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医療保険制度抜本改革と同窓会

副支部長天野恵一

齢のせいか、社会情勢の変化が急な為か、近頃、時の過ぎるのがとてつもなく速く感じら

れます。私が今期副支部長に任命され、もう一年半が過ぎました。昨年の冬に橋本内閣が打

ち上げた平成の 6大改革は、あっと言う聞に経済不況のブリザードの中で凍結させられ、内

閣沈没。その後の政局は参院選の自民党大敗の後遺症で緊急を要するはずの金融関連法案や

経済再生策等も政党聞の駆け引きの道具にさえなって毎日紙面を賑わせています。世情の方

も経済不況か、成熟社会において人聞の本性が計らずも露呈しているのか、生命軽視の風潮

が神戸の少年犯罪をきっかけの、年少者に連鎖反応的に十広がっています。今は毒物による無

差別の殺人ゲームまで全国で起き、社会生活の基本である信頼関係、信じるという事さえ否

定しなければならない時代になってしまった様な気がします。本当に大変な時代です。

そんな社会の動きに日を奪われている時にも、不気味に着々と進行しているものがありま

す。それは、昨年、厚生省・与党から出された医療保険制度抜本的改革案です。ご承知の様

に診療報酬・薬価基準・高齢者医療制度・医療提供体制という 4つの大きな柱を中心に国民

経済に沿った需要又は利用者主体の改革であり、効率的に運営する為には、機能の分担と民

間活力の導入も視野に入れたものという基本理念で行なわれるので、我々も単に自分の都合

だけを口ばしっても、自らの見識の無さを暴露するだけなので、私共一歯科医もそれなりに、

問題を整理しておく必要があります。

特に同窓会の立場から見ますと、医療提供体制の中の歯科医師の需給の問題が気になる所

であります。数字の上では厚生省建政局は平成22年に70才以上の歯科医が全てリタイアしで

も、平成27年から8， 000 -9， 000人の過剰が出るとしているが、この元になっている歯科医師

数自体が現時点でも 1万人程度把握されていないとか、少子化が見積りより急、速で 1万から

3万の過剰のバラツキがある等、考える以上に深刻です。

その中で歯学部入学定員の削減、国試での調整、卒後研修の義務化等の対策案が出されて

いますが、質の向上の為のものであれば疑問を挟む余地も無いが、需給の為に後進に過酷な

ハードルを残すというのは後ろめたさを感じます。この問題は診療拒否や差額徴収、歯の110

番等需給のアンバランスの早期是正の為だったとはいえ、厚生・文部行政の見通しの悪さに

起因するものが大であり、安易な数の調整で事を終らせるのではなく、厚生省・文部省も責

任の一端として、なおざりにされている歯科保険医療行政の向上の為にも地域支援病院での

歯科の二次医療機関の確立や全国の保健所(中核も含む)に歯科医を配属する事、厚生省・

文部省において歯科の職域を確立する等、声高に言う事も同窓会の役割かと考えます。

最後に、私の任期も後半年です。よろしくご指導お願い申し上げます。
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制例倒的例研選挙管理委員会からのお知らせ伽…~

来年は支部長、監事の改選の年に当っています。会報の誌面をお借りして告示 1号、 2号にて選

挙の要項をお知らせいたします。

同窓会愛知県支部
選挙管理委員会

選挙管理委員長冨田力夫

告示 1号 平成岬明31日

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

選挙管理委員会

支部長・監事選挙について

任期満了に伴う支部長、監事の選挙を支部選挙規則第 4条 Iに基づき次の要項に従い行うので告

示する。

1 .立候補者は選挙規則第 8条 1- 5に基づき不備のない様にして届け出ること。

2. 日時平成11年 2月 1日(月)午後 1時~午後 1時30分

2月 2日()() 向上

場所干464-8650名古屋市千種区楠元町 1ー 100

愛知学院大学歯学部内 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部(同窓会室)

3 .受理者愛知県支部選挙管理委員会

4. 開票日 平成11年 2月15日(月)午後 1時

同窓会愛知県支部
選挙管理委員会 告示 2号 平成10年10月31日

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

選挙管理委員会

県支部選挙規則第 7粂 6に基づく支部長及ぴ監事の選挙運動から投票までの順守事項を告示す

る。

1 .立候補辞退について

・選挙規則第 8条 5に基づいて行うが選挙公報及び投票用紙の発送後は認めない。

2 .選挙運動の期間

・立候補届受理後より開票日の前日までとする。

3.選挙運動に関する取扱い

・文書に関する検認と数の制限を行う。

-立候補者は本委員会の指定する立会演説会に出席し、その所信を述べる責務を負うものとす

る。ただし、立候補者が出席できない時は、代理人でも可とする。

4.投票及び送付先

・投票は同規則第11条 1に基づき l名 1票とし、支部長 1名・監事 2名の記名方式とし、郵便(封

書)により名古屋本山郵便局局留において平成11年 2月15日正午の到着分までを有効票とし

回収する。

5 .開票期日及び場所

-平成11年 2月15日 午後 1時をもって愛知学院大学歯学部同窓会室にて行う。

6.立会人の選出について

・選挙人登録名簿より立候補者 l名につき 2名の割合で希望者を募集する。

希望者なき場合は本委員会より委嘱する。

7 .当選人の決定

・選挙規則第13条 l、 2に基づき決定し同窓会室にて直ちに公示し当選人に告知するものとす

る。

8.選挙事務所の設置について

・選挙事務所を設置する立候補者はその場所と責任者を本委員会に届けること。 以 上
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ミ三 各局活動状況 、、
(渉 外〉

第7田同窓生地区会長との懇談会

平成10年 7月30日(柄、ロイヤルホテル弁天閣

において愛知県各地区でリーダーとしてご活

躍されてみえる、同窓生地区会長と同窓会支部

役員との交流の場を設け、ご要望ご意見の生の

お声を拝聴し、会の事業に反映させると共によ

り懇親を深めることにより、確かな同窓会にし

ていくことを目的とする、第 7回同窓生地区会

長との懇談会かを開催致しました。

当日は、愛知県歯科医師会地区会長会の後で

お疲れのところ、又猛暑の中にも拘わらず多く

の先生方にご出席を賜りました。今回の課題

は、皆様方のご支援、ご協力により選挙人名簿

4位登載で、 7月12日の参議院選挙に見事当選

されました未来の大臣大島慶久参議院議員の

お礼の挨拶と、同窓会活動についての協議でし

た。大島参議院議員は突然の首相指名選挙によ

り残念ながら懇談会には間に合わず、お礼の電

報の披露とあいなりました。協議会において地

区会長47名中、 31名が本学同窓生という現在、

自信を持って「同窓会活動を推進しよう」とい

うご提言をはじめいくつかの貴重なご意見を

賜りました。

その後懇親会には岡本善博名古屋市議会議

員の挨拶、小林吐之祐名東区会長の乾杯に始ま

りました。穏やかな中にも盛り上がりの感じら

れる中、大島慶久参議院議員が駆けつけてこら

れ、心より同窓会に感謝とお礼のご挨拶をされ

ました。さらに吉田幸弘衆議院議員にもご挨拶

を項き、活況の中閉会致しました。

ご出席項きました地区会長先生方々、誠にあ

りがとうございました。今後とも、同窓会活動

にご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い

致します。
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第5田技朋会愛知県支部との懇談会

日 時:平成10年 8月8日出 PM7 : 00-

場所:中区栄ニュートーキョー高尾

出席者:技朋会愛知県支部

支部長 古畑正士

副支部長 杉本紘平

専務理事 斎藤幸夫

理 事 日下部淳二

理 事 杉浦伸吉

歯学部同窓会愛知県支部

支部長 佐藤弘喜

通IJ支部長

専務理事

常務理事

山田史郎

佐藤理之

金沢俊文

学術局長 吉田正司

上記の如く第 5回となります愛知学院大学

歯学部付属技工専門学校の同窓会である技朋

会愛知県支部との懇談会が開催されました。主

な協議事項としては、以前からの懸案事項であ

る両同窓会合同の学術講演会の開催でありま

すが、本年 6月に技朋会側よりまず地区での小

講演会の共催の持ち掛けがありましたが、お互

いの組織の班割りの違いから地区での共催は

困難で、あるとの判断から実現しませんでした。

次年度以降に両支部共催の学術講演会を実現

するべく協力し合うことを申し合わせた後、和

気藷藷の内に会を閉じました。
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C組織局〉
平成10年度第 1回班長会にあたり、雨の中各

班長先生方の多数の出席を項き、組織局一同準

備に追われながらも無事開催できました。

今回の開催は、付属病院 6階講堂での開催で、

これは、本講堂の解体前に、多くの先生方が学

生時代、種々の思い出を育まれた場所の最後の

姿を班長先生方と、愛知県支部の先生方とで、

共有したいという主旨での開催となりました。

現在は、あまり使用されておらず、準備段階

での清掃、エレベーターのあまりにも遅さと古

さ等、予定よりかなり時間をとられたものの、

何とか開始時間にこぎつけ安堵致しました。

当日新病院の見学後、新しくなった歯学部付

属病院に愛知学院歯学部の今後の発展していく

姿をかいま見た気持ちになったのは、自分だけ

でなく班長の方々も同じ思いではなかったかと

思います。

(学術局〉
知 多 班 加 古 順 市 (16回生)

平成10年 7月5日 愛知学院大学楠元学舎基

礎教育研究棟 2F補y綴示説室においてAM10: 00 

-PM12 : 30まで、

第 1部 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

学術担当者の集い

第 2部 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

小講演会

(愛知学院大学歯学部口腔外科学第一

講座)

を開催しました。

第 l部においては、例年どおり各支部におい

て学術講演会を行った場合、 1年に 1回を限度

として20，000円補助をする。学術講演会の愛知

県歯科医師会(生涯研究課)への登録の仕方、

学術講演会の日歯生涯研修個人カードの取り扱

い方、について説明をさせていただ、きました。

また、昨年、ご質問がありました、学術担当者

の連絡網を別個に作成したらどうかということ

については、班長会の連絡網で連絡を密にお願

いしたい、ということで、小講演会については、

学術担当の会員だけでなく、他の会員がもっと

参加出来るようにするために、なにかしたらど

うかということについても、班長会の連絡網で

会員各位に周知していただき、同窓会からは、

会員各位に葉書にて連絡がなされている旨説明

させていただきました。

第 2部においては、愛知学院大学歯学部口腔

外科学第 I講座にお願いいたしまして小講演会

を開催しました。

最初に

栗田賢一教授の口腔外科学第 1講座の概要に

ついて

1.教室員構成、 2. 診療体制、 3.初診診

断租当医(教授、助教授、講師が担当)、 4.疾

患別の専門チーム、 5. 開業医からの紹介症例

に対する対応、 1 )講師以上が診断し、有給者

(助手以上)が責任をもって担当する、 2 )返

信の徹底、 3)初診日:原則的には月・水・土

Mhυ 
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の午前中 (11時まで)、宛名に「第 1口腔外科」

または「紹介宛歯科医師」が明記してあれば月

~土まで可、初診診断医(月)金子、伊藤講師、

(水)栗田教授、加藤講師、(土)吉田助教授、

4 )術後の救急処置への対応、 5)入院抜歯(多

数歯抜歯、鎮静下抜歯、入院期間 1~ 7日)、

6 )症例提示(抜歯等の外来小手術)、 6.愛知

学院大学付属病院におけるインプラント治療の

概要。

金子道生講師の顎変形症、レーザーの口腔外

科領域への応用について

1.顎変形症について、 1)顎変形症の歴史、)

外来矯正の発展と愛知学院大学歯学部口腔外科

学第 1講座、 3)愛知学院大学歯学部口腔外科

学第 1講座での外科的矯正術、 4)顎変形症手

術の適応、 5)治療の流れ、 6)顎変形症外来:

毎週月曜日 13: 30~16 : 00 付属病院西館 3階

特殊診療室 3(7番入り口)、担当:吉田助教授、

金子講師、高石・松尾助手および大学院生、専

攻生、 7 )顎変形症外来での初回診療時の注意

事項、 8)手術j去、 9)顎矯正手術の最近の傾

向、 10)顎矯正手術の最近の術式改良点、 11)

外科的矯正治療に伴う矯正治療費および入院費

概算。 2. レーザーの口腔外科領域への応用、

1 )刺激治療用レーザーによる生体への作用、

2 )低出力レーザーの刺激療法 ツボ療法一、

3 )現在当科で用いている低出力レーザー、 4) 

照射出力について、 5)口腔外科領域疾患の低

出力レーザー治療(顔面神経麻庫、三叉神経痛、

口腔粘膜潰療、下顎埋伏智歯抜歯などの下唇知

覚麻庫)、 6)当科における照射部位および、照射

条件(患部、ツボ、星状神経節相当部への直接

6 

照射、照射時間10分~20分)、 7 )下唇知覚麻療

治療期間(概ね12週、最長崎週)、 8)低出力レ

ーザ一治療の利点・欠点、 9)低出力レーザー

の費用。

加藤麦夫講師の粘膜疾患、腫蕩について

1.平成10年 4月より臆蕩外来・粘膜外来を

開設、現在まで良性、悪性腫蕩ならびに口腔粘

膜疾患患者の登録、臨床統計、治療成績の集計、

治療指針の取りまとめ、基礎的研究を専門チー

ムにより行っている。 2.外来開設日:毎週金

曜日の午後 1時30分から、担当者:栗田教授、

加藤麦夫講師、伊藤康弘助子、今井隆生助子お

よび大学院生、専攻生、研究生。 3. 口腔粘膜

疾患の当科における臨床統計。 4. 口腔粘膜疾

患(白斑、紅斑、ぴらん、漬蕩、水宿、色素沈

着、腫漕・腫脹。 5. 口腔粘膜疾患の診断の困

難さ。 6.口腔粘膜疾患で認識しておくこと(前

癌病変および全身状態、全身疾患との関わり)。

7.扇平苔せん。 8.白板症。 9.カンジタゃ症。

10. 腫蕩、 1 )診断の流れ、 2)良性腫療の当

科における臨床統計、 3)悪性腫療の当科にお

ける臨床統計。

荒尾宗孝講師の口腔心身症について

1. i心療歯科」について:過度の緊張、心の

悩みや葛藤といった心理的なことが原因になっ

て実際に気管支哨息や胃・十三指腸といった身

体の病気を起こすことがある。単純に身体の病

気と考えられていたものが、実は心の問題が深

く関わった「心身症」であることが意外に多い。

2. i口腔心身症J 1)舌痛症、 2)味覚異常症、

3 )口腔内異常感症、 4 )口腔乾燥症、 5 )心

因を伴う顎関節症、 6 )口臭症、 7 )異常絞、

反射、 8)歯科治療恐怖症、 9)義歯不適応症。

2. 患者一人一人に対して良好な歯科医・患者

関係の樹立、患者の訴えをよく聴き、患者の気

持ちがどこにあるかを把握する、患者の病態に

ついての分析、病状の原因や経過の把握、患者

の訴える心身の病状についての成因や発生の原

因を説明する、患者が理解した上で合理的な治

療を行えば必ず症状は好転する。

最後に再度栗田賢一教授の顎関節症、ロ唇ロ



〔平成10年11月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 62号〕

葦裂の治療について

A.顎関節症について、1.顎関節の解剖と

開閉口運動。 2. 顎関節症の定義:顎関節症と

は顎関節や岨噌筋等の痔痛、関節雑音、下顎運

動障害(開口障害ないし顎運動異常)を主要症

候とする慢性疾患群の総括的診断名であり、そ

の病態には岨時筋障害、関節庖・靭帯障害、変

形性顎関節症等が含まれている。また、類以の

症候を呈する疾患(発育異常、外傷、炎症、腫

蕩、顎関節強町直症、代謝性疾患)を除外した

もの。 3. 顎関節症の臨床症状、 1 )痔痛:関

節性、筋性、 2)関節雑音:クリッキング、ク

レビテーション、 3)下顎運動障害:関口障害、

顎運動障害。 4. 顎関節症の分類、 1 )阻H爵筋

障害(顎関節症 I型)、 2)顎関節部障害:関節

庖・靭帯障害(顎関節症II型)、関節円盤障害(顎

関節症III型 a 復位を伴う円盤転位、 b:復位

を伴わない円盤転位=クローズドロック)、変形

性関節(顎関節症W型)、 3)その他のもの。 5.

顎関節症の障害分類、最大開口域40mm以上障害

なし、 35から39mm軽度障害、 30から40mm中等度

障害、 29mm以下重度障害。 6. 顎関節症の診断

と治療の手順、第一段階:1) 問診と現症に関

する診査、 2 )口腔内外診査、第二段階:3) 

スクリーニングX線診査変形性顎関節症の診

断、他疾患との鑑別、第三段階 :4)MRI(関

節内の精査を必要とする患者)、 5)筋電図(筋

肉の精査を必要とする患者)、第四段階 1次治

療(薬物療法、スプリント療法、関節洗浄療法、

理学療法など)、第五段階 1次治療で無効例に

対しての検査、 6)顎関節内造影検査、 7 )顎

関節内ファイパー検査、第六段階 2次治療

8 )観血手術、 9)合治療。 7. 愛知学院大学

歯学部口腔外科第 1講座の治療方法、 1 )筋障

害(顎関節症 I型)に対する治法:廃痛、開口

障害に対して (1)非ステロイド性消炎鎮痛剤十

筋弛緩剤、 (2)食いしばり等の原因の発見と改善

による生活指導、 (3)スタビリゼーションスプリ

ント(補綴科依頼)、 (4)理学療法(レーザー、マ

ッサージ)0 2)関節庖・靭帯障害(顎関節症II

型)に対する治療法:痔痛・開口障害に対して

(1)非ステロイド性消炎鎮痛剤、 (2)食い縛り等の

原因の発見と改善による生活指導、 (3)スタビリ

ゼーションスプリント(補綴干判衣頼)0 3)復位

性円盤転位(顎関節症IIIa型)に対する治療法:

痛みに対して(1)非ステロイド性消炎鎮痛剤の投

与、 (2)関節腔内洗浄療法、雑音、再発性廃痛に

対して、 (3)下顎前方整位型スプリント(補綴科

依頼)0 4)非復位性円板転位(顎関節症IIIb型)

に対する治療法:痔痛、開口障害に対して(1)非

ステロイド性消炎鎮痛剤+開口練習、 (2)関節腔

内洗浄療法、 (3)観血(関節鏡視下癒着剥離授動

術、関節形成術)0 5)変形性顎関節症(顎関節

症W型)に対する治療法:痔痛、開口障害に対

して(1)関節腔内洗浄療法十非ステロイド性消炎

鎮痛剤十開口練習、 (2)観血手術(関節鏡視下癒

着剥離授動術、関節形成術、 8.GPによる治療

法)0 1 )顎関節痛(1)非ステロイド性消炎鎮痛剤、

(2)スタビリテーションスプリント。 2)筋痛(1)

非ステロイド性消炎鎮痛剤十筋弛緩剤、 (2)食い

しばり等の原因の発見と改善による生活指導、

(3)スタビリゼーションスプリント、 (4)理学療法

(レーザー、マッサージ)、 10. 2次医療機関へ

の紹介の日明安:約 2週間の治療でも障害度分

類が中等度・重度を示す場合、

B.口唇口蓋裂について、 1.先天異常、 1)総

論、 (1)先天異常:個体の胎生期発生の途中で生

ずる形態的および機能的異常のこと、肉眼的に

認める形態異常を奇形と呼ぶ。 (2)後天異常:佃

体発生後に発育異常、疾病、外傷、手術などに

より生ずる形態的および機能的異常のこと、特

に形態的異常については変形と呼ぶ。 (3)発育不

全:出生時にその異常が明らかでなく、成人す

るに従って明らかとなる大きさの異常のこと。

2 )成因:遺伝的要因と環境的要因の場合、 (1)

多国子しきい説:遺伝的要因と環境的要因の両

者の総合効果が一定の関値を超えた場合には先

天異常が発生するとする説。 3)先天異常と発

育異常の分類(1)先天異常の原因作用時期による

分類(a)遺伝病、遺伝形成(常染色体優勢遺伝、

常染色体劣勢性遺伝、伴性優勢遺伝、伴性劣勢

遺伝)、 (b)染色体異常(減数分裂や核融合に失

← 7 -
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敗が起きると染色体異常がおきる)、(c )肢芽

病、 (d)胎児病。 3)顔面・口腔の発生と先天

異常。 2.顔面、口腔領域のにおける先天異常、

1 )口唇・口蓋裂(1)分類;口唇裂、歯槽突起裂、

口蓋裂、口唇口蓋裂、口唇顎口蓋裂、 (2)新生児

発生率， 1人/500人、 (3)発生比率:口唇口蓋

裂:口唇裂:口蓋裂=約 5: 3 : 2)、(4)分類、

発生頻度、障害、治療、指導と管理。 2)顔面

裂(1)分類;斜顔裂、横顔裂、正中顔裂(正中上

唇裂、正中下唇裂)0 3.先天性・後天性異常の

手術、 (1)手術の目的、手術時期、手術方法につ

いての講演があり、その後、昼食を取りながら

の懇親会となりました。出席された先生方から

口腔外科に関する多種多様な質問が飛ぴ出し、

懇切丁寧な説明が成されておりました。

→。ぺo~斗o斗o~吟o~サ。吟。サ。ペ。斗o~寸o~吟o寸o~サ。サ。

東三会学術

豊橋渥美斑鈴木誠一郎 (19回生)

8月9日(日)に、平成10年度の愛歯束三会と愛

知県支部共催の学術講演会が豊橋グランドホテ

ルにて、約60名の会員出席のもと行われました。

本年度は、愛知学院大学歯学部小児歯科学講座

教授土屋友幸先生を講師としてお招きして、「小

児歯科診療における心の問題」と題してご講演

項きました。日頃、忘れがちな患者さんへの心

やさしい接し方を熱くご講義項き、会員の先生

方も時を忘れるほど、熱心にご聴講項きました。

講演会終了後、同ホテルにて、会員と学生を

交えての懇親会が行われました。ゲームなどを

して普段出来ない、学生との懇親を時を忘れ深

めておりました。

8 

ぐ厚生福祉局 〉
日頃の同窓会活動へのご理解、ご協力ありが

とうございます。殊に厚生局事業へのご理解、

ご参加には大変ありがたく存じます。厚生局と

しまして、親睦と共済に、を目的にがんばって

おります。

1.ゃな 鮎料理と鮎つかみ

8月6日(木) 香嵐渓白鷺ゃな

今年度は、31組117名の応募があり全員当選と

させて項き、当日26組97名の参加者がありまし

た。とても暑い日でしたが、天気には恵まれ、

川の水がとても冷たく、鮎つかみには絶好のコ

ンディションとなりました。子どもたちも元気

いっぱいで、大人も童心に返り、必死で、鮎を追

いかけ、生きた鮎を子づかみする醍醐味を体験

することができました。自分で捕まえた鮎は一

層おいしく感じられたと思います。食事の後は

大好評のビンゴ大会。子どもたちは大盛り上が

りで、プレゼントの周りに集まり、その辺りは

熱気でものすごい暑さでした。時間はあっとい

う間に過ぎ、会員家族相互に大人も子どもも楽

しいひとときを過ごしていただきました。

2.ブルーウェイブvsバッフアローズ

野球観戦ペアチケットプレゼント

8月20日(ポ名古屋ドーム

今回も大好評で、たくさんの方々のご応募を

いただきました。96通の中から50組100名の方々

にチケットをプレゼントさせていただきまし

た。

当日は佐藤支部長、山田副支部長、天野副支

部長、金津常務理事にも同席を願い、会員相互

及び会員と役員との交流の機会ともさせていた

だきました。

試合の方は首位争いをしているパップアロー

ズの勢いがまさり、ブルーウェイブの敗北とな

りました。しかし、お目当てのイチローのヒット

が見られて良かったとの声を多く項きました。

3.美女と野獣チケットプレゼント

9月24日(木) 名古屋ミュージカル劇場

この企画は前年の班長会で出していただいた
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ご要望に添って進めさせていただ、きました。そ

れもあってか、野球チケットプレゼンド以上

に人気があり、当選された方は本当におめでと

うございます。 113通380名中、 32家族100名の方

にチケットをプレゼントしました。たくさんの

応募を項きながらすべての方の期待に添えず申

し訳ございません。

これからも会員家族そろって楽しめる企画を

色々と考えておりますが、他に良い企画、やっ

てみたい企画がございましたら是非ご連絡下さ

い。(事務局:TEL.FAX052-763-2182)来年度

の参考とさせていただきます。今回当選されな

かった方への通知に不子際があり大変こ迷惑お

かけいたし、申し訳ございませんでした。

サ。→0++吟o吋0+サ0+0&。吟0+

明鮎つかみ・ビンゴゲームで大盛り上がりH

緑区斑上野田英行 (23回生)

8月 6日、厚生局主催のゃな「鮎料理と鮎つ

かみ」に、 3歳の娘を連れて参加させていただ

きました。当日の天気は快晴、 12時に集合でし

たが、 30分前に当日の会場である「白鷺ゃな」

に到着した。するともう鮎つかみを待ちきれな

いチビッコたちが大勢、ゃなで遊んで、いた。早

- 9 

速うちの娘も仲間入りさせてもらう。

やがて定刻になり、阪上副支部長、佐藤専務

のご挨拶があり、まずは子どもたちお待ちかね

の鮎つかみが始まった。いつの間に放流したの

か、何匹もの鮎がどんどんやなに落ちてくる。

子どもたちの大歓声のもと、中には大人も入り

混じって、 30匹ほどの鮎を捕ることができた。

無事、鮎つかみも終わり、いよいよパパ・ママ

お待かねの鮎料理だ。鮎の塩焼きに始まり、鮎

のフライ、鮎の炊き込みご飯などなど、フルコ

ースで、しかもビール等、飲み放題で、した。竹

田理事局長より「足りなければ、追加して下さ

い。」の力強いお言葉で宴会は大いに盛り土が

り、年の差も随分離れた同窓の先生方とも親し

くなれ、大満腹、いや大満足で、した。最後に恒

例の豪華賞品が当たるビンゴゲーム大会が行わ

れ、参加者(子ども対象)全員に賞品が当たり

大盛況でした。

今回お世話になりました厚生局の先生方、本

当にご苦労さまでした。ありがとうございまし

た。

【平成10年度弔慰報告]

6 .10 13回生後藤昌幸君(中村区) ご尊父逝去

7. 2 2回生柳瀬順輝君(瑞穂区)i 
}ご尊父逝去

6回生柳瀬良重君(愛豊)J 

7 . 9 9回生桑ヶ谷三博君(豊 田) ご本人逝去

7 .16 3回生土井 尚君(愛豊) ご尊父逝去

7 .21 6回生朽名 正也君(豊橋渥美)ご尊父進去

7 .23 3回生山田 害君(港区) ご尊父逝去

7 .27 10回生寺島良治君(天白区) ご尊父逝去

7 .28 28回生香川佳郎君(港区) ご本人逝去

7 .29 7回生生回光宣君(海部) ご尊父逝去

7 .30 15出生赤堀 康君(守山旭) ご尊父逝去

8 . 4 12回生 日比野清敏君((守山旭) ご母堂逝去

8. 5 20回生黒田貴子さん(安城) ご尊父逝去

8 . 7 9回生金平征樹君(港区)tご尊父逝去

13回生金平正三君(名東区)

8 .10 14回生阿部泰三君(中川区) ご尊父進去

8 .16 8回生飯嶋英文君(知多) ご尊父逝去

8 .18 6 r民生烏居克行君(知立) ご母堂逝去
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8 .31 11回生岩崎和宏君(一宮) ご尊父逝去

9.5 4回生山口照明君(知多) ご令室逝去

9 .12 3回生塚本茂樹君(豊田) ご尊父逝去

9 .15 23回生小林正人君(碧南) ご母堂逝去

9 .24 3回生吉崎信弥君(西尾幡豆)ご母堂逝去

10. 3 生化学講座教授早川太郎先生 ご母堂逝去

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

※お願い

愛知県支部では、規約に基づき供花を出して

おります。(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・..

TEL. FAX052-763-2182 

尚、休日で事務局に連絡不可能な時は、直接

花屋さんにお願いします。

花松(はなしょう)…...TEL. FAX052-832-8446 

仁会計7言)
平素は同窓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。早いもので現執行部

の任期も残り半年となりました。昨年度より、

県歯に新しく入会された先生方を中心に念書へ

の切り替えをお願いして、大部分の方のご理解

をいただきました。

しかし、景気の低迷する中で広告収入の減収

等もあり、会の財政状況は厳しくなりつつあり

ます。

今後とも会費納入の業務簡略化にますますの

ご理解とご協力をいただきますよう重ねてお願

い申し上げます。

耳E 名 全体数 |会入者費約数 % 念書 セントラル % 

千種区 73 45 62 29 3 44 

名東区 76 57 75 44 。58 

東 区 41 31 76 26 。63 

~t 区 64 50 78 40 1 64 

守山旭 83 51 61 44 l 54 

西 区 64 50 78 46 1 73 

中村区 102 57 56 37 2 38 

中 区 132 61 46 34 2 27 

港 区 43 28 65 24 I 58 

昭和区 66 27 41 11 3 21 

天白区 56 40 71 18 1 34 

瑞穂区 51 31 61 17 I 35 

熱田区 37 20 54 21 2 62 

中川区 68 54 79 48 I 72 

南 区 47 34 72 30 3 70 

緑 区 58 40 69 25 3 48 

宮 97 71 73 54 3 59 

神耳 yコ 66 37 56 25 1 39 

半 田 69 57 83 42 2 64 

春日井 98 72 74 49 11 61 

j幸 島 25 21 84 13 。52 

牧 43 23 54 15 。35 

尾 ~t 61 41 67 28 1 48 

犬 山 25 20 80 18 。72 

西春日井 50 42 84 28 5 66 

知 多 96 75 78 56 9 68 

i毎 在日 59 47 80 21 1 37 

中 島 59 50 85 40 69 

愛 2EZ 亘 67 48 72 28 1 43 

豊橋渥美 92 69 75 48 4 57 

岡 出奇 120 82 68 51 4 46 

主丘玉主三 JI[ 71 57 80 38 5 61 

長U 立 14 10 71 7 。50 

安 城 41 31 76 24 。59 

メリ 小'口l 37 27 73 25 4 78 

碧 南 21 13 62 6 。29 

西尾幡豆 31 24 77 16 。52 

豊 回 114 78 68 45 15 53 

A口、 計 2417 1671 70 1171 92 53 

(平成10年 9月末日現在)
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く書記局〉
夏休みも終わり、いつものように書記局会議、

役員会の資キ斗作り、会報の発刊準備と少人数なが

ら各個人の役割を精一杯こなしている毎日です。

同窓会愛知県支部と会員の皆様をつなぐパイ

プ役として努力していきますので、投稿やご意

-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

委員
A
Q
冨 幸良 丘1:::.

Eコ

IE住関闘志員五JI 
前年度より引き続き '21世紀の歯科界の動向

を探る」をテーマに活動を続けています。経済

界の激震は、我々歯科界に無縁であるはずがあ

りません。医療と福祉の今後の動向をさまざま

な角度から調査検討を加えていく予定です。

今年度は、愛知県歯科医師会社会保険部の内

堀典保次長に「歯科医療保険の今後の動向」に

関して講演をしていただき、さらに愛知県歯科

医師会の坂井 剛専務に '21世紀の歯科医療の

対応」をテーマに医療保険制度の抜本改革、介

護保険、病診連携に関して講演をしていただき

ました。

今後、これらの有意義な講演の内容を委員会

として検討整理し、報告書を作成していく予定

です。

会誌編集委員会

昨年 7月6日の第 1囲編集委員会以来、計10

回会合を重ね、この度、会誌10号発刊の運ぴと

なりました。今回の構成は、ご挨拶、特別寄稿

各講座紹介、私の臨床・私の研究、趣味いろい

ろ・班だより、から成っていますが、随所に先

生方自慢の絵画、書、写真、コレクション等を

入れさせていただきました。執筆、投稿して下

さった先生の合計数は76名でした。ありがとう

ございました。

次回会誌11号についても自薦他薦を問わずど

んどんご応募下さい。原稿依頼等ありましたら

どうかご検討下さい。よい返事をお待ちしてい

ます。

委員会では会員の皆様のご意見を会誌に反映

させるため、前回 9号よりアンケートを実施し

ています。今回は表紙の上に載っていますので、

ご記入の上FAXお願いします。直接同窓会宛に

送っていただいてもかまいません。

FAX 052-763-2182 同窓会愛知県支部宛

守
a
A
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1仁 @0~仁
41班(安城班・知立班・碧南班・刈谷班)

合同学術講演会を終えて

前日・前々日と台風8号・ 7号と10年ぶりの

二日続きの襲来で天候が危ぶまれましたが、秋

分の日の祭日である水曜日の 9月23日、神奈川

歯科大学矯正学教室佐藤貞雄教授をお迎えし

て、 161名の参加者を得て、朝の10時より午後5

時まで、ご講演して項きました。

佐藤先生におかれましては、昨年には刈谷歯

科医師会と刈谷斑の合同にて学術講演会を行っ

て]頁き、大変好評でありましたので、昨年に引

き続き、 PART 2 としてのご講演でありま

した。

演題として、顎関節の機能を考慮した不正日交

合治療のアブローチ ーその 2~ i暁合の新

しい考え方」 というテーマにてご講演をして項

いた。午前の部では中枢神経系を考慮、した生理学

的岐合関係の解説で午後の部ではAxiography

による下顎頭運動の解析、矯正科から診た SA

M暁合器を利用した日交合の再構築、さらに多数

の症例と大変有意義でありました。

同窓会活動と云いますと、昨今ではこの会活

動について疑問視される班員、支部役員の常務

もおられますが、非常に寂しいことと思います。

少人数の斑では地区歯科医師会の影に隠れて

行わなかったり、また行えなかったり様々な事

安城班班長藤井雅彦 (12回生)

情がございますが、少しずつでも活動しなけれ

ばと思い旧碧南群であり、将来の碧海市にあた

る安城班、知立班、碧南班、メIJ谷斑の班長と相

談し、更に各班に持ち帰り班員に相談し行うこ

とを合意を得て今日のこの日を迎えました。ご

講演とそれに匹敵する多くの班員との親睦には

些かながら貢献できたことと思います。大変ご

迷惑をお掛けし、ご理解項きました支部役員の

先生方、ご協力項きました各班の班員の先生方

ありがとうございました。更に数回に渡る打ち

合わせ項いた刈谷班・石川邦治先生、知立班・

多田智先生、碧南斑・稲垣康彦先生の各班長様、

ご苦労様でした。

同窓会活動を今一度振り返り、末長く続く事

を願います。

12 ー
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⑧積極画館舗網棚趨欄役員会議事録鰯鍋鶴錦繍錦織鱒

平成10年度第3回愛知県支部役員会

日時:平成10年 7月1日(水)

役員会……午後 7:30-午後 8:00

懇親会…一午後 8:00

場所:中国大飯!古 3 F r牡丹の間」

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 )その他

5.審議事項

1 )第5回技朋会愛知県支部との懇談会の件(渉外)

6.協議事項

1 )助成金の件

2 )支部学術講演会の件

3 )実習を伴う学術講演会の件

7.その他

8.監事所見

9.閉会の辞

(学術局)

(学術局)

(学術局)

平成10年度第4固愛知県支部役員会

日時:平成10年 9月2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 )その他

5 .審議事項

1 )第 9回「愛知県歯学同窓会懇話会」の件(渉外)

6.協議事項

1 )学術講演会の件

2 )大学講座紹介の件

3 )実習を伴う学術講演会

7.その他岡本善博君近況報告

8.監事所見

9. 閉会の辞

(学術局)

(学術局)

(学術局)

- 13 

平成10年度第5回愛知県支部役員会

日時:平成10年10月7日制午後 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 )その他

5.審議事項

1 )学術講演会の件(12/6)

2 )地区学術講演会の件(1/17)

3 )実習を伴う学術講演会の件(1/30)

6.協議事項

(学術局)

(学術局)

(学術局)

1 )同窓会愛知県支部ホームページ開設の件

(事務、書記局)

2 )忘年会、新年会の件 (厚生局)

7.その f也

8.監事所見

9. 閉会の辞
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参議院議員大島 慶久

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部の諸先生並びにご家族の皆様

方におかれましては、ご健勝にてご活躍のこととお慶び、申し上げます。

私の政治活動に際しましてはご苦労をお掛けいたしておりますことに心より感謝申し上げます。

さて、私は 7月の第四回参議院議員通常選挙におきまして、 3度目の当選をさせて項きました。

厳しい状況の中で歯科界の総合力の結集が自民党名簿登載順位第 4住を獲得し、皆様方の力強いご

支援に対し唯々感謝の気持ちで一杯であります。

第143回臨時国会開会と同時に自民党国会対策副委員長、科学技術部会長、社会部会副部会長、参

議院行政監視委員会及び行財政改革・税制等に関する特別委員会の理事に就任いたしました。特に

国会対策委員会では本部兼務、政府担当と 2つの委員会を担当すると同時に野党対策もしなければ

ならず、月曜日から金曜日の夜まで、衆参の議会が動く以上、終日国会内に拘束されるため、多忙

を極める日々であります。今国会は金融安定化法案、国鉄・林野の債務と問題決着、更には金融早

期安定化スキームの法案化等重要法案目白押しで、頑張っているところです。多岐にわたる国会議員

としての仕事を抱えることとなりますが、 21世紀の国民の歯科医療に関しては、私の生涯のテーマ

であります。健保j去の一部改正に係る本人負担増や超不景気を背景として、社会構造の中で医療経

営の厳しさはまさに憂慮すべき問題として、税制改正あるいは診療報酬改定を踏まえて更なる努力

をする覚悟です。倍旧のご支援ご指導を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

最後になりましたが、愛知県支部の益々の発展と会員の皆様のご活躍、ご健勝を祈念し私の国会

報告とさせていただきます。

愛院歯愛知大島会平成10年度会費納入状況

班名 含λ 貝口 開業 入 j且t 班名 含λ 貝口 開業 入 金

千種区 73 48 振込-40 宮 97 70 振込 58
名東区 76 53 振込 36 i頼 戸 66 36 振込 24 同意書 13
東 区 41 36 同意書 1 セントラル 6 半 旧 69 52 振込-35
ヰヒ 区 64 49 春日井 98 79 振込 50
守山旭 83 60 同意書 23 i幸 島 25 20 
西 区 64 51 牧 43 37 振込-24
中村区 102 64 同意書-2 セントラル I 尾 ~t 61 48 同意書-19 セントラルー13
中 区 132 74 振込一37 犬 山 25 19 振込 16
i巷 区 43 27 同意書 23 セントラル 1 西春日井 50 38 
昭和区 66 38 振込-32 知 多 96 77 
天白区 56 44 振込 37 海 音E 59 45 同意書一12
瑞穂区 51 30 9' 島 59 44 
熱田区 37 23 セントラル 16 豊橋j屋美 92 64 直接振り込み
中川区 68 53 同意書←45 セントラルー1 岡 i崎 120 87 
南 区 47 36 同意書 19 セントラル 2 豊 J I [ 71 51 直接振り込み
緑 区 58 50 長日 三立 14 11 振込-2 同意書 7
愛 2亘邑室 67 52 安 城 41 30 振込 31

メIJ ノJロA マ 37 32 振込 20
碧 南 21 16 振込 15
西尾幡豆 31 24 

同意書-164名 セントラルー40名 豊 回 114 96 

振込-457名 合計611名 ρ口、 2417 1764 

平素は愛院歯愛知大島会にご理解ご協力を項きまして誠にありがとうございます。本年度 9月30日現在の
会費納入状況です。会費未納の破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。

※東海銀行今池支庖(普)1496793 愛院歯愛知大島会代表佐藤弘喜

aaτ 
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衆議院議員・衆議院厚生委員会

吉田幸弘

愛知学院大学歯学部同窓の先生並びに御家族の皆様方におかれましては日頃より格別の御指導、

街l支援を賜り心より感謝申し上げます。今国会は、金融関連法案、国鉄長期債務の問題などが積極

的に審議され、厚生行政関係は特筆するものは多くありませんでした。

国会報告と題して皆様方にご報告をさせて項いておりますが、この国会での活動には、本会議、

委員会の他に党としての活動や、超党派の活動など多岐にわたっております。

党内の勉強会、超党派の勉強会、また目的を同じくする議員の集まりとして議院連盟などがあり

ます。今回は議院連盟について御報告をさせて項きます。

「代替医療を考える議院連盟(仮称)J を今後、民主党の鳩山由紀夫先生と共に超党派にて実現す

べく準備を進めております。

代替医療とは近代西洋医学の範囲辱に属さない医療を指し、伝統医学、現代医学に対抗して派生し

た比較的新しい医学、民間療法が含まれます。また代替医療は歯科領域においても注目を浴びてい

るホリスティック医学の支えとなる考えでもあります。

現在の、我が国の医療費は膨大なものがあり、我が国の財源を脅かしている事は周知の事実であ

ります。人口構造の変化、疾病構造の変化等に従来の医療制度が対応できなくなってきているのも

事実であります。 21世紀において、代替医療が我が国の医療行政に大きな影響を及ぼすであろうこ

とは十分に予測できます。米国、英国においても広く民間に認知され、行政としても積極的に取り

組んで、います。

しかし、我が国の医療行政は、取り分け診療報酬に関する考え方としては、現代西洋医学が基本

となり、厚生省の体質としても必要以上の客観的データを山積みしない事には認知しない環境にあ

ります。代替医療によって確実に健康が維持できたり、疾病が治癒した事の報告も少なくはありま

せん。しかしこの代替医療に対しての考え方は極めて危険な面も合んであります。経済的な効果の

みを求めて活動したり、イ‘分に学はない者による活動には注意を払わなければなりません。一方、

従来の医療の考え方から大方向転換をはからなければなりません。国民の医療に関する考えはすで

に変わっております。歯科医師、医師の考え方、世界観の転換が必要となる大きな改革と考えます。

代替医療は、現代西洋医学、すなわち現行の医療制度と予防医学の中間に位置すると私自身は考

えています。先生方には適時、御報告をさせて項きますので御指導の程、よろしくお願い申し上げ

ます。

次期、国会では年金問題、そして医療の抜本改革を論じます。追って御報告させて項きます。よ

ろしくお願い申し上げます。

平成10年 9月27日には、同窓会岐阜県支部の会合の席にて御挨拶をさせて項きました。同窓の先

生方の温かいお言葉を項き誠にありがとうございました。

以上
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岡本よしひろ後援会

総会のご案内

日 時 : 平 成10年 11月23自(祝)
午後 0:00より

会場:名古屋国際会議場

1号館イベントホール

会費:3，000円

衆議院議員吉田幸弘君を囲む

日本再興へのシナリオを語る会

日時:平成10年 11月26日(木)
午後 6:00より

会場:名古屋国際ホテル

会費:20，000円

po 
l
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鐙)平成1同学術講演会のご案内

-日 時:平成10年12月 6日(日曜日)

午後1:00-午後5:00

・場 所:愛知学院大学楠元学舎

第一講義室

演題:“歯科診療と全身疾患"

2 .講師:i.度辺博先生

愛知医科大学医学部麻酔・

救急医学教室講師

-講演内容: 演題:“歯科診療において重篤な

1 .講師:仁木厚先生 症状をきたす全身疾患"

愛知学院大学歯学部内科学 ・会 費:無料

講座教授

地区学術講演会

担当:千種区・名東区・東区・北区・守山旭 ・講師:大阪大学歯学部教授

-西区・中村区・中区 丸山剛郎先生

・日 時:平成11年 1月17日(日曜日) ・演題:暗合と全身の健康のかかわり

午後1:30-午後4:30 ・会費:無料

・場 所:愛知学院大学楠元学舎 ※詳細は、後日ご案内致します。

第 1講義室

-日 時:平成11年 1月31日(日曜日)

午前9:00-午後4:30

・開催場所:愛知学院大学歯学部基礎教育

研究棟 2F補続系実需室なら

びに示説室

・総合テーマ:オールセラミックス (0C C) 

の臨床

・研修内容:

A.講義:午前9:00-午後12:00

iQ C Cの臨床応用とその注意点」

B.実習:午後1:00-午後4:30

実習を伴う学術研修会

1 )インレーの詣j同形成

2 )クラウンの支台歯形成

3) 0 C Cの装着

・講義担当:伊藤裕教授

示説、実習担当:愛知学院大学歯学部歯科

補続学第三講!衰の先生方

-定員:30名

・実習費:25，000円

(患者説明間模型を含む)

・応募方法:12月 9日から先着順

※詳細は、後日ご案内致します。

巧，
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戸一一……，V，XV，X%yv，XvW=…………一一一……

; 「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、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

して代診匿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、

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 か月間のイ't~.参医を確保す

る事ができるわけです。

-入会条件

(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。

(2) 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

償保険基本契約保険金額月額60万)に加入すること。

惨「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司自互扶助システム」係

T E L (052) 7 6 3 -2 1 8 2 

または、安田火災海上保険株式会社名古屋企業営業部

担当/神野・栗田 TEし (052)9 5 3 -3 8 6 2 

-編集後記

台風 8号、 7号と連続して上陸したため各地で風水害による被害が出ました。台風は去りました

が、不況の嵐はますます勢いをまして更に長期化しています。自然災害よりも人がっくりだした経

済危機のほうが恐いとは?今後、私達の生活がどうなるのでしょうか。

編集を終えてホッとため息をつくよりも、不安によりハアーと大きなためいきが自然に出てしま
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