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平成3年度 厚生事業(新歯科医師会館にて) 平成3年12月5日

-・手
、同圃. 挨 拶 副支部長 中野 哲 吉

厳しい:ぶさも泌さがのたよりが1mこえる今nこの頃，会ilの干'ft"R，

多忙きわまる 11々 を自11Mお過しでしょうか.R tJ(は!日l窓会文部出動に

ご協力をlωりまして誠にありがと うございます.森川執行部により.!j1.

や-iF.を過ぎようとしていますが去年は今年七日に行なわれる参議院

選挙に II}ぴ大向先生をl司会に送ろうと会11の皆様にひとかたならない

ご協力をいただきましでありがとうございました.私J七ら今年114}I中

に大向先生の後援会を発足し|司会での前到j状況やITtI会での今後の歯科

料の兄泊して宇をお知lらせしたいと考えており ます.今のところ会費は年六千PIれ皮の ('Aでござい

ます.会11の十守本f(の一人でも多くのご入会をお 1 .') ちしています. 又七月まではml'~i( をはじめ作t>lí刊，1

|封印li全で行なわれる会合前助が予定されていますのでよろしくお!YJ!~、致します.

次年度の支部 ・IÇ~としては厚生}"j は小 11 ドラゴンズの野球観戦と当 日 できれば試合後小 11 の選手
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との憩談会を九j二j頃予定しています.f也ノドト.スキー教室，浜名iNJクルージング ・パーティー，ぶど

う~'.)・ 1) 咋:の行' ~I ~ を J'I・|而l してお り ます. 又 " ;::~H)， :) では生涯研修制度がIlH !Lfì されて い ら い多くの研修会

がIl刊行l~ されているが矯正午にl対し ては.'，Ii-I"I'~に頼り j品 ぎ るせいか排出会はな外 と少ない，近年官1I別

館j~，Eがt(~，JJIIし11交令をぬきに予防歯科は考えにくいため岐合を育成 し完成させそれを維持するために

も術JM?fi'lM，tlli綴物の前準備として効果的なifi械をするために矯JE";!:は一般l盃にとって非常に大切

であろうという 観点から矯正:半-を再考し乍術議出会をさらに充'j.;;， )i，) Lさせて行きたいと考えてい

ます.

又、 -i'lm扶助システムも委只の努力によ り先'ぶして まいり ましたが、まだまだ改持するところが

あります.一人でち多くの先生方のご入会をおi.¥;ちしております.今後とら同窓会支部活動のため

答11指導御鞭控の裂，心中よりお願いけIしLげます.

e 彊理E理E事b 第15回代議員会・第16固定期総会

日時:平成 4年 4月12日(臼)

代議員会午後 1時一

総 会代議員会終γ後~

場所:楠元学合法人本音I~ 2 ，府会議室

吋o寸。斗。味。ofoofoofo斗。斗。寸。喝。4。母。ofoofo斗001・ofoofoofoofoofoofoofoofoofo呼。ofoofoofoof。斗。斗。斗。ofoofoof。斗。4。斗。

*****各局活動状況 *****

渉 外

第 2回愛知県歯学同窓懇話会開催

1. ")1年:平成 3ifll日16FI W PM7:00-9:00 

2.会場・ ロイヤルホテル弁天間

3. ，'1'01市各同窓会・校友会の代表 (2-41，)

4 . 水・資 :愛知県前年利|矢印li会

イlご相l人 会長

参議院議11

大島佐久先生 Uc.flP.)

大木治 先 生 (代理P.)

1'. ，1じの ~II < ，愛知I!U下の各前科大学 ・前中部

の'，il窓会 ・校友会の税l陸を深めるための松川会

が. 1l~lflli されました.

-*主主としてご，'1'，航 してくださった山下m前会

長よ り，ご後拶の'1'で，今の歯科医出初日の情勢

や次期参議院選併にはJ.:.I~!j先'1::当選に )Î，Jtt， m 
t"-'r全員一九となって11役いぬく 強い決意があ りま

した.

懇話会む 21"1"となり，作同窓会 ・校友会の

先生の会話も J，HJ)から椛 り卜.り，芯;見交換む数

多くあ り， 有志J宝な会とな りました.

また， 作!日l 窓会. 校友会の活動宇IÆ台:;I~ と資料

の交換があ り， 今後の|おl窓会i青山Jの参考とな り

ました.

r愛歯九校会」開催

1. 日時:平成 41F. 2 )-) 8 n (:1:) PM6:00-8:30 

2.会場 :ロイヤルホテル弁天1*1

3.出席:愛知l学院. rll' 1l~川向科，鶴見，東北

前|市j前科， 松本歯科， IリJillj，奥羽，

j;Uj 11 ，科大中間窓会 ・校友会愛知県
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支部の代表(3名)

4 協議 1弘次会の名称について

会の運営について

J'.記のiillり，新設 9校の同窓会 ・校友会愛知

県支部の懇談会がIJf.lHHされました.

今までは，愛知学院が幹事校を務めさせて噴

いていましたが，今]11]より幹事校を持ち回りと

した方がよいとの話し合いをもとに，朝日・ 奥

羽の 2校にお庇い、しました.

参加者j";J:26名で，]白11引にの先生ばかりで，懇

談会も析が.a主み，支持I!i両副jの情報交換や運営而

での悩み与が泊先にjltられました.

今後とも辿絡を i点に l[~り，作|日l窓会・校友会

ili副Jに車内illiしてL、く決訟を持って閉会となりま

した.

来E 織 局

-第 2回ブロック別班懇談会

平成 4.{F. 1 ) 11811 (1:)，午後 71時より 9時まで

愛知学院大学楠元学合第 2会議家において，瀬

戸，半111，作11)1:，ノj、牧，同森 11'.11:，知多，愛

出のれ班より 131'" 支部役L1より森山支部長は

じめ131';，介計26名の，'I'，W;により行われました.

今後の!日l窓会的1uI， 大山後援会主宰の協議題につ

いて前先な協議がなされました.多数のずtiRな

御芯;兄どうもありがとうございました.

・愛知県支部会員名簿(平成 3年度版)発行

平成 3.iHUI，1'，f者を先行しました.五!'{1) ， 

その後の変克明;のお弘付きの}.IXがあ りましたら

l13支持]! ïl~ ;f:ガ )"j までlJ.i1.i1i絡下さるようお願いしま

す.なお，与UIじまでに航認できたものについて

は正誤表としてfTIJlれ 、たしましたのでよろしく

お願いします.

，u.c， 
号ー 術 局

地区学術担当者の集いおよび医局との懇談会

1991年11月17日(日)

① 午後 1時~午後 1時30分，地区学術担当者

の集い

!¥t支部内38班の学術担当者・の先生方にお集ま

リいただき，引在の名Þ)f.の学術論l~句会の IJrJ fm状

況等について，千，!f労話や参考になるアイデアが

数多く報告されました.また:半当平f

Hω肋j力j金l申|ド3r.前i'市'1iブ方ii法去についても:説見H川jバlが行行.なな.われました.

② 午後 1時3叩0分~午後 4時'医局との憩談会

木正|三は第 3 保存~教主(幽問州学教室， 出[' 1-1

俊英教授)にお阪\~、しました.第 l 告I ! として，

山間立三~IWliに より引:(J-:の的t子:;~I! における 1''''~I，'t] 

病学教室の概要について説明をいただきまし

た. I~付属病院，楠元校合の基礎械の引状から教

育内容にまでわたる広範な内容を数多くのスラ

イドを交えてわかりやす くお話しいただきまし

た. 第 2 音I!は稲尽き~:司 ;tl~ r.'li によ る「肉Jf~病I~tf，).ぷ

における!I_IJ;tttとl長虫J というテーマでIJl:(Eまで

の歯周病竿・の大きなmEれ と将米(I~Jな 1i1I，'，']病I~M.I.ぶ

に関 して人類学の訴か ら-J，i先端iの材料常にまで

およんだrlJ)よい研究についてお訴しいただきま

した.

厚生福祉局

12月 5FIC村

凶会， ijl.ぽ，新曲科医(:íli会fiÎi J.~" ;合を~iI!Ìj させ

ていたfごきました.

国会では大品先生が1.v11多忙の'1'，任食を供に

していただき，弓t状の術l半lifttをしてもらいました.

皐院は，特に機会がない|波り訪れる引がない

ので，良い経験にな ったと思います.

新歯科医刊ri会館は，-f'想以上にすばらしく ，

我々の械として， 誇れるものであ りました.

特に，応接室を改造しての大仏選挙事務所で

は，全国からの名簿が集結されており， 10数1';の

事務員の方々のお忙 しい仕t]~ぷりか ら も ， たいへ
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ん熱いれ持ちがひしひしと仏・わってきて，我々ら 平成 3年度会費納入率念書セントラル回収率

むっとがんばらねば/との位制正にひたりました. 千竹1成蕊 4{年!ドミ11川1-1.ぶ<11司8仰別}見見lイ{

「一J比tの11側iI耐耐l目耐li値あり 」とカか、けh帆I配iなな.しに，巴いました.

初めての企画でしたのでイじム:もありましたが，

イj72Jをな試みだったと満足 しております.今後

も機会があれば参加lして瓜きたいと思います.

平成 3年度弔慰報告

-平成 3年

10.19 16Iul'l: 加雌 劫)d';(小牧)ご1."":.父

10.25 3lul't )11地 ，f:III1JJ-(¥'(州 区)ごJj:父

11. 5 21ul供 天聖子 :oM.--( ~ (収 )11)ご1!f.父

11.21 10lul伺樋[1 ~H佐;(1; (~仁 区)ご尊父

11.23 21ul供向精利~IU~ (~係部)ご令峨

11. 27 2 lul坐総川 i々不IW(港 区)ご母常

12.15 161ul供荒木 {長-(';(名東区)ご時:父

12.23 4Iul'f: IIJJg 紀 rさん(尼 北)ご尊父

-平成 4年

1 .6 6Iul'l:. .f1l~T- 民子':-(';(1昭和区)ご尊父

1 .13 21ul生浅野必lリJ-('; (愛~~)ご I:Þ':~:

1 .23第3klif.<<学教主教校竹化IUfi先生ご本人

1 7 Iul /l~ '1 '谷光ï.d~ (出 )11)ごJ'!i.父

1 .24 211ul術大山久fU';(熱11:1区)ご尊父

2 . 2 3 lul'l: "奈川: 左次-(';・(熱凶区)ご付;i:t
211ul供 FJi柳みさrさん(盟締渥美)ご1."":父

ふ一
A 計 局

日以は.I'IJ窓会i，rd)1にご協)JJl詰わり， Jtf.くお礼

qlし1'.げます.お振り込み ドさいました会員作位，

1'1仙づ|終しさせていただきま した会t!諦先生に

おかれましては， ，減にあり がとう ございました.

念all-を提出 していただし、ていない会員符位に

は，i反込干・数料月IJで.12.0001'Jを」↓ul，j1只行党 1:

山文1，1;I，l;詐 264.III'lU作り447-671.愛知学院大

午前中古111口l窓会愛知県支部， までご納入 卜.さ い

ますよ う， よろ しくお似し、qlし 1'.げます.

1'.'.1 -1，: "1:"主から，見ul，j銀行から振込まれま した会

li ~キ {也に ふ振込手数料がいり ます(本人 ft111.) 

ので，おまちがいのないようお闘いいたします.

"j.dド!主Aと納す?の)jは. 'I~~の活動が一時停止

IfE % 会Ll.数 a入居rgl% 念 ，lF セントラル % 

l' Hi 1>( 58 35 60 20 3 40 

r.見tr<{ 68 .13 63 26 40 

Jlt lえ 37 27 73 20 。54 

~t lえ 64 41 64 31 。48 

1I1 66 45 68 35 55 
~lj rx: 62 43 69 26 3 47 

"， f・1'1メ 100 51 51 27 2 29 

li 109 54 50 28 2 28 

tll' lえ 33 24 73 21 67 

flllね11メ. 44 17 39 7 l 18 

K. (1 r;え 45 31 69 14 33 

耳語包:r><: 47 27 57 11 26 

然 1111><: 34 17 50 12 38 

中 1111ベ 60 45 75 27 2 .18 

|メ: 46 29 63 15 2 37 

車止 IX: 43 26 60 17 2 44 

愛 む! 56 32 57 19 36 

一 F九 82 58 71 47 2 60 
泌1 ) ; 49 37 76 23 49 

‘ド 111 62 52 84 30 50 
{手 11Jt 81 59 73 29 10 48 

ね 23 19 83 13 。57 

牧 38 18 47 9 。211 

l主 ~t 48 31 65 20 2 46 

x 111 22 17 77 13 。59 

I't:iイ長11JI: 47 34 72 29 。62 
)31 ~ 86 67 78 40 9 57 

iilf 対日 46 31 67 10 211 

t~ 41 33 80 21 54 

~I角i恒~ 6~ 46 72 28 I 45 
|菌l 血者 102 62 61 33 2 34 
'、"，。. I11 63 41 65 21 b 41 
拘l ‘工 12 8 67 7 。58 
1止 城 29 25 86 17 。59 
)(IJ 谷 34 24 71 16 4 59 
庁，，.t 14 9 64 4 。29 
I't:il己申書¥L 26 18 69 12 。46 

'、"，‘- 111 97 61 63 27 13 4 I 

イ干 ，11・ 2.038 1.337 66 805 76 

されますので，*"I~度分 と介わせて ， 24.0001'J 

を 1 '，ぷ米海飢行 までご納入 ドさるよう ， おWJi ~ 、

q，し1'，げます.

・ 1 '1反 2"1'-1主 よ り，前科I~Mj会に入会 しておられ

ない光' 1:: . ある いは拘科医Mi会よりの自動~ I泌

しを'1'し込まれていない先生についても ， ~キ先
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LI~の所有しておられる銀行 IIWか ら の |ι1 1i)}'J1泌

しのシステム(セン トラルファイナンス社に委託)

を附始いたしました.今までの振込みの手数が行

けると同II.~':に振込手数料む不安となりますので

是非ご平IJ川下さい，1/1し込み川紙， };i去について

は事務局までご:iili給下さい，(TEL052-763-2182) 

f九千守政における納入状況は別紙のようでござ

います.より -1Mの御協力をお願いいたします.

書 「巳==目 局

あっというJl¥Jに， 1 {I~が過 ぎ， .;'::ae}IIJの大変

さをj必切に!出じているノト 11このごろです.

O-'Ii成 311三!立， 京会報40け。一 7JJ，、会報41りH

-]] J]， ホ会側42'，;-"- 3 nを先行

本年度より超~lí'l を少し変え，多 くの人に参加l

してmき， X， ~く の会üに愛読していただ

きたし 色々と合同しておりますので，今後

A， LLしくお願いfXします.

0議Zjc:i1t1i-にあたり， 'jqjijに行なっている j!:JU

)"i会議の!反米も 11'，はじめており，役Ll会のよ

り街J!.tの iJ;~ ~ 、|人l作を悦 司(祐'，1.& しております.

0 役L1会のn1"lイt:り

役it会の;1犬山 |人l作をJ I'_:~，'こ f十月[ 1毛におま11 らせ

する r役ii会だより」の作成，先送・・・11JJ， 

12J-]， -'I':JJ!，(: 4 '1'-] J 1分

。 「役11会」 のt議 ・j';~，1<作成一 11JI ， 12JJ，平成

4 {I三1J J分

〈歯科医療問題研究委員会報告 〉

-第 1小委員会報告

-'1'成 31，ド6J J 6 11 (-+:) 

MiJ亡、;::合::;j~ 3会議本 午後 711年一

委iU，毛，第 1 ・ 百~ 2小委11会メンバ-.i:iIII'，

7 JI13110:) rl~iflll.;tIJ 午後 711年~

第 11111全体委11合

9 J 111 11 (1<) 

1'， ，1. ''f~マリ ンクラブ 午後 811年30分一1111 ，'j:30分

「一前科医師会 (11向)と行政()，メ'1:.行)と の彼

.' ，I~J を 似のテーマ(議題) と して ス ター卜 .

参考資料として「社会保険歯科医掠小史J 1矢

脱却酬算定の11;組み一中医|おのあゆみー

今後のテーマの選択

10月161J(1<) 

名il，・屈マリンクラブ 午後 811ね0分-11時30分

。名jl，'ゼili・における歯科保健対策について

。地域歯科保険情報

rti~1刷i完了・防教室J rむし歯予防教室」

「イ1:宅ねたきり名人に対する支援」

「干1::七ねたきり老人訪問歯科診査」

「妊産品昔前科診究」について

。生首nをj邑じた1¥1.'1科対策をすすめるために

打I:;+:Jfif:立先生(名 ，1，'':話市衛生局保健子lリJ諜

-i:1ilによるiWiiiri，参考資料として前利保

健折将I'，lJ係資料

11 J J 20 Il (t]¥) ライオンズプラザホテル 午後811寺一

第 1・第 2令同委員会

村正十J' 1~生先生による識üi-!会(愛知県歯科|笑師

会|辺誠H:j:出対策委H;;¥IJ委員長)

テーマ r1~~科保険点数はどのようにしてきま

るか.今後の前科医療の行方」

今後，「肉料保険!日数の決定までの IJ簡と)'PL:

'tiのかかわりとその対!必」を協議の予定.

・第 2小委員会報告

‘|勺反 3{Iミ6)-1611(村

llij窓会第 3会議室 午後 7時

委iU毛.i:iI，'I'"第1.第2小委員会メンバーのjj釘1'，

]'，j_t科医械問題研究会の設立の説明

7 J-1l3 11 W rn的利|主IJ 午後 7時

耐利医療問題研究会第 1，第 2合同愁税会

10111711(村

I ， il窓会第 3会議宅 午後 7 11~'i:-午後 9 11キ

r21 1 1l:紀のあ るべき的利|云~t，( をめざして」を

似のテーマ(議組)としてスター ト. 参与資料

として.愛長11m前科医(:11;会の|宍掠H:j題対策委

11会の r2llll:紀のIlel以下山科医鋭保健柿築に|対

する泌HiJJを検討.なぜこの諮問iが'1:まれた

のか7Tid-を分析し今後の第2小委Ll会のテ

ーマの選択の参考とする.

1I Jl20 11 (村

""孟浪- ライオンズプラザホテル 午後 811キ
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第]・第2合同委il会 同窓生の一般参加を

合めた研修会

r.Mli 梅村 li/f:先生(愛知県歯科医師会

|災保11:1題対策委f!会 副委員長)

テーマ「肉料保険点数はどのようにして決ま

るか，今後の歯科医械の行チJJ

12)-J 1811(:羽

同窓会第 3会 議 室 午 後 71時~午後9時

fiíjl両 !の ~~tらiíに対する討論および第2小委員会の

テーマの決定.第2小委員会はf21世紀の歯科医

療の流れとその対J必」に決定.名委員は211止紀

を取り巻く様々な株|子を列挙し，分析を開始する.

，---…一一一一一一一一一一一一一….一…e一.守支 員会議 事録 一一一一一一一一一一一一一一-1

平成3年度

第 5回愛知県支部役員会

日 時:'1(/此3{ド10)12611(1:)午後 71時~

場所 納Jl:'I':合 :W2会泌主

1. IIfI会のIIS'
l 2.氏r.υバJι，1，'ι，川，

! 3 支部峨拶
4.本部判itt
5. 1'I-)"j判if;と f定
6 . 市議 '1~líi

1 )臨時代治H会の1'1・(，I ~ ，lê)"j) 
2) r会J」編集委H会.{~及び、歯学会共H~学術必i討

会的の1'1'(?術)"j)

7. t~~ JJi 'J~I!i 
1 )波川弁{貨のi午 (会JI・)"j)

8 .その他

9. f.f. 'I~所.\L
10. I~j会の ~t

平成3年度

臨時代識員 会

日時 :・1;成 3{ド11)1 9 11 (f) '1後 71時~

場 所 :Miiじ7・合 :W人本部大会治家

1. IiH会の11.¥
2. (¥:J投ii氏1'..1，'，(11白f
3 支部lH.史拶
4.泌氏 .，'，¥IJ.!災以 'ill¥1I'.
5 議'J~j，k'p，.1'，人ill¥，'I'，
6.割ifv

1) r参議院議H大仏庇久文般に|刻するl'I'j
7. 'IW;~ 
1) r大，f.:)M(久愛知J1Ui:刻.!i会」支援に|刻する1'1'
2 )大!.:)}~久文銀i，ri，JJに l刻する 1'1'
3 )その他

8. t6bJ~ 
1) ík.f;í:r大 r. :j}~久を支l.üーする会」の設 ，'J: に |対する 1'1

2 )会介，t!'1州に!日lする1'1・
3 )その他

9.その他

10. 1別会の~f

5. 1'1-)"げ14TJ と 'f・ ~i:
6 . 市"m'I~lji

1 )第 21111'第 31"17'ロック別攻E主Li完全11f~ (1/18. 
3/14)の1'1'(組織I"j)

2 )成長会11れの1'1・(2/15) (組織川)

3 )交j泊四の('1・(会JI')・.j)
4) r J.:..r.:)よしひさ愛知県f針変会」縦約の件 (11寺)"j

対策委H会)

7 . 協J五 '1 ~I(i
8.その他

9 . 鮫・I~J;fr比

10. 閉会の~t

平成3年度

第 7回愛知県支部役員会

日 時 '1'./蕊3{F12 )128 11 ( 1:) 午後 711年~

場所楠ョじ戸{t:~ 2会議官

1. Il~1会のH年
2. r~ 1'， ...'.(1I予
3. 支持111毛抜Jj;J
4.本古11判if;
5. ~キ )"j判if; と f" Æ
6 . 市;.1凝 '1~1ri

l)第 81111(1 ) 12511)役H会の件 (l平務)
2) r大ねよ しひさ愛知川後彼会」規約のf午(1時川
対策-fH会)

3 )第 2111 1班長会「協議 目1~laj の1'1 ・ (組織)"j)
7. ti~JJi '1~lji 

1 )・1(/此4{j'.皮 f'-P:奈の1'1"- (会;n-)"j) 

8.その他

9 .箆['I~ I \れ4

10. 閉会の~t

平成3年度

第 8回 愛知 県支部役員会

日 時 .千成 4{I' 1 ) 12511 C(:) 午後7・15-
場所・ I1師Jじア:合 W2会治宝

1. 1則合のH年
2.氏r....' .. :p.y. 
3. xtlllJ，υ丈拶

4.本古11判if';
5. 1'I-)"j判じり とl勺主

平成3年度 6 がJ投ー1(1(i
第 6回愛知県支部役員会 1) ~ 31111ブ ロック>;IIJiI怨談会の1'1'(組織川)

日時 :・|勺j見3{ド11)13011(f:)午後6:30- 2) 竹ぷ 4{ドl支 ("5ti;の1'1'(会，i!-)"j)

場 所 「 と リ ~(j ('I'i'{)Lの|λ1) 3) ・|勺ぷ4{ド脱税H十liJ提案の1'1・{1'/'1:1み)
1. 1例会のII，~' 7. WI淡いa
2.氏名 以11子 8.その他

3.支部JH史JgJ 9. ¥i.i'I印刷L ! 
‘ 4 . 本部報~'f 10. 1別会の~t

、-----------------------・-----------------_'-_._------------------------.._-------------------------~ 
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町コーナー l 
第7'7回アメリカ歯周病学会報告記

第771111アメリカ曲同病手-会の{I三次総会が1991

イド10JJ 2 11から4I1II1Jにわたり，カナダノ〈ンク

ーパーのコンペンションセンターにおいてIlH俄

されました.なお，カナダでのHHHllは，1981"!'. 

の トロ ン卜以米にな ります. 今年は例年に ちま

して椛況なようで， 1ヵ月程前のAAPNEWS 

(26(7)，1991.)にも，宅Tiijの査鈷者数である ことが

記 ，1浅されて い ま した. アメリカ尚Jt~病学会は

1914.11二に1111設されワシントンで第 11百111の総会

がIlf.lHl[されてから77il三日になります.私は，1990

"1'.にGary ]. Maynard先生 ，Preston D 

Miller先'1:に航)!:.i人になっていただき，AAPの

会Llにな りました. 1110=年度の総会では，十(I~ }l:') 人

でもあるGary]. Maynard先生がAAPの会長

でらあったことから，なんとか11'，1[('したかった

のですが伐念ながら，者11合がつかず出席するこ

とはできませんでした. しかし今1111はじめて

AAPの年次総会にtl'，lIi';し発表させていただく

機会をえま したので，ここに報告 させていただ

きます.

カナダと いえば，カナディ アンロッキー，ナ

イアガラの沌が真っ先にうかんで くるかも しれ

ません. 日本のI(ri.fj'tの27倍の間二Lをもち198611:.

に処|五1200年を迎えたカナダは，向然 ・1夜、もとにお

いても数々の頗を持っています.パンクーパー

は，ブリティ ッシュコロ ンピア州にあり ，この

地区のi鉱山は |吐持ーのサーモ ンの漁場として j~1

られ，針葉・樹は."J級建築木材として 日本へ輸!I'.

されています.また，人口は約2600]j人であ り，

11本の約27惜の1(1I.f1'iIこ5分の lの国民がいる計

算になり，のんびり とおお らかにくら している

様子がうかがいしれる ような気が します.

さて，本学会の構成は，総会 ・研究集会 ・継

続教育コース ・受1'1:記念集会 ・特別シンポジウ

稲垣幸司 (16111 1 '-1~ )

ム ・ I~Sf，床検討会 ・ 昼食を IJ~んでの勉強会 ・ 外地

区月IJ勉般会等に分けられます.総会として，

New approaches in periodonlal lherapy， 

Regeneration， Implantsに|刻する約 311，1:11¥1の講

iiiiがそれぞれ行われました.研究集会では，IJ 

ìifl発表12題とポスタ ー45姐の_ÈにtJ~ ，，'~耐の基礎

分肝の発表がなされていました.継続教育コー

スは，半 1150ドルを支払い興味をも ったiWtuiiを

IJilくもので， 58!垣の名分野でのコースが準備さ

れていました.私は，次に示すコースに参加lし

ました.

Esthetics A Multi-Disciplinary Approach 

(Townsend， C.L.， Spear， F. M.) 

Surgical Techniques for Correction of 

Alveolar Ridge Dificiency and Root 

Exposure (Allen， E. P.， Seibert， J. S.) 

Orthodontics in Periodontics and Restorative 

Dentistry (Marks，M.H.， Wagenberg，B.D.) 

The American Board of Perioclontology-

Casa Preparation and Oral Examination 

(Bergquist， ]. ].， Donnenfeld， O. W.) 

i:tこ，11M，/末分町'で，q'.'j'にディスクレノマンシー

に伴 う矯正治療やその後の服而は，'1'，の川越の対

処法さらには，欠1H愉ヂIJの税美トIIi縦のための的

制従造成術 (RidgeAugumentation)等が興味

の小心にな り ま し た. また， アメリカ前'.'iJ ~丙こF

会の認定医所得のための主主例主示のガイ ドライ

ンがしめされていました. 11 本歯 J，'~病学会の認

定規定に比べ，かな り11.i止 とも充~したも の

でした.受'n記念集会では，数々の受社式が行わ

れましfこ.Golcl metalawarclは，1967il三から設

定された最も高く評価されている1lです.アメリ

カ的問病学会ならびに前JtfJ病l~í.f，}ボでの只献度に

対してBarrington，E. P.先生に送られま した.

- 7 -
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Master clinician awardは，1987年に設定され

たれで，40年におよぶ臨床而での12越した業総

に対 してOchsenbein，C.先生に送 られました.

i'ilcPerichrd， ].先生は，テキサスに若手の優秀

なPeriodontistがいて，その手術はすばらしく

山越 していると1Hそしていたそ うです.また，

i'i文Schll1ger，S.先生は， i.皮は，コロンビア大ザ:，'1'，

身のなかでのilkもf長秀な生徒の一人であったと

述懐 していたようです.President awardも，

19871ドに設定された長年の学会に対する::ru献に

対 して送 られる立でGoldman，H. M. 先生が~

ばれました. しかし残念ながら， i創立去年 7

H他界され，岱11婦人が受'l't式に出席されました.

彼の11~fJ)の:;v.:告:rPeriodontaJは，1942年 (当H与31

歳) に II'， J~ され， 1990年の名若 rContemporary

PeriodontiCSJとして今なお引き継がれていま

す.Willall1 ]. Gies Peridontology awardは，

1964.1ドlこWillall1 ]. Gies財団によってfill設さ

れた1'tです.幽mH丙学の士是正i三の基礎研究に対し

てGoldhaber，P.先生に送 られました.彼・は肉j長l

組織の千J'，(i:l~ ;kと を ~JIJ制する非ステ ロ イド性抗炎

t，，!:斉IJ(NSAIDS)の役割についての研究の第 l

入者ーです.Balint Orban Mell10rial prizeは，

19671rに始まり七に，大学院生の研究発表の場

になっているようです.巡り すぐられた 8名の

学生の"，から1名が選ばれ，'l't金500ドルが込ら

れるそうです.過去の受賞者は，現花の愉);，，'1病

学の4，~礎州:究をささえてい る人ばかり です.午.'O;IJ

シンポジウムでは，7つのトピックス (Esthetics，

Regeneration， Treatment Planning， 

Sl1pportive Periodontal Therapy， Fl1rcation， 

lmplant Therapy 1， 2)が用立されていました.

手本は，ここでも，Eshteticsに|到するシンポジウ

ムに参加 しました. 変形 ・ 醜形を呈した~!匹前脅1 1

~Jl犯に刈する外科手術法や術後の布Iì組処"立呼に

ついて自主WIJ ';';~子l~がなされました. また，ディス

クレノfンジーに1'1"う嬬正i白紙ぞの地力"によるが可制

時!I'.の I:: J:W~~;の対処法についても前先な附宇I~交

換が行われていました.この分野は，flk近]011'， 

のHIJにかな り概念が変造してきています.特に，

M、 む l~lf.I.ぷ引場における必然性から，興味を持つ

てJlx.り組んでい ると ころです. 臨床般討会

(Clinical Opinion Program)は，数年前から

!f，ìめられたセッションです. 歯周組織のI~J所的

なH:J:辺点・包括的な的研I?ti似 ・全身炊忠を1'1"っ

た前同病，也者 ・歯髄病変との1J，¥lj1f・1おj占j.Mi紺等

を込示し，参加者も同時に検討しながら進行さ

せていくものです.私の他に， 5 ~うのtõ't:Wlj呈示

{í'が15 fÇlJの症例を約 1 11~'HIJ にまとめて報告しま

した.:!主食を囲んでの勉強会では，73のi出回が

川なされてい ました.また，作会場の人けでは，

必ず評価表 (Evall1ationForm)を泌され，都

Uii内容や呈示法等約10項 LIについて，点越して

いた ・よかった ・まずまず ・よくない ・意見の

余地~!I.f;し ・ 全く 問題外という汗FilUi をくだし，都

iii'i終了後に回収していました.部iiiiの.f!否を客

観的に司守山iし，いい ものをすなおに受け入れる

う益事うには，義明!と人的のしがらみから抜けだせ

ない我々日本人には決ましいかぎりです.以前

に， ，' 1'， 1市 したイ ギ リス ・ スイスの前li'iI病~会に

比較して，AAPは，スケールだけではなく内

作む大変充実しており ，有芯;義なものでした.

学会終了後，ブ リティッシュコロンビア大学

を視察させて いただく機会に必 まれましたの

で，さらに追加報告させていただきます.ブリ

ティッシュコ ロンビア大中は，外1M大の大学で，

広 大 な敷 地 内 には， コルフ場 (University

COl1ntry Club)・瀬戸fflIIWJ:を記念した 11水庭

|京卜 大阪Jj回121のサンヨー断を選んで再処した

アジア閃t!?官官・ 先住インディアンのトーテムポ

ールや民芸品等を展示したアンソロポロジ一昨

物館があり，どれも これもすばらしく， I!!:~然と

するばかりです.大学内で向学古1Iは，臨床系と

~，~礎系に分けられていました. 的科líW.ぶ苦11門の

なかで地問病部門は充実した4".後研修カリキュ

ラムを持ち，独立していました.訪H:J当日も主

任の]ohnG，Silver先'-1.::の指将のもとで大学院

生の!J:'.~ 実習が行われてい ました. 引:(1:， 当大学:

には， 矯Æ音11 1" 1 に 日 本的科大~';!:~ I : 月n乍教室より

出品光栄先生. 仁I )往生物::(':1~11I"1に点以前科大学

11終的思学教室より女主主将絡先生がそれぞれ仔{

学されています.両先生にはいろいろなl伺で大

- 8 -
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年 歯科医師求職申込書 受付 {I'. J.j u 

氏 名
H ( 

現 住所

勤務先

年1直卒 回生

卒業後の

日告 JJE 

'f:;~. ~'功

11M口 時 ~ Hキ 11M口 Hキ ~ 11キ

アルノ〈イト sIrt日 時 ~ Hキ 叫1:1 11.¥= - 11寺

UIrI円 時 ~ 時 11M円 11.¥= - 11ギ

告白 N iif 勤 Pl アルノ〈イ ト 111/昨日目
勤続 lこ

対 する 勤務地、条('1二等に対する希望

希望条件

名古Ijlrli・千回区十1首Ji:町lー 100

愛知予院大.，;::尚宇部同窓会

愛知県支部

72J占 (052)763-2182 (直通)

人中オセ ンタ ーJiJ 



歯科医師求人申込書 受付年月 日

4ノ: ね:

同'(r(1: 1也

地|メ: まま ( 

連絡先
作fリUí~.

まま ( 1111生

歯科医 名 l~お科伶i ~tゴ : 名 技工 :I~ の {也 ~， 

~R N 
治 1J.~ 台数 iLESI 、技工の処f盟 1、院内処出 2、技工所委託 3、 1+ 2 

職種・専門 経験年数 ( 年)

給 料(税込) 11・ Eゆf.~
lul 

1'1f!j¥1立

Jj_ u ケ)1分 )- 会、ι ケ付分

5AA 〈 ('J: 

アルノ〈イト料 PI/時間

予当 (~':OI!'m 11I 手当( PI 

JII 円

j':})イ汚11.¥'11:] 1・4生 ht!i.i立

会幸Il求人 案 内 側 掲・|古希 望 有 ・無

採川人以

II.¥， !日l

Jf~ 態

その他

l、至急 2、地 11.'，
1、'，1;¥. ~'U} 

2、アルノ〈イト

t'. tiJ.:iUli千伯区楠元町l一100

愛知・下院大・'(:(，付'(::lIH，il窓会

愛 知県支出11
I位以 (052) 763-2182 (II'L通)

IIMII 

U/f!11 

4ノ:

3、 )1より 4、その{也

11.¥:- lI.'i， IIMII 11与~ 11午

11キ~ 時、 >>/1111 11キ~ II.¥， 

人材センタ ー用
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炎、お III:~目・になりました . また， 当大乍に以ï~îWf

ザ:されていた本学第 3歯科有Ii綴学識庄のの句泰裕

先生には，パンクーパーに関する情報や安彦先

生を管II*!{介していただき，有J~~義な学会であっ

たことに対して重ねて感謝のなをJAべさせてい

ただきます.さらに， '，:;:; 1"1 tJjより終始御指導い

ただき，出張の機会を与えてJjIきました野U俊

英教授にも感謝しています.

今，大 学 では

愛知学院大学歯学部 歯科保存学第 1講座の現状

|百l窓会愛知県支部の先生方にはご健勝にてご

i首脳のこととイ手じます.fi1i!jtではございますが

講庄の引況を紹介させて項きます.ご存じの方

む多いと，t1.われますが， ~li:々の教室は，今年の

4 nより教室名の変更にともない第 1歯科保存

学教室から歯科保存学第一講座となりました.

現ギE，教室はJJR教授をはじめとし， If'J弁助教授

( 4 I III ~I:_:)，千四議mri (7 [jj] ~t) ，初IIhji講師( 8 

1"1/1:)， i支弁務削i(9回生)， 8名の助手， 3名

の~I手科専攻生， 2名の大学院生， 5名の非常問j

iW~向li ， 6 "i4の非常勤助手， 1名の研究生，およ

び小林典子実験捕手で構成されております.教

室では，毎年新年最初の医局会で!京教授より本

年J主のモットー(標語)の訓畔があります -

111"F-が勺出目プ で，昨年カ宮市凶lX.11，そして本年

度はなんとホ反行。です.教室員一同恐縮し，

反行の 11々 を送っています.

JJ;i教授は病院長でもあり，就任以米忠す?に対

する按j品，サービスの向上をめざし多忙な1fj日

を過ごされています.I京教授の尽力で医長 ・|延

町長会が発足され， 'P島事務長をはじめとする

病院J汚職Llの協力もあって会計窓口の鉱大 ・オ

ープン化，病院入口の自動ドアー化など制かな

l.(でも病院の改革が進みました.引在は移行JUI

で混乱がさ1::じているようですが学長の折示もあ

り病院のOA化も一部取り入れました.

学生教育については原教授が4年liii.後JUIの

ifllt設を担当され，一部を千田講師lが分担してい

ます. 4午後JUI• 5 i千百IjJUJの基礎実~Pl について

樹科保存学第 l講座 神谷ー有

は相11r，l講師をrl'心に教育していますが， 111'年よ

り臼簡光重合コンポジットレジン修復も実'J!lに

取り入れました.また 5年後JUlの臨床予備実習

および6年の臨床実習については向ヲ1:11))教授が

主任指導者として教育しています.臨床実習で

は各医11.は歯科保存学第二部庄のI~.rl とぺアー

を*llみ 1年を通じて 6-7名のこ;f:生を担当して

います.現在のシステムにおいては，学生の目

的意識の不足のみではなくインストラクターの

質の多様化，さらに他科との米ね令いやjL1者側

など社会的要求も影響して，思想からは程述い

状況であることも本笑です. しかし，誰もが現

状にii:':)足せず，将米に希望をもち後輩の指導に

あたっています.また，卒直後のI~:I床研修l歪の

教育は浅井講師が担当しています.4月に行わ

れる研修報告会の準備のため研修|盃とともに忙

しい旬:nを送っています.

次に研究に閉して述べてみます.-l，i近，「務英」
と いう ~i 葉がよく使JlI されるようになりまし

た.当教室も このli:fIll'lを認識してl臨床研究に1[足

り*11みポーセレンベニア修似，新世代象牙11接

行材，レジンインレーなどの新時代の修復につ

いて，早くから多くの臨床例を持つことができ

ました.その結果，これらの新たな修似法はい

ずれも京1It'J'ら しい臨床~))*を示すことがわかり

ました.教室ではこれらの臨床研究の他，各種

材料の桜若性やl吸水性について，1安治修復制i同

)1列車について，仮封材について，-t;J) l'fJJ II~j:発熱 lこ

ついて，的11の硬度変化について，t:均質のフッ

- 9 一
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素濃度についてなどいくつかの悲健(I~)研究にも

取り組んでいます.さらに訴題のiLU1 '0))レーザ

- ~fì械についても多)j而から研究しています.

以 1..のi司;1i)Jの{也，教室では;毎週木11/1¥11にスラ

イ ドによる杭例報告 '1'心の|副 ，j会を行っていま

す. しかし，件|盃以の努力にもかかわらず1 h~i 

教授から告められることは少なく ，「ダメだよ司

令'Iやってんだい」と百われ反行の1iI:11です.

また，教二riの壬|ミH¥I行事としては， h~i教J交のお

ととにおいての新年会. OBの先'1:との|災I"j旅行

(今年は篠ねをず定しています).前科保イ(''j':第

二講座と(え(存科術ノ1:古11との新人歓迎会，原教授

の同級生で当|矢川の比中小の佐野誕介先[;1::tlW 

による年 21日|のJ岳林 rJJi本l-tl でのw.野先生を IJ~

む会J(かつてに決めています)などがあります.

JAl教授のiι"~・まであと 2 "j'-と数カ IJとなり， 何

かと慌ただしいですが教主itー|日]，これまで以

卜.臨床，教育. (iJf先にJJjlJむ所作です.未来にな

りましたが. 1日l窓会愛知県支庁11の先生方のご多

=ドとごif，WMをお祈りIjlしLげつつ新をおきま

す.

回 生 だ より

5回生(いつわ会)

lμi 

51ドい"1γ'1伝:がいつ迄も愉にな Iり)， I可|紡して1'1'1:1]芯;

識を ~:IH~干し ようと命名されました.

111'''H1) J 2 n，名古届観光ホテルにて，卒業

20周年記念パーテ ィーが開催されました.jilブj

より米たる友.100数名，雌大な会とな りました.

米軍fの)jは，学院長始め，竿・部長，病院長，そ

して忠n'liの20数字zの教授及ひ'同窓会役iしまた

阿以先'1:には，奥様ご同1'1"で参列して紋きまし

た.クラスセ任の平m教授におかれては，1)(:々

51百1'1:の印象が非常に強かったのか，学'1:lIij:11::

のエピソー ドをlり111京にお話になり ，20数年Ijijの

;(.:き H の・l ~が11 1， 11の女11く，数々 ， 思い，'1'，されま

した.

fjijllllの10川年には，大根によ り的型彫刻のコ

ンク一作を行 った様に，ユニークな余興で干i名

ないつわ会ふ今lulは，五輪会の名の主11く，安

全に入れば，一致団結，同白押 しのゲームに市

況を呈し，20年の雫白も一気に吹き飛ばし，学

生時代の瑚H，Yt成を持現して，班長の指示の下，

教授も加わり ，Jj)l対抗のゲームに-31ー誕し，

一瞬のうちに，余献を伐し'去;会は終了しました.

しかし，これからがいl窓会，その後は三々Ji々

，"'1:¥1同志が二次会 ・三次会へと繰り 出 し，深夜

迄語り， m，い介い 1I 1 ~どを i!4めました. 又，その

夜は夢を兄る川なく }~~ 11 -'/1:uJには， 30数名のゴ

ルフ組は，女性 2人も う記え， オ〈名i'了1丞ゴノレフJ坊

に:!Rまり，気の介う ，，， q/l J述と~，~に， 1E心に返っ

て向球と戯れ， -11を過ごしました.学生時代

には，よく 11泰寺の.r}ll人代Lソフトボールを楽し

みました.そこでIjijJlIlはこれら班対抗のソフ ト

ポール大会を n進学合のグランドで行いました

が， さすがに当年は，体))が許さず， ゴルフで

l¥e:↑挫し ました.バイタリティーで有名な 5阿佐

も寄る年波にはJl券てないと いったところでしょ

うか.

n
H
V
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いつわ会には，もう 一つ楽しみが付いており

ます.それは好評の記念誌です.今川も前l!!J岡

本長130名手主の参加を得て作製しました.

作人の学生時代の顔写J~. と北べて'ぶ紘写真入

りの近Bc報告を;1戎せた立派なアルバムです.10 

イ1'-1Ti:の心境が綴られ， ~年々その11年々の足跡を印

ております.この先何1111のアルバムが1'-'.米るこ

とでしょうか.

慌り沢山の企画の下，充分以能して，またや11

IIIJは外地ヘリ¥Iiって行きました.

卒後20年，歯科医師歴20年，人生なら成人式

のこの時です.やっと一人的になりま した.

5 1訂I ~I:一同，友情を保ち，愉となって終分野

でj'~'j献しようと思います.

今後A51!I1 ~J:: (~、つわ会)を宜しくおL9Jl~、致

します.

(文~~ ~'.Ij橋仁一)

-141 I!l E:I ・
15回生卒後10周年同級会

にニュージーランドでjfl~ff，された同級生の間的

秀之君に黙秘を絡げました.続いてご米賓とし

て出席していただいた学年主任の河合幹先生，

愛知l学院大学学長の小II!.忠孝先生，同窓会本音1I

MIJ会長の稲本ift先生にご悦古Jicを裁きました.そ

して， 三戸年同IJ主任として何かとご苦労をお十}トけ

した服部孝範先生のご発声による乾杯の後は，

懐かしい訴にイとがI咲いてあっという聞の 3U寺/111

でした.

小さい子供さんたちがIIJIび，走り回る修flUJb

も少々心配しないでもありませんでしたが，さ

すがに育ちのよいおJ方っちゃんお嬢ちゃんばか

り， ミッキーさんのビデオに釘付けになる子，

くじ引きに熱.，.する子， 黙々とパターゴルフに

励む子などそれなりに子供さんたち も楽しんで

いただけたよ うです.

お忙しい中を11'.J市していただいたご米賓の先

生方，ありがとうございました.全国から参加l

してくれた同級生の皆さん， 10年後にまたお会

いしましょう .卒後20Ml年は2001年，小さいほi

は速い未米だと思っていた211止紀の初頭です.

それまで元弘で頑帰りましょう .失礼 して故後

に一言，「おーい， 20J;'，Jil三は誰か幹事やっとく れ

私たち15川生も卒業後10il三を迎え，去る平成 よー!J 

3 (， I~ 8月11日(日)に名古屋観光ホテルにて同級会 (幹事笹森将稔)

を行いました.日頃なかなか会えない述)jの同

級'1::も，'I'，)応 し易いようにという配慮もあって夏

休み小のお設近くの FI11/1¥ 11というがj記の円程

で，米政も参加lできるような会をJllllilしました.

卒業生数163人と前後数回生の.，.では紋少の15

1旦|生ですが，ふだんあまりしていない家族サー

ビスの型合わせに一家で出版 してくれた)j，と

ても美しい， .:，.には一回りも年令の述う嫁さん

を辿れた犯罪者-のような方 (うらやましい .1)， 

すっか りオパハンに，いや失礼，成熟した大人

のイイ女になられた女性m:や，久しぶ りに悪友

たちが顔を合わせ，日lii夜からよからぬことを ・・

いやいやとにかくそんなこんなで84名の同級

供，ご家膝合わせて総数130余名の.'1'.府で思いの

ほか成大な会にすることができました.

1)トl会の目I~". 幹事あいさつの後， 平成元年12月

ー
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〔翠 医重囲翠盤蓋盟国・)

これからの歯科界を考える一一

2 J J 161-1 1'，1歯会館にて，愛知県支部主催(足

以JH担当)による学術排出会が開催されました

のでヰlith・いたします.

~lli rllliには医療法人-l'ilLt会渋谷病院院長の飯塚

fq犬光州をお迎えし rこれからの歯科界を考え

る」と起して講演がありました.会場は多主主の

熱心な先生ブjで満席となり ，1i'r科医師急噌や{止

中の保険点数引上げ等川!出の多い引状で，将米

に対する|品ト心の正月さがf日jえました.

~lli üi-iは先生のフランス及び米l "lm学の経験に

よる IltW的税肝にたったもので‘1術科医療の発

生から今11に至る多岐多織なl'サ終でした.

部 2次大戦後，先進れ1"1は間十Il:・11:会保防の

充実を11指し，医療も ifH見されました.そのた

めにIj訓i，歯科医師数を柄やし， 1云'1M'I~ も柄力11

しました. やがて限印liの放は柄え過ぎ， 医療'I~

もIltぶが負担lできないれまでになり，逆にjfilililJ

をはかるILl'代となってきました.特にl宙科|宍械

は必1J'iのものでないという 与えを行僚をはじめ

一般の人々が持ってお り ，医療'l~ jfI J制のターゲ

ットになっています. つま りが年利|矢療に対する

社会的，FI'11I1iが低い ということを芯J床しており，

- l:l 

講師 :飯塚哲夫先生

今後社会保険としてl勘平:H~脱却酬の2、地を望む

のは|村 ~ff，と，也、われます .

そのような状況で，将米に-{Ii引をf寺てる1ii去

としては，歯科医'1J史観 を変えることによ って，

1H科限r:'Ii&ひ'歯科医療に刈する，i'l'-1IUiを尚めてい

ぷ前科医療費のIIIJ釘l化を社会に認めさせるこ

とにあ ります.それには，向;ば修1~ .欠行i1>t1i縦・

前タl同!!itI:といっ た~I:j矢鋭的分~f'の外に ， II}陀外

利・的|人J'1M法・前j町内出吋;の|矢旅行為としての

分担fにやるべきことが111ほどあ ります.

今までのような考え )jとilい， 1'~:1科診械を医

療をJ主総として』引，~t築していくことです;1' (ilIi を刈

めることができるのです.またノトがそうするた

めの沢民な変換点にあります.

以 1--排出内容を要約しましたが，先生の 11本

の今だけでなく ，'111:抗l の)侠 lt と 引状をJ巴jJi~され

ての，今後のや~{利保へのjJ11椛，?は，大変新車1・で・

感銘を受けました.どうもありがとうございま

した.ilk後に，'1'，局n;さった泊先'1:，ホ{府連日・を

111.、"，された役員のみなさん.たいへんご苦労さ

までした.

(日;MflII11 竹111 茂 161"1生)
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(大島支援経過報告 〉

昨年 5n 25 nの本部同窓会代議il会に於い

て，大島支援1Uf，{制3，00075の決議がなされ，終

m支部同窓会Jji位で支援活動するよ う依頼され

ました. 6 月 23 1 1 の愛~II !長支古Il lí~:， 1時代議員会に

於し、て，会員数よりみて支援目牒額1，5007illlの

決議がなされ， )(1叫 fより早く後援会を組織し

て欲しいとの~却も，" '， されました. 1刊庄の班長

ならびに代議ilを始め として，各f庄の会員の

??々 様のl環かいご支援を裁きまして，10月末|こi

呪在で20，242，45711Jの支援をI頁くことができま

した.7月llHに1，510)iIlJを本部同窓会に送付

欽しました.ト|収制を超えた分の処辿に|剥しま

して， 11月911に支部liZW寺代議員会をHf.Jき.300 

万円を愛知県的科医師会政治jilltlの大島後援会

に寄付すること，又，技りはl14支部の旦IP:]'i.会決

議をも って有川に支弁する との決議がなされま

した.在、洪執行部と致しま しては，後援会の組

織作り は符!i，!支部単位でお願いしたいとの本部

同窓会のなI;-IJもありますので，愛知県支部の大

島後援会を結成する準備資金に残金の一部を充

てたいと考えてお ります.

会員背々掠・のご支援ごttlJ1J誠にありがとうご

ざし、ました. 私共同窓生より|五|政の場へ送り ，' I~

した唯一人の，我々的科界を代表する国会議員

であります.今後とも明々のご支援ごIhIJ1Jの程

よ ろしくお願い ~II し上げます.

DJI だより

-瀬戸班

堀 内 耐え (9回生)

瀬戸班は，幽:下tflll日l窓生約40名|付， I)f.J業|矢25

1'，います.地区の的科医師会の役ilにも，多く

の同窓生がi百附 して い ます. 会長 にはーI"' I..~の

嗣)J;'(義人先生，副会長には， 三1"1生の人ー竹勝'fr
先生，専務理・l ~には. -/I. 1日生の竹IU 'ìli:~{j;先生 ，

{也役員司!ζl~に， じ%の同窓生が， i古制していま

す.

lnJ窓会としては， 午:'nJIJな卒業は行っていませ

んが，瀬戸には，愛知l学院瀬戸同窓会という全

予告11，訂i等学校，'11'-;;=校，技工士学校の集まり

があ ります.今年も 2川15FIに多数の|百l窓生が，

小山学長をはじめ多数の米貨と ~I< に w: い， 総会

懇親会を 1lf.Jきます.

-港区班

福島俊英(8回生)

港区.FlEの'，:;(;11寺支部活動といえるのは，年 llITl

の港区.fiE総会のみである.

会計幸hifVと事業報告ーなどが，チョ ッピリで後は，

懇親会で騒いで御仕舞い.支部の年会貨もその

時の飲食代金のみ. そのJ.~会wは抑まらず， 会

計の財布は峰<.いたっ て心許~!It い . 他FlEが行

っているよ うな前副も目出な資金ブJもない.

以J二にて文1HI幸民告は終り となってしまう .こ

れではIl日制川紙の71ー目が，大71tに伐ってしまう

ので，少 しその言い訳をf!?いてみる.

地元の歯科医(:Ili会の例会が円に 1)主あるので，

大抵の川件は，その時に済んでしまう .よって

同窓会~!iULに集ま りを，何j立も持つまでもない.

又，向干'1'1宍印li会の仕事 ・別件などでJ[ZられるH寺

1mが多いので，それ以外の集まりに裂ける時II¥J

が~!If，い . そんな思出で年 1 1訂|の総会のみになっ

- 13 -
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ている.

他地区の活動と比べると，大分低制と，目、うが，

他地区班では，あまりやっていない， 当別が1'1

悦/1'，米る支部活動が]つある.それは，引参議

院議il大仏先生が，初めて名 11，庄の南区からdi

会J晶ilに立候補して以米，It，j区の隣接地|メ:とし

ての選挙応援である.

ili挙支般の 3.'~': セッ ト (政治資金 ・ 進学伝情-

1'1:介iiii説会の語JJL1)を111心に選挙期IIH111は，泊

先に応援活動をしてきている.

今年は，大島先生が，参議院愛知地方lべから

全11(11)<:の)jへ転:J'.されるので，同窓会あげてili

乍!必般に大変である.

、 l'lm:では ， 大 I(.~先々が， II(併1154:(1三に初めて di

会議11逃挙に立候補して以米13年間変わらず文

般的到jを行って米ている.その為当刻EのIlil窓

会々iiには，今1"1の.ii虫学応援のiT[要性について

は. 十分過ぎる桜.fT1t僻していただいている.

これからも当班は，ノトまで以上に大向先'1:の
ili>作!必般にカを入れて行きたいと思うので，大

.(.:j先'1:の参議院議11逃併での 1'.位当選を，お祈

りし?青を，おきたいと.巴う .

-昭和区班

増 111~I正広 (8 1旦|生)

II({利|豆では，79r. '11， 21111'1-:の植地洋光州を

市以に，29名むの卒業引がIJf.1業しています.

jlk近， 8 1 1I 1 ~t:の1及川貞じ先生が岐阜県多ifì比

へ， 101"1生の木村謙三先生も岐阜県恵})Iidiへ必

らJ.LJI.;にiiM長ってお られる椛子です.又，その

かわり，す'f¥，、先生ブjの人会が相次ぎ，平成 2"ド

!主に合川栄一先生，典的þ!~先生，丸山宏先'1: ，

'1'"災3"1三度は浅井l勝久先'1:.竹内総介先生，111 

同J，jt絡先生等が開業しました.

If(付1I 1~での同窓会の行'IQj:， f也大学のオ'，:¥"、先

' I : )j と一紺に年一|両1 :1立川での食~j~会， 111， "1:.伎は

松)1，U持lで11本料耳I!.を$しみました.

12月には，子供述のためのク リスマスパーテ

ィこれは恒例行事でもう 8年も続いています.

引イ[，班長で 9III I ' I~の山間裕幸先' 1 :の 11. 必lで工

夫をこらし. 色々1j-'J ~ を i1 lïllIl してお られるよう

です. しかし.段々と卒業生Ij{jの年令去が広が

る一方で， これまた，まとめて行くのに大変な

ようです.

人間，いつ，どこでどう変わるかわからない

そう思うと ，'V.々)'L々のとI:::i舌の'11にも，あたた

かく ，ふれあう 場所・を持ちつづけて行きたいと

111λ 
.1;.'、 3

最後になりましたが， 6回生の斉藤先生が亡

くなられ，今年2) 1で3凶忌です.この時ほど

淋しい思いをした・I~はありません.

御家族の仔峨のlilft忠lぷ と笹II~与さドz をお初りいた

します.

-北区班

ノド野孝則(8 IIII ' I~) 

' I~成 3 年度のf~f.iM，)Jを振り返って見 るとF.II~

深いのはやはり大仏.ii虫学のことでした.カンパ，

後援会名簿咋であけくれた-，)'.でした.今年以

の参議i~jj皇帝の 1 1 仰の比例代表に決定という，ì，~

を11りいたとたん，(f何|豆の 4年に 1)主.はj並併があ

るからな)を思いだしました， 6年にーl主なら

しょうカずないかなぁと'Jt住fしました.

地元，'1'，身でI，il窓生で，職域代表とくれば，J必

般せざるをえないと与えています.

「サルは木から必ちても，サルだけれど，議

ilは落選したらタダの人」と言われているよう

に， タダのt，j，'f科I~長にしてはいけないのて\ガン

- 14 -



〔・ドI~占 4 ir. 3 J 1 ) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔取 '12'，}) 

パルしかないか…. ただ当選したからといって

すぐ歯科斜がlリlるくなるとかの幻恕は侍ってい

ません.ハッパをかけられるときは，よくなる

かのごとく錯覚するけれど，やはり ，11歯広報，

愛歯ニュース匂;を凡ても，残念ながら歯科採は

すぐ好転するなどとはいわれていない.ありの

ままをiE雌に説明してもらったブjがあとの落胞

が少なくてすむのでいいと，思う.

卜l幽広報で，大.(:j議員は「医'lljはわれわれだ

けのものではなく，同民のものだという立場で

運動を凶JJf.1してい くことが， きっと私たちにと

っていい状況に11.本)iしてくれるのではないかと

思う.J と，述べています.一見，述1"1')に見え

ても，実{ま近illのような感じがします.

今後，ますます柿進して立派な政治家に育っ

ていって欲しいと思います.北区班一同，徴カ

ながら応援したいと考えています.

-西春日井班
秋田犬

水 野 晴 進 (9阿佐)

r .E~Eだより」を，「オミャーキャ ータ レ」 と fiíj

班長の:ll:卜.先生に非の大島先生集会のl時に言-わ

れ， JUJ限の I川末日に投稿したところ，それは

会誌のものと後11判明 し，JJIJに会報m械分の「班

だより」は， 2 Jll2r1とファクシミリにてHliもZ

され， Jn:複 してIJ日析を依頼され，いっそ|日!一関

前を と思いましたが， それでは支部会政の泌y~

になってしまうので，上記の組にて111:いてみま

す.今1"1， i良 t~の物J主と確信しつつ.

秋山火ーアキタイヌと発音して下さい，fJl:tE， 
J比家には，オス 2ii.((， メス 1îî.fi~n ・ 3 iitiおります

が，オスの一副は，我家のやんちゃ ~I:!の子にて，

まだ，生後15011，体.m25kgの巨大兇であり ます.

この子犬は， トンビがタカを生んだと '"しまし

ょうか，ノ〈然記念物秋田犬界てレは，::，名な人の十l

に迎い，4511でちらわれましたが，その家の成

犬2頭 (いずれも秋問)を，いじめるため，

1I;~: .m'M り '1 ' なのであ りま す. 母犬とは馴染まず，

成犬オスと'肘訂させj殺しさを調教'1'です.旬n，

R.の11I:，¥1i(調教と言わせている)に 2II，~':II:J位裂

しますが，手抜きの愛犬家の場合， 1 ii.点、11たり

] 11] 0分という方もおります 11宇年 9) 1に6iiti 

:J'，，;j1 ，徹夜で立ち会し、， 1りlけブ')，時庇におそわ

れ， 1 時1111だけ績になったのが速の尽き， 1 iiti 

のみ行く袋が破けてなく 死なせてしまい，今も

って伐念でたま りません.

r 11'jf剛健J，r豪放訴務J，決して白から他人

服ーを似っけない.ポチポチと我々，愛知県支持11

も王道を歩いて行こうじゃありませんか.本??

が少しlI'tたついでに，あーあ，もう，アキタイ

ヌは.オアトガヨロシイヨウデ.

-刈谷班

野村 享(7 Inl生)

刈谷収の近況を報告致します.

'1</ぷ4年 1月26[1 (1司IIliI円)に，刈谷ili民会的I

にて，愛知学院大病理学の((1山洋一郎教授によ

るr11 J庄町i峨の炎症と免疫」と，愛知医科大IIJ住

外科助教授の山田史郎先生による r'M:近の11股

感染杭について」の 2つのhif組で歯学会刈谷地

ブi会をIJnHll担当させて頂きました.メ1I谷収のみ

ならず，近在の同窓の先生方， 又地方歯科医州全

の先生)iにら出席mき盛大なIJA{lliができました，

!さ湖欽し ます.反行会を，告11心の一流ホテルよ

りも数段，料理・施設共張市な，12問自到J討材幾の

記念Jll生会館で行ないま した.話題は挑むiil勾特

に|民|する司王から業界の訴等盛り上がりました.

そして落ち着く話題は大仏参議院選でした.

後援会名簿彼待に，他地|亙の先生方もRMLiって

おみえですが，わが刈谷班も一致団結し， J也|又11

fC{35枚に設定 しました所，森問支部長の常災(I(J

な~)J をm きまして， IJf.1業同窓会.r~25名の I 名

、"，たり， 43枚強を礎併する :)r~ができました. まだ

終わりではないので，7月の参院選に)1，)(tて名簿

雌仰を更に培'やす努力をしていく予定です.折

511のliil窓からできた参議院議員ですので，よい

倒jきをしてすiくにも，luJ位当選を*たして引きま

す峨，皆さん共々頑張ってい きたいと，也います.

-旬
、
u-
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;齢新歯科医師会館，皇居見学会に参加して !
刈制 f 杉 浦

121=J 5 EI，平・l:!)J，名古屋駅から大仏議員の近

隣秘書の先導により，我々20名はめんで新幹線

に来り 込んだ.凶会見学，大品説i1.との而会，

11本歯科医師会訪liil等，いわゆる 「おのぽり さ

ん」である.

IF'I'，話も はずみボ京駅に降り立つと今度は

制光パスであ る.111.の多 さにはいつもの~J';なが

ら|刻IJするが， '1訂j'H:rにてパス を|咋り」111I色に

訴とまった銀杏の松木路を踏みしめると参議院議

il会館が現れる.

さすがに国の'1'航機関が集中する氷川IlIfJ日辺

は，r.rに「東京!Jとし、 う景観である.特護の

干刊誌官も多い.

大正 9年計j'コ_，17年の年月をかけて ，，~{手 1 111年

に完成 した国会議ïJ';J:~: (ム当時のill築技術の粋

を集めたちので焼くべき造 りであり共に一見の

1111iflli.がある. ま だ行かれていない先~I: )Tは是非

共次の機会にでも比三;:=する事を納める.

丑食をはさんだ懇談合は，大lb先生があのP

1< 0法案の審議のJ~~t'11で大変慌しく IINHIJは20

分科であったが， ITIJ窓匂同士というのは顔を見

ただけで気持ちが.fllj且ずる と言おう かそれで十

裕孝 (81I1H:)

分であった r比例.tN-.(で全|五| を 匝| るという 'J ~が

これ科大炎、だとは，まいった.J とついつい本i'r
もi!uらしていたが，それでも我々 をノ〈スまで凡

送っていただき大変恐縮した.

次の.t;u万は 21時HIJち巡 り歩いてただ疲れた.

あの'..:';'1'11，免??会の，建物と天主誕生|二lに皆が肢を

振るイifJ-の広場等これもや1'々 印象に伐っている.

そして故後の FI オ~t~i刊l I9~ r: llj会館にやっ と Jf く

と，人火(いりまじり)市務が待っており ft!

外の歓待を受ける， j"Aにはなかった'1'阪会長

とも1M会でき皆々緊娠した.こちら に1lllHのJ誌

をりえてくれたり と大変れをつかってくれた.

又 ， 主1!物 |付部を入交 'I~;:;坊が先頭で案内 し，孜々

のf去を'1'/京会長が';[1丸をii'iして回るといった光

公 もあり.会長の人柄、tl:絡の一部を物語って

し、ると ，Zえよう .

この様なよ(-定外の~1'f しいτjÇ ら多く ， ノト川の こ

のイlモ Il lil は lI ~i:機を得た(I~) (i'(t(なものであり大変府立

北であった.紙ifliをH'I'りて令匝l立案された先生

には感謝Ijlし上げる.

大lb先'-1-:が立iJii:に当選する桜，背で頑帰ろう

ではないか.
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