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“第 7回「班長及び、県歯理事、室・部・委員、連盟理事、
県歯代議員、地区会長・役員と支部役員との懇談会J"

平成12年 9月7日(木) 於:名古屋栄東急イン

ごあいさつ

副支部長芳賀直美

この度の東海豪雨により、被害に遭われた70名近い同窓生の皆様、又同窓生以外の皆様に心より

お見舞申し上げます。

日頃より、同窓会愛知県支部に深い御協力と、御理解を頂きまして誠に感謝申し上げる次第です。

近年の歯科界の状況は私自身も皆様も同じだと思いますが、実感として年々非常に厳しくなって

いると思わざるを得ません。

先日の新聞にも、社会保険の患者さんの受診率が社保本人13.3%減、社保家族4.5%減という数字

が載っていました。

歯科医院の増加、受診率の低下、収入の減少と色々な面でストレスのたまる毎日だと思います。

この様な時節にこそ、同窓生が力を合わせて諸問題に対処しなくてはいけないのではないかと思い

ます。

この 1年半、加藤支部長以下、各局、各委員会等全員で協力して、支部長の基本理念方針に基づ

き同窓会活動をしてまいりました。その任期もあと半年となりました。

21世紀も同窓生の皆様の多大なる御協力、御支援をよろしくお願い致します。
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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 告示 1号 平成昨州制

支部長・監事選挙について

愛知学院大学歯学部向窓会愛知県支部

選挙管理委員会

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 1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13年 2月5日(月) 午後 1時~午後 1時30分

2月6日(火) 同上

場所 干464-8650 名古屋市千種区楠元町 1-100 

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13年 2月19日(月) 午後 1時

同窓会愛知県支部 壬とご~')口
選挙管理委員会 ロポ 2万 平成12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条 6に基づく支部長及び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 1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13年 2月19日正午の到着分までを有効票

として回収する。

5.開票期日及び場所

-平成13年 2月19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 0

6.立会人の選出について

-選挙人登録名簿より立候補者 1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 1、2に基づき決定し同窓会室に直ちに公示し当選人に告知するものとする 0

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

2 



〔平成12年11月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 68号〕

脅 属活動状況

く〉渉外く>
第 7阻「班長及び、県歯理事、室・
部・委員、連盟理事、県歯代議員、地

区会長・役員と支部役員との懇談会」
来賓

-愛知学院大学学長 小出忠孝先生

・愛知学院大学歯学部学部長 亀山洋一郎先生

・愛知学院大学歯学部付属病院長中村 洋先生

・愛知県歯科医師会会長 宮下和人先生

・愛知県歯科医師会副会長 服部捷哉先生

・愛知県歯科医師会専務理事坂井 剛先生

・名古屋市歯科医師会会長 小林壮之祐先生

・名古屋市歯科医師会専務理事出原 書勝先生

・愛知学院大学歯学部同窓会会長三輪 康先生

・愛知学院大学歯学部同窓会専務理事井上 峰雄先生

・参議院議員 大島慶久先生

・衆議院議員 吉田幸弘先生

・名古屋市議会議員 岡本善博先生

9月7日(木)午後 6時より名古屋栄東急イ

ンにおいて上記のご来賓をお招きし、標携の懇

談会を開催いたしました。

この懇談会は愛知学院大学歯学部同窓会愛知

県支部が愛知県歯科医師会の改選期に合わせて

3年に一度開催し、今回が7回目を迎えました。

ご来賓の方々と表題の役職に付いている同窓会

員、さらに今回は行政機関への奉職の同窓会員

の参加もお願いし、対象者533名のうち250名余

りのご出席をいただきました。

渡辺俊之副支部長の開会の辞に引き続き、加

藤直彦支部長が「歯科界の厳しい現状をふまえ

たうえでの、同窓会と歯科医師会活動との関わ

りの重要性」を話され挨拶とされました。

その後、来賓のみなさまの紹介とご挨拶に移

りました。最初に、東京での公務のため到着の

少し遅れられた小出学長と宮下県歯会長に代わ

って、服部県歯副会長が愛知県での愛知学院大

学同窓会愛知県支部の存在の重要性について述

べられ、さらに「県歯の運営にいっそうの協力

を望みます。Jとご挨拶されました。

続いて、ご来賓を代表して、三輪同窓会会長、

大島常任顧問、吉田顧問、そして岡本顧問がご

挨拶されました。乾杯は名古屋市歯科医師会会

長の小林先生のご発声で行われ、開宴となりま

した。開宴直後には宮下県歯会長も到着され、

ご挨拶をいただきました。

盛況のうちに宴が進むなか、出席者紹介に移

り、地区会長 (37名) ・県歯理事(9名) ・連

盟理事(8名) ・班長 (37名)の順に壇上に登

壇いただきそれぞれを代表して、古田守山区歯

科医師会会長より名古屋地区会長の紹介、墨一

宮歯科医師会会長より尾張地区会長の紹介、中

野豊橋歯科医師会会長より三河地区会長の紹

介、渡辺県歯常務理事より愛知県歯科医師会理

事の紹介、渡辺連盟副会長より愛知県歯科医師

連盟理事の紹介、名古屋・尾張・三河地区代表

の班長、の順にご挨拶をいただきました。

最後に、再度ご来賓のみなさんに登壇いただ

き、佐藤弘喜前支部長の音頭で万歳を参加者全

員で唱和し、加藤芳保副支部長の閉会の辞で締

めくくりとなりました。

当日はご多忙の中、ご出席頂きました来賓の

先生方、そして会員の先生方、誠にありがとう

ございました。この紙面をお借りして厚く御礼

申し上げます。

く〉組織局く〉
過日行なわれました「第 7回班長及び、県歯

理事室・部・委員、連盟理事、県歯代議員、地

区会長・役員と支部役員との懇談会」には、多

数御出席いただきありがとうございました。

組織局は、班会(現在までに18班)に出向し、

少しでも多くの班員の先生方の御意見を同窓会

に反狭できるように、頑張っております。

班会におじゃました折には、日頃より思われ

ている御意見、御希望、疑問に思っている点な

ど御伺いできたらと思います。これからも、小

さな意見の反映できる同窓会を目指して頑張り

たいと思いますので御協力の程よろしくお願い

します。
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く>学術局く〉

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)

夏の特有な蒸し暑さが本格的になりかけてき

た平成12年 7月16日(日)午後 1時から、楠元

学舎基礎研究棟2階補綴示説室にて、学術担当

者の集い・大学講座の紹介と小講演会が、第一

補綴学講座田中貴信教授、病理学講座亀山洋一

郎教授をお招きして行われました。

学術担当者の集いでは、山田副支部長の挨拶

により開会し、学術助成金の申請の仕方につい

ての説明、各班の学術活動についての報告、そ

して地区学術講演会(岡崎、知立、安城、刈谷、

碧南、西尾、幡豆、豊田)について、同窓会愛

知県支部学術に対する要望や、今後の学術活動

のあり方について協議されました。

つづいて大学講座の紹介と小講演会が行われ

ました。第一補綴学講座田中貴信教授には、

「補綴学第一講座における研究動向一合理的な

補綴治療を目指して」という演題で、又病理学

講座亀山洋一郎教授には、「病理学講座の紹

介病理組織検査の依頼の仕方Jという演題で

講演をしていただきました。

はじめに第一補綴学講座田中貴信教授の講演

は、特に義歯の床下粘膜などをコンピューター

で解析する研究が講座内ですすめられていると

のことでした。ただのモデル的な義歯床下粘膜

の解析ではなく、床下の滑りや、歯牙のある付

近と、そうでないところの粘膜の再現など生体

にできるだけ近づけるための解析の研究が、講

座全体で、一つ一つの研究の積み重ねによって

すすめられている姿勢が感じとれました。また、

既に商品化されているユニファスト Eの開発の

中心的な役割を果たしていたという報告もあり

ました。

次に、病理学講座の亀山講座の講演は、まず

最初に学生に対しての教育の点についての内容

でした。パソコンで、さまざまな病理組織標本

が見ることができ、またテスト形式にもなって

おり、パソコンさえあれば、いつでもどこでも

病理組織標本の勉強ができるシステムが構築さ

れていることには、目を見張るものがありまし

た。次に大学院で、の研究についての発表があり、

それによると、口腔腫療に関する研究、顎関節

病変に関する研究、歯周病変に関する研究とい

う三つの大きな柱があり、講座としての研究に

対する一貫性が感じられました。最後に演題に

もある病理組織検査依頼の仕方について説明が

ありました。これは、一見開業医には無縁のも

ののように考えがちですが、開業医こそが軟組

織病変にもっと関心を持ち病理組織検査を依頼

することにより、前癌病変などを早期発見し、

臨床に役立ててほしいという亀山教授の思いが

伝わってくるものでした。

尚、検査の依頼についての問い合わせは、病

理学講座 (052-751-2561内線323)まで直接連絡

して下さい。

講演も終わり、両教授に謝辞、感謝状を贈呈

し、会は滞りなく終了しました。

C心OAο。 )(J!C)C泊。/心〈り(0010('/0('/0ο/こοノじσο(1/c)C/()()j乞C'/(οCノ<，)(J，心ぐゴ'/0('/(乙呪XYu(lIc)(V，)C!οCAJ

平成12年度 愛歯東三会学術講演会

豊橋・渥美斑 中野手口彦 (14回生)

私たち、豊橋渥美班と豊川班は豊橋、豊川、
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蒲郡、渥美、新城、北設のいわゆる束三河の同

窓生をまとめ、「愛歯束三会jという組織とし

て同窓会活動を行っています。

平成12年度の同窓会活動の一環として、平成

12年 8月20日(日)に愛知学院大学歯学部薬理

学講座の戸刈彰史教授をお招きして、「薬物相

互作用のメカニズムを探る」という演題で学術

講演会を開催いたしました。

開催場所はホテルアソシア豊橋でしたが、豊

橋駅の真上ということもあり、 37名の先生方が

参加がありました。また、束三河出身の歯学部

学生の集まりである蘭学部東三会からも12名参

加がありました。本部からは愛知県支部支部長

の加藤直彦先生、副支部長 芳賀直美先生、専

務理事佐藤理之先生をはじめ、学術局の先生

方もお越しになられました。

戸刈先生は薬物の相互作用のメカニズムにつ

いて歯科医療に用いる薬物を中心に、基礎薬理

学の立場から、お話をされました。日々臨床に

携わっている我々にとって誠に興味深いもので

した。

講演会終了後、束三会顧問の歯科矯正学教授

の後藤滋巳先生の乾杯のもと、懇親会を催しま

した。その席で戸刈先生が豊川市出身というこ

ともあり、顧問就任をお願いいたしましたとこ

ろ快諾していただきました。

愛歯束三会、歯学部東三会には親子二代にわ

たり、会員の方々もいらっしゃいます。当日の

講演を親子で聞かれた方もいらっしゃいまし

た。

この日、残暑の厳しい日でしたが昼間から大

勢の先生方が出席されました。また、県支部か

らも多数の先生がお越しになられ、まことに盛

大な会となりました。この場をお借りしてお礼

を申し上げます。

く〉厚生福祉局く〉
本年度の今後の厚生事業の案内をさせていた

だきます。

。みかん狩り

日 時:平成12年12月10日(日)午前11時~

場 所:内海フルーツ村田中農園

定 員:100名(会員および家族)

会 費 1名につき500円(3才以下は無料)

応募方法:TEL又は申し込み用紙をFAXに

て事務局まで。

みかん狩りのほかにキウイ狩り

も楽しめます。餅っき大会をし

て、その場でお餅を食べます。

餅っきに自信のある方の参加を

歓迎します。

※FAXは052(763)2182までお願いいたします。

。厚生事業申込書。

みかん狩りに 参加します

大人 名・小人 名

11月29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

「
J 
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今年度の現在までに実施された事業の報告を

させていただきます。

1 )立干網魚、

8月3日(木)豊橋市前芝海岸

24家族96名の参加にて

立干網漁lを行い、たくさんの魚(タイ、アジ

など)をお土産に持って帰っていただきまし

た。また、七輪の上で焼く、名物焼貝料理を

昼食として楽しんでいただきました。

2 )野球観戦ベアチケットプレゼント

(対横浜)

8月24日(木)ナゴヤドーム

今回も大好評をいただき、 156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

ていただきました。

白熱した試合でしたが、 9回に 1点をとられ、

f昔しくも負けてしまいました。

3 )バーベキュー大会

9月3日(日)戸田川緑地「ブルーグラスJ
19家族87名の参加をいただき、青空の下

バーベキューを楽しんでいただきました。

各種事業へのご応募、ご参加ありがとうご、ざい

ました。

。/乙)('1(乙:Yu(y乙YuuゾοQ/己Oノ己ろfC)Qj(ヨcノ'i:)('/C:じだパつCパ三0/，【二 YuCパヨCYu0DCiuCパョ。。ζジしC;，乙)010('1(こ)(Y2

「立干網漁に参加してJ
刈谷班今北正明 (27回生)

8月初旬、太陽がじりじりと照りつける中、

我家は4WDで、豊橋の海へと出かけて行きまし

た。いつもは“遅刻組"で有名な私達も、この

白ばかりは興奮して早起きをし、予定より 30分

も早く現地に着きました。海は想像していたよ

りきれいで、漁場が始まるまでも、子供達は、

蟹ややどかりをつかまえて大はしゃぎでした。

いざ漁が始まると、『子供を喜ばせよう・良

いパパをしようJといった目的も忘れ、 1人で

魚、を追いかけ必死で、走り回りました。又、網の

中には、鯛と鯵が入っていると聞き、日々妻と

子供達に「パパは釣りの達人だから、引退した

ら田舎の漁村で漁師になるゾ!!Jと夢を語り聞

かせている手前、鯛を捕えなければ面目丸つぶ

6 

れです。水の中で、は思ったように走れず、なか

なか苦労しましたが、やっとの思いで大きな鯛

を1ぴき捕らえました。自慢気に高々と掲げた、

たもを見て、『その鯛弱ってたんじゃない?ヨ

ロヨロ泳いでいたもん…Jの妻の一言に“カチ

ン'ときながらも、子供の「パパすごいー」の

無邪気な様子に満面笑みを浮かべました。ふと

我に帰り辺りを見回すと、普段大人しくしてい

らした先輩の諸先生方が、同じように泥んこに

なり走っていました。パパ達の奮闘ぶりに、子

供達の歓声もあがり、心温まる光景でした。

潟、が終わると、皆で海の家で宴会です。ここ

では、“良いパパとママ"となった級友達と久

し撮りに再会し会食でき、本当に楽しい一時で

した。帰りには、日焼けとビールで真赤になっ

た顔で、皆車に乗り込んでいきました。 2見の

母である妻は、常日頃『うちには子供が 3人い

るみたい。パパが一番大きくて手が掛かる子供

だからイヤー!Uと不満をわめきちらしていま

したが、この日の帰りの車の中で『うちだけじ

ゃなかったわ…Jと妙な一人言をつぶやき、た

め息をついていました。そしてこの日以来、妻

は諦めがついたらしく不満を口にしなくなり、

娘 2人と僕は大変助かっています。多分これは、

幹事の40代中半であろうという宮野先生が、ミ

ッキーさんのTシャツに短パンという出立で登

場。参加者を楽しませようと、一際甲高い声で

皆のテーブルを回っていらっしゃいました。こ

の先生の献身的な姿が、妻の脳裏に焼きついて

離れないのだと、僕は確信しています。

本当に厚生局の先生方お疲れ様でした。そし

て有意義な 1日を作って下さって、ありがとう

ございました。
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「バーベキュー大会Jに参加して

安城班古居浩二 (20回生)

9月3日、少々風は強いものの爽やかに晴れ

た日曜日、午後 1時のスタートをとても待ちき

れない子供達にせかされて、早めに家を出発し、

戸田川緑地へと向かいました。子供を連れて遊

ばせるのにはとても良い場所と聞いていました

ので、パット、グローブ、海水パンツを持って

遊ぶ気満々です。早めに着いたおかげで車も良

い所に駐車でき、バーベキュー場の下見もすま

せ、さて遊具へと一直線。

まずはサイクルモノレールへO あとは 2人の

子供はあっちこっちばらばらにアスレチックを

楽しんだ、り、すべり台へ行ったり、川の中へ入

ったり。追いかけ回す親もほど良く楽しみなが

ら運動させられることになり、お腹の方もほど

良く空いていきました。

12時半頃には受け付けを済ませ、先生方と談

笑を交わすうちに芝生の中に設置されたバーベ

キューコンロに炭が入り、パラソルも広げられ

子供達はじっとしていられない程に気分は「バ

ーベキューを食べるぞj になっていきました。

間もなくいろいろな肉、野菜、魚貝類、焼きそ

ばと、食べきれそうにない程の食材が運ばれ、

飲み物も目の前に置かれ、いよいよスタートで

す。腹ベコの子供達は肉が焼けるのも待ちきれ

ず、次々と頬張っていきました。まずは腹ベコ

キッズの空腹を満たし、それからゆっくり親達

の時間です。屋外でのバーベキューを楽しみな

がら、他の先生方ともいろいろ話をしつつ、ビ

ールを飲み、のんびりさせていただきました。

準備も後片付けもないバーベキューで、妻もゆ

っくり、たっぷり味わえた様でした。その聞に

7 

も子供達は近くの草むらで、コオロギやバッ夕、

大軍で飛び回るトンボを追いかけて大はしゃ

ぎ。それでも車等の入ってこない広場なので、

安心して思いきり走り回らせる事ができ、親も

席を立たずゆっくりバーベキューを楽しむ事が

できました。食後は思う存分キャッチボールを

し、その後、子供は海水パンツでジャブジャブ

池を走り回ったり、ころげ回ったり、小川をた

どったり。私は木陰の芝生で昼寝。と、親子そ

れぞれが夕方までのんびり楽しむことができま

した。

この様な親子で満足できる機会を御用意下さ

った幹事の先生方に心から感謝いたします。あ

の 1日は子供にとって本当に楽しかったとみ

え、あれから毎週日曜日になると、「戸田川緑

地に行きた~いjと必ずせがまれる様になりま

した。近いうちにまた出かけてみょうかな、と

思っています。

。石x、心く火)(V，乙 u('JuC比X正?心nペコCノuC/uC/，己附ο0/，乙OIuC心 (lluCluCYu(二VuC/，)('コぴ印ヲぇX沢町/ο

名古屋ドームプロ野球観戦記

一宮班野々垣憲二 (16回生)

7月の中旬過ぎ、もうすぐ夏休みが始まるこ

ろ医院に見慣れた同窓会の封筒が届いた。早速、

開封してみると名古屋ドームのチケットが2枚

同封されていました。すぐに、子供と 8月24日

(木)野球観戦の約束をする。試合当日、勿論

仕事は休日。開始時間に間に合うように名古屋

ドームに到着し、早々に縁起のよい満塁ホーム

ラン弁当、生ビール、おつまみなどをどっさり

買い込んで、指定席へ直行する。予定時刻通り試

合開始。横浜の先発は細見、中日はベテラン山

本昌。 1回の裏、李の三塁打、種田の遊ゴロで
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1点を先制。今日は幸先のよいスタートで、ビ

ールを飲むピッチも上がるが、途中 3回横浜の

攻撃、石井琢、金城、鈴木尚に三連打を浴び同

点となる。その後、山本昌の好投にもかかわら

ず、中日打線は湿りっぱなしで全く火を吹かず、

ゲームは 8回の裏まであっと言う間に進んだ。

きっと今日は延長戦、もう一杯ビールを注文し

なくてはと思った矢先、ツーアウトランナ-1、

2塁から、代打進藤に決勝左前打を浴び逆転。

その裏の反撃も成らずゲーム終了。試合結果は

残念でなりませんが、日頃仕事に追われる私と、

学校に塾にと追われる子供に素敵な機会をプレ

ゼントしてくださいました加藤直彦支部長以

下、執行部、役員の方々に厚くお礼を申し上げ

ます。最後に一言、聞くところによりますと、

昨年も負け試合だったとか。来年こそは、「二

度あることは三度ある」のジンクスをうち破る

ように勝ちゲームの観戦チケットの当選を期待

しています。

。/乙)('/，)Cノc)('!，)(νο〈ラ，l(νο(lj，)(νο(づJピ)('1，ο(づパ)(れXフ'/u('/<)('/，ζ)(lf(じ)('1<ο('j，心心'!uCνοcνο〈え1，)(lfc)CγDCγ。〈γο

平成12年度弔慰報告

7.7 7回生松本歯科大学障害者歯科教室教授

渡辺達夫君 ご本人逝去

7.15 8回生歯科保存学第一講座助教授

柳原保君 ご尊父様逝去

7.22 21回生天白区 山本信子さんご尊父様逝去

8.18 8回生瀬戸 加藤真言君 ご尊父様逝去

8.22 19回生一宮 野田泰永君 ご母堂様逝去

9.9 5回生天白区 朝野徹君 ご母堂様逝去

9.14 4回生中区 伊藤邦治君 ご尊父様逝去

9.14 13回生西区 大薮武男君 ご母堂様逝去

9.16 17回生豊橋渥美内田知君 ご母堂様逝去

9.16 20回生緑区 近藤浩徳君 ご尊父様逝去

9.21 19回生豊川 山下敏康君 ご令室様逝去

9.24 8回生岡崎 神谷誠君 ご尊父様逝去

9.28 17回生中区 岡田孝二君 ご母堂様逝去

10.4 10回生北区 樋田雅雄君 ご母堂様逝去

10.4 17回生南区 若山敦生君 ご母堂様逝去

※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)

お手数ですが、弔慰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

・・8 ・FAX052酬 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)

……包・ FAX052・832圃 8446

く〉会計局く〉

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全て

皆様の会費より賄なわれています。昨年と比

較しますと今年度の会費の納入率は若干低下

しております。自動引き落としによる納入の

方々はすでに納入いただいておりますが、銀

行振り込みによる方で未納の方には再度、 10

月に振り込み用紙を郵送いたしますので納入

していただきますようよろしくお願い申し上

げます。

また、今年度より県歯に入会された方には、

県歯に届けである銀行口座からの自動引き落

としにしていただきたく個別に連絡してお願

いしております。

景気の厳しき折ではございますが、ご理解

いただき会費の納入にご協力いただきますよ

うお願い申し上げます。

-8 -
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-平成12年度会費納入率

班名 全体数
全体

納全(%入体率) 
開業者 開業

納開(入%業率) 
納入者 数 納入者

千種区 93 42 45.2 54 38 70.4 

名東区 79 56 70.9 58 51 87.9 

東 区 43 31 72.1 36 29 80.6 

北 区 74 53 71.6 56 48 85.7 

守山旭 91 51 56.0 63 47 74.6 

西 区 61 49 80.3 51 46 90.2 

中村区 102 56 54.9 66 45 68.2 

中 区 134 49 36.6 76 43 56.6 

j巷 区 51 31 60.8 28 25 89.3 

昭和区 72 27 37.5 41 23 56.1 

天白区 58 39 67.2 46 38 82.6 

瑞穂区 51 28 54.9 30 23 76.7 

熱田区 37 22 59.5 26 20 76.9 

中川区 76 57 75.0 57 53 93.0 

南 区 48 38 79.2 38 37 97.4 

議 区 65 38 58.5 53 34 64.2 
，邑~ 111 74 66.7 80 69 86.3 

海員 戸 73 34 46.6 40 29 72.5 

半 田 73 53 72.6 53 48 90.6 

春日井 100 74 74.0 81 66 81.5 

i章 島 24 22 91.7 20 20 100.0 

牧 47 23 48.9 37 22 59.5 

尾 北 65 36 55.4 48 35 72.9 

犬 山 24 21 87.5 19 19 100.0 

西春日井 51 41 80.4 40 36 90.0 

長日 *' 104 75 72.1 83 71 85.5 

海 音日 61 36 59.0 45 32 71.1 

中 島 49 40 81.6 40 39 97.5 

豊橋渥美 97 66 68.0 69 57 82.6 

岡 自奇 126 77 61.1 94 68 72.3 

豊 )11 77 54 70.1 54 45 83.3 

矢口 立 14 81 57.1 12 8 66.7 

安 城 42 27 64.3 28 26 92.9 

刈 谷 39 32 82.1 32 30 93.8 

碧 南 23 12 52.2 18 12 66.7 

西尾幡豆 32 24 75.0 24 20 83.3 
主量己主主主 田 124 75 60.5 102 72 70.6 
F友~ 豊 73 43 58.9 57 40 70.2 

合計 2564 1614 62.9 1855 1464 78.9 

(平成12年10月3日現在)
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く> 童国 コu==ロ 局 く>
任期も残すところ 5ヶ月あまり。長いよう

で短い 2年間、特にこの 2年間にはさまざま

な変化と出来事がありました。長ヲ!く不景気

の中でさまざまな業種の大手企業の倒産。エ

スカレートしていく数々の悪質な少年犯罪。

三宅島や有珠山等の火山の噴火爆発、さらに

は記憶にまだ新しい東海豪雨。まさしく世紀

末の惨事。

さらに我々の医療界にも例外ではなく不景

気風が吹きはじめております。こんな時代に

こそ、同窓会が同窓生の心のよりどころとし

ての役割を発揮する時期と考えます。それを

踏まえながら残る任期数ヶ月ですが、より良

い役員会の運営を目指して、最後まで頑張っ

て参りたいと存じます。また愛知県支部のホ

ームページを試作的に開設し、その中で「役

員会だよりJなどを掲載しております。是非

ご利用ください。

今後の「会報」の発刊におきましては、同

窓生の会員の皆様の方の投稿をお待ちしてお

ります。また内容等におきましてはご意見等

ございましたら、お聞かせください。

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

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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{ 委員会報告)

{ 歯科医療問題研究委員会

第 1回全体委員会

平成12年 7月1日(土) 19: 30より愛知県

歯科医師会館に於いて開催されました。

内容 1)報告書作成について

引き続き、小委員会に分かれ報告書の検討

に入りました。資料の収集も終わり、報告書

の提出に向けて活発な討議がなされました。

第 1小委員会(伊藤貢副委員長)

公衆衛生関係を主に、介護保険制度、在宅

歯科診療、健康日本21(歯科分科会)、歯科保

健事業、 8020運動推進事業、骨粗繋症、糖尿

病と口腔との関わり等を研究検討しています。

最終的には、介護保険制度関連、健康日本

21関連で取りまとめを行う予定で現在協議し

ています。

第 2小委員会(柏木博行副委員長)

我々第 2小委員会のテーマといたしまして

以下の 4つの項目について研究しています。

1.医療保険制度改革全般について、財源論

についても考える。

平成 9年に出された与党協の基本方針、ま

たその後厚生省が示した 121世紀の国民医療」

について、その問題点などを考えたい。

又、医療保険を考えるにはどうしても避け

て通れない財源論については、社会保障費全

般からその仕組みを考えなければならないと

思われる。

2.高齢者医療制度について

平成11年に医療保険福祉審議会から出され

たものを基に、又最近日本医師会が示した

12015年医療のグランドデザイン」の中にある

高齢者医療制度についても検討してみたい。

3.特定療養費制度について

今後の歯科界を展望するに、医療保険のシ

ェアが縮小する中で国民に提供できるアメニ

ティーとしてのサービスを考えるとき、どう

しても浮かび上がってくる制度について考え

てみたい。

4. 歯科医師会の存在意義について

上記 3つとは少しテーマが異なるが、昨今、

同窓会活動も含め組織ばなれが叫ばれる中、

今一度その意義と将来の歯科医師会のあり方

についても考えたい。

それぞれが壮大なテーマであり未だ、国の

方でさえその方向性が示されていないものも

あり、欲張りすぎて本当にまとめられるか不

安ですが、委員お互いにFAX等を使い勉強し

ているところです。

第 3小委員会(松本俊介副委員長)

8月26日(土) 19: 00より小委員会を開催

し、検討項目である可処分所得の向上につい

ての各委員の先生方から、提出していただい

たレポートの検討を行いました。今後、小委

員会を開催して最終の仕上げを行う予定です。

相互扶助システム委員会

平成12年 9月までの利用状況は、派遣医活

動 2件、所得補償のみが 2件でした。又、現

在の加入者は、 174名です。

当システムに関するお問い合わせは、委員会

又は支部同窓会事務局まで。お問い合わせ下

さい。

事務局 TEL&FAX 052・763・2182

会誌編集委員会報告 ) 

会誌11号が発刊されました。会員の先生方の

臨床、研究、趣味や各班の報告など盛り沢山

です。お目通し頂き感想を沢山お寄せ頂き、

次号がより充実した物となるようご協力お願

い申し上げます。
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役員会議事録

平成12年度第 3回愛知県支部役員会

日時:平成12月8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

-本部

・専務

・各局・委員会

・その他

5.審議事項

6.協議事項

1 )第11回「愛知県歯学同窓会懇話会J
の件(渉外)

7.その他

1 )平成12年度実習を伴う学術講演会に

ついて(学術局)

8.監事所見

9. 閉会の辞

『
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平成12年度第4回愛知県支部役員会

日時:平成12年 9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)

2 )第11回「愛知県歯学同窓会懇話会J
の件(渉外)

『
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6.協議事項

1 )地区学術講演会の件(学術局)

2 )支部学術講演会の件(学術局)

7. その他

8. 監事所見

9. 閉会の辞

平成12年度第 5回愛知県支部役員会
日時:平成12年10月4日(水)

午後 7: 45~ 

場所:楠元学舎第 2会議室

し開会の辞

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 )地区学術講演会の件(学術局)

2 )東海豪雨被災者支援の件(専務)

6.協議事項

1 )支部学術講演会の件(学術局)

7. その他

8.監事所見

9. 閉会の辞

『

a
a
e
e
e
a向

~ 
n 

τtム
司

t
ム



〔平成12年11月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 68号〕

病理学と口腔病理学の教育と研究

現在の愛知学院大学歯学部を含めた我が国の

歯科大学(歯学部)における病理学、口腔病理

学の現状について述べたい。

病理学は、病気の原因の究明、病変の成り立

ち、生体の構造および機能の異常という病気の

本質の解明であるために、病気の診断、治療と

関連し、また、病気の原因との関連で予防医学、

社会医学とのかかわり合いも深く、基礎医学の

中では最も臨床医学に密着している。実際、先

進諸国では病理学や口腔病理学を臨床科目とし

ているところが多い。

歯科大学(歯学部)における病理学の教育は、

一般に総論的な教育で、そこでは病因論を始め

とし、各臓器組織に共通してみられる病変、す

なわち物質代謝障害、循環障害、炎症、腫蕩な

どを、病変の成立機序や種類などによって分類

し、各病変の原因、病変の成り立ち、経過、転

帰等を概説的に教えている。

口腔病理学の教育では、口腔領域に発生する

病変を具体的に取り扱っている。口腔領域に発

生する輔触や歯周病はもちろんのこと、口腔に

発現する全身の他部に生じる病変と同じ病変も

含めたありとあらゆる病変について取り扱い、

特に輔触や歯周病以外でも口腔領域に特有な病

変、とりわけ歯原性腫蕩、歯原性嚢胞、唾液腺

腫傷はいうまでもなく、口腔粘膜病変や顎関節

病変なども重要な課題として取り扱っている。

歯科大学(歯学部)における研究は、主とし

て口腔領域に関連する病変についての問題を取

り上げることが極めて大切であると考えられ

る。病理学、口腔病理学の研究では、今までは

形態学を主要な手段としてしてきたが、これか

らは科学的研究が技術上の進歩に大きく依存し

愛知学院大学歯学部

病理学講座

教授亀山洋一郎

ている以上、口腔病理学の研究に分子生物学、

遺伝子工学で開発された技術を用いた分子病理

学を取り入れていくことが必要で、ある。しかし、

伝統的な病理組織学などの形態学は疾患の診断

方法として日常の診療に不可欠であり、実際、

現在も医療の面では重要な貢献を行っている。

一方、上記の先端的な方法を用いて病変の解析

を行う分子病理学の方向への発展は、今日では

ますます必要とされている。 2つの分野の進む

方向は一見違うようにみえるが、実際には 2つ

の進む道は全く同じであり、両者は協同し一体

となって進んでいくことは確実である。

現在、我が国では臨床歯科医学の様々な分野

で認定医制度が設けられている。その多くは日

本歯科医学会に所属する分科会によって制度化

されてきたものである。しかし、認定口腔病理

医だけは日本医学会に所属する日本病理学会で

筆記試験と実地試験を行い、認定口腔病理医の

資格を与えている(医学部出身者は認定病理医

の資格を与えられる。認定口腔病理医の試験問

題の約70%は認定病理医と共通である)。日本

病理学会が歯科医に認定口腔病理医の資格を与

えているのは、日本歯科医学界に所属する歯科

医学分野の学会では、臨床口腔病理学を扱う独

自の学会が存在しなかったためである。しかし、

現在ではまだ小さいが(現在、会員は約500人)、

10年前から日本口腔病理学会が発足し、毎年、

学会の開催や英文誌の発行を行って、今にいた

っている。現在、歯科大学(歯学部)の口腔病

理学の教授、助教授のほとんどは認定口腔病理

医の資格を有している。

欧米の歯科大学(歯学部)の口腔病理学講座

では、一般歯科医や歯科大学所属以外の歯科目

ワム
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腔外科医からの病理組織診断(生検)の依頼は、

1 講座あたりは年間 4~5 千という非常に多い

件数に達している。一方、我が国における歯科

大学(歯学部)で取り扱っている一般歯科医や

歯科大学所属以外の歯科口腔外科医からの生検

の依頼件数は少なく、地域によってはそのよう

な病理学講座における生検依頼システムを全く

知らない歯科医もいるようである。 21世紀の歯

科医は、麟触や歯周病ばかりでなく、口腔粘膜

疾患や顎関節疾患など、口腔病変全般の早期発

見、診断、診療に歯科医が責任を持って対処す

るようになることが必要と考えられる。当講座

でも、同窓生からの生検の依頼を受け付けてい

るので利用されたい(手続きなどの詳細につい

ては当講座に照合されたい ft052-751同2561内

線323)。生検の診断は健康保健で請求できる。

本学における病理学や口腔病理学の教育につ

いては、現在のカリキユラムでは、病理学の講

座は 2年生の後期と 3年生の前期を合わせて 1

年間、口腔病理学の講義は 3年生の前期と後期

を合わせて 1年間である。また、病理学と口腔

病理学の実習はそれぞれ 3年生の前期と後期に

行っている。上記の教育ではパソコンを用いた

教育法も用いている。前述したように、特に先

進国では病理学や口腔病理学は臨床科目であ

り、また、実際に日本での歯科医師国家試験に

おいては、口腔病理学と臨床の各科との関連が

深い問題が多く出題されている現状を考慮する

と、今後は口腔病理学は 4年生のカリキュラム

に、そして、臨床口腔病理学の部分は 6年生や

研修医のカリキユラムの中に取り入れることが

必要である。前述したように、口腔病理学は多

数の臨床的学問領域と深い関連がある。したが

って、口腔病理学は今後ますます臨床歯科医学、

歯科治療の発展に貢献することは疑いのないこ

とである。

(~S，&'\&'\&'\{S，{'\&夫氏仇&'\&'\&'\&'\&'\&'\&'\&'\t'\&入&'\t'\t'\{~
;号 、巳ごロ 阜巴企k Fミ
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るところであります。

さて、国会は 9月21日に第150回臨時国会が

召集され、 72日間の会期内に健康保険法等の一

部を改正する法律案、医療法等の一部を改正す

る法律案、公職選挙法の一部を改正する法律案、

あっせん利得罪法案、少年法案、外国人参政権

法の一部を改正する法律案等重要法案が山積

し、審議状況は極めて厳しさが予想される折、

私は国会運営の中心である自民党国会対策副委

員長、参議院自民党国会対策筆頭副委員長に抜

擢され、日々昼夜を間わず、衆議院との連携、

野党折衝、各省庁との打合せで忙しく働いてお

ります。直接的には本来私が成すべき歯科医師

会の仕事とは直接的には関係が無いように思わ

れるかもしれませんが、この経験が必ずや今後

の私の政治活動にひいてはそれが全国 6万4千

余の歯科医師会会員の為になることを確信し頑

張って参ります。

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会報68
号発行にあたり、ご挨拶の機会をお与え頂き感

謝申しあげます。また日頃は皆様からの心温ま

るご理解、ご支援を賜り有難うございます。

去る 9月11日の愛知県集中豪雨において被害

に遭われた会員の方々にお見舞い申しあげま

す。私は自民党愛知県選出議員と共に自民党、

政府に対し、被害に遭われた皆様が 1日も早く

元の生活により良いかたちで戻られるように愛

知県、名古屋市等とも連絡をとりながら政府及

び関係機関に対し、連日強い働きかけをしてい

っd-
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私共の心配した通り、国会審議は国会開会冒

頭から公選法改正案いわゆる非拘束名簿式導入

及び参議院議員の定数削減をめぐり、過去に与

野党で合意された事実のない事柄を持ち出し、

野党の思い通りにならないことをあたかも与党

の約束違反であるかのように理由付け、審議に

加わろうとせず、 10月13日現在実質16日間災害

特別委員会を除く全ての委員会は、衆参両院と

も与党と一部の少数政党の議員の出席のみで審

議が続く、まさに非常識な異常事態の中で国会

審議が行われている所です。審議案件に対する

賛否は、政党あるいは議員の一人ひとりが判断

することであり、審議に加わることをせず反対

する姿勢を国民の皆様に広く知っていただくた

めにも、敢えて現状を記述するものであります。

国会議員の仕事は多岐にわたります。歯科界

と云う組織の代表として国務に当たることは当

然ですが、同時に国民代表の一人であることも

自覚しながら、皆様のお役に立たせていただ、き

たいと思っています。又、皆様と一緒に政治を

眺め考えて参りたいと念願いたしております。

今後とも私の政治活動に対し変わらぬご理解、

ご支援を賜りますようお願い申しあげます。

最後になりますが、愛知学院大学歯学部同窓

会愛知県支部が全国同窓会の中心としてますま

すご発展されますと同時に会員の先生方のより

一層のご健勝、ご活躍をお祈り申しあげます。

ιX? GX'J cy:;_ヲ ζ工:JGX2ιXJ cXヲ qヲ qョιXJιXJCX) GXヲ仁bιbιXJGXヲ Cu

衆議院議員

吉田幸弘

国会議員として 2期日を迎え、再度、国会

活動ができることになりました。改めて先生

方に感謝する次第であります。さて、先月に

臨時国会が開会されましたが、重要法案が山

積した国会であり、厳しい審議が続いており

ます。こうした中で、衆議院厚生委員の立場

として先生方の意見を国会に反映すべく努力

していくところです。今回貴重な紙面を通し

て、今までの主な国会・行政関係の動向につ

いて、次のように報告をさせていただきます。

先ごろ、厚生省は私たちに関係する平成11

年度医療機関種別の医療費を発表しましたが、

それによれば、医療費全体の総額は相変わら

ず増加傾向を示していますが、歯科は2.5兆円

で、前年比0.8%の伸ぴに止まっています。さ

らに、これを病院の経営主体別にみると医療

機関別にみると、法人病院 (8.0兆円)、大学病

院 (6.5兆円)というように、伸びが高くなっ

ています。一方、個人病院はマイナス9.1%と

減少しています。また、 1施設当たりの医療

費を金額でみますと、歯科は3900万円になっ

ており、依然歯科医院経営において厳しい状

況が続いています。

こうした状況の中で厚生省は平成13年度歯

科保健医療対策の概要予算として、 21億8300

万円を決めたところです。新規項目としては、

診療情報開示に関する事例集・ 362万円、その

ほか増額項目としての歯科医師臨床研修費・

10億5800万円などが注目されるところです。

その他、 8020支援事業の推進、歯科における

要介護者対策の推進、などは例年通りであり

ました。

さて、厚生省医療関係者審議会歯科医師部

会が 9月に歯科医師の国家試験のあり方を見

直した案を示したが、主な要旨は次ぎの通り

です。試験問題を数多く蓄えておく“プール

制"に移行するために、試験問題の持ち帰り

を禁止、試験結果を受験生に通知する、など

であります。さらに、歯科医師の質を高める
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ため、大きな医療ミスをしないような歯科医

師を生み出すため、必修問題、禁忌肢問題を

導入するようです。特に、患者に重大な障害

を与えるような治療法の選択肢を選んだ時は、

いかに他の問題で合格点数に達していても不

合格にする、というものです。

ところで現在マスコミでも話題になってい

ます、 21世紀に向けて大きな分野・ビジネス

になると関心が高まっています、ヒトゲノム

研究について、私自身、その動向に大きな興

味をもっております。バイオ関係 5省庁(科

学技術庁・文部省・厚生省・農水省・通産省)

が聞いたバイオ施策説明会では、まずこの目

標を「生物機能の解明・利用により、新薬、

高機能食物などを開発して、安心して豊かな

高齢社会・循環型経済社会を実現するJとし

ているようです。

しかし、残念ながら日本のヒトゲノム研究

は海外に比して、立ち遅れていることは否め

ません。特にアメリカのグローパル戦略は著

しいものがあります。歯科の領域におけるゲ

ノム研究がどこまでいくのか期待されるとこ

ろです。

さて、時代の変化に対応すべく行政改革が

行われるのですが、 21世紀に向けて、自民党

としても新たな政策を打ち出して行きますが、

平成12年度補正予算の要望についても、 1 ) 
日本新生プラン(メデイカルフロンティア)

の加速的実施、研究成果の社会還元の促進な

ど日本新生を目指す取り組み、 2)日本の未

来を切り拓く重要戦略分野への取り組みへな

どの強化を基本に議論しました。日本新生プ

ラン関連政策を加速させるものとして、 IT革

命の推進、環境問題への対応、人口の高齢化

への対応、都市基盤の整備を挙げています。

さらに21世紀を切り拓く研究インフラの整備

が急務とし、同時に今後の成長分野として、

ノtイオ・ナノテクノロジーにI主目していると

ころです。

以上ご報告させていただきました。これか

らの国家のポイントは教育・環境・健康とさ

れています。健康を担う責任者である歯科医

師として、今後とも先生方と一緒に頑張って

いきたいと考えていますので、何卒宜しくお

願い致します。

王YJιXJ  CJ2_ヲ CX，ヲ ιe0 CJ2_ヲ CXJ ιs  王工ヲ cx，ヲ CXJ O:J O:J CX? CXヲ ιXヲ CJ2_ヲ cxヲ

名古屋市議会議員

岡本義博

錦秋の候、同窓会の先生方におかれまして

は益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上

げます。

去る 9月11・12日の集中豪雨により多大な

被害に見舞われました先生方に心よりお見舞

い申し上げ、一刻も早い復旧を祈念いたしま

す。

9月議会において水害に関する集中質疑が

行われました。

県内では新川流域の枇杷島町等が甚大な被

害を受け、名古屋市においても現在の調査段

階では、床上浸水が10.142棟、床下が22，730棟
となっており豪雨の為による自然の恐ろしさ

を痛感いたしました。

災害復旧に関しまして、急きょ、補正予算

の専決処分を行ない、一般会計約九億円、特

別会計約30億円の補正予算案を可決しました。

道路や河川、学校などの公共施設の応急復

旧や災害ごみの収集、商工業振興資金(災害

復旧資金)の貸し付けなどが盛り込まれてお
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り、また被災者の方に対しまして災害見舞

金・弔慰金の支給、災害援護資金の貸し付け、

上下水道料金の減額措置や納期限等の延長、

介護保険料・保育料等の減免も実施いたしま

した。

また、名古屋市福祉医療助成制度の改正に

ついて一部修正され可決しました。

改正内容は下記の通りでございます。

これからも微力ではございますが、精進努

力を積み重ねていく所存ですので、ご指導ご

支援を賜りますようお願い申し上げます。

最後になりましたが、先生方の益々のご活

躍をお祈り致します。

名古屋市福祉医療助成制度改正の内容(平成12年12月1日から)

改 正 吉年 改 正 後
経滋措蜜制 度

対象年齢 内 容 改正内容

0歳児 -所得制限なし 全員無料 平成12年11月30日

-所得制限なし -所得制限を設け無料継続特別
に受給資格を取得

乳幼児 1歳児 した者は、満 3歳十面
-全員無料 児童扶養手当の基準

の誕生日の属する
医療費助成 2歳児 主たる生計維持者の所得

月の月末まで旧制
年約497万円以下

度による
3歳児 -対象外 →(1自主坦は甚大}

十止 -所得制限を設け無料継続特別
平成12年11月30日3歳から

障害者手当の基準 障害者本
までに受給資格を障害者 65歳まで

-所得制限なし 人のみの所得年約348万円
取得した者は、平( 0 ~ 2 

-全員無料 以下
成13年10月31日ま医療費助成 は乳幼児

. 1 ~ 3歳の乳幼児医療所得オ
で旧制度による医療で)

ーパーで、上記基準の該当児
医

平成12年11月30日
-所得制限厳しくなる

までに受給資格を老 人
-本人所得 -老齢福祉年金の基準

取得した者は、平68・69歳
年200万円以下 本人の場合所得

成13年 7月31日ま医療費補助
年約159万円以下

で旧制度による
療

母子家庭等 母子家庭 -本人所得
変わらず

医療費助成 父子家庭 年192万円以下

-一人暮らし、寝た
平成12年11月30日

きり、痴呆につい -寝たきり
までに受給資格を

ては本人所得年 -痴呆については全員無料
取得した者は、平68・69歳

200万円以下・市 -市民税非課税世帯に属する者
成13年 7月31日ま

民税非課税世帯に (ーム蓋らし長}
で旧制度による

属する者

福祉給付金
-障害者、寝たきり、痴呆につ

-障害者、一人暮ら いては、所得制限を設け無料

65歳以上 し、寝たきり、痴 継続

の障害者 呆については、所 特別障害者手当の基準

及び70歳 得制限なし、全員 障害者本人のみの所得

以上の者 無料・市民税非課 年約348万円以下

税世帯に属する者 -市民税非課税世帯に属する者

{ーム葺らし皇}
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愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部
平成12年度 地区学術講演会のお知らせ

愛知県支部支部長加藤直彦

地区:豊田、岡崎、安城、知立、刈谷、碧南、西尾・幡豆

記
1.日時 平成12年11月23日(木)

勤労感謝の日

午後 1: OO~ 4 : 30 

2.場所 リリオコンサートホール

知立市中町132

TEL0566-85-1133 

*今回の講演会は、同窓生以外の歯科医師、スタッフの方々の聴講も可です。積極的な
参加をお待ちしております。

3.講師 岡山大学歯学部

小児歯科学教室講師

岡崎好秀先生

4.演題 噛むことと健康の科学

5.会費 無料

*なるべく公共交通機関をご利用下さい。

申し込み方法:ご出席の方は、

ファックスにてご連絡下さい。電話も可。

TEL・FAX:052・763・2182

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部事務局

場所が不明な方には地図をファックスします。

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部
学術講演会のご案内

下記の要項にて学術講演会を開催いたしますので、是非ご出席下さいますようご案内申し
上げます。

1. 日時 平成13年 1月28日(日)

午後 1: OO~ 4 : 30 

2.場所 愛知学院大学橋元学舎

第 1講義室(予定)

言己

3.講師 東京医科歯科大学大学院

教授(国際環境寄生虫病学)

藤田紘一郎先生

4.演題 アレルギー病はなぜ増えたか

一きれい好きの功罪検証一

5.会費 無料
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愛知学院大学歯学部局窓会

愛知県支部

支部長加藤直彦

この度の東海豪雨により多大な被害に見舞われました同窓会員の皆様方に心よりお

見舞い申し上げます。 100年に 1度と言われる程の豪雨の為にこのような状況になろ

うとは、誰一人として予測できず、あらためて自然の恐ろしさを痛感した次第です。

被災地を直接見させて頂いたり、班長の皆様方からのご報告を耳にする度に役員一

同胸がつまり、言葉も出ない状態でした。

支援物資、お見舞い金も同窓会室に届いておりますので、同窓会としても「東海豪

雨対策本部」を設置いたしまして、被害に遭われた会員の皆様へ少しでも支援ができ

ればと考えております。被害の大きさから比べれば僅かな事しかご支援出来ないと思

いますが一刻も早い復旧を切にお祈り申し上げます。

.お願い.

東海豪雨災害の被災同窓生へのご支援がございましたら、下記口座

迄お振込み下さいますようお願い致します。(期限…平成12年12月末

日まで)

東海銀行今池支庖(普)1697382 

口座名…愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

東海豪雨災害対策本部代表加藤直彦

※口座名が長いので振込み用紙でお振込みの場合は正確にお願いし

ます。

間違えますと振り込み手数料を再徴収されます。

※お名前の前に回生の数字を打ち込んで下さい。

口
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愛院歯愛知大島会平成12年度会費納入状況
裂を 名 会員 額量権 入 金 議E名 会員 開業 入 金
千種区 93 54 振込42 春日井 101 81 

名東区 79 58 振込36 津島 24 20 振込 3

東区 43 36 同 1 セ 6 小牧 47 37 振込22

北区 73 56 尾北 65 48 同20 セ13

守山旭 90 62 同23 犬山 24 19 振込19

西区 60 51 振込25 西春日井 50 39 

中村区 101 65 同2 セ l 振込 1 知多 105 83 振込50

中区 136 76 振込35 海部 61 45 同12

港区 51 28 同23 セ 1 中島 49 40 振込32

昭和区 72 41 振込29 愛豊 73 57 振込42

天白区 58 46 振込34 豊橋渥美 96 68 

瑞穂区 50 30 岡崎 124 94 

熱田区 37 26 セ16 豊川 78 54 

中川区 75 56 同47 セ 1 知立 14 12 同 7

南区 48 38 同19 セ 2 安城 42 28 振込30

緑区 65 53 同 1 振込17 刈谷 39 32 

一宮 110 80 同l 振込60 碧南 23 18 

瀬戸 73 40 同13 振込22 西尾幡豆 32 24 

半田 72 53 振込23 豊田 124 102 

同意書・・・173名 セントラル…40名 l口〉、 計 2，559 1，850 3，409，174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10月23日現在の会費納入状況です。

振込み口座

※東海銀行今池支庖(普) 1496793 愛院歯愛知大島会代表加藤直彦
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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)に加入すること。

砂『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

TEL(052) 763一2182

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・河郁 TEL(052) 953 -3862 

し出血~~~

・編集後記
一 一一

今回の68号が20世紀最後の発行となる。今年は世紀末の名のごとくさまざまな天災や、人災な

ど信じられない出来事が今までに数々起きている。そもそも世紀末には天地異変が起きるという

ことは信仰の世界からでてきたものとも思われるが、こうさまざまな異変が次々と起こってくる

と、やはりと思わざるをえない。となるとこの残りの数ヶ月にもまた何か信じられないことが起

きるのではと不安感を抱いているのは私だけだろうか。しかし「備えあれば憂いなし」と言われ

るように、ここしばらくは日々用心し、いざという時の為に備えていたほうがいいのではと思う

毎日です。

発行所名古屋市千種区楠元町1-100

愛知学院大学歯学部問窓会

愛知県支部

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

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

題字故岡本清鰻先生

編集兼発行人書記局

長塚明 佐橋永吉

坂野暢治 二反田太一
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