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総  会  次  第 

平成 28年 5月 28日 15:00～15:30 

ホテル日航大阪 孔雀Ａ 

司会：大阪府同窓会専務理事 加藤 聡 

 

１.   開会のことば  大阪府同窓会 副会長      青木 修一 

 

２.   会長挨拶    大阪府同窓会 会長       岡谷 親男 

 

３.   議長選出 

 

４.   議事録署名人指名 

 

５.   報告 

         イ）谷先生知事表彰の件 

         ロ）熊本地震義援金の件 

ハ）会務報告 

二）評議員会報告 

ホ）LINE 開設の報告 

ヘ）新入会員紹介と会員数報告 

ト）その他 

 

６.   議事 

         第１号議案 平成２７年度一般会計収支決算に関し承認を求むる件 

   監査報告 

         第２号議案 平成２８年度事業計画案に関し承認を求むる件 

         第３号議案 平成２８年度予算案に関し承認を求むる件 

 

    ７.      閉会のことば  大阪府同窓会 副会長      長崎 三男 
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平成２７年度九州歯科大学大阪府同窓会 会務事業報告 

 

平成 27年 4月 4日(土) 

 

        5日(日) 

        11日(土) 

 

        18日(日) 

 

 

 

       26日(日) 

九州歯科大学創立百周年記念 同窓会学術講演会前夜祭 

／ステーションホテル小倉 

九州歯科大学創立百周年記念 同窓会学術講演会／北九州国際会議場大ホール 

広報編集委員会／正弁丹吾亭 

出席：岡谷、青木、下出、山下、大野、辻、加藤 

平成２６年度第４回理事会／小倉、リーセントホテル 

  出席：加藤 

平成２６年度第２回評議員会、総会／小倉、リーセントホテル 

  出席：長崎(三)、加藤 

平成２６年度近畿・北陸地区連合会第 3回役員会／鳥よし 

  出席:岡谷、西本、長崎(林)、長崎(三)、谷、東、岩田、岡田、加藤 

5月 30日(土) 平成２７年度定時総会、講演会、懇親会／ホテル日航大阪 

講師：花田 信弘 鶴見大学歯学部探索歯学口腔衛生学教授 

   『歯科医療のコペルニクス的転回：求められるのは健康医への進化 

新入会員歓迎会＆２次会／月のなか 

  出席：岡谷、小谷、壷井、白山、粕谷、他多数 

      6月 6日(土) 

 

        21日(日) 

 

       30日(月) 

 

九州歯科大学同窓会平成２７年度第 1回理事会／リーセントホテル 

出席：加藤 

平成２７年度近畿・北陸地区連合会第１回役員会／鳥よし 

  出席：戸倉、岡谷、西本、長崎(林)、長崎(三)、谷、東、岩田、岡田、加藤 

なに歯だより発行／広報編集委員会 

  編集:下出、青木、山下、大野、辻 

     7 月  1 日(水) 

 

 

4 日(土) 

 

        22 日(水) 

 

       25 日(土) 

 

       26 日(日) 

平成２７年度第１回役員会／英国屋なんば店 

  出席: 岡谷、倉田、西本、青木、長崎(三)、下出、黒澤、谷、大形、東 

岩田、雲川、岡田、岡本、高濱、千田、東江、加藤 

平成２７年度近北連合会総会、講演会／神戸ポートピアホテル 

  出席：戸倉、岡谷、倉田、西本、青木、長崎(林)、長崎(三)他多数 

太田会長表敬訪問／太田会長宅 

  出席:岡谷 

全国歯科大学歯学部同窓会懇話会／ロイヤルホテル 

  出席：岡谷、長崎、加藤 

国公立大学歯学部同窓会連絡協議会／大阪大学中之島センター 

  出席：加藤 

     8 月  8 日(土) 

 

        22 日(土) 

 

九州歯科大学同窓会入会促進委員会／九州歯科大学リカレントルーム 

  出席：加藤 

サマー懇親会／グランヴィア大阪、２次会がんこ 曽根崎本店 

  出席：岡谷、西本、青木、谷、東江、富山、他多数 
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      9 月 2 日(水) 

 

 

6 日(土) 

 

 

 

 

 

        12 日(土) 

 

 

 

        26 日(土) 

平成２７年度第２回役員会／千日前はつせ 

  出席：岡谷、倉田、西本、青木、長崎、下出、黒澤、谷、加藤、大形、砂野 

東、岩田、岡田、岡本、高濱、大野、東江 

九州歯科大学同窓会平成２７年度第２回理事会／小倉リーセントホテル 

  出席：加藤 

九州歯科大学同窓会全国都道府県会長会議／小倉リーセントホテル 

  出席：岡谷、加藤 

九州歯科大学同窓会評議員会／小倉リーセントホテル 

  出席：岡谷、長崎、加藤 

福岡歯科大学大阪府同窓会懇親会／ホテル阪神 

  出席：岡谷 

ザ・女子会／ハービスＥＮＴ華中華 

  出席：宇野、遠藤、山下、壺井他計１５名(大阪１２名、兵庫３名) 

徳島大学歯学部懇親会／ホテルニューオータニ 

  出席：青木 

      10月 3日(土) 

 

        17 日(土) 

 

18 日(日) 

 

 

 

松本歯科大学懇親会／ＡＮＡクラウンホテル 

  出席：青木 

朝日大学歯学部懇親会／シェラトン都ホテル 

  出席：岡谷 

家族会／妙見の森バーべキューテラス 

  出席：岡谷、青木、岡本(政)夫妻、大野夫妻、千田家(5 名)、雲川家(4 名) 

高濱家(4 名)、東江家(3 名)、岡田家(3 名)、岩田、加藤 

大阪大学歯学部懇親会／リーガロイヤルホテル 

  出席：岡谷 

     11 月 14 日(土) 

 

15 日(日) 

 

       21 日(日) 

 

 

       26 日(木) 

愛知学院大学歯学部懇親会／ホテル日航大阪 

  出席：岡谷 

兵庫大阪合同ゴルフコンペ／北六甲ゴルフ場 

  出席：鳥羽、戸倉、岡谷、長崎(三)、大形、岩田、岡田 

大阪歯科学会大会、大阪歯科大学同窓会学術研修会／大阪歯科大学天満学舎 

  出席：岡谷、青木、西本、長崎(三)、下出、谷、黒澤、東、岡田、砂野 

加藤 

太田会長、牧野副会長、深田専務懇談会／太閤園 

  出席：鳥羽、岡谷、西本、青木、長崎、黒澤、谷、竹森、加藤、大形、岩田 

雲川、岡田、岡本(達)、千田、東江 

      12 月 5 日(土) 

 

        12 日(土) 

 

 

 

福岡県同窓会総会／福岡市歯科医師会館 

  出席：加藤 

在阪各歯科大学同窓会役員懇談会／リーガロイヤル 

  出席：岡谷、谷、加藤 
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13 日(日) 

 

 

 

 

 

 

20 日(日) 

 

              29 日(日) 

 

平成２７年度第３回役員会／アールエフ大阪支店 

  出席：岡谷、西本、青木、黒澤、谷、竹森、山下、遠藤、安東、砂野、東 

     岩田、雲川、岡田、岡本、東江、大野、加藤 

ワンコイン講習会／アールエフ大阪支店 

  出席：村田、川崎、高濱、東江、大野、楠本、高橋、黒田、大山口、他多数 

懇親会／和桜ひとひら梅田店 

  出席: 村田、川崎、高濱、東江、大野、楠本、高橋、黒田、大山口、他多数 

平成２７年度近畿・北陸地区連合会第２回役員会／鳥よし 

  出席：岡谷、西本、長崎(林)、長崎(三)、谷、東、岩田、岡田、加藤 

すかたん会／鳥よし 

  出席：岡田、大野 

平成 28年 1 月 31 日(日) 平成２７年度第４回役員会／鳥よし 

  出席：岡谷、西本、青木、長崎(三)、下出、黒澤、谷、大形、岩田、岡田 

辻、東江、加藤 

   高濱、雲川 

平成２８年社保講習会／鳥よし、講師 林 正純先生 

  出席：岡谷、西本、青木、他多数 

平成２８年新年互礼会／鳥よし 

  出席：岡谷、西本、青木、富山、松本、平川、小谷、重永ほか多数 

      2 月 6 日(土) 

 

        10 日(水) 

 

        17 日(水) 

 

28 日(日) 

九州歯科大学同窓会平成２７年度第３回理事会／小倉歯科医師会館 

  出席：加藤 

太田会長表敬訪問／太田会長診療所 

  出席：岡谷 

牧野日歯副会長表敬訪問／牧野日歯副会長診療所 

  出席：岡谷 

奈良県同窓会、大阪府同窓会合同、小川先生講習会＆懇親会 

／たかつガーデン＆百楽 

  出席：高崎、岡本、小野、松本、小谷、村上、安東、山本他多数 

      3 月 9 日(水) 深田専務表敬訪問／深田専務診療所 

  出席：岡谷 

 

 



~ 6 ~ 
 

 九州歯科大学大阪府同窓会 平成 27 年度決算報告書 

収入の部 

項      目   27 年度執行 27 年度予算 摘要 

会      費   3,288,000 3,220,000  40,000×72 24,000×3 12,000×27 6,000×2 

そ  の  他 雑 入 430,000 400,000  学術講演会・役員会等当日会費    

寄付 0 0    

利息 712 1,000    

計 430,712 401,000    

繰  越  金   2,908,773 2,908,773    

合      計   6,627,485 6,529,773   

支出の部 

項      目   27 年度執行 27 年度予算 摘要 

分 担 金 本部会費 1,650,000 1,610,000  20,000×72 12,000×3 6,000×29 

近北連合会費 409,500 402,500  5,000×72 3,000×3 1,500×27 

計 2,059,500 2,012,500    

会 議 費 定時総会 476,149 300,000    

新年互礼会 329,000 300,000    

役員会 90,785 200,000    

計 895,934 800,000    

庶 務 費 通信費 104,210 100,000  郵送料等 

事務費 10,299 20,000    

印刷費 77,412 50,000  総会資料作成等 

備品費 1,080 10,000    

渉外費 460,837 350,000  在阪歯科大学同窓会、会長懇談会 

計 653,838 530,000    

行 事 費 学術 187,414 200,000  ワンコイン講習会  

社保 100,000 100,000  社保講習会（林正純先生）  

広報 45,360 100,000  なに歯だより 

福祉 133,366 100,000  サマー懇親会、家族会、女子会 

計 466,140 500,000    

慶 弔 費 見舞金 0 20,000   

弔慰金 0 20,000   

祝い金 20,000 20,000   

計 20,000 60,000   

他 控除手数料 10,050 10,000 大阪府歯科医師会控除料 

予  備  費   0 2,617,273   

総  合  計   4,105,462 6,529,773   

繰  越  金   2,522,023     
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【物故者】 

                                          ナシ 

 

【新入会員】 

大４４期  松本 隆司       大４５期  中山 隆司 

大４７期  助台 美帆       大５７期  矢田 翔子 

        大６０期  村上 慶太       大６２期  粕谷 和摩 

        大６３期  藤原 悠        大６３期  横山 美佳 

        大６３期  釜口 尚弘       大６３期  高木 孝芳 

 

【会員現況】 

              高齢者        １２名 

              長期疾病者       ２名 

              一般会員       ７３名 

              ７０～７４歳会員    １名 

              勤務会員       ４０名 

(うち６１期以降の９名は学生会員資格で会費免除) 

              合計        １２８名 
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平成２８年度 事業計画案 

 

１. 定時総会 

 

２. 臨時総会     随時 

 

３. 学術講習会    １回以上 

 

４. 社保講習会    １回以上 

 

５. 新年互礼会 

 

６. 学生との交流会 

 

７. なに歯だより発行 １回 

 

８. 福祉行事 

 

９. 在阪各歯科大学同窓会との交流 随時 

 

１０. ホームページを通じての広報活動 
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九州歯科大学大阪府同窓会 平成２８年度予算案 

 「収入の部」    

項  目   28 年度予算 27 年度予算 摘要 

会  費   3,304,000  3,220,000  40,000×73 24,000×1 12,000×29 6,000×2 

その他 雑 入 600,000  400,000  学術講演会、役員会等当日会費 

寄付 0  0    

利息 1,000  1,000    

計 601,000  401,000    

繰越金   2,522,023  2,908,773    

合  計   6,427,023  6,529,773    

       

 「支出の部」    

項  目   28 年度予算 27 年度予算 摘要 

分担金 本部会費 1,658,000  1,610,000  20,000×73 12,000×1 6,000×31 

近北連合会費 411,500  402,500  5,000×73 3,000×1 1,500×29 

計 2,069,500  2,012,500    

会議費 定時総会 300,000  300,000    

新年互礼会 300,000  300,000    

役員会 100,000  200,000    

計 700,000  800,000    

庶務費 通信費 100,000  100,000  郵送料等 

事務費 20,000  20,000    

印刷費 50,000  50,000  総会資料作成等 

備品費 10,000  10,000    

渉外費 450,000  350,000  在阪歯科大学同窓会、会長懇談会 

計 630,000  530,000    

行事費 学術 200,000  200,000  学術講演会 

社保 100,000  100,000  社保講習会 

広報 100,000  100,000  なに歯だより 

福祉 100,000  100,000  学生との交流、レクレーション等 

計 500,000  500,000    

慶弔費 見舞 20,000  20,000    

弔慰 20,000  20,000    

祝 20,000  20,000    

計 60,000  60,000    

他 控除手数料 10,000  10,000  大阪府歯科医師会控除手数料 

予備費   2,457,523  2,617,273    

総合計   6,427,023  6,529,773    
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九州歯科大学大阪府同窓会 平成２８年度役員 

会  長   岡谷 親男   大２７期 

副 会 長   西本 達哉   大２８期     ＩＴ 

副 会 長   青木 修一   大２９期     広報 

副 会 長   長崎 三男   大２９期     組織 

副 会 長   谷  泰雄   大３１期     総務 

専務理事   加藤 聡    大３３期 

常務理事   下出 一夫   大２９期     広報 

常務理事   黒澤 治彦   大３０期     組織 

常務理事   大形 篤広   大３３期     会計 

常務理事   東  昭平   大３８期     総務 

常務理事   岩田 和久   大３８期     学術 

常務理事   岡田 克也   大３９期     福祉、組織 

理  事   竹森 康仁   大３３期     総務 

理  事   遠藤 佳代   大３３期     会計、リーフの会 

理  事   山下 美枝   大３３期     広報、リーフの会 

理  事   安東 基良   大３６期     組織 

理  事   砂野 彰宏   大３７期     総務 

理  事   雲川 秀雄   大３９期     組織 

理  事   岡本 達也   大４０期     学術 

理  事   高濱 勉    大４０期     ＩＴ 

理  事   松本 隆司   大４４期     福祉、組織 

理  事   千田 大誠   大４８期     ＩＴ 

理  事   富山 康二   大５０期     学術、組織 

理  事   平川 俊秀   大５１期     福祉、組織 

理  事   大野 麻衣子  大５１期     広報、リーフの会、モニター 

理  事   小谷 力    大５１期     総務 

理  事   重永 拓郎   大５３期     総務 

理  事   東江 正裕   大５４期     学術 

 

学術委員  楠元 貴司 大３９期    福重 真佐子 大４６期 

 

監  事  戸倉 良樹 大１９期    倉田 博幸  大２７期 

  

相 談 役  古庄 列  大 ７期    松本 泰雄 大 ９期    丸山 輝幹 大１４期 

鳥羽 英紀 大１５期    小野 善弘 大２０期    阪上 安輝 大２１期 

濱田 傑  大２６期    丹羽 均  大３２期 
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九州歯科大学大阪府同窓会平成２８年度学術講演会 

平成２８年５月２８日１５:３０～ 

ホテル日航大阪 孔雀Ａ 

司会 大阪府同窓会理事 岡本達也 

 

 

講演会 式次第 

 

 

１．開会の辞       大阪府同窓会 副会長      長崎 三男 

 

 

２．挨拶         大阪府同窓会 会長       岡谷 親男 

 

 

３．講師紹介 

 

 

４．講演会       金沢大学大学院医薬保健学総合研究科外科系医学領域 

顎顔面口腔外科学分野准教授 

大学４２期  中村 博幸先生 

 

『健康長寿社会を担う歯科医療』 

  

５．質疑応答 

 

 

６．謝辞、謝礼贈呈    大阪府同窓会 会長       岡谷 親男 

 

 

７．閉会の辞       大阪府同窓会 副会長      谷 泰雄 

 

 

      記念撮影 
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『健康長寿社会を担う歯科医療』 

 

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科外科系医学領域顎顔面口腔外科学分野 

准教授 中村博幸 

 

＜背景＞ 

 日本の高齢者人口は団塊の世代が後期高齢者の 75歳に達する2025年、また団塊ジュニア世代が 75歳に達する2060

年にピークを迎えます。厚生労働省は要支援、要介護予防で最も重要なのは”口と歯の健康を守る、健康的に食べる“こ

とであると明記し、歯科の役割と働きにこれまでにない大きな期待を寄せています。 

 

＜歯科再生医療の現状＞ 

 歯科医師会の調査では 8020 運動達成群と対照群では要介護 3 以上の老人数に明確な有意差があり歯の健康維持

と健康長寿とは明確な関連があります。歯牙喪失により咀嚼能力が低下し、栄養状態が悪化し身体精神機能が低下し、

要支援要介護状態へと進むのは明らかです。近年再生医療が注目されていることから、歯牙再生の試みについても報道

等で報告されています。臨床で歯牙を失う原因として最も多いのは歯周病ですが、歯周病の次に歯牙を失う原因としてう

蝕があげられますが、歯牙を失うような大きなう蝕や歯牙破折は抜髄歯でよく観察されます。前所属機関の国立長寿医療

研究センターでは、抜歯した親知らずから歯髄幹細胞を取り出した後、培養し細胞数を増やした後、抜髄歯に移植し歯髄

を再生する臨床研究を行なっています。現在までに、すでに5人の患者さんに歯髄幹細胞を移植し、電気歯髄診で歯髄の

生存を確認しています。しかしながら、人に移植する細胞は薬と同様の薬事法の制限を受け、個々の移植細胞に細菌検

査、遺伝子変異検査、がん原性試験等などをそれぞれ行なう必要があるため、非常に高額になり広い普及に課題が残り

ます。最近ではこの問題点を解決するために、組織再生で中心的役割を果たす幹細胞が組織再生の際に分泌するタンパ

クを同定し、それを従来の薬の様に投与し、組織再生を誘導する試みが行なわれています。そこで私達は歯髄幹細胞がど

のような遺伝子を高発現しているかを検索したところ、一般的な幹細胞マーカーよりも MMP という遺伝子が高発現している

ことを見出しました。そこで、イヌの歯牙を使用して一部性不可逆性歯髄炎モデルを作製し、歯髄炎での MMP の効果を検

討したところ、対照群が歯髄壊死しているのに対し MMP 処理群では歯髄は壊死することなく再生することを明らかにしまし

た。現在この MMP を帝人ファーマが椎間板ヘルニア治療薬として治験中ですので、この薬が上市された際、大学病院での

医師主導臨床治験を経て新しい歯髄炎治療薬の実用化を目指しています。 

 

＜歯科医療のパラダイムシフト＞ 

近年では少子時代を迎え、かつ予防が周知徹底され抜髄が必要な重度のう蝕は減少しています。一方で、歯の形態

修復だけでは食事が困難な高齢者が増えています。さらに、高齢者は認知症、癌、糖尿病、高血圧等々なにかしらの基

礎疾患を持ち、しかも外来通院が困難である場合もあります。将来高齢者の病床数が不足することからも、国は在宅中心

の医療に移行しようとしています。保険点数も在宅医療に有利な様に変更されつつあります。将来、歯科治療が必要だが

診療所に通院することが困難な高齢者の増加が予想され、在宅歯科医療へのニーズが今後ますます高まると思われます。

今後在宅医療が普及すると同時に、在宅医療が担う領域の広がりが予想されます。例えば独居老人のケア、がん緩和ケ

ア、在宅看取り等がありますが、とくに認知症への対応が急務になっています。それは、認知症高齢者が 10年で倍増し、予

想を上回る早さで増え続けているからです。今回発表があった認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）では、新たに

追加された項目として、“認知症の早期診断・早期対応のための体制を整備するための歯科医師の認知症対応力の向

上”があります。認知症対策に歯科医師の働きが大変期待されていますが、具体的な対応は現在までのところ皆無です。
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その理由の 1 つとして、認知症と歯科および口腔機能に関する情報が不十分あることが挙げられます。このような背景を踏

まえて、当科では金沢大学神経内科との共同研究を開始しています。神経内科は20年後の日本の社会像を予見する地

域で、かつ人口の流出入が少ない地域である石川県七尾市中島町（人口 6301 人、高齢化率 37.2%）において脳健診お

よび全数調査（悉皆調査）を行い、各年齢ごとの認知症の割合を正確に把握し、脳老化・認知 障害の早期診断・経時

的評価のための患者背景を詳細に把握し、認知症発症の推移をみる研究の基盤を構築しています（なかじまプロジェクト；

七尾市中島町における脳健診および認知症予防プロジェクト）。昨年度より、この地区在住の高齢者に認知症（認知機

能低下）の危険因子と併せて、食事環境、味覚の変化、口腔内環境、摂食嚥下機能に関する調査を行ない、さらに地

域脳健診や個別訪問により高齢者の口腔環境・機能を全数調査し、早期認知症と口腔環境・機能の関連を検討してお

り、その概要と結果についてもご紹介いたします。 

 

 

 

 

＜略歴＞ 

平成 6 年、 福岡県立九州歯科大学卒 42期バスケットボール部 

平成 6 年、 金沢大学医学部歯科口腔外科講座 臨床研修医 

平成 10 年、慶応義塾大学医学部病理学講座 博士研究員 

平成 11 年、金沢大学大学院医学研究科卒 

平成 12 年、東京大学医科学研究所腫瘍細胞社会学 日本学術振興会特別研究員 

平成 16 年、インペリアルカレッジロンドン ケネディーリウマチ研究所 博士研究員 

平成 21 年、東京医科歯科大学 歯と骨の GCOE拠点 特任講師 

平成 23 年、国立長寿医療研究センター 歯科口腔先進医療開発センター 再生歯科医療研究部 副部長  

平成 25 年、金沢大学大学院医薬保健学総合研究科外科系医学領域顎顔面口腔外科学分野 准教授（現職） 

 

所属学会 

日本口腔外科学会、日本口腔科学会、日本摂食嚥下リハビリテーション学会、 

日本癌学会、日本頭頚部癌学会 

日本結合組織学会（評議員）、歯科基礎医学会 
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平成 26 年度 大阪府同窓会 懇親会 式次第 

平成２８年５月２８日１７：３０～ 

ホテル日航大阪 蘭の間 

司会 大阪府同窓会副会長 青木 修一(来年からは若手が望ましい) 

 

１．開会の辞      大阪府同窓会 常務理事    黒澤 治彦 

 

２．挨拶        大阪府同窓会 会長      岡谷 親男 

 

３．乾杯 

 

４．新入会員紹介 

 

５．校歌斉唱、エール 

 

６．閉会の辞      大阪府同窓会 副会長     谷 泰雄 

 

 

 

 

 

２次会 式次第 

平成２８年５月２８日１９：３０～ 

BAR HASEGAWA 

司会 大阪府同窓会理事 東江正裕 

 

       １．乾杯 

 

       ２．閉会の辞     大阪府同窓会 理事      安東基良 
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２次会のご案内 

BAR HASEGAWA 

06-6241-3101 

会費３０００円 

 


