終サσ:f会報」となります。

次年度の「会報」に対する内容等のご意見ご要望

がございましたらご一報ください。今後も同窓

生の会員の皆様Jiからの投稿をお待ちしており

ます。

-毎月の役員会の開催、資料の作製、議事録の

作製c

. I役員会だより」の作製と、各班長への発送0

・「会報」の発刊

-書記局会議の開催。

-第23回代議員会、第24回定期総会の開催

平成12年4月16日(日)

日進学舎 学院会館ホールにて開催予定

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

ホームページアドレス

(期間限定版、試作版)

*諸般の事情により下記に移転いたしました。

アドレスの変更をよろしくお願いいたします。

http://nagoya.cool.ne.jp/aigaku 

First Password"'aichi (主1サ角小文字)

Second Password"'gakuin (半角小文字)

*i役員会だより」も掲載しております。

同窓会愛知県支部新年会

平成12年 1月12日(水)役員会終了後、午後

7時30分より中医栄「梅の花」にて愛知県支部

新年会が開催されました。今年度も小出学長、

長谷川歯学部長、中村病院長、また同窓会本部

から三輪会長、井上専務、さらに技朋会愛知県

支部の古畑支部長をお迎えして盛大に行われま

した。

小山学長からは、末盛附属病院の道路拡張

に伴う改修丁字事の進行状況の説明を受け、そ

の中で平成12年12月末には工事完成という古

葉を聞いて最近の低迷する商科界の情報の中、

ほっとするものを覚えました。

今回はさらに、顧問の大島参議院議員、岡

本市会議員、古田衆議院議員の 3名の久々の

そろっての同席となり、我が大~T:の同窓生の

さまざまな方面での活躍ぶりを改めて実感い

たしました。また今回吉田衆議院議員は、い

よいよ任期満 fが近づいており、次期選挙に

対する意気込みを表明していただきました。

険
~ 7 ~ 
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時局対策委員会

日時:平成11年11月12日(金)

場所.楠元学舎第 3会議室

午後 8時~

平成11年度、第2凶の時局対策委員会をヒ記

により開骨量いたしました。

今回の開催については、加藤支部長より「次

期愛知県歯科医師会会長選挙の件」について諮

問が出されましたので、委員会規則第 2条に基

づき審議を行ないました。

出席委員からは活発な意見が出されました

が、その時点においては現職の官ド和人氏以外、

正式に候補者としての審議対象者が居られなか

ったことから、委員より諮問の事項を「次期会

長として宮下和人氏が最適任者であるとして推

薦するか否か」に絞って審議するため議題を変

更するよう意見が出され、更に加藤支部長より

13校会の意向もふまえて対処したい旨の要請が

なされました。審議の結果、「次期愛知県歯科

医師会会長候補者として、宮下手[l人氏が最適任

者であると認め推薦すること」、及び「推薦に際

しては13校会で推薦状を取り纏める」ょう時局

対策委員会として答申を行ないました。

歯科医療問題研究委員会

第 1小委員会(伊藤貢副委員長)

平成11年11月初日(土)午後8時~県前会館

地域医療に関する資料収集と検討会

第 2小委員会(柏木博行副委員長)

平成11年11月20日(土)午後8時~県商会館

社会保険制度に関する資料収集と検討会

第 3小委員会(松本俊介副委員長)

平成11年12月4日(土)午後 8時~楠元学舎

歯科医業経営の安定を図るため、班員の可処

分所得の増加対策の研究と資料収集

"""""""""""""""""""""""""""""クc(Jt(}t(}cr_クv<(?t(}<t?<O<t'Jttクペ

会報告 j 
。丸

会誌編集委員会報告

同窓会愛知県支部諸兄の御協力の元、『会誌』

11号(2000年秋発行)完成に向け、委員一同努

力致しております。

有難い事に、数名の先生より原稿寄稿の申し

出もあり、今後掲載制限をするようなところ迄、

この『会誌』に関心を持って頂けるようにしてい

きたいと思っております。

同窓会誌でありますので、多少型にはまらず、

普段着の臨床紹介や、趣味、書面写真、提言等を

通じて、近くにいてもなかなか会えない同級生へ

の情報発信として、又同好の仲間の発表の場と

して利用していただければ、幸いに思います。

又、この『会誌Jに対する御意見、御要望等あり

ましたら、随時、支部事務局まで御連絡下さい。

『会誌Jをより有意義なものとするのは、支部

同窓会を形成する全ての先生方の意思にかかっ

ております。

相互扶助システム委員会

平成11年度の相互扶助システム委員会を12月

9日(木)午後 5時より、楠元学舎第 3会議室に

おいて、会計報告と“今後の相互扶助システム

のあり}]について"という協議を行ないました。

その後、例年のように口腔外科学第 2講座と合

同懇親会を、 下記のように開催しました。シス

テム委員10名。また、口腔外科第 2講座より、

河合元教授、夏目教授以下22名の先生万に参加

していただきました。

このシステムが発足できたのも、継続できて

いるのも、河合元教授のおかげですが、退官後も、

懇親会に出席していただき、システム委員会に

激励の言葉をいただき、大変感激致しました。又、

夏日教授からも医局をあげて、協力をしていた

だけるという力強い言葉をいただき、今後の相

互扶助システム委員会の運営に、今までにも増

して、光明が見えた気持がしました。

日時:平成11年12月9¥:::1 (本)午後 6時30分~

場所:八事「神戸犀」

8 -
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ゆゆるゆ役員会議事録ゆゆゆ

平成11年度第 6回愛知県支部役員会

日時:平成11年11月 2日(火曜日)
午後7:45~ 

場所:楠元学舎第 2会議室
] .開会の辞
2. 氏名点呼
3. 支部長挨拶
4.報告

・本部
・専務
・各局・委員会
・その他

5. 審議事項
1 )学術講演会の件(学術局)

6. 協議事項
1 )実習を伴なう学術講演会の件(学術局)
2 )第 2同班長会の件(組織局)

7. その他
1 )会員共済規程の件(専務)

8. 監事所見
9. 閉会の辞

平成11年度緊 急愛知県支部役員会

日時:平成11年11月24日(水曜日)
午後 8: OO~ 

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
・本部
・専務
・各局・委員会
・その他

5.審議事項
1 )次期愛知県歯科医師会会長選挙の件

6.協議事項
7. その他
8. I)i主事所見
9. 閉会の辞

平成11年度第 7回愛知県支部役員会

日時.平成11年12月 8日(水曜日)
午後7:45~ 

場所:楠元 学 舎 第 2会議雫
1.開会の辞
2.氏名点呼
3.支部長挨拶

4. 報告
・本部
.専務

・各局・委員会
.その他

9 

5.審議事項
1 )第 2回班長会の件(組織局)
2 )実習を伴なう学術講演会の件(ヴt術局)
3 ) 第23回代議員会、第24凶定期総会、日程の件(書記局)
4 )コンピューターの件(コンビューター委員会)

6.協議事項
1 )マスコミとの交流の什会(渉外)
2 )地区学術講演会の件(学術局)
3 )平成12年度予算案の件(会計局)

7. その他
8. 監事所見
9. 閉会の辞

平成11年度第 8回愛知県支部役員会

日時:平成12年1月12日(水曜tl)
午後 7: OO~ 

場所:梅の花(中区欠場開J)

1.開会の辞
2.氏名点呼
3. 支部長挨拶
4. 報告

・本音11

.専務

・各局・委員会
.その他

5. 審議事項
1 )マスコミとの交流の件(渉外)
2 )地区学術講演会の件(学術局)
3 )平成12年度予算案の件(会計局)

6. 協議事項
7. その他
8. 監事所見
9. 閉会の辞

平成11年度第 9回愛知県支部役員会

日時:平成12年2月 2日(水曜日)
午後 7: 45~ 

場所:楠冗学舎第 2会議室
1.開会の辞
2. 氏名点呼
3. 支部長挨拶
4. 報?i-t

-本部
・専務
・各局・委員会
・その他

5. 審議事項
1 )第23同代議員会・第24凶定期総会の件(書記局)

6.協議事項
1 )会員の擢災時における見舞金のi'1(厚芹福祉局)
2 )吉田幸弘衆議院議員文援の件(専務)

7.その他
8. 監事所見
9. 閉会の辞
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'0 曾 「補綴物の機械加工(CAD/CAM)の必要性」

犠，..~
北海道大学名誉教授

北海道医療大学客員教授

内山洋

一般の病気に対する治療と歯科治療の大きな追いは、治療の対象となる歯がヒトの休の中の他の部分に比

べて自然治憾の期待できない部分であると言うことである。そのため、歯質の一部または全部が失われると、

その形状やi山爵機能などを回復させるため、歯の失われた部分を人工材料で修復する治療を行っている。

このような修復治療を行うためには、対象となる歯質および使用する人工材料に対して高度な技術で精

密加工を行う必要があり、その加工技術の適存によって治療結果に大きな差が生じることは否定できない。

そのために、歯科医師および商科技工士の養成にあたっては、多くの時間を費やして手技の教育と実宵が

行われている。

夜、は長年、歯科医師の教育に関わってきたが、このところ学識は別として模型実習の作品から見ると、将

来の歯科医師としての資質が懸念されるような学生が増加してきている事に気が付いた。その結果について

私なりに推測してみると、以下のことが考えられる。

即ち、最近の科学技術の進歩によって我々の生活は今世紀の後半から革命的と言っても過言でないほど大

きな変化を遂げてきた。その例としては、テレビを始めとした電化製品の普及、車社会、コンピュータをベ

ースとした情報化社会といったものを挙げることができる。

このような快適で便利な生活を享受する中で、子供達を取り巻く環境が大きく様変わりしていきている。

特に最近の子供達は小万で鉛筆を削るといった、手や指先を使って自分の頭の中のイメージを立体として具

体化するようなことを殆ど経験していないことである。それに代わって、プラモデルを組み立てるような、

いくつかの部品を一定の手順に従って組み合わせて決められた形態を創り出す、と、いったようなことを経

験している事が多い。

このような環境で、育った歯科学生にi*iの模型を見せて形状を説明し、石膏棒と彫刻万を渡して歯冠彫刻を

行わせてもなかなか受け入れ難いものと思う c

このような観点から、私は昭和48年(1973年)頃から歯科治療の質的向 1--と、ド均化を岡るため、一般的な工

業製品を生崖する技術(CAD/CAMなど)を応用して補綴物を機械によって加了ムすることを提唱し、北大歯学

部に在任中、教室員を主体として北大工学部や(株)iニコン」の協力を得て研究を行ってきた。その後、文部

省の科学研究費の補助も受けて研究を進める中で、平成 5年から 9年にかけて通産省の「産業科学技術研究開

発制度」の中の「医療福祉機器技術研究開発」の一環として、「新エネルギー・産業技術総合開発機構J(NEDO)

のプロジェクトに「次世代オーラルデバイスエンジ、ニアリングシステム」として採り上げられ、補綴物の機械

加て (CAD/CAM)の実用化に向けての研究が急進展

した。このプロジェクトの目的は、これからの高前令

化社会に対応して患者の口腔内に装肴されるクラウ

ン、ブリッジ、有床義歯を工業的手法(CAD/CAM)

を応用して高品質かっ低価格で供給することの実用

イヒを岡ることであった。このプロジェクトは、(十朱)

「ニコン」を幹事会社として(株)i日立精工」と(株)

「ジーシ ~Jの三社が「技術研究組合|天療福祉機器研究

所jを通して共同で受託し、私は、これに対して指導

や助言を行う開発委員会の委員長として関与した。

その成果を基に、平成11年には(株)í ジーシ ~Jか

ら本格的な歯科用 CAD/CAMシステムとして

iDENT ALCAD/CAM: GN-1 Jが発売され、すでに

発売されている他の 2社の製品も併せ、 2000年は歯

科にとって新しい幕開けになるものと期待している。

ハU
1
i
 

i口
¥.1 

歯科用CAD/CAMシステム
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チェアーサイド・ラボサイドとの色調伝達法
ーより患者さまに満足して頂く為に-

オリオンデンタル名占屋市開業堀尾浩彦

新i吐紀を迎え、歯科医療界も変貌の兆しをみせていますc

特に審美的患者の;意識は高く、美容外科の一部として認識され芸能人にも日が向けられるようになりまし

た。残念ながら、その要求とは裏腹に患者のニーズに応えられる環境、システムは現:{t整っておらず、十

分な歯科医療サービスを提供できない状態にあり、歯がゆくも思われます。

8年間の海外の歯科医療、技丁会正主i舌の中で、よ育った知識、経験をいかに日本の日常臨床に取り入れるか背

慮する中、現在のところ歯科医院にIHlnjく方法をとっていますc

これは、患者様の口腔内から学ぶことは大変多く、貴重な時間と考えているからです。

今回は主に忠者さまの歯牙の色調情報を正確に採得し、保存できるオリジナルシェードテイキングi去の

術式をスライドにて解説しました。また、メインタイトルである最新の補綴では、オーロフィルム2000を
使用したド顎無髄歯ケースのオールセラミックス、セラミックス用貴金属合金キャブテック、 GC社のNew

ハイブリッドレジングラデイアの臨床例を報告しました。

筆者が在住していたオーストラリアは多民族国家で、患者さんの、目、肌、髪の色調、 l省肉、歯切二の色

調は千差万別でした。患者さまがラボに訪れ、シェードテイキングを進める中、既成シェードガイドのみ

では色調に乏しく、まったく掛け離れた色調も多く見受けられた。理!恕的な環境で最高の補綴物を提供す

るためカメラ、スケッチ、セット前の口腔内色調調整など駆使しました。

一方技工士は色調再現する!ニで、より正確で、迷いのない比較情報(シェードガイドを取り込んだスライド等)

が必要になりますc しかしながら、信頼性のもっとも高いと思われるスライドでも、その種類、光源によ

り1I腔内とは違ったものになることもあります。その中「人間にはどのような光源においても内を内と感じ

る色の恒常性」というすばらしい能力を持ち合わせていることを痛感することとなり、最終的に現在のオリ

ジナルシェードテイキングj去を確立するに至ったわけです。

この手法は至って容易で、基本となるシェードガイドの表面に色村(パーフェクトマッチ)10色の巾から直

接塗布することにより、明度(Value)、色相 (Hue)、彩度(Chroma)をコントロールし、歯牙に見受けられ

るさまざまなキャラクター(白濁、クラック、着色など)をも表現できます。この色材は速乾性を有し、そ

の後に剥がれる心配もないことから保存に適しています。これをスケッチなどと共にl者科技丁ムカルテとし

て保存することにより、患者の口腔内の情報を管理できるようになりますc

最大のメリットは患者さんと共に色調を決定できることで、いわゆるインフォームドコンセントを得るこ

とができることにあります。この子j去を採るようになってから色調によるトラブルはかJなくなりました。

実際の臨床では、シェードテイキンク、時に歯牙の表面性状、岐合のチェック、リップライン、正中位置

の確認など他の重要要素も確認するよう努めています。

最新の補綴では、

1 )臼歯部専用シェードガイドiMOSAICJの登場

2 )オーロフィルム2000をPGAコアーに使用することになり、無髄歯にオールセラミックスを適用可能に

なった。

3 )キャブテック (NewCeramo Metal Technology)は通常のメタルとは違い、酸化による歯肉への影響、

変色がなく、 l京l頭部が明るいMBを製作できるようになった。

4 )グラデイアはGC社のNEWMFRハイブリッドレジンで、色調再現性が高く、物性値も良好で、臼歯音1Iに
も布効と考えられ期待が持たれている。

以上について臨床例を含め紹介しましたc

おわりに

近年チェアーサイドとラボラトリーのコミュニケーション及びチームワークの重要性が指摘されるように

なり、各々の役割を今以上に明確にする必要があると忠われます。その意味においても、歯科補綴の袈作

を{8'当する前科技工 1:の所に、患者さんが足を運ぶ日が実現することを熱望しています。

これにより、より満足していただける補綴をご提供できるようになることは確かですc また、前科医療界

のlilJJ二に深く貢献、お役に京てることと考えます。

今回、愛知学院歯学部同窓会のご協力により学術講Uif会を共に開催させてj頁けましたことは、その過程の第

一歩となり幸いと思います。この場をお借りいたしまして学術大会関係者の諸先生方に深く感謝いたします。

-
よ

寸

1
ム
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カラーアナリストとしての色調の活用法

歯科技工士:カラーアナリスト 杉浦夏代

近頃、審美歯科治療に対して患者さんの関心度が高くなっています。

その要因として時代背景があげられると思われます。以前の事になりますが、テレビ、マスコミによる情

報提供によって、多くの人が、審美歯科治療に対しての理解!支が、急激に深まったこともあります。メデ

ィアの効用は、患者さんに説明しやすくなった点と、かえって知識の豊かな患者さんからの要望は完成度

の高さを求められるようになってしまったように思われます。前i記は、私たちl均科医療に携わる者にとっ

てありがたい事ですが、後記においては、より以上、忠者さんの要望に答えなければならなくなったわけ

です。

又、 叶立の社会では、多くの色にかこまれている H常生活です。したがって私たちは、多くの色の中で

白分をより良く表現する為の色の選択能力や識別判断能力が秀れてきているのが現状です。くわえて各自

身のそれぞれの「色みJを知っている人が多くなりました。その理由とは、 i1固人のベースとなる色み」を分

析診断を受けることによって知らされているからです。

このような人が忠者さんとして来院されたときには、審美補綴における審美再現の重要ポイントである

「色調再現」についても、より高度な技術を我々に求めてきています。さらに、心理而においては、なせ、こ

の色調になったのか納得のできる説明をもとめています。夜、のお話が、患者さんに対しての心理面および、

より以[..の技術提供がで、きる対応策としての一考案として思っていただければ、幸いかと思います。

在、は、歯科技工に携わるかたわら、カラーアナリストとして多くの人達のカラー診断をさせていただい

ております。そのなかで、歯冠修復物の色調に対して必ずしも満足していない方々の多いのに驚かされま

す。歯科医師、歯科技工士が、色調再現に対しての努力の結果が、この様ではむなしいものがあります。

天然歯牙が残っている患者さんでさえこの様な不満があるという事は、テトラサイクリン等による変色歯

の患者さんに対してどの様に対応を行っていけば良いかと考えさせられてしまいます。

シェードテイキングの際、患者さんにとってあこがれであった「真っ白」の歯を希望される方が多くいら

っしゃいます。術者側から判断した場合少し黄色みがかっているか、もしくは少し青みがかっていた方が、

よりこの患者さんに対して自然であるという場合に、どのように患者さんに説明するかが、「課題」である

と私は、思っています。

そして、最も大切なことは、思者さん白身が、「自分にとってー需似合う色み」であると認識ができ、自ら

色調を決められる様に導くことだと思います。この時、術者側が「その人のベースとなる色み」を識別判定

できる事が基本です。患者さん白身のパーソナリティーやライフスタイルにマッチしたカラーベースを考

慮し患者ーさんの「合意」を得たうえで的牙の「美観」ゃ「機能jを表現していくことが「大切jと考えています。

人は、それぞれ違った「色みjを持っています。

従来のシェードテイキングでは、対応できない症例にたいして、個人特有の基本の色を無視することは出

来ないと思われます。制作物においても同様に考えられます。

例としてメタルボンドAタイプのオベーク色で作成し完成後、違うタイプが判明した場合いろいろ工夫

したとしても Aタイプのオベーク色が残っているかぎり新しいタイプになりえません。

「顎顔面補綴」においては、特にその患者ーさんの持っている「ベースの色み」を識別判定が出来ないと、間違っ

た色みのベースの上にいくらペイントを重ねても「顔面の色調復元」をする事は、困難と思われます。

今岡の講演においては、

「テトラサイクリング歯の患者における対応策Ji顎顔面補綴」に対して基本となりうる患者さん自身のベー

スの色みの分析診断方法をお話させていただきましたが、色調再現を必要とする補綴物に対しでも活用が

出米ます。また医療だけではなく、多方面において歯科の分野にとってそれぞれ違った活用法があるとい

う利点があると思います。
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参議院議員大島慶久

2000年の始まりに当たり、紙面にでご挨拶致します。

第147国会が開会され、平成12年度の予算関連37法案をはじめ92/j(の法案審議が行われようとし

ていますが、衆議院比例区の定員20削減の問題で冒頭から与野党問で審議の調整がつかず、又しで

も無駄な時聞が費やされるのかと思うと残念でなりません。特に削減数50を賛成していた民主党が

当面の20削減には反対をする真意は全く理解出来ません。共産党主導の野党の凶会対策の状況には

同の将来を憂うる者の一人として誠に残念です。

4月 1日予定の診療報酬改定は2.5%の枠の中で如何に効果を挙げるか、 Hド中医協での点数の張

付け作業が始まっていますが成果を期待したいと思います。“少子高齢社会歯科診療報酬等に関す

る小委員会"の初会合が 1月27l::1に持たれましたが、①少子高齢社会における歯科治療の需給の動

向②8020運動の推進方策③在宅歯科治療の展開)j策④少子高齢社会にふさわしい歯科診療報酬体

系等を主な審議事項として予定しておりますが、この小委員会では歯科医師需給問題も是非議論対

象としたいと思っています。医科歯科の格差是正の中でも顕著な初再診の問題も将米指針をしっか

りと打立てて解決出来るよう努力をして参りたいと思っています。

歯科医療とは直接関係のない分野ですが、科学技術創造立国をめざす我国は21世紀にもっともっ

と科学技術にはを向けなければ、資源をほとんど持たない日本の将来は展望できません。今私は、

そんな環境の巾で「与党三党21世紀研究開発に関するプロジェクトチームJ(自民党からは尾身衆議

院議員と私の二名が参画)で11二を流しています。我国の科学技術をとりまく現状や問題点について

勉強しながら平成l3年度を初年度とする次期「科学技術基本計同」の策定作業が本格化する中で、平

成12年度に予算に関する論議では予算編成作業に対する政治の側からの新たな取り組みとして、白

民党が中心となって科学技術情報通信研究開発予算について三党としての「提言」をまとめたところ

です。提弓の主な内容は、ゲノム関係プロジェクト、若手研究者の州究資金の抜本的拡充、大学等

の研究成果の移転促進やベンチャー企業創出等産学官連携プロジェクトの推進等です。

日頃の私の政治活動をしっかりと支えていただく皆様の友情を糧に今後とも政治に正面から取り

組みたいと思っています。最後になりましたが、皆様のご多幸とご健勝でご活躍あらんことをお祈

り致します。
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衆議院議員吉田幸弘

謹啓愛知学院大学歯学部|叶窓会愛知県支部の先生H、ご家族の皆様にお

かれましてはますますご健勝の事と存じ心よりお慶び、申し上げます。

日頃より皆様には格別のご指導、ご支援を賜り感謝巾し上げます。第147同通

常国会が平成12年 1月20日より始まり、厚竺委員会において重要法案が審議されます。

以下に厚生省関係本国会提出予定法案を記させて頂きますので質疑のご要望等ございましたらご

連総頂ければ幸いに存じます。(国会事務所ファックス03-3592-2693)

予算関連法案

1 )戦傷病者戦没者遺族等援護法のム部改正法案会
恩給の額に準じた障害年金、遺族年金等の額の01き上げ

2 )平成12年度における国民年金の額等の改定の特例に関する法案

3 )健康保険法等の一部改正法案
高額療養費、老人一宇部負担の見直し、保険料率の設定に関する条件の変更等

4 )医療法等の一部改正法案
医療供給体制の見直し、医療従事者の資質の向 k等

5 )児童手当j去の宇部改正法案

支給対象年齢を 3歳未満から義務教育就業前まで延長すること等

予算費関連法案

1 )確定拠出型年金法案
2 )社会福祉事業法等の→音1$改正等の法案

3 )廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正法案

4 )予防接種法の一部改正法案
5 )英同との社会保障協会の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法案

継続審議案件

1 )国民年金法等のム部改正法案

2 )年金資金運用基金法案

3 )年金福祉事業団の解散及び事業の継承等に関する法律案

尚、総選挙が極めて近い次期に行われることが予測されます。先生方のこ、友人・ご知人の方が私

の選挙民でお見えでしたら是非ともご吹聴、ご紹介頂ければ幸いに存じます。

誌 kでのお願い恐縮に存じますが、事情ご検察の上ご協力mきますようお願い申し上げます。

敬具

昭和区・天白区・緑区の方をご紹介ください。ファックス頂ければ幸いです。

ファックス 03・3592・2693

班 先生ご紹介

ご氏名
守 ， 

住 所 電話番号仁-
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名古屋市議会議員岡本善博

時下、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

、f素は学院同窓会支部の先生方には格別お世話になり、)手く御礼申し上げます。

今年は、 2000年。史上わずかに 2度目のミレニアム(千年紀)であります。

西暦を満で数えた21世紀は来年からですが、ミレニアムは数え年で始まりますので「ザ・サー

ド・ミレニアム」の始まりということになります。

すでに、インターカラー(国際流行色委員会)も今年の色を「新しい希望」を表わす「白」と決め、世

界のファッション界は白づくめになりそうです。そして、混迷を深めた世紀末にあって、世界中の

人々は「新しい夜明け」を待ち望んでいます。

新しいミレニアムの始まりという、この大きな節目を異に輝かしいものとするために粉骨砕身努

力してまいる所存でございます。

さて、近況でございますが、まず医療関係について 2点申し述べさせていただきます。

第 1点、精神保健福祉センターが今年12月に中村保健所等複合庁舎 515背に開設の予定です。これ

は、精神保健及び精神障害者の福祉に閲する総合的技術センターとして、地域精神保健福祉活動推

進の中核となる機能を備えた施設であります。

次に、名古屋市立栄養専門学院が平成14年度末に廃校になります。これは、本学院が栄養士養成

施設として、昭和19年に設立されましたが、設立時に比較し、市域内に民間の栄養士養成施設が数

多く繋備され、栄養士養成についての公的な使命を達成したという理由によるものです。また、

「栄養士」から「管理栄養上」へと時代の要請の変化も廃校の理由につながっているようです。今後の

健康増進や疾病予防の重点は生活習慣病対策におかれ、従来の給食管理業務を主とする「栄養士jか

ら、個人の身体状況や栄養状態等に応じた食生活の改善、特に傷病者への栄養管理や指導を行うこ

とができる「管理栄養士jの育成が求められています。さらに、同においても「管理栄養士」の育成や

資質向上に主眼をおいた「栄養士法」の改正が予定されているというのが現状であります。

ついで、私の市会活動もお蔭様で昨年11月261::l(金)の市議会本会議に連続24回目の議案外質問を

させていただきました。同会議の提吉・要望は私ども医療に関するものとして「保健医療カードの

導入J(保健医療に光・ ICカードなど情報通信技術を)について質問、衛生局長から適切な答弁をい

ただいております。ほかに「市立大学の充実J(2000年は開学50年。地域社会に貢献する大学に)

12005年日本同際博覧会の本市の盛り上げJ(心配なアクセス。笹島は有力な支援基地)1納屋橋地医

における民間再開発事業J(JRツインタワー完成後の影響とバブル崩壊後の)等であります。今後と

も、医療活動はもちろん、地域に根ざした街づくりに努力を積み重ねてまいりますのでよろしくお

願い申し上げます。
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愛院歯愛知大島会だより

日頃は、愛院歯愛知大島会にご理解とご協力を頂きまして誠にありがとうございます。

下記の要項にて愛院歯愛知大島会を開催致しますので、ご案内致します0

1 日時 平成12年 4月16日(日)

午後 o: 15~愛院歯愛知大島会幹事会
。:30~愛院歯愛知大島会代表幹事会・総会

1 : OO~大島慶久先生時局講演会

2.場所 日進学舎学院会館ホール

( 『相互扶助システム』のご加入のおすすめ ( 

! 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 ! 
? ないことがあります。そんな時、 f-t診制度により緊急に診療所をみてもらえることができ i 
i たら、患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 j 

i してイ吃診医を派遣してもらう事ができます。(派遣期間は一か月以内とします。)つまり、 i 
i たった月額制円の所得補償保険にご加入される事によって 1か月間のイ吃診医を糊する { 

i 事ができるわけです。

: ・入会条件 i 
~ ( 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。~

~ ( z ) 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補償する保険(所得補 ! 
j 償保険 慕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j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『相互扶助シス制係 l j 
TEL(052) 763 -21 82 I 

j l m 安問問険株式会社名古屋企業開 1 j 
l 担当/神野・栗田 TEL(052) 953 -3862 ~ 

-編集後記

寒さもゆるみ、ひと雨ごとに暖かさを増す季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

歯科業界の厳しい現状は、相変わらずのようですが、同窓会での意見の交換、地道な活動が、

少しでも凶復につながればと思います。皆様の御協力をよろしくお願いします。

発行所 名占屋巾ー千種区位j)じIlIJl-100

愛知学院大学歯学部iμj窓会

愛知県支部

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

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

題字故岡本清綾先生

編集兼発行人書記局

長塚明 佐橋永吉

坂野暢 j台 J反同太会
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