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それは 「 音楽 」。
「 生命 」 は 「 平和 」 へと向かう。

絵・文・電顕写真撮影：岩淵

2

通（広報担当常務理事）

巻 頭 言
富士山

（ 太陽＝同窓会 ）
イラスト・構成：Toru . I

～

験で上位での合格率を果たし、受験生の増加も顕著で

ご 挨 拶 ～

あります。その陰では教育改革に沿って 5 学期制の導
入を実施し、学生と教員の皆様の想像を絶する努力と
相互の信頼感がこの結果を出しています。その他、学
生を指導する教員の先生方、そして職員の方々に意識
改革を図り、資質向上のためのシステム、また、技量
や手腕を測る透明性の高いシステムをそれぞれ導入し
ており、学生のみに厳しさを求めるのではなく、教え
る側への厳しさも追及しております。このような大学
の真摯な取り組みが、教員をはじめ全職員の一致団結
を生み、結果を出していると考えます。そしてこの事
が、明日の神奈川歯科大学を魅力ある立派な大学へ育
てていくと確信しております。新病院建設は契約も終
わり建設に着工しており、来年 5 月には建物の竣工に

会

大 舘

合わせ創立 100 周年記念事業が計画されています。過

長

去の負の遺産を糧に新しい神奈川歯科大学が動き出し

満

ております。
そして、本部同窓会も平成 32 年には創立 50 周年を

皆様には 日ごろより同窓会活動に対しご理解とご

迎え 、祝賀を検討しています。40 周年の祝賀は皆様

協力を賜り心より御礼申し上げます。

もご承知の通り、大学の存続にかかわるような大きな

4 月 14 日 21 時 26 分に熊本県と大分県を襲う大規模

出来事で計画を白紙とさせていただきました。今回は

な地震があり同窓も含む多くの方々が被災されまし

無事開催に至ることを願いつつ、祝賀は質素な運営を

た。同窓生の診療所やご自宅には被害がありましたが

心掛け、50年の堅実な歩みを表現できればと思います。

不幸中の幸いか、お身体に大きなおけが等なく、無事

同窓会の「組織改革、事業の見直し」は「若手会員、

に経過しているとの事で安堵いたしております。また、

女性会員が同窓会に魅力を持ち、どのように同窓会活

地震直後からライフラインが途絶えた中、同窓とその

動に参画できるかが課題である」ということは既に述

御兄弟の歯科病院で被災者の受け入れや診療を行って

べましたが、今期より代議員会が年一回になったため、

いるとの情報が入り勇気をいただきました。同窓会で

協議も年に一回となり、思うように改革が進まない可

は先日より支援金のご協力を全国の会員の皆様にお願

能性もあります。そのため、来年２月の代議員会にて

いしているところでございます。是非、温かい心で御

了承を得て、同窓会改革の一部を試験運用のような形

支援賜りたく改めてお願いいたします。被災地の早い

で始められればと考えております。
多くの困難を乗り越え、改革を進めてきた新生神奈

復興を心よりお祈りいたしております。
６月 は大学キャンパスで ジャカランダが咲き誇り

川歯科大学を誇りと思い、これからも同窓会は本学を

ます 。この花を懸け橋に大学内部はもとより横須賀

支援し、足を引かないよう、我々も改革を進め魅力あ

市民との交流を深め、
「開かれた大学を目指す」と常

る同窓会を目指して参りたいと思います。皆様には今

日頃、理事長が力説しております。再生を果たした新

後ともご支援とご高配を賜りますよう心よりお願い申

生神奈川歯科大学が横須賀の地に根を下ろし、市民と

し上げます。会員の皆様のご多幸とご健勝を祈念し挨

ともに発展して行こうという思いが伝わって参ります。

拶とさせていただきます。

また 、一昨年、昨年度と神奈川歯科大学は国家試

参考資料：
〔 南米の桜･美しきジャカランダです 〕
→ P. 28 へ
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村岡 宜明（６回 ･ 神奈川県）

『

日本歯科医師会
専務理事 並びに、「盛夏」の文字で浮かぶ「青い澄んだ海、
同窓会顧問に就任して 』
「夏日」を４・５月に耳にする気候が続き、
白い砂浜、沖を通るヨット」の情景は心を癒す想像の中にのみ存在するこの頃ですが、
同窓の皆様にはご健勝でお過ごしと拝察いたします。
堀

憲郎新執行部が任期途中引継ぎというイレギュラーではありますが３月 11 日に

発足いたしました。使い古された言葉ではありますが「青天の霹靂」と今でも感じております。専務
理事就任を要請され、ただただ驚き頭が真っ白な感覚に襲われたことを今も記憶しております。会務
経験者諸先輩の言葉を胸に熟慮の末、大役をお引き受けすることといたしました。お引き受けいたし
ました上は日本歯科医師会の運営に、またその発展に微力ではありますが邁進いたしたいと考えてお
ります。皆様のご協力を心よりお願い申し上げます。
就任後１か月会務が軌道に乗りつつあると感じ始めた矢先、熊本地方に大地震が発生いたしました。
堀会長を本部長に災害対策本部を立ち上げ、直ちに対応した次第であります。
専務理事は、総括的立場で会務全般を統括することになっております。もとより力のない小生であ
りますから日常の会務遂行もおぼつかない状況下にこの地震が発生いたしましたことから、的確な対
応は小生にとって薄氷を踏む状態でした。無論堀会長以下役職員一丸となり避難された住民への歯科
保健・口腔ケア等のための歯科チーム派遣、被害にあわれた会員への対応、国・県・市町村行政との
連携、交渉、提言、等々できる限りの活動を行い、現在も続けております。東日本大震災を５年前に
経験しその厳しい対応を経験された役員が多くおりますことから、
小生にとって大きな力となりました。
被災された中には多くの同窓も含まれております。同窓会としての様々なご支援に敬意を表すると
ともに、今後も暖かな物心両面のご支援をお願いする思いであります。
勿論、日本歯科医師会といたしましても引き続き被災会員に様々な支援を行うとともに、平穏な日
常が戻ることをお祈りしております。
「同窓」とは懐かしく、心温まる関係が意識することなくいつでも湧き出す「土壌」であります。小
生はそのぬくもりを背中に感じ、専務理事の職責を少しでも果たせるよう頑張ってまいりたいと思い
ます。
末筆になりましたが、同窓の皆様にはご健勝で多方面での益々のご活躍をお祈り申し上げます。
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中村 順三（４回 ･ 北海道支部 支部長、代議員）
神奈川歯科大学 評議員

1．総義歯を好きになった
理 由

じ咬合器を使って見よう見まねで実際の患者さんに

神奈川歯科大学を卒業後、札幌駅

はじめて、段々と面白くなり、勉強会でも皆に症例報

前の東急百貨店近くの窪田歯科医院

告をするようになっていった。それからは講習会は徹

に勤務した。院長は札幌歯科医師会

底的に総義歯に絞って勉強した。河邉清治先生、山

の会長で会務やライオンズが忙し

本為之先生、林

く、診療には毎日顔をだすものの、

生、村岡

やってみた。そうすると患者さんの笑顔が徐々に見え

都志夫先生、Bernard Levinsen 先

博先生、横田

亨先生、加藤吉昭先生、田

北大の教授や名誉教授等のお偉いさんを一人二人診て

中久敏先生、加藤武彦先生、松本直之先生，山懸健

は出掛けていくのが常で、私一人で走り回っていた状

祐先生、染谷成一郎先生、平井敏博先生、矢崎秀昭

態であった。大学での院内実習は当時たくさんの症例

先生、大畑

を診ていたので患者さんを任されても自信はあった。

SCHLEICH、Dr.FRIC はじめ数多くの有名な諸先生

しかし、総義歯患者はというと大学で一年かけて補綴

から、総義歯の製作方法等々を教わり、リヒテンシュ

実習でやってきたにも拘わらず、治療の方法がわから

タインのイボクラー社やアメリカ UCLA,USC,, ペンシ

ず自信がなくて、院長回しにして私は隣のユニットで

ルバニア大学、カナダバンクーバーのブリティシュ・

根管治療や Cr 形成をやりながら、ちらちら横目で見

コロンビア大学等の夏期講習にも出席して、益々好き

ていたものであった。

になっていった。

昇先生、野谷健治先生、Dr. JOHANN

本当に人生とはわからないものである。

中村歯科医院を開業して２年位経った頃に先輩が
「中村のところ義歯の患者さんどのくらいいる？」と

2．総義歯作製におけるカンどころは
→形を覚える

聞かれたとき、不採算部門の義歯治療はほとんど記憶
にないくらい少なかったことを覚えている。総義歯は
どうやったら良いのか、またその上経験豊富な人生の

何事も王道はないが、強いて言えば印象採得か。

大先輩が相手でどう対応して良いのか皆目見当がつか

1980 年代の摩天楼の設計で指導的地位を獲得したア

ず大嫌いであった。

メリカ・シカゴ派の中心的建築家であったサリバン

開業間もなく毎週木曜日の夜、中村歯科医院で仲間

（Louis,H,Sullivan）は「形態は機能に従う」と言って

達と勉強会（札幌木曜会）を始めたが、ほとんどがエ

いた。彼の言葉を引用するなら、「総義歯の形態は機

ンドとぺリオで総義歯は避けていた。卒業時に学長か

能に従う」といえるので、機能的に出来上がった総義

ら「卒後３年くらいは何とかなるが勉強しないとつい

歯の形を先ず覚えることが大切といえる。完成義歯の

ていけない」というフレーズが頭に残っていて、時々

形を覚えておかないと、印象はどこまで採って良いの

講演会には出ていた。昭和50年に阿部晴彦先生とシェ

か分からないので、その形に近づけるように練習に練

ルシェフ先生の講演を聴いたが全く理解できなかっ

習を重ねることが大切であると思う。

た。同時期、納富哲夫先生の総義歯３日間コースに出

印象圧については無圧か加圧かが長い間議論を呼ん

たが総義歯の形を見てびっくり仰天したのを覚えてい

できた。以前、私は「義歯に咬合圧がかかった時に安

る。

定してほしいので、積極的に印象圧を加えて圧縮され

私が保母須弥也先生の国際デンタルアカデミー（東

た状態の粘膜面形態を印象上に記録した方が良い」と

京渋谷区松濤）へ通いだして一年間の終わりに近づい

いう考えで、選択的加圧印象法の考え方を一時は支持

た頃、
「そうだ次の勉強は総義歯にしよう、大嫌いな

した。しかし、「義歯は口腔内に装着していても、一

総義歯の理論や作り方位は知識として知っていない

日中機能しているわけではないし、粘膜に圧が加わっ

と、
患者さんに聞かれたときに答えられないと困るな」

ていない時間の方が長いので、粘膜が静止した状態を

と思い、阿部晴彦先生の 3 か月コースに通い始めた。

記録すべきである」という無圧印象法の考え方に変

これが総義歯を好きになるきっかけになったのである。

わっていった。私の行っている経日的な動的機能印象

阿部先生の講習会で習った通り同じ材料を揃えて同

は、日常生活での変化が粘膜面に表現できるので、よ
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く。旧義歯に学ばせてもらうことが上達への近道と考

り生体と調和した印象面に近いと自負している。
形を決める上において、咬合採得もおおいに関与し

える。人間としての生き方も家族、従業員、同業の先

ている。最低限、下顎のレトロ・モラー・パッドが被

輩後輩、異業種の方たちから学んで、人間的にも成長

えるように心掛ける。咬合採得においては、まず咬合

するように努力する。万象みな我が師である。

平面の設定をして次いで垂直的顎間関係（咬合高径）
を決定するがその際、顔面計測値を利用するウイルス
法を応用した、坪根式、堀江式などのバイトゲージを
使って、全体のバランスを考慮して決定する。高さは
かなりの許容範囲がありゾーン内にあれば良いがその
次に行う水平的顎間関係の決定においては許容範囲が
狭いので中心位の決定には十分注意を要する。高齢者
は概して高径が低くなり、下顎前突気味になっている
場合が多いので顎を引いて正面、側面の姿勢に注意し
て行う。

3．総義歯において何が一番重要か
→上下臼歯が咬み合うようにすること

〔 チェアサイドで上顎総義歯 〔 翌日、来院した時の正面像、
を作製後の正面像 〕
昨日とは目の輝きが違う 〕

総義歯治療において重要なのは、初診の患者さんが

来院したら、診査、診断を十分に行うことは当然であ
るが、可及的に早く主訴の解消に努め、診療後には上
下臼歯部の咬み合わせができるようにして口の中に置
けるようにする。義歯がない場合は、時間が許せばそ
の場（チェアサイド）で義歯を作ってあげるようにし
たい。この症例は 75 歳の男性で、紹介されて来院し
た時は、大学病院口腔外科で上顎骨隆起の除去手術を
数回に分けて行い１か月以上入院、上下義歯はないの
でずっと入れていない状態であった。元々気胸で８回
の手術を行ってきた。３年前から13種類の薬を服用、
難聴で左耳は聞こえず、体調も良くない。この患者さ
んを元気にするには、何をおいてもまず上の総義歯を
作ることである。その場で上顎の総義歯を口腔内で作

〔（左上） 持参した石膏模型上 〔 初診来院時の石膏模型 〕
で作製した基礎床／（左下）チェ
アサイ
ドで作製した上顎総義歯に
Tissue Conditioner を引 く 〕

製した。作製後に装着した顔と、翌日来院した時の顔
をパソコンで比較したところ、目がまるで違うことに
気付いた。人間の目は正直でごまかせない。下顎の両
側遊離端義歯の印象も採って早めに作製して、上下臼
歯部を咬み合わせるようにすると、体のふらつきも直
り、力が湧いてさらに元気が出てきた。
繰り返すが、初診時で重要なのは、
「患者さんをで
きるだけ早く、元気な生活を送れるように仕向けるこ
と」である。診療室から出ていくときに、まずは口の
中に入れておけるようにする。総義歯は生きるために
大切な人工臓器であること等々十分にお話しをする
と、それに気付いてくれて、これまでの考え方を改め
てくれるようになる。
義歯の外形線が描けたら、今度はその形を作れるよ

〔（ 左 上 ） 上 顎 口 腔 内 ／（ 左 下 ）〔（右上）下顎口腔内／（右下）

うに、旧義歯あるいは旧義歯の複製義歯を使用して咬

上顎総義歯を装着して下顎前歯部 チェアサイド作製総義歯に TC
を修正したところ 〕
を引いた粘膜面 〕

合を適正位に近づけて徐々に形態を修正改造してい
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4．こ れからの総義歯とは、またその
目標は→吸着でなく維持・安定

がり社会保障の負担も急増してくる。

私も高齢者になり超高齢者に向かって、丁度折り返

鏡」などの芸論や数々の能作品を著した能の大成者・

し地点を過ぎる年になり、高齢者の気持ちも以前より

世阿弥が佐渡へ島流しになった時と同じ歳になって、

理解できるようになった。若いときに考えていた総義

大作に取り組んだ。それから80過ぎまでの歳月の中、

歯と現在考えているのでは、違ってきているように思

どのように逆境を受け止め、老いと向き合い、そして

う。これまでは、精神的にも肉体的にも健常者を対象

死を見つめたか、世阿弥晩年の謎について書き上げ、

にした診療であった。若い時分はこれでもか、これで

平成 19 年 85 歳の時、
「秘花」を発表して話題を呼んだ。

瀬戸内寂聴氏が 72 歳になったとき、
「風姿花伝」「花

高齢者歯科医療は、高齢になった歯科医師でないと

もかという位、吸着を主に求めていた。
しかし以前に“歯界展望”の座談会で、
「吸着の良

深く入っていけないように思う。大学に勤務して高齢

い義歯を作るためにはどうしたらよいのでしょうか」

者歯科医療を研究してきた先生たちも退官すると今ま

という私の質問に対して、田中久敏先生が「義歯が動

での研究を終えてしまう場合が多いようである。また、

くのは、吸着が悪いからではなく安定が悪いから動く

開業歯科医も、仕事を辞めていくケースが多く見受け

のです」
「総義歯に必要な要素のリテンションを人は

られる。高齢を迎えた歯科医師は、身体に気を付けて

‘吸着’と言いますが、私（田中久敏先生）は‘維持’

もう少し長く診療に従事していてほしい。そして次の

と読みます」義歯が吸着するという場合は生物物理学

世代へ、これまで学んできた多くの知識･知恵･技術を、

的要素を頭に入れて話しています。その中で吸着に関

また高齢歯科医師になって気付いた歯科医療（治療）

与するのは、
三つある。① Adhesion（接着性、粘着性）、

を是非伝えていってほしい。
私もまずは 75 歳、そして 80 歳を目標に掲げて、こ

② Cohesion（凝集力）、③ Atmospheric pressure（大
気圧）の三つで、
これらはすべて床の適合性をよくし、

れからは楽しみながら高齢者の特性を考慮に入れた診

床面積を十分に確保することによって得られる。田中

療を続けていき次代へ伝えていきたいと思っている。

先生の仰ったこの部分がやっと理解出来るようになっ

【参考文献】

た。吸着を英語に直すと Absorption で唾液の介入を

１．田 中久敏、山本為之、加藤武彦、中村順三；印象

受け入れないような意になり、適正語句でないことも

採得でなにを採るのか（その１）、歯界展望､73

よく理解できる。吸着しすぎると逆に粘膜の吸収を早

（5）、1079-1082、1989.

めてしまう。

２．松 田謙一；全部床義歯臨床における印象と咬合の歴

これからの総義歯は以前に田中久敏先生が仰ってい

史的変遷と論点の整理、補綴誌､8、12-14、2016.

た通り、
一番大切なのは、Stability（安定）、Support（支

３．中村順三；無調整義歯から印象採得を考える−経日的機

持）
、Aesthetic（審美）で一番気にしないでいいのは、

能印象について−、補綴臨床、23（6）、667-668、1990．

Retention（維持）である。したがって、安定と支持
の十分な診査ができて、それに対応した印象であれば、
維持が得られないはずがない。自分で作った総義歯を

〔 第 120 号：平成 26 年 〕

装着しているベテランの技工士さんを知っている。彼
が言うには上顎総義歯は吸着しすぎると何となく違和
感があり落ち着かなくて気持ちが悪くなり外したくな
ると言っている。やはり、ゆとりが必要なようである。
総義歯製作は Stability と Support を意識することを目
標に掲げて行う方が良いようだ。

5．これからの歯科医師人生を

どう生きるか
超高齢社会を迎えた今、高齢者が激増し団塊の世代
の最後の昭和 24 年生まれが後期高齢者になってピー

〔 さて、
「総義歯」
といえば、皆さん、過去に
「会報」の表紙絵が「総義歯」
であった号
があったことを、
ご存じでしょうか？ 上下「総義歯」の形をした銀河間を旅する巨
大、都市宇宙船
（乗員３万人）
が、何世代もかけて遥か何千万光年先の「釈迦」の
「手」
である
「五形山」
を目指して旅をし、
そこからある
「秘密」
を地球に持ち帰る。
その
「秘密」
とは？と読者に問いかけています。
乳歯、永久歯……そして
「第三の歯」は…… それは人類の叡智が生みだした
「総義歯」
なのです。
➡ 中村順三先生、此の度は、
ご執筆いただき 誠にありがとうございました 〕
：T. I

クを迎える2025年はいろいろな問題が山積してくる。
後期高齢者が 2000 万人を超え総人口の２割近くに達
する。後期高齢者になると、要介護、要支援の認定率
が急に高まるし死者も増加、また認知症の発症率も上
7

『 熊本震災を経験して 』
平成 28 年５月６日

支部長 奥村 敏之（８回 ･ 熊本県）
４月 14 日の診療を終え、その日の夜某学会役員会

カルテの散乱で茫然。勿論スタッフは出勤出来ず、強

の会議があり、熊本から九州新幹線で博多に出かけま

い余震の中駆けつけて来た家内と後片づけをしてその

した。事なく会議が終わり新幹線に乗り熊本への帰路

日は終わりました。が、その日の日付が変った深夜、

につきましたが、博多駅を出て４分程、突然車両が急

またしてもとんでもない強震が起きた時は、たたき起

ブレーキで停車し停電になり、乗客の携帯から一斉に

こされた多くの被災者が家から飛び出し、その後の波

警告音と地震警戒速報がけたたましく鳴り響いた時

打つ様な余震に寝る事の出来ない一夜でした。それが

は、恐怖を感じていました。うっすら見える新幹線の

２回目の震度７強の熊本地震で、熊本城を含め多くの

高架橋は、新幹線と一緒に無気味な程ゆっくりと左右

建物がより多く壊滅して行った様です。

に揺れた後、車内放送で熊本で大きな地震があり出発

早朝に診療所に行く途中では、家屋倒壊の恐怖で戻

再開が出来ない事を知らされ、やむなく車両内で眠り

れない方々が、路上や駐車場に毛布を肩にかけ夜明け

につけない一夜を過ごす事になりました。それが第１

を待っている姿が見られ、商店街・住宅では塀のがれ

回目の震度７の熊本地震だったのです。

きや、タイル、瓦が散乱する状況に地震の凄さを知る
事になります。

翌朝７時に代行バスが準備され高速道路も途中でス
トップし大渋滞の中、どうにか昼の 12 時近くにやっ

診療室に着くと建物も一部破損、診療室内は前日の

と熊本に着く事が出来ました。通常でしたら博多から

片づけた形跡はなく、それどころかもっと悲惨な状況

熊本まで新幹線でしたら 35 分の所要時間が、なんと

で、オートクレーブはサイコロの様に転げ落ち、他の

15 時間近くかかった帰路でした。

機材も目も当てられない状況に茫然としてしまいまし
た。私の所は街中のせいか辛うじて電気は大丈夫でし

やっとの思いで診療室に戻ると、診療室内は機材や

〔 私の診療室の散乱状況 〕
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〔 建物１F が崩壊し車をつぶしている 〕

〔 石垣の崩落

塀と共にずれ落ちる 〕

は言うまでもありません。
激震後の１週間は、流通やライフラインがストップ
しているため、学校や役所、公園等には多くの避難民
があふれ、炊き出しや無料のパンやバナナなどの配布
があり、食料事情も余り良くはないものの、日数が立
つにつれ益城や南阿蘇など大きな被害地区を除き、４
月 14 日の激震以来２週間程度でライフラインが復旧
し、お風呂もトイレも心配しなくてもよい様になりま
した。
大小の余震も 1200 回を超え、昼夜おかまいなし
のまだまだ続く震度３・４の余震に、大人も子供も精
神的に落ち着かない状況で、余震の回数からしてもう
１回は震度７前後クラスの地震が来るのではないか
と、皆が不安を隠しきれない毎日が続いています。
今、会員の被害状況の調査をしています。その最終
結果はもう少しかかりますが、診療室の損傷や機材の
破損は多くある様です。熊本での被災歯科医院は、全
壊半壊等の医院を除き震災後２週間前後の間に診療再
開されています。同窓の会員も同様でした。
ただ多くの患者様も被災されており、震災前の様な
〔 熊本城櫓の１つ

来院回復は望めず、経営に大きく影響して行く事が地

左石垣だけでもっている 〕

震よりもっと怖く、機器の損傷・診療所の破損等々も

たが、後のライフラインはアウト（ほとんどの被害地

考えると、歯科医院の経営に益々支障をきたす事が十

区は全てアウト）で、診療の目途などつくはずもない

分に考えられます。

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

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

対岸の火事と思っていた事が、まさか身の周りに起

状況に不安が襲いかかって来ました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

こり生活環境が一変するとは誰も思いもよらなかった

同窓の会員や他の歯科医院では、１階が押し潰され

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

と、被災者の多くは思って今も生活をしています。

た所、天井が落ちた所、壁が崩落し穴が空いてる所、

〜〜〜

５月に入り、余震数は減少して来たようですが、突

機材や CT が倒れた所、etc. etc.
私の所もそうですが、その日からスタッフも含めた

然の下から突き上げる様な余震が毎日のように続いて

関係者の避難生活が始まっている状況で、ほんの少し

います。その中で全壊半壊の被災を受け、体育館や車

開いているコンビニや給水所などには人が殺到し長蛇

中での避難生活を今だしいられている方々が多く、テ

の列が。

レビでも報道されています。

誰もが水とトイレ（女性は特に）に困り、日頃は潤

今後は多方面に渡る復興が始まり多くの費用がか

沢にある色々な 生活必需品や食料品が出回らず、交

かってきますが、どうか今後も熊本に多くの方々の暖

通機関が復旧していない期間は、益々深刻になったの

かい復興支援を頂ければ幸いです。
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《平成28年度熊本地震

2016年４月14日、16日被災》熊本県支部・大分県支部会員より（一部抜粋）

大分県佐伯市

自宅兼診療室外壁一部損壊

カナガワシカダイガクドウソウカイ サイガイタイサクホンブ ダイヒョウ オオダチ ミツル
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赤城 公徳（４回 ･ 熊本県）
神奈川県支部及び九州地区連合会

さて、代議員会議長を退任し、ホッとしていました

よりご推薦をいただき３年間代議

所、同窓会も今が過渡期で一番大変な時で組織改革や

員会議長を努めさせていただきまし

会員増強を目標に努力している中、７年間九州地区か

た。オリンピック東京大会開催が

らの副会長が出ていないのは如何なものかという事で

決ったりと少し明るい兆しが見えは

昨年秋の沖縄と今年２月の福岡での九地連・支部長代

じめるのかと思いますが、消費税率

議員会で本部執行部とも話し合い、九州地区各県の支

のアップやいまだ終結のメドが立っ

部長・代議員の先生の推薦を受け２月 27 日の代議員

ていない原発事故、安保法案可決での自衛隊派遣の問

会で承認いただき副会長を務めさせていただく事にな

題等、先行きの見えない世相の中、私達歯科医療界も

りました。九州地区は諸先輩の努力と教えのおかげで、

日歯連盟の迂回献金問題で世間を騒がせ、いまだ春を

まとまりのあるお互い助け合う地区連合会です。押川

迎えられず停滞しております。

先生の今までの御努力に敗けないように頑張りたいと
思いますので御指導よろしくお願いいたします。

神奈川歯科大学同窓会も同様に入会率の低迷から会
費の赤字地獄から抜け出せず、これらの問題を解決す
る為の努力が数年前から行われていました。議長に就
任してすぐ特別委員会を作り、藤井先生を委員長に委
員の先生方の施策と代議員の先生方の御協力のもと執
行部の長年の思いでありました、代議員会を年２回か
ら年１回へと移行する問題がかたづきましたが、もう
一つの大きな問題は入会率低迷であります。
入会のメリットと会費のアンバランスが入会を躊躇
する原因の１つと感じております。これに拍車をかけ
るように少子化時代に突入し卒業生の数も減少する
し、外国人留学生の同窓会とのかかわりも考える必要
性があります。こういう時代だからこそ卒業生全員が

〔 リンドウ：県花 〕

入会し、一致団結出来る素地を醸成する事が急務であ
ると考えます。その為には同窓の少数意見も取り入れ
る事が出来る、さらに開かれた同窓会組織を構築する
努力が必要だと思います。この様にまだやるべき事が
沢山あると思います。皆様と共に同窓会に集う会員に、
開かれた組織と、その存在意識を確かなものにして行
かなければならないと思っています。３年間微力で迷
惑をおかけしましたが皆様の御協力のもと大役を終え
る事が出来ありがとうございました。

〔 熊本城の勇姿‼ 大天守と小天守です 〕
（ 早い復興を、
お祈り申し上げます ）
：広報委員会
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〔 みざる 〕

〔 きかざる 〕

〔 いわざる 〕

〔 せざる 〕

同窓の皆さん、こんにちは

！

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。
そんなわけで、従来のも OK！ 楽しいの OK！
た企画モノ OK！ です。長い原稿 OK です ！

今までになかっ

⬅ 孫悟空

『 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。

「 きん斗雲
」号

同窓、皆 が 待っています ! !

イラスト・構成／Toru. I

東京都 支部 平成28年新年懇談会
渉外担当理事

篠原 一也（16 回）

去る平成 28 年１月 30 日（土）に、東京都支部主催

でした。今回は、来賓として、東京都歯科医師会の山

による、第 36 回新年懇談会が開催されました。開催

崎副会長をはじめとし、全国の各歯科大学及び大学歯

場所は、
毎年、
恒例となっている目黒雅叙園「竹林の間」

学部の在京同窓会校友会の会長・副会長等の 18 名が

〔 大舘会長を囲んで、パチリ‼

目黒雅叙園にて / 後列左：筆者でーす 〕
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〔 世界三大映画祭のベルリン映画祭最
優秀賞「千と千尋の神隠し」
（日本のア
ニメ）
の「百段階段」
は、
ココ、
目黒雅叙
園にあります

〕
：T. I

出席してくださいました。神奈川歯科大学同窓会東京

御発声があり、宴が始まりました。この懇談会は、本

都支部からは、役員 14 名、各支部長、代議員会議長・

会と他大学の同窓会校友会との親睦と意見交換や情報

副議長、東京都歯科医師会代議員、東京都歯科医師会

のやり取りを円滑にすることを主な目的としており、

理事等が出席し、総勢 38 名となりました。懇談会は、

和気あいあいとした雰囲気の中で、会話が弾みました。

本会専務理事の飯塚

学校は違っても、同窓会における共通の問題や、現在、

務先生の司会により進められ、

朗副支部長の開会の挨拶、続いて元田文

歯科界がおかれている様々な課題の話から、趣味や遊

治支部長の挨拶がなされました。その後、来賓挨拶と

びの話まで、心がうちとけながら、時を忘れて和やか

して都歯の山崎副会長、東京歯科の早速会長、日本歯

に懇談がなされました。楽しい時間もあっという間に

科の佐藤副会長、日大の植田会長、医科歯科の高橋副

過ぎ、最後に、沼

会長がお話をし、続いて来賓紹介、最後に本会役員等

きとなりました。２次会は、場所を近隣の居酒屋に変

の紹介が行われました。ここで、お忙しい中を出席し

えて、本会の有志のみで、労をねぎらいつつ歓談しま

てくださった本部同窓会の大舘

した。

初めに田村

満会長による乾杯の

智博副支部長の閉会の挨拶でお開

愛媛県 支部 三笠会・総会・学術講演会
長谷川 博一（34 回）
このたび熊本県熊本地方を震源とする地震により被

病の患者様も増えており、日々の診療においても役立

害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます

てていきたい。また普段から不摂生をしている私に

と共に、１日も早い復旧をお祈り申し上げます。

とっても健康管理に注意しなければと考えさせられる
内容であった。

当会といたしましては、同窓会本部を通して義援金

引き続き懇親会へと移行し、４月でご勇退された武

の送付を速やかに行うよう決定いたしました。
平成 28 年５月 28 日（土）、ネストホテル松山におい

知耕平先生（４回）の挨拶をいただき、淺井謙次支部

て 28 年度総会・学術講演会が開催された。総会は武

長（６回）・重松健司先生（７回）の学校医勤続 35 年

西俊明専務理事の司会により進行した。議案に関して

の日学歯表彰のお祝いをした。諸先輩方の功績に対し

も限られた時間の中ではあったが有意義なものとなっ

て、尊敬とまだまだ自分が歩む道の長さを痛感した。

た。

一連の行事が無事終了したので、待ちに待った宴が始

学術講演は、神奈川歯科大学口腔機能修復学講座歯

まった。年に数回しか会わない先生方もおり、近況報

周病学分野教授 三辺正人先生をお招きして「健康寿

告等々大いに盛り上がり、勢いそのままに二次会へと

命延伸を目的とした歯周病・糖尿病外来による生活習

進んだ。話足りない者達はさらに次なる店へ移動して

慣病コントロール」と題してご講演いただいた。糖尿

いった。
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群馬県 支部の近況

支部長

石田 覺也（８回）

〔 レンゲツツジ：県花 〕

群馬県支部では、イベントがある毎に「神奈川歯科

医師会 100 周年記念祝賀会と重なり、高崎の先生方は

大学同窓会群馬県支部通信」として会員へ FAX 網で連

不参加でしたが、他大学の参加者も多く計 17 名の参

絡し情報提供をしています。
直近の通信から記載します。

加者で盛況でした。懇親会では、高坂一貴先生の歓迎
会も兼ねて、楽しく盛り上がりました。

神奈川歯科大学同窓会群馬県支部通信（４）
神奈川歯科大学同窓会群馬県支部通信（６）

平成 27 年 10 月 3 日（土）、神奈川歯科大学大学院災
山田良広教授を囲んで

平成 28 年 2 月 6 日（土）に恒例の新年会を開催いた

下記のように懇談会を膳処「廣」にて開催しました。

しました。今回は場所を替えて高崎のチャイニーズ

大國先生や県警

ファンでの開催となりました。急遽の会場変更のハプ

の大木さんも参

ニングもありましたが、盛会となりました。会に先立

加していただき、

ち、前支部長の丸茂忠英先生が昨年、警察功労で「群

大変楽しく懇談

馬県総合表彰」を受賞され、更に長年の保護司として

いたしました。

の功績から「法務大臣表彰」を受賞されました。会と

（参加者：丸茂、

しても大変名誉なことであり、会員一同から記念品を

害医療歯科学講座法医歯科学

〔 山田良広教授を囲んで‼ピース ✌ ‼
樺澤、高橋、
世界に平和を‼ 〕 石田、

贈呈してお祝いいたしました。丸茂先生の益々のご活
躍をお祈りいたします。

小山、亀山）

また、総会の議案として、執行部から会のスリム
化の第 3 弾として、役員報酬の 20％削減、監事報酬の

神奈川歯科大学同窓会群馬県支部通信（５）
平成 27 年 10 月

50％削減を上程して、参加者より承認を受けました。

24 日（土）
、学術

こうした身を切るスリム化をして会務運営に務め、会

講演会を開催し

の活性化に努めたいと思います。皆様のご協力をよろ

ました。今回は、

しくお願い申し上げます。

日頃の臨床で一
〔 参加者
（敬称略）〕

番使用頻度の高

後列 ：小山 敦、飯野涼介、高坂一貴、大原吉博、

いコンポジット

〔 二瓶智太郎准教授と。又また、
世界に平和を‼群馬にも平和を‼ 〕 レジンについて、

大澤 隆、亀山 正、関口卓郎、新井 勉、高橋邦夫

神歯大クリニカル・バイオマテリアル講座の二瓶智太

前列 ：松本 徹、柿沼裕道、石田覺也、丸茂忠英、

郎先生にご講演いただきました。当日は、高崎市歯科

中曽根好弘、上村茂樹

〔 現支部長（左）から、前支
部長（右）に記念品贈呈‼
おめでとうございます‼ 〕

〔 新年会です ♡ 。昔は若者でした…

。今も、心は若者です…
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。人生を走ります 〕

注：
〔写 真の下のコメントは、支部通信
にはありません 〕： 広報委員会

山梨県 支部『 サウンドオブミュージックは 最高 !』
エーデルワイスの花
（きれいです!）

小澤

ウィンナーシュニッツェル
（おいしいです!）

孝（25 回）

同窓会で支部旅行の企画をやっています。毎年悩ん
でいます。今年どこへ行こう？
山梨県は環境が良いし（田舎だし）
、温泉いっぱい
だし、ついでに果物いっぱいでのんびり良いところで
すが、正直刺激がないです。また冬は寒い！夏は暑い
（ただ、全国１位にならず、必ず２位か３位なのが山
梨らしい）
。そこで、せめて支部旅行ではみんなが楽
扌
〔 ジュリー・アンドリュース 〕

しめる企画が欲しいと常に悩んでいます。
今回の旅行は東京方面でした。東京ドームシティホ
テルでした。東京は山梨からとても近いのでアクセス
も良いです。
バスで移動なので車内で宴会もできます。
あとは企画です。今回の旅行では二日目に劇団四季
の「サウンドオブミュージック」を観ました。ご存知
の通り第２次大戦時のオーストリアが舞台。トラップ
すがブロードウェイや映画などで何度も上演された物

語は修道院にマリアが来たところから始まります。伴
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
侶を亡くし心を閉ざしたトラップ大佐と７人の子供た

語です。日本でもアニメ化されたり舞台化されたりし

ちに歌を通じて幸せを見出していく物語ですが、やは

ましたが今回の劇団四季のミュージカルは本当に本当

り「ドレミの歌」や「私のお気に入り」、「もうすぐ

に素晴らしかった。修道院の院長役の秋山知子さんや

17 才」そして最後に流れる「エーデルワイス」など

主演マリア役の江畑晶慧さんなどは別格の歌唱力で、

の懐かしいミュージックナンバーは絶品です。この物

日本にもこんなに素晴らしく歌い上げる人がいるのか

語は家族がオーストリアから亡命するところで終わり

と感動してしまいました。トラップ一家は亡命後には

ますが、実は後編のアメリカ編が存在します。訳者に

難民となりイタリアからフランス、ベルギーやオラン

よると後編は前編のオーストリア編を凌ぐ面白さらし

ダへと転々として最後はアメリカに移り住みますが、

いので是非とも映像化してほしいものです。

ファミリーと修道院から派遣されたマリアとの物語で

次回は北海道へ２泊の予定なので楽しい旅行になる

そんな大変な生活を送ったとは考えられないほど素晴

といいな。

らしい作品をマリアが書き上げたことは称賛です。物

〔 皆で、サウンドオブミュージック‼ハッピー‼〕
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〔 次回も旅行記、
お願いしますね♥
貴方が、楽しく書いているのが、楽しいです♥
オーストリアといえばウィーン。映画の
『第３の
		
男」
を想い出します 〕
：広報委員会

近畿北陸 地区連合会・代表者会議報告
大阪府支部長

高山 豊誠（15 回）

決議事項

平成 28 年５月 22 日（日）、京都・都ホテルで近畿北
陸地区連合代表者会議が開催されました（出席者 20

①大学病院建設に、近畿北陸地区連から 50 万を寄付。

名）
。
当日は、
本部から大舘

②熊本・大分地震の見舞金として10万円を本部に送付。

満会長が出席されました。

午前 11 時 30 分から２時間会合が開かれ、その後、
会長と懇談が行われました。

新潟県 支部（稲岡会）総会･学術講演会報告
屋形 秀樹

（５回）

去る平成 28 年４月２日（土）、午後３時より、新潟

豊先生（６回）にお願いしました。タイトルは、「日

市のホテル、
イタリア軒に於いて新潟県支部（稲岡会）

本人でなくなりつつある日本人～マレー半島先住民と

の総会および学術講演会が開催された。

共に暮らして学んだこと～」と題してお話しして頂き

総会では、入江

ました。

修専務理事の進行により、中川賢

治支部長の挨拶に始まり、平成 27 年度会務報告、決

北村先生は、卒後、松本

算報告が、それぞれ高橋堅護、岡部清幸両理事によっ

歯科大学の口腔外科に入

て報告され、斉藤

局。その間、青年海外協力

憲監事より監査報告があり、承認

隊の隊員として、マレーシ

された。
その後、支部長会議、代議員会報告があり、母校の

アで先住民の歯科治療にあ

国試合格状況、入試状況等の報告もあり、それぞれ良

たられた。一方、口腔外科

好であったことが報告された。また、平成 28 年度事

専門医、指導医、日本イン

業計画、予算案について承認された。

プラント学会の専門医、指
導医等を取得され、平成 16

協議事項では、
母校の附属病院の新築移転に際して、

年に長野県小布施町に、信

支部より 10 万円の寄付をすることとした。
その後４時より、屋形副支部長の進行により、講演

州口腔外科インプラントセ

会に移行した。講師は、中川支部長の空手部の後輩で

ンターを開業し現在に至っ

あり、信州口腔外科インプラントセンター所長の北村

ております。
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今回は、インプラントの話にふれず、マレーシア先

であるが、マレーシアの先住民が持っている心の豊か

住民と一緒に自給自足の生活をして体得したこと、考

さは、失われているのではないかというお話でした。

えたこと等をお話しして頂きました。先住民の暮らし

マレーシアのジャングルで体得した長い吹き矢の見
事な腕前も披露して頂きました。

は貧しいが、精神的には、非常に豊かであると気付い

その後の懇親会も楽しいお話をして過ごしました。

たこと、一方、日本は、先進国として経済的には豊か

神奈川県 支部 平成28年度 新年会
金子 宣由（19 回）
はじめに４月に起こりました熊本地震の際、被災さ

いて、また休み時間の使い方も非常にまじめな印象を

れました会員のみなさまに、一刻も早い復旧・復興を

受けるという。授業も受けて終わりではなく、補完教

心よりお祈りいたします。

育システムがある。これは授業を自動的に録画、即座
に配信することが出来るシステムで、その日の内に再

平成 28 年 2 月 6 日（土）19 時より横浜ベイ東急にて、
神奈川県同窓会の新年会が開催された。米今専務理事

度授業を自宅で見て、すぐに復習することが出来るシ

の司会進行で杉山副支部長の開会の辞で始まった。外

ステムになっている。このような教育改革をさらに進

池支部長の挨拶の後、来賓の松井克之神奈川県歯科医

めていく考えと挨拶を述べた。その後、松本明子女史

師会副会長、本学鹿島

らのオペラの演奏と共に優雅に宴が始まった。

勇理事長、大舘

満同窓会長

また、横須賀の新病院建設現場では、杭打ち工事が

が挨拶を行った。副学長の槻木先生の挨拶では、学生

始まり約１年後には建物が完成予定である。

の様子を話していただいた。教育内容の充実など教育
改革がだいぶ浸透してきて、身に付けなくてはならな
いものは、もれなく身に付けて卒業していく。CBT・
国家試験についても徐々にその効果が出てきている。
授業の出欠席に関しても以前よりかなり厳しくなって
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第 57 回 関東 地区連合会開催
渉外担当理事

篠原 一也（16 回）

平成 28 年２月 21 日（日）10 時 30 分より、東京都支
部の主催により、第 57 回関東地区連合会が開催され
ました。会場は、ＪＲ品川駅から程近い、品川プリン
スホテル メインタワー 10 階「ムーンストーン 10」で
した。東京での２月開催も恒例となり、関東近県から
多数の出席者が参加しました。司会は、東京都支部の
飯塚

務専務理事が行い、田村

朗副支部長の開会の

辞、元田文治支部長の挨拶のあと、本部同窓会大舘

〔 第 57 回関東地区連合会 ･ 風景 〕

満会長の挨拶がなされました。引き続き、各支部出席
者 27 名、並びに本部関係の出席者９名の計 36 名の紹

に関する意見交換、並びに要望等がなされました。続

介がなされ、その後、議長として、元田支部長が選出

いて、次期開催支部に関しては、全会一致で千葉県支

され、議事が進行されました。まず、報告事項として、

部に決定し、最後に内藤良二監事による閉会の辞によ

各支部の現況報告が行われ、支部により独自の活動が

り、終了いたしました。午後 12 時 30 分より懇親昼食

なされているところもあり、活動方法等に関する活発

会が開催され、開会の辞の後、次期開催支部の千葉県

な意見交換がなされました。各支部において、今後の

支部の木村

同窓会活動の参考になったことと思います。続いて協

議の白熱した雰囲気とは変わり、皆さん和気藹々と和

議事項に入り、始めに、本部同窓会より、第 90 回代

やかな歓談が繰り広げられました。最後に、飯塚

議員会における協議事項に関して説明がなされ、それ

専務理事の閉会の辞により、お開きとなりました。

淳支部長の乾杯で、始められました。会

《 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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務

第 90 回

代議員会報告（抜粋）
反省しております。

平成 28 年２月 27 日（土）午後 2 時 32 分から、神奈

今後同窓会は和気あいあいと、皆さんの親睦を図る

川歯科大学本館５階大会議室にて第 90 回代議員会が

ということが第一義でございます。

開催された。

また、九州の副会長の件につきまして、九州地区連
１．開会の辞

合会として押川先生の副会長の推薦がありましたが、

副会長（ 浅井智司 ） これより第 90 回代議員会を開催

ずっと断ってまいりました。その経緯は非常にシンプ

させていただきます。

ルなものでありました。できる限りブロック推薦の副
会長を執行部はとるべきだという意見もあり、そのこ

２．点

呼

議長
（ 飯塚

とを注意して副会長の選任に取り組んでいくつもりで
務 ） 代議員総数 77 名中、65 名の出席に

おります。今日はありがとうございました。
（拍手）

より代議員会は成立します。
６．理事長挨拶
３．代議員会議長挨拶

理事長（ 鹿島 勇 ） 同窓会の先生方には大学の運営

議長

年２回の代議員会が最後になり、予算決算特別

に対しまして、大変な御協力と御支援をいただいてお

委員会が新しくでき上がりました。近北・九州から委

り心よりお礼申し上げます。２月 12 日（木）新病院の

員を出していただきありがとうございました。

ための地鎮祭を無事に終了いたしましたことを報告さ
せていただきます。来月からいよいよ工事に着工いた

４．議事録署名人選出

します。構想からちょうど６年目でようやくここまで

副議長（ 木村

淳 ） 議事録署名人は宮城県の五十嵐

たどり着くことができました。地域密着型を目指した

代議員と静岡県の永田代議員、お二人よろしくお願い

この新病院が地域の方々に認知され、信頼され、そし

いたします。

て利用されることによって、初めて本学は発展を遂げ
ていくことができます。学長の話の後に、皆さんの御

５．会長挨拶
会長（ 大舘

質問にお答えさせていただければと思います。
満 ） 本日は遠いところお集まりいただ

いてありがとうございます。ふと二十数年前はやっと

７．学長挨拶

５割超える出席率であったということを急に思い出し

学長（ 平田幸夫 ） 私は 11 回生で、学長２年目ですが、

まして、いろいろな先輩方を説得して、出席していた

きょうは教育に関する現状についてお話ししたいと考

だくようになり、その後の代議員会はおよそ９割ぐら

えております。平成 25 年から教育のシステムを刷新

いの出席をずっと維持しておりました。今、大変すば

しまして、そこより新たなスタートをしております。

らしい同窓会、皆さんのおかげでここでさせていただ

柱としているものが３本あり、入学に関する指針と、

いておりまして、そこの会長をさせていただいて、本

入学してから学生の教育をしていくためのカリキュラ

当に心から感謝をしております。

ムの指針と、それから卒業の指針です。この３つの柱
で現在進めておりまして、おかげさまで、皆さんの御

今、大学も新病院に着手しているところでございま
して、これが神奈川歯科大学再生のシンボルとなるこ

支援を得て、順調に進んでおります。

とを心から祈っております。

議長

鹿島理事長、平田学長、ありがとうございまし

た。事前に質問が出ております。44 番、長谷川代議員、

それから、日本歯科医師会の会長選挙が終わり、堀
先生に決定しました。堀先生から、神奈川歯科の同窓

御質問について御説明をお願いいたします。

会に対して御支援ありがとうございましたという言葉

44 番（ 長谷川代議員 ） 国家試験の合格率は非常に

をいただきました。

よかったのですが、半分ぐらいしか卒業しないのはど
うか。一体どうなっているのだろうと思ってこの質問

それから、前回の代議員会で、ある１名の先生の個

をしました。

人名を挙げて批判してしまったことに対して、心から
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学長が言われたグループ学習の件はわかりました。

橋伸一先生。５回生、千葉県、松尾洋一郎先生。２回

成績下位の 30 名ぐらいを、特別指導をすることがで

生、神奈川県、並木量義先生。４回生、千葉県、太田

きないのか。ＤＶＤで講義を繰り返し聞けると学生の

菊子先生。８回生、兵庫県、下山一郎先生。以上６名

底上げになると思う。人数を絞って切り捨てると留年

の先生です。黙祷。

生がたまるので、できるだけ底上げしていく方向で模

担当
（ 髙橋常務理事 ） 会員状況の報告と会務報告を。

索してほしい。それから、同窓会で補講ができないか。

担当（ 金子常務理事 ） 会計報告。

議長

この質問に関して何か追加は。

予算決算特別委員会委員長（ 波磨

学長

御質問ありがとうございます。いつも御支援あ

第１回予算決算特別委員会を平成 27 年の 12 月 13 日神

りがとうございます。適切な回答かどうかはわかりま

奈川県歯科医師会館で行いました。司会は飯塚代議員

せんが、
切り捨てという言葉は実は切り捨てではなく、

会議長で、出席は記載のとおり。予算決算特別委員会

ハードルを乗り越えてくださいということです。そし

委員長に私、波磨が、副委員長に石田委員が選出。

て我々が支援しなければなりません。原則全部ビデオ

予算決算特別委員会の今後の流れについて説明。

章 ） 平成 27 年度

来年度から年１回になりますので、予算決算特別委

に撮っています。見られるものはみてもらえます。原
則、グループ学習は行っています。

員会も心していきたいと思います。本日の質疑応答に

44 番（ 長谷川代議員 ） もう一つお伺いしたい。下

関してはここでは触れません。

位の学生に補講あるいは特訓はできないか。またこれ

議長

予算決算特別委員会の後に平成 27 年度第１回表彰

を同窓会でやることは如何か。
議長

４番、表彰選考委員会報告です。

選考委員会を開催しました。審議は、25 回の表彰推

同窓会の質問に関しては報告のその他の後に質

問を受け付けます。ここは学長並びに理事長の先生に。

薦者です。小田嶋先生、山路先生は有功賞ということ

学長

で御承認。

補講は今まで何回もやっています。出席率が悪

石黒先生は、表彰ということで承認。

いということもあります。それから、６年生にはそう
いう時間がないと思います。下位だけ集めるのではな

担当（ 山田理事 ） 神奈川歯科大学は現在歯学部と総

く、グループ学習ならグループの中の成績のいい子に

合教育部と短期大学部の３つから成り立っています。

聞けます。自分で調べなくても答えがわかってしまう

したがって、神奈川デンタルユニバーシティー、ＫＤ

という効果があって、今はそこのところを重視して

Ｕというふうに名前が変わっています。我々教員は全

行っています。有償でやるのであれば、夏休みを使う

て神奈川歯科大学大学院の所属になっています。大学

のですが、カリキュラムの編成上、難しいと思います。

から大学院への移行で、我々は神奈川歯科大学大学院

以前にやってみましたが、参加者が少なかったという

の教授・准教授であります。講座の名前も、保存とか

こともありました。

補綴などは、今度は大講座制になり、口腔科学講座や、

13 番（ 川津代議員 ） 東京歯科大学がすばらしい教

災害医療歯科講座という名前になりました。

育をされていると耳にします。東京歯科大がやられて

会長

いる教育と神奈川方式と、引けはとらないのでしょう

ついて正式には３月 11 日の代議員会が終わってから

か。

決まりますが新しい堀執行部の専務理事予定に６回生

学長

学外報告です。日本歯科医師会の新しい情報に

の村岡先生の名前が挙がっておりました。日歯の委員

そこにいる学生の状況も違うかと思いますか

ら、これがいいということはないんですが、東京歯科

会のメンバーについては今回は前の委員を継続。

大学から１名、昨年教員を連れてきました。今それを

日本歯科医師会の政治連盟の参与として参加すること

中心に回っています。確かになかなかですね、講義の

にしました。

仕方も上手ですし、試験スタイルの講義をしていると

非公式ですが、西村議員が次の参議院議員の選挙に

いうことで、学生に人気があるという話は聞いており

立候補したいと。御支援いただけないかという話が来

ます。

ております。神奈川歯科大学同窓会も答えが出ており

理事長

ません。御検討いただければ。

大学の法人のほうに対して何か御質問がある

かなと思ったのですが。次回もっと細かな質問に、経

68 番（ 下川代議員 ） 去年、九州から副会長を推薦

営の方面からもお答えいたします。

しましたが認めてもらえませんでした。11 月に沖縄
で九地連の集まりがあった時、会長と、鈴村先生に来

８．報

告

ていただいて、お話をさせていただき、考えた結果、

担当（ 徳島理事 ） 黙祷を捧げたいと思います。14 回

ちょっとしたボタンのかけ違いから、うわさが全国を

生、東京都、松波

飛び交った状態だと思います。お互い和解して改めて

仁先生。20 回生、神奈川県、大
20

議長

九州地区推薦の副会長を、熊本の赤城先生にさせてい

質疑を打ち切ります。休憩を15分間とります。

ただきたいと思います。

（ 15 時 43 分

休憩 ）

会長

赤城先生、よろしくお願いいたします。
（拍手）

（ 16 時 00 分

再開 ）

議長

先ほどの 44 番の長谷川代議員からの質問に対

して御回答をいただきたいと思います。

９．議

会長

議長

急な話で、答えは用意しておりません。予算等

事
第１号議案 「平成 28 年度事業計画（案）」。上

かかりそうなので、執行部だけで決めることではない

程の理由を。

ので、理事会で検討させていただきます。

担当（ 秋本専務理事 ） 変わった点は代議員会が年１

１番（ 田村代議員 ） 大学支部として今の長谷川先生

回開催に。支部長会議も年１回。総会も年１回。総務

の質問に対して参考にしてほしいことを、１点だけ述

関係で、大学記念事業についての検討と準備、附属病

べさせていただきます。以前は、同窓会の先生方とか

院新設移転推進資金への支援が入りました。組織関係

開業されている先生が学生の講義をやるのは非常にい

は国家試験へのサポート。福祉厚生の学生教育への支

いことで、いろいろな刺激になって大変勉強になりま

援と共同事業です。

した。しかし文科省が提示した教授指導要綱にそった

44 番（ 長谷川代議員 ） 組織関係の国家試験のサ

教育をしないと卒業試験や、国家試験にも落ちてしま

ポートを具体的に教えていただきたい。

います。教授の指導要綱とかそういうことをきちっと

担当（ 平田常務理事 ） 昨年までは国家試験に対して

把握して、そういう訓練を積んだ上で同窓の先生方の

同窓会の激励文を入れた鉛筆を２本ずつ配付していま

お力をいただければと思います。

した。同じ鉛筆を何回ももらう方が出てきたものです

73 番（ 奥村代議員 ） 予算パンフをつくるための質

から、本年度は 500 円のクオカードを勉強に使えるも

問状を送付すると書いてありますが、これは特別委員

のを買ってくださいという意味で配っております。来

会のメンバーだけでしょうか。 それとも、ほかのブ

年度は別に新しく予算をつけられるようになりました

ロックの方々の支部長及び代議員の皆様にもですか？

ので、もう少し何か有効なものを考えています。

議長

44 番（ 長谷川代議員 ） できれば学生が底上げする

執行部、どのようにお考えでしょうか。はい、

どうぞ。

ような御支援をお願いします。

会長

おっしゃるとおりです。

議長

議長

第１回目の予算決算特別委員会なのでわからな

ます。

要望でございますので、よろしくお願いいたし

い点が多々あります。

15 番（ 石田代議員 ） 福祉厚生関係で同窓会休業保

25 番（ 外池代議員 ） 予決の進め方、決算・予算案

障制度の検討という項目がありますが、具体的に教え

承認までの流れについて、これが一番大事だと思うの

ていただきたい。

で、わかりやすくしてください。

担当（ 秋本専務理事 ） 具体的なものはないんです

担当（ 髙橋常務理事 ） 時系列に並べたのがこれで

が、福祉厚生で検討したい内容です。

す。
これより易しくするとは表にするだけですけれど、

15 番（ 石田代議員 ） 会員が病気のときに大学から

いかがでしょうか。

派遣するということでは？

73 番（ 奥村代議員 ） 九地連のほうでは事前に、特

担当（ 秋本専務理事 ） それに関しては２番に…。

別委員会の委員以外にも同様の資料を送っていただき

15 番（ 石田代議員 ） すいません、失礼しました。

たい。

ありがとうございました。

会長

予算決算特別委員会の先生方からの質問をいた

議長

挙手多数につき承認可決。

だいて、回答を出して、委員会を開いた後に仮の報告

議長

第２号議案 「平成 28 年度一般会計−１歳入 ･

書ができますので、それを代議員の先生方に決算のパ

歳出予算（案）」上程理由を。

ンフと一緒に同封して送る予定です。

担当（ 金子常務理事 ） 事前配布資料で説明。

73 番（ 奥村代議員 ） 質問事項をみんなで考えよう

52 番（ 鴨井代議員 ） クラス会を助成する金を出す

という話が九地連で上がっています。

のは絶対認められない。

会長 質問が重ならないようにしていただきたいです。

担当（ 平田常務理事 ） クラス会で同窓会の会員の先

73 番（ 奥村代議員 ） 事前質問はオーケーだけど当

生が、非会員の先生を勧誘している。同窓会でこうい

日は受けないのですか。

うことをやっているので会員に、という意味合いも込

会長

めております。

予算決算特別委員会の報告書とパンフを代議員

52 番（ 鴨井代議員 ） 納得できません。

に送った後に代議員からの質問を受ける予定です。
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４番（ 小松代議員 ） 来年 30 周年だから来年やろう、

歳出予算（案）
第９号議案

あるいは再来年やろうと計画しているクラスも多分あ

平 成 28 年度前受金会計歳入・歳出予算
（案）

るかと思います。そこで急にゼロというのはかわいそ
副議長

うなので、代議員会も１回になったので、10 万を半

スリルとサスペンスに満ちた代議員会です。

第３号議案から第９号議案まで、一括で上程し、個

額の５万円の助成をするということで如何か
60 番（ 石田代議員 ） この十数年、クラス会を続け

別に審議、個別に採決します。上程理由を。

てきた、その結果が全然わからない。組織力の向上に

担当（ 金子常務理事 ） 事前配布資料及び当日資料で

つながったのか、実績を少し聞きたい。

説明。

３番（ 中村代議員 ） ５万にするというんじゃなく

27 番（ 米今代議員 ） 歳入の部他表記の質問。
（ 常務理事と米今代議員

て、クラス会出席者の正会員の率を定めて額を決めた

協議中 ）

らどうか。

27 番（ 米今代議員 ） 時間がないようなので、次年

52 番（ 鴨井代議員 ） 代議員会が２回が１回になっ

度でもお答えを。

たので、クラス会のお金も立ち行かないので、この次

担当（ 金子常務理事 ） 検討し、後日御返答します。

からありませんと、はっきり同窓会から言われたらど

副議長

第３号議案、挙手多数につき、承認可決。

うでしょうか。

第４号議案、挙手多数につき、承認可決。

会長

従わなければいけないというのはルール上はよ

第５号議案、挙手多数につき、承認可決。

くわかっていますが、つらい思いをして従わざるを得

第６号議案、挙手多数につき、承認可決。

ないと今考えています。

第７号議案、挙手多数につき、承認可決。

議長

第８号議案、挙手多数につき、承認可決。

今、第２号議案の個別の組織費に関する予算上

第９号議案、挙手多数につき、承認可決。

程に対する質問です
66 番（ 淺井代議員 ） 愛媛県は、地方の同窓会で、

第 10 号議案

入会率はほぼ 100％です。それでも学術の補助金を

副議長

７万円を５万円に減額された。宿泊費も半額にされた。

担当（ 髙橋常務理事 ） 神奈川県支部と大学支部の２

一体どういうことだろうか。100％のところは学術の

支部から再入会希望者２名が出ております。

５万円を７万円に戻してほしい、宿泊費を１万円に戻

副議長

再入会者承認に関する件

提案理由を。

第 10 号議案、挙手多数につき、承認可決。

してほしい。
10．協議事項

４番（ 小松代議員 ） 先ほど５万円にしたらという意
見言いました。撤回します。

１）組織改革について

25 番（ 外池代議員 ） 私はとりあえずこれは原案ど

２）
神奈川歯科大学附属病院新築移転推進資金へ
の同窓会からの寄付について

おり可決すべきだと思います。
議長

３）その他

ここで一度質疑を打ち切り、この２号議案につ

いての採決をさせていただきます。

副議長

20 番（ 元田代議員 ） いろいろ出ました。このまま

会長

の原案で執行、議決をお願いしたい。

提案書は出しています。後ほど御確認いただければ。

議長

挙手多数につき承認可決。

学術に関してはおよそ今進行中ですので、受け流して

ここで議長を交代いたします。

いただきたい。５のクラス会の活用、６の青年部会、

第３号議案

平成 28 年度一般会計－２（事業運営安定

７の女性会員参画の推進について意見交換をしていた

化資金）歳入・歳出予算（案）

だきたい。まずクラス会の活用というところで皆さん
の御意見を賜りたいと思います。

第４号議案 平 成 28 年度事業基金会計－１歳入・歳
第５号議案
第６号議案

出予算（案）

副議長

平 成 28 年度福祉共済部会計－１歳入・

60 番（ 石田代議員 ） 組織強化においてはクラス会

歳出予算（案）

というのも重要なことだと思いますけども、補助金を

平成 28 年度福祉共済部会計－２（同窓会

出して、どういうふうに組織力のアップになったか実

年金）歳入・歳出予算（案）

績をお話していただきたい。

活発な御議論をお願いしたい。

担当（ 平田常務理事 ） 平成 21 年から本年度までに 18

第７号議案 平 成 28 年度奨学金基金会計歳入・歳出
第８号議案

１）組織改革について執行部からの御提案を。
協議題に入っていきたい、中身は変えてますが、

予算
（案）

回クラス会を行って全部の参加人数が約 800 名を超え

平 成 28 年度職員退職金積立会計歳入・

ています。クラス会に出た方で再入会した方がいるか
22

今は把握できない状態です。

わってしまいますと、恐らく執行部はこのクラス会助

52 番（ 鴨井代議員 ） この代議員会にクラス会の代

成どうするんだということの結論が多分出せない、執

表を入れなくてもいいのではないか。

行部だと恐らく出しにくいと思いますので、このクラ

会長

ス会の支出について、皆さんが否定的なのか、あるい

旅費を全部出すという予定はこの案には入って

いません。

は賛成をされているのか、簡単にですね、意識をちょっ

17 番（ 川端予備代議員 ） 組織率を上げるには、ク

と皆さんからお示しいただきたい、いかがでしょうか。

ラス会は必要だと思います。

元田代議員、どうぞ。

73 番（ 奥村代議員 ） ８回生でクラス会のアンケー

20番
（ 元田代議員 ） ぜひ監事意見をお聞きしたい。

トをとりませんか。

監事（ 岩本

会長

めますが、とりあえず執行部としては結論を出してい

ぜひお願いしたい。言いわけですけども、10

憲 ） 監事の意見は、後ほど３人でまと

万円の効果を期待していたのではなく、同窓会とクラ

ただきたい。

ス会のつながりで出してきました。角度の違うデータ

副議長

はあります。

に、クラス会についての予算を執行して構わないと思

担当（ 平田常務理事 ） 平成 21 年度から本年度までの

われる方は賛成の挙手をお願いいたします。

執行部が提案したこの第２号議案のとおり

（挙

データは理事会と予決委員の先生方にはお配りしまし

手

多

数）

反対の方は挙手をお願いいたします。３名ですね。

た。表をつくっております。あるクラス会では再入会
の案内も置かせていただいてきました。

協議事項の２）神奈川歯科大学附属病院新築移転推進

３番（ 中村代議員 ） クラス会に出席している同窓生

基金への同窓会からの寄付について、

の名簿を提出して、会員か非会員か調べていただく。

それでは、執行部からこの協議題の提案理由を説明し

それと、大学に残っている職員が魅力ある同窓会だと

てください。

いうのを体で示してほしい。

担当（ 秋本専務理事 ） 本部同窓会として寄附を行う

担当（ 平田常務理事 ） クラス会の申請は同窓会の会

ということです。寄附の金額について 700 万から 1,200

員にしていただきました。出席した同窓会の会員、非

万円の範囲で今は意見交換しています。寄附金の拠出

会員というのをデータとしていただけたら。

については事業基金会計から。拠出年度については平

25 番（ 外池代議員 ） クラス会というのは学年に

成 28 年度。

よって曖昧な状態だと思う。だから、代議員としてこ

副議長

の場に出席していただくのは難しいと思う。青年部会

会長

の参加は難しいのでは。

意見ですが、御審議をよろしくお願いしたい。

会長

代議員会の問題、クラス会の問題、それから大

60 番（ 石田代議員 ） これから同窓会も大学も周年

学本体とのおつき合いの問題、全てが同時進行でござ

行事と、たくさん同窓会員にお願いをしなくてはいけ

いますので、
ぜひ御協力を賜りたいと思っております。

ないと思いますので、妥当だと思います。

44 番（ 長谷川代議員 ） 同窓会の基本は全国の支部

会長

組織によるピラミッド型のシステムで運営している。

ただくのが理想です。

クラス会の代表が代議員会に参加ということには賛成

担当（ 金子常務理事 ） 事業基金で 5,200 万のお金が

しかねます。

一応残る予定でいます。それと、安定化資金も 3,400

会長

多分私も代議員の席に座っているとそのとおり

万のお金が残る予定なので、トータルで約 8,500 万ぐ

だと思うんですね。本当にこれが絶対いいということ

らいのお金が残る予定です。それで 1,000 万という金

ではないということは御理解賜りたいと思います。

額です。3,580 人という数で割ると１人当たり 2,800 円

３番（ 中村代議員 ） どんどん新しいことを取り入れ

の寄附という形です。

てください。地方から応援します。

52 番（ 鴨井代議員 ） それだけ余裕があるんだった

副議長

ら、代議員会は２回でもよかったのでは？執行部の先

強いエールをいただきました。実は先ほどの

700 万から 1,200 万って随分幅がありますが。
1,000 万円前後が適切なのかという理事会での

緊急動議で議案上程し、議事として可決してい

第２号議案を可決承認した経過の中で、東京の元田代

生方の予算の使い方は本当に大丈夫なのか。

議員から口添えもあって、この協議題のところで、会

会長

長がこの協議題の中の議論を意に酌んで執行していく

どん会員が減っていって、もっと切り詰めなければな

ということを含めて第２号議案をこのまま通過させて

らないときがきます。一般会計は必ず余らせるという

ほしいというふうにおっしゃいました。皆さんもそれ

方針で 10 年間やってきました。数年間どうしても足

について賛同をされました。このまま代議員会が終

らないので、この事業安定化資金から 100 万円ずつお
23

次の会長は２回に戻すかもしれませんし。どん

借りして、その間に代議員会を２回から１回にさせて

名で幾らというのを参考に聞きたい。神奈川は 600 名

もらってまたプラスが出るようにしました。場合に

で 100 万。北海道、133 名、50 万。

よっては２回に戻せるチャンスも出るとは思います

副議長

し、私も２回が本当はいいと思っております。

60 番（ 石田代議員 ） 当初、個人でやれということ

副議長

でしたが、支部でいいんですか。

協議題を、ここで議題に格上げをするという

千葉は 100 をちょっと切りますが、20 万です。

要望もありましたが。

会長

15 番（ 石田代議員 ） 本部同窓会での寄附は 1000 万

52 番（ 鴨井代議員 ） 支部で出したときも 10 万円以

ということですね。そのときに、都道府県の同窓会の

上出さないと名前書いてくれないのですか。

寄附はどれぐらいを考えたらいいか。

17 番（ 川端予備代議員 ） 埼玉、約 80 名で 10 万。

会長

64 番（ 中西代議員 ） 四国の徳島は 30 人で、今日 10

もともと会員個人から寄付を求めました。それ

支部名をちゃんと、名前を入れます。

万入れました。

から理事長いわく、支部からでもいいよというふうに
なって支部、
それから本部と。名前が載ると思います。
副議長

協議のその他。執行部からはなし。

各都道府県支部でどのくらいの支出を考えて

いるか、お願いします。
25 番（ 外池代議員 ） 神奈川県は会員が 600 人で、

11．閉会の辞

100 万ということで。

副議長

44 番（ 長谷川代議員 ） 議案に出されるなら早く出

します。

してください。議案を出すのは執行部の役割です。

副会長（ 鈴村佑子 ） 会長は非常に日々苦労して各地

27 番（ 米今代議員 ） 事業基金会計から寄付 1000 万

の情報を集めて執行に当たっております。まことにあ

拠出するという動議を出します。

りがたいことだと思います。きょうはお疲れさまでし

副議長

た。
（拍手）

賛同される方、山田代議員、それから外池代

それでは閉会の辞。鈴村副会長、お願いいた

（ 18 時 26 分

議員ですね。53 番 ･ 高山代議員、３番 ･ 中村代議員、

閉会 ）

４番 ･ 小松代議員、24 番 ･ 篠原代議員です。
27 番（ 米今代議員 ） 動議として取り上げるか。そ
の後、趣旨説明を私から。
副議長



動議を取り上げることについて賛否を問いま

記：総務担当理事

大澤一雄（22 回）

す。
挙手多数によりこの動議は採択します。
では、正式な提案理由を米今代議員、お願いいたし
ます。
27 番（ 米今代議員 ） 来年正式に提出したのでは遅
いと思いますので、まず額を決めておきたい。年度内
であれば修正予算を、正式な修正予算案は来年の２月
の代議員会で。まずここでは寄附を 1,000 万とする、
それを決めて執行していただきたいと。
副議長

緊急動議について賛成、あるいは反対の皆さ

んの御意見を頂戴します。
（
「なし」の声あり ）
（挙

手

多

数）

挙手多数。よって、この動議は可決承認されました。
27 番（ 米今代議員 ） 今年度の事業基金会計の修正
予算。
副議長

修正予算ですね。ということで、この協議題

の２）については 1,000 万円ということで寄附が決着を
いたしました。３）その他の協議。中村代議員、お願
いいたします。
３番（ 中村代議員 ） 先ほど各支部で幾ら出すか、何

〔 ヤマユリ：神奈川県花 〕
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平成 27 年度

定例総会 報告（抜粋）
挙手多数で承認。

平成 28 年２月 27 日（土）に神奈川歯科大学本館５階

第10号議案

大会議室で開催された。

（ 高橋

再入会者承認に関する件

朗常務理事 ）挙手多数。承認可決。

１．議長・副議長選出
総会議長に中村順三代議員（北海道支部）が選出さ

緊急動議が発生し病院への 1,000 万円の寄附を、事業

れた。

基金から拠出。挙手多数で可決承認。
７．その他

２．開会の辞 （ 金山美博副会長 ）

４番（ 小松代議員 ） 定款のほうも見直していただき
たい。

３．議事録署名人選出

会員（ 北海道の１回生 小阿瀬 ） 学校法人に寄附した

議事録署名人、24 番 篠原先生、49 番 杉本先生

場合の税額控除は受けられますか。
４．会長挨拶
（ 大舘
５．報

会長

満会長 ）

出ます。

８．閉会の辞 （ 渕田恒晴副会長 ）

告

（ 18 時 43 分

代議員会報告（ 飯塚 務代議員会議長）：代議員総数

閉会 ）

77 名中 65 名の参加をいただき、議会は成立。副会長


として新たに赤城代議員が選出された。１号議案から

記：総務担当理事 大澤一雄（22 回）

10 号議案まで承認可決、協議事項の１番、組織改革
についてクラス会助成金承認、神奈川歯科大学附属病
院新築移転推進資金への同窓会の寄附、緊急動議が出
され、1,000 万円を事業基金会計から拠出。
６．議

事

第 1 号議案

平成 28 年度事業計画

第 2 号議案 平
 成 28 年度一般会計− 1 歳入・歳出予
算
第 3 号議案

平 成 28 年度一般会計− 2（事業運営安
定化資金）歳入・歳出予算

第 4 号議案 平
 成 28 年度事業基金会計− 1 歳入・歳
出予算
第 5 号議案 平 成 28 年度福祉共済部会計− 1 歳入・
歳出予算
第 6 号議案

平 成 28 年度福祉共済部会計− 2（同窓
会年金）歳入・歳出予算

第 7 号議案 平
 成 28 年度奨学金基金会計歳入・歳出

月

予算
第 8 号議案 平成 28 年度職員退職金積立会計歳入・

2

歳出予算
第 9 号議案 平
 成 28 年度前受金会計歳入・歳出予算
（以上、金子守男常務理事）
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〔 平成27年12月から 平成28年５月までの 会務報告 〕
月

日
5

12 月 12
13
14
16
18
1月
24
30
6
20
2月

3月

4月

5月

21

曜

行事

出席者・講師

第 2 回監事会
土 第 4 回理事会
秋本 進先生 厚生労働大臣賞受賞をお祝いする会
土 第 2 回広報委員会
平成 27 年度第 1 回予算決算特別委員会
日
平成 27 年度第 1 回表彰選考委員会
月 第 9 回学術委員会
第 4 回常務連絡会
土
大分県支部学術講演会
月 会報 123 号発行
神奈川歯科大学同窓会学術講演会 -Back to the basic「クラウン形成の基準を理解する」
日
第 10 回学術委員会
東京医科歯科大学歯科同窓会「新年名刺交換会」
土 東京都支部新年会懇談会
九州地区連合会支部長・代議員会議
土 京都府支部新年会
神奈川県支部新年会
土 東京都支部学術講演会
第 57 回関東地区連合会
日

27

土

5
12
14

土
土
月

17

木

18
19
21
25

金
土
月
金

2

土

5
9
23
8
15

火
土
土
日
日

21

土

22
24
28

日
火
土

第 5 回理事会
第 2 回支部長会・福祉共済部運営委員会
第 90 回代議員会
平成 27 年度定例総会
青森県支部学術講演会
16 回生クラス会
第 11 回学術委員会
神奈川歯科大学卒業式
47 回生謝恩会
日本歯科医師連盟 参与会議
第 5 回常務連絡会
第 12 回学術委員会
「西村まさみを励ます会」
山形県支部総会・学術講演会
新潟県支部総会・学術講演会
神奈川歯科大学入学式
大阪府支部総会・学術講演会
平成 28 年度第 1 回常務連絡会
私立歯科大学同窓・校友会連絡協議会 12 校会議
千葉県支部総会・学術講演会
平成 28 年度第 1 回監事会
平成 28 年度第 1 回理事会
近北地区連合会総会
平成 28 年度第 1 回学術委員会
愛媛県支部総会・学術講演会
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講師：児玉利朗教授（14 回）
講師：西川義昌先生

大舘・浅井
大舘
岩本
大舘
講師：二階堂 雅彦先生
大舘・井本・浅井・鈴村・秋本
高橋・金子・植村・平田・岩淵

講師：児玉利朗教授（14 回）

大舘
大舘・秋本・平田
大舘

浅井・植村
佐藤・講師：三辺正人教授（12 回）
屋形・講師：北村 豊先生（6 回）
大舘
大舘・講師：大舘 満先生（7 回）
大舘・浅井
大舘・講師：菅谷

彰教授（14 回）

大舘・直江
講師：三辺正人教授（12 回）

平成 28 年度一般会計歳入・歳出予算
自
至

『歳入の部』

平成 28 年４月 １ 日
平成 29 年３月 31 日
（単位：円）

平成 27 年度予算額

平成 28 年度予算額

１．会 費

44,825,000

42,945,000

２．入会金

2,250,000

1,800,000

３．負担金収入

100,000

96,000

４．学術収入

300,000

300,000

300,000

300,000

2,889,000

0

1,000

1,000

同窓会年金より

５．繰入金

事業基金会計より

６．寄付金
７．雑収入
一般会計− 1

８．繰越金

一般会計− 2

（事業運営安定化資金）

1,358,000

608,000

40,960,000

44,735,000

（

10,000,000 ） （

10,000,000 ）

（

30,960,000 ） （

34,735,000 ）

９．事業運営安定化資金より受入金
歳入合計

0

2,087,000

92,983,000

92,872,000

『歳出の部』

（単位：円）

平成 27 年度予算額
１．事業運営費

46,531,000

内、予備費

（

11,458,000） （

平成 28 年度予算額
39,275,000
3,500,000）

２．事業基金会計拠出金

5,778,000

5,538,000

３．福祉共済部会計拠出金

6,524,000

6,246,000

４．奨学金基金会計拠出金

850,000

850,000

５．職員退職金積立会計拠出金

340,000

340,000

5,370,000

5,857,000

27,590,000

34,766,000

92,983,000

92,872,000

６．事業運営安定化資金会計拠出金
７．差引収支残高
歳出合計
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『歳出の部 事業運営費内訳明細』

自
至

平成 28 年４月 １ 日
平成 29 年３月 31 日
（単位：円）

科
目
款
項
目
１．事務費
1. 職員給与費
2. 諸手当費
3. 特別手当費
4. 税理士報酬費
5. 福利厚生費
6. 役員費用弁償費
7. 雑費
２．需要費
1. 備品費
2. 消耗品費
3. 印刷費
4. 通信費
5. 交通費
３．事業費
1. 学術費
2. 組織費
3. 広報費
4. 福祉厚生費
5. 情報処理費
４．会議費
1. 総会費
2. 代議員会費
3. 支部長会費
4. 常務連絡会費
5. 理事会費
6. 監事会費
7. 各種委員会費
５．渉外費
６．社会貢献費
７．還付金
８．予備費
事業運営費歳出合計

平成 27 年度
予算額
10,251,000
6,144,000
831,000
1,315,000
446,000
685,000
230,000
600,000
5,323,000
401,000
500,000
1,421,000
2,000,000
1,001,000
8,610,000
4,045,000
1,915,000
1,450,000
800,000
400,000
7,879,000
20,000
5,656,000
40,000
35,000
1,672,000
226,000
230,000
2,070,000
200,000
740,000
11,458,000
46,531,000

平成 28 年度
予算額
10,427,000
6,272,000
796,000
1,343,000
456,000
735,000
225,000
600,000
7,810,000
2,488,000
500,000
1,421,000
2,000,000
1,401,000
8,645,000
4,245,000
1,750,000
1,450,000
800,000
400,000
5,893,000
10,000
3,300,000
20,000
35,000
2,086,000
212,000
230,000
2,070,000
200,000
730,000
3,500,000
39,275,000

比較増減
（▲は減）
176,000
128,000
▲ 35,000
28,000
10,000
50,000
▲ 5,000
0
2,487,000
2,087,000
0
0
0
400,000
35,000
200,000
▲ 165,000
0
0
0
▲ 1,986,000
▲ 10,000
▲ 2,356,000
▲ 20,000
0
414,000
▲ 14,000
0
0
0
▲ 10,000
▲ 7,958,000
▲ 7,256,000

増減率％
（△は減）
1.72%
2.08%
△ 4.21%
2.13%
2.24%
7.30%
△ 2.17%
0.00%
46.72%
520.45%
0.00%
0.00%
0.00%
39.96%
0.41%
4.94%
△ 8.62%
0.00%
0.00%
0.00%
△ 25.21%
△ 50.00%
△ 41.65%
△ 50.00%
0.00%
24.76%
△ 6.19%
0.00%
0.00%
0.00%
△ 1.35%
△ 69.45%
22.04%

構成率
％
22.03%

11.44%

18.50%

16.93%

4.45%
0.43%
1.59%
24.62%
100.00%

本学と横須賀市民との交流の架け橋、ジャカラ
ンダです。
南米の桜、と云われている紫色の花で、神奈川
県が北限とのことです。卒業生の皆様、ぜひ見に
来てくださいね。
元 矯正科の藤田欣也教授がアメリカから種子を

持ち帰り、自宅で発芽させ、1990 年に本学の校
内に３本の苗木を植えました。先生が肥料をあげ
て、大事に育てました。その結果、
今は、毎年、市民が鑑賞に訪れる本学の名物（看
板娘）となりました。何が幸いするか、判らないも
のですねぇ。藤田教授ありがとうございました。
〔 ジャ と ダ をとって、
“カラン”
ちゃんという愛称をつけちゃいました。皆さん‼
明日からは “カラン”ちゃん と 呼んでくださいね。♡♥♥ 〕
：T. I

〔 第 114 号：平成 23 年 〕
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平成 27 年度 学術講演会 報告
西川義昌先生：

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」

クラウン形成の
基準を理解する

９回生 2015年 錦秋の京都にて

佐氏 英介（学術協力委員：31 回）

村上 賢一郎（９回）

去る平成 28 年１月 24 日（日）に平成 27 年度の最終
学術講演会が執り行われた。本講演は、
「クラウン形

昨年 11 月 14 日（土）に京都ホテルオークラにて 28

成の基準を理解する」と題し、歯牙形成の著書を複数

名の参加を得て久しぶりのクラス会が開催されました。

出版されている西川義昌先生により詳細な解説を頂く

秋の行楽シーズンで込み合う中、添付写真の方々（１

大変貴重な機会となった。講演は、漠然と歯牙形成を

名中座でしたが…）で楽しい夕食のあと集合写真を撮

行うのではなく、何を基準として削除量や角度などを

りました！
今回のクラス会同窓会はウェルカムドリンクでにぎ

決定するのか、その根拠について解説がなされた。

わう中、幹事の金田君の挨拶で開会、上元さんの乾杯

まず、診断の重要性を強調し、歯周組織、顎関節を

で始まりました。

含む周囲組織のコントロールについて述べられ、さら

京都ホテルオークラシェフの特別メニューとちょっ

に、理解すべき解剖学的要件として歯のサイズ、形態、
エマージェンスプロファイル、生物学的幅径などにつ

といいワインに「山崎」などのウイスキー、ビールな

いて解説された。これらを正確に把握することが重要

どで話は盛り上がり、京都で最も高いビルの最上階か

であることを強調した上で、メインテーマとなる「面

らの小雨に煙る夜景を見ながら、テーブル毎に出席者

形成の基準」について講演が進められた。

の近況報告が行われました。

頰舌側軸面は、スリープレーンコンセプト（３面形

髪、真っ白なったな～！とか変わらんね～、あるい

成）が基本であるとし、歯の長軸方向を歯頚部側の第

はあれ？誰だっけ、などの勝手な合いの手が飛び交っ

１面に設定し、中央基準面の第２面と切端（咬頭）の

たあと、森君のオカリナ（介護施設などでもたまに披

第３面で構成されていることを説明した。第１面に関

露するそうです）、松本、外池君の Old Days 演奏に歌

しては過去の研究から角度の数値を示し、第２面につ

が続くなか、尽きない話をもう１人の幹事村上が中締

いては第 1 面との角度差、第 3 面の設定については臨

めの辞、写真を撮って、ホテル内のバーやラウンジに

床的な基準を提示した。

二次会に流れました。

続けて隣接面、隅角部、臼歯部咬合面や前歯部切縁

参加者が予想より多くなかったのは、ちょうど歯科

部の形成についても解説がなされ、一つの歯牙を形成

医師会や学会、研修会などの行事が重なる季節で出に

する上で、我々が配慮すべき項目がいかに多く、重要

くかったこと、またやはり横浜、横須賀など神奈川が

であるかを認識する大変有意義な講演であった。

クラス会には最適で集まりやすいものと思われまし

当日は 100 名を超える参加者と複数のメーカーのご

た。またそろそろネームタッグなども準備した方がよ

協力により展示ブースが設置され、会場は大変活気あ

いかもしれない年齢になってきたようです。でも還暦

る雰囲気となり今年度の学術講演会を最高の形で締め

過ぎてもクラス会では学生時代に戻りました‼

くくる事となった。引き続き学術委員会では、有意義
な情報提供となる講演会を企画致しますので、ぜひと
もご期待ください。

扌 西川義昌先生
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［ 埼 玉 県 ］

お国自慢
あれこれ

（サクラソウ：県花）

埼玉県支部

支部長

桂

一平（7 回）

私の 埼玉 ! ７人の隣人にはさまれて窮屈です。でも、
せんべい はおいしい 草加 ! 緑のとても 美しい県 です !

（小宮のせんべい）

どの様な順番で私に原稿

と自宅からの通学を選ぶのはむりからぬ事ではありま

の依頼が来たのか分かりま

す。これからの支部活動は潜在的には優に百名を越え

せんが、ともかくまずは埼

る卒業生の掘り起こしが、当面の三笠会の活動方針で

玉県の紹介から。以前クイ

す。

ズ番組で埼玉は幾つの県と

さて埼玉の名所旧跡を、と云うご指示も有りました

隣接しているのでしょう

〔 今も昔もダンディーな僕 〕

埼玉県

ので幾つか紹介させて頂きます。

か、と云う問題がありまし

［小江戸川越］ 都心から約一時間で街はがらりと変

た。正しい答は７つ、東京

わります。蔵造りと呼ばれる建築様式、それは江戸の

千葉

茨城

群馬

山梨

町屋形式、漆食を使い土蔵のように作られています。

栃木

そして長野県。交

「小江戸」と呼ばれる歴史ある町並み、そこで人々が

通機関は東京方面には発達

実際に商売をして生活をしています。

していますが東西方向の移動には鉄道や道路を使って

［秩父・長瀞］ 県北西部の秩父では日本三大曳山祭

も時間がかかります。私の住む草加市から県歯科医師

である京都祇園祭り、飛騨高山祭り、の一つとして

会館のある浦和や同窓会で会員の集まる大宮までの時

知られる「秩父夜祭り」が約 300 余年前からおこなわ

間より、都心の銀座の方がかなり便利です。

れています。秩父神社の例大祭である夜祭りは豪華絢

この様な埼玉県の同窓会の支部は、昭和 46 年４名

爛な笠鉾、屋台の曳き廻し、夜空を彩る花火、昔から

の先輩たちにより発足しました。会の名称は校歌の中

人々を魅了しています。又、最近はアニメの聖地とし

の一節にもあります日本海開戦に勝利し近代日本のあ

て秩父は有名にも。長瀞の観光はライン下りです。上

けぼの的存在の、母校に隣接してある戦艦三笠にちな

から見るとまるで畳みを敷き詰めた様に見えることか

み「三笠会」と決まった、との事です。現在の会員数

ら「岩畳」と呼ばれる岩石の間を緩急の流れに乗り景

は 78 名、残念ながらこのところ減少傾向にあります。

観を楽しめます。

原因の１つに会員のご子息の母校離れがあります、県
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
内に明海大学、隣接する千葉に日大松戸歯学部、都内

［鉄道博物館］ 個人的な趣味からのお薦めは大宮駅
からニューシャトルに乗り一駅にある鉄道好きが集ま

にも通学可能な大学が数校、最近の経済状況からする

るミュージアム。引退したＳＬ、特急列車、その数

〔 小江戸川越‼ 時代劇いつ撮影するの？
「るろうに剣心」の続編あるかな？ 抜刀斎に会いたいわん♥ 〕

〔 秩父夜祭り‼ 見なきゃ損だぞ‼ イコイコ・ワッショイ‼〕
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〔 大人も子供も楽しい博物館。今度、あの子をつれて行こう♥
機関車トーマスとアンパンマン号に乗るんだ‼ 〕

草加駅前広場のブロンズ像「おせんさん」：
〔 あなたを いつまでも 待っています…♥ 〕
あなたの おせん より

30 車両以上、小さなお子さんから大人まで、一日楽

干しして一枚一枚手焼きするお店です。少々お値段は

しめます。

高めなのですが本当の「草加せんべい」が味わえます。

まだまだ紹介したい場所が沢山あるのですが最後に
私の住む［草加］を紹介して、終わりにしたいと思い

又、草加には、かの松尾芭蕉も通った国指定名勝「日

ます。草加といえば［草加せんべい］を思い浮かべる

本の道100選」に選ばれた草加松原があります。最後に、

人は多いと思います、市内にはせんべいの製造所や販

この原稿を書いている時、演出家蜷川幸雄氏の訃報が

売所は実に 60 軒以上有ります。よく、何処のおせん

入りました。彼は埼玉出身の有名人の一人でもありま

べいが美味しいか聞かれますが、皆それぞれに好みの

す。
会員の皆様‼

お店があり特に選ぶのは難しいのですが私の推薦の一

機会があったらぜひぜひ埼玉に遊び

に来てください。ね‼

軒は「小宮せんべい」
。私の住まいの近くにあり草加
でも数少ないせんべいの生地を自分の所で作り、天日

〔 原稿ありがとうございます。順番はありません。
たまたま先生が、私と同じ７回
生で、補綴科
（総義歯）
でしたから。
あと ＡＫＢ４８の 元選抜１位・渡辺麻友が
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜
埼玉なので…
やっぱそれが原因かなあ…あと先生が原稿を頼みやすいお人柄
（コレ、
ほめ
てます）
だったので… 〕
：T. I

〔 会報 120 号・総義歯 〕より

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」

http://inaoka82.com/
「会員のページ」をご覧になるには、会員登録が必要です。
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会員のページ

『

・ 私 の 支柱 ・
〔 ブーゲンビリア 〕

』
〔 ガジュマル 〕

長堂 芳子（17 回 ･ 沖縄県）
物事には、その渦中にいる時には

るが、沖縄大会に向けて、あっちでテニスをしている

全く気付かないでいて、ちょっと離

先生がいるという声を耳にしたらしつこく勧誘し人数

れてみることで見えてきたり気づい

を集めて強化練習を一年間続けてきた。日曜日のコー

たりするものがある。

ト確保は難しいので、診療が終わった平日の夜８時か
ら 10 時まで練習し、時々懇親会を入れながらチーム

大学６年時、私はテニスコートの

として結束してきた。

傍のベンチに座り後輩たちの練習風

その成果があって、本番では本戦トーナメントには

〔 テニスと宮古島
景を見ていた。通常は５年時の夏の
大好き少女の私 ♥
です 〕オールデンタルで部活は引退するの

僅差で進めなかったが、コンソレトーナメントで優勝

だが、私は大学６年時の春の関東医

を果たした。紙一重の優勝だったので、決まって皆で

科歯科リーグ戦まで試合に出ていて部活を引退したば

抱き合って喜んだ瞬間、私は 30 年前のあの大学のテ

かりだった。後輩たちのボールを追ういつもの練習風

ニスコートに引き戻された。「今、私は光の中に帰っ

景。クレーコートの土埃。何故か、テニスコートのそ

てきたんだ！」改めてチームで戦うことの楽しさをか

こだけがスポットライトに照らされて光の輪に包まれ

みしめた瞬間だった。

ているように輝いて映った。引退した私にはそれらの

この大会では毎年大学同窓の先生方、福岡県の内田

全てがとても眩しく感じられて一抹の寂しさで胸がち

雄治先生（５回）や内田雄望先生（21 回）
、熊本県

くりとした。
「少し前までは私もあの光の中にいたの

の有働秀一先生（26 回）に再会する楽しみもある。

に、私はもうあの世界を失ったんだ！」と知らされた

一昨年の大会時、沖縄県は人数が足りなくて宮崎から

瞬間だった。

二人助っ人に入ってもらったお陰で、初めて本戦の３

あれから 30 年が経ち、途中ブランクはあったがま

位に入賞した。その時内田雄治先生が「『他力本願』

さかまだテニスを続けているなんて自分自身が驚いて

とは正にこういうことを言うんだ」と笑いながら仰っ

いる。

たことは忘れられない。
もう１つは、私がライフワークとして関わっている

九州地区８県では「九州地区歯科医学大会」（九地

「宮古の自然と文化を考える会」の活動である。

連）という学会を各県持ち回りで開催している。去年
は沖縄が開催県であり、学会の厚生事業として、ゴル

私の故郷は沖縄の宮古島で、大学進学のために島を

フ、野球、テニス、剣道、ボーリング、囲碁、俳句な

離れ、一度は戻って島で５年間開業したが結婚で再び

どが各県対抗で行われる（俳句のみは個人参加）。沖

島を離れることになった。沖縄本島に移り住み子供が

縄県はテニスをされる先生方が少なく弱小チームであ

出来たことで故郷の宮古島についてもっと知りたい

〔 テニス大好き‼沖縄から世界に羽ばたく、テニスプリキュア
：
（ アニメで有名です )
4 の皆さん‼ プリキュアって知ってます？ 〕

〔 雑誌の「あとがき」を書きました♥ 〕

32

と思うようになった。宮古島は沖縄本島から 300 キロ

音楽、水産、環境分野などいろんな専門の方が参加す

離れていることもあり、自然環境も文化も異なってい

るが、全てのものは皆繋がっているから複雑であり面

る。わが子に伝えていく確固たる知識を私が求めた時

白いのだ。約 20 年近くこの活動に関わり、会の活動

期にタイミング良く、沖縄本島にいる宮古島出身の方

は講演会やシンポジウムの開催、本の出版にも及び、

たちが「宮古の自然と文化を考える会」を立ち上げ

これまでの内容をまとめて３冊上梓してきた。今４冊

た。それは故郷宮古島の経済優先の無差別な開発に心

目を発行準備中である。子孫に何を伝え残していくべ

を痛め、その行く末を案じる者たちが行動を起こした

きか、その為に今自分は何をすべきか、百年後にも誇

会だった。宮古島に住んでいると、小さな島であるが

れる故郷宮古島を思うのである。

ゆえにどうしても政治と生活が絡み合い純粋な判断や

この思いは私の日々の診療にも重なる思いでもあ

行動が難しい所がある。沖縄本島からは利害関係に惑

る。形あるものはいつか滅びる。自分がいなくなった

わされずに客観的に宮古島がよく見えるのだ。

後でも患者さんの中に息づくものが何か少しでも残せ
たら本望かなと最近は考えている。

島には様々な行事があり、子供のころ母の手伝いを
しながら「何でこんなことをするの？」と質問すると
「知らない。昔から皆がやってきたことだから」とし

会報の「会員のページ」はいつも楽しみに読ませて

か母は答えなかった。母は意味などどうでもよかった

いただいていました。岩淵先生から突然の原稿依頼で

のだろう。私はずっと島の人たちが守り続けてきた行

驚きましたが、逆にこのような機会を与えてくださり

事のその意味が知りたかった。だから興味を持ってい

感謝いたします。
たんでぃがたんでぃ！（宮古の方言で 有難う の意）

たのは文化だったが、文化は自然と切り離せないもの
で互いに影響を与えあって息づいていくものであるこ
と、そして自然界でおこることは生体でも起こるとい
うこと、何故なら人も自然の一部であるからだという
事をここで学んでいる。法学、農学、化学、民族学、

〔 過去の「同窓便り」の原稿をみて、貴女は
“書ける人”
と、僕は見ました。
そこでお電
話をさしあげました。正解でしたね♥。
また、原稿お願いしますね♥……いつも原
稿を待っている僕なのです 〕
：T. I
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平成28年度・学

術講

会場：神奈川歯科大学附属横浜研修センター・

日

時

テ

ー

マ

オープンサテライトセミナー

H28年

H29年

９月８日（木）18：00～19：30

インプラントの診査診断

10月20日（木）18：00～19：30

インプラントの外科手術の基本

11月24日（木）18：00～19：30

インプラント審美修復

12月22日（木）18：00～19：30

骨造成の基礎と臨床

１月19日（木）18：00～19：30

インプラント手術の合併症

２月16日（木）18：00～19：30

インプラント埋入時期と荷重プロトコール

３月16日（木）18：00～19：30

インプラントにおける軟組織の対応

大学院オープンサテライトセミナー

ライフステージを考えた不正咬合への対応
成人の矯正治療Ⅱ

７月28日（木）18：00～19：30

－顎変形症の治療－

・顎変形と歯列不正の関わりを知る
・先進の手術シミュレーションシステムとは

H28年

高齢者の矯正治療
９月１日（木）18：00～19：30

・包括診療の展開
・咬合管理のための歯周組織学的・生理学的背景

歯科医師のための内科学
睡眠医学講座

９月15日（木）
H28年

（睡眠時無呼吸症候群と歯科治療）

10月13日（木）

脳血管障害

11月17日（木）

腎疾患

（６階教室）

H29年

～虚血性脳血管障害が圧倒的に多いのは？

～意外に多い慢性腎臓病―投薬上の問題とは？

12月15日（木）

呼吸器疾患

～喘息は治らない？

２月２日（木）

消化器疾患

～歯科医療が総合消化器科のパイロット！

３月９日（木）

循環器疾患

～虚血性心疾患と不整脈、歯科治療上の注意点
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イラスト : Toru Iwabuchi

～ヒトはなぜ眠るのか？

演会のお知らせ

・横浜クリニック

講

7F 大会議室

師

インプラント科
児玉利朗 他
上野大輔
上野大輔
児玉利朗 他
上野大輔
児玉利朗 他

参加費：無料

主

催

・

紹

介

お問合せ先

・神奈川歯科大学附属横浜研修センター・横
浜クリニック（日本口腔インプラント学会
指定研修施設、日本歯周病学会指定研修施

045-313-0007

設）

（担当：深瀬）

・どなたでも参加できます。
・歯科医師会生涯研修ポイント習得可

・神奈川歯科大学附属横浜研修センター・横
不島健持

浜クリニック

矯正歯科（高度先進口腔医

学講座）

045-313-0007
（担当：深瀬）

・歯科医師会生涯研修ポイント習得可

・受付

17：30〜／開始

18：00〜

・生涯研修の学び直しセミナーとして、連携
栗橋健夫

医療機関の歯科医師の先生方は積極的にご
参加ください。
・歯科医師会生涯研修ポイント習得可
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045-313-0007
（担当：深瀬）

ココ です ♡

：

：

：

：

神奈川歯科大学同窓会学術：
36

大 会 議 室

6F

教室・図書室・実習室・他

5F

手術室・内視鏡室・病室

4F

内科・眼科・耳鼻咽喉科
放射線科・検査科・健診室

3F

矯正・小児歯科
障がい者歯科・インプラント

2F

成人歯科・口腔外科

1F

受

付

横浜クリニック

同 窓会 学 術 講演会 開 催 !

7F

平成28年度・新入生の皆様!
合格おめでとうございます‼

訃

６年間の学生生活を楽しんでください。
青春は一度。人生は一度。
未来を創るのはあなた!です。
小野 陽右
龔
盈樺
中丸 正貴
赤尾 謙一
浅井 佑太
有賀翔太郎
石川なな子
市側 真理
今崎友里恵
内田日南子
大林 赳士
岡本 佳之
樺沢 大河
金
恩澤
許
方瑜
黃
尉倫
郡山 麻那
齋藤球瑠海
佐藤健太郎
志賀 敬太
白石 貴久
杉山 功祐
諏訪 大地
徐
東完
髙井 雅存
瀧居 智広
谷口 聖夏
陳
品臻
土井 智絵
友田 敦子
西村紗稀子
林 瑶一郎
平野 史也
藤原 健洸
松田 創真
森本 佳奈
山田 香織
李
明憲

神原 寛子
寺本 圭吾
長谷川 哲
秋澤 星礼
東川 敬実
猪川 貴弘
石間 勇人
井上
諭
今澤 宏太
榮元
優
大和田尚彦
小澤 庸介
川村 典子
金
演帝
桑原 博史
江
柏毅
小島 寛人
佐々木彩乃
佐藤摩利那
柴多 一宏
末村 紀貴
鈴木
葵
詹
皓喆
蘇
澤民
髙部 芳哲
滝口 嶺人
陳
靖媛
辻田紘太郎
湯
曜銘
友田 美香
萩原 拓実
原田江利菜
藤澤
奎
許
志赫
松本 麻里
矢嶋ゆうな
楊
朔
劉
韞平

『特別会員』
奥山典生 （元 神奈川歯科大学化学 教授） 2015.06.13

（39 回・甲）

松波

長池博史

（42 回・甲）

宮城県支部

（40 回・甲）

大学支部

雄

（31 回・甲）

神奈川県支部

大野康夫

（５回・甲）

福井県支部

長濱貴昭

（34 回・乙）

山口県支部

山内雅人

（17 回・甲）

大学支部

14 回）

2015.06.23

ご逝去

照井道夫 （宮城県支部

１回）

2016.03.21

ご逝去

吉村法子 （青森県支部

５回）

2016.03.22

ご逝去

飯村昭朋 （兵庫県支部

６回）

2016.03.24

ご逝去

安藤慶治 （京都府支部

15 回）

2016.05.17

ご逝去
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「 月の 雫 」


1.

2.
3.
4.


側頭筋
頬骨弓
咬筋深部
咬筋浅部

5. 前部筋束
6. 中部筋束
7. 後部筋束

〔咀嚼筋〕

〔あとがき〕
普段は
「あとがき」
は書かないようにしていますが今回はちょっと書いてみまし
た。
★今号の「お国自慢」の桂先生がおっしゃっていました原稿依頼の「順番」
は、全くありません。お願いする人は、私個人の感覚
（編集方針）
で決めてい
ます。つまり、
それは １）
頼みやすい方 ２）
私の同級生か、私が元在籍して
いた補綴科の医局員だった方 ３）
学年の下の方
（これは何故かというと、
上の方で〆切り近くにドタキャンしてきた人がいたこと。原稿提出を快諾して
くださったにもかかわらず、又、〆切り１ヶ月前に確認をさせて頂いたにもかか
わらずご提出いただけなかった方とか、上の学年の方にそういう方が多いた
めです、下の学年の方にも１人いました） ４）
執行部の役員の出身支部
５）
地理的位置関係
（隣接する支部には頼みません）
今回の桂先生の一件は１）
と２）
に該当いたします。

再入会者
秋本

仁 （東京都支部

5

山梨県支部

清水智子

ご逝去

『正会員』

輿 佑史郎
仲田 知司
相
銀河
秋山 貴宏
熱田 修一
池内 啓介
井関ひとみ
井上
匠
岩橋 拓也
大北 祐輝
岡田 夕紀
折田 聖奈
菅野
俊
邱
大桓
黃
昱儒
河野 虎己
近藤 浩史
佐藤 彰洋
塩田 宇宙
清水 航介
菅原
学
鈴木
渉
詹
翔賀
田内 将弘
高宮 由衣
田中 宜仁
陳
品勳
鄭
如案
富樫 拓樹
中武 祐輔
林
慧
人見総一郎
藤村 晃伎
松下
仁
蓑輪 真由
山賀 弘樹
横山 千海
和田 侑依

新入会者
若林茂雄

報

★「お国自慢」の目的は、
「 代議員会」
という霧のベールに包まれた、
個々
の代議員を全く知らない一般会員のために、
代議員同士でも会話をしたこと
がない、
あの人だあ～れという霧をとり払うために、
親睦のために、
代議員の、
支部長先生のお人柄を知っていただきたいために、
企画したものなのです。
★「お国自慢」の本当の自慢は、その支部の「会員」の皆様なのです。
★まだご依頼をされていない県の支部長さま、
ぜひご協力をお願い致します。
代議員会報告、会務報告、予算等の会務だけの「会報」は、
はたして何人
の会員が見るのでしょう。
そこに恩師、知人、同級生、先輩、後輩、友人等の
“読み物”
が入ってこそ、読んで見ようという気にもなるのではないでしょうか。
（もちろん、読んでいただけるためのレイアウトは必要です）
「お国自慢」
・
「会員のページ」
を楽しみにしている会員もいらっしゃいます。
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〔 「表紙」の女性の元の絵は、
このページの右の絵、
「 月の雫」の
女性です。
さてモデルは誰なのでしょう？……昔、昔、昔さらに
昔、
資生堂のモデルでした 〕
：T. I

