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：
「 スノーマンのいる 、雪の降りしきる静かな風景 」

２月の或る夜、大雪が降りました。朝、外に出るとビックリ。遥か遠くの丘陵に、
大きな大きな雪ダルマが立っていたのです。突然の雪ダルマの出現に、世界中が驚き
ました。なぜ雪ダルマは出現したのでしょう？あんなに大きいのはどうして？誰が
作ったのでしょう？それも一晩で。誰も作っているのを見ていません。
雪ダルマはただそこに立っていたのです。
雪が深々と降る中、漆黒の夜に白く浮かびあがる雪ダルマはとても美しいものでし
た。 私は遠くに佇む雪ダルマをいつまでも眺めていました。
…… それは ……
P. 41へ→
絵と文：岩淵
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通（広報常務理事）

巻 頭 言
富士山

年 頭 の ご 挨 拶

（ 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。皆様には日ごろより同窓会活動に対しご理解とご協力を賜り心より御
礼申し上げます。
例年同様、昨年も豪雨や台風の影響で多くの天災に見舞われました。特に茨城県の河川の堤防決壊は記憶に新
しいところです。地球温暖化とのかかわりを懸念する見方が多いようです。英知を結集して災害の無い美しい地
球を守れればと考えております。
ここ数年、歯科界は歯科医師志望の学生も増え、政治的にも安定し徐々に明るい光が見えてきました。しかし、
昨年の日本歯科医師連盟に端を発した日本歯科医師会会長辞任は歯科界のみならず国民にも大きな不信感をもた
らしました。2004 年 7 月、日歯連闇献金事件による会長辞任劇から歯科界の信頼回復を誓い、忍耐と努力を重ねて
きた歯科医師会会員の思いを一瞬にして無にしてしまいました。誰が悪いかはさておき、歯科界の信頼回復を目
指し、我々歯科医師はしばらく忍耐と努力の日々が続きそうです。
さて、学校法人神奈川歯科大学においては新病院建設へ動き出し、竣工に合わせ創立 100 周年記念事業が計画さ
れています。過去の負の遺産を糧に新しい神奈川歯科大学が動き出しております。安堵の気持ちとともに大学の
将来に大きな期待を持っております。
そして、本部同窓会においても平成 32 年には同窓会創立 50 周年を迎え、祝賀を検討しています。40 周年時には
多くの出来事があり、お祝いをする状況になく、やむなく断念致しました。今回は質素倹約は守りつつ 50 年とい
う大きな節目をお祝いできればと考えています。
同窓会では組織改革、事業の見直しを進めています。昨年は代議員会の開催を年2回から1回にすることが決まり、
今年 4 月以降から年 1 回の開催となります。しかし組織改革、事業の見直しはこれからが本番です。本年 2 月の代
議員会にて方向を決めなくてはなりません。若手会員、女性会員が同窓会に魅力を感じ、どのように同窓会活動
に参画できるかが課題です。以下に改革のたたき台を具体的に記してみたいと思います。

事業全体の見直しと縮小
今までもかなり各事業の見直しと縮小を行ってきた。しかし、この項は常時検討していく必要がある。

学術事業の今以上の充実
現在の同窓会の組織では若手が自由に利用できるシステムがほとんどありません。諸会議では諸先輩が代表と
して集い、仮に若手がチャンスを得て出席しても発言は困難です。それと比較して学術講習会等は若手でも気兼
ねなく参加でき、おおくの知識を得ることができ、歯科医師の将来にも光を注ぎます。改革前の現同窓会では学
術関連のみが唯一若手の参画が容易です。

クラス会の活用
現在、同窓会の基本は全国の支部組織によるピラミッド型のシステムで運営している。今までは何とか維持し
4

てきたが、若手の組織離れが顕著で同窓会も同様である。同窓会への若手参画を進めるために若手のクラス会と
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よう。双方の交わりでより若手が魅力を感じる風通しのよ
い同窓会にしたい。

青年部会の創設
クラス会の活用が十分に出来れば青年部会は不要か？検討が必要。
世代間の隔たりを小さくしたい。

女性会員参画の推進
世代間の隔たりと匹敵する問題が女性会員の参画です。いろいろな形はあると思いますが、家事、子育て、仕
事などをこなす中で、男性のように同窓会などの組織への参画が可能になるよう十分協議し進めて行きたいと考
えています。

全卒業生を会員とする
同窓会会員、非会員、あるいは未加入者と分かれると何かと反目がおこり、信頼関係を阻害し母校愛に陰りが
でる。同じ同窓で有りながら同窓会員ではないとのレッテルを貼ることに抵抗があるとの意見がある。
この事は同窓会の根本的な改革を伴うもので生半可な覚悟では出来ません。多くの意見を集約し執行部はじめ
会員の皆様の覚悟を確認して進めたいと考えています。
上記の内容はあくまでたたき台です。会員の皆様のご意見を賜りたくお願い申し上げます。今回は同窓会組織
の根本からの組み直しが必要です。執行部一丸となって取り組み、同窓会のみならず、大学、歯科界の将来の発
展に寄与したいと考えております。皆様には今後ともご高配とご指導、ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し
上げます。本年も皆様にとりまして良き一年でありますよう、心より祈念して年頭の挨拶とさせていただきます。

太陽

大
舘

満
〔 いつも同窓会
（太陽）
を向いています 〕
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横地千仭

先生

特 別 講 義
伊佐常樹（７回）

去る平成 27 年 10 月 11 日（日 ）、

絵の中に戦争中の犠牲者を描いたものがある。新聞

神奈川歯科大学において六回生同

や雑誌のように抑えた表現ではなく、まったく写実的

窓会主催で『横地千仭先生

に画いてある。

特別講

戦争中、自分は軍隊で仙台にいたが空襲で師団は壊

義』が行われた。
勇理事長の神奈川歯科大学の

滅、命令系統もなにもなくなった。しかたないので実

今後の改革と新病院設立の説明に続いて、横地先生の

家のある前橋に移った。そこでも空襲にあった。逃げ

近況が紹介された。

込もうとした防空壕が満員で入口付近にいたら、傍に

講義に先立ち、鹿島

＜横地先生講演要旨＞

焼夷弾を落とされた。自分の自転車に火がついて、そ

今は時々、自著『カラーアトラス』の改訂をしてい

れを消しながら必死で逃げた。 途中、道端で亡くなっ

る。また惚けないように絵を画いている。解剖からイ

ているたくさんの人たちを見ながら逃げた。その記憶

メージを広げた絵だ。本に載せるための写真を撮って

を元に数日後に犠牲者の絵を画いた。誇張はない。へ

いるので、写真を上手と思っている人がいるが絵の方

たな写真よりはよほど真実を伝えている。

が先だった。鹿島理事長から話があって、その絵を大

みんな逃げるのが精一杯で考える事などできない。

学に寄付することになった。校内、百年史記念館？の

入れ歯を無くした人がいた。たしかに口の中に入れて

中に標本などと共にある。

いたのだがどこで出してしまったのか記憶にない。亡

標本はもっと活用するべきだと思う。写真ではわか

くなるとき、母親は子どもの手をしっかりと掴んで死

らない立体的なイメージが標本ではわかる。他の医系

んだ等というのは真実ではない。家内の話では空襲の

大学にも標本はあるが、大体地下の倉庫に眠っている。

後、置いてきぼりの子どもが走り回っていて、その後、

研究者や学生だけでなく広く社会の人たちに人体が複

六人を保護したという。

雑で精巧に出来ているかを知ってもらうことで、自分

本当に命の危機が迫ったとき、自分が生きられれば

たちの身体を大切にしてもらえる一助になると考える。

あとはどうでもいい。
それが精一杯。
きれい事ではない。

この標本と自分の絵を同じ処で展示しているおかげ

森鴎外の小説に母親だけ溺れ、息子が助かった話が

で、警察関係の他に美術関係、横須賀の有力者まで幅

ある。息子の足を水中で誰かが掴んだような気がした。

広い人達が見学に来てくれている。

それが母親だったかもしれないと息子は思う。必死で
助かろうとするもがく自分と、後で思い返して後悔が

絵を始めたのは学生時代からだ。解剖の表現力につ

表現されている。

いてはプロの画家に負けない。それぞれの器官の質感

あの頃、カメラは爆撃でやられ、フィルムも手に入

を出すには長い研鑽が必要だ。日本では解剖専門の絵
描きはおらず、自分が日本一と思っている。

〔 横地先生の絵と、説明する元解剖学教授の高橋常男氏 〕
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〔 元気な横地千仭先生です！実習を懐かしく想いおこし
ます。何回生まで授業を受けたのでしょうか？ 〕
：T. I

らなかった。あの絵に誇張はない。へたな写真よりは
真実を伝えている。
自分はこの十月で九十七歳になるが元気である。自
分の事は自分でできる。
横地千仭先生の健康の秘訣とは？
（会場からの質問に


答えて）
一・美食をしない。
二・腹八分目。
三・バランス良い食事。
四・間食をしない。
五・運動をしない。
六・薬をのまない。風邪を引いたときに解熱剤な
ど飲んではいけない。発熱することで免疫が
できる。膝が痛いときは自分で簡便なお灸を
する。圧痛点にうまくあたれば三分で効く。
七・神を信じない。総ては偶然の結果である。
八・毎日風呂に入る。
九・お酒はちいさいお猪口二杯ぐらいが自分には
いいようだ。
十・精神的に打ち込める好きな事をやる。

〔 此の度の原稿は、
神奈川県支部同窓会の多大なるご厚情により実現しました。
「本部会報」
は全国に発送されますので、横地先生を懐かしく想う全国の卒業生
は一杯いると思います。
神奈川県支部同窓会のご配慮に心より感謝申し上げます。
外池利夫支部長には厚く御礼申し上げます。
ありがとうございました。〕
：T. I
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広島県支部２回生 森本克廣 氏 平成27年度・
春の叙勲に於いて『 旭日双光章

』を受章される!
広島県支部長

山村

剛（８回）

森本克廣先生が「旭日双光章」

り合い、その存在感を示し

を受章されたのを祝う祝賀会が、平成 27 年８月 30 日

て行けるよう腐心努力して

（日）に広島市中区のＡＮＡクラウンプラザホテル広

こられた。又、先生は昭和

広島県支部２回生

島

20年4月18日「ヨイハノの日」

３階オーキッドにて開催された。来賓者には、国

会会期中にも関わらず外務大臣岸田文雄氏、衆議院議

の生まれであり文字通り歯

員平口

科医が天職の方でもある。

洋氏、参議院議員溝手顕正氏等国会議員の先

生方、又、広島県知事湯崎英彦氏はじめ県議会議員、

祝宴は岸田外務大臣を筆

市議会議員の先生方、そして広島県医師会会長、広島

あじさい：お誕生花 です。 頭に多数の来賓者の方々の
：T. I
〔 叙勲おめでとうございます 〕

市歯科医師会会長、県歯会会員の先生方、本部同窓会

祝辞より始まり、和やかな

副会長、森本先生の恩師、ご友人やご親族の皆様など

雰囲気の中進んでいった。会場のあちこちで、何十年

200 名余りの方々が出席された。

かぶりに再会された人達が旧交を温め、当時を偲び、
話もお酒も進み盛り上がっていた。

司会は広島県支部専務理事の石橋昌彦氏が務めた。

最後に、先生自身が学

先生の出身高校の卒業生で構成されているアカシヤ歯
科医会会長の柄

生時代にお世話になった

博冶氏の開会の辞で開宴し、次いで

広島県支部支部長で発起人代表の山村

方や恩師、親友、友人の

剛の挨拶があ

方々の各テーブルを回ら

り受章の経緯や森本先生の経歴など説明があった。
要旨は以下の通りである。

れ、それぞれの方との繋

今回の受章は、広島県における永年にわたる歯科保

がりやエピソードなどを

健医療及び公衆衛生の普及向上に寄与した功績により

ユーモアを交え紹介され

受章されたものである。

た。

〔 岸田文雄

外務大臣 〕

先生は昭和 46 年に神奈川歯科大学を卒業後、昭和

又、特に今回の受章は今迄自分と関わってきた皆さ

48 年に広島市歯科医師会に入会、昭和 50 年に広島市

んのお陰で頂けた章なので感謝の気持ちで一杯である

南区で森本歯科医院を開設された。広島市歯科医師会

と繰り返し述べられていた。

においては、昭和 56 年に理事に就任、平成 12 年同副

の先輩であるアカシヤ会会長の向井恒雄氏が述べられ

会長、平成 19 年には会長の要職に就かれた。特に公

終了した。

閉会の辞を、高校時代

衆衛生活動に熱心に取り組んでこられ、今では広く普
及、定着している「お口の健康展」や広島市域の「休
日救急歯科医療」そして「節目年齢歯科健診事業」な
ど社会に密着した事業の実現に向け関係団体や行政と
折衝してこられた。
一方、神奈川歯科大学同窓会広島県支部に於いて
も、発足当時から支部長を務められ、現在会員は県下
で 70 名 余 り の 規
模ではあるが、当
時は会員数も少な
い新設の学校であ
るにも関わらず、

〔 下段・左から２人目が岸田外務大臣／３人目が森本氏 〕

歴史のある他の歯
科大学と対等に渡

〔 森本克廣先生、
おめでとうございます。先生は卒業生の誇りです！〕
：T. I
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見猿
聞か猿

同窓の皆さん、こんにちは

言わ猿

！

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
とても嬉しいものです。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。
孫悟空 ➡

」号
「 きん斗雲

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 ！

今までになかった

『 同 窓 便 り 』へどんドン送って下さいね。同窓が、同窓のため
に作るページです。

同窓、皆 が 待っています ! !

イラスト・構成／Toru. I

千葉県
（SKE48）

和泉正弘（17 回）

千葉県支部同窓会では総会後に１回、そして年２回

までは少なくとも現役で働く、若い歯科衛生士を雇う

の学術講演会とで年に３回の学術講演会を行っていま

ことは難しくなり、60 歳以上の雇用を当たり前と考

す。講演内容は歯科分野にこだわらず、他分野からも

える。将来、小児歯科等の子供を中心とした歯科経営

著名人に来ていただき、何時も有意義な講演をして頂

は注意を要する。但し人口ピラミッドは地域により違

いています。今回は講師に医療経済研究機構所長

西

うので注意すること。即ち歯科医院のそばに大規模な

村周三先生をお招きして「超高齢化・人口減少と医療・

集合住宅がある場合そこに住む人の年齢はほぼ同じ世

介護の将来」と題して講演して頂きました。

代の人が住んでいるという事で、これはチャンスでも
ありピンチでもある。

講演では、１．全国の人口の動向。２．地域別人口
問題−千葉県の動向（高齢化、超高齢化少子化−若者

また、同じ千葉県であっても、市町村によって状況

の減少）３．地域包括ケアとは何か？４．歯科の将来

は変わる。歯科医院経営を考える場合コンビニ開業地

について話して頂きました。

を考えるように周囲１キロの人口ピラミッドを調べ将

講演内容を要約すると、人口は減少する。しかし、

来設計していかなくてはならない、という大変ショキ

65 歳以上の人口割合は４割以上に増加する。逆に子

ングな考察を示されました。また、これから 100 歳以

供の割合は減少し、将来人口が増加することは望めな

上の年齢層が飛躍的に増加することで超高齢者に対す

い。

る歯科治療、歯科的介護ケアを考えていく必要性を指

以上の事から歯科医師として考えることは、70 歳

摘された。
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本同窓会も歴史を重ねることで会員の平均年齢が上

日本とは様変わりするようです、全国の同窓会の皆様

がり、引退される先生の話も聞こえてきますが、また

には第２の開業の１つの指針として下されば何よりで

新たに機械を導入し第２の開業を目指している先生も

す。勿論、これから新規開業される先生には当然のこ

多い様です。これからの日本は 10 ～ 20 年で今までの

とですが、よりよい未来の為に頑張っていきましょう。

東北地区 連合会（岩手県支部）開催!

清原士朗（29 回）

などということはもうありえない教育内容となってお

平成 27 年度神奈川歯科大学同窓会東北地区連合会

りました。

総会が去る９月 12 日に開催されました。前日の関東

続いて「高齢社会における新たな歯科からの提言」

地方の大雨の影響が心配されていましたが当日は天候
に恵まれ、
今年度は当番県として岩手県が主幹となり、

をテーマとし、ご専門の社会歯科学を通し、人口動態

ホテルロイヤル盛岡にて東北６県、総勢 39 名、大学

や世代別の歯科需要など非常に我々の日々の臨床に直

より平田幸夫学長と同窓会本部より大舘

結する大変内容の深いご講演をしていただきました。

満会長をお
保先生を

特に今後、他職種連携において歯科的位置付けの重要

来賓としてお招きし、平田学長より２題のご講演を含

性について、いかにして我々の歯科領域が医療分野で

む盛りだくさんの内容となりました。

の存在感をアピールし、立ち位置を確保していくのか

迎えし、さらに岩手県歯科医師会長の佐藤

平田学長の最初のご講演は「大学の新たな歴史創

という点。そして「これからは訪問診療。歯科医師が

世へ向けての最新情報」とするテーマで本学教育が

出向く時代。」と言われた平田学長のお言葉がとても

2013 年度から徹底した管理体制のもと、歯科医師に

印象的で漫然と日々の診療をこなしている私も自身に

なるための国家試験というハードルを越える内容と良

ついて考えさせられる貴重なご講演でした。

質な臨床研修環境を構築するプロジェクトとなってお

平田先生には在校時、口腔衛生学、社会歯科学で大

り、今年の国家試験では現役合格率が８割を越える素

変お世話になり、私も講義を受けた一学生でした。学

晴らしい結果となる過程をわかりやすく解説していた

長となられた今日もお変りのない（+ ご容姿も？）フ

だきました。神歯 OB としても大変喜ばしいこととな

ランクでお優しいご口調で講演していただき、学生時

りました。同窓の先生は一度、本学よりパンフレット

代を思い出し、大変懐かしい気持ちで拝聴させていた

をお取り寄せしていただけると現在の母校の教育の取

だきました。

り組みがお判りになると思います。是非オススメしま

また大舘同窓会会長もご来県され、現在の同窓会活

す。私は 29 回生ですが、おそらく当時の学生が期待

動や全国各支部の情報などのお話をいただきました。

していた「今日は休講！」や「自習していて下さい。」

大舘先生は東日本大震災以降も、被災された同窓の先
10

次年度、東北地区連合会は宮城県が主幹となります。

生のもとに何度も足をお運びになり、ボランティア活
動を始め多大なご支援をされ、結果多くの先生が今日

仙台ではまた五十嵐支部長以下、神歯同窓有志の先生

では日常生活を取り戻すことに繋がりました。今回も

にお会いできることを楽しみにしております。

ご来県本当にありがとうございました。

同窓会 本部 と、静岡県 支部との
共催による学術講演会 開催

永田康文（９回）

本部からは大舘会長、学術担当常務理事の山中先生、

平成 27 年 6 月 27 日（土）、静岡県支部はホテルアソ
シア「橘」において、同窓会本部との共催で学術講演

理事の前畑先生、三橋先生と静岡県支部の会員でもあ

会を開催いたしました。

る相原副会長を迎え、また三辺先生が以前講師を務め

本学口腔科学歯周病学分野教授の三辺正人先生（12

ていた奥羽大学の静岡県支部長の野中先生にも出席い

回）に「慢性疾患重症化予防を目的とした歯周病ケア」

ただき、静岡県支部会員と合わせ総勢 40 人の先生方

の演題で、三辺先生の研究なされている歯周病と栄養

に参加していただきました。
活発な質疑応答もあり、充実した時間をすごしたの

（ω 3 系脂肪酸）
、歯周病の抗菌療法などを織り交ぜて、

ち、本部の先生方にも参加いただいて楽しい懇親会が

臨床に役立つ講演をしていただきました。

執り行われました。本部からの支援もあり、支部とし
て感謝したい学術講演会となりました。
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熊本県 支部学術講演会

長野靖弘（19 回）

去る、11 月７日（土）に、

ことにより可視化したもので、咬頭嵌合位の咬合接触

熊本県歯科医師会館にて学

の評価、中心位と咬頭嵌合位の違い、微妙な咬合接触

術講演会が開催されました。

の調整前後の評価、咬合接触に関する患者指導等の活

講師は、昨年に引き続いて

用法があり、これにより、患者の満足度も得られ、日

本学から玉置勝司先生（顎

常臨床で使用する頻度は高まってくると思われます。

咬合機能回復補綴医学講座）

実際の臨床例などをデータや動画を使いながら、詳細

をお迎えし、
『日常臨床にお

に説明していただきました。また、骨格パターンを考

ける咬合接触に関する客観

えた補綴設計など、とても貴重な講演会となりました。

的評価法について』お話し

質疑応答においても、普段、咬合に関して疑問に思っ

ていただきました。

ている質問に対して、懇切丁寧にお答えいただき、オ

現在、咬合接触の検査と

クルージョンの奥深さを痛感しました。そして、懇親

して、咬合紙、感圧フィルム、ワックス、シリコーン

会では、最近の大学の様子など、興味深いお話も聞け

等がありますが、咬合紙を使用し咬合の状態を把握し

て、大変、楽しいひとときを過ごせました。

ようとしても、口腔内の唾液の介在や補綴物の材質の

玉置先生、ご多忙の中、わざわざ熊本まで足をお運

問題により適切な咬合接触を再現性高く把握すること

びいただきありがとうございました。今後のご活躍を

は困難です。また、デンタルプレスケールフィルムを

お祈りします。

使用した「オクルーザー」を使用する場合、フィルム
の咬み心地感覚や咬合接触部位の客観的判定、患者説
明用データ表示などに関し若干の問題点を残していま
した。また、フィルム自体が製造中止になってしまい
ました。こういったことから、臨床的に極めて有用な
咬合接触状態の評価が可能になった装置である「バイ
トアイ BE-I」の活用法を紹介されました。これは、
ブルーシリコーンで咬合診査したものを画像処理する

静岡県 支部創立30周年記念式典・祝賀会
〜 大久保前日歯会長 の記念講演〜

永田康文（９回）

日に日に秋の深まる平成 27 年 11 月 1 日（日）に静

にご参加いただき、また静岡県歯科医師会柳川会長、

岡県支部は支部創立 30 周年記念式典及び祝賀会を静

前日本歯科医師会会長大久保先生にも御臨席を賜りま

岡駅前のホテルアソシアにて挙行いたしました。本部

した。

同窓会からは大舘会長、東海信越担当の屋形副会長、

式典は川田専務理事の司会で、山本副支部長の開会

本県会員の相原副会長、また東海信越地区同窓会から

の挨拶、支部長の永田による式辞に続き大舘先生、柳

愛知県より浅井支部長はじめ 13 名、三重県から鈴木

川先生、鹿島先生に御祝辞をいただきました。

支部長と浅野先生、新潟県から中川支部長、静岡県は

記念講演は「歯科医療の現状と未来」という演題で

総勢 47 名の同窓生が集まりました。愛知県、三重県

大久保満男先生が予定時間を越える熱弁をふるわれ

の先生方には記念式典に先立ち、東海地区連合会にも

て、会場より盛大な拍手がありました。式典は石井副

参加していただきました。

支部長による閉会の辞により無事終了し、集合写真撮
影後、祝賀会へと席を移しました。

本学より鹿島理事長、小林病院長、井野横浜センター

祝賀会では石井副支部長の司会により荒川教授の乾

長、静岡でお世話になっている荒川教授と宮城准教授
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杯のご発声で始まり、しばし歓談の後、屋形先生、相

ラギラでしめた後に片岡先生の三本締めまであって、

原先生、宮城先生、小林先生、井野先生による来賓の

印象深い会がしめくくられました。その後、大道芸の

先生方の心温まるスピーチで和やかに時間はすぎ、こ

パフォーマンスに賑わう静岡の夜に多くの先生がまぎ

の記念式典、祝賀会に尽力してくれた服部

れていったようです。参加していただいた、すべての

治実行委

先生に感謝いたします。

員長の閉会の辞で閉めくくられる予定でしたが、実行
委員長の振りにより柴田記念誌担当理事のキンキンギ

四国地区 連合会総会を終えて

井上正之（21 回）

いただけたおかげをもちまして、無事に行うことがで

ぞめきのリズムに合わせて、出席者皆が思いおもい

きました。

に阿波踊りに興じながら、盛会のうちに第 15 回神奈

当日は、四国 4 県からの同窓会支部役員連絡協議会、

川歯科大学同窓会四国地区連合会は閉会した。
グラ

同窓会総会が行われ、今後の各支部間の学術講演会開

ンドパレスにて、徳島県支部では８年ぶりの２年毎、

催時の連絡と協力の仕方の確認、支部の同窓会員数の

四国４県各支部の持ち回りで行われる同窓会の総会を

減少に対して、今後の対応や、会員数の増加をはかる

開催いたしました。

ための方策などについて、活発に意見の交換が行われ

まだ暑さの残る９月 5 日、徳島市内のホテル

鹿島

ました。

勇理事長、平田幸夫学長、同窓会から大舘

学術講演会におきましては、講師に神奈川歯科大学

満会長、渕田恒晴副会長はじめ四国各県より 43 名、

診療科

徳島県、市の歯科医師会からの来賓の先生方にご出席
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小田博雄教授に「歯並びは健康のバロメー

ター」の演題で行っていただき、私たちが日常臨床に

の交流にひと役買ってくれたことは、冒頭に書かせて

際して直面する疑問、問題に対して意義深い質疑応答

いただいたとおりです。総会の開催に際してお世話に

が行われた。

なりました皆様方に、紙面をお借りしましてお礼を申
し上げます。

講演会後の懇親会においては、阿波踊りが、支部間

鹿児島県 支部（三笠会）
・学術講演会報告
鮫島明宏（16 回）
平成 27 年８月 29 日（土）、鹿児島県歯科医師会館に

きましたが、この SAT 法、MTM の方法としては印

於いて、神奈川歯科大学附属横浜クリニック高度先進

象的で、臼歯の頬舌的な傾斜を特別な装置を使わずに

口腔医学講座歯科矯正学分野講師の秋本

さっと治すと、しゃれの効いた治療法でもありました。

4

進先生（８

4

4

回）を御招きして、学術講演会を開催いたしました。

またその SAT 法の症例に熱が入り、他の症例にまで

秋本先生は神奈川歯科大学同窓会の専務理事の要職に

講演時間が足りなかったのが、心残りではありました。

もあり、大変お忙しい中での来鹿となりました。
当日は「MTM（Minor

Tooth

懇親会は、鹿児島名物黒豚しゃぶしゃぶの店にて、

Movement）につ

芋焼酎で乾杯、楽しく宴席が盛り上がる中、秋本先生

いて」と題して、御講演いただきました。

が大学同窓会の専務理事としての色々な裏話をご披

先生はまず、MTM とは「Minor であろうと Major

露、大盛り上がりの中、週末の夜で混雑する天文館通

であろうと歯を動かす行為は同じ。
」とした上で、

りを二次会へと移動し、薩摩の夜はふけていきました。

MTM に欠かせない条件として、ごく簡単な装置での
短期間の使用を強調されました。その上で MTM の適
応症の必要条件、治療上の手技および注意点を、各症
例において詳しくあるいはやさしく説明されました。
また、簡単な症例と複雑な症例とを見分けることは
難しいので、適切な指導者としての相談相手が必要で
あらゆる機会を利用して経験者の臨床を見ることが、
トラブル回避に重要なことだと強調されていました。
その後、秋本先生の考案されたSAT法について（180°
のトルクを加える）詳しい説明に時間を割いていただ

平成27年度・ 長野県 支部総会
／学術講演会

丸山久雄（23 回）

平成 27 年度長野県支部同窓会が、７月４日（土）

り「三次元画像工学の歯科医療分野への応用」と題し

長野市のホテル国際 21 にて開催され、会員の先生方

てご講演をいただいた。先生が開発を進めている包括

40 名が出席した。

的三次元診断システム ManMos について複合現実感
Mixed

総会では藤原由直長野県支部長の挨拶の後、会務報

Reality を伴う外科矯正手術支援・シミュレー

告、代議員報告があり、26 年度収支報告および 27 年

ションシステム、Mandibular

度予算案が可決された。また長野県支部 40 周年記念

顎運動教育支援システム、口蓋の局所的位置合わせに

Animation を用いた下

事業、代議員会の要望について協議され閉会した。

よる歯の移動様相の評価についてご説明いただいた。

総会終了後は、本学大学院歯学研究科高度先進口

20 年以上前、学生時代に教わった歯科矯正学が現代

腔医学講座歯科矯正学分野教授の不島健持先生によ

の技術革新された三次元画像工学を利用し大きく様変
14

わりしていることに驚き、非常に興味深く拝聴するこ

医師会会長北川原

とができた。

藹々とした雰囲気の中で、久しぶりにお会いする先生
方と歓談し楽しい時間を過ごした。

講演終了後、記念写真の撮影を行い、続けて懇親会

ご参加いただいた先生方、ありがとうございました。

が開催された。不島健持先生、同窓会本部副会長屋形
秀樹先生、本学附属病院長小林

穣先生よりご挨拶を頂き、和気

優先生、長野市歯科

関東地区 連合会・開催される!

金子宣由（19 回）

と述べられた。続いて本部同窓会からは、井本副会長

平 成 27 年 ７ 月 ５ 日（ 日

が挨拶を述べた。

曜日）午前 10 時 30 分より
横浜駅西口のホテルキャメ

各支部の報告では、新入会員の減少がどの地域でも

ロットジャパンにて関東地

多く見られることが報告され、各支部とも同窓会の魅

区連合会が開催された。出

力（学術など）を PR して、入会の促進に結びつけて

席者は神奈川歯科大学同窓

いるようである。東京都支部では、都人会や卒直後セ

会本部７名、大学支部１名、

ミナーを行っている。茨城県支部からは、大学の推薦

茨城県支部１名、栃木県支

校の選定をして欲しいと意見が述べられた。神奈川県

部３名、群馬県支部１名、埼玉県支部２名、千葉県支

支部からは、神奈川県歯科医師会の選挙の詳細や最近

部２名、東京都支部３名、山梨県支部２名、神奈川県

の高点個別指導の動向などが報告された。

支部 17 名で、総勢 39 名の参加となった。当番は神奈

協議は本部同窓会の代議員会が来年度より、１回の

川県支部が務めた。司会は神奈川県支部の米今専務理

開催になる事が決定されたが、その事により遠方の支

事、開会の辞は杉山副支部長によって行われ、また当

部に情報伝達が遅くなる。または伝わり難くなる事が

番校の神奈川県同窓会の外池支部長が挨拶を行った。

懸念されており、その代案について協議された。常務

挨拶では大舘先生も 4 期目となり、また代議員会も年

委員会の複数開催やインターネット・掲示板など情報

１回の開催となったが、まだまだ問題が山積みなので、

発信についての意見が出された。
2 つ目の協議題として、大学 100 周年記念式典（平

知恵を出し合って新しい同窓会を創って行きましょう
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成 29 年 5 月予定）と寄付について、また同窓会の 50

年１回開催に伴い、関東地区連合会も同様に１回開催

周年記念式典
（2020年）
の開催について協議が行われた。

とするかの協議も行われた。
閉会の辞は、松本副支部長が述べ懇親会に移った。

次回は東京都支部の主催となるが、本部代議員会が

平成27年度・ 北海道地区 連合会
第45回総会・第113回学術講演会
北海道支部
日時：平成 27 年 7 月 4 日

原田尚也（９回）

ちなみに、全国に弁護士は約 35,000 名いらっしゃ

17 時～ 18 時 30 分

場所：札幌パークホテル

います。全道では約 900 名。札幌市では約 700 名です。

講師：弁護士・歯科医師

しかし、北海道で「歯科医師と弁護士」両方の資格を

小畑法律事務所所長

小畑

有する人は小畑先生のみ。全国レベルでも「一桁」の

真先生

人数だそうです。しかも 10 年規模で一般歯科臨床経

演題：
「備えあれば憂いなし」

験のある弁護士は、日本に１人しかいないということ
です。

総会に引き続き、標記講演会が開催されましたので
報告致します。今回は歯科医師で弁護士の小畑

真先
歯科診療トラブルの特徴：どのようなリスクがあるか？

生に御講演をお願い致しました。

・説明義務違反がほとんど。

先生は平成 10 年に北大歯学部を卒業されたあと、
札幌市内の日之出歯科に御勤務。様々な臨床を経験さ

・裁判にはなりにくい→一般的な訴訟は費用負担が大

れ北大・歯科麻酔科で学位取得。その後平成 19 年に

きいが、歯科トラブルは多額の訴訟になることが少

北大法科大学院に進学されました。司法試験に合格後、

ないため。

平成 23 年に司法修習制度による法曹資格（司法試験

・経験豊富な先生ほど大きなトラブルになりやすい→

に合格後、約 1 年の研修を受けたあと五日間にわたる

「今まで問題なかったし小さなトラブルは経験して

国家試験に合格しなければ得ることができない資格。

いる」という過信から、治療に関する同意書などは

弁護士として活動するためには実質これら 2 回の国家

取っていないことが多いため。

試験をクリアしなければならない）を得られておりま

・矯正に関する訴訟が多い。

す。
仕事と学業の両立という大変困難な状況を克服し、

・民事上の問題がある→ 10 年間の債務不履行責任が
あるので、カルテは最低 10 年間は保存しておく必

弁護士として活躍できる資格を取得されました。
16

10 年後に入れ替える予定の費用を請求されること

要がある。

になった。
・他院で折れたリーマーが残留していることを説明し

損害賠償義務の要件：患者とドクターの関係はどのよ

なかったので、慰謝料 50 万円＋弁護士費用 10 万円

うなものか？

の請求となった事例あり。

・医療は請負契約ではなく、準委任契約と考える。つ

・カルテ開示を拒否した例：拒否した結果支払い請求

まり「最善をつくすこと」が求められる仕事である。

となった。

請負契約というのは建築物のように「注文通りの家
を完成させ、渡す」というもの。準委任契約という
のは
「風邪をひいた。一回目の通院で一時期治った。

最後に

しかしまたぶりかえした。だから賠償しろ」という

・患者はコミュニケーション不足にもっとも不満を抱

理屈は通らず、最善を尽くしたので風邪がぶり返し

く。先生のゴールと患者のゴールは同じではないか

ても賠償責任は発生しない。歯科治療も準委任契約

ら、最初に「できること」と「できないこと」を示

であるから 100％治ることはない、ということ。し

すこと。会話は録音しても良い。クレームがあった

かし、説明が十分でなければ準委任でも責任を問わ

時は院内スタッフ全員で情報を共有すること。受付

れる。

だけが知っていて、ドクターが知らず、患者さんの
気持ちを害することも考えられる。情報共有すると

裁判例

きはスタッフ全員に「守秘義務がある」ことを伝え

・矯正の事例：
「治療期間が延びた、賠償しろ」と言

てからお話をはじめること。

われた。しかし履行遅滞とはならない。また「いっ

・皆様は「裁判になると長引きそうだし時間・費用も

たん受け取った治療費は返還しない」という特約条

大変そうだ。できるだけ裁判にしたくはない」と考

件を付帯しておけばよいが、一般的な社会通念とし

えるかもしれませんが、裁判になった方が「出頭も

て、返却しないという条項は付けにくい。

一回位。相手から電話がかかってきて対応に悩まさ

・抜歯の適法制が問われた事例：右下６番、エンドし

れることもない。医院にきて騒ぐこともない。すべ

たが歯質が薄く、穿孔や破折の危険性があるため抜

て弁護士が対応するので逆に先生の立場は楽になり

歯した。
しかし患者に詳しい説明がなく、訴訟になっ

ます」とのことでした。

た。結果、抜歯にかかわる費用・慰謝料とインプラ
以上、大変興味深い講演であったことを報告致します。

ント治療に要する費用、さらにそのインプラントを
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近畿北陸地区 連合会代表者会議報告

小村

恵（29 回）

新

総学生に対する海外留学生の割合、外国籍卒業生の同

都ホテルにおいて、神奈川歯科大学同窓会近畿北陸地

窓会入会希望など、直江先生から報告された。協議題

区連合会代表者会議が行われた。

として会議開催日時に関する件について協議し、会長

平成 27 年５月 24 日

11 時 30 分～ 14 時

京都

直

選挙がある年の開催日は１回あるいは２回の議論がさ

下池敏之

れ、会長選挙時期が決定してから開催することになっ

当番県は京都府で、出席者は本部同窓会副会長
江祥明先生（９回）、前本部同窓会副会長

先生（８回）をはじめ、以下各支部から、京都府３名、

た。また会議当日会費徴収に関する件についても協議

大阪府４名、兵庫県３名、奈良県２名、和歌山県２名、

し、本部からの補助や会費のストック等を考慮し、今

石川県２名、福井県１名、滋賀県２名であった。

後出席者全員会費無料ということに決定した。その他、

京都府支部長

近畿北陸地区連合会の銀行口座を、平成 28 年３月か

鴨井康子先生（１回）の挨拶により

ら現在の滋賀銀行から京都銀行に変更することを協議

開会された。
家

決定した。下池先生より 12 年間を振り返っての同窓

入幹夫先生（４回）に全員で黙祷を捧げた。続いて、

会における予算や代議員制度について、外国籍の支部

鴨井先生より会計報告が行われ、全員承認した。

を作るにあたっての問題点、クラス会助成金の検証、

平成 27 年５月 17 日に御逝去された大阪府支部

その後、福井県支部長

平成 29 年からの病院建設など有意義な話を頂いた。

直江先生が本部同窓会副会

次回当番県の大阪府支部長

長に就任されたことなど、各支部から学術講演、総会、

高山豊誠先生（15 回）

忘年会等開催報告、入会者の報告が行われた。また本

より閉会の挨拶を頂き、次回の会議開催日程を平成

部報告として、平成 29 年４月に大学前小川町駐車場

28 年５月 22 日（日曜日）11 時 30 分から京都

に病院建設予定であること、代議員会を年１回とし、

テルと決定し、閉会となった。

平成29年２月から毎年２月に開催予定となったこと、
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新都ホ

香川県 支部の現状と「総会」報告

服部啓吾（19 回）

香川県における同窓生は約 47 名で、支部同窓会の

たものだ」と言う話が増えてきたような気がします。

在籍者は約 32 名です。過去 2 名の会員が逝去されまし

でもまだまだ現役、なかなか美味しいところは後輩に

た。現在の琢磨支部長（15 回）より毎年恒例の新年

は譲ってくれません。27 年度は大学より木本教授を

会に会員の先生方の負担を少しでも減らそうというこ

お迎えし親睦会・講演会を２日に分け開催しました。

とで、3 月および 5 月に開催していました総会を同時

大学の新鮮な状況を伺い頭の中で過去と重ね合わせて

開催としました。会計年度の関係もありましたが、会

いました。今後も年齢は関係なく同窓の繋がりを深め

員の賛同を頂き現在スムーズに進行しています。しか

お互い様々な面で上を目指して頑張りたいと思います
（写真は木本教授との懇親会の時の物です）。

し、今一番の香川県支部の問題点は本部会員のことで
す。今期より本部副会長に渕田恒晴先生が就任され、
いかに本部会員を増加させるかが今後の課題です。
また、同窓でない先生のご子息が同窓ということで
準会員となっていただき、県内の横への繋がりを深め
ています。約１時間の総会終了後新年会となるため、
時間的にどうしても日曜日の開催となります。その関
係で町中の料理屋でなくホテルでの開催となっていま
す。２次会までホテルで行いますが、日曜日でいつも
の楽しい店が閉まっているため残念がられる方もいま
すが、翌日の診療を考えてある程度の時間で帰路に着
かれます。
「昔は元気だったな。よく体を壊さなかっ

平成２7年度 愛媛県 支部
三笠会／総会 ・ 学術講演会

長谷川博一（34 回）

平成 27 年 5 月 30 日（土）、国際ホテル松山において

は大学や同窓会の現状について説明があった。議事に

三笠会の総会・学術講演会が開催された。総会は武西

おいてもスムーズに進行していき、学術講演に移行し

俊明専務理事の司会で進行され、淺井謙次支部長から

た。
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教

我々一般開業医の日々の診療における幅を拡げること

久保田英朗先生をお招きして「日常臨床に役立つ

が出来た。続いて懇親会に移行し大いに盛り上がり、

顎関節症の診断と治療に関する最新情報」と題してご

終わりには大学の校歌をみんなで大合唱して締めく

講演いただいた。世界基準に合わせた顎関節症の分類

くった。勢いそのままで、四国一と云われる松山の夜

の見直しについての説明や、顎関節症と誤診しやすい

の街で二次会を行った。

学術講演は神奈川歯科大学
授

顎顔面外科学講座

各症状との鑑別点などを丁寧に説明していただき、

福島県 支部
平成27年度定時総会・学術講演会

幹事

玉橋

豊（29 回）

広会員の閉会の辞で終了した。

6 月 20 日（土）会津若松市

午後 4 時より学術講演会が開催され、講師に荒川浩

の「 萬 花 楼 」 に お い て 18 人

久神奈川歯科大学大学院口腔衛生学講座教授を御招き

参加のもと開催された。
午後 3 時より定時総会が開

し、「ライフステージに応じたフッ化物の臨床応用」

催され、桑名利直会員の開会

と題し、資料をもとにフッ化物液磨きの方法等丁寧に

の辞の後、小林享二支部長の

説明していただいた。
午後 6 時より懇親会があり、荒川先生と共に会津の

挨拶に続き平成 26 年度事業
報告、会計決算報告があった。

おいしい料理とお酒を楽しみ午後 8 時には散会となっ

議案として平成 27 年度事業

た。

計画（案）
・会計収支予算（案）が議論され、野口和
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平成 26 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
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）
45 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 26 年度予算額
3,109 口
（
2,744 ）
（
110 ）
（
3 ）
（
252 ）

平成 26 年度決算額
43,015,000
3,158 口
41,160,000 （
2,807 ）
550,000 （
114 ）
45,000 （
3 ）
1,260,000 （
234 ）

43,890,000
42,105,000
570,000
45,000
1,170,000

（
（

2,744 ）
110 ）

41,160,000 （
550,000 （
0 （
0 （
0 （
0 （

2,794 ）
109 ）
5 ）
）
8 ）
5 ）

41,910,000
545,000
75,000
0
120,000
25,000

（
（
（
（
（
（
（

1
61
2
43
41
32
75
80
3
77
22

15,000 （
305,000 （
30,000 （
215,000 （
205,000 （
160,000 （
375,000 （
2,400,000
90,000 （
2,310,000 （
88,000
300,000
3,069,000
300,000
0
2,769,000
1,000
575,000
1,000
3,000
400,000
170,000
1,000
2,000,000
51,448,000

1
61
2
43
41
32
57
70
8
62
26

15,000
305,000
30,000
215,000
205,000
160,000
285,000
2,100,000
240,000
1,860,000
104,000
212,000
3,136,000
300,000
0
2,836,000
0
592,728
3,101
3,515
373,248
208,066
4,798
15,884,122
65,918,850

（
（

）
）
）
）
）
）
）
口
）
）
口

平成 26 年度予算額
38,128,000
（3,273,440）
5,538,000
甲種（2,769 口）

3.

平成 26 年４月 １ 日
平成 27 年３月 31 日
（単位：円）

福祉共済部会計

）
）
）
）
）
）
）
口
）
）
口

平成 26 年度決算額
29,446,262
5,672,000
甲種（2,836 口）

6,262,000
甲種（2,769 口）
乙種（362 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）

850,000
300,000
370,000
51,448,000
0
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6,368,000
甲種（2,836 口）
乙種（348 口）
850,000
300,000
370,000
43,006,262
22,912,588

第 89 回

代議員会報告（抜粋）
６．理事長挨拶

平成 27 年７月 11 日（土）
、午後２時 30 分から本学本
館５階大会議室にて第 89 回代議員会が開催され、仮

理事長（ 鹿島

勇 ）100 周年記念事業について、式典

議長の選出から始まった。

と祝賀会を平成 29 年５月 21 日（日）横須賀芸術劇場大
ホールで開催。100 周年記念事業として、
「人体標本と

１．仮議長の選出

100 年史」資料館の開館、ジャカランダ（ジャカランダ

23 番（小林代議員）より前代議員会議長赤城先生を仮

の花）フェスティバルの開催、附属病院の新築・移転（平

議長に推薦、承認された。

成 29 年９月開院）の３事業。
「神奈川歯科大学附属病院
新築移転推進資金募金」の寄附を募集、期間は平成 27

２．開会の辞

年９月１日～平成 29 年８月 31 日の２年間、寄附金は

副会長（ 井本邦彦 ） これから開会します。よろしく

１口１万円、10万円以上寄附者は氏名を病院に記する。

お願いします。

目標額は１億円、御理解を。

３．点

７．会長挨拶

呼

会長（ 大舘

仮議長
（ 赤城公徳 ） 71 名の出席で代議員会成立。

満 ） ２月の代議員会選挙で御指名頂

き、ありがとうございます。３年間頑張って会長を務
４．代議員会議長・副議長の選出

めさせていただきます。今回の選挙はいかに同窓会を

25 番（ 外池代議員 ）、13 番（ 川津代議員 ）の両議員

改革し造っていくかのスタートの選挙と考えていま

から、前回までの副議長、飯塚代議員を代議員会議長

す。会長立候補趣意書に相当する文書を２つ出させて

に推薦、承認された。

頂きました。１つは、どのように同窓会を運営してい

議長（ 飯塚

くか、２つは、大学とのつき合い、支援の仕方です。

務 ） 御推薦ありがとうございます。千

葉県支部の木村代議員を副議長に推薦。

来年度から代議員会が年１回になり、改革の一歩です。

副議長（ 木村

１回に減るマイナスは大きいが、今後若い先生方に財

淳 ） 議長指名の千葉県支部の木村

政負担の多い同窓会を引き渡すのは得策ではない。今

淳です。よろしくお願いいたします。

後本格的な同窓会改革を協議し組織率の問題と若手を
５．議事録署名人選出

いかに同窓会に絡めていくかです。神奈川歯科大学同

議長

窓会 50 周年は、将来の発展のステップとし、質素に

議事録署名人に小松代議員（北海道）、篠原代議

して大切に開催したい。

員
（東京）
お願いします。

〔 赤城公徳 仮議長 〕

〔 鹿島
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勇 理事長 〕

８．学長挨拶

会長

副学長（ 槻木恵一 ） 今回平田学長の代理出席で（本

長就任決定。

学 24 回生病理学を担当）学生募集は大変な状況だが、

会長

今春は倍率２倍以上確保。近年教育改革し、５学期制、

有功表彰授与。

出席・教育の評価をブラッシュアップし教育内容の質

会長

を高めている。ＣＢＴ成績の平均が２年連続全国平均

者とする。

を上回り、
国家試験も今年80％で私立歯科大学中２位。

52 番（ 鴨井代議員 ） 代議員会が１回となり発言の

文部科学省から臨床実習の充実を迫られ新病院の建築

機会が減るが、１回がだめなら２回に戻せるか。学術・

と同時に臨床実習の充実を強力に推進、2018 年問題

クラス会・還付金を全部私達が拒否すれば 320 万が浮

で入学者が減少予想、同窓会の支援を。

き、代議員会１回の旅費に匹敵、２回に戻せるのでは。

５）学外報告。日本歯科医師会で高木会長の会
６）表彰者表彰。大阪府支部、下池敏之先生に
７）奨学者賞。山口紘章先生を 27 年度甲種奨学

クラス会助成金 10 万円を渡すだけなら来年度から中
９．報

告

止を。50周年記念の為、１回になり浮いた費用はストッ
クして。

最初に黙祷
担当（ 徳島理事 ） 特別会員、鈴木祥井先生、元神奈
川歯科大学矯正学教授。正会員、福岡県、綾塚千秋先

10．議

生３回。徳島県、松本芳明先生７回。東京都、渡辺勝

第１号議案

弘先生 19 回。愛知県、石川昌彦先生７回。和歌山県、

の改正に関する件（平成 28 年度から代議員会年１回開

炭井俊二先生７回。兵庫県、宮山研一先生５回。７名

催に伴う改正に関する事項）

の先生に黙祷。

担当（ 秋本専務理事 ） 会員資格に関し、
「退会に関し

議長

ては代議員会の承認を要する」、
「退会者の復帰に関し

１）
会務報告。専務理事。

事
神奈川歯科大学同窓会会則第２章第７条

担当（ 秋本専務理事 ） 事前配付資料及び当日配付資

ては理事会で承認し、代議員会で報告する」に改正し

料を説明。

たい。

議長

議長

２）神奈川歯科大学同窓会役員に関し定款第３

会則の改正は３分の２以上賛成を必要、
（３分

章 10 条から代議員会の承認が必要。

の２以上挙手）可決承認

担当（ 秋本専務理事 ） 役員名簿、会長、副会長、専

第２号議案

務理事、常務理事、理事の先生方、岩本、大島、細谷

担当（ 金子常務理事 ） 平成 26 年一般会計歳入・歳出

監事。委員会名簿・福祉共済部幹事の名簿。御確認を。

予算収支決算書を詳細に説明。予算額が 3,812 万 8,000

議長

円に対して 2,944 万 6,262 円とかなり抑制した決算と

役員は、３）代議員会の承認が必要、当日の報

平成 26 年度一般会計歳入・歳出決算

告まで承認を頂き、質問は一括にて。

なった。

代議員会運営委員会委員長（ 米今豊秀 ） 第 89 回代議

監事（ 大島正秀 ） 監査報告。

員会議事運営を事前配付資料で説明。

議長

１）
２）
３）
の報告が挙手多数、一括承認。

算について、挙手多数可決確定。

担当（ 秋本専務理事 ） ４）学内報告。事前配付資料

第３号議案

第２号議案平成 26 年度一般会計歳入・歳出決
平 成 26 年度事業基金会計歳入・歳出決
算

を説明。

〔 槻木恵一 副学長 〕

〔 大舘
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満 会長 〕

担当（ 秋本専務理事 ） 執行部一任の決議をいただけ

第４号議案 平 成 26 年度福祉共済部会計歳入・歳出
決算

れば。

平 成 26 年度同窓会年金会計歳入・歳出

議長

決算

ら選出。

平 成 26 年度奨学金基金会計歳入・歳出

挙手多数にて承認。

決算

第 13 号議案

第７号議案

平成 26 年度前受金会計歳入・歳出決算

担当（ 髙橋常務理事 ） 退会対象者 64 名の退会者承認

第８号議案

平 成 26 年度職員退職金積立会計歳入・

を。

歳出決算

挙手多数にて可決承認。

平 成 26 年度事業運営安定化資金会計歳

第 14 号議案

入・歳出決算

担当（ 髙橋常務理事 ） 静岡県支部と広島県支部から

第５号議案
第６号議案

第９号議案
副議長

後日代議員各位に委員名を提出。代議員以外か

退会者承認に関する件

再入会者承認に関する件

再入会希望者２名の承認を。

第３号議案から第９号議案まで一括上程。

担当（ 金子常務理事 ） 第３号議案から第９号議案ま

挙手多数にて、可決承認。

で詳細説明。

第 15 号議案

第３号議案から第９号議案まで随時採決、賛成多数、

担当（ 秋本専務理事 ） 特別会員は本学卒業以外の先

可決承認。

生で、伊藤寿樹先生、中村

第 10 号議案

篤先生、市邉義章先生、

森本佳成先生の４教授ご承認を。

資産目録に関する件

挙手多数にて可決承認。

賛成多数、可決承認され確定。
第 11 号議案 予算決算特別委員会（現

特別会員の承認に関する件

代議員会運営

委員会）の設置及び委員の選出に関する

11. 協

件

議長

議
協議１）代議員会開催回数減少の対応策。

担当（ 秋本専務理事 ） 代議員会年１回の問題点は、

担当（ 秋本専務理事 ） １番目、開催減少の対応策で、

決算承認が１年遅れになる点。そこで予算決算特別委

事前資料で説明情報提供を重要視し会報を増やす事、

員会の設置、委員の選出に関し上程。流れは３月末会

１回増で100万円以上で現状にそぐわない。2番目に、

計の締め、５月中旬の監事会・パンフ作成、６月中旬

副会長の活躍の場をふやす、5 回の常務連絡会から 2

予算決算特別委員会で質問も含め協議・審査、仮承認

回分を常務理事会とし遠方の副会長出席、年２回開催

を受け送付。９月中旬から11月に予算案パンフ作成、

の方向で理事会は検討中。情報が減るので、メールマ

12 月に特別委員会でパンフ審査、２月下旬の代議員

ガジン、同窓会ホームページを活用し情報提供を現在

会で承認。組織形態は、予算決算特別委員会委員・会

協議中。

長、担当副会長、専務理事、各事業部常務理事、オブ

60 番（ 石田代議員 ） 代議員が身を削って１回に

ザーバーとして代議員会議長・副議長。選出方法は、

なった、執行部も身を削る予算立てを。副会長と情報

議長一任、10 名以内で構成。

の意味合いの説明を。

第 11 号議案は、挙手多数にて承認、可決。

会長

第 12 号議案 任 期満了に伴う選挙管理委員の選出に

会をつくる。常務理事会を考えた理由は、一部の副会

代議員会を１回に減らし財務的に安定した同窓

長から、常務連絡会で勝手に決め、理事会に出ると大

関する件

体決まっていて、しゃんしゃんで終わるからと。常務
連絡会は、議決機関ではなく、副会長出席時に決定し
ている。私は会員の意見をできるだけ聞く様にしてい
るので、指摘を受けた以上、常務理事会を提案しては
と思い協議に出しました。執行部は節約し今後も改革
をしていきたい。若手も活躍できる同窓会をつくるに
は、会務内容、運営を大幅に変える必要があると考え、
できるだけ予算を残したく執行部は今迄通り、お金の
かからない方法を本当は考えたいが、地方の副会長の
活用できる方法を考えたらこの案になった訳です。
60 番（ 石田代議員 ） 年１回で不都合が出た場合、
改善する気持ちはあるのか。
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会長

無料でなく若干費用が発生する場合もあります。

私の偏見になりますが。朝令暮改にならないよ

うに、執行部としては命がけで、できる限り頑張り情

28 番（ 伊佐代議員 ） 地区連合会より選出されてい

報も提供し、そごのないようにしていきたい。一生懸

る副会長とあるが、会長の答弁では、副会長は会長が

命 10 年で財務内容を改善し３分の２以下迄減らし、

任命するでは説明はおかしい考え直して欲しい。地区

同様の会務を運営し事業費を減らしてくのは非常に至

連合会から反対されている人を副会長に任命し地区・

難の技。執行部も身を削れとの事ですが、執行部の役

支部に帰り情報提供してもしょうがない。冠婚葬祭の

員は、ほとんどボランティアです。もう無駄な会務を

ために副会長増員なら、副会長は不要。常務理事会は

削る以外に身を削る事ができない、学術も減らし、今

なしで、ホームページ・Ｅメール活用して。

の金額があります。新しく同窓会をやるには、今の３

52 番（ 鴨井代議員 ） 年１回になった時、費用・発

分の２位の会計が理想。

言一切なしで予備代議員が傍聴できるか。

72 番（ 赤城代議員 ） 第２回の常務理事会を９月に

会長

すれば各事業の予算案作成し易いのでは。

54 番（ 山田代議員 ） ホームページの理事会等の資

会長

料は、副会長・理事者のみで、一般会員も全部見れる

実は予算は９月、10月で８割５分位できていて、

傍聴は自由である。

そこから減らすため担当常務理事にお願いしてますの

か。メールでやりとり、ログインの方法など考えはあ

で、もう少し考えます。

るのか。

会長

担当（ 竹花常務理事 ） 情報処理部は、誰でも見れる

理事会と常務連絡会があり、常務理事以上が全

員いない時が連絡会です。旅費の出ない先生だけが常

ページ、会員のページの２つを作成。会員のページは、

務連絡会に出席。地方の副会長が出席し、常務理事会

情報内容を精査し最低限のものを提供。さらにメール

の回数により予算の出方が違います。

マガジンを使い情報発信。従来の支部長宛てメールマ

25 番（ 外池代議員 ） 全体の会議の数が３回減りま

ガジン等も活用。

すが減っても大丈夫か。

54 番（ 山田代議員 ） ホームページで代議員だけ副

会長

会長だけが見られるページ作って欲しい。

常務連絡会で勝手に決めては困るとの意見が出

ると、常務連絡会は開きにくいので常務理事会に格上

議長

げし常務連絡会をなくす。会議自体３回減るので非常

記念行事について。

に不安。常務連絡会をまた３回復活させると副会長の

会長

方々の御理解と我々の運営の仕方が問われるので、ま

良いとなり御意見を伺いたい。大学の100周年記念は、

た協議の対象にはなると思う。

附属病院は完成はしてない５月 21 日に急に決定。付

53 番（ 高山代議員 ） 28 年度は常務理事会はせず、

属病院の寄附で問題は１億円という金額で個人と明言

必要なら常務連絡会を作ったら。

され、個人で 10 万円はどうか。支部との関係などで

６番（ 嶋中代議員 ） 代議員会の回数減少への対応策

意見交換したい。同窓会の 50 周年記念式典は平成 32

として色々な形で情報伝達を。常務理事会と理事会の

年 2020 年で、会長任期最後の年の平成 30 年に実行委

同日開催なら５回で済む。

員会を発足と考えている。

担当（ 竹花常務理事 ） 情報処理部ではホームページ

28 番（ 伊佐代議員 ） 同窓会創立 50 周年記念式典は、

を活用し積極的に情報を発信します。ホームページは、

代議員会と同時開催祝宴はせず、その費用を寄附して

協議２）大学 100 周年記念事業と同窓会 50 周年
理事長と懇談で記念事業・行事は、分けた方が

は。
会長

理事長は、団体からの寄附は受けるが名前は載

せない様な曖昧な返事。
12. 閉会の辞
副会長（ 浅井智司 ） これからも３年間真っすぐ進ん
でいきたい。よろしくお願いいたします。１号議案か
ら 15 号議案、可決決定いただき本当にありがとうご
ざいました。第 89 回代議員会を閉会します。

記：総務担当常務理事

〔 米今豊秀 代議員会運営委員長 〕
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髙橋

朗（12 回）

平成 27 年度

臨時総会 報告（抜粋）
多数で可決承認

平成 27 年度臨時総会が、平成 27 年７月 11 日（土）に
本学本館５階大会議室にて開催された。

第 ２号議案から第 15 号議案まですべて、挙手多

１．議長・副議長選出

数にて可決承認された。
７．その他

総会議長に川津博亨代議員（栃木）が選出された。

特になし

２．開会の辞
（鈴村佑子副会長）

４番（ 小松代議員 ） 大舘会長がこうだという道

３．議事録署名人選出

をぜひお示しいただき、我々はそれに賛同いたし

議事録署名人に、元田文治代議員（東京）、中村

ます、ぜひ勇気を持って執行していただきたい。

順三代議員
（北海道）が選出された。

41 番（ 山岸代議員 ） 同窓生の総人数・同窓会

４．会長挨拶
（大舘
５．報

入会率・現在の会員数、回生別入会率を知りたい。

満会長）

会長に入会促進のアナウンスを伺いたい。

告
務代議員会議長（東

10 番（ 加藤代議員 ） 福祉共済で２億以上の貯

務代議員（東京）、副議長に

蓄、銀行預金だけでなく、安定的な国債などコン

第 87 回代議員会報告（飯塚
京）
）
：新議長に飯塚
木村

サルタントすることは考えないのか。

淳代議員（千葉）が選出。第１号議案から第

15 号議案まで、可決確定。協議では代議員会が

担当（ 金子常務理事 ） 100％元本保証の普通預

１回になることに、使用面・人事・連絡網を精細

金、定期預金しか考えていません。
８．閉会の辞（屋形秀樹副会長）

なものを、執行部に要請。
６．議

事
記：総務担当常務理事

第１号議案「神奈川歯科大学同窓会会則第２章第

高橋

朗（12 回）

７条の改正に関する件」総会の３分の２以上挙手

「 同窓会 」

「 学校法人 」

「 ダブルスター 」……２つの地球／２つの日本／そして……２つの……

申の年（ 48年前 の 絵 ）：「 孫悟空 と 歯魔大王の 宇宙要塞 6 」
スペースオペラ

〜地球上空１万キロの宇宙活劇〜
絵：Toru Iwabuchi
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「 来し方 を 振り返って 」
髙橋美惠子（７回・千葉県）
ました。

九月に卒後四十年とのことで、
クラス会

後年、母は歯科の道を奨めた事を気にしていたようでしたが、

がありました。三年前にあり、
もうその時、皆
に会えたと思っていたので、今回は、
と思っ

その時はもう他に道はなく、
「一生懸命やれる仕事があってよ

ていたら、幹事から電話があり、
「 皆、年だ

かったと思う」
と素直に母に言うことができて、本当によかったと

し、
今度何時になるかわからないから」
との

思いました。
歯科医師になって一番心に残っているのは、
以前千葉市の雑

お誘いで、
そうかもしれないと、出席するこ

誌にも書いたのですが、
開業して間もなく出会った患者さんの言

とにしました。
行ってみれば、
皆、
昔と同じ顔、
同じ気持のままでたちまち時空

葉です。五才位の男の子で、生れつき腸に病気があり入退院を

を超えて学生時代にもどりました。皆、優しくて、昔、
レポートや実

繰り返していたようで、初めて治療に来た時、泣く様子もなく、下

習やとお世話になったのに、飲み物、食べ物と、御心にかけて下

から私を見つめて、
一言、
「早くしてね」
と言ったのでした。小さい

さり、
本当に有難く思いました。

時からいろいろな治療を受け、
それが必要なことはよくわかって

でも話している内に、
少しも変らないけれど、
あの学生だった皆

いて、治療は「がまんする」
しかし「できるだけ早くしてね」
と言っ

が、今は歯科医師として立派に働いており、
それぞれの人生を

たのだと思います。
「この子はこんなに小さいのに、
たった一言で

持って、
ここに来ていると改めて感じ始めました。

私に、
医療の本質を、
正確で迅速な治療を要求している」
と打た

学生時代、本当に親しかった人は意外と少なく、
あまり話した

れ、
そのような歯科医師にならなくてはと思い、
今日まで来ました。

ことのない人の方が多かったのですが、皆こんなにも可能性を

今になってみると、
速さはどうかと思いますが、
一生懸命にやって

持って、
あの時大学に集まり楽しんでいたのだとわかり、
もっとたく

きたということでしょうか。

さんの人と多くの事を話せば、
もっと良い時を過ごせたのにと思

一つ嬉しかったことは、私より十才位若い患者さんに、
その方

いました。

を生涯拝見することは難しいと申し上げたら、泣いて下さったの

そもそも私が神奈川歯科に行ったのは、
私の祖父と母が歯科

でした。
これで私の歯科医師人生は佳しとすることができる、冥

医師で、
しかも母が神奈川の前身である日本女子歯科医専の
卒業生だったからです（余談ですが私達が学生時代の堀

利につきると思いました。

武

そろそろ同年代の間で、
何時まで仕事をするか、
話題になるよ

学長先生は、母の学生時代病院長先生でいらっしゃり、学生に

うになりましたが、何時までと決めつけず、
自然に働いて行こうと

テニスを教えたりもなさったそうで、親子二代に渡り恩師というこ

思っています。

とになりました）。子供の頃は歯科医師にと思っていましたが、高

仕事ばかりで、趣味というものもありませんが、私の住む町は、

校の時には文学部に行きたいと思っていたのです。

普通の住宅地なのですが、町の真ん中に「グリーンベルト」
と呼

それと、父が転勤のある仕事だったため、私は小学校を五回

ばれる桜並木があって、又、家の小さな庭に「普賢象」
という八

も変り
（いつもいじめられっ子でした）、
ようやく六年生の時、今住

重桜が一本あり、
年に一度、
満開の頃、
花の下で写真を撮ること

んでいる千葉市のこの町に住むことになりました。
そのため母は、

にしています。

私が小さい時は仕事をしておらず、
中学になって勤務を始め、
高

又、趣味と言えるかどうかわかりませんが、母が歌舞伎を観る

校の時、
開業したのでした。

人だったので、小さい頃から時々連れて行ってもらっていたの

その時「あっ困ったな。」
と思ったら、
やはり歯科大に行ってほ

で、二年前、新歌舞伎座柿葦落の時には、初日に、両親の写真

しいらしいとわかりました。

を持って行って来ました。

そんなわけで、
自分は歯科医師に向いていないと思っていた

時間ができた時、
何かできることがあるといいと思いますが、
こ

ので、
大学になかなかなじめませんでした。

れから探して見たいと思います。

皆も何となく同じだと思っていたのですが、皆充分に自覚を

クラス会に行って、改めて、
こんな良い人達を持っている、
この

持って充実した日々を過していたのだと、今になってよくわかり、

人達と青春を過したことは、
私の人生の宝物だと思いました。

もっと皆と話していればよかったと思いました。

私に関わって下さった皆様に、
この場をお借りして心から
「有

卒業後、
少し勤務しましたが、
母が忙しそうなので早く家にもど

難うございます」
と申し上げたいと思います。

りました。従って勤務先で研修させていただく時間が少なかった

皆が元気で、良い人生を送られることを、心から祈っておりま

ので、
以後は、
講習会や大学に行って御指導いただき今日に到り

す。
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「 卓球! バイク! 英 会 話! 趣味に生きるぞぉ‼
～でも 僕の心 は、患者さんの 幸 福 にあるのです～!」
しあ

わせ

秋山雅治（12 回・熊本県）
〔 福 山雅治ではありません。残念
〜〜〜〜

熊本県の多良木町という田舎で開

〕

業して 30 年になります。宮崎と鹿
児島の県境に近く町名の通り、かつ
ては林業で栄えた町ですが、今は過
疎と高齢化に悩む町となりました。
卒後 30 数年経ちましたので、さす
がに最近は学生の頃の試験の夢は見なくなりました
が、よほどストレスだったのでしょうね（笑）。
三代に渡って来てもらっている患者さんもいます。
ありがたいものです。
学生時代は卓球部に所属しておりまして、現在も週
に２回ほど練習に行きます。この投稿も、卓球部の後
輩、16 回生の藤

美紀先生に紹介されたものです。
（美紀先生♥ありがとう）: T. I

その卓球の試合で昨年７月、まさかの左足のアキレス
腱断裂というアクシデントに見舞われました。三試合

〔 バイクは楽し ! アニメの「うしおととら」
にバイクの好きな法力僧が
でてきます。
ソックリ! 大妖怪･白面のモノ
（九尾の狐）
と戦います。
イージー･ライダーとの声も。〕

目で、体は充分温まっていたのに何故か？頭と体のア
ンバランスか？

（シネマ）

良かったのは、かみさんを顎で使えたことくらいで

手術は選択せず、ギプスによる固定を選択したため、

す（笑）。

３か月の通院と１か月のリハビリを余儀なくされまし
た。他の趣味といえばバイクツーリングですが、以前

仕事に関しては、二日間休診し、かみさんに送り迎

は北海道宗谷岬まで行ったり、四国松山からしまなみ

えしてもらいつつ続けましたが、右足が健康だからと

海道を走り、広島方面へ行ったりしましたが、足をけ

甘く見ていました。右足でフットスイッチを踏みつつ

がしてからは、休みの日はひたすら家にいて、ビール

バランスをとるのがこんなに大変かと思いました。腰

がお友達の日々でした（笑）。

痛はさらにひどくなりました。
我々歯科医師は両手、両足をフルに使って日々診療

このケガで分かったのは、我が家は階段以外に手す

しているのだと実感しました。

りがない！お風呂とトイレが特に大変！ということで

あれから 10 か月ほど経過しましたので、卓球の練

した。老後がチョット不安になりました。

習にも復帰し、バイクにも乗れるようになりました。
ちょっぴり幸せを実感しております。
他に、英会話教室にも長年通っております。決して
うまくなりませんが、小学校、中学校、高校、すべて
の学校に外国人の英語指導助手がいますし、嫁不足の
ため、外国人と結婚される方もたくさんいます。その
方が治療に来られることがありますので、英語で治療
の説明ができればと思っております。そのレベルには
達しておりませんが（笑）。
さて、私の長男も歯科医となり、横浜で勤務してお
ります。
彼は学生の頃から授業にパソコンを使っており、当

〔 ついに復活！やるぞ！卓球！ 〕
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ケースもあります。中身を吟味すれば、ほとんど初期
の対応がよろしくない。感情的になりお互いの話を充
分聞いていないようです。ほとんどのケースがよく話
をすれば解決するもののようです。幸い私の地区で
は大変な問題は起きておりませんし、田舎ですから
99％は良い人です。たまに、患者さんからお米や野菜
を頂くこともあります。しかし、昔のように、先生に
お任せします！と言う患者さんはほとんどいません。
でも、患者さんからそう言われる先生を目指さなけれ
ばと思い、息子にも話をすることがあります。
ところで、今年、赤いちゃんちゃんこを着る予定の
私は、あと５年は現状維持して頑張って仕事をしてい
〔 外国の方とパチリ! 英語! 通じてるぜ!!
今度は恋の話をしよう♥ね。
「恋」
って、
お勉強になるんですよ。僕にも教えて!
「新しい恋のみつけ方」
を!♥ 〕

きたいと思っております。５年後は子供たちもすべて
社会人となっていますので、週休二日半 or 週休三日
にして趣味の時間を増やしたいと思います。勿論、今

然今も電子カルテ、デジタルレントゲンの世界です。

以上に研修会や講演会にも出かけたいと思います。そ

私はと言えば、数年前にやっと院内を IT 化し現在四

れには、体力を維持していかなければならないので、

苦八苦しているところです。

適度な運動、適度なお酒、適度な睡眠は心がけていき
たいと思います。

長男がたまに帰ると、飲みながら話すのですが、今
更ながら患者さんとのコミュニケーションが大事だと
つくづく実感しております。

最後に、神奈川歯科大学同窓会のますますの御発展
を祈念いたします。

いくらメディアやツールを使って説明をしても、大

ありがとうございました。

事なところはアナログです。患者さんの話を傾聴する
ことだと思います。
地元歯科医師会の医療苦情相談担当者として県歯科
医師会の会議に出席しておりますが、患者さんとのト
ラブルはますます増えており、中には訴訟に発展する

恋のお話 …… 愛はすべてを越えて ……

○△※□
♥……♣

〔 今度、横須賀までバイクでいらしてくださいね。
お待ちしていますよ。しかし福山じゃないのかあ……
ガリレオに会いたかった……「真夏の方程式」……
（TV）

（AKB48）

（シネマ）

ちなみに
「うしおととら」
は漫画とTVアニメで
大ヒット中です。〕: T . I
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樽澤優子（13 回・山梨県）

〔 神出鬼没‼ 表紙のスノーマンが
ココにも出現‼ ビックリ ぽん‼ です。〕

2014 年 2 月 8 日（土）、
前夜から雪だったと思う
のですが、朝の時点で出
勤できなくなりました。
診療所までは普段は車で
30 分ほど。自宅は富士
河口湖町の富士山側の標
高約 900 ｍの所にある
ので、公表される富士河
口湖町の積雪量よりは確

〔 診療所から見た富士山です 〕

実に多く、2 月８日の自

府が積雪 114㎝で中央道も鉄道も通行止めで山梨県が

宅のカレンダーには『大雪 63㎝（家は 65㎝）臨休』

陸の孤島となって大変だとニュースでも流れていま

と書き込んでありました。診療所のスタッフも家から

したが、こちらは 143㎝、私の自宅は 150㎝にはなっ

出られない状態で、予約の患者さんに連絡をとること

ていました。当然出勤はできません。診療所のスタッ

さえできず、自宅周りの雪かきをするしかありません

フはどうしているかと土曜朝連絡をとると「先生、今

でした。ちなみに診療所は標高 600 ｍ位の町にあり

日のアポイントの患者さんの電話番号を控えてきたの

ます。山梨県内でも富士五湖地方（富士山北麓）は比

で、キャンセルの連絡をしてもいいですか？」やるじゃ

較的降雪量はありますが、その時は久々の大雪でした。

ん！前回の教訓が生かされ、心配事が一気に減った瞬

一日おいて月曜日は、大雪の前に急逝した叔父の通

間でした。車が通れないような時にでも歩いて来る人

夜の為またまた臨時休診、翌 11 日は建国記念の日だっ

はいるもので後日「あんな時に 3 人も来たよ。」と言っ

たので、診療所は思いがけず４連休になってしまいま

ていた先生がいましたから連絡は大切。

〔 かしこまる 私 です♥ 〕

した。診療再開の 12 日（水）に受付スタッフと「やっ

自宅玄関は軒があるのでドアは開けられましたが、

ぱり、今の時期は

私の目の前には雪の壁があり庭を見通せず絶句。玄関

天気予報で雪にな

からは諦めて勝手口から最短距離で自宅前の町道を目

りそうな時は、診

指し掘り進んでいた主人の数 10 分後の「ダメだ！」

療所に来なくても

という悲痛な叫びはまだ耳に残っています。それもそ

患者さんと連絡が

のはず頼りの除雪車はあまりの降り方に前夜半除雪を

とれるようにして

断念していて町道は車どころか人が進むことができな

おいた方がいいわ

い雪原と化していたのです。我が家は幸い電気ガス水

ね。」などと反省。

道は使え、食料もあったので、それから数日はひたす

２月 14 日（金）

ら雪かきに専念。やっとのことで出勤できたのは 19

〔 自宅：窓越しの大雪 〕

日（水）。悪夢のような 1 週間でした。

は、朝から雪になっ
ていて、結局翌日

その雪に閉じ込められていた時、ウッドデッキの一

お昼前まで凄い勢

部１ｍ四方の雪をよけてヒマワリの種と、お水を出し

いで降り続け、生

ておきました。野鳥たちは雪の壁を乗り越え舞い降り

まれてこの方経験

て大賑わい。自然の凄さと野生の逞しさを痛感した数

したことのない大

日でした。

雪となりました。
〔 自宅：窓越しの庭
（比較してみて下さいね）〕

〔 雪はロマンチックと、
思える日がくるといいですね。
たまに降る雪は、
美しいものですよ。冬に舞う白い花。心の銀世界。
天使の涙なんてね…… 〕:「 貴女の スノーマン 」より

前回の残雪があっ
たので公表では甲
30

〔 平成27年４月から11月までの会務報告 〕
月 日 曜
行事
3 金 神奈川歯科大学入学式
山形県支部総会・学術講演会
4 土
新潟県支部総会・学術講演会
4
月 11 土 神奈川歯科大学サッカー部創部 50 周年記念式典
18 土 平成 27 年度第 1 回常務連絡会
26 日 平成 27 年度第 1 回学術委員会
神奈川歯科大学同窓会学術講演会 -Backtothebasic10 日
“レジン充填を「SimpleandExcellent」に極めよう！”
平成 27 年度第 1 回監事会
16 土
平成 27 年度第 1 回理事会
17 日 平成 27 年度第 1 回代議員会運営委員会
23 土 平成 27 年度第 1 回広報委員会
東北大学歯学部創立 50 周年・同窓会発足 40 周年記念式
5
典・祝賀会
月
24 日
近北地区連合会総会
千葉県支部総会・学術講演会
28 木 第 2 回学術委員会
第 31 回全国歯科大学同窓会・校友会学術担当者連絡会
30 土
愛媛県支部総会・学術講演会
31 日 第 31 回全国歯科大学同窓会・校友会学術担当者連絡会
13 土 岩手県支部総会・学術講演会
平成 27 年度第 1 回奨学者審議部会
第 2 回常務連絡会
20 土
福島県支部学術講演会
九州地区連合会支部長代議員会議
25 木 第 3 回学術委員会
6
静岡県支部総会
月
神奈川歯科大学同窓会静岡県支部共催学術講演会
27 土 -Backtothebasic-「慢性疾患重症化予防を目的とした歯
周病ケア」
京都府支部総会
愛知県支部総会・学術講演会
28 日
高橋常男教授退職記念祝賀会
長野県支部総会・学術講演会
4 土
北海道地区連合会総会・支部学術講演会
5 日 第 56 回関東地区連合会
第 2 回理事会
平成 27 年度第 1 回支部長会
平成 27 年度第 1 回福祉共済部運営委員会
11 土
7
第 89 回代議員会
月
平成 27 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の懇談会
12 日
23 木 第 4 回学術委員会
25 土 第 62 回全国歯科大学同窓・校友会懇話会
26 日 香川県支部学術講演会
宮崎県支部学術講演会
1 土 長崎県支部学術講演会
鶴見大学歯学部同窓会との二校合同役員会
2 日 福岡県支部総会・学術講演会
8
20 木 第 5 回学術委員会
月
29 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
30 日 三校合同役員会
森本克廣先生旭日双光章受章記念祝賀会
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出席者・講師
大舘
佐藤、講師：小林武仁先生（33 回）
屋形、講師：井上誠先生
大舘
講師：高橋登先生

大舘
直江
講師：山田良広教授（18 回）
山中・前畑
講師：久保田英朗先生（9 回）
山中・前畑
講師：荒川浩久教授（8 回）
講師：荒川浩久教授（8 回）
岩本
講師：三辺正人教授（12 回）
大舘・相原・秋本・山中・前畑（学術：三橋）
大舘、講師：平田幸夫学長（11 回）
大舘
屋形、講師：不島健持教授（14 回）
大舘、講師：小畑真先生
井本・浅井・鈴村・秋本・金子・植村・平田・木本

大舘・井本・浅井・鈴村・屋形・金山・直江・渕田・
秋本・植村
大舘・浅井・直江・植村
講師：木本茂成教授（15 回）
講師：平田幸夫学長（11 回）
講師：木本克彦教授（19 回）
大舘・井本・浅井・鈴村・秋本・植村・木本
講師：中野宏俊先生（25 回）
講師：秋本進臨床教授（8 回）
大舘・浅井・鈴村・植村・髙橋・平田
井本・屋形

月 日 曜
5
6
12
17
18
9 19
月 21

27

10
月

8
17
24
1
7

土

行事
四国地区連合会総会・徳島県支部学術講演会

兵庫県支部学術講演会
日 埼玉県支部総会・学術講演会
東北地区連合会総会・学術講演会
土
栃木県支部学術講演会
木 学会理事との連絡協議会
金 第 6 回学術委員会
土 第 3 回常務連絡会
月 7 回生クラス会
第 7 回学術委員会
神奈川歯科大学同窓会学術講演会
-Back to the basic-「歯内療法を成功させるために必要
な知識と最新の最新のテクニック」- マイクロスコープ・
日
CT・Ni-Ti・MTA を中心に 私立歯科大学同窓・校友会連絡協議会 12 校会議ならび
に日歯会長の時局講演会
奥羽大学歯学部同窓会との二校合同役員会
木 第 7 回学術委員会
土 第 3 回理事会
広島大学歯学部創立 50 周年記念式典・記念講演会・記
土 念祝賀会
群馬県支部学術講演会
日 静岡県支部創立 30 周年記念式典・祝賀会
東海地区連合会総会・静岡県支部学術講演会
土 熊本県支部学術講演会
九州地区連合会総会・沖縄県支部学術講演会
土

14
11
19 木 第８回学術委員会
月
山梨県支部学術講演会
21 土
岡山県支部学術講演会
23 月 よこすかシーサイドマラソン無料歯科相談
東京歯科大学同窓会創立 120 周年記念式典・講演会・記
29 日
念祝賀会

出席者・講師
大舘・渕田、来賓：鹿島理事長、平田学長
講師：小田博雄臨床教授（9 回）
講師：山本龍生准教授
井本、講師：木本克彦教授（19 回）
大舘、講師：平田幸夫学長（11 回）
講師：鈴木二郎講師（19 回）
大舘・秋本・山中（学術委員会）三橋・別部

講師：辻本恭久先生

大舘・井本・浅井・植村・平田
大舘・井本・浅井・植村・平田
大舘
講師：二瓶智太郎准教授（22 回）
大舘・相原・屋形
講師：玉置勝司教授（13 回）
大舘・鈴村・岩本
来賓・講師：鹿島勇理事長（6 回）
講師：木本克彦教授（19 回）
講師：濵田信城教授（19 回）
田口長（24 回）・秋葉夢乃（45 回）・福本葵
井本
同窓会
大好き ♥

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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平成27年度
高橋

学術講演会 報告
辻本恭久 先生

登 先生
山中秀起（学術常務理事：15 回）

村野浩気（会員：44 回）

平成 27 年５月 10 日（日）、神奈川歯科大学附属横浜

平成 27 年 9 月 27 日（日）、ヨコハマ創造都市センター

研修センターにおいて受講生 62 名の出席を得て東京

にて、平成 27 年度第 3 回同窓会学術講演会が行われ、

都ご開業、高橋

79 名の参加者が集まりました。

登先生をお招きし“レジン充填を

日本大学松戸歯学部歯内療法学講座診療教授、辻本

「SimpleandExcellent」に極めよう！”と題するテー

恭久先生を講師としてお招きし、「歯内療法を成功さ

マの講演会が行われました。
進専務理事の挨拶に始まり、講演では

せるために必要な知識と最新のテクニック」−マイク

質の高い直接コンポジットレジン充填を効率的に行う

ロスコープ・CT・Ni-Ti ファイル・MTA を中心に−

ために必要なポイントをステップごとに詳しく解説し

と題し御講演いただきました。開会のご挨拶を鈴村副

ていただいた。直接コンポジットレジン審美充填での

会長がされた後は、歯科界で知らぬ人のいない辻本先

手法を用い Minimalinterventionという患者側に大き

生の話を聞き逃すまいと、どの先生方のメモを書くペ

なメリットを有する治療法を講演された。先生はコン

ン先にも熱が入っていたように感じられました。実際

ポジットレジン審美充填のシステム単純化に長年取り

の御講演では診査診断から始まり、歯根の解剖学的知

組んでおり、その知見から臼歯・前歯それぞれにおけ

識、根管治療の手順、薬剤、破折ファイルの除去方法

る「Simple and Excellent」な充填法をご紹介し、診

および様々な治療法を最新の器具やトピックス、患者

断、治療計画、シェードの決め方やボンディング、レ

様への説明内容を交えながら三部構成でお話しいただ

イヤリング法、研磨法などの臨床ポイントを具体的に

きました。全編を通して仰っていたのは、厳密な診査

解説された。また、先生がテクニカルアドバイザー

の元、正しく根管内にアクセスし、基本に忠実に感染

として製品開発したコンポジットレジン ESTERITE

源を除去すれば、治癒は図れる、ということだと思い

ASTERIAの紹介も興味深くあり、先生の手法を用い

ます。ただ、そのために必要な様々な知識があり、補

た天然歯と同等の機能と審美を再現したレイヤリング

助的なものとして有用な道具が存在するのだというこ

テクニックの驚異的な技術力に受講者は圧倒された。

とを学びました。通常日常臨床で遭遇すれば難治性と

受講生からも“大変勉強になりました。レジンの基

受け止められうる症例の長期経過における治癒、動画

礎から教えていただき気持ちを新たに明日からＣＲし

による破折ファイルの除去の解説など、理論だけでは

ます。とても解りやすく楽しいウキウキの講演でし

なく根管治療の術技の素晴らしさに感銘を受けるとと

た。”などと好評であり、高橋先生のハンズオンを望

もに、誤った知識による様々な偶発症やエビデンスの

む声もあり盛況のうちに講演会は閉会した。

ない歯内治療が行われている現状も考えさせられ、あ

当日は秋本

らためて歯科医師としての日々の研鑽と謙虚さを持ち
続けることの大切さを感じずにはいられませんでし
た。また、最後には辻本先生が関わり厚生労働省より
直接覆髄材として認可を受けるに至った MTA につい
て、また日本における歯内療法、ひいては歯科医療の
現状についてお話しいただき、ここでも歯内療法に対
して真摯に向き合うことの難しさと重要性を感じ身が

講演会でお会い
しましょうね

引き締まる思いでした。
次の日から臨床に活かせる知識と、これから歯科医
師としてどう生きるかを学ぶことが出来た講演会も、
５時間という時間におさまりきらないボリュームで、
盛況のうちに閉会となりました。
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平成 27 年度・奨学者 審議部会 結果報告


日時：平成 27 年６月 20 日（木）午後４時より



場所：神奈川県歯科医師会館２階



議長：部長

大舘

横歯研修室

満

１．開会
２．部長挨拶
報告に先立ち、規約第４条に則り、本部会は成立することを確認した。
３．報告
１）平成 26 年度奨学者審議部会報告
配付資料を確認
２）その他
特になし
４．議事
甲種奨学金申込

２件（会費納入状況は平成 27 年５月 31 日現在）

歯学奨学金（甲種）
１）大学支部歯学研究奨学金（平成 27 年４月 30 日受付）
（平成 27 年６月 15 日現在、申込者なし）
２）山口

紘章（平成 27 年５月８日受付）クリニカル・バイオマテリアル講座

助教（38 回）

研究課題：CAD/CAM（歯科切削加工）用レジンブロックの特性（会費完納）
乙種奨学金申込

０件

大学支部については、10 名集めることができていなかったため、本年度は支給しないこととなった。また、
山口先生については申込調書を基に審議した結果、出席者全員一致で承認した。
５．協議
学生や一般会員への支援はできないか、大学で発行の論文集や商業雑誌掲載なども参考にしてはどうか、乙
種については現状の大学の状況などから申請者がほとんどいないので廃止を検討してはどうか、などについ
て協議された。
６．閉会

平成27年度 奨学者

甲種奨学金（１件）

卒業回

会員番号

所属支部

会員種別

38

092

大学

甲種

『乙

氏

名

山口紘章

会費納入状況
完納

種』 採用なし
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制度利用①
H24年度大学支部・
歯学研究奨学金

制度利用②
H25年度大学支部・
歯学研究奨学金

第62回全国歯科大学同窓・校友会懇話会 報告
平成 27 年 7 月 25 日（土）に大阪歯科大学主催により第 62 回全国
歯科大学同窓・校友会懇話会が開催されました。
全国 28 校の同窓会役員、来賓者含めて 160 名ほどの方々が出席さ
れました。
14 時より会議が始まり、当番校会長、来賓者の挨拶の後に、全国
歯科大学の報告、協議、議題と会議が進行し、各大学より活発な意
見が交わされました。
最後に、次期当番校、鹿児島大学歯学部同窓会長の挨拶、平成 28
年 7 月 23 日に九州鹿児島にて開催されることが決まり、会議が終了
しました。
休憩後に記念講演「上方文化と天神祭」を演題として講談師の旭堂南陵（きょくどうなんりょう）が日本三大
祭りの１つ天神祭の歴史と大阪文化の由縁を解りやすくユーモアを交えて講演、会場のあちこちで爆笑でした。
夕方は懇親会、大川船上での天神祭に参加、ホテルを 150 名程で出発し、船上での祝宴は 28 全校の挨拶、お酒
も入り各席では他校との談話が弾み盛大な親睦会となり、最後は大阪歯科大学同窓会長の参加御礼の挨拶でお開
きとなりました。
当番校、大阪歯科大学の役員・理事の先生方のご苦労に感謝、御礼申し上げます。


渉外担当常務理事植村敏夫（11 回）
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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」
１回生 クラス会開催！また会いたいね♡！

料理・空間・おもてなしを、葵大夫をまじえて味わ
いました。
クラス会当日の朝はマイクロバスで出発、京都伏見

鴨井康子（１回）

の清和荘でお昼を伏見の日本酒とともにおいしくいた

平成 27 年 10 月 31 日（土曜日）39 会（1 回生のク

だきました。道中約 4 時間、景色を見ながら、50 年

ラス会名称）が、去年（横浜にて開催）に続いて、正

前の学生時代の昔話に、わいわい、がやがやと騒がし

倉院展が開催中の奈良県の奈良ホテルで開催されまし

く楽しくバスハイクしました。

た。このホテルは創業約 100 年の歴史をもち、本館は

（法隆寺だけ見学しました。）

瓦屋根の総桧造、格天井など宮殿の香りを漂わせてい

その昔話の一つ。

ます。

私達は、東京オリンピックの年、昭和 39 年に入学

そこの格調高い宴会場で、誕生日がくれば 70 才以

しました。前期試験の最中、女子バレーの金メダル決

上になる 1 回生 90 名から当日 19 名が出席しました。

定戦があり、クラス代表が学校側と掛合って、試験を

年令的に、いろいろ病気をかかえていて、出席予定者

一日延長してもらい、私達はゆっくりリラックスして

が直前に欠席になったりして、トラブルをかかえての

白黒テレビで観戦しました。いい母校だったなぁーと

開催でした。関西地区の出身者は私ぐらいでほとんど

忘れかけていた思い出話をしました。
この次も元気で再会できることを約束して、11 月 1

遠方からの出席で久しぶり（20 年ぶり！）に会った

日朝、別れました。

クラスメートもいく人かいました。まさに身内同士の
ような懇親会になりました。
クラス会の前日、有志で京都の夕べとして、京都の

今回の幹事がずっと行きたかったところをクラス

東山、八坂の五重塔、古都の街並みを眼下に一望でき

メートをまきこんで開催しました。すごく楽しかった

る約 1200 年の歴史をもつ京大和で京懐石。

です。私の自己満足かなあ。……
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6回生 同窓会主催特別講義

横地先生は講演で人体解剖展示により一般の人々に
医学の知識が広がり、それが病気の予防に繋がるとし
て、その重要性を強調した。また、絵については解剖

松井利行（６回）

の記録の積み重ねから、独学で習得した。戦争の被害

去る平成 27 年 10 月 11 日（日）神奈川歯科大学、大

者の絵については「漫画的ではなく真実」とのべ、戦

講堂下の小教室において６回生同窓会主催の横地千仭

争はみなが考えているより悲惨、「平和は大事」と強

名誉教授による特別講義が開催され、五十七名が参加

調された。
会場からの質問に答え、「長生きの秘訣は薬を飲ま

した。

ないこと、打ち込める趣味を持つこと」などお話をさ

松井利行の司会により、高橋常男君の開会挨拶の後、
鹿島

れた。

勇理事長が挨拶し、大学の今後の運営方針、新

なお、講演に先立ち高橋常男君の案内で「神奈川歯

病院の平成 29 年新築、横地先生から絵を寄付してい

科大学資料館人体標本と 100 年史」館を見学した。

ただいたこと、それを利用したグッズの紹介をした。

《 クラス会 助成 について ・ 平成 28 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28年度は 8回生 、18回生 、28回生 、38回生 、42回生 、43回生 、44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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７回生 クラス会盛大に開催される！今度いつ開くの？

れない地下通路に翻弄され、『都会の変化についてい
けない』、『すっかり田舎モノ』、『認知症が始まった』
と嘆きながらもたどりつくと、「どちらさまで？」と

伊佐常樹（７回）

追い打ちを食らい、身分証明書の代わりに会費をだせ
ば、やっと７回生と扱われた 60 名が集まった。

去る平成 27 年
９月 21 日（月）

金子信雄君が、前回のクラス会以後に亡くなった同

午後４時よりロ

級生をスライドで紹介し弔意を表した後、大舘

イヤルパークホ

部会長の挨拶、宮城

テル

食となった。

ザ汐留に

また欠席者の近況として、東日本大震災の被害から

ラス会が行われ

立ち直りつつある事や、暇な時間で全国半島・温泉巡

た。

りしている事が報告された。なお、この時の担当者が
盛

より徒歩３分と

次回の開催地について徳島、福岡が立候補をしてい

3 3

〔 MCは今も美女２人：森元
（戸田）
君
（左） か か わ ら ず、 慣
と堀田
（片桐）
君で〜す♥ 〕

はいチーズ！

徹君と土屋重俊君の強い要望で堀田（片桐）直子

君と森元（戸田）克子君に急遽変更された。

いう利便性にも

るが、検討することとなった。

はいバター！

あと何かある？

はいニッコリ！〕

〔 皆様ご苦労さまでした。皆様の中で
「会員のページ」，
書いてくださる方いま
せんか？ 今までの人生、
これからの人生。趣味等々をお好きに書いてくだ
さいね。
どんな原稿
（？）
も、大舘先生がOKしてくださいますよ♥ 〕
：T . I

事務局から

3 3 3 3

お知らせ

3

1

ob-jimu@j-dent.com
http://kdc.j-dent.com/
のメールアドレス、HP の使用は 2015 年 12 月末で終了いたしました。
神奈川歯科大学同窓会宛のメールは…

ob-jimu@kdu.ac.jp にお送りください。
お知らせ

敦君から大学の報告と続き、会

おいて７回生ク

会場は新橋駅

〔 全員でパチリ！

満本

2

今回、同封いたしました「乙種 (1) 正会員届」は 125 号より省かせていただきます。
今後は、本部同窓会事務局へ直接ご請求ください。
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入会会員（6〜11月入会）
新入会者
西川

亮

（34 回・甲種）

静岡県支部

松島

崇明

（39 回・甲種）

広島県支部

再入会者
土屋

正彦

（ 4 回・甲種）

静岡県支部

赤城

尚武

（33 回・甲種）

広島県支部

訃

☆ 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』
炭井俊二（和歌山県支部 7 回） 2015.05.28 ご逝去
宮山研一（兵庫県支部
大橋

担当常務理事／岩淵

5 回） 2015.06.03 ご逝去
★

５回） 2015.07.28 ご逝去

並木

量義
（神奈川県支部 ２回） 2015.08.29 ご逝去

太田

菊子
（熊本県支部

４回） 2015.10.07 ご逝去

下山

一郎
（兵庫県支部

８回） 2015.10.11 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／市田 佳子（33）

通（７） 担 当 理 事／小田

博雄（９）

表紙の言葉 P.3 の続き

伸一
（神奈川県支部20 回） 2015.07.13 ご逝去

松尾洋一郎
（千葉県支部

（任期：平成 27 年 4 月〜平成 30 年 3 月）

★

最後の……それは……の続きは何なのでしょう？
皆さんの好きなエンディングは？ 想像の翼を描くペンは今、
あなたの手にあるのです。
１．
それは……いつまでも立っていました。
２．
それは……動き始めたのです。そして…
３．
それは……次の日、
とけてなくなりました。
４．
それは……人類への警鐘なのでしょうか。
５．
それは…… ○ ○ ○ ○ …

「 同窓会 希望医院 」は、同窓会が、同窓会と、卒業生のため
に運営する診療所です。「 希望 」……歯科界が、母校が、
同窓会が良くなるように。世界が平和であるように……と願い
をこめてつけました。どこにあるのでしょう？
日本のどこか。「 スノーマン のいる世界 」にあるのでしょうか ？
大舘会長に聞いてみてくださいね。
: T. I
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