
愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

第 126 号
令和2年3月

役　員　新　年　会
日時：令和2年1月8日（水） 

於：名古屋マリオットホテル 
51F「シリウスの間」

裏表紙に昨年 11 月に発行しました令和元年度版会員名簿の
「FAX 番号の誤表示について」重要なお知らせがございます
ので、ご確認ください。
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好かれて増患・増収へ

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）

今任期 2年の初めの 1年が、会員皆様のご協力ご参加により学術局の池上彰氏「ニュースから世

界を見る」や厚生局の「婚活支援ティーパーティー」など多くの事業が盛況のうち無事終えること

ができ、誠にありがとうございました。

会報117号「人生下り坂最高！」会報120号「親子継承に、諸説あり」（愛知学院大学歯学部同窓会

愛知県支部ホームページのトップページ下方にある会報Back	Number随時保管参照）の 2回の会報

で、継承問題について私の勝手な考えを掲載させていただいたところ、賛同や叱責等色々なご意見

をいただきました。継承問題で大事なことは、親先生は「金は出すが口出すな」若先生は「継承ま

でのタイムスケジュールを決めて、それまでは忍」奥様は「二人の橋渡し役」が大事だと思いました。

次に、継承後はうまく二人で診療が続けられたらいいのですが、お話を聞くと、若先生が診療に

入り、いままで親先生が診てきた患者さんを若先生に引継ぎ、親先生は「この患者さんは今までこ

う言う患者さんだからこのように治療して」と引継ぎますが、若先生は「親父の治療は古い」と一

刀両断です。患者さんの取り扱いや治療方針が原因で、親先生が辞めるはめになるとか、若先生が

出て行って決裂・解消となるお話も時々聞きます。従来の患者は親先生、新初診は若先生と分けて

治療出来れば良いのですが、急に初診患者が増えるものではありません。しかし経営者姿勢に徹し

て「Googleに好かれる」ようにすれば増患が出来ます。

「Googleに好かれる」とは

例えば、知らない街で昼食を取ろうとしたとき、道行く知らない人に「おいしい店知りませんか」

と尋ねるでしょうか。普通でしたらスマホで「地域＋ランチ」で検索して、最初の画面である「ファー

ストビュー」の「Google広告・Google地図・ローカルパック・さらに検索・検索結果」の中から気

になるお店を検索して探します。

歯科医院も同じで、紹介や口コミで患者が増えれば理想ですがそうはいかないので、このスキー

ムを利用して「ファーストビュー」に掲載されるようにするのが戦略的近道になります。

Google広告

課金型検索広告のことです。若先生が自分の治療内容や方針をホームページ作成して「Google広

告」に契約すれば、スマホで歯科医院を探している患者がクリックした時、 1クリック幾らと契約

金額が発生して自院のホームページに誘導出来ます。その時ホームページの内容に納得してもらえ

れば来院につながります。多くのキーワードで多くクリックしてもらえれば増患になりますが、そ
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れだけ契約金も発生します。費用対効果を考えてGoogle広告をすれば良いツールになります。

「Google地図・ローカルパック」

GoogleがGoogle上の情報を基に診療時間や写真を載せて無料でGoogleマイビジネスを制作してく

れています。これを検索者の位置情報から近くてホームページやGoogleマイビジネスの内容や検索

数が多い医院がGoogleの優良と考える医院で上位に掲載されます。この時Googleに好かれていれば

上位で目立つ位置ですが、嫌われていれていれば下位になり大変です。その為目立つ上位に上がる

ためにGoogleマイビジネスに自院の情報や写真を投稿して情報量を増やすようにします。そうすれ

ば閲覧数が増え上位に掲載されるようになります。

自院の商圏

自院からどれくらいの距離から患者が来てくれれば経営が安定するかの距離です。たとえば

4 Kmと考えるなら 4 Kｍの距離から「地域＋歯科」で検索しファーストビューに載っていれば知

らない間にGoogleに好かれていたことで良いですが、普通は「さらに表示」で下位を探して自院の

位置を確認することになります。どこまで自院に近づけばファーストビューに出てくるかがGoogle

の考える貴院の商圏になります。これをより遠くからより多くの患者に見てもらえるようにするた

めには、ホームページの改良やブログの投稿、そしてGoogleマイビジネスの投稿が必要です。この

ように検索数を増やすことが大切です。

投稿や写真を掲載することで情報量が増えれば上位にランクされ無料でより遠くからの閲覧が増

え増患につながります。

＊	Googleマイビジネスとは、無料で医院のPRが出来るツールで医院の基本情報・写真・地図が表

示され、その情報を自院で管理できるGoogleのサービス

＊ローカルパックとは、Googleの検索結果に反映されたGoogleマイビジネスが表示される箇所

渉 外

第30回歯学同窓会懇話会

	 理事　夫馬　大介（36回生）

　令和元年11月 9 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、メル

パルク名古屋にて開催されました。

　今年度は、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、

渉外の20名が出席し、総勢91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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•� •
•� •
•� •
•� •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

各　局　活　動　状　況
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紹介から渉外・榮常務理事が務められ、椙村副

支部長の開会の辞で会が始まりました。

　幹事校挨拶では阪上支部長が、第30回という

ことで、懇話会を設立した意図、歴史について

ご説明頂きました。また、第 1回から継続して

参加されているのは、鶴見大学歯学部同窓会愛

知県支部長の加藤友久先生のみとご紹介されま

した。

　続いて、愛知県歯科医師会会長　内堀典保先

生の来賓挨拶では「第30回懇話会ですが、以前

設営を担当していた記憶がありとても感慨深い

です。愛知県歯科医師会の運営においても理事

等の場でこの懇話会の存在に非常に助けられて

おり感謝申し上げます。全身の健康はお口からと

歯科業界に追い風となっています。オーラルフレ

イルに対して口腔機能低下症や口腔機能発達不

全症といった保険収載や、健診事業の推進、特

に事業所健診は愛知県が全国トップの健診数で

す。更なる改革を継続し新たな事業にも挑戦し

ていきたいと思います。今まで以上の御支援を

心よりお願いします。」と、力強く述べられました。

　本年は記念すべき第30回ということもあり、

榮常務理事が作成されたスライドにて懇話会の

歴史を振り返りました。昭和60年度の渉外事業

計画に基づき昭和61年に鶴見大学、神奈川歯科

大学、朝日大学との懇話会が開催されました。

その後、東北大学、松本歯科大学、明海大学が

加わり 7校会となり、平成元年に奥羽大学が加

わった 8校会の検討会議、準備会議において日

本歯科大学、日本大学歯学部、大阪歯科大学、

九州歯科大学、東京医科歯科大学、東京歯科大

学の参加が決定し14校で平成 2年に第 1回歯学

同窓会懇話会が円庄にて開催されました。この

ように懇話会の成り立ちについて時系列でみる

ことで改めて、その歴史の重みを実感すると共

に、歴代支部長のスナップ写真や、参加された

先生方の若かりし頃の写真を見て、会場は笑い

の渦に包まれました。

　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

窓会会長加藤厚先生の「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。本年度の女性役員の参加者は 3名でした。

今後は、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、あっと

いう間に楽しいひと時が流れ、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、

30回全出席されてみえる鶴見大学歯学部同窓会

愛知県支部長加藤友久先生の万歳三唱にて閉会

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ができました。各校同

窓会関係者の皆様、ご参加賜り誠にありがとう

ございました。
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令和元年度歯科衛生士�
カムバック・フォローアップセミナー

	 理事　加古　陽里（34回生）

　令和元年11月17日（日）12時半より、愛知学

院大学歯学部楠元キャンパス第一講義室におい

て、歯科衛生士カムバック・フォローアップセ

ミナーが開催されました。

　前半のカムバックセミナーでは、講師に歯科

衛生士の安本美保先生を御招きし「やはり歯科

衛生士でいたい」というテーマで、御講演頂き

ました。

　安本先生は愛知学院大学歯科衛生専門学校卒

業後、審美歯科系歯科医院に勤務されましたが、

家庭の事情やご自身の事情などが重なり退職、

その後も一般の歯科医院や審美歯科系の歯科医

院を何度か転職され、現在は、愛知学院大学歯

学部附属病院にて、パート勤務をする中で付属

病院勤務とは別に、インプラント学会認定医の

先生のサポートを受けて、インプラントのオペ

の介助	メンテナスの症例の為に月に何度か歯

科医院でアルバイトをし、念願だったインプラ

ント学会認定衛生士の資格も取得したとのこと

です。

　講演では様々な勤務先での経験を詳細に発表

していただき、衛生士業務の本質は、患者さん

にご自身の歯、クラウン、人によってはインプ

ラント等を長く使っていただくお手伝いをする

事と理解し、また近年、多様化する歯科衛生士

業務、新たな歯科材料の取扱いなどについて知

識、情報のアップデートが必要であり、Drか

ら必要とされるDHになる為にはその努力を惜

しまない事が大事だと述べられました。

　落ち着いた雰囲気で、安本先生のお人柄が垣

間見えたセミナーとなりました。

　後半の部では、栃木県藤橋歯科医院副医院長

の安生朝子先生に御講演頂きました。

　「歯科衛生士らしく生きる」―今、伝えてお

きたい大切なこと―と題し、30年余の歯科衛生

士歴から、臨床に転機を与えた指導者や書籍と

の出会いをはじめ	、長期メインテナンス症例

におけるハイジニストセラピーの実践について

例えば、口腔衛生指導ではイエテボリテクニッ

クを推奨する、スケーリング・ルートプレーニ

ングに関しては、 6㎜までは、無麻酔で 1回の

スケーリングで直す事を意識するなどポイント

を提示しながら述べられ、また出来るだけ歯周

外科や連続固定をしない為にスケーリング技術

を磨いていているとのことでした。

　さらに、衛生士もレントゲンの読影は必須で

あり、合わせてCT画像があれば、深いポケッ

トの意味が調べられ、自信を持って患者さんに

説明できるとの事でした。

　自身の長期症例を元に骨隆起やTCHなど力

の問題に関わる症状をはじめ、超高齢社会の現

在重要とされる根面齲蝕への対応、義歯管理に

よる誤嚥性肺炎の予防、インプラント埋入後の

プロフェッショナルケアなど解説項目は多方面

にわたりました。どの症例も長年メインテナン

スを行うなかで患者さんの状況は変わり、プ

ラークコントロール、咬合、歯周組織の状態に

は必ず変化が現れる。そこで、起こる事象に真
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摯に向き合い、その時々の患者さんの状況・ラ

イフステージを理解し、伝える内容、伝える力

を身につけることこそ歯科衛生士臨床の醍醐味

であり、長期メインテナンスは決して漫然とク

リーニングし続けることではなく、変化が生じ

ていないかを見抜くことだと強調していまし

た。	講演の最後には、義理の父の介護生活に

ついて紹介され、「人間は、最後に嗅覚が残る。」

「口から食べている人、口腔ケアをしている人

は、舌がきれい。」など介護生活によって学ん

だ事も多いと言われたうえで、これからの自身

の課題として、診療室に通えなくなった患者へ

の歯科訪問診療、口腔ケアがあると締めくくら

れました。

　フォローアップセミナーは、安生先生のメン

テナスに対するフィロソフィーと情熱がつたわ

る雰囲気の中、大変有意義なセミナーとなりま

した。

令和元年度歯科医師・�
歯科技工士合同セミナー

	 理事　夫馬　大介（36回生）

　令和元年12月 1 日（日）10時より、愛知県歯

科医師会館 4階403号室にて、第12回歯科医師・

歯科技工士合同セミナーが開催されました。本

年度は、愛知県歯科医師会館での開催となり受

講者数が心配でしたが、多数の受講者に参加し

て頂きました。ご尽力頂いた同窓会関係者、技

朋会の方々に深く御礼を申し上げます。

　歯科医師の講師として、東京都立川市ご開業

の新村昌弘先生を、歯科技工士の講師として、

千葉県松戸市ご開業の木村健二先生を講師にお

招きして、「デジタル化が進む補綴治療の現状

と展望」と題してご講演を賜りました。

　今回のセミナーは、技朋会が主催し、同窓会

愛知県支部が後援という形で開催しました。司

会は、渉外・横山常務理事が務められました。

初めに阪上支部長が、挨拶され「全国的にみて

もめずらしい歯科医師・歯科技工士合同セミ

ナーですが、今回、初めて全ての企画立案から

運営を技朋会にお願いしました。最先端の歯科

医療の講演になると期待しております。また、

日曜日にもかかわらず、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

られました。続いて、白石技朋会会長が挨拶さ

れ、「今回初めて技朋会が、主体でやらせて頂き、

改めて合同セミナーは大変だと実感しておりま

す。歯科界、歯科技工士界の今後の指針となる

ようなセミナーになればと思っております。関

係各所の皆様に感謝申し上げます。」と述べら

れました。

　セミナーは、午前の前半を木村先生が、まず

「技工士の人材育成」についてお話され、その

後「求めるのは天然歯に近い物性を持つ素材」

として、メタルからメタルボンドへ、さらには

ジルコボンドからフルジルコニアへとセラミッ

クからジルコニアへの変遷について、最後に「ラ

ボ用卓上スキャナー、口腔内スキャナー」につ

いてその種類と原理を大変分かりやすくご説明

頂きました。午前の後半には、新村先生が「デ

ジタルワークフローを用いた臨床応用」につい

てお話されました。これからのフルデジタル
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ワークフローの時代では、歯科医院は歯科技工

所とインターネットを用いてデータのやり取り

を行い、補綴物だけが宅配便で届くことになる

そうです。技工士さんが模型を回収に来て、納

品することが、当たり前のように過ごしてきま

したので、すごい時代が来るのだなと感じなが

ら、遅れずにしっかりついていかないといけな

いなと思いました。

　食事休憩後、午後からは新村先生による「口

腔内スキャナーの活用」として、「補綴編」、「外

科編」、「矯正編」と続きました。「補綴編」では、

単冠から多数歯欠損、フルマウスに至るまでお

話頂き、フルマウスでも一部アナログ作業を入

れることで対応可能ということでした。次に「外

科編」では、リアルタイムで沖縄支社の歯科技

工士とSkypeを繋ぎ、新村先生から千葉の本社、

木村先生に事前に送られたCTのDICOMデータ

と口腔内スキャナーのスキャンデータを共有し

て、インプラントのシミュレーションについて

のデジタルコミュニケーションを会場内で実際

に実演して下さいました。ITが急速に普及し

ている現代において、ソフトを持っていなくて

もPCをミラーリングすることで対応可能な時

代になってくるそうです。最後に「矯正編」で

は、アライナー矯正について現状は歯冠だけの

術前模型と予測模型だが、今後はDICOMデー

タを取り入れ、歯根のシミュレーションも行え

る時代になるということでした。

　今回のセミナーは、歯科医師、歯科技工士に

とって最先端の歯科技工を知ることができる非

常に興味深い内容でした。今後も、技朋会との

連携を深め、より充実した歯科医師・歯科技工

士合同セミナーを開催していきたいと思います。

組 織 局

新入会員説明会

日時：令和元年11月14日（木）　16：00 ～

場所：楠元キャンパス　図書館 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

あることの説明を致しました。

　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、愛知県支部には39の班

が存在すること、今年度の学術活動や厚生福祉

活動について説明致しました。また、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入会をする

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令和 2年 3月12

日に入会案内・資料配布を行う予定です。

令和元年度�第 2回班長会・班長及び�
郡市区代表者との合同懇談会

日時：令和 2年 2月 8日（土）	　18：00 ～

場所：ローズコートホテル
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　令和元年度第 2回班長会及び班長及び郡市区

代表者との懇親会が上記の日程で行われまし

た。各班の班長先生及び郡市区代表者の先生に

は、お忙しいところ出席していただきありがと

うございました。

　椙村副支部長の開会の辞に始まり、阪上支部

長からは、 2年続けて夏の班長会が台風で中止

になったことと、世界中が恐れている新型コロ

ナウイルスにおいて、現在横浜港でクルーズ船

の船内に閉じ込められている日本人の対応で今

は我慢も必要であるという話がありました。「い

ろんなことがありますが、大変な時こそ全体的

なことを考えて行動することが必要だと思って

います。同窓会もそういう意味で正しいことを

心がけるという信念のもとに、愛知学院の同窓

会活動を続けていきたいと思います。皆様方の

ご協力を切にお願い申し上げます。」との挨拶

がありました。

　来賓挨拶では、同窓会本部会長の池山正仁先

生より「 2月 1日に全国支部長代議員との合同

懇親会が開催され、今回は、35都道府県から同

窓会の先生方にお集まり頂きました。その後、

引き続いてポストグラデュエートコース40周年

記念講演が行われました。今回、講師の先生は、

フレイル経験で有名な東京大学の高齢社会総合

研究機構の教授である飯島勝矢先生をお招きし

てお話しを頂きました。 4月 1日から愛知学院

の学長が佐藤学長から引田学長に代わります。

4月 1日より歯学部、薬学部も 1年生より楠元

キャンパスで教養学部が学べるようになりま

す。今現在47都道府県で愛知学院の卒業生が 6

県会長を務めています。」という話がありまし

た。

　班近況報告として、新人班長自己紹介、同窓

会本部報告、各局報告、委員会報告が行われま

した。要望事項・質疑応答では、千種区の鈴木

先生から資料をデジタルデータで頂けるとあり

がたいという要望と北区の山下先生より郡市区

代表者は資料もなく出席する意味があるのかと

いう質問があり、今後の課題とさせていただき

ます。

　次に時局講演として、愛知県歯科医師会会長

内堀典保先生に「歯科が築く健康長寿社会」と

題して講演いただきました。続いて愛知県歯科

医師会医療管理部次長の横井隆政（36回生）先

生の医療安全講習会が行われました。講習会の

後、懇親会が行われ役員、班長先生、郡市区代

表者との親睦を深めることができました。最後

は、三輪副支部長が閉会の辞を述べられ、終了

となりました。

　各班の班長先生、郡市区代表者の先生、お忙

しい中、出席いただき誠にありがとうございま

した。

令和元年度　功労者表彰

表彰日 地区 回生 氏名
2019/11/	 9 北区 7 小塩　　裕　先生
2019/11/14 中村区 11 高橋　龍彦　先生
2019/11/16 港区 2 藤田　善和　先生
2019/12/14 西区 2 長谷川幸洋　先生
2019/12/14 西区 4 石田　孝雄　先生

	 令和 2年 1月31日現在
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学 術 局

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部�
令和元年度　支部学術講演会Ⅰ

	 理事　杉戸　孝行（33回生）

　令和元年11月24日（日）13時45分より愛知学

院大学　楠元キャンパス　110周年記念講堂に

て、愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部　令

和元年度　支部学術講演会Ⅰが開催されまし

た。講師としてお招きしたのは、ジャーナリス

トで本学経済学部の特任教授でもある池上彰

氏、演題は「ニュースから世界を見る」でした。

NHKで報道記者として様々な事件、災害、消

費者問題、教育問題などを担当し、現在はフリー

ジャーナリストとしてテレビをはじめ、多方面

で活躍しています。さらにその著書のどれもが

ベストセラーという人気の講師だけに、講演当

日は前日まで開催されていたG20の余波で名古

屋市内に交通規制がかかる中、多くの参加者で

会場は満席となりました。内容は日本とイギリ

スの選挙制度の違いを皮切りに、ブリグジット

に関して、グローバリズムとアンチ・グローバ

リズム、北アイルランド・スコットランド・イ

ングランドからなるイギリスの国体、カトリッ

ク・プロテスタントとヘンリー八世そして北ア

イルランド問題などイギリスの歴史をさかのぼ

りながらの講演でしたが、世界史に疎い自分に

も理解ができるほど、とてもわかりやすく解説

していただきました。さらに話題はアメリカへ

と移り、トランプ大統領誕生の裏側に関して、

アメリカ大統領選挙制度、「ラストベルト」、「忘

れられた人々」、そしてアメリカ人の平均余命

の低下にまで影響を及ぼしているオピオイド中

毒などアメリカの抱える問題も解説されまし

た。上記のように多くの話題に触れながらも、

それら全てが関連し、筋道立って終わってみる

と一つの講演としてまとまっているという、当

代随一のプレゼン能力を見せつけられ、まるで

その様子は、講師自身が出演されているテレビ

番組さながらでした。思わずサインをいただい

た講師の著書「わかりやすく〈伝える〉技術」

を帰宅後、すぐ読み返すほどでした。最後に会

場からの質問に答える形でイラクや香港のデ

モ、日本国内の自然災害の被災地に関する報道

の裏側、そして現在の大学における学生への教

育・講義の在り方にも言及され、テレビ番組で

のジャーナリストとしての顔だけではなく、教

育者としての一面を垣間見ることができたの

は、同窓会の講演会ならではの貴重な経験だっ

たと思われました。

令和元年度　地区学術講演会

	 西尾班　浅岡　　誠（36回生）

　令和 2年 1月26日（日）午前10時より、愛知

学院大学楠元キャンパス　薬学部棟	201	大講

義室にて、令和元年度地区学術講演会が開催さ

れました。今年度の担当は岡崎、知立、安城、

刈谷、碧南、西尾、豊田班の 7班で行いました。

　講師には豊橋市で豊橋キッズデンタルクリ

ニックを開業されておられ、日本小児歯科学会

専門医・指導医で本学29回生の中野崇先生をお

招きし、「子どもの口腔保健を機能の発達から
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考える」と題してご講演をしていただきました。

悪天候にもかかわらず会場には定員を超える

123名の受講者が集まり、碧南班の永坂先生に

よる司会のもと、講演会が始まりました。

　口腔機能発達不全症とは明らかな原因となる

疾患がないのに口腔の機能発達について専門的

な関与が必要な状態をいいます。そのことにつ

いて、日常臨床でどう見て、どうアプローチし、

どうありたいかという視点でご講演されまし

た。口腔の機能発達や生活習慣形成には家庭で

の育児が大きく関与するため、初診時の総合的

な観察や医療面接が重要であるということでし

た。反射である哺乳とは異なり、捕食は生後獲

得する機能であるため、親の一方的な食事の与

え方ではなく子供の食欲と能力を尊重し、自然

の発達能力を使い、子供の摂食に関する経験を

得る必要性を尊重することが大切であるとのこ

とでした。講演の最後には、子供の口腔機能の

健やかな発達のためには十分な観察と科学的な

思考が必要であり、そのためには多職種と連携

し情報を共有することが重要であると示されま

した。質疑応答でも多数の質問がなされ、懇切

丁寧にお答えしていただきました。講演終了後

には椙村副支部長より感謝状の贈呈が行われ、

講演会は盛会のうちに閉会しました。

　阪上支部長をはじめ役員の先生方、また担当

班の先生方のおかげで無事に令和元年度地区学

術講演会を終えることができました。ご多用の

中、本講演会にご出席いただきました先生方、

誠にありがとうございました。

厚 生 福 祉 局

婚活支援ティーパーティー

日程：令和元年11月10日（日）

場所：名鉄グランドホテル11F「桂の間」

時間：14：00 ～ 16：00

	 理事局長　伊藤　利樹（35回生）

　同窓会愛知県支部による 4回目の婚活支援

ティーパーティーでした。数年ぶりに開催しま

したが、今回は男性 8名、女性10名の参加とな

りました。テーブルトーク、フリータイムと比

較的お互いに話をする時間にゆとりを持って新

しい出会いを演出しました。皆さん、最初は緊

張した面持ちでしたがパーティーが進むにつれ

て、緊張もほぐれ話も段々と盛り上がっていき

ました。最後の抽選会は大いに盛り上がり、お

互いに連絡先を交換していただき、有意義な時

間を過ごしていただけたことと思います。

愛知県支部新年会

	 常務理事　上野田　英行（23回生）

　令和 2年新年会が 1月 8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、続いて来賓の佐藤悦成学長、内堀典保愛

知県歯科医師会会長、池山正仁同窓会会長、岡

本善博名古屋市議会議員、相談役で歯学部長の

栗田賢一教授より祝辞が述べられました。途中、

飛び入りにて東京歯科大学短期大学学長であり
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愛知学院大学歯学部改革担当事務室顧問の 6回

生の石井拓男先生からもご挨拶を頂戴しまし

た。その後、相談役の平場勝成教授、長尾徹教

授、本田雅規教授、三谷章雄教授、長谷川義明

教授、白石政二郎技朋会会長、後藤君江小枝会

会長の紹介がなされ、河合正同窓会専務理事の

乾杯の発声の後、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佐藤学長をはじ

め、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宴しました。

弔慰報告
2019年
10.30 犬山 9 濱島誠一朗　君 ご母堂様逝去

11. 1 尾北
一宮

30
31
伊神　京子さん
伊神　真次　君 ご母堂様逝去

11. 7 中村区
特殊診療科教授

村上　　仁　君
村上　　弘先生 ご母堂様逝去

11.10 名東区 4 伊藤　佳明　君 ご本人様逝去
11.11 豊川 16 鈴木真由美さん ご尊父様逝去

11.12 一宮 1
渡邊　盛生　君
（	大学支部　31回生　奥村	
陽子さん、33回生　渡邊	
明子さんのご尊父様）

ご本人様逝去

11.19 一宮 16 清水　稔彦　君 ご尊父様逝去
11.24 知多 16 竹内　清則　君 ご母堂様逝去
12. 1 中村区 11 中川　正明　君 ご本人様逝去
12. 1 豊川 31 遠山　昌志　君 ご尊父様逝去
12.12 稲沢 15 橋本　光弘　君 ご尊父様逝去
12.16 尾張旭 28 堤　　知宏　君 ご尊父様逝去
2020年

1 . 9 守山区 5
古田　克彦　君
（	守山区班　34回
生　古田　淳　
君　ご尊父様）

ご本人様逝去

1 .17 一宮 12 安藤　正憲　君 ご母堂様逝去
1 .17 津島 16 平野　真英　君 ご尊父様逝去
1 .20 西区 21 木村　浩之　君 ご尊父様逝去
1 .23 昭和区 24 田部　　修　君 ご尊父様逝去
2 .11 昭和区 7 犬飼　康夫　君 ご本人様逝去
	 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

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、 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。

　令和元年度分の会費納入状況ですが（令和 2

年 1月31日現在）会員3004名中

　令和元年度

念書にて自動引き落としによる入金

	 998名（33.2％）

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	 60名	 	（2.0％）

銀行振り込みによる入金	 776名（25.8％）

　合計	 1834名（61.0％）

　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

お願い致します。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
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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致します。

　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。

《令和元年度　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 61 45.5	 68 47 69.1	
名東区 104 65 62.5	 62 51 82.3	
東 区 72 37 51.4	 47 31 66.0	
北 区 80 53 66.3	 63 48 76.2	
守山区 69 31 44.9	 41 27 65.9	
西 区 75 53 70.7	 53 38 71.7	
中村区 99 56 56.6	 66 46 69.7	
中 区 115 58 50.4	 71 45 63.4	
港 区 50 33 66.0	 31 25 80.6	
昭和区 75 37 49.3	 49 32 65.3	
天白区 74 40 54.1	 48 33 68.8	
瑞穂区 65 42 64.6	 40 30 75.0	
熱田区 29 22 75.9	 20 18 90.0	
中川区 89 63 70.8	 63 55 87.3	
南 区 51 40 78.4	 38 35 92.1	
緑 区 91 50 54.9	 62 44 71.0	
一 宮 143 98 68.5	 107 88 82.2	
瀬 戸 75 38 50.7	 49 34 69.4	
半 田 81 57 70.4	 54 44 81.5	
春日井 107 84 78.5	 88 74 84.1	
津 島 29 22 75.9	 20 20 100.0	
小 牧 51 25 49.0	 37 23 62.2	
尾 北 68 37 54.4	 53 36 67.9	
犬 山 28 20 71.4	 21 17 81.0	
西春日井 64 43 67.2	 46 38 82.6	
知 多 120 77 64.2	 86 66 76.7	
海 部 80 42 52.5	 56 34 60.7	
稲 沢 47 33 70.2	 32 29 90.6	
愛 豊 92 52 56.5	 65 42 64.6	
尾張旭 41 30 73.2	 34 27 79.4	

豊橋田原 114 73 64.0	 82 62 75.6	
岡 崎 143 82 57.3	 99 67 67.7	
豊 川 84 51 60.7	 58 43 74.1	
知 立 21 12 57.1	 17 12 70.6	
安 城 60 38 63.3	 42 33 78.6	
刈 谷 49 40 81.6	 36 33 91.7	
碧 南 29 17 58.6	 20 15 75.0	
西 尾 46 32 69.6	 34 27 79.4	
豊 田 160 90 56.3	 115 75 65.2	
合 計 3004 1834 61.1	 2073 1544 74.5	
	 （令和 2年 1月31日現在）

書 記 局
　令和元年度も残すところわずかとなりまし

た。令和 2年度も変わらず役員一同会務を執行

していきたいと思います。

　書記局の重要な役割は、会員皆様方への情報

伝達です。そのためにも、皆様方の投稿・ご意

見をお待ちしております。

　今後とも、ご理解・ご協力のほどお願い申し

上げます。

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」の作成と、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

　　（ 7月―127号、11月―128号、 3月―129号）

4．		第43回代議員会の開催予定（令和 2年 4月

19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
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出 版 委 員 会
・第 2回出版委員会

　日時：2019年11月16日（土）20：00 ～ 22：00

　場所：くずし割烹和dining	一昇

・第 3回出版委員会

　日時：2020年 2月 8日（土）21：15～ 22：00

　場所：愛知学院大学楠元キャンパス

・協議内容

　①メインテーマについて

　　「令和の時代に求められる歯科医師像（仮）」

　②原稿依頼について

　　・巻頭言

　　・趣味

　　・学術

　　・班活動報告

　　・講座紹介

　③今後のタイムスケジュール

　　・第3回出版委員会　令和2年 2月8日（土）

　　・依頼状送付　　　　令和2年 2月より順次送付

　　・原稿締切　　　　　令和2年 9月末日

　　・発刊　　　　　　　令和2年11月予定

相互扶助システム委員会
理事　伊藤　利樹（35回生）

　2019年12月19日（木）今池木曽路において、

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、所得補償保険加入者

の医院において、病気や事故、ケガ等により診

療ができなくな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。

　しかしながら、昨今では後継者の確立、年齢

満期による自動的退会、他の保険との保険料の

兼ね合い等により会員の数が年々減少傾向にあ

り、このシステムの運営意義が問われている状

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。

　会議では相互扶助システムの現状報告と今後

将来の方向性について議論しました。

　Aコース会員数の自然減はやむなし、Bコー

スの存在意義はまだまだ高いと判断しこちらに

シフトしていく。

　今後も加入者にとって有意義であるように継

続していきます。

　会議終了後はこのシステムの創立当初から緊

急派遣医を担当して頂いている顎顔面外科学講

座の長尾教授、下郷前教授をはじめ医局員の先

生方、保険を担当している損保ジャパンの方も

含め懇親会兼忘年会を行いました。

　日頃お世話になっている先生方と大学附属病

院の現状や現在の歯科事情等、双方からの意見

交換、歓談をして有意義な会となりました。サ

プライズで来年度から長尾教授の病院長就任が

発表され、さらに盛り上がり、最後は出席者全

員で記念写真を撮り散開となりました。

　今後は 4月の代議員会にて相互扶助システム

委員会の報告が行われます。

　将来的には不透明ですが、今後とも加入者に

とってより有意義なシステムを目指して参りま

す。
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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）

　「らくらく連絡網」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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令和元年度　第 6回愛知県支部役員会
日時：令和元年11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 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

役 員 会 議 事 録
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6 ．審議事項
　 1）支部学術講演会Ⅰの件…学術局
　 2）十九校会（日程・場所）の件…渉外
　 3）医療懇談会（日程・場所）の件…渉外
　 4）班長及び地区代表者との懇親会（日

程・場所）の件…渉外・組織局
　 5）支部学術講演会Ⅱ（日程・場所・講

師・愛歯月報原稿）の件…学術局
　 6）第43回「代議員会」（日程・場所）

の件…書記局
7．協議事項
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

令和元年度　第 7回愛知県支部役員会
日時：令和元年12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 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）		十九校会の件…渉外
　 2）		医療懇談会の件…渉外
　 3）		班長及び地区代表者との懇親会の件

…渉外・組織局
　 4）		支部学術講演会Ⅱ（日程・場所）の

件…学術局
7．協議事項
　 1）		第43回「代議員会」（予算案）の件

…書記局
8．その他
9．監事所見
10．閉会の辞

令和元年度　第 8回愛知県支部役員会
日時：令和 2年 1月 8日（水）19：30 ～
場所：		名古屋マリオットアソシアホテル51F

「シリウスの間」
＝次　　　第＝

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
　 5）その他
6．審議事項
　 1）		支部学術講演会Ⅱ（次第・参加者ア

ンケート）の件…学術局
　 2）		第43回「代議員会」（予算）の件…

書記局
　 3）その他
7．協議事項
8．その他
9．監事所見
10．閉会の辞

令和元年度　第 9回愛知県支部役員会
日時：令和 2年 2月 5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 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
　 5）その他
6．審議事項
7．協議事項
8．その他
9．監事所見
10．閉会の辞
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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、ますますご清祥のこととお慶び申し

上げます。

　さて、市民の皆様の生涯にわたる健康づくり

を支援し、予防医療を推進させることは極めて

重要な課題であります。歯と口腔に関しまして

は、それらの健康の保持に加え、健康の増進、

または機能の維持向上を含む歯と口腔の健康づ

くりという、より広い概念におきまして、市の

施策を推進するため、議員提出議案による「名

古屋市歯と口腔の健康づくり推進条例」が、平

成25年に施行されております。

　この 2月定例会におきましては、この条例に

オーラルフレイル対策を新たに盛り込むととも

に、乳幼児期から老年期までの各ライフステー

ジにおける生涯を通じた切れ目のない歯科検診

や、科学的根拠に基づくフッ化物応用等のう蝕

予防措置の実施に関することなどを基本的施策

として加える改正をすることといたしました。

　また、令和 2年度予算では、オーラルフレイ

ル対策として、歯科医療関係者向けの研修会を

実施するほか、市民が多数集まるイベントにお

いて機器を用いたオーラルフレイルチェックを

実施するなど、市民意識の醸成のため事業を実

施することとしております。

　さらに、口腔がんの早期発見に向けた対策の

検討や離乳期の「食べる力」の育成支援にも取

り組んでまいりますので、健康寿命延伸に向け

た歯科口腔保健対策につきまして、引き続きお

力添えを賜りたいと存じます。

　結びに、同窓会の先生方のますますのご活躍・

ご健勝を心より祈念いたしまして、私の近況報

告とさせていただきます。

第43回代議員会
日　時：	令和 2年 4月19日（日）

　　　　代議員会　10：00 ～

場　所：愛知学院大学歯学部（楠元キャンパス）

　　　　基礎教育研究棟1F　第1講義室

お 知 ら せ

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四半世紀たちま
した。
この間相互扶助入会者だけで100名を超える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

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

高柳　賢

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29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 株式会社サンドリーム 担当 神野

〒465-0007  名古屋市名東区香坂1002
ＴＥＬ：052-739-6025

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 ＴＥＬ：052-953-3894

（承認番号：SJＮＫ19－14676 作成日：2020年2月26日 ）
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�編集後記
　2020年となりました。今年の干支は「庚子（かのえね）」、変化が多い年と言われています。新年
早々、アメリカとイランの緊張状態やコロナウイルスによる新型肺炎の蔓延など、暗い話題が目立
ちます。新型肺炎に関しては歯科業界においても、マスク・消毒用アルコールの供給不足や感染が
疑われる患者への対応等、苦慮すべきことがあり先行きの不安が募ります。今後も様々な事象に対
して柔軟に対応していく力が必要となってくるのではないでしょうか。愛知県支部事業においても、
3月1日に予定していた支部学術講演会IIを、コロナウイルス感染の広がりを考慮して中止といたし
ました。
　暗い話題が多い中、今年はいよいよ東京オリンピックが開催されます。今後の状況によっては開
催が危ぶまれるかもしれませんが、日本から世界へ明るく元気な話題を届けられるよう大いに盛り
上がることを期待したいと思います。来年度も会員の皆様に満足していただけるよう役員一同頑
張って参りますのでどうぞよろしくお願いします。

写真展のお知らせとご案内
　歯科医師として自身の研鑽のため、ハワイ州オアフ島（ホノルル）にあるWarren.T.Wakai
が主催する歯内療法専門の研修センター「Endodontic	Associates	I.N.C.」に四半世紀以上
に渡り研修に訪れた際、またWakai先生亡き後も学会や研修会に参加された際に撮影され
た写真を収録した写真集「オアフ島の休日	holiday	 in	Oahu」が2020年 1 月に出版されま
した。
　この出版を記念して富士フイルムフォトサロン名古屋にて、写真展が開催されます。ぜ
ひ皆様お誘い合わせの上、ご来場ください。

出展者　須賀　康夫　（一社）愛知県歯科医師会会員（名東区）
会　期　 3 月27日（金）～ 4 月 2 日（木）
　　　　10：00 ～ 18：00　最終日は14：00まで
会　場　富士フイルムフォトサロン名古屋
　　　　名古屋市中区栄一丁目12番17号　TEL	052-204-0830
　　　　地下鉄伏見駅 6番出口から南へ200m（御園座と中消防署の中間）
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