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20周年記念公開講演会(平成8年10月27日(日))

於:楠元講堂
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( '1勺ぷ9{ド 3) J) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 (~ 57 ¥}) 

20周年を迎えて 支部長 佐 藤 弘 喜

会員の皆様元気にお過しでしょうか。 昨年からの問年行 'J ~には多数の御

参加l を Tf~ きまして有難う ございました。 少ない予算で苦労してきた理事諸

Jjもl十l斐があったと占んでいます。グローパル ・コンフアレンスに寄せら

れた多くの御J}-:見も、数項目にまとまりましたので、今後の愛知県支部の

指針として必ず役に立つものと確信しております。

さて、卒業して30年む経ちますと、 同級生の話題もいろいろ変化してき

ます。10年程前には子供の受験の訴で持ち切りでした。

しかしi昨今はその活組も下火になりまして、遠近両用眼鏡だの老|眼鏡だのと|阪の話が lつの主題

になっています。他にはJJHi注だ、ポリープだ、糖尿病だと重要臓器の病弘を経験した話が多くな り、

)泌が'h'fjい、日が~J'(jいなどは話がかすんでしまうほどになりました。

若い会1-1諸君には赴非共参考にしてI長いて、健康には自分が考えているJlk大阪のj主立を払ってい

ただきたいと思います。

家峰では子供が~tll立して、話をする機会が少くなり、奥さんと訴す話題もあまりない、というこ

とから、同窓会を)1:戸端会議の場として集まるようになるかもしれません。先円誰かが言われた「同

窓会もl限域別老人クラブになる」という 言葉が耳に残っています。

できればl切るい話組、楽しい話題だけにしたいのですが、たまには人生を振り返ってJlj心をし、

壮年JUI以後の.ti=:i丹をlリiるい楽しいものにしたいと思います。

同窓会としては、世trJ;itのチェック ・システムなどを考え、会員がより安心 して前ili}Jできる王将も考

える必要があろうかと思います。

とりあえず人11¥1ド ックをパスする事などないよう、金trJ友に気をつけて碩張って頂きたいと思いま

す。

愛知県支部創立20周年を迎えて 愛知県支部同窓会常任fllJililJ
参議院議員 大島慶 久

lIJj1L20J司王|三を迎えた愛知県支部同窓会の支部長を続験した，141い出の原稿

依願を受け、改めて時の流れを厳々ななl床で実感しています。 .f~.:{E も同窓

会前動中級でi主任を果たしてくれている役員の幾人かの|日l窓会活動への参

画要Ji?を断りきれずに私の同窓会活動の第一歩が始まりました。当時から

一番大所信・の愛知県支部であったにも|主!わらず、その組織が完成したのは

全凶各地で設立された支部の中でも最後のブiであったと思います。

当初、 同窓会本音IIの副会長と愛知県支部長の兼務で本当に大変でした。

今の若い先生ブjにはだ!像できない程大勢の忠者を抱え、 地域医慌に専念していた私にと ってH寺山の

やりくりが大炎だったのです。けれども愛知県支部に専念することをJ忍めても らい立派な県支部の

組織づくりに情熱を燃やそうと決意したl降、在、を支部長として支えてくれる多くの同窓生に巡り合

う喜びを実感することが:1'.%るようになりました。
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〔平成 9'1三3月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 57号〕

前米15年間支部長として組織の執行を任され、本部同窓会を最大組織の愛知県支部が一番近いと

ころで しっかりと支えるんだと云う観点から、多くの同窓生の協力の輪がどんどんと広がりその結

果今円の様な事業計画に基つ‘いたしっかりとした組織が誕生したのだと思います。同窓会活動と並

行して、地区での歯科医師会や県歯での歯科医nili会活動への参加等、益々多Itを極める状況の中で、

同窓会活動を通じて議論をし、同志意識の中で芽生えた多くの同窓生の私に対する協力がどれだけ

私を助けてくれるようになったか・・・・・・本当に私はかけがえのない大きな財産を授かったのだと同窓

生の皆様に改めて感謝を 1*1し上げる次第です。その後の私の政治活動にしてもしかりです。自分の

意見をしっかりと定め、皆様の付託にお答え出来る政治家として今後とも努力することが私の使命

と思っています。

最後に思い出として今なお私の脳裏をIll!tれない事は、今は亡き 2回生中野芳徳君の思い出です。

彼の同窓会活動に寄せた情熱と行動力は、愛知県支部同窓会の発展のために大きな 1ページを飾る

にふさわしい業績であり、現在に至るまで幾多の同窓生の友情に支えられやってこられた幸福を振

り返りながら改めて思い起こしているところです。

愛知l学院大学歯学部同窓会愛知県支部の益々のご|臨時.と会員諸君のご多幸をお祈り申 し上げペン

を置きます。

斗0+++++<4。サ。斗。寸。++<4。寸0++++++寸。++斗0++++++++斗0+斗。喝。味。斗。+<4。味。4告。斗。斗。

愛知県支部創立20周年に当たり 3224よ22)森 田

初代山田昇、21"¥大品慶久両元支部長は、支部創立のため其に内外共に

大活躍され現在の県支部の基礎作りに精を出されました。現在の組織形態

は大島支部長時代に形づくられたものである。私の時は創立15年、 16年目

になり対外的には学院の存在が大きく注目されるH寺期であった。

大品支部長が参議院議員に成られ、急速支部長交代という事で充分な自

党も展望も持たず慌ただしく支部長になった。支部長就任にあたり、 同窓

生よりit重なご意見を項き忙しい内にも充実したスター卜をした。

初年度の大きな問題は大島後援会作りでした。会員をはじめ、他大手・の同窓、!1f!-歯役員の方から

!'i!支部の動きが大いに注目され、大変な評価を受けた。 この結果は大島選挙の大きな ~jìiみにな っ た。

当H寺の班長、役員には多くの班会、班長会、役員会、更に臨時代議員会も災例の 2回開催する等で

大変な努力と協カ をして項いた。

愛院歯愛知大島会は自民党元幹事長小洲恵三氏、l県歯宮下和人会長をはじめ日樹、 l県歯の役員の

出席を得られ盛大に発足出来た。

次の問題は大島選挙を通じて高まった同窓会への関心(この様な機会を見逃すことは出来ない)

を継続発展させることで した。

同窓会に新しい風を呼び込むために、同窓生で県歯地区支部長(会長)をしている方、 l県歯役員、

同窓会役員が一堂に集ま って意見を出し合う 同窓地区会長会を新規事業として実施した。これは県

支部への進む方向、人材育成の機会にする等を主として話し合う場として大変参考となった。

更に新規事業として長年検討してきた相互扶助システムの実施をすることが出来た。

新しい事をするのには大変な情熱とエネルギーが要るが、それを継続し時代に合った変化をさせ
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〔平成 9正1'-3月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 57号〕

るにも大変な努力が要ることを知らされた。

組織は人から成り立っており 、人を育成する場でもある。同窓会のその役割は大きい ものである。

20周年事業では県支部ではじめての公開講座を開催しました。この反響は大きく、マス コミも好

意的に取り上げてくれた。文字通り大成功であった。

10周年事業の|時に比べ確実に成長変化 している。これも この20周年の積み重ねの成果である。こ

れから 5年先、 10年先にも良い成果が待られるようにしなければならない。

会員の皆様、同窓会事業に参加し、そしてご意見を下さい。

まず参加ありき、そしてより良くしよう 。

同窓会愛知県支部20周年を迎えて
東区班 (1回生)

監事 鹿 田 傑

同窓生の先生方には日頃、同窓会の活動に御理解をいただき感謝すると

共に、健康で診療を通じ社会に貢献されていることと思います。初、が愛知

県支部に監事としてかかわる様になって早いもので 3JUJ 6年となりまし

た。その間支部活動を見守ってま いりました。名古島市以外の在住役員に

交通自だけという費用弁償と云うには、あまりにも些少で、あるにもかかわ

らず、情熱を持ってボランティア精神を発揮され支部活動を行ってこられ

た役員の先生方には、頭の下がる思いで、いっぱいであります。

書、絵画、陶芸に通じた芸術家で、終生変らず追い求めた美食家でもあった岱山人は、最古;'Jの美

食はま ったく l床が分からぬ、しかしそこに無註の魅力が潜んでいると言い、日本の食品中で一番の

美味は、海にあっては「ふぐ」山にあっては「わらぴJ と断言 しています。「ふぐ十|・や捌もあるのに

無分別」と語った芭旅を、ふぐの魅力は絶対的なもので、いかなる鯛であっても「ふぐ」と比較す

べきではなく、芭蕉は、ふぐを知らずにふぐを語っている様だと批判しています。私も同窓会に入

る前と現在では、同窓会の見方に大きな変化があったと思います。

2，343名の支部同窓生一人一人の要求には、いちいち答えられないもどかしさはありますが、出来

る|浪り多くの君、見を聴こう とする役員の姿勢がある今、良い方向に向っていると碓心しております。

20周年記念事業として、 H8年10月12日 ロイヤルホテル弁天閣で行われたグローバルコンフアレ

ンスに於ては、同窓会の目的である、会員の親i監と福祉、歯科医学の向上と社会稲祉の増進に寄与

することを21世紀への迎念として確認し、 10月27日の歯科界だけでなく 一般の人へも アピールした

公開講演会には、補助l市を 200椅子も追加した講堂に、正:jBI~の夫九，;、親子らしい女性等々のいっ l品 、

の聴衆が、柳田邦男氏の「いまいのちを考える」講演に熱心に耳を傾けているのを見る11寺、同じ職

業人である我々同窓会が歯科界だけでなく、一般社会への貢献のよろこびを感じる一円でありまし

た。

同窓会愛知県支部の活動が、これからも無立の魅力のある 「ふぐ」 のl床になれる様祈っています。
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〔平!此 9{I'. 3月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 57¥}) 

同窓会愛知県支部選挙管理委員会報告

次期執行部の支部長並びに監事の

決定については葉舎で会見諸氏には

すでにお知らせいたしました。会報

にて再度お知らせいたします。

~S:理委員会の連常に当って、皆様

のl暖かいご指導をたまわったことを

心から感謝し、今後ますます我々の

同窓会が発展することを祈りながら

報告とさせていただきます。

県支部選挙管理委員会

森二三夫(6回生)

野瀬学(9回生)

下 郷 昇 (12回生)

1 ， ;1窓会愛~lIm文部
巡栄作J1I1~ .n会 告示4号

τ)21ぷ9{ド 2JI 9 11 

愛知1:+・院大学術学部liol窓会

愛知県支部~>J!;Iì~J1ltif;H会

支持JI1~ ・ l波郡の決定について

現執行部の任JYl i的了に1'1' う 、支部長及ぴ桜μI~の巡併につ

いてのft示をしたt'i娘、支部長 ・位脱弘将(1 1"1 ~J:)、 I~ul~

・4長111 仁(lluEtl、縦原忠誠(3回生)の立候怖がありま

した. 支部選挙縦約百~1 1~長 4 に従い、

1. 支部長 ・lJr.i事弘必(1何生)

1. P.:i il"森In 仁(1 I!!I生)

msL'，ぷ涼(3間生)

として、次期愛知学院大学検学部同窓会愛知県支部iの支部

長並びに監{I~として決定したことを告示します.

以 lニ

ofoofo斗。4。斗。ofoofoofoofoofoofoofoofoofoof。寸。ofoof。斗。母。斗oof・斗。斗。刊。ofo母。ofoofoofoofo斗。母。4。斗。ofoofoofoofoofoofo斗。ofo寸。

お知らせ

第四国代議員会・第21固定期総会

.日 時 :平成 9年 4月20日(日)

代議 員会午後 2時~

定 期総会代議員会終了後~

.場 所 :日進学舎学院会館ホール
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〔平!戊 9(ド3月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 57号〕

く愛知県支部20周年記怠事業〉
餓般翻 創立20周年記念パーティ挙行 線灘淘

10月12日(:1:)ロイヤルホテル弁天|品lにおいてIlH

供された 『グローバルコンフア レンス』にづ|き

続き、午後 711寺半より会場を 2附に移し、多数

のご米賓をおHdきし、制11やかではありましたが

詣IJ J'[20J前年を記念する祝宴を H~Hlli :íX し ました。

刷会の静に引き就き、 佐藤支部長が 「今 日こ

こに20問年を無事ill!えることができましたの

も、ご出席頂いた米貨の先生方の長年にわたる

心暖かいご坦11解やご指導、そして支部会以の力

強いご協力の賜物であります。役員を代ぶして

御礼申し上げます」と挨妙。

その後来賓を代表し、小川学長、 }IJ口病院長、

出村ltL歯;常務取卒、 そして成田同窓会会長より

おt静がえRべられた後、愛知県内に支部組織を有

する愉学部同窓会 ・校友会の集まりである愛知

県歯学同窓会愁話会を代表して伊輿木愛知県円

水歯科大手・校友会会長の乾杯の発戸にて、祝宴

に移 りました。

ノfーティは 1時間半 という短いH寺問で した

が、帰況の|付、午後9時過ぎに閉会となりました。

当Uはご多忙の中、またお足下の悪い中ご，'f，

!市TJ.iきました米貨の先生方、そして会員の先生

)j誠にありがとうございました。この紙耐を借

りて御礼申し上げます。
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('0成 9~ I~ 3月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 57号〕

来 賓名簿

(順不同・敬称略)

愛知:学院大学学長 小山忠 孝 鶴見大学歯学部同窓会愛知県支部

愛知学院大学歯学部病院長 川 口 盟 造 支部長束松信平

愛知県歯科医師会常務理事 宮 村 一 弘

愛知学院大学歯学部同窓会

会 長成 田 洋之

副会長井上峰雄

専務理事 三給 成

愛知県日本歯科大学校友会

会 長 官f~奥木和良11

朝日大学歯学部同窓会愛知県支部

支 部 長 総 本 I抑制1

ltl;1j支部長日世戦f!夜

奥羽大学歯学部同窓会愛知県支部

支 部 長 大 i場六 也

大阪歯科大学同窓会愛知県支部

会 長説 川 武夫

大阪大学歯学部同窓会愛知県支部

副会長諸問 IR 

専務理Pli- r1li: 'In吾

神奈川歯科大学同窓会愛知県支部

支 部長長瀬迷恕

九州歯科大学:同窓会愛知県支部

支 部 長 渡 辺久松

東京医科歯科大学愛知県歯科同窓会

会長石田裕

東京歯科大学愛知県同窓会

会長 様 園 生

東北大学歯学部同窓会愛知県支部

支部長奥村博樹

長崎大学歯学部同窓会愛知県支部

支部長加藤善久

日本大学歯学部同窓会愛知県支部

専務理事田中英 |庫

広品大学歯学部同窓会愛知県支部

支部長永原 昭 夫

福岡歯科大学同窓会愛知県支部

支部長柴田誠 一

松本歯科大学校友会愛知県支部

会 長吉 田勝弘

明海大:竿:歯学部同窓会愛知県支部

支部長栗崎吉博

愛知1:学院大学歯科技工専門学校同窓会

愛知県支部 支 部 長 古畑正 土

専務理事斉藤 幸夫
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〔可ιJぷ9:1p3 JJ) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報

愛知学院大学歯学部同窓会

愛知県支部創立20周年記念

[第 57¥;-) 

砂グローバルコンファレンス‘

'JZJ主8年10n12口出午後 511キ30分より、ロイヤルホテル弁天|起lにて愛知県

支部20同年記念グローバルコンファレンス(同窓生地区会長、班長、委i.l、

会以及び文部役11との合同会議)がmlHllされました。

当卜|は雨天にもかかわらず、多数の同窓生の)jが11刈Vされ、グローバルコ

ンファレンス までの経緯が報告された後、 I，il窓会の今後の方向性を協議し指

針ーを示すいl谷のもと最後に支部長探択文がボlりl され、 1!1，F， ・J~会議は閉幕しまし

た。
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〔平1I比9年 3H) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 57号〕

支部長採択文

私たちは、愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部創立20周年を迎えるにあたり、 21 

世紀へ向けての同窓会活動を、グローバルコ ンファレンスにおいて協議し、その理念と活

動方針を支部長採択として、 ここに表明する。

[2 1世紀への理念]

私たちは、 21世紀に向けて、 会の目的である会員の親睦と福祉を更に強固なものとし、

相互扶助の精神と連待感を高めつつ、歯科医学の向上と社会福祉の増進に寄与し、母校及

び歯学部同窓会のさらなる発展に資することを理念とする。

[活動方針]

1 .今まで20年間の経過と実績に感謝と誇りを持ち、今後20年間は会員数の自然増加

が見込ま れる組織と しての責任を自党し、親睦団体と しての活動を尊重する。

2.同窓会活動の基礎は班活動にある ことを再認識し、班活動の充実と助長を図 り、支部

と班とのより密接な関係を保持しながら、会員に還元できうる活動を協力して行なう。

3.会員の年齢層がますます拡がっていくなかで、各年齢層に合った活動を考慮するとと

もに、特に若い会員の考え・意見 ・要望を取り入れ、次世代を担う会員の育成と世代

聞をこえた「きずな」作りに勤 しむ。

4.本部 ・支部・班・会員との直接的なつながりを大切にし、常に相互間における情報交

換を密にして、母校を中心とする相互扶助の精神と会員相互の信頼感を高める。

5.私たち同窓生は、 一医療人として常に 自己啓発に努めるとともに、 一社会人と して地

域社会に対し、その信頼と資務の高揚を図り、支部及び班は、 それを支援する。

平成8年 10月 12日

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

支部長 佐 藤 弘 喜

- 9 -
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アニー鑑賞会に参加して 231椛ì~英政E
林

(15回生)
万 紀 子

同窓会県支部の今回の企画「ミュージカル ・

アニー」鑑賞-は、とてもうれしいものでした。

日頃、企業にお勤めの方々から、会社の企画

で安く、それも比較的簡単に切符が手にはいる

話などを聞きますと、切符入手に大変な思いを

いつもする身にと っては、う らやましい思いだ

ったからです。

「アニー」も、とてもよ い$!i・台でした。まっ

たくの素人に近い 7才-16才くらいの子供たち

がよくこ こまで、大人の鑑賞にも耐えうる演技・

踊り・歌をマスターするものだと、 子供共々感

心 しきりでした。

ミュージカルを楽しむと共に、アメリカ人と

日本人の違いを垣間見た思いです。養子を迎え

るという一つをとっても、 日本人は身内からと

いう 思いが強〈残っていますし、なにより 、施

設の子.1~~たちとのこうしたクリスマス休暇の問

その家の子として過ごすというような交流は、

少ないと思うのです。もちろんこれも、古き良

きH寺代のアメリカなのかも しれませんが、ボラ

ンティア活動など、それに根づいた桁ネ'1
'
は、ま

だ生きているような気がします。「自分にはでき

ないかな」などといろいろ思いながらも、親子

でゆったりした気分になれた一日でした。

役員の皆様は御苦労とは思いますが、これか

らも是非、こ ういう企画を続けていただけたら

と思います。毎回安くなれば言う司王はないので

しょうが、書IJ引き なしでも(ミュージカjレに限

らず)幅広くいろいろな舞台やスポーツの試合

などを対象にした企画をお願いいたします。厚

生局の皆様、どうもありがとう ございました。

柳田邦男氏の講演に参加して 天白区班

( 6回生)
木下昭浩

「学院で柳田邦男の;講演をするそうだ」と家

で話すと、「エ一、行きたい、ぜひ申し込んで」

と家内。「アアいいねえ、申し込んでよ」と母。

そして父まで「オレも行く」といい出す始末。

実は、家には柳田邦男の本が5-6.nnころがっ

ているのだ。(但し最近の本は 1冊もないし、民

っただけで l度も読んでない本もある)しかし、

演題が(今、いのちを考える)に決ま ったとい

うと、「何だ、 本li役の話じゃないのかJ r何かl培

そうな話ねえ、当 日用事ができたからヤメる

jつ」と父母はキャンセル、結局、妻が友達をさ

そって行く こと になった。

当日、少 しお手伝いする ことになったので、

早めに会場へ行くと、閥横2時間以上も前だと

いうのに、もうお客が来たのにはピックリ。フ

ァンなのかしらん? 30分位前から続々と人が

入り始め、 5分前にはほぼ満席となった。 111寺

ピッタリ に開演となり、支部長後拶(いつもな

がらおだやかな話ぷり)そして大向顧問の短い

挨拶(前前時間が少ないので、スピーチは 3分

以内でと特におねがいしてあったそうです… 5

分以下はありえないと思っていたのに l分たら

ずですんでしまい、又ピックリ)に続いて演者

紹介が行なわれ、 1時10分頃よりいよ いよ講演

が始まった。

isi者柳田邦男先生は、白髪痩身のおだやかな

感じの方で、著書を読んで、勝手に作りあげたイ

メージそっくりであった。講演のrl'l床も期待通

りの内容で、わかりやすいようにエピソー ドを

紹介しながら要点をおさえていく手法で、聴く

人をぐいぐいひきつけてゆく訴しぶりであった。

内等は、

①医学は近代科学に支えられ多くの命を救う こ

とができるよう になったし、救える命はもち

-10一
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ろん全力で救うべきである。

② しかし、人IIJJのいのちには不1.:半・だけで告IJりき

れない柏村(1(1な部分があり、それが特に終末

医fttに重要な役怒りをはたす。

③これからの医療現場では、科学・(I';J合理性と非

科学的桁キ111性との調手11が重要になるのではな

いか。

というような話で、故後に85才の方が悩と闘

い乍ら抗きあげたilll絵のスライドを示し、「この

絵をみると、やっぱりいのち という のは締〈時

があるなということを感じます」と締めくくら

れた。

211奇:問弱の講i寅であったが、持見した|浪りで

は、私語、居眠りのたぐいは皆無であった。後

方2階の映写室からなので、聴衆の表情は見え

なかったが、最初のうち、そこここでゆらゆら

揺れていた人達が、|時間と共に身じろぎもしな

くなり、まるで魅入られたように話にひきこま

れていく様子が乎にとるようにわかった。 総ì~ir

が終ってから、数名の7;にJSitlを1mくと、 JN11 

同音に、「よかったーJ r京IIl'tらしかった」との

答えが返ってきて、お手伝いしたかいがあった

なぁとしみじみ思ったしだいである。

今回の講演は大成功だった(と思う)が、欲

をいえば、もう少しf，lwn時間に余絡があったら

な、と感じた。氏は講演後、サインに気やすく

応じておられたが、新幹線の都合で打ち切らざ

るを併ず、ファンの方はもちろん、先生も残念

がっておられたらしい。

そしてもう lつ残念だったことは、収容人員

の関係で、申し込んだが断わられた人が少なか

らずおられた事である。知り合いの看護婦さん

で、その方の勤める病院に講演のポスターがJ!li

つであったので、問い合わせたら満席ですとい

われたそうで、とても残念がっておられた。又

PTA関係の方に講演があったという話をする

と、行きたかったとか、又今度あったら知らせ

て、とかい うyt'i・が少なからずあり、高齢化が進

む中、関心の市iさがうかがわれた。

今回の講演は全くタイムリ ーであり、歯科医

のイメージ向上に寄与したことは全く異論のな

いことと思う。あらためて立案、実行の中心と

なった学術局の諸先生、それを支えた役員の皆

さん方に感謝すると共に、難しい商はあるだろ

うが、又、ぜひこうした企画をおねがいできた

らと願うものである。

-
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柳田邦男氏講演会抄録

去る10月27円、愛知学院大学歯学部同窓会愛

知県支部創立20周年を記念して、ジャーナリス

トの柳田邦男氏に講演を して項き ました。「い

ま、いのちを考える」の題で、人間の生と死、

ひいては現代の終末期医療について、多く のエ

ピソードを交えながら、暖かくも明断に語って

項きました。

講演会後、 内容を誌上再録して欲しいとの御

要望を度々受けましたが、誌而の都合上、その

全てを掲載することはできず、 JI:むを得ず、抄

録という 形でその御要望にお答えする ことと数

しました。

者IIい抄出ではありますが、この抄録から少し

でも講演の臨場感を感じ取って頂ければ幸いで

す。

く抄録〉

きょうは私、いろいろな著作活動の中で、私

自身がテーマにしている人間のいのちの問題、

あるいは生と死の問題というようなことで円頃

考えていること、あるいは書いている ことを少

しかいつまんでお話し してみたいと思います。

最近、 医学関係、の取材をしていてよく考える

んですが、私たちは、人聞のいのちというもの

は自明の湿のようにわかったような気になって

いるし、また、医療というのは人のいのちを救

うために行われているものだというふうに暗黙

のうちに考えているんですが、でも、ときどき

ふっと、「あれ、いのちってどうなっているんだ

ろう 」とか、医療の現場で、本当にこれはいの

ちを救っているのかなとか疑問を感じることが

しばしばございます。 (中略)

学術局 小島図民(6回生)

(人1mには)人1mならではの何かいのちのr!1身

というものがある。その中身のとても大事な脅II

分が桁ネ1I1性といいますか、人fIIjの心の問題、柏

村1的な問題、そういう部分がとても大きい要素

をしめていると思うんです。そのことを今nは、

いろいろな形でお話し したいと思っています。

(中田谷)

いのちというのは (rl'略)、柏村1性においては

継示する ことができるし、共有する ことができ

る。そんなふうな気もするんです。

こういう 精神的ないのちというのは、昔はよ

く 「魂」と言ったんです。この頃はあまり「魂」

とい う言葉ははやらなくなっちゃった。でも私

は好きなんです。(中田谷)確かに「大手11魂Jなん

でいうのは危ない而を持っていますけれど、で

も、 「魂」ってやっぱりあるんじゃないかな」と

いうことを忠、って、人HIIのいのちと いうのは、

ほんとに科学だけで~lllj り切れるものなんだろう

かと、あるなl床で科学というのは、立l床と物と

論理の世界ですから、人1111の心とか車内キIjlという

のは、そういうものや論理だけで;llljり切れるの

かなというようなことを思います。余りにも令

理主義的な考えでいいんだろうか。

n
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そんなことを思いながら現代の|災中と いうも

のを見ると、 H年々 そういう 日に比えない人の心

とか魂とかい うものが、いつのH\I にか i~:: き去り

にされて、j診で比える臓総とか政41とかi立fムー r
とか、そういう万にばかり 11がし、きがちなのが

今の医療のちょ っと位ない{J!iJ耐なのではないか

ということを思 うんです。

(中略)

ある東京近郊の病院で出rr，病の方が入院してお

られました。私と!日lじ年でした。数年liijに亡く

なりました。 jLJ江~Jflmの記者をやっておられま

して、折笠さんという )jで、 40{¥::の終わり刷、

進行性の筋萎縮性側議:刷イヒ自主ALSという、全

身の筋肉が 1'1滅していってしまう雌州です。('1' 
略)故後は11とよlーだけが伐っているという状態

で、寝たきり の状態になるわけです。でら、 -tfr
笠さんは、若いl:Jiから俳句を詠んでおりまして、

立派なプロとしての俳人でございました。すば

らしい俳句を泳む)jでした。('1'.れ)ill {1.，となっ

た句集 rおなら蝶に』がございました。(小略)

光の絵れなら問、になれるだろう

光絢iく野原、そこにはさまざまなイとが咲いて

いる。そこにれがもし行ったなら、あの般のよ

うに美しく、花から花へと移るような、そうい

う姿になれるだろうという立昧て与すね。

( '1'略)

こんな詩を詠んでおられた。ところがある 11、

折笠さんのベッ ドサイドに担当医が、メーカー

の技術者を述れて米ました。(小略)制介してい

た担当の主治医がこんなふうに斤ったんです。

「この人も病院で岱1
'
飯を食べているだけの人で

す」と。

そのことを折笠さんは 11記IClli-きつけており

ます。勿論判ーいたのは奥綴ーですけれど、 11の令

|淫lの形て守口-いているんです。(小略)

'1:物学:(I~JなfWJI(，jで比ると、そういう、人のた

めi止のためにならない人は、御飯を食べている

だけの人は、 j丞必をかけているが.(Eですね。だ

けど、この人のいのちの桁ネI1I性というのを凡る

ときに、すばらしい約1.111/古到jをしているわけで

す。 自分の辿れ介いに対する愛のうたを数|拠り

なくうたい、そして凶奈折々の化.r.~J瓜 JJ の芙し

さについてうたう。そ して句集を11'0している。

( '1'略)折恰さんは|州i河川の'1'でこんなことも

:lμ、ておられます。

「ノトここに伏している私は、なせ不1、なのかと

47えている。この私以外に私はなし、。さすれば

宅しく、なぜ-1'1、は私なのかをliiJ~ 、めぐらすより

も、 ，fl、は私以外のiuf物でもなく '1:き似たかが111・

裂であろう 。光の'1'にある11¥1をノ1:という。しか

し'1:泌を 地'1'深くや出版の漆~Hの '1' で送る '-1 :

物もある。|持lの'1'でも志，:':;< 11:さることはでき

るのかもしれない。」

こんなことを，':: ~ 、ているんです。 (什tぺ小|ドt 岡略作)そう

いう人11¥1の車為桁制1f内'1付 {.初州‘'11φI1

いやリとカか、というのは、 うっか りすると忘れが

ちになる。('1'略)これは切ればいいとか、放射

線を使えばL、いとか、 そうしい、寸う物でわカか、る範制i凶川

lい内人付lのと ころのリ作4刈川1"汁'

Lリ咋I与4刈刊1"汁'

すね。 あるなI~~ で、 それlはま文，♂マ、1γ;::てで与あつたり f何守千干"、

であつた り、愉.fI1l.:'/え与あった りするようなとこ

ろだけれど、そんな難しいことをやらなくった

って、われわれは本、"，はお 1，:いの人HIlというの

は千凡なところでわかり合えるはずなんですけ

れど、余りにも '(:liiJ(I~Jな知識で叫がいっぱいに

なってしまうとそういうことを失ってしまうよ

うな丸がするんです。そうい うと ころに、いの

ちの本質'という ものを比る雌しさというのがあ

るように私は，巴うんです。('1'略)

また、それは、例えばがんの終ぷJUIなんて、

私が11:':近 rrぱの|災-'';t=Jへの 11ι』という本を:1'，

しましたが、その小でも、いろいろ身近な人の

午と似をめ ぐるド ラマを凡てますと、とても大

・J ~な部分ががli くように11 : きる場介と、そういう

ものが逆に)，:殺されてしまうよ うな場1(IIとがあ

る。 ('1'略)

今の|片手というのは、 一分でも一秒でも、人

のいのちを長らえさせる延命のために努力しま

しようということでやるわけです。 それは I~阪9災於{とどじ"ワ、1i

の論J1J!.カか、らいうとH川l日川lリJj迅i主主つていないんです。だけ

ど、ノト放うべきいのちというのは和!なんだろう

- J3一
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かというときに、そこに精神性とか人聞の魂と

いうのを考えたときに、その精神性と いうのは、

家族まで含めた非常に共有された部分があるわ

けです。それを視野に入れて対応するとなると、

医学の論理だけでは間違ったことをやりかねな

いわけです。

(中略)

(末期がんであったクリスチャンの大学院生

が、イースタ ーのミサにどうしても 出たいとい

うのを、担当医が、抗がん剤による免疫力の低

下を理由に認めないと言ったことについて)こ

の場合、(中略)その医学の論理は正しいけれど、

その範囲内だけで忠者ーさんを見ていると、忠者

さんのいのちを殺すことになる。つまり生物学

的ないのちを救うけれど、精神的ないのちは殺

してしまう 。そういう問題が起こってくるわけ

です。とても学問がすすむというのは難しい問

題を生み出 してくるんだなあと思うんです。そ

れだけに、医学や技術の知識とか技を持った人

というのは、それを持っているがゆえに使うん

じゃなくて、いつ使うのか、使わないことだっ

てあるんだということを自32しなきゃならない

んです。(r.1'略)この、治療をやめるというのは、

その技術や知識を持っている専門家にとっては

とても辛いことなんで、す。でも相手の立場、忠

者の立場になったときにはそれを選ばなきゃい

けない。(中略)

いろんな側I百.で、私はいのちというものを感

じるんですが、(中略)がんの末期になって、無

駄な延命治療をやるよりも、こうした精神性の

方が大事だとか、そういうことを言っています

と、何か現代医学を否定したり、あるいはもう

何もしない方がすべていいんだみたいに誤解さ

れがちなんですが、そうでもないんです。やっ

ぱり救えるいのちがあるならば、それはそれで

医学的な技術を動員して救うべきであると思う

んです。(中略)最近、 私が追いかけている、あ

る医学の新しい試みがあるんです。(r.IJ略)それ

は、 }!i五の損傷で今まで絶対救えなかったような

重大な損傷、ほとんど脳死寸前までいっている

ような方が今次々に生き返っているんです。そ

れは脳低温療法、あるいは低体i旦療法というん

ですが、それが一昨年ぐらいから、 日本大学の

板橋病院で物凄い成果を上げ始めたんです。(中

略)(低体祖療法による幾多の人々の奇跡的な復

活を述べた上で)そうやって生物学的な救命の

努力の結果、いろんなことが生まれてくるなと

いうことを、そ ういう 中で感じたわけですけれ

ど、そういうことを考えますと、医学というも

のは多様な展開をしなきゃいけないわけです。

それにしても、私が主として執筆作業で取り

組んできたのが終末期医療のものですから、そ

の方にもう 一度話を戻させていただきたいと思

います。(中略)

最近、がんの末期でも、在宅でホスピスケア

を受けながら療養するというのが、少しずつあ

ちこちで行われるようになりました。(r.1'田谷)在

宅ホスピスケアにおいて大事なことは、本人が

ちゃんと自分の病気を自党して、生活や人生を

自分の生きてきたその場で、その延長線上でや

りたいと思う 。(中略)やはり、自宅にいて、自

分の我がままを通せる、好きな物を好きな時間

に食べられる。あるいは、家族の笑顔があると

か、 子供を見られるとか、孫を見られるとか、

そういうことが物凄く大事なんて、すね。(r.1-1略)

(墨田区の賛育会病院院長で、在宅ホスピス

ケアに新極的に取り組んで、いる)川越先生が、

今まで取り組んだ末期がんの忠者さんが、病院

でケアするよりも、 明らかに在宅ケアの方が長

く、しかも精神性高 く生きられるということを

句
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論文で書きました。

その一例なんで‘すが、実は私、今度 rr死の医

学」への日記』という本を書きました。それを

一昨年から去年の春にかけて、毎日新聞に一年

関連載したんです。(中田谷)その連載中にさし絵

を描いて下さった絵描きさん、伊勢英子さんと

いう方がおられて、(中略)伊勢さんのお父さま

も絵揃きさんです。 70才を過ぎておられます。

突然肺がんの末期とわかりました。そんなこと

何も知らないで、英子さんは連載を始めて、生

と死をめぐるいろんな絵を描いていたんですけ

れど、自らお父さまが)怖がんの末期だと、 降っ

て湧いたような ことが起こってしまったんで

す。(中略)ところが、がん治療の途中でお父さ

まが、「私は絵描きだ。こうやって病院のベッ ド

に居たんで、は絵一枚描けない。こんなことで、

おめおめ末期がんだからといって治療を受ける

だけで死んでいくのは堪えられない。家に帰り

たい」と言ったんです。(中略) (そこで私は)

川越先生を紹介してあげたんです。それで一昨

年、連載の真只中、 11月ぐらいから在宅ホスピ

スケアが始まりました。そのH寺の病院での医者

の見通しでは、まあ 3ヶ月がいいとこでしょう

と。(中略)でも、自宅に帰られましたら食欲こ

そなかったものの、物凄い元気に絵に向かいま

した。そして年があけても、そのまま家で、体

重はどんどん減ってやせてはいったけれど、自

分の 2階のア トリエで絵を描 く仕事だけはずっ

と続けることができました。(中略)そして、 5

月の初めに80号の大作、 ilh絵をかき上げたんで

す。(中略)

自宅では奥様一人だけだったんです。奥様は

保険会社に勤めておられて、ご主人は73才でし

たが、奥様は67か8でした。それで奥様が一人

でケアをしていて、時々、も う既にお嫁にいっ

ていた二人のお嬢さんがお手伝いをするという

形だったんです。(中略)それでも、末期の肺が

んで、在宅で、何と 9ヶ月やり通したんで忌す。

その代り、奥様は大変でした。特に最後の一ヶ

月ぐらいは、(御主人は)もうほとんど食べませ

んし、亡くなる直前ぐらいは粗相するようにな

りました。(中略)奥様は会社に午前中行って、

お畳に帰って来たら、 トイレに行こうとしたん

ですけど、途中でifJjれちゃ って粗相しちゃ った

んで‘すね。それを I~I 分でティッシュペーパーの

箱一つ使ってきれいに始末して、それを横にの

けておいて、ア トリエの床に倒れていたんです。

奥様はびっくりして駆け寄ったら、r*が欲し

い」と。 (中略)ちょっと合ませたら、すうっと

目がつり上がってきて、忠、が止まってしまった。

でも、奥様はきちっと 目を見つめて看取ったん

です。

在宅ホスピスケアで大事なのは、最後の瞬間

どうするかということを、 ドクターがきちんと

レクチャーするんです。(rll略)せっかく 何ヶ月

もアトリエで「最後まで全うしたい、アトリ エ

で死にたいとおっしゃったご主人の気持ちを唆

してしまうから、最後はそのアトリエで亡くな

るのを看取ってあげて下さい。」という ことを全

部レクチャーで聞いているから、「ああ、そのH寺

がやってきた」と奥様は思われたんですね。 じ

いっと目を見つめた。私、後で|背lいたんです。

(中略)r目を見つめていたら、 何かすうっと魂

が私の中へ入って来た」と言う んです。 (中略)

こんなことって滅多に経験できることではな

いし、失礼な言い方になるかもしれないけど、

最期のすばらしい最高の看取りになったんじゃ

ないかなと思う 。

何でそれを可能にしたかというと、やっぱり

在宅であったということ、そして、ご主人はご

主人な りに、かきたい絵をかき上げたと いうこ

と。そして、奥様は奥様で、保険会社の仕事を

しながら、もうほんとに大変な負担を皆負って、

最後まで在宅をやり抜いたということ。その全

部がそこで集約されて、魂が入って来る。 (1~1 略)

やっぱり在宅というのは、できた場合はすば

らしいことを生み出すなということを思ったわ

けです。

そんなことで、いのちと いうものをもう 一度

考えてみると、結局、人間のいのちというもの

は、その人の人生、そして生活、そして家族と

の関係性、あるいは親しい人との閥係性、そう

- 15 -
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いうもの全体の給み介いの中で、いのちという

のはそこに作在していて、それは特段)1ヲは比え

ないけれど、病気をしたり、あるいは死にnUfII
したりするときに一番はっき り見えてくる。そ

の見えてきたときは、どういのちを怖かせるか、

それを側面の人が援助 しなきゃいけない立場に

あるんだろうと思うんです。

初、は最近こんなことを思うんです。 死 といの

ちというのは、人材、によっていろんな意味令い

が違ってくる。人称とい うのは、私、あなた、

彼、彼女と、こういう人材、です。一人称の私の

いのちと か私の死 という場合、これは美学です

ね。(中田谷)一分一秒でも延命させてほしいとい

う人もいます。だけど一方では、無駄な延命は

やめて静かに看取ってくれと いう人もいる。そ

れぞれ皆価制観が述う。だけど困ったことに、

一人称の死というのは、自分ではどうしようも

ないんですね。最後にrl分の死を 自分で決める

ことはできない。('11略)どうしても、いくら戚

~N: っ たって、司自の l止1.!iにもならんと芦ったって 、

世話にならざるを符ない。

それから、二人称の立場とい うのは、:j":とし

て家族、ある場合によ っては恋人とか、いろい

ろ人生や生活を分かち合う、非常に濃く分かち

合う立場、その場合には、やっぱり一人称のiL

場の人が、最高のいのちの~i きをするような支

援をしてあげる。それに対して援助する、ケア

をする、そういう立場。それからお医者・さんに

対して、こ うしてあげてほしいと言う立場。(111 

略)医学の論理Ilで振 り回されないようにする立

場。それが二人称です。 と同時に二人称は、 も

うーっとっても大事な問題を合んでし、 る。それ

は、別れをした後、自分が愛する人をうたう 。ど

うやって 自分がそこから立ち直っていくかとい

う、そういう問題です。これは、最近よく言わ

れるようになったグリーフワークと いう悲しみ

を癒す作業、悲しみを婚す仕事、このグリ ーフ

ワークというのは、 二人称の死にとってもの法

く大事なんです。(中略)

そして三人税、の死というのは、これは全く~

う性格をも っている。彼とか彼女とかの死です

から、 心に耐みをJSじて も、月1)にそのHの告IJfiT{

を食べられなくなる科のシ ョッ クを受けるわけ

でもない。('11略)でも、三人科;の死でも、 |伝的

スタッフにと っての予ビ、つまり、 ::!:\~.のタE と い

うのは少し述うんです。 lji.に第三才;で長"らん館i

していられない。やっぱり、一人称の死に どう

かかわるかというところで、とても大きな二人

称lこ近い役:liJ)を持っている。 しか し、それはあ

くまでも一人称の死の美学な り、 その魂の獅き

を援助するのにどうかかわるかというのであっ

て、医学の論旦11が先行して、 三人称が一人称や

二人羽;より優位になった らIIIl述いになるだろう

と，也う。(小田作)

人IIIlの犯というものを際火的に凡ますと、 111

始11.1"'(に その人IIIlの死とい うのは、ほとんど一

人称も二人称、もなく、臼然の布ゐ転変の'11で死

んでいき、そしてj瓜葬とか水葬とかーi二作とか、

そういう形で過ごしていたわけです。そこへ|医矢

ρj 

に[杭"t'山κ'(1拡友.カか、カか、わる人がくマg場L必iしてきた。でも医学の

初期間段附、 つま り、私の父親を者取ったころ

ぐらいまで、家で感染症とか腸炎とかで死んで

いく J晶子千は、お|宍名さんが家に米て、その家の

ll:活の111にお|矢ず;さんが手伝 う人として米る。

( 111略)I位打fiや人生の文j服というのをI裂すこと

はなかったわけです。ところが、さらに引f¥1宍

学が発注して、病院'11心七義になったときに、

忠孝iは病院に入って、そこで死を迎えるように

なってきました。がん忠:fi'の90%以 卜.は今病院

で亡くなっています。そう すると、それは令市

や人生の文脈が切断されて 、 ~i^j院という隔離さ

れた空IIIlで、第三人材;的である医者の論理とな:

坦I(の'11で死を迎えなきゃいけない。(小田谷)

これから、それではど うするかとい うと、そ

の'11に、もう 一度二人材;を収り反していくこと

だろうなと思うんです。これから211":紀を 十|指

して、|患が正の引坊にどうやったら二人称が入 り

込めるのか、とても大がな川組だろうと思うん

です。WI)えばJ放命センターを兄ていますと、 忠

名・さんが迎ばれてくると、五年~t術ゃなんやで修

縦場になります。('11略)米政は外で、比えない

po 
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ところで待たされます。そして、呼び込まれた

ときには、 「やっぱりだめでした」と、冷たい亡

骸になる。あるいはそのとき心臓が五年生しでも、

二日たち、 三日たつと、やっぱり、その心臓だ

けは動いたけれど救命はできなかったというん

で亡くなる。と ころがその二日なり三日な りの

問に、 家族がどれだけそばにいられるかという

と、 -FJ-JI判nとか二時間しかないんです。(中

略)

でも、いくつかの大きな救命センターでは、

家族が兄える所に近づけるように配慮するよう

になってきました。(中略)

幸いにして、私は.lJ.子に24時間いつでもベッ

ドサイドに行く ことができました。非常にいい

病院というか、そういう配慮のある病院だった。

それから看護婦さんたちも、「し、つでもいいから

声をかけてあげて下さし、。脳死でも最後まで普

通の人と同じようにケアしますから、ご家肢も

戸をかけてあげて下さし、。」というようなことを

言って下さった。そういうi昆かみがあって、初

めて私どもも死後に蛇イJtとい うことを rjlしn'，
て、もう >)1)れの準備は十分で‘したし、納併でき

るだけのJI寺IIiJを過ごすことができて、 J，it&に心

臓が止まったときには、もうわずか 5分で月1)れ

のJI寺111)済まして、できるだけ早〈、 行臓を困っ

ている人のために提供 しましようというんで手

術室へ辿れて行ってもらいました。その行臓は、

二人の1-1'1，1'-の.也名ーさんに移植されたんですが、

とてもお元気にな られたようです。(11'略)

そういう医療のrllでのいのち という場而、あ

るいはそのいのちが輝くというのはどういうこ

となのかということを体験してきたわけです。

もう一枚だけスライドを見て下さい。先ほど

の伊勢伊智!!I¥さんというお父さまが描き上げた

85歳の油絵。ほとんど食べるものも食べず、酸

索をl吸いながらこんな絵を描けるんですね。病

院にいたら描けなかった。襖よりちょっと大き

目の大きさです。北海道生まれ、育ちの方だっ

たものですから、そういう北国の牧場の風景の

ような感じがします。非常に清測な雰囲気を持

っておられて、そしてタイ トルが 『やすらぎ』

です。そして左下にサインがしてあります。サ

インは英語で「マイ ・ラスト ・ぺインティング」

一迫作ーと書いてあります。自分でお書きにな

っているんです。

この絵を見ると、やっぱりいのちというのは

純く瞬間があるなということを感じます。

どうも街l清耳忠ありカfとうございました。

(拍手)

月
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20周年を迎えて ¥
/
 

会計局から

会計局の歴史は、昭和51年の発足にさかのぼり、当初は会計予算案に見られるように、現在の綾

雑多岐な科目 ・款工頁でなく大枠では変化はありませんが、各局、各種委員会また、会員への名簿 ・

会報誌の発行、各局の事業展開の拡大や各委員会の活発な活動によ って、 昭 和57年度経常予算明細

書の科目変更がなされ、その問、 10周年・ 20周年記念事業に関わる特別資の 項目が別枠 として入っ

ていていますが、 ほぽ現在の予算様式が確立されました。

最初のころの会計決算報告と現在の決算報告を見比べて下さい。

シンプル ・イズ・ ベストなのですが、 これが20年の歴史といえるのでしょうか。とにかく、現在は

一見複雑そうにみえますが、 細目での収支が読み取りやすのではと思いますが、いかがでしょうか。

昭和 52年 度 会 計 決算 報告

収入の部
自昭和52年 4月 l日

(ム滅) 至昭和53年 4月23日

科 目 本年度決算額 本年度予算額 上ヒ 車交 鋭 明
款 項

1.一般 収入 会 型t 2.382.000 2.130.000 252.000 jjij年度決算額より
397名 X6.000 355名 x6.000 42名 x1.000.1'('/ 72名 X6.000の幼

2.雑収入 手IJ l:t. 47.723 15.000 32，723 

3.繰越金 1.947.540 1.148.110 799.430 

4.377.263 3.293.110 1.084.153 

支出の部

科 自
本年度決算額 本年度予算額 !t 較 政 明

款 項

1.事務 'lIi 474.490 450.000 24，490 

2.会 2品 質 234，180 264.000 ム29.820

名簿作成 76.460 700.000 ム623.540
支 J品 706.480
広告収入 630.0003.事 業 費

学術 684.410 
，ー ーや..ーー ー，ー-ーー・・... -------ーー-ー...・ーーーーーーー

東区、~~~[Jl 、 22川、白紙、

* * * 60.550 920.000 ム175.040 中村区、書甲南
4.渉外資 608.040 600.000 8.040 斑長会および他校との交流

5.制祉厚生'iI( 10.800 。 10.800 花給および'fJi1!:

6.予 1給資 381.800 359.110 22.690 

日1・ 2.530.730 3.293.110 ム762.380

収入の部

昭 和 53年 度 会 計予 算案

(収入予算案、支出予算案)
自昭和53年 4月24日

(e:.滅)至昭和54年3月31日

科 呂
予 算 額 本年度予算額 上t 較 政 明飲 項

1.一般収入 メーι、4・ 1主 2.682.000 2.382.000 300.000 50名の会r.l.JfI447名 X6.000 397名 X6.000 50名 x6.000
2.雑収入 通帳平IJ.i1、 50.000 47.723 2.27i 
3.繰越金 1.846.533 1. 947 .540 ム101.007

4.578.533 4.377.263 201.270 

支出の部

科 自
予 事正 宮買 本年度予算額 !t 較 鋭 明

軟 項

1. {I ~ 務費 657.023 474.490 182.533 

2.会議 'I2 560.000 234.180 325.820 出席の円当、交通'Pl
3.事 業費 2.000.000 821.420 1.178.580 

4.渉外資 830.000 608.040 221. 960 

5 柘~W平!:t'I2 178.500 10.800 167.700 

6 予備費 353.010 381.800 ム28，790

4.578.533 2.530.730 2.047.803 
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愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

平 成 6年 度 会 計報告(収支決算表)
〔収入の部〕 自平成 6~手 4 月 l 自 室平成7年 3月31日

科 自
平成6年度予算額 平成6年度決算額 比較 (6…滅)

軍民 項

1. 一般 収入 会 'V1 
19.320.000 19.799.485 479.485 
(1.610人) (1.650人)

2.維 j収 入 手IJ .¥t ・ 等 1.250.000 2.690.710 1.440.710 

3. liij 年度繰経企 40.832.180 40.832.180 。
メE入3 言| 61.402.180 63.322.375 1.920.195 

〔支出の部〕

科 目
平成6年度予算額 平成6年度決算額 比 較 (6 滅)

総: 項

1. 1，~ 務'l!i 郁務庁J(術品(コピーfl::合) 690.000 681.426 68.574 

事務A給料及ぴバイト代 2.720.000 2.720.000 。
ill 般金引当金 。 。 。
j凪 4三 'l!i 3.200.000 2.677.384 ム522目616

自動振替手数料'l!i 364.500 360.146 64.354 

悩 広口町' 'l!i 25.000 23町844 61.156 

ilt 6.999.500 6.462.800 6536.700 

2.会議lI{ 旦f 長 会 lI{ 700.000 676.878 623.122 

役 n. 会 lI{ 432.000 431.819 6181 

代議 員 会 費 ・総会 'l!i 100.000 37.610 662.390 

Eii 司E メ3台2、Z 'l!i 60.000 35.085 624.915 

委 n 会 'l!i 556.500 492.752 663.748 

'l!i 期 弁 i賞 447.980 339.060 ゐ108.920 

~tt 2.296.480 2，013，204 6283.276 

3. {'~ j佐世 担jよ 外 'l!i 1.400.000 1.471，351 71.351 

~1l 織 型I 520.000 539，204 19.2M 

二主 1$1 'l'i 2.000.000 1.942.789 ム57.211

会 事~l 1，250.000 1.249，300 ム700

出 版 'l!i 2.254.400 2.472.402 218.002 

助 成 金 ( 攻 ・学術) 1.140.000 803.296 ム336.704

I!J. 生 稲 祉 'L-'l 1.000.000 985.037 ム14.963

各 T孟 到J 'l!i 480.000 480.000 。
ノ孟it‘ :lt 'l!i 20.000 20.000 。

百十 10.064.400 9.963.379 6101.021 

4. ，'，央'l/( t舌 動 't'e 250.000 250.000 。
1均 務 'l!i 300.000 305.040 5.040 

タト 務 lI{ 250.000 333.416 83.416 

5. r厚生M干It'l!i ~ 弔 'l'i 400.000 509.116 109.116 

6.予 備 '!'1 (支部11主・監事選挙資含む) 2.841.800 697.565 ム2.144.235

7.支部特 }!IJ 他備金 38.000.000 38.000.000 。
8.総経企 4.787.855 4.787.855 

合 :u 61.402.180 63.322.375 1.920.195 

( 6年度収入手干;11"63.322.375)ー(6.iF.I.支支"'1，合HJ'20.534.520) =次年度繰越金 42.787.855

- 19 -
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く各科目・事業費の経過と今後の展望について〉

| 支出に関して

1 .事務費について

昭和54年より事務員の採用によ る人件班、通

信'Pl等が大半を 占めており、昭和56年より念持

提出をお願いし自動引き落しシステムを取り入

れは じめ、これに関わる手数料が必要 となりま

す。通信Yl(は、 会誌の郵送及び各種事業の会員

へ案内等で、各局で検討し、できるだけ郵送す

る時期を考慮して、無駄を省くよう努力し経費

の軽減をはかつてお りますが、発送のl則自l、案

内の時期が事業によ って現在溜!が生じる場合があ

り今後の諜題かと忠われます。今後は物価等の

上昇、 会員の増加に伴い、事務Y~は増加の一途

をたどると思われます。

2.会議費について

班長会費、役員会官、代議員会 ・総会費と昭

和57年度まで包括予算でしたが、58年度よりそ

れぞれ別々に予算化され、役員会費は10万円か

ら始まり 、多少の増減を経て、 63年度より平成

5年度まで132，000円の予算をキープしてきて

おりましたが、平成 6年度から役員会時におけ

る食事を出すようにしたらの趣旨から、食事代

をオンして423，000円の予算枠が現衣にいたっ

ております。また、費用弁償は役員会、各委員

会、班長会、代議員会等の交通費が主な支出に

なりますが、出席状況により執行率が変動しま

す。

3.事業費について(図 1参照)

経常貨の推移(図 1) 

1年ごとにグラフが上下 しているのは、「会

誌」発行の年と「会員名簿I.J 発行の年と違うた

め、印刷費等の経費が70万円位差がでてくるた

め、事業別全体の総額に跳ね返ってきているの

が要因です。

全般的な傾向としては哨加の一途をたどって

います。年々会員の杷'加が見込まれ、それに伴

う諸経費のプラス部分と、他大学や対外的な部

分いわゆる渉外面でのプラス(現在のところは

横パイですが)と、今後は会員地力11に対応して

組織の強化が大切になってくるかと忠われま

す。そのため、組織局では、手守班会へi'['，J有lいて、

支部の現状の説明や班での要望等を直接IltJくた

めに活発な活動を展開しております。

学術局は、ほほ毎年の体系が0'1米上がってお

り、例年それ程の変動はみられませんが、 今年

度は20周年の記念事業と いうことで、学術j奇が

中心となって、柳田邦男先生をお招きして「い

ま、いのちを考える」と題して、 会員及び一般

の方々にも門戸を解欣してl陣織していただ〈取

を試みましたが、 思いのほか反響があり、感況

にて無事終える事ができました。今回の講演会

につきましでも、予算の商からは押さえに1'1'さ

えた状況で学術向には頑張っていただきまし

た。事業の活発化は事業費の増加!という裏腹の

而があ り、 会計局として頭の怖い問題ですが、

予算而ばかりに目がいきすぎると、事業内容の

沈滞化、後退化を招いてしまい、そうかと いっ

て予算がふくれすぎても、収入は会員の先生方

の12重なる会費にたよるしかありませんので、

捕しかゆしが現状ではあります。

福祉厚生自は昭和57年度までは、慶弔官、花

輪、パス旅行にl剥して予算化されていましたが、

昭和58.1j三度の予算より現行の厚生稲祉費の慶弔

費と会員親l監を主とした厚生稲祉費との別だて

の予算組みになりました。ちなみに、昭和58年

度は慶弔費が25万円で、 30万円、 40万円、 50万

円と推移してきております。また、親l佳を主体

とした稲祉厚生設は40万円をかわきりに、 45万

円、50万円、 60万円、70万円、 86万円、 100万円

nu
 

n

Jt
“
 



氏 名

現住所

勤務先

卒業後の

日各 歴

勤務に

対する

希望条件

年 歯科医師求職申込書 受付 年 月 日

年度卒

常勤

H程日

アルノくイ卜 H起日

11話回

'4V5へ口 料 常勤

勤務地、条件等に対する希望

名古屋市千極区筒元町l一100
愛知学院大学歯学部同窓会

愛 知 県支部

電話 (052)763-2182 (直通)

H寺 ~

時 ~

時 ~

l附
会 (

回生

時 日程日 11寺 ~ 日キ

11キ H起臼 時 ~ 時

時 H起H H寺 ~ 11;子

円 アルノ〈イト 円/時間

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 合 (

管理者名
連絡先

会 ( 回生

歯科医 名 歯科衛生士 名 技工士 の{也 名

状 況

治療台数 4E3 4、 技工の処理 1、院内処理 2、技工所委託 3、 1十 2

職種 ・専門 経験年数 ( 年)

給料(税込) 昇 守生口b 
年 回

円程度

賞 与 夏 ケ月分 賞 与 Aι ケ月分

河~ミL 件

アルバイト料 円/時間

手当(交通貨) 円 手当( 円

円 円

勤務H寺間 厚生 施設

会報求人案内欄 掲載希望 有 ・ 無

採用人数

H 土すr 期

育長 古]伝、

その 他

1、至急 2、随時

l、常勤

2、アルバイ ト

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)

lI ~a 日

日起日

名

3、 年 月より 4、その他

時~ H寺、 H担日 H寺~ 日寺

時~ 日寺、 H提日 11寺~ 時

人材センター用
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と当初の倍になってきており、もちろん物価動

向も考えて比較しなければなりませんが、鹿市

政に|刻しては今後は会員の出荷台化に宇料、m加lし

ていくと考えなくてはいけないl時期にきている

と思います。

4.中央質

活動費は支部長、日IJ支部長、専務のいわゆる

交際にあたる ものですが、現状では、とても足

りる額ではありません。 我々の業界カfi正気の良

かった時期と違い、 いつまでも手弁当でできる

H寺代でもなく なって米ていますので、このあた

りも今後の課題ではないかと思いますが、いか

がでし ょうか。

内務自はJ1E会等に/J'"市しました折に、必要と

なる費用とお考え下さい。これに|剥しで も、事

業費のと ころで述べさせていただきましたが、

同窓会の組織の強化が必要となってくると思わ

れますので、今のこの予算でいけるのかも、見

極めていかなければな らないのかと考えており

ます。

外務費は、対外的に|禁|わる、他大学:の同窓会

や県歯科医師会等の関係卒業への参加lに必要と

なる世間です。

収入に関して

納入会貨の推移(図2)

2∞o 
1900 

1800 

1600 

1400 

1200 

1∞o 
800 

600 

400 

200 

o .L.....， .‘・・・ .. 
S 525354 55 56 57 58 59 60 61 6263 H 1 2 3 4 5 6 7'沼

(図 2参照)

会員数400名に満たない状況からのスタート

なので、当然それに比例して、収入も430万円と

当然の金額ですが、図 2のグラフを凡て裁くと、

おわかりになると思いますが、 61年度を境にし

て収入がグーンと噌えています。も ちろん会員

数も当初の 3i背にはなっておりますが、この年

度より年会費が6，000円から12，000円にアップ

されました。当時の年会費ア ップの経緯につい

ては、直接関わってお りませんので定かではあ

りませんが、「物価の上昇と事業の充実に伴うも

の」とあります。現在は、会員数が2，300人位に

なっておりますが、会費の納入については、約

2、 3吉IJの先生方が未納になってます。金額に

するとかなりの額が未納となります。

参考までに、回生別の会員数 ・入金者数 ・入

金者率を出してみました。

回生 会員数 入金数 入金事% 回生 会員数 入金数 入金事%

36 30 83 16 88 56 64 

2 53 45 85 17 122 62 50 

3 60 45 75 18 114 52 46 I 
4 39 33 85 19 89 40 

5 81 65 80 20 99 45 45 

6 109 82 75 21 95 42 44 

7 117 88 75 22 81 26 32 

8 108 81 75 23 83 19 23 

9 68 46 68 24 78 9 12 

10 64 49 77 25 62 5 8 

11 77 51 66 26 53 5 9 

12 92 65 71 27 54 4 4 

13 114 71 62 28 47 2 

14 93 61 66 29 48 5 10 

15 88 53 60 30 21 。 。
平成 8年6月18日現在

資料としては、平成 8年度のはじめの時期に

なりますので、 30回生の 0%はもう 少し上がっ

てきているとは忠いますが、この表からもおわ

かりいただけると思いますが、回生が進むにつ

れて入金者率が l回生の85%から ドーンとー桁

代まで落ちこんでおります。このあたりも、会

計局として今後の諜題となってくるように思わ

れますが、会活動の基盤となる会費の納入のア

ップに御協力して戴くことを御願いいたしま

す。

以上、おおまかですが、 「会計報告(収支決算

表)Jの科目 ・拡項の経過と今後について列記さ

せていただきました。

ちなみに、愛知学院大学歯学部同窓会愛知県

支部規約「第 6~会計J に関して記載させてい

ただきます。
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第25粂(会計年度)

本会の会計・年度は毎年4月1日から始ま

り、翌年 3月31日に終わる

第26粂(経費)

本会の経費は次の項目にしたがって支弁

する。

1.会費および負担金

2.寄付金

3.前年度よりの繰越金

4.その他の収支

第27粂 (会費および負担金)

会費その他は役員会の定むるところによ

り、代議員会の永認をえるものとする。

第28粂(会費未納者の取り扱い)

前年度会費未納者(前年度 3月31日現在)

は、第 3草「事業」の活動の一時停止を

行い、本会活動の宣伝のみとする。尚、

前年度、当年度会費納入にて活動の一時

停止を解除する。

最後に、会計局に在籍され、街l活臨戴いた歴

代の先生方のお名前を掲載させていただきま

す。

.昭和51年一53-flミ

中川正男

.'昭和53年一54年

永田英生 ・新谷i畳9'J

.昭和54年一55年

新谷i宣男・ 三輪英JIIJ

.昭和56年一57年

藤井宏次 ・三輪英t!lJ・丹羽太一

.昭和58年一59年

山)jあ敏明 ・三輪英HIJ・加藤直文 ・駒田 ii自

.昭和60年一61年

土川三郎 ・水野'W進 ・111田昌士 ・寺田勝美

.昭和162年一63年

水野l哨進 ・飯嶋英文 ・寺田Jl券菜 ・小限久豹1

・平成元年一 2年

松森克年・ 小原久和1・吉田正範・ 小品同其

.平成 3年一 4年

小原久平11・羽田昌永 ・石黒隆93・佐藤理之

。平成 5~三一 6 年

三輪英則・佐藤理之 ・岩崎和l宏 ・米崎'臥-

.平成 7年一 8年

佐藤理之 ・岩崎和宏 ・加藤道哉
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r咋半半半+++++++++キキ中++++争中++キ争中帝帝キ+帝中争中+争中半半半中今

，. ，. 
，. ~自宅~.L..&.四ムー 『ー I .__.. _. . _ _ _ ~ ~ ~ I ，. t [相主張朋ジλァム 相互扶助システム委員会 It 
す 愛知学院大学歯学・音11同窓会愛知県支部の相互扶助システムは平成 3年6月1円に発足し す

; ました。以来約5年半を経過山ります。発足当附陥の会員は平成 8年 四末で悶 + 
+ + 名になりました。 + + 利用者は所得補償のみの利用者が 7件、口腔外科より代診派逃と所得補償が5件、口j陛 + 

も 外科より代診派遣 ・所得補償なしが2件の計14件です。 +

f 平成 6年11月には、口腔外科からの代診派遣が2件重なって しまうと いう事態が起こり ? 
+ ましたが河合教授及び口腔外科医局の協力により現日将来り切る ことができました。また、 + 

i ~~出t比i;?叩:竺TT町?%;:r詑?吹f:2口;之???:rγf一代診
4 平成 7年 3月には、代診医のいる診探所への口l腔腔外科からの代診派迂造:の袈前があり 、そ + 
; の時削も口叩腔外州科医闘局とMの協榔議の結糊果、 代悌診がいて刊も卒鰍後 l昨勾年怖三未州満の峨場令似は口峨J腔控外州不科}医闘局か ; 

+ ら代診を派遣していただけるという ことになりました。 ，.

; また、今後の課題としましては、引き続き会員数を地似せる問題、会員数を3附以上 4 
f にして複数の医局と代診派遣の契約をしたいという こと、有病者を相互扶助システムに力n t 
+ 入させたいということ、勿論、現時点でも一部不担保という 形態な らばシステム加入は可 + 
? 能なのですが再発についても、もう少し市倒を見ることができないものかという こと につ 3 
+ いて検討中です。さらに、今後、同窓会会員の高齢化に伴い、利用者が急激にJ甘えること + 
; が予想されますが、 このことについてはシステム加入者の定年制ということも考えていか ; 

? なければならない問題と思います。状、会費の問題として繰越金が年々刷Hしている 『11 ; 

+ で、これを会員にどのように還元する ことが一番よいのか検討してお ります。， .

3 まだまだ問題もあり、その都度検討しているような現状ではありますが、会員の皆様の ; 

+ 御協力によりシステム加入者がさらに地えれば、よりよい方向に進んでいくものと信じで す

4 おります。 +

? 相互扶助システムについて、 詳 しいことをお知りになりたい方は ? 
+ 同窓会事務局 fi763-2182 までお問い合わせ下さい。 ，.

+ し+++++++++++++++キキ++++争中帝+キキ争中宇争中++キキキ++++~
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移物物勿~勿~勿物級協級協~級協物~級協

歯科医療問題研究委員会レポートより
勿後級協級協物勿級協~級協級協級協~後勿物後級協級協級協物多

医の原点を考える

インフォームド・コンセントの再認識

従来、医療は医師対忠者という第 3者をお|ーし

たところで行なわれ、そこには医師は不幸な病

人に対する同情心と施しの精神を保持している

という基盤の上に、医師の自由裁量性が了解さ

れ存在していました。又、医師は忠者の生命に

対する畏怖と自分自身に対する尊厳を大切にし

てきたのです。

国民にとっては、学問と教義を備えた医師に

対して尊厳と信頼があったと云えるのです。

現代社会に於ては、国民皆保険制度により、

国民は、いつでも、どこでも、誰でも安く治療

を受けられるようになり、従来の医師と，也者の

精神的な結びつきが希薄とな り、医師にと って

は質より誌の対応に追われてきました。

又、医掠技術の進歩との関係についてみると、

医療技術の発達は医術の専門分科性と医師の医

療技術格差をも生み出してくる事になります。

この問題は、社会医探としての、医術の公1m

性とマスコミの発達による情報祉の地大とが結

びつき、医術の日品質、均一性を期待される結

果と なるが、医師-fJ!iJカ‘らすれば、医療技術が発

達したとしてもそれはいつも完成されたもので

はなく、一つの進歩は同時に一つの危険性を作

っているのです。

更に、診療報酬の不正前求、脱税などの医t，ili

の社会的不信を招く事象が多発したことも加味

され医療事故に基づく医療紛争は近年1f1加して

いるのです。

今後、 忠者にとって有利な治療は何かの説明

を受けて納得した上で治療を受けたいという傾

向が強くなってきます。標語的に言うならば「医

がFI~ I"班 山田 富 央 (l51iïJ1t)

披サービスを受ける大衆m政者から医1f.tサービ

スを決定する大衆消費者へ」ということです。

日常 「人に優しい治披」を基本理念とし、人対

人の立場に立ち、 忠者との信頼関係を築き、こ

れを維持するよう努めなければなりません。

本来、インフォームド ・コンセントは特別な

問題として扱われるものではなく、それなしに

は診蹴が始まらないことは苦から知られていま

す。 しかし、それにも係わらず、忠者に対する

ほんの少しの説明が不足したために、立Jj反した

ばか りでなく、訴訟問題にまでなることがある

のです。

/.1:'， *í.・の意思をJ，~:ill:し、 主体とする医械の必り

)JがIInわれる故近では、悩科医'lf.H'j'(j:;也者にふI

し、|霊協としてのW，)Jをし、その挟，也をihして

いく といった解釈がなされているのです。

高齢化社会、情報化社会、医学と医療技術の

進出により、的科医械を取り巻くm境も大きく

変化しています。このような社会の要約に対応

するためには、会人的前科医慌の;k;践を可能と

する知識、技能及び態度を合む総令的臨床tJlUJ

を身につけることが必要です。

〈参考資料〉

「医の倫理」に|刻する答1]1

(S .56年 l目前ff年者I1委員会)

紛争のない診械を同指して

(H. 711三 m歯)

インフォームド ・コンセント

(デンタルダイヤモンド No.251)
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「卒後研修の在り方」について(その 1) 

今 11、医蹴技術の進歩によって、歯科を訪れ

る人々も多種多様化 し、また、マス コミのi修学ll

もあって、その要~i'î も後雑かつ、レベルのl..;j ~ 、

ものになってきた。その仁11で、医師一忠者IIIJの信

頼関係を保ちつつ、適切な医療サービス を提供

するために、卒直後の総括的な トレーニングが

必裂とされてきている。 しかし、その受け入れ

側、 つま り研修場所が問題となる、現段附では、

大学病院、その関連病院等が受け負っている。

しかし、そのキャパシティーは卒直後の歯科医

印1;をすべて受け入れるにはほど迷い。

また、大学病院における研修だけでは、技術、

学問而はともかくとして、 1人の忠者を長〈フ

ォロー・ア ップしたり、精神的な而の把握、ケ

アは不十分のような気がする。また、卒直後研

修II;~.・の経済的な問題 も避けて通れない。

以J.ーのように考えると、卒後研修制度を完全

に法fljlJ化 して、義務づけることはとても難しい。

知多班 松田光義 (17fiil生)

また社会のニーズに答えることのできる質の良

い術科医r.Jliが、 卒後研修というJUJIIIJだけで養成

できるわけではないと思われる。

従って、自分の考えとしては、半直後研修は

現在のような臨床の少ない大学教育の補助(I~)役

割l程度にとどめて、その先は、それぞれイIhl人の

Ti任とIIIB国にした方が良いと忠う 。

なぜなら、医慨に対する コンセプ トと意欲は

各イInl人が考え、追求するものであり、それによ

ってそれぞれのカラーが打ち山されるからであ

る。

従って医旅人としての精神を養うために、 |室

政の本質、人々の求める、Q.O.L"というも

のが純粋な形で感じることのできる。例えば、

無医村診旅所とか、老人ホーム ・ 身体I'~;与すì.の

施設などを研修場所として組み込むの も良いと

111 .; '也、 ノ。

「卒後研修の在り方J について(その 2) 

( 1 )歯科医師の卒後臨床研修について

医師については、医師法により医師免許取得

後二年以上の臨床研修を行う よう努めるものと

されているが、歯科医師については、 術科医師

法上に脱定は定められていなかった。しか し、

附科医師においても免許取得後に、基本的な診

出fil;:;}Jを向上させるために臨床研修を行う必要

があるとして、昭和62年度よ り文部省及び)以生

約において検討が進められていた。平成 8年 6

H21 H闘に法律第九二号歯科医師法の一部を改

正する法律が公布された。この法律には、 ryA.i科

医師の卒後臨床研修について、免許取得後、一

年以上の臨床研修を行うよう努めるものとす

る」という取が規定された。これを受けて厚生

約は、米泰の国家試験合格者から歯科医師の臨

床研修制度をスタートするため、従米の病院に

岡崎班 太田 真 吉 (18凶生)

歯科診療所を加えた研修実施機関の指定基準や

カリキュラムなど具体的な内容の検討に将乎す

ることになった。

( 2 )歯科医師法の一部改正について

(1)改正の理由

幽学 ・歯科医療技術が進歩し、また人IJの市

illt化等を背対に国民の歯科医協ニーズが多様

化 .~:Ifjl.主化していること等に伴い、前科医師の

資質の向上が強く求められており、歯科医fliliの

臨床研修の重要性が増大している。このため、

悩科医nili免許取得後に、臨床研修を行うことを

前科医r.iIiの努力義務として制度化するものであ

る。

(2)改正の内容

①歯科医師の臨床研修

歯科医師は免許取得後、 1年以上の臨床研修

-25 -
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を行うよう努めるものとする。研修施設は大学

歯学部付属病院又は厚生大臣が指定する歯科医

療機関とする。

②臨床研修の報告

研修施設の長は、実施した臨床研修について

厚生大臣に報告するものとする。

③施行期日

公布の 日から六十日 を経過 した円 から施行

し、同日以後に行われる歯科医師国家試験に合

格した者から適用する。

( 3 )卒後臨床研修の現状について

従来、医師では、 84%が研修を行・なっている

のに対し歯科医師では、 37%しか研修が実施さ

れていなかった。さらに、研修場所の数も歯科

は医師の1/12程度であった。

平成 5年度の医師 ・歯科医師臨床研修の現況

(研修の場のみ平成 7年度)

研修対象者 研修実胞者 研修の場

医 師 16，491人 13，875人大学病院 80

(2年次分) (対象者の84児)臨床研修指定病院 280

歯科医師 3，231人 1，210人大学歯科病院

(l年次分) (対象者川市) 29 

( 4 )望ま れる歯科医師像について

(1)高齢社会における歯科保健医療

昭和32年から6年ごとに行われている「歯科

疾忠実態調査」によれば、乳歯のむし歯は明ら

かに減少かつ軽症化の傾向にある。 他方喪失歯

についてみると、 60歳代で半分 (14本)の歯を

失ってしまい、80歳代では半数の人がすべて (28

本)の歯を喪失するという傾向に変わりはなく、

高齢者の歯科保健医療の課題は依然として大き

し、。

(2)望まれる歯科医師像

高齢社会の歯科保健医療の特徴は、国民のさt

活との関わりが、これまでとは比較できない程

の幅とi奈さを持つという点にある。第一に歯科

の健康は高齢者のQOLにとって基本的な重要

性を持っている。第二に、中高年齢者用は小児

と比べて、ニーズそのものが多様かっ高度であ

り、また一人一人が自分のライフスタイルを持

っている。こうした国民に対して、セルフケア

や食生活までをもカバーする長期的かつ計画的

な指導を的確に行い、忠者自身の健康行動をD})

長していくことが求められるところであるが、

このため歯科医師が，也者との良き協力闘係を作

り上げることが必須である。

①一社会人として信頼ができること

優れた見識と22かな人間性が求められる。/l¥、

名ーとの十分な信頼関係は、優れた歯科医師とし

ての実績を築くための粂件である。

②歯科の健康上の不安や障害を的確に排除ある

いは緩解することのできる知識と技能を持って

いること。

③自ら行った処置の予後についての子illlJができ

ること。

一定期間予後を見周ける姿勢を持つこと及び

忠者自身の自己管理11に委ねられる部分が大きい

旨を忠者に理解させることが必要である。

④歯科保健の保持、~進に適切な助言、援助の

できる知識、技能を持つこと。

⑤専門的分野'における自己の能力の限界を知り

常に研修意欲を持つこと。

@必者に対して十分な説明を行い、 同誌を得る

こと。

':1¥者に対するインフォームド ・コンセン ト、

つまり忠者に対して十分な説明をし、忠者の同

誌を得て治療等を行うという 考え方が悲本的に

珠m:される必要がある。

( 5 )まとめ

歯科医師の資質向上は、卒f.jij教育、国家試験、

卒後研修及び生~Æ研修の継続した段階を通じて

図られるものであり、 忠者に信頼される歯科医

師として、社会環境の変化、 国民のニーズ令;に

適切に対応してその臓貨を遂行するために生涯

を通じた研修の主要性は言うまでもない。また

今円、 複雑多様化する疾病への適切な対処、医

の倫理の確立、インフォームドコンセントの確

立など歯科医械を取り巻く環境は大きく変化 し

つつあるとともに、生命科学や歯科医蹴技術の

急速な進歩がみられる 1.1'、以前にもmして、生

涯研修の重要性が高ま っている。また、大学附

属病院における卒前のl臨床災習においては、近

po
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年、一般的な症状を持つ忠者が減少傾向にある

こと、また忠者が|臨床実習生を敬遠する傾向に

ある こと等により、各大学の努力にもかかわら

ず、!~者に直接治旅する機会は減少せざるを得

なくなっている。 このため、望まれる歯科医師

を養成する上で、卒後臨床研修が来たす役割lが

大きくなっている。今後臨床研修を実施してい

く上で、①臨床研修の目標の設定、②臨床研修

施設におけるモデル研修プログラムの作成、③

臨床研修施設の指定基準の作成の|問題、又、臨

床研修医の身分及び経済的な負担等いくつかの

課題が残されているが、国民に愛される歯科医

師を目指してようやく小さな一歩を踏み出した

といえよ う。

その 1、その 2 <参考資料〉

0一般歯科医獲成研修指導医師4習会

(厚生省、歯科医保研修振興団体)

0歯科医師養成のあり方に関する検討委員会J~':

見、同座談会 (日本歯科評論)

0歯学教育の改善に関する調査研究協力会議報

.ll=.111: 
tコLJ

0卒直後研修に|拘わるま位予司会報告告:

('96. 1 .26， 27) 

0今後の歯科医師の卒後臨床研修の在り方につ

いて

(大学附属病院における歯科医師の卒後臨

床研修の在り方にl刻する嗣査研究会)

産業保健における産業歯科医の立場を産業医

なみに引き上げるため

同窓会で事業所歯科健診はできないか

歯科界の現状

現在我々を取り巻く環境を考えるとき、歯科

医師の過剰、医療費の抑制、高齢化社会、少子

化、等何一つ明るい話題はない。こうした背景

を下に、 歯科医師会は、診慌所から外に tl~ て 、

在宅歯科診療、行政に値~J きかけ成人健診を行い、

今後ますます予算が拡大される福祉に川、かり

つけ歯科医砂という文言を入れ何とか歯科の制

域拡大をと考えている。そして診療所以外に収

入を得る道を探している。

こうした中、我々同窓会レベルにおいても今

後誰々厳しくなると考えられる歯科医院経常に

たいして何か模索する道はないか考えて兄た

し、。

我々のライフサイクルから健康管理を見ると

母子保健法、学校保健法、労働安全衛生法、老

人保健法で守ら・れている。この中で学校保健は

学校歯科医が学校医と問械な立場を確保してい

海部班 竹 内 章 (17凹生)

小牧班 佐々木 成 高 (18回生)

るが、労働安全衛生法に係わる産業保健では職

域が学校保健と老人保健の中川に位置し、 JむIIl1j

も比較的長く、成人病や、歯周病の好発年齢で

あるにもかかわらず、我々のほとんど，':l!，番がな

いのである。

医科に見る産業保健

産業医は労働者・の健康障害をず・防し、労働者

の心身の飽J~i を保持梢逃することを目的としj産

業保健の ~I'で中心的な役~lflJ を栄たしている。(講

il平を受けることにより医師は誰でもi盛業医にな

れる)法的にみると、労働安全衛生法(第13粂)

の中で事業者は、常時50人以上3，000人以下の労

働者を使川する事業場では、製品:ょ業、運輸業、

建設業のいかんにかからわず、また、 :Il~務部門、

作業現場、労働者の性別に関係なく、常時50人

以上の労働者を使用するに至った時から14日以

内にj産業医を必ず一人選任しなければならない

としている。(3.000人以上の場合は 2人)また、

勾
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事業者が、もし違反して産業医を選任 しない場

合は、50万円以下の罰金に処せられる。

このよう iこ産業医は法的に認められている。

そして、産業医学振興財団が行ったアンケー

ト制査によると、医師の40%がl事業場、 25%

が2卒業場を引き受けており 、 5:-Ji業場以上を

引き受けているものは12%であった。こういっ

た産業|去を引き受ける医師の為に多くの都道府

県医師会では、委託産業医のl)の契約書モデル

を作成し、その中で、産業|去が事業;場を訪問し

た|僚に使用する机、精子、などの最ノj、|恨のviii品
と場所のほか、産業|まが労働者と一対ーで気が

ねなく 健康相談、保健指導できる部屋を別立し

てもらうことや、産業医としての業務の執行rl-I

(j必勤途中を含む)の事故による人(1旬、物的損

害の補償を行うこと。などを含んだ契約型:を交

わすことを制めている。

産業保健(労働安全衛生)における歯科保健

の現状

伐念ながら、これまでの産業保健(労働術生)

分野において、歯科医f:i!iはほとんど活動の領域

をもたなかった。労働安全術生法における商科

|矢師の立場は、一定の有害業務(甑般、 叫j酸、

硫酸等、前またはその支持組織に有害な物のガ

ス、蒸気、粉臨を発散するよ場所における業務)

に従事する労働者数が50人以上の場合にのみ、

また、 健康診断を行っ た場合にのみ、 l~守および

その支持組織の健康I~f，(害を防止するために必要

事項を勧告することができる。又、 一定の有符

業務に50人未ìi:l~iのジ~J働者が従事する事業所にお

いては、法的には、必要事項を勧告する定めは

ない。そして、 人数に関係なく 産業歯科医の選

任義務はなし、。

事業所が行う法に定められた健康診断として

は、一般健康診断と特殊健康診断とがある。①

一般健康診断として、労働者を雇い入れる際、

その基礎的健J実情報の肥握と適性配置等のため

の他mu-_の情報を把捉する I='(I~Jで行われる 。 1 ) 

雇い人れ|時健Nt診断と定期的に従事する仕事に

かかわりなく全ての労働者が対象になる、 2) 

定期的健康診断、 3)特定業務従事者の健股診

断、 4)海外派遣労働者の健康診断、 5 )結核

健康診断、給食従業員の検使があり、②持定の

有害業務に従ギする労働者が対象になる特殊健

康診断などがある。 的科医師iが法的に関与する

健康診断はこの特殊健康診断の中の的及ぴ支持

組織に有害な業務に従事する労働者にたいして

だけであり 、一般の労働者を対象とした歯科医

師1;による一般歯科健康診断は法的には行われて

いない。

( jyl]えば医科のごとく 、事業所が50人以上の従

業員を雇用した場令産業歯科医の一般健康診査

を受けなければならないとなると色々な意味で

愉科界は潤うことになる。)

このように産業尚科|涯の立場の改脊が今まで

進出しないことの背対には、歯科保健にたいす

る側値観の1111越が存在していると忠われる。す

なわち、 利 il~IJ追求を規範とする事業所において

は、卒業活動の|時害となりにくく、致命的でな

い歯科保健問題は人々の健康J~':識の 1:1-1 におい

て、必ずしも優先されない所に無意識のうちに

いちずけられ、後1111しにされてきた。

しかし、その後の経済発展、科学技術の進歩、

国防の安定にnい社会は安定し、物を求める JI~・

代か ら生活の質を求める時代へと変わって来

た。

そして、{助 く人々の健康についても、 Jjl.なる

疾病のifi械や予防だけで、なく、さらに杭概的に

健康を求め、快適な職場づくり、生涯を快適に

過ごすと いう方向で産業保健を考える時代へと

向かつて来ている。このような社会的な健康志

向の山まりと生活・の質の向 l'を目指すH寺代の働

きかけを受けて、 j産業保健の1-1-1においても歯科

保健は大きな関心不の 1つとなってきつつあ

る。

現実的に、 JI~'，{-\:の要求を受け入れる形でー古11

の大企業や健主R保健組合などで、法とはかかわ

り無く自主的にM搾|保健管迎が行われるように

なって来ている。

私的健診業者の実情

こうした状況のなかいわゆる健診犀が事業所

前科健診の場では活躍している。彼らは全国を
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またにかけ、健診会場でのプライパシーの保護、

徹底した清潔な健診体勢というイメージ、色tt診

から~J~後処置としての予防処置(歯石除去、保

健指導)まで含めた健診体勢をセールスポイン

トとして、各大学の医局、各県の歯科衛生士会

等と手を品Hみマンパワーを確保し、各業種の企

業、 健戚保険組合と手を結び、うまく回してい

るのが実情でありビジネスとして十分に成り立

っていると聞く 。

例えば歯科医師 1人、歯科衛生士 4、 5人の

チームを編成して契約先に出張し、社会員の診

察から歯の踏き方などの個人指導、その場での

歯石除去までのサービスをセットで提供してい

る。ちなみにある業者の料金は 1日、 40人まで

19万7千円、41人から100人までは追加 1人当た

り1，980向。 101人以上追加 1人3，150円。(101人

以上が噌制されるのは検診のための人増が必要

になるため)また、健診日を日l曜日に設け勤務

時III J を如なう ;rJ~なく健診ができるように経営者

に配地しその代わり従業員の家族をも対象と

し、子供のフッ素塗布を目玉として健診者をW/

やす努力をしている所もあると聞く 。また、愛

知県歯科医師会でも事業所健診事業を行ってい

るが彼ら健診業者のビジネスとしての敵ではな

L、。

THPと口腔保健

前述したように労働安全衛生法によ って一般

健康診断が行われているが、歯科に|民lする項目

は含まれていない。ここに歯科項目(う f~~! と歯

周疾必など)を加える司王は、産業歯科医の立場

をj産業医と同等の立場に近づける事である。し

かし、法律に組み込むことの困難さを考zえると、

まず、あしがかりとしてTHPにおける口腔f公

館の位置を確立することが先決である。

近年の健康状況をの変化は著しく、労働者に

対する健康管理の主題とすべき多くのテーマ

は、急性から能性へ、単一因子から複合閃子へ、

といった変化を示し、健康管理の比重が秘性疾

忠対象に移ったことに象徴される。

そこで、ご存じのように行政が主導する形で

トータルヘルスプロモーションプラン、 THP
が1988.i1三に提起された。これは単なる疾病の4

~OJ発見、早期治掠に止まらず、より相極的に労

働者の心と心身を含めた トータルな健康を保持

j哲逃するための施策で、労働大臣の指針・として

示されたものである。その流れは図 lに示すよ

うなものとなっており健康測定をした後、すべ

ての労働者にたいして行う指導と、必要がある

図 1 事業者が行う健康の保持増進活動

| 労働者 |

健 E喪 ;stl A: 

研 -問診
f~ -生活状況調査(仕事の内容、運動座記事)
を

-診察つ
(t -医学的検査(形態、循環機能、血液、尿、その他)
Tこ -逮動機能検査(筋力、柔軟性、敏捷性、平衡性、会
J柴蛮医 身持久性、その他)

-運動等の指君事mの作成(スタッフへの指示)

| 労働者会員 | | 特に必要な労働者|

運動指導 保 健 指 導 心理指導 栄養指導

-メンタルヘル
，、、 -運動指導プロ

トJレ グラムの作成
レス (健康的な生活lケ
ナア 習慣を確立す

るための視点)

ダリlへJゥァスレ・ -運動の実践の
ための指導

産
-勤務形態や生
活習慣に配慮

築保 した健康的な

健主旨
生活指導 ・教
育(睡眠、喫

導者 煙、飲酒、ロ

等 腔保健、その
他)

スケアの実施
-ストレスに対

産
'じ

する気づきの 理昆
理 援助 -食習慣・食行

相談員
リラクセーシ 動の官干価とそ
ョンの指導 の改善の指場

-良好な職場の
雰囲気づく り
(棺鮫しやすい
環境等)
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人に行う指導とにわけられている。そのうちの

産業保健指導者が行う指導の中に「口腔保健」

という言葉をもって、歯科に関係した事項がと

りあげられた。(しかしこの産業保健指導者のお

おくは保健婦であり、歯科医師、歯科衛生士の

名前は見当たらない。)ここでの問題点は、健康

測定項目に、歯科的健康の指標となる検査や測

定が皆無で、あるということ、かっ歯科医師が直

接係わらないので、専門的部分で・の水準が保て

るかどうかといった疑問が残る。

しかし、 THPはl械業性疾病の予防に係わる

ものではなく、すべての働く人々の健康を積極

的に確保、増進しようとするものである。その

ようなTHPの主旨に沿って考えれば、歯科的

健康(口腔保健)は当然そこに組こまれるべき

ものである。すなわち、歯科疾忠は年齢を問わ

ず極めて有病率が高いこと、致命的ではないが

強い不快症状を伴うこと、 生活習ltiに起因する

疾病であり、他の成人病と同様に若年期からの

健康なライフスタイルづくりによってその健康

が確保されるものであることなどから、まさに

THPの主旨に沿うものであり、THPの中に

おいてもっ とも重要な位置がしめられてよいも

のである。

このような考え方をもとに我々は、 THPに

おける健康測定の医学的検査項目のなかに、う

触、 l取周疾忠についての項目の導入を強く 望み

そのための施策を構じなければならない。歯科

的項目が加え られる ことになれば、歯科医師は

現在の法の枠にとらわれずに、 THPのなかで

産業保健に関与で・きるようになるものと期待さ

れる。

同窓会愛知県支部での事業所歯科健診ができな

L、ヵ、

産業保健における産業歯科医の立場を産業|去

なみにするために、 言い換えれば産業歯科保健

を学校歯科保健程度の身近なものにするために

我々が今すべき ことは、 THPにおける健康iJllJ

定の医学的検査項目の中に歯科健診項目を導入

することである。そのために、 一番必要なもの

は、事業所歯科健診、口腔保健を行う事により、

働く人々の健康にどれだけの効果があり 、企業

としてどれだけのメリットがあるかとし寸基礎

的統計的データーである。また、THPを意識

し口腔の健康が、職業生活にかぎらず、すべて

の生活にと って良好な状態をもたらす事、言い

換えればQOLを高めるための証拠である。

数少ない実|祭の報告の 1つとして、平成 4年

度厚生省科学研究資による健康づくり推進技法

の開発に関する研究の「歯と全身の関連に関す

る研究」では、1!J'l.1待機能歯を中心としたl且時指

数と全身的健康指楳との関連、摂取機能の維持

と握力、平衡機能、 ADLなどとの関連、さら

に岐合状態と運動能力等の調査の結果、歯と全

身との関連性がいくつか示唆され、特に年齢で

は、40歳代から60歳代にかけて歯牙喪失と全身

機能の関係が強いことから、 QOLの向上を含

めて、この時期における健康診査と健康教育が

極めて重要で、あるとしている。

この様なデータ一作りを産業保健の現場から

行う事を目的とし、資料収集のため企業が行う

アンテナショップ的な存在として、同窓会愛知

県支部の中に専門的に産業保健音11を設立し、現

代的な今までにない新しい発想の事業所健診シ

ステムをつくること はできないであろうか。前

述したように歯科医師会でも事業所歯科健診を

行っているが、産業保健に対する意識に地区に

より会員によりバラツキがあるし、健診基準の

統一、データー処毛Il等がなされておらずそれに

伴う卒後処理もなく「やり っぱなし健診」の状

態である。このような健診体制からは何も期待

できない。プロフェショナルな産業歯科医が行

うビジネスとしての事業所・的利健診システムが

望まれる。

卒業生のアルバイト先の確保と しての事業所健

診

おおかたの学生は、大学を卒業して各医局に

残るか、I-m業医に勤めることになる。一昔前に

比べるとアルバイト先の件数も減り時給もや11び

ないのが実情ではないか、勿論ある程度の健診

の為の研修は必要で、あるが、こ うした小、 新卒

者にはいいアルバイトになるのではないか、ま
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た、忠者の本音、要望など診療室では得られな

い何か違ったものが待られ、いい経験になるの

ではないか。

今話題の卒後研修の一環に年間何回と云う形で

取り入れるのもおもしろい。

おわりに

産業保健でTHPが盛んになったと時を同じ

くするように、厚生省からはアクティブ80ヘル

スプラン、歯科界では8020運動が広く唱え られ

るようになった。これはそれぞれ同様の考え方

によるものであり、地域、職域を問わず、すべ

ての国民に健康をもたらすための施策となって

いる。その背景の最大のポイントは、 言うまで

もなく臼木が急速な高齢化社会を迎えると言う

ことである。そのことが産業界や保健、医療、

福祉行政の重圧となってのしかかっている。

高齢化社会の到来は当然、労働人口の減少と

裏腹の関係にあるので、高齢者にも働いてもら

うためには、健康で、生きいき としていることが

第ーの粂件であろう 。そのためには、若いH寺代

から健康的な生活習慣を身につけることが大切

となる。このようなことから、腕場において、

THPの一環として、また同時に8020運動の一

環として 口腔保健活動を実施する意義がある。

しかし、産業保健における我々産業歯科の立

場は産業医に比べあまりにも低いのが現状であ

る。我々の意見を産業保健のなかで十分に述べ

る場所を獲得するために、その礎として、我々

同窓会が、事業所歯科健診を行いデーター収集

を行いたいと考えた。また、このことが、我々

歯科界の未来につながる道であると思う 。

〈参考文献〉

1.労働安全衛生関係法令集、労務行政研究所

2.労働安全街生法に基づ く職場の健康づくり

必携、労働省労働衛生課編著

3. これからの健康診断、労働省労働衛生諜著

4.歯科医師のための産業保健入門、財団法人

口腔保健協会

5.産業医の職務Q&A、財団法人産業医学振

興財団

6. 口腔保健の最新動向、歯界展望別ilfl"'94

ホ愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部の

今後と医療とのかかわりについてか

上記命題にて佐藤支部長より諮問があり当委

員会では 2回の委員会にて検討しその結果の要

約を答申とさせて項きます。

但し現行の事業等についての具体的な意見は

本稿では訓愛致します。

現在支部の会員は2，300人程度であり、年齢層

もl回生から30回生と一世代を超える間隔があ

る。構成する班は38班、支部の会務は支部長を

中心に副支部長、専務、 6局、 6委員会、監事、

参与とほぼ中小県の歯科医師会と同規模であ

り、その活動も公衆術生的なもの行政と関わる

事業を除きミニ歯科医師会となっている。また

大学との距離は地理的関係とは異なり数の若い

回生になるに従い遠のく傾向にあり同窓会の目

的とは逆行するものであるが一方で、は増令と伴

に奉仕団体の会員となったり歯科医師会を通じ

社会や地域の福祉等に貢献している。また歯科

医師会との関わりでは、愛知県及ぴ各支部でも

会員は過半数を占め会務運営において重要な役

職を来して歯科界の発展に寄与していると言え

る3

以上20周年を迎えて愛知県支部も他校の同窓

会と遜色ない状態といえるが一方においては会

員及び執行部にも或種マンネリ!惑や俗怠感を党

えているのも否めない。その理由として挙げら

れるのがまず支部、班.が県歯、 地区歯科医師会

と全く合致している事にある。これはご承知の

様に将来の歯科医師会を運営していく事を念頭

においたシミュ レーションではあったが、現在

においては二重、 三重と閉じ構造の中で同じ様
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な人聞が計画立案し実行することになり執行部

は肉体的にも精神的にも負担が場加し会員には

類似性の強い事業等にマンネリ感をも加えて抱

かしてしまっている。このため状況は他府県に

いる同朋同窓生と異なり、同窓会の必要性や存

在価値自体も疑問視する会員を造り 出しかけて

いる。歯科医師会員は同窓会員と同義語となる

程肥大化してきているのである。この肥大化は

歯科医師過剰問題がそのまま同窓会員同志の札

れきを生み同窓会の存在を危ゃうくする要国に

なりそうである。そこで同窓会の存在を考える

と、母校と会員の関係を少し見置す余地がある。

我々は愛知学院大学歯学部という母鋭から生ま

れた、かなり共通した血を持った兄弟、姉妹と

いう認識のもとに、もう少し母校との距離を縮

める必要があるのではないだろうか。前述の様

に多くの会員は自身が長く大学に桟った り同期

生が現在残っていない限り 、意識の中に大学・は

無関係に近い状態に存り、母校を認識しえない

以上同窓会自体の存在もあまり意味のない物に

成るのも自然である。

以上の様な点を考慮.しながら少し将来像を述

べますと、はじめに同窓会の存在意義の手邦軍認

と新しい像を構築する必要があると思う 。現在

の会は諸先輩がご苦労されて出来上がった立派

なものですが、いろんな制約があるにしろ母校

と会員とを結ぶ糸が細くなっています。我々 に

は学術団体の一員ですがその中枢である大学か

ら情報を得る手段をほとんど知りません。ファ

ックス、インターネ ットと情報通信のメディア

が発達している現在、同窓会員の特権として母

校の研究や学術資料、図書等の情報収集や利用

ができる方法を検索できないだろうか。また遠

隔診療ではないが臨床における相談窓円を母校

に設ける等の可能性はどうか。現在巷間病診jill

携という 言葉が使われているが情報の上だけで

も連携できないかという事である。この際、勿

論情報の公開には安全確保と管理は必要なので

その窓口として支部が機能するわけである。ま

た大島参議院議員や成田日歯代議員を持ちなが

ら中央の状況が最低でも班長あたりまで瞬時=に

届かせる方法はないであろうか。日本歯科大学

校友会はFAX通信でこの様な引を行っている

と|聞きます。

またt耳目校で少しでも多くの同窓生が教授にな

ってT頁くよう講師や助教授の先生に郁演会など

依頼し側聞から協力する事が大学との距離を近

くする-Jl)Jとなります。

次に同窓生の過剰のi:{J姐であるがこれ自体に

我々は言葉をはさむ余地はないがこれと関辿し

卒直後の研修が言われている。現段附では一年

の努力 目棋であり施設についても限定されてい

るが研修の場の不足はl切らかでありi:日題となろ

う、またカリキュラムがt歯科一般を必ず合むと

なればなおさらである。そのH寺保存、キ11)縦等に

ついては何らかのラ イセンスを持つ開業医の所

という可能性もあり 、先輩同窓生は後続に対し

また大学に対し協力でき、地元の愛知県支部の

役割lは大切なものとなろう 。

最後に歯科医師会との|刻わりについてである

が前述の様に、目先に歯科医師会の過半数は同窓

会員でその占る符1I介は経年的にj曽大するであろ

う。それにfl土い同窓会の相似性はさらに色濃い

ものになる。 もし変るとしたら同窓会が変るし

かないのである。その意味で相万.扶助システム

などは誠に適切なものと考えるし、今回行なっ

た公開講演は紫"i~ らしい発案と いえるが、 学tH

などはこの織なアイデアを I~ し続けるか旬校の

紹介のためのものでないと二重三軍の椛造の弊

害をまともに受けかねない。また歯科医師会の

中での我々の位置の把握も正確にする必要があ

る。我々の20年の伝統は数字の上では100{1三近い

ものには及ばないが現在を動かしている年齢府

には大差はないのである。 かつては旧 6校を立

識しながらきたが今は萎縮する必要もなく なっ

て来ている反而、数を前而にがl'し出せば逆に

我々同窓会と他の同窓会と いう対立の様式をm
来しかねないのである。 153外では現実にかつて

の織な対立の様式があるかもしれないが、少な

くとも愛知県においては対立でなく調和、融和l

でなければ今の前科医'iJ;f.Wの難問などは打開で

きない。ましてや同窓会内での首長争いから同
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〔平成 9年 3月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報

歯科医療問題研究委員会

〔第 57{手〕

窓会や歯科医師会を分裂させる事など厳にいま

しめ大所高所か らの制整に努め るべきと考え

る。

いずれにしろ同窓会は会員があ り、母校があ

ってが基本である。会員がその恩恵を実感して

こそ存在価値がある。昔の良好な状況下ならと

もかく長期低落傾向にある歯科医療界て柑l人に

おいてもスリ ムにな りたいと考えるのは当然で

ある。 20周年に当 り同窓会の会員が今何を求め

ているか、母校の発展のために何ができるか、

社会のためにどう還元できるかという原点を再

確認し諸事業に若手すべきであろう 。

問主主 到E 名 氏 名

委 i-i.j長 7 IMJ 崎 フミ盟{.!l¥一

総指幹tJ' 10 同 恒罰 水虫'fヲ苦鮒

委 H 13 安 1成 石川 ~~ 
11 11 中 {.d 石 m隆 g}

11 20 ~~ι t f[J :J1'l' E[)伯

11 18 防l 血守 大 問以前

11 19 |国l 崎 -1'(1 木 ~Hí

11 17 i'.1' rx: 加藤 j五J戊
11 12 P可平手円ヲl' 後日露武 史

11 18 ヰ文 佐"<*成7.-.~j

11 20 盟:tf:ii民美 佐々木秀佳

11 17 海 調i 竹 内 立
11 16 守 山 地 ー長塚 11)1 

11 20 '!x 械 .'; l.!i i'~;. 一
11 17 知 多 4会 凹光 J受
11 15 春 日 ヲl' IIJ回目央

(後H長、総指幹事以 ドは、あいうえお順)

宇ひと
「

各 局 活 動 状況
マ

C
ユ

渉、 外

マ愛知県歯学同窓会懇話会

日時 :平成 8{-pll月9日 (土限日)

午後 711寺~午後911寺30分

場所:ロイヤルホテル弁天l辞l

米賓に愛知県歯科医師会会長の宮下刻|人先生

並びに副会長の石出幸男先生をお招きし、上記

日程にて第 7回愛知県歯学同窓会懇話会を開催

致しました。なお来賓としてお招きしてあった

本会の常任顧問でもある大J角度久参議院議員

は、 徳島県にて|非!俄された全国歯科大学同窓 ・

校友会懇話会iJ'JJ市のため、今回は残念ながら欠

席されました。

7回目を数えた今回より広島大学歯学部同窓

会愛知県支部が新たに加わり、参加校16校、参

加者総数65名にて行われま した。

また米年度からは栢問歯科大学問窓会愛知県

支部と長崎大学歯学部|古l窓会愛知県支部が新た

に加わることが決定、愛知県内に支部組織を有

する18校の同窓会 ・校友会がすべて集う会とな

る子定です。

ママスコ ミとの交流

日H寺:平成9年 l丹22日 (水U-/rr日 )

午後 711寺一

場所:1lY李

上記日程にて説賀新問中古11本社社会部の片岡

太編集委員をお招きし、今年度の 『マスコミと

の交流』を行いました。

片岡編集委員は長年医療関係担当記者と して

活躍されておられ、現在話題となっている医療

保険fljlJ度改革はもとより 、歯科界が抱えている

諸問題に|刻しでも造詣が深く、お話して項いた

すべてのことが大変勉強になるものでした。

2時IllJ余りという短い時間ではありました

が、大変有な殺な懇談を持つことができました。
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組 織 局

マ新入会員説明会

日時 ・平成 9年 1月10日働 12 : 00-

場所 :末盛学舎6F講堂

平成 8年度卒業予定者 (31回生)に対する同

窓会入会案内の説明会が行われました。当支部

より佐藤支部長、 山下常務(組織局担当)が出

席 し、愛知県支部の現状 ・事業内容等について

説明を行いました。

厚生福祉局

【弔慰活動 ・供花の要請] 平成 9年

愛知県支部では、規約に基づき供花を出 してお 1 . 2 1回生藤本 惇君(一 宮)

ります。 (本昔日・支部一対)お手数ですが、弔慰 7回生駒田 満君(西 区) ご尊父逝去

の際には事務局迄ご連絡をお願い致します。 1 .6 20回生吉田窓生君(千 種区) ご母堂逝去

事務局 E ・FAX052-763-2182 1 .10名誉教授榊原悠紀田[!II 先生 ご令室逝去

尚、休日 で事務局に連絡不可能な時は直接花屋 1 .11 19回生大橋憲司君(盟 間) ご母堂逝去

さん (花松)にお願いします。 1 .12 15回生早川智子さん(知l 多) ご尊父逝去

花松(はなしょう)e・FAX052-832-8446 1 .12 9回生前向正子さん(犬 山) ご母堂逝去

各班長へは、 F-NETで連絡しています。各班会 1 .13 16回生徳間隆一君(一 宮) ご'(，:父逝去

員への弔慰連絡は、従米通り宜しくお願い致し 1 .23 13回生今井 カ君(南 区) ご11.父逝去

ます。 1 .31 13回生内田 秀雄君(緑 区) ご尊父逝去

平成 8年度弔慰報告 2 .3 8回生八木 利治君 (盟 )11) ご尊父逝去

平成 8年 2 . 4歯科布Ii綴学第 l講座教授問中古信先生 ご尊父逝去

10.7 16回生綱烏吉彦君(中 川区) ご尊父逝去 謹んで‘、 ご冥揺をお祈 り1*1し上げます。

10. 7 16回生川島昌二君(熱問区) ごff父逝去

10.14 18回生川口 剛君(春日井) ごi母堂逝去

10.21 20回生伊藤雅l!IJ君(盟橋渥美) ごJ!i父逝去

10.31 14回 生 小 品 交一君 (港 区) ごff父逝去

11.8 6回生加勝道彦君(碧 南) ご掠父逝去

11.18 10回生菱川幹夫君(西春日井) ご尊父逝去

11.28 11回生水野有l生君(ー 宮) ご母堂逝去

12.11 18回生日比 準君(西春日井) ご母堂逝去

12.12 1回生佐藤弘喜君(南 区) ご'J!I:父逝去

12.1324@生荒川精一君(西尾幡豆) ご母堂逝去

12.18口腔衛生学講座教授4回生1:11垣情勢君 ご尊父逝去

12.2720回生早瀬浩一君 (中 川 区) ご!!;:父逝去

12.28 6回生森 栄さん(一 宮) ご噂父逝去

d
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〔平成 9iド3月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 57号〕

A
Q
一品 言十 局

平京は、同窓会前jfi}JにごWJ)J~、ただき、.llÆに

ありがとうございます。さて、千成 9'F1 J J 末

日までの会費納入金制は、20，348，000円となり、

昨年を上恒|る納入になります。ご協力いただき

ましでありがとうございます。今後とも'夜しく

御願い申し上げます。

〔会費納入について〕

1 .念書による方法

-愛知県術科医r，ili会に入会している先生に限

ります。

・毎年 6月にl日前より ILI1ijJ引き落し致します。

UMIlほi:は、 m官民より送られる、 I~I 重}J引 き落

しJlJ紙に記載されています。

. IIlJ窓会愛知県支部として12，00WIの引き必

しとなります。

2.セントラルフ ァイナンスによる方法

.1. 以外の先生で、特定の銀行で引き落し

ができる先生に限り ます。

-開業していて、!HJ¥bヰに入会していない先生

とか、勤務|兎の先生がた|打lきです。

. 1房fド7月にセン トラルフ ァイナンスによ り

12，000jJJi)1き落し。

3.銀行娠 り込みによる方法

・愛知県支1111より振り込み川紙が郵送されま

す。それを名銀行にて12，000円振 り込んで

いただく方法です。

振 り込みによる方法は、手数料、郵送料、そ

れにもまして先生方がご自分で銀行振 り込みを

しなければならない傾斜bさが伴います。

その点、念書による自動引き務しは、手1mい

らずで、時1:11もかからず、先'1::方にと っては、

非常に有利かと思います。一度、ご一考・いただ

き、ご|動力のほど宜しく御願い申し上げます。

〔念書強化月間〕

会計局では、昨年度、 -11宇年度に引き続き本

年度 も、対象班をきめさせていただき、 T1E長の

先生方にご協力戴き、念舎の提出をお願いして

きました。また、来Ir規開業の先生には毎月、県

歯のデーターをむとに対応してまいりました。

その結果、本年度は 1月31日現在で総計37名の

方々に念舎の提出をしていただきました。この

紙而をおかりしてお礼申し上げます。今後も今

の方法を継続してみて結果を検討していきたい

と考えておりますので、なおいっそうの御協力

を先生方にお願いいた します。

重量
巨ヨ 記 局

本執行部の任期も、あとわずかとなりました。

第201!.'.1代議員会、第21回定期総会をひかえて、

資料の整fdli等にいそがしい日々を送っておりま

す。また同窓会愛知県支部も創立20周年を向か

え、本年度は数多くの特別な事業が催されまし

た。我々当記局もこの会報57号を20周年記念号・

として発行いたしました。 20周年記念の諸行事

の報告と、今後の愛知県支部の方向等を検討し

た各!日i、各委員会の記事を載せさせて項きまし

た。我々書記局 も、より良い会報を作っていく

為にどの糠に工夫したら、同窓会員の皆様の執

行部のIlIJをつなぐ充実した内容となるのかを検

討してまいりした。それには我々執行部からの

一方i並行ではなく、会員の皆様からの声をより

多く 拍減していく 半が大切であるという立見が

多くあ りました。今後の同窓会会報をよ り充実

したものとしていく為にも、会員の皆様からの

御投稿をお待ちいたしております。
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f一一一一一一一一一一一一一一一一 役員会議事録 一一一一一一一一一一一一一一一一1

j平成 B年度第 6回愛知県支部役員会 推例11伸務)

i日 時:平成 8年問 2日(刻午後 7: 45- 8.協議事項 i 
!場 所 :楠元学会第2会議室 1 )平成 9年度予算案の件(会計局) ! 
j l |持l会の静 9.その他新年会の件(厚生局) ; 

1 2.氏名点呼 10. 股~l~所見 1 
! 3.支部長挨拶 11. 閉会の辞 j 
: 4.本部報告 i 

;5.専務報告 平成 8年度 第 9回愛知県支部役員会 : 

: 6.各局 -委員会報告と予定 日 時:平成 9年 1月 8日(村 i 
j7 審議事項 午後7:30-8:00役員会 i 
i 1 )推薦状の1'1'(11寺局対策委只会) 8:00-10:00新年会 i 
: 8.協調帳 場所:ちゃんこ「両国東別院応J j 
j l) グローパル・コンフアレンスの件(渉外・組織局) 名古屋市中区橘2十 27 i 
j 9.その他 1. 1別会の辞 j 
i10.院本所見 2.氏名点呼 i 
! 11.閉会の辞 3.支部長後拶 ! 

4.本部報告 j 
j平成 8年度第 7回愛知県支部役員会 5.専務報告 ! 
! 日 時:平成 81)ニ11月 6日附午後7: 45- 6.各局 ・委員会報告と予定 ‘ 

i 
;場所楠元学会第2会議室 7.審議事項

! 1.閉会の辞 1 )マスコミとの交流の件(渉外) ! 
t 2.氏名点呼 2 )平削年度予算案の件(会計局) : 

1 3.支部長挨拶 8 . 協議~l}項 j 
j 4.本音li報告 1)同窓会本部代議員会の件(専 務) i 
! 5.専務報告 9.その他 j 
i6.各局 ・委員会報告と予定 肌監Zl~所見 { 

! 7.審議事項 11.閉会の静 j 
j I)第20回代議只会・第21回定!tll総会、日程、会場

! の件 (空13己!苛) 平成 8年 度 第10回愛知県支部役員会 1 
: 2)地区学術総演会の件(組織局) 日 時 平成 91F2月 5日(羽午後 7: 45- : 

i8.協議事項 場所:楠元学合第 2会議室 : 

! 1 )平成 8年度第 2回班長会日程の件(組織局) l. 開会の辞 i 
1 2) r会報J20朗年記念号のfq:(，;!:・記局) 2.指名点目乎

! 3)その他 3 支部長挨妙 j 
! 9.その他持ち出し役員会の件 (厚生局) 4.本部報告

! 10.抜本所見 5.専務総告

jil 閉会の辞 6 各局 委只会報告と予定 i 
7.絡議事項

(平成8年度第 B回愛知県支部役員会 1 )第20回代議員会第21回定附会の件(開局)i
j日時 平成 8年12月 4日附午後 7: 45- (日IJf.lH附 IIHの件

:場所.布告元学合第 2会議室 (2)'PiJ羽の件

: 1.開会の静 2 )名古屋市歯科医r.ili会会副wmの件(専務) ; 

! 2.指名点呼 8 . 協議{l~項 ! 
: 3.支部長挨拶 1 )代議員会 ・定期総会議題の件 (421己局) ; 

! 4.本部報告 9.その他 ! 
j 5.専務報告 10. i託子F所見 i 
! 6.各局・委只会報告と予定 11. I~j会の辞 1 
; 7.審議事項 i 
! 1 )第 2回班長会の件(組総局)

j 2)次期I¥H設会長選における宮下和人先生に対する

‘----・-----_.._-・e・-------------- ----・e・~------_ ._--._----------------俳------匂..，.._--・---・e・.._---・e・----_.._..}
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『相互扶助システム』のご加入のおすすめ

H寺として病気やケヵ・あるいは思いもかけぬことで心ならずも診掠所を閉めなくてはなら

ないことがあります。そんな時、 代 診 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、法、者さんにも家族にも迷惑をかけず、安心してご自身の治擦に専念することがで

きる筈です。このシステムを利用することにより、会只は、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事ができます。(派泣JUlli1lは一か月以内とします。)つまり、

たったFJ稲60万円の所得補償保険にご加入される王将によ って1か月間の代診医を確保する

引ができるわけです。

-入会条件

(1) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部正会員のうち、引在、健康で正常に診療に従lJ~.

している会員で愛知県内に診療所を開設されていること。

(2) 同窓会愛知県支部相E扶助システム委員会を窓口とする休業を保償する保険(所俳Mi

償保険 基本契約保険金額月額60万)に加入すること。

惨 『相互扶助システム』 に関するお問い合わせは・・ー・・

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』係

T E L (052) 7 6 3ー 2182

または、 安田火災海上保険株式会社名古屋企業営業部

担当/卒中野 ・青木 T E L (052) 9 5 3 -3 8 6 2 

句，，
q
d
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く>000 だi~I よ 。。。く〉
(緑 区 班 )く吉田選挙に参加してみて〉

内田秀雄 (13回生)

本のそもそもの始まりは、支部の理事会でr3 

区より古FI1!/!，が、出馬する。』というネ'1
'
の戸を聞

いたときからです。はっきりとした吉田後援会

{本tlJllも決ま っておらず、ないないづくしで始っ

た選挙ですが、 j必'ii';の選挙の順序と、立候補、

励ます会の開催、事務所聞き、出陣式などなど

変わりはないのですが、支援体制、動員体制の

ちがいには、日を見張るものがあり 、やはり r衆

議院だなあ』 と実感する。

奇しくも、HキIiIJの変更により、第 1回の選挙

対策会誠に 1 人でI'~' ){百することになり、見ìJ~せ

ば、総勢20数名、ほとんど県会 ・市会議員及び

秘;-1-::などプロばかり で、そこにポツーンと前科

医師会代表として紫人の私が座る こととなりま

したが、そのプレッシャーにはもの凄いものが

あり 、窓会t1J'J々 と「何とかしなくてはいけない。」

という幻持ちが持ち上がってくる反面、名簿の

回収の.i1主み共合い、十{主l符の状況など聞かれ、宿

題も 11'，てくる。 もう ここ に至つては逃げ場所も

なく他の一緒lこ立ってくれた 2人の先生と!肢を

くくり、 !日'Jtlf.本:Ijllの見直し、今後の見直しなど

について、もう 一度糾り直す。

J也|ぎからは、当然Jての先生方は、 日本歯科|実

師会会長が1'1民党ということで動けない。そこ

をなん とか~!'.r;耳Il矢四、緑区会長の橋本先生を口

説L、てJ-.にぶってもらい、f!J.E分け、 班の責任者

の選出と同時に他の 2地区へのアプローチもIJ[.'

!ifiする。

その後すぐ、 N HKの事前調査で、 4000~，兵差

で負けているとのこと、辛いのは、一票差でも

小選挙区制度では、 j没者となってしまうことだ。

皆、一丸となり副会長の 「頭で考えるな、体を

つかえ」 の号令のもと、選挙中でも通常 1・2

回しか足の運んだことのない選挙事務所に毎 1:1

jillうことになる。 うれしいことに、いつも以低

2-3名の先生が多いときには10数名の先LIそが

米てくれた。 ドラゴンズの{到協のH寺でも良いII;-~':

はや，[もかもが、 lつの方向lに向っていい形に絞

ってくるものだ。新進党の定着調査ではまだ、

1000誤差とのことだ。相手方も、柿木首相|が*'

ï 'ïl~人りして全而対決、こ ちらも小沢一郎先生

を迎え、決起集会を行い、愛知県支部の支部長

{也役nの先生を迎え、 3区合同同窓会協議会を

執り行なう 。術るような気持ちで迎える|片山宅|二l。

強い11日平11区で善戦。天白区で3000票差で勝つ。

「これならいける」拍手があちら こちらでおき

る。紘区では、子屯!外の6000票差、今までと っ

たことのない得票数、カの入りょうがわかる。

終 ってしまえば、よ く|剥いて1000t'.兵の子氾!も

9000県の何誤差で終わる。緑区班、初めての衆

議院選挙でした。 この票差は、決して前科医師

会 ・同窓会のみで出た数字ではなく 、多くの限

会議11、けi会議員や創価学会会員の方々に支え

られた数字である ことを忘れてはいけない。で

もこれで新聞の政治欄を見る楽しみが lつlJY/

え、「うちの同窓生の吉田君がね/Jと向悦でき

るようになれば幸いだと思う。 M:後に、今も っ

ともiiミUされている同窓会であることは揺ぎな

いことです。大向参議院議員とともに古III幸弘

衆議院議以が歯科界をささ え、大きな発!泌をす

ること をIQ，([います。
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愛院歯愛知大島会

|国政報告 |

同窓の諸先生方枚びにご家族の皆機方におか

れましては H頃よりi昆かく、また))';rrl ~ 、ご支般

を賜り誠にありがとうございます。

さて今回は、 1997{pの幽政報告ということも

ありまして、大枠で平成 9jl~ l.立の厚生行に関す

る予算について簡潔にご報告いたします。

厚生省予算は、国の一般歳出の約3分の lを

占めるに至っており、しかも、そのほとんどが

医療 ・年金等の義務的経費であることから、出

荷台化の進展とともに、 1，j:年巨制の給付~Jj WI が'-1::

じています。

一万、最近の我が国の!材政は大I~Mな不均衡状

態にあって、先進国のII¥Jでも品惑の状況にあり、

財政の健全化が紫忽、な諜j逝となっていることか

ら、毎年巨矧の給付'~~J世を生じる j半生行予算を

めぐって 、 子Jfl.案の編成において 凶~(t を極める

状況ががれ、ています。

平成 9i'H主厚生省 r.u案においては、こうし

た極めて厳しい財政HilJ約のードで、 -(-，.t，'f.奈の制成

に当たっては、既存制度 ・胞策の合思化・効率

化に努めるとともに医出保険制度 ・老人保険制

参議院議員 大島慶久

ず、今後とも求められるものであることは言う

までもなく、特に、厳しい財政状況の下で国民

のニーズに適確かつ効率的に対応していくため

には、年金 ・医療 ・福祉等社会保障各制度聞の

相互の関係にも着目した横断的な視点で、社会

保附制度の構造改革に取り組んでいく必要があ

ります。

また、今向、特別養護老人ホーム.に対する施

設整備補助努:の仕組みを悪用した事件が起きた

ことを踏まえ、特別養護老人ホームの整備に対

する補助金等について、 必要な予算額の確保は

もとより 、その執行の在り方等を再点検し、必

要な改善措置を談ずる こととしています。

以上述べたことを踏まえ、歯科保険医療対策

を合む.lfll文9{I:.度政府予算案が 1月20日招集以

降の通常国会にて可決されれば4月 1日より実

純への運ひ、となるわけでございます。

今後も国会活動を通じて諸先生方のご期待に

添えますよう桁一杯頑張ってまいりたいと存じ

ますので変わらぬご指導ご鞭控を心からお願い

~(:I し上げます。

度の改革を盛り込んでいます。 最後になりましたが、諸先生方のご活躍を祈

こうした努力が、平成 9年度予算編成に限ら 念しご挨拶といたします。
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愛院歯愛知大島会だより

日頃は愛院歯愛知大仏会にご理解ごWJjJを項きまして誠にありがとうございます。

下記につきましてご案内数します。

1 ，愛院歯愛知大島会代表幹事会・総会開催のお知らせ

日 時 平成 9年 4月20円(FI) 12: 30-13 : 00 

場 所 H進学舎 ・学院会館ホール

2 ，時局講演会のお知らせ

臼時 平成 911"-4灯20日(1'1) 13: 00-13 : 45 

場所 円進学合 ・学院会館ホール

講師 大品慶久参議院議員

rl司会事lJfs;と歯科医療状況」

多数の同窓生会員の仔様のごII'om;をお願い致します。

第20回代議員会・第21回定期総会

-編集後記

日時 平成 9イ1'，4) J 20 11 (11) 

場所 U進"l:~今 ・ ♂ç:院会館ホール

代議以会 14 : 00 

定期総会代議.L~会終 f 後

今年度の同窓会20周年事業の故後となります、会報20周年記念号の発flJが無事に出来ました事、

大変に哀しく思い、同窓会会員枠様の御協力を大変に感謝いたします。我々愛知l学院歯学部同窓会

愛知県支部も20周年をliolかえ無事に成人式をすませる引ができました。今後は大人の組織として活

動してゆける様に、役員一同頑張ります。ここまでこれたの も、ひとえに同窓会会員の御協力と御

支援によるものです。今後ともよろしくが願いいたします。

発行所 名古屋市T糧l丞揃元田Tl-lOO

愛知学院大学術学部同窓会

愛知県支部

T E L (052) 7 6 3 -2 1 8 2 

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

題字放岡本清緩先生

編 集 兼 発 行人容le局
，:':; r.~ j[i夫 氏塚 lリl

松本 (1韮'p: 大 塚 敏 維
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