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副支部長阪上隆則

同窓生諸兄の皆様におかれましては、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。日頃より同窓会

活動に、ご理解・ご協力を頂き誠にありがとうございます。

平成11年 9月30日午後 8時41分巨人が横浜に 1-2で破れ中日ドラゴンズがこの時点で11年ぶ

りの優勝を決めました。その頃、神宮球場では、 4点差を徐々に、はね返し午後10時随分ヤクル

トに 5-4で逆転勝ちし、星野監督が胴上げで 7回宙に舞いました。 9月中に優勝が決まったの

は球団史上最速。星野監督は、中日初の 2度目の優勝監督になりました。中日が、優勝した年は

何か重大な事が起こると言われています。ドラゴンズが優勝した同じ日の午前10時35分、東海村

で日本初の臨界被ばく事故が民間核施設で発生しました。国際評価尺度で国内最悪の「レベル 4J 

で被ばく者は69人を数え、内 3人は危険な状態であるとの事。政府にとってもこの種の事故が「全

く予想外Jだったのか、危機管理の甘さが露呈しました。又、今年は、まれに見る大雨と台風の被

害、 10月になっても30度の真夏日を記録する猛暑の夏。 海外では、 8月17日午前 3時、 トルコ北

1 -



〔平成11年11月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 65号〕

西部でマグニチュード (M)7.4の大地震が起きました。阪神大震災のM7.2よりも大きいが、しかし

揺れの大きさを示す最大加速度は、 399ガルで阪神の818ガルの約半分であったにもかかわらず、

基準を守らない建築が横行し被害を大きくしました。それから、わずか 1ヶ月後の 9月21日未明

M7.7で阪神大震災の10倍の破壊力があったと言われる台湾大震災が発生しました。震源に近い南

投県では、 2m以上も隆起し断層が出来、川が滝になった所もあるとの事。鉄筋コンクリートの

建物が跡形もなく崩れているなか、日本統治時代の築80年の日本式建築が立ち残りました。何と

すばらしい事でしょう。昔の教育の良さ、まじめな仕事、戦前の日本の良さを、もう一度見直す

時期に来ているのではないでしょうか。

さて歯科界の現状は、日をおって厳しくなってきているのを、身にしみて実感している今日こ

の頃であります。これほどまでに追いつめられた歯科界において、今全力で取り組んで、いる事は、

歯科大学・歯学部入学者のさらなる削減に向けての行動。もう一つは、医科無床診療所と歯科診

療所の収入の格差の是正。もう誰もが認める歯科医師の過剰については、国立の統廃合も視野に

いれたもう一段の削減が必要でしょう。又平成 9年 9月時点で、医科無床診療所の収支差額191万

3千円と歯科診療所の収支差額は130万8千円で、その差が60万 5千円あります。これは、長年続

いた医科の薬価基準の改定の名の下、不合理な改定率の格差が続いた結呆であります。

象徴としての初診料・再診料。 初診料医科:270点歯科:186点

再診料医 科 74点歯科 38点

せめて昔の様に医科・歯科同額の初診料の点数にしてほしい。そのためには、約 8%の改定が

必要です。少しでも、歯科界が良くなる様に、あきらめないで地道に努力していきたいものです。

中日ドラゴンズは、今年は残念ながら日本ーを逃がしてしまいました。来年(辰年)は、一段

とたくましくなって頑張ってくれることでしょう。私達も明るい未来を信じて努力して行きたい

と思います。

各局活動状況

第 6回技朋会愛知県支部との懇談会

日時:平成11年 7月 1日(木)午後 7時から

場所:かに本家栄庖

出席者技朋会愛知県支部

支部長 古畑 正士

副支部長 藤野進

理 事(学術) 杉浦伸吉
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理 事(組織) 川本正起

専務理事 斎 藤 幸 夫

同窓会愛知県支部

支部長 加藤直彦

専務理事 佐 藤 理 之

常 務(渉外) 松森克年

常 務(学術局)亀井俊雄

理 事(渉外) 竹田 茂
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平成11年度の愛知学院大学歯学部技工専門

学校同窓会技朋会愛知県支部との懇談会が上

記の如く開催されました。

まず、加藤支部長から歯科開業医の現状と将

来について、古畑支部長からは技朋会の活動状

況と海外からの技工物、介護保険関連の質問の

挨拶がありました。続いて挨拶に関連した懇談

となり、活発な意見交換がなされました。

さて協議事項につきましては、 3年越しの

懸案であります学術講演会の共催について演

題や会場参加人数、そして演者の選任と具体

的な討論がされました。

今年度末に開催することを目標とし、 7月

と8月に両支部 2，3人ず、つで準備会を聞き

内容を詰める。 9月中に実施案をまとめ、 12

月中に最終答申をするということで、実施に

向けて具体的な決定がされました。

第 8回「同窓会地区会長との懇談会j

平成11年 8月 5日(木)、名古屋ガーデンパ

レスにおいて愛知県内各地区でリーダーとし

て活躍されている同窓生地区会長と同窓会愛

知県支部役員との交流会として“第 8回同窓

生地区会長との懇談会"を開催致しました。

当日は、この夏 J 番の猛暑の中を多数の先

生方にご臨席を賜りました。今回は、まず加

藤支部長より所信表明並びに新執行部の活動

報告が行われ、引き続いて出席された地区会

長先生お一人お→人から貴重なご意見を賜り

まして当初の予定をかなり延長した有意義な

協議会となりました。内容と致しましては同

窓会の活性化、会費納入率の件、県歯未入会

者の問題など多岐にわたるものでした。また、

顧問の岡本善博名古屋市議会議員、吉田幸弘

衆議院議員にもご挨拶をいただきました。

その後懇親会へと移り、穏やかな中にも盛り

上がりの感じられる中無事に閉会致しました。

尚、現在、愛知県歯科医師会地区会長46名

中、同窓生地区会長31名の先生方が御活躍さ

れていることを御報告、申し上げます。

十三校会

日時:平成11年9月12日

場所:名古屋クラウンホテル

当番校:東北大学歯学部同窓会愛知県支部

鶴見大学歯学部同窓会愛知県支部

次第

( 1 )開会の辞 服部基一専務理事(東北大学)

( 2 )挨拶 奥村博樹支部長(東北大学)

( 3 )総会

議題

東松信平支部長(鶴見大学)

次期当番校について

長崎大学歯学部同窓会愛知県支部

広島大学歯学部同窓会愛知県支部

( 4 )講演会

演題 [時局講演]

日本歯科医師会 副会長

愛知県歯科医師会 会長官下和人先生

( 5 )閉会の辞

皆川象洋常務理事(鶴見大学)

( 6 )懇親会

]三記のように平成11年度の十三校会が開催

されましたので、報告いたします。

開会の辞の後、各校の同窓会の懇親を深め

ると|司時に、時局問題への知識を深めようと

のご挨拶がありました。続いて総会に移り、

次期当番校決定の決議、そして講演会となり

ました。

宮下先生には 1時間半余りにわたって、中

央政治の話、人的な繋がり、臼歯副会長の立

場からあるいは県歯会長の立場での政治政策

の進め方等々、多岐多様の内容を総合的に講

演いただきました。

内容があまりにも豊富で限られた紙面では

とても記すことができませんが、要約を列記

させていただきます。
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医療保険制度改革の現況

1.診療報酬制度の見直し

中医協小委員会で週一回のベースで議論

されているが、将来的に現行の定率制か

ら定額制又は請負制になる可能性がある。

2. 高齢者医療保険制度の見直し

薬価とともに国民医療費を上昇させてい

る原因だが、はっきりとした打開策は見

いだされていない。

3. 薬価基準の見直し

切り下げは毎回行われているが減額分は

医科の取り分となっている。

4. 医療供給体制の見直し

卒後研修 1年間の必修化

質の向上を目指し、国家試験の問題数を

増やし医の倫理問題30聞を出題する。

国家試験合格のハードルを高くする。

公立、私立の歯学部のさらなる定員削減

5.健康日本21計画

健康を守ることで医療費削減につながる。

歯科疾患の重要性をアピールし需要を増

やすことにもなる。

生活習慣病

(歯周病が認められた)

8020財団

(8020運動の根拠の研究をする)

歯科保健法

(厚生省の母子保健法や文部省の学校

保健法などというようにノtラパラの

関連法を一本の基本法にまとめよう)

最後にまとめとして、医療制度の変革は政

治と切り離せない問題なのでその流れを見失

わない政治感覚を持つこと、医の倫理を掲げ

患者の立場に軸足を置いた診療を心がけるよ

うにと強調され、締めくくられました。

当日の講演は、前日から続いた事業を途中

で切り上げてのご出席で、ややお疲れとのこ

とでしたが、講演に続いての懇親会にもご出

席いただき、さらにL二次会ではカラオケも披

露していただき、先生のパワーに圧倒されな

がらも互いの懇親を深めた〈十三校会〉でした。
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平成11年度第 1回班長会

日時平成11年 6月26日(土)午後 6時~

場所 ホテル・プラセオ名古屋

加藤直彦新支部長になって初めての班長会

が上記の日程にて行われました。山田史郎副

支部長の開会の辞に始まり加藤直彦支部長、

大島慶久参議院議員、岡本善博名古屋市市会

議員、吉田幸弘衆議院議員と挨拶されました。

続いて各班の近況報告、本部報告、各局報告

が行なわれました。各班からの要望事項では言ト

報などのFAX送付書類が末端まで連絡がいく

うちに非常に読みにくくなるので改善して欲し

いとの意見があり佐藤専務より字体、 A4への

変更を検討してみると回答がありました。

協議事項では①組織局の金津常務より「班

の活性化」の件、②吉田幸弘衆議院議員支援

の件などが協議され渡辺俊之副支部長の閉会

の辞にて閉会となりました。

引き続き懇親会に入札碧南班の斎藤英延班

長の乾杯で始まり、各役員、各蛙長が班の現況、

同窓生や大学の近況などの話に年代を超えて花

を咲かせました。お忙しい中、長時間出席頂い

た先生方、各班長様、誠に有難うございました。

紙面をお借りして御礼申し上げます。
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学術担当者の集い

大学講座の紹介と小講演会

中島班野村明生 (24回生)

梅雨も明けきらぬうちに、夏特有の蒸し暑さ

が始まろうとする平成11年 7月18日(日)、楠

元学舎基礎研究棟2階補絞示説室にて、学術担

当者の集い・大学講座の紹介と小講演会が、薬

理学講座戸苅彰史教授、保存修復学講座千

田彰教授を招いて午後 1時より開催されまし

た。

まず最初に地区学術担当者の集いが、愛知学

院同窓会愛知県支部加藤直彦支部長の挨拶に

より始まりました。その挨拶で、各班において

の学術というものは、その班会の大きな柱の 1

つであり、今日出席の方々はその活動の担い手

であると、担当者の自覚を促し、鼓舞するもの

がありました。又、これからの歯科治療は、単

なる治療ではなく E.B. M.すなわち化学的根拠

に基づいた治療という流れになってきており、そ

の意味でも卒業後は、近くて遠い存在の大学講座

ではなく、同窓会がより一層関係を密にして個々

の会員の方々に少しでも還元し、日々の診療の糧

にできるよう努力していきたいという熱意に満ち

たものでした。

地区学術担当者の集いでは、

報告事項

1 )各班の学術活動について

協議事項

1 )今後の学術活動の在り方について

2 )学術助成金の申請の仕方

3 )地区学術講演会について

と、滞りなく議事は進行していきました。

又、各班の活動には活発なところとそうでな

いところがあるため、そういった意味でも隣接

している班問で、合同の地区学術講演会を開催

できればという意見もありました。その場合は、

学術助成金の方も増額されるので、前述の合同

開催という形式をとれば、助成金をより一層有
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効に使用することができ、その還付も、年度内

であれば、いつでも受けられる為、申請だけは

忘れないようにということでした。

大学講座の紹介と小講演会で、は、まず最初に

薬理学講座の戸苅彰史教授が“薬理学講座の現

状教育と研究 "という演題で講演が行われ

ました。学生に対する教育には、カリキュラム

という制限の中で、講義をしてすぐ実習すると

いう、実習を通して感動をもった教育の実践に

取り組んでおられる御苦労が見られました。

次の保存修復学講座の千田彰教授が、“これ

からの保存修復の臨床と教育"という講演が

行われました。これからの保存修復における

寓洞は、修復材料の発達とともに、僕たちの

習ったう霞以外に便宜的に歯牙を切削するこ

とはなくなり、う蝕の部分だけを除去する寓

洞になってきているということでした。又、

そのう蝕の中でもさらに活動しているう蝕だ

けを検知する検知器の開発についても紹介さ

れ、歯髄、歯質をできるだけ残して治療する

現存の臨床の流れに沿ったすばらしい研究に

は、日を見張るものがありました。

あっという聞に講演会も終わり、学術局亀井

常務から、戸苅・千田両教授に謝辞、感謝状が

贈呈され、無事閉会を迎えることができました。
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本年度のもう 1回の厚生事業の案内と、す

でに実施された 3回の厚生事業についての報

告をさせていただきます。

4. i家族みんなでボウリングJ

日程:平成12年1月23日(日)

場所:半田グランドボウル

半田市東洋町 2丁目49-1 

時間:午後 1時~午後 4時

定員:100名

対象:会員及びその家族

会費 1名につき500円

0小さいお子様用にガーターのないレーン

も確保してあります。

。ゲーム終了後、表彰式を行います。

O参加者全員に賞品を差し上げます。

0午後 4時頃迄には終了する予定です。

締め切り:12月22日(水)

参加予定者には現地までの地図と詳細のご

案内を送らせて頂きます。お申し込みはTEL又

はFAX(052・763・2182)にて事務局までお願いし

ます。

----- 一 一 戸 一 一 キリ卜リ京農一 一一一一一一一一一一 一一一 一一一戸一一一ー ーー一一一一!

。厚生事業・申し込み用紙。

家族みんなでボウリングに

参加します

大人 名・子供 名

12月22日(水)必着

ご氏名:

班- 回生)

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部事務局

干464-8650 名古屋市千種区楠元町 1-100 

※FAX052(763)2182までお願いいたします。

一 一 一 戸 ー ←キリトリ線 一 一一 一一} 一一一一一一 J 
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また、今までに実施された事業についての

報告をさせていただきます。

1. 野球観戦ベアチケットプレゼント

8月1日(日)ナゴヤドーム

ドラゴンズvsスワローズ

今回も大好評をいただき、 116通の応募の中

から50組100名にチケットをプレゼントさせて

頂きました。試合のほうは、初先発正津の 2

失点、ヤクルトの高木には完封されるという

結果で負けてしまいましたが、今シーズンは

ドラゴンズが優勝しましたのですべてよかっ

たと思っています。

2.ボリショイサーカス鑑賞会

8月29日(日)愛知県体育館

109名の応募者の中から抽選で102名の方に

チケットをプレゼントさせて頂きました。

3. I家族そろって巨峰狩りj

9月5日(日)大府市岡田ぶどう園

会員および家族103名の参加をいただき、好

天にも恵まれ、楽しくぶどう狩りをすること

ができました。阪上副支部長のあいさつに続

き、いっせいにぶどう狩りを始めました。お

なかいっぱいぶどうを食べたあとは、毎回大

盛況のビンゴゲームでもりあがり、参加者全

員に景品をお渡しすることができました。

各種事業へのご応募、ご参加ありがとうご

ざいました。

句00'叫"0'吠q，0'戎q，句00'吠~司vfl.。句史Q叫"0'叫".q.0'前q，

「ポリショイ・サーカスがやってきたtJ

愛豊班松川敦宣 (25回生)

8月下旬、愛知県体育館にサーカスはやって

きました。残暑の厳しいHでしたが、木陰をi度

る風はさわやか。駐車場を心配して随分早く着

きましたが、お土産グッズをひやかしているう

ちに間もなく開場?となりました。(子供にウチ

ワをせがまれてしまった……。)

夜、は生まれて初めてサーカスを観るチャンス

に恵まれ、 ドキドキしながら舞台のある 1階席

へ向かいました。そういえば外で時間をつぶし

7 

ている時、子供が“クマさんら-["とビニー

ルシートで隠しであるオリを目ざとくみつけ

て、ウロウロ歩きまわるクマをあきることなく

ながめていました。土をひいた舞台に何が飛び

出すやら。アイスクリームを食べながら、ピエ

ロや美人パフォーマー、犬たちと写真をとって

る人たちをながめて開i寅を待ちました。

舞台上2階席につくられた楽隊が、音楽を奏で

はじめて舞台は上がりました。あまりの華やかさ

に驚かされ、テンポよく繰り広げられる様々な世

界に酔いしれてしまいました。素晴らしく調教さ

れた犬たちの芸、まだ幼さの残る少年たちのリン

グを繰る技術の確かさ。そして圧巻は空中ブラン

コO 広い体育館で何階の高さか見当がつかないけ

れど、頭から落ちていくパフォーマーの姿には会

場から嘆声がもれました。兵隊さんの格好をし

た力持ちと軽業師たちのシーソーを使った芸で

は、クマさんが道具をだしたり片付けたりとお

手伝い。子供もいっしょにワクワクドキドキと

ても楽しい時間を過ごすことができました。

幹事の先生方、このような企画に家族と共に

参加させてもらってありがとうございました。

0'戎O択。吠q，0'包.q..q.氏。民q，.q.0'肉。択。拭O浪。句史q，~暗号

『家族そろって巨峰狩り』に参加して

知多班見田正夫 (19回生)

9月初旬にしては涼しい曇り空の下で、巨峰

狩りが行われました。午前中にレセを終えて、

久しぶりの家庭サービスです。行きの車の中で

は、大好きないとこのお姉ちゃん、お兄ちゃん

に会りて遊んでもらえるので、子供たちは大は

しゃぎ。おかげで、昼食はマクドナルド。(とても

出には入れません)ハンバーガーと悪戦苦闘しな

がら約30分で現地に到着。三三五五と巨峰狩りが

始まりました。食べ放題とは言ったものの、子

供でも手が届くほどの低い棚なので、喜喜今んでで、採

つてしましい、¥、

人たちでで、、“食べ過ぎ放題にそれでも食べきれず

に、残りはおみやげに買って帰りました。

約300坪の閑内を我が子だけがひときわ大き

な声をあげながら、いとこと駆けまわること
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時間。待望のビンゴゲームです。厚生委員の先

生の一言一言に一喜一憂しながら、日をつけて

いた合体ロボットをゲット。他にもいろいろと

ゲットして大満足。おかげでその夜は、疲れて

早く寝てくれて、親もラ~クラク。

本当に厚生局の先生方、ありがとうございま

した。

0'味。賞。'0'戒。誕q，0'筑q，0'呪q，0'吠。味。'0'戒。吠。戒。戎q，.qo.q，

ナゴヤドームプロ野球観戦

緑区班水谷書成 (27回生)

忘れかけていた 7月のある日、同窓会から

一通の封書が届いた。中をのぞいてみると、

チケットが 2枚入っており、初めて当選した

んだと気がついた。息子(小 5)には期待外れ

になるといけないと思い応募したことも伝え

ていなかったので、だまってチケットをj度し

た時の喜びょうはたいへんなものだ、った。

8月 1日(日)待ちに待ったその日がきた。

その日は息子は朝から何時に出掛けるの?と

かゲーム前の練習も見たいとか、そわそわ落

ちつかない様子。少し早めに家を出てナゴヤ

ドームへと向かった。大曽根駅に着くと

人、々、々。いやおうなしに気分も盛り上がっ

てきた。弁当、お茶、ビールを買い込みいざ

[平成11年度弔意報告]

平成11年6.1114同生豊橋渥美森川泰志君ご尊父様逝去

6.24 10回生春日井 宮内和子さんご尊父様逝去

7.1 12回生尾北 中村富士嗣君ご母堂様逝去

7.3 14回生海部 渡辺静雄君ご母堂様逝去

7.13 16回生昭和区 椙村真代さんご尊父様逝去

7.17 7回生刈谷 野村 享君ご本人逝去

8.15 18回生犬山 近藤彰延君ご母堂様逝去

8.20 7回生海部 熊沢鎮夫君ご尊父様逝去

8.30 18同生春日井 水野有功君ご尊父様逝去

9.16 18回生千種区 野々 村友佑君ご尊父様逝去

9.30 11回生岡崎 須賀 均君ご尊父様逝去

10.1 9回生守山旭 佐藤志貴君ご母堂様逝去

10.5 24回生愛豊 中村時夫君ご尊父様逝去

謹んでご冥福をお祈りいたします。

8 

スタンドへO そこは別世界のような明るい照

明の中、 ドラコンズカ市東習をしていた。しば

らくしていよいよプレイボール。今年のドラ

ゴンズは、閉幕11連勝でトップを独走中。し

かも今日は相性のよいヤクルト戦なので安心

して見ていられるかと思いきや今日は初回か

らヤクルトには四球の山、 ドラゴンズは併殺

の山とイライラがつのる展開だ。結局、 o-
2でドラゴンズの完封負けとなり、いいとこ

ろなしの結果ではあったが、息子といっしょ

に出掛ける機会が少なくなった今日この頃、

夏休みのよい思い出の 1日として、楽しませ

ていただいた。

最後にこのような機会を与えて下さった同

窓会愛知県支部の役員の皆様に厚くお礼を申

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い

ます。(本部・支部で一対)

お千数ですが、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' 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(花松)にお願いします。

花松(はなしょう)…… TEL'FAX052回832-8446
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-平成11年度会費納入率(班別回収率)

平素は同窓会活動にご協力頂きありがとう

ございます。

さて、ご承知のとおり同窓会の事業はすべ

て皆様の会費により賄lわれています。今年度

会費未納の方は、すみやかに納入いただくよ

うお願い申し上げます。

また、今年度より県歯に入会されました方

には念書による納入を伺別に連絡させていた

だき、お願いしております。

〔会費納入について〕

1.念書による方法

-愛知県歯科医師会に入会している先牛ーに限

ります。

-毎年 6月に県歯より自動引き落としいたしま

す。

明細書は、県歯より送られる白動引き落と

し用紙に記載されます。

-同窓会愛知県支部として12，000円の引き落と

しとなります。

i セントラルファイナンスによる方法

'1.以外の先生で、特定の銀行で引き落と

しができる先生に限ります。

-開業しているが、県歯に入会していない先

生や、勤務医の先生方向きです。

-毎年 7月にセントラルファイナンスにより

12，000円引き落とし。

3.銀行振り込みによる方法

-愛知県支部より振り込み用紙が郵送されま

す。それを各銀行にて12，000円振り込んでい

ただく方法です。

振り込みによる方法は、手数料や郵送料、

それにもまして先生方がご自分で銀行振り込

みをしなければならない煩雑さが伴います。

その点、念書による自動引き落としは子聞

いらずで時間もかからず、非常に便利かと思

います。一度、ご一考いただきご協力のほど

宜しくお願い申し上げます。
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班名 全体数

千種区 89 

名東医 76 

東 区 41 

北 区 69 

守山旭 89 

同 区 60 

中村区 101 

中 区 136 

j巷 i丞 47 

昭和区 72 

天白区 58 

瑞穂区 51 

熱田区 40 

中川区 70 

南 区 48 

高柔 区 61 
一，品i 章 101 

瀬戸 72 

半 田 72 

春日井 99 

i孝 島 24 

小牧 46 

尾北 63 

犬 山 24 

西春日井 50 

知多 100 

海部 58 

中 島 59 

愛豊 71 

豊橋j屋美 98 

同 |埼 121 

豊川 72 

知立 13 

安城 42 

刈 谷 39 

碧南 23 

西尾幡豆 32 

主丘豆主乙 EEI 119 

合計 2506 

全体
納全(%入体率) 

開業者 開業
納開(%入業) 手

納入者 数 納入者

50 56，2 53 42 79，2 

54 71.1 56 48 85，7 

31 75，6 36 29 80，6 

50 72.5 52 45 86.5 

55 61.8 62 48 77.4 

50 83.3 51 48 94.l 

56 55.4 64 45 70.3 

56 41.2 75 45 60.0 

32 68.l 27 25 92.6 

27 37.5 40 19 47.5 

39 67.2 46 37 80.4 

30 58.8 30 22 73.3 

26 65.0 27 23 85.2 

58 82.9 54 51 94.4 

35 72.9 37 34 91.9 

39 63.9 51 35 68.6 

68 67.3 72 60 83.3 

39 54.2 38 30 78.9 

51 70.8 53 49 92.5 

74 74.7 79 65 82.3 

21 87.5 20 19 95.0 

22 47.8 37 21 56.8 

39 61.9 49 37 75.5 

21 87.5 19 19 100.0 

40 80.0 38 34 89.5 

74 74.0 81 70 86.4 

40 69.0 45 34 75.6 

44 74.6 46 44 95.7 

51 71.8 57 46 80.7 

67 68.4 68 58 85.3 

80 66.1 90 71 78.9 

52 72.2 52 45 86.5 

8 61.5 11 81 72.7 

28 66.7 28 27 96.4 

30 76.9 31 29 93.5 

13 56.5 17 13 76.5 

25 78.1 24 20 83.3 

72 60.5 98 70 71.4 

1847 65.7 1814 1465 80.8 

(平成11年10月 1日現在)
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早いもので新役員になってから、半年が経

ちました。その聞に新しく書記局に入局した

若い先生は、議事録作成等の仕事も卜分こな

すことができるようになり、局員一丸となっ

てさらにリニューアルな気持ちでより良い役

員会の運営を目指して、今後頑張って参りた

いと存じます。また昨年度後期より愛知県支

部のホームページを試作的に開設し、その中

で「役員会だより」などを掲載しております。

是非ご利用ください。

また今後の「会報」の発刊におきましては、

同窓生の会員の皆様方の投稿をお待ちしてお

ります。

1.毎月の役員会の開催、資料の作成、議事

録の作成

2. I役員会だより」の作成と各班長への発送

3. I会報jの発刊

4. 書記局会議の開催

*諸般の事情により F記に移転いたしました。

アドレスの変更をよろしくお願いいたします。

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

ホームページアドレス(期間限定版、試作版)

http://nagoya.cool.ne.jp/aigaku 

First Password...aichi(半角小文字)

Second Password...gakuin(半角小文字)
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時局対策委員会

日時平成11年 9月25日(土)午後 7時~

場所楠元学舎第 2会議室

平成11年度第 1回の時局対策委員会が上記

の如く開催されました。 渡辺俊之委員長の挨

拶の後、今後 2年間の活動をお願いする委員

の自己紹介がなされ、各委員に加藤直彦支部

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

の顔合せ、規約・会議の進め方の説明をメイ

ンとし、その後、場所を末盛「すえひろ」に

移し、懇親を深め和やかなうちに会を終えま

した。

I I 歯科医療問題研究委員会

9月 4R (土)午後 8時より、県歯会館にて

第1回委員会を開催しました。

加藤支部長より、歯科治療をとりまく環境

は非常に厳しいものがあり、その問題点も山

積しているので、これらを解くカギを 1つで

も2つでもよいから、委員会のメンバーで調

査・研究していただきたいとの、激励のお言

葉をいただきました。

また、お忙しい中、衆議院議員の吉田幸弘

先生もご出席され、国政レベルでの歯科医療

界の現状と米年度の歯科保険点数改正につい

てのお話を聞きました。

委員会活動の能率と効率を考慮し、委員会

をさらに 3つの小委員会に分け、各小委員会

を伊藤貢副委員長・柏木博行副委員長・松本

俊介副委員長がそれぞれ担当責任者として、

活動していくことに決定しました。

その後、それぞれの小委員会に分かれて、

小委員会の活動方針についての話し合いが行

ハリ
1
i
 



〔平成11年11月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 65号〕

なわれました。 会誌編集委員会
小委員会のメンバー構成は下記の通りです。

委員会 回生 班名 氏名 会誌は 2年に一度の発行で、今回は第11号

委員長 11 豊田 加藤芳保 (2000年秋発行)になります。

第l小委員会 副委員長 11 i毎部 伊藤貢 今回は特にテーマを設けず、自由に投稿し
委員 15 西区 牛田正行

ていただくようになりました。特別寄稿・臨
16 半回 柳園隆

18 守山旭 中村剛久 床学術・趣味・書画/写真・講座紹介・班だ

19 中川区 森重人 よりと内容盛りだくさん、内容の充実を目標
21 豊旧 伊藤章

に、編集委員 A 同一丸となって頑張っており
21 一宮 上村誠一郎

24 中村区 奥村剛史 ます。

第2小委員会 副委員長 11 岡崎 柏木|専行 まだまだ投稿を募集していますので是非ご
委員 15 安城 竹内利和

応募下さい (2000年 2月締切り)。特に書画/
16 天白区 山町晃弘

17 西春日井 原良彦 写真は、会員の皆さまの近況などをお知らせ

19 岡崎 田中浩之 いただく様なものでも結構です。 00回生で

20 安城 兵藤公紀
まとめて近況報告なども面白いかと思います。

21 天白区 寺尾牧
皆さん気軽にご投稿下さい。お待ちしており

23 北区 花木雅洋

第3小委員会 副委員長 12 豊橋i屋美 松本俊介 ます。

委員 15 春日井 徳丸啓二

16 凶区 横井弘孝

18 千種区 三輪英幸

20 瑞穂区 坂野暢j台

20 豊橋渥美 山本尚

23 緑区 上野田英行

23 刈谷 近藤H幸男

総括幹事 15 北区 LlI f"喜牛

-よ1よ
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芯=>C>c=>C>c:>φ心〉今〈役頁会議事録〉今心〉令。〉φ心

平成11年度第 3回愛知県支部役員会

日時:平成11年 7月7日(水曜日)

午後7:30~ 

場所:伊勢乃家(中区栄 3) 

1.開会の辞

2.氏名点呼

3. 支部長挨拶

4.報告

・本部

・専務

・各局・委員会

・その他

5. 審議事項

1 )厚生事業予算案の件(厚生福祉局)

6.協議事項

1 )十三校会の件 u歩外)

7. その他

8. 監事所見

9. 閉会の辞

平成11年度第 4回愛知県支部役員会

日時:平成11年 9月 1日(水曜日)

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

・本部

・専務

-各局・委員会

・その他

5. 審議事項

1 )十三校会の件(渉外)

6.協議事項

1 )第10出「愛知県歯学同窓会懇話会Jの

件(渉外)

2 )学術講演会の件(学術局)

3 )厚生事業の件(厚生福祉局)

7. その他

1 )役員親睦ゴルフコンペ

8.監事所見

9. 閉会の辞

平成11年度第 5回愛知県支部役員会

日時:平成11年10月6日(水曜日)

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

.本部

・専務

・各局・委員会

.その他

5. 審議事項

1 )学術講演会の件(学術局)

2 )厚生事業の件(厚生福祉局)

6.協議事項

1 )コンビューターの件(委員会)

7. その他

8.監事所見

9. 閉会の辞
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愛知学院大学歯学部

歯科保存学第一講座

教授千田 彰

これまでの歯科治療は修復治療に偏重したものでした。高度経済成長、歯科医師数不足、むし

ば洪水などの時代的な背景があってのことで、医療の発展上はやむを得ないものでしたでしょう

が、最近はとくにう蝕治療についての「修復治療偏重Jが間い直されています。すなわち「早期

発見・早期治療J、「削ってつめるだけの歯科治療 Drilland Fill Dentistry Jから発症や進行の抑制、

再石灰化いわば組織の再生を図る治療法、接着を全面に取り入れた歯質や歯髄の保存を徹底した

治療そしてメインテナンスを重視する治療へと変換が図られています。この場合、う蝕症の本態

を把握すること、診査・診断を慎重かっ客観的に行なうこと、議着についての理解を深めること

が重要なポイントになります。

そもそも現代の教育では原理原則を教育し、学生にその応用を求めるという考え方は時代遅れ

のものとなっているといわれています。学生にはいろんな事象を経験させ、それらの事象のもつ

問題点を整理させ、問題を解決することから逆にひとつの原理や原則を導く力をつけさせること

が求められています。医学、歯学の教育もこの考え方に従って改革が進んでいます。すなわち

Problem Oriented System (POS教育)なのです。

本学の保存修復学の教育では以ヒの点を考慮し、また約 6年前のカリキュラム改編にあわせ、

3年生後期にはう蝕症の本態と基本的な取り扱いについて講義・実習を行なっています。ここで

は診査、診断を重要視して学生の相互実習を楠元 4階の臨床予備実習室で行ない、パートナーの

口腔、唾i夜、口腔内細菌などを診査しそのう蝕発症リスクを判定させます。また 4年生前期では

午前中に講義した事項について午後から実習しますが講義や実習事項はいずれも接着修復を念頭

においたもので、各種レジン修復、グラスアイオノマー修復、ポーセレンベニア修復、セラミッ

クインレー修復などを教育しています。もちろんこれらの教育に際しては iPOSJをできるだけ採

用してインストラクターによって与えられた想定「う儲」を用いるようにしています。また 5年

生前期には「クリニカルカリオロジー」の時間を設定し、う蝕原生細菌、リスク判定法、カリオ

ロジーに基づいたう蝕処置・修復などのテーマに従って講義します。さらに 5年生後期、つまり

ポリクリのみ部で、もう一度パートナ一同士でう蝕リスク判定を行なわせています。

すでに社会はいろんな意味で多様化の時代に入札歯科治療、医学教育にも内容の高度化、高

品質化が求められるとともに、多様なニーズが突き付けられています。これらの要求に応えるこ

とのできる高度な知識、技術、そして柔軟で高い人格をもっ医療人を育てることは大変なことで

はあると思いますが、それだけにまたやりがいもあると信じています。

これからの保存修復の臨床と教育

今
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近況報 aュ
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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皆様におかれましては、

日々の診療にご活躍のことと存じます。日頃の私の政治活動に対する

ご支援、誠に有難うございます。心よりお礼申し上げます。

さて、先の第145回通常国会は 1月19Bに召集され、 57日間の長期延長を含み、徹夜国会も行わ

れ、 8月13日のお盆にまでくいこむ207日間におよぶ長い国会で閉会となりました。今回会は、国

会対策副委員長、行革税制特別委員会理事、科学技術部会長の立場で、特に国会対策副委員長と

して、多くの重要法案、予算、条約、承認を含む161本の法案成立に衆・参国対の場で、昼夜を問

わず汗を流して参りました。その中でも、地方分権推進法、中央省庁改革法(17本)、組織犯罪法、

通信傍受法、刑事訴訟法、住民基本台帳法、国旗国家法等の重要法案成立には苦労しました。

国会閉会後は、小湖派の一員として 9月21日の自民党総裁選挙に向け、小淵派を中心にまた小

淵総裁を支持する 4つの政策集団の議員と共に選対本部を組み、約 1カ月間、小淵総裁再選実現

に働きました。結果はご承知のとおり見事再選を果たすことが出来ました。

その後、組閣を前にした 9月30日茨城県東海村において臨界事故が発生しました。自民党はす

ぐに森喜朗幹事長を本部長、私を事務局長とする束海村核燃料施設事故対策本部を設置し、会合

を重ねて参りました。原因究明、事業者責任を明確にし、もう 2度とこの様な事故が発生しない

よう努めるとともに被害者救済と 1日も早く地域住民が安心して暮らせるように万全の措置を取

るよう努めていかなければなりません。

小i刻第 2次改造内閣が10月5日、自民・自由・公明党の連立により発足しました。これに伴う

党の役員人事があり、私は自民党政務調査会副会長、参議院自民党政策審議副会長に就任しまし

た。また、我々歯科界にとって一番係わりがあり重要な医療基本問題審議会と社会部会では、引

き続き副会長、副部会長として働くことが出来ます。来たる21世紀少子高齢化社会に対応すべき、

来年 4月からスタートする介護保険サービスを含む社会保障制度の充実等に取り組み、我々歯科

医師が安心して日々の診療が出来るよう、国政の場で一生懸命働いて参る所存であります。変わ

らぬご理解、ご支援の程宜しくお願い申し上げます。

終わりに、愛知県支部の先生方はじめご家族、スタップの皆様の今後益々のご健勝、ご活躍を

祈念申し上げます。

愛院歯愛知大島会平成11年度会費納入状況

班名 会員 開業 入金 班名 主A主貝口 開業 入金

千種区 89 53 振込44 春日井 99 79 振込50

名東区 76 56 振込36 津島 24 20 

東区 41 36 同1 セ 6 小牧 46 37 振込21

北区 69 52 尾北 63 49 同20セ13振込12

守山旭 89 62 同23 犬山 24 19 振込15

西区 60 51 振込30 西春日井 50 38 

中村区 101 64 同2セ 1振込 1 知多 100 81 振込53

中区 136 75 振込41 海部 58 45 同12
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港区 47 27 同23セ 1 中 島 59 46 

昭和区 72 40 振込30 愛豊 71 57 

天白区 58 46 振込37 豊橋渥美 98 68 直接振込み

瑞穂区 51 30 岡 山崎 121 90 振込86

熱田区 40 27 セ16振込 1 豊川 72 52 直接振込み

中川区 70 54 同46セ 1振込 1 知立 13 11 同7

南 区 48 37 同19セ 2 安城 42 28 振込31

緑区 61 51 振込17 メリ 谷 39 31 振込20

一，泊i 常 101 72 振込59 碧南 23 17 

瀬戸 72 38 同13 西尾幡豆 32 24 振込14

半田 72 53 振込35 主且亘主L 田 119 98 

同意書・・・166名 セントラル…40名
合計

振込み・・・634名 合計・・・840名
2506 1814 4，062，919円

平素は愛院歯愛知大島会にご理解ご協力を頂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。

東海銀行今池支庖(普)1496793 愛院歯愛知大島会代表加藤直彦

4・4・4・4・喝・ 4・4・4・4・4・4・4・4・4・4・・軒・軒 4・4・4・4・4・4・4・4・

衆議院議員吉田幸弘

謹啓 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部の先生方、ご家族の皆

様におかれましては、ますますご健勝の事と存じ、心よりお慶び、申し上

げます。

日頃より私の政治活動に対し多大なご理解を頂き、更には物心共にご支援を頂

き感謝申し上げます。

第145通常国会より自由党は自由民主党との連立政権を樹立し数多くの重要法案を成立させ、国

民より高い評価を頂いて参りました。今回は自由党の主張についてご報告をさせて頂きます。

1 )政治家主導の国家運背

役人が答弁する政府員制度を廃止し、国会は議員による討議の場へ変わります。

2 )閣僚数の削減

自由党としての主張は閣僚は名であり 2001年から実現をします。その経過処置として20名から

18名に削減しました。

3 )議員定数削減

衆議院、参議院ともに議員数を50名削減することを円指しています0

4 )消費税を福祉目的化

高齢化社会へ向かう日本の福祉を守る為に、消費税の使途を明確にします。年金制度のあり方
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については協議を続行します。

5 )景気回復を最優先

6兆円減税案を修正し、 9兆円減税を実現。公共投資も 10%増やすなど、景気対策に重点をお

きました。

6 )貸し渋り対策

20兆円の信用保証枠を確保。多くの中小企業を倒産から救いました。

7 )介護制度の円滑な実施

今年度末までに基盤整備や財源のあり方を含め検討します。

更に、平成11年10月 4日、自由党、自由民主党及び公明党・改革クラブの 3党派は、連立政権

発足にあたり政策課題の一致及び次期総選挙における小選挙区の候補者調整を行う件についての

合意書を交わし、次期国会より所謂、自白公連立政権という極めて安定した与党が誕生すること

になります。

安定政権下において、特に我が国の21世紀に向けた社会保障制度の基盤づくりを行う点で期待

する所は大きく、私も微力ながら奮闘して参る所存であります。

早いもので、私は前回の選挙で先生方にお世話になり当選を果たさせて頂いてから 3年が経過

致しました。次期総選挙までは最長で 1年であり、選挙体制づくりに全力を挙げて取り組んで参

ります。どうか先生方におかれましては名古屋市昭和医・天白区・縁区のご親類、ご友人の方々

に呉々も宜しくお伝え頂きますよう心よりお願い申し上げます。

日頃よりの格別のお支えに対し、重ねて御礼申し上げます。 敬具

.~・・.~・・.~・・.~・・.~・・.~・・.... .，.・・.....，.・・.，.・・.，.・・.，..t-.・・*・・*・・*・・.~・・*・・*・・$・・t.. +$・・.~・・，.・

名古屋市議会議員岡本善博

時下、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は学院同窓会支部の先生方には何かとお世話になり、厚くお礼申

し上げます。

来年 4月からいよいよ介護保険制度が始まります。 10月からは要介護認定の申

請受付の訪問調査が始まりました。要介護認定を受けた方は、在宅サービスや施設サービスの中

から希望する介護サービスを選択して利用できます。そして、利用者負担分(1割分)を除いた介

護サービスに必要な経費については、原則として公費 (50%)と保険料(50%)で運営されることに

なっています。

次に、名古屋市の行政改革についてであります。実施は来年 4月 1日ですが、またここで名古

屋市が大きく時代の転換を図ることになりました。局の再編については、市長部局において現行

13局(室)から 5局削減の 8局(室)(別に 1大学)となり、公営企業においては現行 3局が 1局削減

の 2局となります。この結果、市長部局及び公営企業をあわせた現行16局(室)が 6局削減の10局

(室)となります。また、民間の役割分担として、市民に身近な市政を目指し、市民参加による市

政運営を行う観点から区役所の機能強化が図られることです。

いずれにしましでも、執行体制の簡素で効率的な運営を図り、区役所では地域における市民の
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ニーズに的確に応え、市民活動の支援を行うことなどにより、市民に身近な行政を支援するとい

うのが大きな眼目になっています。

私ども医療に関する部門では、保健、医療、福祉部門の再編というのが課題でございます。市

民の健康を守り、福祉を増進するため、民生局と衛生局を統合して健康福祉局となります。本格

的な少子、高齢化社会を目前に控え、介護保険や子育て支援など、保健医療と福祉に係る市民サ

ービスを総合的に推進しようとするものであります。なお、市立病院事業については、執行体制

を明確にし、経営の効率性を高めるため、事業本部制が導入されました。また、保健所が保健医

療及び福祉の事業実施面における連携を図るため、区役所に編入されます。

議会質問も平成11年 6月30日には連続22回目の登壇を果たすことができました。ここでは「高

齢社会における口腔ケアに携わる歯科衛生士の養成」など 7項目について提案させていただきま

した。また、 9月議会におきましては、自民党市会議員団を代表して 6項目(下水道使用料の改定、

局の再編、廃棄物の減量・適正処理条例、少子化対策臨時特例交付金事業、私立高校授業料補助、

東部丘陵線)質問させていただきました。その質問と回答の詳細に関しましては新聞を作成し、皆

様のお手元に後日配布させていただきます。

今度とも、医療活動はもちろん、地域に根ざしたやさしい町づくりに懸命の努力を重ねて参る

所存でございますので、相変わらずのご指導と、ご支援のほどよろしくお願い申しあげてご挨拶

とさせていただきます。

「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医を派遣

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ことによって 1か月間の代診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60万円)に加入すること。

企『相互扶助システムJ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
TEL (052)ワ63-2182

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 TEL (052) 9 5 3 -3 8 6 2 
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平成11年度愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

学術講演会のお知らせ

〔第 65号〕

愛知学院大学歯学部|司窓会愛知県支部と技朋会(愛知学院大学歯科技工専門学校

同窓会愛知県支部)との初の合同開催として企画しました。

・日 時:平成11年12月 5日(日曜日)午後 O時30分~午後 5時

.場 所:愛知学院大学歯学部附属病院 1階第 1教室(末盛)

.講演内容:最新の補綴

.講 師1.杉浦夏代(歯科技工士・カラーアナリスト)

カラーアナリストとしての色調の活用法

2.堀尾浩彦(歯科技工士)

チェアーサイド・ラボサイドとの色調伝達法

患者さんに、より満足して頂く為に一

3. 内山洋一(北海道大学名誉教授、北海道医療大学客員教授)

「補綴物の機械加工(CAD/CAM)の必要性」

*会費無料、生涯研修カードを持参のこと

*公共交通機関をご利用ください

*詳細は同窓会愛知県支部TEL:052-763-2182まで

-編集後記
歯が丈夫だと長生きできるの?長寿と歯の健康状態との因果関係を解明するため、国立健康・

栄養研究所(東京都)と国立感染症研究所(同)は今春から愛知県歯科医師会などと共同で 4県で計

4000人のお年寄りを対象に 5年がかりで厚生科学研究調査に乗り出すそうである。噛み合わせや

歯の本数などの歯科健診と全身の健康診断、体力測定の結果を総合的に分析してデーターを集め

るほか、健康な80歳の目標値を設定するとの事。さて、どんな結果になるのだろうか?

発行所名古屋市千種区楠元町1-100
愛知学院大学歯学部同窓会

愛知県支部

TEL (052) 7 6 3 -2 1 8 2 

FAX(052) 7 6 3 -2 1 8 2 

題字故岡本清綾先生

編集兼発行人書記局

長塚明 佐橋永古

坂野暢 j台 一会反田太一
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