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槌

第 71 号
平成13年11月

平成13年10月11日:加藤支部長、 大島慶久経済産業副大臣への表敬訪問

平成13年9月、 同窓会愛知県支部常任顧問の

大島慶久参議院議員が経済産業副大臣に就任

されました。
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音山「it 士山 の疎通J

副支部長 渡 辺 俊 之

同窓生の皆様方には御健勝にてお過ごしの事と御拝察申し上げます。

加藤直彦支部長の下での執行体制も 2 期目を迎え、 心新たに会員の皆様方と共に同窓会愛知県支

部の更なる飛躍を目指して、 私も副支部長として及ばず乍ら微力を尽くしてまいりたいと存じます

ので、 何卒宜しく御指導、 御鞭捷の程お願い申し仁げます。

歯学部同窓会愛知県支部も発足以来25年を経過するに至り、 現在所属会員は2500余名を数える大

きな組織となっております。

この状況下において、 会員同士の意志の疎通を如何に図って行くかは組織活動の大きな課題であ

ります。 過日の ブロック別会議において各地区より出されました様々な御提言は、 今後の活動に生

かしていかなければならないものと認識致します。

基本的には同窓生同士の相互扶助の精神は組織の大きな目的の柱であります。 お互いの意志の疎

通を図り共通の問題に各々が助 け合い補い合う事の意義は少なくないと思われます。

同窓会がよりいっそう身近な存在として御認識頂けるよう事業の展開を通して努力していかなけ

ればならないものと考えております。

今後、 会員の皆様の御期待に応えられるような組織活動を行っていく為には、 5 項目の重点目標

を中心として執行部一致協力して取り組んで、まいります。 会員諸兄におかれましては何卒宜しく御

協力と御支援の程お願い申し上げます。

各 活局

恒三渉

第8回歯学部同窓会愛知県支部と
歯科技工専門学校同窓会愛知県支部との懇談会

日時 平成 13年7 月26日制午後 7 時~午後 9 時

場所 漬乃家

1. 開会の辞 兜森専務理事

2 . 挨 拶 加藤支部長

杉本支部長

3. 出 席者紹介

技朋会愛知県支部

支 部 長 杉本 紘平

副 支 部 長 斎藤 幸夫

副 支 部 長 今福 茂

動 状 況 よ
専 務 理 事 野田 隆志

会計 理 事 安間 義紀

歯学部同窓会愛知県支部

支 部 長 加藤 直彦

副 支 部 長 金i幸 俊文

専 務 理 事 兜森 正道

理事〔学術〕 寺尾 牧

理事〔渉外〕浅田 ー史
4. 協 議

1) 125周年記念公開講演会」共催の件

2 )その他

吉 田衆議院議員 ミニ時局講演

5. 懇 談

6 . 閉会の辞 金津副支部長

- 2 -
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組織 局
平成13年度第1回班長会報告
日時:平成13年 7 月21日(土) 18: OO� 

場所:名古屋ガーデンパレスホテル

加藤直彦支部長 2 期目における第 1 回班長会

が上記の日程にて行われました。 各班の班長先

生には、 お忙しいところ出席していただきまし

てありがとうございました。

渡辺副支部長の開会の辞に始まり、 加藤直彦

支部長、 常任顧問の大島慶久参議院議員秘書の

鈴村氏、 顧問の岡本善博名古屋市会議員の挨拶

カすありました。

続いて各班の近況報告、 本部報告、 各局報告

が行われました。 近況報告の中では、 本 年度か

ら守山旭班が守山区班と尾張旭班として分かれ、

39班になったことが報告されました。 また、 尾

張旭班からは 3 回生の谷口幸治先生が尾張旭市

市長選挙に立候補する予定なので各班応援をし

て欲しい旨の依頼がありました。

各班から要望が出された後、 協議に移り抱森

専務より「同窓会愛知県支部25周年記念事業J

として 8 月に愛知県支部を名古屋、 尾張、 三河

の 3 ブロックに分けて「同窓会活動の活性化」

を目的とした会議を、 また11月には「斉藤茂太

氏の記念公開講演会」を予定していることが説

明されました。

最後は加藤芳保副支部長の閉会の辞にて閉会

となりました。

長時間出席いただきました班長先生ありがと

うございました。 書面をお借りしてお礼申し上

げます。

学術 局

平成13年度 学術担当者の集い/
大学講座の紹介と小講演会

(特殊外来のご案内)

さる平成13年 7 月29日(日)に、 今年度の “学術

担当者の集い/大学講座の紹介と小講演会" が

行われました。

“学術担当者の集い" は、 各班の学術担当者

を対象に、 愛知県支部学術活動の案内と各班に

お ける学術活動に対して愛知県支部より支給し

ている学術助成金の申請方法などをご説明させ

ていただきました。

また、 “大学講座の紹介と小講演会" は、 今

年 1 月に歯学部大学病院の新館が完成し、 1 5の

特殊外来ができたことを記念し、 今年度はこの

特殊外来のうち 7 外来をご紹介させていただき

ました。

講演終了後、 病院見学も行われ、 新しい病院

内の各施設を見ることができました。

例年にない70名を越える参加者にお集まりい

ただき、 盛況に終わりました。

ご講演いただきました 7 人の先生方に、 改め

て感謝申し上げます。

来年度も、 残る 8 特殊外来のご紹介を是非企

画したいと思いますので、 その節はよろしくお

願い申し上げます。
δ悼δ悼勾ミ"õ悼δ悼δ悼ε寺'"悼毎日酔命日渉、δ悼5悼δ悼勾ミ日ヤミδ悼δミす-

「大学講座紹介と小講演会」
一特殊外来の紹介ーを受講して

岡崎班 牧野 正 (19回生)

平成13年 7 月29日(日)愛知学院大学歯学部同窓

会愛知県支部主催の同講演会に参加させて頂き

ました。 病院特殊外来紹介及び新しく生まれ変

わった病院内見学もできるとの事で楽しみに参

加いたしました。 第一部に特殊外来紹介として

各科長より講演がありました。 要約いたします

と、 (1 )成人矯正外来:最近ニーズの高い成人を

対象に顎関節問題などにも取り組んでいる。 (2)

口腔インプラント外来:インプラントの一貫治

療及び開業医からの依頼に応じ画像診断分析

3 -
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(CT等) を行う。 (3)マグネットデンチャー外 平成13年度 愛歯東三会学術講演会
来:開業医よりの適応、 方法、 トラブル等の相 豊橋・渥美班 渡辺智弘(21回生)

談も行う。 (4)口腔アレルギー外来:近年増加し

ている金属アレルギーテスト及び対応を行う。

(5)スポーツ歯科外来:スポーツ外傷にはカスタ

ムオーダーメイドマウスピースが、 かなり有効

である。 (6)口腔粘膜疾患外来:白板症など腫療

とリンクする疾患は、 あやしいと思ったら是非

当専門機関等に依頼する。 (7)難抜歯外来:多数

歯の同時抜歯を入院にて対応している。 以上 7

科の特殊外来紹介が、 あの第 1 教室で行われま

した。 学生時代の教室が液晶プロジェクターに

対応し電動スクリーン、 電動カーテンが導入さ

れていました。 久しぶりの講義を聴講し、 なつ

かしさと共に今後歯学部のパイオニアとしての

病院の取り組みに関心し勉強になりました。 第

二部として新病院内を中村病院長自ら案内して

頂き、 中央消毒室より自動搬送システム導入、

各科診療室には真新しい診療チェアーが百数十

台設置され(何故か、 シーメンス製が多かった)

各特殊外来等の個室、 オベ室など最新のシステ

ムが全館オンラインコンピューターで結ばれ制

御されていました。 また、 昨今話題の院内感染

防止及びセ キュリティーシステム導入と私の学

生中とは異次元の様変わりでした。 次年度に特

殊外来 8 科の紹介も予定されているとの事です。

是非大勢の先生方が聴講され、 新病院を間近に

見学される事を、 お勧めいたします。 病院長は

じめ各科先生方及び同窓会の先生方に感謝を申

し上げ明日からの診療の活力とさせて頂きます。

どうもありがとうございました。

一喝

i! 

4 

愛知束三会(豊橋、 豊}II、 蒲郡、 渥美、 新城、

北設) は、 平成13年度同窓会活動の一環として、

平成13年 8 月26日(日)に、 ホテルアソシア豊橋に

て、 日本大学歯学部補綴学教室局部床義歯学講

座の石上友彦教授をお招きして、 『インプラン

ト治療を含めた磁性アタッチメントの臨床』に

ついての学術講演会を開催致しました。 残暑厳

しい日にもかかわらず、 他大学を含め、 約100

名もの先生方にお越し頂き、 誠に盛大な講演会

となりました。 石上教授は、 磁性アタッチメン

トを使用した多用な症例を経験しており、 今 回

はオーバーデンチャーからマグノテレスコープ

クラウン等さらに義歯修理への応用などを紹介

して頂きました。 また磁性アタッチメントのイ

ンプラント治療への応用として、 インプラント

治療の良好な術後経過を得る為の、 一連の治療

の要所に、 磁性アタッチメントを利用した症例

を紹介して頂きました。 大変興味深く拝聴し、
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とても有意義なものとなりました。

講演会終了後、 同ホテルにて、 会員と学生を

交え、 懇親会を催しました。 ゲームなどで普段

出来ない学生とのコミュニケーションを計った

り、 普段会えない会員同士の楽しいひとときを、

時を忘れ過ごす事が出来ました。

尚、 この日、 本部、 県支部からも、 多数の先

生方にご参加頂きました。 この場を借りてお礼

申し上げます。
δ悼δ悼5言-'''診ミδ診担当日診M診吋悼.ð;すM診h寺ミ"%'回世♂語、δ悼δ悼5診ミδ悼δ渉、5渉主也

平成13年度愛知学院大学
歯学会・同窓会共催学術講演会

安城班 古居浩二(20回生)

平成13年9 月30日(日)午後 1 時より、 刈谷市民

会館アイリスプラ ザ2階に於いて、 愛知学院大

学歯学部薬理学講座教授、 戸苅彰史先生と歯科

保存学第二講座教授、 中村洋先生のおふたりの

教授をお招きして学術講演会が開催されました。

今回の学術講演会は、 刈谷班を中心に知立・

安城・碧南・西尾幡豆の 5班合同による企画運

営となりました。 当日は小雨の中にもかかわら

ず、 多数の先生方のご出席により盛況に開催さ

れました。

第 1 部講演として戸苅教授にINSAIDs�ごつ

いて考えるjと題して講演をいただきました。

最初にこの演題を聞いた時、 難しそうな講演か

なと思いました。 しかし、 戸苅教授のお話はと

ても丁寧でわかりやすく、 普段勉強不足の私に

もなんとか理解できました。 NSAIDsとは非ス

テロイド性抗炎痕薬のことで、 歯科でよく使用

する頓服(ロ キソニン、 ボルタレン等) ですo

NSAIDsの臨床効果、 副作用、 他の薬剤との相

互作用等について講演いただきました。 印象に

残ったのは、「薬は水といっしょに欽みましょ

う」です。 (アルコール、 グレープフルーツジ

ュースはダメ、 水なしでそのまま飲むのもダメ

です)

第 2 部講演は中村教授 IEBMを考慮した 歯

内療法Jについて講演をいただきました。 臨床

上の疑問点、 問題点に理論的根拠(Evidence

Based Medicine) に基づいて、 診 療方針、 術

式を考える必要があります。 今 回は特に根管充

填の予後成績について多数のスライドを使用し

講演していただきました。 普段最も悩むことの

多い根管治療において、 明日からの臨床にとて

も役立つ内容でした。

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、 学術担当の先生方た

いへんご苦労様でした。 ありがとうございまし

た。

車生摘す止島

平成13年度厚生事業
『ゃな 鮎料理と鮎つかみ』に参加して

愛豊班 宮脇利明(25副生)

8 月 9 日休)香嵐渓の白鷺ゃなにて、 厚生事業

が催されました。 蒸し暑い日でしたが、 渓流の

せせらぎの音とゃなに立つ白い波、 豊かな緑に

癒されて、 幼い頃遊んだ夏の日の思い出と重な

るようでした。

開始は12時からでしたが、 多くの人が時間前

より集い、 ゃなでは小さな子供たちが楽しそう

に水と戯れていました。 参加人数は90名程で、

ロJ
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小さなお子様とご一緒の方が多かったようでし 中日vsヤクルト戦観戦記
た。 IN名古屋ドーム

まず、 ゃなに鮎が放されて、 それを子供たち

が歓声を上げながら手づかみで龍にいれて

捕りました。 その後、 座敷にて食事会が行われ、

最初に今岡お世話になった厚生福祉局の幹事の

竹田茂先生(16回生) 、 徳丸啓二先生(15回生)

竹内英視先生(18回生) 永縄貴先生(25回生)

の挨拶と紹介がありました。 そして、 愛知県支

部副支部長の加藤芳保先生(11回生) のご挨拶

がありました。 加藤先生は偶然にも足助町のご

出 身で、 懐かしそうに子供の頃の香嵐渓で遊ん

だ思い出話や、 付近の観光地の紹介をしていた

だきました。 乾杯の挨拶の後、 先程の鮎の塩焼

きや炊き込み御飯などをいただきました。

最後にビンゴゲーム大会が行われ、 たくさん

の景品を頂き、 楽しいひと時を会員達と過ごし、

帰路につきました。 私の子供達も生きた魚を手

づかみで、捕って、 その料理を食べ、 ビンゴゲー

ムの景品まで頂き、 1 日ご機嫌でした。 厚生福

祉局の先生方、 副支部長の加藤先生、 暑い中、

大変お疲れ様でした。

東区班 城 裕保 (18回生)

毎年恒例となりつつあるナゴヤドームでの中

日戦を、 今年は見る事が出来ました。 前日まで

の中日は、 調子がよく巨人を倒して 5連勝中で、

今日のヤクルト第三戦が白星なら、 6 連勝であ

る。 「世の中 そうは甘くないなjと思いつつ、

ナゴドームへと向かう。 ドームには、 すでに多

くの人たちがいて、 お弁当と飲み物を買い、 そ

うそうに指定席へと向かった。 回りには、 懐か

しい顔ぶれの先生方が大勢みえ、 学生時代にタ

イムスリッフ" ! 

さあ、 試合開始である。 5固まで単調な試合

である。 観戦しながら、 旧友との話にも花が咲

く/カーンと響き、 どよめきの声Yそう、 なん

と投手川上の一発ホームラン!その後も 8 回立

浪のホームランで 2 点をあげ、 そのまま逃げ切

りで 6 連勝Y聞くところによると、 昨年と一昨

年、 学院観戦時は負け試合といういやなジンク

スがあるらしいが、 それを打ち破り、 また後日

新聞で知ったのだが、 投手がナゴヤドームで本

塁打を打ったのは、 ドーム始まって以来のこと

で、 開場 5 年目、 303試合の記念すべきホーム

ランだ、ったそうですが、 こんなすばらしい記念

すべきいい試合観戦を企画して戴いた役員の先

生方に感謝いたします。 これからも、 今日の試

合の川上投手のように、 役員の先生方の投打に

i度る活躍を期待しています。

最後に、 本日は役員の先生方、 大変お疲れ様で

した。

一6 -
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『ソーセージづくりとバーベキューJ

日 程:平成13年12月16日(日))

場 所:安城デンバーク

時 間: 10時�14時

定 員: 54名(会員及び家族)

参加費:入園時に入園料のみ各自負担

大人600円

小人(小中学生) 400円

*みなさんでソーセージ作りをイ本庫突しましょ

つ。

*できたソーセージでバーベキューを楽しみ

ましょう。

*ゲーム大会も予定しています。

締め切り:11月28日制(定員になり次第締め切

りとします)

参加者には詳しいご案内をさせていただきます。

お申し込みは下記までお願いいたします。

愛知学院大学歯学部|司窓会愛知県支部事務局

干464-86 50 名古屋市千種区楠元町 1 -100 

T EL . FAX (052) 763 - 2182 

つづいて、 実施されました事業につきまして報

告させていただきます。

1 、『ゃな、 鮎料理と鮎つかみJ

8 月 9 日制香嵐渓(白鷺ゃな)

会員および家族87名の参加をいただき、 好天

にも恵まれ、 お子さんを中心にして鮎つかみを

楽しみました。 その後、 加藤副支部長の地元出

身ならではの川遊び、の仕方から名所案内までも

含めたごあいさつで鮎料理を中心の昼食会が始

まりました。 お腹いっぱい食べた後は、 全員参

加で毎回大盛況のビンゴゲームとジャンケン大

会で会員相互の親睦をはかりました。

2 、 支部設立25周年記念事業

『野球観戦(ドラゴンズvsヤクルトH

8 月19日(日) ナゴヤドーム

本 年は記念事業として200名分のチケットを用

意させていただきましたので、 ご応募いただい

た方全員に参加を頂くことができました。

試合も川上のナゴヤドーム投手初アーチのおま

け付きで、勝ってくれました。

上記事業にご応募、 ご参加ありがとうござい

ました。 今後とも宜しくお願いします。

一 一一 一一 一一一 一 キ リ ト リ 品世 一一 一一一一 一一一一 一一一一

。厚生事業・申し込み用紙。

『ソーセージづくりと

本人氏名:

氏 名:

氏 名:

氏 名:

氏 名:

バーベキューj
参加します

班・ 回生)

歳・男 女)

歳・男 女)

歳・男 女)

歳・男 女)

- 7 一
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平成13年度弔慰報告
6.17 8回生昭和区

6.18 15回生 ー 宮
6.20 21回生海部

7. 3 12回生緑区

平出満雄君

五藤正明君

勝野雅文君

山口豊君

7. 5 12 凶生昭和区 石田園夫君

7. 7 10回生中島 野口保君

7.14 23回生中村区 谷 正人君

7.15 19凶生西春日井林 仁君

7.25 6回生安城 杉浦真君

7.27 7回生犬山 後藤喜男君

8. 4 歯科理工学講座教授

長谷川二郎先生

8. 6 29回生中川区 小出雅則君

8.10 22回生西春日井堀尾義昭君

8.11 6回生安城 元家宗平君

8.21 9回生西尾幡豆高須清君

8.22 12回生安城 藤井雅彦君

8.24 27回生豊川 今泉三枝さん

9. 7 2 回生歯科保存学第二講座教授

9.13 21回生犬山

9.14 12回生 天白区

9.16 28回生豊田

9.18 22回生豊川

9.18 15回生尾北

9.19 5 回生中区

9.24 10回生瀬戸

9.25 12回生中川区

9.28 8回生南区

中村洋君

石原朗君

小出良樹君

加藤知美さん

星野正英君

大森俊樹君

渡辺徹雄君

水野由紀夫君

江場弘和君

小木骨公君

小木曽力君

ご尊父様逝去

ご尊父様逝去

ご尊父様逝去

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
ご尊父掠逝去 …………宮 ・ FÞù< 052-763-2182 
ご尊父様逝去 尚、 休日で事務局に連絡不可能な時は、 直接花

ご尊父様逝去

ご尊父様逝去

ご尊父様逝去

ご尊父様逝去

ご本人ご逝去

ご尊父様逝去

ご尊父様逝去

ご尊父様逝去

ご尊父様逝去

ご尊父様逝去

ご尊父様逝去

ご令室様逝去

ご尊父様逝去

ご尊父様逝去

ご尊父様逝去

ご母堂様逝去

ご母堂様逝去

ご尊父様逝去

ご尊父様逝去

ご尊父様逝去

ご尊父様逝去

屋さんにお願いします。

花松(はなしょう)
・…宮 ・ FÞù< 052-832-8446 

会計 局
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われております。 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方々は

すでに納入いただいておりますが、 銀行振り込

みで未納の方には再 度、 10月に振り込み用紙を

郵送いたしましたので納入していただくようお

願い申し上げます。

また、 新規開業等で県歯に新入会された方ゃ

まだ銀行振り込みによる会費納入の方には、 業

務簡素化のためと皆様の振り込み料の負担を無

くすためにも自動引き落としにしていただくよ

う個別に連絡してお願いしております。

13回生知多

10. 5 25回生安城 野村江利子さん ご尊父様逝去

景気の厳しき折ではございますが、 今年度は

25周年記念事業もございます。 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

しとげます。

お詫びと訂正のお願い

会報70号におきまして 宇部誤りがありましたのでお詫びを申し土げます。

お手数ですが下記の如くご訂正よろしくお願い申し上げます。

頁 誤 一一一一正
JL成13年度3月:n日現在 1 平成13年度3月31日現在

医療信用組合(普) 2，363，594 医療信用組合(普) 236，594 

- 8 -



〔平成13{ドllJJ)

平成13年度会費納入率

班 名 全体数 全体
納全(入%体率) 納入者

千 種 区 95 51 53.7 

名東区 81 57 70.4 

東 区 48 34 70.8 

北 区 79 56 70.9 

守山区 61 37 60.7 

凶 区 59 46 78.0 

中村区 99 60 60.6 

中 区 129 50 38.8 

j巷 区 50 34 68.0 

昭和区 75 3 1  41.3 

天 白 区 59 43 72.9 

瑞穂区 50 27 54.0 

熱 田区 33 22 66.7 

中川区 73 57 78.1 

南 区 50 38 76.0 

たま 区 68 42 61.8 

宮 112 73 65.2 

瀬 戸 73 33 45.2 

半 旧 72 51 70.8 

春 日 井 105 79 75.2 

i章 島 23 20 87.0 

牧 48 26 54.2 

尾 北 64 39 60.9 

丈 山 24 20 83.3 

西春 日井 49 37 75.5 

矢口 点っノ 102 77 75.5 

海 音日 61 40 65.6 

中 島 52 42 80.8 
戸友正; 主量ヨ主主ム 75 45 60.0 

尾 張 旭 30 18 60.0 

豊橋渥美 106 65 61.3 

岡 崎 123 80 65.0 

E止L且 }I! 74 56 75.7 

矢口 ;、L 17 11 64.7 

安 城 44 29 65.9 

メリ Iノ、下 40 32 80.0 
王夜三白オ 南 24 14 58.3 

西尾幡豆 34 23 67.6 
丘主ヨ主ム 同 132 84 63.6 

Z仁』i 計 2593 1679 64.8 

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第71号〕

開業者 開業
納開(入%業率) 数 納入者

56 40 71.4 
58 54 93.1 
38 30 78.9 
57 49 86.0 
38 32 84.2 
50 45 90.0 
68 51 75.0 
74 43 58.1 
30 27 90.0 
44 25 56.8 
48 40 83.3 
29 22 75.9 
25 21 84.0 
57 54 94.7 
38 36 94.7 
56 37 66.1 
80 68 85.0 
40 26 65.0 
54 48 88.9 
85 71  83.5 
20 19 95.0 
38 24 63.2 
48 37 77.1 
19 19 100.0 
40 35 87.5 
80 72 90.0 
46 34 73.9 
42 40 95.2 
58 42 72.4 
27 17 63.0 
70 57 81.4 
95 72 75.8 
54 47 87.0 
15 11 73.3 
32 29 90.6 
32 30 93.8 
18 14 77.8 
25 19 76.0 

104 78 75.0 
1888 1515 80.2 

書記 局
早いもので新役員になってからはや半年、 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十分こなすことができるよ

うになり、 局員 牟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。

またインターネット上で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。

今後の「会報」の在り方につきましては、 ホ

ームページ上で、の会員への情報提供など、 さま

ざまなご意見もあるかと思います。 残念ながら

インターネットによる配信には情報格差の問題

や、 会員間でのIT普及率が悪い等など、 まだ

まだ多くの諸問題をかかえております。 しかし

将来的には愛知県の大半を占める我々の同窓会

が、 他の同窓会の見本となれるような環境を早

期に構築できればと考えております。 今後共、

会員皆様方のご理解ご協力よろしくお願い申し

上げます。

尚、 同窓会の会員の皆様方の投稿もお待ちして

おります。

1. 毎月の役員会の開催、 資料の作製、 議事録

の作成

2 .  I役員会だよりjの作成と各班長への発送

3 .  I会報」の発刊

4 . 書記局会議の開催

愛知学践大学詣学部開窓会愛知県支部
ホームページアドレス

(試作絞)
http://nagoya.cool.ne.jp/aígaku 
First Password……aichl (王手魚小文字)

Second Password"'gakuin 
(平成13年10月 1 日現在)

- 9 -
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震員会部告

時局対策委員会
平成13年9 月 8 日出、 午後 8 時より県歯会館

にて第1 回時局対策委員会を開催しました。

加藤直彦支部長の挨拶のあと、 以下の 3 つの

諮問が出されました。

1 . 尾張旭市市長選挙の支援について

2. 大島会の今後の在り方について

3 . 吉田衆議院議員の支援について

1 回目の委員会ではありましたが、 時期的な

こともあり、 尾張旭市市長選挙について、 特に

活発な意見が出ました。

第1 回 委員長、 副委員長会議( 6月 23日)

内容

1 ) 今年度の活動方針

2) 2つの小委員会を設立してテーマを決定す

る。

第l回 全体委員会会議( 7 月14日)

内容

1 ) 委員会メンバー構成

2 ) 委員会活動方針について

3 ) 平成13・14年の年間スケジュールについて

第2回 全体委員会会議( 8 月 1 日)

内容

各委員会の活動内容の決定

第1 委員会( 鈴村副委員長)

会費未納者に対する検討

-夫婦、 親子会員の動向(会費納入における)

第2委員会( 横井副委員長)

他大学の会員種別の調査

会誌編集委員会
会誌は、 2年にーー 度の発行で、 今 回は第1 2号

( 200 2年秋発行) になります。

今 回も、 前 回と同様に、 特にテーマを設けず

に、 会員の先生に自由に投稿していただくよう

にしています。 内容の充実を目標に、 編集委員

一同一丸となって頑 張っております。

まだまだ投稿を募集していますのでぜひご応

募ください。 ( 200 2年 2月 締切) お待ちしてお

ります。

ハU1Ei
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主型11川川川11川川11川川川11川川川11川川川11川川川11川川川11川川川11川川川11川川川11川川川11川川11川川川|川山川l日山川川11川川川11川川川11川川川11川川川11川川川11川川11川11川11川11川川11川川川11川川川11川川川11川川川11川川川11川川川11川川11川11川11山川11川川11川川11川川川11川川川11川川11川川11川11川川11川川11川川11川川11川川川11山川川11川川川l川川川11川川川11川川川11川川川11川川川11川川川11川川川11川川川11川川川11川川川|川川川11川川川11川川川11川川|川11川川11川川川11川川川11川川川11川川11川11 役 員 会
平成13年度 第3回愛知県支部役員会

日 時:平成13年7月 4日嗣

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 ) 平成13年度「会員名簿Jの件(組織

局)

2 ) 第12回「愛知県歯学同窓会懇話会J

開催の件(渉外)

3 )  25 周年記念講演会の件(専務)

6 . 協議事項

1 )  125 周年 ブロック別会議j議題の件

(渉外・組織局)

7 . その他

8 . 監事所見

9 . 閉会の辞

平成13年度 第4回愛知県支部役員会

日 時:平成 13年9 月5 日制

午後 7 : 45 � 

第2 会議室場 所:橋元学舎

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

議 事 録 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIê

1 ) 第12回「愛知県歯学同窓会懇話会J

開催の件(渉外)

2 ) 平成13年度「会員名簿」発行の件(組

織局)

3 )  125 周年記念公開講演会jの件(実

行委員会)

6 . 協議事項

7 . その他

1 ) コンビュータ委員会の件

8 . 監事所見

9 . 閉会の辞

平成13年度 第5回愛知県支部役員会
日 時:平成13年10月 3 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

6 . 協議事項

1 ) 実習を伴う学術講演会の件(学術局)

2 ) 名簿管理の件(コンビューター委員

会)

7 . その他

1) 25 周年記念公開講演会の件

8 . 監事所見

9 . 閉会の辞

司11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i'
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;近況報

参議院議員

大 島 慶 久

日頃皆様から戴く熱い友情と力強いご支援に

対レ心からお礼申し上げます。

猛暑の中で実施されました第19回の参院通常

選挙に対しては、 皆様のご協力に敬意と感謝を

申し上げます。 完全勝利には程遠い結果でした

が議席を守ることが出来た意義は大きなものが

あります。 歯科界の組織を冷静に見つめ、 改め

て将来展望の中で組織の立て直しを計る時期な

のかも知れません。 ひとり一人の個人が汗をか

き、 努力をしな ければ、 何もしないで不平ばか

りが多く何とかなるだろうと云う時代は過ぎ去

りました。 平成13年9 月11日の米中枢同時多発

テロ事件で米国はもちろんですが世界は大きく

変わるでしょう。

これまで米国への直接の脅威は旧ソ連の核攻

撃だけで、 あとは侵略された外国を助けること

が安全保障の概念でした。 今後は共通の脅威を

戦うことが同盟であり、 その際の態 度でだれが

本当の同盟国かが判断されます。

その意味で、 憲法 9条の解釈など集団的自衛

権をめぐる議論が活発化します。 他の主要国と

協力し、 日本もリスクを負担する姿勢を示すこ

とが米国はじめ諸外国の評価に繋がるのだろう

と思います。 国会は平成14年度の予算その中に

ある医療制度・医療保障制度の改革に向け大き

くかじを切ろうとしています。 多くの課題をか

かえ精一杯働きたいと存じます。

また、 9 月21日には経済産業副大臣に就任し

ました。 それはひとえに皆様のご支援の賜であ

り感謝申しあげます。

最後に加藤支部長の元に愛知県支部が益々発

展されますように又皆様のより一層のご健勝と

ご活躍をお祈り申し上げます。

衆議院議員

吉 田 幸 弘

謹 啓

愛知学院大学歯学部同窓会の先生方、 ご家族

の皆様におかれましては益々ご健勝のことと存

じ、 心よりお慶び、申し上げます。

さて、 厚生労働省は、 9 月25日、 注目された

医療制度改革案を提示しましたが、 様々な観点

から問題点が多くあることは、 マスコミ報道な

どで、 ご承知のことかと思います。 これからの

議論が注目されるところではあります。 ついて

は、 医療関 係者の立場としての意見を、 国会内

外において述べていきたいと考えています。

医療制度改革を議論する時に、 必ずクローズ

アップされるのが、 病院・診療所の経営の問題

であります。 マスコミでは大きく報道されず、

地味でしたが、 厚生労働省は、 今夏、 患者の為

の医療や経営の合理化を目指した、 「医療材料

物流改革サプライチェーン構想」を明らかにし

ました。 現在、 一般医療材料は10万品種以上の

アイテムを数えるといわれています。 このよう

な膨大な商品の発注、 発送、 納品における非効

率性、 コストの浪費、 不十分な管理などの課題

は以前から指摘されていたこともあり、 今回の

構造改革に伴う形で、 統一バーコードの使用 に

より、 各業者の医療材料の一元管理、 情報デー

タ化を進めるということです。 つまりこれは情

つ山'Eよ
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報管理、 物流の効率を図り、 医療の質の向上や

経営の安定を目指すというもののようです。

本機構は、 本 年度から 6億円の予算を投じ、

「医療材料物流システム設備事業」がスタート

しますが、 その対象業者として、 製造・輸入販

売業者27・卸売業者 8 ・医療機関19の事業者が

決定しました。 そもそもこの構想の主旨は、 統

一バーコードを使用した物流管理システムを構

築、 製品の調達から生産、 販売、 流通、 消費を

一環とした過程(サプライチェーン) について、

物と情報の流れをITによって一元管理するこ

とで、 商取引の全体的な適正化を図るものです。

全ての医療材料に、 メーカー・却・病院の聞で

標準化したバーコードを貼付することを目標と

しています。 具体的には、 固定的な商品コード、

可変的な有効期限・使用期限、 数量、 ロットナ

ンバーなど外箱・中箱に貼るようです。 この統

ーバーコードが普及すれば商品管理、 作業化、

商品の容易なデータ化、 適性在庫の維持・管理

などの利点が生まれてくると予想しています。

なお、 歯科医療界では、 モリタが先陣を切っ

て歯科医資料材料品にバーコードを添付してい

るようにしています。 他社もバーコードの貼付

化に努力していますが、 まだ一部に過ぎないこ

ともあり、 結果として歯科界においてはバーコ

ードの貼付のメリットを生かすまでには至って

いません。 これからは、 政府のIT戦略構想の

立ち上げもあり、 歯科医療界でもITを利用し

た展開は予想以上に早いかと思います。 こうし

た点を視野に入れた活動もしていきたいと考え

ています。 以上簡単なご報告をさせて頂きまし

たが、 今後ともご指導ご鞭提の程宜しくお願い

致します。

敬 具

名古屋市議会議員

岡 本 善 博

秋冷の候、 会員の皆々様には如何お過ごしで

ございますか。

アメリカの著名な社会学者A' トフラーが30

年前に出 版した「未来の衝撃 激変する社会に

どう対応するか」の中で、 このほど起きたニュ

ーヨークの超高層ビルの壊滅事故についての予

言をしています。

激しい変化に襲われた人間の恐怖を目の当た

りにしたのは私一人でしょうか。

世の中の変化が幾何学的に加速化していく中

に、 このスピードのギャップをどうして埋めて

いったらいいのか。

最近の環境の変化の激しさに恐れおののいて

いる昨今というのが本音ではないでしょうか。

こういう時こそ生涯教育の導入が必要になっ

てくるのではないかと心配されます。

ところが、 平成13年9月の定例議会で提出さ

れた名古屋市会計補正予算の説明書には教育費

の項目の中で、「生涯学習費」の項目で補正額

は 0 となっています。

ところで、 補正額で目立つのは老人福祉施設

と廃棄物処理施設のそれぞれ整備公債の積み増

しだけというのは一抹の淋しさを感じます。

私が、 本 年度担当している財政教育委員会委

員として「名古屋新世紀計画2010 第1次実施

計画」に取り組んできましたが、 その内容は実

務的なものばかりで、 次のような項目になりま

した。

①学校教育=心の教育の充実ほか②生涯学習、

スポーツ・レクリエーション③文化④コミュニ

テイ ・市民活動⑤男女共同参画⑥国際都市⑦人

権と市民サーピス 以上です。

最後に、 変化が主役の時代に変化を制御する

心を大切にし、 同窓会の皆様ともどもお互いに

切磁琢磨、 明るい未来を切り開いていきたいも
のです。

会員の皆様のご自愛とご多幸を祈念してご挨

拶とさせていただきます。

つJ1EA
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愛院歯愛知大島会だより
愛院歯愛知大島会平成13年度会費納入状況 H.13.l0.10 

議 名 会長 関業 入 金 斑 名 会員 喜善業 入 金
千種区 94 56 春日井 104 85 振込み30万

名東区 81 58 振込み36 同 1 津島 23 20 振込み 3

東区 49 38 同1 セ6 小牧 48  38 振込み22

北区 78 57 尾北 64 48 同20 セ13 振込み 1

守山区 61 38 同15 犬山 24 19 振込み12

西区 60 50 振込み25 西春日井 49 40 

中村区 99 68 同 6 セ1 振込み 1 知多 102 80 振込み37

中区 130 74 振込み27 i毎部 62 46 同12

港区 49 30 同23 セ1 中島 52 42 

昭和区 75 43 振込み30 愛豊 75 58 振込み47

天白区 59 48 セ1 振込み56 尾張旭 30 27 同 7 振込み12

瑞穂区 50 29 振込み 4 豊橋i屋美 105 70 直接振り込み

熱田区 34 26 セ15 岡崎 123 95 

中川区 73 57 同47 セ1 豊川 75 54 直接振り込み

南区 50 38 岡山 セ2 知立 17 15 同 7

緑区 68 56 同1 安城 43 31 

一宮 112 80 同1 振込み65 刈谷 40 32 振込み20

瀬戸 73 40 同13 碧南 24 18 振込み12

半田 72 54 振込み26 西尾幡豆 34 25 

豊田 131 104 

同意書一173名 セントラル…40名 合計 2.592 1.887 2，998，305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。

平成13年10月10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

A斗A唱Ei
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! 『相互扶助システムJのご加入のおすすめ ! 
ょ 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 ! 
i 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ことができます。 (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J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

担当/神野・河郎 TEL (052) 953-3862 

=d
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大島慶久先生

経済産業副大臣ご就任祝賀会

日時:平成13年10月27日(土)午後6時~

会場. -名古屋観光ホテル3階 那古西の間

-編集後記

〔第71号〕

飛行機がビルに突っ込むというとんでもない事が起きた。 ニューヨーク在住の友人のことが心配

だ。 誰がこんな事態を予想しただろうか。 しかし、 非常事態にもかかわらず、 多くの人々が献血に

訪れたというのは、 医療従事者として注目すべきニュースだ、った。 アメリカのことを対岸の火事だ

とは思っていられない。 日本で何か起きたとき、 何ができるだろうか。

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 佐橋永吉
柳園 隆 二反田太一
蟹江直樹
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