て長い根管内は乾燥不足

傾向にあるうえに︑細く

ジンとの接着強さが劣る

ると著しく高いためにレ

非破壊評価結果︑ポスト

︱レジン間の接着様相の

すなわちポスト孔象牙質

究室における研究成果︑

孔象牙質ならびに平滑面

ぼす因子の解析結果︑根

象牙質に対する初期なら

管内乾燥方法ならびに光

や光重合器による光の到

る︒さらに重合時の収縮

達不足を招きやすく︑レ

応力の指標であるＣ︲ｆ

びに長期接着能評価結

抵抗性を期待できるファ

ジンコア脱離の原因とな

イバーポストを既製金属

法が選択されることも多

そこで本講演では︑術

る︒

原因となる可能性があ

の支台築造の臨床に生か

ある︒本講演を明日から

を詳しく解説する予定で

台築造法の臨床ステップ

ポストを用いたレジン支

歯 質 保 全︑ 歯 根 破 折 予

そのような背景から︑

築造が選択される頻度は

臨床においてレジン支台

入されたことから︑今後
ざして行った我われの研

ン支台築造法の確立をめ
ある︒

していただければ幸いで

しかしながら︑根管内

日︵日︶午前 時〜午後１時

Ｍ ＆Ｄホール

１００人

会場

会員３千円︑未入会者１万円

定員

会費

に受け止めなければなら

﹁スカ﹂さず︑虚心坦懐

少しくたびれることもあ

が︑日々の診療や経営に

※要申込 歯科協会事務局︵ ︱６５６８︱７７３

相手は歯科疾患である︒

る︒そんな時は︑石井智

北大阪地区会員交流会

全身疾患と歯科治療︱身近な有病者の病診連
携について

日時 ２０１６年１月 日︵土︶午後６時 分〜８
時 分
会場 千里ライフサイエンスセンタービル７階７０
１号室︵
﹁千里中央﹂駅北出口からすぐ︶
講師 山本直典氏︵済生会千里病院歯科口腔外科副
部長︶
会費 会員無料
定員
人

経税部

医院経営に生かす決算書の読み方 税務だけ
ではモッタイナイ！帳簿を活用して経営判断

２０１６年１月 日︵土︶午後６時〜８時
定員
保険医会館５階
人
宇治田竜一氏︵協会経税部員・大阪市開業︶
会員・家族無料 未入会者１万円

院長経営セミナー

日時
会場
講師
会費

日時 ２ ０ １ ６ 年 １ 月 日︵ 土 ︶ 午 後 ４ 時 〜 ５ 時
︵現地解散︶
※午後３時 分に南海高野線﹁河内長野﹂駅
改札口前に集合
会場 天野酒︵河内長野市長野町 ︱ ︶
会費 １人６００円
定員
人

まぼろしの酒〝天野酒〟酒蔵見学

北大阪地区

50

ファイバーポストを用いた接着支台築造法
術後トラブルのない支台築造をめざして

矢谷博文 ︵大阪大学大学院歯学研究科教授︶
択肢が増えてきたメタル

補助器具の紹介などを行

果︑象牙質接着強さに及

フリーの歯冠補綴装置︑
ａｃ ｔｏｒ が非常に高い

る可能性も指摘されてい

間接法により行われるの

ポストに代わって根管部

ることから高い歯根破折

が一般的であり︑その方
特に透過性を有する補綴

さらに︑最近になって選

法として鋳造支台築造法

くなっている︒２０１６

後トラブルのないファイ

うとともに︑ファイバー

造の金属色がその上に装

年１月からＧＣ社製のフ

バーポストを用いたレジ

こともレジンコア脱離の

った︒しかし︑鋳造支台築
着される歯冠補綴装置の

ァイバーポストを用いた

に用いたレジン支台築造

造法は︑間接法であるた
審美性に悪影響を及ぼす

レジン支台築造が保険導

装置に対しては︑支台築

めアンダーカット部が許
ことも知られている︒

が選択されることが多か

されず︑直接法と比較す

ることは否めなかった︒
防︑審美性向上を図るこ

飛躍的に高くなることが

を用いた支台築造が臨床

象牙質の象牙細管の密度
１︶

この手ごわい相手を攻略

ない︒だから︑私自身︑最

宏選手の試合を観戦にい

２０１６年１月 日︵土︶午後３時〜６時
とみもと歯科︵大阪市港区︶
歯科臨床・学術部講師団
会員院所スタッフ５千円
人︵先着順︶※１院所２人まで

日時 ２０１６年１月 日︵日︶
午前 時〜午後１時
会場 Ｍ ＆Ｄホール︵保険医会館東隣り︶
講師 今井守夫氏︵千葉県東金市開業︶
会費 会員３千円︑未入会者１万円
定員 １００人

保険診療でも作製できるりんご丸かじりを可
能にする総義歯〜今井式すっ ぽんデンチャ ー
実践編

１月度生涯研修

日時 ２０１６年１月 日︵日︶午前９時 分〜午
後０時 分
会場 保険医会館５階
定員
人︵先着順︶※１院所２人まで
講師 歯科臨床・学術部講師団
会費 会 員 院 所 歯 科 衛 生 士 ５ 千 円︒ 別 途 参 考 書 籍
︵有料︶をテキストとして使用︒
※申込者には︑持参物︑開催要項と正式申込書など
を後日ＦＡＸします

シャ ープニングセミナー ︱よりよいスケーリ
ングのために

日時
会場
講師
会費
定員

アシスタントのためのバキュ ームテクニック
基礎編

18

ると歯質削除量が多くな

また︑築造に用いられる
とのできる支台築造法と

で多く行われるようにな

２０１６年１月

してコンポジットレジン

合力負荷時に金属ポスト

った︒最近では︑象牙質

日時

金属の弾性係数は象牙質

先端部の象牙質界面に応

は歯冠部象牙質と比較す

まだまだ︑私などは歯
科医師として若手から中
堅にさしかかったかどう
かのキャリアに過ぎな
い︒これから︑研鑚すべ
き課題は山のようにあ
る︒しかし︑理想の歯科
医師を目指し︑変化し続
ける中でも︑患者に向き
合う姿勢は︑今後の長い
歯科医師人生において不
変でありたいと思う︒
あたり前の事を言って

するために︑歯科医師は

善の結果を出そうと﹁ス

いるだけかもしれない

豊富な学識・経験・技術に

って︑元気をもらうこと

50

12

20

30

支台築造は︑従来から

17

と比べて非常に高く︑咬

力が集中し︑歯根破折に
と弾性係数が近似してい

予想される︒

つながることもあった︒

が り︑ 最 後 に は 勝 利 す

タイルとも重ね合わせて

私自身の歯科治療のス

である︒

選手や長州力選手の教え

観ているのかもしれな

カさない﹂スタイルを志

30

30

第20回ゴルフコンペ開催
加えて︑真摯に患者と向

16

23

30

30

31

参加者集合写真＝11月23日、
ゴルフクラブ四条畷

にしている︒

３年とらふぐを味わう

してきたつもりである︒

大阪市北部・東部・南部の各地区

き合い︑その話や症状を

30

明石海峡大橋を背に参加者全員の記念
撮影＝11月29日、淡路サービスエリア

歯科・医科協会、保険医協同組合の３団体
のゴルフコンペが開催され、29人が参加。栄
冠に輝いたのは歯科の樋口治良先生（東住吉
区）。次回は来春４月下旬を予定。

30

16

15

10

お申し込みは

協会行事案内

講習会へ参加ご希望の方は、必ず事前に協会
までお申し込み下さい。

﹁スカさない﹂スタイル
勝紀 ︵高石市︶

ニアまではいかなくとも

る︒そんなスタイルにし

池田

はやりのイケメンレスラ
ーとは一線を画す︒
そんな石井選手のプロ
レスを初めて観た時は強
烈だった︒対戦相手から
技をかけられても︑かけ

私は学生時代にはバン

かなりの愛好者と自負し

られても何度でも立ち上

ドでボーカルをしたり︑

びれた︒

本プロレス所属の石井智

でもある﹁相手の技をス

い︒

贔屓のレスラーは新日

々と趣味があり︑それぞ

宏選手だ︒１７０㌢︑１

カすな﹂を自らに課した

師匠である天龍源一郎

ている︒
ひいき

歯科医になってからはフ

れによい思い出がある︒

００㌔のタンク型︒無精

ットサルを始めたりと色

その中でもとりわけ︑プ

パワーファイトが持ち味

私たち歯科医師の対戦
ひげのいかつい風貌は︑

進 （河内長野市）
藤田

生涯研修
抄
録
ロレス観戦についてはマ

06

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

未入会者とは︑会員院所に勤める勤務医未入会者です
※協会行事などを本紙等で報道・紹介するため︑講習会など
の写真で個人が特定されることがありますが︑趣旨をご理
解の上︑ご了承ください︒また︑講習会でのビデオ撮影や
録音はお断りします︒

10

306

電
話
ファクス

31

11月29日（イイフグの日）、淡路島・福良
産３年とらふぐフルコースを味わう日帰りバ
スツアーが開催された。 当日は好天に恵ま
れ、参加者33人は淡路島を観光、交流した。
絵

大阪歯科保険医新聞

（第三種郵便物認可）（５、15、
25日発行）

（３） ２０１５年１２月１５日

