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１１０周年記念特集 ご 挨 拶

未来をみつめて
東京歯科大学同窓会会長

天

野

恵

同窓会も，発足以来１１０周年を迎えます。１０年前の１００周年に当って
は，三笠宮崇仁親王殿下，妃殿下をお迎えしての盛大な祝賀式典，記念
誌の発行，ゴルフ大会，卒後研修セミナーをはじめとする各種記念事業
を催行しました。
今回１１０周年にあたっては，本誌特集号として女性会員による座談会
を企画いたしました。女性会員の本会に占める割合が年々増加してお
り，これからも大きな力となることを期待致します。
また，１１０周年を記念し大学院研究科生の優秀な論文に対し，同窓会
長賞を創設いたします。これは本学の教育，研究，臨床における人材育
成に大きく貢献することと思います。
この機会に来し方を懐かしむのではなく，成長してゆく若い力と，中
堅の実行力，熟達者の知恵を結集し，未来に向けての指標を見い出し，
次の世代へ継承する手だてを模索すべき事を提案いたします。本会会員
０００余名を数えます。この１０年の間に１３００名近くの新会員を迎
は現在９，
えましたが，ほぼ同数の会員が逝去されました。１５％近い会員が入れ
替わっている事になります。この状態が続きますから１２０周年時には１００
周年時と比較して，およそ３分の１近い会員が入れ替わっている事にな
ります。
近年，歯科医師会の組織率の低下が報じられ，憂いをもたれています
が，我が同窓会においてはクラスごと，地域ごとの連携が密であり，危
機感は余り持たれていません。しかし地域での事業参加者は減少傾向に
あり，また同窓の歯科医師会への入会者が減っているのが現状です。
歯科界の低迷が叫ばれて久しくなります。過去，本会は，歯科界にお
いても枢要を担い，牽引車としての役割を果して来ました。全国歯科大
学が２９校となった現在，歯科界全体の発展のため１１０年の歴史と伝統に
ふさわしい良き人材を推挙できることが重要と考えます。そのためには
現在以上に支部組織の安定が望まれます。本会として女性会員をも含め
た優秀な人材育成が極めて重要となります。
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ご 挨

１１０周年記念にあたり

学校法人東京歯科大学理事長

井 上

裕

未来をみつめて

東京歯科大学学長

金 子

譲

拶

東京歯科大学同窓会１１０周年の祝賀を会員の皆様と共にお慶び申し上
げます。私も平成５年１０月，大学の理事長に就任以来約１２年が経過しま
した。その間約１０年は国会議員として国政に参画しており，理事長職を
平行して執務して参りましたが，現在は国政を離れましたので，一途に
大学のため働いております。昨年６月の学長選挙で，金子 譲副学長が
学長に就任され，心機一転新たな執行部になり，今まで以上に日々努力
しております。平成１７年度に行われる同窓会の各地域支部連合会総会に
は金子学長共々出席させて頂き，全国の同窓の先生方とお会いできるこ
とを楽しみにしております。先生方の忌憚のないご意見を伺い，今後の
大学運営のご参考にさせて頂ければと思っております。同窓会の活性な
くして大学の活性はありません。今後も，金子学長を先頭に教職員一丸
となって大学発展のために精進して参りますので，母校に対しまして御
指導御鞭撻のほど宜しくお願い致します。同窓会会員の皆様のご活躍と
ご健勝を祈念致しましてご挨拶と致します。

「愚者は成時に暗く，智者は未萌に見る」
（趙策）
。愚者はものごとが
形をとってあらわれてきても気づかない。智者はものごとが兆さない段
階でその動きを察知する（守屋 洋ほか，中国古典の名言録，東洋経済
新報社）
。
未来を見つめるとはこういうことであろう。
少子高齢化，歯科疾患の構造的変化から歯科医療のパラダイムを変え
るということは，すでに十数年前からいわれていることである。さらに
は，歯科医師の過剰とこれによる患者への弊害はすでにそれ以上前から
いわれ続けてきた。
口腔の健康が全身の健康につながるという概念は新しいパラダイムで
あり，口腔細菌学研究からその検証が積み上げられているが，咬合・咀嚼
による中枢や全身への影響に関しても絶え間ない研究が行われている。
さまざまな研究成果が歯科医療の将来を決めていくだろう。メカニズ
ムの解明は，新しい診断と治療・予防の開発につながる必要がある。痛
い歯を治す，噛めるようにしたいという歯科患者の根本的なニーズは常
に変らないことから，こうした願いに安心，安全，確実な歯科医療が実
践されなければならない。しかし，ここだけに留まっていては歯科の発
展はない。わが国では歯科の研究施設は大学においてほかにないといっ
ても過言ではないので，大学の責任は重い。ただし，アイデアは，一般
臨床医に患者にと無限であろう。INTERDISCIPLINARY とは他分野
にまたがる，学際的なという意味であるが，これからは基礎・臨床，歯
科・医科，人文・自然科学などで INTERDISCIPLINARY という考え
を基盤におくことで歯科のパラダイムは変わるだろう。
歯科界には政府がないことが，混迷の一因になっているのではなかろ
うか。日本歯科医師会は医育機関つまり大学とは実質的なつながりはな
い。歯科医療，教育，研究によって歯科は成り立っているが，これを統
括する組織はわが国ではどこにもない。いわば無政府状態である。大学
は競争状態にあるが，どこでも存続に知恵を絞るので簡単には潰れな
い。現行の政府のない組織運営体系で，医師過剰問題が自己解決できる
のかはなはだ疑問である。未来はここにもかかっている。
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女性歯科医の「未来をみつめて」
日時：平成１７年６月２６日（日）
場所：水道橋グリーンホテル

出 席 者
国島真希子（昭和５１年卒）
田上 樹里（昭和６０年卒）
片倉 孝子（昭和６３年卒 旧姓 永井）
船田 淳子（平成６年卒）

広報委員
臼田

準（昭和５３年卒）

三友 和夫（昭和５４年卒）
尾! 圭子（昭和６０年卒 旧姓 志村）

【三友】本日は，皆様ご出席ありが

識にこの問題を取り上げていただけ

とうございます。

れば幸いと思います。

１８９５年６月１６日高山歯科医学院

男女共同参画週間ポスター

それでは皆さん自己紹介をお願い

の第一回卒業証書授与式が行われま

いたします。

し た。今 日２００５年６月２６日 は そ れ

【国島】昭和５１年卒業です。岐阜で

から１１０年，また６月２３日から２９日

開業しております国島と申します。

までの男女共同参画週間にもあたり

国島歯科を経営しております。

ます。そして今年は男女雇用機会均

【三友】では院長としてお仕事をさ

等法制定から２０年という節目の年で

れていらっしゃるのでしょうか。

もあります。本日は同窓会百十周年

【国島】ええ，院長といいますか，

の記念事業として４人の女性歯科医

医療法人を立ち上げましたので，今

の皆様にお集まりいただき，女性歯

理事長になっております。代診は

科医師の座談会を開催いたします。

今，２名おります。全員女性です。

今日の座談会では女性歯科医の現

ただ技工士さん２人は男性です。以

状の一端を記録し，会員の皆様の意

前女性の技工士を入れたのですが，
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前から勤めている男の技工士さんと

も全部１人でやっています。

の間にいろいろありまして。小さい

今は父の診ていた患者さんを診て

ながらの，いろんなスタッフ同士の

います。普通の先生に比べると，患

問題がやっぱり数多くあるのですけ

者さんもそんなに数は多くはないで

れども。

すが，ありがたいことに，
（引き続

【臼田】歯科医師会とは何かかかわ

きという感じで）皆さん来てくださ

り合いを持っていらっしゃいます

るので，何とかやっております。

か？

歯科医師会の話ですが，父が歯科

【国島】あまりかかわりを持たない

医師会に入っていましたから自然と

ようにしています。

歯科医師会に入りました。

いろんな役が回ってきましたが，

私は東京中野の同窓会「中水会」

ほかのことでとても忙しいので，そ

で総務と歯科医師連盟の会計も４月

のような委員会に出席する時間がな

からやらせていただいています。歯

かなか出来ないので自然消滅しまし

科医師会も今中野の同窓会では５０代

た。女性であるということで，いろ

ぐらいの先生がいません。その分，

んな理由も付けられました。
「子供

私と同級生そして１つ上の学年の先

が」とか。
「親が」とかね。

生と歯科医師会の仕事が回ってく

【田上】私は昭和６０年卒業です。私

る，そんな状況になっております。

いバイトのかけもちと，週１，
２回

の父は東京歯科の卒業で，２代目に

【片倉】昭和６３年卒の片倉と申しま

実家に顔を出して患者さんに顔を

なります。卒業してすぐに大学病院

す。私は，卒業してからは，診療所

知ってもらうという感じで仕事をし

に残りました。２年ぐらいで家に

に勤務いたしました。その後暫らく

ていました。ずっとそのつもりでい

帰って父を助けるという約束でした

して歯科医院をやっております実家

たのですが，２年前に父がまた具合

が，結局５年間も大学病院でいろい

に戻りました。それから主人と結婚

が悪くなり去年亡くなったのを機に

ろと勉強させていただきました。家

いたしまして，しばらくして，子供

引き継ぎしまして，今足立区で院長

に帰ってからも，１年半ぐらいは休

が産まれました。義父（東京で開

をしています。

みながら，何となく手伝っていまし

業）の具合が悪くなりまして，主人

父の時から受付の人しか雇ってお

た。でも，全然歯科の仕事をやらな

は大学に今現在残っていますので，

らず，助手もいない状況で，受付に

いまるっきり休んでいた時期はあり

私が院長となって４年ほど前から

おばさんが座っているだけの状態で

ませんでした。父が体を壊したのを

やっております。

続けてきました。人伝で介助さんを

期にフルタイムで働くようになりま

船田淳子先生（平成６年卒）
東京都足立区開業

現在は，子供が生まれた時期とか

一人入れまして受付の電話番だけ日

色々重なりまして，父が少し高齢で

数を減らしてもらって，２人でやっ

父が２度目に倒れた時には長い入

具合が悪かったので，代診の先生に

ている状況です。

院になってしまったので，その段階

も週に１回ほどは来ていただいてい

で私が院長になりました。その後父

る状況です。

会しました。今は連盟の理事も四月

が亡くなり，現在は４年目に入った

【船田】平成６年卒業の船田と申し

からやっています。

ところです。うちは父の代から父１

ます。卒業して最初２年就職しまし

【臼田】それでは３名の広報委員の

人で衛生士さんも技工士さんもいな

た。その後父が体調を崩したのを機

自己紹介をまず私からさせていただ

いので，今も私が受付も電話も臨床

会に就職先をやめて７，８年ぐら

きます。昭和５３年卒業です。私はお

した。
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す。

私の親のように昭和一桁の年齢の

今日はよろしくお願いします。

女性は，苦労して大学に入り，なり

【尾!】昭和６０年卒の尾!と申しま

たくてなった仕事です。時代も良

す。
（編集部注：同窓会本部の女性

かったと思うのですけど。母は歯科

委員の１０人中の１人）足立区で開業

医師なのに仕事をしていない人をみ

しています。私は両親と３人でやっ

ると，本当に勿体無いと言います。

ておりますので皆様の中で一番責任

４年制の大学に行く人も少なかった

感がない立場です。最近両親も高齢

時代なので，そう思うのでしょうけ

になってきたので，この先，どうし

ど。私はあいにく子供がいないの

ようと考えるようになってきまし

で，お子さんのいらっしゃる先生方

た。

のご苦労を聞けたらとも思います。

歯科医師会では，足立の学校歯科

【三友】昭和５４年卒の三友と申しま

の専務理事をしております。私たち

す。今，東京江東区の砂町というと

足立区の東歯会は２０人ぐらいで非常

ころで開業しています。歯科医師会

に仲が良いです。親しい先輩が亡く

では今，連盟の役員をやっていま

なった時など皆で泣いて話をした

す。また先日，歯科医院を閉院され

り。良き先輩，後輩と知り合うとい

るおばあちゃん先生が私に「女性が

茶の水で開業しておりまして，去年

う面で東京歯科のメリットというの

出やすい歯科医師会にして下さい

まで歯科医師会では庶務をやってお

は，すごいと思います。もちろんほ

ね」と言われた事がありました。今

りました。今回，女性の本音が聞け

かの大学にもいい先生はたくさんい

日は女性問題だけではなく，座談会

たらいいなと思っています。院長と

ますし。そういう人間関係を広げる

に入る前にお話いたしました「北村

いう立場で，女性と一緒に働くの

という意味で，私は歯科医師会もい

宗一先生」
（コラム１）
に出てくるよ

は，なかなか悩むこともあります

いなと思います。仕事に関しては，

うな沽券や面子にこだわる歯科医師

ね。
（笑）

母親も同じ仕事なので，女性も働い

会がどうにかならないか，もっと民

ているのが当たり前みたいな環境で

主的にならないかという思いもある

育ちました。

ことを最初に申し上げておきます。

尾!圭子（昭和６０年卒）
広報委員

貴重なお話の数々を今後の参考に
させて頂けたらと期待しておりま

コラム１ 検定試験１８回目で合格した歯科界の大久保彦左衛門北村宗一先生
北村宗一先生は「歯記列伝」
（榊原悠紀田郎著 １９９５）によれば，１９１０年夜学の東京歯科医学校卒業です。卒業後の歯科医術
開業試験の口頭試問で，北村先生は試験委員塚原伝の学会発表を批判しました。塚原は烈火のように怒って「俺の目の黒いうち
は北村を合格させない」と宣言しました。宗一はそれから春秋２回の実地試験を何回受けても合格しないことになります。その
後受験用の本をいくつか出版し好評であったにもかかわらず宗一は不合格でした。１９１８年塚原伝が死去しました。その霊前で
宗一は「先生，よく死んでくれました。これで私は歯科医師になれます。
」と言ったと伝えられています。もちろん宗一は１８回
目の歯科医術開業試験にその年合格しています。
その後宗一は歯科医師会の役職につき，歯に衣をきせぬはっきりした発言で次第に知られるようになりました。また血脇守之
助のような人にも物怖じすることなくズケズケとものを言ったり，同郷の中原市五郎［私立共立歯科医学校（後の日本歯科大
学）の設立者］にもかなり遠慮のない付き合い方をしていました。このようなことから歯科界のウルサ型として有名になり，い
つのまにか歯科界の大久保彦左衛門と呼ばれるようになったそうです。
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それよりも，とにかく患者さんに対
応しなきゃいけない。毎日毎日，私
は地獄のような毎日を本当にしてい
たような気がするのです。私として
みれば，小さな子供２人抱えたま
ま，残った患者さんへの義務ですよ
ね。これをどうしていくかと，毎日
毎日がすごく勉強の連続。
三友和夫（昭和５４年卒）
広報委員

主人が大切にしたのは沽券，面

臼田 準（昭和５３年卒）
広報委員

子，要するに，これだったと思うの
です，今から思うと父と主人，船頭

男と女の違い（沽券と面子）

が２人いたわけです，歯科医院の中

いった問題をいろいろ理解できる年

【三友】沽券や面子に関して具体的

で１０年たってくると，主人の沽券，

になったからかなって思います。

なお話をいただければと思います。

面子が満たされない。父も，もうど

歯科医師会の，何度かいろんな役

国島先生，いかがでしょうか。

うしようもない人なんで，この間

員をさせられたこともありました

【国島】私が結婚しまして，主人と

で，男の沽券と面子がぶつかったわ

が，こういう時に女性は強いなって

父と一緒に３人で仕事をしながら子

けなんです。その間に入って，どっ

いうか，ずるいですよね。男の人だ

供２人ができました。大変な状態で

ちも私は選ぶことができなくて。そ

と，上の人に逆らえないんでしょ

私も仕事ずっと続けました。もっと

こで私の人生が変わったんです。そ

う。きっとやれって言われたら，で

大変になったのが，結婚１０年目にし

れから，毎日のストレスからどう

きないとは言えないですから。女

て，沽券と面子をとても大切にした

やって逃れたらいいかっていった

性っていうのは，ある時に，すみま

主人が，ぽっと出て行っちゃったん

ら，とにかく１０年，私は人より遅れ

せん，できません，すみません，行

ですね。で，それまで私は小児歯科

て出発したんだと。そうしたら，そ

かれませんって言っちゃえる強さっ

と矯正専門だったのが，次の日から

の１０年分をどうやって取り戻すか，

て。強さなのか図々しさなのか分か

一般の患者さんも診なくてはならな

これしかないと。

りませんけれど。社会の中で，なぜ

い。何が何だか訳が分からないし，

女性としての強さっていうか柔軟

先輩から言われたことに対して，

どうしていっていいかも分からな

さっていうのは，沽券も面子もない

ノーと言えないのか。男の人って，

い。子供は小さい，親はうろうろ。

ですよ，女って，多分。そういうも

私，だから大変だと思います。すご

でも，女っていうのは結局，泣いて

のを捨てることができるんです。誰

く大変だと思う。うちの子供も２人

られないんですよね。子供２人抱え

のためにかというと，多分子供のた

とも男なんで。

ていて，ぴいぴいぴいぴい泣くし。

めにかなっていう気はするのですが

【三友】本当に良いお話でした。

私のストレスはもとより親も。歯科

沽券と面子を捨ててひたすら勉強し

（笑）

医院というのは要するに開かれた所

ました。

【臼田】仕事と教育，どちらを取る

ですからね。いきなり今までいた人

うちの診療室では今，女性の患者

かというと，女性の場合，教育を

間がいなくなった。どうしたのです

さんが多分７，８割方だと思うん

取って，子供を守っていくというの

か，どうしたのですかって聞くじゃ

です。それは，私が多分，病んでい

は，母性本能でしょうか，それを，

ないですか。聞いて答えられるの

らっしゃる患者さんたちに対して，

それぞれが持ち合わせて，やっぱり

だったら答えたいのですけれども。

女性のわがままさやら，苦しさと

公共の仕事に就いていらっしゃる。
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歯科医師会の仕事にも携わり，やれ

はちっちゃい時から無階級動物で，

歯科医師会は７０代ぐらいの方がドン

と言われたからやっているのかもし

一生無階級ですよね，きっと。だか

と居座っているじゃないですか。

れませんけれど。

ら，階級が決められてしまうと，無

【三友】どこの歯科医師会でもその

条件に男性の方は，例えば会長っ

ようですね。

て，偉いと思ってらっしゃる。

【船田】その世代だと，本当に皆さ

歯科医師会の仕事を現在されてい
る若い先生にそのあたりをちょっと
お伺いしたいかと思いますがどうで

多分，女性って無階級なので，あ

ん男性ばかりで，女性が混じってな

しょうか。

の人はそういう肩書は偉いかもしれ

いですね。そうなると，女性に対し

【田上】私は結婚していませんの

ないけど，男性としては駄目じゃん

て，あまり理解がない。発想の柔ら

で，子供がいません。さっき尾!先

みたいな。そういったところを突い

かな人に見えている人でもやっぱり

生も話していましたが，休んでいる

て，全然偉くないじゃんって見てし

女の方が下と思っている人もいると

同級生は今子育ての時期ではありま

まうところが，割かしあるっていう

思います。

すね。難しいですよね。ある程度

のは，これは女性としての特性だと

【臼田】男性の場合，会長とか，そ

キャリアとして積んでいかないと。

思います。

ういった役職を望む方が結構いると

たとえば１０年ブランクがあって，急

【片倉】でも今，先生がおっしゃっ

思います。女性の場合は，どちらか

に患者さ ん を 診 る と い う の は，

たように，本当に女性は無階級動物

というと，会長職っていうウンヌン

ちょっと怖いところもあると思うん

ですよね。その意見にすごくよく納

よりも，現実を見据えて自分がやり

です。

得できます。やはり，そうやって男

やすいものを求めるしたたかさや，

でも，やっぱりやりたいっていう

性が階級とかに，ご自身も縛られる

あるいは計算高さが，いい意味であ

気持ちがあれば，一生懸命にやると

し，ほかの方の目も縛られていっ

りますよね。

思いますけども。

て。そしてそれが出来上がってし

【国島】大切なものが違うと思うん

まって。

です。価値観が違う。

だから，変な話ですけど，腹をく
くっちゃうと，女のほうが強いかも

女性はやっぱりそういうものがな

名誉とかよりも，毎日来てくださ

しれないですね。

いですよね。ないというか，もしそ

る患者さんに，ありがとうって言っ

【臼田】さっき国島先生も言ったよ

うなったとしても，女性は会長にな

てもらうことのほうが，私は幸せだ

うに，女性特有の柔軟性，あるいは

ろうがなるまいが，階級で見ること

わって。会の役員になることより

優しさ，受け止める力といったもの

はありません。多分女性のほうがす

も，ずっと充実感があるわっていう

で，どちらかというと，男性は許容

ごく，許容範囲が広い感じがしま

価値観との差じゃないでしょうか

量が少なくて，沽券とか，それこそ

す。

ね。

面子というものを考えてしまいま

ただ男性のほうがきまじめという

【臼田】そういった価値観で，お聞

す。

か，そういうのはあるんじゃないで

きしたいんですが。例えば歯科医師

【三友】柔らかさというけれど，し

しょうか。女性は男性よりもずるく

会，同窓会なども似たようなもので

ぶとさといったほうがいいかもしれ

立ち回ることができるっていうか。

すよね。そうすると，そういうもの

ませんね。
（笑）

何かそういうのを，自分では感じる

自体の存続を，どういう形に変えて

【国島】私もそう思います。

んですけど。

いったほうが，女性の目から見た場

【三友】柔らかくてしぶとい。

合，良いと思いますか。現状では，

【国島】いいとか悪いとかじゃなく

歯科医師会と女性歯科医

旧態依然の男性が支配したような階

て，やっぱり男性ってね，階級動物

【船田】私はそのようにあまり感じ

級主義的なところが，非常に多く

なんですね，きっと。だけど，女性

ないのですが，私の目から見ると，

残っていると私は思うんです。それ
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をやっぱり，変える必要があるの

か，上からの命令のようなものがな

か，それとも私は参加しないから，

いと，ものが進んでいかないと思う

変わらなくていいんじゃないかと

ので，現状をガラッと変えることが

思ってしまうのか。
（笑）

いいこととは思わないし，ある程度

今のそういう歯科界において，こ

の階級社会がないと成立していかな

れから卒業する若い歯科医師にとっ

い会だと思います。

て，そういう団体は，あった方が良

【臼田】どうですか？

いのか，だとしたら，どんな形がい

【片倉】そうですね。ちょっと意見

いのか，男性とは違った考え方があ

がまとまってないので。

ると思いますが。いかがですか？

【三友】下村さんの考え方では，女

若い先生方の中には，実のある会だ

性も参加するべきだと。しかし，
「そ

とは思えないのでだから参加しない

の参加するといっても，今の状態

んだと思っている方もいるようです

で，どう参加していいのよ。
」とい

が。

う。それがまた問題です。

【三友】現在の東京顕微鏡院理事長

【片倉】院長の仕事をしています

の下村さん（コラム２）は「男性に

と，例えば月々のお手当てのことと

政治を任せて，ぬくぬくとしていた

か，経理も自分でやっているんです

女性に，責任の一部はないか？」と

ね。いろんなことを自分１人でやっ

【三友】もっと，何かの支援があれ

おっしゃっています。下村さんの考

ていくわけで，その中で子供を育て

ば参加しやすすいでしょうか。

え方ですけど。そのことも併せて，

生活をし，学校行事もこなしながら

【片倉】そこが手一杯というか。

いかがでしょうか。

やっているわけで，その上，歯科医

【臼田】船田先生から。

師会も夜出席することになると，時

女性歯科医師への支援

【船田】歯科医の仕事をやっていく

間的にも手いっぱいです。パワーの

【三友】このように難しい「女性歯

というのであれば，女性だけ，男性

ある方で，こなしてやっている方も

科医支援」ですが，その支援につい

だけそれぞれ上手くやっていく形が

いらっしゃるとは思うんですけれ

ての同窓会アンケートがあります。

あると思うんですけど。同窓会は職

ど，私の体力ではそれ以上は無理と

まずアンケートについてご説明いた

業ではないので，ある程度ルールと

いう感じで。

します。

片倉孝子先生（昭和６３年卒）
東京都新宿区開業

コラム２ 健康事業総合財団 東京顕微鏡院 理事長 下村満子
東京顕微鏡院院長であった遠山椿吉は高山歯科医学院で生理学と病理学の講師をしていました。
そんな縁からでしょうか，
１９００
年に発足した東京歯科医学院は，当時神田の小川町にあった東京顕微鏡院を間借りし最初の校舎としました。その東京顕微鏡院
が現在でも千代田区九段南にその本院があります。現在は，食品中や生活環境の汚染を原因とする健康被害を未然に防ぐための
仕事などをしています。現在の東京顕微鏡院の理事長下村満子さんは週刊朝日記者の経歴があり，女性問題でも活躍されていま
す。
最近女性専門外来がいたるところに開設されるようになって来ました。その元祖が東京顕微鏡院で開設している JR 飯田橋駅
のそばにある「女性のための生涯医療センター［ViVi］
」です。また政治の面においても，女性候補者を支援する「WINWIN」
副代表として活躍されています。これまで「WINWIN」が推薦し当選した政治家は大田房江大阪府知事，堂本暁子千葉県知
事，衆議院議員では水島広子，小宮山泰子などです。
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もあると思いますが，
「女性が歯科

題を抱えているのだろうなと思うの

医師会等にもっと進出しやすいよう

ですけど。

に支援するべきだ。
」と８０％の会員

【田上】少子化というふうに言われ

が回答しています。しかし何の支援

ているのもそういう社会の問題で子

をすればいいのかはっきりしない。

供を育てるのに，女性がもう疲れて

【尾!】うちは主人も同業で，別の

きてると思います。

所で開業しています。私がきついせ

昔は核家族じゃなくて大家族だか

いだと思いますが，いろいろ協力し

ら，おじいちゃんやおばあちゃん，

てくれます。お互いを思いやるから

ほかの人が面倒を見てくれていまし

協力する，そういうふうな社会に

た。今はもう核家族だから子供と母

なってきていると，そういう感じが

親と１対１になると，もう逃げよう

するのですが，いかがでございま

がありません。それこそ場合によっ

しょう。

ては子供に暴力をふるって殺したり

【船田】私も，独身なので家庭内の

してしまう。世の中自体がそういう

ことはしていません。尾!先生のと

ふうになってきてしまったためで。

ころとは逆で，
「家のことは女性が

少子化でいろいろと政府も考えてい

やる。それ以外は何でもやりましょ

るようですが，海外の少子化で困っ

今まで広報では，関東地区の女性

う」というのが男性の本音なのかな

た国がどうしているかというと，男

にお願いした「女性会員の現状」
，

と思います。男性は家に帰ってきた

性も家族のサポートをしてもらう，

それと支部長にお聞きした「指導的

ら「君のほうの仕事が楽で，僕は

もっと家事や育児に参加させる。海

地位に女性が占める割合」
，そして

もっと働いているのだから。女性が

外の場合だったら，男性も育児休暇

先日１１０周年に際してのアンケート

炊事・洗濯をするのが当たり前」と

を取るとか，１年とか長期に取れる

を実施しています。

いうのでは，女性が働いていける環

そうなので，どんどん子供の数が増

女性会員の現状ということで，女

境ではないですね。ある程度，共同

えたという話もあります。日本は女

性歯科医がどういう状態にあるか

で，お皿を洗っていたら，拭くフリ

性が取るのだって大変で，育児休暇

を，まず調べてみました。女性歯科

をしてくれるくらいの状況をつくっ

期間も半年ぐらいですし。会社に勤

医が不満があるのではと思って調べ

てくれないと心に余裕がなくなって

めたことがないから分からないです

てみました。

くる。ひとりでいるときには考えな

けど。でも歯科医では１年も医院を

【臼田】
「女性会員の現状」という

いんですけど。

閉鎖するっていうのは無理だから，

ことで，どのぐらい男女差別を感じ

【国島】少子化問題では「何で結婚

代診の先生に来てもらうということ

ているのですか？

しないの」という議論があります。

になるかもしれませんけどね。

【三友】アンケート結果では４分の

それは女性が「何でわざわざ結婚し

でも，できる範囲で，そういうふ

３ぐらいが男女差別はない。４分の

て，自分だけ苦労しなきゃいけない

うなのをやらないと。家事や育児も

１ぐらいは差別があると思っていま

の」という現実です。結婚したとし

任せるとかじゃないでしょうかね。

す。女性歯科医の満足感も概ね高い

てもずうっと苦労しているのはやっ

【三 友】
「女 性 会 員 の 現 状」ア ン

状態でした。それどころか現状に問

ぱり女性なのだと思わざるを得ない

ケートでも，
「女性が歯科医師とし

題意識もないようです。

社会背景があると思います。歯科医

て働けているのは，みんなの支援が

師に限らず，社会全体がそういう問

あったから。家族の支援だとか，そ

国島真希子先生（昭和５１年卒）
岐阜県岐阜市開業

また先ほどの話とつながるところ
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ういうものがなければ，とてもでき

する。代診を頼むにも実際問題は，

動き始めたらこうはいきません。

なかった。
」そういう感想を書いて

難しい問題がありますね。

ずっと世話してくれるお手伝いさん

くれる人がたくさんいらっしゃいま

【国島】代診を頼むにしても，産休

がいたら頼りになります。

した。

をとるなら出産後にしたほうがい

【尾!】片倉先生のところでは，ベ

その支援を，今度は，家族の支援

い。私は産まれるその日まで働いて

ビーシッターさんのいい人に恵まれ

から社会の支援にしようとする意見

ましたから。産まれる前はいいんで

て。

も日本で今出ていますが，社会の支

すよ。後ですよね。産んでから１カ

【片倉】そうですね。今，社会的な

援といっても，歯科でどうするの

月ぐらい。代診に中途半端なことを

支援がないので自分で探していかな

か。そうすると，同窓会で何かでき

やられたり，教えるのに時間がか

くてはいけません。ネットとか，電

ることはないのかというような，そ

かったりするぐらいだったら，ベ

話帳を見ると，ものすごい数のシッ

ういう議論も，あってしかるべきだ

ビーシッターを頼みます。

ター会社があるので，すごく大変な

と思います。たとえば代診を使うに

【臼田】ベビーシッターですか。

時はお手伝いさんを頼んだり，家事

はどうしたらいいのかということで

【国島】そのほうがいいかもしれな

派遣であるとか，いい方に当たれば

す。

い。ストレスは少ないかもしれない

支えになってもらえるんです。で

【臼田】人材派遣みたいなことも，

ですよね。だから，まあ，おじい

も，お手伝いさんのいい方がいな

あるいは社会的な支援，家族の支援

ちゃん，おばあちゃん。うちの場

いっていう意見もあるんです。私の

はもちろんだと思う。家族がいない

合，母がいてくれたので助かりまし

場合は，おじいちゃん，おばあちゃ

場合もありますから，やっぱり社会

た。あと，ベビーベッドの上にマイ

んが２人ともいなかったので，もう

的な支援も考えていかなければなら

ク垂らしておいて，その泣き声が技

そういう人に頼らざるを得なくて，

ない。

工室でするようにして。先生，泣い

そんなことを言っていられない。頼

そうすると，同窓会で何ができる

てますよって。で，あたしが行っ

まなければ働きには出られないの

のか，ということになる。あるい

て，おっぱいやって，おしめ替え

で，小さいころは，そのシッター代

は，そういうところに着眼して，問

て。というようなことまでやったぐ

とお手伝いさんの給料のために働い

題提起をして，どんなことができる

らい。

ていたというのも過言じゃないで

のかというところを，やっぱり考え

その時はそれでも動かない子供

ていかないと。やってくれたらいい

だったからうまくできたんだけど，

す。
そうやって，何とかうちはやって

なという話じゃなくて，具体的に何
をしてもらって，どういう施策を考

コラム３ 日本で最初の女性歯科医 高橋コウ

えるか，どういったシステムを作り

歯科医籍２３５号として女性で初めて登録されたのが高橋コウ

上げていけば，女性の社会的な進出

です。１８９４年５月医術開業歯科試験にコウは合格しました。

を支援していけるのかというところ

彼女は１８７２年１２月日本橋本町に生まれました。家系は彼女の

を，将来を見据えて考えていかなけ

祖々父の代から日本橋で歯医者を営んでいました。父の高橋

ればいけないと思います。

富士松は入歯歯抜口中治療営業者の鑑札を持って治療していま

ただ，そういう産休を取るとき

した。コウはこの父が病弱のため歯科医を志したそうです。ま

に，やっぱり代診を頼む。永年の患

た弟の高橋虎一と供に高山歯科医学院の卒業生でもあります。

者さんに何も知らない代診が来るん

この頃の女性歯科医はまだまだ少なく１０人目の女性が明治４０年９３９号の歯科医籍

です。その辺の必要な情報を知って

を登録しています。なおこの１０人の女性歯科医のうち９人は高山歯科医学院に在籍

もらうのに大変な時間がかかったり

していました。以上「歯記列伝」
（榊原悠紀田郎著 １９９５）より
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きました。

ば，辞めるでしょう。でも，そうい

しょうか。

女性歯科医師の仕事への取り組み

う仕事をちゃんとされてる方は，

【臼田】実質問題で，１２０名の定員

【国島】そういうふうな支援ってい

ぱっとそっちを選ばれる。そういう

のうち，４０名近くの女性が入ってく

うことも大事なんですけど。選択だ

意味の仕事になり得るかどうかとい

る。それで国家試験通って，その

と思うんです。そうやって探せば何

うこと。その部分でね。

先，女性会員が多くなることが見込

とかなる社会は，まだ全然どうにも

【臼田】今までもちゃんと子育て

まれますね。

ならないことはない。でも，どっち

も，仕事も，やってこられた先生方

【三友】総会員数，支部に入ってる

を取るかなんですよね，きっと。ベ

がいらっしゃる。現実としては，そ

５８２名ですね。全部では９，
０００
のは４，

ビーシッター代に全部消えてしまっ

ういうことを活用すれば，できるこ

人ぐらい。

て，何のために働いてるのって。で

と。最終的には，ご自身がその職業

【臼田】９，
０００人ぐらい。それこそ

も，１人の女性歯科医師として，生

をまっとうしようと思うか，思わな

将来的には，３分の１以上に女性が

涯の仕事として，ずっと守ってやっ

いかという意思にかかわる問題だと

占める。

ていくんだ。休まないでやっていく

思います。

【国島】私たちの学年は女性が１０人

んだっていう意識を持てるかどう

【尾!】今，中学や高校で，将来ど

しかいませんでした。大学に入った

か。どうせ私が働いたって，みんな

うするのかと，子供たちに考えさせ

入学式の日に，数学の山崎先生が，

そっちへ消えちゃうんだったら，

る学校がたくさんありますよね。そ

いきなり言われたのが，
「君たち女

今，子育てするわで，休んでしまう

こで決まらない人もいっぱいいるん

性は，男を蹴落として入ってきた女

と，なかなか１０年とかブランクが空

だろうけれども。女性で歯科大に行

性なんだ。一生仕事しろよ」って。

くと，次に良い仕事ができなくな

くときに，一生この仕事するんだと

「お前たちが入ってきたおかげで，

る。

考え，決意して入学する女性が増え

落ちたやつがいるんだぞ。その人た

女性歯科医師としての仕事への熱

てると思うんです。だからという訳

ちがもし入ってたら仕事する人達

意というか，プライドというか，誇

ではないんでしょうが，最近，勉強

だったんだ。君たちが途中でやめた

りというか，そういうものをもって

会に出ると若い女性がすごく多いん

ら，その人たちに対して悪いじゃな

いらっしゃる方がたくさんいらっ

です。

いか。
」と最初の日に言われて，今

しゃると思う。若い方たちに，そう

スタディグループなんか行ってる

いう思いが持てるのが歯科医師の仕

と，前は女は自分だけ，自分と友達

【三友】それともう１つは，女性歯

事だ，というふうな意識が強くなれ

だけでした。今は女性が結構います

科医を作るためには税金が使われて

ば，どんなことしても。もしかした

よね。卒研セミナーなんかでもとて

いるわけですね。卒業してから何も

ら，皆さん続けられるかもしれない

も増えてます。

しなければその税金が役に立たない

なって思うんです。

以前は，卒業してすぐ結婚してと

でも覚えているんです。

で無駄になってしまう。不良債権に

条件もあるんですけど，結局その

いう人がたくさんいました。大学を

なってしまいますよね。

条件の中で，何を選択するか。それ

出た時点ですでに２５なんです。その

【国島】歯科医師過剰時代にあっ

はほかの仕事でも一緒だと思いま

時に同級生の男の子に，
「大学出た

て。もしかすると，女性をたくさん

す。例えば，すごい高い地位にい

らもう売れ残りだよ，世間では」っ

出して，仕事させないっていう。政

らっしゃる，お勤めの女性の方が，

て，確かにそうですね。高校の同級

策なのかもしれない。

ここで子育てをとると，この地位を

生で残ってるの私とあの子だけみた

【三友】ある国会議員の講演会に出

なくすとしたときに，どっちを取る

いなところがありました。

席いたしまして，
「入り口の問題」

か。でも，パートの仕事だったら

今はそうでもないんじゃないで
12
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性を増やすことが入り口の問題（働

思ったから……

く歯科医師数を少なくする）の解決

【臼田】そうですね。例えば，私が

策の一つだと，はっきり国会議員が

そういう立場になっているとすれ

言っていました。

ば，難しいですね。女性歯科医であ

【臼田】私も聞きました。そこを裏

れば，同性である以上，共感を持っ

切るような形をとってもらえれば一

て，そういうことを理解できます。

番良くて。例えば，
（女性が）ご自

われわれでは理解しにくくて。

身で院長をやられて，女性歯科医師

やはり，女性歯科医師が女性歯科

を雇うと，卒業したての若い先生の

医師を雇って伝えていけば，お互い

勤める場所が増えていく。それに

に話せないことも話せるだろうし。

よって開業する女性も増えてくれば

いい関係じゃないかと思います。

うまく行くのじゃないかと思いま

【国島】だから子供を育てるべき

す。

よっていう答えじゃないですか，結

【国島】私のところでは男性を雇っ

局は。今はまだ仕事を中断したくな

たこともあるんですが，でもやっぱ

いと悩んで訴えてくる彼女に対し

り女で固めようと思いました。そし

て。今しかできないこと，あなたし

て女性を雇ってみて，雇う側として

かできないことをやりなさいってこ

の思いと女性としての思いと，両方

ちらも泣きながら言ってるんです。

かがですか。

分かりました。今も現実その問題が

何かあったら，もう何でもしてあげ

【田上】先ほどから女性の柔らか

起きていますけど。結婚されて，勤

るから，みたいなことを言うしかな

さっていうのか，そういうのを感じ

めている先生が妊娠してしまう。そ

いですね。そういうものを引き受け

ます。

の妊娠の状態が良くなくて，突然休

ることができるのは，やっぱり女性

私の場合ですと，比較的患者さん

まれて，ずっとお休みされている。

歯科医師だし，若い女性歯科医師が

が少ないのと，お年寄りが多いの

「そ の 間 ど う す る の，患 者 さ ん

どんどん増えていくように今の院長

で，皆さん自分の家のこととか，う

は？」と責めることできないですし

になり得る世代の女性の先生たち

ちに来て，次の患者さんがいないと

ね。結局，駄目だって，ある程度お

が，ちゃんと仕事を続けていってほ

思うと，しばらくおしゃべりして帰

休みされてから，また復帰されて，

しいなって思います。

られる方もいるんですよ。

半年がたって，また妊娠しましたっ

【三友】うちにも，１４歳の娘がいま

皆さん各医院のやり方があります

て。
「先生，どうしましょう。どう

して，村上龍の『１３歳のハローワー

から何とも言えませんが，うちの医

しましょう。
」こっちも「どうしま

ク』という本を買ってきました。そ

院の１つの良いところは，患者さん

しょう。
」
（笑）

の本の中の歯医者のところには「信

といろんなことを話すっていうのが

ある程度，一生懸命教えて教育し

頼に足る歯医者はまだ少ない」そう

他の医院と違っていいのかなとか思

て，ようやく何かスタッフの一員と

書いてあります。信頼に足る歯医者

いながらやってますけれども。

して何とかなってきたところでその

になるため，そして女性の仕事とし

インフォームド・コンセントとい

現実がおきました。そういう世代の

て適性があるのかどうか。その辺を

うことによって，こっちからもお

女性を引き受けるということは，そ

お伺いしたいと思います。先ほど出

しゃべりしなきゃいけないというの

ういうものなんです。最初から分

たのは，女性のほうがかえって有能

も，患者さんの意見もいろいろと聞

かってたけれども，あえて女性でと

だと。そういう意見もあります。い

いてあげてという意味では，やっぱ

13
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り男性より，もしかすると女性のほ

断る理由も家庭とか子育てとかで，

い。

うが聞く耳があるような気がしなく

会にも全然出てこないと回答があり

【国島】昔，とても苦労されて，歯

もないです。やっぱり時間に追われ

ます。
（笑）

科医師になかなかなれなかった方た

る診療をしていると，どうしても，

大阪大学の伊藤先生の『男性学』

ち。女性が認められなかった時代に

そういう余裕がなくなってくる時は

によれば「男はストレスをため込む

比べたら，試験さえ受かれば，とに

ありますから。その辺は難しいとこ

と沈黙する。男はみんな肩に背負わ

かく歯科医師になれる時代です。職

ろではあると思うんですけど。

なければいけないのだ。でも女性は

業を選べた私たち女性が，今大勢出

違う。ストレスを感じると誰かに

てきている状況にあります。女性の

女性歯科医師の将来

しゃべりたくなる。女性は共感を求

数がどんどん増えてくれば，自然に

【三友】同窓会アンケート「指導的

めるし，男性は解決策を考える。そ

会の中に取り込まれていきます。た

地位に女性が占める割合」では，支

してあとは聞く必要がない。
」そう

くさんの女性歯科医師がこれからも

５８２人中で支部に入って
部所属の４，

いう意見交換の，男と女の根本的な

仕事をしていていただく。それが会

いる女性会員は４０４人。１割にも満

差がある。先ほどの女性の「柔らか

の１つの形になりそれが流れになっ

たない８．
８％です。昭和２４年から平

さ」を含めて男女の生得的な差もわ

ていきます。

成１５年までの女性の卒業生が，大体

きまえる必要があるのではないで

だから，どうやって，女性の後輩

１６．
８％いますが，支部に所属してい

しょうか。実際に歯科医師会で女性

を，みんな頑張ってやろうよって

る先生は，多くない。また各支部の

歯科医師の意見の行き違いもこうい

言っていけるかどうか。それが同窓

女性会員数も３人以下が半数を占め

うところからもきているのではない

会の役割かもしれないなと思う。

ています。これでは数が少なすぎて

でしょうか？

女性同士の連携というのも難しいで

【国島】一言よろしいですか。

の嫌でしたが，今は本当になって良

すね。また女性会員が支部の役員を

【三友】はい。どうぞお話しくださ

かったと思えます。女性でそういう

私は，昔はとっても歯医者になる

仕事を得ることができて，今，とっ
ても生きがいを持ってやっていると

コラム４ D．
D．
S．
を得た初めての女性の歯科医

いうことを，できれば若い人たちに

Taylor, Lucy Beaman Hobbs

も伝えていきたいなという思いだけ

ルーシー Beaman ホッブズ・テーラーはアメリカニュー

はあります。

ヨークに１８３３年に生まれました。この時代には他の女性も

【臼田】せっかくですから，最後に

歯科医としては働いていましたが，ホッブズは D．
D．
S．
を得

皆さんも一言ずつお願いします。

た最初の女性でした。
はじめ彼女は医者を志し勉強しましたが，女性という理由

【田上】貴重な，男女差というか，

で大学には入れませんでした。１８５９年ホッブズはシンシナ

女性歯科医ということを考えさせて

ティ（オハイオ）に移り，ここで数か月の間歯科学を勉強し，その後地方の歯科医

いただいたいい機会でした。今ふっ

のもと弟子入りして働きました。１８６１年に彼女はオハイオ大学 Dental Surgery へ

と思ったのですが，戦後になって初

の入学を志願しましたが，女性だという理由でまたも入学できませんでした。

めて，男女一緒の歯科大学になりま

その後，彼女は，アイオワで診療をはじめ，歯科医として成功しました。１８６５

したよね。共学になったから，戦後

年には，ホッブズはアイオワ州の歯科医師会に選任されました。その年彼女はオハ

の先生たちは，みんな，どこかの大

イオ大学 Dental Surgery へ再志願し受理されました。翌年大学から歯科学の学位

学の同窓に入っておりますけど。そ

を受け取りました。その後ホッブズがジェームズ Myrtle テーラーと結婚しまし

れ以前の女性歯科医は女子歯科医専

た。この人はホッブズから仕事を学び歯科医として共に働きました。
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業の先生たちも，皆さん８０近くに

【片倉】私も，院長になって，仕方

てがないとか親が元気だとか，時間

なっていますが，若いときには女性

なくという感じで，やってきたんで

に余裕がある女の人が，何か機会が

の連携といっては変なんですけど。

すけれども。今，娘がやっと小学生

あったら，出て行かなきゃならない

「若葉会」という，学校は違います

になりまして，他のお母さま方は仕

と思います。子育てが終わって，今

が女性の先生だけの会が歯科医師会

事されてる方がすごく少ないもので

からは手伝いますとかいう人たちの

にはあって，今でも，集まっては，

すから，手が離れると，
「さてこれ

つなぎとかになっていかないといけ

たまにお茶会みたいのをやってるら

からはどうしよう」って考える女性

ないんだなと思います。自分の女性

しいんです。

がすごく多いんです。だから，そう

であるメリットを考えて行かなけれ

以前は歯科医師会の理事には若葉

いう意味で，違うことを考えること

ばいけないと思いました。

会という女性の先生の会から必ず出

ができる時間があるっていうのは，

【尾!】私自身としては，及ばずな

すということをやっていたんです

すごく女性にとっていいことだと，

がらも女性歯科医師の皆様の力にな

ね。

私は今思います。１つのことだけで

れるように努力していきたいと思い

だから今，高橋コウやホッブスと

なくて，たとえば子供を産んだら子

ました。又，働く母を子供は見てま

いう最初の女性たちの話を聞いてい

供とだけの生活にならなくて。やっ

すから，今両立で大変な女性もがん

ると，うちの中野の歯科医師会もそ

ぱりキャパシティーが違いますの

ばって下さいと応援の言葉を送りた

うやって女性の場所を作ってくれて

で，自分のことを自分なりに。やは

いです。

いたんだなっていうふうに思いま

り，女性もそうやって仕事を持って

【臼田】今日は，皆さんお集りいた

す。今その会がなくなったから，私

やっていきたい。そこまで私，まだ

だきまして，貴重なご意見を有難う

でしたら東京歯科の同窓会に入って

考えが到達してはいないんですけれ

ございました。女性歯科医というよ

しまうと，男性がほとんどで女性が

ども。やはり，こういう機会がある

りも，歯科医療というのを，女性，

ちょっとだから，そうなるとさっき

と，いろんな先生の話が聞けて，す

男性を問わず，素晴らしい職業だと

の理事引き受けますか？という話が

ごくためになりました。

認識して一生続けてほしい。あるい

出ていましたけど，受けない場合が

ほかの，例えば女性会員の先生方

は，こういう素晴らしい職業だから

ほとんどになっているんだと思うん

にも，そういうやってて良かったみ

ということを，後輩に伝えていくべ

ですけど。

たいなお話を聞いて，子育てをされ

きだと。また，女性同士，連携を

だから，そういうふうな意味で

る時期は大変ですけど，お仕事を頑

しっかり取って，女性の会員が増え

は，女性がみんな仲良くこれからも

張って行こうと思われるのではない

ていけば，必ずそういう会の上下関

続けていこうという感じでやってい

でしょうか。

係というのは崩れてくるということ

けたら本当にどんどん歯科界に女性

【船田】自分が女性歯科医師とかい

が分かりました。今後私たち男性に

もどんどん出てくると思います。確

うのをあまり意識して仕事をしてい

とっても，非常に脅威になるなと，

かに，数でだんだん増えてくれば，

ません。特に足立だと「女子だから

（笑）改めて感じ，私自身も歯科医

男性だって，いやが応でも聞かざる

何だ」と，あまりそう思うことがな

師として更に努力をしなくてはと思

を得なくなってきますしね。きっと

いんですよ。
（笑）何か差別的な何

いました。

だんだんそういうふうになってくる

かを感じたことが，あまりなかった

と思います。

ので。やっぱり時間が問題で，子育
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ときはお手伝いできそうもない。
東京地域支部連合の総合調査委員

♪
♪校旗は燦たり 風ひるがえれり♪
高橋

会でフォーラムディスカッションと
いう集まりがあるが，そのとき，

義一（昭和４８年卒）

昭和４２年４月，桜の咲く市川，詰
襟学生服であった。入学式でこの旋

『我々は，東京歯科的規範すなわ

ているとき，失礼にも我が校の名前

ち，血脇イズム，慈悲，寛大，人道

を使ったりしている。

主義，家族主義をたたえながら練り

律を耳にしたとき，緊張の中なぜか

問題は，いつ何処でそうなったか

上げられた団子三兄弟で，ズンダで

血のおどるような興奮を感じたのを

である。一つの仮説として，
「卒業

もこし飴でも，ミタラシでも，つま

今でも覚えている。しかし，このと

して何年かすると発現する」と考え

るところ誰でも団子三兄弟なのだ』

き，東京歯科という将来大きな影響

ることもできる。そうなるとやはり

と述べたことがあった。他の学校

を及ぼす遺伝子風のものが注ぎ込ま

「血は水よりも濃し」に通じる遺伝

は，カラス三兄弟や秋刀魚三兄弟で

れたことをまったく気がつかなかっ

的抽象物体が注入されたことにな

生まれも育ちも違うのである。それ

た。

る。校歌なのか，血脇イズムなの

ぞれ２９校みんな違うのだから，各校

卒業して２０年，母校に対して何の

か，親子の多い学風なのか，教授な

の平均とか言っていると，あんこま

敬意をもたないまま生きてきた。地

のか，学食か，幸蘭か，トミーか，

みれのカラスも登場するからまず

域の先輩から，
「学閥なんて無くさ

校庭のどこかに隠されているのか，

い。やはり，各校の文化，歴史を尊

なきゃ」と言われ，分ってもいない

とに角，延々と平成の卒業生までに

重し，我々との温度差を大切にする

のに「そうだ，そうだ。
」と意気投

伝わっている。恐らく，１１５年前日

べきだとの話だった。

合し，大学の裏の焼き鳥屋でビール

清戦争で沸き立っている頃，当時の

最後に結論を。
『東京歯科は東京

をグビグビ飲んでいた。

若き教授たちにこの遺伝子風物体が

歯科らしく，自分たちの個性を大切

わが母校を意識し始めたのは保険

気づかないうちに注ぎ込まれ，その

にしよう。後輩たちが，同窓数の減

の審査委員になってからだ。当時，

後，明治大正昭和平成と絶えること

少にめげることなく素晴らしい血を

審査委員会の行動は，昼の食事から

なく働き続けたのであろう。この仮

発揮できるよう，我々が手本になろ

夜中の帰還まで，すべてが卒業学校

説が正しければ，９０年後の２０９５年

う！』ということである。さて，校

単位であった。そうなると当然，解

の２００周年記念，
「 愛すべき東京歯

歌を聴きましょう。

釈，行動など様々な面で学校の違い

科的人間 の起源は？」というテー

♪♪国手の精神 窮理の治法 こぞ

が浮き彫りになってくる。１００％体

マが，同窓会報特別企画として組ま

りて磨かん 未来はひびけり♪♪

育会系の学校，強い絆で結ばれてい

れることになる。残念ながら，その

る学校，超個人主義を謳う学校，そ
れぞれ極端に色がある。先輩からも
「血は水よりも濃し」なんていわ
れ，意味は分らなかったがなるほど

メカトロから IT へ そして次は

と納得していた。

林

「東京歯科を出た奴はどんな感じ

量一（昭和４８年卒）

か？」と人にきくと，
「真面目」
，
「一

ものいじりが好きで，高校時代は

年間は，朝から授業が始まる前に行

匹狼」と想像もつかない単語が出て

写真機をいじっていたのが市川に

う車庫での始業点検に始まり一日中

くる。違う人に聞いても同じような

やって来て真っ先に目についたのが

機械油の染み込んだつなぎの作業服

説明なので，それなら真面目で結

自動車部のお誘いでした。カメラよ

で過ごし夜は毎日終バス後の終電に

構，それで行こうと思ったとたん，

りよっぽど大きくて複雑な自動車を

乗るためグランド内車庫から市川駅

「あ い つ，東 歯 み た い だ よ」な ん

いじれるのが魅力で活動内容など深

まで歩くか，車庫に帰るハイヤーに

て，他校同士で村八分的な扱いをし

くは考えずに入部。以来市川での２

頼んでただでのせてもらったりが日
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課となりました。学部にあがってか

たこと。一宿一飯というけれど，一

の悩みは近年の活動記録がほとんど

らも車整備，遠征などで部活に費や

人二人ではない，うす汚い腹ぺこ連

といってよい位存在しないことで

す時間は膨大で，車いじりに熱心の

中をよくもお世話いただけたものと

す。年度，年度の当事者に聞いても

あまり出席時間不足で卒業延期など

今更にありがたく感謝の思いがつの

そもそも記録そのものがとられてい

という先輩がいたりしたほどです。

ります。

ないということが判明し，記念誌製

夏には遠征と称して，いつ壊れるか

自動車部は昨年創立５０周年を迎え

作は立ち往生しています。部創立間

分からない怪しげな車で隊列を組み

東京ドームホテルで祝賀会を行いま

もない自動車ならぬ押して歩いた他

いろいろな地方を走りました。わず

した。３０周年の際に作った記念誌を

動車時代から，先輩後輩のかかわり

かな部費はほとんどガソリン，部品

再度作ろうということになり，私が

濃厚な私たちのポンコツ車再生世

代に消えるため食費は極端に切り詰

取り纏め係に任ぜられました。前回

代，そして昨今の先輩，後輩に関心

められ，自炊の飯に一人一個の缶詰

は３０年分の活動記録，資料が山積み

なく今だけに集中する IT 世代と時

の配当。そんな遠征先で感動し，あ

で乗用車のトランクに収まらないほ

代は変化していることをこんなとこ

りがたかったのは，各地元の東歯同

どあり，どの資料を掲載するか，

ろでも痛感します。

窓の先輩方に豪華な夕食，風呂，屋

せっかく集まった資料をいかにカッ

もう何年もマイカーをもてない私

根付きの宿などのお世話をいただい

トするかで大いに悩みました。今回

は片道１７km を自転車を漕いで診療
所に通います。今年の夏はかみさん
と連れ立ってオーストリアでのサイ
クリングに出かけます。過去を振り
返るのは少しにして，変化を認識し

未来をみつめて

新しい世代を旧来の世代がしっかり

健康投資がみえる歯科医療戦略に向けて
梅村

認知していく意識が今は必要ではな

長生（昭和４９年卒）

いかと思います。

２１世紀前半の日本社会を象徴する
キーワードは少子高齢化に加えリス
ク，二極化を軸にした格差社会の到
来である。戦後６０年を経て日本は初
めて人口減少の波を迎え，０７年から
は団塊世代が定年退職となる。労働
生産性や質の向上が課題となる一
方，保健医療，とくに医療費の増加
が見込まれる。 ０７年の制度改革を
目指す医療制度や高齢医療制度はま
さに団塊世代対策改革と言ってよ
い。更に，団塊世代の退職金を当て
込んだ税制改革は大増税となること
が予測されている。世代，組織，社
会に求められたものは，市場原理に
図１

対応した競争力＝改革力であり，
「小
泉改革」の本質である。目標をあい
まいにしたままの共同体組織は，理

持つトヨタである。また政治の動向

競争社会は生活リスクを拡大し，

念，ヴィジョンを構想し，戦略を明

に左右される関係上改革速度が遅い

リスク処理の責任が個人化する。こ

確に打ち出した目的達成型機能体組

とは言え，もともと機能分担や世代

のことにより，選択に対する自己責

織に負ける結果となる。勝ち組組織

交代の仕組みを持つ官僚組織も目的

任の傾向が強まり，将来設計を戦略

の代表が環境・情報への世界戦略を

達成型組織と言える。

的に考える人が増え，社会が活性化
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すると自由化論者は主張する。勝ち

技術を応用した歯科技術を脱却し，

寿命の延長を目標とした健康投資で

組の戦略は単純に言えば，資格取得

生活習慣病としての歯科疾患を予防

ある」
との理念・戦略を展開する中で

を手段として起業家への道である。

から障害モデルへの連続性から，体

未来を見据える必要がある。
（図１）

ではこういった近未来社会に歯科

系化した科学として，歯科医学を再

界はどういった戦略を立てるかが問

生すべきである。歯科受診は「健康

われている。
大学も淘汰の時代に入り，皮肉な
ことに高等教育の普及拡大は，若年
失業者の増加を招き，大学は社会の
要請に答えられなければ廃校の危機

未来をみつめて

―３０年後の私の願い―

に曝されている。高い授業料や教育

深水千枝子（昭和５３年卒）

費を払い続けた「けなげな親」の消

（旧姓

鈴木）

滅は，多くの私立歯科大学の経営危
機を招くと予想される。大学は社会

入学当時の市川の進学課程の校舎

は，茶道部とワンダーフォーゲル部

要請を踏まえた大学教育改革や研究

はピンク色の塗装で，どことなく幼

を兼部することになりました。茶道

を見直す発想が必要である。

稚園の雰囲気を漂わせていました。

部は日本家屋の血脇会館で練習をし

それには，歯科医学や歯科医療

大学受験を控えて，将来の自分を考

ましたが，小さい頃に習った袱紗
（ふ

が，健康寿命の延長を目標とし，

えた時，小学生の頃に思っていた
「素

くさ）さばきやお点前を体のどこか

QOL を高める健康科学に立脚した

敵なおばあちゃんになる」ために

で覚えていたのでしょうか，とても

方向性を国民に明確に示すことが大

は，一生続けられる仕事を持ち，ま

懐かしい気持ちになったものでし

切であると同時に「かかりつけ歯科

ず経済的に自立することだと考える

た。一方，ワンダーフォーゲル部に

医」を中心とした病院や医科診療所

ようになりました。歯科医である父

は「旅行クラブに毛が生えたもの」

との連携ネットワークを促進し，虫

の影響が大きかったことはもちろん

と言われて入部したものの，隔週末

歯治療から在宅歯科医療まで安心安

ですが，以前から子供に関わる仕事

の山行き，２週間の夏合宿，スキー

全で質の高い歯科医療・介護サービ

がしたいと思っていましたので，何

ツアーや春合宿と，私を肉体的だけ

スを切れ目なく包括的に提供する体

も迷わず小児歯科医の道を選び，ゆ

でなく，精神的にもたくましく成長

制の構築が求められる。医療分野で

くゆくはホームドクターを目指した

させてくれました。もし，これらの

推進されている IT 化は良質で安

いと考えていました。将来に向け，

クラブに入っていなかったら，自分

心・安全な医療の実現や医療費抑制

胸ふくらませる１８歳にとって，この

の中の世界がこんなに広がることは

のための情報戦略である。

市川の環境は少々肩すかしをくらっ

なかったと思います。クラブに限ら

２００８年には保険者機能が都道府

た感がありました。しかし，女子高

ず，同級生はじめ，先輩，後輩にも

県に移管される医療制度改革が行わ

で過ごした私にとって，ここでの２

恵まれました。個性豊かな集まりで

れる。

年間は共学の第２の高校生活のよう

あった高校生活で育まれた「自分の

なものでもありました。クラブ活動

主張をわかってもらうためには，十

７０年代のスペースシャトル開発
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ました。伝統あるこの大学で育まれ

く協調することが大切である」とい

大学院時代の二十代，結婚・子育

たものは，今も脈々と流れていると

う姿勢をベースに，私の大学生活は

ての三十代，両親との関わりの四十

本当に有意義なものでした。しかし

代と，仕事を続けながらめまぐるし

「素敵なおばあちゃんになる」と

一方で，６年間をこの学び舎で過ご

く変わっていく日常を，無我夢中で

いう願いを実現するためにも，今ま

したことが，これからの私にとって

過ごしていました。ほんの少し自分

で以上に何事にもチャレンジし，ポ

どんな意味を持つものなのか，とい

の時間が持てるようになった今，卒

ジティブパワーをまき散らす五十代

う疑問を抱いたまま卒業したことも

業時のあの疑問が解けたように思い

を現在進行中です。

……。

した。
私は夫との別れ，子育て，親の介

明日に向かって
伊尾
（旧姓

護をしながらの歯科医としての仕事

明子（昭和５６年卒）
押野）

の２０年を考えると，そこには家族，
仲間の歯科医，従業員，親戚，ある
時は患者さんからさえも温かいご理

同窓会報特集号の原稿依頼があ

りませんでした。

り，驚きと同時に戸惑いを覚えまし

そのうち実家の母親の介護をする

た。日を追うごとに苦痛になってき

ようになり，老人福祉の問題や老人

ましたが，原稿依頼の真意もわかっ

介護の現状に目が向くようになりま

てきました。それは，この度私が苫

した。

解ご支援という心の支えを戴いたか
らこそ今があると確信しておりま
す。
私はある認知症施設の歯科協力医
の任にあたることになりました。そ

小牧支部の支部長に推され，渋々な

最近，子どもたちに手がかからな

れは，高齢化社会における歯科診

がらもお引き受けしたことによるも

くなり苫小牧支部の同窓会に出席す

療，特に有病者や寝たきりの方の治

のでした。

るようになり，会計を命ぜられ２年

療や口腔ケアの問題と向き合うこと

間の時が過ぎました。

になりました。

難しく考えるのではなく，私が
辿ってきた道程を綴りながら，所信

そんなある日，前支部長がご病気

女性の社会進出が珍しくなくなっ

の一端を述べさせて戴こうと思いパ

になり後任の支部長選出が話題とな

た今，少子化現象が社会問題となり

ソコンに向かった次第です。

り「支部長の仕事は本部との連絡が

物議をかもし出しており，仕事をと

私は大学卒業後北大の第１保存講

中心」との弁に乗せられ，深く考え

るか子どもをとるかの二者択一議論

座に２年間勤め，その後結婚，出

ずに支部長を引き受けてしまったの

は私には無用の長物でしかありませ

産，育児があり，忙しい時だけ夫を

です。

ん。私は何とか頑張ることができ，

手伝う生活をしておりました。夫の

私は歯科医になって良かったと思

少しは成長したとするならば，それ

「歯科医は女性に適している」とい

うようになりました。その一つは，

は子どもたちのお陰であり，子ども

う言葉にのせられて何とかやってお

夫の死後，どのようにして生計をた

と共にありたいという願いが，意欲

りました。

てるかを考えた時，患者さんに感謝

の源であるように思えるのです。

下の娘の出産と同時期に私の実家
の父（歯科医）を亡くし，週３回生

されながらの歯科医の仕事に誇りが
もてるようになったことです。

お陰様で健康にも恵まれ余暇には
テニス，ゴルフ，冬はスキーにと趣

まれたばかりの娘を車に乗せて約４０

しかし，そこにたどり着くまでに

Km 離れた厚真町にある実家に通勤

は時間も必要でした。夫の看病が十

することになりました。

分にできなかったことのジレンマ，

同窓会の発展を願いながら，苫小

それから５年後に夫が病に倒れ，

更に子どもたちとのかかわりの中

牧支部の中で私なりに役目を果たそ

苫小牧と厚真の診療所での治療活動

で，十分な接し方ができず，子ども

うと考えているところでございま

更に夫の看病と毎日走りまわる生活

たちには寂しい思いをさせたのでは

す。

が続きました。夫が亡くなるまでの

ないか，と思い悩んだ時，歯科医の

間，同窓会に出席するどころではあ

仕事に疑問すら持ったこともありま
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１１０周年アンケート

同窓意識調査

― 世代間の意識ギャップはあるか？ ―
表１

Ａ．アンケートの目的と「リスク化」
，
「二極化」
東京歯科大学同窓会百十周年を迎え，歯科界に限らず
この十年で社会の不安定化が進んでいます。大企業に勤
め，安定した暮らしが出来た世の中から，企業の倒産や
リストラ，家族関係においても結婚しない人，離婚の増
加，老後への不安など将来への不確実性が増加していま
す。まさに先の読めない不安な社会です。
「希望格差社会」
（山田昌弘 ２００４ 筑摩書房）によれ
ば，将来生活の予測が行いにくくなり不確実性になって
いくプロセスが「リスク化」だとしています。また戦後

回答者の世代別並びに男女別構成

世代

男性

女性

不明

計

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代
７０代
８０代

２２
３８
６４
８３
６３
４９
２６

２５
１６
１８
１３
１１
１

４２
４８
４６
４８
５０
２１
１

８９
１０２
１２８
１４４
１２４
７０
２８

総計

３４５

８４

２５６

６８５

の日本社会は「中流社会」と言われてきましたが，その
中流社会が崩壊し様々な格差が拡大に向かっている状態

する」と「希望格差社会」
（山田 ２００４）にあります。こ

を「二極化」というそうです。いわゆる「勝ち組」
，
「負

のような社会の状態の中で会員はどのような意識を持

け組」という言葉が生活のあらゆる領域に当てはめられ

ち，意識の変化はないか。

るようになっているのが現在の状況といえます。

２．同窓生の特徴：

歯科でも患者の集まる歯科医院と，苦戦している歯科

同窓会１１０年の歴史の中で育んできた東京歯科大学同

医院とに分かれてきています。今後，患者主体の医療が

窓生の特徴をどのように認識しているのでしょうか？特

一層進展することにより，患者主体などといった尺度の

に世代による相違がないか。

競争原理により患者に選別され，歯科医院の二極化がま

３．女性歯科医師への対応：

すます進んでいくと思われます。歯科医師過剰の苦しい

男女共同参画社会が叫ばれている中どんな対応をおこ

現状をさらに「二極化」により歯科医院経営を難しいも

なうべきなのでしょうか？

のにしていると考えられます。歯科医師の過剰だけでは
なく二極化も歯科界の問題です。

１）不安定化社会の中での会員の意識

今回のアンケート調査では，このような不安定な社会

「将来日本社会は今以上には豊かにならない」
（グラ

の中で我々同窓の意識はどのようになっているのか，会

フ１）という設問は実は東京都で実施した調査です。そ

員にスタンスの違いはないのか等を調査いたしました。

れによれば小学校の５年生の約半数，そして中学２年生
の７割以上がと悲観的な回答しています。このアンケー
トの同じ問いの結果は４０代から６０代までは約７０％が同

Ｂ．アンケート結果と考察
回答総数は７０３通そのうち年代記載等のない１８通は除

様に回答しています。それに対して２０代から３０代にかけ

外し，総数６８５通のアンケート結果を集計いたしまし

ては日本の将来について比較的楽観的にみているように

た。また回答者の世代別構成，男女別構成は表１の通り

思えます。

です。

しかし「歯科医をしていれば生活に不安は無い。
」
（グ

なお，紙面の都合上次のテーマに別けてなるべく簡潔

ラフ２）と思う人は若い世代で特に少なく歯科医師とし

にご報告させていただきます。

て将来へ多数の会員が不安を抱えている状態だと考えら
れます。同様に「現在開業することはリスクが高い。
」

１．不安定化社会の中での会員の意識：

と全体の６０〜７０％が考えています。歯科医師という職

「リスク化，二極化の影響は生活状況を不安定化させ

業特に開業することがリスク化しているといえると考え

るにとどまらず，人々の社会意識までも不安定なものに

ます。
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また約８０％の人が「歯科医師の間でも階層格差が広
がっている。
」格差が広がる二極化を実感しているよう
です。
「努力は報われない」では３０％が「そう思う」
「どち
らかというとそう思う」という回答でした。ただし７０代
では６０％を超えて「努力は報われない」と回答してい
ることは注意しなければならないことだと思います。７０
代の回答（
「将来の日本社会」
「私は充実した一日を過ご
している」などでも）にはこのような比較的に否定的な
意識が多い傾向がありました。７０代の歯科医師にも何ら
かの問題が存在するのでしょうか。今後の調査課題かも
しれません。それに対して２０代３０代は肯定的，健康的，
楽観的な見方が多く意識まで不安定化していないとも取

グラフ１

れます。社会の不安定化の影響を最も受けるのが若い世
代ではないかと予想がありましたが，この調査結果では
予想外の結果でした。
「生計の援助の程度」
（グラフ３）を年代別に見てみる
と，２０代ではほとんどが援助を受け，そのうち３分の２
が９割から１０割の援助を受けている現状にあるようで
す。また３０代でも４０％が生計の援助を受けている結果
がでました。ご子弟を歯科大学に入学させている会員の
皆様にはショックな数字ではないでしょうか。
平成１８年度から新たに実施される歯科医師研修制度に
おいてはこの点が改善されるようですが，歯科医師過剰
のシワ寄せが最も起きる卒直後の世代では以前のように
はなるわけがありません。なかなか自立できない子弟が
いらっしゃる場合には，この費用もリスク化し不安定要

グラフ２

素になります。一方援助を受けている歯科医にとっても
自立することや開業のリスクを先送りしている状態とも
言えると思います。
「医師主体から患者主体の医療になることに違和感が
ある。
」と回答は３７％で特に年代の高い会員に患者主体
の医療に対して違和感が強いようでした。
その他の設問に肯定的に答えた結果は次の通りです。
「人生は意欲次第である」約９０％，
「豊かな家族生活を
築く」９０％，
「歯で苦しむ人を救いたい。
」９０％，
「歯科
医師として患者さんに感謝される充実した人生を送りた
い」９５％，少し元気の出る結果ではないでしょうか。
２）同窓生の特徴
「血脇イズムを守っていかなければならない。
」
（グラ
フ４）と答えた６０，７０代の会員はもちろん多数いらっ

グラフ３
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しゃいました。それに対して３０から５０代では少なくな
「血脇イズムを守
り，２０代では５０％をきるほどでした。
らなくてよい」とした回答も２０代では約２５％を示して
いました。
（その他の年代では１０％ほど）
「まだわからな
い」と 回 答 し た の は２０か ら５０代 で は２０％か ら３０％に
なっていました。
「血脇イズムは古い」
，
「血脇イズムは
我々を束縛する」
，の回答でも２０代は他の世代より比較
的高い数値でした。
「東歯家族主義のいわれを知らない」
（グラフ５）という回答も２０〜６０代でそれぞれおよそ
４０％を占めていました。
「血脇イズム」も世代によって
捉えられ方が異なってきているのではないでしょうか。
血脇先生に会ったことがないどころか，血脇先生に実際

グラフ４

会ったことのある先輩ともお目にかかっていないという
会員が多数になってきています。時代を経た今，血脇先
生という大きな魂に直接触れずに言葉だけで理解するこ
とは当然難しいものとなってきているのでしょう。
井上 裕理事長は「チワキイズムは，最初に理念あり
きではなく，血脇先生が実践された教育の中から形成さ
れてきたものである」と書いています。血脇イズムを引
き継ぐ実践の継続が途切れたならば血脇イズムはどう
なってしまうのでしょうか。
ところで東歯家族主義に関しては次のような学閥の批
判意見を多数頂いています。
「学閥に違和感」
「どこの同
窓会でもある必要だがすべてではない。
」
また同じその他の解答欄に「先生と学生が親子のよう
な関係でした」と昔を懐かしむ８０代の会員のコメントが
ありました。親子のように親しく情が通い合う学校だっ

グラフ５

たのでしょう。しかしながら今現在の考え方からすると
これはパターナリズム（父権主義）であり，自己決定権
を妨げるために否定的な捉え方をされてしまうのでしょ
う。自己決定権は患者主体の医療，健康日本２１の支援の
進め方，障害者対策，参加型の教育など現在の考え方に
必ずといってよいほど含まれている考え方です。高齢世
代のパターナリズムと若い世代の自由な自己決定権に
は，世代間のスタンスの差を認めていかなければならな
い部分と考えます。
「同窓会は楽しい」
（グラフ６）と考えている世代は
５０代以上では比較的多いのですが，４０代より下ではだん
だん少なくなっています。また「上意下達の上下関係で
ある」
（グラフ７）と考える人は全体的には半分くらい
ですが，世代が若くなるほどそのように思う人が多い結
果となりました。上の世代が考えている以上に若い世代

グラフ６
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メントを頂きました。
「男女問わず能力のある方がすべ
きと思う。女性ということで機会が与えられない世の中
ではない」といった内容が多く書かれていました。
「男女問わず能力のある方」がすべきというのは当然
のことですが，能力のある女性歯科医が家庭に縛られて
歯科医師会に出られないのが現状でもあります。能力の
ある人には参加してもらえる工夫をすることこそ女性問
題の一つでもあり，歯科医師会をより活性化する方法で
もあると考えます。
日産自動車の改革に成功したカルロス・ゴーン社長は
「グローバルな競争において女性を活用できるかどうか
が，企業の成功，ひいては日本の成功を左右すると思

グラフ７

う。労働力不足に対する唯一の方策は，既存の労働力の
活用，つまり女性により多く投資を行い，より多く活用
は居心地の悪さを感じているのかもしれません。

することである。
」といっています。女性の活用こそ組
織において肝要と考えられています。

３）女性歯科医師への対応

また「チワキイズムは，人間は身分上下の関係なく平

「東歯同窓会理事に女性理事を入れるべきだ。
」とい

等であるとの考えである。
」
（井上理事長）という考え方

うことに関しては多数の賛成者がありましたが，
「女性

からすれば，男女共同参画を推進することも血脇イズム

理事の定員を設けるべきだ。
」という設問には４０％程度

であるとはいえないでしょうか。

の賛成者のみでした。平成１０年各界の有識者等を対象の
総理府で行った「男女共同参画社会に関する有識者アン

Ｃ．むすび

ケート調査」でも女性の定員を定める割当性への賛同は

最後までお付き合いいただきましてありがとうござい

低いものでした。その代わり「ガイドラインの作成，女

ました。今回のアンケートに際しましては面倒な回答方

性に対する研修機会の提供などのゆるやかな手段により

式にもかかわらず御協力いただきまして感謝申し上げま

女性参画を促すべきである」という意見に多くの有識者

す。また「未熟な考え」を会員の皆様からお叱りやら間

が賛成していました。

違いを指摘されることと思います。偏に会員の皆様の間

女性問題その他の欄には会員の皆様から一番多くのコ

でこのような問題を話していただければ幸いです。

百十歳の本
「高山歯科医学院ノ過去及状況」
（血脇守之助著，１８９５年４月）という高山歯科医学院のパンフレットのような１１０年前の本
があります。高山歯科医学院の校舎，診療室，卒業生名簿等が載っています。初めての女性歯科医「高橋コウ（孝子）
」の名前
もこの卒業生名簿にあります。しかしながらその名簿には血脇守之助の名前はありません。１８９５年の４月といえば血脇守之助
が歯科医術開業試験に合格したときです。血脇はこの本と同時進行で試験勉強をしていたのでしょう。
国立国会図書館所蔵の明治期刊行図書を閲覧するデータベース「近代デジタルライブラリー」
（URL は http : //kindai.ndl.go.
jp/index.html）で血脇守之助を検索するとこの本をインターネット上で見ることができます。因みに!山紀斎で検索すると「保
歯新論」などの珍しい７冊の本が見られます。
この本の第１９章院友会には「一度本院の門に入りたる者は退学後と雖も本院の友となし，もって本人との関係を厚つせしめ共
同一致歯科医術の進歩を帰せんとす。本院は之が為，院友歯科雑誌の発行及びその他必要なる事業計画の途にあり其の産声を社
会に発するまさに遠きにあらざるべし。
」と書いてあります。２ヵ月後の１８９５年６月院友会が誕生しています。
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第１期

東京歯科大学同窓会役員

天野執行部（平成８年１月〜平成９年１２月）
会

・新たに会長以下副会長，常任理事１１名，理事８名，監事３名が選任さ

長

天野

恵（２５卒）

副 会 長

高橋

９卒）
立夫（１７．

〃

中川

博史（２０．
９卒）

〃

後藤

次夫（２４卒）

〃

大山

萬夫（２５卒）

〃

梅田

昭夫（２７卒）

れた。
・天野 恵会長：１０１年目の第１歩を，その行き方，歩き方が大切であ
り，又，大学と一丸となって執行していくと力強く決意を語る。
・２月 血脇守之助先生没後５０年追悼会行わる。於 パレスホテル

常任理事 （総

務） 金子

雅英（２９卒）

〃

（総

務） 大橋

和夫（３３卒）

〃

（渉

外） 渡辺

公武（３３卒）

〃

（会

計） 池田

漠（３４卒）

〃

（渉

外） 寺尾

伸治（３８卒）

・９月２９日 関根 弘前学長逝去

〃

（総

務） 福島

直（３９卒）

・１０月 第１３６回通常国会において「歯科医師法の一部改正案」が可

〃

（会

計） 木下

正道（３９卒）

決，卒直後臨床研修が努力義務として規定された。
（平成１８年度より

〃

（学

術） 奥家信一郎（３９卒）

〃

（広

報） 大井

基道（４０卒）

〃

（学

術） 藍原

繁樹（４１卒）

〃

（学

術） 宮地

建夫（４２卒）

〃

（共

済） 関

泰忠（４３卒）

〃

（広

報） 角田

正健（４６卒）

〃

（共

済） 梅村

長生（４９卒）

事 （北海道） 谷口

良一（３０卒）

・平成９年度より卒研セミナーの新たなる改革を決定。
（臨床研修セミナー，基礎コース，アドバンスセミナー，卒研
フォーラムの形態に）

１年間義務化に）
・平成８年度より東歯大が文部省より私立大学ハイテクリサーチセン
ターとして選定さる。
・１１月１６日 評議員会・１０２回総会 於 高輪プリンスホテル
議長 山之内正高評議員

副議長 中川勝洋評議員

理

・平成９年度より現在赤字財政が続いているので支出の削減が急務であ
るとのことで，第一次会則検討委員会発足
①役員数②評議員数③本部役員の出張人事④旅費交通費の削減を検
討
・３月 日歯役員選挙会長候補松尾 學氏落選，副会長候補梅田昭夫氏

〃

（東

北） 東海林

〃

（関

東） 若月

和郎（２７卒）

修（３４卒）

〃

（東

京） 貝塚

雅信（２６卒）

〃

（信

越） 塩谷

亨（４５卒）

〃

（東

海） 植田

昭夫（３３卒）

〃

（北

陸） 石崎

護（３２卒）

当選，菊池 豊氏常任理事に，平井泰行氏理事に，鳴神保雄氏嘱託に

〃

（近

畿） 荒木

賢（３８卒）

就任

〃

（中

国） 野村

浩（４０卒）

〃

（四

国） 岸

〃

（九

州） 澤田

・３月２２日 重松知寛教授逝去
・４月より消費税５％に
・１１月８日 評議員会・１０３回総会 於 グランドパレス
議長 山之内正高評議員

副議長 中川勝洋評議員

会費値上げ，執行部人員削減，評議員削減の会則改正案は継続審議
となり，予算案差し換えとなる。

正明（１７．
９卒）
稔（２５卒）

常任監事

山

監

高原

映忠（２５卒）

淺井

康宏（３３卒）

事
〃

名誉会長

清（２２卒）

五十嵐堯昭（１１卒）

H８年４月１日
中野喜一事務長より
狩野彦三郎事務長に交代
H９年７月１日より
理事

植田昭夫氏
荒川安雄氏（３４卒）
に交代
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第２期

天野執行部（平成１０年１月〜平成１１年１２月）

会

長

天野

恵（２５卒）

副 会 長

高橋

立夫（１７．
９卒）

〃

後藤

次夫（２４卒）

〃

大山

萬夫（２５卒）

〃

梅田

昭夫（２７卒）

・新たに副会長以下常任理事５名，理事７名，監事２名が選任された。
また，前回より４名の役員を削減して執行。
・天野会長：昨年の評議員会の対応のまずさを自ら反省し，毎年５００万

〃
常任理事 （総

円の赤字財政の建て直しが急務であると発言。
・第二次会則検討委員会発足
・７月 井上 裕氏 参議院４選
・１１月２１日 評議員会・１０４回総会 於 東歯大千葉校舎講堂
議長 貝塚雅信評議員

副議長 三浦美儀評議員

平成１１年度より会費２０，
０００円に値上げ決定，協議題で会則改正に
ついて提案説明途中で評議員よりスリム化，経費節約するのだから
協議題案件不必要と判断され中止となる。
・５月１１日 溝上隆男教授逝去

議長 坂登輝夫評議員

副議長 中村 博評議員

映忠（２５卒）
雅英（２９卒）
伸治（３８卒）

〃

（総

務） 寺尾

〃

（会

計） 池田

〃

（会

計） 関

泰忠（４３卒）

〃

（渉

外） 庵原

靖之（３９卒）

〃

（渉

外） 鈴木

裕（２５卒）

〃

（学

術） 奥家信一郎（３９卒）

〃

（学

術） 黒田

昌彦（４２卒）

〃

（広

報） 大井

基道（４０卒）

〃

（共

済） 守谷

道明（３３卒）

事 （北海道） 谷口

良一（３０卒）

理

・１１月２０日 評議員会・１０５回総会 於 東歯大千葉校舎講堂

高原
務） 金子

漠（３４卒）

〃

（東

北） 高橋

是崇（３６卒）

〃

（関

東） 中村

昭仁（３３卒）

〃

（東

京） 山内

恒徳（３６卒）

役員改選で天野同窓会長と熱田後援会会長の両者を押す声が多数

〃

（信

越） 下島

計雄（３５卒）

で，立ち合い人のもと両者で話し合った結果天野会長の続投が決

〃

（東

海） 西村

秀祐（２５卒）

まった。

〃

（北

陸） 山口

一郎（３２卒）

〃

（近

畿） 荒木

賢（３８卒）

〃

（中

国） 楊井

孝（４９卒）

〃

（四

国） 塩田

尚文（１８．
９卒）

〃

（九

州） 澤田

稔（２５卒）

・平成１１年度版名簿発行（１年遅れて）

常任監事

山之内正高（３２卒）

監

大橋

和夫（３３卒）

淺井

康宏（３３卒）

事
〃

名誉会長
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五十嵐堯昭（１１卒）

１１０周年記念特集 同窓会年表

第３期

天野執行部（平成１２年１月〜平成１３年１２月）

会

長

天野

恵（２５卒）

副 会 長 （全体・学術） 後藤

次夫（２４卒）

"日歯・広報・$ 梅田
# 大学・会則 %

昭夫（２７卒）

〃

・新たに副会長以下常任理事７名，理事７名，監事２名が選任された。

〃

また今期から，副会長の職務分担を決める。

（渉

外） 貝塚

雅信（２６卒）
雅英（２９卒）
和夫（３３卒）

・第三次会則検討委員会発足

〃

"日歯連盟・$ 金子
#大学・共済%

・情報部委員会発足

〃

（総務・会計） 大橋

常任理事 （総

・保険対策委員会発足
・３月 日歯役員選挙会長候補臼田貞夫氏当選，副会長候補梅田昭夫
氏，監事候補櫻井善忠氏共に落選するも日歯役員に梅田昭夫氏専務

務） 池田

漠（３４卒）

〃

（総

務） 寺尾

伸治（３８卒）

〃

（会

計） 渡辺

公武（３３卒）
隆一（３６卒）

〃

（会

計） 遠藤

で，平井泰行氏，川本黄石氏常任理事に，青戸泰吉氏が理事に就任

〃

（渉

外） 鈴木

裕（２５卒）

・５月 石川達也学長が会頭で第１９回日本歯科医学会総会，第２２回アジ

〃

（渉

外） 金山

公彦（３７卒）

〃

（学

術） 奥家信一郎（３９卒）

〃

（学

術） 高橋

義一（４８卒）

〃

（広

報） 大井

基道（４０卒）

〃

（共

済） 梅村

長生（４９卒）

事 （北海道） 谷口

良一（３０卒）

ア太平洋歯科大会が成功裡に開催さる。
・同窓会創立１００周年記念積立事業の終了，大学へ寄贈
・この年の国家試験３０１４名中９１２名不合格となり問題となる。
・１０月１９日 井上 裕氏第２３代参議院議長となる。

理
〃

（東

北） 入江

哲（４４卒）

〃

（関

東） 柳川

昭（２７卒）

〃

（東

京） 鹿島

隆雄（３８卒）

〃

（信

越） 石川

久磨（５０卒）

協議題として平成９年熱田委員長，平成１０年井上委員長，平成１２年

〃

（東

海） 森

耕一（２９卒）

櫻井委員長の答申の要旨説明，色々活発な意見が続出し，さらに執

〃

（北

陸） 柿原昌一郎（３４卒）

〃

（近

畿） 荒木

賢（３８卒）

〃

（中

国） 高木

瑞穂（４１卒）

〃

（四

国） 塩田

尚文（１８．
９卒）

〃

（九

州） 澤田

稔（２５卒）

・１０月２８日 卒研セミナー２５周年記念講演
・１１月１８日 評議員会・１０６回総会 於 赤坂プリンスホテル
議長 三浦美儀評議員

副議長 !橋哲夫評議員

行部で十分協議，次年度議案として提出することが決まった。
・平成１３年度より，ホームページの立ち上げ
・共済制度検討委員会発足
・８月 井上 裕氏 議長再選

常任監事

高原

映忠（２５卒）

・１１月１７日 評議員会・１０７回総会 於 赤坂プリンスホテル

監

淺井

康宏（３３卒）

中村

博（３８卒）

議長 大友 好評議員

副議長 櫻井善忠評議員

事
〃

名誉会長

五十嵐堯昭（１１卒）

平成１４年度より会費１８，
０００円に減額，嘱託制度設置が認められる。
天野執行部永年の懸案であった同窓会会則及び会則施行細則の一部

H１２年２月
同窓会事務所移転

改正が成立。その内容は「役員定数の削減，専務理事制の導入，評
議員の定数及び選任等」で，評議員においてクラス選任の評議員を
削除し，新たに若い卒業年の代表を選出することで，この件につい

H１２年１０月１日より
理事

塩田尚文氏から
久保田

晃氏（３８卒）
に交代

て，クラス代表評議員の必要性を強調する意見，クラス代表評議員
は同窓会活動を伝達して，意見を聴取する機能を果たしていないの

H１３年５月１９日
副会長

貝塚雅信氏

では等と，賛否の意見が約１時間活発に討議された結果，賛成多数

東京都歯科医師会会長選挙

で可決された。

出馬のため辞任
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１１０周年記念特集 同窓会年表

第４期

天野執行部（平成１４年１月〜平成１５年１２月）

会

天野

恵（２５卒）

副 会 長 （総務・大学） 梅田

昭夫（２７卒）

・新たに副会長以下常任理事１２名，理事９名，監事２名，嘱託３名を選
任。
・第四次会則検討委員会発足

長
〃

（会計・情報） 金子

〃

（学

術） 鈴木

裕（２５卒）

〃

（広報・厚生） 大友

好（３４卒）

〃

（渉

専務理事

・この年保険改正がマイナス１．
３％の改悪であった。
・渉外部保険委員会による小冊子「保険対策マニュアル」の発行。

常任理事 （総

雅英（２９卒）

外） 清藤

勇也（３４卒）

池田

漠（３４卒）

務） 渡辺

公武（３３卒）

〃

（総

務） 安藤

三男（３７卒）

〃

（会

計） 矢崎

秀昭（４２卒）

・会長指名の評議員は卒直後から卒年１０年迄とすることを決定。

〃

（渉

外） 坂井

剛（４０卒）

・９月 社会保険指導者研修会の折に東歯関係の保険指導者と同窓会本

〃

（渉

外） 増田

進致（４２卒）

〃

（渉

外） 黒須

誠（４２卒）

〃

（学

術） !橋

義一（４８卒）

〃

（学

術） 奥田

克爾（４３卒）

〃

（学

術） 天野

牧人（５４卒）

〃

（広

報） 大井

基道（４０卒）

〃

（厚

生） 梅村

長生（４９卒）

〃

（情

報） 江里口

・日韓共済 FIFA ワールドカップ

部との情報交換会開催
・１１月１６日 評議員会・１０８回総会 於 赤坂プリンスホテル
議長 川越文雄評議員

副議長 上野眞人評議員

緊急対策積立金会計の新設
・井上 裕後援会解散
・平成１５年２月号より会報誌が A４判に

理

事 （北海道） 藤森

彰（４７卒）

敏昭（４４卒）

・女性会員へのアンケート実施

〃

（東

北） 鈴木

・昭和２４年より平成１５年までの卒業生８，
０１１名のうち女性が１，
３５３名

〃

（関

東） 久保木康輔（２９卒）

で，女性会員の比率が１６．
９％。ここ５年間では７５８名中２６８名で３５．
４％

〃

（東

京） !橋

〃

（信

越） 小池平一郎（４６卒）

〃

（東

海） 寺本

康郎（３３卒）
澄夫（３５卒）

とその増加率はめざましいものがある。
・日歯役員選 副会長候補 清藤勇也氏 当選

雅夫（４４卒）
哲夫（４６卒）

〃

（北

陸） 奥川

平井泰行氏，坂井 剛氏，川本黄石氏常任理事，上野 光氏が理事

〃

（近

畿） !田

恬（２９卒）

に就任

〃

（中

国） 田中

文彦（４２卒）

〃

（四

国） 久保田

晃（３８卒）

〃

（九

・４月より社会保険本人３割負担となる。
・５月 健康増進法が施行
・１１月１５日 評議員会・１０９回総会 於 如水会館
議長 中根俊吾評議員

州） 澤田

稔（２５卒）

常任監事

高原

映忠（２５卒）

監

事

大橋

和夫（３３卒）

野間

弘康（３７卒）

託

貝塚

雅信（２６卒）

鳴神

保雄（３０卒）

中村

博（３８卒）

副議長 亀谷博昭評議員

会長より ①会費減額による財政の確立②財政の充実③会則の改正

〃
嘱
〃

について審議してもらいたいむねの発言があった。
・予算については全体的に１０％カットし，さらに理事会・委員会の食
費代をカットした予算案が可決。
会則一部改正案を諮ったところ評議員数は現行のままで，保険部・
情報部の新設をし，８部制で次年度より執行していくことと決定。
・１１月２７日 日本歯科医師会創立１００周年記念祝賀会が帝国ホテルにて
天皇，皇后両陛下ご臨席のもとで挙行された。
・１２月２５日 五十嵐堯昭名誉会長逝去
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〃
名誉会長

五十嵐堯昭（１１卒）

１１０周年記念特集 同窓会年表

第５期

天野執行部（平成１６年１月〜平成１７年１２月）

会

長

天野

恵（２５卒）

学） 梅田

昭夫（２７卒）

〃

（総務・会計） 渡辺

公武（３３卒）

〃

（広報・厚生） 大友

好（３４卒）

〃

（渉

副 会 長 （大

・新たに副会長以下常任理事５名，理事８名，監事２名，嘱託１名選
任。
・天野会長：財政基盤の長期安定化，女性会員の声を反映するように，
委員会に１名以上の女性委員を入れる様に指示，さらに１０％予算削

外） 清藤

勇也（３４卒）

副会長・ （学術・保険・情報） 池田
専務理事

漠（３４卒）

常任理事 （総

務） 中根

俊吾（３５卒）

〃

（会

計） 安藤

三男（３７卒）

・会費納入がコンピューター化

〃

（渉

外） 坂井

剛（４０卒）

・２月 日歯役員５名逮捕さる

〃

（渉

外） 増田

進致（４２卒）

〃

（学

術） 矢崎

秀昭（４２卒）

減されても事業内容が稀釈されないようにと挨拶。

・会員種別並びに会費に関する検討委員会発足

〃

（学

術） 関

泰忠（４３卒）

・６月１日 石川達也前学長に代わり，金子 譲新学長就任

〃

（学

術） 角田

正健（４６卒）

・臼田貞夫日歯会長辞任，井堂孝純氏が新会長に。清藤勇也氏副会長並

〃

（広

報） 大井

基道（４０卒）

びに池田 漠氏監事に当選。矢崎秀昭氏，村居正雄氏常任理事に，

〃

（厚

生） 馬橋

亟男（４５卒）

〃

（保

険） 黒須

誠（４２卒）

〃

（情

報） 江里口

彰（４７卒）

上野 光氏が理事に就任
・平成１７年度より 大学と同窓会共催でカリキュラム研修ワークショッ

理

事 （北海道） 藤森

敏昭（４４卒）

プ開催決定。
（指導歯科医師の資格を取得し，臨床研修医の研修指導

〃

（東

北） 高畑

研佑（４６卒）

に協力することを目的とするもの）

〃

（関

東） 関谷

和夫（４２卒）

〃

（東

京） 上野

眞人（４１卒）

〃

（信

越） 山田

潤造（５２卒）

〃

（東

海） 喜田

正昭（３４卒）

・１１月２０日 評議員会・１１０回総会 於 如水会館

〃

（北

陸） 前田

昇（４３卒）

議長 氏家英峰評議員

〃

（近

畿） !田

恬（２９卒）

〃

（中

国） 松井

一成（４２卒）

〃

（四

国） 久保田

〃

（九

州） 江崎梅太郎（３０卒）

・緊急休業時歯科医師派遣制度設置に向けて委員会で協議
・野口英世と東京歯科大学展１０月３１日〜１１月６日 於 水道橋校舎

副議長 池田恒彦評議員

梅田，平井両氏を出来るだけ支援することを表明
・平成１６年度罹災件数は４５件で過去最大であった。
（台風２１件，地震１９
件，集中豪雨４件，火災１件）
・１１月２９日 渡辺公武副会長逝去

常任監事

高原

映忠（２５卒）

監

事

堀

光成（３７卒）

佐藤

亨（５４卒）

託

貝塚

雅信（２６卒）

〃

鳴神

保雄（３０卒）

〃

中村

博（３８卒）

〃

平井

泰行（３９卒）

〃

・平成１６年度版名簿発行
・平成１７年度より 会員種別並びに会費に関する検討委員会の答申につ
いて検討。
・４月より個人情報保護法施行
・６月 次年度の日歯会長選は選挙人６５０人で行なわれることが決定。
・７月 卒研セミナー３０周年を迎えて，フォーラム・シンポジウム開

嘱

H１６年６月１日より
理事職務変更
池田

催。
卒研セミナー３０周年記念フォーラム「歯科医としての生涯研修」
榊原悠紀田郎先生と共に語る。

晃（３８卒）

漠副会長・専務理事→副会長に

安藤三男会計担当理事→専務理事に
佐藤晃一氏（４３卒）
会計担当理事に新任
H１６年１０月１６日
梅田昭夫副会長

卒研セミナー３０周年記念シンポジウム
「高齢社会から求められているもの…そして歯科界の今」
28

平井泰行嘱託

辞任
辞任

１１０周年記念特集 同窓会年表

ゴルフ大会

新入会員オリエンテーション

卒後研修セミナー３０周年記念フォーラム
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１１０周年記念特集 あとがき

１１０周年特集編集委員会
担当役員
大友

好

安藤 三男
大井 基道
広報部委員会
小林 伯男
野村
林

淳
量一

黒澤 珍介
河田 英司
臼田

準

三友 和夫
尾! 圭子

１１０周年記念特集
あとがき

◇同窓会１１０周年記念特集をお届します。
◇周年記念に当たっては，過去の業績の集成・顕彰など，過去の記録の散逸を防ぐ為の出
版，過去をたたえる行事が企画されます。本会では，すでに１０年前，１００周年に当たり，
過去の集大成ともいえる記念誌が刊行されており，１１０周年では，その後の１０年の記録の
記載に留めました。
◇過去を振り返るのは，よりよい未来につなげる事に意義があります。そこで今回１１０周年
にあたっては，
「未来をみつめて」を統一テーマに置き，全体を構成しました。特にこの
１０年２０年で際だった変化として，女性会員の増加があげられます。以前から，女性会員は
存在しましたが，その活動は，クラス会などの狭い範囲に限られていました。しかし，最
近では，地区歯科医師会に積極的に参加し，委員会のみならず，理事としての活躍も各地
で聞かれます。又，本会でも，委員として参加されています。
◇広報部委員会でも，数年前から女性会員の実態調査から，活動調査などを行って，本誌に
も報告してきました。それまでは，女性会員の実数すら把握出来ていませんでした。今回
は，本会会員全体の同窓会に関しての意識調査と共に，女性会員の実際の現在の「想い」
をわずかですが探ってみました。このことが端緒になり，同窓会の中での女性会員のより
積極的な参加，活動を期待します。
◇今ひとつ，会長の挨拶の中にもありますが，１０年間で１０数パーセント，２０年間では，３０
パーセントを超え，３分の１近い会員が入れ替わる事になります。
「未来をみつめ」る為
には，過去を把握している必要があります。あと１０年後には，１００周年の記録を持たない
会員が多数生じてしまいます。今回，１００周年記念誌の CD−ROM 化を検討しました。
過去を共有する事で，より連帯感が期待出来ます。予算の関係もあり，次回周年事業に申
し送る事としました。記録の IT 化により，費用の節約と，保存の簡便さや検索など利用
の利便性が増す事と思います。
（編集委員会委員長 小林 伯男）
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今 は 昔
卒業アルバム・私のアルバムから

正 和 会
（昭和５１年卒）

私たち昭和５１年３月卒業生は８１期

の学年が主管学年となる」と伝達さ

した。
「乳歯むし歯の多発，子ども

生，会の名称は正和会（せいわか

れ，運動系のクラブには緊張が伝わ

を看てくれない歯科医師，歯科医師

い）です。命名の由来はユニーク

りました。その秋には第一次オイル

会の内部は分裂混乱，これでいいの

で，学部時代の学年主任であった

ショック，補綴実習で使うパラフィ

か歯科医師会」こんな調子の記事が

鈴木和男教授と瀬端正之教授から一

ンワックスが姿を消し，粗製のワッ

毎日繰り返されました。歯科医師の

字ずつ戴いたことによります。思え

クスがどこからか現れたこともあり

卵としては，自分たちが目指してい

ば昭和４５年に大阪万博開幕とともに

ました。４９年の学三の秋，登院機材

る未来が暗く見えて来た時期でもあ

入学し，昭和５１年に沖縄海洋博の閉

に名前を入れる時間帯には長島茂雄

ります。でも就職に困る時代ではあ

幕とともに卒業した学年です。大盛

選手の引退試合，仕事を早く切り上

りませんでした。

況だった万博，盛況には至らなかっ

げて後楽園に行った仲間もいまし

た海洋博，中間にはドルショック・

た。

卒業後他の大学で教授に就任した
仲間はいますが，本学では教授が誕

オイルショックを挟み，高度成長に

昭和５０年初夏だったと思います。

生していませんでした。ところが都

ブレーキがかかった時代を過ごしま

学四病院実習生が緊急召集されまし

立病院に転出していた高野君が，今

した。

た。
「来年度の国家試験が従来の論

年４月から口腔外科の教授に就任し

入学当時の市川キャンパスには学

述式から多数枝選択方式に変更され

ました。写真は，６月に首都圏を中

生運動の余塵が残っていましたが，

ることが厚生省から発表された，以

心とした仲間が集り，激励会を開い

やがて落ち着きました。４７年に学一

後この方式に慣れてもらう」と伝達

た時のものです。来年は卒後３０年，

に進むと「今年度から登院学生を除

されました。だれも経験していない

同期会を予定しています。鈴木和男

く全学生は土日連休の週休二日制と

試験方式で最後の最後まで落ち着か

先生をお迎え出来ないのは残念です

する」と宣言されました。以後２年

ない日々でしたが全員合格，あの時

が，同期諸君の多数の出席をお願い

半，学部で土日連休の生活をエン

の全員歓喜は，今でも語り草です。

します。

ジョイした最初の学年です。４８年に

一方で病院実習に明け暮れていた私

学二になると「来年度東歯は歯学体

たちには，毎日のように，歯科医師

の主管大学に決定していて，君たち

界の混乱を伝える報道が伝えられま
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（五十嵐康夫 記）

巻

頭

言

は常にテーマに上げ取り組んで来ている。特にこの数年
は卒直後の研修に焦点をあてセミナーを開催している。
平成１８年４月より歯科医師臨床研修制度が必修化され
る。歯科医師国家試験に合格しても，１年間の臨床研修

歯科医師生涯研修

を修了しなければ診療所の管理者になれないという制度
である。厚労省は歯科医師臨床研修費として，１８年度３４
億数千万円の予算を要求し積極的に取り組んで来てい
る。国民に安全で良質な歯科医療を提供する為の臨床医
を送り出す大切な１年間として研修を考え，その到達目
標は患者中心の全人的医療を理解し，すべての歯科医師
に求められる基本的な診療能力（態度，技能及び知識）

学術担当常任理事

関

を身につけ生涯研修の第一歩とするとし，さらにその研
修の目標に８項目上げ，その第一に歯科医師として好ま

泰 忠

しい態度・習慣を身に付け，患者及び家族とのよりよい
人間関係を確立するとしている。本学の建学の精神は
血脇守之助先生の「歯科医師である前に人間たれ」が
モットーであり，本学の教育の基盤になっているのでこ
の様な事は今さらの観があったが，ある新聞に研修医の
手記としてこんな記事があった。
『昨年の４月から臨床
研修医をスタートさせました，当院では見学が主で治療
に携わることはほとんどありませんでした。私の研修先
ではもっとも基本的で大切なことではありますが，挨拶
の仕方から教わりました。毎日，院長先生やスタッフの
患者さんと接する態度を観察し，勉強しました。この４
ヵ月間で徐々に患者さんとの会話や，口腔内に触れるこ
とに慣れることが出来たように思います。大学と開業医

平成７年同窓会創立１００周年記念卒後研修セミナー，

の特徴を同時に知り，学ぶことが出来るという点で非常

TDC 卒研２０周年記念講演は「新しい時代の医療の姿」

に有意義であると感じました。
（途中略）
』本学の出身者

をテーマに関根 弘先生，中川米造先生，新庄文明先生

ではないが臨床研修医の実態であろう。

を講師に行われ，国民の望んでいる歯科医師像は，全人

臨床研修医のマッチングが９月から始まった。９月３

的な視点に立ち，患者さんの問題を解決できる，キュ

日に行われた本学の説明会には，他校から３００名の参加

アーよりケアーを取り入れた条件を備えることが必要で

があったという。東京歯科大学においてはその受皿であ

あり，その為には卒前教育の改革と卒後研修の拡充を計

る協力型研修施設の確保と臨床研修指導医の協力が必要

る事を強調した講演であった。

であり，その為には同窓会の関与する所が大である。将

本年 TDC 卒後研修セミナーは３０周年を迎え「歯科医

来の歯科医師を育てる事が我々開業医の新たな責務であ

としての生涯研修」と題して記念フォーラムを昭和１２年

る。研修医に診療させる事で患者さんとのトラブルや医

卒榊原悠紀田郎先生・千葉病院病院長石井拓男先生・昭

療事故が生じないかの不安もあるが，一方 OSCE・

和４２年卒宮地建夫先生を講師にお招きし，生涯研修の必

CBT・コミュニケーション学等，耳なれない教育を受

要性について，その歴史と変遷，教育現場，臨床現場

けて来る研修医から開業医が学ぶ事は皆無ではない。

夫々の立場からご講演を頂いた。生涯研修について卒研

平成１８年度は歯科医師生涯研修の新たな出発点である。
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お

知

ら

せ

理事会より
● 東京都の向島支部と本所支部が合併したい旨の文書が提出されました。これを受けて理事会

で承認し今年度の評議員会で決定する予定。なお新支部名は墨田支部となり，墨田支部には
同窓会旗を寄贈する準備をすすめている。

同窓会事業・行事
● 平成１７年度東京歯科大学同窓会評議員会・定時総会

と き
ところ

平成１７年１１月１９日（土）
如水会館（千代田区一ツ橋２丁目）

● TDC

卒後研修セミナー２００５プログラム
フォローアップセミナー
№８「こんな時どうするの？ フラップオペレーション
〜フラップオペレーション・成功の秘訣〜」
問い合わせ先：東京歯科大学同窓会学術部
Tel.０３−５２７５−１７６１

１１月１３日
（日）

母校関係行事・案内
● 臨床研修指導歯科医のためのカリキュラム研修ワークショップ

日 時：平成１７年１１月１９日（土）
，２０日（日）
場 所：東京歯科大学千葉校舎
１泊２日の合宿形式でおこないます。
お問い合わせは，東京歯科大学教務課 ０４３−２７０−３７３３ までお願いいたします。
追記
平成１８年度の臨床研修施設関連の申請書類につきましては，８月３１日付けで厚生労働省に提出い
たしました。同窓会の先生方のご理解とご協力で，千葉病院で９１施設，水道橋病院で３１施設の協力
型臨床研修施設（市川総合病院は研修協力施設）を申請することができました。
平成１９年度の臨床研修施設の申請締め切りは平成１８年６月３０日となります。今後，協力型臨床研
修施設となるためのご準備をされている先生で，指導歯科医講習会を未受講の方は，是非ご参加を
お願いいたします。
臨床研修委員長
一戸 達也
上記の要領で，第１９回カリキュラム研修ワークショップを開催いたします。臨床研修指導歯科医
になるために受講が必須とされています。同窓の多くの先生方のご参加をお願いいたします。

ご 注 意
会員の皆様方に「東京歯科大学同窓名鑑」の案内が行っておりますが，当同窓会とは一切関係がござい
ませんのでご注意下さい。また，大学・同窓会名を使っての不審な問い合わせ等がございましたら，先に
同窓会事務局０３−５２７５−１７６１へご確認下さい。
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会

務

平成１７年度東京歯科大学同窓会評議員会
定時総会，懇親会 日程
第６号議案 平成１６年度 財産目録

１．日 時 平成１７年１１月１９日（土）
２．会 場 如水会館 ２階 スターホール

（監 査 報 告）

東京都千代田区一ツ橋２丁目１番１号

第７号議案 平成１８年度 事業計画

電話番号 ０３（３２６１）１１０１（代表）

第８号議案 平成１８年度 入会金（現行本学出身の会員

３．日 程

５，
０００円，
推薦会員５０，
０００円）

区 分

時

第９号議案 平成１８年度 会費（現行１８，
０００円）

間

評議員会

午前１０時００分〜午後３時００分

定時総会

午後３時１０分〜午後３時５０分

懇 親 会

午後４時００分〜午後６時００分

第１０号議案 平成１８年度 経常部収支予算
第１１号議案 平成１８年度 共済負担金（現行４，
０００円）
第１２号議案 平成１８年度 特別会計収支予算（同窓会基
金，
血脇記念基金，
共済基金，
名簿積立金，
退職積立金）
第１３号議案 平成１８年度 卒後研修セミナー収支予算
第１４号議案 平成１８年度 総合政策費積立金会計収支予

平成１７年度東京歯科大学同窓会評議員会

算

（午前１０時００分〜午後３時００分）

第１５号議案 支部の合併

１．開 会 の 辞

第１６号議案 役 員 改 選

１．点

１．協

呼

議

１．会 長 挨 拶

１．叙勲，褒章受章者顕彰式

１．来 賓 挨 拶

１．閉 会 の 辞

１．議長，副議長選出
１．議事録署名人指名
１．黙

祷

１．報

告

最寄りの駅からの案内図

! 平成１７年度 会 務 報 告
" 平成１７年度 会計現況報告
１．議

事

第１号議案 平成１６年度 経常部収支決算
第２号議案 平成１６年度 特別会計収支決算（同窓会基
金，
血脇記念基金，
共済基金，
名簿積立金，
退職積立金）
第３号議案 平成１６年度 卒後研修セミナー収支決算，
卒後研修セミナー積立金収支
決算
第４号議案 平成１６年度 卒後研修セミナー３０周年記念
事業収支決算
第５号議案 平成１６年度 総合政策費積立金会計収支決
算
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会

務

第１１１回東京歯科大学同窓会定時総会

金，
血脇記念基金，
共済基金，

（午後３時１０分〜午後３時５０分）

名簿積立金，
退職積立金）

１．開 会 の 辞

第３号議案 平成１６年度 卒後研修セミナー収支決算，

１．会 長 挨 拶

卒後研修セミナー積立金収支

１．議長，副議長選出

決算

１．議事録署名人指名
１．報

第４号議案 平成１６年度 卒後研修セミナー３０周年記念

告

事業収支決算

! 平成１７年度 会務報告

第５号議案 平成１６年度 総合政策費積立金会計収支決

" 平成１７年度 評議員会報告

算

# 平成１８年度 経常部収支予算，特別会計収支予

第６号議案 平成１６年度 財産目録

算，卒後研修セミナー収支予算，総合政策費積立金

（監 査 報 告）

会計収支予算
１．議

第７号議案 財産（備品）廃棄処分

事

１．協

第１号議案 平成１６年度 経常部収支決算

議

１．閉 会 の 辞

第２号議案 平成１６年度 特別会計収支決算（同窓会基

第３４回同窓会主催全国ゴルフ大会を終えて
本年の大会は９月８日（木）
，埼玉県霞ヶ関カンツ

用。ハンディキャップはダブルペリア方式で算定しまし

リー倶楽部・東コースで開催されました。当コースは日

た。当日の競技参加者は１５４名で，その内，シニア（６５

本を代表する名コースで，日本ゴルフの隆盛のきっかけ

歳以上）は５６名（グ ラ ン ド シ ニ ア７０歳 以 上３８名 を 含

となった中村寅吉プロが優勝したカナダカップ（現ワー

む）
，女性は７名でした。

ルドカップ）など，数々のトーナメントの舞台となった

今年は前日に関東地方を台風１４号が通過して，交通機

ことで有名です。競技はアンダーハンディの１８ホールス

関への影響が心配されましたが，幸いにも大会当日は台

トロークプレーで，ブルー（レギュラー）ティー使用。

風一過の晴天に恵まれました。ただし，気温の上昇は激

グランドシニア，女性はホワイト（フロント）ティー使

しく３４度にも達したせいか，残念なことに体調不良で
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ハーフで上がられた参加者が数名に上り，また，最後の

に，
また，
水道橋病院長杯のベストグロス賞は小野瀬弘記

競技者がホールアウトするまでに長時間を要してしまい

先生が７７ストロークで獲得され，それぞれ授与されまし

ました。

た。さらに，グランドシニア優勝は中井英夫先生，レ

霞ヶ関カンツリー倶楽部のコースコンディションは素

ディス優勝は高宮真里子先生が獲得され，その他，一般

晴らしく，付属の練習場も充実していました。当日の使

２０位までと，シニア１０位まで，それに飛び賞，ブービー

用グリーンはゴルフ委員会委員長酒井雄学先生のご尽力

賞などがそれぞれの受賞者に渡りました。

によりコース本来のオールドグリーンで，中村寅吉プロ

表彰式の興奮が冷めやらぬうちに喜びのスピーチが一
般の部優勝の杉山先生とシニアの部優勝の堺先生，レ

の気分が味わえたと思います。
懇親会・表彰式は，中野正博総務委員の司会のもと，

ディス優勝の高宮先生からあり，最後に大友 好同窓会

池田 漠同窓会副会長の開会のことばで始まり，大会会

副会長から来年の再会を約す閉会のことばでお開きにな

長・天野 恵同窓会長，ならびに大会副会長・酒井雄学

りました。

ゴルフ委員長の挨拶と続きました。来賓からは金子 譲

本大会の開催にあたり，大学当局ならびに同窓会本

学長に挨拶をいただき，さらに，ゴルフ大会開催地であ

部，同窓会埼玉県支部から多大なご協力を賜り，深くお

る埼玉県同窓会を代表して増田紀男支部長から歓迎のご

礼を申しあげます。さらに，大会の運営に当たりまし

挨拶がありました。その後，同窓会厚生部担当理事の

て，霞ヶ関カンツリー倶楽部，ゴルフ委員会，ゴルフ実

馬橋亟男先生による報告の後，参加者を代表して熱田俊

行委員会，ならびに同窓会事務所の皆様のご苦労に厚く

之介東京歯科大学理事の乾杯の音頭で懇親会が始まりま

感謝申し上げます。
来年，第３５回大会は千葉県での開催予定です。より盛

した。
表彰式は中井英夫競技委員長の競技総評の後，三島

大で意義のある大会にしたいと思っておりますので，皆

裕競技委員の成績発表と賞品授与が行われ，同窓会長杯

様多数のご参加をお願いします。

が天野 恵同窓会長から一般の部優勝の杉山忠正先生

最後になりましたが，会員皆様のますますのご活躍とご

に，学長杯が金子 譲学長から一般の部準優勝の小杉

健勝をお祈り申し上げまして，報告とさせていただきま

国武先生に，理事長杯がシニアの部優勝の堺 清一先生

す。
（ゴルフ委員 高宮紳一郎）

に，千葉病院長杯はシニアの部準優勝の中井英夫先生

成

績

（６４歳以下）
順位
優 勝
準優勝
３ 位
４ 位
５ 位
６ 位
７ 位
８ 位
９ 位
１０ 位
１１ 位
１２ 位
１３ 位
１４ 位
１５ 位
１６ 位
１７ 位
１８ 位
１９ 位
２０ 位

名

表
（６５歳以上）

前

杉山 忠正
小杉 国武
糠信 幸宏
洲﨑
満
村井 憲一
鈴木
聡
小野瀬弘記
江川 知宏
吉田 哲也
金川 直博
竜崎 崇仁
中野 正博
森
俊一
坂井
治
藤波
齊
中尾 一成
萩倉
純
黒須
誠
小林
香
成田 賢二

OUT
３９
３９
４５
３８
３７
４６
４０
４２
４３
３８
４２
４５
４２
４２
４６
４８
４６
４３
５４
３８

IN
４２
４４
４０
４６
４５
４８
３７
４７
４５
４３
４５
４６
４３
４１
４３
４７
５４
４３
５１
４１

グロス ハンデ ネット
８１
８３
８５
８４
８２
９４
７７
８９
８８
８１
８７
９１
８５
８３
８９
９５
１００
８６
１０５
７９

１３．
０
１３．
０
１４．
２
１３．
０
１０．
７
２２．
５
４．
７
１６．
６
１５．
４
８．
３
１４．
２
１７．
８
１１．
８
９．
５
１５．
４
２１．
３
２６．
０
１１．
８
３０．
８
４．
７

順位

６８．
０
７０．
０
７０．
８
７１．
０
７１．
３
７１．
５
７２．
３
７２．
４
７２．
６
７２．
７
７２．
８
７３．
２
７３．
２
７３．
５
７３．
６
７３．
７
７４．
０
７４．
２
７４．
２
７４．
３

優 勝
準優勝
３ 位
４ 位
５ 位
６ 位
７ 位
８ 位
９ 位
１０ 位
１１ 位
１２ 位
１３ 位
１４ 位
１５ 位
１６ 位
１７ 位
１８ 位
１９ 位
２０ 位
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名

前

堺
清一
中井 英夫
林
博司
鈴木
裕
伊藤
公
熊澤 満夫
鈴木 智大
横田 昭三
吉田
浩
武藤 直紀
高梨 恒一
増田 紀男
轟
稔
太田
寛
小野寺寛造
椎名 統治
大友
好
松村 祐治
三門 雅文
中山 一六

OUT
４２
４１
４６
５４
５３
４７
４６
４８
４７
４８
４４
５２
４３
４１
４８
４５
４３
４４
５０
５４

IN
４４
４４
４７
５３
５３
４６
４６
５０
５１
５０
４５
５０
４５
４７
５１
４７
４２
５３
４６
４８

グロス ハンデ ネット
８６
８５
９３
１０７
１０６
９３
９２
９８
９８
９８
８９
１０２
８８
８８
９９
９２
８５
９７
９６
１０２

１４．
２
１３．
０
２０．
１
３３．
１
３２．
０
１８．
９
１７．
８
２３．
７
２３．
７
２３．
７
１４．
２
２７．
２
１３．
０
１３．
０
２３．
７
１６．
６
９．
５
２１．
３
２０．
１
２６．
０

７１．
８
７２．
０
７２．
９
７３．
９
７４．
０
７４．
１
７４．
２
７４．
３
７４．
３
７４．
３
７４．
８
７４．
８
７５．
０
７５．
０
７５．
３
７５．
４
７５．
５
７５．
７
７５．
９
７６．
０

ゴルフ大会

感

杉山

謝

忠正（昭和４８年卒）

準優勝から９年目の初優勝

堺

清一（昭和４０年卒）

大型台風１４号が通過し，台風一過

藤巻，前田各先生）にも感謝。彼等

の好天の下，全国同窓会ゴルフ大会

がここ数年の連続参加のきっかけを

６４才以下に優勝でき大変嬉しく，光

作ってくれました。

栄に存じます。これも私を支えてく

霞ヶ関カンツリークラブは日本を

れた人々のお蔭と感謝しています。

代表するゴルフ場，広さ，長さ，風

当日は８時６分のスタート。２日前

格がすばらしく，ゴルファーの挑戦

に電車の時刻表を調べるとどんなに

欲を十二分に満たしてくれるコース

早く家を出てもスタートに間に合い

でした。当日は雨上りでバンカーが

ません。車で行っても良いのです

硬く，私の技量では手におえません

が，２年前の大会の帰路での関越道

でしたが，信じられない様なアプ

の大渋滞を思うと体力的に睡魔をこ

ローチがチップインしたり，超ロン

らえる自信がなく，さりとてホテル

グパットが入ったりで，運にも恵ま

宿泊では充分寝れない私は参加を諦

れ，優勝できたと思っております。

めかけていました。幸運な事に当院

同窓会ゴルフは大変久し振りにお会

のスタッフが当日東京に用事がある

いする方々が多く，青春時代に回帰

からと朝の４時半に茅ヶ崎の家へ迎

する事ができ，楽しい一時を過ごさ

えに来てくれ，西武新宿駅迄送って

せて頂きました。最後にお忙しい

くれました。そのお陰で参加できた

中，すばらしい企画，運営をされた

のです。まずは彼女に感謝です。ま

役員の先生方に感謝とお礼を表させ

た，同級生のゴルフ仲間（栗林，

て頂きます。

同じ「師」を持ち，同じ「志」を

よき同伴者即ち補綴学教室の大先

もつ８７歳の大先輩から２４歳の娘の同

輩で知る人ぞ知る常勝の高梨恒一先

級生まで一緒に時を過ごせるこの楽

生，同じく教室仲間で球友の中山

しさ喜びには計り知れないものがあ

一六先生，高梨薫敏先生と鎬をけ

り ま す。
（途 中 省 略）次 回 は 是 非

ずったこと。それから全く偶然でし

「準」をとった喜びを書きたいもの

たが，私の住む長井市（山形県）か

です。これは９年前に同じ霞ヶ関

らお嫁さんをもらっているという山

CC で行われた第２５回大会で準優勝

吹さんがキャディだったことでリ

した時，同級生の大井君から依頼さ

ラックスしてゴルフができたことが

れ，
「準優勝でしたが……」という

映えある優勝に結びついたものと思

タイトルで書いた文章の一部です。

います。本当にありがとうございま

９年目にしてやっと「準」のとれた

した。

喜びを書くことができました。
昨年は体調をくずして参加できず
悔しい思いをしました。今回も従業

最後になりましたが，大会関係者
各位に心からお礼を申し上げます。
来年またお逢いしましょう。

員の面々と家族から気持よく
（？）
送
り出してもらいはしたものの，３５℃
というあの猛暑の中で誰が一体優勝
すると思ったことでしょう。
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灼ける中
とぶ白球の
心地よし

Ｖ Ｏ Ｉ Ｃ Ｅ
模索する地域同窓会運営
四国地域選出理事

久保田

晃

同窓会会報８月号に松井一成中国

この支部には歯学部があるので，

ンペぐらいであったが，新執行部に

地区代表理事の「日頃のお付き合

研修会などには事欠かず無理をして

なって，母校より講師を招いて学術

い」と題した興味ある一文があっ

遠方から講師を呼ぶ必要がない。連

研修会を開催，また「広報」を発刊

た。

合同窓会も出席する顔が毎回常連の

して，中央情勢，支部の行事予定の

岡山県支部の日頃の活動状況には

みで決まっているし，二年に一回で

周知，会員の投稿など，意欲的であ

ただただ其の活発さに感服する。何

はどうかという意見だが，以前本部

る。創刊号では原稿が集まりすぎて

せ年に１０回あまりも顔を合わせてお

から毎年開催することになっている

困ったとか，若い人たちの同窓会へ

られるようで，四国支部の到底及ぶ

とお叱りを受けた経緯がある。

の思いを感じて心強い。反面出費と

一方Ｂ支部は会員３３名。顔を合わ

の板挟みで執行部は苦労している。

すのは年に一回〜二回がせいぜい。

活発な大支部を羨ましがるより

１０月号の VOICE が私の担当と決

連合同窓会は地方の一般会員にとっ

も，少数支部はそれなりに，隣接支

まって，四国四県の意識をアンケー

ては，大学，同窓会本部との貴重な

部で行事を共催してはどうか。大勢

トしたものを基に，今後への対応を

数少ない接触の機会なので，一層充

のほうが賑やかで楽しいし，経費も

考え，お知恵拝借といく魂胆であっ

実発展を希望すると，激励された。

割安になる。
「広報」も年に一度「四

たのが，岡山の例を読んで，腰が砕

Ｃ支部は，最も会員数が少なく，

国特集」なんかどうかと提案してい

けたが，四国弱小支部の悩みを敢え

最新名簿で１７人。年に一度の総会が

て披瀝し，どうかご意見ご示唆をお

やっと。高齢化で研修会，レクリ

去る５月２１日，小豆島の連合同窓

願いする次第である。

エーションなどを開催することはほ

会には天野 恵同窓会長，井上 裕

Ａ支部は会員が２２名でそのうち高

とんど無理。ほかの支部で同窓会主

法人理事長，金子 譲学長さんの揃

齢会員が６名を占め実質１６名，当然

催の研修会があれば，ジョイントさ

い踏みで，ちょっと顔を出すつもり

会費収入も少なく活動資金も制約を

せてほしいと強い要望があった。

で海を渡ってこられた地元香川県歯

ところではない。地域を預かる理事
として反省しきりである。

る。

受ける，地方支部の常として，母校

Ｄ支部は最大会員数を有している

の山下喜世弘会長さんは，ずらりと

からなんらかの行事で来県がある

が，ほかの県と五十歩百歩で，１２月

そろった重鎮のお顔を見て，帰るに

と，集まって歓迎会に参加する。時

に総会を兼ねた研修会忘年会と夏に

帰れず，高松の予定をキャンセルし

に接待を任せられることがある。皆

家族参加のレクリエーション，翌日

て，最終の便まで歓談された。

さん人恋し，母校恋し，中央の情勢

に友好同窓会（松本歯科大学，奥羽

家族参加も多数，同窓会活性化の

にも飢えているのである。

大学歯学部）と交流を図るゴルフコ

責任を強く感じたのでありました。
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保

険

社会保険指導者研修会出席者情報交換会の開催
全国の社会保険指導者が一同に会

ついで保険部委員会委員長小貫

各先生から支払基金の本部回答の扱

する平成１７年度の社会保険指導者研

克座長の下，
「医療保険制度と医療

いについて，平成１６年から新たに導

修会が，９月９日（金）午前１０時か

制度改革」と題し石井拓男千葉病院

入された「無呼吸症候群」
，初診月

ら千代田区の日本教育会館「一ツ橋

病院長にご講演を頂いた。御講演の

における歯周疾患指導管理料の取り

ホール」において開催された。この

中で現在の医療制度の流れは平成１０

扱いについて，活発な討議がなされ

研修会には，各都道府県で保険関係

年に成立した医療制度関連法案から

た。また支部よりの要望，意見，情

の指導的立場にある先生方が参加し

始まり，そのなかの保険医療システ

報について同窓ならではの忌憚ない

ている。

ム・診療報酬体系・保険医療制度の

意見も披露され，有意義な情報交換

研修会修了後，同窓会として研修

改革が同時に急速に進行しており，

会が瞬く間に経過した。発言も尽き

会に出席された全国の同窓の先生方

すべては医療費適正化の為に行われ

ない中，池田 漠同窓会副会長の閉

との情報交換会が午後５時より如水

ていることを強調された。またその

会で情報交換会を終了した。

会館「松風の間」にて，出席者９０余

流れの中で厚労省は，EBM に基づ

続いて，隣接する「富士の間」に

名を迎えて開催された。

く医療を行う為に専門学会の意見を

おいて，中島信也保険部委員会委員

黒須 誠保険担当理事の司会の

重要視していること，またこれから

の司会進行の下，白井保明保険部委

下，大友 好同窓会副会長の開会に

は専門性を出した医療を行う方が有

員会委員の開会の後，内山文博日本

始まり，天野 恵同窓会会長の挨拶

利であると述べられた。医科ではす

歯科医師会代議員会議長の挨拶と乾

の後，ご来賓として石井拓男東京歯

でに後期臨床研修システムなど専門

杯により懇親会が開催された。和や

科大学千葉病院病院長，矢崎秀昭日

性を高めるプログラムが用意されて

かな雰囲気の中，各々旧交を温めた

本歯科医師会常務理事，佐藤春海栃

いるとのことだが，歯科では対応が

り，地区の事情，現況などを話し

木社会保険事務局保険部指導医療官

遅れており，学会のあり方と生涯研

合ったり，様々な交流がなされ，名

３名のご挨拶を頂いた。その後内山

修のあり方をもっと明確にしていく

残を惜しみつつ田原邦昭保険部委員

文博日本歯科医師会代議員会議長は

必要があるということだった。

会委員の閉会により会は終了した。

じめご来賓の方々の紹介が行われ
た。

つづいて情報交換に入り，臼井
（東
京）
，白井（静岡）
，竹内（長野）
，
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（保険部委員会 高橋敬人）

学

術

卒研リポート２００５

ベーシックセミナー 患者さんとながくかかわるために
〜かかわりの一歩は記録から・記録の活用・患者説明・経過観察の第一歩〜
卒研セミナー ９月１１日
インフォームドコンセントという言
葉はすでに認知されていると考えて
よいのだろうか。
７，８年ほど前にある歯科医師
と対談中にその方が突然気分を害し
たように声をあらげられたことが
あった。いくつものスタディグルー
プに所属し，歯科医学会の役員もさ
れている勉強熱心な方であるが，イ
ンフォームドコンセントなる言葉を
筆者が口にしたとたんのお怒りで
あった。その方の診療室に通ってこ
られる方はすべて院長先生を信頼し
て治療にこられているのであって，
治療方針，治療方法は歯科医師が責
任をもって決め，実施することであ
る。いちいちそれを説明するなどと
いうのは専門家としての歯科医師を
否定することに他ならない，という
ようなご趣旨だったと記憶してい
る。
君たちが訴訟社会のアメリカ直輸
入のおかしな考えをふりまわすから
ややこしくて迷惑だというのがこの
先生の思いだった。
時は移り，TDC 卒後研修３０周年
記念セミナー「患者さんとかかわる
ということ」は，患者が主役をテー
マに開催されてきた。９月１１日には
水道橋血脇記念ホールにて基本技術
習得のためのベーシックセミナー
「患者さんとながくかかわるために」
〜かかわりの一歩は記録から・記録
の活用・患者説明・経過観察の第一
歩〜が開催された。
テーマは患者さんが主役という歯
科医療を実践するための資料収集，

技術とそのスキルアップ。こうした
内容の研修が行われるのはイ ン
フォームドコンセントが絶対多数に
受け入れられた証なのか，研修会の
テーマとして取り上げているのはま
だ普遍化していないゆえなのか微妙
なところだが，２０数年前に筆者が受
けたような非難を浴びないのは患者
さんのためには喜ばしいことと今更
ながら意義深いことと感じたのはも
う時代遅れなのか。
セミナーは，資料（情報）収集の
要領，患者さんへの情報提供方法，
資料の蓄積，整理方法，学会勉強会
での発表にも触れられた。ロビーで
は市販されている多くの最新の口腔
内撮影用デジタルカメラを手にとっ
て感触を試すこともできた。休憩時
間にはどの機種を購入すべきか真剣
に検討する姿が見られた。
特に活気を呈したのは，デジタル
カメラを使った受講生同士による口
腔内写真の撮影法であった。初めて
チェアの背板を倒したという長年立
位専門で義歯がお得意の人生ベテラ
ンの先生，はるばる鹿児島から参加
された先生など多彩な受講生が互い
に意見交換しながら講師陣にあれこ
れ質問し，ディスカッションの場も
あちこちに生まれた。治療の際とは
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また違うチェアのセッティングに口
角鉤，撮影用ミラーの操作，モデル
の姿勢調整，撮影者の位置取り，画
面の構成，ピントあわせと普段覗き
なれた口腔内とはいえ，いつもとは
まったく異なった状況にとまどい，
新体験に驚きつつ昼の休憩までの時
間は瞬く間に経過。昼食休憩後，午
前中に撮影された口腔内画像をコン
ピュータに移したものを壁面に投
影，ファインダーのなかや，肉眼直
視とは別世界の大きく拡大された画
像を講師の評価をききながらよりよ
い撮影方法を実地に体験学習した。
現役の学生さんはノートパソコンの
使用が必須でおそらくデジカメの取
り扱いもお茶の子さいさいであろう
と思うと実習にも身が入ろうという
もの。
情報の収集が徹底し，その情報が
患者さんと共有されるとき，アカウ
ンタビリティが次のというより真の
キーワードになるであろうと筆者は
理解している。
これも今の時代にはまだ批判の向
きがあるところだろうが早くこの言
葉が当たり前に思われる日が来るこ
とを念じている。
（取材・広報部 林 量一）

母 校 だ よ り
母 校 の 今

東京歯科大学千葉病院臨床検査室
ドライマウス外来，味覚異常外来，歯科金属アレルギー外来
東京歯科大学臨床検査学研究室
教授
一般医科では，来院する患者に対

井

のは興味深いデータで，唾液検査の

上

孝

②その他外分泌腺障害として，気

して医療面接と診察を行い，ついで

重要性が再浮上したといえます。

管・気管支炎（鼻の乾燥）
，膣の

臨床検査を行なって，どの系統の病

１：医療面接

乾燥

気か，どのような病態が起こりつつ

患者の主訴および愁訴をよく聞

③その他の症状として，発熱，全身

あるのかを判断し，病態と病名の診

き，唾液腺の器質的変化，加齢変

倦怠感，関節痛，抑欝などにも注

断が確定し，それに適応した治療を

化，薬剤による副作用基礎疾患や放

意する。

していきます。今では，遺伝子検査

射線治療の既往などとの関係を聞き

も現実的になり，オーダーメイド治

出す。

抗 La/SS-B 抗体，抗 Ro/SS-A 抗

療も夢では無くなった医療界です。

２：口腔内診査

体）

④血液検査（自己抗体：抗核抗体，

しかし，歯科では未だに，簡単な医

唾液腺開口部，および舌と軟組織

療面接と診察が主流で，臨床検査は

の状態を診査する。口腔乾燥の症状

谷底に置かれてきた観は否めませ

としては，口腔内の乾燥はもとよ

ん。

り，口内痛，多量の飲水，齲蝕の多

対処

そんな２００５年春，臨床検査部で

発などがある。口腔内のみならず全

口腔乾燥における日常生活では次

は３つの新しい外来１）ドライマウ

身を観察する。特にシェーグレン症

のようなことを心がけるよう指示す

ス外来，２）味覚異常外来，３）歯

候群では，耳下腺や顎下腺に腫脹，

る。

科金属アレルギー外来を開設しまし

目や関節の症状の有無を確認する。

①十分な保湿（顎の運動，ガムなど

た。担当は上記の５名で，ドライマ

３：唾液検査（分泌量，緩衝能，

による唾液分泌刺激補助，咀嚼回

ウス研究会認定医，口腔病理認定
医，衛生検査技師免許などを取得し

pH，など）

⑤病理組織検査（口唇腺の生検によ
る診断）
６：ドライマウスにおける一般的な

数を増やす）

４：ドライマウスの診断

②刺激物の除去（香辛料，アルコー

ていて医療の質の保障にも努めてい

薬剤性，老人性ド，神経性，放射

ます。ここでは，これらの検査内容

線性，糖尿病性，脳血管障害性，

について紹介させていただきます。

シェーグレン症候群などの判定

ると唾液分泌が抑制される。適度

５：シェーグレンが疑われたら

な運動）

１）ドライマウス外来
東京歯科大学千葉病院で行った唾

①涙液量検査（シルマーテスト：涙
液分泌機能検査）

液検査６００例を分析しますと，様々

シェーグレン症候群では，口腔の

な傾向がわかってきます。本学矯正

乾燥と伴に目の乾燥がある。シル

の茂木助教授とのプロジェクトで

マー試験紙を目尻につけ，５分後に

８０２０を 達 成 さ れ た 高 齢 者 の 検 査

５mm 以下であれば陽性。涙腺障

データを見ると，唾液検査において

害では，患者は眼球の乾燥感，痛

異常を示す人がほとんどいなかった

み，充血，目ヤニ，灼熱感を訴える。
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ルを控える）
③精神的ゆとり（交感神経を刺激す

④十分な水分の摂取（お茶，水など
の定期的全身の水分補給）
⑤口腔内ケア（口腔内細菌の繁殖の
抑制）
２）味覚異常外来
味覚の異常には口腔内に常に何か
しらの味覚を感じる自発性味覚障

母校だより
害，食べた時に一定の味が判らない

値を求める方法で，時間はかかるも

定検査）

解離性味覚障害，そして濃い味付け

のの，部位別ならびに定量性もある

パッチテストまたは DLST によ

でないと味が分からない味覚減退な

程度知ることが出来る。

り感作された金属がある場合，その

どがあります。また，味覚は外的因

３：味覚検査３・電気味覚検査法

金属が口腔内に存在することを確認

子や内的因子により容易に変化し，

（EGM）

する必要がある（XMA 分析）
。

加齢に伴いその閾値は低下し，補綴

電気味覚検査には専用の器械を必

４：口腔内から感作された金属を除

物や義歯を入れたことにより味覚の

要とし，味細胞の電位を測定する。

去し，症状の消失，軽減の確認。

低下や異種金属による微小電流を含

しかし，部位別な測定が困難であ

口腔内に感作された金属と同じ金

む異味を訴える患者さんがいること

る。

属がある場合，その金属を口腔内か

も良く知られています。
病的な味覚障害の原因は，炎症な

ら除去する。除去後すぐに症状が改
３）歯科金属アレルギー外来

善されるケースは少なく，最低でも

どによる味蕾への外的障害，舌苔や

歯科金属アレルギーがあるために

３ヵ月，長い場合には１年と長期の

唾液量の減少による味物質の味蕾へ

起こる関連のある疾患としては，接

経過観察を必要とする。最初の効果

の到達障害，食事性，薬剤などによ

触性粘膜炎，歯肉炎，舌炎，口内

は患者の自覚症状の軽減から現れる

る亜鉛欠乏症があります。また，ビ

炎，口角炎，口囲炎，扁平苔癬，掌

場合が多い。

タミンＡ欠乏，ビタミンＢ２欠乏，

蹠膿疱症，異汗性湿疹，湿疹，蕁麻

５：再治療および再度感作された金

味蕾細胞の内的障害および心因性の

疹，仮性アトピー性皮膚炎等の口腔

属を使用し，症状の再燃，再発の

原因，抜歯手術などによる神経群の

粘膜・皮膚疾患などが報告されてい

確認。

障害なども原因と考えられていま

ます。このように歯科用金属アレル

経過観察後，症状が治癒ないし軽

す。

ギーの症状は口腔領域だけではなく

減すれば，アレルギー反応を起こさ

１：血液検査

他領域にも及ぶ可能性があるため医

ない材料で再度治療を行う。

亜鉛不足が疑われる場合には血液

科，特に皮膚科医との連携が必要で

検査でその原因がわかる。その際

す。

は，コンビニで市販されているよう

１：金属感作の有無の把握（医療面

谷底を登るために，我々は１本１
本歯科特殊検査という名前のザイル

なサプリメントなどを摂取すること

接）

を作って先生方に投げかけていま

である程度改善される場合もある。

患者がすでに感作されている金属

す。是非，検査の重要性をご理解い

採血しないまでも一度亜鉛のサプリ

があるかどうかを確認するために，

ただき，ザイルを使って谷を昇って

メントを勧めてみるのも一方法かと

医療面接によりアレルギー体質や装

医学一流に基づく一流の歯科医療を

思う。

身具性皮膚炎（時計，ピアス，下着

目指していただけたら幸甚に思いま

２：味覚検査１・全口腔法

など）の既往など確認する。

す。

全口腔法は口腔内に一定濃度で一

２：感作金属の同定確認

定量の味質溶液を１ml 滴下し，認

パッチテスト（皮膚貼布試験）は

知閾値を求める方法で，神経支配を

感作している金属の有無と種類を把

同定することは出来ない。

握するために不可欠なもので，酸に

助 教 授 松坂賢一

３：味覚検査２：濾紙ディスク法

て溶解させた金属イオン液やグリセ

病院助手 村上 聡

濾紙ディスク法は鼓索神経支配領

リンに混合した金属を直接皮膚に貼

域部位，舌咽神経支配領域部位，大

付し反応を検査する。必要あれば血

錐体神経支配領域部位に味質を含ま

液を用いたリンパ球幼若化試 験

せた直径５mm の濾紙を置き，２
〜３秒後に患者の返答により認知閾

（DLST）も併用する。
３：感作された金属の有無（金属同
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スタッフ
臨床検査学研究室

〃

小池吉彦

生理学講座
助 教 授 田!雅和

支部のうごき
●

●

掲示板

＊この掲示板は，同窓会ホームページ http：//www.tdc-alumni.jp にも掲載されています。
日程等，決まり次第，できるだけ早めにお知らせください。
印刷，発行日の都合上，会報に載せられない場合がありますが，その場合は同窓会ホームページに
掲載されますので，ご了承ください。

事業種目
日
時

演題及び講師
又は事業内容

学術講演会
平成１７年
１１月１２日（土）
午後６時３０分
〜８時

「歯周病の見方が変わるバ イ オ
フィルムの話」
（バイオフィル
ムと全身疾患について）

学術講演会
平成１７年
１１月２０日（日）

「口臭治療の臨床」

会

場

主
連

絡

催
先

外部より
参加可否

多摩地区歯科医師会
連合会事務所
小金井市本町５−１２−１４
スプリングビル３F
TEL ０４２−３８１−８５２５

北多摩支部
連絡先
支 部 長：沼澤 博
TEL ０４２４−６５−８８４１

三重県歯科医師会館
津市桜橋２−１２０−２
TEL ０５９−２２７−６４８８

三重県支部
連絡先
学術担当：金子 淳
TEL ０５９−２３２−２８４５
FAX ０５９−２３２−２９１７

支部会員
同窓会員
歯科関係

琵琶湖ホテル
滋賀県大津市浜町２−４０
TEL ０７７−５２４−７１１１

近畿地域支部連合会
連絡先
滋賀県支部学術担当：
尾松素樹
TEL・FAX
０７７−５２２−３２１０

支部会員
同窓会員

知 っ て お き た い ホテルアソシア静岡
ターミナル
静岡市葵区黒金町５６
TEL ０５４−２５４−４１４１
井出吉信教授
（東歯大解剖学講座）

静岡県支部
連絡先
：長尾伸也
TEL ０５５−９３１−３７８０

石原和幸助教授
（東歯大微生物学講座）

森山貴史講師
（東歯大水道橋病院保存科）

学術講演会
「食育」
平成１７年
１１月２３日（祝日）
田村哲彦先生
午後２時
（東医食治研究会会長）

学術講演会
平成１７年
１１月２６日（土）

「摂 食・嚥 下
解剖学」

学術講演会
平成１７年
１２月３日（土）

「歯科医師会と協力して行ってい
る口腔癌検診」

支部会員
同窓会員
歯科関係

支部会員
同窓会員

古名屋ホテル
甲府市中央１−７−１５
TEL ０５５−２３５−１１５７

山梨県支部
連絡先
学術担当：三木正夫
TEL ０５５−２２２−１７７７
FAX ０５５−２２２−０１７７

一般も可

学術講演会
「口腔外科疾患と病診連携」
平成１７年
兼松宣武教授
１２月４日（日）
（朝日大学歯学部口腔外科）
午前１１時

グランベール岐山
岐阜市柳ヶ瀬通６−１４
TEL ０５８−２６３−７１１１

岐阜県支部
連絡先
学術担当：国島真希子
TEL ０５８−２６２−６６１１
FAX ０５８−２６３−８５３２

同窓会員

学術講演会
平成１７年
１２月１０日（土）
午後６時
〜７時

（仮題）
「接着歯学について」

報徳会館
（報徳二宮神社内）
小田原市城内８−１０
TEL ０４６５−２３−３２４６

神奈川西湘支部
連絡先
学術担当：堀内守和
TEL ０４６５−２２−４５２０
FAX ０４６５−２４−１２８６

支部会員
同窓会員

学術講演会
平成１７年
１２月１０日（土）
午後３時

演題未定

水戸 三の丸ホテル
水戸市三の丸２−１−１
TEL ０２９−２２１−３０１１

茨城県支部
連絡先
支部長：上野 光
TEL ０２９８−２１−０８８５

柴原孝彦教授
（東歯大口腔外科学講座）

諸星裕夫先生
（東歯大・支部同窓会員）

高野伸夫教授
（東歯大口腔外科学講座）
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支部会員
同窓会員

支部のうごき

東北地域支部連合会

会には同窓会員のみならず，県内の
警察歯科協力医，警察関係者が多数

平成１７年６月１１日
（土）
，青森市
「ホ

会長より歓迎の挨拶，井上理事長，

出席し，大変盛況であった。

テル青森」において，第４２回東北地

金子学長より最近の大学の近況，国

懇親会は，!畑連合会会長より歓

域支部連合会総会が開催された。来

試の結果報告を含めてご挨拶をいた

迎の挨拶，天野会長よりご祝辞をい

賓として同窓会より天野 恵会長，

だいた。また天野会長，安藤専務理

ただき，次期開催県，田島宮城県支

安藤三男専務理事，母校より井上

事より同窓会本部への協力に対する

部長へ連合会旗の引継ぎをした後，

裕理事長，金子 譲学長，地元より

御礼と本部各部の活動報告をしてい

田島宮城県支部長の乾杯の音頭で祝

日本歯科医師会副会長・青森県歯科

ただいた。議長には開催県の!畑連

宴となりました。宴は同窓会特有の

医師会清藤勇也会長をお迎えし，東

合会会長，副議長には次期開催県，

和気あいあいの雰囲気で盛り上が

北６県同窓７０名の出席を得て盛大に

田島宮城県支部長を選出し，報告事

り，最後には全員で校歌を斉唱し閉

行われた。

項３件が承認された。また役員協議

会となった。

総会の前に役員協議会が開催さ

会で協議された支部連合会会則の一

翌１２日
（日）
ゴルフコンペは雨の

れ，来賓の清藤勇也先生よりご挨拶

部改正の議案は承認可決された。そ

中，東奥カントリークラブで行わ

をいただき，昨年から継続審議と

して青森県支部松山副支部長の閉会

れ，鈴木雅夫先生（岩手県支部）が

なっていた議題「支部連合会の役員

の辞により無事終了した。

同窓会長賞を獲得しました。今回の

協議会・総会のあり方，負担金につ
いて」などの協議を行った。

学術講演会は，母校法人類学助教
授，橋本正次先生より「法歯・法人

総会は青森県支部工藤副支部長に

類学的個人識別の手順と実際」と題

よる開会の辞に始まり，!畑連合会

してご講演をいただいた。この講演
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ゴルフコンペは参加者が少なかった
ので大変残念であった。
（本田富彦 記）

支部のうごき

四国地域支部連合会

リベールカントリー」
は名付けて
「瀬
戸のアンドリュース」とか。時折お

日時 平成１７年５月２１日
（土）
１５時

く。小豆島在住の同窓以外の先生方

猿の親子も声援を贈る。天野，大井

場所 香川県 小豆島

も参加され，活発な質疑応答あり。

両先生と久保田，長山両先生ご夫妻

記念撮影。懇親会場「夕輝の間」に

の参加も頂いて，３組１２名。成績上

夕映とオリーブの小豆島は，加え

移る。これより山下喜世弘香川県歯

位３名は次の先生方。

て文学と巡礼の島でもあります。当

会長（日歯副会長）にもご参席を頂

日は奇しくも故野口英世博士の７８回

く。幹 事 の 開 宴 口 上 に 続 い て，

忌に当る祥月命日でした。奇縁に感

炭山 修先生（小豆島）の発声で乾

夕刻１７時，無事に全日程を終了。

謝しつつ謹んで物故会員の冥福を祈

杯。歓談の輪は果てなく広がり，

遠ざかって行く島影に合掌して帰途

り，博士の御霊に黙祷を捧げる。

アッと言う間の２時間。家族参加と

につく。

溝渕寿一君の司会のもと，川上清一

鬼谷 薫嬢（小豆島）に依るピアノ

末筆ながら地元幹事として何から

君に依り来賓紹介。当番県を代表し

演奏もあり，大いに盛り上がった所

何までお世話を頂いた樋出 誠君

て黒田より歓迎の言葉と遠路お運び

で校歌斉唱。万歳三唱。翌２２日は島

（小豆島）に深謝して報告といたし

のお礼を申しあげて開会。

巡り観光，魚つり。ゴルフ組と別れ

「ホテル・オリビアン」

井上 裕法人理事長，天野 恵同

てリフレッシュ。小雨そぼ降る「オ

窓会長，金子 譲学長，大井基道常
任理事，久保田 晃四国選出理事の
先生方より其々のお立場からご挨拶
を頂き，学校，同窓会の近況を拝聴
する。特段の協議は無く，日浅新三
愛媛県支部長より次回を５月１３日
（土）
とする旨予告。続いて母校保存
学教授中川寛一先生より「今，根管
治療を見直す」と題してご講演を戴

46

① 近 藤 清（香 川）
，② 大 久 保
忠教（愛媛）
，③矢野興一（愛媛）

ます。
（黒田哲生 記）

支部のうごき

神奈川県支部連合同窓会

満足していることは，集合写真の笑
顔でもうかがえよう。その後，一行

会員家族レクリエーション開催

あることに感心しながらも，早くワ

はバスで１５分程度離れたもも狩り農

晴天の８月７日
（日）
に，本年度の

インが飲みたい一行は，だんだんと

園へ。デザートは別腹とばかりに，

神奈川県支部連合同窓会会員家族レ

歩くスピードが早くなり，ついに念

ここでも食べ放題のももと，少し早

クリエーションが行われた。今回

願の試飲コーナーへ到着。工場で作

めのブドウをたらふくいただいた。

は，山梨県勝沼市へ， ワイン工場

られたワインがすべて試飲できると

大変暑い夏の一日でもあり，満腹

見学ともも狩り の日帰り旅行を企

あって，次から次へと試飲する者，

と疲れで帰りのバスは静まりかえっ

画した。参加者多数のため，中型バ

好みのワインを見つけて購入する

ていた。予想以上の渋滞に巻き込ま

スは武蔵小杉から，大型バスは横浜

者，すでにほろ酔いになっている者

れながらも，東名高速の海老名 SA

から出発し，２台のバスに分乗して

など多数見受けられた。

で２台のバスは別れ，それぞれの到

総勢４９名の参加者であった。

つづいて，敷地内にあるバーベ

午前８時半に横浜で合流した２台

キューハウス万寿園へ移動。ビール

のバスは，途中大きな渋滞もなく東

に生ワインそして意外と美味しい肉

名高速で御殿場，富士五湖道路，中

に舌鼓を打った。満腹になって大変

央高速を経由して勝沼へと向かっ
た。午前１１時頃，勝沼市のマンズワ
イン勝沼工場に到着した。一行はす
ぐさま案内人にガイドされ，工場見
学へと出発。飲むことはあっても作
り方などよく知らないワインについ
て，ブドウを育てるところからワイ
ンができあがるまでを順序よく解説
していただいた。いろいろな過程が
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着地で解散した。
（川越元久 記）

支部のうごき

群 馬

県

支

部

設定した講演時間が短く感じられる
ほどでした。

平成１７年定時総会
平成１７年度群馬県同窓会定時総会

部として，財政また共済規約の見直

懇親会は，同ホテル大宴会場に於

しなど，鋭意努力して参ります。
」

いて，武安会長および金子学長の挨

が，平成１７年７月１６日
（土）
午後３時

との挨拶がありました。さらに，ご

拶，県同窓会の重鎮で在らせられる

より伊香保温泉「伊香保東急ビラ」

来賓の両先生より「同窓の絆」にふ

正木光児先生の乾杯の発声で開宴し

に於いて開催されました。当日は朝

れた挨拶がありました。続いて議事

ました。会場では同窓ならではの和

のうち爽やかな晴天に恵まれたもの

に移り，平成１６年度事業報告，一般

気藹々とした歓談姿があちらこちら

の，しだいに雨模様となり，山あい

会計および福祉共済会計決算に関し

に見られ，時間の経つのを忘れてし

の温泉街は心なしか寂しげでした

ての上程があり，以上，満場一致で

まいました。終宴に，恒例の校歌斉

が，本学学長金子 譲先生ご夫妻，

可決承認されました。

唱し散会となりました。

および同窓の川越文雄群馬県歯科医

定時総会閉会後，金子 譲学長を

師会会長を来賓にお迎えし，会場を

講師に迎え，
「本学の現状および社

満たす多くの同窓会員の出席のもと

会状勢に合わせた大学の展望と目

定刻に開催されました。

標」についての講演会が行われまし

冒頭，武安一嘉群馬県同窓会会長

た。本学の歴史を刻んだ諸先生方の

より「本学学長金子 譲先生ご夫妻

貴重な写真の供覧から，また建物の

のご来県に感謝します。さて，昨今

変移から大学の歴史を振り返り，

の歯科界の現状を鑑みますと，こう

脈々と生きつづける血脇イズムから

いう時代ですので県同窓会として

大学の展望と目標を説いた先生の大

も，難問が山積しております。執行

学に懸ける思いと情熱に気圧され，
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（大塚寿樹 記）

支部のうごき

横 浜 南 部 支 部

「酒井惣一郎先生 瑞宝双光章受章
をお祝いする会」開催

会員，家族，従業員レクリエーショ

エーションも，今年はスケジュール

酒井惣一郎会員の瑞宝双光章受章

ン開催

の関係で，従来の単独開催となっ

をお祝いする会が，７月２３日（土）

平成１７年７月１６日（土）午後６時

た。また，春の叙勲で本会の酒井

に横浜市南区歯科医師会と同窓会横

３０分より上大岡京急百貨店バンケッ

惣一郎会員が瑞宝双光章の栄に浴す

浜南部支部との共催で，横浜グラン

トルームに於いて毎年恒例の会員，

るという大変うれしいニュースのな

ドインターコンチネンタルホテルで

家族，従業員のレクリエーションが

かでの開催となった。

開催された。今回の受章は酒井会員

行われた。ここ２年，横浜中央支部

玉井達人支部長の各種報告をかね

の永年の学校歯科保健の功労が評価

との共催で行われてきた夏のレクリ

た開会の挨拶の後，酒井惣一郎会員

されたもので私たち同窓にとって大

の乾杯の御発声で会はスタートし

変にうれしくまた誇りに思う次第で

た。一昨年は紙切り名人，昨年はピ

ある。開催に際し，本来ならば南区

アニストをゲストにお迎えしたが，

歯科医師会会長であるご子息の酒井

今年は玉井支部長のテニスクラブの

康友会員が世話人会代表を勤めると

ご友人の石渡好行氏によるミニマ

ころであったが，親子というお立場

ジックショーが開催された。本業は

を考え遠慮されたため，本会相談役

建設会社の社長さんという石渡氏だ

の原 嘉彦会員（南区歯科医師会顧

が，プロ顔負けの手さばきと話術，

問）
が世話人代表になり，酒井惣一郎

そして生のマジックを目の前で見ら

会員のあまり堅苦しくない会にとの

れるというまたとない機会に，山下

ご希望も考慮し準備が進められた。

誠会員のご子息の直人君が飛び入り
でマジックを披露するなど楽しい雰
囲気の中，美味しい料理を味わいな
がらのあっという間の２時間であっ
た。最後に渡邊宇一副支部長の挨拶
で閉会した。
（浅川 仁 記）

当日は夕刻に首都圏を襲った大きな
地震のため交通機関が乱れ，一部
参加者の足にも影響が出たが，酒井
会員と同期の母校名誉教授の高橋
庄二郎先生をはじめとし１５０有余名
の参加者がお祝いに駆けつけ，中国
の伝統楽器の二胡の演奏を楽しみな
がら，酒井会員ご夫妻を囲み和気
藹々としたお祝いの会になった。
（鈴木信治 記）

49

支部のうごき

新 潟

県

支

部

後に高垣順吉副支部長より閉会の辞
があり総会を無事終了しました。

平成１７年度総会

今後とも支部発展のためにご協力を

記念撮影の後，懇親会となり竹内

（土）
，弥彦温泉「四
去る６月２５日

賜りたいとの挨拶の後，ご来賓から

吉三郎先生司会のもとで宴は始ま

季の宿みのや」において今年度の新

は，馬橋亟男先生より会務運営状

り，山宮竹太加先生の地元歓迎の挨

潟県支部総会が，来賓として同窓会

況，藥師寺 仁先生からは母校の近

拶，ご来賓挨拶と続き，赤紫俊也先

本部より馬橋亟男常任理事，母校よ

況，特に学生教育に関わる共用試験

生ご発声による乾杯の音頭の後，終

り副学長の藥師寺 仁教授，母校同

システム等のご報告がありました。

始和やかに懇親の情を深め，大いに

窓で新潟大学口腔再建外科学教授の

引き続き諸報告及び物故会員へ黙祷

楽しい夜を過ごしました。恒例と

齋藤 力先生をお迎えし，同窓３９名

を捧げた後，中越地区の鈴木義隆先

なっている八百枝正樹先生のリード

の参加を得て開催されました。

生より，この度の大地震で罹災した

で校歌斉唱し，
盛会の中，
五十嵐 治

総会は，広瀬 秀先生による開会

会員の先生方を代表しお見舞い御礼

先生による万歳三唱，清水 潮先生

の辞に始まり，八木正栄先生を議長

の言葉を頂きました。その後，議

の閉会の辞にて終宴後も，二次会へ

に選出し，五十嵐重之支部長より昨

事，協議に移り，五十嵐重之支部長

と親睦の輪を広げました。

年の本県の水害並びに大震災で罹災

勇退による次期支部長に，清水 潮

された会員の先生方へのお見舞いと

先生を満場一致で選出しました。最
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（宇佐美祐一 記）

クラス会だより
!"""""""""

い づ み

会（昭和２３年卒）

富

巳

会（昭和４０年卒）

水

真

会（昭和５８年卒）

と き
ところ
と き
ところ
と き
ところ

平成１７年１１月１０日（木）
あたみ百万石
平成１７年１１月２６日（土）
東京ドームホテル
平成１７年１０月２９日（土）
熱海

!"""""""""

クラス会開催日程
!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

二

六

会

昭和１８年９月卒

の現況は年齢及び体力的に無理かと
思われ，今日まで見送っている状況

二六会命名の由来

卒後５０周年を記念しクラス会を栃

です。

我々東歯に入学したのは昭和１５年

木県鬼怒川温泉にて先の大戦に戦死

クラス代表の評議員としての活動

４月で，皇紀２６００年（実際は 西 暦

された級友及び同窓の慰霊祭を兼ね

は，同窓会本部の合理化に依り不要

と大体同じ）として，日本全国は沸

開催し一応の区切りとしました。

とされていますが，江里口世話人が

きかえっていた。

二六会の運営を世話人制度に切換

本部との「コンタクト」を取ってい

４月の或る日，午後の講義を休講

え，平成１５年に卒後６０周年を迎え，

ます。以上が二六会の現状報告と致

にして初回のクラス会を開いて，ク

記念として会員の近況集を発刊致

します。

ラス会名を決めることになった。

し，その時の発起人として熊谷，

簡単明瞭，印象的ということで，

小島，佐塚，三原，江里口，福本等

２６００年の上の二文字をとって「二

が世話人会として，年に２回の１泊

六会」と命名することになった。

の会合を致しています。その際にク

（小倉脩二 記）

何等か御意見が有れば世話人まで
申し出下さい。
（福本 博 記）

ラス会の開催が話題に出ます。会員

五十二期会

昭和２２年卒業

とのこと。
（写真左 大村春夫君，右 長野原

東京例会

妻，小倉，山崎，片田，伊藤孝

平成１７年８月３１日
（水）
午後６時〜
於 渋谷中華「一番」

（小倉保義・酒匂睦夫 記）
級友近況

今回は，炎熱の昼間をさけて，

大村春夫展―この夏は８月下旬ま

久々の夜の会合となった。懸題の６０

で１ヵ月近く北軽井沢一邑村住い。

周年記念級会は来年春を予定し，赤

８月１５日から１０月２５日まで北軽井沢

坂迎賓館の都合に合わせて，日時を

旧駅舎隣りの北軽井沢観光会館で，

設定し，無理のないスケジュールに

昭和３６年廃線の「草軽電車懐古色紙

と。

画展」開催。長野原町広報でも案内

年内，１１月末頃に又例会で集まり

され，珍しい来訪者多と。関連の絵

段々と詰めてゆくことに，とにかく

３０点余りを鉄道記念館に寄贈したも

集まることは良いことで，と。

ので，昔の鉄道を知る人達が現存中

出席者：千葉，矢島，山，田熊夫

役場の黒岩氏）

にと，その一部を急ぎ展示となった
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クラス会だより

い づ み 会

昭和２３年卒業

で下車。浄感寺，長八記念館内に遺
る左官の名工入江長八名作八方睨み

平 成１６年１１月１１日（木）
，東 西 か

平穏を祈りながら見送った。

の竜や飛天などを観賞した。次いで

ら集う者奥方を含めて３１名，所は中

第５７回いづみ会総会は，午後４時

同町内にある重要文化財岩科学校を

伊豆狩野川の支流桂川渓流沿いに僧

開会，重原俊夫議長のもと会次第に

見学，建物はなまこ壁をいかした社

空海が開いたといわれる古湯修善寺

従い進行し滞りなく終え少憩に入っ

寺風建築様式とバルコニーなど洋風

温泉である。宿は格調高い純和風旅

た。午後６時からの懇親会は本館棟

を取入れ明治１３年に完成を見た伊豆

亭「鬼の栖」で，銘石，滝，池を配

２階の大広間祇園に用意された。折

地区最古の小学校である。

する庭園つづきに構えた数奇屋造り

悪しくも雨足は強まり各自離れから

漸く雨も上り，西伊豆最大の景勝

の全館１２棟の離れが待っていた。

傘を片手に踏石伝いに集ってきた。

地堂ヶ島に向う。その小高い里山に

これも旅情の一齣とか。

造られたらんの里堂ヶ島を見物，世

ところで往路三島から修善寺まで
の駿豆鉄道（現伊豆箱根鉄道）は，

先ず，宴会に先立ち平成１６年春の

界の蘭で目を楽しませた後は，予定

われわれが昭和２０年に終戦時まで学

叙勲で受賞した不肖中久喜にクラス

していた土肥金山跡の見学を割愛し

校疎開をしていた韮山分校への通学

会としても改めて祝賀の場を設けて

一路修善寺に戻った。駅前で昼食を

電車だった。途中，分宿所魚善旅館

いただき，三宅直晴代表から祝辞と

とり帰路はバスで三島まで移動，駅

の在った大場，韮山中学（現高校）

記念品が贈られた。次いで永年に亘

前でお互いの息災を祈念しつつ解散

がある韮山，さらに蔵春院分宿所の

る厚い友情とご支援に対する謝辞を

した。

田京などの駅を通過したが，車窓か

述べ席を締めた。

らの展望に当時の苦難の日々が重

参加者は伊藤
（昭）
夫妻，石田，

引続き懇親の宴に移った。本格的

岸田，黒河夫妻，小山，近藤夫妻，

な京懐石膳に箸は踊り，美酒を酌み

坂井夫妻，重原，篠原夫妻，清水，

さて，
３時を廻る頃本館棟ホールの

交わす程に心は水道橋時代に返る。

杉山，近常，永田，長田夫妻，野村

受付周辺が賑やかになってきたとこ

恒例のゴルフコンペはラフォーレ修

夫 妻，野 本，林，平 野，丸 川，

ろに，総会欠席の筈の三島の浅井

善寺のカントリークラブで８名に

三宅，矢内，横田の諸兄姉と中久喜

政晶君が奥様を連れ添い酸素ボンベ

よって行われ，その報告が野村有市

夫妻。

をのせた台車を引きながら現れた。

君夫妻からあった。校歌高吟のあと

なお，第５８回総会は来る１１月１０日

地元開催の総会ということで態々挨

全員の記念撮影を篠原健一君の愛機

（木）泉都屈指のデラックスホテル

拶にきてくれたのである。息苦しさ

に収めて盛宴を閉じた。

なって映ってきた。

も意とせず皆と歓談一頻り，総会の

明けて１２日，夜来の雨はまだ残っ

時刻もきたので自ら愛車のハンドル

ていたが予定通り８時半バス観光に

を握り帰って行った。一同は病状の

出発。先ずは西海岸南部の中心松崎
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あたみ百万石で開催される。併催の
ゴルフコンペは大熱海国際ゴルフク
ラブで行われる。
（中久喜 喬 記）

クラス会だより

五十一期会

昭和２０年９月卒

らは誰も面倒を見なくとも通知があ
ろうが無かろうが場所・日にち・時

大東亜戦争？が始まって３カ月目

名の御霊安かれと黙祷を捧げ，高橋

間を固定して集まりたい人はその

に入学し，終戦と同時に卒業した短

庄二郎君を議長として議事に入り，

日，その時間，その場所へ行けば誰

縮学年の最後を経験し，母校を空襲

正木幹事の経過報告に始まった。

かに会えて，出席者で話し合って各

から守ったクラス，徴兵の恐怖に襲

議題は数年前から殆ど変わらず，

自が自由に食事を頼み，話の一時を

われながら，響き渡る空襲警報のサ

『今後の会のあり方』が主論であ

持てればよい，来年の第一回目だけ

イレンと落下する焼夷弾の音響に脅

り，結論も『誰かやってくれる者が

は幹事が面倒を見る。詳細は現幹事

え，火の粉を浴びながら燃え盛る街

あれば続けたい』と毎年同じことの

に一任……全員賛成！可決

中を逃げ回ったあの日が，そんな荒

繰り返しであった。幹事諸公もいつ

◆ 場所……水道橋三崎町のグリーン

れ果てた生活や勉学の中でも，胸の

どうなるか全く判らない体調でなん

ときめきを特権とした若者らしい行

とか経過して来たが，６０年の大台を

動も経験した貴重な５１期会も，万感

機に止めることを決心していた。

ホテル水道橋のレストランで。
◆ 毎年６月１日午後５時から。

（年中無休なので曜日に関係なし）
◆ 宿泊希望者は直接個人でホテルに

胸に迫りながらとうとう最後のクラ

各自の自由意見の発言では旅行を

ス会総会を閉じた。悲しい，淋しい

中心に続けたい提案があったが，旅

先細りの会の今後を思いながら断腸

行，集会とも 会員の体調把握は？

◆ 毎年３月か５月の同窓会報のクラ

の思いで『最終』という字を書く。

誰が面倒を見るか？どの範囲に声を

ス会便りの開催日程欄に掲載方を

平成１７年６月３日・新宿京王プラ

掛け纏めるのか？（常日ごろどんな

依頼しておく。

ザホテルで卒後６０周年記念最終総会

会でも出席する人だけの物であって

③不幸にして逝去された友は，次回

が行われた。参加者は同伴含めて３２

はならない，出られない人の会でも

の会員名簿には名前だけしか掲載さ

名。出席予定だったが突然状況が悪

あるのだ！）ということを，基本的

れないので何処の人だったか判らな

くなりキャンセルになった者もあり

に考えているからこれは重大な事柄

くなる。そこで来年の６月までに逝

つくづく歳を感じさせられた。川村

である。

去者の氏名，逝去年月，連絡先，電

幹事の司会並びに海野幹事の開会の

そこで結論として

話番号なども同時掲載した住所録を

辞で始まった総会は早川代表幹事の

①形式的なクラス会は今回で終了

作り全員に配布する。

挨拶に続いて酒井幹事の誘導で今年

②東京歯科大学同窓会が有る限りは

以上の事項についての詳細は現幹

度に逝去された出井義教君，金森

会員が一人もいなくなっても５１期会

事に一任ということで全員賛成・可

昇君を含めて卒業以来の全逝去者９１

は厳然と存在する。そこで来年度か

決，引き続き高橋議長の巧みな進行
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申し込んでおく。

クラス会だより
展開で無事に最終総会となった議事

少なくなってゆく会員と逢えるのを

海野夫妻，早川夫妻，川本夫妻，

を総て終了出来た。

大きな希望として，最遠・北海道の

酒井夫妻，片山夫妻，中林夫妻，

最終集合記念撮影を終えて懇親会

菅野耕一君の閉会の挨拶と力強い一

正 木，橋 本，安 井，菅 野，川 村，

に入る。武井芳弘君の音頭で乾杯。

本締めで再会を願って別れ難い顔を

岡，波 多 野 令 嬢，高 橋，笹 本，

舌は肥えたが飲む量や食べる量が

見つめ合った。

藤 井，古 澤，波 多 野，袋，田 村，

減った食事で歓談，あまり頑張ら

◆ 参加者；３２名

故中村 毅・長男始氏

ず，現状維持に心掛けて，だんだん

櫻井夫妻，武井夫妻，増田夫人，

（正木光児 記）

OB 会・グループ・サークルだより
第３回歯科医学史に学ぶ会のご案内
森

山

徳

長（昭和２５年卒）

１９９４〜９９年千葉キャンパスで行

た野口英世ゆかりの細菌検査室を守

明治３２年２月１４日に海港検疫法が

われた『歯科医学サロン』の後継団

る会のリーダー木暮葉満子女子に熱

公布され，同４月１３日には海港検疫

体である本会は，今年から名称を変

心なご講演をいただき，感銘を与え

所官制が公布，内務省直轄の検疫所

え，同窓会役員の先生方にもご協力

られました。

が横浜，神戸，長崎，口ノ津に設置

願い発足いたしました。

次回は１１月１０日（木）同じ場所で

された。これにより，日本は初めて

第１回は，金子 譲新学長自ら
『歯

（６：００〜７：３０）神歯大中村澄夫

外国船の検疫に関して自主的な運営

科麻酔の過去並びに現在』につき１

教授にご講演をいただきます。尚

を実施することができるようにな

月１３日講演され１３０名を越す盛況で

来年１月には同窓会長天野 恵先生

り，コレラやペスト等の伝染病の侵

した。
（血脇記念ホール）

と小生の２題を予定しております。

入を防ぐための第一歩を踏み出すこ

第２回 は７月１２日（２Ｆ会 議 室） （ご報告と予告です。
）

とになる。
野口英世が長浜の横浜海港検疫所

で，石川前学長，榊原悠紀田郎，
長谷川正康，高添一郎，淺井康宏各

出席お申込みは

に検疫医官補として着任したのは同

先生もご出席下さり２２名の参加で，

１３０‐００２２ 墨田区江東橋４−１６−１０

年５月のことである。野口はここに

熱のこもった会が出来ました。
前座で小生が『渡米前の野口英世
の事蹟』につきお話しし，お招きし

森山歯科医院
FAX ０３−３６３２−４６７７まで
ハガキ・FAX でお知らせ下さい。

９月までの約５ヶ月間勤務した。
今回は，!長浜検疫所における野
口の事蹟，"細菌検査室の建物につ
いて，#当時の同僚職員に関して，

１１月１０日 講演予定

さらに$長浜検疫所の前身である横

長浦消毒所と長浜検疫所−検疫医官

須賀の長浦消毒所（明治１１年開設〜

補 野口英世の事蹟を中心にして−

明治２７年撤去）についてもふれた

中村澄夫（神奈川歯科大学・生物学

い。

教授 野口英世細菌検査室保存会事
務局長）
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すいどうばし
校 歌 随 想
榊原

悠紀田郎（昭和１２年卒）

東歯の校歌は作詞・北原白秋，作

心な人たちの校歌を作ったのは初め

ては蜂和会のクラスメートの竹内

曲・山田耕作であることはよく知ら

てだ」と述べるとともに「この校歌

光春君のレポートがあります。古い

れていますが，この校歌は大正１２年

には血脇校長の考えが強く盛り込ま

連中は前のものを「正調校歌」など

９月の関東大震災で学校が丸焼けと

れている」と述べています。

と言いますが，これからは直したほ

なり，その再建に学校，同窓などが

それはこの校歌には中に漢文がそ

一体となって力を尽くし，やっと再

のまま４回繰り返されているフレー

節回しで違っているところは，４

建にめどが通った活力に溢れていた

ズがありますがそれです。それは
「医

カ所でいずれも一寸したところです

大正１４年ころに，学生たちの中か

是済生，斉仁，国手精神，窮理治

が，最初の所は「校旗は」の後「さ

ら，この際校歌が欲しいという声が

法」という漢文ですが，これは多分

んたり」の所で，前のものでは流れ

高まり，学校もこれに応じて取り掛

血脇校長が白秋さんとの会話の中で

るようになっていますが，今度のも

かったというところから始まったよ

何回も繰り返していたので，これが

のでは「さ」の前に１／８拍子の間が

うです。

校歌の中に４回もリフレインされて

入ってきています。

うが歌い継がれて行くわけです。

そのころ血脇校長は日本歯科医師

いるのだろうと思われます。この漢

次は「たて，たて」の所で，前の

会長をしていて，事務所がこの学校

文の意味は「医術というものは，生

ものでは最初の「たて」の前に１／８

内にありましたが，その事務長格で

きることを援けるものだから仁術そ

拍子の間の後に１／８拍子で入ってい

書記長として，血脇校長が名古屋か

のものである。だから医療に当たる

たのが，今度のではそういう「間」

らスカウトしてきた高津 弌さんが

者は，社会の手になったつもりで，

なしに１／４拍子で流れるように［た］

北原白秋さんと昵懇であったので作

理屈に合った治療法（EBM に沿っ

が入っています。

詞を依頼しました。ところが当時売

た療法）をしなければならない」と

れっ子の白秋さんはなかなか取り掛

いうようなことです。

かる様子がなかったようです。

７０年以上前に全く今日的であるこ

そこで学生が沢山の手紙を白秋さ

とを強調していたわけになります。

んに送ったり，北原宅にも押しかけ

ここで校歌について全く別のもう

たり，学校も督促したので，白秋さ

一つの違った随想を加えます。

次はその後の「わが師にまみえ
ん」の「ん」が前のものは一音下っ
ていますが，今度のものは同音で流
れています。
次は「医はこれさいせい」の「い
せい」のところが前のものは同音で

んもそれにほだされて，すぐ血脇校

それはこの校歌は昭和３８年卒業以

長と何回か懇談して，昭和２年９月

前の同窓とそれ以後の同窓とが一緒

に作詩が出来，翌月には作曲も出来

に歌うと，節回しが違う所が出てく

山田耕作さんがどうしてこうした

て，１１月４日に学校で発表式が行わ

るという話題です。これは昭和３７年

かは判りませんが，この改正を受け

れるという段取りになったようで

１２月に山田耕作さんがこの校歌のメ

入れたのですから，今後はこれが
「正

す。

ロディーの一部を書き換えたために

調」であるわけです。

その時に白秋さんは「こんなに熱

起こったことです。このことについ
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流れていますが，今度のものは一音
づつ上がっています。

すいどうばし

今こそ Value Added Dentist に
―統合医療のすすめ―
福
福

岡
岡

博

明（昭和２３年卒）
史（昭和５８年卒）

欧米では既に，近代西洋医学と

の中で代替医療が紹介されました

持たないと開業医としての魅力はな

CAM（相補・代替医療）とを統合

が，それはガン治療でも，心疾患の

くなります。医療は患者中心主義の

する統合医療の流れが主流となって

治療でもなく，内容は「痛い，怖い

時代に入って来たのです。

きています。
「統合医療」とは一般

といった不安を取り除き歯科治療を

米英独という先進国では，既に統

に近代西洋医学と CAM の統合，

癒しの場に変えたかった」という

合医療の必要性を認識し，国公立の

また治療医学と予防医学，MASS

ニューヨークの歯科医のレポートで

有名大学医学部には CAM の講座

を対象とした医療と個を対象とした

した。これがストレス社会に生きる

があり，特に米国では１９９９年には

医療，対症療法と根治療法，客観的

米国人に受けているようです。これ

NIH に国立相補代替医療センター

データを重視した医療と患者の満足

は私達が代替医療を歯科臨床に導入

（MCCAM）が 設 立 さ れ 年 間１億

度も重視した医療など様々な要素の

した最初の発想と同じで，削る・刺

７０００万ドルが国家予算として支出

統合も意味するといわれています。

す・抜くといった侵襲性の強いイ

されているほどです。我が国にもこ

さて，総務省による調査による

メージがある歯科治療を，快適性の

のような気運が生まれ，日本代替・

０００
と，医科の医療費は１９９５年２９，

高いホリスティックな対応のできる

相補・伝統医療連合会議及び日本

円，２００３年４１，
０００円と伸びており，

医療にするためには，必然であった

統合医療学会（理事長：東京大学

８５９円，
歯科の医療費は１９９５年１３，

のです。

渥美和彦名誉教授）
，日本歯科東洋

２００３年１５，
２０５円とほとんど伸びて

現在，当院では３０年来，各種 CAM

医学会（会長：本学 高橋一祐名誉

いません。興味深い事は，支出弾力

を歯科臨床に導入し効果をあげてい

教授）などが活動しています。ちな

性（１％家計支出が増えると何％

ます。ちなみに「東洋医学」として

みに長崎大学歯学部ではいち早く

その品目の支出が増えるかを示す）

鍼灸・漢方，
「ライフスタイル」に

CAM を含む歯科東洋医学講座が開

をみてみると，医科の診療代は０．
７５

関わるものとして食事療法，ハー

講されています。

未満で必需品に近いということを意

ブ，サプリメント，ホメオパシーそ

味し，歯科の診療代は１〜１．
２５で

して口腔筋機能療法，
「診療環境」

療の 理念 というものを，医療従

贅沢財を意味しています。つまり，

として音楽療法，アロマテラピー，

事者はもとより，需要者の国民に広

QOL を高めるための医療という見

「手技療法」として指圧マッサー

く教育していくことが第一で，ベー

方になりましょう。このように一般

ジ，氣圧療法，リフレクソロジー，

スに理念の共有がない限り正しい普

医科と歯科は明らかに社会的なスタ

頭蓋骨調整，ごしんじょう療法，温

及はありえません。そして，怪しい

ンスが異なるものと考えなければな

熱療法，
「診断法」としてバイ・デ

医療と疑われずに社会の自浄作用が

りません。そこで医療経済から見た

ジタルＯ−リングテスト，波動測定

働くようになれば，現在とは違う議

今後の歯科医療の方向性として，
「公

など，また各々の専門家（鍼灸師，

論のもとで，あらためて現行医療制

平性」に「個別性」を十分に付加し

マッサージ師など）と手を組んで歯

度の中に「混合診療」という体系が

ていかなければならないと思いま

科統合医療の実践に努めています。

必然的に現れるようになり，その時

す。私達はこれに最も適する医療が

２０２５年には２万人の歯科医が過

こそ，より患者が満足できる医療パ

剰になると言われています。新規患

ターンの確立が期待できるのではな

昨年，
「アメリカのかたち―変質

者の獲得，既存患者の確保の為に

いでしょうか。

する医療」という日本経済新聞記事

は，歯科医療の他に何か付加価値を

統合医療であると考えています。
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今後，日本においてはまず統合医

庶

務

日

９月

誌

１８日
（日） 北海道地域支部連合会総会
（空知支部担当）

１） 理事会

池田副会長，
中根常任理事，
藤森理事出席

９月１４日
（水） 第６回常任理事会

学術講演会 講師・小菅正夫氏（旭山動
物公園園長）

２） 委員会

４） 事 業

９月２日
（金） 学術部委員会（学術部研究委員会）

９月８日
（木） 第３４回同窓会主催全国ゴルフ大会
１１日
（日） 卒後研修セミナー［ベーシックセミナー

４日
（日） 学術部委員会（全体委員会）

（No.６）
］

５日
（月） 学術部委員会（運営委員会）
６日
（火） 情報部委員会
７日
（水） 学術部委員会（学術部情報委員会）

１０月

９日
（金） 保険部委員会（保険指導者懇談会）

１） 理事会

１０日
（土） 学術部委員会（運営委員会）

１０月１５日（土） 第３回理事会

１２日
（月） 広報部委員会（会報編集）

２） 委員会

２０日
（火） 学術部委員会（運営委員会）

１０月３日
（月） 学術部委員会（総務委員会）

２２日
（火） 学術部委員会（運営委員会）

５日
（水） 学術部委員会（運営委員会）

２６日
（月） 学術部委員会（企画委員会）

１１日
（火） 広報部委員会（会報企画）

２９日
（木） 学術部委員会（プログラム委員会）

１３日
（木） 厚生部委員会
１４日
（水） 学術部委員会（学術部研究委員会）

３） 出 張

１７日
（月） 学術部委員会（プログラム委員会）

９月３日
（土） 関東地域支部連合会総会（神奈川県支部

１８日
（火） 学術部委員会（プログラム委員会）

連合同窓会担当）

２１日
（金） 学術部委員会（学術部情報委員会）

天野会長，中根常任理事，関谷理事出席

２４日
（月） 学術部委員会（企画委員会）

学術講演会 講師・村居正雄氏（日本歯

２５日
（火） 情報部委員会

科医師会常務理事）

３１日
（月） 学術委員会（プログラム委員会）

１０日
（土） 広島県支部総会

黒須常任理事出席

３） 出 張

学術講演会 講師・宮地建夫氏（東京都

１０月８日
（土） 九州地域支部連合会総会（鹿児島県支部

開業）
，講師・橋本正次助教授（母校）

担当）

１４日
（水） 東歯関係日歯役員・代議員，都道府県歯

天野会長，安藤専務理事，江崎理事出席

会長と同窓会三役との懇談会

２２日
（土） 島根県支部総会 佐藤常任理事出席

１７日
（土） 信越地域支部連合会総会
（東信支部担当）
天野会長，安藤専務理事，山田理事出席

学術講演会 講師・佐藤 亨教授
（母校）
３０日
（日） 神奈川県支部連合同窓会学術研修会
講師・宮地建夫氏（東京都開業）

学術講演会 講師・井出吉信教授
（母校）
１８日
（日） 東海地域支部連合会総会（愛知県支部担

３０日
（日） 東歯祭後夜祭 馬橋常任理事出席

当）安藤専務理事，大井常任理事，喜田

４） 事 業

理事出席

１０月２日
（日） 卒後研修セミナー［フォローアップセミ

学術講演会 講師・金子 譲教授
（母校）

ナー（No.７）
］

【お詫びと訂正】
３４７号の内で父兄会協力委員の愛知県夫馬敏男は夫馬俊男の原稿記載誤りのため訂正します。
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逝 去 会 員
下記の会員が逝去されました。ここに謹んで哀悼の意を表し心からご冥福を
お祈り申し上げます。
●昭

２０．
９卒
神奈川西湘支部
●昭 ２
８ 卒
埼玉県支部
●昭 ２
８ 卒
目黒支部
●昭 ３
１ 卒
中野支部
●昭 １
５ 卒
広島県支部
●昭 ２
２ 卒
渋谷支部
●昭 ２
３ 卒
神奈川相北支部
●昭 ３
１ 卒
宮城県支部
●昭 ２
４ 卒
宮城県支部
●昭 １
８．
９卒
東信支部
●昭 ３
８ 卒
沖縄県支部
●昭 １
９．
９卒
横浜鶴見支部
●昭 ３
３ 卒
足立支部
●昭 ３
２ 年
北多摩支部
●昭 ３
０ 卒
世田谷支部
●昭 １
８．
９卒
島根県支部
●昭 ３
２ 卒
横須賀鎌倉支部
●昭 １
４ 卒
北多摩支部
●昭 １
７．
９卒
川崎支部
●昭 ２
９ 卒
茨城県支部

（敬称略・届出順）

山 口
彰（８５歳）
〒２５０‐００４５ 小田原市城山３−５−４２
福 田
博（７８歳）
〒３５７‐００６３ 飯能市飯能１１７９−１０−６０７
斉 藤 孝一郎（７６歳）
〒１５２‐００３２ 目黒区平町１−９−８
高 木 裕 彦（７７歳）
〒１８０‐００１１ 武蔵野市八幡町１−４−３３
棟 久
正（８７歳）
〒７３２‐００６５ 広島市東区牛田中２−６−３２
三 浦 章 宏（８４歳）
〒１５１‐００５３ 渋谷区代々木４−５６−１０
繁 田 秋 穂（７９歳）
〒２５７‐００４５ 秦野市桜町２−４−５２
岡 部
恭（７３歳）
〒９８０‐００２１ 仙台市青葉区中央３−４−２０
佐 藤 良 三（７７歳）
〒９８８‐００１７ 気仙沼市南町１−３−７
林
輝 幸（８５歳）
〒３８４‐００２５ 小諸市相生町３−４−１
仲 村
亨（７２歳）
〒９０１‐２２１４ 宜野湾市我如古４−５−６
森 田 純 司（８４歳）
〒２３０‐００５１ 横浜市鶴見区鶴見５−２−５
大 住 英 世（７１歳）
〒１２１‐０８１３ 足立区竹の塚５−５−８−２Ｆ
山 本
明（７８歳）
〒１９０‐００２２ 立川市錦町１−９−２２
浅 井 貞 二（７６歳）
〒１５６‐００４５ 世田谷区桜上水１−３−５
五百川 福 男（８２歳）
〒６９９‐０４００ 島根県八束郡宍道町９５９−１
関 口 春 也（７３歳）
〒２３８‐００５５ 横須賀市平和台１−１
酒 井 龍太郎（８９歳）
〒１８３‐００１５ 府中市清水が丘３−１−１０
野 村 寧 彦（８４歳）
〒２１２‐００５５ 川崎市幸区南加瀬２−２５−１９
真 中
等（７６歳）
〒３０６‐０６３１ 岩井市岩井４６５７−１
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１７．７．
３１
１７．８．
１０
１７．８．
１３
１７．８．
１３
１７．８．
１６
１７．８．
１５
１７．６．
１９
１７．８．
２０
１７．８．
２０
１７．８．
２３
１７．８．
２７
１７．８．
３０
１７．８．
３１
１７．９．２
１７．９．
１０
１７．９．９
１７．９．
１２
１７．９．
１４
１７．９．
１９
１７．９．
２３

◆投

稿規定

! 原稿締切り
原稿の締切りは，奇数月の１０日までとし，原則
として翌月発行の会報に掲載いたします。
" 投稿様式
投稿は原稿用紙に横書きとし，便箋などの使用
はご遠慮ください。ワープロ使用の場合は１行
１６字で設定して下さい。写真はピントのあった
ものを，大きいサイズ（２L など）で，集合写
真のみでなく，スナップなども添えて下さい。
# 投稿字数
① 「すいどうばし」欄（随想，詩，短歌，時評な
ど）
は，１編１，
６００字程度
② 「支部のうごき」
「クラス会だより」は，本文
◆ へんしゅうこうき

のみの場合１，
６００字程度。写真が入る場合，３
段抜き９００字，２段抜き４００字，１段抜き２００字
減らして下さい。
③ 「追悼」は，５００字程度
$ ご投稿いただいた原稿は原則として原文のまま
掲載いたします。ただし，広告・宣伝と思われ
る投稿はお断りいたします。また，紙面の都合
により加筆削除等お願いすることがありますの
で，ご了承下さい。
なお，
掲載については委員会にご一任いただきます。
% 写真等の返却
写真等は，原則として返却いたしませんが，特
に貴重な写真などの場合は，その旨書き添えて
下されば返送いたします。

★ 自由民主党の圧倒的な勝利で終わった衆議院選を受け，政府が国会に再提出した
郵政民営化関連法案は可決するとのニュースが大きく扱われていますが，その影で
医療費抑制に向けて政府が動いていることも伝えられています。その中で，財務相
は厚労相に，厚労省が公表する医療制度改革の試案に，診療報酬引き下げなどの医
療費抑制策を盛り込むよう要請し，厚労相は厚労省が試案で示す選択肢のひとつ
に，診療報酬引き下げも含めることに同意した，と報じられています。
★ 「カトリーナ」
「リタ」はまだ覚えておられるでしょうか。東部太平洋，大西洋，
メキシコ湾，カリブ海で発生し，大西洋，北東太平洋南東太平洋上にあり，最大風
速が３０メートル／秒以上のものをハリケーンと呼ぶ。ハリケーンの定義である。こ
の定義とカトリーナの記録的な勢力とともに，テレビや新聞で聞かされたのは，大
６以
国アメリカでの被害の大きさです。また先日，パキスタンでマグニチュード７．
上の規模の地震が発生し，ここでも２万人を超す死者がでたとの報道がされていま
す。どちらも自然の脅威を伝えると同時に，人災の部分を大きく取り扱っていま
す。
★ 人災ではありませんが，アレルギーは科学が発達するにしたがって多くなる疾患
であるように思われます。歯科でも金属アレルギーで悩まれている先生，患者さん
がいらっしゃいます。今回の，母校の今の欄で紹介されていますように，東京歯科
大学千葉病院には本年の５月から，オーダーメイド医療を目指して，ドライマウス
外来，味覚異常外来，歯科金属アレルギー外来が開設されました。同窓の皆様にご
利用いただければと考えます。
（河田英司 記）

広報部委員会
広報担当理事 大井 基道
委員長
小林 伯男
副委員長
野村
淳
林
量一
委
員
黒澤 珍介
河田 英司
臼田
準
三友 和夫
尾﨑 圭子
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