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巻 頭 言
富士山

神奈川歯科大学同窓会の大きな課題
〔 組織強化 と 同窓会改革 〕

（ 太陽＝同窓会 ）
同窓会は皆さんの太陽です‼
イラスト・構成：Toru . I

会長

大舘

満

新年明けましておめでとうございます。本年も皆様

い、入りたい同窓会を目指す事です。この考えに基づ

にとって良い年でありますようお祈り申し上げます。

いて、ここ 8 年間行ってきた同窓会改革を成就させる

さて、７月の代議員会において代議員会の開催回数

ことで、結果として組織強化、会員増強につながるこ

を年２回から１回に変更する議案に対しご承認を賜り

とを確信しています。会長就任以来 8 年間行ってきた

心より御礼申し上げます。この変更により同窓会の財

事を具体的に述べさせていただきます。

務面での安定を得ることができ、今後、本来の同窓会
改革に着手する事が出来ます。近年、若手の組織離れ

１、学校法人の経営陣、法人職員との信頼関係の確立
なぜ？

の問題は同窓会に限らず歯科医師会等、他の団体でも
同様の傾向が見られ、組織の存続にかかわる大きな課

学生の相談相手の多くは大学の恩師や先輩の先生方

題となっています。また、我が神奈川歯科大学同窓会

です。自分の進路方針や同窓会へのかかわりを相談す

においては戦後の新設大学として若手というイメージ

る恩師や、先輩から同窓会の不必要性や問題点などマ

で歯科界発展のために邁進してまいりましたが１回生

イナスイメージを指摘された場合、同窓会への入会を

は 70 歳に迫り、若手とは親子、祖父母程の年齢差があ

希望したり、会員を継続する気持ちになるでしょうか。

り、世代間の隔たりが同窓会の大きな課題であります。

このようなマイナスイメージを大学関係者から払拭

今回のご挨拶ではこの課題克服のための今までの取

することが必要です。同窓会創立以来 44 年ほど経過

り組みとこれからの方針について触れてみたいと思い

しているためこのイメージを払拭するには忍耐と時間

ます。

がかかります。大学にとって同窓会が大人で紳士的な

まず最初に組織強化として未入会者対策、退会者対

パートナーになることが必要です
どのようにして？

策、などの会員増強を考えています。そして本当の意
味でこの組織強化に必要なのが同窓会の体質改善、い

◦会 長自らが法人のポスト（法人理事等）を要求した

わゆる同窓会改革だと思い邁進してまいりました。

り、ポスト争いへかかわらず、一歩引いて 6500 人

会員増強

以上の卒業生を擁する別組織としての立場を明らか

せまい意味での会員増強には各歯科医師会などで

にして、是々非々で発言し真に大学の発展に寄与す

は、たとえば「未入会者対策検討委員会」等の名称で

る。この事は私の会長就任以来、確固たる信念のも

活動しています。内容は事務レベルでの対応強化、執

と貫いて参りました

行部役員、都道府県支部、市区町村支部、会員あげて

◦当然の事ではありますが、法人人事のみならず法人

の勧誘や働き掛けです。また、支部によっては県人会

の利権にも与みしないことを同窓会執行部の最重要

等を開催していただきご協力いただいております。

事項として役員人事も含め厳重に管理しています

事務レベルでの対応強化、支部への依頼等行ってい

◦大学の各教室やそれに準ずる組織で全国的な学術団

ますが、支部での対応はまちまちで、特に大都市圏で

体で学会等を主管する場合に経済的補助を実施（既

はあまり効果は上がっていません。今後は本部担当者

に実施）

と支部担当者の情報共有を徹底し連絡会議等を実施し

◦甲 種奨学金、一口を大学支部の会員 10 名に毎年、

対象者個別の対応を検討し今まで以上の取り組みを考

分割支給し会員であることの利点を理解していただ

えています。

く（既に実施）

広い視点に立った真の意味での組織強化、会員増強

◦学生を確保するために全国の同窓による協力

私が目指しているのは広い視野に立って、入りやす
4

例えば、

結果は？

◦クラス会開催、運営に伴う名簿の同窓会への提供を

◦理事長のご英断で平成 25 年 7 月、全国地区を代表す

受け、卒後の異動などを把握しやすくなる

る支部長を 6 名、評議員として評議員会入りを果た
した。このことは同窓会各地方の本学に対する協力

◦同窓会への理解と信頼関係の構築

体制が構築され、法人の経営のみならず入学生の増

今後は

員にも一役買っている

◦まだまだ多くの問題を解決しなければならないが、

◦大学の許可を得て、入学時に乙会員として、最初の

クラス会連絡会議（仮称）の開催と卒後 15 年程度ま

入会依頼を行っている。そのおかげで現在 70％以

でのクラス代表の代議員会参加が実現すれば若手の

上の入会率
（準会員、外国籍の方を除く）を維持して

同窓会参画の柱となると考えている

いる（切り替えてから６年経過し現在 6 年生となっ
ている）

３、学術の充実
なぜ？

◦学生確保に全国同窓による協力により、入学者の定
員が満たされる一助となった。現在、大学教員で、

学術に興味を持つ同窓生は若手に限らず広い年齢層

ある程度の立場にいる方の同窓会入会率はすでにほ

に散らばっています。しかし、現在の同窓会の組織で

ぼ 100 パーセントになっている。大学側の配慮で全

は若手が自由に利用できるシステムがほとんどありま

国の同窓に学生確保の協力を依頼している状況で、

せん。会議では先輩が代表として集い、仮に若手が出

卒業生の教員が同窓会未加入では失礼であるとの考

席しても発言は困難です。それと比較して学術講演会

えで実現している

等は若手でも気兼ねなく参加でき、多くの知識を得る

◦大学との信頼関係は十分にできつつある。これから

ことができ、歯科医師の将来にも光を注ぎます。現同

はこの信頼関係を基に今以上に大きな実が結ばれる

窓会のシステムでは学術関連のみが唯一若手の参画が

事を期待している

容易です
どのようにして？

２、クラス会活用

◦学術講演会の無料化（既に実施）

なぜ？

◦大学の卒後研修システムへの協力（既に実施）
◦学術委員の若手起用（既に実施）

現在、同窓会の基本は全国の支部組織によるピラ

◦学術協力員の若手起用（既に実施）

ミッド型のシステムで運営している。今までは何とか

結果として

維持してきたが、若手の組織離れが顕著で同窓会も同

◦現在も学術講演の無料化は継続していますが、参加

様である。同窓会への若手参画を進めるために若手の

費については今後の大きな課題となっています。財

クラス会と同窓会の関係を深める必要がある。
現在の支部組織が縦糸ならばクラス会は横糸と言え

務面の安定を得てこの問題も十分な検討が必要です

よう。双方の交わりでより若手が魅力を感じる風通し

◦大学からも卒後研修に対しては新たな提案もあり今
後、魅力あるシステムとなると思います

のよい同窓会にしたい
どのようにして？

◦学術委員と学術協力員は若手が多く、同窓会への参
加としては他の同窓会事業に比べ若手対応としては

◦クラス会開催時の助成

十分な効果が出ている

卒後 5 年、10 年の節目の年に開催したクラス会へは
助成金をお渡ししている。条件は会長、あるいは副

まとめ

会長が訪問し、挨拶をさせていただく。また、まと
めた名簿を利用させていただく（既に実施）

今まで同窓会改革を具体的に説明する機会が少な

◦クラス会連絡会議（仮称）の開催と卒後 15 年程度ま

かったので、今回多くの紙面を割いていただきました。

でのクラス代表の代議員会参加（理事会にて協議中）

会長就任以来、どの様な思いでそれぞれの施策を実施

◦卒業初年度のクラス会の開催をサポート（理事会に

し、今後どのようにしていきたいかをご理解いただけ

て協議中）

れば幸いです。まだ、女性会員の活用等多くの課題が

クラス代表を決めていただき、クラス会連絡会議や

あると思いますが紙面の関係で改めてご紹介させてい

代議員会への参加までの道筋を明確にしたい

ただきます。

結果として

皆様のご健勝とご多幸を心より祈念して年頭の挨拶

現段階ではスタートしたばかりで未確定の部分が多

とさせていただきます。

く成果は少ない
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平成 25 年度一般会計歳入・歳出決算

収支計算書
自
至

『歳入の部』
1. 会費
一般会費小計（甲種）
一般会費小計（乙種）
前受会費小計（甲種）
前受会費小計（乙種）
（1）会費内訳
一般会費入金（甲種）
一般会費入金（乙種）
既卒再入会（甲種）
既卒再入会（乙種）
既卒新入会（甲種）
既卒新入会（乙種）
（2）前受会費内訳
40 回生（甲種）
40 回生（乙種）
41 回生（甲種）
41 回生（乙種）
42 回生（甲種）
42 回生（乙種）
43 回生（乙種）
44 回生（乙種）
2. 入会金
入会金小計（甲種）
入会金小計（乙種）
3. 負担金収入（甲種）
4. 学術収入
5. 繰入金
（1）同窓会年金会計
（2）事業運営安定化資金会計
（3）事業基金会計
6. 寄付金
7. 雑収入
（1）預金利息（一般会計）
（2）預金利息（特別会計）
（3）広告料
（4）カード手数料
（5）その他
8. 繰越金
歳入合計
『歳出の部』
1. 事業運営費
内、予備費
2. 事業基金会計

平成 25 年度予算額
2,918 口
（
2,555 ）
（
114 ）
（
6 ）
（
243 ）

平成 25 年度決算額
40,200,000
3,155 口
38,325,000 （
2,814 ）
570,000 （
108 ）
90,000 （
6 ）
1,215,000 （
227 ）

43,975,000
42,210,000
540,000
90,000
1,135,000

（
（

2,555 ）
114 ）

38,325,000 （
570,000 （
0 （
0 （
0 （
0 （

2,804
106
5
2
5

）
）
）
）
）
）

42,060,000
530,000
75,000
10,000
75,000
0

（
（
（
（
（
（
（
（

3
50
1
61
2
43
41
48
56
3
53
38

45,000 （
250,000 （
15,000 （
305,000 （
30,000 （
215,000 （
205,000 （
240,000 （
1,680,000
90,000 （
1,590,000 （
152,000
300,000
2,861,000
300,000
0
2,561,000
1,000
390,000
1,000
3,000
215,000
170,000
1,000
7,300,000
52,884,000

3
50
1
61
2
43
41
32
37
5
32
26

）
）
）
）
）
）
）
）
口
）
）
口

45,000
250,000
15,000
305,000
30,000
215,000
205,000
160,000
1,110,000
150,000
960,000
104,000
724,000
3,146,000
300,000
0
2,846,000
0
595,903
2,267
3,570
378,000
208,066
4,000
11,282,245
60,937,148

（
（

）
）
）
）
）
）
）
）
口
）
）
口

平成 25 年度予算額
39,906,000
（4,260,576）
5,122,000
甲種（2,561 口）

3.

平成 25 年４月 １ 日
平成 26 年３月 31 日
（単位：円）

福祉共済部会計

平成 25 年度決算額
30,979,026
5,692,000
甲種（2,846 口）

5,836,000
甲種（2,561 口）
乙種（357 口）

4. 奨学金基金会計
5. 職員退職金積立会計
6. 事業運営安定化資金会計
歳出合計
次年度繰越金（収支差額）

1,350,000
300,000
370,000
52,884,000
0
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6,362,000
甲種（2,846 口）
乙種（335 口）
1,350,000
300,000
370,000
45,053,026
15,884,122

〔 人との出会いが人生を決めた 〕
新潟大学大学院医歯学総合研究科
口腔保健学分野：教授 山崎 和久
（11 回）
はじめに

大学院そして留学へ

同窓会の岩淵先生より突然電話をいただいて同窓会

大学院時代は口腔生化学講座の野原廣美教授の指導

誌への寄稿を依頼されたのは平成 26 年の２月頃だっ

を受けました。当時二保存からは先輩大学院生２名と

たでしょうか。卒業後すぐに横須賀を離れたので、同

私の３名の大学院生が口腔生化学講座で研究をしてい

級生以外のほとんどの先生方は私をご存じないと思い

ました。研究テーマは多型核白血球の産生する酵素と

ます。せっかくの機会ですので自己紹介かたがた思い

歯周組織の炎症の関係についてでした。野原教授から

つくまま書かせていただきました。

はお忙しい中、先輩大学院生とともに実験器具の使い
方や実験記録の仕方などをはじめとして本当に親身の

神奈川歯科大学の頃

指導をしていただきました。ある日、アルバイトで柏

新潟県十日町市にある県立十日町高校を卒業して神

崎の病院に行く前、朝６時に実験のセットをして出掛

奈川歯科大学に入学したのが 1974 年でした。必ずし

け、夜帰ってくると、野原先生が測定をして、おまけ

も自分の意思で決めた進路ではありませんでしたが、

にグラフまで書いてくれていたことがあり、戻るとす

今ではこの道に進んで本当に良かったと思っていま

ぐ結果の検討をすることができました。また、実験に

す。当時、同級生は 200 名を超えており、実習などは

使っている犬の世話で帰省できないお正月には皆で先

２グループや４グループに分かれてやっていたように

生のお宅に呼んでいただき、日付が変わるまで飲んで、

思います。素晴らしい同級生にも恵まれて、学生生活

食べて歓談したことが昨日のことのように思い出され

は充実した楽しいものでした。臨床実習は大変でした

ます。

が、夜遅くまで技工をし、同級生と夕飯を食べてから

実験が深夜に及ぶことはもとより、徹夜になること

ちょっと怪しげな映画を見たりしたこともいい思い出

もたびたびありましたが、いつも先輩といっしょに実

です。

験をしており、つらいと思ったことは一度もありませ

６年生になって、卒業後は勤務医を経験してから地

んでした。大学院在学中に結婚し、子供も生まれたの

元に帰って開業するのかな、などと漠然と思っていま

で、夕飯と子供の入浴のために一旦アパートに帰り、

した。夏休み前だったと思いますが、当時歯周病学の

また大学に戻るという生活を続けていました。素晴ら

教授をされていた堀先生に突然呼び出されました。教

しい先輩にも恵まれ、大学院の時のこうした経験が研

授に呼びだされるなんていいことであるはずがない

究を続けることにつながる一つの要因だったと思いま

と、おそるおそる部屋を訪ねると、新潟大学で人を探

す。学位論文は最終的に Inﬂammation という学術誌

しているという話でした。同学年で新潟県出身者は私

に掲載されました。あれほど皆に慕われていた野原先

一人でしたので、特に選抜されたわけでもなく自動的
に話が来たのでした。
夏休みに帰省する途中、新潟大学歯学部歯科保存学
第二講座（二保存）の原

耕二教授（平成 23 年 12 月

２日ご逝去）を訪ねました。原先生は教授になったば
かりの新進気鋭で、歯周病学における免疫学的研究の
重要性を熱く説いてくれました。その熱意に圧倒され、
大学院に行くことを決めました。
〔 留学先のボス一家と 〕
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生は平成 18 年４月 20 日、私たち後輩に多くのものを
残して、79 歳の生涯を閉じられました（合掌）。
大学院修了後すぐに助手として採用されました。新
米助手は週に２日ライターとして臨床実習に出るとい
うのが当時の決まりでした。自分の外来診療もあり、
臨床に関わる時間が突然増えました。自分の研究に加
え、大学院生の指導も始まり、ますます忙しくなりま
したが、先輩、同期、後輩に本当に恵まれ、充実した
時期を過ごしていました。当時の仲間とは毎年泊まり
がけの忘年会を開いています。
お礼奉公のつもりで残ったので長くいるつもりはあ
りませんでしたが、医局の先輩が留学をしたこともあ

〔 新潟大学歯学部 〕

り、ぼんやりと留学してみたいと考え、あちこちに手
紙を書いた（インターネットも電子メールもなかっ
た時代です）ところ、オーストラリアのクイーンズ
ランド大学にいた Greg Seymour 教授から受け入れ
てもいいという返事をいただきました。1986 年 30 歳
のときのことです。自費での留学でしたから、共済組
合からお金を借りたりして、本当にバタバタと出発し
たのが 11 月でした。わずか２回目の海外渡航、相手
先のラボでは初めての日本人留学生、ボスについて
知っていたことといえば 1979 年の Journal of Clinical
Periodontology に有名な論文“Conversionofastable
T-cell lesion to a progressive B-cell lesion in the
pathogenesis of chronic inflammatory periodontal

〔 新潟大学病院 〕

disease”を発表し、リンパ球の面から免疫学的病因
研究をリードしていた世界的研究者ということだけで

め、サイトカインプロフィール、T 細胞レセプターの

した。緊張のピークで空港に降り立った私たち家族３

発現など局所での T 細胞の動態解析を行いながら、

人を迎えてくれたのは T シャツに短パン、ゴム草履

一方で歯周炎患者 T 細胞の抗原に対する応答性を in

といういでたちに優しい笑顔をたたえたボス本人で

vitro での刺激実験により明らかにしてきました。実験

した。留学時代には主に多型核白血球に関連した IL-1

結果をひとつずつ積み重ねてきた過程で明らかになっ

inhibitor、 の ち に IL-1 receptor antagonist と し て ク

たことが HSP60 を自己抗原とする自己反応性 T 細胞

ローニングされた分子に関する研究を行いましたが、

と、それを制御する調節性 T 細胞の存在でした。こう

同時にボスのテーマであったリンパ球研究にも携わ

して研究を続け、1988 年に講師、1999 年に助教授へ

り、T 細胞への興味に目覚めたことでその後研究の主

と昇進しました。2002 年には T 細胞に関する一連の研

体を多型核白血球から移すことになりました。研究だ

究で日本歯周病学会から学術賞をいただきました。
抗原としての HSP60 の同定が、研究をペリオドン

けでなく留学中に Greg から受けた影響は計り知れま

タルメディスンの方向に向けさせることになりまし

せん。

た。HSP60 が動脈硬化病変形成に関与しているとい
帰国してから

う論文を見つけたからです。

１年半の短い留学生活を終えて帰国してすぐに医局

並行して、歯周病患者の炎症マーカーや血中コレス

長を命ぜられ、臨床実習のチーフライターも兼務する

テロールレベルの解析を行い、歯周病の全身への影響

ことになりました。10 月には講師を拝命し、授業も

を確信しました。2003 年から 2007 年頃にかけてのこ

担当することになりましたが、日常業務の合間を縫っ

とです。この間 2004 年４月に歯学部に新設された日

て研究も再開しました。たぶんこれまでで一番忙し

本初の 4 年制歯科衛生士養成校である口腔生命福祉学

かった時期だと思います。

科の教授に昇進しました。
歯周病が全身に及ぼす影響メカニズムとしては歯周

免疫染色による T 細胞のフェノタイピングから始
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病の病変部から侵入した細菌による菌血症、病変部で

たのです。その成果は 2014 年 Scientific Reports とい

産生された炎症メディエーターにより遠隔組織に炎症

う学術誌に掲載されました。これに関する内外からの

を誘導する、HSP60 を介した分子相同性により組織

反響は大きく、自分でも驚いています。口腔細菌と腸

障害が誘導される、ということが推測されていました

内細菌の関連と全身に及ぼす影響の分子基盤を明らか

が詳細は不明なままでした。これを明らかにする目的

にすることが現在のそしてたぶん研究生活をやめるま

で本格的に動物実験にとりかかり、ヒト歯周炎患者と

でのテーマです。

同様、急性期タンパクのレベルが上昇し、脂質代謝異

研究に興味のある方はラボのホームページ http://

常も誘導されることが明らかになりました。いくつか

www.dent.niigata-u.ac.jp/yamazaki_labo/ を訪

の論文を報告し、その結果は新聞などのメディアでも

れてみてください。

取りあげてもらいましたが、明らかになった最も重大
なことは、少なくともマウスにおいては、歯周病原細

終わりに

菌を口腔に投与しても、血中からはそれらの菌は検出

自分のこれまでの人生を振り返ると、進路を決める

されず、歯周組織の炎症もほとんど認められないとい

折々に大きな影響を受けた重要な人達がいたことに気

うことでした。

づかされます。その人達と会えていなかったら、自分
はどこで何をしていたのだろうと改めて考えてしまい

そして現在

ました。教授になった今は人を育てることが重要な使

所属していた口腔生命福祉学科は 2010 年に改組さ

命だと思っています。自分が受けたいい影響を次の世
代にも与えられるようにしたいと努力しています。

れて大学院医歯学総合研究科口腔保健学分野と名前を
変えました。私は歯周診断再建学分野と名前を変えた
歯科保存学第二講座からのれん分けをしてもらったよ
うなもので、相変わらず歯周病診療科で診療し、歯学
科の歯周病学講義を担当しています。
今、研究は思わぬ方向に進んでいます。歯周病が関
連する様々な全身疾患はまた、腸内細菌叢の乱れと関
連することに気がつきました。これをマウスで確認し
たところ、Porphyromonas gingivalis という代表的な
歯周病原細菌を飲ませると、腸内細菌叢が変動すると
ともに、腸管のバリア機能が低下し、その結果内毒素
血症が起こることがわかりました。これにより様々な
臓器・組織で炎症が誘導されることが歯周病と全身疾
患を結びつけるメカニズムであることが明らかになっ

〔 教授室にて 〕

〔 ラボメンバーと 〕
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教 授 就任・ご挨拶

『 仙台 での新たな出発 ~歯科再生医療の実現化に向けて~ 』
東北大学大学院歯学研究科 口腔修復学講座
歯科保存学分野：教授 齋藤 正寛（20 回）
の治療技術に加え、再生医療の実用化が求められており、

平成 25 年４月１日に東北大学

〔 東北大学歯学研究科の正門 〕

大学院歯学研究科、口腔修復

歯科におけるトランスレーショナルリサーチの活性化が期待

学講座、歯科保存学分野、教

されている領域になります。これまで複数の教育研究機関

授を拝命しました20 回生の齋藤

での経験を生かし、東北大学大学院歯学研究科では歯

正寛と申します。これまで同窓会

科保存学分野における再生医療を普及するため、研究・

の皆様には多大なご支援を頂き、

教育・臨床を推進していく所存であります。本稿では、こ

大変感謝しております。

れまでの研究と教育の経緯と、東北大学大学院歯学研究
科での目標について紹介させて頂きます。

歯科保存学分野は保存修復

を中心に歯科保存学全般を担当する講座であり、和久本
教授、奥田教授、小松教授に続いて、私が４代目となります。

１．これまでの研究の概要

これまで当講座は東北６県に優秀な歯科医師を輩出すべく、

◦歯科再生医療技術の開発

研究・教育・臨床において東北大学歯学研究科で中心的

再生医療とは、幹細胞と呼ばれる万能細胞を用いて人

な役割を果たしてきました。研究に関しましても、歯科理工

為的に臓器を機能回復させる治療法であり、臓器移植に

学のみならず歯根膜を含む生物学的な研究を中心に多くの

代わる新たな技術として期待されています。近年では各臓

業績を出されてきた活発な研究室でもあります。このような歴

器に内在する幹細胞を分離することができるようになりまし

史有る研究室を引き継ぐにあたり、身の引き締まる思いととも

た。これらの研究成果を基に、幹細胞移植による再生医

に、新たな歯科医療技術を世界に発信できるような医局作り

療が実用化されようとしています。私は神奈川歯科大学に

に向けて臨む所存です。

在籍時に歯周組織を再生する幹細胞の分離に成功し、こ
れらの細胞を用いた次世代の歯周組織再生医療技術を開
発してきました。東北大学病院には再生医療を行う体制が
整っておりますので、これまでの研究成果を臨床応用する
ためのチームを構成し準備を進めております。
◦歯周組織再生を導く生物活性物質の同定と
「細胞外マト
リックス補充療法」の開発
細胞外マトリックスとは、体の強度維持に関わる線維性
タンパク質であり、強靱な構造を必要とする歯および歯周
組織においても重要な働きをします。私は大阪大学在籍

〔 左：東北大学病院 右：外来棟 ５F に保存修復科外来があります 〕

時に、オキシタラン線維と呼ばれる細胞外マトリックス成分

私は神奈川歯科大学を卒業した平成元年に保存修復

が歯根膜の機能に必須であることを見出しました。オキシ

学講座に入局し、岩本教授、寺中教授のご指導の下、

タラン線維の遺伝子変異で発症するマルファン症候群で

歯学博士を取得し、米国ワシントン州立大学へ留学もさせ

は、歯根膜の機能低下が起こり歯周病のリスクが高まるこ

て頂きました。この時の研究成果が認められ、平成 18 年

とが報告されており、そのためオキシタラン線維崩壊への

からは大阪大学大学院歯学研究科、生化学教室で講師と

対策が求められていました。私たちの研究グループは、

して在籍し、平成 21 年からは東京理科大学、基礎工学部、

ADAMTSL6βというオキシタラン線維を再生するタンパク

生物工学科で准教授として在籍し、再生医療の研究に携

質を同定し、このタンパク質がマルファン症候群における歯

わってきました。私が担当する保存修復は一般歯科で必

根膜の機能不全を改善することを発見しました。私たちは、

要とされる基本的な治療であり、学部教育において知識と

この技術をマルファン症候群の歯周病に対する新たな治療

技術の習得が求められる科目の一つになります。また従来

技術として「細胞外マトリックス補充療法」と提唱し、現
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行の再生医療技術である幹細胞移植、サイトカイン療法に

技術論を融合させた新たな治療学の構築を検討しておりま

次ぐ第3の再生医療技術になることを報告しました。マルファ

す。今後は、卒後研修から大学院の教育を通して、基礎

ン症候群では、体の強度低下が原因で大動脈瘤、肺気

医学の知識を持ち再生医療の実用化に対応しうる歯科医

胸といった様々な結合組織疾患を引き起こすため、「細胞

師の育成をめざしていく所存です。

外マトリックス補充療法」は大動脈瘤をはじめとする様々な
３．今後の目標

結合組織疾患に対する新規治療技術として発展すること
が期待されます。現在は、
「細胞外マトリックス補充療法」

今後急速に進む高齢化社会において増加が予測される

の実用化のため、国内外の研究者、患者会および民間

全身疾患を伴う患者さんの保存治療および口腔ケアの向

企業と連携して研究を進めております。

上が求められています。そのためには地域医療機関と密
接に連携をとり、全身疾患により継続的な保存治療を必要

２．次世代の歯科医師育成を目指した教育

とするケースに関しても積極的に対応できる診療の体制づ
くりが必要になります。今後の歯科界には、全身疾患に対

私は従来の保存修復の分野で行われてきた教育に加
え、今後増加が予測される全身疾患に対する歯科治療技

する歯科治療の重要性を医科と連携して国民に啓蒙する

術の向上、口腔機能を回復する再生医療技術の開発を担

ことが求められています。これらの課題に取り組むべく、私

う次世代の人材育成のため、以下の項目の教育に取り組

はう蝕、歯内疾患、歯周炎のハイリスク患者となるマルファ

むことを考えております。

ン症候群の保存治療に関して、医科および患者会と連携

◦保存修復の基本知識の教育

してガイドラインの作成を目指しております。
研究に関しては「細胞外マトリックス補充療法」の臨床

う蝕、歯髄炎、根尖性歯周炎の病態の基礎知識およ

研究を行うべく、新規歯周病治療薬の開発に必要な技術

び治療技術に関する理論と手技の習得

開発を行うため、ADAMTSL6β製剤とそのスキャフォール

◦全身疾患と遺伝性疾患に対する臨床研究の教育
う蝕、歯髄炎、根尖性歯周炎のリスクの高まる全身

ドの開発を民間企業との産学官連携で行い、実用化を視

疾患および遺伝性疾患に対して、病態の基礎知識と

野にいれた研究開発の推進を考えております。また再生医

保存治療技術の習得

療を導入するため、幹細胞移植による骨再生医療の技術
開発に加え、近年提唱されている幹細胞移植による抗炎

◦再生医療の基礎知識と実用化に必要な開発項目の教育
臓 器移植、幹細胞（間葉系幹細胞、ES 細胞、iPS 細

症療法を歯内療法および歯周病治療に応用する技術開発

胞を含む）の基礎知識、細胞移植治療、サイトカイン療

にも取り組む所存です。
これらの教育・臨床・研究を通じて、保存治療の対象と

法の基礎知識の習得
これらの教育を通じて、従来のう蝕、歯髄炎、根尖性

なる口腔内の疾患の原因、性質、影響を研究するメディカ

歯周炎の治療技術習得に加え、今後増加が予測される全

ルサイエンスを推進することで、新たな保存治療技術の開

身疾患患者の歯科治療に対応出来る歯科医師を育成し、

発を目指しています。この目標を推進するために、神奈川歯

歯科におけるメディカルサイエンスの推進を目指します。さ

科大学同窓会の皆様とは是非とも連携を深め、共同で進め

らに近年進歩の目まぐるしい再生医療を含む先端医療を提

させて頂ければと存じます。今後もご指導ご鞭撻の程、よろ

供できる体制をめざしています。そのためには、従来の保

しくお願い申し上げます。

存修復における病因論、治療学に加え、再生医療による

〔 仙台での教授就任祝賀会にて 〕

〔 モニター管理による保存治療を指導している筆者 〕

〔 横浜での教授就任パーティーにて 〕
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〔 人体構造画像医科学資料館・Ａｉセンターの設立
そして100周年記念事業を開催して 〕

神奈川歯科大学大学院
三次元画像解剖学講座

教授

高橋

常男

平成 15 年（2003 年）10 月１

（６回）
した。そして、気付いたことは、学生時代の解剖教育

日、人体構造学講座・肉眼解

は試験のための解剖知識。しかし、ゴールである医療

剖学・臨床解剖学分野教授（旧

は３次元で､ その解剖知識は、極端に表現しますとお

口腔解剖学教室）を拝命して

金に直結しています。インプラント臨床現場では、Ｃ

以来、平成 26 年度で定年退職となりますが、残すと

Ｔ画像を用いた３次元画像診断、造形模型、その模型

ころ数箇月となりました。光陰矢の如しであり、食べ

で手術シミュレーションが一般的でしたので、学部教

る、寝る以外の時間は、大学人としての生活を貫き通

育時代から 3 次元的（立体的）画像を併用した人体構

した 11 年間と言っても過言ではないと思います。

造教育法を開発・具現化させたい思いになりました。

通先生（広報）から会報でのご挨拶の場を頂

人体を立体的視点でみることは、横地千仭 ･ 高橋和人

けましたことに謝意を表するとともに、大学人になっ

先達教授時代から脈々と継承されてきたものでありま

て 40 年間の長きに亘り、ご声援・ご支援 ･ ご協力を頂

すので、私の時代では医科用ＣＴ装置の導入化に職責

いた同窓会の諸兄 ･ 姉には、この紙面をお借りし心か

を賭ける決意となりました。

岩淵

ら感謝する次第です。執筆に当たり 10 年前の同窓会

二つ目の取り組みは 横地解剖時代から現存する人

会報（99 号）
、そして CAMPUS21（68 号）を振り返

体標本の保存・新たな活用（表示の工夫）と同一標本

りました。

からのＣＴ３次元画像､ そして同画像から作製された

「私の賞味期限は 11 年、定年が迫って悪臭の根源に

光造形模型の３種の医学標本を兼ね備えた資料館を作

ならないように、そして“百尺竿頭進一歩“の心境

ることでした。類をみない解剖資料館となることは疑

で、職責を果たす」と誓ったものでした。まず 10 年

いのないことでした。すなわち、この理念のもと、解

間で何を為しえるかということでした。そこで、表題

剖体（肉眼解剖）とＣＴ撮影で得られる画像（画像解

にあるプロジェクトを立ち上げました。プロジェクト

剖）を併用した、そして画像から製作できる再現性の

も目に見える形にならなければ絵に描いた餅で、自己

ある人体局所模型を駆使した教育法の開発は斬新なプ

の満足だけで記憶に残りません。スローガンは三浦半

ロジェクトとなりました。そして、平成 21 年（2009

島に本学の存在感を具現化する「日本一の解剖学習セ

年）５月に、法人の支援でマルチＣＴ装置が解剖実習

ンターづくり」でした。そして、成果はまたプロジェ

棟に設置されました。全国的にも他校の追従を許さな

クトに還元できる仕組みづくりでした。

い新しい解剖教育メッカとなる実現性が高まってきま

教 授 11年 を振り返って

さて、まず最初の取り組みは 、地域社会で活躍さ

した。そのＣＴ装置は解剖教育以外では、三浦半島地

れる同窓に向けての歯科先端医療情報の発信でした。

区で発生した変死体の死因を究明する装置としても活

平成 16 年（2004 年）５月、医科歯科連携の「サイナ

用されています。そして、年々、その活用頻度も多く

スシンポジウム」開催でした。上顎洞は医科との隣接

なりました。まさに目にみえる社会貢献も兼ねる成果

領域であることから、上顎洞インプラント植立は、一

となりました。
解剖プロジェクトでスタートした人体構造画像医科

般開業医には「聖域」を犯すとの感覚がありました。
歯科医にとって「上顎洞は避けて通れない領域」とい

学資料館は、先見の明をもつ鹿島

う新たな概念が市民権を得るまでの環境づくりでし

で、内装がリニューアルされ、平成 25 年（2013 年）5

た。
「鼻副鼻腔（上顎洞）の臨床解剖」講演を通じて、

月から、法人管理となり、
「神奈川歯科大学資料館《人

全国の同窓諸先生と有意義な交流をさせていただきま

体標本と 100 年史》」として、まさに三浦半島唯一の
12

勇理事長のご英断

じます。

解剖学習、生涯教育の場となりました。一気に後世に

最後に、生涯学習、そして教育・研究の醍醐味を味

引き継がれる大学財産となりました。
現資料館は、年間 25 校以上のコメディカル各種専

わわせていただきました母校には、感謝の念しか思い

門学校（隣町に立地する県立保健福祉大学への設立時

浮かびません。母校の更なる発展を心から祈念して筆

からの解剖教育支援、また県内外の専門学校）が解剖

を置きたいと思います。

学教育の一環として利用しておりますが、私は盲学校
（弱視 ･ 全盲）の学生さんらの解剖学教育にも尽力し

※

私の 11 年間、ご縁のありました項目を下記にまと

めました。

ました。これまで模型でしか人体構造を学ぶことがで
きませんでしたが、人体を扱う医療人には分け隔てな
く広く門戸を開き、人体標本見学実習基盤を造りまし

平成15年10月：教授就任

た。現在もその教育理念は継続されております。

平成16年５月：第１回サイナスシンポジウム（橫浜研
修センター､参加者200名）

またＣＴの設置以来、現在 200 症例を超え、人体医

平成16年６月：教授就任パーティ（横浜ベイシェラト

学情報のベース化が続いております。年々蓄積された

ン、参加者250名）

画像データは、ご遺体はご遺族に戻っておりますが、

平成16年８月：“県死因調査事務所開設”（監察医を

時空を超えて医 ･ 歯学の発展に何度も寄与することが
確実であり、神奈川歯科大学の貴重な永久学術資料と

迎えて司法解剖業務開始）

して、
解剖教育の発展に寄与するものと考えております。
三つ目の取り組みは 、平成 22 年（2010 年）2 月、
「神

 奈川県初､全国歯学部初の取り組み
神
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
で地元地域社会貢献を具現

奈川歯科大学開学 100 周年記念シンポジウム」開催で

平成17年８月：産学協同研究プロジェクト（Applied

した。前年 9 月、巨額投資事件で全国版ニュースとな

Human Anatomy Institution :AHAI）

り余波が鎮まっていない時期と重なっていました。も

のスタート（ＣＴ装置獲得を目標）
平成18年２月：第１回下顎管・下歯槽神経シンポジウ

しこの記念事業失敗の暁には辞職の覚悟で準備に臨み
ました。医科から著名な業績を残されている多数の先

ム（大講堂250名参加）

生、三浦半島地区にご縁のある代議士・首長ら全員が

平成19年12月：プロジェクトキックオフパーティ（ヨ

本学の創立 100 周年のお祝いに参画してくださいまし

コハマニューグランドホテル、150名

た。開催主旨は、三浦半島に住む一人一人の健康長寿

参加）３次元画像解剖教育法の開発と

を願ったものであり、神奈川歯科大学が誇る不屈の精

CTを用いた死因究明精度の向上に協

神を学内から誇示するものでありました。
「健やかに

力する企業の結集

生きるための健康長寿の秘訣」
、そして「三浦半島の

平成20年３月：平成20年度日歯生涯研修ライブラリー

明るい未来を語る－健康の立場から－」と言うテーマ

製作（日本歯科医師会）ZAC（頬骨

で、法人の絶大なる支援で大講堂は人があふれるばか

歯槽稜）の臨床解剖
平成20年12月：神 奈川歯科大学で県下初のAiスター

りの盛会なシンポジウムとなりました。成果は神奈川

ト記事紹介（K新聞１面）

歯科大学が不滅であることを実証し、超高齢化社会に

平成20年７月：研究談話会「エーアイの現状」山本正

進む中で，健康長寿に関わる口腔ケアを通じて地域社

二先生（千葉大学法医学）

会に密着した存在を約束したものでした。

平成20年10月：稲岡祭父母会10周年記念市民公開講演

そして退職後は、まだ未完成になっている「いのち
を支えることを学べる資料館」に可能な限りの時間を

会開催（大講堂約500名）

執りたいと考えています。そこには“歯はいのち”を

「死亡時画像診断（エーアイ）が開く

感じさせる標本類、また咀嚼・嚥下の機能構造学の理

医療の未来」海堂

尊（作家／医師）

解に、
“舌骨（モデル）の系統樹づくり”など、どこ

平成21年２月：常 翔会（同門会）新年会でAi活動の

にもない標本であふれた、誰でも見学、学習できる資

広報（ローズホテル）

料室が増設されることを夢見ています。そして、次世

県内所轄より警察官が多数参加してセ

代を担う子供達への顕微鏡を通じた自然科学への啓発

ミナーを開講
平成21年５月：解剖実習棟にＣＴ導入「神奈川県死因

活動、モンゴル国際交流路線の確立等々、自分本位な
思いですが、
「最後の瞬間まで、日々がひとつの創作

調査事務所・Aiセンター」開設

でありたい」と考えています。諸先生には引き続き、

人生最後の医療と医学教育への還元を

ご指導・ご鞭撻をいただければ、この上ない光栄と存

ゴールとする
13

平成21年５月＆９月：本学Ai活動の紹介記事（A新聞）
平成21年10月：人体構造画像医科学資料館に小泉純一
郎元総理来館
平成22年２月：学校法人開学100周年記念シンポジウ
ム開催（大講堂700名参加）
平成24年６月：第４代医学生物学電子顕微鏡技術学会
理事長就任（現在に至る）
平成24年10月：神奈川歯科大学特別記念市民公開講演
会開催（大講堂500名参加）
「歴史を通じて学ぶ－古代の顔・現代
の顔そして未来は－」

〔 人体構造画像医科学資料館の経過を説明／平成21年10月15日:
横地千仭元解剖学教授92歳、現名誉教授 〕

平成25年１月：アルジェリア人質事件で、死因調査事
務所で司法解剖
平成25年５月：神 奈川歯科大学資料館－人体標本と
100年史－開館披露パーティ
平成25年６月：第29回医学生物学電子顕微鏡技術学会
学術大会総会・30周年記念式典主催
（講堂150名参加）

・横綱白鵬を囲む会
開催（横須賀セントラルホテル80名参
加）日本・モンゴル国電子顕微鏡技術交
流と次世代に向けた自然科学者育成を

〔 Ai センター内 CT 室で、放射線診断医と定期的にご献体の死
後画像読を行っている。死後変化と病態の鑑別は専門知識が必
要。献体の生前の画像が揃うと新たな領域での医学貢献が期待
される 〕

スローガンに国際交流事業の立ち上げ
平成25年10月：第 １回モンゴル日本電子顕微鏡技術
ワークショップ開催（モンゴル健康科
学大学、ウランバートル）
平成25年11月：神奈川県警察研修会開催
（本館90名参加）
警 察官向け解剖学･法医学研修。死因
調査･死因究明･身元確認事業広報
平成27年２月：日 本口腔医療安全学会（JSOMS）第
１回学術講演会開催予定（横浜研修セ
ンター50名予定）

〔 医学生物学電子顕微鏡技術学会 30 周年記念・モンゴル国との
国際交流事業スタートで、横綱白鵬が学会特別顧問となった 〕
（平成 25 年６月８日横須賀：左は白鵬関、右は小泉進次郎衆議院議員）

〜〜〜〜

「口腔解剖学」
：学建書院
イラスト：Toru . I
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小泉 創 氏 が 日本自律神経学会の学会賞を 受賞 !
!
上に貢献したことが高く評価されて受賞に至りました。
選 出 さ れ た 論 文 が 掲 載 さ れ た 学 術 誌 The
American Journal of Physiology (AJP) は生理
学のコアジャーナルとして、100 年以上の歴史をも
つ世界的に最も権威のある科学雑誌の一つであり、
7 つ あ る サ ブ ジ ャ ー ナ ル の う ち の AJP - Heart and
Circulatory Physiology の 2011 年 30 巻 1551-1558 頁 に
掲載されました。
小泉

創氏は 2006 年に神奈川歯科大学を卒業後、

神奈川歯科大学の大学院に進学し、ストレス性疾患の
改善、予防を主なテーマとした生理学領域に注目し、
咀嚼刺激のもつストレス緩和効果と自律神経系ストレ
ス応答との関係について研究をし、大学院卒業後は神
奈川歯科大学の矯正科に助教として入局し、現在も自
律神経系とストレスと咬合をテーマに研究を進めてお
られます。また、病院での臨床、研究、教育のみなら
ず､ 本学の柔道部監督として世界に翔ける歯科医を目
指すべく、学生の育成・教育にも日々ご尽力されてお
本学口腔科学講座歯科矯正学の小泉

られます。

創 氏（37

回・大学支部）が執筆した論文「Chewing reduces

表彰式および受賞講演が 2014 年 10 月 30 日にラフレ

sympathetic nervous response to stress and

埼玉にて執り行われました。誠におめでとうございま

prevents poststress arrhythmias in rats.」

す。
小泉 創氏の益々のご活躍をご祈念申し上げます。

が、

2014 年度の日本自律神経学会、学会賞を受賞しま
した。
記：岩淵

通（広報担当常務理事）

日本自律神経学会は、1956 年に国際自律神経研究
会日本支部会として発足し、1973 年以降より日本自
律神経学会と名称を変更し今に至る、約 60 年の歴史
を誇る伝統ある学会の一つです。この学会賞は、近年
に発表された自律神経領域の論文の中から特に優れた
ものが同学会により毎年一篇選出される大変名誉ある
賞です。
受賞論文の要旨は、ストレス中の咀嚼刺激が過剰な
心自律神経系ストレス応答や不整脈、心筋活動の電気
生理学的性質を改善することを、咀嚼刺激のもつスト
レス緩和作用に着目し、遠隔操作型心電図計測を通じ
て解明したものであり、自律神経領域における研究レ
ベルの向上と、特に若手研究者のモチベーションの向

〔 受賞講演風景 〕
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神 歯
同

同窓の皆さん、こんにちは

窓

会

！

に原稿ドンどん送って下さいね。
『 同窓便り 』
全国に散った同窓生、友達は今どうしているのかな？先輩は？
後輩は元気でいるのだろうか？

に載った
皆、心の中で気にかけています。そんなとき、
『 同窓便り 』
１枚の写真。

友を見つけ、先輩を見つけ、親しかった後輩を見つけたとき、その発見は
とても嬉しいのです。ですから、
『

をぜひお知らせ下さい。
同窓の近況 』

総会・学術講演会に捕われず、何でも送って下さい。

会員旅行・いいですねえ。結婚式・いいですねえ。
そんなわけで、従来のも OK！ 楽しいの OK！
企画モノ OK！ です。長い原稿 OK です ！

『 新しい

今までになかった

』へどんドン送って下さいね。同窓が、同窓のため

同窓、皆 が 待っています ! !

に作るページです。

イラスト・構成／Toru. I

沖縄県支部

住

めば

宮古
都

島
長堂

から
芳子（旧姓 奥浜）（17 回）

沖縄本島から南西に約 300 キロ離れた所（飛行機で

さんもここの出身です。佐良浜の方は彫りの深い沖縄

約 50 分）
に宮古島があります。NHK の朝ドラ
「純と愛」

人の中でも更に彫が深くて足が長く、短足の沖縄人と

の舞台にもなりましたし、スポーツの好きな方なら「宮

は明らかに人種が違う！のです。港から崖を上るよう

古島トライアスロン大会」や「ワイド 100 キロマラソ

な地形になっているので、家並みもどこかヨーロッパ

ン大会」
「ツールド宮古島」などご存知の方も増えた

の島々を連想させます。
私が子供のころは伊良部島から宮古本島までは木造

のではないでしょうか。
宮古島は全部で８つの島から成り立っています。宮

船で一時間もかかりました。島に歯科医院がなかった

古本島に次いで大きな島が、今回紹介する私の故郷伊

ので、歯の治療の為日曜日に船で通ったものです。宮

良部島です。古語の「いらふ」から由来した「緑豊か

古島を離れてから歯科医院も日曜日は休むものだと初

な美しい島」という意味です。人口は現在 5,600 人程。

めて知って驚きました。当時の宮古島の先生方が地域

本島から高速船で 15 分で島の北側にある佐 良浜とい

の事情を考慮して日曜日も診療をしておられたのでし

う美男美女が多いという有名な地区につきます（私

た。陰に家族の大きな負担や犠牲もあったことでしょ

もこの地区で生まれていたら人生が変わっていたか

う。

い

ら

ぶ

さ ら は ま

島の南側には、日本の渚 100 選に選ばれた「佐和

も？）
。今や国民的大女優となった仲間由紀恵のお父
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下地島の自然の神秘を

田の浜」があります。大小無数の岩が点在する不思議
な風景です。
この岩は1771年の明和の大津波のときに、

感じるのは何といっても

沖から打ち上げられたと言われています。明和の大津
波は石垣島近くでマグニチュード 7.4 規模の大きな地

「通り池」です。海とつ
〜〜〜〜〜〜〜〜
ながる直径約 55 ｍの大

震が起き、その後津波が３回もおしよせたと記録され

きな２つの池があり下は

ています。石垣島で約 9,900 人、宮古島で約 2,500 人の

海水で水面は淡水。海か

犠牲者がでたそうです。自然界は残酷でありながらも

らトンネルを抜けて池に

悲しい歴史をこんな美しい風景に変えてしまうのです。

入り上昇していくと、海水から淡水に変わるオレンジ

佐和田の浜をはさんで対岸にあるのが下地島です。
〜〜〜〜〜〜
日本で唯一の「パイロット訓練飛行場」があり JAL
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
や ANA のパイロットが定期的に発着訓練をしていま

の層が見られるそうで人気のあるダイビングスポット

したが、昨今の訓練はシュミレーターで対応できるそ

宮古島には下地盛叶先生（７回）、宮川耀子先生（10

〔 通り池 〕

です。また「佐和田の浜」や「通り池」近辺からの大
夕日は絶景です。

うでこの訓練場の利用価値がなくなりつつあります。

回・旧姓友利）、砂川

貴先生（13 回）、松原正明先生（14

飛行機のタッチアンドゴーが真近に眺めることができ

回）が活躍しておられます。小さな島ですので、誰か

るので観光客には人気です。

に尋ねればすぐに分かるかと思います。今「伊良部大
〜〜〜〜〜〜〜〜
橋」が建設中で、平成 27 年の１月 31 日には宮古島と
〜〜
つながります。全長約 3.5 キロの宮古島で一番長い橋
になりますので皆様も是非一度は訪れてみませんか？

〔 パイロット訓練飛行場 〕

〔「宮古」
が「都」
と、掛けてありましたこと、
皆さんお判りになりました？判ってもらうために
レイアウトを工 夫したのですが…… 〕
：T. I

〔 伊良部大橋 〕

千葉県支部

北海道旅行の一番の想い出・それは 同窓 の 温かい心 です
和泉

正弘（17 回）

千葉県同窓会では毎年 11 月に研修親睦旅行に行っ
ています。今までは韓国、台湾と海外に行っていまし
たが、去年より国内にも目を向け始めました。去年は
千葉県支部長の生まれ故郷でもある九州は博多にお邪
魔し大変好評を得ました。その為今回も国内旅行とな
り、北海道の同窓のお誘いもあり 11 月１日より３日
の２泊３日の予定で北海道は札幌と小樽にお邪魔する
事となりました。
初日は羽田空港で待ち合わせしたが、
皆、11 月の札幌の気温が想像できない為、ある人は
軽装で、また、マイナス 10 度を想定してダウンを２
枚重ね、プラス、ホカロン持参という人もいました。
羽田からは１時間30分程で北海道に着くことが出来、
千葉駅から横須賀駅に行くよりも近いことに驚かされ
ました。そして、北海道旅行と言えば、やはり目玉は
食にあります。
札幌に到着してすぐにカニ料理をたべ、
午後には石狩鍋をメインにしたコースをいただきまし
た。その折、同窓の４回生の中村順三先生、小松

〔 ニッカウヰスキー工場の前で／
スコットランド（スコッチ）の香りがする？ 〕

始
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先生、11 回生の徳島

はなく、虫だそうで、雪虫といって雪が降る前に見ら

清先生が、お忙しい中駆けつ

けて下さいました。その席では地元の先生だけが知る、

れるとの事でしたが、その言葉どうり次の日の夕方に

上手いものや、店の場所などを教えて頂きました。ま

は札幌に雪が舞ったようです。本土育ちの者にとって、

た、４回生や 11 回生同士の学生時代の思い出話に花

雪虫はすごく幻想的で印象深いものでした。今回の北

が咲き、今回の旅行で最も楽しい一時を過ごす事が出

海道旅行は食や風景も最高でしたが、何よりもお忙し

来ました。
その後、
ＮＨＫの朝ドラで有名になったニッ

い中を駆けつけて下さった 同窓の先生方の人柄が最

カウヰスキーの工場やお菓子の「 白い恋人 」の工場、

高であった為 に素晴らしい旅行となったことに感謝

酒蔵所など見学しました。その折、空より雪が降って

します。

きたのですが、地元の人に聞きますと何とそれは雪で

大学支部

☆

学長

から学生への

質問

～平田先生のお人柄～ ☆
渕田

慎也（41 回）

現在、大学はアウトカム基盤型の教育を採用し、カ
リキュラムの体系化と５学期（５ステージ）制の導入、
GPA 制度による成績管理と学修状況閲覧システムの
整備等々を進めています。一見、難解な改革ですが、
“抽
象的なものを具現化”して“難しいものを解りやすく”
する新学長の下、着実に前進しています。今後ともご
支援ご厚情いただければ幸いです。
「新学長のお人柄」との原稿依頼からかなり逸れて
しまいましたが、私が書くまでもなく、穏やかで恭し
いお人柄は周知のことと思います。前述の質問の答え
が気になった方は、是非ご本人に伺ってみて下さい。

41 回生である私が大学に入学したのは平成 16 年４
月。新学長である平田先生が教授に就任されたのも同
年同月。その当時から毎年、先生は入学直後の学生へ
１つの質問をされています。
「皆さんが目指している歯科医師の免許とは、何を
するために与えられる免許でしょうか？」
講義資料の１ページ目に太字で書かれたその質問に

す

は、親切に３つのヒント（① WHO 憲章・②日本国憲

うご

法第 25 条・③歯科医師法第１条）が添えられています。

と

ま
ざい

で
おめ

その優しさが平田先生らしいのですが、10 年前の私
は言うまでもなく、教員となった今の私もうまく答え
られません。そこには、社会歯科学を教える者として
の知識や思弁だけでなく、歯科医師免許という“抽象

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

✿✿

すく”説く経験が必要なのでしょう。

✿✿

的なものを具現化”する見識と“難しいものを解りや

T. I

おめでとうございます ：同窓会一同 、卒業生一同より

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
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東北地区連合会

東北地区連合会総会開催
山形県支部佐藤

正知（24 回）

平成 26 年８月 30 日（土）、東北地区連合会総会が山

田幸夫学長より御祝辞を頂き、各支部の近況報告およ

形県支部の当番で開催された。将棋の駒の生産で有名

び出席者の紹介が行われ、会計報告等は全て承認を得

な天童市の「天童温泉：湯坊いちらく」を会場として

る。協議題も特に問題無く、次期開催県支部（岩手支

東北５県の同窓生が集合した。午後２時から各県支部

部）から挨拶がなされ、つつがなく総会を終了した。

長会が行われ、３時からは 昨年 東北大学大学院歯科

その後、今回はせっかくの温泉宿での開催というこ

研究科・口腔修復学講座歯科保存学分野教授に就任さ

とでお風呂タイムが設けられ、皆ひとっ風呂浴びてか

れた 20 回生の齋藤正寛先生をお招きし「難治疾患の

ら懇親会へ。この宴席には山形県歯科医師会の永田秀

歯科治療：再生医療を用いた新規治療技術開発の試み」

昭副会長が駆け付けてくださり御祝辞を頂戴する。宴

と題した学術講演会を開催した。

の始めに山形大学の学生によるフルートの演奏があ

全身疾患（特に循環器疾患）に罹患する有病者の歯

り、各県に因んだ曲と校歌を奏でる。横須賀の街はすっ

周病の難治性のリスクを考えた時、従来の歯周外科療

かり変わってしまったようだが、校歌を歌いながら同

法に加え再生療法による機能回復が必要になってきて

窓生それぞれがあのころの横須賀を思い出す。温泉後

いる。サイトカイン療法や幹細胞移植による再生療法

の胃袋にビールが沁みる。山形の地酒も沁みる。スー

は我々の耳にも入ってくる昨今であるが、今回は齋藤

ツではなく浴衣での懇親会は話も弾む。ビンゴゲーム

教授の研究グループが目指している細胞外マトリック

で土産もゲット。二次会は同じ宿のカラオケダイニン

スを補充するという再生医療の研究と臨床への実用化

グ。懇親会場から移動時間は30秒。よって全員参加。

に関して御講演いただいた。超高齢化社会へ向かう日

各人に花笠が配られ全員で花笠音頭を踊り山形色に

本。高齢者のＱＯＬ低下予防のために今後ますます必

どっぷり浸かりながら、天童温泉の夜はあっという間

要になるであろう口腔機能の維持管理。その最先端の

に更けていき…
また来年、横須賀談議に花を咲かせることを誓い散

話題に触れることができた。

会となった。

続いて４時 30 分から総会が開催され、鈴木正憲山
形県支部長の御挨拶・大舘

満同窓会長の御挨拶・平
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近畿北陸地区連合会

近畿北陸地区連合会代表者会議
小川

智彦（19 回）・若松

健治（24 回）

て、会則による代議員会回数の記載・財政を考え、今

真夏を思わせる暑い日となった５月 25 日（日）、本
満会長に遠路はるばるお越し頂

回は１回開催を容認することとなりました。ただし、

き、京都市の「新都ホテル」で上記代表者会議が滋賀

１回開催のマイナスである協議時間の確保・財政不足

県の当番で開催されました。

解消（支部から交通費確保）がなされれば、臨時代議

部同窓会より大舘

金田成煥支部長（滋賀）の挨拶・司会で始まり、大

員会開催など要望される形でほぼまとまり、最後に次

舘会長より同窓会並びに大学の近況、代議員会の回数

回当番県、鴨井支部長の閉会の辞にて会議は無事終了

削減への理解と協力などご挨拶を頂きました。

致しました。

続いて、鴨井康子支部長（京都）より会計報告、各

初めて参加させて頂いた私は、先生方が同窓会・大

支部担当者より各支部活動と同窓生の各府県での活躍

学を大切にし、愛されて話されていると強く感じまし

が報告された後、近北代表下池敏之同窓会副会長より

た。私としても滋賀県の同窓会（湖神会）の集まりが

本部副会長の立場からまた一同窓生の立場から代議員

一番好きです。その為に、神奈川歯科大学がいつまで

会回数削減への思いを含め、本部報告して頂きました。

も輝いていて欲しいと思います。同窓会の財政は厳し

協議題に入り、一番の懸案事項である代議員会１回

いかもしれませんが、大学の学術講演会・学生の活動

開催につき、大舘会長、下池副会長より説明と協力依

に少しでも補助して頂きたいと思います。同窓会が盛

頼があった後、各支部代表より多数の質問、要望が出

り上がり続ける為にも、大学が元気であり続けて欲し

される熱い協議となりましたが、最後は近北地区とし

いと願っています。

福島県支部

平成26年度・総会、学術講演会
杉本

裕明（20 回）

ＤＮＡ）を対象とし、事例によりこの３つを使いわけ

６月 21 日（土）
、福島市の福島県歯科医師会館にお

ているとのこと。アイデンティファイラー（ＩＦ）や

いて、同窓会会員１８名の参加のもと開催された。
総会は、午後４時から小林享二副支部長（８回）の

Ｙ染色体ＤＮＡ分析が、犯罪捜査には非常に有効であ

開式の辞の後、
鈴木啓之支部長（18 回）の挨拶に続き、

ることや、最近では、里親による娘の虐待死亡事件や、

25 年度の事案報告、本部代議員会報告があり、次に

マスコミを賑わした芸能人の親子鑑定などの例を挙げ

議案として、26 年度の事業計画、会計予算が活発に
議論され、松崎賢太郎会員（31 回）の閉会の辞で終
了した。
その後、学術講演会が開催され、横田めぐみさんや
オウム真理教による坂本弁護士殺害事件などのＤＮＡ
鑑定で活躍されている本学災害医療歯科学講座法医歯
科学教授山田良広先生を講師に迎え「ＤＮＡ鑑定最前
線」という題で講演を頂いた。最新の法医ＤＮＡ鑑定
は、核の常染色体ＤＮＡ、性染色体ＤＮＡ、核外のミ
トコンドリアに存在するミトコンドリアＤＮＡ（ｍｔ

〔 懇親会会場にて
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山田良広教授を囲み“いざ飲むぞ！”〕

ンタル 10 連覇）を支えた１人で、柔道５段の猛者で

ＤＮＡ鑑定をわかりやすく解説して頂いた。
振

あり、お酒も滅法強く、いくら飲んでも平然としてい

福島県歯科医師会会長（２回）も出席され、仲野征男

て、夜中の２時まで同窓会員とともに盛り上がり、親

会員（２回）の乾杯の音頭で季節の美味しい料理にお

睦を深めていた。山田教授の今後の益々の活躍を御期

酒もどんどん進んだ。

待申し上げます。

懇親会は場所を料亭「おりおり」に移し、金子

山田教授は神奈川歯科大学柔道部黄金期（団体戦デ

長野県支部

総会・講演会報告
田中

久（17 回）

７月５日（土）平成 26 年度神奈川歯科大長野県支

疼痛に移行しやすい筋痛症（Myalgia）を中心とした

部同窓会が上諏訪温泉「しんゆ」において開催され、

疾患の概念、疼痛発生のメカニズム、診断法や治療法

午後１時より役員会、１時 30 分より山岸光男専務の

のエッセンスを分かり易く、治療手段であるトリガー

司会進行で堀

ポイント・インジェクションについて具体的な手法を

英彦会長の挨拶により総会が開始し代

説明していただきました。

議員会報告（25 年度分）、議案および 25 年度収支決算、

記念写真の撮影を行い、懇親会が行われました。小

26 年度予算案が可決されました。また、長野県支部
40 周年記念事業、代議員会の要望について協議がさ

林

優先生の挨拶で始まり来賓として本部同窓会副会

れ閉会しました。

長

屋形秀樹先生よりお話をしていただきました。乾

引き続き今回は、神奈川歯科大学病院長

小林

杯の後、会員同士学生時代を懐かしみ歓談し近況の報

優

告など楽しい時間を過ごしました。

先生をお招きし ｢疼痛管理からみた顎関節症の新しい

来年度は、長野地区の担当で行われる予定です。

治療法｣ の演題で講演をしていただきました。まず、
大学の現状の報告があり、顎関節症のうち、特に慢性
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島根県支部

平成２６年度

総会開催
三原

最後に、今まで同窓会に多大な貢献をされた、三宅

平成 26 年６月 28 日、松江市内「一成」にて島根県

一實先生に記念品が贈られました。総会の後、全員で

支部総会が開催されました。

記念撮影し、その後、懇親会が行われ、学生時代の思

総会には、三宅一實（１回）、石田清士（４回）、小
松原

理功（９回）

い出のエピソード等が語られ、大いに盛り上がった酒

基（５回）
、島田二郎、三原理功（９回）、板倉

宴となりました。

茂行、足立精子（11 回）
、比良田智慎（23 回）、内田
雅子（29 回）の各先生が参加されました。
総会では最初に石田支部長から挨拶並びに代議員会
報告等があり、その後板倉専務理事より会計および監
査報告があり、全員で了承されました。
そして、島根県知事表彰と教育功労者表彰を受賞さ
れた三宅一實先生、教育功労者表彰を受賞された石田
清士先生、日本公衆衛生協会表彰を受賞された小松原
基先生、さらに子弟が歯科大学に入学や卒業された
先生方に、お祝いが渡されました。また、平成 26 年
10 月 25 日に広島で開催される中国四国地区連合会総
会および第 145 回神奈川歯科大学学会学外例会の説明
があり、島根県支部会員に参加を呼びかけました。

福島県支部

学術講演会・新年会が開催された
鈴木

その後場所を移し新年懇親会が開催され、お酒が入

平成26年１月12日（日）郡山市の「ワシントンホテル」

ると途端にみなさんはじけ、それぞれ仕事のことは忘

にて学術講演会、場所を移し新年懇親会が開催されま
した。参加会員 14 名、講演会講師に本学の特任教授
の鎌田

啓之（18 回）

仁先生（１回）にお願いし、鎌田先生は私の

バスケット部の大先輩ということもあり、他に岩手、
神奈川、埼玉から私の後輩３名に召集をかけ講演会、
新年懇親会にも参加してもらいました。
講演会演題「日常臨床で気をつける口腔内病変の診
断」にて行われ、紅板症から始まり、白色病変、癌、
腫脹（腫瘤）や、抜歯の偶発症、神経麻痺の主な治療
法など本当に日常臨床で気をつけるべき盛り沢山の内
容で大変勉強になった講演となりました。鎌田先生の
出版された本をすぐに購入された会員もおられたよう
です。
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れて話されたり、
私事では後輩とのバスケット部の話、

その後ありと…、とても充実した講演会、新年会とな

講演内容以外に鎌田先生に質問されていた会員、鎌田

りました。

先生は日本酒もお好きで地元の有名地酒等も飲まれ、

鎌田先生の講演と豪快な笑いと話により、福島の地

過去現在の同窓会、大学のことなどかなり突っ込んで

に元気とパワーを鎌田先生がおいていかれたように感

話されていた会員もいたようにも思われます。２次会、

じた１日でした。

愛知県支部

定時総会・学術講演会開催
加藤

泰功（34 回）

してくださり、若手の先生も少しずつ増えてきて、同

７月27日
（日）
に豊橋の「マリオットアソシアホテル」

窓会としても盛り上がっていけたらと思います。

にて、平成 26 年度神奈川歯科大学同窓会愛知県支部
の定時総会が行われました。浅井会長のもと、たくさ
んの先生が出席されました。
また、講演会には、河田俊嗣教授を招き、歯牙移植
のための、歯の冷凍保存の講演をしていただきまし
た。みせていただいた移植の症例の場合、自分ならイ
ンプラントを選択しているだろうなと思う症例が多く
あり、とても興味深く、参考になる話を聞くことがで
きました。
講演後は懇親会も開かれ、たくさんの先生方と近況
報告や、情報交換することができました。
新しく 32 回の鈴木先生や、34 回の静間先生も出席

中国・四国地区連合会

平成26年度 中国・四国地区連合会総会と
神奈川歯科大学学会・第145回学外例会
広島県支部 山村

剛（８回）

10 月 25 日（土）午後１時より広島市の「ＡＮＡク

め必要経費の支部負担について）に移り、参加者より

ラウンプラザホテル広島」において中国・四国地区連

活発な議論がなされた。最後に、森本克廣広島県支部

合会総会が開催された。山村

顧問より閉会の辞があり総会は終了した。

を務め、足利

剛専務理事が司会進行

午後２時より神奈川歯科大学学会第 145 回学外例会

明副支部長の開会の辞の後、大石正臣

広島県支部長より「今回、百名を超える先生方に御参

が、高橋

加頂き深く感謝申し上げます」と挨拶があった。続い

30 分より一般口演（９題）が行われた。限られた時

て大舘

間の中ではあったが、開業医向けに多岐にわたる内容

満同窓会会長の挨拶、各県支部長による近況
②

を分かりやすく講演して頂き、日常臨床に大変参考に

③出張旅費を含

なった。引き続き、寺中敏夫名誉教授による特別講演

報告の後、協議事項（①同窓会の入会金について
中四国地区より副会長選出について

理学会会長の開会の辞で始まり、午後２時
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が行われた。午後６時 30 分より懇親会が、石橋昌彦

10 年ぶりに広島のスーパーエンターテイナー「よね

理事の司会進行のもと、大石正臣支部長の開会の辞の

次郎」が登場し、演歌のワンマンショーが始まった。

後、来賓の荒川信介広島県歯科医師会会長、本山智得

唄に踊りにと、まさに独壇場であり会場内全員の大喝

広島市歯科医師会会長代理からの祝辞があり、淺井謙

采を受けた。
最後に、玉山廣忠理事がタクトをとり、全員で校歌

次愛媛県支部長による乾杯の音頭により開宴された。
宴酣、瀧

を斉唱し、藤井久富広島県支部顧問の閉会の辞をもっ

陽一郎同窓会副会長と、広島県支部の精

て大盛会のうちに終了した。

鋭４名によるバンドの生演奏が始まった。懐かしの名
曲の演奏に会場は和やかな雰囲気となった。そして、

愛媛県支部

平成26年度

三笠会

総会
長谷川

展之（32 回）

なども教えていただき、日々の治療における幅を拡げ

5 月末にして、気温 30 度を超える晴天に恵まれた平
成 26 年 5 月 31 日（土）
「松山ワシントンホテルプラザ」

ることが出来た。続いて懇親会では、清水惠太

にて、総会ならびに学術講演会が開催された。総会は

県歯科医師会会長にもご臨席賜り、楽しい宴となった。

堀本真二専務理事の司会で進行され、淺井謙次支部長

ほとんどの先生が二次会へと移行し会場を独占し大い

からは大学や同窓会の現状についての説明があり、今

に盛り上がった。

年 10 月に開催される、神奈川歯科大学同窓会

中国

四国地区連合会においても愛媛県として
協力し多くの参加を促した。議事におい
てもスムーズに進行していった。学術講
演は、神奈川歯科大学大学院歯学研究科
咀嚼機能制御補綴学講座

木本克彦

教授をお招きして「最新クラウンブリッ
ジ補綴学

－ CAD/CAM システムとオー

ルセラミック修復－」と題してご講演い
ただいた。CAD/CAM の歴史や最新の技
術、及び今後の歯科医療についてのお話
は大変興味深かった。また一般臨床医の
我々にとってすぐに役立つ実践的な手技
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愛媛

新潟県支部

総会・学術講演会 報告 とその他の 活動

について

屋形

秀樹（５回）

平成 26 年４月 12 日（土曜日）。新潟市の「ホテルイ

回）理事と、白勢信男（12 回）理事によって、県歯

タリア軒」で、同窓会新潟県支部（稲岡会）の総会と

科医師会の社保担当常務理事による保険説明会を毎年

学術講演会を行いました。

行っています。

総会は、入江

また、神奈川歯科大学の発起によって、北海道医療

修（９回）専務理事の進行により、

中川賢治（３回）支部長の挨拶により始まりました。

大、奥羽大、明海大、鶴見大、松本歯科大、愛知学院大、

髙橋堅護（13 回）理事による会務の報告および計画。

の７校の連合が、「空穂の会」と称して、平成 10 年よ

岡部清幸（20 回）理事と、齋藤

憲（６回）監事によっ

り活動しております。主に、合同の学術講演会を毎年

て、会計決算および予算について報告と議事を行いま

持ち回りで開催しており、新潟県の大きな会になって

した。

います。
同窓の皆様、お近くにこられたときは、新潟県支部

中川支部長によって、支部長会議、代議員会の報告

に遊びにきませんか？お待ちしていますよ♥。

があり、屋形（５回）本部同窓会副会長より、同窓会
本部の懸案事項とその見込み、大学の近況等について
の報告がなされた。
総会終了後、学術講演会が開催され、講師として、
新潟大学組織再建口腔外科の教授に昨年（平成 25 年）
に就任された小林正治教授にお願いしました。
「口腔病変の鑑別診断」と題して、開業医がよく遭
遇する粘膜病変や、顎骨病変について、その原因や病
態、口腔癌との鑑別等。
また、ビスホスホネート系薬剤や、抗血栓薬などの
薬剤を服用している患者に対する歯科治療時の対応に
ついても、お話して頂きました。小林教授には、２次
会、３次会迄も、会員とお話して頂きました。
なお、支部としての他の活動として大鳥居

敬（４

ご覧ください ···· ためになること

イッパイ

見て！

見て ! !

「神奈川歯科大学同窓会 ホームページ」
会長の部屋、ニュース、学術講演会案内、就職情報のお知らせをはじめ事務局からのお知らせ、
支部の HP などのリンクも掲載しています…
ぜひご覧ください… http://inaoka82.com/
「会員のページ」はパスワードが必要です。事務局にお問い合わせください。
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第 87 回

代議員会報告（抜粋）
頂き、神奈川歯科大学、同窓会が共に繁栄していく事

平成 26 年７月 12 日（土）午後２時 30 分から、神奈川

を願い挨拶とします。

歯科大学本館５階大会議室にて第 87 回代議員会が開
催されました。

８．報

告

１．開会の辞

担当（ 徳島理事 ） 黙祷を捧げます。富山県 12 回生池

副会長（ 井本邦彦 ） 只今より、87 回代議員会を開催

渕史郎先生、神奈川県７回生松尾秀生先生、宮崎県４

致します。

回生中川孝純先生、高知県９回生庄司秀樹先生、徳島
県６回生井坂善和先生の５名の先生です。謹んで哀悼

２．点

呼

の意を表し御冥福をお祈り申し上げます。黙祷。

議長（ 赤城公徳 ） 代議員総数 82 名中 79 名の出席、

担当（ 秋本専務理事 ） 会務報告は、事前資料・当日

会則４章 23 条より代議員会は成立します。

配付資料に記載してます。
担当（ 金子常務理事 ） 資料に現況報告が記載してま

３．代議員会議長あいさつ

す、ご覧下さい。

議長

87 回代議員会は、25 年度の歳入歳出の審議、

代議員会運営委員会委員長（ 米今豊秀 ） ５月 18 日

代議員会の回数に関する議案が上程されています。慎

（日曜日）午後１時から午後２時迄、横浜歯科医師会研
修室にて、石田副委員長、栃内、直江、川津、篠原委員、

重審議をお願いします。

オブザーバーとして赤城議長、執行部から大舘会長、
４．議事録署名人選出

浅井、井本、鈴村副会長、秋本専務、金子常務、大澤

議長

理事の出席で委員会を開催。議案は第１号が単独、２

議事録署名人は、16 番群馬県の石田先生、67

号から８号までは一括、逐条審議、逐条採決。９号か

番徳島の中西先生お願いいたします。

ら12号は単独上程。事前質問は７月７日（月曜日）必着。
５．会長あいさつ

代議員会を１回にする事のみの議案上程を認めた。

会長（ 大舘

担当
（ 秋本専務理事 ） 学内報告は資料に記載してます。

満 ） 本日はお暑い中、100％に近い数

の出席をいただきありがとうございます。今年は神奈

会長

川歯科大学創立 50 周年記念の年ですが、大学は小川

の予定でしたが、欠席の為日歯関係の重要資料「未入

町駐車場跡に新付属病院を建設し完成落成と共に 50

会対策について」を用意してます。私立歯科大学 12 校

周年記念を考えている様です。今年の入学者が 113 名

会議、私立歯科大学同窓・校友会 12 校会議で未入会

で、状況が回復してますが悪い状態が続いています。

対策について意見交換をしました。資料に日本歯科医

支部長さん、御子弟や知人を御紹介ください。本部同

師会との関わりの現況を記載してます。女性歯科医師

窓会ですが代議員会を１回にし、財務面の安定を図り、

の入会促進が日本歯科医師会の未入会対策のメーン

後輩たちに健全な同窓会を引き渡していきたい。議事

テーマである様です。

と協議では、御協力を賜りたい。
（拍手）

議長

学外報告は、杉山日本歯科医師会代議員会議長

表彰者表彰。有功賞は、北海道支部４回生小松

始先生。表彰は、山梨県支部４回生内藤敏雄先生。
６．学長あいさつ

４番（ 小松代議員 ） 北海道の小松です。代議員会で

学長（ 平田幸夫 ） 11 回生の平田と申します。今年４

栄誉ある表彰を頂き心から感謝。大学卒業後北海道に

月から学長を拝命させて頂き、現在に至っております。

帰り 41 年間同窓会と関わり、今後とも同窓会と本学

本学の財政は、２年間黒字化し昨年の３月に減額法人

の発展を願っております。
（拍手）

が解除され、文部科学省の財政支援を満額受けられる

受賞者（ 内藤敏雄 ） 山梨県の４回生内藤です。山梨

様になりました。教育の大改革が 25 年の４月から始

の同窓は多士済々で頑張ってる先生が大勢おり、私が

まり徐々に効果が出てきており、ＣＢＴの結果などは

頂き大変恐縮してます。神奈川歯科大学の同窓である

平均点が５点も多くなった様です。先生方の御支援を

事を誇りに思い、今後の歯科医人生を歩んで参りたい。
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担当（ 秋本専務理事 ） 26 年度第１回奨学者審議部会

は避けて欲しい。

報告が記載されてますが、甲種３件の申請があり審議

32 番（ 外池代議員 ） 神奈川県は、意思の統一はせ

の結果一応承認（ただし書きがあり）
、第 26 甲 63 号奨

ず、各自の判断です。１回になった場合、浮いたお金

学者賞、大学支部、平成 26 年甲 64 号奨学者賞、横山

は緊縮で使って頂きたい。

三菜先生、平成 26 年甲 65 号岩崎和人先生、奨学金を

76 番（ 三隅代議員 ） 年１回で十分で必要なら臨時

授与致します。

行えば。いつどんな形にするか協議して欲しい。九州
地区では本学の情報が減る懸念があり、情報が入る機

９．議

事

会を増やし不足を補完して欲しい。

議事に入り、第１号議案から９号議案まで執行部から

会長

の提案理由及び議案説明後、採決され挙手多数により

学の評議員の先生による評議員会報告が総会中にあ

承認可決された。

り、大きな情報源になり活用して頂きたい。去年７月

第１号議案

情報の補完は、大学の情報では、神奈川歯科大

から地方の地区連合会から５名が大学評議員会に出て

平成 25 年度一般会計歳入・歳出決算

おり、大学情報を得やすい環境になりました。理事長

第２号議案 平 成 25 年度事業基金会計歳入・歳出

の方針はオープン可能な情報をオープンにしたい様

決算

で、当日返却分以外の資料は、全部オープンなので御

第３号議案 平 成 25 年度福祉共済部会計歳入・歳

活用を。メーリングリストなども活用していきたい。

出決算

７番（ 嶋中代議員 ） １回開催は賛成。日程内容を含め

第４号議案 平 成 25 年度同窓会年金会計歳入・歳

年１回を平成 28 年度から実施は、セットの内容ですか。

出決算

会長

第５号議案 平 成 25 年度奨学金基金会計歳入・歳

来年が27年度で２回開催、コンセンサスを整え、

28 年度の執行から１回。２月の代議員会でほぼ結論

出決算
第６号議案 平
 成 25 年度前受金会計歳入・歳出決算

を出し７月の代議員会で決定、又は２月迄に協議を終

第７号議案

平成 25 年度職員退職金積立会計歳入・

え結論を出し２月で決定も良いが、実施は 28 年の４

歳出決算

月１日からです。

平 成 25 年度事業運営安定化資金会計

21 番（ 元田代議員 ） 議案の通り、単に戻すだけな

歳入・歳出決算

ので深く考えることはないのでは。

第９号議案

資産目録に関する件

会長

第 10 号議案

退会者承認に関する件

してきた習慣もルールという判例もあり、１回を既定

執 行部より退会者リストを提示され、

とし執行部と皆さんとの信頼関係が維持できる様にと

賛成多数により可決承認。

の判断で、議案とさせて頂いた。

再入会者承認に関する件

議長

執
 行部より本会に再入会者の状況を説

号議案、代議員会回数に関する件、会則通り元に戻す

明し、賛成多数により承認可決。

事に賛成の方、挙手をお願いします。
（ 挙手多数 ）賛

代議員会開催回数に関する件

成多数、承認可決致しました。

第８号議案

第 11 号議案

第 12 号議案
会長

定款から１回に戻すが、長年の習慣で２回開催

意見も出尽くした様で採決に移ります。第 12

代議員会の回数に関し本来会則では１回です

が、長年の習慣で２回開催してきた。社会通念上習慣

10．協

議

もルールという解釈もあり、議案としました。１回が

議長

可決された場合、実施は１年間先送りし、１年間で開

担当（ 秋本専務理事 ） 代議員会の開催を年１回とし

催月・形態・選挙問題等を精査決定したい。本日は、

た場合の開催時期方法について、１回の場合の問題点

回数を１回とだけに絞り議論を賜りたい。

の協議。協議の１「再入会者の取り扱いについて」協議

54 番（ 鴨井代議員 ） 近北地区連合会では、１回開

の２「改選までの会務執行について」、 協議の３は、

10 番協議

執行部ご説明を

「選挙、選挙権と選挙の時期」です。代議員会の開催時

催で全員意見が一致。
12番
（ 長岡予備代議員 ） 福島県は、
１回やむなしで。

期及び時刻と１日か２日開催の場合、開催場所につい

62 番（ 石田代議員 ） 島根県は、年１回で方法論は

て、他校も参考に協議をして頂きたい。

今後で賛同。

会長

72 番（ 下川代議員 ） 九州ブロックは、１回ですが

では無い様です。

未入会、入会促進の方法考えて欲しい。

12 番（ 長岡予備代議員 ） ２月の開催はしないで欲

６番（ 中村代議員 ） 北海道も１回やむなしで、２月

しい。
27

開催場所ですが、本学以外、諸事情から現実的

62番
（ 石田代議員 ） 開催方法の方向性をつけて欲しい。

議員の選挙権の問題も解消。欠点は、全て見込みでや

会長

る事になる。

まず、開催月について意見交換を。

４番（ 小松代議員 ） 代議員会で同時に予算と決算を

議長

するなら、予算重視の時期に開催すべき。

47 番（ 長谷川代議員 ） 暫定予算を組めばいい、場

議長

所は大学で。

開催時期と場所に絞って御意見を。

開催場所について

23 番（ 小林代議員 ） 会計担当として予算決算の回

62 番（ 石田代議員 ） ぜひとも大学で。
（拍手）

答が出せる時期は。

54 番（ 鴨井代議員 ） 開催は１日で。

担当（ 金子常務理事 ） 予算の方が大事。３月以降で

会長

６、７月頃、決算して１～２ヶ月予算が立たない状況

６番（ 中村代議員 ） ２月は、飛行機が遅くなる為 11

で前年度の執行をしてもらう形なら可能。

時は無理。

会長

62 番（ 石田代議員 ） 島根県では、11 時は前泊しな

現場での話を追加しますと、現在７月の代議員

執行部の見解は、１日開催です。開始時間は。

いと無理。

会で決算をするのに事務局は四苦八苦しての状態で
やっています。早まれば、かなり厳しいです。

47 番（ 長谷川代議員 ） ２日でやるしかない。

17 番（ 桂代議員 ） ３月です。決算は１年先送りで

会長 一番遠いと思われる方々、
12時半位は可能ですか。

予算を優先で。

62 番（ 石田代議員 ） １時なら可能。

32 番（ 外池代議員 ） ５月開催の他大学が多いが、

会長

どうやっているのか。

７番（ 嶋中代議員 ） ２日間は…。

会長

72 番（ 下川代議員 ） 選挙のある場合は。

本同窓会の会計は 29 大学で一番精度が高く厳

12 時半で何とか予算決算可能かと思います。

しく、日本歯科医師会と同じ方式です。他大学は気楽

会長

に決算をしている様です。

に監事の意見書を添え７月、８月で送り２月の代議員

27 番（ 米今代議員 ） 監事の先生にしっかり見て頂

会では決算の承認のみなら、選挙も可能では。

ければ、３月としたい。

64番
（ 藤井代議員 ） 開始を１時間位早め１日開催で。

11 番（ 鈴木代議員 ） 会計年度・役員の任期を１月

会長

１日から 12 月 31 日に変更したら５月も可能では。

21 番（ 元田代議員 ） 支部長会と代議員会を別に

会長

やって欲しい。議運と予・決算委員会設置すれば、１

会則改正は、３分の２の代議員の賛成を得るこ

選挙の代議員会を開催、選挙方法、決算は事前

知恵を絞り１日で。

とが問題点。

日で可能。

30 番（ 伊佐代議員 ） 10 月開催、稲岡祭を見て欲し

議長

い。同窓会の将来を検討して欲しい。

を。

８番（ 栃内代議員 ） 会計年度が３月でも暫定予算を

議長

組んで、解決するのでは。

76 番（ 三隅代議員 ） 外国の学生を同窓会にどのよ

56 番（ 高山代議員 ） 執行部としては、何月にした

うに取り込むのか。今が一番大事な時期では。

いのか。

会長

会長

で欲しいという暗黙の雰囲気があったが、最近大学か

執行部として２月が一番。同窓会の将来を考え

意見も出尽くした様ですので、執行部で御検討
その他。

大変難しい問題で、当初同窓会は手を出さない

ら日本の学生と同じ様にして欲しいと正式な依頼があ

「予算」
重視から総会で時間をかける事が大事。
56 番（ 高山代議員 ） ２月の雪を考慮し会計年度を

り、文書にして勧誘していきたい。支部の問題は、そ

１月１日とし 11 月開催も検討したら。

れと並行して徐々に進めたい。

12 番（ 長岡予備代議員 ） ２月の雪は、我々の便利

76 番（ 三隅代議員 ） 同窓会の入会メリットを作っ

さのみで、それを上回る要素があれば、２月反対では

て欲しい。

ない。

32 番（ 外池代議員 ） クラス会の事務的助成をもっ

監事（ 細谷孝明 ） 予算を決めるなら、２月、３月頃

とやって欲しい。

かと。
７番（ 嶋中代議員 ） ７月開催で。議案として延長を

11. 閉会の辞

求め承認されたら４月～７月末迄の追加予算を出し旧

副会長（ 浅井智司 ） 長時間、御苦労様でした。議案

執行部が７月の末迄執行。７月の代議員会で８月～翌

のご承認厚く御礼申し上げます。第 87 回代議員会を

年の７月迄の予算案を出す。前年度の決算と予算と、

終了させていただきます。

（ 17 時 43 分

閉会 ）

役員選挙８月１日からの役員の任期、予算の執行とな


り、７月代議員会を起点にする。５月で新支部長、代
28

記：総務担当常務理事

高橋

朗（12 回）

平成 26 年度

臨時総会 報告（抜粋）
６．議

平成 26 年度臨時総会が、７月 12 日（土）に神奈川

事

第１号議案「平成 25 年度一般会計歳入・歳出決算」

歯科大学本館５階大会議室にて開催された。

（金子守男常務理事説明）：挙手多数で承認可決。

１．議長・副議長選出
総会議長に伊佐常樹代議員（神奈川）、副議長に甲

第２～８号議案まで一括上程（金子守男常務理事

斐順子代議員
（大分県）が選出された。

説明）、逐次採決

２．開会の辞
（下池敏之副会長）

第２～８号議案：挙手多数で可決。

３．議事録署名人選出

第

９

号議案：挙手多数で可決。

議事録署名人に嶋中繁樹代議員（青森県）、中村順

第

10

号議案：挙手多数で可決。

三代議員
（北海道）が選出された。

第

11

号議案：挙手多数で可決。

第

12

号議案：代議員会開催回数：１回に。

４．会長あいさつ
（大舘
５．報

満会長）

挙手多数で可決。

告
７．その他

 代議員会報告
（赤城公徳代議員会議長（熊本））：学

特になし

長あいさつで、４月から平田新学長になられ、大学

８．閉会の辞
（鈴村佑子副会長）

は、経済的に安定してきた様だ。議事の第１号議案
から第12号議案まですべて承認可決された。協議は、
開催時期、場所、回数等について意見が多数出、執



行部で検討して頂くことに。

記：総務担当常務理事

高橋

朗（12 回）

「 どんなに不安で暗い夜でも
必ず朝はやってくる
朝はどんな朝でも美しい 」

「 自分の未来はまっすぐに伸びた道のように思えた
いつも先までずっと見通せる気がした
ところがいま、曲がり角に来た
曲がり角を曲がった先に何があるのかは判らないの
でもきっと一番よいものに違いないと思うの 」

29

［ 京 都 府 ］

お国自慢
あれこれ

京都府支部

支部長

鴨井

康子

（１回）

私の１年 ～ 1000年の都 ・京都は 西陣に住んでおります。
京都でお勧めの場所を10 ヶ所挙げ

家の軒下に射場町の印のついた提灯、

て、原稿を書いてほしいと依頼されまし

家の紋のついた幕をはります。昭和 40

たが、一人一人が自分の京都をもって

年頃までの提灯は、櫓と道路に立てて

いて、その場所を私が挙げていなかっ

いましたが、

たらと思い、私の住んでいる所を、紹

交通の妨げに
なり中止、 今

介することにしました。

〔 鴨井歯科医院の提灯 〕は５月になると

京都御所の北西の方向で、西陣といわれている所に住
はた

んでいます。小学生の頃は、機の音をききながら学校へ行

軒下につるして、夕方明りをつけ、

き、帰りは窓越しに糸を紡いでいる女性を、立ち止ってじっ

深夜になると消します。

はた

６月 30日には、厄払いに、和菓子の水無月を食べ、今

とみていた記憶があります。どこを歩いても、機の音がきこ

宮神社の茅の輪をくぐりにいきます。

えていましたが、今はまったくきこえなくなってしまった西陣
さが

〔 町内の提灯 〕

あが

の町に住んでいます。住所は、小川通寺之内下るで、上

８月は、お地蔵さん（地蔵盆）です。子供達が健やか

ると表千家、裏千家の家元があり、井戸水のおいしい場

に成長します様にと、昔から８月22日23日の２日間、家の

所だったようです。

格子をはずして、家の中でお地蔵さんのお祭りをしていまし

い

ば

私の町内は、射場町といい、古い仕来りが、他の町内

た。15 年程前から、報恩寺の地蔵堂で土曜日一日だけに
なり、町内全員で、お地蔵さんの用意、子供のおやつ、

に比べて、今も残っています。

数珠まわり、子供の

昭和 40 年代前半まで、町内会費は、家の間口で決め

福引、家庭の福引を

られていました。
１月１日の町内の様子は、家々に、日の丸の旗が挙げ

します。当日の夜は

られ、お正月のお飾り、９時になると町内の報恩寺（黒田

有志で、鉄板焼きと

官兵衛の息子黒田長政が、病で亡くなった場所）の参道

花火。花火をはじめ

で、焚火をして日本酒で新年のご挨拶をします。一家の長

ると、子供達の声が

が出席しますのでほとんど男性です。私は平成 15 年 12月

町内中に響きわたり

に上京の他の場所から、実家に診療所と自宅を移転しまし

ます。

〔 報恩寺の境内の地蔵堂 〕

たので、16 年のお正月から父にかわり私が出席しています。

11 月の初め頃に、町内の皆と今宮神社に、お千度参

男性４人程、羽織、袴、扇子、他は略礼服に扇子でした。

りにいきます。３年程前までは、歩いていきましたが、今は

あれから10 年、今は和服なし、略礼服か黒のスーツで、

車で行き、神社でお払いをしてもらいます。帰りに参道で

何人かは扇子をもっていて30 分程で終ります。

阿ぶり餅をお店で食べて、帰ってきます。
ちなみに、私の高校、柴野高等学校は今宮神社、大

に、報恩寺の桜の木の下で、町内の人とお弁当
でお花見をします。

徳寺の隣にあります。
12 月 31 日の夜は、報恩寺で、元気な小学生、中

５月には、町内の氏神さん、今宮
神社のお祭りです。今宮祭は、神幸

学生が、除夜の鐘を突きにいきます。私は家にいて、毎年、

祭と還 幸

その音を聞いています。

祭 が あり

私の一年は、その音で終ります。

私の町内
〔 今宮神社 〕

は毎年還

幸祭の順行で、今年は５月

〔 先生が、私達の普段、知ることがない京都に住む、京都人の日常をたんたんとお書
きになられた執筆方法は、大変良かったと思います。最後の一文は余韻が残ります。
ご執筆、誠に有難うございました。〕
：T. I

11日（日）にあり、当日は、 〔 今宮神社のお祭りの順行 〕
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［ 大 分 県 ］

お国自慢
あれこれ

大分県支部

支部長

お ん せ ん 県 関サバ 関アジ

甲斐

順子

（４回）

夢 吊り橋

大分県支部会員は、現在 41 名です。

るフグの料理等々、他では味わ

新年会、講演会、家族会、忘年会と、

えない高級料理もあります。す

折ある度に、皆で集まり、親睦を深

べて刺身が一番美味だと思いま

めています。診療のアレコレ、家族

す。

の色々、おいしい食事処云云を情報

関サバ、関アジは、身がよく

交換して、いつも、話題が盛り上が

締まって居り、程良い甘さと、

ります。他校の先生達から神歯大同窓生の仲の良さが

コリコリ感が、癖になります。

羨ましいと言われます。

城下カレイは、６月から 11 月の

季節の魚で、海の中に湧く真水 〔 昭和の森にある東京オリンピック

大分県は、海、山、川
の大自然に恵まれた、非

で育つカレイです。淡白な身の

常に住み良い県だと思い

繊細な風味は、大分特産のかぼ

ます。物価も安く、海の

すでさらに香りも良くなり独特

幸、山の幸は、身近な所

な味になります。絶対、病みつ

で新鮮な物が手に入り、

きになります。

切ったり、焼いたりする

の表彰台／孫と夫 〕

九重の町起こしで作られた夢

〔 左下：私 / 右下：俳優 / 上中央：夫です 〕
だけでとても美味しく戴
（似てますね）

吊り橋は、高さと長さで日本一

けます。患者様達からも、自分で作った野菜や果物が

を誇っています。四季折々の風

診療室に届きます。

景は、揺れる橋の上でも足を止 〔 家族でディズニーランド 〕
めて見入ってしまう程、美しいと思います。二億円と

又、全国一位の温泉源泉数と湧出量を認められ「お

いう町費を使って観光地で売り出した所、沢山の方々

んせん県おおいた」が商標登録されています。

に来て戴き、二年間で、二億円を返済出来たそうです。

そして、極上のおもてなしをする由布院の温泉旅館
は、宿の風情や、季節毎に地の物を丁寧に料理して、

今、ＮＨＫのドラマで人気の高い黒田官兵衛ゆかり

美味しく食して戴く事にこだわりを持っています。Ｊ

の中津は福沢諭吉生誕の地でもあり、観光客で賑わっ

Ｒ九州のクルーズトレイン「ななつ星」のクルーの皆

ています。Ｂ級グルメの鳥のからあげ発祥の地でもあ

さんは、１ヶ月近く由布院の旅館で、
「おもてなし」

り、焼きソバも美味です。
大分は素朴な人間性と、愛情たっぷりの同窓が 41

の研修をしたそうです。
少し、温泉の話をしたいと思います。温泉と一言で

名います。素敵な「おもてなし」をする自信もありま

言っても色々ありまして、透き通った青色の視覚に美

す。どうぞ皆様、大分県に足を運んで、その良さを満

しい、観海寺温泉、冷泉で飲む事も出来る塚野鉱泉、

喫してみませんか。待っています。

３ｍからの高さから落ちてくるうたせ湯の筋湯温泉、

追：最近身の引き締まる言葉に出会いました。

白い炭酸の泡が、全身を包み込む七里田温泉、つるつ

実力の差は努力の差

るの肌になる天ヶ瀬温泉、１ｍ先が見えない程の湯の

人格の差は苦労の差 判断力の差は情報の差

平の洞窟温泉、
ここは混浴です。様々な楽しみ方があっ

真剣だと知恵が出る

てとっても癒されますね。

実績の差は責任感の差
中途半端だと愚痴が出る

いい加減だと言い訳ばかり

又、広く海に面している大分

本気でするから大抵のことは出来る

県は、佐賀関で釣れる、関サバ、

本気でするから何でも面白い

関アジのブランド魚や、城下カ

本気でしているから誰かが助けてくれる

〔 関アジ：おいしそうです 〕 レイ、肝を毒抜きして提供され

皆様、頑張りましょう
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〔 平成26年４月から11月までの会務報告 〕
月 日
2
5
12
4 19
月 26
27
10
11
17
5 18
月 23
24
25
27
31
14
21
6
25
月
28
29
5
6

7
12
月

13

曜
水
土
土
土
土

行事
神奈川歯科大学入学式
山形県支部総会・学術講演会
新潟県支部総会・学術講演会
昭和大学歯学部同窓会設立 30 周年記念式典・祝賀会
平成 26 年度第１回常務連絡会
平成 26 年度第１回学術委員会
日 神奈川歯科大学同窓会学術講演会 -Backtothebasic“これで十分、歯科における処方、医科処方薬への対応”
土 九州歯科大学創立 100 周年記念式典・祝賀会
日 千葉県支部総会・学術講演会
平成 26 年度第１回監事会
土
平成 26 年度第１回理事会
日 平成 26 年度第１回代議員会運営委員会
金 大学支部総会・新人歓迎会
土 平成 26 年度第１回広報委員会
日 近北地区連合会総会
火 平成 26 年度第２回学術委員会
土 愛媛県支部総会・学術講演会
土 岩手県支部学術講演会
平成 26 年度第１回奨学者審議部会
土 第２回常務連絡会
福島県支部総会・学術講演会
水 第３回学術委員会
九州地区連合会支部長・代議員会議
土
静岡県支部・学術講演会
私立歯科大学同窓・校友会連絡協議会
日
12 校会議ならびに日歯会長の時局講演会
長野県支部総会・学術講演会
土 北海道地区連合会総会・支部学術講演会
京都府支部総会
第 54 回関東地区連合会
日
茨城県支部学術講演会
第２回理事会
平成 26 年度第１回支部長会
平成 26 年度第１回福祉共済部運営委員会
土
第 87 回代議員会
平成 26 年度臨時総会
退職教授謝恩・教授就任祝賀パーティー
学校法人神奈川歯科大学理事と同窓会との懇談会
日

23 水 第 4 回学術委員会
福岡県支部総会・学術講演会
27 日
愛知県支部学術講演会
宮崎県支部学術講演会
2 土
鶴見大学歯学部同窓会との二校合同役員会
20 水 第５回学術委員会
8
東北地区連合会総会・学術講演会
月 30 土
鹿児島県支部学術講演会
愛知学院大学歯学部同窓会・鶴見大学歯学部同窓会との
31 日
三校合同役員会
熊本県支部学術講演会
6 土
兵庫県支部学術講演会
9 13 土 北海道医療大学歯学部同窓会 30 周年記念式典・祝賀会
月 18 木 学会理事との連絡協議会
20 土 第３回常務連絡会
24 水 第６回学術委員会
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出席者・講師
大舘
佐藤、講師：石井信之教授（14 回）
屋形、講師：小林正治先生（新潟大学口腔外科教授）
大舘
講師：金子明寛先生
大舘
大舘・山田、講師：河田俊嗣教授

大舘
大舘・下池
講師：木本克彦教授（19 回）
講師：鎌田仁先生（１回）
講師：山田良広教授（18 回）
岩本
講師：堀 紀雄先生（30 回）
大舘・井本・浅井・鈴村・秋本・植村・平田
屋形、講師：小林優病院長（14 回）
大舘、講師：三浦稔呂先生（20 回）
井本・浅井・秋本・髙橋・金子・平田
講師：井本邦彦先生（２回）

大舘・井本・浅井・鈴村・佐藤・屋形・瀧・下池
秋本・植村・金子
講師：内田雄章先生
講師：河田俊嗣教授
講師：児玉利朗教授（14 回）
大舘・井本・浅井・秋本・植村・金子
大舘、来賓：平田幸夫学長（11 回）
講師：齋藤正寛先生（20 回）
講師：山田良広教授（18 回）
大舘・井本・浅井・秋本・植村
講師：玉置勝司教授（13 回）
講師：下池敏之（８回）
大舘
大舘・鈴村・秋本・山中（学術委員会）別部

月 日
11
16
18
10
月
25
1
2
8
９
17
11 20
月
22
29
30

曜
行事
土 近藤勝洪先生の叙勲受章祝賀会
木 第７回学術委員会
土 第３回理事会
中国・四国地区連合会総会並びに広島県支部
学術講演会、第 145 回学会学外例会
土

浅井

出席者・講師

来賓：平田幸夫学長（11 回）
講師：寺中敏夫名誉教授（３回）
大舘・鈴村・瀧・下池・秋本・山中・前畑
（学術委員会）三橋・長尾
講師：湯山徳行（８回）

土 山梨県支部学術講演会
日 ６回クラス会
第 61 回全国歯科大学同窓・校友会懇話会
土 九州地区連合会並びに宮崎県支部
創立 40 周年記念祝賀会
日 埼玉県支部総会・学術講演会
月 大学支部学術講演会
木 第８回学術委員会
神奈川歯科大学短期大学部同窓会創立 60 周年記念式典・
土
祝賀会
第２回監事会
土 第４回理事会
学会総会
神奈川歯科大学同窓会学術講演会 -Backtothebasic日 顎関節症診断・治療のパラダイムシフト－安静から運動へ－
12 校会長会

〔 Aquarius 〕

井本・浅井・下池・植村
大舘・岩本
井本、講師：井本邦彦（２回）
講師：秋月達也先生
大舘・井本・浅井・鈴村

講師：原節宏先生
大舘

〔 グレート・デーン
（73ｋｇ）
〕
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平成 26 年度・奨学者 審議部会 結果報告
平成 26 年６月 21 日に奨学者審議部会が開催され、下記の方々に決定した。

平成26年度 奨学者

甲種奨学金（3件）

卒業回

所属支部

氏名

会費納入状況

制度利用

30

大学

横山

三奈

完納

H18年度大学支部・歯学研究奨学金

39

大学

岩崎

和人

完納

制度利用なし

大学支部「神奈川歯科大学同窓会大学支部奨学金制度」
卒業回

所属支部

41

大学

石井

康鉉

前納期間中

H25 年度大学支部・歯学研究奨学金

41

大学

番家

雅子

前納期間中

H25 年度大学支部・歯学研究奨学金

41

大学

熊坂

知就

前納期間中

H25 年度大学支部・歯学研究奨学金

45

大学

中平

賢吾

前納期間中

制度利用なし

30

大学

平嶺

浩子

完納

制度利用なし

41

大学

長谷川晴彦

完納

制度利用なし

41

大学

倉持江里香

前納期間中

制度利用なし

39

大学

飯塚

純子

完納

制度利用なし

25

大学

大平

寛

完納

H25 年度大学支部・歯学研究奨学金

09

大学

小田

博雄

完納

H8 年度甲種奨学金（No.21）

『乙

氏名

会費納入状況

制度利用

種』 採用なし



以上、３件が奨学者に決定した。



同窓会より「甲種」１件につき 50 万円が支給された。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

＋

心

＋

富士山

＋

愛

＋

富士山
by：T. I
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平 成 25 年 度 ・ 26 年 度 学 術 講 演 会 報 告
の持続を強化することがコンセプトの初心者でもすぐに審

西川義昌先生の報告記
別部

美の本質を臨床へ取り入れられる内容の講演でした。
受講生からも「支台歯形成の基本について学べた。機

尚司（学術副委員長：７回）

能的咬合面形態と歯周病の炎症対応の軸面との関係、そ

平成26年１月19日（日）
、神奈川歯科大学横浜研修セン

れを作り出すプロビジョナルレストレーションが分かりや

ター横浜クリニック７階大会議室において受講生96名の出

すくよかった。再度、より突っ込んだ講演を聞きたい」な

席を得て、東京SJCDファウンダーメンバー、NMG 代表の

ど臨床力の直接のスキルアップに役立つことなので、どの

西川義昌先生をお招きし“審美歯科治療を日常臨床に取

世代にもとても好評であり盛況のうちに講演会は閉会した。

り入れよう！ － 診査診断、レジンコア、クラウンの支
台歯形成、オールセラミックスの形成の注意点、プロビ

金子明寛先生講演会報告

ジョナルの勘所など、基礎から成功する臨床へ －”
と題
するテーマの講演会が行われました。当日は秋本 進同窓

冨田

会専務理事の挨拶に始まり、講演では『審美治療の要は

徹（学術委員：28 回）

しっかりとした基本的な歯科治療（咀嚼・嚥下・発音など

平成26年4月27日（日）
、神奈川歯科大学横浜研修セン

の顎機能の安定、清掃性が良く炎症がなく自然な外観を

ター横浜クリニック７階大会議室において、受講生80名の

回復し患者の満足が得られた）の上に、より高度な審美に

参加者を得て東海大学医学部口腔外科教授の金子明寛先

特化した治療になる』ということを基本として、審美の機

生をお招きし「これで十分、歯科における処方、医科処

能的側面と美容的側面の満足のためには、いかに歯科治

方薬への対応」と題するテーマの講演会が開催されまし

療の基本が重要であるかを教えていただいた。補綴物へ

た。当日は秋本専務理事の挨拶に始まり、講演では午前中

の咬合の与え方はプロビジョナルレストレーションでシミュ

は「歯性感染症の起炎菌」から始まり、急性歯性感染症

レーションを行って最終型へ煮詰めてゆき、歯周組織との

に対する第一選択剤、薬物動態、最新の各種起炎菌のＭ

界面で炎症を起こさないようにするためにマージンリファ

ＩＣ、そして相互作用などの注意点などを講演されました。

インを行うが、どのように歯頸側三分の一を形作るのかを

午後に入り、有病者における投薬、抗真菌剤、ビスホスホ

具体的に示し、また接着レジンコアと支台歯形成について、

ネート系薬、抗血栓薬などの解説もされた。最後に「歯科

歯軸との調和と基本の３面形成の重要性などの意味合いと

を受診する患者の高齢化に伴い、さまざまな合併症を持つ

その実際を示され、健康と審美の関係の話をされました。

患者さんが増加し、薬剤の相互作用は時として重篤な症

年間テーマの“Backtothe Basic”に基づいて、治療

状を呈することもあるので、重篤な相互作用（禁忌）のな

目的の術後のロンジェビティー（長期安定予後）を実現す

い薬剤ペニシリン系、セフェム系、抗真菌剤ではアムホテ

るための現代臨床の要（キー）である「審査・診断、治療

リシンB、胃障害腎機能障害が少ないアセトアミノフェンの

計画の立案」ともう一方の物造りのキーである「超精密な

処方に熟知することがさまざまな疾患を持つ患者さんが来

補綴・修復物の作製の基礎と応用（生理的正常を実現し、

院した時に役に立つと思われる。
」
と話され講演が終了した。

長期的に周囲組織に適応するための高度なスキルの獲得）
」

「開業医にも明日からすぐに役立てるような話が多くよ

の双方の部分から、臨床の勘所の獲得とその結果の炎症

かった」など、受講生からも好評で、講演終了後も多くの

を作らないレベルの見た目の美しさ
（違和感：補綴痕のなさ）

質疑応答があり、盛況のうちに講演会は閉会した。
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会員のページ
あるときは歯科医，あるときは音楽家，あるときはテニスプレーヤー

… 変身

‼

!
!……私の名は、仮面ライダー「ドラゴン・サン」
!
!
竜

陽

今日も、難波の、いやさ日本の、いやいや世界の平和を守るわよ‼

（ＴＶＣＭ：守るのは台所とリビングだけではありません：大和ハウス）

竜門

陽子（27 回・大阪府）

気がつくと、大学を卒業

だったし、何度も書いて練習したはずなのに、尊敬し

して 15 年以上経っていまし

ている、と答えた後に「口うるさい時もあるのですが

た。年々、月日が経つのが

－」など、どこにも書いたことのない台詞が次々にさ

早くなる－と聞いていまし

らさら、と出てしまって本当に驚きました。お喋りが

たが、改めて時の経過に驚

好きなせいなのかもしれません。まさか面接でそんな

く今日この頃です。

ことが起きるとは。
寮生活から始まった学生生活は、１年足らずで衣笠

入学試験で初めて横須賀

〔 ライダーがいいか？
セーラームーンがいいか？ に行った時、そこに見る街
どっちかしら 〕 は、生まれ育った街とは別

へと移転－大学からは少し離れていましたが、自転車
で通う道はとても気持ち良く、通学路を少し外れた小

の世界でした。ベンチにオブジェがあったり、大きな

高い丘の上にある図書館はお気に入りの場所でした。

アメリカ人がすぐ傍を通り過ぎて行ったりして、思わ

そこから見える海は、今も印象に強く残っています。
得意ではなかった実習も、先輩や同級生にたくさん

ず歩幅が小さくなりました。
けれどそう思ったのは最初だけで、とくに怖い出来

お世話になって切り抜け、夜中までかかることもあっ

事に遭うこともなく、明るい街で楽しく過ごした６年

たけれど、みんなでワイワイ言いながらレポートを書

間でした。

いたことも良い思い出です。

入学前にはまったく考えていなかった部活でした

そう言えば、実習翌朝が期限のレポートに苦労した

が、数々の勧誘に迷いながらも硬式テニス部に入りま

ことも、今レセプトの期限に追われることの予行演習

した。このことは、家族はもちろん自分自身がいちば

だったのかもしれないと思うと、笑えます…。
大阪に戻った年の冬、父が他界してしまい、私の生

ん驚きました。

活は大きく変わります。卒業して間もない私に歯科医

小さな頃から音楽しかやってこなかった私には、大

院を切り盛りしていけるのか、３ヶ月後、廃業してい

きな冒険だったのです。
小学２年生の時、図工の授業で『将来の夢』という

たらどうしよう…と思いながら、一人の日々が始まり

題材で絵を描きました。その時は特に何も考えず、
『歯

ました。出身大学も遠く、同級生もいない中で途方に

医者さん』の絵を描きました。いちばん身近だったピ

暮れている私に、歯科医師会の先生方はとても優しく、

アノの絵を描けなかったからです。その後の夢は、今

手取り足取り指導して下さいました。今でも変わらず

も続けている音楽の道や、他にやりたいことができた

お世話になるばかりです。
それから数年後、偶然、同じ硬式テニス部だった同

ような気がするけれど、最終的に歯科医を目指しまし

窓生が近くに開業していることを知り、分からないこ

た。
高校生の夏休みに、父の歯科医院で手伝いをしたこ

とがあれば、診察が終わってから走ります。頼れる存

とがきっかけです。患者さんとの会話、とくに楽しそ

在です。いちばんの冒険だった『硬式テニス部への入

うに話しながら治療する父の姿に、心から憧れました。

部』が、こんな形で繋がるなんて、当時は思いもしま

当初、父には反対されましたが、気持ちは変わりませ

せんでした。
必死で講習会や歯科医師会に足を運び、顔を覚えら

んでした。

れ始めた頃、音楽がきっかけで仲良くしていただいた

大学では親元を離れるため、叔父が卒業したという

先生のバンドに入り、ライヴを始めました。音楽もテ

神奈川歯科大学を目指しました。

ニスも、私にとっては大切な経験だったのだと改めて

初めての横須賀－緊張する入学試験の面接で、もち

実感しています。

ろん志望動機を尋ねられ大失敗をしました。尊敬して

もうひとつ、学生の頃から少し興味があったけれ

いる父の背中を見ていたということを答えるつもり
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〔 チームカラーリングしたマシンです 〕

〔 Moto GP（バイクレースの世界グランプリ）観
戦の１コマ。『ツインリンクもてぎ』にて 〕

〔 ライダーマンとパチリ！です ♥ 〕

ど、深入りする

には不安にな

と勉強そっちの

ることもあり

けになってしま

ますが、嫌だ

うと思い避けて

と思ったり、

いたことがあり

辞めたいと

ました。バイク

思ったりした

のレース観戦で

ことはありま

す。最初は父が

せん。

テレビで観てい

泥酔した患

るのを一緒にち

者さんが来て

らちらと見てい

暴れたり、変

るだけでした。

な手紙が投函

それが平成

されたり、夜

15 年、 ひ と つ

中に空き巣に

のきっかけで

２回も入られ

やってきたサー

たりして、怖

キット熱は、10

い思いもする

年経った今も続

けれど、こう

いています。関

いうこともあ

西近郊だけでは
なく関東に、東

るか、と思い 〔 知人の結婚式披露宴にて：入場から退場まで
の BGM を生演奏させていただきました〕
ながら過ごす

北に、そして九

私は少し呑気なのかもしれません。けれど、毎日楽し

州にも通いま

く診察ができていると思います。最近では診察時、昔

す！そのお陰で

から来られている患者さんから『目を閉じていると、

ペーパードライ

大先生に触られているみたいで懐かしくなるわ。
』と言

バーを卒業し、

われることが増えました。それはとても嬉しいです。

行動範囲が大きく広がりました。たくさんの友人や仲

一人で頑張らなければ、と思って始めた気がしますが、

間に出会って視野も広がり、人生が変わったと実感し

決して一人ではできませんでした。未熟だと知りなが

ます。何でも『やってみなければ始まらない』と思う

らも見守ってくれた患者さん、一緒に頑張ってくれる

ようになり、目の前が拓けました。自動二輪の免許を

スタッフ、たくさんの人に支えられていることを忘れ

取っただけで自分自身では乗らないし、仲間の手伝い

ないでいようと思います。

には行くものの、タイヤを温めるくらいで機械のこと

これからはもっと厳しい時代になるのだと思うけれ

は分かりません。ただ、私はライダーの心意気が大好

ど、きっと大丈夫！と思いながら日々を乗り切って行

きです。サーキットに通っていると、ライダーと顔見

こうと思います。

知りになり、たくさん話す機会を得ました。レースだ
から『いちばん』になるために走るのは当たり前で、
そこを目指して毎日頑張っていると聞きます。その中

♫

情熱のドーパミンが♬

で、目標以上のことを達成することもあれば、転んで

体中を駆け巡るよ

大きな怪我をすることもあります。時には命にかかわ

♪

る重大な事故に遭うこともある中で、失敗してもへこ
たれない、自分に負けない気持ちが誰よりも強いんだ

君の名前を叫ばせてくれ!
～
「 NMB48 」
～
（「らしくない」）

な、と思います。
直接仕事に関係している訳ではないけれど、日々の
診療に対する心構えが変わりました。当たり前のこと

〔竜門先生、がんばって下さいね！それにしても竜門って、すごいカッコイ
イお名前ですね。僕が若かったらムコ養子に入りたいです。岩淵 通より
竜門 通のほうが絶対、イカしてますです。浪速は俺のもんだあ〜…？
何時か、先生のカッコいいライダー姿を見に行きたいですね‼
♥ドラゴン・サン‼万歳‼世界に平和を‼浪速に平和を‼
今日も世界（患者さん）は、陽子先生を待っている‼〕
：T. I 改め T. R

ですが、改めて、一人ひとりの患者さんに、一生懸命、
気持ちを込めて接していきたいです。
日々の診察では、苦手なことはまだまだあるし、時
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一大 イベント! そのとき 私

は…

旅 は心の リフレッシュ!
呉橋

美紀（16 回・東京都）

それは８年前に事が起ったのです。

署名や資料を持って、各々の議

「保険業法等の一部を改正する法律

員に理解を求めていきました。あ

案」が衆議院を通過し、国会で成立

る時、当時の財政金融大臣の亀

したのです。え？ 何の話？ ほとんどの

井静香大臣に何度かお目にかか

人にとって意味不明の事でした。そも

ると、大臣から「あ！赤い髪の君

そもオレンジ共済等、悪徳業者を取り

か」と私の存在を覚えていただい 〔 亀井静香：財政金融大臣と握手 〕

〔 エーゲ海の“青さ”に感激する 〕
（私のハートと同じだわ ♥ ） 締まる目的で、
「消費者保護」の名の

たのです。また大臣から「君たち

もとに、その法案が法制化されました。

の話はわかっている」との前向き

これはＡＣＣＪ（アメリカ商工

なお話をいただきました。ＴＶ中継

会議所）の前年度のレポート

もされている財政金融委員会へ

の中に日本国内に共済という

の傍聴もさせていただき、代表質

保険とは異なる制度があり、

問の実際も見てきました。さらに金

国民にとって不公平であり、こ

融庁との懇談もさせていただきまし〔 自見庄三郎：財政金融郵政改革大臣と 〕

れを保険制度の下におく目的 〔 ルネッサンス発祥の地、フィレンツェ
にてパチリ！ 後に有名な橋と, 建
で、日本に圧力がかかったの
物が２つ写っています 〕

た。2010 年当時金融大臣であっ

だと思います。日本市場においてガン保険販売でかなりの

担当郵政改革担当大臣の自見庄

保険会社が利益を得、その次のターゲットとして考え出さ

三郎議員にも多くの署名を持って

れたと思われます。その中で主たるところは、国内の医師、

面会しました。その後、内閣府の

歯科医師がもっている共済又全労連や農協等大きな団体

副大臣である東

のもつ共済制度です。その為に2006 年４月に法律が成立

生労働大臣の小見山洋子議員にもお会いしました。

た亀井静香議員、その後の金融

〔 小宮山洋子：厚生労働大臣と歯科
の未来について談笑 〕

祥三議員、厚

すると、日医・日歯等（もちろん全国組織をもつ保団連の

各々の議員の御尽力もあり、2006 年に施行された「保

休業保障共済も含まれます）は新たな加入募集が禁止さ

険業法等の一部を改正する法律案」が 2010 年 11月に「保

れ、維持継続状態となり、2013 年まで続くことになるのです。

険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する」法案

維持継続は財源が限られ、新しい加入者がない状態では、

が全会派一致で国会本会議にて可決成立という夢の様な

いずれ近いうちに破綻する事は目に見えています。

結果になったのです。そして翌年には認可に向けた主務

そもそも私達医療人にとって病気やケガで休業すると、

省令が法改正とともに施行されたのです。この法律のおか

その日から収入がとだえ、しかし借入金の返済、従業員の

げで保団連の休業保障はもちろんのこと、日歯等の自主共

給与等多くの経費を払い続けなければいけません。国から

済制度が型を変えて存続することが可能になったのでした。

決められた低い診療報酬で保険診療を行っている私達に

私の心に残る１つの大きな事柄で、この時にお会いした

は、何の保障もなく、すべて自分自身で手当てをしなければ

元亀井静香大臣や、元自見庄三郎大臣等とのお写真は、

いけません。東京歯科保険医協会の担当役員になって初

私の記念すべき１枚となりました。
今現在、東京都大森歯科医師会 の副会長、東京都

めて知った事は、過去において、医科の先生が病気になり、
休業をよぎなくされ、最後には生活保護を受けた事から発

歯科医師会の代議員、そして又、東京歯科保険医協会

足したのが、保団連休業保障制度と初めて知ったのです。

の副会長、保団連の代議員と毎日忙しく働いているのが

確かに私達には、国の保険制度を行いながら、休業の

現状です。その為に大好きな海外旅行に行く暇がなくなっ

保障もなく、また老後に関しても何もないのが現実です。自

てきているのがとても残念ですが、元気なうちに多くの国々

分の事は自分でとの自助を主張する国と、その一部を改定

を見たい……との思いでがんばっています。

する制度と相矛盾する政策。「この休業保障制度は早々
再開されなければいけない」との思いで、
各会派の議員（国

〔呉橋先生‼貴女は歯科医を救ってくれる希望の星です‼卒業生の誇りです‼
頑張ってくださいね。でもときどきは休憩して海外に行ってください。ご自分
のことや日本が小さく見えるのでは？
それを乗り越えた、すてきな貴女を楽しみにしています〕：T. I

会議員はもちろんの事、地方自治体の議員にまで）や大
臣に働きかけを行ったのです。何度も議員に面会を求め、
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「 夢は見るもの 追いかけるもの

そして

叶えるもの 」
江崎

久美子（５回・東京都）

ました。が、各科によって治療方針がかなり違う。これは

子供の頃から本を読むのがとても好

大発見でしたし、とても勉強になりました。ちょうどＧＷ前に

きでした。
小５の時にクラスで世界少年少女文

医局にいると先輩がいらして、熱海でセミナーを受けている

学全集を取っていたのを、毎月本が来る

から「貴方、講習会を見学しに来なさい！」と……内心、

と先生が江崎！と一番に渡してくれて…

えーっ！熱海までー！と、思ったものの先輩命令。
５月３日に熱海の講習会会場へ。（Ｓ49 年の５月３日・忘

なのに通信簿に「本をたくさん読む

れられない日に）

のは良いが整理し読ませたい」と書かれて…ガックリ！ヘミ
ングウェーの「キリマンジャロの雪」には、アフリカに雪？
？
？

そこには当時では見た事もない設備の診療所と研修セン

と疑問を持ち、「日はまた昇る」では、お互い好きならケッ

ターがあり、中に入り水平診療のユニットを見た途端、ビビ

コンすればよいのに…、変なおじさんとおばさん！と思った

ビーと…感じるものが……これだ！と思い、一日中立ちっぱ

り、生意気な子供だったのかもしれません。2012 年～ 13

なしで見学し、その後、同級生達も誘いセミナーを受講、

年正月休みに、やっと念願かなってキリマンジャロ（5,985

でも教育あっても環境の無い辛さを味わい、悩む毎日を

ｍ）に登って来ました。数十年来の夢がかなったわけです

……その時、今の診療所のビルのオーナーから駅の上に

が、頂上には本当に氷河（氷山？）がありました。豹はい

ビルを建てるので開業しませんか？と…

なかったけど……気象変

アルバイト先の技工士さんが若い先生だけど良い仕事を

動？で乾季なのに７日間の

するからと推薦してくれたと後から伺いましたが、その時は

テント生活の中、雨と雪の

詐欺かな？
？と……そんなこんなで若干２７歳で４７坪の診

毎日で頂上にトライした時

療所を桜新町の駅ビルに開業。恩師のＤｒ．ダリル・ビーチ

だけラッキーにも晴れてご

には「貴女の仕事はあなたの仕事を無くすことですよ」と。

来光も見る事ができました。 〔 キリマンジャロ（5,896ｍ）の氷河を
バックにガイドのジャクソンと 〕
また 30 数 年 前にオート

ですから受付の側に衛生士の診療台とカウンセリングルー
ムがあり、ここだけで帰れる患者さんは幸せだと……予防

ルート（ヨーロッパ山岳スキー）で苦しいスキーツアーをして、

に力を入れ、スウェーデンでＰＭＴＣを学び実践、定期的

その後いつかまた楽しみながら行ってみたいと思いながら、

に健診・クリーニングを受けられ虫歯０、削った事のない患

やっと2011 年に、スイス・ツェルマットから遠くフランス・シャ

者さんもたくさんいらっしゃいます。いつか歯科が疾病保険

モニーまでの山々を登ったり滑ったりと山岳スキーを…。

でなくなる日が来るのでしょうか？
同じセミナーを受講しＤｒ．ビーチを師事している先輩で

１日13 時 間 行 動の日も

〔 マッターホルンをバックにテートブラン
シェ
（４,１００ｍ）頂上で。この日はお誕
生日、
ここで皆に祝ってもらいました 〕

ありましたが、最終日イタ

は奄美大島で泰江先生ご夫妻がア歯科瀬戸内診療所を、

リア側のエルブロンネから

同級生の田中先生が登別で、札幌で下河原先生が愛歯

ヴァーレブランシェ
（白い谷）

科を開業されています。今年、５月にはデジタルセファロ・

をグランドジョラス等や、若

パントモを導入、レーザー、マイクロスコープ、院内ランと

い時登攀したグレポンの岩

共に大活躍しています。矯正も良い出会いで、開業してす

峰を見ながらシャモニーま

ぐにアメリカのＤｒ．アレキサンダーのストレートアーチワイヤー

で氷河スキーをする事がで

テクニックを学ぶことができ、このアレキサンダー研究会も先
日30 周年記念講演会をする事が出来ました。

き、やはり夢は見るもの追いかけるものそしてかなえるもの

早くに良い師匠達に出合えて、良い歯科人生を歩めた

と…35 年前に登ったモンブランと、頂上直下で敗退したマッ

と感謝しています。

ターホルンにもいつか再度登りたいなーと夢見ています。
仕事面では、神歯大を卒業した時、このまま出ても何も

でもまだまだ仕事ばかりでなく、このＧＷにはネパールに

できないな、かと言って夢はホームドクターになる事、何が

行き5,000ｍのピークを２つ踏んできました。エベレスト、マ

大切かというと…診断！
！
と、赤松教授の口腔診断学に残り

カルー、ローツェ、タムセルク等など素晴らしい展望でした。
夢は早くリタイヤして山三昧の生活をしたい！と、思いな

研鑽、総合診断日を作って各科のトップにいらしていただき、

がら働いている毎日です。

いろいろな症例の患者さんの資料を前に診断していただき

〔先生の夢が、早くかなえられますように……神さまにお祈りしています〕
：T. I
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旅

の

途中
藤

「人生は旅をしている様なものだから」

美紀（16 回・熊本県）

透き通り、川草に花が咲いていたり、小魚が泳いでい

友人のその言葉が私の肩を押し

たりする。日々の鬱憤も散歩しながら、水を眺めてい

てくれた。群馬にいる両親は彼（夫）

ると、いつの間にか、溶けて無くなる。熊本で初めて

に会った時、遠い所へは嫁にやり

迎えた夏はインパクトがあった。真っ青な空と強い日

たくないと反対したが、彼が、熊

差しで頭の皮が焼けたこともある。そんな暑い時は、

本へは帰りませんと言い切って、

菊池渓谷へ涼みに行く。阿

父母達に結婚を説得したのだった。

蘇の方へ、車で一時間位だ

〔 ニッコリ笑う 私 〕 その５年後、見事に裏切って熊本

が、軽装で沢まで降り立つ

で開業したいと言い出したのには、耳を疑った。話を

事ができ、お気に入りの場

詳しく聞いたら、借入れも済み、工事まで始まってい

所だ。欝蒼とした森の中、

るとの事には、さらに仰天した。元々旅行は好きで、

岩を縫って流れる水が、あ

ホームシック等縁が無く、学生の時九州出身の友人達

る時は穏やかに、又激しく滝のように流れていき、鳥

は、皆人懐こくて親切、おまけに美味しいお土産をい

の声とせせらぎしか聴こえず、夏でも別世界のように

つも沢山持ってきてくれたので、一度行ってみたい憧

涼しい。お弁当持って１日ぼーっとする。山だけかと

れの気持ちさえ持っていたのだが、旅行と住むのでは、

思えば、海も近いのが嬉しい。車や鉄道、飛行機でも

覚悟が違うぞと悩み愚図愚図していた。
「もし来なけ

アクセスでき、数時間で潮の香りを感じる事ができる。

れば、離婚だ。
」最後通牒を突きつけられ、万事休す

歴史に名を残している、悲劇の美男子、天草四郎のゆ

という時に友人の「長い九州旅行に行っていると思え

かりの地天草は、海の中に島々が点在する美しい所で、

ば、どうだろうか。いつでも帰りたければ、帰ればい

魚も新鮮で、美味しくしかも安い。思い立ったらすぐ

いさ。熊本の人に無理してならなくてもいいんじゃな

出かける。ここへ来て 19 年が過ぎようとしている。

いの。
」そう言われ、熊本へ行く決心をしたのだった。

群馬出身の私が今まで、目にする事ができなかった物

そして来てみれば、皆で私を帰らせまいと思ったのか、

を沢山経験でき、結局幸運だと最近思うようになった。

美味しい料理や酒（私の壺）温泉だ、花見だと親戚の

知らなかった事を経験した時の快感は何ともいえな

人達が、入れ替わり立ち代わり、気を使って頂き、こ

い。九州は９県でないとか。最後に誰でも知っている

りゃ負けるが勝ちだったなと、単純に喜んで、月日が

手毬歌。「あんたがたどこさ」この中のせんばという

あっという間に過ぎてしまった。真面目に熊本の事を

場所が熊本市内にあるのには、感

勉強しなかったので、今回熊本の紹介は、熊本出身の

動した。船場あるいは洗馬ともい

先生におまかせするとして、私個人のプチ感激をお話

うらしいが、路面電車の駅には、

する。一番に思ったのは、身近に史跡が沢山あるとい

タヌキ像があり、電車が来ると例

う事である。熊本城は 桜 の頃が、特に華やかで、美

の童歌が流れる。「肥後どこさ、

しく毎年見に行く。福岡行の列車に乗ると途中視界が

熊本どこさ、せんばさ」関東に来

開けたように広く小さな丘が続く。西南戦争で大河ド

た肥後藩の人が地元の人に答えて

ラマによく出てくる田原坂だ。
「雨は降る降る人馬は

いる様子の歌だそうだ。子供の頃 〔 せんばタヌキ：ポンポコ 〕

濡れる。越すに越されぬ田原坂」霧が立ち込めていた

よく遊んだ歌が、こんな所で繋がっているとは、なん

り、冬突然雪が降っていたり、当時の多くの悲喜交々

て興味深いのだろう。私の旅はまだまだ続く。

〔 菊池渓谷のせせらぎ 〕

と相まってミステリアスな
風景に、通る度いつも魅か
れる。そして水が綺麗な事。
阿蘇伏流水が湧出して作っ

〔『旅の途中』……いいですねえ。シンプルイズベストというのはこういうこと
でしょうか。表題のない方の原稿には、私が表題をつけていますが、藤さん
のつけられた表題……長い人生の途中……という考え方は私もみならわな
ければと思います。私にはもう人生はありませんが……〕：T. I

た池がある水前寺公園をは
じめ、その周辺の川の水は

〔 熊本城と桜 〕
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会員のページ

日本歯科医師会 / 副 議 長

～ 限りなく無色なるセピアな記憶の残像 ～
～ それは失なわれゆくものへの 邂逅 ～

〔 上段右席：筆者

下段前列：立位の方は当時の日本歯科医師会会長 〕

すでに遠い遠い昔。風化した記憶の残照に銀色に照り映える１枚の消えゆく風景があった。いぶし銀のそ
のドリアングレイの肖像は、遥か過去のセピアな想い出の中に生きる人物の、その時代の生きざまを点鐘さ
せていた。
すべては走馬灯の如く、時は流れ、その悠久の流れを止めるものはなく、今もひたすら忘却の彼方へと時
は回り続ける。行きつく停止はあと少しだ。走馬灯は止まり、何もない無が私をのぞいている。
個は滅却しても、時代は歩みを止めない。地球は滅びの時を進み、人類は滅亡する。それは遥か、遥か、
遥か遠い先のことであろう。あと数年しか生のない自分は、無限に近い宇宙の拡がりの中の１ミクロンの存
在にすぎない。
無限への輪廻の歯車は廻り。廻る。失なわれゆく記憶。消えゆく生命。
上の写真は、日本歯科医師会・第90回通常総会で私が副議長を務めたときの、世界から消えようとしてい
る己の生命の、何千億万秒の一瞬の「時間」が固定（停止）されたものであった。
…………

さらば地球よ。さらば世界よ。「無」が私を待っている。

岩淵
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通（７回・東京都）

クラス会開催
「懐かしき友との再会・そしてまた逢う日まで」
６回生 卒後40周年記念パーティー
角田
Ｗｅｌｃｏｍｅ

ｔｏ

に海外青年協力隊として経験したこと、そして医療の
本質、人間としての本質について楽しく話してくれま
した。

隆（６回）

第二段として、18 時より記念のパーティーを、高

ＯＳＡＫＡ

橋常男君の今回の同期会の流れ、準備についての話を
含み、開会の挨拶から始まり、松井利行君の乾杯の音

平成 26 年 11 月２日（日）に神奈川歯科大学６回生
卒後 40 周年記念として、
“青春カムバック”の意気込

頭で懇親会へと入って行きました。今回のクラス会は、

みでクラス会を開催致しました。

物故同級生 28 名と参加同級生 64 名の盛大な会となり

第一段としての幕開けは勉強会の部として西村吉行

ましたが、特に物故会員のコメント入りの写真を会場

君の挨拶にはじまり、同級生の４名に講師となって講

内前面に飾り、献杯を各々できるようにと朝井英臣君

演をして頂きました。一人目は神奈川歯科大学理事長

が気配りをしてくれ、和やかにも格調あるパーティー

の鹿島

となりました。

勇君（同級生ゆえ、君づけで）が大学の改革

遠路大阪まで来てくれた同級生も楽しく過ごして下

と将来展望について。二人目は神奈川歯科大学大学院

さり、盛り上げて下さいました。

三次元画像解剖学講座教授の高橋常男君より、神奈川

パーティー閉会の言葉を錦織

歯科大学資料館にある人体標本の保存、整理に力を入

健君が述べ、パー

れてきたこと、画像診断と剖検のできるＡｉ（Ａｕｔ

ティーの二次会と称して山下栄三君の司会でホテル最

ｏｐｓｙｉｍａｇｉｎｇ）センターを確立したこと等

上階ラウンジで再度の盛り上がりを見せ、同級生が友

について。三人目は日本歯科医師会常務理事の村岡宜

情を更に深く育んでいました。
最後になりましたが同窓会本部よりクラス会助成金

明君より、日本の歯科界の現況と将来像について。四

を頂きましたこと感謝申し上げます。

人目は信州口腔外科インプラントセンター所長の北村
豊君より、大学卒業後の歩んできた道について、特
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11回生 同窓会 平田幸夫新学長就任を祝う
下里

に横浜研修センター・横浜クリニック副センター長の
田村利之君から研修センターの現況などが紹介され
た。同級で大学に残っているのはとうとうこの二人だ

誠（11 回）

けになったが、激変した大学の姿をつぶさに見てきた
二人のプレゼンにはそれぞれの思いが込められていた。

平田幸夫君の学長就任を祝う 11 回生同窓会が、平
成 26 年８月 23 日（土）午後６時から、帝国ホテル（東

本日参加した 65 人全員から一言ずつ近況報告を述

京都）にて開催された。夏休みにもかかわらず全国か

べ、ここではじめて顔と名前が一致する面々もあった。

ら 65 人の参加があり卒後 35 年を前に懐かしい顔ぶれ

風貌に卒後の時の長さを感じる瞬間であった。次回３

が集まった。

年後に九州での開催を約束し、幹事として奔走した松
誠君の乾杯で

井宏榮君の閉会の辞で終了した。２次会の設定では、

始められた。和気藹々の歓談のなか、平田君の挨拶で

予定では半数程の出席となっていたが、当日には多く

は、学長に就任した経緯や今後の抱負などを述べた。

の参加があり大いに盛り上がった。

金子

宏君の開会の辞に続き、下里

平田幸夫君にはがんばってもらいたいが、大学のた

その後、お祝い贈呈が鈴木真由美さんと永島利枝子さ

めに我々も協力できることを誓い散会した。

んから行われた。
次に、平田君から大学の現状と将来像について、次

《 クラス会 助成 について ・ 平成 27 年度 》
◎ クラス会を開催すると同窓会より 10万円の助成金 が出ます。
◎ 平成27年度は 7回生 、17回生 、27回生 、37回生 、41回生 、42回生 、43回生 が
対象となります。
★ 助成金額は、該当するクラス会 一件 10万円 です：使途は自由です。
★ 助成クラス会の該当要件があります。詳しくは事務局までお問い合わせください。
★ 同窓会に提出する報告書とは別に、同窓会の「会報」に掲載する原稿を別途ご提出くだ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

さい（集合写真１枚等添付）。

〜〜〜〜〜
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池渕史郎（富山県支部 12 回） 2014.02.11 ご逝去

入会会員（6〜11月入会）
新入会者
鈴木

貴博

（32 回・乙種）

愛知県支部

静間

康之

（34 回・甲種）

愛知県支部

（ 9 回・甲種）

大阪府支部

真一郎

（34 回・甲種）

兵庫県支部

（12 回・甲種）

大学支部

杉

暁

三辺

正人

訃

松原

邦衛
（熊本県支部

4 回） 2014.09.15 ご逝去

加藤多恵子
（徳島県支部

6 回） 2014.10.05 ご逝去

仁
（山梨県支部 10 回） 2014.10.18 ご逝去

櫻井

雅美
（静岡県支部

2 回） 2014.10.24 ご逝去

大山

岑生
（鹿児島県支部 5 回） 2014.12.16 ご逝去

西田

賢三
（宮崎県支部

4 回） 2014.12.23 ご逝去

☆ 広報委員会 ☆
◎委 員 長／鎌和田 豊（ ８ ）
○副委員長／小林晋一郎（11）
○副委員長／林
昌二（12）
委
員／加来めぐみ（ ９ ）
委
員／井本 崇晃（12）

報

『正会員』
櫻井

共彦
（神奈川県支部 2 回） 2014.08.27 ご逝去

内田

再入会者
普光江

佐藤

良子
（支部未所属 37 回） 2013.09.26 ご逝去

委
委
委
委

員／羽田久美夫（15）
員／金子 宣由（19）
員／濵野 奈穂（30）
員／濱田 甲子（41）

担 当 副 会 長／屋形

秀樹（５） 担 当 副 会 長／下池

敏之（８）

担当常務理事／岩淵

通（７） 担 当 理 事／小田

博雄（９）

（任期：平成 24 年 4 月〜平成 27 年 3 月）
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温故知新

（古きをたずね、未来を知る）

：
「会報」110 号から 121 号への歩み。～そして、同窓会はつづく

〔第110号〕

〔第111号〕

〔第112号〕

〔第113号〕

〔第114号〕

〔第115号〕

