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創立 25周年を迎えて

支 部 長 加 藤 直 彦

春暖の候、同窓生の皆様方におかれましては益々ご健勝のことと存じます。日頃は同窓会活動に

ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

早いもので我が同窓会愛知県支部も今年度で25周年を迎え、今日あるのも歴代の役員の方々の協

力の賜物と心よりお礼申し上げます。

今回25周年記念事業として、時節柄できるだけ予算を使わないでかつ同窓生のためになることを

原則として検討し、 125周年記念ブロック別会議J125周年記念公開講演会jの2つの記念事業を執

り行いました。

25周年記念ブロック別会議は各班を名古屋、尾張、三河の 3ブロックに分けて行い班長と班代表

者から活発かつ大変貴重なご意見、ご要望を賜りました。今後この会議でいただいたご意見ご要望

を十分検討し、これからの同窓会活動に反映し、魅力ある同窓会になるよう努力して参りたいと考

えております。

またもうひとつの11月開催の25周年記念公開講演会では講師に斎藤茂太先生をお招きしたところ、

参加募集締め切り前にすでに予定人数以上の一般公募があるという反響があり、さらに講演会当日

は開演 2時間前から会場に参加者が入るほどの大盛況ぶり。当日の会場の愛知県歯科医師会館4階

ホールを埋め尽くし、 2時間を越える講演会を無事終えることができました。これも会員皆様方の

暖かいご支援ご協力の賜物と存じます。ここに厚く御礼申し上げます。

21世紀の幕開けの年が25周年にあたり、心の引き締まる想いですが、日本だけでなく世界的な経

済不況のもと、我々歯科界も例外でなく、大変厳しい状況が暫く続くと予測されます。こんな時こ

そ冷静に同窓会を見つめる時期であり、同窓会の結束力やその役割が試され、また更に発揮される

時期と考えております。

今後30周年、 40周年と重ねていくにつれ、我々同窓会愛知県支部がさらなる飛躍をしていくこと

を願う所存であります。今後共同窓生皆様方の更なるご支援ご協力賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

.お知 5せ@

第25回代議員会・第26固定期総会

-日時:平成14年 4月21日(日) 代議員会…午後 2時~

定期総会…代議員会終了後~

-場所:愛知学院大学 日進学舎学院会館ホール
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舗局毎電æ~事翁
羽~?)~創障壁湖諸白

日時及び場所:名古屋ブロック 8月4日出 PM6:00 名古屋不二パークホテル

尾 張ブロック 8月18日出 PM6:00 名古屋不二パークホテル

三 河ブロック 8月25日比) PM6:30 岡崎名鉄ホテル

〔第 72号〕

同窓会25周年事業として上記の日程でブロック別会議が行われました。各地区とも、班長

及び各地区代表者に出席をして頂き、同窓会活動の報告や各地区からは

①支部、各局、各委員会

②大学、付属病院

③大島会、政治活動

④県歯、地区歯科医師会 に関して、質疑及び要望を頂き意見交換を致しました。

どの会議も活発に貴重な意見が出され、今後の活動に対して非常に有意義な会議となりま

した。

血 4
8/4 名古屋ブロック 於:名古屋不二パークホテル 8/18 於:名古屋不二パークホテル

8/25 三河ブロック 於:岡崎名鉄ホテル
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25周年ブロック別会議

質疑・要望等のまとめ

A:支部、各題、密書き轟舎に関して

(1) 学術

1.束三会以外の地区でも学術講演会の補助

をして欲しい。

2.歯学会の実習付き講演会の応募が少なく

中止になった。支部で応援することを検

討して欲しい。

3. 地区での学術は、 一般治療にいかに取り

入れるか、また役に立っかという内容を

中心に活動している。

4. 同窓会では、歯科医師会ではできない内

容の学術をして欲しい。例えば、外科的

診療に役に立つ人体解剖などを大学にお

昨夏いしては。

5.歯科医師には特に学術が大切であるので、

大学を利用した研修をもっと積めるよう

にして欲しい。

6. ポストグラデユエートコースの参加年齢

層が若く、参加しづらい。地区で開催で

きないか。

7. ポストグラテマユエートコースで、講演会

だけの場合は会費をもう少し安くできな

v、台、。

(2) 会計

1. 同窓会費を払ったメリットを上げて欲し

しミ。

2. 歯科医師会未入会の同窓生の支部会費の

納入状況は。

3. 夫婦で会員であるが妻は会費未納である。

配布物は 2つずつで無駄になっている。

夫婦会員の事を検討して欲しい。

4. 昨今は予算の繰越金がかなりある。何か

使用目的はあるのか。

5. 同窓生は開業医だけでない。勤務医の会

費徴収、親子会員の対応を今後考えて欲
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しい。

6. 会費の納入に関して充分回収できている

のか。

7. 会費を納入している人と未納の人とはど

のように区別しているのか、また、今後

どのように対応するのか。

8. 会費未納者の中には同窓会活動というも

のが分からないために未納である者もい

るのではないか。

9. 同窓会費納入が難しく、退会したい人が

いる。

(3) 組織

1.当班は班会もよく行っている。

2.当地区では、若い先生を集めての会があ

る。同窓生以外の先生も入り、若い先生

をとりまとめるためにj舌用。

3. 長老の班長を中心にまとまっている。

4. ビル開業が多くまとまりが悪い。

5.地区では同窓生が過半数以上で、他大学

の手前、同窓会活動がしにくい。

6.勤務医の会員との連絡は。

7. 地区会長と班長の集まりでは、話の内容

が歯科医師会と同窓会の話が混ざってし

まう。会議におけるメンバーの絞り方、

集め方に検討を。

(4) 厚生福祉

1.弔意が会員死亡で 1万円だが、もう少し

見直して欲しい。

2. 同窓生本人、また家族の言ト報に関して供

花、弔慰金についてどのような取り決め

になっているのか。

(5) 委員会

1.各委員会の活動がはっきり見えない。

2.大島先生への助言、提言でもなにかして

欲しい。

3. 今後は、このような会議の時の資料とし
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て、委員会からの何か得するような情報
8:大学閥撞病焼{こ関して

を出して欲しい。

4.私自身相互扶助システムにお世話になり、 1.大学・附属病院との病診連携を構築して

大変助かった。 いくべき。

5.歯科医師会の非会員である同窓生への対 2. 附属病院の対応はまどろこしい。受診患

応の仕方及び意見等があれば教えて欲し 者の評判もあまり良くない。改善して欲

い。(今、医療問題で検討中) しい。

(6) 総合的なもの 3. 卒後研修制度で大学に積極的に協力して

1.同窓会としての将来のビジョンを打ち出 いくべき。

して欲しい。 4.大学講座の開放及び各講座の連絡窓口の

2. 同窓会に魅力ある目玉が欲しい。 開設を。

3. 同窓生から入りたいというような会にし 5.特殊外来が新設され、患者の紹介がしゃ

て欲しい。 すくなった。

4.活動は役員が十分にやっており充実して 6.大学病院の予防歯科に対応していただき

いる。同窓会のメリットは何かというこ たい。

と自体がおかしい。有事があった時いか 7. 同窓会事業として行われた病院説明会は

に同窓会が一丸となって動けるかが大切 有意義で、あった。外来の説明会だけでも

である。 一般会員にして欲しい。

5. 同窓会活動は学術と親睦が中心だが、今 8. 同窓生に人体解剖の実施ができるように

後は会員に対する役割、社会に対する役 働きかけて欲しい。

割を明確に。 9.病診連携の具体的な方法をよく分かるよ

6.同窓生が多くなり、同窓生という概念が うにして欲しい。

薄くなってきた。

7. 学術と親睦が重要であり、それで十分で
C:大島会県政治活動iと関して

ある。

8.歯科医師会の事業との重複がある。もう 1.選挙に対して会員はさめている。

少し軽減を。 2. 大島会の会費についてそろそろ検討して

9. 同窓会の活動がミニ県歯になってきた感 欲しい。

じ。学術中心でよいのでは。地区で同窓 3.大島選挙はもっと支部のプッシュがない

生が多いので支部長の声で一丸となって と危ないのでは。

お手伝いできる。 4.次期参院選はお金でなく票である。大島

10. 支部は他大学から非常に注目されている 先生は知名度が低い。歯学部学生や勤務

し、多数ということで責任も伴うので充 医の票を考えて。

分念頭に置いた活動を。 5. 支部から大島先生への助言、提言を。

11.会員の希薄化の中で、求心力を回復する 6.当地区は吉田衆議院議員の選挙区である。

ように。 今後の選挙対策活動の検討を。

12.班から支部への要望を聞くのではなく、 7. 同窓会に国会議員がいることの精神的メ

支部から班への要望を出す方が大切。 リットをもっとアピールして。

13. 同窓会活動はバラエティーに富んでおり 8.選挙活動で、同窓生がわれないように一致

大変満足。 団結して。

9.大島先生へ現内閣の質問。
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10.今日のように大島先生に直接お話を聞く の仕方及び意見等があれば教えて欲しい。

機会を一般会員にもして選挙に対する理 3.次期県歯会長選挙時において、そろそろ

解をしてもらいたい。 会長候補者も同窓会で考えて欲しい。

11.大島先生、吉田先生、岡本先生、谷口先 4.歯科医師会の非会員に対して、支部から

生の政治活動をもっと支援して。 アプローチして欲しい。

12.同窓生に政治家のいることは我々の誇り 5.若い先生は本人主体という会員が多く、

である。 歯科医師会とはかかわりたくないと考え

13.支部として二人の国会議員に対して同じ ている会員も少なくない。

ような支援をしているのか。 6.地区歯科医師会のみ入会し、県歯・名歯

の未入会者がいるが、 IT化が進めば未

o :!襲歯・地藍欝科医師会に関して
入会でもその情報が入るのではないか。

7.同窓生の開業時のトラブルについて支部

1.愛知県歯科医師会の中で、同窓生が過半 としてどのように対応するのか。

数以上を占めており、今後そのリーダー 8.開業時のトラブルを防ぐ Iつの方法とし

シップをとっていけるような同窓会活動 て、開業を控えた同窓生にはその地区の

をして欲しい。 会長のところへまず相談に行くように支

2.歯科医師会の非会員である同窓生の対応 部から指導して欲しい。

鏑車庫融割弱畠

斎藤茂太氏「快老の秘訣」

平成13年11月18日(日)14:00より愛知県歯科医

師会館において愛知学院大学歯学部同窓会愛知

県支部、愛知学院大学歯科技工専門学校同窓会

愛知県支部(技朋会)との共催(後援 中日新

聞社)の公開講演会が開催されました。

講演会の主な対象といたしました一般参加希

望の方には公正を期して往複葉書にてお申し込

みを頂く方法を取りました。

当初、不安を感じておりました参加者数も実

行委員をはじめ同窓会の先生方の懸命なPRの

お蔭で定員450名のところ700名近くのご応募を

頂きました。その為、会場の 4Fホールではと

ても入りきれずにモニターを使用して 1Fで聴

講していただくという文字通り嬉しい誤算とな

りました。

渡辺俊之副支部長の開会の辞、加藤直彦支部

長、大島慶久参議院議員の挨拶の後、講演会が

始められました。

斎藤先生は「快老の秘訣jとして①好奇心を

失ってはいけない事②孤独ではいけない事③何

にでも感動する事を挙げられました。又、晩年

明るく暮らしているタイプを①友達が多く②前

向きの姿勢で生きていて③本業以外の趣味を持

ち④何事も他人のせいにしない人であると、ご

自身の経験を交えて力強くお話していただきま

した。講演会の閉会の辞を加藤芳保副支部長が

述べられた後、加藤直彦支部長より謝辞、感謝

状贈呈がありました。その後会場を移して支部

役員全ての先生方と講師の懇親会が行われまし

た。

18:47名古屋発の新幹線に乗られた先生は帰

りのタクシーの中で佐藤理之、内田秀雄両常務

理事に「同窓会というものは本当に良いもので

すね」としみじみおっしゃられたそうです。

最後に多数の技朋会の方、同窓会の先生方の

ご協力本当に有難うございました。

尚、この講演会の抄録を事務局で保管してい

ますのでご希望の方は、お問い合わせ下さい。
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機購脚伊
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留守
各局瀧勤扱漉

議
渉外

第12回愛知県歯学同窓会懇話会

日時:平成13年11月 2 日幽午後 6 時~9 時

場所:名古屋クラウンホテル

毎年回を重ねてまいりました愛知県歯学同窓

会懇話会が、本年で12回を数えることになり上

記日程で開催されました。ご来賓には、愛知県

歯科医師会会長である宮下和人先生、同専務理

事の坂井剛先生、参議院議員の大島慶久先生、

衆議院議員の吉田幸弘先生のご臨席を賜りまし

た。

平成 2年に14校で始まったこの懇話会も 19校

に増え、参加人数も76名を数えるほどになりま

した。

ホテルの配慮もあり、昨年より部屋を広くし

て頂き参加された先生方はそれぞれ会話が弾み

大変盛り上がりました。次年度も本会が幹事校

を務めさせて頂く事になり、会は無事に閉会致

しました。

組織局

新入会員説明会

日時:平成14年 1月18日樹午後4時15分~

場所:楠元学舎図書館 4F大教室

8 

卒業試験が終了したばかりでまだ全員教室に

残っている卒業予定者に対して同窓会への入会

案内の説明会が行われました。愛知県支部より

亀井常務(組織局担当)が出席し、現在愛知県

支部が行っている事業内容、現状、会費の徴収、

又国民年金基金への入会等について説明されま

した。愛知県に残る卒業生はもちろんのこと、

各支部に帰られでも居所をハッキリ各支部長又

は班長に連絡して、愛知学院大学の同窓生とし

て恥ずかしくない態度で日常臨床・研究等に望

む様お願いしました。去年から特に感じる事で

ありますが、学生諸君が今はまだピンとこない

同窓会活動に対して真剣に耳を傾けてくれた事

に、非常に好感を持つとともに頼もしく感じら

れました。

厚生福祉局

日頃の同窓会活動へのご理解、ご協力ありが

とうございます。殊に今年度も厚生事業に多数

のご参加をいただき、大変ありがとうございま

した。

1) rゃな 鮎料理と鮎つかみJ

開催日:平成13年 8月9日制

場所:香嵐渓(白鷺ゃな)

時間:12時~14時

参加者:82名

*真夏の一日、香嵐渓の渓流で涼み、ゃなで

白ら捕えた鮎の料理を楽しんでいただきま

した。

*お子さんには水着を用意していただき、水

遊びもしました。

2) r野球観戦(ドラゴンス.'Vsヤクル卜)j

開催日:平成13年 8月19日(日)

場所:名古屋ドーム

時間:18日寺~

参加者:200名
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*同窓生200名が一致団結して、ドラゴンズ

を応援しました。

3) rリンゴ狩り(お土産付き)と

ビンゴゲーム』

開催日:平成13年 9月30日(日)

場所:春日井市桃山

時間:13時30分~16時

参加者:60名

*あいにくの雨模様でしたが多数の参加をい

ただきました。

*リンゴ皮むきゲーム・ビンゴゲームなどで

会員相互の親睦を深めました。

4) rソーセージづくりとバーベキューj

開催日:平成13年12月16日(日))

場所:安城デンパーク

時間:10時~14時

参加者:74名

*定員をこえる参加をいただき、みなさんで

協力してソーセージ作りをして、できたソ

ーセージ、で、バーベキューを楽しみました。

これからも会員家族そろって楽しんでい

ただける企画を考えてまいりますので、宜

しくお願いいたします。

「ソーセージづくりとバーベキュ」に

参加して

瀬戸班大竹裕一郎 (20回生)

平成13年12月16日(日)に安城市のデンパークに

て「ソーセージ作りとバーベキュー」に家族4

人で参加しました。

当日は17家族74名の参加で、クラブハウス 2

階の調理室を貸切にて行われました。ソーセー

ジ作りなど初めての体験で、最初は子供たちも

講師の先生の説明を緊張気味に聞いておりまし

たが、いざ実際に調理が始まればいつもの家で

の調子で、僕がやる、私がやると先を争つての

競争です。

豚肉のミンチと香辛料、氷水をボールの中で

よく手で混ぜた後は、ハンバーグを作る要領で

空気をいれて、ソーセージ作り器(本当の名前

9 

はわかりません)に投げいれて、その先に羊の

腸を巻きつけて、いよいよソーセージ作りの本

番です。

一人がソロリソロリとハンドルを回しもう

一人が羊の腸を緩めると豚肉のミンチが出てき

てソーセージが出来てきます。でも 2人の呼吸

が合わないと腸が破れてミンチが出てきてしま

います。最初は要領がわからず何度も破れまし

たが、そのうち立派なソーセージが出来上がり

ました。端をくるりと回してハサミで切ると完

成です。一家族で 1kgほど出来ました。すぐに

30分ほどボイルして、さあ試食です。マスター

ドをたっぷり付けひと口食べると、脂が口の中

で弾けてお世辞抜きで本当においしかったです。

その証拠に子供たちの食べっぷりはすご、かった

です。残りはお土産に頂けました。

バーベキューは会場を移して 1階のバーベキ

ューハウスにて行われました。牧野先生の乾杯

で始まりましたが、牛肉と先ほどお土産にもら

ったソーセージも焼いて大満足の昼食でした。

その後は自由解散となりましたが、 2臼前の

中日新聞の夕刊にも載った見事な大クリスマス

ツリーを温室に見に行きました。ちょうどハン

ドベルによるクリスマスソングの生演奏もあり、

年の瀬も迫った師走の時期にクリスマスムード

も満喫でき、大人ともども子供たちも大変充実

した一日を過ごすことが出来ました。
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平成13年度弔慰報告
dヱh3Z 計 題平成13年

10.17 1回生中村区伊藤武志君ご母堂様逝去 平素は同窓会活動にご協力頂きありがとうご

10.20 5回生中 区小島邦男君ご母堂様逝去 ざいます。

10.22 9回生西尾幡豆高須 清君ご母堂様逝去 さて、会費の納入率を昨年の同時期と比較し

10.23 15回生同 崎藤原正寛君ご尊父様逝去 ますと今年度の納入率は若干ですが増加してお

10.31 6回生刈 谷小島園員君ご尊父様逝去 ります。これは皆様方のご理解によるものと感

11. 6 26回生豊 田大山尚彦君ご尊父様逝去 謝しております。自動引き落としによる納入の

11.12 3回生尾 北杉戸直行君ご尊父様逝去 方にはすでに納入いただいておりますが、銀行

11.13 2回生津 島関根義澄君ご母堂様逝去 振り込みで未納の方には再度、 2月に振り込み

11.19 14回生中川区佐藤 亮君ご尊父様逝去 用紙を郵送いたしましたので納入していただく

11.19 21回生緑 区小森敦夫君ご尊父様逝去 ょうお願い申し上げます。

11.28 10回生瑞穂区佐藤正博君ご母堂様逝去 同窓会の事業はすべて皆様の会費により賄な

11.29 31回生中村区鈴木 学君ご尊父様逝去 われています。景気の厳しき折ではご、ざいます

12. 1 4回生中 島五島 剛君ご尊父様逝去 が、事業を縮小することなく皆様のお役に立て

12.14 8図生知 多神谷英光君ご尊父様逝去 るよう役員一同努力しております。いっそうの

12.16 16回生半 回池田賢二君ご母堂様逝去 ご理解をいただき会費の納入にご協力いただき

12.20 25回生春日井伊藤泰朗君ご尊父様逝去 ますようお願い申し上げます。

12.25 20回生豊 川護康枝さん1ご尊父様逝去
12.25 22回生愛 豊根来道恵さん

12.26 11回生中 区江端政直君ご尊父様逝去

12.29 3回生港 区西川一成君ご母堂様逝去

平成14年

1.9 2回生中村区横井正勝君ご尊父様逝去

1 .16 18回生緑 区山田 篤君ご尊父様逝去

1 .18 32回生緑 区岡本好正君ご尊父様逝去

し23 9回生一 宮丹羽 健君ご尊父様逝去

2.5 l回生千種区長縄弘康君ご尊父様逝去

2.8 17回生岡 崎大野勝弘君ご母堂様逝去

※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。(本部・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・・....

TEL • FAX 052-763-2182 

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。

花松(はなしょう)

TEし・ FAX052-832-8446 
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平成13年度会費納入率

班名 全体数
全体

納全(入%体率) 
開業者 開業

納開(入%業率) 
納入者 数 納入者

千種区 95 52 54.7 56 40 71.4 

名東区 81 59 72.8 59 55 93.2 

東 区 49 36 73.5 39 32 82.1 

北 区 79 59 74.7 59 52 88.1 

守山旭 61 38 62.3 38 33 86.8 

西 区 58 48 82.8 49 46 93.9 

中 村 区 99 63 63.6 68 52 76.5 

中 区 129 54 41.9 74 45 60.8 

i巷 区 49 35 71.4 30 27 90.0 

昭和区 77 33 42.9 46 26 56.5 

天白区 61 46 75.4 49 43 87.8 

瑞穂区 51 30 58.8 28 23 82.1 

熱田区 33 22 66.7 25 21 84.0 

中 川 区 74 58 78.4 57 54 94.7 

市 区 50 38 76.0 38 36 94.7 

高柔 区 67 46 68.7 57 42 73.7 

宮 113 75 66.4 81 69 85.2 

j頼 戸 73 39 53.4 40 31 77.5 

半 回 71 54 76.1 53 50 94.3 

春日井 105 84 80.0 85 75 88.2 

津 島 24 22 91. 7 20 20 100.0 

4文 49 28 57.1 38 25 65.8 

尾 北 65 44 67.7 48 39 81.3 

犬 山 24 20 83.3 19 19 100.0 

両春日井 48 39 81.3 40 36 90.0 

長日 ゲ3J， 102 79 77.5 80 73 91.3 

海 吉日 61 42 68.9 46 36 78.3 

中 島 51 44 86.3 42 42 100.0 

F友正: 豊 76 50 65.8 59 46 78.0 

尾張地 30 19 63.3 27 18 66.7 

豊橋渥美 105 72 68.6 70 59 84.3 

岡 崎 124 82 66.1 95 74 77.9 

豊 )11 70 55 78.6 54 47 87.0 

長日 JL 18 13 72.2 15 12 80.0 

ま三 城 43 31 72.1 32 31 96.9 

刈 1小1守 40 33 82.5 32 31 96.9 

碧 南 25 16 64.0 18 14 77.8 

西尾幡豆 35 27 77.1 25 21 84.0 

豊 回 132 87 65.9 104 78 75.0 

i仁L3 計 2597 1772 68.2 1895 1573 83.0 

(平成14年 1月31日現在)

書記局

今年の年頭は大雪に見舞われこの冬はどうな

ることやらと心配し、たしましたが、あれから 2

月、 3月と進み、難なくこのまま春を迎えられ

そうです。我々書記局は、年度末の代議員会、

定期総会の準備に忙しい時期になって参りまし

た。前半の最終事業として 4月の代議員会、定

期総会を残すだけとなりました。また早いもの

ですでに役員の任期の折り返し点を迎え、新役

員もいよいよ各々の仕事を理解し、それぞれの

力を発揮しはじめているようです。さて各班よ

り以前からご要望が出ておりました事務局から

の各班へのメール送信の事務局の環境整備後 1

年が経過し、さまざまな問題を生じる中、解決

しながら進めて参りました。将来的には今まで

の各班長宛ての「役員会だより jや「弔意報告

(会員等の死亡通知)JのFAXによる送信をメ

ール送信に切り替えていく予定でおりますので、

ご理解ご協力お願い申し上げます。

また今回は今年度最終号の「会報」となりま

す。次年度の「会報Jに対する内容等のご意見

ご要望がございましたらご一報ください。今後

も同窓生の会員の皆様方からの投稿をお待ちし

ております。

-毎月の役員会の開催、資料の作製、議事録の

作製。

「役員会だよりJの作製と、各班長への発送。

「会報」の発刊

-書記局会議の開催。

-第25回代議員会、第26固定期総会の開催

平成14年 4月21日(日)

愛知学院大学 日進学舎学院会館にて開催

予定

-
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平成14年間窓会愛知県支部新年会

平成14年 1月16日側、第 8回役員会終了後、 大島参議院議員、「財務大臣政務官jに就任さ

新年会が札幌「かに本家j栄中央庖にて午後 8 れた吉岡衆議院議員、「尾張旭市市長」に就任

時より開催されました。 された谷口市長への祝賀として花束贈呈を行い、

来賓として小出学院長、亀山歯学部長、中村 各議員よりこれからの抱負など、ご祝辞を戴き

病院長、同窓会本部の三輪会長、井上専務、岡 ました。

本市議会議員、技朋会愛知県支部の杉本支部長 そして渡辺正臣参与の乾杯の音頭で歓談には

をお迎えし盛大におこなわれました。 いり、束の間の数時間でしたが、皆、和やかな

加藤支部長の年頭挨拶に始まり小出学院長、 雰閲気の中、親睦を深めつつ、 10時頃閉会いた

三輪同窓会会長にお言葉を頂戴した後、つづい しました。

て去年 9月に「経済産業副大臣jに就任された
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局対策委員会

第 1回委員会

日時:平成13年 9月8日出午後 8時~

場所:愛知県歯科医師会館

第2回委員会

日時:平成13年10月13日仕) 午後 7時30分~

場所:愛知県歯科医師会館

第 3回委員会

日時:平成13年11月24日出午後 7時30分~

場所:愛知県歯科医師会館

下記の支部長諮問に対して、委員会を開催致

しました。

諮問1.尾張旭市市長選挙の支援について

2. 大島会の今後の在り方について

3.吉田衆議院議員の支援について

諮問 2・3について現在協議継続中です。

互扶助システム委員会

平成13年度の相互扶助システム委員会を12月

13日(刻午後 5時より、楠元学舎第三会議室にお

いて開催しました。会計報告と“今後の相互扶

助システムのあり方について"の協議を行いま

した。加入者数停滞、有病者への対応、繰越金

の扱い等が取り上げられ、早急に対応策を練り

上げることとなりました。

その後一年間お世話になった口腔外科学第二

講座の皆さんとの合同懇親会を開催しました。

システム委員 8名と口腔外科学第二講座から

は河合名誉教授、夏目教授以下多数の先生方に

参加いただきました。開会にあたっては、河合

先生から医局員全員がいっそう相互扶助システ

ムの意義を理解し積極的に協力していってほし

いとの力強いお言葉をいただきました。我々委

員も同システムのよりいっそうの発展を目指し

て努力を続けてまいりたいと思います。

誌編集委員会

会誌編集委員会は、今年度すでに 5回の委員

会を開催し、愛知県支部同窓会誌第12号の発刊

準備を着々と進めております。現在、会員の皆

様からの原稿もほぼ出揃いましたが、いよいよ

これから「校正」、「編集」という大切な仕事が

残されております。委員会としては予定どおり

今秋に発刊できますよう頑張りたいと思います。

また、第12号にご寄稿していただきました皆

様には、この紙面を借りまして厚く御礼申し上

げます。
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「争骨骨争争争争的特骨骨+役員会

;平成13年度第 6回愛知県支部役員会

; 日 時:吋叩叩1日3咋町年伯1日1月7 附 午時哨叩後街配肌7:川:4

場所:楠元学舎第 2会議室

1 .開会の辞

2.氏名点呼

3. 支部長挨拶

4. 報告

①本部

②専務

③各局・委員会

; ④その他
5. 審議事項

t 6.協議事項

~ 1 )実習を伴う学術講演会の件(学術

局)

7. その他

1) 25周年記念公開講演会の件(実行

議事録骨付争ぬい竹村ぬ竹

1 )今後の地区学術講演会開催の件(学?

術局) J 
8. 

9. 閉会の辞

平成13年度第 8固愛知県支部役員会

日時:平成14年 1 月 16 日制午後7:00~

場所:札幌「かに本家」栄中央庖

1.開会の辞

2.氏名点呼

3. 支部長挨拶

4.報告

①本部

②専務

③各局・委員会

④その他

5.審議事項

1 )第 2回班長会の件(組織局)

2 )地区学術講演会の件(学術局)

3 )平成14年度予算案の件(会計局)

4 )医療懇談会の件(渉外)

6.協議事項

7.その{也

8.監事所見

平成13年度第 7回愛知県支部役員会 9. 閉会の辞

日時:平成13年12月 5 日制午後7:45~

場所:楠元学舎第 2会議室 平成13年度第 9回愛知県支部役員会

1.開会の辞 日時.平成14年 2 月 6 日制午後7:45~

2. 氏名点呼 場所:楠元学舎第 2会議室

3. 支部長挨拶 1.開会の辞

4.報告 2.氏名点呼

①本部 3.支部長挨拶

②専務 4.報告

③各局・委員会 ①本部

④その他 ②専務

5. 審議事項 ③各局・委員会

1 )十三校会の件(?歩外) ④その他

2 )実習を伴う学術講演会の件(学術 5. 審議事項

局) 1 )谷口こうじ尾張旭市市長の同窓会

6.協議事項 愛知県支部顧問就任の件

1 )第 2回班長会の件(組織局) 2 )第25凹代議員会、第26固定期総会

2 )地区学術講演会の件(学術局) の件(書記局)

3 )平成14年度予算案の件(会計局) 3 )大島慶久参議院議員支援の件

4 )第25回代議員会・第26回定期総会 6.協議事項

の件(書記局) 7 .その他

3 5)学術講演会講師謝礼の件(学術局) 8 監事所見

ム 7. その他 9. 閉会の辞 争

時争争争争骨骨骨争争争争争争骨骨骨骨争骨骨骨骨争争争争争骨骨骨骨骨骨骨争争争争争争争争争骨骨争J

委員会)

2) I会誌」ホームページ、デジタル

化の件(会誌編集委員会)

3 )新年会の件(専務)

8.監事所見

9. 閉会の辞
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近 況 幸良 主ヒ
Eコ

経済産業副大臣

参議院議員

大島慶久

同窓会員の皆様には日頃温かいご支援ご協力

を賜りありがとうございます。国内外の経済不

況の中で日本経済再生の予感を感じるに到って

いないのは残念で、なりません。

こんな状況の中で医療改革も私達の好ましい

方向に決して進んでいないことも皆様ご高承の

通りです。平成14年度の診療報酬改定に向けて、

中医協の審議状況は 1月18日から開始され 2月

下旬に具体的な点数表について諮問・答申予定、

歯科界からも 2名の中医協委員が審議に参加し

ご苦労をいただいています。昭和51年の改定以

来、プラス改定が続いていましたが、本年は実

質 1.3%改定(他に 1.4%の薬価材料改定も

あります。)この段階での議論に政治が介入す

ることは不可能であり、 2名の中医協委員と戦

略的な協議を日歯執行部が行っていただくこと

を祈る気持ちで一杯です。

一方で医科・歯科の格差是正のために導入さ

れた、かかりつけ歯科医初診療については、算

定の要件の複雑さからその実施率が低く、自民

党の政調会の中にある歯科小委員会を昨年末か

ら本年 1月にかけ 3回開催をし見直しの方向で

検討している所です。

1.丈書は、現場インフォームドコンセント

推進の観点からより合理的で使い易いも

のに改善。

2. スタディーモデル口腔内写真の他、説明

資料の多様化を認める。

3.期間の限定は短縮の方向で協議

以 tの見直しの方向で今後も努力する所存です。

更に被用者保険の本人 3割負担問題について

の見解について、最近マスコミ報道ではその導

入を早める記事がありますが、昨年 9月以来自

民党・医療基本問題調査会・厚生労働部会合同

会議において、医療制度の抜本改革に向けた精

力的な検討を進め、暮れの「医療改革大綱」と

診療報酬改定で一応の決着を見るところです。

1.個人負担 1割から 2割に引き上げるまで

には13年もかけており、 2割となってま

だ5年しか経つてない段階で何らの改革

なしに安易に国民負担を求めるべきでな

しミ。

2.小泉首相の主張されるいわゆる「三方一

両損」は医療機関、国保(保険加入者で

あり、患者である)そして保険者の三方

であって、これを保険者を忘れて国民を

保険加入者と患者の二方として従え、二

重の負担を強いることは、この不況の最

中に酷である。

3.厚生労働省は、既に保険料を平成15年4

月以降83/1000で予定しており、その計

算によると 15年4月に同時に 3割負担を

実施する必要がないことは明らかである。

以上の様な点から私達は 3割負担は断固反対を

している所です。

紙面の都合上本臼はこの程度でベンを置きま

す。皆様のご健勝ご活躍をお祈り申し上げます
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財務大臣政務官

衆議院議員

吉田幸弘

謹啓

愛知学院大学歯学部同窓会の先生方、ご家族

に皆様におかれましては益々ご健勝のことと存

じ、心よりお慶び、申し上げます。

このほど通常国会が開会され、平成14年度政

府予算案が審議されているところであり私自身、

財務大臣政務官として適切な財務運営を目指す

べく努めているところであります。財務省は、

中小企業関係税制として、同族会社の留保金課

税の特例の対象の拡大等を内容とする租税特別

措置法等の一部を改正する法律案(仮称) ・連

結納税制度を創設し、併せて課税ベースの見直

しを内容とする法人税法等の一部を改正する法

律案(仮称)などの法案の提出を考えています。

このような状況において、 1月末に政府は「構

造改革と経済財政の中間展望について」を閣議

決定しました。中でも注目されるのは「持続可

能な社会保障制度Jの骨組は医療関係者に看過

出来ない内容になっております。「社会保障の

総合化JI医療サービスの効率化の徹底と医療

保健制度の改革Jの項目には、具体的に以下の

社会保障番号制の導入と個人の社会保障に関す

る情報提供等を行う仕組みの構築に向けて検討

を進める。 3)一元化を含む医療保険の在り方、

新たな高齢者医療制度の在り方、診療報酬体系

のあり方等医療制度の将来方向についても検討

していきます。

上記の項目についての議論を行えば、様々な

意見が出されることが予想されますが、充分注

視する必要があります。いずれにせよ、今後の

医療は大きな変化を余儀なくされること間違い

ないようです。

こうした政府の方向性を示すのに大きく影響

を与える、経済財政諮問会議の議論の要旨がマ

スコミによって報道されていますが、特に医療

問題に関して、いくつか懸念される点があるこ

とを指摘しておきます。その一つが民間企業の

参入の議論と同様な発想による、診療報酬支払

い基金の民営化による保険者機能の強化の点で

す。この問題については、医療人の立場として、

保険者機能の強化の意味、医療提供側の意向な

ど、充分かつ慎重な議論が不可欠であると考え

ています。

以上、政務官としての責務を有しながら、医

療人の一人として、国民にとっての医療・歯科

医療を考える観点を失うことなしさらに国会

の中での活動に遇進していく所存であります。

今後とも先生方をはじめ、歯科医療関係者には、

より一層のご協力とご支援を宜しくお願い申し

ような事が記されています。 上げます。

1 )年金、医療、介護、雇用等の社会保障制度

について計画的に直す。 2)ITの活用により、

鳴路線鋲怒撚捻銭線機甥騨額環標線鶴怒

一一一一口重ユコH
H

司剣-鯛鯛-

諸課務機勢線鰻揖璽襲撃騨

同窓会愛知県支部顧問の吉田幸弘衆議院議員が

財務大臣政務官に就任されました。

瞬時酬明明暗覇璃醗轍議 d綴a
d・踊嗣... 
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名古屋市議会議員

岡本善博

会員の皆々様には如何お過ごしでございます

か。

平素は大変お世話になり誠に感謝のほかござい

ません。

このほど、平成14年度地方行財政重点施策が

策定され、話題になっていますが、名古屋市も

これに従ってこのほど、 140項目にわたる次の

ような施策を発表いたしましたところでござい

ます。

所管ごとに主なるものをピックアップいたし

ます。

[総務JO地下鉄・下水管への光ファイパー網

の整備O男女共同参画施策の条例化、苦情処理

機関・センターなどの設置[財政JO火災損害

填補積立基金条例で市所有物に水害、地震も追

加[市民経済]く〉電子芸術国際会議2002名古屋

の開催、 30ヶ国1500人参加く〉産総研の隣地にサ

イエンスパークの建設[環境]く〉低公害車の導

入促進く〉生ごみ資源化モデル事業としてメタン

ガス化[健康福祉JO小児科 2次緊急医療の拡

充、市立病院で土・日・祝に緊急医療[住宅都

市]く〉ささしまライブ24の整備、区画整理をし

て民活で開発く〉民間市街地再開発事業(千種南、

大須、牛島、栄、納屋橋) [住宅都市・緑政土

木JO栄公園地区の整備・開設(平成14年10月

オープン)0大曽根地区道路地下駐車場の整備

(200台の再検討) [市大JO病棟・中央診療棟

の改築整備(平成16年 1月オープン) [消防]

o洪水ハザードマップの作成(天白)11)[教育]

0小学校 1年生での30入学級の実施く〉マイスク

ールプランの実施[交通]低公害パスの購入な

どです。

今後とも一層のご支援とご指導を賜りますよ

うお願い申し上げ、最後になりましたが皆様の

ご健勝とご活躍を心からお祈り申し上げます。

日頃は、愛院歯愛知大島会にご理解とご協力を頂きまして、誠にありがとうござい

ます。下記の要項にて、愛院歯愛知大島会を開催致しますので、ご案内致します。

1 .日時 平成14年 4月21日(日)

午前11: 30~ 愛院歯愛知大島会幹事会

午後o: 30~ 愛院歯愛知大島会代表幹事会・総会

1 : OO~ 大島慶久先生時局講演会

2.場所 愛知学院大学日進学舎学院会館ホール

門
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! 『相互扶助システムJのご加入のおすすめ i 
i 時として病気やケガあるいは思いもかけぬことで心ならずも診療所を閉めなくてはなら j 
i 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 l 

i きたら、患者さんにも家族にも迷惑をかけず、安心してご自身の治療に専念することがで i 
1 きる筈です。この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 ; 

i 出して代診医を派遣してもらうことができます。(派遣期間は A か月以内とします。)つ i 
j まり、たった月額60万円の所得補償保険にご加入される事によって 1か月間の代診医を j 
i 確保する事ができるわけですo i 
i ・入会条件

i (1) 愛問問学部同開知同正会員川現在帥叶に診療に従事 i 
i 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互扶助システム委員会を窓口とする休業を補償する保険(所得補 ! ! 償保険基本契間金問万)に町ること o i 

l ( 砂『相互扶助システムJに関するお問い合わせは i I 
i |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J係 I ! 

TEL (052) 763ー 2182 I I 

i i または、安田火災海上保険株式会社名古屋企業営業部 1 1 

| 担当/神野・河郁 TEL (052) 953-3862 I i 

し均四一-~一一一一四一一四白山珂珂平日一一一一珂一一平羽山一一一司一一一一一~.J

-編集後記

2月9日、アメリカのソルトレイクシティーで冬季オリンピックが閉幕した。上空を F16戦闘機

や監視ヘリが飛び交う中、地土では15000人の兵士が厳戒体制を敷き、観客は会場の 2ヶ所で入念

なチェックを受ける。入場には 1時間以上掛かるが誰も文句は言わない。「テロには負けない /J

という思いがあるからだと思う。開幕式での挨拶の中でIOCのロゲ会長は「一体になり立ちあがろ

う/Jと語った。日本経済が厳しい状況にある中、医療改革が行われようとしている。我々も力を

合わせて医療改革という波に負けないようにしたいものだ。

発行所名古屋市千種区楠見町 1-100 

愛知l学院大学歯学部同窓会

愛知県支部

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

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

題字故岡本清綾先生

編集兼発行人書記局

長塚明 佐橋永吉

柳園 隆 二反田太会

蟹江直樹
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