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第15回代議員会 ・第16固定期総会風景

拶 支:~Il以 森田

執行部を担当して一年たちました.相互扶助システムの発足，大品支援

についてのお願い等例年に無くお願いが多かったにもかかわらず，ご理解

とご協力を明 き心より感謝申し上げます.

'- 6月にブラジルで聞かれた地球サミットは予定より 一日附えて 3日間に

なりました.?pi，説を希望する国が予想を上阿ったためという .環境問題が

地球税模で(地球問1mを合む宇宙空間lを合めて)国際的に検討・せざるをi誌

ないl時代になったわけです.我々の身近な所でも，環境の変化による惨状

を強く感ずるようにな ってきました.地球にやさしい商品とか，環境にやさしい商品，地球にやさ

しい生き方が必要等という 大変耳に'浮きの良い2・必が兄受けられるようになってきました.環境破

峻は阿復不可な状態にまでなっているとも台われています.次WJの参滋院選の争点に もなるであろ

うと各党も取り まとめに1QJいているとのことです

すでにご案内のように 6 月 20 日 の大向後援会の発会式には多くの会1.1の皆般の参加を得て，大‘，Ç~I'j

J義J~ を力づけてあげたいと思い ます.

さて本年度も学術をはじめ多くの行事を予定しております.厚生事業は昨年度より内容を一新し

ました.是非ご参加下さい.きっと良い思い I~I 'I となるでしょう .

地区歯科医f:m会で支部長(会長)として頑帰っておられる同窓生も多くなりました.今'.I'.J.主の渉

外の新しい企画として11i]窓生の支部長会を 子主 しています.M~I，ご参加 |ご さい . 魅力ある同窓会に

するために色々なご芯:比を明きたいと辺、います.

環境問題， I日l窓会事業，大島後般会をIj"ざわりの良い言葉や掛けJ17だけで終らせないために，私

たち一人一人がfllfが山米るかを其剣にな って考えなければならない11.りtIIがきたと!よlいます.それら
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ーつ一つが積み重な って変化を起こす大きな力になると忠います.

伐りの任期l一年間次への発展の為に役μ-Ifil心新たに努力します.

t;竹宮)jのご支121とご四!角干をお願いすると共に 説々のご槌勝とごt1iN{，Iを祈念します.

第15回 代議員会議事録

HII.'，: ζfL/JA 4 1f 4片1211 (1111起日)

午後 111キ~午後 21"¥:30分

.l'JM好捕元学合法人*l~112 F大会議室

1. iJH会 の計 {主 総 刷支部長

2. 代議μ氏名点呼 II~ J~}~J 

代議042~中36t，出席 (委任状は、 2 班よ

り提，'IDされており代議1.1会は成立

3. 支部長技拶 森川支部長

4. 米貨挨拶 本詳111ロl窓会成田会ー長

5.議長 ・副議長選t'I'，

議長鈴木，UU資先生(豊)11) 

MIJJ義長水野苧!!リ先生 (北区)

6. ，:.Ñ 'J~鈴子守名人iíï ，'I'，

ノ'J，?~ b:fK樹先生(守山)

'，'. I11 作先生(熱田区)

体I科医~f，t l1iJ姐研究委員会辺委1.1.&

H机J対策委u会 位脱委H長

f1i1 d)(UJJシステム委員会 訟森安Ll長代111¥

製作 1581t，人会

(4) 監査幸lih 山 間 監 事

厳正なる監査の結果，適正と の旅行

8. ~.表 )J~

(1) 平成 3{1:.1.立収支決算の承認を求むるf'(:

栄子多数にで;Jえ認

(2) 予jぷ 4 11:.1.立 'J~~計画案の承認を求むる 件

(3)平成 41('.度予算案の承認を求むる件

(2) (3)について採決

J握手多数により*~??

9. その他

(t.:_雌MIJ;支:'fII:l止より ， 6月20LI V，~l拘会館 1':

7. 制 作 て予定されている「愛院歯愛知l大仏会』没

(1) 平成 3年度会筋線作 立総会」に多数の出席を要討l.

(2) 予)J文 3年度'Jc業報;1;. 10.閉 会 の 併

(3) 委o会報;り |坂上 ;I~IJ支部長

第16固 定期総会議事録

Ll II，~予/J.文 4 fj:. 4 JJ 1211 (LI 11/，1 n) 

午後 211キ40分~午後 3Jl.~ 

場所楠;I::}:合法人本代11217大会議室

l. 1例会の肘

2. 支 :~II.&i夫J多

，1' ~!T-;，\'J支部長

森 川 支部長

3. ，1農民、刷滋長選，'1'，

波長;.K!M('苧J!lJ先生 (北区)

副議長鈴木議成先生 (~JI I)

4. 議'JCU持名人ill.'l'.

5. ~Il ;t;. 

;'，;; 111 ) J犬先生 (中村|引

い川 作先生(熱ITII反)

(1) 、IL，戊3年度会筋線;1J

(2) 平成 3if/.丘 'J~業組公

(3) 委1.1会幸1ih

(4) I，~ii.究 '~U;I;. J.庄川能事より、代議J~会にで

事U~I;. ~斉の肢査報告を、 I'fl丘行う

6. ，I./l! ' J~ 

(1) 、1:1.11比311:.1.丘収支決算の承認をボむる('1'

准 F多数1':より承認

(2) 、1'-/1文41V.I立 'h業 .ì~同案の承認を求むる ('1'

(3) ヂ1I文4年度 (.'g.案の承認を求むる('j:

以 1'.(2)(3)併せて，挙手多数によりノ芥認

7. その他

8.閉会の肘

!!~ I，¥IJ支部長
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平成3年度 一般会計報告
白平成 31，ミ4)J11J ゼ ‘ドJJX.4 11'-3 )-j 3111 

総収入組 116.754，457 

総支，"'，古f( 15， '161，979 

走'jI伐古Ji 31. 292，478 

平成3年度 経常費決算明細書

(11見入の郎〕 (1' 1) 

.f'ト 11 
'li'l反3{1'1.ll: nnn '1勺蕊 3iFI.ll:決57-'Ml 比 較(ム ・ 減)

;火 Ij{ 

1.一一 般収入 ~二、L、 't'l 17.400.000 18.131，588 731.588 
((1.450人) (1.511 人)

2. ~ ~X 人 手'J -rL， 、 .々rs、， 1.000.000 3，095.986 2.095.986 

3. Ijij{"・1文総経全 25.526.883 25.526.883 。
ノ.a，、 ;n 43.926.883 46.754.457 2.827.574 

{文 ，' 1'，の ~H) )
 

-|
 

{
 

H 口
''''1反3{ドl文rrr.古H ヂ1蕊3{I'.J主決算縦 比 似 (~ ・H ・ ..i成)

;v; I頁

1 . 'I~ ，(1， i{~ 事務川術品(コピー代合) 600.000 648.817 4 8 . 8 1 7 

M奇1.1給料及びバイ ト(¥: 2.051.000 2.055.200 " . 2 0 0 
泌 総 会 ヲl当令 227.000 227.000 。
J山 y~ 2.250.000 2.249.040 ム 960

，'， 1i)J i長 作 手数料 303.000 2 9 8. 1 1 9 ~ " . 8 8 1 
fJ/1I 8826 2 8 '~ 288.000 283.687 ~ 4，3 1 3 

5.719.000 5.761.863 42.863 

2. 会 ;~ t'e .ijE 長 l'ι h 'l'l 900.000 897.760 。2目 24 0 

fえ，. u メ.ι与‘ 'l'l 132.000 1 3 1 .7 3 0 ~ 270 

代議H会 的 ・総 会 的 100.000 77.860 ~ 2 2. 1 " 0 

If.i 1; t'l 60.000 103.628 43.628 

委 u 1; 与 ~ 781.000 537.056 ム 243.9'14

1.973.000 1.748.034 ~2 24 . 966 

3 . ・I ~ ~ 't'e も少 タト 'Vl 1.050.000 943，795 ふ 106.205

*Il 織 t'e 450.000 436.080 ~ 1 3 . 920 

怖I '{'l 1.300.000 1.300.965 975 

ノ“ι;，. 十11 '.000.000 994，000 ~ 6. 0 0 0 

版 t'e 1.000.000 1.134，500 134.500 

助 成金(攻 ・中jf.i) 1.140.000 780.000 ム 360.000

1'[. 1: hz +止 'l'e 700.000 621.403 ~78 . 59 7 

?守 i前 事~J t'l 1180.000 480.000 。l

JI・ 7.120.000 6.690.753 ~ 4 2 9.24 7 

4. '1' ))と t'e h'i ，i}J t'l 250.000 250.000 。
'''J t量 t'l 300.000 277.090 ム 22 . 9 1 0 

ナト '{'e 250.000 299.295 49.295 

5. 1'[.'1: n'.¥IJI:'{'e 300.000 334，9'14 3 " . 9 4 4 

6. ;盆常 的(文部長 'l'r.d}) 。 。 。
7. f' 陥 '{'e 1.504.883 100，000 ム 1.404.8831

8. 文部特別~II(，桁令 26.510.000 。。26.510.000

9.総fト越 イli: 3 1 .2 9 2目 47 8 :31.292.478 

JI・ 43.926.883 46.754.457 2.827.57" 

( 3 { ，'.J文収入イ~J t 46.754.457) ー (3{ド成文1""介，11'15.461.979) = 次年J文総経令 31.292，478 

3 -
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平成4年度経常費予算明細書

自平成 4'F-4月 1LI 主平成 5年 3月31R 

(JllI.人の部〕 )
 

-I
 

(
 

科 H 
よ11.1此3{I二度予算額 平成 4{I'-IJt決算術i 比 較(ムー一-減)

、以 fji 

1 一 般収入 1:ι'; 'Pl 
17，400，000 18，000，000 

600.000 
((l，450人) (1，500人)

2. 14t JIX 入 キIJ .(‘与l、 空~; 1，000，000 1.000，000 。
3. liij{1ミJ主総経金 25.526.883 31.292.478 5，765，595 

f子 ;11' 43.926.883 50，292.478 6.365.595 

〔文11111の告fO (PI) 

手十 日
'Ji.I.此 3Jlo]曳-('rf_傾 平成 4JpJJt決ri:Mi 比 較(ム……減)

欽 I頁

1. 'J~ 務 'Pl 務 JTI HE 1811・1 600.000 650，000 50.000 

事務II給料及びバイ ト代 2.051.000 2，400，000 349.000 

退職金引 、11 1;: 227.000 227.000 。
J山 2.250，000 2，370，000 120.000 

1'1 [i)1仮 谷 手 数料 303.000 305，000 2 ， 0 0 0 

UE nEH 3 'L'i 288.000 100.000 ム 188.000

5.719.000 6.052.000 333.000 

2.会議 'lllIiE 長 ぷ品λa‘ 'L'l 900.000 500.000 。400.000

i交 1，1. ノ~ 政、 132.000 132.000 。
代議只会 '1!1 ・総会的 100.000 100.000 。
監 ノZ、ζ Vl 60.000 60.000 。
委 !-J. l'一h、 'l.'l 781.000 640.000 D.141.000 

ï~ 用 弁 f1i: 348.780 348，780 

1.973.000 1，780.780 ム 192，220

3. ・I~ ;巴 "l.'l iル タト '.l~ 1.050，000 750.000 ム 300.000

長Il 織 'l'1 450.000 460.000 1 0 ， 0 0 0 
.、f: 体j 'l~ 1.300.000 1.800.000 500，000 
メ諸民、 判: 1.000，000 1.100.000 100，000 

J:ti !的 1.000.000 2，000.000 1.000，000 

助 成金 (:!iE • .予術) 1，140.000 1.140.000 。
J!l 1:: も官 ~JI: 'lJl 700.000 860.000 160.000 

千干 }右 ri'i 査~] 'L~ 480，000 480.000 。
;11命 7.120，000 8.590.000 1.470，000 

4 中 央政 i~市 !fi)] 世i 250，000 250.000 。
内 1ガ 'l'l 300，000 300.000 。
タト J先 'l~ 250，000 250.000 。

5 目 ]!f' f :封。H'II: 'l~ ~ 'l~ 300.000 300.000 。
6. ~ 栄 'I:~ (文部長 ・監事) 。 500.000 500.000 

7. r-協・t~ 1.504.883 2.269.698 764.815 

8.文部特別準備金 26.510.000 30.000.000 3.490，000 

ノ0- ;11・ 43.926.883 50.292.478 6.365.5951 
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平成3年度事業報告

~p tl n u/t[ rJ.] 'ff. /..j 名 !~ 所

3. 4. 4 本 会;n ・ ~l~務1託子t 4tJt・.升，'aヲ11戸」 楠元第2会議室

11 11 知l多班乙'1:術活動 :'f_; 体I知l多Ili保健センター

7 11 2 1111 ~鈴木允彦君('1'村区)ご尊父逝去 ffl 

11 /1 '，:;1; 4覧会 会 補元第 3会議室

10 7]< 5同生111村手11Mは¥(株12Dご母堂逝去 )!f. 

]3 1l1"I'I'Jnブ';il:3.QJg(盟:jjfF，)ご坊父逝去 11 

14 " ;:rn41"1代議II会 ・第15回定lUJ総会 会 法人本苦11大会義*

II " 101"1 ~L:総本jl~ :;{_\" (J.!t IR)ご尊父逝去 Jt!. 

18 木 i l!f.dJWr:jl!ifii'iffU} ::jf: f，jir Ll!f.d商工会議所 ，竺-

20 '，:;:;.f者会 :'f: 楠元第 3会議室

5. 1 yド 班長へ班アンケート送付 車Il 織

2 木 )!l ~I~ /..j会議 )!f. 

3 イ校 7 I"I'I-:M野間お(海部1)ご本人道去 I1 

9 ;+: 学科f/..j会議 -与 ff.f 楠元第 3会議室

" 11 第]1"1会m..j会議 ~ liil窓会主

11 j: 組織品会議 *Il お占

" /1 181"1'1=:柳瀬主主雅;g'(昭和区)ご1:;'父逝去 }!f. ~-: 

]3 )J 第]同-I'1I]i.扶助システム委只会 小委 H会 楠元第 3会議室

16 オ4 !:í~ ] I "I ~'::記!功会議 全 柿元第 3会議室

20 ) J 25同生へアンケート送付 長Il 4放
22 ノド 中市l区班会 11 

11 11 20 1"1 ~:J，脱出f似ìfì君(瑞穂区)ごI浮父逝去 )!/ ~: 

23 ;+: 7it務会 全 「稲本」

25 liiJ窓会*古11代議ft会 ・総会 ヨ〈山会館

/1 11 第]1旦11交H会 全 楠元第 2会議室

27 ) J 61"1生小野'b_:jc;l=¥'(:::fl]l)ご部父逝去 )f/. f七
/1 /1 会Wfl1i)}'J1き落し よ~、

29 7/< 1l 1" 1~~伊藤彰お(天白区)ご尊父逝去 }lf. 

30 オミ 第 21"1'.'::記/;;j会議 " le. ，‘iじ~ 楠元第 2会議室

11 /1 学術/..j会議 wr 同窓会室

6. 6 オ〈 前科医療IilJ組研究委以会 小 委 H会 補元第3会議室

7 {rr rrlZH会だより J送付 イolte 守己

]] 火 第 ]Iiil参与会 忌f虫 ). 楠元!:i'i2会議室

13 ォー ;:r~ 3 1而li!?記}..j会議 4仕 梢元!:i'i3会議室

15 121"1 ~1:鈴木勝久::/c! (盟)11)ご尊父逝去 ]l正

20 オく 渉外会議 i!T タト

/1 IJ 安J;1U:lEq:術i丙iiJlJ} .・・!. 11[.[ 安J;&il'fj工会議室

11 11 1 81" 1 ~1: :;IU也立除草%(rl'村lぎ)ご坊父道去 )'正
23 11 第 21"1-1'11丘扶助システム委n会 小 委 11会 Mi元法人本音11会議室

/1 /1 第]l" I ~IIlï.tUJ) システム述営委民会 /1 楠元法人本音11会議室
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{F-)-1 R Ifl~ lλl 守子 局名 jb~ 所

3. 6.23 日 臨11#・I-¥:J.投Ll会 全 Ti.j 楠元法人本書11会議室

1/ " 第 2阿役H会 1/ 続l元法人木部会議室

24 月 121旦|生h木山:{j'(緑区)ご尊父逝去 j!J. 生

7. 1 )'1 131"I ~t 'I ' 川美総さん(瀬戸)ご:i.~:父逝去 j!f-. ~t 

5 金 11凪生-}IJ'防.oH:J)ltお().毛北)ご坊:父逝去 1/ 

/1 /1 「役11会だよ り」 送付 ヨ己

10 7)< 春日:l1:IjEこ;f:術的{l)J ，寸~f:・ 体1 レス トラン「瑞聴」

13 土 第 1間前科医縦1::1組研究委員会 小委員会 「聞手1I1.;!IJ

18 木 i:ll 4 IIII ~ '::記 j"j会議 会 局 楠元第 2会議室

/1 " 第 11111r会誌」和li1t委11会 J、三(: Wi 悦i元~~ 3会議室

/1 /1 第 21m会，n'j"j会 議 ~ι~ 

19 金 15回生大森俊樹;(j'().毛北)ご尊父逝去 厚 ~t 

20 土 第 11111班長会 全 局 ロイ ヤルホテル弁天1*1

/1 /1 第 4回班長及びmt拘組事、釜 ・部・委H、!Ut，お政
述思lJr~ ・ 地区役11 . ll，~歯代議1.1 と 同窓会愛知県支

音11役!~ との慾"炎会 渉 タト ロイ ヤルホテルぅ1;'天1m

27 土 第 3fiil役1.(会 全 ι1 hlj元第 2会議室

/1 /1 '1' r':jJtE::{:術Uij品)j ~f: 下frf ~':i!;駅 ，jij ビル

30 火 「会科目J40J'7発送 ヲIl叱f 昔H日'-

/1 

" 第 3@HI日1:扶助システム委員会 小 委員会 .j#j)己完~ 3会議室

31 7)< 1'1"村l豆cjf術活t1iJJ ，"!. 体I 4立 l二| ビル II~際サロ ン

8. 7 水 i:ll 5 11111
'
:記尚会議 2" lt "2日'- 同窓会主主

9 全 「役H会だよ りJ送 付 11 

13 火 第 1fiillLl'品川策委11会 会 同 楠元第 3会議京

18 日 '*三i百I中術脱出会
..~t. 

体I 「作防IMIJ

OWU¥lli:飯塚f千犬先生 ・中村IIB二先生)

22 木 渉 外会議 担jよ タ十

11 " ~~ 2 1111 r会誌」制*委員会
，.:t. 得I 楠元首~ 2会議烹

/1 " 刈谷班~;::術i丙{i)J " r/j(品'::I;J

24 土 第 3同会日|・j"j会議 ノz、、
27 火 第 2同H年j"j).t策委以会 小 委員会 相j元第 3会議五

/1 11 25阿佐後藤守，'rfi:{';(が 日 井)ご~'.父逝去 i'l 生

28 7)< 121111'1:長谷川栄夫.+{(森日弁)ご尊父i鐙去 /1 

9. 2 月 1 Inlll:rl' r.~火JIU\' (jJlj，'i: L1 1 1: ) ご flJ ~止逝去 j'ょ 生

4 71< 組織川会議 品Il f~& 「イとかんざし」

11 11 i:ll6 Inl ~ I::~じ川会J JeIt g H3n 」 同窓会主主

7 土 第 11111ブロック 別班怒談会 五U 4抜 楠Jげ~ 2会議二信

8 上i ::f:WiJ，'ltiji-i会(ii明n長先生 ・UJ"，進王子先生) Jよ{.; Wi 楠元第 1J~~-&釜

11 71< 歯 科医療|il脳研究委民会第 1小委H会 小委民 会 ~ï!.，j;:i 7'J ンク ラブ

12 木 プ ロ野球観戦 lヰ 生 ナゴヤ球場

13 金 第 31ull時]"jM策委11会 小 委 員会 楠元第 3会議主

14 土 愛知lUt!批判口l窓~\治会 渉 外 不ニパークホテル

- 7 -
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51~ Jl H 11M |λl 宅すd芳z一 !品名 JLj 所

3. 9.14 二仁 第 1問地区学術実行委u会 C.{C 一'出・3功労骨MII:会館

17 火 181IT1生伊藤文-:[';(1芭.1じ)ごJ，'"f父逝去 )tf 

19 木 第6回i'f記町会議
" 

a員じ. 楠元第 2会議'キー

11 11 2 回生吉mirill;{_~ ('1'村民)

5回生古m定うたれ(熱111区)ご尊父逝去 Jtf 生

28 j二 第 4回役.n会 全 局 楠元第 2会議室

10. 2 水 7 1IT1~1J11ñ1奈良 ifìA 'j (i額戸)ご本人逝去 J!f. 生

3 木 第3回「会誌」細*委u会 学 術

" 11 9 凹~Iミit竹JE:久治(熱 11 1[豆)ご l辻堂逝去 J!f ~~ 

4 金 9 IITI ~I~ナj 羽正-;( '; (小牧)ご羽.父逝去 11 

5 j'. 21問主t:竹内住人，LI"l'HII)ごJ，"'J:父逝去 11 
;.:. 

8 火 「役u会だよ り」 送付・ 11 
ヨE

9 ノド 中村区ffl:秘会 品Il 織

11 /1 第 4 回会計J"i会議、会~I・ 'I 'r:[J~交 lユLミ 補元第 3会議:f.:

11 11 15回生術品+1I;Aとれ(緑区)ご劫:父逝去 J'! 生

12 よ 常務会 イと 同 楠元第 2会議ネ-

" /1 緊急役民会 11 楠元首'}2会J義主

" /1 昭和l区班JiF.会 長Il t<'& 

16 11 歯科医j~I::1組研究委H会第 1 小委員会 小委 H会 名ilo尿マ リンクラブ

L7 * 
第 7IITI告・記}功会議 4" 1e: 守己 楠元第 2会波市

11 11 的科医療|日l悩研究委H公立~ 2小委員会 小委員会 楠元第 3会議室

19 上 16回~UJllj{j助犬An小牧)ご慈父逝去 J'! 生

24 本 第51ii]会計局会議

25 守T 3 匝I~川地利IIJWm l丘)ごJ，"'J:父逝去 llf 生

26 土 第5回役H会 1: 局 楠元第 2会議家

27 11 学術滞iiii会 (i丙:JI'優先L，-:・川'1'逃平先生) ，，'1-: i桁 第 l講義五三

30 ノド 名東区巧E班会 *Il tf& 

11. 6 水 2回生天野巡-:[J'(盟JII)こコラ4父逝去 ￥f 

11 11 「役員会だより」送付・ .':= 雪t.e

9 J: 臨時代議只会 Jと 法人本部大会集定

/1 /1 第6匝l会，il')，，)会議 〆ユ台4、

12 火 第4I!III侍応対策委H会 小委 H会 楠元第 3会議室

16 第2回愛知県歯学I;il窓慾訴会 t'Jよ 外

1/ 11 小川区班、|前l附班、班会 m il'& 
11 11 第 2問地区己主Wi実行委H会 fJf.I 一出勤労も悦11:会館

L7 11 ~3 保存学教宅との犯しi炎会 " tf~ 4セミナ一五

(市'~r:n i :山川町;三先生 ・稲iIl本司先生)

11 " 学術担当者司の*い f，r'I 第4セミナー屯

20 ノド 歯科医療問題研究委H会 小委 H会 ライオンズプラザれ ，loJtl

21 オく 第8回苦-記)"i会議 eIt， . 日己 楠ー元第2会議室

11 11 10回生随川年tt.Mt.;ft(北1:>0ご尊父逝去 )'f 

23 J: 2 回生市総利典A~UkifllOご令妓逝去 11 

27 ノド 2固さ佐藤UI-iHII.{¥' (1{f 120ご/:t堂進去 11 

- 8 一
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fド)J11 Oltl 1"1 .宅千 I"i 気 I詰 所

3.11. 28 オー 第 4回「会誌」編集委n会 '''(: 術 楠兄努~ 3会議室

11 11 盟-!fF.i崖美JfE'問川.ijEJff会 剥l 織

30 第 6回役11会 "'?-: 「とり婆」

11 11 知l多現EJfE会 *IL 撒

11 /1 名東区JfE耽会 /1 

12. 4 水 春日井JfEJ1E会 正IL 撒

/1 11 第 7回会計同会議 -1、，、 日1・

5 * 国会、主I.l;、新t4~科I~話11;会館比学 I!/. 生

11 /1 「役.t1会だより」送付 .. 7.e 
6 イ長 「会.n~簿J r会科~J 41 ¥;ー先送 組織 -A記

7 よ 「大仏よしひさをはげます会」 ~ 愛知県歯科医師会航

11 11 西区班学術前~J .":. 1桁 「願利倒」

12 コド i:j181"1会W"i会議、 「算編成委Lt会 点.L;、L 楠元第 2会議室

15 11 16回生荒木俊tn (名点|玄)ご尊父M~ 1'/ ~t 

16 J-J |白l窓会本部との総務t会 楠元第 3会議室

18 Ik 歯科医療問題研究委Lt会第 2小委11会 小委 11会

19 オミ 第 9図書記局会議 .. ~è 楠元第 2会議室

23 J1 4回生I呪Jil.紀子さん()副t)ご的:父逝去 Jfl. '1:: 
28 第 7凶役11会 4そ Mち

4. 1. 10 イ校 6 fITl ~主将1 ~釘:1毛キィ~(II{HII [孟)ご掠父M去 I'f 

11 11 rl交H会だより 」送付 J ，Ita : ~C 

13 H 2 1叫生i支fI・楽町I;"[~ (愛収)ごI:t':;(:i:![':l.{ )'/ 

16 * 第10回~ì l !: ìÌèJ功会議 " 12: ~c 楠元第 2会議室

18 第 21iilブロ yク月IJ慾談会 m 議弘 楠元第 2会議定

23 木 17恒l生中谷光:&;.:n( ~~V 11)ご的:父逝l~ }，/ 

11 11 第 Hfi綴学教室教J受竹花ltifì先'I~ご本人逝去 11 

24 イ訟 21同生大仏久{J~.n(熱UIl孟)ごJj:父逝去 11 

25 ぶ苅l新年会 "'?-: j寸 米山会館[

11 11 第 81111役.U会 11 楠元第 2会議己主.

11 " 第 3岡地区学術実行委H会 (. wr ー・自・勤労綿布t会官i'{

" /1 第 9回会 計同会 議 ~ ・
26 " 向学会 ・ 同窓会~1.; lm乍術講iíÎr会 -戸 術 刈谷Tli民会館

(講師 :(1色111洋一郎先生 ・111111火[!II先生)

30 *= 新卒者説明会 m 織 末戚耳~ 4教室

2. 2 " 常務 会 4で 1"主 楠ョ己第 3会J段宝
/1 /1 3111E佐藤)1:宏次-7';(?~! 1 1I 1豆)ご I:þ~;;:逝去 1'/ 

11 /1 21阿'I~~':j柳みさ子さ ん('，::Ut!ilごJj:父逝去 /1 

5 Ij( ri!i.ti.会だより」込f・1・ " le. I{~ 

6 イミ 101111生!M沢祥リ}.[n小村l豆)ご I:Þ':;;~逝去 I'/. 

8 9校会議 渉 外 ロイヤルホテル弁天1111

11 /1 12回1.:'1'村ー河川(小ね)ごI:t':;;:逝去 )，/. 

13 木 第 5 阿「会f.i~J 編集委H会 (. 符I 「木1;〈'路」

- 9 -



〔杓&:'1 {ド7} 1) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 ( ~ 43サ)

~Iミ )1 11 日/r1 内 .有毒 }"j t. j~ jiJf 

4. 2.15 第 2r而I.ijE長会 .t?-: オ〈山会館

16 11 J也灰学術~/tïìiií会G抑Ili : ~Jij~ i/r );;先'1:) 7: 符i愛知県術科医師会館

17 }I マスコミ (NHK)との怒J災会 i歩 外 仇，'i}込ターミナルホテル

19 ;Ic 1 71111 1:永井孝:(\. (愛~~~~)ごヴ父逝よ 下/.

20 .-1-: 第111"1.，'::記同会議 blt t ;!~ 楠Jê~ 2会議室

24 }I 7 lillノ1:小川松弥;7';('i"豆)ごめ:父逝l;. 干;.

26 ノド 181111 ' 1~花木俊治:{'; (~引 11)ご的:父逝1; 11 

// // 7 1"1生~7j椅i' lilINl~ (ーは) ごJ:þ常逝L " 
27 イく 竹花教授歯予告H ・ 前科技 LJ.平 1"1 '・;:=校作 liîl ~ド 1: 楠元講堂

// 本 II!{布l区現E斑会、中術i百1i)J *Ilt'& .や材、j愛知mtit科医師会似

28 イf. 9 IIII ~I~武藤{~-:{~ (附崎)ごヴ父逝L }'メ

29 第 91"1役fl会 .t?-: 楠Je第 2会議室

3. 4 ノド 17川~Iミ 7f木九日\"(瀬戸)ご ヴ父逝L 干/.

6 イk 「役ii会だより」込H ，h~ 

14 第 31，，1フ.ロック別慾談合 *Il t従 楠冗第 2会議室

15 11 作日Jl':fiE班会 // 

// // l前l曲者JfE手術汗illJJ 行:r|品l崎前科医師会館

18 Ij( 前科医療問題研究委Ll会形 2小妥II会 小 ~ H 会 楠元第 3会議室

19 イ壬 山崎 ・12川辺E班会 車Il t.i~ 

// // 第121111{1::記同会議 :1e 楠J亡第 2会議室

24 火 261" I ~Pr.業式 ~~元議;~~:

25 ノド 「公判IJ421'}5e込 'lt t I!~ 

// 11 t~if科医療川題研究委II会第 1 /1、1!1l会 小委 H会 州兄立~ 1会議ま:

// // -l'IIH扶助システム委II会 // 捕J己完~ 2会議室

26 イく 61"1生奥村了成:{r(II!{平III)(:)ごI:H{:逝1; }'/. 

28 第101"lt交II会 .t?-: 楠江第 2会;護室

// /1 熱1I 11~.fiE斑会 品Ll 織

// // 北|メ::.r~E学術ifîilJ .""(: 行:r ロイヤルホテル弁天|拡!

// // ~ I OI司会計}"j会議 /品、二

4. 7 火 会;n・'IC務監査 ノ4、!JI'• ，1:: ;、k~ r，パ(1:叫」

12 11 第151111代議il会 ・第161uli.UYI総会 ノ任 法人本部大会議室

- 10ー
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⑮⑨⑨ 各局活 動方針⑥⑥⑮

外

主J)五」;の航，同窓会話比には説々ご色ttlJJJのこと

とお嵯ぴ11
'
し上げます.

み:{Iとj瓦ち，渉外活動を活発に出IlHし，森川tJl
1 j'l'ill 2 {I~ I~I を支援して行きます. よろしくご桁

将，ご教示のほどお阪i~、致します.

本年度事業計画

1. r愛知県歯学同窓懇話会J のIlUHll

2. r j也区支部長会議」のIlfHlll

3.本部|おl窓会との交流

" .マスコミとの交流

5. 9技会議

6，その他

NHKとの懇談会報告

渉外常務辺Ul~ ;I'J羽 太一

i少外J"j'l~業のひとつであるマスコミとの~Ha炎

会をIj:':{fはNHIくと行ないました.

議題一一平成 4年 1J 12911 (利放送のNHKス

ぺシャル番組リ街めない ・話せない ・

笑えない・入れ前年のハナシ。について

|川、干一-'1勺ぷ 4イF.2月17H 午後 7II.~! より

場内ト-r， ， 'íJ~ ターミナルホテノレ

J川|

武 l刊|ド1千旦

支部 ・文部長成田仁

. ~~ 'h 山岡弘文

-渉外 山凶史郎 ・ 鈴木!Í~ ~} 

J1羽太一 ・ tj~滞成JR

本書I!・会長

・'!"i..f気

成l.Ui羊之

三輪 Jl~ 

*需品ILのき っかけは，平成 3.11三6)1に、くら

しの経済。という 小てー入れ歯の訴をとり上げた

ところ，反響が人-きかったので，入れ簡のスペ

シャルlIHILをくむ・l~になった. 迫りくる山飾化

社会にlí' lけて，人れtA~ という切り円で， 前科医

療 ・1お学教育 ・経済問題等の断fuiをみてみたと

の引です.以 |、-は懇談会の要時ですが，詳細11に

ついては， 渉外川 までおIin~、令せ下さい.

放込]) 12911 (ね午後711寺30分 -811年44分

悦総本14.7% (*"I~ 11 N H Kスペシ

ャルで3需 トiに高いもの)

再欣i羊 2 ) 1 1 11ω 午後411寺45分 -511~日9分

班長変更のお知らせ

-一 宮班

51111'1: ~í H¥ 

イi!，I.¥t>I:"f科|盃院

同t
~t. 

干491愛知県ー;丹市大;11~ 1 ~ 1 

T E L 0586-71・0223

・津島班

131111'1-: t:i ~i 秀降

ω-r.~ttf干:H室院

〒496 愛知県i~t:j市古川町ト97-2

T E L 0567-26-3939 

-犬山続

151111'1-: 内 111 ，'J 1i; 

IJ~ Illt4irf!1 

〒484愛)"Jlm犬1IIIIi}((:羽県:炉l、安126・5

TE L 0586・67・6600

・尾北 班

71111'主伊藤秀行

伊藤術科医院

干480-01 愛知県丹羽郡大II~r滋kl敷2・3・3

T E L0587-95-3680 

- 11ー

-盟国飯

81111'1ミ船:11・信 91

船JI 世将;~医院

〒471愛知IIU盟川iliiliオ;jIIT山本10・2

T E L 0565-80~0016 
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ほとんど保険 53% f栄険が多い 36%

〔第 431，}) 

説l聴率 5% (再放送にしてはl.'，'j'v、)

O *)i先送 ・再放送合わせた屯31ïlin~ 、令わせ ・ な兄

1，500本

手紙 1/ 150通

(※東京受付のみで)

0番組lのきっかけ

-平成 3:'ド6月の「く らしの経済」への大き

な反斡

.7}-J-9月 どういう番組にするかについ

てのf~索

. l1)=J - スタッフが揃い本格的な番最IUWJ作

IJH!tfi 
0番組を作るにあたってぶつかった基本的な訴組

-前科l矢印li・忠者の実態を表す資事|の少なさ

.歯科川題について客観的に話してくれる専

門家の少なさ

-協力 してくれる的科大学の問題

・ 1与1"]'性の~':j t..、歯科医療分野をいかに分かり

やすく伝えるか

-厚生約 ・的科医師会をどう扱うか

.技i土をどう扱うか

-臼 y~ と f公険をどう扱うか

[アンケー トについて]

歯科医師(1，000名) Jul答率 61% 

老 人(1，100名)回答率 55%

アンケート 1

老人で入れ愉を作った経験のある人

総入れ歯 ・部分入れ愉

<65才以上の方〉

ある 88% ない 12% 

アンケー ト2

_1'.ードともに入れ歯の具合が良い人 52% 

J'.-';'どちらかの入れ歯の具合が惑い人 48% 

<65才以 kの)j)

アンケート 3

凶家安技試験の復活について

似 i百 52% 必要なし 38% 

その他 10% 

アンケー卜 4

入れ惜の保険診療と自費診械の比率

半々 5% 自 y~中心 6% 

アンケート 5

何故保険の入れ簡を納めるのか

fE者の経済状態をヨ52えて 44% 

保険でも i~l.j足いくものが作れる 33% 

そ の 他 23% 

アンケー ト6

保険診療だけで前科医院の経営がなりたつ

のか

成り立つ 34% 成り立たない 65% 

その他 1% 

アンケー 卜7

総入れt~~の迎j[な点数評1111j は

4倍以上 18% 3 倍 27% 

2 倫 33% 51!IJ上げる 13% 

その 他 9% 

アンケート 8

経営を成り立たせるには (複数回答)

自費の料金に不採算分を上釆せ 15% 

時HIJ.工程を何時

人件費)'flJ滅

自費の収識でIHiう

そ の 他

21% 

45% 

22% 

30% 

※アンケー卜 1-8は前科医師に対してのもの

[西村京都大学教授の人れ向の保険点数 2f丸

600億円の娘拠]

部分入れ歯 ・総入れ尚子千わせた歯科医療費が

年HIJl，500億円.そのうち技術料の点数が40%

(1返療経済実態制査の歯科医保全体の技術点が

40%，また111'''1二，者11幽科医師会が独自に調べた

入れ歯の経費でも40%が技術点)

従って，1，5001志x40% = 600{~:Pl 技術点を
2倍にすると いう仮定なので600億地になる.

(国民医誠y~ 2川

歯科医療'I~ 2~U 'l 

[;fS老人の惇刷

H 術科|医豆掠1官~ 2 ， 0∞0∞Of.~PJ 

O海外の実e信作怖H作附!5 i 

ドイツ-1つ20);"1'1松皮 忠者 4訓負担

nJ-I
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アメリカ 一白百のllil

[::k;技試験のa非]

nr{和58{1'.歯科医師llil家試験一実技廃止

nr{不1156.11''.6月決定， 当時は懸念なし

o )!/-II:~(jのJiê11:の見解

1. t"'i科大学の:学生mで試験をする側の負担

が大きくな りすぎる

2.新しいち:点っき問題の導入

3 .技術判定の難しさ

4 .出蹴技術の進歩で前科大学でも理論告Il分

が大変になっている

0海外の;J.ft.... 
ドイツ

• 、ー・ ・.
~ -lll 

?メリカ

スウェーテ'ン

0対策

入れ歯だけで 2週間に及ふ'

完投試験

臨床研修I~制度一義務化していない

lfil立大中と私立大学の待遇の逃い

O ~U前へのJi)J き

|正|公立的科大学病院長会議の報告書:

終極ア ンケー ト

0人_[の脱出としての「入れ的」

ex コンタク トレ ンズ

(平成 2年)

しあわせ一一一幸柄一一一ーラ 口抗

織

同窓会.ltÎ~Lには説々ご健勝のこととお慶び

111し トーげます.

本年度は組織I~iのll!i if(l.~ として庇.u所属にと

りくんで行きたいと思っています.J元理事とら

-'1:懸命労)J欽しますので，よろしくお願い1-11

し"-げます.

また，点古1Iの前回jを知lっていただく為や，緊

;:!、の泌総f'1~l(( ， : 1 '!1mの雌JZ41Fをすべ <，診療11'

のお忙しい "1，作担当.f11(τI ~が直接屯話連絡を差

し"-げることがあろうかと思い ますが，宜しく

お願い"1し」二げます.

本年度事業計画

1. 班役.iJ.及び破事業予定の調査

2. 261旦l生出Jlfl l ;U，~J古

3.名簿の確認

4. .r~E長会

5.ブロック別班慰談会

6.新人会員説明会

7. その他

平成三年度版 愛知県支部会員名簿の支部役

員名簿に，組織l"i .f1f\]~， 14l!!.1生，千種区，高島

道夫が抜けていましたので，お詫びして訂正 さ

せていただきます.

術

|時 f，泊先生)jにはますますご壮健にてご活

耐のこととお嵯ぴ"1しあげます.

日頃は，同窓会学術前到jにご協力ご支援を項

き誠にあ りがとうございます. また， 昨年度は

ifWM会に多数の先匂方のご参加lを得ましたこ

と，ひとえに符峨)jのごJ!lf併の賜物と役只一同

心より感謝致してお ります.

今年度も歯科目'I~!~ 'Å(の~':j J文化 ・ 被幸U~化に対応、で

きますように，かつ皆糠方のご要望 ・ご期待に

沿うよう，iI"匝1致しておりませので，多数の先生

方の杭極的なるご参加をお待ちr:11しあげてお り

ます.

本年度事業計画

1. 乍Wr~l~ i街全

2. !也[5<:'下1f1排出会

3. :学術担当才;の集い

4.大乍講座の制介と小説uii会

5.助成令の交H

6. r会?..L~J 7 I/~，の先行

- 13一
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昨年度に引き続き，桐人の価値観の多様化に

対応し，会員全此を対象にし，相互の交流を計り，

税|陸を深めかつ喜んでいただける厚生稲祉川に

すべ<.今年度もスタッフ一同一丸となって新

規事業に取り組んでおります.皆様のあたたか

し、後1I.1lll解と御協力の根よろしくお願いします.

1仁.相互扶助システム (同委員会)のサポ一ト

H 

した.愛知県支部会此の方々を対象とした緊急、

派遣|莞・休業保附システム 「相互扶助システムJ

がスター卜しでもう 一年が過ぎました.昨年 も

1 i4二の派逃があり ，会IIの先生にも感謝されて

います. もしも…不安を少しでも回避できれば

とより良い改普を計っていく所存であります. 

.1 1~ 1:1Jを過しいつでも入会できる様になってお

りますので末だ"1し込みされてみえない方はそ

れぞれ地区の担当の先生に充分な説明をお聞き

の上，ill-非入会していただきます様お願い"1し
上げます.

2 .会員親睦会の開催

会L~の価値観の多様化に対応して，新たなる

出IJ~J を目指し，今年度は 4 つの事業を企iI!IJいた

しました.

0愛知県支部厚生事業スケジュール

6) J 11円附

『浜名湖iクルージングJ 11 : 00 -13 : 30 

場 所 「寸lï~~ヴィラ」三ヶ円

会 費￥6，000(大人)

8月211 (rl) 

r*J二スキー教室&マリンジェッ ト』

午iiijc7)奇1110:00-12:00

LH&のf邪 13:00-15: 00 

場 所 「オーシャンマリン」 三ヶ 11

全世￥2，000

募集‘人数午前のr'fln5名

三l二1&の持In5名

7月16R (村

『ドラゴンズ11役チケットフ.レゼント J (D x C) 

詳細は.P.l5にてお知らせします.

9月6日(日)

『家族そろって巨峰がり J PM3:00-4:30 

場 所 「長根山ぶどう |事IJ大l(.fd1 

会 政 1家族につき￥1，000

(会i~ ;家政に |出る)

募集人数約120名

以上，本年度の愛知県支部伺窓会.}宇佐.)~業

スケジュールをおしらせ致します.

詳細につきましては，事務局052(763) 2182， 

または厚生福祉局，木村(171可)052(853)1188 

まで，お屯話下さい.

「水上スキー教室&マリンジェッ卜 Jr米政そ

ろって巨峰がり」を募集しています.J必a'f;)J法

は，事務局までお屯話いただき，どれに参加さ

れるか伝えていただいた上，会1~ をお振り込み

いただくと完了です.

どうぞ，おはやめにお屯話を/

振込先東海銀行党王山支府(将j必)679-356

愛知学院大学歯学同窓会}'t'I:}"j

3 .人材センターの見直 し

従来の人材センターがより-JMの効民を発揮

できる様に考rえて参ります.

4.弔慰活動・献花の要請

班長へは.F-netが導入されました.~切f内全

Hへの弔慰辿給の制l協力は従米通りよろしくお

願い致します.

⑨人材センタ一報告 (平成4年 5) 120 11引イ仁)

求人…・・・202件 平成 4年度 1i午

求職・・….60件 平成 4年度 01午

⑨平成 3年度弔慰報告(平成4年 5) 12811 引イu
'121災4.1ド

2.6 1011I 1 ~1: 塩沢杵YH.J('11-1'.)・I.>()ごIlJ:立

2.8 12 1111 ~t '11村‘ 一司君(小 向)ごI!J:':;そ

2.20 171ul生永井 孝君(愛 ~~)ご訴.父

-14 -



-・9|
 

，，
 

•• 
歯科医師求職申込書 受付 {I'. n u 

氏 名 |述絡先
まま ( 

現 住所

勤 務先

年度卒 回生

卒業後の

四台 1Mitj 

常勤

Plrlll 時 ~ Hキ "Irlll 11.'1' - II.¥， 

アルノfイト "Irl日 II.¥， - Hキ IIMII II，¥， - Hキ

P!r111 Hキ ~ 日キ "Irlll 11.¥= - 11.¥= 

もh t4 常勤 PI アルノfイト 1'1/11与1111
苦}1，65 (こ

付す る 勤務地、条件討をに対す る品望

希望条件

名古/11"1千旬区Ir首Ji:町lー 100

愛知・下院大予f初予:lUlfi)~会
愛知県支部;

;'li.l.fi (052) 763-2182 (直通)

人材セ ンタ 一間
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，r
・・ 歯科医師求人申込書 受付 fj'. 1I 11 

4ノ1 4ふ

JIli' 1J: J也
I也t( 合 (

1'¥-1.盟T均約
述絡先

合 ( 1"1生

'Mir 科医 名 歯科衛生士 4ノ1 H r. ~Iて の f也 t， 

状 i}t 

治 ~J.t fi数 JtLI 、 校工の処IIII 1、院内処1111 2、技 [iiJi'歪;，lE 3、 1+ 2 

職純 ・，.11-1"] 経験年以 ( if) 

給 料(税込) 中日
1"1 

円程l立

主L ケ1I分 1: 五ι ケJJ分). '). 

，t句、z ('1・

アルノfイト料 PI/II.'fHH 

子勺 (~J!ll t'() 11I 子、Ii( Pl 

11I rq 

~i)J f知、\=1111 J'/ '1:胞 J2

会幸II求人案内側 船)1古希望 平i 無

1~川人数 1'. 

1I.'f H11 l‘:f二'. 2、他1I.'f 3、 1Iより 4、その他

1 、'，:;~' ~功

j彩 態
2、ア Jレノ〈イト 附 11 11.¥，- 11.¥" IIMII 11.¥，- 11ギ

11起日 11.¥，- 11.'1=， IIMII 時~ 11.¥= 

そ の {也

1'， r'i/i!" j r. H!l逗I市Jl:.田fl-lOO

愛知1・戸院大学術学部同窓会

愛知1 11L 支 ;'ffi

'，'l!，t后 (052)763-2182 (抗通)

人材センター用



( 'p:，~占 4 {I~ 7 fI) 

2 .24 71nl/l:小)11 

2 .26 181百|生花木

2 .26 71!!']生高橋

2 .28 9回生 武藤

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報

松弥右(小村区)ご:O.父 平成 4年度会費について

俊治君 (~~j~ 1日)ご.!.'i父 会干!:を提出していただいているブJ・は 5月'1'
例IIIÎ~;君(一山) ご母堂 に，平成 4 年度会~~ 12 ，000円を自動引き落とし

俊一君:(岡崎)ご尊父 させていただきます.厚〈筏1'礼1'1
'
し上げます.

又，セン トラルファイ ナンス社の集金代行の

方は， 7 tl 'I11，)に引き務としさせていただく予

定です.よろしくお願い致します.

両方ともやられていない会只各位は， 振込料

別で12，000円を東海銀行党王山支出.応番264.

口座番号447-671 愛知学院大学歯学部同窓会

愛知県支部まで納入下さいますようお願い致し

ます.

3 . 4 171"1生 甘木 都君(瀬 )-i) ご2宇父

3.26 6阿生奥村 了成君(昭和区)ご時堂

平成 4年度弔慰報告

とlilぷ4'ド

4.9 21阿佐大島 久佳君(葬!¥日l区)ご件堂

4.11 12l!!1生中村一司沼(1'11 1. !i) ご~~:父

4 .11 5 回生米山 章夫君(尾北)ごl.~:父

4 .15 16阿佐 11J企 元君('1'村灰)ご29:父

4 .15 15包|生 寺1111'税永さん(凶が11)1:)ご尊父

4 .15 121凶生 ill問 長tItW;{J，' (斗 111)ご単父

4 .20 61111生 斉勝義世君 (知l多)ごー母堂

5 . 1 131同生 加藤光子さん(~ )11)ご尊父

5.6 3同生 川地和明君(西区)ご母堂

謹んでご冥稿をお祈り 巾し上げます.

計 局

11 tJiは|訂l窓会前勘に，こ・協力賜り jぱくお礼巾

し上げます.

会費未納者の活動の一時停止について

会y~~ミ納才;は::'I ~業の活動の一時停止を行い，

本会活動の立以のみとするようになっておりま

す.

本会前副jの'.]:f云とは，当執行部では「弔慰の

花輪J
r第 4[il1， 1前年度，当年j立会費24，000円の

振込用紙のi墨付ー」になりますので，前年度会資

未納の会111'キ位におかれましては， 24，000111を

前記，京ifli銀行までご納入下さるよう宜しくお

WJ!い11'し上げます.

" 

{厚生福祉局よりお知らせ)

1Il:J(は厚生事業にご協力1fiき，ありが

とうございます.

本年度も，昨年度好評により づ|き就き

ナゴヤ球場にて，プロ野球観'1伎を余附い

たしました.

今年こそ ドラゴンズ優勝を祈Wiiし熱き

応援をよろしくお願いします.

記

・日 時 平成4年ア月 16日附

PM 6: 20 ....... 

・場 所ナゴヤ球場「中日×広島」

・参 加者 ぺアで50組 (100名)

・参加費 無料

-応募方法左上隅の「応募券」 を切り

取り，官製ハガキに貼り，

，.住所，2.氏名， 3.所属I~I，

4.回生を明記し， 事務局ま

でお送り下さい.

なお，参加者多数の場合

は，抽選とさせていただき

ます.

・宛 先〒464名古屋市千種区楠元

町ト100

愛知学院大学歯学部同窓会

愛知県支部同窓会事務局

・〆切り フ月 2日附消印有効

F
D
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E
A
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平成 3年度

会費納入率・念書セント ラル回収率

平成4.5.25

1iE ア『 会Ht< 会 t'l納
% ノe也ト、マE1Ja- セント

% 入計数 ラJレ

下川|メ 59 37 63 20 3 40 

1'， J.lt TZ 68 47 69 26 1 40 

J.lt T<: 38 29 76 20 。54 

」じ If 61 44 72 32 。50 

111 63 45 71 35 55 

jJIj If 61 43 70 26 4 47 

中村 If 96 56 58 27 2 29 

If 109 56 51 28 2 28 

iJ.!' T( 35 25 71 21 67 

11日羽11ベ ，14 22 50 7 18 

R (1 1孟 46 36 78 14 33 

耳11-eJ.! If 45 29 64 II 26 I 
然 1111え 34 18 53 12 38 

小 JIIIf 60 46 77 27 2 '18 

It.j lメ. '16 30 65 15 2 37 

主主 |ベ 44 28 66 17 2 44 

愛 l、Hιt 56 35 63 19 36 

'，1;1
1
' 63 58 70 47 2 60 

i-m 49 38 78 23 49 

、ド 111 61 52 85 30 50 

{手 11)1' 82 63 77 29 10 '18 

~~ 23 19 83 13 。57 

牧 38 22 58 9 。24 

J(; ~t ，18 34 71 20 46 

k 111 22 17 77 13 。59 

IJIj (，手11)1・ 47 35 74 29 。62 

知l ~ 87 67 77 40 9 57 

i!，正 iln 46 33 72 10 24 

.(.:) 41 34 83 21 54 

~i~t，(f， ìhl~ 67 46 69 28 2 45 

1;¥11 也母 103 64 62 33 2 34 

I~，. 111 63 46 73 21 5 41 

知i 、工 12 10 83 7 。58 

{止 以 28 25 89 9 59 

メ11 谷 32 23 72 16 4 59 

4srf・1 14 10 71 4 。29 

IJIjJ己申書¥l 27 20 74 12 。46 

sI"ι t 111 98 65 66 26 13 41 

J8!、2 ，11・ 2.036 1.408 69 806 77 43 

ロu--=目

光陰 欠-のkllし，と 言われるごとく，あ っと

い うII:Jに 1{I:.が過ぎました.これまでは，ワー

プ ロな ど，できるだけ触れずに過ごしてきまし

たが，ここに米て， 必要にせまられて，悦れぬ

手つきで，ガンバッて います.

1.1房川の役H会のIlFJHt.資料作成. ;)(，: ひ'に JJ~

'I~Hの作成

2 r役11会だより」の作成，及び.-1'キHEl~先に

先込

3 r公判μ 40~子 ・ 41号 ・ 42場の先行

'1'1災3{I: 7 n r会報J40号の発行

千成 3{fll川 『会報J 41号の1eh

・1<1ぷ4{ド 3n r会報J 42号の発行

4 ， 代議11会 ・ 総合並びに臨時代議II会の Il~J Hli

・都141111代議11会 ・第15回総会のIlf.JHli

‘11.}此 3イ1'-4 n 141二I(円)

.;;rn51111代議H会 ・第16回総会のllfHlU

‘|勺此 4:iF-4 J'J 12 LI (日)

・liWI年代議11会IJf.JHU

'11.1此3{I:. 6 n 23 11 (口)

参議院議員大品慶久支援・に|則するf'l'-

杓此 3年llYJ9 11 (土)

参議院議fl大Jb慶久支援にl則するf'l'

5.九le)"j会議

役11会IlトIHllの約10日前に，議事j並行のね，

資料の臨，i!，l.&び，芯;兄交換を行う.

-第一小委L1会

テーマ 「的科{別会点数の決定ま で」

1 ) t，材料保険給付の歴史

2 )公共料令の決定方法

3) 1Il{手1153年以前と昭和56年以後の，診療報酬

決定

4 )新医療自体系及び現行診縦割i酬体系につ

いて

- 16 -
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4 料附告 8 その他 ! 
! 5 M i附と予定 9 既~)~所見 i 

6 . 帯議~)~J貞 10. j]lj会の辞 ; 
、・_._.・_...._......・J・--ー・_...._...---_.・---_._...._...._----ー，喧...._....-・e・---・e・・--_.._....-・e・_..._-・e・...._.._...-・e・e・_.._..-・・・・_______.J

5 ) 診'l/，~報酬改定のタイムスケジュール

6 ) 診1{，~報酬の適正化

7) Jl，ul::省保険局の現行診療報酬体系の評価

と論点張思!

8) 11"互協医療経済状態調賓の経年分析と低

利との比較検討

9 )特定誠司書官制度のあり方

等について検討する )j針です

.第ニ小委L以i会のテ一マは「勺211世l!

の読流Lれとその対j応t芯SJであり， 21世紀の歯科医

:一一一一一一一一一一一一一一… 役員

! 平成3年度

i第9回愛知県支部役員会

: 日時:平成 4年 2月29FI (土|出口)午後7:00-

! 場所 :楠元 物 :第 2会議室

1. 1Iトl全の耐え

2 . 氏名.'~:"f-

3.支部長挨w
4. オト古11報告

5.芥}..j報告とニ{'定

6. 'lWil-.M:Iht買
1 )平成 4年度厚生事業案の件 (厚生)..j)

2 ) 代議t~会 ・ 総会の件 ( :i' ::;~èl..j) 

7.協議こ)C項

1 )辿絡網の F-NET導入の科二(I!!生J，，))

2 )役11会の召集における F-NET導入

の干1'， (厚生局)

8.その他

9. ，\r.i: ヲJ~FJrSt 

10. IU'j会の静

平成3年度

第10回愛知県支部役員会

日時:平成 4(， I~ 3月28日(土附日 )lf'後6:00-

場所:楠元学舎 :第 2会議室

1. Ilf.j会の辞

2.氏名点H乎

3.支部長挨拶

療環境の予想、を(1)出生率の低下とお齢化社会

(2)歯科における疾病構造の変化(3)医旅制皮の

変化(4)歯科医学の技術革新(5)忠名-のニーズの

変化の 5項目について予iW)する.さらに21i止

紀の歯科医療がクリアーすべき問題と対応 と

して(1)インフォーム 1.:・コ ンセン ト(2)1去蹴廃

棄物の処理，放射線管理(3)労働力 (マンパワ

ー)の昨保(4)エイズ， !If炎望号:の対策(5)情報化

の対応(6)在宅医探の推進(7)凶際化への対応(8)

21i止紀の歯科医療のビジ ョンについて検討す

る方針です.

会議 事 録 一一一一一一一一一一一一一一---，

1 )代議員会・ 総会のi~二 (11 1:記)"j) 

7 .協議事項

1 )会'J!l未納者リ ス トの件

2 )班長宛「役員会だより」 のF-NET
導入の件 (苦-記同)

3 )書記局会議のH寺山変更の件(担:記局)

4 )一年間の反省(支部長)

8.その他

9. 1*::J~所見

10. 閉会の辞

平成4年度

第 1回愛知県支部役員会

日時:平成 4年 5月12A (こ1::.11'//111)午後7:30-

場所:楠元学会 ・第 2会議室

1. H司会の辞

2.氏名点11乎

3.支部長挨拶

4 .本部報告

5.終局報告と予定

6.審議事項

1 )仮称「愛歯大品会」設立総会の件

(1時間対策委員長)

2 )第 l回班長会の件(組織防)

3 )フ.ロック別班懇談会(4区)のf!1"(組織局)

7. 協i義司王I頁

1 )会員の班所属の件付LL*~&);;j) 

m

，.
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第 5園、大学講座の紹介と小講演会。

歯科補綴学第三講座

日市の|仰木に追われ，大学との関係が疎述になって行く我々同窓会員が，もっと大学と

の関係を持ちたL、，あるいは大学における研究内容を女11りたいと言う趣旨で始められたこ

の:jh業も 51!!.1日を迎える事になり ました.そこで今同は歯科補綴学第三鱗l主との懇談合を

す|値l致 しました.

部f:iIiとして伊藤 絡先生，荒木章純先生をおmきし亡、歯科有Ii綴学第三講座の現状 とう主

勢砂について講演して裁きます.また講座での研究状況，研究生，その他受け入れ態勢や

私述の一般臨床での娃問について，先生方と身近に語り合っていただこう と思っています.

皆椋のご参加をお待ちしております.

ρ」
A
ZH
 

平成4年7月12R (円附1'1) 午iiii10:30-12:30 

愛知学院大学楠元:半:合基礎研究煉「補綴示説室」

愛知学院大学歯学部歯科担Ii綴字:第三講座

伊藤 絡助教授・…・・「教育 と状況」

荒木 主主主'U郁師…・・・ 「前科故新ti'iflXJ

-flli綴川材料としてのキャスタブル ・セラミ ックスー

※どなたでもお誘い合わせの上，ご自Rlにご参加l下さい.

※n 歯研修カードをご持参下さい.

※会場の者11合J二，参加希望の方は，7)9 4 11 迄にいl窓会愛知県支部，芝まで屯訴又はFAX

にて111込みをお願いします.fi. FAX 052-763-2182 (F AX 24時間OK)

1. 日 時

2 .場所

3 .講師

愛歯東三会・愛知県支部共催

学術講演会のお知らせ

恒例の愛的束三会 ・学術講演会を， 今年

も愛知県支部との共催により ，右記の通 り

i抑制E放 します.

今I!!Iは，口腔傾域の 2大疾J忠の 1つであ

る t~キ同病にスポットを当ててみました. t!t-

に前向iti誠 I型に|県lして，昨年来， 1弘樹こ'1:

術古11においてもその普及に努めてきました

が，この機会にらうーj支見直して是非とも

立院の診11主体系の小に組み込んでいただき

たいものです.先生方の多数のご参加をお

符ちしております.

一一一一一一 記 一一一一一一

・日 時 平成4年 8月23FI (日)PM 2:00-

.会場祥陽111:](吉良家新610

豊橋市東新IIIT50番地

fi(0532) 56-3663 

・演題及び講師

「私の治療室」

愛知県歯科医nili会学術部

部長村井桁(( 彦先生

.会費 者I.F，料

※/佐世研修カードをご持参く ださい.

- 18 -
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2 学術コ ーナー 三
磁石を利用した新しい維持装置

196811!.に米1:tIで，それまでとは全く !JiH1:の永

久i滋イiが先lリlされました.これは希jこま:n元:誌の

一つであるサマ リウムを コバルト と鉄の令金に

したもので，いわゆるサマコパ磁石と呼ばれる

ものです.その後我が国でも， 同じ希土類元京

をJIlいたネオジム・鉄磁石が開発されましたが，

これらのff;・仁矧磁石は従来のフェライトやアル

ニコ磁イiに比べ10-20倍 も強力なもので，その

後多く の分間tで急速に普及して，様々な形でi汚

川されております.

市t;ーが初めてサマコパ磁石の実物を平にした

のは1976{!"-のことでしたが，直径5mm程の-).t

の小さな磁石が， ，:)分の指で引き離せない根強

1，r;1に1以押しているのを体験したのは，実に感動

(1'.)なものでした.以米，この磁石の助・と成り，

1UIらかの)j法で工学1"1分野に導入することに挑戦

して米ました.先ず，顎布Ii綴分野での利用を試

行錯誤し， 1)f.IIII!;;i:，yの忠者での分筈11m義歯や，

脈~~j /J.~ 1'j'の欣射線治i的Ili1lJJ装置等に導入し， そ

れなり の成%:を比ました.

その後，特~~な分野でなく 広 〈一般歯科布1ì綴

中でのil~Jl l b ll指すことに成り，通常の干TJ，ボ義

t，J.iの品1主主UEiytとしての利用を試みました. しか

し，多 くの '~l:，}Å~試JI'Iを通して，この希土類磁石

もこの様な.ji:Jil民的なキ'IJTli*においては，幾つか

の致命的な川題点を有していることを見11'1しま

した，l!1Iち，これらは1-'}腔内で容易に腐食する

こと，また， 1II~~j\Jで破折し易いため，そのまま

でJ質的の附成袋よとすることは困難であること

せ;であります， aに，強力とは言え，義的の11。

で{滋イiのI'iめられるスペースは極めて限定され

てお り， そのサイズて、は200gf程度の吸引力しか

れられないため，既存の機械的維持装置と比日

/1'1)1(:るものではあ りません.

1お科.tlli総学第一講座 田 中 貴信

この様・な:tH*的な問題点を解決するために

は，磁石をそのまま利用するのではなく，幾つ

かのJ:夫を加えることが必要と成ります.具体

(I{)には， 1坊ji/対策と して，磁石本体を何らかの

形で完全に被離し，また同時に，磁力線の流れ

をスムースにして，より 強力な維持力を発揮す

るために，適切な閉磁路を与えること等であり

ます.主占拠(I~)に，その実現には10余年掛かりま

したが， 故近に成ってようやく，多 くの臨床必

('1:を満たしねる;ki・斤i的な維持装置として完成す

ることがm米ました.

この般会tl!!1路の設計には極めて高度な専1"1知

織が必í~5L'すが，我々は有限要素法による 3 次

j己磁場Wf，析・を導入 し，いわゆるサンドイツチ型

と呼ばれる柿i立が故も有利であることを雌松欽

しました.この解析結果に基づいて，小型の維持

袋町を設;11'3'文しま したが， その回路にfflいるヨ

ーク材料として，磁気特性と耐食性の双方に優

れる4早川の彼性ステンレスも開発し， 更に， それ

らの境持部には総てレーザー溶接を施し，舷耳7

を完全に外部からシールする方法を採りました.

完成した装世の形状を模式的に示しましたが

(1ヌ11 )，磁石本体の入っ た部分は磁石構造体

(magnetic assembly)と呼ばれ， これが義的成に

がi介されます.伐存向に設置される，もう 一つの

部分であるキーノfー(keeper)は，磁石榔j主体と

l司ーの桁ILJJ拶の断I筒形態を有する，磁性ステ ン

レスの・IL似で. {l!IJ而に根而板への錦接対一!の維持

仰を千1・1j-しであります.この両者のl吸引jJを手'1

川して義的を伐4所有根に維持する訳です(1ヌ12)， 

この様に，磁石に核!#~な機構を付与したもの

には， もはやlJ1.なる 『磁石』と言う名称は適当

ではなく ，我々はこれを r磁性アタ ッチメント』

と呼んでおります.

n
w
d
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CONSTRUCTION OF THE MAGNETIC ATTACHMENT ①機械的維持装置の様に磨耗，破折する部分が

magr噌 ticass割nbly

k同~
図 1・マグフィット 600の構造を示す模式図.

FUNCTION OF THE MAGNETIC ATIACHMENT 

図 2:磁性アタ ッチメン トの機能原理.

このサンドイ yチ型磁性アタッチメン トは，

下~Siの切r"-iにも迎川可能な小型サイ ズでありな

がら，約600gfの11&引))を先抑する，i臨めて高性

能な装躍であります.裂するに，凡掛けはただ

のステンレスですが，作所に最新技術が導入さ

れた，ハイテクの"Iilまりとも言えます.欧米で

は既に複数の磁性アタ ッチメントが流通してお

りますが，その性能では孜々の開発したものが

世界tik dJjであると白 f~l しております.

本アタッチメントは耐食性，機械的強度等の

各種基礎実験や!日j物実験等により，その十分な

安全性や耐久性が縦認され，最近，新しい医探

汀l具としての叫~I三千?認可も下りたため， rマグフ

ィッ 卜600Jなる前111111で、近FII.'IにiljJ仮される こと

に1&りましfこ.

磁性アタッチメン トは従米の機械的維持装置

と 比べ， 磁石の~~j'七tに基つ'いた次の様な利点を

有しています.

なく ， 長~UI 'Bf使用しでも維持カの減哀がない.

②磁石構造体とキーパーとのII:f隙を変える こと

で，維持力の澗撃が容易である.

③義的の設計 ・製作が存易である.

④アタ ッチメン卜は完全に義歯内に設置される

ので，帯英性に優れている.

⑤完成義的は控維な)1列車とならないため，忠者

自身のメインテナンスが容易である.

⑥アタッチメン 卜の維持力は根而板から離れる

と急激に減少するので，北働者11見l時に歯根に

~ ，:機能的な予f:flRが加わらない.

このふ官に多くの本:1(1;去を有する磁七1:アタ ッチメ

ントは，今後~Iì紺臨床で布mな手段のーっとな

り得る物と考えております.特に，その臨床技

法は特別な出兵や技術を全く必要とせず，誰に

でも使川可能な間fll!なものであります.ここで

は，共体的な操作法や症例を訂制lに紹介するス

ペースはあ りませんが，その基本は単純で， J邑

法j品川防災された根而に恨而キャップを製作す

る折，その上而にキーパーを鋳桜するだけのも

ので，一ブ方'j，{I磁滋石附j造主剖(体本は完!成戎義1歯よ釘Tの所定の背制部Il l 

{位立に金Itf:，瓜兵'f:，f拡ま変E主才折粁Y守千j""叩，七性E
{使誕なものであります.

我々 1'1 身の I~UIJ.木経験は， 1決に約 5年li¥f，2001;i: 

例を越えておりますが，磁気や磁性アタッチメ

ントそのものに|民l係するとjιわれる トラブルは

皆無であります.多くの義的で，機能的にはも

ちろん，務芙(I{jにも極めて優れた結果で，忠者

のil:tj足を併ております.

呪羽-，臨床~r式をより刻j来的にするための，

幾つかのl.'i川十Uit:.品のHf.I発を進め，克に，今後

デンタルインプラントと上部構造物との結合手

段としての利川や前科矯IEi台出への応用等を検

討しております.また，アタ ッチメント白体に

つきましでも，より小型でより強力にと，私達

の必には|出りがありません.

[マグフィット600]

製 造 :愛知l製鋼(仰

l仮 光 :側ジーシー
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版元{iUi栴 :未定 綴誌.35(1):167-177.1991.

2 )旧a:1':l't信，平沼謙二，1也:サンドイツチ型

[参考文献] 磁性アタッチメントに|刻する臨床的検討，補

1) IIII~' 1'1:信，平沼謙二， 他:サンドイツチ型 綴誌. 35(3): 599-608. 1991. 

1滋七1:アタッチメントに|射する基礎的検討， 布11

2 舎大学で は 三
愛知学院大学歯学部口腔外科学第 2講座の現況

引花口l庄外科学第 2都住は，河合 :斡教授を

筆頭として，服部孝範助教授以下，講師および

助手llr，.臨j永初f修|歪5名，専攻生 2名，閑主g

病院への出向専攻生27名，大学院生 7名，非常

勤助手11名，非常勤部flili(主として関連病院部

長)21名によって構成されて，それぞれ臨床，

研究，教育に携わっています.

臨床的には，炎症，外傷. ~m変形症，組!伏歯

紘歯など多種多様な nJ住外科的疾忠に外米レベ

ル，入院レベルで対処するばかりではなく，口

唇口蓋裂，睦務， す¥1集l釘'j1ii::. nJ控粘膜疾忠に対

しては， より詳・刻11なケースの分析や治療法の選

択，予後判定，観察の目的で専門外米をもって

対応しております.

近年の，也者の受診経路としては他談座からの

依頼によるものの他に同窓会の先生方からの紹

介忠者や医師からの紹介忠者が増加する傾向に

あるようです.

教授の方針によ って育まれた，非常に自由な

雰同気と研究指向が当競l主の特徴であります.

したがって医局員は自由に研究を行ない，症例

についても議論をし，放談し，ときに逸脱する

こともありますが，内部に自動復帰機能を有す

ることもまた lつの特徴です.

本年度も 5名の新入医局員が臨床研修医とし

て入j奇いたしました.

彼らは入間後初年度は臨床研修医，次年度は

山政外科学第 2講座 河合俊彦

専攻生として，大学附属病院で外米小手術，入院

忠者の手術 ・ 術後管理， 麻IVI~科研修などの臨床

研修を原則として 1-2年にわたり行ないます.

その後には大学院へのコースと所部|共l.iili病院

でのさらなる臨床研修のコースが刑立され，希

却に応じて選択がなされます.

I~J:&病院へ派遣された医同只は各部長の下で

一般臨床や臨床研究に携わり数年をへた後に，

学位取得のために研究生活にはいります.

各病院で|去局員は境界領域での歯科学の在り

方を認識することもでき，また大学:の医局も最

新の医学:に桜した医員の大学への似帰によって

進歩することができます.

このように当講座は，歯学部附属病院におい

て|臨床，研究，教育の活動を行なうのみでなく ，

はばひろく 東海 3県を1:1'心とする|期辿病院会23

胞設との有機的な結合を有することを特徴と

し，多数の医局員の存在もこの理1[111によってお

ります.

|失J.iili病院は主に総合病院であり ，院内椋楊と

して前科・口腔外科を掲げ，医科との抜点で口腔

外科的挟忠に対応するとともに，もちろん他科

入院忠者-に対するデンタルケアーも行・なってい

ます.

品近の|亙科領域における，出荷台化社会化に派

生する諸問題に対する論議，家庭医と専門医と

の忠者に|射する情報伝達やコミュニケーション
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のありかたなどに対する論議などは， 1時を経ず

して歯科領域においても論壇を賑わせると予想

され，現災に種々な解決のための棋京・もなされ

ています.

作|具liJl病院は地域歯科医師会とのコンタク

ト・ I/，げJによ って地域における 2次的政41の受

けJlIlとしても機能し，忠者のニーズにあった治

械を行ない，病院と開業歯科診旅所の辿係を刊

f~~化させる方向性を有することが，現不正の地域

社会に対する責務であり逆に要~l'ìでもあ ると考

えられます.

この概念がすでに現実化している地域と，い

まだにHIH出を抱えながら治披を行なっている病

院とがあるようですが，二次的な医療機関とし

て盤備されることが経11，)'イドjな収束点であろうと

思われます.

今後も，当秘!坐と作|刻辿病院に?ぶされた重要

な問題として，機会に応じて同窓会の皆様のご

意見も拝聴したく考えております.

また， I刻辿病院の部長は，医科と歯科の相似

点，相違点，桜.'.Jxなどについて非市勤務r，iliとし

て学生に対し，様々な抗}~~から講義を行なって

おります.

なお，文部省通j主により歯学部の科教室は，

1992年 4月をもって郁肢を主体とした名称に改

変が行われ， 円j玲:外科m2講座と名称が変わり

ましたので，ここにiD.記させていただきます.

三 回生だより 三
3回生(参愛会)だより

参愛会幹 事冨 田力 夫

担、述 3"'1/1::も卒業して23年Uを迎えました.

時の流れの早さと身にしみています. 同級ノI~の

'1'には 2111の前科大学:入学もIlrlかれます.

さて 31111生のクラス会は，参愛会と呼ばれ卒

業以米 2"ドに l同定期的に行われています. 3 

.1 1~ liíj には卒業20年と いう大き な節目を迎え ， 11} 

校楠元校合にて20問年記念部出会も行いまし

た.怖かしい.'/}}，(:iIiの先生ブJ，同窓生の朗々..';t: 

生時代がきのうのように思し、出されました.

111-:.11三は久しぶりに九州鹿児向で行われまし

た.九州，'1'，身の同窓生の皆さんがかなりのl昨'II¥J

をかけ準備され， 9月という台風シーズンにも

かかわらず川広間到の中楽しい一時を過ごす・I~

ができました.，'1'，席者の'1'に回を if(ねる11I:に火

性の同窓生が多くみられる:::j';は大変紡梢な ・I~だ

と忠.います.-fftても一段落となり，的利|えと

性的科医にとっても大きな刺激になると忠いま

す.

これからも参愛会は， 2.11三に 11百l行われます.

愛知県在住の 31111'-1:の符さんにもぜひ参愛会に

出席される ようお願い致します.品後にこれま

で何かとお世話になりごWJ7J願った幹事の皆さ

ん，特に山本 忠，藤井宏次jihj君には心から感

謝致します.又Ur.1l'-亡くな られた3回生のクラ

ス担任の竹花庄治先生のご~，~栢を心からお祈り

致します.

して|災械の引JLiて、市服している ~I~は，後却の女 平成3年 9月14日 参愛会鹿児島サンロイヤル於
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そんな男のひとりごと
情オジサン。からホオジサマ。へ

llilll生 山 口和正(小)11区)

tlk近ぺンをとると，どうれわ、訴ぱかっりに

なってしまう自分が悩けない.人に日える楽し

い話はあまりない.ましてや符になる;占など毛

iiJiない しあれば人には教えない.

rll阿生J，やっと愉しじゅう。になろうとす

る学年 r人生80~1三」とすると折り返しのはずで

あるが，先が見えているせいかどうも仕JJ~而で

もパッとしない.柏村1而では充実しているはず

であるが，/l\字i-に尻を押されて仕71 ~ をしている

のが現実.地域医蹴に大きく武献していると，也

っているのはひとりよがりと云うより 11l.に勘違

いかもしれない.

ちょっとした.也者の言集や評判に一点ー廷し

ている只の小市民であることに40年も生きてや

っとわかった.それでも役だけは人一併引き受

けて， 1Ij: 11忙 しいと奔走している.ちょ っと暇

ができると何かをしているやら泌ち者きのな

い r多忙」の小にのみ安らぎを感じているのか

もしれない.

{本も少しづつあちこちがガタついてくるのが

わかる.どうも巡回j不足と昔ムリをしたツケら

しい，体だけはという最後の貯がiJilれると，そ

れだけに頼っている人1l¥Jは実に脆い.さびしく

なりつつある顕をながめながら，かつての好)'j-

{I三(? )もふとためμをつきたくなる訳である.

「趣味の似IJでは決って告:<ゴルフもお付き合

い程度.リlーゴルフ。ではうまくなるはずもな

く始めたりiとあまり変わらないのが情けない.

好きな泊もそうは飲めない.昔やっていた 11本

拳法などとんでもない.怪我をするのがオチで

ある rAJを迎えて少しペースダウンしなけれ

ばと，思っているが現実はや11々 厳しい.

昔，:2，~I:m:炎を煩ったのがまるで教訓と し て

i舌かされていないのが残念だ.

ある辿刊誌によれば，若きギャルにと ってー

悉魅力あるのは40代の男性とのことだ.(もっと

も不倫相手としてらしいが….) 

金はある，優しい， しつこくない・・・がその理

由らしい.40代，1PJIY. 1千万以上，外II1に釆っ

ている，rN滋!な人という厳しい粂件が勿論つい

ている.自身にあてはめたらどうであろうか.

小金はあっても大金はない.それち見せかけの

もので実際'<"11になる訳でない.11!r:1:灸の"i1l
j"潔。

が一番11:]組で少しづっ身成りに構わなくなって

いく自分がわかる.又，物の本によると，d;-潔

は人が「オジサマ」でそうでないのは「オジサ

ン」とl呼ぶそうだ.ましてや汚いのは「オッサ

ン」か 「オ ジン」と分別されるのであろうか.

肉体のピークは雌かにすぎたかもしれないが

精神而のピークはまだ先の様だ.人伶チヨ ット

の余111誌を遊び心を大事にしたいと思う今円この

頃である.そして人間として魅力ある年齢に突

入した訳だから，不倫1;:1:別としてとりあえず「オ

ジサマJ 11指 して碩張ろう.

三 班 り 三だ よ

-西区班
-金さん，銀さんと歯科界一

石黒 光(71"1生)

jlk近，前科にまつわるぷ組がマスコミに取り

J'，げ‘られる ことが多いよ うです.記憶に新しい

のが， NHKテレビの義的をテーマとした待最|し

わが同窓会支部の幹部の}i々 がこの番組担当の

プロデューサーと折りよく会合をもたれたとの

こと，ぜひそのl人j存を本誌上などでお聞かせ願

いたいものです.

さて，ここ 11ドくらいの問にテレビや新11il，

週刊誌等に仰¥1復された歯科に|刻するニュース ・

話題を並べてみると，的科界にとって好ましい

ものは少ないようてーす; ー而を飾ったのが歯科

医~iljl]\1家試験i~tli1! ll:]題. 続いて， 当 !\!V'Jの的科

内
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医が起こした破廉恥な事1ll--.ローカルニュース

程度と思ったら，会同ニュースでもおIU'L一帯Il.i)日

刊誌の桁肘のネタになったようです.迎|刊誌と

いえば，「前|氏名でエイズをうつされた少火」とい

うセンセーショナルな見出しの辿紋記事.数週

WJにわたり新IlH広告や屯車のつり広告のこの文

字に多くの人の|股が集まったようです.また，エ

イズ|刻述では歯科医院の消毒に対する不信感に

ついての投~I!: も影響はおおさかったようです.

これらは，ほんの一部の人の問題であ リ，極めて

特殊な!)~例を題材としたものですが， I-EI以のtiq

科|去mli.1'''-i利医院に対するイメ ージに大きなマ

イナス点となったといわざるをえないでし ょう .

では，我々に少しでもプラスに作川するネタ

はなかったかf史してみたが，あまり比当たりま

せん.強いて三えば，愉科の在宅H:診に|民lする

記::)~t){数多く ， Z7i齢化社会での前科医の取り組

みがtJi介されたことくらいでしょうか.'11Dnの

NHIくの義的の需品ILでは歯科医や技工土にわず

かに!l.r-芯-:(1句な部分もあったようですが，基本(I(j

にはも っと よく噛める義歯を作れということで

あったと)ιわれます. もちろん， 8020.illi!日jや"

股術生に|県lする記事 ・番組は少なくありません

が地味でありアピール度は低いようです.

さて， なんといってもマスコミで今や品も 11'，

番の多いのは古わずと知れた 、金さ ん ・ ~H さん仰

でしょう . しかし，お二人の凱を凡る!主に残念

なのが，t，おのことです.どちらかは知りません

が-)jのかたは~!I_f，幽顎，他方も前歯のみで洪に

義的は入れていません.それでも100絞まで元

気なのです.8020是正出庶民間 し，義幽の必要'性

を訴え，何でもil除iんでおいしく食べるこ とが飽

1Mの元といっている，わが業界には1ufともl文|士!

な作在です.もし，お二人が義的を入れ 『これ

でなんでもかめるんだぎや一』と言ってくれた

ら，これほどアピールj支の尚いことはないでし

ょう . しかも ち:伝~~らいらない . 伐念でし ょう

がありません.でも一つだけ，こじつけですが，

お二人のりつし ヒャク シャー』というJe7V，わ

ずかに!日前のあるほうが良く聞き取れる感 じが

します.やっぱり，歯は発汗に|均係しますとで

も説明しますか---

今からでも~王くない. リ)弘ある うた生， お二人

が1l0i払いや120i誕まで民生きして1Jiくよう義

的を作ってあげるブjはいませんか.

-中村区班

冨 田力夫 (3回生)

現在中村区班の会Llは， 50数字iからなり始ど

開業mです. 1 IITI生から 23111 1 ~: :3:でわたり ， 世

代の広がりを感 じます.

111三年から班i1i到jは，少し方向をかえてきまし

た.最近医出wでは，イ ンフォームド コンセ ン

ト(1• C)がいわれ，卒業研修が雌んに行われ

ています.lL、述もぜひ共体(I(jな勉強を したいと

いう ことで，話し)j研究会の先生にお願いし，

良い人間関係をつくるために忠才;さんとの関係

のみでなく ，家IJX，スタッフ，地域の人々 ， ~ね

科医相互の人HIII民l係も合めたグローパルなテー

マでした.年-ぃ多 くの参}JIl名eがあり ，いかに毎

日 の 1~:.J.，jミて\・21者 さんとのコミュニケーションが

大切であり， ?fi減効民を1":1める九に必要かを刊

誌識致 しました.このf也角!日E?fi械における礼的，

永久的交換JUJの川題点についても研修しまし

た.今年に入ってから，人1111の疾病と 自然治樹

能力さらに薬剤との|均係についても研修会を行

いました.

又学術担当の先生からは，'X習の戸もあり半

湖町j性H交合総の取りJ淡いブiiよというテーマで数

阿行われました.全11中"五の実1111で，インスト

ラクターも 同窓生という 市でお五い気楽な気持

ちで参加できたと いう・)，;は大きな成栄でした.

参加者も 11百l'れから231111ノ1:に幅広くわたり ，実

il'l中の会話の1)1にも臨j木ーアドパイスが交わされ

たようです.この織な機会を ワえていただいた

学術担当の会此の先' I~方には ， 深く感激したこ

とと思います.

中村区班は，J也械が!よく作々特長をも ったI.fE

です.それだけに会i1による111文部活動に対し

考え方が輿なるのは当然です.それだけに班と
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して身近な問題をテーマにしてとりあげていき

たいと思っ ています. 今後とも県支部皆~策の絶

大なるご協力をお願い致します.

-半田班

天野 剛生 (7同生)

-春日井班

羽田 昌永 (121LrJ生)

森 11;1二班では，平成三年度の行)1日|恒lに於い

て，昨年 7)-]に，春日ずI:JilEの同窓会11の講師に

よる，学術講習，12月に規懇旅行，そして今回

21111下!の中術講習会を行いました.

班長に就任しでもう l年余りが経ち，当初計 3川1511(H) AMlO:30 -PM3:30.場所は，森日

間 した事業の実行の困日f{さにつくづく 思い知ら チI'ili保健センター，講師には， 31百l生で，県歯

されている今Hこの頃です. 学術の村井純彦先生を，おH乎びして，"H、の臨床"

‘ ー

1 !oドIiHは，同窓会出動が何も行えず，班長会

議， 代議員会，大品先生の後援会発足等に，手

分けして I~，}市するのがやっとでした.

5 )-]14 Rに同窓会の判OJ:)J:総会を行い，地区

から幹事会に出務してTfi~、た山川益引先生に幹

・I~会の報告をして頃きました.

総会は28名の.']'刈iが手iり，一応の報告の後に

11怖の山本万寿男先生(知|多.BIIl に，他校との

うえ流という名目で/_I'，川'!rfiき!I.!ti与の社保部の司4

$，存在性を噛み砕いて説明して此いました.

その後阪大の岩山真先生(凶l三)に社保の講習

会を行なってI頁き， /_I'，}市1'i'は-'1::懸命l吸収しよ

うと努力している-I'l!こ兄えました.

態統会の地元の料理Il向に22ア，脱，'I'.!l(!し，講師

2 '(，の先生と和気諸々 とイI~l人的な会話を交わし

て，楽しい宴となり ，JJiに干i芯 8名が講師と名古

}tl迄IJ'，向 き，同窓会参与の加藤江L彦先生と合流

して，お]口、に向己紹介をしてなごやかな芥凶気

で夜が過ぎて行き，自宅へ帰ってみると，もう午

liii 2時，絞れた 111でしたが，栄しい 1日でもあ

り今後もこう L、う機会を設けたいと思います.

という iiii組で， ~I~i寅していただきました.

IIIIM日， しかも雨天という必条例-の'1'，32名

の先生が，'1'，席され， (也大学:11'，身の先生も，数名

1I'，r.Wされました.

午前，午後もスライド小心に，十']"-;)1'先生ご自

身の病院のtli介，診昔話内容等を， くわしく説明

していただきました.説明を聞けば11rlくおし自

分の病院との，ギャップを!:l.1f;じ，排出以来，そ

れに少しでも近づけようと，病院の助手の女の

子の教育を， し目立している次第であります.

講話iをI1tJきました私自身，久ぷりの挑uii会で，

しかも 5"~:IiH という長丁場で，少々彼れました

が，大変布芯~~安な，時HH を過ごすことができま

した.排出していただいた村井先々はじめ企画

されたIlil窓会学術i症の先生ブJ，大災ごくろう様

でした.

Fh
Jv
 

nノ
ゐ



( ~17.1&: 4 .ij三7J-I) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 43号〕

-編集後記

今JUIら半ば， 1.点布:.jをお願いしました先生方，大変ありがとうございました.なにかと大変な司王だ

と，巴いますが，これからも'lJIJ協力をお願い致します.
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