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平成12年12月10日(日) 於:内海フルーツ村

21世紀を迎えて
専務理事佐藤理之

21世紀という新世紀を迎え、同窓会愛知県支部に於いては25周年を迎え

る年でもあります。日頃は同窓会会員の皆様にはご理解とご協力をいただ

き誠に有難う御座います。

昨年は、 100年に 1度と言われた東海集中豪雨に見舞われ、多くの会員が被災されました。これ

に対し全国同窓生の皆様より、励ましの言葉、支援物資、義援金等有り余るほどの暖かい真心をい

ただき感謝申し上げます。心温まる皆様の支援に対し被災された同窓生も励まされたことと信じて

おります。

振り返ってみますと、 20世紀はエネルギー革命(蒸気、石炭、石油、原子力等)により目まぐるし

く社会が変化し、都市は成長し、人々は豊かになり、グローパルな発展を遂げた時代であり、エネ

ルギーによる文化の発展的社会を築き上げた世紀でありました。 21世紀に向けては、環境に優しい

エネルギーの革命が求められそれに伴う新しい文化が発展するものと思われます。外に向けては宇

宙への挑戦、内にはゲノムの解析、 IT革命と20世紀を上回るスピードで発展することでありましょ

つ。
しかしながらこれらの発展の中にも、社会に対する功罪は多く残されていきます。好むと好まざ

るとにかかわらず、私たちはこの渦の中に巻き込まれていく事になります。
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ある学会での演者の裏話で、パワーポイントとプロジェクターによる講演ではビジュアルな表現

ができ公演内容をより伝えやすくなったという反面、演者と聴講者との視線が合うことはなく、相

手の目を見て反応に答えながらの講演ができなくなった。昔ながらの黒板を使って書きながら相手

の表情や反応により内容を変更しながら講演をする一体感がないと言う話を聞きました。便利にな

ったことで内容を深く理解してもらえると言う利点の部分と、人と人の直接触れるような一体感、

満足感が減ったといえるような顔の見えない、講演会が多くなったと、嘆いておられました。利便

性を追求するあまり、顔の見えない、相手が見えないという不具合が生じてきました。これは裏返

して言えば自分の顔も相手の顔も見えないと言うことであり、お互いがお互いの姿を認知していな

い、存在を確認していないと言うことであります。

同窓会においても、会員の増加につれてお互いの顔が見えないと言うような、誰のための同窓会

だと言われないように、常に顔の見える同窓生の為の同窓会を目指すことが、必要です。

今後の同窓会活動に求められることは以下の 5項目と思われます。

l.会員のための顔の見える同窓会であること。

2. 会務運営にあたっては常に透明であること。

3.社会的にも貢献できること。

4. 同窓会として自己管理・評価ができること。

5.外部からの意見・評価に耳を傾ける事ができること。

最後に20周年の支部長採択文を座右の銘として、よりよい同窓会を育てていきたいものでありま

す。
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同窓会愛知県支部選挙管理委員会報告

次期執行部の支部長並びに監事の決定につきましては、ハガキで会員諸氏にはすでにお知らせ

致しました。「会報Jにて再度お知らせ致します。

選挙管理委員会の運営に当たって、皆様の暖かいご指導を賜ったことを心から感謝し、今後

益々我々の同窓会が発展することを祈りながら報告とさせて頂きます。

愛知県支部選挙管理委員会

冨田力夫(3回生)

伊藤正彦(4回生)

北山恭三 (8回生)

同窓会愛知県支部 壬ヒ=;::. A 

選挙管理委員会 口刀ミ 4 --'j王

支部長・監事の決定について

平成13年 2月6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

現執行部の任期満了に伴う、支部長及び監事の選挙についての告示をした結果支部長

加藤直彦(5回生)、監事佐藤弘喜(1回生)、梶原忠嘉(3回生)の立候補があり

ました。支部選挙規約第11条 4に従い、

1.支部長加藤直彦(5回生)

1.監事佐藤弘喜(1回生)

梶原忠嘉(3回生)

として、次期愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部の、支部長並びに監事として決定し

たことを告示します。

以上
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i第24回代議員会・第25固定期総会

.日 時:平成13年4月15日(日)代議員会午後 2時~

定期総会代議員会終了後~

.場所:末盛学舎北館 1F第 1教室(附属病院)
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〈 各局活動状況

(渉外主

第11回愛知県歯学部同窓会懇話会

日時:平成12年11月18日(土)

午後 6 時~9 時

場所:名古屋クラウンホテル

毎年恒例となりました愛知県歯学部同窓会懇

話会も早いもので本年で第11回を迎えました。

ご来賓には愛知県歯科医師会会長である宮下和

人先生、同専務理事の坂井剛先生、参議院議員

の大島慶久先生のご臨席を賜り、本年も本会が

幹事校となり上記日程にて開催致しました。

平成 2年に愛知県内に支部組織を有する各歯

科大学、歯学部の同窓会校友会14校が一同に会

することにより相互の親睦と理解を深めること

を目的として始まったこの懇話会も現在では19

校に参加校が増え、本会の持つ意義、重要性と

いった存在価値が高く評価して戴いていると思

われます。

例年の会場とは異なり少々手狭な感のあった

会場でしたが、かえって参加された先生方には

会話が弾み大変盛り上がりました。

次年度も本会が幹事校を務めさせて頂く事と

なり無事会は閉会致しました。

ぐ福融局)

新入会員説明会

日時:平成13年 1月19日(金)

午後4時~

場所:楠元図書館 4F大教室
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試験の終ったばかりの卒業予定者に対して同

窓会入会案内の説明会が行われました。当支部

より阪上副支部長、内田常務(組織局担当)が出

席し、愛知県支部の事業内容、現状、会費徴収

の方法、特徴等について説明が行われた。

これからの旅立ちの不安と期待の中、一生懸

命に聞く卒業生に、懐かしさを感じ、女子学生

の多さと、学年委員長も女性という様変わりに

も驚きました。

(学術局〉

平成12年度地区学術講演会

豊田班浦野朗(11回生)

平成12年11月23日(木)午後 1時より知立市リ

リオ・コンサートホールに於いて、岡山大学歯

学部小児歯科学講師 岡崎好秀先生をお招きし

「噛むことと健康の科学」と題し講演会が開催

されました。

今回の地区学術は、豊田・岡崎・安城・知

立・刈谷・碧南・西尾・幡豆、 8班合同による

企画運営となりました。当日は勤労感謝の日で

あり絶好の行楽日和にもかかわらず、 150名も

の参加者により盛況に開催されました。

講演は岡崎先生独特の関西弁の軽妙なテンポ

で、クイズ形式により進められました。内容は

動物の話(動物園と野性の猿の口の中、午・馬

の食べ方、消化、恐竜の歯と胃の中の石の秘密

等)から宇宙の話(宇宙飛行士の食事、宇宙で歯

が痛くなったら?等)へと、聞き手をなんとな

く引きつけて、しかも判りやすく思わず笑いの

出るようなお話で、 200分間という時間も、と

ても短く感じられる様な楽しい講演となりまし

た。

以下当日の抄録の中より岡崎先生の文章を引

用させていただきます。

頭の毛の先から足の裏、さらには宇宙まで守

備範囲を広げて、口の中とのかかわり合いにつ



〔平成13年3月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 69号〕

いてモチベーションしようと考えている。

動物学のなかでも恐竜、宇宙に関しては、ウ

ンチクを求めNASAや世界の主たる恐竜博物館

を訪れる。ネタ探しの参考図書は自宅屋根裏に

巨大書庫を作ったが、床が抜けないかヒソカに

心配している。また税金の申告では、恐竜や宇

宙と歯がどのような関係があるかを署員に問い

詰められ苦慮している。診療は障害児を中心に

診ている。むし歯の洪水と呼ばれた時期におい

ては、予防や処置が中心であった。しかし一方

で、脳性麻庫児の多くは、思い通りに口を動か

すことができないので、様々な問題が起きてく

る。たとえば岐反射のため下唇を岐みちぎった

り、食事中に窒息した児などを目の当たりにし、

なんとか四肢は動かなくとも、せめて口だけは

思い通りに動かせればと思っている。そこで最

近は、動物の進化から障害を捕らえ新しい療法

を模索中である。

・最近のモットー

「偉くなることより、ビッグな仕事をしたい!J 
「楽しい」ことが創造性の原点だと思い、いか

にして楽しく仕事をし、「自分の仕事と趣味を

一致」させることができるかを追求している。

最近の低金利時代、銀行に預金(投資)するよ

り、自分の将来に対し投資をしたほうが利息が

大きいのでは……と密かに思っている。

最後に今回の講演会の開催にご尽力いただい

た県支部・学術局並びに各班班長・学術担当の

先生方に感謝しお礼申し上げます。

ありがとうございました。

$ 号与合辛苦与合守合与合号音与合与合与合与音寺音寺号吾合与号与合号音与合与合4 音寺号与合与合与音寺-0-

平成12年度

愛知県支部学術講演会
日時:平成13年 1月28日(日)

講師:藤田紘一郎先生

知 多 班 加 古 順 市(16回生)

今回の講演会は、会員向け以外にも門戸を聞

き、一般の方にも聴講していただけるようにし

ました。

当日は、寒さ厳しい折にもかかわらず、会員

およびその家族約120名、技工士約20名。衛生

士約25名、一般約20名の約185名程の方々が聴

講され盛況の内に講演会を終える事ができまし

た。

講演内容

アレルギー病は30年前の日本にはほとんどな

かった。アレルギー疾患が注目されたのは、わ

ずか30年前のことであり、高度経済成長時代に

突入した時期と符号一致する。工場の大気汚染、

車の排気ガス、住宅構造の密閉化とカーペット

の導入、夜食生活の変化などが原因ではないか

と考えられていたが、大気汚染規制が強化され、

自然環境の改善が進んだにもかかわらず、アレ

ルギー性疾患は増加している。 1950年の日本人

の回虫感染率は70%であった。花粉症の人は存

在しなかった。その後日本人は、回虫を駆除し

はじめた後、徐々にアレルギーが増加してきた。

アレルギー反応とは、体内に存在する肥満細胞

が破裂してヒスタミン、セロトニン、ロイコト

リエンなどの化学物質が放出された状態でその

部分の血管や組織がその化学物質に反応してお

こるのである。肥満細胞が破裂しなければ、ア

レルギーはおこらないのである。

なぜアレルギーは増えるのか。予防するには

どうしたらよいのか。結核をはじめとする細菌
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感染は花粉症を起こさせないようにしていると

報告されている。

戦後の日本の結核の減少曲線は寄生虫の減少

とほぼ一致し、これらの感染の減少と共に花粉

症が増加してきた。昔の子供はよく青っぱなを

たらしていた。青っぱなをたらす子供がいなく

なると花粉症にかかる子供が増えてきた。

結核のBCGを受けた子供は花粉症になりに

くい。何度も追加免疫を受けた子供ほど花粉症

になりにくい。細菌感染、とくに結核は強力に

人の免疫状態をTh1に誘導する。ヒトがTh1の

免疫状態になると、インターフエロン yなど

を多量に産生し、エレーチの産生を抑制し、ヒ

トがIgE抗体を産生しないようにする。寄生虫

感染や結核感染が1950年頃より減少しはじめ

て、感染率が低下した後、アトピ一、花粉症、

端息が増加してきた。これは清潔志向の弊害で

ある。

日本人の超清潔志向が抗菌グッズの使用、抗

生物質の乱用、消毒剤や、殺菌剤の多用をょい

と思い込み、微生物すべてを悪者として排除し

ようとし、寄生虫も排除されたことにより、ア

レルギー病をひきおこしている。

従来、日本人というのは、山川草木悉皆成仏

という自然観のもとで生活している。近代医学

はこの自然観を捨て、人間中心の考えに傾倒し

てしまい、周囲を軽んじているのではないか。

従ってもっと周りの環境を大切にするべきであ

る。日本では、環境を破壊し、工場の周辺の

人々が苦しんでいても、利益につながるものな

6 

ら何でもやるという、人の迷惑顧みずの利益主

義が許されている。今後は、日本人はもっと自然

を大切にして生きて行けば、アレルギー病など

は自然に消滅して行くであろうと考える。

r-ーーーーーーーーー---ーーーーーーーーー四ーーーー削ーーーー四ーーーーー『ーー----，

i ※一般の参加者より講演を聞いて感想をい i
E ただきました。 I 
L__________白ーーーーーーーーーー--------ーー---ーーーーーーーーーーー」

講演を聞いて

大田真季子

回虫がおなかの中で育つなんて、それも一日

に20cmも……。とんでもないようなお話から

始まって驚いたり、笑いこけたりと、すっかり

藤田先生の話術にはまってしまいました。

話の中で何度もおすすめの本、さっそく書庖

で文庫本 3冊買いましたが、とても文章もお上

手で読み出したら止まらなくなりそうでした。

でも回虫のセックスの話などは、ここまで研究

するのかと、少々呆きれてしまいますが…。

お話の内容は、人の体内に寄生虫が住みつく

と、寄生虫の排i世物からアレルギー反応のもと

になるIgE抗体がつくられ、アレルギー症状が

出にくくなるという説明でしたが、実際には、

有効な薬として使えないらしく、アトピーで苦

しんでいるお母さんを何人も知っているだけ

に、良いおみやげにできなくて残念で、した。で

も、先生が回虫を実際に飲んで、育てた話や、イ

ンドネシアでの川を中心とした人々の生活の

話。寄生虫のいろいろな生態、それらの中から、

たくさんの問題点が浮き彫りにされてきた気が

します。日本人がみな同じ方向に走ってしまう

国民性、若い人達の中に浸透している行き過ぎ

た清潔志向、これらは、冗談で済まされる状況

ではありません。自然と共生し、人と人とがも

っと互いに寄りそって生きてきた日本人の姿

が、私の知る限りでも、 2、30年前にはあった

ような気がするのですが、核家族化、少子化、

生活の豊かさ、清潔さが進む中で、人々が“ぬ

くもり"を忘れてしまったように思えます。私

は上の二人の子をよくおんぶしました。(下に小

さな子がいると必然的に)あの背中にコロンと

重い温かな“ぬくもり"は、私を親として育て
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てくれたように思えます。二人とも大学生にな

りましたが、四男は最後ですから10才になった

今でも「一緒に寝よ!Jと言われれば喜んで

“ぬくもり"を楽しんでおります。子育てで忙

しかった頃は、アレルギー性鼻炎で随分苦しみ

ましたから、今日の講演、楽しみにしていまし

た。直接の解答は出てこなかったけれど、これ

からの自分の役目。考えさせられました。

本当に大切なこと
藤j畢瑞恵

小さいころ、私の周りにはアトピー性皮膚炎

や花粉症などのアレルギー性疾患に苦しむ人は

皆無に等しかった。ところが、ここ数年突然発

症する人が後を絶たず、いつか自分もそうなる

かもしれない、と不安は増すばかりである。

アレルギー病急増の原因は環境因子だけでは

ない、とおっしゃる藤田先生のお話はとても分

かりやすく、しかも非常に興味深い内容だ、った。

ライフスタイルの変化に伴い清潔志向が浸透し

た日本は、今や抗菌ブームに陥りグッズが溢れ

る。事務用品はもちろん家具や衣類、通帳にい

たる生活用品全てが抗菌。また発売されるあら

ゆるモノが“抗菌防臭"や“除菌でキレイ"を

売りにしている。つまりそうでないと売れない

のだ。ところが、そうやって身の回りがきれい

になればなるほど、アレルギー病で苦しむ人が

増えるO 日本人の「超清潔志向」は明らかに行

き過ぎている、という藤田先生のお考えはもっ

ともだと思った。

一時パニックになった0-157が、生きる力が

弱く極めてやわな菌である事や、院内感染の原

因であるMRSAの毒性が健康な人には問題がな

いという説明にも驚いた。先生が嘆かれるよう

に日本人は衛生管理に神経質になるあまり、本

来持っている免疫力や自然治癒力が低下し、感

染症にかかりやすくなっているのだろう。抗生

物質が効かないと菌との戦いに人聞が勝てるの

かは疑問である。それゆえ常在菌や寄生虫との

共存・共生は必要なのだと思う。たとえ治療目

的の感染が非現実的だとしても、それから知恵、

を借り、免疫力や抵抗力を高める必要がある。

抗菌製品で身の回りをうめつくす前に、もっと

大切にしなければならないものがあることを先

生は教えてくれた。
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モノが溢れあり余る現代、いつでも食べられ

る調理済食品に頼ることなく植物性の食べ物を

摂取し、自らの体を守り健康を保つ努力を怠っ

てはならない。多くの誤解と憶測が流れたとし

ても、私たち消費者が賢くなれば先生の懸念さ

れる「感性の衰弱」は防げるだろう。

私自身、藤田先生の警鐘を厳粛に受け止めた

いと思う。そして、寄生虫の感染をアレルギー

性疾患の治療に使えるようこれからも研究を進

めていただきたいと切に願っている。

『藤田先生の講演を聞いて』
前田弥生

先日は藤田先生の講演を聞かせて頂いて本当

に有難うこ、ざいました。私は藤田先生の講演を

開いて大きな勘違いをしていた事に気付きまし

た。私の一人息子は産まれた時からひどいアト

ピーで全身が赤く腫れ治療の為のステロイドを

塗る度に悲しい気持ちになっていました。

ところが3才頃からひどいアトピーが少しず

つ改善されてきたのです。私はそれを成長と共

に改善されてきたと思っていました。 3才で保

育園に入国させた事で、過保護で神経質な母親

から離れる事ができ、自然とふれ合いのびのび

と外を走り回る野生的な保育園での生活が息子

に合っていたのでしょう。又、有機野菜を中心

とする保育園の手作りの給食や、するめや干し

芋等の昔ながらのおやつも息子に合っていたの

かもしれません。藤田先生の言われるように昔

の日本人の暮らしに近い環境が彼のアトピーの

改善につながっていったんですね。保育参観の

時は泥だらけで遊ぶ息子を見てひ、っくりもしま

したが、そういう自然な姿がよかったんですね。

以前から食べるという事には関心があり食品

添加物や農薬が我が身に与える悪影響は認識し

ていたつもりでした。しかし清潔は美徳であり

抗菌グッズ大好き人間の私にとってはかなり衝

撃的な講演内容でした。先生の言われるように

細菌を大切に、自然とふれあい、農作物を多く

摂取するという事は日本人の原点に戻るという

すごく大事な事であると思いました。これから

は少しだけ時計をゆっくり回して、のんびりと

和食中心の食生活にしてみようと思います。

とてもわかりやすく面白い講演どうも有難う

ございました。
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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

東京医科歯科大学大学院教授

(国際環境寄生虫病学)

〔第 69号〕

藤田紘一郎

アレルギー病とは、アトピー性皮膚炎、気管支端息、花粉症などIgE抗体が関与する疾患、群をい

います。このアレルギー性疾患は最近異常に増えて参りました。たとえば、 10歳以下の子供では

約40%がアトピー性皮膚炎ですし、昨年の春には日本人の 5人に 1人が花粉症にかかるようにな

りました。

しかし、この病気は30年前の日本にはほとんどなかった病気なのです。スギ花粉症をはじめア

トピー性皮膚炎などのアレルギー病が急増した原因として、多くの学者は日本の大気汚染、とく

に自動車排気ガスの急激な増加や農薬や添加物が混入した食物など、いろいろな環境因子をあげ

ています。しかし大気汚染の規制が強化され、環境状況が改善されたにもかかわらずアレルギー

性疾患が減少しないのはなぜでしょうか。

私は以前から、回虫をはじめとするいろいろな寄生虫をヒトの体内から一方的に駆逐したこと

が最大の原因として主張してきました。しかし、その後の研究では寄生虫ばかりでなく、細菌や

ウイルスなどの微生物がヒトのアレルギー反応を抑えていることがわかりました。

私たちの身のまわりには、皮膚常在菌や腸内細菌、女性の睦にはデーデルライン乳酸菌という

「共生菌」がいて私たちを守っているのです。しかし最近の清潔志向の行き過ぎで、回虫はもちろ

ん、身のまわりの「共生菌」まで排除している状況が日本国内で見られるようになりました。こ

のような日本人の「超清潔志向」が日本人のアレルギー疾患という現象を引き起こしてきたもの

と私は考えています。

日本人の「超清潔志向」はこれらのアレルギー性疾患の多発を招いたばかりではありません。

共生菌の排除が新しい感染症、病原性大腸菌O血 157を生み、薬剤j耐性の病院内感染菌の発生を促し

たのです。そしてこの「共生菌の排除」はいつの聞にか「異物」排除につながったものと思われ

ます。このような傾向は、もはや人聞が「生物Jとして生きる基盤さえ奪v'，そしてそれは人間

の精神的な面にも影響を及ほし、日本人の「感性の衰弱」までも引き起こしているように思える

のです。

この講演では、日本人のきれい好きの功罪について検討してみたい。

参考文献

「笑うカイチュゥJ(講談社)

出版科学文化賞受賞

「原始人健康学 家畜化した日本人への提言 J 

(新潮選書)

「共生の意味論J(講談社・ブルーパックス)

卜清潔はビョーキだJ(朝日新聞社)

「日本人の清潔がアブナイ!J (小学館)

略歴

1939年満州生まれ

1965年 東京医科歯科大学医学部卒業

1970年 東京大学大学院医学博士課程修了

1970年東京大学助手

1971年 テキサス大学医学部助手

1972年 順天堂大学医学部助教授

1977年 金沢医科大学教授

1981年長崎大学教授

1987年 東京医科歯科大学教授
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ぐ厚生福祉肩〉

内海フルーツ村 みかん狩りに参加して

春日井班徳丸啓二(15回生)

20世紀最後の12月10日(日)朝、 10時45分集合

春日井は今にも雨が降りそうな天気、名古屋高

速に乗って行くうちにもぽつぽつ降ってきてし

まいました。目的地(知多)もこりゃ雨と思って

いると向かう方は少し明るくなってきた。内海

ブルーツ村に着くと全然雨なし状態、これはい

けると思い受け付けへ…厚生局の先生方はすで

に準備万端用意してみえました。わたしのとこ

ろも家族 4名で参加。

参加家族27のべ参加数109名、お子さんがま

だ小さい家族が比較的多く、会場は賑やかな雰

囲気に。おじいちゃん、おばあちゃんも参加の

団体(? )もあり、山田副支部長の挨拶で各家族

ごとに、みかん狩り、キウイ狩りにちらばりま

した。

みかんは甘さ・酸味ほどよく、キウイは少々

硬いものの大きく甘さは格別で、皆舌鼓をして

いました。あちらこちらで「ジューシ一、ジュ

ーシー」という声があがりました。

昼食は頼んでおいた寿司や弁当を食べる家

族、手作りのお弁当を食べたりと会場には笑い

が絶えませんでした。

その後は、日頃のストレスも思いっきり「も

ちつき」に、とばかりにもちつき 3杯分。先生

達も日頃のハンドピースを杵に持ち替えて、腰

をふらつかせながら一生懸命もちをついていま

した。皆もちにきな粉をつけたり、ダイコンお

ろしにしょうゆ、子供から大人まで「おいしい

おいしい」を連発。全員満足っといった感じで

した。

私自身、厚生事業に参加したのは初めての経

験でしたが、同期生の神谷君家族に会えたりと

楽しいことばかりでした。

全員お腹いっぱいになりそろそろお聞きにな

ろうかというときに雨もぽつぽつきましたが、

影響はほとんどなく、みな収穫したみかん・キ

ウイをお土産に帰路につきました。
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平成12年度弔慰報告

平成12年

10.10 9回生守山旭佐藤志貴君ご尊父様逝去

10.12 8回生一宮野田和裕君ご尊父様逝去

10.27 11回生半田服部茂雄君ご母堂様逝去

10.29 5回生西春日井深見晃司君ご本人様逝去

11.18 13回生知多森田松郎君ご尊父様逝去

11.24 10回生西春日井加藤光一君ご尊父様逝去

11.24 19回生中川区岡本政幸君ご尊父様逝去

11.24 8回生知多神谷英光君ご令室様逝去

12.12 3回生昭和区原田善郎君|
}ご尊父様逝去

12.12 7回生瑞穂区原田 了君|

12.18 5回生北区佐々木三知夫君|
}ご尊父様逝去

12.18 11回生橋正学講座教授後藤議巳先生|

12.30 14回生瑞穂医松川武司君ご本人様逝去

12.30生理学講座教授佐藤豊彦先生ご本人様逝去

平成13年

1.2 17回生緑区土井理紀君ご本人様逝去

1.7 3回生豊川手島了也君ご尊父様逝去

1.16 12回生 歯科補緩二助教授森隆司君 ご尊父様逝去

1.16 18回生守山旭山田響介君ご尊父様逝去

1.16 18回生中川区安達啓子さんご尊父様逝去

1.21 14回生一宮長谷部修君ご本人様逝去

1.24 2回生春日井竹内豊彦君|
トご尊父様逝去

1.24 11回生港区竹内良春君l

1.25 13回生熱田区白木三紀さんご尊父様逝去

1.26 6回生豊橋渥美白井義郎君ご母堂様逝去

2.1 13回生豊橋渥美青木洋三君ご尊父様逝去

2.10 22回生知多榊原規芳君ご尊父様逝去

※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・"

TEL . FAX 052-763-2182 

尚、休日で事務局に連絡不可能な時は、直接

花屋さんにお願いします。

花松(はなしょう)……

TEL . FAX 052-832-8446 
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-平成12年度会費納入率

〔第 69号〕

ぐ蚕苛肩
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、 2月に振り

込み用紙を郵送いたしましたので納入していた

だきますようお願い申し上げます。

景気の厳しき折ではございますが、このよう

な時期だからこそ学術事業、厚生事業等を充実

させ、会員の皆様に明るい話題を提供していく

ことが会の役目であり、お役に立てると信じて

役員一同努力しております。

何卒ご理解いただき会費の納入にご協力いた

だきますよう重ねてお願い申し上げます。

尚、誤って会費請求が届きましたら、事務局

迄ご連絡下さい。

TEL. FAX 05乙763田2182

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 47 50.5 55 39 70.9 

名東区 77 58 75.3 58 53 91.4 

東区 45 33 73.3 37 29 78.4 

北区 75 55 73.3 57 50 87.7 

守山旭 91 56 61.5 63 50 79.4 

西 区 61 51 83.6 51 48 94.1 

中村区 104 65 62.5 67 49 73.1 

中 区 131 54 41.2 74 44 59.5 

J巷 区 50 33 66.0 28 25 89.3 

昭和区 72 31 43.0 41 25 61.0 

天白区 57 43 75.4 46 42 91.3 

瑞穂区 51 28 54.9 29 22 75.9 

熱田区 38 23 60.5 26 20 76.9 

中川区 76 59 77.6 57 53 93.0 

南 区 48 38 79.2 38 37 97.4 

緑区 64 41 64.1 52 37 71.2 

一宮 111 76 68.5 80 70 87.5 

瀬戸 72 39 54.2 40 30 75.0 

半田 70 56 80.0 53 52 98.1 

春日井 101 76 75.2 82 67 81.7 

j幸 島 24 22 91.7 20 20 100.0 

小牧 46 24 52.2 37 23 62.2 

尾北 63 40 63.5 48 36 75.0 

犬山 24 22 91.7 19 19 100.0 

西春日井 48 39 81.3 38 35 92.1 

知多 102 76 74.5 82 72 87.8 

i毎部 61 40 65.6 46 34 73.9 

中 島 49 41 83.7 40 40 100.0 

豊橋渥美 98 71 72.4 69 58 84.1 

岡 自奇 125 82 65.6 94 73 77.7 

豊川 77 56 72.7 54 46 85.2 

知立 14 81 57.1 12 8 66.7 

安城 42 28 66.7 28 26 92.9 

メ。 谷 39 32 84.6 32 30 93.8 

碧南 24 14 58.3 18 13 72.2 

西尾幡豆 32 26 81.3 24 21 87.5 

量E至註a 田 129 80 62.0 105 75 71.4 

愛豊 73 48 65.8 58 43 74.1 

白一色2.557 11.712 67.0 1.858 1.513 81.4 

(平成13年 1月31日現在)
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ぐ重 ~è 局〉
21世紀の新年を迎えてから、はや数ヶ月が過

ぎ、年度末の代議員会、定期総会の準備に忙し

い時期になって参りました。早いものですでに

2年の任期満了まで残りわずかとなり、あとは

4月の代議員会、定期総会を乗り切るのみとな

りました。

さてこの 2月より各班より以前からご要望が

出ておりました事務局からの各班へのメール送

信の事務局の環境もようやく整いました。今後

は今までの各班長宛ての「役員会だより」ゃ

「弔慰報告(会員等の死亡通知)JのFAXによる

送信をメール送信に切り替えていく予定でおり

ますので、ご理解ご協力お願い申し上げます。

また今回は今年度最終号の「会報」となりま

す。次年度の「会報」に対する内容等のご意見

ご要望がございましたら、ご一報ください。今

後も同窓生の会員の皆様方からの投稿をお待ち

しております。

-毎月の役員会の開催、資料の作製、議事録の

作製。

. i役員会だより」の作製と、各班長への発送。

「会報」の発刊

・書記局会議の開催。

-第24回代議員会、第25固定期総会の開催

平成13年4月15日(日)愛知学院大学歯学部付

属病院新館(末盛)にて開催予定

、;'//W'~玖?l7cffdi2L匁æ，叫宛YJ:iI7~c/Á以lffø匂氾Ik宛d以?/fi!JJY7$iffw包広島列政17J/ßff~

5委員会報告 5
3氏側ぬfJSß'0υ句協~w切1Jiff~以以以f!/@"øυ\;ffW'W'~双以以以wW'cff"Y

~DI 時局対策委員会 ID~
第 1回委員会

日時:平成12年5月27日(土)午後7時~

場所:愛知県歯科医師会館 B02会議室

議題:諮問「吉田幸弘君衆議院議員選挙協力

について」

平成12年度第 1回の時局対策委員会を上記

により開催;いたしました。

今回は平成12年 5月20日開催された歯学部同

窓会本部の代議員会決議に基づき、「愛知県支

部としてどのように対応すべきか」について

緊急に協議を行ないました。

~DI 歯科医療問題研究委員会 ID~
25名の委員が小委員会に分かれ、昨年度よ

り活発な討議がされた報告書も、 3月に提出

される予定です。今まで余り考えたこともな

い項目もあり、苦労してレポートを提出され

た委員もいましたが、何とか形作ることがで

き各班に配布する予定です。是非、一度報告

書をご覧ください。

0小委員会報告

第 1小委員会(伊藤貢副委員長)

日時平成12年度11月18日(土)20: OO~ 
場所愛知県歯科医師会館

内容報告書作成について

l.公衆衛生関係特に介護保険制度・

健康日本21関連の研究検討

第2小委員会(柏木博行副委員長)

日時平成12年11月18日(土)20: OO~ 
場所愛知県歯科医師会館

内容報告書作成について

l.医療保険制度改革全般、財政論

2. 高齢者医療制度

3.特定療養費制度

4.歯科医師会の存在意義

第3小委員会(松本俊介副委員長)

日時平成12年10月21日(土)19: 30~ 

11月30日(木)18: OO~ 

場所愛知県歯科医師会館

内容報告書作成について

l.可処分所得の向上

1
i
 

1
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~~I 相互扶助システム委員会 m~
平成12年度の相互扶助システム委員会を12

月14日(木)午後 5時より、楠元学舎第 3会議

室において、会計報告と、“今後の相互扶助シ

ステムのあり方について"という協議を行な

いました。

その後恒例のように口腔外科第 2講座の皆

さんとの合同懇親会を下記のように開催しま

した。システム委員 8名、又口腔外科第 2講

座より、河合名誉教授、夏日教授以下28名の

先生方に参加していただき、しゃぶしゃぶ、

すき焼き、焼肉に舌鼓をうち、楽しい一時を

過ごしました。

河合名誉教授、夏目教授の御挨拶の中で、

今後とも、相互扶助システムに医局をあげて

協力をいただけるという力強い言葉をいただ

き、今後益々利用頻度が増加するのではない

かと思われるこのシステムの重要性を痛感い

たしました。

日時:平成12年12月14日(木)

場所:八事「神戸屋」

~~I 会誌編集委員会 m~
平成12年度の会誌も同窓生諸兄の御協力の

元、無事発送させていただきました。

編集委員の先生方には、お忙しい中何度も

お集まりいただき、より充実した形での会誌

作りの御意見もありましたが、何分限られた

予算の中で工夫していくので、制約もありま

すが、新たな試みとして写真での近況報告を

取り入れました。

原稿は基本的に公募という形ですが、応募

される方はまだまだ少なく、編集委員の知人

に頼るというのが現状です。

会誌を各回生により身近に感じていただく

ため、自薦他薦を間わず、少しでも多くの先

生方に委員に参加していただき、同窓会誌と

しての役割を高めていきたいと思っておりま

す。

最後に、御寄稿いただきました先生方に、

深くお礼申し上げます。

※アンケート用紙を同封致します。ご意見・

ご要望をお聞かせ下さい。

FAX 052・763・2182

。.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

組織局・コンヒ。ユーター委員会よりお願い

2001年の新世紀を迎え、世間では以前よりもますます iIT革命」なる言葉をあちこちで、耳に

するようになってまいりました。さて以前から、各班からご要望がありました、メール送信によ

る各班への伝達網がようやく愛知県支部事務局に整い、この 2月より試作運転が始まりました。

現在各班でメール送受信の対応がされているところから随時、「弔意報告Ji役員会だより」など

の各班(班代表者)へのメール送信をメーリングリスト(同報送信)にて開始させていただいており

ます。ちなみに現在では38班中、 20班(53%)の所で、すでにメーリングリストによるメール送信

を試作運転中です。

まだ、未対応の各班におきましては、班代表メール受信者(情報担当者)を決定し、送信先班代表

メールアドレスを事務局までご連絡ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。最終

的には、事務局と各班とのメール伝達網が整い次第、現在行っておりますFAXによる各班への伝

達を、メール送信による伝達網に切り替え、それにより今までFネット送信にかかっていた通信

費を削減していく予定です。この件につきまして是非、各班のご理解と、ご協力のほどよろしく

お願い申し上げます。

つ白11ム
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またこのメーリングリストサービスを利用

して、各班からの情報を各班聞に間報送信す

ることも可能です。同報送信先は下記の如く

ですのでご利用ください。

各班間間報送信時の投稿アドレス先

aigakuhantyonet@egroups.co.jp 

愛知県支部同窓会事務局メールアドレス

shiba@sdent.aichトgakuin.ac.jp

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関ne.jp/aigaku

First Password 0 00  0 0 oaichi (半角小文字)

Second Password …gakuin (半角小文字)

FiIR31ruもんrbfiJiJ15erLtiJLAJM13pfdLILi1JIJU1.AJtyjtJiJtJ1d1J1ftJJL 

同窓会霊知県麦部新年会
平成13年1月28日(日)午後 5時30分より覚

王山の「ラフイネ東山Jにおいて、立食パー

ティーの形式で開催されました。

来賓として中村病院長、同窓会本部の三輪

会長、井上専務、技朋会愛知県支部の杉本支

部長をお迎えして盛大に行われました。

中村病院長は挨拶のなかで新しい付属病院

の様子や最近の歯学部の状況等をお話しされ

ました。また大島参議院議員、吉田衆議院議

員、岡本名古屋市議会議員の各議員からはそ

れぞれの立場からのお話を頂きました。

さらに、同日、支部学術講演会で御講演く

ださいました藤田紘一郎先生も特別ゲストと

して参加され、会に花を添えて頂きました。

つd
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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、益々ご健勝で日々の診療に

あたられてる事と存じます。平素は私の政治活

動に対し、ご理解とご支援を賜り厚く感謝申し

あげます。

さて、 21世紀が幕開けしました。中央省庁は

1月 6日に再編がスタートし、 11府12省庁」

にスリム化し、国民の健康と医療を所管する厚

生省は労働省と統合され「厚生労働省」となり

ました。この再編はわが国が財政赤字から抜け

出すための、行財政改革の第一歩であり、今後

も無駄な人員、経費を減らし、効率的に行政が

なされるよう見守っていかなければなりませ

ん。

国会は 1月31日に第151回通常国会が召集さ

れ、平成13年度予算案審議が、与野党間で激し

い議論が現在されております。マスメディアを

にぎわしている問題につきましては、捜査当局

の捜査を見守りつつ、我々は与党議員として、

国民生活に直結する予算案を年度内に一日も早

い成立に向け頑張っています。現在の主な役職

は、参議院では厚生労働委員会、決算委員会理

事、自民党では総務、出版局長等に就任しまし

た。党の医療分野では引き続き医療基本問題調

査会会長代理、社会部会は厚生労働部会となり

ましたが副部会長として努めて参ります。

また、自民党、青少年社会環境対策基本法小

委員会委員長に選任されました、この小委員会

の内容は参議院で議員立法として準備している

青少年社会環境基本法(案)を成案化することで

す。 97年の神戸の少年犯罪に端を発し、近年増

え続けている青少年の凶悪な犯罪の状況を鑑

み、地方自治体での条例だけでは実効が上がら

ず、広い意味での健全育成の一貫とし、青少年

の健全な育成を阻害するおそれのある社会環境

から青少年を保護することを主とした法案であ

ります。参議院自民党政策審議会では、 3年前

から法制化を目指し勉強し続け、私は初めから

これに係わり、小委員会の委員長として法案の

原案をまとめました。最近では新聞、テレビ、

雑誌等多くのマスメディアで取り上げられ注目

されておりますが、国(規制する側)、地方、事

業者(規制される側)、保護者、国民と我が国社

会を挙げてみんな(国民運動的)で考え、取り組

んでいかなければならない大切な問題と思いま

す。

本年は参議院議員選挙の年であります。我が

歯科界は単一候補として中原爽議員を擁立し、

党公認を受け全国行脚されております。私も応

援で全国を廻っている所であります。選挙制度

が変わり比例区も党名から名前を書けるように

なりました。皆様にはまたご苦労をおかけしま

すが、ご支援、ご協力を頂き、歯科界の組織力、

団結力を党内外に示し、私は中原先生と共に会

員が国民により良質な歯科医療を提供できるた

めに、また医療経営の安定を計るために全力を

傾注し国会で頑張る所存であります。愛知学院

歯学部同窓会愛知県支部の皆様変わらぬご支

援、ご指導を切にお願い申し上げます。
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衆議院議員

吉田幸弘

愛知学院大学歯学部同窓会の先生方には、

いつもご支援、ご協力を賜り感謝申し上げて

おります。

今国会では、厚生労働委員会の理事、党政

務調査会審議委員として、微力ながら努力し

て参ります。

位の意見を交えて、早急の対応を図って行き

たいと考えています。

また、今年の夏には参議院選挙が行われま

すが、新聞・雑誌などマスコミの報道にある

ように、自民党を取り巻く環境は厳しいとさ

れています。こうした中、歯科界は統一候補

を決定し、勝利に向け活動しているところで

すので、歯科関係者の一人ひとりの協力・支

援を期待するものもあります。まずは、現状

と今後について簡単で、はありますが、ご報告

させていただきました。今後とも、さらに先

生方のご指導とご理解を賜りますよう、宜し

さて、第151回通常国会が 1月31日に召集さ くお願い致します。

れ、平成13年度予算をはじめとする各審議が

スタートしました。周知の通り、政府与党に

とっては厳しい国会運営をしいられることが

予想されています。しかしながら、国民の生

活に少しでも悪影響を与えることがあっては

ならず、スムーズな法案審議を期したいとこ

ろであります。

さて、私たち医療関係者にとって深く関わ

る、医療保険制度の改革、高齢者医療制度の

創設、診療報酬改定など、注目される重要な

問題が山積しております。特に医療保険制度

については抜本的改革が必須とされており、

急務な課題と位置づけられております。こう

した中で、厚生労働委員会理事として新たな

責任を痛感しているところです。

歯科界では、従来からの歯科医師需給問題

をはじめ多くの課題がありますが、現在、緊

急の問題とされているのが、 12%金銀パラジ

ウム合金問題であることは承知しております。

金銀パラジウムの異常ともいえるほどの高騰

により、すでに臨床の現場では混乱が生じて

おり、このことをもって、良質な歯科医療が

提供できないことがあってはならず、関係各

ρ
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名古屋市議会議員

岡本善博

春の暖かさが、花のたよりを急がせており

ます。

同窓会先生方の益々のご壮健とご発展をお

喜び申し上げます。

名古屋市議会の昨年11月定例会は、 11月22

日から12月7日までの16日間にわたって聞か

れ、市長提出議案22件、議員提出議案 6件に

ついて審議が行われました。

私は昨年11月30日の市議会本会議では、「高

齢者福祉施設の整備促進JI小児科救急医療支

援事業」など一般医療、歯科医療に対する現

在直面する課題について質問・提案をさせて

いただきました。

今年に入って、 2月26日から初の本会議が

開催されました。

私が、名古屋市経済水道委員会委員長をさ

せていただいている関係上、昨年 9月定例会

終了後継続審査されていた決算認定案 7件に

つきましでは、一般会計等決算認定案及び、水

総合景況の推移(前年同期比)

口良かった(良くなる)

12年(l~6月)実績
(前回調査)

29.8 

12年 (7~12月)実績
(見込み)

23.5 

13年(l~6月)予想
37.6 

0% 20% 

これからも微力ではございますが、誠心誠

意努力していく覚悟でございます。ご声援・

ご指導のほどよろしくお願い申し上げ、最後

道、工業用水道、下水道、高速度鉄道各事業

決算認定案の計 5件は賛成多数でその他の 2

件は全会一致により、いずれも認定されまし

たことをご報告申し上げます。

下記のグラフは、名古屋市景況調査(平成12

年下期調査)の結果で、平成12年下期と平成13

年上期の景況予想です。

これは、ナゴヤ市内の中小企業2000事業所

(建設業、製造業、卸売業、小売業、サービス

業)を調査対象にしたもので、調査結果は次の

通りです。

平成12年下期の総合景況(業判断指数)はマ

イナス49ポイントで、平成12年上期とほぼ同

水準。売上高は前回よりマイナス 6ポイント

低下、経済利益も前回から 10ポイントの低下

となりました。

景況感は、 3期連続の回復に向けた動きの

中で、東海豪雨の影響もあり、いったん足踏

みしている状態です。

平成13年上期の予想、では、総合景況、売上

高、経済利益ともマイナス幅が縮小しており、

改善を見込んでいます。

設備投資の実施状況は26.1%で、平成11年上

期以来 3年連続の増加となり、低水準ながら

設備投資は改善の兆しがうかがえます。今後

1年間の設備投資計画は25.5%の見込みです。

40% 80% 100% 60% 

になりましたが、先生方の益々のご活躍をお

祈りいたします。

円
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〉東海暴雨災害義援金ご協力のお礼〈

過日の東海豪雨災害に際しましては同窓会 災同窓生に配分させていただきました。

各県支部、各班及び多くの同窓生より心暖ま 義援金を受け取った同窓生からは「同窓生

る義援金また支援物資をお寄せいただき厚く の暖かみを感じたJi同窓会にいてよかったJ

お礼申し上げます。合計金額は1，984，267円に達 等、感謝の声も届いています。

しました。 今後とも同窓会活動に引き続き御支援の程

この義援金は愛知県支部役員会において協 宜しくお願い申し上げます。

議の結果、休診された日数等を考慮のうえ被

金事会~官舎会号音寺脅ち~~香辛官舎骨尋常~脅事会~~詰~会争脅争f，/善寺事官事官~{;~~~脅争{;<1}~悉官舎脅各企争{;\~~?

。東海豪雨義援金一覧

同窓会

北海道支部岐阜県支部三重県支部新潟県支部滋賀県支部

大阪府支部京都府支部奈良県支部兵庫県支部山口県支部

香川県支部愛媛県支部高知県支部熊本県支部鹿児島県支部

同窓会愛知県支部

中村区班中川区班

個人

兵庫県支部内海薫(3回生)草部潤子(6回生)朝倉孝子(9回生)桝留美(20回生)

石川県支部大野洋治郎(1回生)

三重県支部荻田修二(10回生)

愛知県支部

北区班内藤毅(1回生)

西区班川地和明(3回生)鈴木元八(4回生)加藤直彦(5回生)伊藤郁宏(13回生)

中区班甲斐川昭造(1回生)三輪康(3回生)梶原忠嘉(3回生)

中村区班伊藤正彦(4回生)

港区班西川一成(3回生)熊津成章(8回生)高阪達也(11回生)

中川区班 成田洋之(1回生)荻野美紗子(10回生)

一宮班森 栄(6回生)

西春日井班鈴木泰男(7回生)水野晴進(9回生)原 良彦(17回生)

知多班野浮淳二(2回生)

中島班渡辺俊之(2回生)

愛豊班武藤芳照(7回生)三輪一雄(13回生)

西尾幡豆班 小津孝紀(15回生)

豊田班鈴木正輝(6回生)松森克年(8回生)加藤芳保(11回生)荻野哲夫(13回生)

上栗光博(15回生)

支援物資

名東区 中野健一(8回生)飯田麻佐生(17回生)

- 18 
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東 区阪上隆則(5回生)竹内淑子(7回生)

中 区足立妙子(6回生)伊藤茂基(13回生)市岡武二(他大学)

港 区鈴村佳弘(20回生)

熱田区宮島洋子(12回生)

天白区山田英史(16回生)

半 田柳園隆(16回生)

春日井徳丸啓二(15回生)

小 牧石野誠(19回生)

犬 山佐合伸次(15回生)

西春日井佐藤理之(12回生)

プーーーーー~ーーー白色~‘~舟'-'色里子￥舟と竜三E・I...!.oー~ー塁手E舟~..!.舟守‘ーー‘~ーーー午・~￥刊民ーーー吊・2

東海豪雨被害に遭って
西春日井班堀尾義昭(22回生)

同窓会の皆様には水害の折に、大変御心配を

頂き有難うご、ざいました。

私は西枇杷島町で開業して 7年になります

が、人口約 l万7千人の小さな町がある豪雨に

より日本中の知るところとなり、自分自身がま

さか被災者になろうとは予想だにしておりませ

んでした。ここではその体験を述べたいと思い

ます。平成12年 9月11日は午後から雨が降り続

いていましたが 5時頃より患者さんからのキャ

ンセルが相つぎ「これは普通じゃないぞ」とス

タッフを早目に帰宅させました。 11時過ぎの避

難勧告を受け、内心「大袈裟な」と思いつつ妻

子を避難所に送り届けました。自宅は 1階が診

療所で 2、 3階が住居になっており、私は 2階

で待機していました。 12日の午前 3時過ぎ新J11

が決壊したという電話を受け外の様子を窺って

いると、まるで津波のように道路に水が押し寄

せて来るのが目に入札電気、電話、ガスも止

まってしまいました。 1階へ通じる階段まで行

くと下から 5段目辺りまで、水に漬かっていまし

た。 13日になってようやく水がヲ|き始め、午前

5時頃診療所のドアを開けると床一面ヘドロ状

の土に覆われていました。まずはカルテとレセ

コンのデータは無事だ、ったので一安心でした。

次に気掛かりだ、ったのは機材ですが、これは業

者に任せるしかないため私は落胆していても始

まらぬと自分自身を鼓舞し、一週間後の19日に

診療を再開するという目標を立て終わりの見え

ない大掃除に取り掛かりました。 13日には家族

も戻り、川と化した道路を通って有難い事に友

人、親類が応援に駆け付けてくれた御陰で予想

以上に早く大まかな掃除を終えました。この辺

りは比較的土地が高く私共の診療所が50cmの

浸水で済んだのも不幸中の幸いと言えるでしょ

う。しかしあらゆる所にドロ水が入り込み掃除

完了には 9月一杯掛かりました。メーカーもす

ぐ駆け付けてくれましたが機材が乾かないと手

が付けられないという事で15日に改めてチェッ

クしたところ、諦めていた 3台のユニットの内

2台が何とか動き、パノラマと白現機も代品な

どにより目標通り診療を再開する事ができまし

た。しかしニュース等で御存知の通り、町内至

る所にゴミの山、道路には故障車が放置され、

自衛隊のトラックが行きかいおよそ日本とは思

えない有様でした。歯科医院は地元と密着した

医療機関であり、日常生活が元に戻らない人達

が通院する余裕があるとは思えぬ状況で、年内

は元通りになるのは無理だろうと諦め、再びー

から出直す覚悟をしておりました。しかし蓋を

開けてみると 9月こそ患者さんは激減しました

が10月には元に戻りました。災害後は地元の患

者さんと被害を報告し合い、励まし合って現在

に至っております。すでに忘れられつつある東

海豪雨ですが、今だに町のそこここに災害の爪

跡が残っているという事もお伝えしたいと思い

ます。最後になりましたが、同窓会の皆様から

の温かい御支援に深く感謝すると共に、皆様の

益々の御発展を心からお祈り申し上げて御礼の

御挨拶とさせて頂きます。
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-・愛院歯愛知大島会だより・-

日頃は、愛院歯愛知大島会にご理解とご協力を頂きまして誠にありがとうございます。

下記の要項にて愛院歯愛知大島会を開催致しますので、ご案内致します。

1.日時 平成13年4月15日(日)

午後o: 15~愛院歯愛知大島会幹事会
。:30~愛院歯愛知大島会代表幹事会・総会

1 : OO~大島慶久先生時局講演会

2.場所 末盛学舎北館 1F 第 1教室(附属病院)

&>、.-、.-匂.-匂~担'、須虫、ASJ

『相互扶助システムJのご加入のおすすめ

定歩、終沙匂便渉、高沙宅

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、イ吃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) 763-2182 

または、安田火災海上保険株式会社名古屋企業営業部

し…一……担当/神野河郁 TEL(052) 953 -3862 

-編集後記

先日、「医科・歯科におけるいびきのチーム医療」という懇話会に参加した。歯科の研究対象疾患にいび

きが加えられ、口腔内装置が広まるにつれ、開業歯科医師がいびきの治療に関わることが今後増えるという

ことであった。学問的にはまだまだ確立していないのも事実である。今後どうなっていくのであろうか。

発行所名古屋市千種区楠元町 1-100

愛知学院大学商学部同窓会

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 佐橋永吉

坂野暢治 二反回一太一
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