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親子継承に、諸説あり

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部　副支部長

　　三 輪 英 則 （ 7回生）

日頃は、愛知学院大学歯学部同窓会愛知支部の活動に、ご協力誠にありがとうございます。今期

の阪上執行部も順調に１年が過ぎ、新たな１年も会員の皆様のご要望に即した学術や厚生事業を

多く計画しておりますのでご参加ご協力おねがいします。

知足

今年正月休みを利用して家内と四国遍路にでました。同行二人と書いた白装束に重い荷物を背

負って寒風吹きすさむ道を歩き遍路をする人、観光バスで廻る人それぞれです。我ら 2人は目的の

お寺まで電車で行きそこから歩き遍路をして帰りは電車で帰ります。夜は温泉に入り地場の食材を

いただく四国遍路でした。人それぞれ色々な思いがあって大変な歩き遍路をするのでしょうが、歩

き遍路は時間とお金それに体力が有る人ができる遍路だそうです、バス遍路は時間や体力がない人

が利用する遍路旅行です。我ら 2人は道に迷ってはあっちだ・こっちだ・スマホで調べろとの言い

合いばかりの旅でしたがこの歳で夫婦旅行が出来ること自体が幸せかもしれません。見方一つで幸

せにも不幸せにもなります。人それぞれの煩悩があり苦悩もあり、悟りあって幸福感があること「足

るを知る」遍路旅でした。

親子継承

会報第117号で、「資金は出すが口は出さない」と改装についてお話しましたが、正式な継承には

開設管理者の名義変更をしなくてはなりません。改装直後に名義変更をしようとすると、個人歯科

医院では、改装費や建物に対して多大の贈与税がかかります。そこで器械や建物付属設備の減価償

却が終わるまで、出来るだけ長く先生が名誉院長で子女が副院長として実質頑張っていただければ、

随分節税になります。

また医療法人であれば、名義変更しても贈与税は発生しません、既に医療法人であれば、内部資

産を積み立てて改装費に充てれば良いのですが、内部資産がない場合は先生が医療法人に銀行金利

より安く貸し、理事長である子息が先生に返済します。そうすると、先生の資産が減らなくて先生

の死後多くの相続税が発生します。そこで、先生の老後資金をしっかり残してから子息・お嫁さん・

お孫さんに年110万円の贈与あるいは多少の贈与税を払ってでも、長期に財産譲渡をすれば節税に

なります。死んだときドッカと渡してこんなに多くの贈与税かと文句を言われるより、生きている
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うちに少しずつ譲渡して毎年少しだけ感謝されるのもいいものです。新たに医療法人を立ち上げて

名義変更する場合は、立ち上げ時の医療法人理事長は、医院施設と 2か月の運営資金の拠出・ 2年

以上の管理者経験が必要です、まずは先生が理事長になって医療法人を立ち上げしばらくしてから

名義変更にします。そうすれば改装費と運営費が子女に資産移譲になります。ただ、医療法人設立

は、医療法人の規模・時期・方法によってはメリットにもデメリットにもなります、設立には専門

家と相談の上慎重に進めてください。

女子の場合

女子継承は、やる気がないとか、結婚と仕事の両立は難しい等色々聞きますが、男子ならばとっ

くに継承している時期でも女子だからと先生がなかなか継承せずにいれば女子でなく男子でもやる

気をなくします。女子は優秀な次男と結婚してお婿さんが継承するのが理想と思い、仕事を取るな

ら結婚をあきらめ、仕事を諦めるなら今までの苦労を考えて高学歴高収入の人でないと結婚しない

と決めてはいませんか、今時おかしなことです。このような方法はいかがでしょうか、まず先生が

女子継承して院長として権限を移譲して、優しくて共働に理解のある他業種のご主人と結婚し診療

時間は働きやすいように 9時から17時までにして、それ以後の診療は副院長である先生の出番です。

また産休・育休・子育ての学校行事や急な休みこそ先生の出番で、その為には先生は生涯現役で頑

張ってもらいましょう。

継承者なし

子女や親族に継承者がいない場合は、閉院か医院の売却を考えなくてはなりません。医院売却は

売り上げやレセ枚数が多いほど高く売却できるようです。そのため、最近レセ枚数が少なくなって

きたから医院でも売って隠居しようかでは、退職金にもなりませんしスタッフにも迷惑です、ギリ

ギリまで医院経営の努力や勉強をしてこその売却です。閉院後は、体力が無くてもできる趣味やや

る事が有ればいいですが、無ければすぐボケます。閉院しないで、好きな時に開院し好きな治療だ

けをしてレセ 1枚まで生涯現役はいかがでしょうか。

人や家庭には、いろいろの思いや事情がありますが、それすら時々刻々変わっていくものです、

一時の思いにとらわれず色々な見方をして「足るを知る」ことではないでしょうか。
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渉 外

平成29年度　医療懇談会

	 常務理事　甲斐　公也（33回生）
　平成29年度　愛知学院大学歯学部同窓会愛知
県支部の医療懇談会が平成29年10月28日土曜日
19時からプリンセスガーデンホテルにて、講師
に今年の 7月まで中日新聞中国総局長として活
躍されていた中日新聞社会部ニュースデスクの
平岩勇司（ひらいわゆうじ）氏をお招きして開
催されました。平岩氏は愛知県岡崎市出身で昭
和43年生まれの49歳で早稲田大学を卒業後、中
日新聞社に入社されました。今回、中国総局長
としての取材経験から、「習近平の中国の現実」
というテーマでご講演いただきました。24人の
支部役員の先生方が参加されました。支部渉外
担当の中村筆頭常務理事の司会で始まり、椙村
副支部長の「開会の辞」に続き、阪上支部長が
挨拶され、『最近、中国の南シナ海進出問題、
東シナ海の尖閣付近の公船の航行問題、北朝鮮
の核実験や弾道ミサイル発射実験など日本を取
り巻く環境が大幅に変化しております。このま
までは、いいようにやられてしまいます。日本
も毅然とした態度で外交を進めなければなりま

せん。今回テレビ報道やネット報道とは異なる
視点でご講演いただけるので大変楽しみにして
おります。』と述べられました。
　平岩氏は、胡錦涛政権の2006年から2009年と
習近平政権に入った2015年から2017年の 2 回、
中国総局（北京）で特派員を務められ、中国社
会の変化を肌で感じ、その変化について①習近
平はどのように一強支配を確立したか、②反腐
敗闘争の現実、③人権・民主化運動弾圧の現実、
④日本の存在感低下の現実の 4つのテーマ分け
て詳しく講演されました。まず、習近平がどう
やって一強支配に上り詰めたかについて詳しく
説明されました。習近平は、初めは「史上最弱
の皇帝」と言われていましたが、当初は、胡錦
涛時代と同じく、決められない政治で腐敗が悪
化すると予想されていました。しかし習近平は、
反腐敗闘争を開始し、江沢民派の有力者を次々
と汚職で摘発し、政敵を追放していきました。
政権内に小さなグループを多く作り自らトップ
に就任しました。重要政策をその小グループで
決定し、次々と権力を掌握していきました。ま
た建国時代の幹部の（江沢民派とみられていた）
子弟を、自分の方へ取り込むことに成功しまし
た。さらに庶民に分かりやすい「中華民国の偉
大なる復興」「中国の夢」「二つの百年」などの
愛国心高揚のスローガンを挙げて庶民をひきつ
け、南シナ海の海洋進出を正当化し、国産空母
を建造し、AIIB（アジアインフラ投資銀行）
を設立、一対一路（シルクロード経済圏構想）、
反腐敗闘争、脱貧困など政治、経済、軍事など
多方面で明確なビジョンを打ち出しています。
習近平指導部は、共産党員の不正を摘発する反
腐敗闘争を続けています。「虎（大物）もハエ（小
者）もたたく」のスローガンは有名です。なぜ
小者の「ハエ」も摘発する必要があるかという

各　局　活　動　状　況
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と、「ハエ」は、庶民にたかって難癖をつけ、
あらゆるものを詐取していきます。その「ハエ」
をたたくことにより、庶民からの習近平指導部
への支持は絶大のものになります。また習近平
は、人権・民主化運動に対して容赦ない弾圧を
続けています。まるで、悪代官を退治する水戸
黄門が、一方で権利意識を持った庶民も弾圧し
ているようです。香港の「雨傘運動」を指示し
ていた人権弁護士は、半年間拘留され、拷問も
受けました。2008年の四川大地震で、学校の校
舎が崩壊し多くの子供たちが亡くなりました
が、四川省に責任を追及しようとした保護者や、
マスコミは警察に尾行され監視され続けまし
た。ノーベル平和賞を受賞した劉暁波氏も不当
な扱いを受け続け、服役中にガンが判明し、海
外での治療を希望しましたが、それも叶わず劉
氏が死去するまで頑なに拒否され続けました。
わずかでも「不満分子の拠点」になる可能性が
あれば徹底的に鎮圧されます。それは「清く正
しい共産党がすべてを指導する」という習近平
の考えに基づいています。党が腐敗を退治し、
国家を発展させるから、それ以外の勢力は必要
ないし、むしろ排除すべきであるという認識で
す。続いて、日本の存在感の低下の現実につい
て、話されました。中国は、改革・開放政策を
始めて以降、日本は常に手本であり最大のパー
トナーでした。それが、中国が経済成長してい
く中で、日本に対する経済・外交のウェートは、
だんだん低くなり、現在では、「ジャパンバッ
シング（日本たたき）」から、「パッシング（素
通り）」となり、「ナッシング（無視）」と移り
変わってきています。ある中国幹部は、「日本
のドラえもんに例えると米国はジャイアン、日
本はスネ夫。米国がこちらを向けば、日本も後
からついてくる」と語っています。また、中国
が世界に先駆けて発信した技術も多く出てき
て、様々な支払いがスマホを使って決済できる
システムや、乗り捨て可能自転車サービスなど
日本に導入されてきています。「中国発日本」
という流れが始まってきています。

　最後に『これから日本はどうすればよいか、
それは現実と向き合うことが大事です。いま日
本では、「中国、韓国が日本に追いつけない理由」
「世界から賞賛される日本」のような日本自讃
論がブームになっていますが、それは「日本初
日本とまり」のむなしい発想です。中国の力が
大きくなっている現実を直視し、日中両国が協
調していくことが必要です。一人一人が冷静に
中国と向き合うことで日中関係の改善につなが
ると思います。』とまとめられ、講演は終了し
ました。講演は予定時間を大幅に超えての大変
充実した中身の濃いものになりました。竹内専
務の「閉会の辞」で締めくくり、終了しました。

第28回歯学同窓会懇話会

	 常務理事　甲斐　公也（33回生）
　平成29年11月18日（土）18時30分より、全国
の歯学部同窓会・校友会の愛知県支部の代表が
一同に会する愛知県歯学同窓会懇話会が名古屋
クラウンホテルにて開催されました。今年も膝
にやさしい、テーブル席の 5階　鶴の間にて開
催されました。
　今年度は、徳島大学歯学部、昭和大学歯学部
が、欠席のため21校の参加となりました。本校
からは、阪上支部長はじめ副支部長、専務、各
局筆頭常務理事、監事、渉外の27名が出席し、
総勢96名の参加者となりました。
　司会は、前半が竹内専務、後半の各校紹介か
ら渉外・榮常務理事が務められ、椙村副支部長
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が開会の辞を述べられました。幹事校挨拶では
阪上支部長が、まず愛知学院大学歯学部同窓生
の内堀先生が愛知県歯科医師会会長に就任でき
たことへの御礼を述べられました。次にトラン
プ大統領訪日の話題から、北朝鮮、中国の時事
問題に触れ、今こそ日本が一つになることが必
要であり、先月の衆議院解散総選挙では自民党
が圧勝し、安倍政権が承認されたことで、今後
安倍政権が国際社会でもっと存在感を示してく
れることを期待したいとした上で、「各校の同
窓会もまた 1つになり愛知県歯科医師会を盛り
上げていきましょう。」と強く述べられました。
　続いて、愛知県歯科医師会新会長、内堀典保
先生の来賓挨拶では、「ここにおられる先生の
おかげで愛知県歯科医師会の会長に就任するこ
とができました。皆様から頂いたご支援を大事
にし、歯科界の現状を改善すべく頑張っていき
たいと思います。また、東海北陸厚生局や各保
険者団体、国保連合会などの歯科関係団体とも、
連携を深め、愛知県歯科医師会会員のためにな
るよう汗をかいていきたいと思います。」と力
強く述べられました。次第に沿って各同窓会、
校友会の出席者紹介と続き、来年度も本校愛知
学院大学歯学部同窓会愛知県支部が幹事校を務
めさせて頂くことが決定しました。東京医科歯
科大学愛知県歯科同窓会支部長　加藤厚先生の
「乾杯」の御発声の後、宴席が始まり各々の懇
談へと進んでゆきました。本年度は、女性役員
の参加者が 5名と例年より多かったのですが、
今後も、さらに多くの女性の先生が役員として
参加されることが期待されます。
　今年も、あちらこちらでいくつもの懇談の輪
ができ、お酒も進み、あっという間に楽しいひ
と時が流れ、終了時刻を大幅に過ぎて、例年以
上に大変盛り上がった会となり、懇話会の目的
である親睦も大いに深めることができました。
最後に三輪副支部長が閉会の辞を述べられ閉会
となりました。今年も多くの先生方とお酒を酌
み交わしながら情報交換などができたかなと思
いました。企画設営にご尽力いただいた渉外、

ご参加いただいた各校同窓会関係者の皆様、ど
うもありがとうございました。

平成29年度�
歯科医師・歯科技工士合同セミナー
	 常務理事　伊豆　修（30回生）
　平成29年11月23日（木・祝）10時より、愛知
学院大学歯学部楠元キャンパス薬学部棟 4号館
2階4201講義室にて、今年で第10回目となる歯
科医師・歯科技工士合同セミナーが開催されま
した。本年度は祝日の木曜日の開催で、受講者
数が心配でしたが、4201講義室がいっぱいにな
るほど盛況となりました。ご尽力頂いた同窓会
関係者、技朋会の方々に深くお礼申し上げます。
歯科医師の立場からの講師が筒井照子先生・歯
科技工士の立場からの講師が増田長次郎先生
で、共に有名な先生のコラボレーションでのセ
ミナーとなりました。
　司会は私、渉外常務の伊豆が担当させていた
だき、開会の辞を竹内専務がされ、同窓会県支
部の支部長挨拶では阪上支部長が、「昨年度の
歯科衛生士セミナーに引き続き、今年度も筒井
先生のご講義をお聞きできることを喜ばしいと
思います。また祝日にもかかわらず多くの先生
方にご参加いただき誠にありがとうございまし
た」と述べられた。続く技朋会の会長挨拶で白
石会長が歯科技工士の厳しい現状をお話しされ
「全国的に有名な歯科技工士の増田先生のご講
演が技朋会を通じてお聞きできることが喜ばし
い。近年、歯科技工士養成校の志願者は減少し、
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全国で廃校が相次いでいます。厳しい現状を打
破するために皆さんで頑張っていきましょう」
とご挨拶されました。
　セミナーは午前の 2時間が筒井先生、午後は、
前半の 2時間が増田先生、後半の 1時間はコラ
ボレーション症例について、共同でご講演され、
大変内容の濃いものとなりました。
筒井先生の講演「咀嚼運動から捉えた咬合面形
態の実践」では、CT画像、咀嚼運動測定、咬
合器仮想マウントまで、デジタル画像を駆使し
て、今まで目視出来なかった 6番の咀嚼運動と
顎関節運動の動きを連動して再現しながら咬合
面形態、コンタクトポイント側方斜面の付与の
仕方等、解剖学的側面と生理学的側面について
ご講演されました。
　増田先生の講演「今日から実践、包括的審美
歯科技工～咬合編」では、ラボサイドからの咀
嚼運動チューニングからの咬合面付与の仕方
と、歯の配列の仕方は頬側面を綺麗に並べるの
ではなく歯の裂溝を揃えて配列することによ
り、上顎 2番は 1番 3番より舌側になり 4， 5
番も 6番より舌側よりに配列されるとの基本的
なことを織り交ぜながら顎関節、歯列、咬合面
形態、コンタクトポイント、側方斜面の付与の
仕方をご講演されました。
　コラボレーション症例では顎関節症を伴う不
正咬合を歯周病治療、欠損部インプラント、部
分矯正を施術しながらCT画像、PA画像で顎関
節の変化や咀嚼運動の変化のモニタリング画像
を提示、解説され、受講者が驚愕した場面もあ
りました。
　セミナー終了後、講師の先生方への感謝状授
与と閉会の辞を野々垣副支部長がされ、盛況の
うちに歯科医師・歯科技工士合同セミナーを終
えることができました。
　ご講演後、筒井先生は予定時間をオーバーし
て講演されたにも関らず、「もう少し話をした
かったので、来年は「名古屋咬合コース」の開
催を考えてみようかしら」と言われたので来年、
名古屋で筒井先生のセミナーが開催されること

を期待したいと思います。

平成29年度　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
	 常務理事　横山　忠（28回生）
カムバックセミナー
　平成29年11月26日（日）11時より、愛知学院
大学歯学部楠元キャンパス１階第二会議室に
て、今年で第12回目となる歯科衛生士カムバッ
クセミナーが開催されました。毎年10名も満た
ない参加者に悩まされるセミナーですが、今回
は14名の参加者となり活気のあるセミナーとな
りました。ご尽力頂いた同窓会関係者、小枝会、
歯科衛生士養成校の同窓会の方々に深くお礼申
し上げます。今回講師に名東区在住の坂倉恵理
子先生に『歯科衛生士も子育ても楽しみたい！』
と題し 6歳のお子さんの母として、歯科衛生士
との両立についてのセミナーとなりました。
　司会は私、渉外常務の横山が担当させていた
だき、開会の辞を竹内専務、ご挨拶を野々垣副
支部長と小枝会会長後藤君江先生のお二人より
頂いた後、坂倉先生の体験談を伺いました。講
演では、完璧は目指さず、自分に合ったスタイ
ルと見つける事、周囲に助けてくれる人がいる
人は助けてもらう事、短くても子供と一緒にい
る時間を大切にする事、自分の時間を大切にす
る事、就業先の制度を積極的に利用する事など
仕事を楽しむポイントとして位置付け、坂倉先
生の一日を円グラフで示され、保育園に通わせ
ながら家事、仕事に翻弄するママぶりを涙なが
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らに参加者に訴えられました。最後に西原理恵
子箸「女の子が生きていくときに、覚えていて
ほしいこと」の一文を朗読していただき、参加
者の共感を得ました。
　今年もオブザーバーとして愛知学院大学歯学
部短期大学部歯科衛生士科稲垣教授と、フォロ
アップセミナー講師の藤森直子先生に参加して
いたきアドバイスを頂きました。最後に、本多
副支部長より感謝状を授与され閉会した。閉会
後参加者全員でランチをしながら参加者から現
状やカムバックの難しさ、雇用条件の現状、育
児との両立の難しさなど、活発な意見が飛び交
い実りあるセミナーとなりました。

フォローアップセミナー
　12時半より同キャンパス図書館４階大教室
にて第12回歯科衛生士フォローアップセミナー
が休憩をはさみ４時間に渡って開催されまし
た。東京都内勤務の歯科衛生士藤森直子先生よ
り『デキる歯科衛生士を目指す！』	－SRP上達
の10ポイント－と題し、多くの歯科衛生士の先
生や歯科衛生士養成校の学生の参加により、今
回は339名の参加でありました。開会に先立ち
講師の藤森先生から養成校の学生を現役の歯科
衛生士がはさむ座席のシャッフルが行われ場内
がざわつきました。
　司会はカムバックセミナーに引き続き横山が
担当し、開会の辞を竹内専務、同窓会愛知県支
部阪上支部長より、歯科衛生士の需給問題にふ
れたご挨拶をいただき、小枝会会長後藤先生か

らもご挨拶をいただきました。
　前半の話は藤森先生のこれまでの経歴とし
て、大学時代フランス語を学ぶためパリ留学し、
卒業後、一般企業に就職、社内で優秀な成績を
取ったことで世界観がかわり、手に職をと歯科
衛生士への道に進んだ事、ニューヨークで衛生
士のライセンスを習得、ニューヨークで就職し
ていた事、ダブルライセンスをもつ歯科衛生士
となった誕生秘話について講演をしていただき
ました。後半は、SRPの上達の10ポイントとし
て、姿勢、患者ポジショニング、ライトニング、
正しい持ち方・固定指、ウォーキングプロービ
ングストローク、ミラーテクニック	などを分
かりやすく説明していただきました。
　開会に先立ち座席のシャッフルした理由は、
アメリカでは自己紹介から始まる挨拶の重要性
を受講生に教授するため、隣同士知らない人と
のコミュニケーションの重要性を、身をもって
知る自己紹介を隣同士で実践するための席替え
であったため場内に笑顔の花が咲きました。
　講演の途中休憩の後、愛知県歯科医師会の
行っている“つないでネット“”歯科衛生士の
バンク登録“の説明と、就職する際は”愛知学
院大学歯学部同窓会愛知県支部の会員の医院
“へとコマーシャルさせていただきました。講
演終了後、感謝状を三輪副支部長に授与してい
ただき、閉会の辞を野々垣副支部長が行い無事
終了しました。

組 織 局

新入会員説明会

日時：平成29年11月19日（木）16:00 ～
場所：楠元キャンパス　図書室 4 F　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を行いました。
愛知県支部より大見副支部長が出席しまし
た。説明内容としては、同窓会愛知県支部への
①勤務先、住所の届出、②弔意の届出、③会費

― 8 ―

　〔平成30年3月〕	 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報� 〔第 120 号〕　



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
あることを説明いたしました。
そして、愛知学院大学同窓会本部と愛知県支
部の組織としての違いは、愛知県支部には39の
班が存在し、その班の協力の上に支部が成り
立っていることです。次に今年度の学術活動や
厚生福祉活動について説明いたしました。登録
後に勤務先、住所の変更があった場合は速やか
に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。

〈今後の入会説明会について〉
現在、臨床研修医制度が導入されていること
により、卒業と同時に愛知県支部への入会する
ことがなくなりました。そこで、本学での臨床
研修を修了した卒業生に対して平成30年 3 月中
旬以降に入会案内・資料配布を行う予定です。

平成29年度　功労者表彰

表彰日 地区 回生 氏名
平成29年11月	 4日 北区 14 平野　隆平　先生
平成29年11月	 9日 中村区 6 松岡　重樹　先生
平成29年12月16日 西区 5 加藤　直彦　先生
	 平成30年 2 月16日現在

学 術 局

平成29年度　愛知学院大学歯学部�
同窓会愛知県支部　支部学術講演会Ⅱ
	 理事　杉戸　孝行（33回生）
　平成29年度愛知学院大学歯学部同窓会愛知県
支部　支部学術講演会Ⅱが平成	29年11月12日	
（日）午前10時より東京第一ホテル錦において開催
されました。演者には茨城県結城市で白石歯科医
院を開業されている白石一男先生をお招きし、「総
義歯作製の臨床～GoAを活用した客観性のある

リマウント法と咬合調整～」という演題でご講演
いただきました。白石先生は診療の傍ら平成6年
に咬み合わせ医療会を設立し、咬合をテーマに全
国各地でセミナーや研修会を開催されています。
　午前の講演では白石先生が日常臨床で行って
いる総義歯作製における一連の治療の流れであ
る、「アルジネート印象材を用いた下顎の印象
採得と同時に行う仮咬合採得」→「基礎床の作
製」→「 1回目のゴシックアーチ（以下GoA）
を用いた顎位の採得」→「人工歯排列」→「口
腔内試適」→「基礎床とT-condを用いた二次
印象」→「重合・研磨」→「 2回目のGoA後、
咬合器に再リマウントした完成義歯の咬合調
整」についてスライドを使用して丁寧に解説さ
れました。多くの臨床で行われている蝋堤を用
いた咬合床による咬合採得では患者の感覚や術
者の主観に頼りがちであり再現性が低いことに
対し、GoAによる咬合採得では再現性、客観性
ともに優れた術式であることを認識することが
できました。講演の中では、実際の手技を学術
局の局員の口腔内でアルジネート印象材を用い
た下顎の印象採得と同時に行う仮咬合採得を講
師により実演していただきました。また、講師
が解説された総義歯作製の一連の治療の流れで
は、GoAにより得られた顎位で人工歯排列・重
合された義歯をそのまま患者の口腔内に装着す
るのではなく 2度目のGoA描記を行った後に咬
合器にリマウントをし、必ず咬合調整を行って
から完成義歯として初めて患者の口腔内へ装着
するとのことでした。これらの術式により総義
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歯の装着後に起こりうる頻回の調整が必要とな
る場合を極力避け、患者の負担を少しでも軽減
するための手間を惜しまない白石先生の臨床に
対する姿勢は、現在の診療姿勢を見直す非常に
良い機会になりました。
　午後からは 3つの少人数のグループに分かれ
て、下顎の印象採得と同時に行う仮咬合採得と
GoAの描記方法のデモンストレーションを見学
し、臨床で行われている細部に至る手技と再現
性を実際に間近で確認することができました。
シリンジを使用したアルジネート印象材による
印象採得と同時に行う仮咬合採得は、術者の手
技もさることながら、アルジネートを練和して
からシリンジに填入するタイミング、印象材の
稠度等、テキストからだけでは分かりにくい細
部について実演・説明を聞くだけでなく見るこ
とができ、大変参考になりました。そしてGoA
による顎位採得方法については、異なる術者が
咬合採得を行った場合でも咬合器上で同じ顎位
を再現されることが実際に確認でき、顎位採得
の有効な方法の一つとしてのGoAを体験するこ
とができました。顎位採得時に術者が実際に
行っている手技についても、印象採得同様に非
常に参考となりました。
　白石先生のお人柄もあり時折笑いもこぼれる
講演会でしたが、内容は丁寧で詳細に渡り、受
講された先生は熱心に講演に聴き入っていまし
た。講演会が終わる頃には日が暮れるほど長い
一日になりましたが、大変内容の濃い貴重な講演
やデモンストレーションを聴講することができま
した。受講された先生方からも絶賛の声を多数
いただき、盛況のうちに終えることができました。

厚 生 福 祉 局

ランチ会食　ミクニナゴヤ

	 理事　酒井　敦代（36回生）
まだ残暑が残る平成29年 9 月 7 日（木）、名
古屋マリオットアソシアホテル52階フランス料

理「ミクニナゴヤ」にて、愛知県支部厚生福祉
事業ランチ会食が開催されました。名古屋では
希少のグランドメゾンレストランを貸し切り、
参加人数は54人で、会員のご夫妻、家族、スタッ
フ、友人同士、などでの参加が多くみられまし
た。
52階からの景色を眺めながら、竹内専務、上
野田常務理事の挨拶から始まりました。楽しみ
にしていたコースのお食事は言うまでもなく、
シャンパン、ワインも厳選されたお食事を引き
立てるものであり、会が進むにつれ、会話の弾
む声、笑い声がひときわ多く聞こえてきました。
ワイン好きでワインをさらに希望される方は、
各自ワインリストより注文され、普段では味わ
えないワインを堪能していました。食事後に、
くじ引きが行われ、盛況にてランチ会は終了い
たしました。
私自身、お料理とワインとご一緒した先生方
と楽しく過ごしてしまい、厚生事業の係のお仕
事を忘れるくらい楽しみました。ご年配の会員
のご夫妻の参加が多く見られたので、20代～
40代のご夫婦や家族の参加が今後増えるように
企画、告知していきたいです。

観劇「レ・ミゼラブル」に参加して

	 常務理事　安立　妙子（20回生）
平成29年10月 1 日、来年 3月にフィナーレを
迎える中日劇場にて、ミュージカル「レ・ミゼ
ラブル」の観劇に参加させていただきました。
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19世紀フランスの激動の時代を背景にとる、真
実の愛と魂の浄化を描いたヴィクトル・ユゴー
の原作をロンドンで1985年上演、その後日本に
上陸。わが国でも熱狂的な指示を受け「ミュー
ジカルの金字塔」として愛されてきました。今
回は記念すべき30周年、わくわくしてでかけま
した。
幕が上がると同時に、物凄い迫力で始まり、
どこまでキャストの皆の体力が続くのかと心配
になるほど、迫力・感動の波が連続的に押し寄
せてまいりました。最後は、会場内総立ちで、
割れんばかりの拍手のカーテンコール。この感
動の中、幕が下りても、皆なかなか拍手が鳴り
やみませんでした。日常では味わうことのでき
ない感動に感謝です。
今回は12時開演のため、遅めの朝食をとって
参加しましたが、家路につく頃になっても、迫
力と感動のあまり、空腹感もどこかへ消え失せ
ておりました。この企画では、食欲の秋は満た
されませんでしたが、食欲を忘れる程の芸術の

秋を堪能することができたと思います。
会員のみなさまも感動を楽しみましょう！是
非とも厚生の事業にご参加くださいませ。

☆日帰りバス旅行富士見高原�
　「天空の遊覧カート」と40種類の�
　イタリアン＆デザートバイキング☆

	 理事局長　酒井　功支（20回生）
　平成29年10月29日（日）、近づく台風の影響
であいにくの雨模様の中、朝 7時20分、名駅集
合で日帰りバス旅行が開催されました。毎年好
評をいただいている企画ですが、今回は抽選で
選ばれた35名が参加されました。☆日帰りバス
旅行　富士見高原　「天空の遊覧カート」と40
種類のイタリアン＆デザートバイキング☆と題
し、バスに乗り込むと、さっそく袋菓子やビー
ルなどを配布し出発。目的地は富士見高原　創
造の森。ランチは高原のレストランでイタリア
ン＆デザートバイキングでした。ピザやパスタ
はもちろん40種類も料理があるので、取り皿は
てんこもりの上、おかわりの連続、それでも全
種類は食べきれませんでした。その後は天空の
遊覧カートに乗り、八ヶ岳からの絶景を眺める
はずでしたが、台風の影響で雨が降っており、
視界は悪く、富士山などの絶景は望むことがで
きませんでした。「創造の森」の名前にふさわ
しく、いろいろな彫像が配置されている中、す
れ違う他の客と手を振り合って、遊覧カートで
のドライブを楽しみました。次は八ヶ岳チーズ
ケーキ工房にてお土産購入。試食で食べた鰹節
と特製の醤油のかかったチーズはとてもおいし
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く、多くの方々がいろいろなチーズを購入され
ていました。復路のバスではビンゴ大会が開催
され、和気あいあいの雰囲気の中、最後は土岐
プレミアムアウトレット。台風にもかかわらず
さほど強風でも大雨でもなくなり、１時間強
のお買い物時間を楽しみ、予定時刻より15分ほ
どの遅れにとどまって名駅に到着、解散となり
ました。台風にもめげず参加いただいた方々に
は、満足いく時間を過ごしていただいたと信じ
ています。今後も魅力ある企画を考えておりま
すのでご期待ください。

新年会

	 常務理事　上野田　英行（23回生）
　平成30年新年会が 1月10日（水）午後８時
から名古屋マリオットアソシアホテル51階「シ
リウスの間」で開催されました。椙村副支部長
の開会の辞に始まり、阪上支部長より挨拶が述
べられ、続いて来賓の内堀典保愛知県歯科医師
会会長、池山正仁同窓会会長、岡本善博名古屋
市議、金森孝雄教授、新しく相談役になられた
服部正巳病院長、栗田賢一歯学部長、長尾徹教
授、長谷川義明教授からご挨拶を頂戴しました。
時間の関係で、後藤滋巳教授、平場勝成教授、
中田和彦教授、本田雅規教授、三谷章雄教授は
ご紹介のみとなりました。その後、河合正同窓
会専務理事の乾杯の発声の後、来賓の白石政二
郎技朋会会長のご紹介がなされ、会は歓談の場
に移りました。日頃直接お話しする事の少ない
内堀県歯会長や大学の教授の先生方と懇親を深
めることができる大変良い機会となりました。
また、愛知県支部各局間での交流も大いに行わ
れ、和気藹々となりました。最後に鈴木監事の
音頭による万歳三唱が盛大にとり行われ、三輪
副支部長の閉会の辞で会は終演しました。

弔慰報告

平成29年
9 .25 岡崎 5 清水　康行君 ご母堂様逝去

9 .28 薬理学講座
教授 戸苅　彰史先生 ご母堂様逝去

10. 7 海部 7 大橋　　淳君 ご令室様逝去
10.11 碧南 17 後藤　吉一君 ご令室様逝去
10.18 尾張旭 28 増井　丈人君 ご母堂様逝去
10.26 守山区 7 須藤　俊和君 ご本人様逝去
10.30 犬山 28 石井　建行君 ご尊父様逝去
11.21 25 春日　裕忠君 ご尊父様逝去

11.26 昭和区 13
15
會田　良雄君
會田　栄一君 ご母堂様逝去

11.28 中川区 21 野崎　謙治君 ご尊父様逝去

12. 5 南区 2
中嶋　　誠君
（南区班　30回生
	中嶋　靖行君
	ご尊父様）

ご本人様逝去

12. 5 刈谷 14 鈴木　孝幸君 ご尊父様逝去
12. 6 西区 21 近藤　　真君 ご尊父様逝去
12. 7 小牧 7 小川　　篤君 ご本人様逝去
12. 7 安城 15 竹内　利和君 ご母堂様逝去
12.11 稲沢 15 水谷　公治君 ご母堂様逝去
12.21 港区 19 江原　雅博君 ご尊父様逝去

平成30年
1 .19 守山区 21 前川　佳徳君 ご尊父様逝去
1 .19 半田 16 杉浦　隆彦君 ご母堂様逝去
1 .21 瑞穂区 21 上松　三郎君 ご尊父様逝去
1 .24 海部 17 竹内　　章君 ご尊父様逝去
1 .27 刈谷 20 近藤　　毅君 ご尊父様逝去
2 . 9 津島 17 井田　和彦君 ご母堂様逝去
2 .15 昭和区 9 山岡　裕幸君 ご母堂様逝去
2 .15 豊田 17 太田　正人君 ご尊父様逝去
	 謹んでご冥福をお祈り申し上げます
※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
　　　　　　　　 Fax　052-763-2355
　メールアドレス　aichiken-shibu@sdent.agu.ac.jp
※	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下さい。
マスダ翠花園…�☎　052-774-3051
� FAX　052-775-5026
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会 計 局

　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29年度の会費納入状況ですが（Ｈ30年 1
月31日現在）会員3009名中
　平成29年度

念書にて自動引き落としによる入金
	 1029名（34.2％）
三菱東京ＵＦＪファクター（株）にて自動引
き落としによる入金	 61名（2.0%）
銀行振り込みによる入金	 730名（24.3％）
　合計	 1820名（60.5％）

　全体の納入率を下回っている班の班長先生は
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。

《平成29年度　会費納入率》

班 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 134 59 44.0	 70 46 65.7	
名東区 107 68 63.6	 63 52 82.5	
東 区 73 38 52.1	 46 32 69.6	
北 区 84 54 64.3	 67 50 74.6	
守山区 65 32 49.2	 41 28 68.3	
西 区 73 55 75.3	 49 39 79.6	
中村区 105 59 56.2	 69 47 68.1	
中 区 115 59 51.3	 72 45 62.5	
港 区 50 33 66.0	 31 26 83.9	
昭和区 73 35 47.9	 52 32 61.5	
天白区 76 43 56.6	 51 36 70.6	
瑞穂区 63 35 55.6	 40 28 70.0	
熱田区 30 20 66.7	 20 17 85.0	
中川区 90 59 65.6	 66 56 84.8	
南 区 51 41 80.4	 38 35 92.1	
緑 区 89 52 58.4	 62 45 72.6	
一 宮 144 95 66.0	 106 84 79.2	
瀬 戸 78 38 48.7	 51 35 68.6	
半 田 82 57 69.5	 55 45 81.8	
春日井 108 83 76.9	 89 74 83.1	
津 島 29 20 69.0	 20 18 90.0	
小 牧 52 27 51.9	 38 24 63.2	
尾 北 68 41 60.3	 53 37 69.8	
犬 山 28 17 60.7	 21 16 76.2	
西春日井 64 42 65.6	 46 38 82.6	
知 多 121 73 60.3	 87 64 73.6	
海 部 78 41 52.6	 57 35 61.4	
稲 沢 47 32 68.1	 32 27 84.4	
愛 豊 89 47 52.8	 62 39 62.9	
尾張旭 41 30 73.2	 35 28 80.0	
豊橋田原 113 73 64.6	 81 64 79.0	
岡 崎 144 86 59.7	 99 70 70.7	
豊 川 85 50 58.8	 57 41 71.9	
知 立 21 12 57.1	 17 12 70.6	
安 城 55 39 70.9	 37 32 86.5	
刈 谷 51 38 74.5	 36 33 91.7	
碧 南 29 20 69.0	 20 17 85.0	
西 尾 47 29 61.7	 34 24 70.6	
豊 田 157 88 56.1	 113 72 63.7	
合 計 3009 1820 60.5	 2083 1543 74.1	
	 （平成30年 1 月31日現在）
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書 記 局

　早いもので、新役員となり一年が過ぎようと
しています。
　会員の皆様方と同窓会を結ぶ一員を担う当局
の役割は、様々な情報伝達を通じて投稿・ご意
見を頂くものと思います。
　引き続き「会報」の発行に於きましては今ま
で以上の会員の皆様方の投稿・ご意見をお待ち
しております。
　書記局の会務としましては、
１、毎月の役員会の開催、資料の作成、役員会

議事録の作成
２、「役員会だより」の作成並びに各班長への

発信
（毎月のFAX及びメールによる発信）

３、「会報」の発刊予定
４、第41回代議員会の開催予定
　　（平成30年 4 月22日　開催予定）

愛知県支部同窓会事務局メールアドレス

aichiken-shibu@sdent.agu.ac.jp

出 版 委 員 会

第 1回　出版委員会
日時：平成29年 7月 5日（水）21：30～ 22：30
開催場所：第 2会議室（楠元キャンパス）
第 2回　出版委員会
日時：平成29年 9月 6日（水）22：00～ 23：00
開催場所：デニーズ天満通店
第 3回　出版委員会
日時：平成29年11月1日（水）21：30～ 22：30
開催場所：第 2会議室（楠元キャンパス）
第 4回　出版委員会
日時：平成30年 2月17日（土）20：00～ 22：00
開催場所：重慶飯店
協議内容
①「同窓会誌20号」の編集方針について

・「これからの歯科医療制度の展望」
　今回、県歯会長に就任されました内堀副支部
長に挨拶を含め、原稿を書いて頂く予定。今年
5月に正式に依頼。
・従来の医局紹介について
　微生物学の長谷川教授、顎顔面外科学の長尾
教授に原稿依頼。
・班活動についての投稿
　中村区班・東三会の 2班に班活動についての
原稿を依頼予定。
・	その他は、例年通り「臨床・学術」「趣味」「ス
タディーグループ」「書画・写真」等々原稿
依頼可能な先生を募集中。
・	巻頭言（阪上支部長）・学部長（栗田教授）・
病院長挨拶（未定）、岡本議員挨拶
②今後のタイムスケジュールについて
・	執筆者が決定している先生には、これから原
稿依頼書を順次送付。平成30年 2 月か 3月
・	巻頭言、ご挨拶の原稿依頼来年の平成30年
ゴールデンウイーク（ 5月頃）ぐらいを予定。
・	平成30年6月末締切りとし、依頼原稿を回収予定
・	平成30年 7～9 月にかけて、原稿が集まり次
第順次校正、再校正
・平成30年10月印刷予定
・平成30年11月出版予定（会報と一緒に発送）

相互扶助システム委員会

理事　伊藤　利樹（35回生）
　平成29年12月14日（木）かごの屋・池下店に
おいて、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が行われました。
　相互扶助システムとは、システム加入者の医
院において、病気、けが等により診療ができな
くたった場合の緊急医の派遣と所得補償を目的
として発足しましたが、昨今では、後継者の確
立や加入者の高齢化により退会者が多くなり、
システムの運営意義が問われる状況となってい
ます。そのため、この委員会では相互扶助シス
テムの今後を協議してきました。
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　会議では相互扶助システムの現状報告と展
望、また、加入者にとって有意義な事業の考案
などを行いました。
　会議終了後、緊急医の派遣を行っていただく
顎顔面外科学講座の前教授、下郷和雄先生、下
郷先生の後任で新しく教授になられた長尾徹先
生をはじめとした医局の先生および損保ジャパ
ン担当者との忘年会を行いました。
　宮地斉先生、下郷先生、阪上隆則支部長の挨
拶の後、日頃お世話になっている先生方と和気あ
いあいの歓談をし、大変有意義な会となりました。
　今後は代議員会にて相互扶助システム運営委
員会が行われます。今後も協議を重ね、加入者
にとって、より有意義になるシステムを目指し
てまいります。

情 報 処 理 委 員 会

1 ）�ネット連絡網（らくらく連絡網）による訃
報等、情報の配信

　　（各班情報担当者・班長・登録者）
　「らくらく登録網」に未登録の情報担当者様
は下記の手順に従い、メンバー登録をお願いい
たします。個人情報を配信いたしますので、必
ずフルネームでの登録をお願いします。またそ
の際には、効率良く管理できるよう氏名欄内に、
「フルネーム、班名、回生」の 3項目全部登録
をお願いします。
例）　学院太郎　千種班　 0
※	団体内の個人設定を変更（団体内ニックネー

ム登録）は行わないようにお願いします。
※	所属不明または部外者の方につきましては基本
的に登録承認されませんのでご注意ください。

1．	まずは　38731192@ra9.jp　に空メールを
送信してください。

2．	「info@ra9.jp」から手続き用のメールがす
ぐ配信されます。

　　	必要事項（フルネーム、班名、回生をお忘
れなく）のみ入力していただき、無用な登
録のチェックを外してください。

　コスト削減のため無料サービスを利用します。
必要のない個人情報の登録は避けてください。
　チェックを外し忘れますとＤＭがきてしまい
ます。危険はないようですがメール内にある「配
信停止希望」手続きをしてください。
※退会手続きについて
　退会手続きにつきましても、ウェブ上で会員
の先生にて行っていただく設定となっておりま
す。着信済みのメール内に表示されている
WEB版URLから「らくらく連絡網」ホームペー
ジに入っていただき、	
　　　■WEB版	
　　　http://ra9.jp/ 1 /***********	
ログイン後（パスワードをお忘れの場合は再度
申請をお願いいたします）画面右上の「マイペー
ジ」→中段オレンジ色の「個人設定」→画面下
の「会員の退会」からお手続きください。

2）	愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部の
ホームページ

http://www.agud8020.jp
会員のページ
ユーザー名：aichiken
パスワード：shibu
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平成29年度　第 3回愛知県支部役員会
日時：平成29年10月 4 日（水）19：45 ～
場所：楠元キャンパス　第 2会議室

＝次　　　第＝
1．開会の辞
2．氏名点呼
3．支部長挨拶
4．第 2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
5）その他
6．審議事項
1）	第10回「歯科医師・歯科技工士合同
セミナー」の件…渉外

2）	支部学術講演会Ⅱの件…学術局
7．協議事項
1）	代議員会の日程変更の件…書記局
2）	相互扶助システム委員会の今後につ
いて…相互扶助システム委員会

3）	その他
8．その他
9．監事所見
10．閉会の辞
平成29年度　第 4回愛知県支部役員会
日時：平成29年11月 1 日（水）19：45 ～
場所：楠元キャンパス　第 2会議室

＝次　　　第＝
1．開会の辞
2．氏名点呼
3．支部長挨拶
4．第 3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
5）その他
6．審議事項
7．協議事項
1）	第 2 回「班長会」（日程・場所）の
件…組織局

2）	第41回「代議員会」（日程・場所）
…書記局

3）その他
8．その他
1）	新年会（日程・場所）の件…厚生福
祉局

9．監事所見
10．閉会の辞
平成29年度　第 5回愛知県支部役員会
日時：平成29年12月 6 日（水）19：45 ～
場所：	楠元キャンパス　第 2会議室

＝次　　　第＝
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）各局・委員会
5）その他
6．審議事項
1）第 2回「班長会」の件…組織局
7．協議事項
1）	平成30年度事業計画及び予算案の件
…会計局

2）	第41回「代議員会」（日程・場所）
…書記局

3）	役員会日程の件…書記局
4）その他
8．その他
9．監事所見
10．閉会の辞
平成29年度　第 6回愛知県支部役員会
日時：平成30年 1 月10日（水）19：30 ～
場所：名古屋マリオットアソシアホテル
　　　「シリウス」

＝次　　　第＝
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
5）その他
6．審議事項
7．協議事項
1）	第41回「代議員会」の件…書記局

8．その他
9．監事所見
10．閉会の辞
平成29年度　第 7回愛知県支部役員会

役 員 会 議 事 録
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日時：平成30年 2 月 7 日（水）19：45 ～
場所：楠元キャンパス　第 2会議室

＝次　　　第＝
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

5）その他
6．審議事項
1）	平成30年度事業計画案及び予算案の
件…会計局

7．協議事項
1）	技朋会・小枝会との協議会（日程・
場所・予算）の件…渉外

2）	班長会の日程の件…組織局
3）その他
8．その他
9．監事所見
10．閉会の辞

名古屋市会議員

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、ますますのご健勝のこととお慶び申
し上げます。
　今回は、平成30年度における名古屋市の主な
取組みについて、ご報告させていただきます。
　はじめに、福祉や健康施策としては、地域の
皆さんが住み慣れた地域で安心して尊厳ある生
活を送ることができるよう「地域包括ケアシス
テム」の構築を推進していくため、モデル実施
しておりました「在宅歯科医療・介護連携」を
16区に拡大し、高齢者の口腔機能の維持・向上
を図ってまいります。
　歯周疾患検診につきましては、無料検診対象
年齢を現行の10歳刻みから5歳刻みに拡大し、高
齢者の口腔保健意識の向上を図ってまいります。
　安心して子どもを生み育てられる環境づくり
としては、保育所等利用待機児童対策にさらに
取組むとともに、新たに奨学金返済支援を実施
することによる保育士確保や認定こども園等利
用者負担額の軽減にも努めてまいります。
　歴史・文化に根ざした魅力としては、名古屋
城の魅力を向上し、にぎわいを創出するために、
様々な整備や事業を進めているところでござい

ます。
　今月には、名古屋城正門側と東門側にて整備
を進めてきました「金シャチ横丁」がオープン
いたします。「金シャチ横丁」では、なごやめ
しをはじめとした飲食テナントや、土産物を販
売する物販テナントを配置し、食の提供はもち
ろん、歴史や知識も提供することによって、「名
古屋の魅力」を深く伝える空間になるよう努め
てまいります。
　世界の主要都市としてふさわしい都心機能・
交流機能としては、2027年リニア中央新幹線の
開業を見据え、リニア時代にふさわしい名古屋
を構築すべく、官民連携のもと、様々なプロジェ
クトが進められています。
　名古屋駅南に広がる「ささしまライブ24」地
区では、昨年10月に“まちびらき”を迎え、国
際歓迎・交流拠点として、新たな賑わいが創出
されることとなりました。また、同地区から中
川 運 河 を 通 じ て、 名 古 屋 港 水 族 館 や
LEGOLAND®Japanのある「港エリア」につな
がる水上交通の定期運航も開始しており、各拠
点の賑わいが広く波及することとなります。
　今後、各地区のプロジェクトが実現することに
より、名古屋全体の更なる発展が期待されます。
　こうした取組みを通して、また、先生方のお
力添えをお願いしつつ、より一層魅力ある名古
屋へと進化させていく活力あるまちづくりに取
組んで参る所存です。
　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、私からの近況報告とさ
せていただきます。

近 況 報 告
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35 ～ 64歳 65歳以上
ウイルス肝炎 21 30
胃の悪性新生物 31 37
大腸の悪性新生物 25 34
気管、気管支及び肺の悪
性新生物 29 37

糖尿病 26 43
高血圧性疾患 15 49

35 ～ 64歳 65歳以上
心疾患（高血圧性のもの
を除く） 18 32

脳血管疾患 59 114
*血管性及び詳細不明の認
知症 320 331

*統合失調症、統合失調症
型障害及ぴ妄想性障害 558 1500

Aコース　会費無料：精神障害担保特約付所得補償保険60万円加入
Bコース　会費月額1,000円：派遣要請時に派遣希望日数×（3万円+交通費）の委託金を前納
（入会はA・Bコースどちらでも自由ですが、Bコースの緊急医派遣は入会してから3ヶ月後からになります。）

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

休業時緊急医派遣 のご案内

退院までの平均日数　＜厚生労働省「患者調査」／平成17年から改編＞

平成 3年より休業時に緊急医を派遣する相互扶助システムがスタートして23年たちました。
この間相互扶助入会者だけで74名の利用者がありました。同窓会全体ではどれほどの人数に

なるのでしょうか。
ある先生が病気になられた時「派遣医に来てもらっても患者が少なく、診察してもらうほど

の患者がいない」と言って休診されました。退院後「患者がなかなか戻ってこない。でも病み
上がりだからボチボチします」とのことでした。その後 1年たってお聞きしますと、従業員を
退職させ今は奥様と 2人で診察されているとのことでした。
病気になると言うことはいかに大変か、患者に責任を持ち、医院を守るために何を選択する

か、ほんとうに難しい時代になったと、医院経営者として考えさせられました。

同窓会愛知県支部「相互扶助システム」規定及び、別紙資料を参照のうえ、入会をおねがいし
ます。
入会手続き、問い合わせは、同窓会愛知県支部　までお願いします。

TEL　052-763-2182　　FAX　052-763-2355

　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年 4 月20日
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　委員長
三輪　英則

Ａコース
以前の月額1000円の会費を無料にすることで、他の所得補償保険に遜色ない金額になりま

した。（今回精神障害特約を付けた部分だけ掛け金が高くなっています。）
歯科をとりまく環境悪化により不安障害になったり、高齢化に伴う老人性うつ病や認知症

を発症したり、頭が痛い手が痺れるということが心身症であったり、なぜか朝起きられない
診療がうっとうしいと言うような症状が隠れうつ病であって放置したため重症化してしまっ
たと言う報告もあります。さらに 3大疾患が退院までに平均 1～ 2ヶ月に対し、精神障害は
1～ 3年と長期にわたり大きな問題になっています。
本システムにおいても数名の先生が該当して対応に苦慮しましたし、医療従事者の発症率

が高いとも言われています。特約を付けることによりどのような疾患にも対応出来るように
なりました。

Ｂコース
病気等で所得補償保険に入れない、相互扶助システムに入会したいが他の所得補償保険の

限度額で入れない同窓生が対象で、会費月額1000円を徴収し、緊急医派遣要請時に派遣希望
日数×（ 3万円+交通費）の委託金を前納を用意していただいてから派遣します。（緊急医派遣
は入会 3ヵ月後からになります）

入会しやすく、全同窓生を対象に、全疾患に対応できるようにシステムを改編しました。
会費を無料にし、精神障害特約を付けた所得補償保険60万円のＡコースと、会費月額

1000円で派遣前に派遣希望日数×（ 3万円+交通費）の委託金のＢコースを新設しました。
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会 員 各 位

『相互扶助システム』ご加入のおすすめ

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部の皆さまにおかれましては、ますますご健
勝のこととお慶び申し上げます。
さて、『相互扶助システム』がスタートし27年が経過しようとしております。皆さまか
らもご好評いただいております本システムの重要性をますます確信し、多くの同窓
生に加入していただきたくご案内申し上げます。以下に制度の概要についてご案
内します。団体所得補償保険には【精神障害拡張補償特約】がセットされ、皆さま
へご安心していただけるようバージョンアップしておりますので、趣旨をご理解のう
え、ぜひともご加入くださいますようお願い申し上げます。

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

『相互扶助システム』の趣旨

時として病気やケガによる就業不能により、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。本システム加入と同時に加入をする団体所得補償保険で、代診医
派遣にかかる費用に充当することができます。

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。

※このご案内は相互扶助システムおよび団体所得補償保険の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、

下記お問い合わせ先までお問い合わせください。

お問い合わせ

■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

■団体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

〒467-0067  名古屋市瑞穂区石田町1-12 ＴＥＬ.052-842-0289
引受保険会社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 名古屋企業営業部金融公務室

〒460-8551  名古屋市中区丸の内3-22-21（4階） ＴＥＬ.052-953-3894

（承認番号：SJＮＫ17－18433 作成日：2018年2月1日 ）
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�編集後記
　PyeongChang	2018	Olympicでは、日本獲得メダル数が冬季五輪史上最多となり様々な場面で感
動を与えた事間違いない。
　また、将棋界に於いても藤井六段の快挙に湧いた。
平成30年、平成時代も後、残すところ1年程良い話題で盛り上がり2年後のTokyo	Olympicを迎えたい。

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 3 5 5

印　刷　所
名古屋市千種区上野三丁目4－19

株式会社　イ ン シ ュ ア

題字　故 岡 本 清 纓 　先生
編集兼発行人　書記局 　　　
小 島 弘 充 　 　加 藤 俊 樹
岡 崎 正 明 　 　芦 刈 　 聡
渡 邊 泰 三 　 　青 木 恒 宏

第41回代議員会
日　時：	平成30年4月22日（日）

　　　　代議員会　10：00 ～ 11：50

場　所：ウインクあいち　902会議室

　　　　〒450-0002　名古屋市中村区名駅4-4-38

　　　　TEL　052-571-6131

お 知 ら せ
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