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同窓生の皆様におかれましては、健やかにお過ごしの事とお慶び、申し上

げます。

さて、冬の時代に入った歯科界と孟われて久しいが、日本国の財政が破

綻した今、政府・官僚が考える事は、まず、社会福祉、医療保険など社会

保障費の削減を計る事である。これは、世界各国においても財政が悪化するとまず行う常套子段で

ある。

この認識の上に立って、歯科界が考えなければならない事は沢山あるが、主なものは

守、，、. 挨 拶

副支部長阪上隆則
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〔平成 9年11月〕

① 歯科界の構造不況の打破

-需給バランスの是正

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報

-歯科医師の需給に関する検討会の設置

医療保険及ぴ医療提供体制の抜本的改革の方向

・医師、歯科医師の数の抑制

・医学部及び歯学部の新たな入学定員の目標を設定し、その削減を推進する。

〔第 S9 号〕

具体的な削減目標については、平成 9年度に実施する新たな医師及ぴ歯科医師の需給調査の

結果により定める。

② 医療保険制度改革に誤りのない対応

-出来高払い制の堅持と予防管理の導入、選択肢の拡大

③ 歯科医療、保健に対する意識改革

.8020運動の推進とかかりつけ歯科医機能の充実

-対外PRを強化し、歯科特に口腔機能の重要性を訴え、需要の拡大を図る

この内、歯科医師増加問題では、

「将来の歯科医師需給予測に関する研究会の報告(平成 6年度厚生科学研究費)J によれば、 2025

年には歯科医師の供給数が需要数を 3万人も上回るとしている。しかし、供給数を高齢者及び女性

の様働力等について、補正したところ2025年以降に実質的な歯科医師数は需給バランスがとれると

予測している。しかし、男勝り女性の多い時勢や、高齢にもかかわらず第一線で活躍している人々

を知る者としては、果して実態に即した妥当な補正であるのかどうかすぐには信じ難い。またこの

様な補正は女性軽視の考え方にも通じかねない。 従って、以上の様な補正のもとでの2025年には 3

万人もの過剰を帳消にして需給バランスがとれるとするのは無理があると思う。その上、仮に将来

的に適正数になるとしても、現状のままで行くかぎりは、歯科医師の増加は今後20年以上も続くこ

とになり、歯科医業を益々圧迫し続けることになる。言わんや、我国の少子化傾向は将来人口の減

少を意味し、また口腔ヘルスの普及、徹底化は患者減少に繋がることなどを併せ考えると、需給バ

ランスがとれるなどとは予測できず、かえって歯科医師の過剰を招くのではないか。

以上の事から、最大の問題は歯科医師の増加を抑える事である。まずは国立大学の歯学部をなく

す事が国家財政の赤字をなくす行政改革にもなる事であり、我々歯科医師一人一人が声を大にして

歯科大学の削減を主張していく必要がある。又この困難な問題を解決していくのに、どうしても必要

なものがある。それが政治である。我々の生活権を守るためにも国民の歯科医療を守るためにも、

同窓の一人で職域代表である大島議員にもう一度同窓生諸兄の暖かいご支提をお願い申し上げまし

て御挨拶と致します。

参考文献 ・歯科界への提言VIII 稲葉利正

・九校会講演資料 宮下和人日歯副会長
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〔平成 9年11月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 59号〕

t 各局活動状況

く渉 外〉
①第4回技朋会愛知県支部との懇話会

日時平成 9年 8月 9日(土曜日)

午後 7時~

場所栄東急イン「あづま J

出席者 技明会愛知県支部

支 部長 古畑 正士

副支 部長 藤野 健

専務理事斉藤幸夫

理 事日下部淳二

本部学術理事杉浦紳吉

同窓会愛知県支部

支 部長 佐藤 弘喜

副支部長加藤直彦

専務理事佐藤理之

常務(渉外)金沢俊文

常務(学術)亀井俊雄

平成 9年度の愛知学院大学歯科技工専門学校

同窓会技朋会愛知県支部との懇話会が上記の如

く開催されました。

先ず、この会のメインテーマである学術交流

について。お互いの学術活動予定に対しての意

見交換がなされました。次に来年の参議院議員

選挙に対してのそれぞれの活動報告を行ない、

今後の協力体制の確認を行い大いに盛り上がり

ました。又、 8月31に行われる予定の技朋会

総会の席にて出席者に愛院歯大島会発行の大島

会だよりを配布していただくことになりました。
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①平成9年度『十ニ校会』

日時平成 9年 9月21日(日曜日)

午後 3 時~7 時

場所名古屋不二パークホテル

本年度は朝日大学歯学部同窓会愛知県支部と

奥羽大学歯学部同窓会愛知県支部の主幹により

上記日程にて開催され、本会より加藤副支部長

阪上副支部長、佐藤専務、兜森常務(渉外)の

計 4名が出席しました。

来賓に愛知県歯科医師会会長の宮下和人先生

をお招きし、時局講演会が行われました。その

後懇親会が聞かれ、各同窓会愛知県支部との懇

親を深めました。

なお今回より、岩手医科大学歯学部同窓会愛

知県支部が新たに加わり、参加校13校、参加者

総数は51名でした。これにより名称を「十三校

会」と変更することに決定されました。

次年度は、大阪大学歯学部同窓会愛知県支部

と神奈川歯科大学同窓会愛知県支部が幹事校と

なり開催される予定です。



〔平成 9年11月〕 愛知学院大学歯学部向窓会愛知県支部会報 〔第 59号〕

ぐ組織局〉

①平成9年度第 1回班長会

日時平成 9年 6月22日(日曜日)

午後12時30分~

場所愛知県歯科医師会館

本年度初めての班長会が、上記の日程にて行

われました。

天野副支部長の開会の辞に始まり、佐藤支部

長、大島参議院議員、吉田衆議院議員と挨拶さ

れました。

続いて新役員、新班長が紹介され、班の近j兄、

本部代議員、各委員会及び各局の今後の事業内

容などが報告されました。

要望事項では、数多くの意見が出され、特に

公職者に対する支部の推薦基準を明確にしてほ

しいという意見には、 f広藤専務より時局委員会

にて早急に検討したいとの凶答がありました。

また協議事項では、大島参議院議員に対する支

援の件などが協議され午後 2時ごろ閉会となり

ました。

この日は、引き続き 41)背ホールにて大島議員

と宮下日歯副会長による時日講演会が行われ、

その後場所をロイヤルホテル弁天閣に移して午

後 7時30分まで懇親会と愛院歯愛知大島会によ

る「大島慶久と語る会」が行われました。

お忙しい中長時間出席頂いた先生方、誠にあ

りがとうございました。帝¥]:i:j面をおf昔りして徒[J干し

申し上げます。

一

く学術局〉
豊橋渥美班鈴木誠一郎(19同性)

8月10日(日)愛歯束三会、愛知県支部共催によ

る学術講演会が、豊橋グランドホテルにて、約

70名の同窓午出席のもと開催されました。

本年は、愛知学院大学歯学部矯正学講座教授

後藤滋己先生を演者としてお招きし、演題、 1___

般開業医のための|翁科矯一一正」と題して、御講演

項きました。私共、一般開業医が、日常臨床に

おいて、知っていて為になる事を、わかりやす

く御講演項きました。

講演会終了後、同会場にて商学部在校生と同

窓生との懇親会が行われました。来賓として、

歯科矯正学講座・後藤滋己先生、小児歯科学講

座・ L屋友幸先生、同窓会本部・三輪康先生、

井上11:峰雄先生、同窓会愛知県支部・佐藤弘喜先

生、力JJ藤直彦先生、佐藤理之先生、亀井俊雄先

生、古田正司先生をお招き致しました。福引大

会、在校生との交流会、クイズ大会と時を忘れ

てしまうほど、楽しいひとときを過ごす事がで

きました。最後に、豊橋市民病院歯科口腔外科

部長・ 111本忠先性の三本締にて、終了致しま

した。

米年 2月間{佳子主の地区学術講演会(担

S当 !日 6rx:)に向けて、実行委員会を発足

し、

委員長に

昭和[豆 7凶生谷同修造先生

副委員長に

港区 7回生小初11)長光光乍

瑞穂区 71可生池村 努先生

が、選出されました。

詳細が決まりましたら、ご案内させて項

きます。
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〔平成 9年11月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 59勾〕

学術担当者の集い

大学講座の紹介と小講演会

知多班 加古順市(16副生)

日 時:平成 9年 8月31日(日曜日)

午前10時~午後 0時30分

場 所:楠元学舎基礎研究棟2階補綴示説室

liiJ窓会愛知県支部の各班員の中より学術担当

の先生方を中心に50名程お集まり項きました。

開会の辞を同窓会愛知県支部専務の佐藤先生、

挨拶を同窓会愛知県支部長の佐藤先生より項き

始まりました。学術局局長の吉田先生より、各

班の学術活動についての報告がありました。協

議事項としましては、 1 )今後の学術活動につ

いて、 2)学術講演会の対象者について、 3)地

区学術講演会についての 3項目について話し

合われました。出席者からは、学術担当者の連

絡網を作成してほしい、せっかくの学術講演会

ですからもっと多くの先生方に出席をしていた

だけるように連絡をしっかりしてほしい、地

区学術講演会については、!日l窓会愛知県支部よ

り開催班へ 2万円(年 l凶)の補助があります

ので地区学術講演会開催時には是非利用してほ

しい等の発言がありました。午前10時30分から

大学講座の紹介と小講演会ということで口腔治

療学講座の中村洋教授と山口正孝講師にお越し

項きました。中村洋教授には、「口腔治療学講座

の教育および研究」と題しまして講演をお願い

しました。教育に関しては、在校生に対する講

義と実習について、講義の進め方や現在使用し

ている実育機材の説明がなされました。研究に

関しては、現在95歳になられました神戸在住の前

教授でお元気にお過ごしの西塚先生のスライド

から始まり、医局員の紹介、そして消毒薬の研

究から現在に至るまでの研究内容についての説

明がありました。特に根尖病巣における免疫に

ついて生化学の早川教授、病理の亀山教授との

共同研究をしているとのことでした。山口正孝

講師には、 「効果的な歯内療法をめざして」と

題しまして講演をお願L、しました。最初に根尖

病巣のある歯牙の治療に関して、根管内に不良

な根管充填があればいつまでも根尖病巣は治ら

ないこと、根管充填がしっかりしていれば根尖

病巣は必ず治るとのこと(スライドで示された

症例はレントゲンで根尖病巣が消失するまでに

約 2年聞を要した)。根管拡大については、切首[)

材料の形態的変遷、材質の歴史的変遷について説

明があり、現在は、より効果的な切削材料の開

発を研究しているとのことでした。根充方i去に

関しては、どの方法でもしっかりした根充が出

来れは良いとのことでした。

〈ヨ》ぐヨ><C9><;ヨ><ヨ診〈三診〈ヨ><8T<E三><三>_<8>""主〈ヨ><Eヨ〉

く厚生局〉
1 .ミュージカル アニー鑑賞会

8 月24日(日)愛知県芸術劇場大ホール

昨年多数の応募をいただき、また鑑賞され

た方の評判も好評でしたので、引き続き計画

させていただきました。幸い本年も多数の応

募があり抽選ということになりました。応募

をいただきながら全ての方の期待に応えるこ

とができず申し訳ありませんでした。

2. ドラゴンズチケットプレゼント

8月 7日(木)名古尾ドーム

ついに完成したナゴヤドームということで

本当に多数の応募をいただきありがとうござ

いました。毎試合満員御礼状態でチケットの

入子が大変困難だった訳ですが、各}j面の方

々のご協力で用意することができました。試

合はドラゴンズ、が楽勝で、 6-2で広島に勝

ちました。今年は選手との懇親会の開催はで

きませんでしたが、来年になれば今年のドー

ムフィーパーも落ち着くと思われますので、
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〔平成 9年11月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 59号〕

引き続き同事業をすすめたいと思っております。

3.バーベキュー大会

9月28日(日)内j毎フォレストノぐーク

素晴らしい秋晴れの一日となり(名古屋で

は暑い程の陽気で、したが)快い風もあり、屋

外のバーベキューには絶好の天気でした。厚

生局松森先生の挨拶の後、 5同牛:長縄先生の

乾杯の青頭でバーベキューを始めました。参

加者全員の協力で火をおこし、お肉・野菜・

お好み焼き・ソーセージ・シーフードなど盛

り沢山の食材で食欲の秋を堪能しました。

また恒例となりましたビンゴゲームもおこ

なわれ、子供も大人も大騒ぎで大変な盛り上が

りでした。 2時間半の予定時間はあっという

まに過ぎ、会員家族相互に和気あいあいの楽

しいひとときとなりました。

ー~ー…ω…ω山時二一一f-…ご何一一日一~寸
( dh  千厩 9牛皮 j 

相供ま1罰 .~~!~会 4 三主主ご往雪之込行、甲守場さは， γ j 留ナ川町的』菜内 ; 

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部 d

i ・日時:、同時四 7fJ (lJ) 午後 1時~午後 5時 ! 
? ・場所:愛知学院大学楠元学舎 第1講義室 3 
J ・講 師:東京歯科大字市川総合病院耳鼻咽喉科助教授 i 
j 中島庸也先生はかじまっねや)

~ 1980年 東京慈恵会医科大学字業 2 

i l附年 イタリア ピアソエンソア病問学 ) 

( 印 97年 東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科助教授 ) 

2 ・i寅 題 r耳鼻H剛(対;トと歯科との隣接疾患を考える J S 
1 今回、耳鼻咽喉科と歯科の隣接疾患を考えるために、耳鼻咽喉科の立場から中 f
i 耳、内耳を中心に、基礎的知識や関連する疾患を再確認し、またそれらの検査法 J
f について検討したい。 i 
i ・講 師:東京歯科大学スポーソ歯学研究班客員助教授 i 
j 石上憲一先生(いしがみけいいち)

~ 1979年 日本大学歯学部卒業 f 

j 19昨日一一事 : 
1994年 日本スポーツ歯学研究会理事

1995年 日本補続歯科学会指導医

) M 年 JOCオリンビ yクメテやイカルスタソフ(スポーツドクター) i 
$ 1997年 日本大学歯学部歯科補綴学教室講師 z 
i ・演題 rp問時J加運動パフォーマンスに及ぼす影響」 3 
6 顎関節が内耳迷路などと隣接していることなどから、時合の変化、あるいは顎 s
j 位の偏位、またスポーツ歯学の観点からマウスフ。ロテクター装着による岐合の挙 1
3 上などが平衡感覚や運動パフォーマンスに及ほ、す影響について触れたい o g 

j竺工L--Nω一一一一一一一一…句J
6 
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.ナゴヤドームプロ野球観戦
そういった意味からも、今回の野球観戦が我

が子の大切な人生のひとこまとして残ったらと

思うのです。

そんな機会を与えて下さった、同窓会の厚生

の役員の先ヰ:方に厚くお礼を申し上げたいと思

います。

知多耕1"1"内j青則 (16凶生)

8月 7H、木曜日。小学校 3年生の息子は朝

からはりきっていました。ナゴヤドームの中日

対広島戦を観戦できるからです。弁当、水筒、

おやつを持って少し早めに家を出て、球場へ向

かいました。球場につくやいなや、練習までも、 {人材センター]

身をのり出して見ていた息子は、プレイボールが 求人、求職のご要望を受け付けています。

待ちきれないようです。 I会報」折込用紙をご利用下さ L、。

家のテレピで見るのと違い、球場では、やは 平成 9年度報告(平成 9年10月15日現在)

リ迫力が違うという感じでした。 求人 12件 求職 3件

選手の表情までは見えないのですが、ボールが

今にも飛んできそうですし、まわりの他のお客

さんたちの声援に副まれているとだんだん興奮

してきます。選千たちのはつらつとしたプレー

を見ていて思ったことですが、近ごろ、テレビ

ゲームなどで家にとじこもって遊ぶチf共たちが、

ふえています。しかし、親としては、自分のf本

を動かしてするスポーツの方をやらせたいと忠

うのです。幸い、我が息子は、野球女子きで、こ

の夏も、少年野球にたっぷり汗を流しているの

で、このままいけば将来は・・・などと親はパ

カな夢をみております。

子供の姿をみていて思うのですが、チ供にと

って何かひとつ夢中になるものが必要で、あリ、

それが人間形成にも大きな役割となっていくよ

うです。なかでも、スポーツは、子f共に喜ぴと

夢と希望を与えてくれる大切なものです。果た

すことのできない夢でも、それに向っていく過

程のすばらしさは、お金では買えない大切な、

その子供の財崖になるのではないでしょうか。

[平成9年度弔意報告]

平成9.6.16 11回生土井賢司君(豊 II[) ご尊父逝去

6.20 l [Ql竺榊原iJ!人若(瀬戸) ご尊父逝去

6.20 5回生下郷和雄君(中村区) 二、母堂逝去

6.21 1 lll]生鹿田 傑君(東区) ご尊父逝去

6.26 麻酔学講座教授小長谷九一日|沈生ご尊父逝去

7. 1 12回生安田 力若(中川区) ご尊父逝去

7. 5 20lliJ生石黒目IJ子さん(一広) ご尊父逝去

7.18 15凶生苅谷昌司君(小牧) ご母堂逝去

7.24 19[pJ生岩田 正君(豊田) こ子息逝去

8.5 5回生横井靖彦君(豊橋渥美)ご母堂逝去

8.17 18回生大矢和範君(熱田区) ご尊父逝去

8.18 3回生水谷秀器君(中島) ご尊父逝去

8.19 19回生見出正夫君(知多) ご尊父逝去

8.23 8回生高尾信義君(中区) ご尊父逝去

8.27 11同生都島誠ー君(名東区) ご尊父逝去

9. 9 17回生磯部|逢明，{'j(手宮) ご尊父逝去

9.14 教養部物理学教民星合誠先生 ご本人逝去

9.21 13回生尾之内茂樹君(知多) ご尊父逝去

9.22 8回生木村昭夫君(春日井) ごは堂逝去

9.24 8阿生熊沢成章君(港区) ご尊父逝去

9.29 病興学講座教佼亀山洋郎先生 ご母堂逝去

10. 1 lllliJ生小川喜仁君(北区) ご尊父逝去

10.10 8凪生近藤 滋k'i(中村区) ご尊父j主主

10.15 15回生笹森将稔君(守1I1旭) ご尊父逝去

謹んでこ冥福をお祈り申し十会げます。

※お願い

愛知県ー支部では、規約に基づき供花を出して

円

i
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平成9年度います。(本部・支部で-J;j)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。 会費納入率・念書セントラル回収率

同窓会愛知県支部事務局....

TEL.FAX 052-763-2182 

尚、休日で事務局に連絡不可能な時は、直接

花屋さんにお原郎、します。

花松(はなしょう)・一-

T E L. FAX 052-832-8446 

〈ヨ>Eヨ砂〈ヨ>Eヨ診〈ヨ診〈ヨ惨〈ヨ診〈ヨ診〈ヨ>Eヨ診〈ヨ診〈ヨ診〈ヨ砂〈ヨ診〈ヨ診

ぐ会計局〉
平素は会活動にご協力いただき、まことにあ

りがとうございます。早いもので新執行部が発

足し、すでに半年が過ぎました。我々会計局も

会の円滑な運営のため、陰ながらがんばってい

ます。さて、本年度は県歯に入会された先生方

を中心に念書への切り替えをお原色、してまいり

ましたが、現在の所ほほ順調に移行しています。

御承知のように、同窓会の運営は先生方の貴

重な会費の上に成り立っています。今後も会費

納入の業務簡略化にご理解、ご協力いただきま

すよう重ねてお願い申し上げます。

〈ヨ診〈三歩〈ヨ診<8>E三歩〈ヨ><宣告三>Eヨ》ぐ三><CG><ヨ>Eヨ診〈三><Eヨ診

く書記局〉
一生懸命仕事をこなしていくうちに佐藤新執

行部も発足しでもう半年たってしまいました。

書記局でも 2号目となる会報59号を発行するこ

ととなりました。新人が多く慣れないために読

みにくいところ、わかりにくい箇所があると思

います。皆様にどしどし指摘していただき、よ

りいっそうわかりやすい会報となるよう努力し

ていきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

-毎月の役員会の開催、資料の作成、議事録の

作成

・「役員会だより」の作成と各班長への発送

.会報の発刊

・書記局会議の開催

- 8 

説E 名 会員数

千種区 72 

名東区 76 

東 区 43 

北 区 64 

守 ilj旭 82 

西 区 64 

中 村 区 100 

中 区 132 

港 区 45 

昭和区 61 

天白区 55 

瑞穂区 54 

熱田区 36 

中 川 区 65 

南 区 区 49 

緑 区 58 

r品ム、 98 

瀬 戸 64 

半 田 69 

春日井 100 

;* 島 25 

牧 43 

尾 ~t 59 

犬 [lJ 25 

西春日井 50 

知 多 96 

i母←- 吉日 56 

中 島 58 

愛 玉丘三亙三 69 

豊橋渥美 91 

同 崎 120 

E正a且二 1[[ 70 

知 立 14 
r女よー・ i成 39 

メIJ h I3? 36 

碧 南 22 

西尾幡豆 31 

5庄玉E三 臼 114 

ム口、 計 2，405 

平成 9年10月15日現在

会号費室納 % 今d也、 謹日主
セント % 入数 ラ/レ

40 56 28 43 

51 67 44 。58 

30 70 25 。58 

47 74 40 64 

47 57 43 1 54 

49 77 45 l 72 

50 50 36 2 38 

52 39 33 2 27 

26 58 23 53 

23 38 10 3 21 

34 62 19 1 36 

27 50 17 33 

21 58 21 2 64 

51 79 45 71 

35 71 30 3 67 

36 62 26 3 50 

67 68 53 3 57 

33 52 25 41 

50 73 42 2 64 

69 69 49 11 60 

16 64 13 。52 

19 44 15 。35 

33 55 26 46 

19 76 18 。72 

38 76 28 5 66 

73 76 55 9 67 

36 64 21 l 39 

44 76 38 67 

40 58 28 42 

62 68 47 4 55 

74 62 50 4 45 

53 76 38 5 61 

9 I 64 7 。50 

27 69 24 。62 

26 72 25 4 81 

14 64 7 。32 

24 77 16 。52 

74 65 45 15 53 

1，519 63 1，155 92 52 
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各委員会報告

( 時局対策委員会

日時:平成 9年 7月23日(水) P.M. 7:30~. 

場所:円庄

平成 9年度第 l回の時局対策委員会が上記の

如く開催されました。阪上隆則委員長の挨拶の

後、今後 2年間の活動をお願Lミする委員の白己

紹介がなされ、各委員に阪上委員長より委嘱状

が手渡されました。

本委員会は諮問委員会であり、時局の諸問題

について支部長より諮問を受け、それに対して

答申する事を目的としており、まだ現時点で諮

問事項が有りませんでしたので、委員の顔合わ

せと懇親をメインとし、和やかなうちに会を終

えました。

L豊科医療問題研究委員会
21世紀を間近に控え、我々を取り巻く環境は

激変しようとしています。年々厳しさを増す医

療情勢は、社会保障費の削減と福祉の充実とい

う、相反する施策を両立させるためのしわ寄せ

と言ってもいいでしょう。抜本的な制度改革に

子をつけなければ、日本国にも医療界にも明る

い未来は無いと言えます。

このような社会情勢を理解すると共に、歯科

界にとってより良き制度とはどんなものか、歯

科と福祉行政との関わり等、様々な問題点を考

えていくことが歯科医療問題研究委員会の役割

だと思います。そして、同窓会におけるシンク

タンク的な役割が果たせるような委員会ヘ発展

できればと考えています。

今回、天野恵ム委員長以下19名もの大所帯

で活動を開始しました。座長に、福祉、保健制

度の生き字ヲ!と評価の高い西川伸先生を迎え、

各委員もそれぞれ愛知県歯科医師会、地区歯科

医師会で活躍中の新進気鋭の先生方がそろって

わります。

今期委員会発足以来、各委員が高度で専門的

9 

な知識を共有するために、西川伸先生による

「保健、医療、福祉の連携」及び佐々木成高先

生による「第三次医療法改正及び21世紀の医療

提供体制」の講演を催しました。種々の分野に

おける情報を収集、分析する事がまず第 A にな

すべき事と考えています。そこから得られた知

識を基に新たな問題を提起し、検討を加えてい

きたいと思います。有意義で独創性のある委員

会を目指し、委員全員で努力していきたいと思

います。

( 相互扶闘システム委員会〕

平成 9年 8月21日(木)楠元学舎第 3会議室にで

第 1回の相互扶助システム委員会を開催しまし

た。平成 8年度のシステム利用状況(2件)、現

在の会員数(181名)等の報告および会計報告の

後、「今後の相互扶助システムの在り方について」

ということで協議をしました。委員より多くの

意見が出され、より質の高く、利用しやすいシ

ステム作りを目標に 2年間努めようということ

で閉会しました。

会誌編集委員会 ) 

来年秋の会誌10号発行に向け、編集委員一同

一丸となって頑張っております。

会誌は会員の皆様が活字によるコミュニケー

ションを行なう重要な場と考えていますが、残

念ながらこのところ自主的な投稿が皆無といっ

た状態が続いています。現在では、委員が個人

的にお願いして集めた原稿のみで会誌が作られ

ています。先生方の現状報告のようなものでも

結構です。ぜひご応募下さしミ。

又、今回、先生方のかかれた絵画、書、イラ

スト等や写真、その他の作品を掲載したいと思

いますので、こちらもよろしくお願いします。

応募要項は、別紙チラシに記載しであります。

皆様方の投稿を心よりお待ちしています。
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〉役員会議事録 ω:.:.:.:.:

平成9年度第3回愛知県支部役員会

日時:平成 9 年 7 月 2 日(水)午後 7:00~

場所 r神戸屋」昭和区広路町

1 .開会の辞

2 氏名点呼

3.支部長挨拶

4.報

1 )本

2 )専

主仁
仁コ

部

務

3 )各局・委員会

4 )その他

5 .審議事項

1 )第4凹技朋会愛知県支部との懇談会u歩外)

2 )厚生局事業の件 (厚生局)

6.協議事項

1 )実習を伴う学術講演会 (学術局)

2 )愛知県支部主催学術講演会 (学術局)

7. その{也

8.監事所見

9.閉会の辞

平成9年度第4回愛知県支部役員会

日時:平成 9 年 8 月 6 日(水)午後 7:45~

場所:楠元学舎第 2会議室

1 .開会の辞

2.氏名点呼

3.支部長挨拶

4.報

1 )本

2 )専

生
口

部

務

3 )各局・委員会

4 )その他

5.審議事項

1 )実習を伴う学術研修会の件 (学術局)

6.協議事項

1 )第 6回同窓生地区会長との懇談会並びに

第 6回班長及び県歯理事、室・部・委員、

県歯連盟理事、地区役員と支部役員との

懇談会の件 (渉外)

2 )愛知県支部主催学術講演会の件(学術局)

7. その他

8.監事所見

9.閉会の辞

平成9年度第5回愛知県支部役員会

日時:平成 9 年 9 月 3 日(水)午後 7:45~

場所:楠元学舎第 2会議室

1 .開会の辞

2.氏名点呼

3.支部長挨拶

4.報告

1 )本部

2 )専務

3 )各局・委員会

4 )その{也

5.審議事項

1 )第 6回同窓生地区会長及び、県歯理事・

室・部・委員・連盟・代議員、地区役員

と班長、支部役員との懇談会の件

(;歩外)

2 )第 8回愛知県歯学同窓会懇話会開催の件

(;歩外)

3 )学術講演会の件 (学術局)

6.協議事項

7 その{也

8.監事所見

9.閉会の辞

平成9年度第6回愛知県支部役員会

日時:平成 9 年10 月 1 日 (7J，)午後 7:45~

場所:楠元学会第 2会議室

1 .開会の辞

2.氏名点呼

3.支部長挨拶

4.報

1 )本

2 )専

主と
【コ

部

務

3 )各局・委員会

4 )その他

5 .審議事項

6.協議事項

1 )委員会規約検討の件

7 .その他

8.監事所見

9.閉会の辞

(専務)

ハH
V

唱

E
A
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E主砲由昌姐宋畠曾指~~
会費未納の班の代表幹事の先生には、宜しく

ご入金の程お願い致します。

平素は、愛院歯愛知大島会に、ご理解ご協力

をT頁きまして誠にありがとうございます。

本年度、 10月15日現在の会費納入状況です。

愛院歯愛知大島会平成9年度会費納入状況 (H9.10.15) 

班名 会員 開業 入 金 班名 会負 開業 入 金

千種区 72 45 振込40 半 田 69 51 振込35

名東区 76 52 振込36 春日井 100 78 振込50

東区 43 35 同意書 1 セントラル 6 津島 25 20 

北区 64 47 ノj、牧 43 37 振込26

守山旭 82 58 同意書21 尾北 59 47 同意書18 セントラル13

回 区 64 犬 山 25 19 振込17

中村区 100 63 同意書 2 西春日井 50 37 

中 区 132 72 振込47 矢口 アケ 96 

j巷区 45 26 同意書23 セントラル 1 海 部 56 43 同意書12

昭和区 61 36 振込30 中 島 58 42 振込40

天白区 55 43 振込35 62 

瑞穂区 54 30 岡崎 120 85 振込83

熱田区 36 22 振込12 セントラル10 豊 JII 70 51 

中川区 51 同意書記 セントラル 1 矢口 立 14 11 同意書 7

南 区 36 同意書19 セントラル 2 安城 39 29 振込32

緑区 58 49 メIJ I小ご1 36 30 振込27
与三文さ与 呈_TI亙L 69 52 振込25 碧南 22 17 振込16

一宮 98 69 振込62 西尾幡豆 31 24 

瀬戸 64 34 振込21 同意書13 豊田 114 ぺ振込80

同意書 159名 セントラル 33名 振込 698名 合計 2，405 1，723 

豊橋・渥美、豊JIIは地区で直接納入

東海銀行覚王山支庖(普) 1166916愛院歯愛知大島会代表佐藤弘喜

-歯科医師求人案内・

ぷり歯科
佐分利清信 (18回生)

さ
色白庄市中区錦 1-20 -25 

広小路YMDビル2F

ft 052-221 -1アアア

まつやま歯科
松山明敬 (23岡山

豊橋市つつじが丘 2-1 -10 

ft 0532-64-5955 

藤井歯科医院
(医療法人晃明会)
藤 井 宏 次 (3回生)

名古屋市熱田区千代田町17-8
食品どル2F

ft 052-682-3988 

旬

'
il
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@ @@@  

佐藤支部長はじめ愛知県支部の諸先生方にお

かれましては、来夏の参議院通常選挙に向け一

丸となって私をお支えいただいておりますこと

に、先ずもって感謝申し上げます。全国47都道

府県の会合計画へ出席する際にも、各県支部の

同窓生が所属県歯の執行部とともに懸命にやっ

て下さっている姿には、本当に頭が下がります。

そんな中で 9月29日より第141回臨時国会も開

会されました。今回は平成 9年の国会における

10月までの私の動きをまとめてご報告したいと

思います。

厚生省は平成 8年から、少子高齢化の進行す

る中で、国民の医療保険財政は深刻な赤字構造

に陥り、特に政管健保は8，310億円の赤字が見

込まれ、医療保険制度改革の第一弾として、 l 

月20日招集の第140回通常国会に、被保険者本

人の自己負担を現行の 1割から 2害Ijに引き上げ

る。また政管健保の保健料率引き上げなどを内

容とした「健康保険法の一部改正法案」が提出

されました。

日本歯科医師会は、昨年の11月医療保険審議

会から建議書が出された時点で、日歯代議員会

の決議を踏まえ、国民に負担を強いる改正案に

は当初から反対を表明し、「国民歯科医療を守る

決起大会」を開催、大阪・香川など各地の協力

もあって反対署名運動を展開する一方、三師会

も共闘路線で結束して、医系議員で構成してい

るカトレア会は12月11日、自民党 5役に陳情し

ました。

また、連日開催された自民党の社会部会、医

療基本問題調査会、衆参・厚生委員会、与党医

療保険制度改革協議会等それぞれの審議におい

- 12 

参議院議員大島慶久

て、日歯としては歯科医療受診を抑制する 2害Ij

負担に反対し、老人外来医療費の一部負担の定

額制の堅持など要求したほか、予防的な対応が

極めて有効である歯科疾患の特性を踏まえ予防

的保険給付の導入や、かかりつけ歯科医の機能

充実を強く求め、中原会長とともに政治折衝に

全力投球で対応してまいりました。

その結果、これまで受け入れられなかった歯

科の主張が与党医療保険制度協議会の基本方針

の本文において「歯科医業と医業との差異に配

慮する」と明記されたことは今後の論議に有益

な意義をもつこと。医療保険財政の赤字対策の

審議経過の中では、患者負担を現行の 1割から

2割に引き上げることは与野党の聞で合意され

てしまったこと。さらに重大な問題は制度改革

に与野党がそろって、増大する一方の国民医療

費に「出来高払いの撤廃、包括化定額払いへの

移行」を推進するなかで、橋本首相より「出来

高払いと定額払いの最善の組み合わせを検討し

ていく」との答弁を得て、歯科としては絶対に

譲歩できない「出来高払い制」の存続のため、

与党 3党をはじめ、国会の審議、また関係省庁

の行政担当者へ、中原会長とともに日歯の考え

を積極的に説明してきたこと。その結果は与党

協が提示した「医療制度改革の基本方針」の診

療報酬体系において「歯科と医科の差異に配慮

する」としたことにもとづいて、厚生省が 8月

に発表した「医療保険及び、医療提供体制の方向」

の、歯科診療報酬体系で、初めて歯科の出来高

払いを原則jとする合理性が明記されたわけであ

ります。

当初、 2害Ij負担に絶対反対を旗印でスタート
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したものであったが、このような政治折衝を経

ていつまでも 2害Jjに拘ることは歯科だけの孤立

を意味し、改革の対応に乗り遅れるだけでなく、

これまで積み重ねた折衝を無にすることになる

ことも、会員各位には十分ご理解をいただきた

いと思います。

当面の財政危機を回避し、国民皆保険制度を

維持する喫堅の措置として被用者保険本人の自

己負担 1割から 2割、政管健保の保険料率引き

上げなどを内容とする健保法の」部改正は 6月

19日衆参両院で一部修正のうえ成立しました。

しかし、この法改正は「抜本改革」に向けた

第一弾に過ぎず、橋本内閣は 6月 3日の閣議に

おいて、我国の財政は先進国の中で最悪の危機

的状況にあるとし、 2000年までの 3年聞を「ー

切の聖域なし」で、財政構造改革を断行する集

中期間と定め、財政再建法案(仮称)を法律化

させ、歳出の縮減は、平成10年度の社会保障費

(医療費合む)は 9年度予算に3，000億円を加算

した額に抑え込む、また平成11年、 12年度予算

は、 10年度予算に 2%上乗せした予算編成とす

る法案を 9月招集の第141回臨時国会に上程す

るため急ピッチで審議が進められている。

そこで、厚生省は 8月 7日、医療保険制度改

革の第二弾ともいうべき、 '21世紀の医療保険

制度・医療保険及ぴ医療提供体制の抜本的改革

の方向」を発表しました。これはサラリーマ

ンなど本人 3割、大病院の外来 5害Jjなど新たな

国民生活を刺激する内容を含んでいるため、自

民、社民、さきがけの与党 3党による与党医療

保険制度改革協議会は「給付と負担の公平」に

ついては検討を先送りすると発言したほどであ

ります。

中原会長と私は 8月19日、自民党の社会部会

・医療基本問題調査会合同会議に出席し、 「厚

生省案」に対するヒアリング(意見聴取)の中

で臼歯の見解を明らかにしました。

中原会長は、診療報酬における技術の適正な

評価について、 「途を聞くための検討自体には

反対しない」としながらも「単に財政上の理由

から、現行保険給付の範囲を狭める趣旨のもの

であってはならない」と注文をつけるとともに、

見直し作業を行うときは、中医協・歯科小委員

会のメンバーを加えるよう要望。検討項目とし

て、 (1)歯周疾患の診療 (2)小児歯科診療 (3)

在宅歯科医療 (4)障害者の歯科診療 (5)病院歯

科診療 (6)有床義歯 (7)歯科自由診療 (8)その

他・顎関節症等、 8項目を挙げ検討するよう求

めました。

歯科診療報酬体系における出来高払い制の堅

持は歯科医療の特性と専門性からいっても譲れ

ない一線であることを明確にした。

しカか冶し、 今回のヒアリンクグ守でで、¥、 日Z

{体本連盟と健!康衰剥{保呆険組合連合会は歯科の出来高払

い制に反対し、日経連は「厚生省案では、急J性

・歯科とも原則出来高払いとされているが、急

性疾患・歯科の場合も疾病別定額制の余地は大

きいので、積極的な対応を行うべきである」と

し、健保連は「現行診療報酬体系の問題の検討

もなく、急性・歯科の出来高払いとするのは問

題がある」と反対意見をしめし、歯科医療を全

く理解していないことを浮き彫りにした。しか

も、無視することができない団体なので環境は

楽観できないものがあります。日歯としては、

組織を挙げてあらゆる機会で繰り返し主張し、

理解を求めなければならなし、。財政構造改革の

対応はこれからがまさしく正念場であることを

会員一人一人が自覚する必要があります。

私は 6万 1千余の会員、 6万9干の歯科診療

所の死活的な利益の確保に向け、中原会長のも

と先兵となって戦うことを誓います。なお、本

年 6月に文教委員会の委員長に選任されました。

国会役員である常任委員長に就任するのは、こ

れが始めてであります。また、 8月には参議院

自民党の文教部会長に就いております。

平成 9年10月

内ペ
ul
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『相互扶助システムJのご加入のおすすめ

時として病気やケガあるいは思いち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、代診制度により緊急に診療所をみてもらえることがで

きたら、患者さんにも家族にも迷惑をかけず、安心してこ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

由してイ吃~~医を派遣してもらう事ができます。(派遣期間はムか月以内とします。)つまり、

たった月額60万円の所得補償保険にご加入される事によって1か月聞のイモ診「医を確保する

事ができるわけです。

-入会条件

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。

(2) 1戸l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保償する保険(所得補

償保険 基本契約保険金額月額60万)に加入すること。

j
 

-』A(
 

「相互扶助システム』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『相互扶助システム」係

(052) 

ー砂

763-2182 TEし

または、安田火災海上保険株式会社名古屋企業営業部

(052) 9 5 3 -3 8 6 2 TEL 担当/神野・栗田

.編集後記
ダイアナ元皇太子妃の事故死から数ヵ月たった今でも事故原因として、パパラッチとのカーチェ

イス、運転手の酔っぱらい運転、さらに暗殺ではないかとのうわさも飛び出しています。それだけ

世界中を騒がせた大事件だったわけです。

そこで教訓I? どんなに安全といわれる高級外車でも 200キロ近いスピードでぶつかればスクラッ

プとなってしまいます。われわれの仕事は体が資本です。くれぐれもスピードの出しすぎには注意

しましょう。
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名古屋市千種区松軒ー了日1-5
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