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クラス会開催（８回・16 回）報告

表紙

：『 青い空と、菜の花 』

青い青い空を背に、黄色い菜の花が一面に咲いていま
す。ポカポカと暖かい陽気に包まれて、お花畑の真ん中
で、コロリとあおむけに寝ころびます。
お花を額縁に、青空を見上げるのです。広く、広く、
ど こ ま で も ど こ ま で も 続 く 青 い 空 は、は る か は る か
銀河宇宙へとつながっています。
そう、
「青空の向こう」にはいったい何があるのでしょ
う。１人、１人、異なってはいても、その人にとっての
「しあわせ」は、
今まさに、
青い空の中からおりてくるのです。

写真：金子宣由（19回・写真部OB）
文
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：岩淵

通（７回・広報担当常務理事）

富士山

（ 太陽＝同窓会 ）
イラスト・構成：Toru . I

す。今後、増える災害に対し国民ファーストで政府に
対応してもらいたいと思います、具体的には災害に対
しての早さと質が求められております。また、同窓会
においても危機管理の対応が今まで以上に重要になる
との判断から既存のルールの見直しを進めております。
さて 、学校法人神奈川歯科大学においては新病院
の建設もすすみ、予定通り本年９月には竣工の予定で
す。５月には創立 100 周年記念事業が計画されていま

巻 頭 言

す。過去に多くの事がありましたが負の遺産を乗り越

～ 年頭の御挨拶 ～

え、新生神奈川歯科大学として歩んでいます。同窓会
も一丸となり節目である大学の 100 周年記念式典、新
病院竣工、開院を応援してまいります。

会

大 舘

同窓会においては以前より組織改革、事業の見直し

長

を進めております。総論的協議を長く行ってきました

満

が、本年２月の代議員会にて若手会員、女性会員がど
のようにしたら同窓会活動に参画できるかに絞って結

謹んで新春のお慶びを申し上げます。皆様には日ご

論を出して参ります。会則改正を含む案件ですが、ま

ろより同窓会活動に対しご協力を賜り心より御礼申し

ずは試験的に運用させてもらい、その後、再度協議を

上げます。

重ね多くの先生方のご理解を得て、本格始動につなげ

昨年は 熊本地震（平成 28 年４月 14 日）
、その後、

て行きたいと思います。アメリカの大統領選挙の結果

連続で大型台風の上陸、豪雨、鳥取地震と続きました。

には驚きましたが、多くの人が閉塞感を打ち破りたい

明らかに温暖化による異常気象と地殻変動を感じさせ

と願っていることが解りました。同窓会においても変

ます。熊本地震では緊急を要するため２月の代議員会

化を受け入れ広い世代や女性が参画しやすいシステム

まで支援の動きを止めることを避け、監事さんをはじ

にして行きたいと考えています。皆様のご理解とご協

め代議員会議長、副議長、予算決算特別委員会委員、

力が必要です。

全国の支部長、代議員の先生方のご協力で在宅にてご

皆様には今後ともご高配とご指導、ご鞭撻を賜りま

意見をたまわり、短時間で支援金を募り事業基金の使

すよう心よりお願い申し上げます。本年も皆様のご多

用もご了解いただきました。そして、昨年 10 月に支

幸とご健勝を心より祈念して年頭の挨拶とさせていた

援金の形で被災した熊本県支部同窓（一部大分県支部

だきます。

を含む）を応援する事が出来、大変安堵いたしており
ます。
このように次々に災害が発生する現状で日本政府の
危機管理が疑問視されます。阪神・淡路大震災（1995
年１月 17 日）の後、日本政府はアメリカ合衆国連邦
緊急事態管理庁（FEMA、フィーマ）の存在を精査
し日本版 FEMA を検討していたことを思い出しまし
た。その後の事はよくわかりませんが、いまだに日本
では災害発生のたびに総理大臣や担当大臣がばたばた

同 窓 会

した姿をさらし慌てて組織作りをしているイメージで
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よ、

の

の

糸瀬 正通（１回 ･ 福岡県）
岩本

神歯大１回生として卒業後、同附

『

憲先生が私のことを心配し、大阪での勤務医を

属病院保存科に勤務し、アルバイト

辞めて代診として働いていただき開業も軌道に乗り出

崎県の離島対馬で開業していた父親

２人の手相見の方に貴方は一生お金に縁がないが人

が急病で長期療養が必要となり、附

には恵まれていると云われたのがぴったり当っている

属病院を退職し帰島を余儀なくされ

ような気がする。

年間の インプラント治療
した。
38と麻雀に明け暮れていた２年後に長

の 変遷 について 』

その当時、福岡市歯科医師会は九州歯科大学の卒業

た。
離島での１年半が今頃になって考えると、私の歯科

生が７割近くしめていたので神歯大で次に開業する後

人生において貴重な経験になった。その当時、患者の

輩のためにも開拓しなければいけないことが多く、神

多くは通院するにも交通の便が悪く、保存可能な骨植

歯大卒業生として認めてもらえるまで悔しい想いが多

堅固な歯髄炎の歯牙も抜歯を要求されることが多く悪

かった。
その後 1978 年に恩師河原英雄先生から教えていた

戦苦闘の毎日だった。

だいたバイオセラムインプラントを臨床に取り入れた

そのお陰で抜歯に関しては昼食も取れない無駄な時

のが私の歯科臨床の大きな転換期となった。

間を費やしたが抜歯に関しては、自信が出来、その後
の診療に役に立っている。当然、局部床義歯、総義歯

当時国内のインプラント事情はブレードタイプ、骨

の患者が多く、総義歯製作の経験がないうえに技工士

膜下インプラントが主流で限られた臨床医の間で施行

もいなかったので、夜遅くまで総義歯の教科書を横に

されていた。パーシャルデンチャーからバイオセラム

置き、パラフィンワックスによる咬合床製作、人工歯

インプラントの固定式の欠損補綴を行うことにより、

排列、重合研磨までを訳も解らない状態で製作し、患

アンテリアルガイダンスを獲得するための臼歯部のセ

者に装着していた。一番苦労したのは、ワイヤークラ

ントリックストップの確立が容易となり、固定性の上

スプ曲げが多い局部床義歯だった。ほとんどの総義歯、

部構造を装着することで、患者の審美、機能、心理的

部分床義歯患者の顎堤の状態は良く、顎の変位も少な

な満足度は想像以上の反響を得ることが出来た。

かったので、初心者の私が作った義歯でも装着してい

1980 年に下川公一先生と知り合い、不安定顎位を

ただいていた良き時代だった。 是非これから開業さ

模索するためのスプリント療法、硬軟組織歯周外科、

れる先生方は最初の数症例でも総義歯の製作を最初か

歯肉療法、矯正療法、そして最終補綴にもっとも調和

ら最後まで自分一人で行うと、天然歯における理想的

と機能を求めたプロビジョナルレストレーションの重

な咬合関係や顎運動なども見えてくるので、実行され

要性を教えていただき、全顎治療にも積極的に取り組

ることを期待する。

んだ。
1985 年頃から欧米のオッセオインテグレーション

1973 年（昭和 48 年）28 歳の時に種々の理由により、
神歯大卒業の一番手として福岡市で開業した。離島で

タイプのチタンインプラントが日本でも輸入され始

の休みのない診療と技工の疲れ、開業資金繰りで銀行

め、インプラントに対するそれまでの評価は一変し、

の奔走、工事の遅れなどの疲労困憊で開業した。

急速に臨床応用される時代へと突入した。

その結果、開業したその日から激症肝炎で即入院と

2000 年代になるとインプラントの審美性について

なり、お先真っ暗で多くの方に迷惑や心配をかけた。

種々論文が発表され、それにともなう術式や上部構造

3 ヶ月間の入院療養中、同期の熊谷幸昭先生、沼

も変化し、より天然歯に近い修復物が求められるよう
になった。

定明先生、３回生の山道信之先生や同大学附属病院保
俊雄教授のご配慮で剣道部員だった医局員

私の 38 年間のインプラント臨床の経験は 1980 年代

を代診として福岡まで送っていただいたので今がある

は機能回復に重点を置き、上部構造は歯肉縁下マージ

と感謝している。

ンの設定が多く、審美性は欠落していた。

存科故堀

病気が回復し仕事を始めた頃、卒業後、大阪で勤務

1990 年代に入ると機能的回復と同時により天然歯

していた高校・大学・部活もいっしょだった４回生の

に近い審美性を求めるようになり硬軟組織の再生療
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法、骨造成、アバットメント接合部は深めの設定、上
部構造の歯肉縁下マージン深くの設定が主流となった。
その結果、2010 年代になるとインプラント周囲炎
が発症する症例が出始め、反省すべき事例がみえてき
たように思う。1990 年以降、インプラント周囲軟組織、
生物学的幅径、インプラント間乳頭、インプラント間
距離、マイクロギャップの位置、インプラント体表面
性状、形態、アバットメントの形態などに関する研究

〔 初診時 〕

論文が多く発表され、近年では審美性に考慮したイン
プラント修復治療の予知性に対する評価が確立されつ
つある。
インプラント周囲炎を惹起する要因は種々考えられ
るが、アバットメントはインプラント体のプラット
ホームより小さい体を使用するプラットホームスイッ
チ、インターナルテーパージョイント、スレッドの改
〔 ３年後 〕

良、浅めのマージン設定などで多少なりとも解消され
ていくと考える。
顎骨再建には 20 年前より骨形成能を有する自家骨
と骨誘導能を有す他顎骨、異種骨、骨伝導能を有する
吸収性 HA、β -TCP、非吸収性 HA の混合して使用し
てきた。
ま た 10 年 前 よ り 血 液 成 分 の 多 血 小 板 血 漿 PRP、

〔 術前パノラマ写真 〕

PRF の成分因子と移植材と混和することによって早
期の骨再生促進がはかれるようになった。
将来移植材はメンブレンを使用しなくてもよい形状
賦活性、保持性を有し、骨のモデリング素材として、
骨代替材の機能を有し、経年的に生じるリモデリング
に対応する合成タンパクが開発されることを期待して
いる。

〔 ３年後パノラマ写真 〕

上部構造においても CAD/CAM システムの発展に

し術中の CT 撮影を行い、埋入方向、深度などの確認

より、インプラント分野でもチタン、ジルコニアの加

をし、必要があれば方向修正を行い、ドリリングに移

工が可能となり、アバットメントやスクリュー固定式

行していけば失敗が少ないことが今になって解った。

の最終上部構造用フレームなどの製作、また樹脂系素

被爆量の問題はあるが術中の CBCT 撮影は私のイン

材の加工にも携わることにより、手術時に使用する

プラント臨床では必要不可欠なものと考えている。

サージカルテンプレートなどの製作までも可能となっ

最近では幾ら良くできたパーシャルデンチャーより

た。今後は CAD/CAM 技術のような３D（三次元）

もインプラントによる固定式補綴物の方が患者の満足

デジタルソリューションは急速なスピードで発展して

度、感謝、感動の度合いは全く違うことを実感させら

いくと思う。

れる毎日である。

これから益々進む高齢化社会においては審美性より

50 才頃より、朝昼晩の筋トレ、週１～２度のジム

も恒常性を求めたインプラント補綴を優先に考えてい

通い、月２～３回のゴルフラウンドを楽しみ、体力を

る。

維持しているのが現状であるが 46 年の臨床経験を生
かし、高齢者の患者とともに、体力の限界を感じるま

施術においてもボーンレベルだけではなく、ティッ

で生涯現役でいたいと云う夢を描いている。

シュレベル、１回法のフィクスチャー選択も視野にい

今後末永く、母校をはじめ同窓会の先生方の益々の

れ、適材適所でフィクスチャーの選択を行っている。

発展を祈っています。

CBCT による術前の診断はもとより、超音波装置（ピ
エゾ）でスターティングホールを形成し、その形成窩
にガッターパーチャーポイント（No.70 ～ 80）を装入
5

〔 糸 瀬 正 通 先生、
昨年の１月13日に、原稿のご執筆をお願いしてか
ら、
すでに１年が経過いたしました。やっと日の目をみる
ことになりました。
ご執筆、誠に有難うございます。又、機会がありまし
たら、
ぜひお願いいたします 〕
：TORU IWABUCHI

「 第 50 回 全日本歯科学生総合体育大会 を 迎える に 当たり 」
神奈川歯科大学／副学長
教学部部長（歯学部学生担当）

菅谷

彰（14 回）

平成 29 年冬季と平成 30 年の夏季に第 50 回歯科学生総合体育大会が開催されます。冬季部門として 3 競
技部門、夏季部門として 23 の競技部門が予定されています。この 50 回の大会の総合主幹を神奈川歯科大学
が引き受けることになりました。同窓の多くの先生方も経験したこの競技大会（歯学体：通称オールデンタル）
は、今も毎年欠かさずに実施されています。競技によっては本学の参加がない部門もありますが、参加でき
る部門に関しては全力で臨み、神奈川歯科大学の名を背負い活躍してもらえるものと確信しております。こ
こ数年、部員数の減少から試合ができないクラブもいくつか出てきているようです。場合によっては複数の
クラブを掛持ち（兼部）、複数の競技に参加する学生も増えています。大学は学修が第一であることは言う
までもありませんが、多くの学生にとって最後の学園生活の場であることも事実であり、学生たちは進級、
こな

卒業、国家試験など、厳しいハードルを熟していく中で、時間を調整しながら勉学に励むとともに、課外活
動を謳歌し有意義な学園生活をおくっています。
ここ数年、本学の歯学体の結果としては芳しい成績は残せていませんが、学生達は皆一生懸命に各々の競
技を行っています。学園生活の中で学生たちは同級生を通じ横の繋がりを学び、またクラブ活動では先輩・
後輩を通じて縦の繋がりを学びます。現役の学生たちはさらに OB の先生方からも多くのことを学びます。
大会直前には、学長を中心とし教職員と歯学体参加者による結団式を行い、戦いの志気を高めています。
学生たちは日々の練習や大会への参加を通じ、自身の能力の向上や他者への思いやりなど人間性を豊かにし、
個々の成長に繋げています。
同窓の先生方におかれましてはクラブの後輩、本学の後輩の歯学体での活動に対するご理解とご協力をお
願いし、第 50 回の歯学体を成功裏に終えるとともに、今後の学生たちの成長を見守って頂きたいと願って
おります。

〜 神奈川歯科大学 学生諸君 へ‼
「 栄光への架け橋 」はすぐソコ 。

〔 学長と歯学体参加者による結団式；選手宣誓 〕

君の一歩が未来を開く‼
世界を変える‼

〜

さあ、君自身のためにガンバろう‼
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平 成 28 年 度

学術講演会 報告
が確立されていて、腸内細菌を改善するという方法で、

花田信弘 先生

ビフィズス菌マウスと呼ばれており、それは生活習慣
病にならず20％程度長生きするモデルである。ビフィ
ズス菌化されたマウスは、ほとんどのマウスが天寿を

別部 尚司（7 回：学術副委員長）

全うできるが、一般食のマウスは癌になったり、潰瘍

去る、平成 28 年 7 月 10 日（日）鶴見大学歯学部探

になったり循環器病などの病で天寿を全うできなかっ

索医学花田信弘教授による「長寿社会におけるオーラ

た。人間とマウスは食形態が違うのですべてを当ては

ルフレイル予防の意義とその方略」と題した学術講演

めることはできない。マウスは糞食するので、そのビ

会が行われた。我が国の医療目標は「健康寿命の延伸」

フィズス菌 LKM512 は口に入り腸に入りずっと循環

である。歯科医療も当然、100 年続いた従来のように

していく。人間は糞食をしないので、口腔細菌と腸内

痛みを取り除き、機能・審美・構造回復を図り周囲組

細菌は別々にコントロールする必要がある。

織の恒常性を保つといった従来の医療目標だけでな

ヒトがビフィズス菌マウスのように元気で生き抜い

く、国民の健康寿命の延伸が共に医療目標で、内科と

ていくためには腸内細菌を乳酸菌のビフィズス菌優位

の糖尿病連携が可能な Total Health Dentistry に進化

にしていかなければならない。PLoS ONE,20116；
（8）
：

しなければならない時代になってきた。これが現実だ

e23652 に掲載されている松本先生の論文によれば、

が、ピンと来ない諸兄が多いかもしれない。しかし、

LKM512 ビフィズス菌マウスの腫瘍出現率は 0％で腫

厚生労働省は少なくとも本気でこの路線に沿って変え

瘍は起きなかった。しかし、コントロールの普通食マ

てきている。例えば、かかりつけ型歯科強化型診療所

ウスでは 22％の腫瘍出現率だった。慢性炎症の潰瘍

のみが請求できるエナメル質初期う蝕加算 260 点がそ

についても、7％に対し 22％と大きく出現率が違った。

れであり、路線に沿うものとそうでないものと 2 極分

ヒトの健康長寿は血管のコントロールにある。その

化させてきている。さらに、一般医科との連携を求め

ためには生涯血圧を正常に保つ必要がある。健康長寿

ており、申請していないのに新設された入院における

の 2 つのポイントは「細菌」と「栄養」で、一つはブ

歯科医師の食提言に50点付いたのもその表れである。

ラシ、フロスによる菌血症の予防が秘訣だ。人間の歯

3 年後に歯科に予定されている管理医療費の新項目も

はマウスの歯のようにずっと伸び続けないので、一度

この一環となる。

歯の周りにバイオフィルムが付着したらそれを除去し

このように歯科界も大きなイノベーションが求めら

ない限り、ずっと付着し続けて病原性を示すので、そ

れている。本田宗一郎の「哲学なき技術は狂気であり

れを除去するためには歯科衛生士が必要だ。栄養のた

技術なき理念は無価値である」を引用し、科学的に歯

めには予防と補綴によるタンパク質の低栄養（隠れ肥

科は説明できなければならない。そして、哲学に基づ

満：体重は正常だが体脂肪率が男性で 25％、女性で

いた歯科医療を行っていく必要がある。同時に、哲学

30％以上である状態で、運動不足と食事の偏りが原因）

のない医療は淘汰されるので、「歯科疾患とは何か？」

を改善し、ならないようにすることである。

の問いを明確に答えられるようにし、歯科医師、歯科

老化は DNA のメチル化が原因であり、たばこによ

衛生士、歯科技工士、管理栄養士がそれを明確に理解

り遺伝子が機能しなくなったり、慢性炎症がメチル化

してチーム医療を行なっていかなければならない。歯

を促進し癌化を促したりするので、徹底した口腔清掃

科は、QOL を高めて健康寿命の延伸を図るといった

と除菌・消毒で、歯科衛生士の力を借りて生活習慣病

国民の希望に寄り添った医療分野という特徴もあるの

の発症を抑え、アンチエイジングのライフコースアプ

で、鶴見大学で行っている先制医療を紹介する。

ローチをできるだけ早くから行うことが必要だ。歯科

また、花田先生が聞いた「100 歳まで健康な生活は

医師、歯科衛生士、歯科技工士と管理栄養士のチーム

可能か？」というテーマの東北大学の藤井教授の講演

のために、午前は TBI に必要な歯原性菌血症の知識

を引用して、可能だがその目標は、「元気に生きて 2

とその予防技術について、その対応策が豊富な文献提

週間で寝込んであの世に行くこと」で判りやすく明確

示のもとに行われた。

で感銘を受けたとのこと。そして、既に動物実験系で

そして、午後は歯科領域の拡大に繋がり、すぐ役に

は、
「一生病気とならず、元気に天寿を全うする方法」

立つ新な領域の『歯科栄養学』の知識と実践について、
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3 年後に保険導入が予定されている歯科の特定保健指

できるのを防ぐ、歯周病の進行を予防するなど健康を

導のために、歯科栄養学を勉強した。

維持するのに有利な働きが報告されている。

う蝕、歯周病の発症と歯の喪失は栄養バランスの偏

ω３脂肪酸は人体で合成できない必須脂肪酸で、多

り（食品多様性の欠如）を示す。う蝕は 3 大栄養素の

価不飽和脂肪酸の一つだ。青魚の脂肪の DHA、EPA

炭水化物が過剰なことを示し、低 GI 値（グリセミック・

と亜麻仁油、荏胡麻油、しそ油のω 3 脂肪酸がなぜ体

インデックス値：ブドウ糖を摂った時の血糖値が上が

に良いかは、細胞膜が脂質 2 重層で、親水部分の頭部

る率を 100 とした時、他の食べ物ではどれくらいの血

と疎水性の二本足の尾部からなっているからによる。

糖値上昇を示すかを相対的に示した数値）で食品を選

細胞膜は飽和脂肪酸ばかりだと密に並びすぎて透過性

び糖質中毒を避けることを目標とする。炭水化物は食

が悪くて代謝がうまくいかない。しかしそこへ、片足

べると 5 分後に一気に血糖値が上がりインスリンが分

がやや開いているω３脂肪酸の不飽和脂肪酸が入ると

泌されて 30 分後にストンと下がってくる食品なので

わずかに隙間が空き透過性がよくなり、物質代謝（老

メタボリックシンドロームに良くない。GI 値を勉強

廃物を捨て、栄養物を取り入れる）がうまくいき細胞

しておく必要が理解できた。さらに、肥満の中学生の

活性が上がる。飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の比率は

実験で、高、中、低 GI 食の 3 群に分けて朝、昼食べさ

半々位が良い。細胞膜を構成する脂肪酸の種類によっ

せてその後自由に食べていいよと言っておき、その後

て、細胞膜の流動性や働きが変化するというわけだ。

の様子を観察すると、高 GI 値食は、すぐにお腹がす

細胞膜表面には受容体、イオンチャンネルなどがあ

いて1時間後には食べ始め、総カロリーも最も多くなっ

り、細胞膜の脂肪酸が遊離することで生体反応を起こ

た。ところが低 GI 食は 2 時間たっても食べずに 3 時間

す。飽和脂肪酸は肝臓で合成できるが、不飽和脂肪酸

後に食べた。これは、高 GI 食は食後すぐに血糖値が

は人体では合成できないので、食で外から取り入れな

上がり、インスリンもすぐに過剰分泌されるので、低

ければならない。

血糖となり空腹中枢が働くのでお腹が減ってすぐ食べ

トランス脂肪酸は最も好ましくない油だ。アメリカ

てしまう。低 GI 食の子供はインスリンがじわじわ出

では危険で規制されているが、日本では規制がないの

てきてなかなか低血糖にならないので、空腹中枢に指

で各自で気を付けなければならない。

令がいかず、3 時間経ってようやく低血糖となり空腹

必須脂肪酸であるω６とω 3 は多価不飽和脂肪酸だ

中枢が働き食べたということだ。高 GI 食はこれを常

が、ω 6 は炎症を高める脂肪酸なので過剰摂取しては

食すると太る。逆に痩せようとするなら低 GI 食を選

いけない。それに対しω 3 の脂肪酸は、厚生労働省が

んでおく必要があるというわけである。このように糖

摂取を推奨している良いものだ。日本人は欧米人に比

質は、膵臓から急にインスリンを過剰分泌させる。ブ

較すると刺身を食べる食習慣があり多く摂取している

ドウ糖を脂肪細胞に運んで脂肪に転換していくので、

ので、これが日本人の長寿原因だと推測されている。

内臓脂肪がどんどん増える。脳の血糖値は急速に下が

しかし、それでも不足しがちだ。魚以外からω 3 脂肪

り、空腹中枢が働き続け常に空腹になってくる。これ

酸を摂取するには、亜麻仁油なら一日にティースプー

を「糖質中毒」と呼ぶ。この理屈から「スイーツは別

ン一杯摂る習慣が必要になる。

腹よ」というのは糖質中毒だといえる。高齢者では、

栄養保健指導の場合には、保存場所で説明すると理

こういった状態はサルコペニアになる。太っているけ

解が得られる。「冷蔵庫に入れても固まらない油」が

ど筋肉量が少ないという「サルコペニア肥満」になる

不飽和脂肪酸でω 3 の脂肪酸だ。そこで、「室温で固

と大きな糖尿病のリスクファクターになる。

まる油は食べるのを避けてください」と指導する。
ω 3 の脂肪酸が代謝されると DHA、EPA になる。

いっぽう、歯周病は五大栄養バランスの崩壊だ。
抗酸化物質（ビタミン C、E、α、βカロテン）は
オメガ

歯周病を予防し、ω ３脂肪酸（多価不飽和脂肪酸）
を摂取しないと歯周病進行リスクは 1.5 倍高くなる
（Iwasaki Nutrition 2010）。
「ω３脂肪酸が健康に重要だという発見」は、栄養
学的に 20 世紀最大の発見だといわれている。ω３脂
肪酸の機能は、血中の中性脂肪を減らす、血圧を下げ
る、癌を抑える（リグナン）
、アレルギーや炎症性疾
患を抑える（αリノレン酸）
、記憶力や学習能力を高
める、認知症を予防する、精神を安定させる、血栓が
8

ω 3 脂肪酸と歯周病の関係には論文があり、75 歳高

児玉利朗 先生

齢者 235 名の追跡研究の結果、飽和脂肪酸を多く摂
取 す る と 歯 周 病 の 進 行 を 早 め る（Iwasaki、J Dent
Res 2011）
、前出したω３脂肪酸（多価不飽和脂肪

山野悟志（42 回：学術委員）

酸）を摂取しないと歯周病進行リスクは 1.5 倍高くな
る（Iwasaki Nutrition 2010）、ω 3 脂肪酸には抗炎症

2016 年 11 月 27 日（日）、茨城県水戸市内のプレジ

作用があり、ω 6 脂肪酸の過剰摂取は炎症性疾患を進

デントホテル水戸にて神奈川歯科大学同窓会・茨城

める危険因子だというのが重要だ。また、アメリカで

県支部共催学術講演会が行われました。講師に、神

20 歳以上の 9182 人の成人の 3 分の 1 のω 3 脂肪酸摂取

奈川歯科大学大学院歯学研究科 高度先進口腔医学講

量の高いグループと低い 3 分の 1 を比較すると歯周病

座インプラント・歯周病学分野 教授 児玉利朗先生を

になっている割合がオッズ比 0.78 で歯周病になりにく

お招きし、『歯周病治療・インプラント治療における

いことを示した（Naqvi AZ et al. J Am Diet Assoc.

ティッシュマネージメント』と題するテーマで講演

2010）論文から、ω 3 脂肪酸は身体と口腔を守る食物

していただきました。
当日は、大舘同窓会長の挨拶から始まり、講演の

として定着してきた。
これからの歯科は、歯周ポケットから細菌が血管に

前半は、ソフトティッシュマネージメントを行うに

入るのを防ぐために、クリーニングするだけではなく、

あたり、遊離歯肉移植や結合組織移植をはじめとす

「ω 3 脂肪酸が炎症で破壊された組織を修復する」な

る歯周形成手術の概念、歯周形成手術における創傷

どの知見から、食事指導をすることが必要になる。

治癒の概念、骨移植材の性質ならびに骨伝導の概念、

このように栄養学の根拠に基づいて、う蝕や歯周病

GTR 法や GBR 法の概念など、基本的な事項について

にならない食事指導をすることにが、生活習慣病の保

講演していただきました。後半は、テルダーミス（組

健指導にもなるために、歯科口腔保健との融合が図ら

織再構築型の創傷カバー材）を使用した簡便な歯肉

れる。

増大法の概念・適応症・テクニックについて、さら

最新の栄養学を教えていくためには、まず歯科医師

には生体材料を応用したインプラント治癒のための

が正しい知識を勉強し、歯科衛生士、管理栄養士を教

GBR 法や抜歯テクニックとしてのソケットマネージ

育し、そこから患者を指導していくことになる。

メントについて、数多くの実際の症例と共に、より
臨床に沿った内容を講演していただきました。

80 数名の出席者は大きな感銘を受け、質疑応答も
多く、大盛況のうちに閉会した。引き続き学術委員会

当日は、同窓会茨城県支部会員内外を含め、50 人

では、有意義な情報提供となる講演会を企画していま

程度の先生が参加されました。受講者の中からは、
「と

すのでぜひご期待ください。

てもわかり易く、すぐに実践したい内容であった」
などの好評をいただき、盛況の中、学術講演会を閉
会いたしました。

す

会

い
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ん
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れ

5号

〔 7月10日 〕

〔 花田信弘先生 〕

〔 児玉利朗先生 〕
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〔 新入会員をいっぱいつれてくる、
しあわせのコウノトリ♥君です 〕

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 』

同窓会のマーク

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 ！

支部

今までになかっ

総会･講演会開催

『 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 ! !

構成／Toru. I

〔 金の卵 〕を生む同窓会。
（「 ジャックと豆の木」
より ）

和歌山県
小森 明広（21 回）
６月 18 日（土）平成 28 年度和歌山県支部同窓会が
白浜町南紀白浜エクシブ白浜アネックスにおいて開催
されました。
第 25 回通常総会が行われた後「歯周治療の流れ」
をテーマに口腔機能修復学講座岩崎和人先生（39 回）
による学術講演会が行われました。
歯槽骨骨膜由来細胞シート移植、歯周病の基本のお
さらい、
症例報告など色々な事をお話いただきました。
木村幸弘支部長の謝辞の後、同エクシブ内の日本料
理「海幸」に場所を移し、なごやかに懇親会が行われ
ました。
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香川県
服部 啓吾（19 回）
日が変わり翌 10 日（日）には昨年に初めて香川県に

平成 28 年７月９日（土）午後７時よりＪＲホテル

来られたという口腔機能修復学講座の木本茂成教授に
支部
暑気払い・学術講演会報告
続き、今年は小林 優先生（顎顔面機能再建学講座講
之支部長の挨拶により始まりました。翌日の学術講演
クレメント高松に於いて暑気払い（懇親会）が琢磨靖
講師として来県されました神奈川歯科大学附属病院病

師）により同ホテルにて午前９時より「筋痛症；疼痛

院長の小林

優先生を交え食事が進むにつれお酒も増

管理から見た顎関節症の新しい治療」と題しておこな

え大学時代を振り返ったり、今後の歯科治療について

われました。講演では建設中の附属病院の話があり一

熱く語り合っていました。写真は懇親会終了後の集合

度見学に行きたくなりました。講演終了後は帰りの飛

写真です。

行機の時間が気になるほど質問が続きました。
香川県支部においては年が明けて総会と新年会を開

２次会は同ホテル BAR にておこなわれ、３次会は

催しております。

ホテルを出て、やはり香川県！うどん県！ということ
でうどん屋に集合でした。

〔 オリーブ ：県花〕

山形県
加藤 克彦（11 回）
神奈川歯科大学同窓会山形県支部は平成 28 年４月

続いて午後５時よりの総会では佐藤正知（24 回）

２日（土）午後３時より、鶴岡市湯の浜温泉「游水亭

専務理事の司会のもとに、安達節洋（10 回）副支部

いさごや」にて平成 28 年度総会・学術講演会を開

長の開会の辞に続き、加藤克彦（11 回）支部長が挨

支部

総会・学術講演会開催

拶を行いました。まず昨年の報告において、石黒

催しました。はじめに母校より三辺正人口腔機能修復

（７回）元支部長が厚生労働大臣表彰と神歯同窓会有

学講座教授をお迎えして「歯周病は、全身関連性疾患
として捉え、診断治療する

豊

～歯周病・糖尿病連携診

療スタートに向けて～」と題して講演会が開催されま
した。三辺先生は歯科疾患としての歯周病のご説明か
ら始められ、さらに糖尿病でのリスク因子としての歯
周病、歯科医院での医科との連携、また咀嚼と代謝や
健康な食生活との関係、更に歯周病の先進治療として
の FMD 抗菌療法など幅広い見地から最近の知見を交
え分かりやすく述べられ、大変感銘を受ける内容でし
た。ご講演では歯周病を通じて医科との連携を考え、
今まで築かれた歯周病学を全身の健康に結びつける新
しい試みを述べられました。
11

功章を、また折居國昭（４回）君が山形県歯科医師会

の佐藤

誠（５回）による説明を聞いて決定されまし

功労会員賞という嬉しい知らせが披露されました。さ

た。経費全般については厳しい中、緊縮するところも

らに第 89 回・90 回の代議員会・福祉共済部運営委員

検討されました。その後の７時からの懇親会は、再び

会の報告では同窓会の入会率や運営費について説明が

三辺教授を囲み石黒元会長の挨拶、鈴木正憲（８回）

ありました。協議事項としては佐藤寿之（13 回）理

前支部長の乾杯の御発声により始まり、地酒や日本海

事より 27 年度決算案の説明があり、さらに 28 年度事

の幸を頂きながら、母校の話などで盛り上がり和やか

業計画案・予算案が上程され承認可決されました。ま

な歓談は深夜まで続きました。

た、附属病院新建築の寄付については同窓会本部理事

千葉県
高橋

晃（16 回）

存在する。地球は恒星である太陽から程よい距離（ハ

平成 28 年 10 月 16 日（日）午後２時より千葉市の京

ビタブル・ゾーン）に位置している。

成ホテルミラマーレにおいて標記の会が開催された。
この懇話会は、昭和 55 年に第１回が神歯を含む六校

私たちの天の川銀河は一千億の星の集まりである。

の同窓会・校友会で開催され、その後少しずつ参加校

ドレークが考案した知的文明の数を推計する方程式を

が増え、昨年より十六校となり現在の名称となってい

あてはめると一千億の百分の一、つまり十億個の第二

る。運営は輪番制で一年の任期で当番校となり、懇話

の地球が存在する可能性がある。地球以外に生命が存

会は年一回を基本として開催している。会則において

在するかどうかは十年以内に結論が出るであろう。

「千葉県内の同窓会・校友会代表者が一堂に会し、懇

美しい星空を眺める「星空浴」をお薦めしたい。宇

親を深めるとともに『千葉県歯科医師会の発展と千葉

宙は、人間がみられる最も広大な時空間である。季節

県歯科医師会の会員の益に寄与すること』を以て目的

ごとにそれぞれの星たちが迎えてくれる。見上げるだ

としている。本年は六十五名が参加。神奈川歯科大学

けで夜空＝宇宙がある。宇宙的視点、視座を得るきっ

千葉県支部同窓会の当番で開催された。

かけにして、そして自由に思いを馳せられる場として
活用して頂きたい。

【懇話会】

【懇親会】

来賓の県歯会長・連盟会長・国保会長にご挨拶いた
淳支部長が議長とな

会場を 16 階のスカイバンケットに移し、演壇に上

り行われた。千葉県歯科医師会での組織率回復に関連

がっての各校の同窓会・校友会の自己紹介で盛り上が

して「会員からの医業継承の相談に対し、新規開業を

りつつ、和やかな雰囲気の中で懇親も出来、あらため

希望する歯科医師を把握し継承問題に結びつけたい。

てこの懇話会の意義を感じられた。

だいた後、協議が当番校の木村

その把握に同窓会のネットワークを活用することが有
効ではないか」との発言に、新規開業希望者を把握す
る手段を持っている同窓会・校友会はないことが明ら
かになり、各校でこの件について検討を始めることを
確認した。
その後、記念講演として日本の天文学者の中では最
も有名な 1 人といえる国立天文台天文情報センター教
授・副台長の渡部潤一先生を講師として、
「宇宙生命

〔 ミクロコスモス 〕

は存在するか～天文学からのアプローチ～」というタ

（拡大鏡で見て下さい）

・映画「メン・イン・ブラック」
から……
猫の首輪のアクセサリー
の中に入っている一千億の
星の集まり、渦巻く銀河宇
宙です。

イトルで講演していただいた。
【講演要旨】
地球も月もそして私たちも、前の世代が残してくれ
た星のかけら。そして宇宙のどこにでも生命の材料は
12

〔 右は渡部潤一氏 〕

長野県 支部

総会

報告
丸山 久雄（23 回）

平成 28 年度長野県支部総会が、７月 9 日（土）上伊

た。カリキュラムの違い、授業環境の変化、出席管理

那郡南箕輪村の大芝荘にて開催され、会員の先生方

や成績評価など 20 数年前に学生であった頃と比較し

25 名が出席した。

てあまりにも変わったことが多く、驚くとともに今の

総会では藤原由直長野県支部長の挨拶の後、会務報

学生は我々世代よりもかなり厳しい環境でしっかり勉

告、代議員報告があり、27 年度収支報告および 28 年

強していることを知った。高齢化社会を迎え誰しも遅

度予算案が可決された。また長野県支部 40 周年記念

かれ早かれ介護を必要とする時期が訪れるわけである

事業、代議員会の要望について協議され閉会した。

が、口腔内環境と要介護状態との関係、健康寿命の延

総会終了後は、本学学長平田幸夫先生により「神奈

伸と歯科医師が貢献できることについてご説明を頂い

川歯科大学の今、介護状態にならないための疫学的研

た。後輩の学生たちに負けないようにと参加した先生

究からみた歯科からの発信」と題してご講演を頂いた。

方は皆真剣に講演を拝聴していた。
講演終了後、記念写真の撮影を行い、続けて懇親会

歯科医師過剰時代、人口減少、少子高齢化など歯科界
を取り巻く環境が厳しくなっている今日であるが、そ

が行われた。平田幸夫学長、大舘

満同窓会本部会長

れにともない歯科医師国家試験は難化、18 歳人口減

よりご挨拶を頂き、和気藹々とした雰囲気の中で、久

少から歯学部経営も厳しさを増している。こういった

しぶりにお会いする先生方と歓談し楽しい時間を過ご

現状から本学でも教育システムの大きな改革が求めら

した。
ご参加いただいた先生方、ありがとうございました。

れており、これに対して学長が先頭に立って取り組ん
でいる改革実行プランとその成果についてご説明頂い

〔 りんどう ：県花〕

〔 北穂高岳から槍ヶ岳（3,106m）を望む。
槍ヶ岳の山頂に登り、
「世界」を見渡す。宇宙（天）に一歩、近づく〕： T. I

〔 平田幸夫学長 〕
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北海道
畑

良明（７回）

連合会札幌支部では多くの事業を企画し、全道の会

6 回から大谷が中継ぎで登板、制球が定まらず先頭

員に発信して好評を得ている。日本ハムファイターズ

バッターに 2 塁打を打たれ、送りバント、ファーボー

観戦は人気事業の一つであるが、会員と家族が札幌

ルなどで 1 − 3 塁とされたが、その後粘り１安打無失

ドームに集結し、ビール片手に応援している姿はカー

点で役目を終えた。

プ女子ならぬ「ハム女」といわれ、手作りのつまみ、

日本ハムのまずさが目立ち、極めつけは 7 回陽岱鋼

クッキーなどを持ち寄り、応援グッズを振っている様

のヒットの後、二つのファーボールでノーアウト・満

子は、同窓会の一体感を座席周辺に示している。

塁の好機。しかし、バッター、レアードがショートゴ

ロで本塁フォースアウト。球は、そのまま 1 塁へ、ダ
支部・日本ハムファイターズ観戦記

それでは観戦記を報告する。

ブルプレー・アウト、続く岡がファーボールで 1 − 2 塁、

野球観戦が 7 月 24 日行われた。対するは連勝を 15

その後大野が 3 塁ゴロでスリーアウト。ノーアウト満

で阻止されたオリックス。
日本ハム先発・加藤貴之は、荒れ球ながらも初回を

塁から1点も獲れず。まずい攻撃の後にはピンチ、ピッ

無得点に抑え、上々の立ち上がり、対する日本ハムも、

チャー・バースが 8 回表、先頭をファーボールで出し

単調な攻撃でチェンジ。試合は2回から動き、先頭バッ

た後、送りバントで 2 塁に進められ、続くバッターも

ターがファーボールで出塁したが、ツーアウトを取っ

ファーボールで 1、2 塁、モレルが 2 塁打を放ち同点、

た後モレル、若月に連打を浴び、先制点を献上した。

キャッチャーパスボールでランナー 3 塁。そして、最

日本ハムは3回裏、
岡のヒット、続く杉谷の送りバント、

後に送りバントを決められ、再び逆転、2 − 3 で負け

大野、西川がヒットを重ねてあっさり同点にした。し

てしまった。
日本ハムは 6 回と 7 回の満塁機を逃すなど 14 残塁、

かし、中島のアウトの後、陽岱鋼のヒット。ランナー
1−3塁で中田が簡単に3塁ファールフライでチェンジ。

オリックスに 15 連勝に続き、またも 5 連勝を止められ

4 回裏に日本ハムがたたみ掛け、岡がこの日 2 本目の

てしまった。

ヒットで出塁、
「DH」杉谷が抜擢に応え、バットを強
振、レフトがスライディングキャッチを試みたが、グ
ラブから打球がこぼれる間に 1 塁走者の岡が生還して
タイムリー 2 塁打となり、逆転した。

〔 レアード、ノーアウト満塁の好機にショートゴロでダブルプレ− 〕

〔 １回生の五十嵐夫妻、４回生の小松家族など 10 家族、総勢
29 名で熱い声援を送る 〕

〔 利尻山を望む。稚内からフェリーで利尻島に渡り、海抜 0m から
1,721m の山頂まで登る… 北海道から，遠くはシャングリラまで
見える（見えそう）… 〕
：T. I

〔 ハマナス：道花 〕
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福島県
幹事

玉橋

豊（29 回）

午後 4 時より学術講演会が開催され、講師に井野
支部
平成28年度定時総会・学術講演会
智神奈川歯科大学附属横浜クリニック院長を招き、
「接
て 16 人参加のもと開催された。
6 月 25 日（土）
「いわき市生涯学習プラザ」におい

午後 3 時より定時総会が開催され、村松信正副支部

着技法を活かしたセラミックス補綴の基本」と題して

長の開会の辞後、小林享二支部長の挨拶があり、小林

講演があり、症例に応じたセラミックスの選択に関す

支部長が議長に選出され議事に入った。

る考え方、本学で行っている最新の基礎的研究データ

報告として平成 27 年度事業報告、会計決算報告、

等を交え、接着効果を高める上で必要な臨床上の注意

災害準備積立金別途会計決算書報告、会員現況報告、

点等を紹介していただき、早速臨床で活用したいと

代議員会報告があり、いずれも承認された。

思った。

議案として平成 28 年度事業計画（案）
・会計収支予

午後 6 時 30 分より場所を移して「海道」で懇親会が

算（案）
、災害準備積立金別途会計予算（案）につい

あり、井野先生と共にいわきのおいしい料理とお酒を

て説明があり、いずれも可決確定した。続いて、次期

楽しみ午後 8 時 30 分に終了し、その後 9 時から二次会

執行部についてと熊本地震の義援金について協議さ

があり、会員皆で親睦を深め 11 時には散会となった。

れ、桑名利直会員の閉会の辞で終了した。

〔 ネモトシャクナゲ：県花 〕
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愛知県
静間

康之（34 回）

演題でご講演いただきました。

平成 28 年 7 月 24 日（日）名古屋市内、「名古屋観光

実際の災害現場の前線のお話から、身近な患児への

ホテル」にて、支部総会及び学術講演会が開催され

虐待発見の話、また今現在の国家試験の話まで多岐に
支部
平成28年度・総会、学術講演会報告
わたる興味深いトピックスを聞かせていただき、大変
総会では山田専務理事の進行のもと、浅井支部長の

ました。

貴重な時間となりました。

挨拶に始まり、報告、予算案や計画の協議が行われ、

講演後は懇親会も開かれ、世代を越え多くの先生方

無事閉会しました。

と思い出話や情報交換、近況報告をさせていただき、

その後学術講演会が行われ、本学・災害医療歯科学
講座

山田良広教授を講師に迎え「歯科医師にできる

こと

年齢推定、身元確認、虐待の早期発見」という

とても充実した総会になりました。

〔 カキツバタ：県花 〕

岩手県
佐々木
しい中、来盛して頂いた大舘

平成 28 年 6 月 18 日（土）午後 4 時 30 分より、ホテ

隆人（23 回）

満同窓会長の大学・同

窓会近況報告が行われた。

ルロイヤル盛岡に於いて標記例会、および学術講演会

例会終了後は、神奈川歯科大学附属横浜クリニック

が開催された。例会では栃内明啓支部長の挨拶の後、

院長の井野 智先生（高度先進口腔医学講座准教授）
支部
創立35周年記念例会・学術講演会報告
をお迎えし「接着技法を活かしたセラミック補綴の基
状況、新入会員の栃内秀啓先生の御紹介、そしてお忙
歯科医師会報告、神奈川歯科大学附属病院の建設進捗

本」と題したご講演を頂いた。
「近年のファインセラミック技法の進歩により、セ
ラミック補綴は耐水性、耐摩耗性に優れ、審美的にも
機能的にも安定した評価が得られるようになってき
た」とのイントロデュースから始まり、基本的術式の
説明として表面処理法、デュアルキュア型レジンの重
合反応など、臨床例としては大学病院に於けるラミ
ネートべニアを始め長期に亘る多くの症例をご紹介頂
16

いた。勘所として、破損や脱離といったトラブルを避
けるためには材料の選択や取扱い方法が重要であり、
接着による補強効果の重要性を説かれた。また大学で
行っている最新の基礎的研究のデータ等を交えなが
ら、経営的にもコスト意識の大切さを謳いながら臨床
上の注意点をご紹介して頂いた。
他にも先生からは、横浜クリニックの院長になった
経緯、クリニックの近年の年次経営状況、東京サテラ
イトクリニックの構想など同窓にとって興味深いお話
来、深夜遅くまでお付き合い頂きながら更なる親睦を

を頂いた。

深めることができたようである。

同ホテルで行われた懇親会ではお酒も入る中、膝を
交える形で井野先生、大舘先生のお話を聞くことが出

静岡県
支部長

永田

康文（９回）

平成 28 年７月 10 日（日）、ホテルアソシア静岡にお

懇親会では小沢静岡県歯科医師会副会長の挨拶の

いて、静岡県支部総会終了後東京歯科大学同窓会静岡

後、両校の紹介ビデオと柴田理事の神奈川歯科大学の

県支部との合同保険説明会を東京歯科大学 51 名、神

紹介スライドの説明が行われ、和気藹々とした雰囲気

奈川歯科大学 38 名の出席を得て開催しました。

で進められました。会の途中からは柳川県歯会長（日

東京歯科大学神田支部長より今回の共同開催のいき

歯副会長）も参加されました。最後にはお互いエール

さつを含めた挨拶ののち、永田より神奈川歯科大学の

を送った後、神奈川歯科大学、東京歯科大学の校歌を

歴史紹介をしました。松下日歯代議員の挨拶をいただ

斉唱して、これからの東京歯科大学、神奈川歯科大学

静岡県 支部

の同窓会静岡県支部の友好関係を誓ってお開きとなり
総会及び東京歯科大学同窓会静岡県支部との
ました。
の保険説明を出席の先生方が熱心に聴講しました。
合同保険説明会、懇親会
いた後、東京歯科大学出身の保険審査委員３名の先生

〔 つつじ：県花 〕

永田康文氏（昔の補綴科第二講座の直系の後輩です。がんばって下さいね）: T. I
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〔 平成28年 ６月 から 12月 までの 会務報告 〕
月 日 曜
6月 5 日
11 土
12 日
16 木
18 土

行事
平成28年度第1回予算決算特別委員会
鹿児島県支部総会・学術講演会
西村まさみ時局講演会
第2回学術委員会
和歌山県支部総会・学術講演会
岩手県支部総会・学術講演会
24 金 平成28年度第1回広報委員会
25 土 第2回常務連絡会
日歯役員との懇談会

出席者・講師
講師：竹之下 伸一先生
大舘・芦田
講師：岩崎 和人先生（39回）
大舘、講師：井野 智院長（20回）

福島県支部学術講演会
26 日 埼玉県支部総会・学術講演会
福岡県支部総会・学術講演会
7月 2 土 第63回全国歯科大学同窓・校友会懇話会
北海道地区連合会総会・支部学術講演会
兵庫県支部学術講演会
9 土 長野県支部総会・学術講演会
九州地区連合会支部長・代議員会議
京都府支部総会
10 日 第3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『健康長寿社会におけるオーラルフレイル予防の意義
とその方略』
香川県支部学術講演会
17 日 8回生クラス会
21 木 会報124号発行
23 土 第2回理事会
24 日 愛知県支部総会・学術講演会
学校法人 神奈川歯科大学理事との懇談会
30 土 鶴見大学歯学部同窓会との二校合同役員会
8月 20 土 第4回学術委員会
第32回全国歯科大学同窓会・校友会学術担当者連絡会
28 日 愛知学院大学歯学部同窓会・鶴見大学歯学部同窓会との
三校合同役員会
9月 1 木 学会理事と同窓会との連絡協議会
3 土 東北地区連合会総会・宮城県支部学術講演会
10 土 第3回常務連絡会
11 日 明海大学歯学部同窓会創立40周年記念式典・祝賀会
15 木 第5回学術委員会
22 木 私立歯科大学同窓・校友会連絡協議会12校会議ならびに
時局講演会
奥羽大学歯学部同窓会との二校合同役員会
10 13 木 第6回学術委員会
月 15 土 第3回理事会
22 土 日本歯科大学創立110周年全国校友大会
九州地区連合会支部長・代議員会議、福岡大会懇親会
群馬県支部学術講演会
11 12 土 徳島大学歯学部創立40周年同窓会創立25周年記念式典・
月
祝賀会
17 木 第7回学術委員会
19 土 山梨県支部学術講演会
20 日 第41回よこすかシーサイドマラソン無料歯科相談

大舘・浅井・鈴村・相原・屋形・秋本
植村・平田・岩淵・山中・木本・竹花
講師：井野 智院長（20回）
井本、講師：小林 優病院長（14回）
講師：内田 雄望先生（21回）
大舘・浅井・赤城・平田（鹿児島県支部長）安田
金山、講師：中村 順三先生（4回）
講師：岸本 裕充先生
大舘、講師：平田 幸夫学長（11回）
赤城・岩本

講師：花田 信弘先生

講師：小林 優 病院長（14回）
大舘・秋本

講師：山田 良広教授（18回）
大舘・井本・浅井・鈴村・相原・赤城・屋形
金山・直江・渕田・秋本・植村・平田・金子
大舘・浅井・鈴村・秋本・植村
屋形・山中・前畑（学術委員会）三橋・別部
大舘・鈴村・秋本・植村・芦田
大舘・鈴村・秋本・山中（学術委員会）三橋
大舘、講師：齋藤 正寛先生（20回）
大舘
大舘・浅井・鈴村・植村・平田
大舘・浅井・鈴村・植村・平田

浅井
大舘・赤城・木本・岩本
講師：山田 良広教授（18回）
渕田

講師：三辺 正人教授（12回）
田口 長（24回）市田 佳子（33回）
廣川 晃司（12回）奥村 由香・青木 香穂
23 水 木本 茂成教授 日本小児歯科学会理事長就任祝賀会
大舘
26 土 広島県支部学術講演会
講師：茂木 信道先生（21回）
栃木県支部学術講演会
講師：二瓶 智太郎先生（22回）
27 日 神奈川歯科大学同窓会茨城県支部共催学術講演会-Back 講師：児玉 利朗教授（14回）
to the basic『歯周病治療・インプラント治療におけるティッシュ
マネージメント』
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月 日 曜
行事
12 3 土 第2回監事会
月
第4回理事会
第51回学会総会
11 日 第2回予算決算特別委員会
平成28年度第1回表彰選考委員会
15 木 第8回学術委員会
17 土 第2回広報委員会
18 日 神奈川歯科大学同窓会学術講演会-Back to the basic『欠損を診る目、読む目―患者満足度の高い
パーシャルデンチャーデザインを求めて―』

出席者・講師

講師：谷田部 優 先生

〔 山梨県：ほったらかし温泉から富士
山を望む 〕
：4 回いきました。
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満開になった僕なのです

『

蕾はいつ

』
荒井

正博（７回 ･ 神奈川県）

大学を卒業し、5 年間の勤務医を

連帯責任が罷り通った時代でした。テニスの面白さに

経て、七夕と箱根駅伝で有名な平塚

魅了され、6 年間部活中心の学生生活を送り、5 年生

で開業してから36年が経ちました。

の時には主将になり、自分を大きく成長させてくれま

診療所は江戸時代から栄えた漁師町

した。礼儀・上下関係・人とのつき合い方等、教室で

の一角にあり、義理人情に厚く開業

は得られない多くのことを学び、今日の生き方や、人

当時には言葉は荒く、口調は強くて

間形成に大いに役立っています。
―〔 平塚歯科医師会（会員 150 名）〕―

戸惑うこともありましたが患者さんは今、三代に渡っ
て来院され、家族のように世間話や家庭の様子を語り

現在、顧問を務めています。30 年間、理事を続け

合いながら、若いスタッフ共々すっかり地域に溶け込

ほとんどの行事や行政との折衝に参加してきました。

み診療しています。

家で夕食を摂るのは月に半分もなく、診療を終えるや

趣味は特にこれといって無く、一向に上手にならな

否や会合に出かけ、帰るのは午前様という生活が当た

いゴルフを 30 年以上続けています。一時は毎週のよ

り前でした。その頃の先輩は家庭のことは女房任せで

うに練習場に通い、コースに出ていましたが、近年は

会務に熱い人が多く、夜遅く迄、会の歴史や仕組みを

会務が忙しく月一ゴルファーとなり 100 も切れなくて

教えられ育てられました。気が付くと常務・専務・副

毎回悔しい思いをしています。気分転換・健康のため

会長を歴任し会長になっていました。元々リーダーの

にと自分を納得させていますが…。

資質は無く、先人の築いた伝統を守り、和の精神を大
切にしてきました。リーダーは理と情を備え、周りの

始めた頃は入れ込み、夏は涼しい所、冬は暖かい所

人に恵まれ、責任感と体力だと痛感しました 。

を求め各地を巡りました。
美味しい物を食べ、夜の街へ繰り出し、仕事も家庭

同窓会平塚支部は 44 名の大所帯ですが、皆仲良く

のことも忘れ、
仲間と遊んだことは楽しい思い出です。

まとまっています。本部副会長の鈴村佑子先生（１回）

最近の歯科界は逆風の中にあり、若い人は余裕が無く

のご尽力により築かれたものです。その支えは心の拠
り所となり励みとなり感謝に堪えません。

歯科医
師会、同

―〔 これからは 〕―

窓会の旅

還暦を過ぎたら

行やゴル

北海道の郷里に帰

フコンペ

り、釣りや花づく

の参加者

りをしてのんびり

が少なく

余生を送ろうと考

淋しい限

りです。これ迄ホールインワンを 2 度達成しました。

えていましたが、 〔 平塚の ミス 七夕です♥‼キャー‼すてき‼〕
女房の「私は行きません。お一人でどうぞ‼」の一言

最初は 30 年前、当地、平塚富士見ＣＣ平塚コースで、

で断念。まだ、頼りにしてくれている患者さんやスタッ

2 度目は 6 年前、軽井沢 72 の押立コース。いずれも池

フのためにも、健康な限り、仕事を続け、下手なゴル

越え打ち下ろしでボールがカップに消えていくのが見

フに誘われ、飲み会では後輩を相手に昔を語り、うる

えました。特に 2 度目は同伴者が妹の松本智子（11 回）

さい親父になろう。

〔中央：筆者〕
〔左：簑島利文氏（8回）右：松井宏榮氏（11回）〕

で兄貴の面子が立ちました。
―〔 大学時代の部活 〕―

半世紀前、港の見える横須賀駅に降り立ち、今で

圭選手の活躍によりメジャーなスポー

も 入学式の桜の美しさ が目に焼き付いています。 当

ツとなったテニス部に所属していました。何の経験も

時、１年生の蕾はいつになったら満開となるのでしょ

なく、軽い気持ちで入部しましたが、そこは経験者の

うか？神歯大同窓生として誇りを持って、残りの人生

強い先輩がいて、硬派な体育会系でした。挨拶や時間

を人の役に立ちたいと考えています 。

今では錦織

これからもよろしく‼

に厳しく、今ではあまり聞かれなくなった団体行動や
20

〔 表題と、最後の文章‼先生は何とロマンチックなの
でしょう。平塚支部の「44名」の同窓もビックリ‼
先生は
「ロマンの隠れた原石」
なのかも知れません 〕
（ちょっとホメすぎかなあ…これで、
平塚支部は
もっと盛り上がるぞお…）
：広報委員会
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未来へ

P.27へ

中村

朋子（29 回 ･ 東京都）

東急スク

年少から普通の幼稚園ではなく市の療育施設に通園

エアビル 10 階にオ ハナ矯正歯科ク

しました。母も当番や療育に通いました。歩けなかっ

リニック（「オハナ」はハワイ語で「家
族」という意味です）を開業いたし

たこともあり、年少年中は肢体不自由児施設。年長時

ました。

も産まれ、兄の自覚が芽生えたのか？めざましく成長

このたび八王子の北口

（TEL 042-649-3090）

には独歩が可能になり知的障害児施設に。その間に妹
し、いま現在は近所の小学校の支援級の４年生です。

しばらく同窓会から遠ざかってい

相変わらず言葉は単語しか出ず、トイレも練習中で

たのですが、この機会に再入会いたしました。

すが、いつもニコニコしていて他害や自傷は少ないた

私自身は生まれも育ちも学校も神奈川であり、いま

め、クラスのマスコット的な存在でいるようです。普

は相模原市在住です。

通の小学校に入る事ができ、時間の余裕ができたのと

八王子での開業はいろいろな人からの話や助けを受

同時に、いままでお世話になっていた矯正の先生から、

け決まりました…。
私の一念発起の裏で欠かせないのは息子の存在で

「認定医をとる気があるのならば、臨床研修医施設の

す。それまでは開業は眼中になく、アルバイトで矯正

認定を受けるけど、どうする？」と聞かれ、挑戦する

歯科をしておりました。

事に決めました。認定医は息子のこともあり、一度は
取得を諦めた過去があるのですが、やっと今年、認定

待望の第一子は2007年１月に順調に産まれました。

医取得を目指します。

育てていく中でミルクを滝のように戻してしまう。体
重が増えない。首がすわらない。言葉が出ない…。ど

同じ研修医施設の後輩から今回の居抜き物件（矯正

んどん普通の子供から取り残されて、いわゆる精神発

歯科ならば譲ります）の話を聞き、急な話ですが開業

達遅滞と確定されたのは１歳を過ぎておりました。０

となりました。
アルバイト生活ではその医院の方針に従わねばなら

歳児の頃は何も分からず、
「遅い子もいるよ～」と周
囲の人の暖かい言葉には「ありがとう」と返しつつも、

ないなど、子育て中は厳しいことが多かった。その子

そのレベルじゃない！と主人に当たったことも…。１

育て中って私はずーっとそうなのでは？と思い自分の

歳になっても２歳になっても歩かず…結局一人で歩い

時間でできるように開業したほうが良いのではない

たのは４歳でした。

か？と思い始めたタイミングにこの話でした。私とし

ミルクを与えて普通の子供の体重まで増やしてあげ

てはまだもうちょっと修行したかったのですが…。歳

ないと、体重増加不良が脳の発達にも影響するよ、と

も歳なので、早くしろ！とのアドバイスもあり、清水

のお医者様の言葉に、なんとかミルクを与えて普通の

の舞台から飛び降りる気で踏み切りました。

子にしようとしていた日々が私にとって一番辛く、発

いままで色々な方々におんぶに抱っこでお仕事をし

達遅滞の診断をいただいて逆に心が軽くなったのを覚

て参りました。たくさんの人に支えられてお仕事がで

えています。母（私）のせいではなかったのだと言わ

きていたのをかみしめる毎日ですが…。
中身の小さい息子や、娘（この子は元気に育ってい

れた気がしました。

ます）の将来のため、この開業を応援してくれる主人
のためにも頑張る所存であります。
しばらく社会から遠ざかっていましたが、またお仲
間に加えていただきありがとうございました。

〔 私の好きなハワイの花：プルメリアです 〕
〔 入会ありがとうございます。八王子の入戸野先生のご紹介で貴女が私を訪ねて来
た日を想い出します．
その時に貴女に原稿を依頼しましたね。突然のコト、
お引き受け
頂き感謝しています。
ご家族
（オハナ）
のこと、経営のこと、輝く「 未来へ 」の道は、
今、貴女の手にあるのです♥‼応援しています 〕
：T. I
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（ まるでシャンソン… ）

荒木

連続テレビ小説マッサンの地元、

たのをきっかけに、小樽

北海道余市、ニッカウヰスキー工場

を拠点に毎月のコンサー

のすぐ近くで三代目院長の 14 回生

ト。上田正樹コンサート

荒木麻美子です。

のオープニングアクト、

麻美子（14 回 ･ 北海道）

（拍手）
『 夢 みる
「 あなた 」の小坂明子
タッフで、毎週の老人介護施設への
私♥ 』マミコグレース!登場‼
今は、技工士を含めすべて女性ス

Facebook で知り逢った

往診、2 台の往診車をフル活用しながら（一台は車い

さんと意気投合！オリジ

す搭載車）
、日々の診療に学生時代とは違い！まじめ

ナル 2 曲を作詞・作曲し

に歯科医療に従事しています。

て い た だ き、6 月 に CD
も発売され、人生の意外

とはいえ、趣味で企画した町おこしコンサートに出

な展開となりました。

ていただいた上田正樹さんが鶴瓶さんをつれて、予告
なしの奇襲取材 NHK「鶴瓶の家族に乾杯」に余市町

小樽、札幌で小坂明子

編で出演。その後、ニッカウヰスキーで開催した上田

ボーカルスクールを開

正樹ライブで歌い、上田さんに「今日は、麻美子先生

校、主管として、また生徒としてこの 12 月（平成 28 年）に

のデビューです、
名前も僕がつけました、
マミコグレー

は発表会ライブも計画、小坂さんのピアノ演奏でオリ

スです！」といわれたそのときから、私の運命は大き

ジナルを歌ったり、デュエットをするなど、仲間も出

く、愉しく変わりました。

来、愉しく過ごしています。

〔 10 月のマンスリーライブにて 〕

その後、１回生の五十嵐清治（北海道医療大学歯学

歯科でいえば、CAD/CAM 冠の導入に伴い、自医

部教授）先生の退職記念式典でバンドをバックに歌っ

院に製作機械を取り入れ、若き女性技工士と試行錯誤
しながら、近い将来には、金属がなくなることを実感
しながら PC 画面をみながら奮闘しています。
亡き父と一緒に診療をはじめた 30 年前の目標は、
なんでもできる町の歯医者さん、漁師町の荒い言葉の
真意を見抜けず、毎朝自分の心に（優しく、優しくなれ）
と言い聞かせたり、患者さんの来院を祈ったり、父と
衝突して家出したりしたのも今ではよい思い出です。
今は泣く子も黙る貫禄もつき、歯学部 5 年の娘が帰
るのを心待ちにし、経営や往診面でサポートしてくれ
る息子も結婚、85歳にして車で買い物に行く強い母と、
スタッフに支えながら、日々暮らしています。
神奈川歯科大学ですごした日々があっての今の暮ら
し、歯科医師になってよかったと思える今日この頃で
す。
8 年前の横須賀であった同窓会、また、集まり皆さ
んの近況を知り、できれば皆さんの前で歌えればなと、
夢見ている私です。
〔 ヤマハの「世界歌謡祭」
を見に、何度か武道館に行きました。
その時の第4回世界歌謡祭（1973年）
のグランプリ曲が
「あなた」
でした。
随分昔昔、私の学生時代のお話です。
グレースさん、
きっと同期会でお呼びがかかりますよ‼ 〕
（しかし、小坂さん、
まだいたんだ‼ビックリ‼）
（私は、歯科医師になったことを後悔しています）
：T. I

〔 ６月に発売された「ピアノとマミコ MAMMY'S BALLADE」〕
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『 一瞬

を切り取る

素晴らしさ 』
金子

宣由（19 回 ･ 神奈川県）

中学生時代より写真が好きで、相

が面白いのであるが、展示には向いていません。しか

変わらず今でも写真を撮り続けてい

しながら、あまりウケは良くないですが、1 点程度は

る。そのためであろうか、現在、神

展示の中に混ぜて、自己満足をアピールしている。

奈川県歯科医師会広報委員会、地域

皆さんもスマホで写メする機会は多いと思います

歯科医師会の広報、同窓会の神奈川

が、ちょいとフレームワークを工夫したり、色調だけ

県支部の広報、そしてこの本部同窓

でも調整したりすると、意外と写真にハマるかも知れ

会の広報委員を仰せつかり、せっせと写真を撮り続け

ません。ぜひ簡単なアプリを使って、始める事をお勧

ている。

めする。

今は何の写真を撮っているかと言うと、ほとんどが

また、私は年間で 20 巻ほどの広報に関わっている

診療所に展示する写真を撮り貯めている。季節ごとに

ので、取材等でどこかで見かける事もあるでしょう。

張り替えを行う為、何かしらテーマや題材を決めてロ

その時は微笑んで下さい。その瞬間を戴きますので、

ケに向かう。有名な撮影ポイントが多いが、やはり診

どうぞよろしくお願いします。

療所に飾るには、患者さんも行った事がある、知って
いる場所が話題には事欠かない。ただ単によく見る風
景を見せても面白みがないので、明け方やら、夕刻、
またはライトアップの時間帯などドラマチックなどを
狙う為、真夜中に出かけることもざらにある。
また、撮影地の天候も撮影の大きな要素になること
が多いので、頻繁にインターネットを活用する。天候
や風の強さを調べるだけでなく、各地のライブカメラ
などを見まくって、太陽の上がり具合や雲の流れる早
〔 埼玉県・桜堤 〕

さ・形などを見て、予想をつけて撮影に向かう。最近
では家族に、こんな時間にどこ行くのと呆れられる時
もある。それでも、良い光の中で満足のいく撮影が出
来た時は非常に充実感が得られる。
多分写真を趣味としている人は、刻々と変化してい
くファインダーの中に、ベストな瞬間を収めた時の、
この瞬間がたまらない満足感なのだと思う。
高性能のデジタルカメラが手軽に手に入るようにな

〔 東京都・桜降る千鳥ヶ淵 〕

り、現像などのお金もかからなくなった現在では、写
真を趣味としている人が本当に増えたのが実感でき
る。特に富士山周辺の有名ポイントは、ほぼ 1 日中、
中高年のカメラマンが撮影の時を待って群がっている
のには驚く。
私の自宅は横浜ですが、関東一円はもちろん、山梨
県、静岡県、福島県、時には日帰りで京都、長野など
にも撮影に行く。あらかじめ、宿を決めても、天候が
左右してしまう為、前日に最終決定して撮影に出向く
事がほとんどである。

〔 モデルの撮影会はどうですか？ アップで撮ると、先生の
希望する表情とか、
イイ写真が撮れますよ。
と、芸術的
に考えてしまう僕なのでした。
トホホ… 今度、犬の写真
でもとろ。僕の描く絵と、先生の写真には共通点がある
と思います 〕
：T. I

医院に展示する写真を撮りに行くのであるが、私の
本当に撮りたい写真は、人物の仕草や表情などの瞬間
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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」
８回生 クラス会

盛大に開催
荒川

参加の予定がなんと 60 名も集まり、椅子が足りなく
なるほどでした。三次会は三々五々、昔懐かしいお店
を訪ねたり、ラーメンを食べに行ったり、久々の午前

浩久（８回）

様という 8 回生もチラホラ。その多くはセントラルホ
テルに宿泊し、翌朝は早々と朝食会場で再会し、また

卒後 40 周年を記念して、2016 年 7 月 17 日（日）に

ペチャクチャと話はつきませんでした。

横須賀セントラルホテルに 8 回生 100 名が集まり、盛
大にクラス会が開催されました。汗がしたたる暑さに

今回の 8 回生クラス会が成功裏に終わったのも、

もめげず、早めに横須賀を訪れた 40 名は母校 100 周年

案内状の発送や会費徴収などを担当していただいた

記念事業の一環として完成した資料館を見学しまし

KDC 株式会社のサポートがあったからこそです。皆

た。本学の歴史、人体標本、100 年前からの歯科医院

さん楽しいひと時を過ごし、ぜひ 6 年後にもう一度と

などの展示のほか、横地名誉教授の講義を拝聴すると

いうリクエストが多数ありました。

いうサプライズにも恵まれました。
ホテルでは、年のせいか宴会開始前から早々と参集
した連中が「誰だったっけ？」と大騒ぎ。乾杯前の集
合写真撮影では、ウエルカムドリンクでほろ酔い気分
になってワイワイガヤガヤ。整列するまでに長時間か
かりました。集合写真は宴会中に仕上がり、それを見
て「小さくて見えねえぞ！」
。それだけたくさん人が
集まったということと、皆さん眼鏡が必要な年齢に
なったということです。

〔 横地千仭名誉教授のサプライズ講義です‼ すごく 懐かしいです 〕

大舘会長の挨拶から、物故者への黙祷、乾杯と進み、
余興では女形に扮した同級生による美川憲一、坂本冬
美、都はるみの歌と踊りのほか、手品あり本格的な歌
ありと大盛り上がり。記念のスナップ写真は元写真部
員が高級一眼レフで腕を振るい、100 枚以上を撮影し、
後日ホテルからスナップ写真を保存した CD が届くと
いうサービスもありました。参加記念品は、KDC 株
式会社で販売している横地名誉教授作の絵はがき 12
枚セットとペンケース。
二次会は横須賀共済病院前のロマネで開催。40 名

〔 余興も また楽し、カッポレ カッポレ‼ ←それ何？ 〕

〔 ハイ、皆んなでニッコリ、そしてパチリ‼ また今度、お逢いしましょう♥〕
：尾崎紀世彦の
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レコード大賞
受賞曲 「また逢う日まで」…♪♬…

卒後 30 年となりますと、さまざまな事があります。

16回生 同窓会報告
河野

私たち 16 回生は 185 名の卒業者ですが、大変残念なこ
とに卒後７名の方が鬼籍に入られてしまいました。同
期会の開催に先立ち名簿の整理をいたしましたが、大

伸二郎（16 回）

変、本部同窓会事務局のお世話になりました。この場
をお借りして御礼申し上げます。18 名の方が住所等

平成 28 年３月 12 日（土）、横浜ベイクォーターにて、
クラス会を開催いたしました。同期の平田宗善君が本

不明でありましたが、この機会に５名の同級生の消息

部同窓会の役員ですので、卒後 10 周年ごとの同期会

が新たに判明いたしました。

は補助金が出ますよ、とのアドバイスを受けました。

久しぶりの開催でしたので、北は北海道から、南は

前後 1 年間はその対象となりますので、取り急ぎの企

九州まで、63 名が出席しました。主婦の方々は子育

画となりました。
当日は土曜日で大安吉日でしたので、

てもひと段落して、徐々に出席しやすくなってきたよ

ホテルの会場がとれませんでしたが、幹事の伊藤由美

うです。大学に在籍している同期も段々減少し岡田君

さんに、横浜港が見渡せるシーフードアンドグリル・

が厚生労働省に入られ、常勤では、矯正の窪田君だけ

アトランティックをご紹介いただき、無事の開催とな

となりましたが、逆に子弟の入学者が増えました。昨

りました。

今の国家試験の難関化や、実習などの話題になり、時
の経過を感ぜざるを得ませんでした。

平田君の開会の挨拶に始まり、5・6 年次のクラス

新藤先生も大変お元気で、教室に残られた小瀬君ら

担任であられました、新藤潤一名誉教授のご挨拶をい

とひさしぶりの旧交を温めておられました。

ただき、酔っぱらわないうちの記念集合写真となりま

数年後の再開を期して９時半に無事お開きとなりま

した。乾杯のあとは、特段の企画はなくとも、昔話、

した。

今どうしてるの、で大いに盛り上がりました。

〔 同級生が一杯‼ みんな変わったナァ……貴方（女）
、昔の○○君（さん）? ……僕が（を）好きだったアノ子はどこ？ 〕

by：篠原、小瀬

《 クラス会 助成 について ・ 平成 29 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29年度は 9回生 、19回生 、29回生 、39回生 、43回生 、44回生 、45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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クラス代表について：
クラス代表の方のお名前を事務局宛お知らせください。
回生

お名前

連絡先
事務局：
TEL. 046-825-0524
FAX. 046-823-0510

入会会員（6～11月入会）
再入会者
中村

朋子

（29 回・甲種）

東京都支部

神谷

孝生

（37 回・甲種）

愛知県支部

訃

報

『名誉会員』
山中

彬（元 神奈川歯科大学学長 名誉教授）
2016.06.30 ご逝去

菅谷

房吉（神奈川歯科大学学園長、元理事長）

〔 サンザシ：希望・一つの恋 〕
（赤い実です）

『正会員』
梶原 健司（東京都支部 11 回）
乗末 昌宏（山口県支部 10 回）
本間
透（新潟県支部 ８回）
野村 眞司（兵庫県支部 15 回）
濵田 直子（鹿児島県支部 12 回）
富田美智子（北海道支部 10 回）
米今 文子（東京都支部 17 回）
佐藤
巌（東京都支部
4 回）
玉繁 雅之（東京都支部 11 回）
本荘 昌輝（福岡県支部 14 回）

2016.08.06
2016.08.15
2016.10.10
2016.10.24
2016.10.30
2016.11.20
2016.12.02
2016.12.06
2016.12.11
2017.01.07

『準会員』
清水 智仁（本学 3 年生）

2016.09.21 ご逝去

2016.08.01 ご逝去

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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ご逝去
ご逝去
ご逝去
ご逝去
ご逝去
ご逝去
ご逝去
ご逝去
ご逝去
ご逝去

