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支　部　学　術　講　演　会

平成20年2月24日（日）

於：楠元110年記念講堂
講肺：島田洋七氏
演題：元気！勇気！やる気！
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巻頭言

副支部長　内堀典保

この会報が皆様のお手元に届くのは3月初旬、年度末の頃になるかと思うと少し季節外れの感

が致しますが、遅ればせながら新年おめでとうございます。今年は子年です。ねずみ年は景気が

上向き経済が発展すると言う経験則があると言う事で、それなりに期待していましたが、蓋を明

ければ年初から米国を発生源とするサブプライムローン問題と言う強力なウイルスに全世界が感

染して、世界同時株安で今年は幕を開けました。特に米国との経済関係が密な我国は打撃が大き

い棟で、今年も長引く不況では無く（過去最長の経済成長を続けているので）、低迷から脱却す

る年と言う政府の計画には早くも暗雲が立ち込めて来ました。なぜ経済の話なのかと言えば、我々

を含めた日本国民全体の生活に関わってくる事に対する懸念は勿論の事、もう一つ経済指標が悪

いと政府が医療費の抑制に拍車をかけてくる事への危快です。御存知のように日本は他の諸外国

が経験した事が無い程急ピッチに高齢化が進み、社会保障費が増大し、今後ますます増加の一途

を辿り膨大な額になると試算しています。とりわけ高齢化に伴う国民医療費の伸びは留まる所を

知らず、現在33兆円程の額が2025年にはおよそ倍増すると言われています。医療費はまさに国の

存続を揺るがす最大の悪者として扱われています。しかし先進諸国の中では、日本のGDPに占め

る社会保障費、医療費の割合は決して高いものでは無く、世界最高水準の医療を維持している事

を考慮すれば、むしろ低すぎる数値です。米国式の市場原理に基づく費用対効果の理屈の権化と

化し、良質な医療は一部の富裕層の為のものとなり、低所得層は切り捨てられると言う社会で良

いのでしょうか。将来の生活に不安を抱くのは決して高齢者の人達だけでは有りません。若者達

まで希望を失い、活気の無い社会になってしまいます。今年はブラジル移民100周年だそうですが、

今話題の映画「シッコ」に登場する医療難民となって、日本人が医療費の安い外国へ移民する日

が来るのでしょうか。

さて、今年2008年は医療界にとっては新たな幕開けの年です。社会保障費2200億円削減の国策

の下、医療費抑制の為の様々な改革（改悪）が現実のものとして具現化してきます。4月から医

療費適正化5ケ年計画がスタートします。老人保健の新しい受け皿として75歳以上を対象に後期

高齢者医療制度が実施され、保険料は徴収漏れが無い様に年金から天引きされます。又、猶予期

間が設けられたとは言え、前期高齢者の負担割合も1割から2割への負担増が決められています。

民間保険の得意技である免責制度についてもまだ議論の対象になっています。

歯科界においての直近の関心事は4月の診療報酬改定ではないでしょうか。歯科医療費は前回

18年度の改定では、その後の調査により改定率（－1．5％）を大幅に上回るマイナス（－3．9％）に

なりました。今回の改定率は全体で＋0．38％、薬価・材料の引き下げ－1．2％で、差し引き－0．82％

で決着が着きました。歯科は医科と同率の＋0．42％ですが、‘総額に大きな開きが有る上に（歯科の

シェアーは全体の7．7％）、平成18年度の医療費のマイナス分1200億円のうち歯科のマイナスが700

億円とマイナス分の半分以上の打撃を受けた事を考えると、同率では少し苦しい感があります。唯、

今回の改定に光明を兄いだすとすれば、今までと異なり一つは前回18年度改定の結果に対して中
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医協（中央社会保険医療協議会）に検証部会が設けられ、その検証結果が今回の改定に幾分反映

された事、もう一つは学術団体からの評価提案書に基づき、歯科医学的見地から歯科医療技術の

評価が行われ、保険適用する優先度が高い項目6件、再評価する優先度が高い項目3件、保健導

入が適切と評価された先進医療3件が素案に載った事です。ちなみに前回改訂時には歯科は中医

協で議論された医療技術は0件でした。この会報がお手元に届く頃には改定の全容が明らかにな

っていると思います。

改定率は僅かに＋0．42％ですが運用しだいではそれ以上にする事は可能であると確信しています。

前回改定で－1．5％が－3．9％になってしまった様に、今回の＋0．42％を＋10．0％にする事が出来るの

ではと期待しています。その為に愛知県歯科医師会、審査委員会でご活躍の同窓の先生方と連絡

を密に取り、少しでも会員の先生方の利益を守る事が出来ればと考えております。愛知県支部で

は会員の先生方に最新の情報をお伝え出来る様ホームページの充実を図っております。是非定期

的にアクセスしてみて下さい。有益な情報満載と自負しております。

膨れ上がる医療費を悪と決め付けた医療費抑制政策が、これからまだまだ津波の様に押し寄せ

て来ます。2011年にはいよいよレセプトオンライン化が実施されます。

私は医療人として国民が安心して良質な医療を受けられる国、長寿を全うできる国にしたいと

思います。国に対する信頼感と安心感が国の礎であり、国を栄えさせる原動力であると考えてい

ます。現状の如く歯科界が苦しい時期だからこそ同窓会が出来る事、同窓会でしか出来ない事が

有ると思います。これからも試行錯誤を繰り返しながら、より良い同窓会を目指して執行部一堂

団結して努力していく所存です。会員の皆様にはこれまで以上のご指導、ご協力をお願い致します。

第31回代議員会・第32回定時総会

日　時：平成20年4月20日（日）

代議員会10：00～

定時総会　代議員会終了後～

場　所：愛知学院大学歯学部附属病院（末盛）

北館7F研修医セミナ一室
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愛知県歯学同窓会懇話会

平成19年11月10日（土）18：30より名古屋ク

ラウンホテルにて恒例の第18回愛知県歯学同窓

会懇話会を我が校が主幹にて開催致しました。

参加18校、出席者は来賓の宮村県歯会長、我

が校11名を含めて75名でした。佐藤副支部長の

開会の辞に続き、阪上支部長の幹事校挨拶。宮

村県歯会長の来賓挨拶、各同窓会・校友会の会

長・支部長から挨拶と出席者紹介の後、東京歯

科大学愛知県同窓会、神谷龍司会長による乾杯

の発声で和気あいあいとした懇親の席に入りま

した。和室での膝を交えての懇話会、最後に内

堀副支部長の開会の辞で、締めとなりました。

参加の役員の皆様、大変お疲れ様でした。尚、

次回も我が校が幹事校に全校の総意で決まりま

した。

第2回衛生士カムバックセミナー

平成19年11月18日（日）正午より、愛知学院

大学歯学部附属病院第一教室を会場に第2回歯

科衛生士カムバックセミナーを開催しました。

昨年に引き続き本学歯科衛生専門学校同窓会（小

枝会）協力の下、25名の未就業の方々が受講さ

れました。第1部は内堀副支部長の「保険制度

の変貌」・「なぜ歯科衛生士不足なの」、第2

部は小枝会会員（開業医勤務）川口裕子さんの

「カムバック体験談」それぞれの演題で講演を

していただきました。今回は本会会員へのDM

の影響か、受講者の4割が他校出身者（6割は

本学歯科衛生専門学校出身者）でした。アンケ

ート集計結果、受講者の90％が講演内容に満足

し、今後も同様の講演会の定期的な開催を希望

しています。また、参加者の約半数が40歳代で

あることから、この年代の再雇用で歯科衛生士

不足を僅かでも解消出来たらと考えています。
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第1回歯科衛生士フォローアップセミナー

昨年のカムバックセミナー受講者のアンケー

ト集計結果より、多数の参加者が継続的な歯科

衛生士のためのセミナーの開催を希望していま

した。また本会会員の先生方の診療室へ勤務す

る歯科衛生士のための知識向上、勤労意欲向上

等を目的として、今回はカムバックセミナー終

了後同日に、歯科衛生士フォローアップセミナ

ーを本学歯科衛生専門学校同窓会（小枝会）協

力の下、開催しました。昨年のカムバックセミ

ナー参加者の多くのリクエストにより、斉藤佳

雄先生（6回生、名古屋市千種区開業）に「歯

を守る歯科医療一歯科衛生士に期待されるもの」

一長期経過症例から学ぶ歯科衛生士の役割一基

礎編から臨床編まで、という演題で講演をして

いただきました。受講者85名の大多数が最後ま

で、手を休めることなく熱心に聴講しました。

またアンケート結果より参加者の9割が講演内

容に関して、分かり易く満足し、次回も是非受

講したいと回答している。参加者の年代は20歳

代が57．4％と最も多く、ついで40歳代29．5％、

30歳代6．5％とここでも40歳代の活躍が目立っ

ています。また、勤務年数は5～10年が71．4％

と最も多く、ついで2年未満の14．3％、11年～

20年が14．3％とベテランの参加が際立っていま

す。なかには、昨年のカムバックセミナーの受

講者が職場復帰を果たし、今回のフォローアッ

プセミナーを受講したといううれしい回答が若

干名ありました。

組　　織　　局

新入会員説明会

日時：平成19年12月11日（火）16：00～

場所：楠元学舎　図書室4F　大教室

来春の卒業予定者に対して同窓会愛知県支部

の入会案内の説明会が行われました。

愛知県支部より椙村専務、鈴村常務が出席し

ました。説明内容としては①勤務先、住所の届

出、（彰弔意の届出、（彰会費の納入、④相互扶助

システム、⑤会員名簿等の説明を行いました。

また、同窓会愛知県支部組織の説明としては、

愛知県支部は全国の同窓会支部の中でも特殊性

のある地区（会員数が非常に多い）であること、

同窓生のための学術活動と親睦を深める組織で

あることを説明しました。

そして、同窓会本部と愛知県支部の組織とし

ての違い、愛知県支部には39の班が存在するこ

と、最近の卒業直後の同窓生の研修・就職状況

なども説明しました。また、勤務先が決定した

り、住所変更があった場合は愛知県支部事務局

まで届出をしてもらうようにお願いしました。

学　　術　　局未完

平成19年度愛知学院大学歯学会・同窓会
共催学術講演会

知立斑　春田昌吾（25回生）

11月18日（日）衣浦グランドホテルにて、午

前9：30より（担当）碧南・安城・刈谷・知立斑、

（協賛）碧南歯科医師会のもと愛知学院大学歯

学会・同窓会共催学術講演会が開催されました。

愛知学院大学歯学部よりお二方の先生を講師と

してお招きしました。

最初に、愛知学院大学歯学部生理学講座准教

授、江口　国博先生から「病気としての痛み（痛

みの新しい概念）」について御講演いただきま

した。組織損傷に対する警告信号としての「痛

み」のメカニズムからお話が始まり、中心とな

ったのは、今までの痛みのメカニズムでは説明

できない慢性痛症に関するお話でした。基礎科

目である生理学は、学生時代に学んだ以来、な

かなか触れる機会がないので、記憶を辿りなが

ら大変興味深く聴かせていただきました。

次に、愛知学院大学歯学部歯科保存学第二講

座講師、中田　和彦先生から「歯科用CTの歯
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内療法への活用」について御講演いただきまし

た。歯科用CTは、一照射当たりの被爆線量が

パノラマエックス線撮影と同等で非常に低く、

高解像度であり、適応範囲が極めて広く、従来

のエックス線診査のみでは病態の把握や解剖学

的形態・位置関係などの把握が困難な症例の精

査・診断に有効とのことでした。実際に先生が

臨床で撮影された写真をみせていただき、診断

上の有効性を実感しました。

3時間の講演会はあっという間に過ぎてしま

い、場所を移し、懇親会が行われました。この

席に出席された先生方からも、講師の先生方へ

質疑応答があり、大変盛り上がりました。最後

は、万歳三唱で締めくくられました。

両先生におかれましては、大変お忙しい中、

御講演にお越しいただきありがとうございまし

た。又、この講演会の進行に携わっていただき

ました碧南歯科医師会の先生方にも大変感謝し

ております。

，ミ・、

平成19年度愛知単底大学歯学会
共催学前癌漬会

厚生福祉局
∋管霊蔓雛鵬紡彗遥詳酸頚髄磨粕

平成19年度　厚生福祉局事業報告

男川やなそば打ち体験と炭火バーベキュー

日　時：平成19年11月11日（日）

10：00～14：30

場　所：岡崎市　男川やな

参加者：87名

＊現地集合の後、参加者はグループに分かれ

てそば打ちを体験し、打ちたてのそばを試食

しました。

＊その後、やなでつかみ取りした鮎を加えて、

バーベキューを楽しみました。

港区姓　小川麻子（27回生）

11月11日（日）に岡崎市淡渕町の男川やなに

て、愛知学院大学歯学部同窓会　愛知県支部の

厚生福祉事業として、「そば打ち体験と炭火バ

ーベキュー」が開催されました。

当日は朝から小雨模様で天候が心配されまし

たが、現地に集合する頃には雨もすっかり上が

り、最高の行楽日和になりました。

同窓会の先生方、ご家族、スタッフの方を合

わせて75名が参加され、私たちは家族4人に加

え、スタッフ、妹の計9名での参加となりまし

た。

集合時間は朝10時。子供たちは朝からワクワ

クで盛り上がっています。車2台に分乗してク

リニックを出発しました。高速道路が渋滞する

ことなくスムーズに岡崎インターを通過し、そ

こから山道を20分程走り、無事男川やなに到着

しました。

まずはそば打ち体験です。

大きな陶器の鉢に2種類の粉が入っており、

それをよく混ぜ合わせます。これはそば粉8に

対して、小麦粉2の割合でいわゆる「二八そば」

です。そば粉は額田で採れたものだそうです。

お店の方がその中にお水を入れ、それを手早

くかき混ぜていきます。最初はパサバサしてい

たのがだんだん団子状になっていきます。こね

るのは結構な重労働なので、3人で交代しなが

ら10分くらいすると、ようやく1つのかたまり

になってきました。

今度はそれを延ばします。隣の人を見ると、

どんどん大きく延びていくのに、私たちのそば

はなかなか上手く延びてくれません。だんだん

疲れてきたのでもういいやということになり、

たたんで細く切ったら、ブツブツに短く切れた

そばのようなものができ上がりました。

バーベキューが控えているので4人分だけゆ
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でて食べましたが、腰があってとても美味しか

ったです。

続いては鮎のつかみ取りです。天然の鮎がそ

んなにたくさんやなに落ちてくるはずもなく、

係の人がマイクで「○○先生〇匹です」とマイ

クで叫ぶと、どこか上流の見えない所で鮎を放

してくれるのです。子供たちはやなの中に流れ

てきた鮎をキャーキャー言いながらつかまえて

いました。

その後、つかまえた鮎を持ってバーベキュー

会場へ移動し、炭火のバーベキューを楽しみま

した。とれたての鮎は言うまでもなくお肉や野

ぐ　　菜もとて‾も美味しく、焼きそばまでベロリとた

いらげました。

′

バーベキューの間には、子供たちのためにビ

ンゴ大会が開かれました。一位の商品に何とニ

ンテンドーDSライトです。皆の目は真剣その

もので、数字を読み上げる先生のまわりに子供

たちが集まってきます。一位になった女の子が

「プリキュアのお菓子の方がいい」となぜか

DSを辞退するというアクシデントがあり、私

の息子が運良くDSを手にすることになりました。

以前から欲しいとねだられ、来月のお誕生日

に買うと約束していたので、私にとってもうれ

しい限りでした。

私たちは今回、厚生福祉事業に初めて参加さ

せていただきましたが、本当に楽しくあっとい

う間の一日でした。このような企画を考えてく

ださった役員の先生方には感謝の気持ちで一杯

です。来年も、是非、参加したいなあと楽しみ

にしています。

平成20年　愛知学院大学歯学部同窓会

愛知県支部新年会

日時：平成20年1月9日（水）19：30～

場所：ホテルグランコート名古屋「花梨」

平成20年1月9日（水）、第8回役員会終了

後、愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部新年

会が全日空ホテルズホテルグランコート名古屋

「花梨」にて開催されました。来賓として小出

忠孝学院長、野口俊英歯学部長、井上峰雄同窓

会本部会長、岡本善博名古屋市議会議員、長保

誠技朋会会長、池山正仁同窓会本部専務理事を

お招きしました。

内堀副支部長の開会、阪上支部長の年頭挨拶

に始まり、来賓各先生方よりお言葉を頂戴した

後、長保先生の乾杯の音頭で歓談に入りました。

つかの間の数時間でしたが同窓会らしく、小出

学院長、野口教授はじめ先輩後輩和やかな雰囲

気の中、親睦を深めました。

午後10時、水谷監事の一本締め後、山田副支

部長の閉会の辞にて散会となりました。
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平成19年度弔意報告
平成19年

10．18　春日井17回生　米倉　幹雄君　ご尊父様逝去

10．19　熱田区　8回生　山田　一重君　ご母堂様逝去

10．19　西尾幡豆15回生　小澤　孝紀君　ご母堂様逝去

10．20　瀬　戸　29回生　青木　啓豪君　ご尊父様逝去

10．22　知　立　31回生　岡田　実君　ご尊父様逝去

10．25　尾張旭16回生

10．28　熱田区　9回生

10．28　刈　谷17回生

11．1愛　豊18回生

11．15　北　区　9回生

刈　谷11回生

11．17　中川区　6回生

柴田　鋭雄君

大鐘　清司君

小谷　久也君

松森　正起君

杉浦　正幸君

杉浦　史典君

竹内　政夫君

ご母堂様逝去

ご母堂様逝去

ご尊父棟逝去

ご令嬢様逝去

ご尊父様逝去

ご令嬢様逝去

（大学支部　37回生　竹内幸子さん）

11．19　津　島　2回生　関根　義澄君　ご尊父様逝去

11．27　春日井16回生　谷口眞住人君　ご尊父様逝去

11．29　昭和区15回生　大野　芳彦君　ご尊父様逝去

12．1中川区　38回生　横井　友一君　ご母堂様逝去

（故7回生　横井敬治君のご令室様）

12．4　中村区14回生　佐藤　一郎君　ご尊父様逝去

12．9　千種区16回生　北村　恒康君　ご尊父様逝去

12．10　西　区　22回生　伊藤　康弘君　ご尊父様逝去

12．20　豊　田　6回生　新谷　澄男君　ご尊父様逝去

12．29　豊　田　8回生　加藤　和久君

10回生　加藤　正久君
ご母堂様逝去

平成20年

1．10　犬　山10回生　阿部　正俊君　ご尊父様逝去

1．15　内科学講座　教　授　松原　達昭先生　ご尊父様逝去

1．21海　部　2回生　高橋　利典君　ご本人棟逝去

（大学支部　31回生　高橋亨典君のご尊父様）

1．21中　区16回生　河合正君喘
17回生　河合　俊子さん

ご母堂様逝去

1．30　守山区16回生　安藤　利博君　ご令室様逝去

1．30　南　区16回生　杉本　太造君　ご尊父様逝去

謹んでご冥福をお祈り申しあげます

※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。（同窓会本部・愛知県支部で一対）

お手数ですが、弔意の際には事務局迄ご連絡

下さい。

同窓会愛知県支部…℡　052－763－2182

FaxO52－763－2355

尚、休日で事務局に連絡不可能な時は直接花

屋さんへ連絡してください。

花松（はなしょう）・・・℡・FaxO52－832－8446

会　計　㌍局吏

日ごろは同窓会活動にご協力頂きありがとう

ございます。

自動引き落としによる納入の先生にはすでに

納入頂いておりますが、銀行振り込みの先生に

は、再度2月に振込用紙と念書を郵送いたしま

したので、本年度も会費納入に何卒ご協力お願

い申し上げます。

平成19年度の会費納入状況ですが（H20年1

月24日現在）会員2796名中

19年度分

念書にて自動引き落としによる入金

1171名（41．8％）

セントラルファイナンスにて自動引き落と

しによる入金　　　　　　　　79名（2．8％）

銀行振り込みによる入金　　583名（20．8％）

合計　　　　　　　　　　1833名（65．5％）

昨年の同時期と比較しますと3％近い納入率

低下がみられます。全体の納入率を下回っている

班の正長先生は会費未納入の先生方に大変恐縮

ですがお声をかけていただけると幸いです。

尚、事務局においては振込み用紙発送時の郵

送料節減、先生方におかれましても振り込み時

の手数料節約のため、県歯に入会の先生には自

動引き落としの方法をご利用いただきますよう

お願いいたします。毎回振り込み用紙にて納入

いただいている先生には、自動引き落としにす

るための念書を同封しております。念書に必要

事項を記入し、事務局へ郵送していただければ、

今年度分は振り込みによる納入となりますが、

来年度分以降は自動引き落としとなります。是

非この機会に自動引き落としによる納入に変更

していただきますようお願いいたします。

何卒ご理解いただき、会費の納入にご協力頂

きますよう重ねてお願い申し上げます。

－　8　－
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年　　歯科医師求職申込書　　　　受付　年　月　日

ぐ

ぐ

氏　　 名
連絡先

℡（　 ）

現 住 所

勤 務 先

卒業後の

略　　 歴

年度卒　　　　　　 回生

勤 務 に

対 す　る

希望条件

常　 勤

アルバイト

曜日　　 時　 ～　　　　 時 曜日　　 時　 ～　　　　 時

曜日　　 時　 ～　　　　 時 曜日　　 時　 ～　　　　 時

曜日　　 時　 ～　　　　 時 曜日　　 時　 ～　　　　 時

給　　　 料 常　 勤　　　　　　　　　　　　 円 アルバイト　　　　　　 円／時間

勤務地、条件等に対する希望

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
電話（052）763－2182（直通）
Fax（052）763－2355

人材センター用



年　　歯科医師求人申込書　　　受付　年　月　日

名　　 称

所 在 地

地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ℡（　 ）

管理者名
連絡先

℡（　 ）　　　　　　　　　　　　 回生

状　　 況

歯　 科　 医　　　 名　 歯科衛生士　　　 名 技　 工　 士　　　 名　 そ　 の　 他　　　 名

治療台 数　　　 台　 技工の処理　 1、院内処理　　 2、技工所委託　　 3、1 ＋2

条　　 件

職種 ・専門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 経験年数 （　　　 年）

給　 料（税込） 昇　　　　 給
年　　 回

円程度

賞　　　　 与 夏　　　　 ヶ月分 賞　　　　 与 冬　　　　 ヶ月分

アルバイト料 円／時間

手当（交通費） 円 手当（　 ） 円

〃 （　 ） 円 ク （　 ） 円

勤務時間 厚　生　施　設

採用人数 名

時　　 期 1、至　 急　　　 2、随　 時　　　 3、　 年　　 月より　　　　 4 、その他

形　　 態

1、常　 勤

2、アルバイト　　　　　 曜日　　　 時～　　　 時、　　　　 曜日　　　 時～　　　 時

曜日　　　 時～　　　 時、　　　　 曜日　　　 時～　　　 時

そ　の 他

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

電話（052）763－2182（直通）
Fax（052）763－2355

人材センター用

ヽ

「
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《平成19年度会費納入率≫

′

ぐ

姓　 名 全体数
全体

納入者

全体
納入率
（％）

開業者

数

開業

納入者

開業
納入率
（％）

千種 区 117 56 47．9 69 45 65．2

名 東 区 92 66 71．7 64 60 93．8

東　 区 60 40 66．7 46 34 73．9

北　 区 82 58 70．7 66 54 81．8

守 山 区 61 35 57．4 39 32 82．1

西　 区 70 55 78．6 53 46 86．8

中村 区 103 64 62．1 69 55 79．7

中　 区 117 62 53．0 77 50 64．9

港　 区 42 30 71．4 32 27 84．4

昭 和 区 75 36 48．0 48 31 64．6

天 白 区 65 43 66．2 50 40 80．0

瑞 穂 区 61 29 47．5 36 25 69．4

熱 田区 32 23 71．9 25 22 88．0

中川 区 84 63 75．0 63 59 93．7

南　 区 47 38 80．9 38 35 92．1

緑　 区 72 42 58．3 6 1 40 65．6

宮 136 90 66．2 101 82 81．2

瀬　 戸 79 42 53．2 51 34 66．7

半　 田 82 58 70．7 57 50 87．7

春 日井 111 92 82．9 91 83 91．2

津　 島 25 22 88．0 21 21 100．0

小　 牧 50 27 54．0 39 23 59．0

尾　 北 70 44 62．9 56 42 75．0

犬　 山 24 21 87．5 20 18 90．0

西春日井 61 40 65．6 41 34 82．9

知　 多 113 76 67．3 88 70 79．5

海　 部 66 43 65．2 53 38 7 1．7

稲　 沢 38 27 71．1 29 26 89．7

愛　 豊 77 46 59．7 62 42 67．7

尾 張 旭 37 28 ’75．7 31 25 80．6

豊橋田原 111 78 70．3 83 66 79．5

岡　 崎 125 80 64．0 98 72 73．5

豊　 川 84 51 60．7 56 43 76．8

知　 立 21 15 71．4 16 13 81．3

安　 城 46 35 76．1 36 32 88．9

刈　 谷 41 38 92．7 34 34 100．0

碧　 南 30 21 70．0 18 16 88．9

西尾幡豆 41 31 75．6 30 26 86．7

豊　 田 150 90 60．0 117 80 68．4

合　 計 2798 1835 65．6 2064 1625 78．7

（平成20年1月31日現在）

遜転蕪礎箪揮再鞘瑠那簸強

書　　記　　局

阪上執行部になり、三年目を迎えようとして

います。また早いものですでに我々の役員の任

期半分を消化し、あと今年度の行事は4月の代

議員会、定時総会を乗り切るのみとなりました。

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

の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。

・「役員だより」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31回代議員会、第32回定時総会の開催

平成20年4月20日（日）

愛知学院大学歯学部附属病院7F（末盛）

にて開催予定

愛知県支部同窓会事務局

Shib a＠sde nt．a ic hi－

メールア：ドレス

gakuれac－JPIヽ

く幸三＞く垂＞く◎く惨く強弓＞く惨く垂＞く垂＞噸＞噸＞くく垣＞噸＞噸＞

憬報処理要具命
平素は情報処理関連事業にご理解、ご協力賜

りまして厚くお礼申し上げます。お陰を持ちま

して愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部のホ

ームページも立ち上げから1年半ほどでアクセ

スカウンタも1万を超えました。これからも皆

様方にとって有益なサイトになるよう努めて参

りたいと思います。支部事業後の画像のアップ、

求人・求職サイトも設置し実用化していきます。

http：／／www．agud8020．jp

ID：aichiken PA：Shibu

メーリングリストによる計報・緊急連絡等は

各姓長・地区情報担当者に今まで通り行ってい

きますが、新たに直接メーリングリストのメン

バー登録を行いたい会員の方、変更（新規・削

除）がございましたら下記メールアドレスまで

お願いします。keijilll＠aqua．ocn．ne．jp（徳丸）
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「－～一一－－一一一一一一、役員会議事録
平成19年度　第5回愛知県支部役員会
日時：平成19年10月4日（木）14：00～
場所：愛知県歯科医師会館301

1．開会の辞
2．氏名点呼
3．支部長挨拶
4．第4回役員会議事録承認
5．報　告

1）本部
2）県歯
3）専務
4）中間監査報告
5）各局・委員会

6．審議事項
1）「歯科衛生士カムバックセミナー・フ

ォローアップセミナー」の件……渉外
7．協議事項
1）「会貞名簿」回収の件……組織局

8．その他
9．監事所見
10．開会の辞

平成19年度　第6回愛知県支部役員会
日時：平成19年11月7日（水）19：45－
場所：補元学舎　第2会議室

1．開会の辞
2．氏名点呼
3．支部長挨拶
4．第5回役員会議事録承認
5．報　告

1）本部
2）県歯
3）専務
4）各局・委員会

6．審議事項
1）支部学術講演会の件‥…・学術局
2）「第2回班長会」日時、場所の件

……組織局

3）「第31回代議員会・第32回定時総会」
日時・場所の件…‥・書記局

7．協議事項
1）「会員名簿」回収の件……組織局
2）「第2回三旺長会」の件……組織局

8．その他
1）第16回「医療経済実態調査結果速報に

対する見解」……内堀副支部長
2）「会報」の件……書記局
3）新年会の件……厚生福祉局
4）正会員、非会員の慶弔に関して調査中

……厚生福祉局
9．監事所見
10．開会の辞

平成19年度　第7回愛知県支部役員会
日時：平成19年12月5日（水）19：45～
場所：楠元学舎　第2会議室

し＿＿

1．開会の辞
2．氏名点呼
3．支部長挨拶
4．第6回役員会議事録承認
5．報　告

1）本部
2）県歯

3）専務
4）各局・委員会

6．審議事項
1）「第2回三旺長会」の件……組織局
2）支部学術講寺寅会の件……学術局
3）富士通スキャナー購入の件

……情報処理委員会
7．協議事項

1）「会員名簿」回収の件……組織局
2）平成20年度予算案の件……会計局

8．その他
1）支部新年会の件……厚生福祉局
2）本部新年会……厚生福祉局

9．監事所見
10．開会の辞

平成19年度　第8回愛知県支部役員会
日時：平成20年1月9日（水）19：30－
場所：ホテルグランコート名古屋「花梨」

1．開会の辞
2．氏名点呼
3．支部長挨拶
4．第7回役員会議事録承認
5．報　告

1）本部
2）県歯
3）専務
4）各局・委員会

6．審議事項
1）実習を伴う学術講演会の件

……学術局
2）平成20年度予算案の件……会計局
3）支部学術講演会（講師宿泊代）の件

……学術局

7．協議事項
8．その他
9．監事所見
10．開会の辞

平成19年度　第9回愛知県支部役員会
日時：平成20年2月6日（水）19：45－
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．第8回役員会議事録承認
5．報　告

1）本部
2）県歯
3）専務
4）各局・委員会

6．審議事項
1）第14回「愛知学院大学歯学部同窓会愛

知県支部と技朋会との懇談会」の件
……渉外

2）第31回代議員会・第32回定時総会の件
……書記局

7．協議事項
8．その他（インカム　〈院内トランシーバー〉

の件）
9．監事所見
10．開会の辞

ー10　－
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ぐ

ぐ

尾張旭市長

谷　口　幸　治

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部の皆様

方におかれましては、ますますご清栄のことと

お喜び申し上げます。

「地域の治安」について「不安を感じる」と

いう回答が49．4％、愛知県警が昨秋に4000人を

対象に実施したアンケート結果です。現在「安

全なまち」への関心が高まり、各地で地域自主

防犯活動が実施されています。先日、地域一丸

で取り組んでいる防犯パトロール活動の報告会

に出席させていただきました。愛知県の安全な

まちづくりモデル事業に指定されているその活

動は、地域を一日中カバーした特色ある取り組

みで、昼間は主婦中心、夜間はウオーキングを

兼ねて参加するなど180人の登録者が可能な時

間帯で調整し合い、パトロール隊を結成してい

ます。また、深夜にはパトカーと同色の移動式

赤色回転灯を活用し、24時間犯罪を未然に防ぐ

地域づくりを工夫。その結果、地域の犯罪減少

率は県内平均の16％を大きく上回る32％を達成

しました。これは、いかに「地域の目」が重要

であるかを示すと同時に、次世代に安全なまち

を残したいという熱い思いが地域の環境を改善

させる源であると実感しました。

さて、今年は十二支アンカーの亥年から先頭

ランナーの子年へ樽が渡りました。ねずみは、

素早い行動力と勤勉さを兼ね備え、沢山の餌を

貯め、地震の時などはいち早く危険を察知して

避難します。また子どもを沢山生むこともあっ

て、昔から財力を蓄積し繁栄をもたらす五穀豊

穣の神「大黒様」のお使いであると言われてい

ます。私も、子にあやかり労苦をいとわずまめ

に働き、尾張旭市の繁栄のため誠心誠意、努力

してまいりたいと思っています。

8月には北京で第29回夏季オリンピックが開

催されます。今大会を最後に正式種目から外れ

る野球、「中東の笛」で注目を集めたハンドボ

ール、代表枠を激しく争うマラソンなど注目の

競技が目白押しです。4年に1度の最高の舞台

で、出場選手が自分の持てる全てをかけて、そ

の一瞬のために精進している。他の大会にはな

い神聖さを感じるとともに、どんなパフォーマ

ンスがみられるのか、感動を与えてくれるのか

楽しみでなりません。ついついテレビにかじり

ついてしまいそうです。

11月には、アメリカ合衆国大統領選挙が実施

されます。次期大統領に当選するのは誰か。経

済政策にも世界が注目していますし、日本を含

め世界的に大きな影響があることは間違いあり

ません。

外国製加工食品による健康被害が報告され食

に対する不安が広がっています。食品産業側は

生産コストの縮減による利益を追求し、消費者

側は便利で快適な生活のため、調理時間の短縮

を求めました。そのため外国からの冷凍加工食

品などが日本の食産業に多く採用される構図が

出来上がってしまいました。今回の事件は、我々

の食事は本当にこれでよいのかよく考えてみな

さいと問い掛けているのではないでしょうか。

尾張旭市健康都市プログラムのリーディングプ

ランに「農と食による健康増進」を掲げていま

す。健康な食生活を送ることは、健康づくりに

欠かせません。地元で生産された農産物を使い、

食に対する関心を持ち、正しい食習慣を身につ
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けてもらうものです。昨年度から、このプラン

に則り「わが家の健康メニュー」を募集し、市

のホームページなどで紹介させていただいてい

ます。どのメニューもその家に合った知恵と工

夫が凝らされています。そして何より家族への

愛情がいっぱい詰まっています。やはり食べる

人のことを思いながら心を込めて作る料理には

人を健康にする力があると思います。どのメニ

ユーも食卓を囲む家族の笑顔が想像できます。

市政も同様ではないでしょうか。私は、生まれ

育ったまちへの愛情は誰にも負けません。そこ

に、8万市民への愛情をミックスして、私なら

ではの施策（メニュー）を作り、健康なまちづ

くりのレシピとして、広く市内外にも発信でき

たらと思います。そして子年にあやかり健康都

市のトップランナーを目指します。

名古屋市議会議員

岡　本　善　博

愛知学院大学歯学部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。

今年は、年初から株の大暴落や、冷凍食品か

らの農薬検出など大きな事件が立て続けに起こ

り、なかなか落ち着いた雰囲気になりません。

一日も早く落ち着きを取り戻したいものです。

さて、名古屋市議会では、2月定例会におき

まして20年度予算案が議論されました。その中

でも「子ども医療費」の助成についてご報告さ

せていただこうと思います。

先号でご報告させていただきましたが、昨年

9月に開催された議会の定例会において、「乳

幼児医療費助成条例及び小学生医療費助成条例

の一部改正」が行われ、「通院」につきまして

は小学生入学前は無料となり、「入院」につき

ましては小学3年生まででした助成対象を小学

6年生まで拡げたところです。

この時点でも大きな一歩といえましたが、少

子化対策のため更なる充実が望まれていました。

そこで子育て支援策を一層充実するため、医療

費助成の対象者を拡大することにいたしました。

具体的には、「通院」はこれまで小学校に入

るまででしたが小学6年生まで、「入院」につ

きましても小学6年生まででしたが中学3年生

まで対象を拡げます。対象者は通院が22万人強、

入院が27万人強となります。この制度は8月か

らの実施予定です。なお、通院を小学6年生ま

で実施する政令指定都市は名古屋市だけとなり

ます。「子育てするなら名古屋で」をキャッチ

フレーズに、これからも一人でも多くの方に喜

んでいただける政策を展開してまいりたいと思

います。

終わりに、同窓会の先生方の今後益々のご活

躍・ご健勝を祈念して、私のご挨拶とさせてい

ただきます。
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本案内は相互扶助システム加入と同時に加入をする
団体所得補償保険の案内を兼ねています。

ぐ

ぐ

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もあります。

そんな時、代診医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掛けず、
安心してご自身の治療に専念することができるはずです。この『相互扶助システム』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1ケ月）

また、代診医に対する費用は所得補償保険に加入することにより確保されていますので安心です。

＜1＞病気やケガで働けなくなった場合に代診医制度により、代診医が派遣され患者さんや家族に迷惑を掛ける

ことなく安心して自身の治療に専念できます。
＜2＞代診医に対しては入会条件として加入する所得補償保険によって支払われる保険金から日当を支払うの

で費用の心配が要りません。

＜3＞所得補償保険の加入においては医師の診査は不要です。（別途告知書※が必要です）
※告知の内容によりご加入になれない場合や条件付のご加入になる場合があります

＜4＞無事故の際は加入している所得補償保険から無事故返戻金として保険料の20％が返戻されます。

＜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していること。
＜2＞同窓会愛知県支部相互扶助システム委員会を契約者とする所得補償保険（基本契約保険金月額60万円）

に加入すること。

月額1，000円
※会費、保険料は月払にてご指定の

口座から引き落とします。

本案内は概要を記載したものです。詳しい内容につきましては、事務局、取扱代理店および損保ジャパンまでお問い合わせ下さし

■相互扶助システムに関するお問い合わせ　　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』委員会事務局
TEL．052－763－2182　FAX．052－763－2355　担当：芝

■所得補償保険に関するお問い合わせ　　　取扱代理店　　株式会社ダイマルサービス　担当：神野
〒460－0017　名古屋市中区松原1－6－13　　TEL．052－323－0282

引受保険会社　株式会社損害保険ジャパン名古屋企業営業部第一課
〒460－8551名古屋市中区丸の内3－22－21　TEL．052－953－3894

］一口　□　　　2㈲75．月作成
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●編集後記

昨年から続く、食品偽装事件にうんざりしている中「中国製ギョーザショック」回収された製品

があまりにも多いのを見て、こんなに中国に依存していたのかと驚かされた。命をつなぐ食料を他

国にゆだねる、さまざまな危険や無駄と向き合うことから安さより安全重視で、厳しい日を養い、

輸入依存の食生活を見直し「和食中心」身近な食材を使った家庭の手作り料理でメタポリックを解

消したいものだ日
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