
~ 

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

第 78 号
平成16年3月

同窓会愛知県支部新年会

平成16年 1月14日附

於 :木曽路錦庖



['I")JAI6{1:3)J) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 78 ~J' ) 

科学的根拠って何?

!，illJii首長 山田史郎

近11旬、ろいろな場所でfl午:(1甘制拠に JLづいてという e?応が~!i繁に IlfJかれる係にな っ ており、特に

;j\: lfi I ßSEの先生によ っ て輪山できなくなっ た'1".1去jの InuJtl耐 1\ に lí'J ttての米凶;!~:t先行の輸入解禁を迫

る身勝下な党，ii)、!?ヤは強く印象に妓る いったい1J.!iらの Ifっている科学的fU拠とは何を似拠とした

ものであろうか

そもそも、手' 1ーや的似拠とは、現イ1:行われている行為が{~.fI1l的で正しいかを存観的にす:日11:する・J~で

あろうと45・える .fJl. ，)!:は統，iI'Nよ・を駆使しており、般，n.を合めているものと考える。または、米IF.I
の微に|仰が保険がIl--i制であるためにム;払いを抑制する 11(I~で J創立|を持っ て始めたとH柄もあり、その

11 的によ っては如何織にも変化すると，認識している

"，火|延山協議会に.J'JUI¥する ，ij:鉱lの"，にも科学的似拠にJLづき、その水準はどのようなレベルにイi

るかをIYI，1[.して、とある。科学的frH処をという I(!t~ を全ての)，H~にするならば、|夫出界に身 をJilI~ く

戎々は新しい|災対f技術を合め、'.:;~.に膨大な約:制的データーをf!'1み ìf(ね、保存し、いかなる統計的手

法にも対J.i:;できる綿に川なしておく必~がある。

税尖はどうで・あろう。ある，;会械行為や下WiのソJ態を，UMftするには膨大なH寺11¥1と人数をかける必必が

ある。また、持制的に訓;I)i:を検JIEするには|災以eWI人!日11でのみ行ってはな|床がM，く、第三者機|刻を介

してJ川IIi を受ける必~ーがあり~に膨大な統計がかかることを立川ょする。 それを :i't't-tfで"i\I;1，Hìする必裂

がある。 しかし、，~，\fftの九の公的 )~t):については:J試しい剥状であり、れ学会のボランティア的労働

に刷っている。学会活動の-っと Iiってしまえば附Ij'I.にn.がついてしまうが、弁学会にはそれを行

うほとeの余絡を持っていない現状があり、 't/'I:. fl-'-;:研究1~~予の大I~M閉鎖が望まれる。

'1二 I~JのJAに))~るが、 Jえが1 '<1の~h 、 ' 1 '. でßSEが党中した段状を 45・えると、現在米国では・・年齢を屯

ねた'1二のうちで、杭状が疑われる牛のみを検作対象"としているが、それが科学的保拠に基づいて

いると"/朗無恥に汀えるのか理解/1'，米ない。そこには米Ililの独りよがりのみが際だっている。

.1ミ|五|のパうグローパルスタンダードの"，で今の11本は似り 1"1されている。我々は7a-に冷静に対処

し、決して料消(I~JlIl論のみで物引を ìlliぶJ!f!U\~1に ikされてはならないし、科学的線拠と ~ii'・う;1.~の芯:

|床をI/:Iい11'(してみる必虫-がある。
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お州知河う可せ

第27回代議員会・第28固定時総会

日時 :平成16年4) J 1811 (卜1)

代議員会 14 : OO~ 

定H寺総会 代議只会終了後~

場所 :愛知学院大学IU，j"学部附脳病院(末感)

北館 7F州{I多 I~~セミナ一家

色 ~tl~~ 溺

.渉外 ・一、
第14回愛知県歯学同窓会懇話会

11 11ド杓此15年l1)J8 U出

場所 :r'IJ il"，，~クラウンホテル

恒例の愛知県尚子:1百l窓会恕話会が I-.，i己11れに

て IJ~Jim されました。

ご~âiには、愛知孔Ir~jl/;j科|宍師会会長符村・

弘先生、参議院議以 大島佐久先生にご出席い

ただきました。

本年度で、 l，iJ会も14回を数えることとなり、

作校l'iJ窓会の出席者向上、会話が~iìiみ、あっ と

いう IHJに I~J会となり、大いに盛り上がりました

本会の11I'I~であります、各校l'iJ 窓会の税時も

多いにj主成できました。

米~I~}立もみ;校の幹 '11:にて IJH保される 'li. i.l {iJ.とま

りましたがを以後にご靴作させていただきます

• 組織局 • ヂ成15年l1)Jに平成15年度愛知学院大学的学

部I，;J窓会愛知県支初会11名簿を先FlJおよ び全会

11に郵送させていただきました。なお、{rOJか変

更点がございましたら事務}"jまで述給してくだ

は会uの純別を検，ltするための委H会を1mくこ

とがJf<認されました。これにより、 l'iJ窓会の大

きなIIlJ姐である会11純日IJ及び会代の検，Hを、 '1"
成16"1:}立に行っていき たいと思っています

学術局 . 

平成15年度愛知県支部学術講演会

「今、開業医に危険がせま っている」

-偶発症への対処法一

海野雅浩先生

よる、平成J5 "1: J J ) J 30 11 (11)' 1 :後 ]ILfより、愛

知1'}: I~)t大午前'';f:ì'il;十.JM~iAl院第-数本において、

愛JiIl V，~文部学術論üií会がIJfJimされました。 ，:WOlli

に、ボ;;(1災手ll*i科大学大学院N:l学総fT研究.fl・

}iJ;酔'1:.体行Jlll学教綬 if凶f羽ff問先'1:.を川制11;にお

初きし、 「今、 IJ~J 業医に危険がせま っ ているJ

-偶発政への対処法ー と題して、ご"時前いた

だきました

liij '1':は、近年明加している神経1'1:(終~irj1'U

ショック、過換気 (過呼吸)拍:紋Ir下、アナフィ

ラキシー ショ ッ クなどの')~症例をまじえながら
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j京困 、 抗状、 救急救命処ii/l~ などを説明され、日~

往t~ . 1日i診、正確な全身状態の庁|三filli、中，H'I'的緊

張を最小I~Hにするためのf.i'制限l係の構築の大切

さについてお話しきれました。

後半は、表而麻酔菜、'，[1動注射慌の名メーカ

の長短IVrや、同所麻酔薬の幼'*と持続lI.ylllJもtfi

介され、 I~心不l 川局所麻酔法の技術をスライドを

:i!!lじて詳しくご教綬いただき、終前jのコントロ

ールの難しさについて泌!長いたしました。

約100名の参加者は、みなさん食い入るよう

に講師の先生の訊を聴講し、誹iiIi後も熱心に1'(

IgJされる先生方が多数みられ、興味深い内科で

あることが何われました。，Wf.iiif終{後は御!Jlf'・，iNf.

師と森川文;'';1¥長、 iJlWi，¥リ文m¥.bふ鈴木'，I，q'方、，j:'j

名参与と共に、マリオ ットホテルにて恕説会が

聞かれました。

• 

12. 8 1 illIl '1:， イ手IIJI:

12.22 201111'1:， ・"・f.~ ‘t ・

12.26 61111'1:， イ手1IJ1:

12.27 61111'1二 ':;・a『. 

12.31 301111'1・1'4 1正

'1'1皮161ド

1 .9 11'11'1:， 'IIHIベ

1 .12 1 ，.l IIII~ 愛 13

1 .19 181111'1:， * 1)(: 

1 ，28 31111'1~ 阿 I~

? ? 31111'1: NII n 
? ? 8 IIII'I~ iltぬ

2.3 61111'1.: I己 ~t

2.7 61111'1: '1'区

2 . 9 22111EI~ 小牧

2.11 '.1 1111牛 肉i計Ilf

〔第 78ひ〕

tJl父iUII'也君 ご尊父掠逝去

'IJ/r:; 道広n ご邸父f，~逝去

'I 1/~i fをmw ご時父様逝K
伊藤弘II(W ご時父Ni逝去

)L [- 本)t ごJ:tf，(:隊逝L

()ft長 dえよ1t ご時父様逝L

武川堅liJAt ご尊父t，~逝去

城 ltil!iW ご尊父様逝去

'11野同!次郎tt ご作父様遺去

(li.JI革路.iUt ごl止堂様逝去

年キ; 光!長kt ご~~父様逝去

n~ 隆久At ご尊父M逝去
I'j.}t-雅Jdt ごみ;人様逝去

稲刈向Hdt ごf:J:~~:係逝去

竹内敏夫)t ご本人保逝去

涼んでご~Jf制お祈り '1 ' し上げます

※お願い

愛知県支部では、制約に)，~づき供イヒを出して

います。(10J窓会本日1¥・愛知県支部で一対)

お下数ですが、 'I}立の|際には、.:.F務!日j迄ご連

絡 1;さい。

同窓会愛知県支部…2 ・FAX052-763-2182 

向、休 日 で~J川知"j に辿給不 IIfíìEな 11寺は、 ÏI~:接

イヒ1"1{さんへ辿給して |でさい。

花松(はなしよう )…2 ・FAX052-832-8446 

厚生福祉局 • • 平成15年度弔慰報告

10.4 9 I!1I ~I:， 11除外科l

10.4 5 [111生名京阪

10，13 101ill'1:，小牧

10.14 5Im ~l_: 小l~#i科

10.27 2111111: 安城

11.10 30回止北|其

11.17 14 1i11 ~E 知 多

11.19 5 IITI'Iミ天1'11メ

11，21 10同性 '11 品

11.24 161!!]Lj_: 1判 断

12.6 12阿生 Jt~J~地

12.6 11阿生 自If幡豆

教授柴111rHt ごj~\(父桜逝L

il:自立 民夫n ごl:t .::;~線逝L

松岡 英二1t ご作文機逝1;

教授 1:以 友利l ご~~，父様逝1;

野村 lIt'dHt ご作父様逝L

*谷 :~I~tt ごJ!¥(父係逝去

I¥':ji!t (.Ij刻! ごI~~，父係逝去

iIiiJl: 月・則:lt ごI:t.:;(:t;~逝去

貯11 I~W ごIJ'¥(:級逝1;，

被川 ~i'Iよ1t ご I:J: /:;~:級逝L

IIIUht'i'敏:)t ご~~，父様逝1

山崎 iy;-)t ごl主食M逝去

〈云 • 計 局

と1;，:k~は I " J窓会ìMVJにご協力引きありがとうご

ざし、ます。

さて 、 会 t~の納入率を lIiごイ1 :の |可 II;\:WJ と 比較し

ますと今年度は:r，:1:ですが1m;長名・の納入部が減

少しております。

i'I !fVJ') Iき務としによる納入の)Jにはすでに納入

いただいておりますが、銀行振り込みで米納の

)jにはI'H主、 2JJに振り込み川紙を1q¥j基いたし

ましたので納入していただくようお願いqJし上

げます。

l' iJ 窓会の ・ J i:~はすべて特徴の会~'tによ り JHîわ

れています。;it気のJiI!<し き折ではございますが、

- 4 -
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〈平成15年度 会費納入率〉

方f 名 全体数
全体

納全(入%体) 率
|鋼業者 開業

納|(jH%入業) 事
納入者 数 納入者

千純区 115 55 47.8 59 41 69.5 

4〆，J;j~ 1ぎ 87 6] 70. ] 62 59 95.2 

-* iぎー 49 34 69.4 39 29 74.4 

ーlヒ |玄 i7 57 74.0 61 53 86.9 

守山 |又 59 39 66.J 38 34 89.5 

Jlij i三 64 49 76.6 53 47 88.7 

'IJ村|孟 98 59 60.2 68 50 73.5 

iメー 107 49 45.8 73 40 54.8 

港 Ix 41 30 73.2 30 26 86.7 

Il(j手IJ区 73 38 52. ] 48 33 68.8 

天 l守|元: 69 47 68.1 48 41 85.4 

瑞i徳 |玄 58 29 50.0 33 25 75.8 

熱川区 33 2] 63.6 26 21 80.8 

'1'川区 77 58 75.3 60 55 91.7 

Iti i孟 48 40 83.3 39 37 94.9 

詠 |メ: 66 43 65.2 60 40 66.7 

，B8二~f 112 72 64.3 85 69 81.2 

ì~ 68 41 60.3 47 33 70.2 

二I~ 日| 75 60 80.0 56 51 91.1 

ギ手 H;11・ 106 86 81.1 86 79 91.9 

26 23 88.5 20 20 100.0 

牧 49 28 57.1 39 25 64.1 

}1f， :1ヒ 68 45 66.2 51 4] 80.4 

犬 III 21 20 95.2 18 18 ]00.0 

Pij~l' 11 JI: 53 38 71.7 40 36 90.0 

ま11 ぷ~ 107 84 78.5 85 75 88.2 

首止 百11 59 41 69.5 48 38 79.2 

50 42 84.0 41 39 95. ] 

愛 BhIt，a ， 78 53 67.9 60 47 78.3 

}'1主張 )l!! :~4 23 67.6 29 21 72.4 

it杭j昆73 110 79 71.8 78 65 83.3 

|河 I~奇 124 8] 65.3 97 72 74.2 
JhtttA a )11 77 55 71.4 56 48 85.7 

ま11 JL 19 JtI 73.7 J6 12 75.0 

? .. よ 城 113 3] 72.1 35 31 88.6 

メIJ 1〆、I 40 32 80.0 32 30 93.8 

ペ王r『l T卒i 28 18 64.3 17 15 88.2 

両足織り. 37 29 78.4 27 22 81.5 

、t'Ji's-F 111 14] 88 62.4 ]07 81 75.7 

/rh 1 2646 1792 67.7 1967 1599 81.3 

( 、 1~ 1& 1 6(，1 : 1 )J 3111 mイt:)

'Ji.業を縮小することなく持株のお役に立てるよ

う役μ一同努力してお ります。いっそうのご耳目

併をいただき会民の納入にご協力し、ただきます

ようお願い11'し，上げます。

• • 局コレ
室目

森111執行部になり 、一年|ミ|を迎えようとして

おります。また!，

任JU則U切jド二半|ド三分をj計汗消j'円'i化し、 あと今年度の行事は 4月の

代議u会、定時総会を来り切るのみとな りました。

また今1"1は今年度以終号の 「会報」となりま

す。み;イ|う伎の 「会報」に対する|人j容等のご立見

ご史:梨がございましたらご一報ください。今後

もI，;J窓生の会Hの特級方からの投稿をお待ちし

ております。

. 1リ~) J の役u会の1;~Jilil 、 資本GI の作製、 議事録の

作製。

「役uだより」の作製と、各班長への発送。

「会報Jの発刊

-J1・記!司会議の開催。

-第271"1代議1-1会、第28回定時総会の開催

、|勺蕊16"1:4 ).J 18日(1:1)

愛知l学院大宇歯学部付属病院 7 F (末胤)

にてI!rJim予定

愛知県支部同窓会事務局メ ールアドレス

shiba@sdent. aichi-gakuin . ac. jp 

p
h
d
 



( 'I'-)j長J6"1'-3)J) 愛知学院大学歯学部伺窓会愛知県支部会報
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同窓会愛知県支部新年会 j 

. 千成16{1::1 川]tt11刷、 お81ill役11会終 f後、 'パIi' !¥'応bをl比凶mれ凶Il/，!必tしたf後変、 /今Tイ年ド、 参|応院5淀，¥:j選握をf作全える : 

: 剥新炉刷「戸同:'1::会が栄のA木恥糾tυ叫'f;t『路削針i!J防"訂i可7にて'r:ユf後愛 8引11昨5はより j火()叫():砂，

: 1)附;井別~Jil悦11舵Il されました。 IVJがありま した。 l ' iJ 窓会品川には色々な )j

j MIとして小111学院長、 f色山#l学部長、 1Mでのこ't6b)Jを11弘りたいとのこと、 また羽

i |lil 窓会本ìil~の宍輪会長、 )1:J-. 1.'U;l5、大}:泌 イ1:の政派の助き悦びにこれからの抱れなど、

i 議院議11、|品j本市議会議日、抑制会初11叫 ごtJlfitを政きました

: 文部の杉本主部長をお迎えし盛大におこな 祈年会はi位辺，EI :~参 'j-の乾杯の r~'lÏf(で欽

: われました ぷにはいり 、米のIIIJの数11.1'111]でしたが、干11

‘ 森川ム;部長のIlfJ会の扶般に始まり、小/1¥ やかなすよ川公の"人税11名を深めつつ、 1011.1'

学院長にごJ失絡百iき、 f蛤同窓会会長にお ，Inl;・Jq刷会いたしました

「可 一ーヲヨー「市「ー一"".-T:iドヨ4 彊;辛苦・:"-11

I ~， ， ，圃~.:IIi~.醐i |
L~~ ;2本ιa引
・・・・・・・・・・・・邑 4・・・・・・・・・・・・ ---- ・・・・・・・・_，・日‘-.・・・・-圃，胃園里田園・・ ・F・・・司・・・・・・・・Eヨ・. . 

. 、美、)唱，<=n.'_喝、、~圃圃F ーーーー

-6 -
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亡京王室量L互コ
時局対策委員会

第 2回時局対策委員会 第 3回時局対策委員会

日l時 ・平成16年1)-J 9 H幽 20:00 

場所 ・楠元年:令 都2会議室

RII.¥-' :平成16年1月161:1幽 20:00 

場所 :術)L;学令法人木古IS2F 大会議室

議題議題

1 )次期参議院選挙について

2 )その他

1 )次期l参議院選挙について

2 )その他

答 申 書

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

支部長森田仁 殿

時局対策委員会 委員長梶原忠嘉

‘|勺北1Mド1月17日

~n lIl] ["次!YJ参議院選挙に同窓生の 3~，が立候補するがlïrJ 窓会としてどう対処するかJ に対しH寺局

対策委!-1会は下記のごとく結論に達しましたので報告いたします。

符申 1 愛知ザ:院大学歯学部|叶窓会 愛知県支部としては次期]参議院選挙に際し立候補予定の!日j

窓 1 凶~I :-大 J:JJ2J久君はilkギ0)供おIìとして:fm)}.~、支援することが望ましい。

2 今|旦H(f~胞に洩れたとはいえ立候補予定者の阿窓211ul ~主吉H:I幸弘君にもそれなりの支援を

することを希望する。

3 今後、公l織をめざす同窓生に対して同窓会としての支援体制を再構築しておくことを希

恕する。

経*I~ 同窓生の"，から公峨をn指す者があれば同窓生として愛を持って支援することは至極あたり

まえのことであり、同窓生としてやJの利害も忠必もなく支援すべきとの考え)iが恭本にある。

同窓会的動はI)~から 同窓生会1-1が、外からもその動 l i 'JがiJ: 口 されていることは白川のことで

あり、ことを決するには重大なw任を十1'-う。

今阿はたまたま 3名もが問・机上にあがり、 支援者・を l名に絞りこむことにはれ委uからの

発育 も出迷を絞めた。

3~ とも ~ff~ æ$するも、または 3t，の誰にも推lFJ しないのも、あまりにも!日Ui'任なIJJ.である 。

さりとて l名に絞ることは他の 2t，に対し同窓LI~ としてあまりにも非情なこと である 。 討議

は何度も空11以堂々廻りを繰り返した。各委員はJ11[仰を越えて苦汁の選択のがi娘、 2イ1':liIJから

一帯早く I I LI.!~表 IYJ をしていた大山佐久11，"を I IrJ~会としては~(fil)'~する事に、'í 委1-1会は議決した。

また-t!fu1"'tM取のみで、なく公l械を 11mす者への支援について符tpに雌り込むことの自lv、必望が

あった。

- 7 -
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歯科医療問題研究委員会

第 1回委員会

日H寺:平成15年 8月23日出 19 : 00-

場所 :愛知学院大学1*1学部楠元学舎基礎教官級i

第 2会議室

出席状況 :231'，中20名(その他 オブザーパー

参加 2名)

講iiif:愛知県前科医師会副会長渡辺正岡先生

[講演要旨]今後の診療報酬体系の問題点、

混合診療 ・特診等の問題、将来のIT化、

歯科医師需給の問題など、同窓会におい

ても総合的に検討してし、く必要がある。

座談会 :1)講淡会内容について (座長 TLLi川

委員長)

2 )委員会の研究テーマについて

第 2回委員会

日Il;'j・平成15年11)115日凶 16: 00-

場所 :名古屋金谷ホテル会議室

11'1席状況:23名'1"21名 (その他 オブザーパー

参加 3名)

講演:日本歯科医師会代議員 西川 仰先生

(委員長)

[誹淡要旨]混合診療、特定療養'i'i制j長に

ついて

座談会 :1)講演会内容に閲する質疑および立

見交換(座長 木村副文部長)

2 )委只会の研究テーマについて [継

続審議事項1
3 )次回委員会開催1:1桂について、講

演会講師について

第 3回委員会

日時 :平成16年 3月 6E:I{::I::} 予定 19: 00-

場所 :楠元第 3会議室

講uii:愛知大学歯学部 歯科Jlll工学教授

河合連志先生(予定)

今年度は委員会 3回 開催予定

次年度11，(:終段階において、 これら委員会の内

符 ・討議結論を最後に報告flj-としてIIIt子を刊行

予定です。

出版委員会

第 4回出版委員会

111時侍 : 平成1日5王年|ド三l叩O月1 日附 22: 0∞0-2幻3:0∞O 

1場品

第 5回出版委員会 (忘ゴ年|ドt会)

日H守:平成15年12月6日(土)19: 30-22 : 00 

場所 :BA RASSERIE VIT A ROSA 

講義内容

① 「会誌Jの編集方針について

基本的には従来どおり(学術、趣味、写真 ・

絵剛、スタデイーグループ、ワンポイント

など)

新任教授の~，vn主紹介を追加、班だよ りの廃止

② タイムスケジュールについて

10月に版制依頼状発送、 平成16年から原稿

校正、秋に発刊予定

③原杭依頼について

委員、地区からの依頼、広報からの募集

@特集、節目の回生の近況について

病診述:H~について

⑤ レイアウト、ページ配分について

レイアウトは従来どおり。ページは約160

ベーン

。。



年 歯科医師求職申込書 受付 ;'j: ) J H 

氏 名 |山
合(

現住所

勤務先

イ|てj主主十: 1111'1:. 

卒業後の

1I1'f， 1M 

常盗)J

11/1[11 時 ~ IIS: lI/i1日 II.~: - H主

アルノ〈イ ト IIIIIU 時 ~ II .~ 11占!l1 時 ~ 11寺

IIMII 時 ~ 1111111 11.¥: - H寺

*'・，ft 本| 常勤 j1J アルノ〈イト IIJ 11寺II¥J

勤務に

対する 勤務地、条件等に対する希望

希望条件

4〆"Ili尽di千佳lベ術元町1-100
愛知ヴ:院大学院I学部同窓会

愛知 県 支部

iU~[; (052) 763.2182 (前Ail

人材センタ一周



tl ね;

所街地

行J'I¥者名

~)( j兄

r〆4z』、 f'j: 

勤務H寺川

採川人数

l時 !YI 

1形 1m 

そ の 他

歯科医師求人l↓l込刊: 交付 fド ) J 11 

j也|メ; まま(

辿絡先

合 ( 1111'1:. 

m宇1.1夫 11 的手I ' 'rl(.j'l~ 1: tl J主 L .1: tl そ の 他 tl 

ifi ~J.t 台数 41、1 技工の処J1J[ l 、 I~U)'J処J1J[ 2、技 I:J9r委，¥E 3、 1+ 2 

i段，ft[[.I.I/門 経験{I:数( {I: ) 

給料 (税込) H- 給
1"1 

川れ!丘

}. 夏 ヶ)J分 n: 1j・ 4ふ ヶ)J分

アルバイト料 11I II ，~IIIJ 

手当(うどillit'() 1'1 下、'i( 11I 

11I 1'1 

)，/ '1:.施設

l、ム".ー ，竹L・ 2 、|姐 II;~

l、常勤

2、アルバイト

t，，'i);{ diT'純|メ::hlj)e四fI-100 
愛知ワ:民主k'hlγ2七百五I，;J)ぞ.会

安 知 県 立; 自1;
'，I1，:，fi (052) 76:~ - 2 1 82 (1I'(j!.!I) 

|聡11

11M 1 1 

tl 

3、

11，¥:-

H、干~

)Jより 4、その他

H午、 IIMII 11.y.- 11.¥; 

11.¥;、 IIMII I I.~- II.~ 

人材センタ一川
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f~"~旬、…ーへ…一、~ 役員

平成15年度 第 6回愛知県支部役員会

日時 :平成15年11月 51:1附 19 : 45-

場所 :楠元学舎 第 2会議室

1. 1例会の辞

2. 氏名点11千

3.支部長挨修

4.報fit
①本高11

②専務

③各局 ・委民会

@その他

5. :彩議kJj:J)'i 
1 )第 21111班長会、口利場所の件(組織川)

2 )実習を伴う学術講i1if会の件 (学術}"j)

3 )第27恒|代議日会 ・第281!!1定時総会、

H宅VJ)i砂?のf'l: (元 I:: ~è)寸 )

6.協議kJi..r:n
7.その他 (新年会の件)

8. I政事所見

j平成15年度 第 7回愛知県支部役員会! 日時:平成州2fJ3 "附 19 : 45-
場所:.fi~:Jl;王子:令 第2会議宣

言 1.閉会の辞

2.氏名点11ヂ

3.支部長扶拶

9. IU1会のIi'i<

4.報告

①本部

②JJl務
③各局 ・委以会

@その他

5. 若手議~j;:Jji

1 )第 21而|班長会の件 (組織}"J)

2 )実刊を1'1"うザ:術排出会のf*(会よl・)"j)
6 .協i議、Ji.J!'(

1 )平成16:W度予算案のf'l・(会誌I'}"J)
7 .その他

8 . 耽事所r~
9.閉会の辞

i 平成15年度 第 8回愛知県支部役員会

i 日時.平成16年 1月]6H附 19 : 30-

〉 場所木目路錦}，~i
( 1. 1)司会の辞

1 2.氏名点呼

¥ 3.支部長挨拶

ム一
A 議事録 一…均一一'ー へ

4 . 宇11{~，'
①本氏11
①~~(務
③各};';J.委μ会

④その他

5. *"議・Ji-JJ[

1 )平成16年度予算案のf'I:(会liI')"j)
2 )第27 1" 1代議1-.1会、第281!!1 ~仁時総会の

f'j: (';I::;le)，";j) 
6.協議・Ji.Jjf

1 )医療懇談会の件 (i歩外)

7.その他

8. 'i}:，: ~J I: ，!Jí')，~ 

9.閉会の昨

愛知県支部緊急役員会

日時 :平成161，1'-] n 2211 (:柑 19 : 00 
場所・ 梢jじ!_'_1:.1~法人イド i'ilí 2F入会議本

1. IJf.J会の昨

2.文部i討会妙

3.制i;1f
1 )統過報告 (大山佐久~'，支援)

2 )その他

4 .協議

1 )今後のi，ij動について

2 )その他

5.その他

6. I~'J会の計

平成15年度 第 9回愛知県支部役員会

日時 .平成J6{r2)J4"附 19 : 45-
場所 ・楠元平合 部 2会議室

1. IJH会の昨

2.氏名.'.'.(11千

3 . 支部長15~拶
4.判，({I;.

①本自1¥

②.'，Ij.務

③各)"j.委!1会

@その他

5.審議事項

1 )医療恕談会の件 (i歩外)

6.協議'JUji
7.その他

8. li~('FIYr)，~ 
9.閉会の昨

-9 -
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愛院鍾愛知大島会だより

愛院歯愛知大島会平成15年度会費納入状況 H.16.2.4 

現f 名 会只 開業 入 金 班名 会μ I~>> 業 入 金

千種 l孟 111 58 J反込32 イ長 11 )1・ 108 88 振込25
名Jlt1玄 82 61 l，il1 振込25 26 21 振込8
東 |ズ 50 40 同 l セ6 振込 I 牧 48 38 .IM;ふ18
;1ヒ 区 77 61 J己 Jヒ 67 50 l，iJ20 セ12
守 山 |天 59 38 阿15 よ; I1I 21 18 .Jhl込15
西 区 64 53 振込25 114イ長11)1・ 52 40 振込25
中 村区 95 68 IIiJ 6 セ 1 知l 占9〆 .106 85 振込3

T王一 107 73 振込29 if正 向1; 61 47 1，;]12 

H~ tえ 42 30 l，il24 セ l 51 41 
1I[l手11li 76 48 振込30 愛 '、11んL 78 60 
天白区 68 48 J己必)I!! 35 29 l，iJ 7 
瑞紘 I~: 57 33 f止航ikUミー 107 74 11'(桜iM込
熱 田 区 33 26 セ14 "1iJ 自，~f 126 97 振込911
rl' JII 1>( 77 59 同47 セ l 』、'1，L• 111 79 58 If(接似込

rtJ li 48 39 同19 セ2 1;11 、L 19 16 同 7 振込 I
緑 IR 65 59 |日J1 振込27 'b，.' 域 43 35 振込32

て:"~ llO 85 IIIJ 1 娠込61 メIJ i~ 39 32 振込33
瀬 戸 66 47 IliJ13 振込24 正41・'，1 I?J 27 17 似込12
半 111 74 55 振込]6 1141己中市v 37 26 振込10

t-ht'，'t • 111 138 105 振込22

同 ff:{!_~: ・ H ・ H ・..…174名 セントラル …'''37r， ('i，H 2.629 J .958 4.857，773 

平素は愛|淀は愛知!大山会にごJAMご|高)Jを百!きまして誠にありがとうございます。

平成16年 2H 4日現有;の会資納入状況です。

1 )-J 22 ]=1附 18 : 00 州光学合法人本計1¥2F大会議誌において緊急の 「愛|出歯愛知l大品会」幹事会

がnf.Jかれ、 そこで、協議の上、

1. 自民党愛知選考ち|ぎ予備選挙において):.!:J佐久AI;を文援する。

2. 1 5年度会費のうち470万川 を活動 1~ と して ill令する 。

と決議されま した。

引き続き 、こ"支援:(J:しくお1，9fiいIjlしJ'.げます。

振込み口座

UFJ銀行今池支庖 (普) 1496793 愛院歯愛知大島会 代表 森田仁

第13回 「愛|坑liu愛知!大山会」を 卜¥氾のHl't!にてIJf.Jim放します。

FI 11キ:王l'成]6年4) J ] 81=1(11) 

]1 : 30~ 愛1~'~ I~ij'愛知大山会件下会

]2 : 30~ 愛|泣的愛知!大山会代ぷ怜・Ji公 ・総会

13 : OO~ A.!:b佐久先生H引Hj講iiii会

場所 :愛知学院大学的乙l:部liHM州|淀 」ヒ飢7F 研修I~~セ ミ ナ一本

nu
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活組(ffi色

名古屋市議会議日

岡本善博

愛知学|淀1¥1:t学部同窓会の先生方におかれまし

てはますますご他l院のこととお度ーびqJしl二げます。

てl'ぷ、 i;rf;r<方には、地j或の歯科医療の充尖と

公衆1!f.I伎の向 |二のため、多大なご尽力をJ!訪って

おり、この脇・をおill-りして深く感謝と敬立を去

すものでございます。

また、 H頃より私の政治活動に対して、多λ

なるご指導とご支援をl!弘り心より感謝11'し上げ

ます。

さて、物官lIiや託金が下がるという、 lj没後、 11

イドが経験したことがない、経済不況から、なか

なかitzけ11¥せずにおりますが、ーブjで、社会は

J急速に変貌し、かつ、複雑化しており、市民が

qi・-政に求める要請も、時代の流れと共に変~し、

多様化しております。

今後は、 これまでの問定観念にと らわれる こ

となく、より柔軟な対応が行政に求められてく

ると必じます。

山i愉.rrーが市常交通をM.李|で平'J)日できる「敬老

パスJのはW(し、徳山ダム事業の1'1JTJ追加負担1

川題、名前出il.4述道路の料金値上げ11¥11也など、

di民生活に大きな;話料を持つ諜題も多く発'1:.し

てきており 、夜、もこれらの説組につきましては、

持掠方のJ!fを直接吸い上げ、 ご坦l.1'Jlをいただき

ながら、夜、なりに政治の場に大きく反映してま

いる I~r作でございます。

また、名占以市を始め、私たち地ブ'jI~I ifi体を

取り巻く情勢は、依然厳しいものがございます。

各!と|治体の財政状況は、年々厳しくなっている

ブ7で、.!-IO好J也lJーなどに1Iiiiえた防災対策を始

め、，":J齢化社会に向けた柿祉施策、あるいは、

地球環境保全に向けた環境対策など、地方自治

体に耕せられる役割は増大の一途をたと。ってお

ります。

こうした中、 111:年来、新IlfJ紙上などで 「三位

イ本改l_1~:J がよく lr~ り J-.げられておりましたが、

残念ながら、 1"<1の財政再建が優先され、地)Jに

f1iL!のみが転嫁される心配もあるようでござい

ます。

今後は、この流れを 「地方でできることは地

)jに」 という地方分権推進の観点で、改革の-1.:

米の円的である、地方財政基蝶の確立に向けて、

努)Jしていきたいと存じます。

終わりに、 IfiJ窓、会の先生方のますますのご健

'H~ とご活鮎!を祈念いたしますとともに、 今後と

も変わらぬご指導、 ご支援をl切りますようお聞

い11'し卜.げ、ご挨拶と させていただきます。

-
E
A
 

、.A
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J1!:~.R)!!! rlj 1乏

谷口幸治

愛知|学院大学的"(:{H¥I，il窓会愛知県立行1;のf刊Xl

方におかれましては、ますますごi，'i米zのことと

お必ひ。11'しkげます。

早いもので、在、が出張)!!!rli .L毛に就任して 3{I: 

11に人りました。今年は 「さるイr:JでIIH和19{1ミ

生まれの私は{I:リJです 新{Fの幕開けを迎え、

これまで以 1'.の覚.thを .j.\: っ て ~IWllが山干fiみする

ïlï政~/:;~.に全)Jで取り組むiJ~芯:を、そして 7 Ji

8千布余のrlil(.人ひとりが午前に生きがいと

希引を託すこ とができるJ'Lに 泣な実りある J{:~l~

j也リiのまちづくりに逝進しなければならないと

心を新たにして似りきっていました。

しかしながら、 111:{I '.の持れからこのIL~: !UI!j'.¥: ，{j" 

の行引が続き、さすがに被れがたまっていたと

ころで胤廊をこじらせてしまいました。夜、の場

合、ストレスなら釣りに行って、 i(tjlのかおりを

JI旬 -杯に吸い込めばどこかへ行ってしまいます

が、さすがに)，，(:近の胞にくる胤邪ばかりはどう

にもなりませんでした 符さんも他政行.fI1¥には

くれぐれもご山立ください

さて、在、はrlil~ に就任以.:1<: f対rl1iの行政Jを

1'1ら咋i先しrlil(との協働のまちづくりを進めて

きましたが、この 「対話ーの行政」はrlil(との対

話だけで進めていけるものではありません リi

のl除uとの対liA-もJI:'ii¥'に市裂なことと45・えてお

り課長、政i毛布lif/，:、係長と芯;見交換会を続け、

111'{1:の12)1には i:.1長級のl倣11と.む:見交換会をし

ました。

二七千f級の職11は係長になるljijの職nで、 2つ

から 3 つの部幹を粁験したぐらいの ~II:ぃ l紋 11 も

多く 「プリJにたとえるなら 「ワカナゴjとい

うところでしょうか まだ大if正の荒波にもまれ

たことも少ないですが、流れに身を任せること

もなく、いろんなことに興味をもっていて、多

くの新~((:な .0.はがでできましたc 花、はそこから

i1iきのいい立はを釣り 1'.げ、幹部にf:(fけること

にしました。

ノ)'1"1、このなははうまく判別!されて-1'1、のとこ

ろに11，;ってきました。これは、夜、が‘1')&15イ1:.Ji

のキャ ッチフレーズとして進めている ffdWtづ

くりのまちづくり」の'1崎、ら11¥てきたものです

が ffill)，JtHl;rliI(，Uです。fillWH!irliIf，iをして

いるI'lifiWは多くありますが、!己似地rliはvVIIO

の 「他)，JiHl;rliJを11mそうというものです

他LJ.fHj; rliというと1U(が他Utでいきいきと午

前しているというイメージがありますが、それ

だけではありません 自然環境や公|札ドぷそ

してih'ぷなど、 mi，liーそのものが他LJtでなければ

ダメ で す 出 版 地rliが¥Vl-IOのfd!:)，J.f ffI; rI iを日指

すためには、これまで以 1'.に行政から制服を発

1， ~し、 (U(やj也械と t6lj働でまちづくりを制倒的

に進め、 11-1.:における 「他LJiHI; rli Jの先日E的役

'，'PIを県たし、その先1，\ìJ~( になれたらと大きな，1~(

をえがし、ています

そして、もうひとつJにがなことがあります

ぷIlt'/らしいアイデアが副までJ，llv、てこないとい

う組織のIflL~"ì'のつまりを取り除いて、こういっ

たJい、戦11のやる気を充分に発予I[させてやるこ

とです

4花l、が I~向t';I:別4利l 干干利科'1千|ト.り阪I~n印削削'1耐liであつ たH

の1':附，':1:沿4必iを}比Lて、 ifi縦Jii去を説明し、i台棋をしてき

ました しかし、組織の1)1ではI，ilじようにいき

ません ね、の川、 斗.そして下起になって働いて

くれる験11からの立はがJ，11V、てこないというこ

とは、-1'1、の.J5・えもJ，IIV、ていないということです

こんなことが人の体で起こったら -大・Ji.です

， ， '.二lに ifì叫する必~:があります。

新鮮なIflL械が身体の|別々まで行きわたり、必

波ーな↑，'1iI(がJJf<iまでJ，11V、てくることで1dVJできる

のです これは人の体も組織もI，ilじです。 さら

に、-1'1、には人体のJJì~ にはできないことができま

す 組織のけtはもちろん、組織の外へも /1¥かけ

ることができます そして、今まで以 1'.に H・j"

JRの行政Jを以透させ総出な組織と街にしてい

きたいと与-えています

円，
，Ml
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愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

平成15年度地区学術講演会

「歯科治療に対する画像診断の最近の進歩J
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講師:愛知学院大学歯学部

歯科放射線学講座

助教授泉雅浩 先生

日H芋・平成16年 2))1]11 (水 ・悦)

13 : 30-16 : 00 

場所 ・ 愛知l学院大学:楠)l)，~慌教育訓

第 1講義主

担当 ・港区、 1I(1.fll1豆、メ~1'11)(:、JNti松1)(:、

熱1111)(:、"1川|メ、 l*iI)(:、緑区

J;M秘|ぷJJJ 近j徐ハlrUII) ( 171ul1J 

J竹川11:1ぶ先生(8 Inl生)の司会のもと、 j(jI4，"，IY)先生 (6 lul生)の刷会の1i'fで会は始められた。

本川仁支部長(1 IIII生)は挨拶の"，で、これからの的科医は全身から11舵、II)J告から全身を診る

ことが必裂であると述べられた。

次に守 1:，\良治先生(10回生) が講nlliの )j~牧市先生を紺介した。 泉先生は肱射線学のイi地栄 ー郎教

綬に長崎大学時代に自iIi卒されたことからみ;''{: (こ赴任された。MRIの1l )r~':iL燥~;，:.~刊1Mよいテーマで

研究 ・臨!本にi司ー躍していらっしゃる。

排出はまず、現在の放射線 .~'íj像診断科の状況についての紹介から始まった。 1:(付属病院の B 1 F 

にあり、 1，lI:新鋭のマルチスライス CT、的手:1川CTを備えている。困像の処耳目は令てCRシステム

になっており 、このようなデジタルIllIj像の特徴は、岡{象の劣化がなく Il]_ij像処理ができること ・現像

イ~~:で似作にスペースを取らないなどが学げられる。 #岬1.凡J C Tは将来デンタルX-rayに取って

代わるかもしれない技術で、 3CIll X tj CIllの 2N:l- 31~tの範聞を撮J;}3する 。 削除はX . Y . Z'M'か

ら比られ、 次元的な構成もできるo .fJ~光の総イ・などー 1=1 1際然であり 、我々の社・Ji・も .!:li に ，'，'，'j1立な要

求を されるIk¥代になってくるようだ。マルチスライス CTについては宍次元のIllIj像により、 切らず

して、あるがままをあらゆる角度から比ることができる、すばらしいテクノロジーの進歩・に焼かさ

れた。 まさに本後20年を経て耐|止の!ぷを 1ñi くした。 この他に、石:ri校型を CTで111~ );ちして l皮合の分

析を数似化して行う試みなど、 )j~先生の独自1)的な研究の一端が紹介された。 この新しいC Tは臨床

的にはイ ンプラン トの術前診脊に ~hi\'にイ{川であり 、屯話で予約をすれば花々も平1))1) できる 。

泉先生は LJJ控乾燥症の数少ないと1川'J家でもあり、外来の臨床を森口 ~I:の徳州会~，~I淀で|悩週火時lU

に行っており 、研究では耳下腺のMRIf象より シェーグレン症候i洋の本態がl唾液似の脂肪組織への

ii"r~換であるということを世界で初めて突き 1 1 ..めた。 また尚脂lfrl症の忠者にも問機の定化が起きて、

I I)r';~乾燥症が起きるということも指摘された。 先生は11:下IJ)~のカテーテルによる洗浄とステロイド

方1)のは:人という全く新しい試みで好結保を利ている。

，IiYtuii終了後はかつてないほど多くの賀川があった。

以後に山1U ~と郎副支部長 (4 [iï1 ~J より感謝状がmr: られ、 ;I![f，事 I~~会 した。
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『相互扶助システム』のご加入のお完 工 つ

11.]: として州気やケガあるいは思いもかけぬこ とで心ならずも，;t~MI'f を閉めなくてはなら

ないことがあります。そんな11.¥"代診制度により緊f41に診療所をみてもらえることがで

きたら、忠才;さんにも家族にも迷惑をかけず、安心してご自身の治的に 1¥1/念することがで

きる符です。このシステムを利川することにより、会只は、いざという II.Jに当委u会を経

山して代診医を派遣してもらう ことができます。(派遣JUIII:Iは戸・か)J以内とします。)つ

まり、たった月額60万川の所f!?補償保険にご加入される ~Iiによって 1 か)J 1111の代診医を

雌保する・jf.ができるわけです。

i .入会条件

(1) 愛知学院大学1':1>)学 itlíl ， il窓会愛知県文部 I[会uのうち、制作、他)，Itで II.~ '，ìi~. に，診療に従_!.Jf

している会以で愛知県|人jに診療所をIJfl，没されていること。

(2) 1 ， ;1窓会愛知県支部中"五扶助システム安u会を窓1 1 とする休-;r~ を filìmする保険(所科布Iì

1ft似|倹 )，~本契約{米|決<6;:)J古((60)j)にJJII人すること。

砂 f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j係

TEL(052)763ー 2182

または、損保ジャパン株式会社名古屋企業営業部

担当ネ111野 ・河市1) TEL(052)953-3862 

叫払f由時"".柑~""'f!苫喝哩"""哩白う哩=-=坦=-明白冒唱。E自民￡声明白ヲ"""拘叫F叫よ、""喝~唱弘~.v;.茸，...=拘唖笥ヨ耐~帆..

-編集後記

ほのかな比 rィヒの花の香りにがの，訪れを感じるこの頃です。

はかま安の女子大生が蝶々のようにt1r.っています。

もうすぐ新生前の始まりです。フレ ッシュ諸nガンバレ.'/

発行所 4〆".'i hIリil純rx:楠元町 1-100 
愛知学院大学向学.';111，;])窓会

愛知県立自11

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

ドf¥X (052) 7 6 3 -2 1 S 2 

題字放岡本清綾先生

編集策発行人 容記局

長以 IYJ (.年{jff， II< ，'i 
flt IU~ >'Jr {， r 1]、 J:J ';1、プ己
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地酒~~噌国-=由~

印刷所

名山村山下純t<:t公事f.TIlト5
ド11111印刷株式会社


