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平成元年度第2回班長会 (平成2年3月3日)

挨拶 ;，¥IJ 文;'tj)j，長 阪上 隆則

な、にがめいて参りましたが， I d]窓生の I~n凡 l二於かれましては， 話

々ご{札!lI券のこととご推察'1'し 卜.け.ます.このIMf\';，j が-l;'fj:，~の"に I l:ま

る頃には，衆議院選挙も終わり 11本の進むべき )j向付けがなされて

いる ・J~でしょう.一方， I術科料の)j向付けは， -lt'， I~: と，1.1!~ l'-1f工ーと溜身

体jだけがn~ り通る H本歯科医師会執行部の無誌が， J'..j.i料引を誰々jEi

くして行くであろう事だけは判官:かなようです.

3011:.ぶりの五党首公開討論会の感想は，党首である為政治家の{え

なの)!慢さ.世界に果たす 日本の役'，1m， ，:':;齢化社会. 米の愉人 I~I 由化

(品業Ui]凶)， ii'i'l'(悦.土地lii]題等.同b!:に現実をはっきり説明し ，~I'(j みをいかに‘ドてかに分かちあえ

るか，x.封'~，:':i ~ 11(1句のためには，~.主位と忍耐も必要であるとぷうことを率直に，訴すべきである .



{τT! IJlt 2 if 3 J I ) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 (;;r; 36号〕

-3尽を欲しいばかりに11本の将釆を見誤る信念の無色政策無主11. あるいは，解っていても口に出さ

ない卑WK

J是々術科医(¥lliの!tまりである同窓会はどうすれば良いのであろうか? 'k質的に 3年ぶりの医療

貨の改定も向か 1.4%の 1:日で決JましたとtlIl< .昨年の参J都立JlHl選准で前科界の代表として小非

山人を大I，tのtf令と1・'1iJtなlI.yllilを')IIJいて当選させたのにも|見lわらず !. 

1"1 伝長々科学研究七 ンターが愛知県に誘致される 'Hが決定した . この 'J~は将来の歯科界にと っ て

大きななl味を持って米るものと確信している.もし他府県に決定していたら尚科の取り組みも全然

述ったものにな るであろう.

l¥lir科医版科の地椛i允ドは.11々 日を覆 うべき状態にな って米てい る.業料全体の地盤枕下は.1'1 

分だけは大白人:)えだと1-;えている先生方に も，ボディープローの械1":じわじ わときいてくる.j也盤沈

下 している業併には，人材も.!.j;もまりません 愛知l '下院大中の1'~ ;R，~Iミの nの低下も，ちらほ ら 11iIこえ

てくる.こんな11.¥=こそ I刀iJ1をもって教育の見直しもJ止JI'必要ではないだろうか ?

ではJ是々 j，iJ窓生は.尚科l夫向liの地位向上のため，今まで以 1:の努力と共に，発想、の転換でこの総

局に)Jを合わせて解決していきたいものです.それには.間以 ((1:以)に健康I符進 (長舟)のため

には尚科 (1I 脈) が îfi.~(であると認識してl'tうための研究と. Nij科の主要性の徹底したアヒールと

共に.今まで見稀とされていた所にも偵極的に参画し. fl:L(のニーズに??える姿勢が重要である.

これには医科的手:~klimが大切であり，各自のより -~'1の勉強が必要であると 考えます.

とりとめの無い1J'liII-Xにな りましたが，これも全て，'4.i科医療を)(J被と選んで日々診療に励んでい

る -医療人としての不安と ，その集まりであ る!日l窓会の取り中11みに少しでも7f;明の道がないかと悦

索・しているお・の汗悩と ジレンマをお汲みとり下さ れ[まがいです.

お知ら せ 第13回代議員会 ・第14固定期総会

口H与:平成 2i_1主4月22日(日) 場所:楠A学合法人本部 2階会議室

代議L-.l会午後 2時~

総 会 代議員会終了後~

..・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:-:.:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・.'.・:・...・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・"・:.:.:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:・:.:.:・...・:・.. ・:・:・:・.....・.. ・.. ・:・.....・:・

向各局活動状況何

渉 外

平成元年度 「八校会懇談会」

臼時 :、|勺J父J[:W 11 } J 8 11 (~，) 午後 7時~

場所:1'，，'jJilロイヤルホテル弁天|品l

出席 : 側l 什1}大〈ぐぐ..;;学J子予，.戸.と勺う:;，~尚t~術J拘ij"じ.. ヴ'{引{

l拠処羽大.♂?乍，.下ト戸"吋::l'尚4杓年じ..;::乍J戸J主:f汚泊却f刊似111，川1;司;1仁:窓令窓:会霊愛-主知知l日ID県県支部
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;州州'1中1
'
公川f尚J車拘i布I吋4科ご干}υA大大よぐ..;::乍.子Y下;::市:

車飢f円!比ノ大〈ぐ，}乍r予;::戸::，'，尚拘'{乍J子Y下，.:と勺羽:リ北;白刈:百111防同白司i窓会愛愛.知l県I艮t.3支主反-;f部.1引祁i刊部|日i 

見点~ -I北t 大大'-;::1'，尚拘，乍.予戸山;汚刈却1羽'\111炉附行司!窓会愛愛.主知知1日l叫l県日支庁m部11 l 

怯本Mir科大..;::校ぷ会愛知県支出

i り! 日正大下 !''''i7:;~11同窓会愛知県支部

愛知'下院大'，.:向学:~II同窓会愛知県支ì~l)

千JJ立J[:1j'.伎の 「八技会忠談合」が.上記のi必
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り/lf.JfUiされま した.従来 「七校会」と称して各

同窓会r.:Jの的報交換の場として活動してきまし

たが，平成元年度より奥羽大学歯学ifll同窓会愛

知県支部が発足され， この会にも参加lいただき

ました.このため名林も 「八校会懇談会」とな

り，恕脱の手nも広がりました.

懇談会は，J:Hli校である士i同窓会の九I;j'j支部

長の伎拶にはじまり，各同窓会の出席者のがi介

とこの 1年↑HJの活動桜告をしていただきました.

各同窓会とも活動内容は12;告で活発なものでし

た.特に，学I，f，r・Jti生共済事業には71を人れら

れた報告でした.

協議は，本年度に開催予定の「愛知県術科大

学同窓 ・校友会懇品会(仮払)JにI*Jするとj訂以で，

会の名称 ・開催H・幹事校 .J:1f'，五・内等号;につい

てw重に協議されました.詳細事項については，

あらためで会の事務担当者会議をi制限して協治

していただくことになりました.

また r今i後愛の八校会懇，;談;淡炎会」についても協J

され，学術の交流や情報交換の坊として今後も

必要であり，会の継続となお一府の発泌を全J~

一致で採択し，閉会となりました.

この懇談会を通じて，他校の同窓会活動を矢11

ることができ ，今後の当会の治則jに大変参考と

なりました.また，人数的に少ない同窓会では，

会のまとまりはあっても，学術iやその他の・J~業

の脱肢が小さくなり，充分なi，ri1ijJができないと

いう↑尚みもありました この問題に対しでは，

各同窓会が迎携し て活動 していくとともに，愛

知県下では特異的な当同窓会が， リーダー的作

在として協力し合っていくことが大切であると

j♂い ました.

組織局

。平成元年11)1 8 il、出 21司のブロック >)IJI1.f懇

談会が楠疋学合第一会議室にで行われました.

出席者は，瀬戸，半1ll，存IIjl'，小牧， I)l.j;(手H

井，知多の各班 (各班314)と ，県支部!!!IJから

は，大島支部長，三輪専務を!lfiめ総勢27名の参

加lがありました.支部長後拶として緊，色、医(illi派

遣 システムについて，本立11同窓会の現状と 県支

部の将米的な!必望と方向が秘仏ーされました I1f. 

!!!IJからも，卒後研修及 び医川との.i1i給のシステ

ムについて，作足Eの中Il織強化(特に1Jr人会oの

登録)についての1'tIl¥J， ~己f! がありま した .

。1989年度の県支:~llr， 待を先h放しました . 厳

しく 校IEを放 したつもりでしたが.まだまどliti

ftL(， ミスが訂り ましたjJ，)什，あるいは，その後

移動等がございました ら，:f:>'千数ではございま

すが，組織J，，)>くは òl ~務局 (052-763-21 82) ま

でごkli給下さるようお願い放します.

。 、I;'IJ文2q:. 1 ) J 2611 ，本;'';11川窓会と合同にて新

-r者説明会 (24111 1 ~t . 総勢 1 37r， )を行ない ，

県支部|口l窓会組織及びそのiMi}}を説明し ，ごI'H

併とご協力をお腹[l、欽しました.

学術局

※会誌6号発刊について

、IL，，)(J()I:.10) J 2111に先行iI，[¥Wi.fjLl会 を先)[，

'f，')( JUI'. 11 ) J 8 11 に¥.i¥1 1111制集委L1会を/lHftlL

紘，i!tlえを作れ引先牛:( "1:0;)に決定し .10:'t-名の

お品集委t1を選出し . 以後 4 111 1の制集委L1会を Il~1

flUし， ‘1;:'ぷ2{ド10)1にJe1'11 ('i.主です.

※地医学術講演会について

|尚JI崎別々 j去の1'(1-1'1!~1 j.先生を克行委Lllえとし

て， 51111の実行委L1会をllf.lflfiし，IJl.j ~ illfのお.fJE

が 七f1ーとなってHllflltされました.

日時 2{I'. 2 J 1 4 11 (11) 9 : 30 -13 : 00 

場所 :1;1;1 山!.JJl~ r:会波川・

演題 :“J1I近の1I ij"~外 科・JHW'

講師:Fliyl話l崎市民病院術科部長

山 川 Hi ;'~X 先生

参加人数 :1'771"，

※学術講習会について

'Æ\勾を合も‘ ，:N~門会を IIH flH します .

日時 ・2{I ~ 3 ) 11111 (11) 13: 00 -17 : Op 

場所 :モリタ名T1i・Ji1支'，'; (千純l豆('1'111) 

演題: "~ill見lîií'j1;1!のみかたとスプリント療法"

講師 Jとlij'eM~'-;:: ì~11 ¥.l¥ 2 1 1 ij'，~外科学教室議(:lli

'.!f!: 川 町 ・ 先!r-.

，.jとめti'~~ '-;:: ;'';11 出 2Mì級学教室，ìl~(:jli

，Jt長 |徐行l先生

※学術局からのお願い

'-;::M;jJ，，)では，会t1の先生のご立川をお1mきし

- 3 ー
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たいと思っております rこんな，講師をよんで

もらいたい」そういう方がみえましたら学術局

又は事政局までご辿結ください.歯科だけでな

く，1.ム・く文化のIflIでの，i持Olliもおよびしたいと思

っております

|口i窓会愛知県支部事務局

T E L 052 (763) 2182 

厚生福祉局

第11回 レクリ工ーション

11)-1 5 11 (11 11M 11 )愛知県支部同窓会の親睦

会が.l，lヶ丘ボールにでポーリング大会を11M似

致しま した.今までは脱肢としてパス旅行を行

って まいりましたが.気l院に参加lして引けると

いうことで，今IlIl!i必向を変えて.ポーリング

大会を企画!Iいたしました はじめてのぷみにし

ては，大人69人.小人28人，そして，まだ小さ

な幼児15人となかなかの盛況のうちに大会が終

了し，その後の炎杉をj府ねたハーティーを聞き.

利l気アイアイのうちに 棋を閉じました.本当に

ご;キツ;係でした.またこれからも，愛知県支部

!日l窓会活動のごf理解.ご協力をお願い放します.

UFは大会I:f立の/J.主制
医院.NtA ( :参 }J!I行、 I~均)

1位今JI:DC 170 

2 fIf. TH1，MW C 147.3 

3 f立以oC 146 

個人 (2ゲームトータル)

1位羽田JJ永 369

2 f立 サヘ!;/j1:変印1363 

3位松永盟 334

その他

O第 8回庇対抗ゴルフコンへ 7 n 13日

(葵カントリークラブ)

0人材センター 求!被4件 求人16件

。緊急医(1I1i派iliシステム

愛知県支部独自の体制のもとで.!iiに充実し

たシステムの完成を11mし，11ド十九1.J中です.

0弔慰活動

連絡もれがしばしば比うけられますが，この

憾なことのないように.*111，じ、のu:立を払いた

いと忠います¥

必ず，班長又は同窓会主にJili給お願いいたし

ます.

平成元年 ・2年弔慰報告

-平成元年

10. 8 171nl生 修本手五郎~i (i It ，1;:') ご持:父

10.21 9回生小|見1 t~次~i ('1'川l丘) ご本人

1l.13 41111 ~七石川 ~Ui (Illj I>() こそ1:X:
12. 9 1 1111生山111 }l.'{i ( 空.~UI I>( ) ご本J

12.10 111旦|生石以降リw (ql ，1;，';) ごij:父

12.15 151il l ~七千 i.tri ('I'.{¥ (総) ご付~'・

12.17 61111生 .lh事 防イーさん (J[ 北) ご汚:う(.

12.25 liij愛知子:院学院、!川iリ仏川1，1川'JUμl〔; ご本人

12.27 91111生 1:':;J::I公、jC，{1， (11' 1メ)

111 11 1 ~1: ，:M(F. 飽彦'{i (1Ilf.tl)() ごめ:父

12.30 151111生川町j 先之'{i (i荏 I)() ご本人

-平成2年

1 . 7 31111生小川 i，'i弘'{i (1品l山奇) ご持:父

1 .21 71111生 1'(，1， I支}Ui (刈谷) ご行:父

1 .27 3回生 i内向良向.{i (似点IxJ ごI!J:堂

2.2 181111生 よ 釘 ).} /i ()d'W) こち'λ

2.3 1111111: 近蝶 ~i ， ;J'{i (qlHlx:) 二号1::;(

-人材センター

刊行手11 57 ~1: 開始以降. 、 I~IJ文2ij: 2 } 1 8 1 II>UIJ 

求人 158ftl: 求職 58('1'-

- 4 -
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ム
一A 計局

n凶はliiJ窓会活動にご協力賜わり .1'/くお札

1[;し卜.げますε お振込みドさいました会u名1ι
ド11OJ引泌しさせていただきました会H泊先生に

おかれましでは，i誠にありがとうございました.

念，!?を拠出していただいていない会Hれ{立に

は，振込手数料日IJで12.000PJをJ紅海銀行北王I11

支出!占帯 264，1 1I~li ffi:・吟 447-67 1 までご納入 Fさ

いますよう，よろしくお悔い、申し上げます.

昭和57'.P主総会におきまし て r;，j，¥6立，会1;1.，

第28条会的米納者のl1Xり被い 前年度会的米

納者(前年度 3H 3111 JJ，l.:tE)は，第 37;1r事業」

の活動の-11寺停止をおこない，本会ifi10Jの宣伝

のみとする.なお，lij{n氏当{!'-J.立会1'(納入にで

iMiJJの-11粁・}止を解除する』が可決され，58{f 

1立-より適応されております 63年度会的未納の

会H名位におかれましでは.24.000P J を I~ l!r.~・

米海銀行までご納入くださるよう，よろしくお

腕i~ 、 r!J し 卜. げます .

今年度より地科医師会に入会しておられない

先生，あるいは悩科医向li会よりの 1'11OJ引税 しを

111し込ま れていない先生についても各先生の所・

1Iしておられる銀行11佳からの白動引泌のシス

テムを 11I.J!lfiいたしました.今までで.の振込みの 子

数が1行，守1けるとl柿問白司巾JI川11

すのでJι止1非ドご刷利J)川J川l日1ドさい.中し込み!日紙.}ji，ょ
については事務川までご述給下さい.

尚. ~宇佐における納入状況は別紙のようでご

ぎいます.より -Mの御協力をお隣i~ 、します.

書 記局

・毎月 「役U会だより」を各IiE長先1.:.1E送

• I' ~?'C}IIJ会波及び会報制集会滋

2 J J 1 日制.10:00 I百l窓会主

2 JJ 8 11 P.M. 4: 00 ~ 

3 H 1 11 心UO:OO " 

• 4 Ji 22 11(11) 愛知学院大学楠元下合法人本部

2附会議室にで，代議員会及び総会を1l1.IHll主主

します.

平成元年度歯科医療問題
研究委員会・報告

5 JJ 2411 型事会にて委員長委嘱

6Jl 名IiE宛，委員の推W，j依頼 ・25名の委

Uに決定

7 JJ 2711 第 1回幹事会

第 1.第 2，第 3小委u長及び斡

事委嘱

今年度の活動方針および年InJ，11illii 
のぬ討

8川221J 第2凶幹事会

小委以会名簿作成

8川311J 抗 l凶委員会開催

委J~会の主旨 ・ 活動予定 ・ 予算の

説明

質誕応答

9川16LI 第 3凶幹事会

次凶委員会の講師と打ち合わせ

9 } J 2111 抗 2回委員会開催

小委日会報告

大白支部長挨拶

講演 ・効率的な会議i近EEl-について

講師 ・名古屋 JC.広瀬寿虫氏

ll} 128川 部 4団幹事会

ll} J 30日 第 3回委員会開催

小委員会報告 ・日歯の機柿阿ほか

会議運営の実宵 ・t長{凝委u会

l川20LI 第 4凶委日会 ・懇談会開催

今年度のまとめについて

- 5 -
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時局対策委員会報告

、 1'-11)(:疋 11'.'立 . 火山支部長よりの諮li iJ ・J~ ltiの内

「次WI然活院選栄l二於ける愛知県支部としての

般的)，~準について」については . 平成 2 q:. 1 } J 

9 "の役o会にお・いて文ffll長に以下の ~II <杵111

放しました.尚，?宇111する 卜ーで，たたきだいと

なったA.s.C案をイトわせて崎被致 します.

時局対策委員会答申書

大j;A支部長殿

II.¥，}弓対立:委員長 阪上隆J!lJ

治liiJ・Jc刷「次Jt)J衆議院選慢に於ける愛知lP，L支
出11としての-r((uHj)炉供について」以下のごとく符

111いたします.
、 1~IIX)l: 1 1ミ I;:E愛主w';::院大学尚三佐官11同窓会愛知県

支:~IIII.ln，，)対策委Ll会は ， t-.，léの諮問す ~1.üについ

て :'1111に到る会汲をmJき↑"!1in;品:議討議し，以ド

の村民を í~fた .

1 )愛知1"';::院大宇1'i~7::~11の卒業生.

2 )愛7.W'?院 (大宇 .I~:J校)の卒業生.

3 )その{也.愛主11";と院大学歯学部同窓会愛知l

県支部に とって必要と認められる行.

4 )次期衆議院治Ll選候に於いては，般的{火

相のあった 11のみを対象とし 11キ}，μ、f策

委o会の治決を杭で支部長が決定する.

i.'(j， II.¥，}，付.[策委Ll会での議論のたたきだいと

なった A案 ・8家 ・C楽の 3案もfjf:せて悦1'1'1~、

たします.
、 1'-)戊元i.1~ 1 2 Jl 29

" 

A案

1) Ilil窓会との|見i係

(})愛知l'下院大学尚学:lljの卒業生である(I

(2) 愛知1";と院(大・予.尚校)の卒業生であっ

て'下校からの般的のあった者

2 )政党

(1) (1 L(~'2 . LOI:党からの立候補 (般!日J) で

ある li'

- 6 

3 ) 県歯とのI~I係

(1) 県尚が般的した者

(2) 県t，j_i が推l.i!j した者との対立候~11ì (よ避ける

4 )地l足・Jn，'iを汚Iむ:

(1) j也l豆で推if.Jしたお

B案

1 )孜!日j窓会は，歯科医師会の政述とは全く災

Tfの組織であり，必ずしも歩ぷlを介わせる

必裂はないと思う.(歯科医師会般的活H.
あるいは般的する党が落選もしくは減少し

たら同窓会も共倒れになるから，そのII.¥，に

慌てないように恥i広く対応したい)

2 )我!日l窓会{.:般的の依頼があれば，全てに般

的してやりたい

(全く 党派関係なく共産党であ っても汚し

とする)

汚え )jとしては以 上で、あり，般的に|刻し ては

み;のランク付けをする.

A. ただ Iji.{ニ推l.i!i状だけを出す

s.般的状+必勝，当選のお桝持参

C.人的，金銭的援助(後援会名符拠出も合

む)

D. C+選対本:~II迄人る

尚.IIiJ窓会に対して依頼の無い場介でも必要

~ ，W.めた場合， 上の 'J~f.aに当てはめ る .

C案

!日!窓会が政治活動として行うものと~事業生

L!lJち術科医師 (歯科医師会会員)としてfllil人の

利従を守るものが同じになればよいが.必然的

に述いが1'1'.て米る.その上に愛知県支部の汚え

)jとJiiJ窓会本立11の巧え }jは述っていても少しも

不思J殺なものではないし，又それがIIiJじであれ

ば尚よろしいが.愛知県支部としてはIIiJ窓会会

Llが術科医師会oとして発展するこ とJWちNif科

医師fllil人の利益を追求しでも，少しもおかしい

ものではない.

それではJjL'.k;論に人るが，今(1L('.>'2(1対IIi(iと

l(ト1:党候補{I( ~(">'t) . どちらか・人を挑IJ:lj しょ
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うという場合には，以Ijirならば!l!(-党の一人ぐら

いの附械はfJlfともなかったが，しかしJJU，;:にその

一人でJj-野党が辺l伝するような 'Jcがあ ったとし

たら我々が前科l抵師会代表として，I刻11.小作

というJJH-lはfJlfができるであろう ，fJlfもできな

くな ってしまうのではないか.

平成元年度会費納入率念書回収率

平成 2iJ'l月31"現ι

i皮らには，資金1>.1JJhは勿Itl命，各歯科医師がど

れほどにt~竹 を払っ て 11義u に したか ， もう 一度

よく考えねばならないであろう

1t1:後に政治iM~Jとは..お付き合い..という考

えで行動したらよいのではないか.WJち今IJの

状態において結論めいた・Jcを出さない }jがよい

と思うし同窓会本 :~nならば，全国的立地から八

方美人で政党にかかわらず同窓生(愛知学院)に

対 し披助，般的もよいが， I白l窓会愛知lP，L支部と

して活動となると ，弘は州科医師会にあわせて

行うのが妥、liだとr.うものです.

時局対策委員会決議事項

平成 2{I:. 1 )J2711W 答・IIutil13・4に，淡、'i

すると考えられる.，HIU倣次t!ll.海部俊樹11可栄

治院議u選冶立候~11ì (， i.i:: -fi.から愛知県立・代111':般

的依頼が米ました?字'11項目 4で， 「次JYJ衆議

院議員選挙に於いては， 折主的依頼のあ った 行の

みを対象」 としたぬ， その依頼がJfとたのが逝く ，

公示日が 2) 1 3 IIWで a迎1111似，11判以‘「策委u
会の開催の11:1'lI:lfド-J(，怖があ りませんでした.

そこで， 1 ) 12911 (1 j)全時J"j対策委uにファ ッ

クスで審議 ・J Çrti を送り ， ご為:訴をお防[~ 、 し，~

H一致で，村川敬次郎，海部俊樹両氏の般的が

決議され，111 31 LI支部長にご報公放しました.

HE r. 
l般 |メHf

r， * Il{ HE 

* 
1)( HE 

~t 1:><: HE 

マ11I HE 
Ily 1:0{ Hf 
小村1:>(HE 

'1' 1)( Hf 
iJl: 1><: HE 
lI(j剥11:>( HE 

天 1'11)( HE 

fお総|ベ Hf

熱 1111)(HE 

小 JJI1)( HE 

l?i 1メ HE

車止 HE 

'，';'; f.!I 

iffl I i HE 
'j" 

"' 
HE 

イ長

" 

)1: HE 

ilt ，1;:) HE 

小牧 HE
} ~ -It HE 
.k 山 HE
Ilyイ手"JI' Hf 
主11 多 ffr

M m; HE 
小山 HE

盟f，sikLXiHE

l品l 山t.j HE 
住川 ffr

知l 江珂t
1，( hP. Hf 

刈 ?i- HE 

去っ r+-i HE 
Ily}~申請 'JHE

~~~ 111 .fi.E 

合 ，f十
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会u数

52 

56 

35 

57 

62 

56 

93 

101 

34 

42 

38 

48 

28 

56 

46 

94 

83 

40 

57 

69 

25 

35 

42 

19 

45 

78 

44 

35 

63 

98 

58 

10 

27 

32 

12 

22 

99 

1. 891 

会 f( % 念 ，1; % 納入r.ft 1"I~Ht 

30 58 22 42 

38 68 25 45 

30 86 20 57 

38 67 31 54 

44 71 35 56 

37 66 29 52 

49 53 28 30 

51 50 29 29 

27 79 21 62 

20 48 7 17 

27 71 15 39 

27 56 11 23 

19 68 12 43 

40 71 27 48 

26 57 16 35 

63 67 37 39 

58 70 50 60 

28 70 24 60 

43 75 29 51 

54 78 39 57 

19 76 13 52 

18 51 9 26 

33 79 22 52 

16 84 13 68 

34 76 29 64 

53 68 48 62 

28 64 11 25 

28 80 22 63 

47 75 28 44 

59 60 34 35 

38 66 23 40 

9 90 7 70 

23 85 17 63 

22 69 16 50 

10 83 4 33 

17 77 12 55 

56 57 34 34 

1.259 67 849 45 
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役員会議 事録

平成元年度

第 6回愛知県支部役員会

日時: 予h立}i;~n1) 1 7 fl仰 午後8時~

場所: 楠元J，~6，芯研究棟・お 2 会議室

1 .開会の砕

2. J.I;:1'，.'.'，;.1I千

3. x:'ill.LH失拶

4 .イq'ill判i;tJ

5. ~) .. j銭円

6. 'rlV J~ 'I~Jfi 

7. th~J災・1~1Jl

1 )緊i;1医師((¥:，l会)派遣 システムの件

2) ，~松の ('1' (I'/，!j:J .. j) 

3 )職員給りの('1'(会計局)

8.その他

9.監・j'所見

10.閉会の俳

平成元年度

第 7回愛知県支部役員会

(厚生局)

日 時: 'r!Illi:}i;~r.t 2}121 i( 1 :) 午後 611キ~

場 所 rj'n.;.干書」
1 . IlH会の俳

2. J..¥:1'，.':':i.1I予

3.支部長lX妙
4 .本:~II制作

5.会)..HU;';-

1 )尚科医師緊急派地、システムの件

6 _ 'rlVJ炎ljcrji

1 )従長会1If'Eの('1・(斜l結局)

2) 'jç筋 t~給 tj・の ('1' (会J十日)

7.協J花'jC1ti

8.その他

(厚生日)

1) Idl窓会本部代以o会，新年会の「ド

9 . II~ii J J ~所見

10. I~-J会の計

(専務)

平成元年度

第 8回愛知県支部役員会

日時 :予成2~I'- 1 } 1 9 1 1ω 午後 811.~

場 所:楠Jじ?・合 ・法人本古112階会決筆

1 .開会の計

2.氏名.':，i.l'子

3.支部長技拶

4 .本:lll判i;り

5.各}..j械の

6. f島:淡水1fi

1 )代決u会.総会. 11胞の件 (~I~ac}uj) 

7. 協J災・jC1ti

1 ) 班長会J~足jの ('1 ・ (組織}uj)

2 )予成 2~I'.jぶ(-算案の ('1二 (会，河 J.. j) 

3 )尚科医師緊急派遣システムの件

(J・4生Jnj)

4) 11尚会長選余剰1>:の('J:(咋 傍)

8. その他

同窓会本:~Il代J削i会の件 や_Jf. fiめ

9. '，1~Tj~iiJí"}~ 

10. I'/-J会のが

平成元年度

第 9回愛知県支部役員会

日時:'J1hx 2 W 2 } 1 6 II(火) 午後 811ギ~

場所: 愉Jじ;::1f ・ 法人本:~11 2 附会議室

1 . n日会の~r

2. J.¥: 1'， ，r，':i.D'I' 

3. 支:~Ií長係修

4.本部銀行

5.れq報;り

6.市議・jC1ti

1 )予!戊 2ij:.j支(.rf.祭の('1二(会，n'J.. j) 

7. thhj~ 'jC1ti 

1 ) fJE長会決凶の('1'-(組織日)

2 )ブロ yク月'J.1tU業会. 11程の「ド

3 )学術助成令の('1・(乍術品)

4 )役oの， I~ !必の ('1' (1'れ主).. j) 

8.そのf也

必Il~i1'l];;j)

9. 慌 'h所~

10.間会のが
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不安への葛藤

フ~必において以前より何度も指摘 しているよ

うに凶， :':j m~化社会の到来， サービス経済の逃

行. OA 'FA化 を'1'心とした急速な技術革新の

進出~;に伴う 社会経済的勢や食文化の変選が，

我々の世JWiやひいては心の健康にも大きな影科

をtj-えつつある.入額誕生から極く最近までは

飢えと tt~ という日 lìíjの恐怖と格闘するHキ代で

あった.いまから約 I万年前，氷河時代最後の

京冷mlが終わり地球上の気温は除々に上昇しは

じめた.氷河からとけでた水が海水面を上げ，

i見(Eの変化にとんだ日本列島の地形ができあが

った.また，気候の温暖化につれて森林予告が広

がりはじめた.約8000年間におよぶ純文Hキ代の

拡l別けである.

制文H与代人の食料は，木の実を主とした柏物

食がほとんどで， その他は狩~m ' if.{l労による動

物食であ っ た . 従って ， その生活は I~I 然環境に

大きく左前され， 12白・で安定したものではなか

っ た . 飢えと tt~のHキ代であった . 生きる価値

観を追及するわけでもなく ，あすへの希望に満

ちあふれていたわけでもなかったにちがいない.

111 1日が必死であり，あすはおろかいま現在

の食にtt~ し，食を求めて奔走する毎日であ っ

た'，:;~.に，死と隣り合わせであり ， 死を現実に

~-えずに今 11 という日はなかっ たはずである.

しかしながら，死に直面していたからこそ，生

がより充実していたかもしれないし，いのちの

まぶしさにれづいていたかもしれない.究極の

11々 であるからこそ今日という日が心身共に満

足いくものとなり ，食に貧窮 しているからこそ，

食に心から感謝できたのである.我々の白から

見れば，不安の日々であったような錯党に部ち

いってしまうかもしれない. しかし，彼等は余

りのf立機と恐怖のために，不安はl-Aじていなか

ったであろうし，そんな余裕もなかったであろ

う.決して不安の1I.'t(1;':ではなかったのである.

〔第 36月〕

第 3保存学教室

稲垣幸司
(16回生)

引代の我々は死への恐怖のため，死をなんとか

避けようとしているのかもしれな い. 踏を告主11

されたり ，生と死の狭間をさまよった人々から

は，死の恐怖感は感じられない.むしろ明るく

紫11，'i'らしい死を見つめなおし，生の坊さ，泣か

さを技々に教えてくれているようである.

大正10"lol1(の平均寿命は僅か40年余りであっ

た.また，純文i時代人のそれは30年そこそこで

あった.およそ 1万年かけてたった10S.手の延命

が計られたにすぎないのである.その寿命が僅

か 100年もたたずに 2倍以上にな っているとい

う事実はなにを意味するのであろうか全くも

って不安なのである.そこで，不安というのは，

我々の北本的な欲求に伴って生じる一極のな織

(附紺あるいは情動)の代表的なものである.

不安の木態は射実への恐怖ではなく ，その声、H立

が決然としている.不安発症の生化学的メカニ

ズムは，Jtk近になってようやく解明されつつあ

るようだ. しかし，そのことが不安からの救済

にはなりえないであろう.また，はっきりとし

た対象をも った不安は，不安ではなく心配であ

る_Illiil に迫った危機への感情は恐f市である.

従って，純文人に代表される現代の我々とは災

なる人々には不安はなかったはずである. しか

し.l~々には不安しかない. 皮肉にも，日本の

社会が~かけ上安定すればするほど，我々 の不

安はふくらむばかりである.我々は，いつでも

どこでもどれだけでも欲しいだけ好きなものを

手にいれることができるようにな った.我々は

fnflJCにつけても未来を予測できるようになった.

孜々の人生の自由度が噌すにつれて，不安がま

すます1-1立ちはじめてきている.欲望がi，埼たさ

れるにつれて不安が大きくなってきている.

18世紀にはカレンが神経症， 20世紀にはダン

パーが，じ、身杭を提唱せざるをえない事態とな っ

てきている.我が固においては丁度歯周病学会

- 9 ー
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(当II;¥，歯槽股制下会. 1959年)とほぼ時期lを同

じくして心身医学会が発足し，その産物の実態

や処分)Jil与について論議されるようにな って

きている.医療がそしてその病態は複雑化して

きている.ひと-1'，'lii!までは病気は，外から病原

菌がliE染してづきhじするのであり ，そ の外か らは

いりこんだ似|太lをたたけば病気はなおるという

単純なl盃縦であ ったようだ. しかし，我々はそ

の医僚の進歩のおかげでHキ間的因子(寿命)が

m大 し，外ばかりでなく内から自分自身がその

病態を桜総化してしま っている.歯周病に山ら

ず現代の1，i.j~tの多くは '1 分自身の内に原因をも

ち.('，らがJ討を(1-'りだしているようにおもえる.

愛知県支部地区学術講演会 『最近

の口腔外科事情』 ー今のままで

良いのかあなたの外科処置 二次

医療機閃からの瞥告ーに出席して

|出抑制E太田真吉 (18凶生)

平成2q， 2 J J 4 11. " i立岡崎市民病院歯科部長

の山旺1 r.1~x先生を，ì，'~r.市にお迎えして， 岡崎商工会

議所において.学術講演会が行なわれました.

IJUE孜がIJ!Jでは，医科と術科とは独立した教育

体系を形成 しておりますが，急速に進みつつあ

る市齢化，疾病問造の桜雑化，国民の医療な，{j在

の向 1-.， lilIifll'iM~の多級化等諸問題を顧みますと

歯科と医科との|民1.i1!1ま，IHI述うことなく重裂で

あり，医科 ・前科一汗論として理解，行動すべ

きであります.現実には，医科の医育機関にお

いては，約25%しか歯科あるいは口腔外科の教

育が行なわれていません.LJ腔機能 ・形態の特

性と ，全身と の|見lわり の深さを，症例をはさん

で医科サイド，医療スタッフ，地域住民にアヒ

ール ・教fiできる峨，われわれ歯科医師もレベ

ルア ッフする必裂があります.又，最近では，

忠.(iサイドの.t，'l*

余りに生に忠まれた不安をいだきながらである.

そしてその産物である不安に対する~なる武慌

の一つが薬物のようである.薬物乱用の可能性

に付する心配(不安)をせずにはいられない.

現実に， IItll:Jでは薬の乱用空その隠された主作

川 (=I，¥IJ作}IJ)に心配は募るばか りである.飢

えとH仰の11.¥:代から甘えと飽食にはぐくまれた

不安のH、i代にすべてが変選してしま った.すべ

てが余りにもあたりまえのこととしてみすごさ

れてはいないだろうか.新 しい機能は， iRに古

い1I.'f代，つまりは安定したH寺代を基礎としてい

るので.古い機能に戻る必要があるのでは・・

り.医(llliへの偏見などから，医療事故に対する

訴ぷ川足iJもt('l))11しております.医療過設は卜分

にii:芯:し，未然にドi)iぐ努力が必要ですが，Jj . 

起してしま った場合の適切な対応の方がより主

要と!ιわれます.当然ながら術iii!におけるラホ

ールの形成.忠者への充分な説明と忠.fiーからの

Idl.0:U見lリ!とl訂!な infol'medconsent)をnるこ

とが必要です 1泣fJJの説明と述う治療をされた

とか. fllfの説明もなく歯を抜かれたというも，~~

不満や被ソ;:{i芯:識を忠者に与えない織にしなく

てはなりません.幸い三河J也区には 2次i災対{

機|弘!として.di立岡崎市民病院の歯科. 11院外科

があり r日し t、lI!rの141車長み」的存夜であることは

が:たですが，それに甘えることなく ，初維なfl:

会・t，'j併に対応し得る能力を身につける必要をMi

lis-させられる 1口でした.

- 10 -
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愛知学院大学歯学会に

参加して

知多斑 尾之内茂樹 (13回生)

恒例の曲学会が，主"多地区において 1月21日

に開催さ れました.今1111は，初めに第 2保存:学

教授 ・中村洋先生に rN.:近の口腔治僚の流れ」

を講演していただきました.

111寺内保法に おいては，まず，む歯の診断をいか

につけるかが重要な Il.1H越となります.あたり前

のことではありますが，我々 1)[.1業医にと っては

HキIIilの制約があるので，つい恭本的な診断を一

つ二つ省いてしまうことが多々あると思います.

しかし， 1見JklHdiや，制作充:t!lt材がX線上では恨

尖告1Iまで到達しているにもかかわらず，歯に疹

ldiがあるような場合には，基本的な診断方法を

守っていれば，也幽を明示することは，それ程困

維なことではありません.

次に，lti近|問題とな っている恨管消毒剤の使

用の有無でありますが，手lU，，&刺激性，細胞毒性，

発縮性，遺伝時制:などが街適されていますが，

感染恨管治僚11.¥:の調11閣の恨管象牙壁への侵入度

などを考慮すると，恨管消蒜剤は必要になると

のことでした.ただし，米国の各大学の使用の

ぬ;.~!!~を淵べてみると ， 山J1 1 している大学，使用

していない大♂jそと，樋々であることを報告され

ました.

つづいて， 第一似合t学，ì，~n'ljの千凹彩先生に，

rM新の術美修復と 抜.:ì~í' J について，講演して

いただきました.

ポーセレンベニアやレジンインレーなどの新

たな'品-美的簡辺修復は.1'1然在Jl.機能性，耐久

性，郁々の利l~:& との鋭利1'1:などに宮み ， しかも

幽質保存的修j~であ っ て ， いわば「出品質」な

修復を基礎としたうえでの r美」を意味しま

す.このような「市美修復」を支えているのが

レジン材料による抜符であります.

レジンとエナメルn， レジンと陶材， レジン

とレジンの媛者は，ほほと完成されたものですが，

レジンと象牙質との般若は，これまではレ ジン

修復の臨床での信頼を失わせる原色|のーっと指

適されるほど劣るものでした. しかし，故近，

「第 2世代J接着材と呼ばれる新たな接着材が

開発され， レジンと象牙質の接-l1が許しく改普

されました.その接着材には，メーカーの異な

る2種類があり，これらは，米国において間洞

形成なく接着させた場合の試験を行った上で示

認されたものです.この接宅rfitにより ，ポーセ

レンベニアやレジンインレーなどの最新の治療

だけでなく，我々がよく行う 5級制il司において

も，従来の機に間ì li~下線からはがれることが無

くなることでし ょう .

以上.EI '，\;~I臨床でよく J1ï辿す る 問題点の， I~.J 

日からの角写がとになる，l昨?Jrjでした.

老後の所得保障についての

考え方

岡崎庇 神 谷 誠 (8回生)

愛知県歯科医調査室の制究報告において，歯

科医師会会員は211止紀における，也市俗化社会を

予測し て，老後への関心は70パーセント以上で、

ある.特に老後の経済面での準備にIMjしでも，

着実にしている 9.7パーセント，多少はしてい

る 53.2ノf一セントと半数以上が老後の生活保障

について向らかの形で努力 をしている.

自分が老齢化のため退職あるいは働けなくな

ったHキ，老後の年金支給制が夫品aあわせていく

ら位になるかを知っている会只は少ないと忠う

仮にわかっていても，人11の極端な II1J齢化およ

びインフレのスピードなどを待感すると， ;1守釆

の年金が大丈夫かと不安を持つ人のほうが多い

であろう.その上，所得保問はlザmliにな っても，

自分や家族が桜たきり等になり ，虫介殺を必要

とするようにな ったときのことを芳えると，不

- 11 -



( '1<1成2:1:. 3 Ji) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 36号〕

安が大きい.当然のことながら，公的年金や公

的介護サービスでだけで満足できるはずがない.

公的自11分を 1階とすると， 2階部分， 3附も

しくは 4附:;11分として，自分の老後の所得保問

の椛似を， (1)職域年金と退職金，(2)本人のJl'j・都

とみ・肢の支援， (3)本人の就業による労働所得者

によりいったいどれくらい l階部分を補足する

必要があるのかを，各人が認識できれば，生im
生活設計がし材くなるし，老後生活についての

不安感も緩和するであろう.

ただ単に{I'.金が多ければそれでよいならば，

何もかも年金につぎ込まなくてはならなくなり，

老後の人生のために現在を生きるという考えで

は，なにやら少しさみしい気がする.ゆとりあ

る老後の生活をするには，一体いくら必要で，

そのために公的年金の 1階部分を職域年金で、い

くらカバーすべきかを まず考え，つぎに年金ポ

イント制と年金通帳を組み合わせて，各人がにl

分の年金額が現在価値でいくらになるかがわか

るようにすることが望まい、のでは〈よいか.

現代総合研究集団の「二十一世紀へ向けての

年金と保健医療 ・福祉サービスの研究」レポー

トによれば，今後の個人年金商品の多織化にお

いて製まれることの第一点は，年金原資制立段

階での自在aである.つまり家計の状況に応じ

て払い込む保険料等の額を自在に変更できる商

品をIl~gをすることである . 第二点は ， インフレ

対応型の商品開発であること.すでに一般の生

命保険では， jlli用実結に応じて保険金額が変動

する「変額保険」が発売されている.第三点は，

土地，住宅資産を担保にした「不動産担保年金」

の提供である.不動産の担保{耐告を終身年金の

-11与払し、保険料に充当することで終身11:'金支払

いは可能になる.第四点は，介誕サービスなど

相祉サービス提供商品の一層の充実である.人

々の不安のひとつは，老1後表のためいくら資金滋

b“似附u的Jiけすす喝れぱいいカか、わカか、らないということでで、あり ，

その?符T怜カ対tには嬰介護状態にな つたときのF抗t川が

予j詰淵測11知則11羽IJでで.きないという状況がある.個人年金や保

険商品はこうした不安にこたえる手段としても

期待される.現在，生命保険会社等から年金給

付にかえて介護人派遣用の金券を支払うタイ プ

の商品や，年金をそのまま有料老人ホームの引

用にあてる年金ホームなど，いわゆる現物給付

型の商品が次々に発光されている.個人年金等

によって老後の柄社サービスが多機に選択 ・購

入できたり ，ケア付きマンシ ョン等に入居でき

たりするようになれば，fl白人年金力11人の効用は

さらにたかまる.

以上が現代総合研究集団の「盟かな老後のた

めの個人年金の開発に向けて」に対するレポー

トである.またliiJレホートは重介護状態におけ

る経済リスクを，民Hil企業や個人の自助努力で

完全にカバーすることは，やはり困難であろう

とし， 一定額を超える重介護世間に関しては，

公的保険等で援助するという方法が適切で・あり，

それが自助努力や以川市力 を生かすことになる

と，この面での公的保険等の必要性にふれてい

る.

歯科医師求人案内

小島歯科

豊田市秋葉町6-1

T E L0565-34-1991 

加藤歯科医院

稲沢市稲沢1111前IIJ5 -93 

T E L0587-23-1200 

明生ふくよ歯科

中区新栄町 1-1 

明治生命名古出ピル 5F

T E L052-971-6700 
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平成元年度月別各局予定表

n 2 n 

支部 'J~ ~ 
-新学(j説明会(組織同) 1月25日 • 2 )=j 4 U 地区学術J再出会(学術j斗)

- 役u会だより，議'J~録作成 (書記局) • i生日会だより， J呉市鈷(，lF記局)

渉 タト
-仮称「同窓会 ・校友会愛知県支部述

給協議会」開催準備会 (2月28日)

!‘i 生
-十!日1扶助システムの再検討 -人材センターの案内

. -1'11冗扶助システムのl人j作の.11:，:ぷ

-出2Inl*:I乏会打合せ -節 21111班長会準備

lケnliif案内状先送

来日 明世 }"j 2 J!M 1111 liifTe 1にで隙認

1迎IHlI1ij資料完成先送

-出 31"1ブロック月II.1H談会案内先送

，": ・'J・ i，f.i . .t也|寸;~i，f.j ，ìll'f ?~jí 会準(I1!'ì - 次HJJ事業，11 匝l作成委L~会

• i生o会資料作成 -役o会資料作成
It I~C 「会事UJ36，}資料作成編集会議 「会報J36'~干編集会議及び印刷会社

との打合せ，校正

委 Ll ノL弘4、 • 11キ}"j対前委Ll会

そ の {也 • 1，;1窓会本音11代議o会 ・総会 -愛知県歯科医学大会(2川17・18H) 
(本 :~I~ ・ りI~N~ ) |口l窓会木古11新年会 (1 n 27円) 11欠卜.ホール

f生 Ll d.L》4、 1 ) 1 9 'I(火) 2片6U(火)

当 吊: “lt"2し~ }・ ・~ '_li ffii). 1: 

3 ト! 4 n 
-マスコミとの懇談会 (渉外) -予IJ.文;e'rj-:I主事業 ・会J昨年立(会計局)

-出 21"1班長会 (キIlJt&}"j) -役Ll会だより，治'JH;k作成(JF記局)

-出 31111ブロック別懇談会(組織局) - 支持1I代滋L~会 ・ 総会 ( 4川22'1) 

支部 業 UMrrr・ • llil会の議事録fhx:( ， I~ ，1c}"j ) 

-出 31"1会的請求 (会計局)

• í~HI.会だより . J呉市録作成

「会科lJ36，げを行

wょ タト
• ()Xf{j; rr百|窓会 ・校友会愛知県支部述

総I.JiI，混合」のIlHfH(

l‘i • 1'111 dJ.U}Jシステ ムのlズγi • 1"" L .J1~U}J シ ス テ ムの 11' 1111制作

2・ i，f.i )"j 
「会，l~;J 6け編集委u会

- 次ml'l~業計IIIIÎ栄作成'tiU会

It 記
• í~ Ll会資料作成 • tHl会資料作成

. (¥: ，:浪u会 ・総会資料作成

(そ本出1I・の以内Iてが{也) - り;~i別代議只会 ・ 総会 ( 3)122日)

f立 Ll ノ~ 3 } 1 6 ，It火) 4 } 1 10' 1ω 

当 吊: i歩外 キJU:'U"j
」ーーーー
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曲凶

だ よ
，-…一-1

F 
J 

-港区班
臨床実習の廃止について思うこと

金平征樹 (9回生)

日、引にの変化が:~I.i>>í な IIf今，保々 な分lll(-にも ;js

科が1'1'， てくるのは、li然のことと忠いますが，数

{1"liiJより， ，，~~，，;:; :~IV;::~ I~の臨床実現が廃止 され.

臨床見学に変史ーにな ったと 聞いております.

小生も， IlH業して 1，1.くも 卜数年が経過 し，、li

II:¥， を懐かしむのは勿J命のこと .ここ数年の11:]に

学業してこられた先生が，いかに臨床の第一線

でとまどっ ているかを 11 の、'í りにし ， 臨床')己~lVI

の復活を願い，ここにペンをとりました.

咽

IlH 業医として ， 臨lぷ~j勾雌 1 1:の諸般のτlHmま，
よく四角干していますが， IJUEは，tt者の医療ニー

ズも多隊化し.より 1:':iJ!iに，より複雑にな って

きています.小~I: も 11日 業して 3 fl~ 日より ， オ?い

先生と |民lわりを持 ち， 卜数名を1)1.1業させ，IJ.l.1E 

lIL1r，の行い先生と・祁に診療していますが，臨

床兆円のJ1t11:以前の卒業生と，以後の卒業生の

述いを見るにつけ，より -肘その考えを強くし

ています. どのような技術でも，基礎のない，ijr
ではIlH花しないのではないでしょうか. 

.k.7:病院の催禿なスタッフと設備の中で，多

くの11.¥'11:1をかけて，実際に忠.fiの気持ちを理解

しながら ， 口院内でのJみ礎的~i台~J;i.ー を経験させ

ることは.本人述の将米にと って，大変重要な

ことだと思います. E，~司~!での実習だけでは， と

ても卜分ではないことは.多くの卒業生が感じ

ていることだと 思います.jt、行の口腔内で、のifi

縦続!殺の乏しい卒業在住が! ~'1 -線の医療機|見lで，

J会保 lニ従'J~ -~-ることは ， 1本|矧tというよりは， .I!l~ 

J1Jlだと!ιいます.

呪布、町院では，析しく人ってきた先生には，

卒後|凡lil:.1Iの先生が，かつての大学でのライタ

ーのように，っき っきりで数行に当っているの

が引状です.

これからの卒業生が， 1・分な|臨床実習を受け，

i'l 1::ìを持 っ て診療に従 ' J ~できるようになること

が.同氏，'，材料l災保の充実には，ぜひ必要だと忠

います

-天白区班
胆石手術顛末記

伊藤 彰 (11回生)

忘れもせぬ 1午前の 2川7LI，就泌liiIに尖白11

下腹部に~I'I・iみがおこ っ た . 数年前より H、?々鈍屯

!$があり .エコー検Ttにで1111石のあることはわ

かっていたので，JIi!イi発作だとすぐに気づいた

が，訴しに 1111 いていた通り ，七e伝八倒の~I '(j さで

そのまま け亦の救急外米へかけこんだ.

J!'H，'(j剤を一本打ったが，そんなものは全然き

かぬ. 、'íl'川氏 ~H;I っ て「このまま入院しますか

っ」 と三われ， ・も ;もとよく 「する， する」と

日しまぎれに作えたが，その入院予続中にスー

ツと ~I'(j みが引いた . おそらく 11日作から十二桁11幼

ヘ石が山たのであろう.ィ支lドの311社民である.

~ LI は fllJの支附もなく f l:引 をした .

Illl袋は11FII貨で作ったIIll?!'を十二1fi1l幼まで迎ぶ

t港II l l~";:の 11 1ほどに洋梨状にぶら ドがっ ていて，

Jli lrlのJ!'j:}I~Wの f生活11 を出たしている.

111[石はコレステロール系1-i，ピリルピン系~1i， 

ilt{t行といった州知があり ，Il'!礎内又はllil特に

できて，f~~1;，~状のサイレントスト ー ンのことも

あるが，-1，主発作がおこるとその前iみは激烈で

サの人はけしの実の)t薬 (モルヒネ) を持ちあ

るいたという . ~I'(jみの機Jfは石が1I1[誕の.'I'l rI又

は111[併につまると .Ijiにつまった出みではなく ，

IhW出がけいれんし.それにつられて11反j肢がづ|っ

ぱられるゐにJ~'，:;;; な :，I，:~，'(j を14'う .

・1官発作が起これば，必ず二皮11があるとえ

われ，これはいIとかせねばと忠ったが，J1iiを切

るよりは lä~rrifìW訟である砕石装;伐による破壊

療法を叉・けようと ， .， 病院を川ってみたが，

適応杭が 1cm以内， fI~l txは 3 fI温まで，コレステ

ロール結イ i に|拠るとのことで，適応純I}~I ぎりきー

り， しかもイil':'イi以化が少しみられるというこ

とであった 1:':i校時代の友人が消化出外科をや

- 14 ー
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っていたのを思いn'，し. llilいてみたところ「お

!日Iそんな硬いものをやって，そりゃこなごなに

除ければいい ~t ど， もし岐}'，- が残ってjjl[併にで

も引っかかったら，もっとやっかいなことにな

るぞ・」とつわれた。マア外科出だから内科的治

療にはJ比判的な而もあるんだろうと思い「やっ

てみてダメなら子 í~jでもいいだろう . J と If}i丘 IHJ

くと ， 子術はイiが)j!l袋内にあるのをチョンωっ

て袋ごと摘n'，するだけで一昨簡単なのであって

)JI[作にメスを入れると白IJ而の収縮により符が縮

んでlJI[rI-の流れが:Ifくとより. ].'/1.痘症状が，'1'，たり

するので，その防止のぬオペが複雑になるとの

ことで，やはり無埋は然物，楽して治そうとい

うのはダメらしい.

さで，入院となると気になるのがれ分の診療

室のことで，どうしたものかと思っていたら，

剣道部以米の友人の加藤芳保./1が同じ殺の飯を

11食った(111だということで「ょっしゃ，ワシに入

院111のことはまかせとけ.Jと，iって代l診の先坐

と交代で11]:'， n'l~反してくれたのはイí~ff~ か っ た .

X.入院後1':Hlijの自11ftでJ21に退院がのびた

II，¥'は. IliJ窓会の緊急派ill-医のλ;川先'1:を子配し

てくれて1去を引 きついでもらった.お11I:，IIr，'にな

った先生}j・に改めて感謝放します.

III !1ï は .1.1\~il'l~状のもの ( (.(JIlii下である)もfrめ

れば成人の20%に見られるそうであります.昨

イ i治保は弓UI:は '~\i， }Åミ it.必定の段階ですが. データ

が1.lまれば適応i;，~も雌 {f. され，機日:十が改良され

れば成功率が111)くなり ，保険適応になるかもし

れません.以 上ご川州の}jの参々にとよれば幸い

です.

-瑞穂区班

原田了(7 l!ll生)

愛:';11";と院大・.;;;耐下氏1I同窓会瑞f.¥l!.IiEは. II({手1147

:1:秋tti. ~~ 1'，のIlH業している光世が'1'.じ‘とな っ

て発足し ，それ以求18:1:.が経過したIJUC I出棺

l豆IfEとしてiMリjに参加しているのは201'，で.開業

している先生が小心となっています.そのt，w1J父

状態は， l l"lj~ 21'，. 21"1生 2~う. 41111生 11'，. 

51111/~ 1 1'，. 71111生 2名. 81"1坐 3~ノ'" 101111'1: 

2 ~う ， 111"1生 1名. 14回生 1名. 16同生 2名，

171111生 3名で，手助すると l年に 1名ずつ.1M}jll 

してきたようです. しかし故近 2， 3 ir. Iまm}JIl
がありません瑞秘区の歯科医院の数も，飽ねl

状態に近づいてきているようです.これは喜ば

しい 'J~か，必うべく :!:J~か，何ともいえない所で

瑞相区の役11は，会の発足10年程. 1 -21111 

生の先生におまかせしていましたが，現在は，

公平をきたすため. "仮にJ寺ち回りという引にな

っています.予IJ.文}-2年度は，班長 5l凶生瀬

11勉，日IJIfE長 7凶生原田了，会計7同生池村手う

で行っています.

IfEの活動状況は，:+・術，その他もろもろを合

わせ，忠、説会とし，年 I回程集まります.1m業

している先生がほとんどですので，どうしても

術科医師会が中心となり，同窓会瑞穂区班として

の前101は， やや鈍りがちというのが現状です.

-知多班

加古順市 (16回生)

IIS:卜¥ 尚々{同li l'i~之のす1 とお泣:び " 1 し卜.げます .

払述の所以する主11 多班 lま，北は名 干~・)i~ ï打に隣依

するよ.jUl，idi. 大府市から時¥jヘ，主1]多市， '，i;~'?lt llj t 

1d~PI r. I~j知l 多聞Iと南北約65kmlこ及ぶl川市一111]

からIJ比り立ち，阿に伊勢jpjを己とみ， 十快夫11川1，山'A占:T引iI札l

i箆芸」在E山l脈派カか、ら()伊}~ト~I欣次卯11山11 . 御岳L11.*fllll ，:':jh~l. 述

くには~:I; f二111(ごく桶)深美半島，Ji州灘か ら

λ;、!とir.n~~. 伊勢神宮方面から~{Ï;!f. 笠れか

ら i'l' ~III'J辰へと脱出平野を取り巻く 3601.主 j長引

のきく 見lI.'i'・らしのよい所でござーいます.(主IJ多C.

C. IJ!.j 3需よりの展望). お出かけの際にはJ止非

'1立主11 多 'I~品 )J而にもお越しください.

さで.去 る、I~fix江:1ミ10月21"愛知学院大学前if

.-;::行1I川窓会愛知県支部知多班大懇説会をrll区栄

ハルコ 1'4r注米」にて小出忠孝学院長，愛知I~I~

支部より大山先生.三輪先生，主1I多郎歯科民(:，p

会から佐藤会長をお招きして開催する 'J~ができ

ました.、'inは記念写兵船影後，学院長より.

「愛知l学院大学向字詰1Iの発展lま，同窓生のi，号制l

に1)，1るところが多く，よりー府の打i}.lliをされ，

一 15-
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ネ1:会のど3頑張って同窓会を盛りた てて裁きたい.

x... 1鋼I{-息については， 愛知l学院大学M~";::mlヘ

人7:していただいて幽宇部の発阪に氏l献してい

ただきたい」とのお古葉を民政いたしまして恕

級会を始めることができました.

同窓会の矢11多従67名中51名の出j併があり 11111

生から 211111生まで)I~i に IJtj と名/ÌÍiが一致するよう

-編集後記

l守己紹介 (111にはJ点火なる助需 ?の11tぴ交う先

生もおみえになりました.)をして会tHIILLの，悦

l佳をiZめることができました.

会l二盛大の内におIl~l きとなり，必:安11~Jj々と 一二

次会へ駒を進める先生もおられ，恕税会がl成功

ÞIlに終える がができ . 役L~ -1司Iiiの仰がおりた

思いでした.

月とたる 4H 2211 (rI).愛知l学院大学にで 代議o会及び総会を開催する I予定にで. /11主今その準。idにお

われている1u1:1です.(大切な総会です.lI.fHiIの自11合をつけて是非ご，'1'，I，Wドさい)

「会報」については， "会務・・":f:fW"m;だより ....趣i味"など，バランスのとれたメニューにすべ

〈編集しております.皆様の投前をお阪Ll、します.
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