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岩木山（青森県）

（ 太陽＝同窓会 ）
イラスト・構成：Toru . I

〔

ご

挨

拶

〕

小泉純一郎氏の来賓挨拶に続いて大学の将来を語る理
事長の講演、そしてやはりオペラ歌手による校歌斉唱、
その後、二部として東儀秀樹氏の雅楽のコンサートと
なりました。大変格調の高い式典ではありましたが、
他に類を見ない雰囲気の中で進行され感動的でもあり
ました。
祝宴は隣のメルキュールホテルにて開催されまし

巻 頭 言

た。やはり目玉は日野皓正と彼のバンドによるライブ
でした。４〜５ｍぐらいの距離での演奏はさすがにダ
イナミックで圧巻でした。神奈川歯科大学創立 100 周

会

大 舘

年を心からお祝い申し上げます。

長

また、本部同窓会も平成 32 年には創立 50 周年を迎

満

えます、ただ今、祝賀内容を検討しています。来年２
月の代議員会では皆様の御意見を伺い進めてまいりま
す。
同窓会の組織率低迷から脱却するため若手会員が参
加しやすい同窓会の構造改革を進めております。また、

皆様には日ごろより同窓会活動に対しご理解とご協

30％にも及ぶ女性会員が参画しやすい組織作りも同時

力を賜り心より御礼申し上げます。

に実施してまいります。

８月下旬には横須賀の新病院の竣工、11 月末には
開院の予定です。新生神奈川歯科大学のシンボルであ

これからも同窓会は本学の 100 周年を機に今まで以

る新病院の開院を控えて５月 21 日（日）に横須賀芸

上に本学を支援し、ともに歩んで行きたいと思います。

術劇場で神奈川歯科大学創立 100 周年記念式典が開催

皆様には今後ともご支援とご高配を賜りますよう心よ

されました。本来、1910 年（明治 43 年）東京女子歯

りお願い申し上げます。会員の皆様のご多幸とご健勝

科医学講習所創立（1934 年２月に日本女子歯科医学

を祈念し挨拶とさせていただきます。

専門学校に改称）より計算すれば 107 年となりますが、
７年前はご存じのように大学は危機的状況の中にあ
り、100 周年のお祝いは当然延期され、講演会のみ開
催された記憶がございます。大学も再生され順調に進
み出した今、多くの方へ現状を報告する最良の時期で
はなかったでしょうか。
式典は横須賀芸術劇場にて、全国の歯科大学学長、
歯科大学同窓会会長、横須賀市長や議員さん、日本歯
科医師会はじめ各歯科医師会からの来賓をお迎えし盛
大に開催されました。同窓会からは本部同窓会はもち
ろん各支部、支部長、代議員、会員の先生方と多くの
人が出席しました。
式次第は著名なオペラ歌手による国歌斉唱に始り、

〔 ハマユウ：横須賀市のお花 〕
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河田俊嗣（特別会員）

（口腔統合医療学講座

総

１．Dr. Edward H. Angle

論

歯科矯正学

教授）

矯正装置の開発

近代の矯正歯科治療の基礎を築いた Dr. Angle（図
１）は、多くの矯正装置を開発して全米歯科商店ネッ

１．患者が求める矯正歯科治療とは ？

トワークによって全米に広めた。1915 年に、エッジ

ワイズ装置の原型となるリボンアーチを開発した（図
「 治療結果すなわち矯正歯科治療後の口元の審美、咬
日本の歯科医療の中で特殊な 矯正 歯科治療の
現実 をどうとらえていますか？ 」
合機能と長期咬合の安定が維持されるのであれば、治

２）。本装置は、垂直スロットとブラケットにアーチ

療期間の短縮、痛くない治療、低矯正料金、ワイヤー

ワイヤーをブラスピンで固定する装置であった。本装

とブラケットの煩わしさの解消等の要望は高い 。一

置は、歯の傾斜を招く結果となり、歯の近心と遠心移

施設あたり多くはないが、述べ数だと圧倒的に矯正患

動は特に不適であった。Dr. Angle は、リボンアーチ

者を抱えているのが一般歯科医院である。矯正歯科患

装置で治療しながら、欠点を補う装置の考案を続けた。

者の多くは、治療に関して深い知識を持って矯正歯科

1928 年に長方形（レクトアングル .022 × .028

治療をなさっているわけではないことを大前提に、歯

に溝切したスロット付き装置を開発した。スロットの

医者であれば 80 点から満点の治療成果が出せると考

作用は、絶大で歯の傾斜を抑制して、歯の近遠心移動

えているようであり、矯正歯科認定医や専門医での矯

を容易にし、さらに歯に対してトルクを加えることが

正歯科治療は敷居が高いようである。

できるようになった。Dr. Angle は、本装置をエッジ

1）

インチ）

これまで歯科矯正学の歴史の変遷において、矯正歯

ワイズ装置と命名し、1930 年に他界したため、今日

科診断法、矯正装置、矯正歯科治療テクニックに言及

のエッジワイズ装置の発展を見届けることはかった。

したものは多数存在する。そこで、本稿は現代の歯科
矯正学の総体がどの次元にあるかを述べるため、エッ
ジワイズ装置と矯正診断学とに焦点を当て、矯正患者
のニーズである矯正装置の煩わしさの解消方法を中心
に紹介したい。
１．Dr. Edward H. Angle

矯正装置の開発

２．Dr.Charles H. Tweed

アメリカ合衆国

矯

〔 図１

正歯科専門医第 1 号
３．Dr.Charles H. Tweed

Dr.Edward H.Angle 〕

小臼歯抜歯して矯正

治療に至った最大の理由
４．治療テクニックとエッジワイズ装置の普及
５．Dr. Tweed から Dr. Tweed- Merrifield 法へ
６．Dr. Tweed- Merrifield 法の実際
７．ブラケットと矯正用ワイヤーを使わない矯正
歯科治療の現状
８．プレート型矯正装置の適応症例
９．プレート型矯正装置の禁忌症例
10．マウスピース型矯正装置の適応症例
11．マウスピース型矯正装置の禁忌症例
12．その他
〔 図２
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リボンアーチ

現在のエッジワイズ装置の原型 〕

２．Dr.Charles H. Tweed

アメリカ合衆国

矯正

ジワイズ装置を用い非抜歯で矯正歯科治療を行った。

歯科専門医第１号

Dr. Tweed は、1941 年に Tweed コースを開講し、7,000
名以上の矯正歯科医師に大きな影響を与えた 5）。

Dr. Tweed（ 図 ３） は、1928 年 に 33 歳 で Angle
コースを修了し、エッジワイズ装置による矯正治療を

５．Dr. Tweed から Dr. Tweed- Merrifield 法へ

Arizona で本格的にスタートさせた。Dr. Angle は、
1907 年に歯科矯正学の教科書「Malocclusion of the

Dr. Merrifield（図４）は、1953 年に Tweed コース

Teeth」第 7 版において、第 6 版まで掲載されていた

を受講し、1960 年には、Tweed コースの Co-director

小臼歯抜歯による矯正歯科治療が削除された。これ以

と な っ た。1970 年 Dr. Tweed の 他 界 を 受 け て、

降小臼歯抜歯による矯正歯科治療は、全米から約 20

Director となった。Dr. Merrifield の最大の功績は、

年間事実上無くなった。Dr. Tweed は、Dr. Angle の

Tweed のエッジワイズ装置の治療法の概念を活かし

教えの通り、小臼歯非抜歯にてエッジワイズ装置で治

て、オリジナルでは 12 セットのアーチワイヤーが治

療を行ったが審美と長期咬合安定について満足のいく

療に必要であったが 4, 5 セットのアーチワイヤーへと

結果を得ることができなかった。

単純化を図り、治療期間も大幅に短縮させた。

〔 図３

Dr.Charles H.Tweed 〕

３．Dr.Charles H. Tweed

〔 図４

小臼歯抜歯して矯正歯

Dr.Levern L.Merrifield 〕

６．Tweed- Merrifield 法の実際

科治療に至った最大の理由

１）S e q u e nt i a l B a nd i n g o r B o n d i ng T o o th

Dr. Tweedは、
1931年からセファロを矯正に導入し、

Movement（連続的なバンディングかボンディ

治療前後の形態計測を始めた。様々な検討を重ねた結

ング）（図５〜７）側切歯と第一大臼歯のブラ

果、非抜歯症例において下顎前歯のアップライトして

ケットの装着を遅らせて、ワイヤーの特性を活

いる症例が、非抜歯治療でも安定した良好な咬合の結

かす。

果が得られることを見出した。下顎の切歯をアップラ
イトさせるためには、小臼歯４本抜歯が必要との見解
に至った。
1940 年には、非抜歯で矯正治療をした不良なケー
ス 100 症例について小臼歯４本抜歯して無償で再治療
を行った 2 〜 4）。後にセファロ分析の第一歩として 1944
年ツィードトライアングルを発表した。よって、審美
と長期咬合安定のためには米国人の患者の 65％に小
臼歯抜歯が必要であったようである。さらに、臼歯の

〔 図５ 第一大臼歯以外の歯にブラケットとハイプル J フック 〕

近心移動を防ぐための固定を強化するために特に第二
大臼歯のコントロールを行い準備固定が必要であると
結論付けた。Dr. Tweed は、1929 年には、アメリカ
合衆国で最初の矯正専門医として称号を受けた。
４．治療テクニックとエッジワイズ装置の普及
1928 年 Dr. Tweed が、Angle コースを受講した当
時は、リボンアーチとエッジワイズ装置とが混在して
いた時期と想像される。Dr. Tweedは、２〜３年間エッ

〔 図６

5

第二大臼歯の準備固定（遠心傾斜）開始 〕

４）Direction Force

7）

５）治療の時期
1928 年 Dr. Angle によって開発されたエッジワイズ
装置は、Dr. Tweed らに継承された。Dr. Tweed は、
臼歯の垂直的コントロールの重要性と臼歯固定源（抜
歯症例であれば準備固定）の強化は、Tweed 法の原
点で、90 年経過しても現在の矯正歯科臨床の根底に
〔 図７

第二大臼歯の準備固定完了 〕

浸透している。エッジワイズ法は、後に Dr. Andrews
のストレートワイヤーテクニックなど、簡便かつ便利
な矯正装置が多数開発されるも、矯正治療後の最終的

２）Sequential Tooth Movement（連続的な歯の移

咬合の目標は、Tweed 法による Tweed occlusion で

動）

あることで咬合の長期安定性を目指し、様々なテク

３）Sequential Mandibular Anchorage Preparation
6）

ニックを習得した矯正歯科医師の多くは Tweed 法に

（連続的な下顎の固定準備）（図８〜 10）

回帰している。

下顎第二大臼歯ティップバックベンドとⅢ級顎
間ゴムにて反作用の軽減。上下ハイプル J フッ

７．ブラケットと矯正用ワイヤーを使わない矯正歯科

クの使用。

治療の現状
矯正歯科治療の目的は、
１）顔面線の最良の均衡と調和
２）咬合と歯列弓の安定
３）健康な口腔周囲組織
４）能率的な咀嚼機能の確立
これらの条件が叶う装置であれば、何でもよい。
近年、ブラケットとワイヤーを使わない矯正装置と
して、インビザライン ® に代表されるプレート型矯正

〔 図８ 第一大臼歯の準備固定終了、犬歯臼歯のⅠ級関係確立 〕

装置（図 11）と、上下一体となった T4K® に代表され
8）
るマウスピース型矯正装置
（図12）
とが出現してきた。

〔 図９

〔 図 10

矯正装置の撤去直後 〕

〔 図 11

２〜５年後、自然な臼歯の咬合 〕

〔 図 12
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プレート型矯正装置 〕

上下一体型マウスピース矯正 〕

８．プレート型矯正装置の適応症例

歯科治療する必要がある。また、混合歯列期におこる

・歯列全体の縮小と拡大

上下顎間関係の不正は早期に改善を図る必要がある症

・軽度な叢生

例には、矯正歯科診断結果から治療が行われる必要が
ある。

・軽度な圧下
・空隙歯列弓

小学校就学前後の矯正歯科治療は、下顎前歯の叢生

両側で５ｍｍ

・前歯のトルク

か、または顎間関係の不調和の改善が求められること

臼歯の軽度なトルクコントロール

が多い。マウスピース型矯正装置は、患者の協力が不

・乳歯早期脱落の咬合誘導

可欠となるが歯と顎間関係の不調和を改善しうる可能
９．プレート型矯正装置の禁忌症例

性があり、口腔悪習癖の除去には大きな効果が期待さ

・小臼歯抜歯症例（歯体移動困難）

れる。また口腔悪習癖は、矯正治療後においても咬合

・個々の歯のローテーション

の安定に影響を及ぼすことが多い。

・歯軸のコントロール（小臼歯

矯正歯科治療は、顎顔面の先天異常患者に対する保

大臼歯の近心傾

険治療導入や、顎変形症患者に対する保険導入以来大

斜、遠心傾斜）

きな変革はないが、咬合誘導（咬合育成、咬合成育）
10．マウスピース型矯正装置の適応症例

は、一般的に考えると矯正治療時期としては草創期の

・歯列全体の縮小と拡大

乳歯列期より始まるため、新たな患者開拓という意味

・軽度な叢生

では第３の変革が起きていると考える。近年ブラケッ

・軽度な圧下

トを装着しないプレート型やマウスピース型矯正装置

・空隙歯列弓

の普及にも大きく関係する。プレート型、マウスピー

両側で５ｍｍ

・軽度な上下顎顎間関係の不調和の是正

ス型矯正装置の適応症をしっかり把握するために、分

・乳歯早期脱落の咬合誘導

析、診断、治療計画のもと使用することは患者にとっ
て有益と言える。

11．マウスピース型矯正装置の禁忌症

様々な矯正治療テクニックがある中、どの治療方法

・小臼歯抜歯症例

においても歯並びの改善は未病患者を健康に引き上げ

・個々の歯のローテーション

る力があるばかりか、アンチエイジングにも少なから

・歯軸のコントロール（小臼歯

ず寄与するものと考える。

大臼歯の近心傾

斜、遠心傾斜）

結

12．その他
口腔悪習癖の改善

論

矯正歯科治療は、しっかりとした資料（正面及び側

プレート型矯正装置とマウスピース型矯正装置の適

面のセファログラム、顎態模型、下顎後退位でのバイ

応症と禁忌症に大きな差はない。５歳以上で患者本人

ト、パノラマ X 線写真、顎機能検査）をもとにした

が装置を夜間装着する理由が理解できるのであれば適

診断が必須である。歯科医師は本工程を飛ばす傾向が

応年齢となる。また、口腔悪習癖除去に使用するので

ある。しかし、矯正歯科医師は、しっかりした矯正歯

あればマウスピース型装置はもっと低年齢でも使用可

科診断の結果をもとにした治療計画が最終的治療への

能である。矯正歯科治療前のセファロ診断分析は、成

ゴールに大きく関係する事を知っている。次いで矯正

長期、成人共に必要で、治療成果においてもセファロ

治療手段は患者の要望や、装置の利点欠点を十分術者

診断分析による検証が歯科医師に求められる。

が理解したうえで治療に至る必要がある。

２．将来の矯正歯科治療に向けての展望

文

不正咬合の予防ができないため、萌出歯の移動にお

献

１）河田俊嗣，神谷貴志，加来真人，上田

いて咬合の確立と長期咬合の安定が必要不可欠であ

宏，藤田正，

本川雅英，大谷淳二，丹根一夫：歯科矯正近代史

る。診断分析なしに歯を並べる行為は、咬合の長期安

から矯正歯科治療計画に伴う小臼歯抜歯と外科的

定を欠く結果となる。現代の矯正歯科治療には、しっ

矯正治療への疑問，広大歯誌，42：139 − 150，

かりとした矯正歯科診断能力が必要となる。混合歯列

2010．

期から永久歯列期にかけておこる不正歯列は適宜矯正

２）Tweed,C.H.:Reports of cases treated with the
7

edgewise arch mechanism, Angle Orthod. 2:236243, 1932.
３）Tweed,C.H.:The application of the principles of

〔 河田俊嗣先生、原稿ご執筆、誠にありがとうございます。

the edgewise arch in the treatment of Class Ⅱ

卒業生の中には、河田先生から授業を受けていらっしゃ

division 1:Part 1, Angle Orthod. 6:208, 1936.

らない方々が多いと思われますので私なりにチョコッと

４）Tweed,C.H.: The application of the principles of

ご紹介させていただきます。

the edgewise arch in the treatment of Class Ⅱ

先生は、広島大学大学院を卒業し、歯学博士を取得な

division 1:Part 2, Angle Orthod. 6:256, 1936.

され同年広島大学歯学部に入局され、講師、准教授にな

５）Strang,R.H.:Highlights of sixty-four years in

られ現在は本学の矯正学主任教授になっておられます。

orthodontics, Angle Orthod. 44:101-112, 1974.

広島大学時代には歯の冷凍保存を世界で初めて報告

６）Merrifield, L.L.: The systems of directional force,

し、外傷や、カリエスによって失われた部位に、冷凍

J Chas Tweed Found 10: 15-29, 1982.

保存歯の自家移植を目的としたその名も「歯の銀行」

７）Merrifield, L.L.:edgewise sequential directional

（ティースバンク）の設立に貢献されました。ティースバ

force technology, J Chas Tweed found 14: 22-

ンクについては NHK ニュース７・ニュースウォッチ９

37,1986.
８）
益子正範，金尾

を始めとして、フジテレビ、TBS テレビ等でも紹介され、

晃，金尾好章：下顎後退位症候

その反響は非常に大きくテレビに出演している先生をご

群における機能的矯正装置の応用 . 小児歯科臨床

覧になった卒業生も多いかと存じます。

14: 45-62.

今は、矯正用線やブラケットの開発、新しい矯正装置
の開発、口腔内知覚と脳活動の研究等々、幅広い分野に
おいて研究を進め日本矯正歯科学会大会では毎年最多の
演題数を提出し、その活動ぶりが伺えます。……と私な
りに少しご紹介させて頂きました。新進気鋭の教授とし
て今後ますますのご活躍が期待されます 〕：T. I

〔

超有名なラブロマンス映画「 カサブランカ 」
（1943 年公開）

で、ハンフリー・ボガートとイングリッド・バーグマンが会話
をするシーンがあります。
ボ ガ ー ト：
「 10 年前は何をしていた？ 」
バーグマン：
「 歯の矯正をしていたわ 」と答えます。舞台の
設定は 1940 年（第二次世界大戦）
。この 10 年前は 1930 年（昭和
５年）
です。すでに欧米では
「矯正」
が行われていたのです。
「矯正」というと、いつも「 カサブランカ 」を想い出す、ロマン
チストで寂しい僕なのでした。劇中の歌「 時の過ぎゆくままに 」
ゆくま に
ま
〜時 の 過 ぎ

は、マレーネ・ディートリッヒが歌って世界中で大ヒットしま
した……僕の
「時」
もドンドン流れていきます。すべての人に必
ず訪れる人生のゴールが、すぐそばにせまってきています……
それは明日かも知れません……
もし、もし……もし、再び目が覚めることがあれば、
「 争い

〜

のない世界 」で目覚めたい……と思います…… 〕：Toru. I
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『

日本歯科医師会の現況
〔

～この１年を振り返る～
公益社団法人日本歯科医師会

』
〕
専務理事

村 岡 宜 明（６回）

日本歯科医師会の目標は、
「超高齢社会において、生活、生きがいを支える歯科医療を実現し、もっ
て健康寿命の延伸に寄与すること」である。そして、この目標達成に向けて、国の行政機関等と日々
協議を重ねている。
例えば、国の社会保障制度や予算への対応である。現在、日本歯科医師会は、公的医療保険の堅
持と制度の充実を前提に、厚生労働省関係 として、
○地域に密着した医療提供体制の構築、
○平成 30 年度診療報酬・介護報酬改定への十分な財源の確保、
○健診の充実、
○必要な各種審議会への歯科医師会の参画、
○歯科衛生士・歯科技工士の人材確保及び養成等を重点的な項目に掲げて取り組んでいる。
文部科学省関係 としては、
○歯学教育から生涯研修までが一貫して連動するシステムの構築に向けた協議会の設置、
○歯科大学・歯学部における多様な歯科医療ニーズに基づく講座の増設、教員の増強のための予算措置等を重
点項目に掲げている。
いずれも歯科医療機関において日々の診療等を行う上では欠かすことのできない、極めて重要な課題だと捉え
ている。
さて、昨年３月執行部発足以降、よく耳にされていると思うが、「いわゆる 28 課題」を掲げ職務に励んでいる。
「いわゆる」とは、当初は「28 課題」であったが。その後更なる課題が増え 36 課題となっているからである。
「28 課題」は、堀会長の「医療提供者の一員として常に大義と誇りを持って振る舞い、全ての歯科医療に従事す
る方々が胸を張って仕事ができる環境づくりを目指して責任を果たす強い歯科医師会をつくりたい」との理念の
下、
「地域へシフトする医療政策への対応」
、
「超高齢社会における歯科医療の位置づけ」、「歯科界全体の活性化」
等の具現化に向けた ファーストステップ として進めているものである。
具体的には、▽倫理規程等策定、▽選定療養、▽指導大綱、▽専門医制、▽女性歯科医師活躍、▽活性化会議、
▽新病名、▽ 30 年度改革、▽福祉共済保険、▽かかりつけ歯科医機能、▽組織力強化、▽オーラルフレイル、▽
口腔健康管理、▽歯科衛生士の確保、▽歯科技工士の確保、▽国際戦略検討などなど、社会保険関係から内部運
営に関するものまで多岐に亘る。
これら「28 課題」の進捗状況については、代議員会や日歯広報等を通じて発信しているところであるが、今後も「伝
わる」日本歯科医師会を目指して発信の強化に努めていきたい。
国は、中長期的視点に立った社会保障政策の展開に向けて、「経済・財政再生計画に沿った社会保障改革の推進」
の基本的考え方を示している。
「経済・財政再生計画」では、国民の健康水準の向上を図るための経済成長、一方
で医療費等社会保障費の伸びの抑制をその目的としている。
その中で注目すべきは、地域包括ケアシステムの「深化」に向けて「医療・介護の保険者機能を一層強化し、医療・
介護の質の向上や予防等の取組を強力に推進」とする中で示されている「保険者インセンティブ改革」である。
データヘルス・介護予防の横展開の加速化や、保険者機能の強化を指しているこの改革の具体的な内容は、確定
ではないが保険者の自発的な取組を推進するに当たっての共通指標案に特定健診等に加えて新たに「歯科健診」
が明記されるなど歯科に追い風も感じられる。これらの動きは歯科健診の充実化を目指す日本歯科医師会として、
地域包括ケアシステムにおける歯科医療提供体制を構築するにあたって効果的なものとなるよう、慎重かつ的確
に対応していきたい。
この他にも、歯科医療機関の安定経営に向けた税制や安全管理事業、生涯研修事業の拡充、災害対応等々、歯
科界の発展と国民に向けてより良質な歯科医療の提供に向けて、日々取り組んでいる。山積する諸課題に対し、
セカンドステップ である「 ただ単に歯科のことだけを語る組織ではなく、常に国民、患者の健康と生活を守ると
いう立場で、社会保障と医療全体を論じる組織 」を目指し、今後も邁進しているところである。
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『

福 岡 県歯科医師会 会

長 に就任して 』

〔 県歯のマーク 〕

福岡県歯科医師会
（前福岡市歯科医師会

会長

熊澤 榮三（３回）

会長）

年の 2,440 人に約 28％、940 人削減されています。ま

昭和 47 年、３回生として卒業して、
早いもので、もう 45 年が過ぎました。

だ不十分です。日本歯科医師会は、国家試験合格者は、

卒後すぐ九大歯学部補綴科で昭和 51 年

毎年 1,500 名にすべきだと提言しています。入学定員

４月迄、お世話になり、昭和 51 年 10 月

を最低でも 800 人削減して 1,640 名位にすべきだと、
私は思います。

に福岡市の室見で開業して、まる 40 年も経ってしま
いました。当時の歯科界は〔歯の 110 番〕が全国各地

歯学教育界にとっては、10 校近い統廃合が必要で

に設立され、悪徳歯科医と新聞や週刊誌で批判されて

すので、利害関係が生じなかなか難しいとは思います

おり、最も批判されていた差額徴収制度が昭和 51 年

が、今決断しなければ歯科界の暗黒時代からの脱出は

３月で廃止されました。

出来ないと思っています。
我が福岡県は、現在でも東京に次いで全国第二位の

世評は、良くありませんでしたが、昭和 40 年代は、

960 名に１人がいる超歯科医師過密県です。

診療報酬上昇率は平均 14％以上あり、経営的には歯
科界にとって最も良い時代でした。昭和 50 年代も平

この様な状況下ですので、会員の生活は、安定して

均７％以上上昇しており、まあまあの時代でした。昭

いません。それ故、極力、会員に負担を掛けるべきで

和 60 年から平成６年までの 10 年間は平均 1.2％と灰色

ないと思い、今回福岡県歯科医師会会長予備選に立候

の時代となり、平成８年から現在まで 20 年間、暗黒

補いたしました。

の時代が続いています。平成８年と平成 28 年の医・

会員 3,000 名のなかで、神歯大同窓生は 70 数名しか

薬・歯の国民医療費を比較してみますと、医科は 23

いませんでしたが、下川聖人支部長が同窓生の先頭に

兆円から 29 兆円、調剤薬局は 1.4 兆円から 7.7 兆円と

たち、まとめて頂き、全面的なご支援を頂きました。

約６兆円増加しています。歯科国民医療費は、2.5 兆

お蔭さまで当選させて頂きました。

円から 2.79 兆円と 2,900 億円しか増加していません。

また、県外からも多数の同窓の先生方が、いろいろ

原因は、薬価差額を歯科の技術料には振り分けなかっ

なルートを使いご支援して頂き本当に、有り難うござ

たこと、医科に比べると新規技術の治療法が殆ど導入

いました。
今後、私一人では何もできませんので、同窓の先生

されなかったこと等、種々ありますが、それにしても

方のご支援、御協力の程宜しくお願い致します。

増加額に差がありすぎです。歯科界の業権確保に対す
る団結力が足りなかったのかもしれません。

『熊澤榮三先生
（３回生）
当選の御報告』

今後の歯科界を考えると、需給問題は避けて通れな
い問題です。

４月１日に行われた福岡県歯
科医師会第31期会長選挙は、
翌日開票され、投票者数1913
（有権者3,009）、熊澤候補
1,006、大山候補889で、熊澤
榮三先生（３回生）が当選され
ました。
神奈 川歯科 大学 卒業生の誇り
です。誠に御目出度う御座いま
す。心よりお祝い申し上げます。
: T. I

現在、毎年約 2,500 名の歯科大学・歯学部への入学
者がいます。日本人口の予測として 2066 年には、9,000
万人を割るとされています。今年の国試合格者は、約
2,000 名でした。毎年新規参入者が 2,000 名とすると、
49 年後の 2066 年には、生存率 100％とすると 98,000 人
の歯科医がいることになります。
9,000 万人に 98,000 人の歯科医がいるとすると、人
口 918 人に一人の歯科医、もし死亡者や廃業者が多数

○ 福岡県歯科医師会会員3,071
名中、卒業生が多い上位４校で
は、
・九州歯科大学
1,185名
・福岡歯科大学
830名
・九州大学歯学部
388名
・神奈川歯科大学
95名
（同窓会会員72名）
となります。

でて、80,000 人の歯科医に成ったとしても、1,125 人
に一人の歯科医がいることになります。現在は、約
10 万人の歯科医がいますので、1,260 人に一人の歯科
医です。将来は、歯科医師の過剰問題はもっと深刻と
なります。
29 大学の入学定員は昭和 60 年の 3,380 人から平成 25
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「博多どんたく」
〔 私、踊り大好きです。
もち、彼女と♥。
昔、「ジュリアナ」に行ったなあ～ 〕

「HKT48」
〔 AKB48 グループの 4 番目の姉妹グループ
です。サクラちゃんもいるよ。
彼女がセンター曲は、
「希望的リフレイン」
、
「君はメロディ」
。どっちも好きな曲です♥ 〕

「神宿る島・沖ノ島」
〔 女人禁制の島 !
世界遺産登録おめでとう♥! 〕

？

「博多明太子」

メ
彼女と一

「南蔵院

緒じ

ゃ

ダ

福岡県歯科医師会

〔 からい！でもオイシイです。
やみつきになりそうだわ♥ 〕
（青汁の宣伝みたい ）

世界最大の釈迦涅槃像」

〔 いつも寝ててイイなあ～これは失礼！
寝る間もなく働いています 〕

ゾウ

〔 よーし！ガンバル三‼
・福岡県の歯科医療のために!
・神奈川歯科大のために‼
・同窓会発展のために !!!
・日本のため にスル三 !!!!
・世界平和の ために !!!!!
〕
・宇宙平和の ためにヤル三

!
!

「水炊き」

「太宰府天満宮」

〔 おいしくて、何度も食べたく
なります♥。
あの子と行きたいわん♥ 〕

〔 学問の神サマ !
あたしのお願い、きいて‼
恋人が欲しい‼ぞ! 〕

「博多ラーメン」

「ヤフオク！ドーム」

〔 豚骨スープがウマイ !
あの子を想い出すなあ♥? 〕

〔
「ギャオス」に一度壊されましたが今は直ってます。
「ガメラ」ありがとう♥ !
屋台の緑ガメ、大事にするからね♥ 〕

〔 他に、博多祇園山笠、
博多あまおう、屋台街等
がありますよ 〕

〔 写真は一世印刷、写真・資料の一部は、福岡県の石川健一先生にお世話になりました。
誠に有難うございます。今度、福岡に絶対遊びにいきます。屋台と HKT48 劇場につれてって♥ ! 〕
レイアウト＆文：T. I
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〔

創 立 100周年 記念式典

〕

・開催日：平成29年５月21日（日）
・会

場：記念式典～横須賀芸術劇場大ホール
祝賀会～メルキュールホテル横須賀
式典：10：00 開場：「大学100年の軌跡」
ムービー上映：

（約15分×２回上映）

式次第
第１部 ｢記念式典」（11：00より）
１．国歌斉唱

オペラ歌手（ソプラノ）

２．開式の言葉

神奈川歯科大学学長

３．理事長挨拶

学校法人神奈川歯科大学理事長

４．御来賓祝辞

元内閣総理大臣

日隈

典子

鹿島

勇

櫻井

孝

小泉純一郎

日本歯科医学会会長

住友

雅人

鹿島

勇

様

様
様

５．御来賓紹介・祝電披露
６．講演「未来への展望」 学校法人神奈川歯科大学理事長
７．校歌斉唱

オペラ歌手（ソプラノ）

８．閉式の言葉

神奈川歯科大学短期大学部学長

松本
長谷

明子
徹

様

第２部 ｢祝 記念コンサート」（12：15より）
◆ ～

雅楽師

東儀 秀樹氏 を迎えて ～

｢記念祝賀会」（13：30より）
１．開式の言葉

神奈川歯科大学副学長／教学部長

２．御来賓挨拶

厚生労働副大臣・衆議院議員

３．鏡開き

鏡開き用酒樽５つ

４．御来賓挨拶

農林部会長・衆議院議員

５．乾杯（ご発声）

日本私立歯科大学協会会長
～ご

◆～
６．閉式の言葉

歓

菅谷
古屋

彰

範子

様

小泉進次郎

様

井出

吉信

談～

祝賀コンサート

日野 皓正クインテット ～

神奈川歯科大学副学長／研究科長
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槻木

恵一

様

〔 鹿島

勇 理事長 〕

〔 櫻井

孝 学長 〕

↑
〔 山崎和久氏（新潟大学 教授：11 回）〕
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↑
〔 山田良広教授：18 回）〕

浅井智司氏（東京都・１回生）
日本歯科医師連盟より 褒賞 を授与される!
御目出度う御座います‼
日本歯科医師連盟（高橋英登会長）は、平成 28 年度の褒賞受賞者７人と２団体を表彰した。３月
24 日に東京・市谷の歯科医師会館で行われた表彰式では高橋会長から受賞者に表彰状と記念品が贈
られた。

浅井智司先生は、入会以来、板橋区歯科医師会、東京都歯科医師連盟板橋支部の役員として、連盟活動及び発
展に多大な貢献をするとともに、地区と都歯連盟の架け橋として都歯連盟評議員、広報委員長、理事として活躍
してきた。
板橋区歯では、各種委員、理事など会の発展に尽力し、都歯連盟板橋支部では昭和 58 年以来、連盟活動の充実
推進者として現在も指導にあたっておられる。
また、都連盟では、平成５年より４年間理事、23 年からは広報委員長として奮闘してきた。現在は、板橋区区
議会議員の推薦者として、区との連携に活躍している。
28 年の第 24 回参議院議員比例代表選挙でも、板橋区内のみならず、近隣地区の票起こしに奮闘し、入会から現
在に至るまで、区内における歯科口腔保健の発展に多大な貢献をされた。

〔 褒章受賞者の７氏と２団体の代表
：上段の左から２人目が浅井智司氏です 〕

〔 先生は、人徳のある、後輩を思いやる、優しいお人柄で、友情に厚く、
仁義を尊び清廉潔白にして高潔で真に正義を愛するお心をお持ちであ
り、会務に詳しく立派な公明正大なその魂は、
み仏にもたとえられ、
すべて
の人に愛され尊敬と称賛と喝采を受け、
しかもそれにても、
こうべをたれる
そのお人柄に、
あらゆる人々に己の身を清める心の指標となられておられ
ます。
これからも、同窓会をより良い方向に、光り輝く未来へとお導きください。
今回の褒賞受賞、誠におめでとう御座います。心よりお祝い申し上げま
す。先生の益々の御活躍と、
これからのより良いすばらしい人生において
より一層に御健康であられることを御祈念いたします。誠におめでとう御座
います。〕
東京都支部多摩支部長
：岩淵 通
前東京都支部専務理事
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平成 29 年度 一般会計

歳入・歳出 予算
自 ： 平成 29 年４月 １ 日
至 ： 平成 30 年３月 31 日

『 歳入 の部 』

（単位：円）

平成 28 年度予算額

平成 29 年度予算額

１．会 費

42,945,000

43,155,000

２．入会金

1,800,000

1,770,000

96,000

96,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,000

1,000

３．負担金収入
４．学術収入
５．繰入金

同窓会年金会計より

６．寄付金
７．雑収入
８．繰越金

608,000

575,000

40,960,000

44,736,000

一般会計

（

10,000,000 ） （

10,000,000 ）

事業運営安定化資金

（

30,960,000 ） （

34,736,000 ）

９．事業運営安定化資金より受入金
歳入合計

2,087,000

0

89,097,000

90,933,000

『 歳出 の部 』

（単位：円）

平成 28 年度予算額
１．事業運営費

39,275,000

内、予備費

（

平成 29 年度予算額
37,771,000

3,500,000） （

2,800,000）

２．事業運営安定化資金拠出金

5,857,000

5,400,000

３．事業基金会計拠出金

5,538,000

5,550,000

４．福祉共済部会計拠出金

6,246,000

6,306,000

５．奨学金基金会計拠出金

850,000

850,000

６．職員退職金積立会計拠出金

340,000

340,000

30,991,000

34,716,000

89,097,000

90,933,000

７．差引収支差額
歳出合計
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『 歳出 の部 事業運営費 内訳明細 』

平成 29 年４月 １ 日〜 平成 30 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 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

平成 29 年度
予算額
10,615,000
6,412,000
806,000
1,371,000
456,000
735,000
235,000
600,000
5,723,000
401,000
500,000
1,421,000
2,000,000
1,401,000
9,069,000
4,295,000
1,912,000
1,450,000
960,000
452,000
6,564,000
10,000
3,100,000
20,000
35,000
2,429,000
212,000
758,000
2,070,000
200,000
730,000
2,800,000
37,771,000
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比較増減
（▲は減）
188,000
140,000
10,000
28,000
0
0
10,000
0
▲ 2,087,000
▲ 2,087,000
0
0
0
0
424,000
50,000
162,000
0
160,000
52,000
671,000
0
▲ 200,000
0
0
343,000
0
528,000
0
0
0
▲ 700,000
▲ 1,504,000

増減率％
（△は減）
1.80％
2.23％
1.26％
2.08％
0.00％
0.00％
4.44％
0.00％
△ 26.72％
△ 83.88％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
4.90％
1.18％
9.26％
0.00％
20.00％
13.00％
11.39％
0.00％
△ 6.06％
0.00％
0.00％
16.44％
0.00％
229.57％
0.00％
0.00％
0.00％
△ 20.00％
△ 3.83％

構成率
％
28.10%

15.15%

24.01%
11.37%
5.06%
3.84%
2.54%
1.20%
17.38%

5.48%
0.53%
1.93%
7.41%
100.00%

〔 平成 27 年度 一般会計 歳入・歳出 決算

収支計算 書 〕
自 ： 平成 27 年４月 １ 日
至 ： 平成 28 年３月 31 日
（単位：円）

『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
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）
46 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
（1）一般会計
（2）事業運営安定化資金
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
3.

福祉共済部会計

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
7. 差引収支残高
歳出合計
次年度繰越金（収支差額）

平成 27 年度予算額
3,237 口
（
2,862 ）
（
130 ）
（
2 ）
（
243 ）
（
（

（
（
（
（
（
（
（
（

2,862 ）
130 ）

2
43
41
32
57
70
75
3
72
25

）
）
）
）
）
）
口
）
）
口

44,825,000
42,930,000
650,000
30,000
1,215,000

平成 27 年度決算額
3,126 口
（
2,782 ）
（
121 ）
（
2 ）
（
221 ）

43,470,000
41,730,000
605,000
30,000
1,105,000

42,930,000
650,000
0
0
0
0

（
（
（
（
（
（

41,670,000
605,000
0
0
60,000
0

30,000
215,000
205,000
160,000
285,000
350,000
2,250,000
90,000
2,160,000
100,000
300,000
3,189,000
300,000
2,889,000
1,000
1,358,000
2,000
3,000
1,150,000
200,000
3,000
40,960,000

（
（
（
（
（
（
（
（

2,778 ）
121 ）
）
）
4 ）
）
2
43
41
32
57
48
53
5
48
25

）
）
）
）
）
）
口
）
）
口

10,000,000
30,960,000

22,912,588
25,585,665

92,983,000

平成 27 年度予算額

甲種（2,889 口）
甲種（2,889 口）
乙種（ 373 口）

46,531,000
（11,458,000）
5,778,000
6,524,000

850,000
340,000
5,370,000

27,590,000

92,983,000
0
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30,000
215,000
205,000
160,000
285,000
240,000
1,590,000
150,000
1,440,000
100,000
634,000
3,109,000
300,000
2,809,000
0
1,273,694
3,064
3,527
1,081,728
185,375
0
48,498,253

98,674,947

平成 27 年度決算額
32,131,643

甲種（2,809 口）
甲種（2,809 口）
乙種（ 342 口）

5,618,000
6,302,000

850,000
340,000
5,370,000

25,585,665

76,197,308
22,477,639

〔 岩手県・地図 〕

お国自慢
あれこれ

［ 岩 手 県 ］
岩手県支部

支部長

栃内明啓

（6 回）

広い 県土と素朴な 人柄 、岩手大好き !
「

岩手県支部が発会式を行い正式に発

英 文「 武士道」

会したのが昭和 56 年６月でした。大学、

の 教 育 家、新渡

広い歯科医師会、各大学の同窓会、校友会
県土と素朴な 人柄 、岩手大好き！
同窓会本部、東北地区各支部、県内の

」 も あ り ます。食

から大勢の先生方の参加を頂き 11 名で

では三大麵の一

発会しました。現在は 26 名で四国４県と同じ広さの

〔 石割桜（盛岡市）〕

県土で地域、地域で活躍しています。支部では毎年６

戸稲造の生家跡

つ「わんこそば」。
その考案は初の

月頃、大学より講師をお招きして講演会、11 月頃、

政党内閣総理大臣「原

敬」が、帰盛した時に集まっ

社会保険勉強会、２月頃、総会と岩手医大の講師をお

た大勢の後援者に一同に好きなだけ食べてもらうため

招きしての講演会で支部の交流を深めていますが、広

「直利庵」の主人と考えたもてなしの心からでした。
「盛

い県土に点在する我々は各自の地域での交流にも重き

岡冷麺」「じゃじゃ麺」と共に学会のときには長蛇の

を置いており、地域での存在感が高まっています。そ

列で食べる事が出来なかつた方も大勢おります。隣接

れでは各先生方の地域を独断で紹介します。まずは県

する紫波町、小説「銭形平次」の野村胡堂の生家が有

北沿岸の久慈市、NHK の連続朝ドラ「あまちゃん」

り角田克保先生がおります。106 キロ東に宮古市、浄

で有名になった北限の海女、おかげで若い世代が増え

土ヶ浜は大震災から綺麗な姿を取り戻しましたが、本

たとか。

州一の水揚げを誇る「鮭」の減少が気にかかる橋本佳

また琥珀の産地で発掘体験もでき、運が良ければ恐

樹先生の地元です。南下すると鉄の町釜石市、世界遺

竜の歯が見つかる事も。金子信雄、岩城裕高、大橋由

産「橋野高炉跡」、ラクビー世界大会スタジアム建設

香の各先生の地元です。内陸へ向かうと一戸町、岩渕

に沸いており震災復興が少し進み始めました、鈴木

壮之助、岩渕真智子、東山敬貴の各先生方、雑穀と高

勝、清原士朗先生の地元です。内陸に向かうと花巻市、

原野菜、星空の綺麗な町です。南下すると雫石町、

「雨にも負けず」の宮沢賢治のイーハトーブの世界が

NHK の朝ドラ「どんど晴れ」で有名な小岩井農場の

広がります。昭和レトロのマルカン食堂、箸で食べる

一本桜（オープニングと最終回に出てきます）、広大

高さ25㎝のソフトクリームも話題です。本舘籐須郎、

な敷地に点在する建物は国の重要文化財、佐々木隆人

本舘朋之、植村和雄、徳富

先生の地元です。その隣が県都盛岡、岡田俊夫、上島

下がると「前沢牛」の奥州市に高橋晃彦先生、
「餅文化」

秀一、岡田公一、中村裕子、小笠原宰記、佐々木俊彦、

の一関市に馬場としえ先生、お二人の地区に挟まれて

栃内秀啓、
そして私の地元で、市内中心部には石を割っ

世界遺産・平泉の「中尊寺」があります。この辺りを

て見事な花を咲かせる「石割桜」、近くには天才歌人「石

源義経が駆け巡ったと思うと歴史を感じます。ここか

川啄木」の新婚の家が有り、彼が借金で当てにしたの

ら沿岸に向かうと陸前高田市、大震災で失った診療所

が同じ旧制盛岡中学の言語学者「金田一京助」、また

をいち早く復活した吉田正紀先生の地元、街並みの復

亘先生の地元です。南に

活は始まったばかり、
「奇跡の一本松」が目立ちます。
各地区まだまだ自慢があります。各先生方に問い合わ
せて頂ければもっと岩手を楽しめると思います。
岩手県に是非遊びに来てください。復興に邁進する
活気に満ち溢れたスバラシイ新生・岩手県が御覧いた
だけます。同窓が先生方をお待ち申し上げております。
〔 原稿、
ありがとうございます。
「どんど晴れ」のヒロイン、
比嘉愛未は私の好きな女優です。
ビデオで録画し保
存しています。
まなみチャン、結婚しないでね♥
愛未さんは、僕の心のマドンナです 〕
：T. I

〔 岩手県支部「発会式」：昭和 56 年 6 月 〕
〔 上段の左は栃内先生？久田先生、長田先生、松尾先生 等々、
懐かしい顔ブレがいっぱいです 〕
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［ 神 奈 川 県 ］

お国自慢
あれこれ

神奈川県支部

外池利夫

支部長

（9 回）

全会員参加型新年会の発足‼ 目標は空よりも高く!
～ そして、第２のフルサト・ 横須賀 ～

〔県の花：やまゆり〕

〔県の木：いちょう〕

私ども神奈川県支部は大学の地元と
いうことで 600 名余の会員で構成さ
れ、それだけ活動の場も広く展開でき
る、大変恵まれ、それだけ大きな責任
を 任 さ れ た 支 部 で あ り ま す。 そ こ で
2017 年の新年会は今まで役員を中心に開催されてい
たものから、会員全員に参加を呼びかけた全員参加型
の新年会に模様替えをおこないました。おかげさまで
150 名ほどの参加があり、参加された方々から、なつ
かしい顔に出会う機会となったことに賞賛のお言葉を
いただきました。来年は 200 名を目標に頑張ります。
県外からの参加もご希望でしたら会長枠でなんとか頑
張ります。お申し出ください。

〔 建設中の新病院 〕

さて神奈川県とくに横須賀は皆様が青春の６年間以
上を過ごされた第２の故郷でありますが、大きく様変

から高速道路が衣笠、大津、ＪＲ横須賀駅までつなが

わりしています。ＪＲの横須賀駅を出るとベースの正

り 30 分で到着します。昔の 16 号の田浦トンネルの渋

門まで海沿いに遊歩道がもうけられ、自衛隊、米軍の

滞が懐かしいですね。それでも街を歩けば昔のままの

艦艇が並び、潜水艦が何隻も係留されている様を背景

なつかしい風景があちこちに残っています。大滝町の

に、バラ園が広がって市民の憩いの場所になっていま

焼き鳥屋の店先には東南アジア系の方の列ができてる

す。さらに高層マンションが並び、米軍クラブの跡地

のが隔世の感でしょうか。秋には新病院がオープンし

のホテル、横須賀劇場の白亜の建築はなかなか見事な

ます。懐かしさに触れに一度、足をお運びください。
学生時代にお世話になった岩淵先生から１年半ほど

たたずまいです。
大津、馬堀方面に埋め立て地が広がり、そこには大

前に原稿を頼まれ、のびのびとなり，やっと今回、お

学、ショッピングセンター、レストランがならび横浜

約束を果たすことができてホッとしています。これに
懲りずまた原稿を書かせてください‼今度はマッハの
4

4

4

4

スピードで長い原稿を書きますから‼と心に誓ってい
ます 。
同窓の皆さま、ぜひ神奈川県に遊びに来てください。
600 名の同窓が心よりお待ちし、大歓迎いたします

〔 宴会は楽し !

７回生が２人（？）10 回生が１人 …〕

〔 原稿、
首を長くして待っておりました。誠にありが
とうございます。役員だけから、全員参加型の
新年会への移行。これからもがんばってくださ
いね。応援しています 〕
：T. I

荒井正博先生
（右より２人目）
、前号の125号の「会員のページ」にご
執筆ありがとうございました。感謝しています。
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〔 東京都歯科医師会のマーク 〕

東 京 都 歯 科 医 師 会 理事
東京都台東区歯科医師会 会長

山口

幸一（16 回 ･ 東京都）

昭和 60 年に卒業して早いもので
31 年が経ちました…

しかしなが

ら相変わらず飲んだくれています。
学生時代は東京から通っていたの

『

で帰宅部でした。そのまま帰れば良

いのに早い時間からやっていた中央
プラスα ♥
♥ 相変わらず飲んだくれてます…
』
〔 妻のです♥ 〕
〔 私のです◆ 〕

〔 しらふの（？）の 酒場をスタートに酒を飲み、まだま
時 の 私。 マジメ顔
でしょう…どっち？ だ飲み方も初心者ですから泥酔して
の私？ 〕

電車に乗せて目的地まで行ってそこでサイクリングを

終電で帰れれば良い方で大体は小川

すると言う正に理想のツアーの募集があり早速参加し

町辺りのマンションに住んでいる友達の所へ２〜３人

たところ、そこからサイクリングの魅力にハマってし

でおしかける毎日でした。卒業するとバブル真っただ

まいました。今ではその用途に合わせて夫婦で７台の

中の東京で東京出身の同級生と夜な夜な飲みに繰り出

自転車を所有することになりマンションの一室が自転

し特に週末は朝帰りを繰り返していました。

車部屋になっています。

通常はそんな時代も有ったねと、昔話をしながら落

最近は中々時間が取れないので宿泊してのサイクリ

ち着いて行くのが普通かと思いますが、私の場合はそ

ングツアーには行ってませんが、毎年ゴールデンウィー

の時代の状況に合わせて相変わらず現在は地元の歯科

ク前にガマの油売りで有名な筑波山の周辺でサイクリ

医師会仲間と学生時代と変わらないノリで地元東京の

ングをして初夏の息吹を感じています。サイクリング

上野で飲み歩く日々を送っています。

とともに軽いトレッキングにもハマっていて、歯科医

それだけの生活ですとあまりにも悲しい人生ですの

師会仲間と日帰りで関東近郊の軽い山登りに行ったり、

で、それ以外の私の好きな事について少しお話しした

麓に温泉が有って途中までケーブルカー等が有り簡単

いと思います。

に登れる百名山に行ったりしていますが、関東以北で

20 年前に父の後を継ぐ為に現在の診療所を開業し

その様な状況の山が無くなってきて困っている処です。

たのを機会に、なるべく経済的負担も少なく身軽にな

遅ればせながら、飲んだくれて自転車乗って山登っ

ろうかと思い自家用車を処分してしまいました。しか

て遊んでいるだけで無く、当たり前ですが現在私は東

しながら何も無いのも寂しいので自転車でも買ってサ

京の上野駅がある台東区と言う場所で開業し歯科医療

イクリングでもしようかと、言う事で妻と一緒にス

を行い、地区歯科医師会に所属して公衆衛生活動や歯

ポーツタイプの自転車を購入しました。久しぶりに自

科医師会の事業に積極的に参加しています。そして私

転車に乗ってみると自動車での移動では気がつかない

が所属している東京都台東区歯科医師会において縁が

町の細かい風景や町の匂いまで感じることができ今ま

あり現在二期にわたり会長を務めさせて頂いておりま

でに無い発見をする事が出来ました。すると今度はそ

す。また今年の６月からは東京都歯科医師会の理事

の行動範囲を広げてもっと遠くまで自転車で行ってみ

に就任し、兼務しております。東京都で一番最初に

たくなっていた所、タイミング良く自転車をそのまま

100 周年を迎えた歴史のある台東区歯科医師会でそ
の伝統の下、今後も地域住民の口腔の健康を維持向上
させる為に微力ですが努力して行く所存でございます。
同窓会本部 の「会報」担当の常務理事であり、同
窓会東京都支部においてお２人の支部長（笹原盤雄先
生、元田文治先生）に仕えた前の専務理事であられた
岩淵先生からの原稿依頼は私にとりまして過分な事と
感じると共に散文であります事をお詫び申し上げ、最
後に成りますが神奈川歯科大学同窓会の益々のご発展
を祈念いたします。

〔 サイクリングで“自然”を走る！しばし現実を忘れる私です 〕
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〔 原稿、誠に有難うございます。東京都の理事、
ご就任
おめでとうございます。今年は上野の桜を先輩と見に
行きました。今度は先生の行きツケの酒場で飲み比べ
をしましょう♡。
よ〜し、朝まで飲むぞオ！〕
：T. I

会員のページ

私と相撲観戦（相撲は楽し!）
〔 優勝トロフィーと稀勢の里 〕

元東京都文京区歯科医師会 会長
現
〃
〃
監事
元 東 京 都 歯 科 医 師 会 代議員

〔 大関の時の琴奨菊 〕

内藤

良二（４回 ･ 東京都）

私が初めて相撲観戦をしたのは、

平成になると、貴乃花、曙、武蔵丸が力をつけて土

昭和 30 年頃、多分７才か８才の時、

俵を盛り上げたが、その後、モンゴルの力士に強いの

親爺に連れられて、蔵前国技館での

が出てきた。平成 15 年に朝青龍が横綱になると、破

事だと思う。記憶では、観客が大勢

竹の勢いで 25 回優勝し、そして、連勝の大記録が生

いて、２階の立ち見で、夕陽が顔に

まれるかと騒がれた横綱白鵬の時代になった。白鵬関

当たって眩しかった。

は、連勝を重ね、昭和 13 年の双葉山関の 69 連勝を越

〔 文京区の自宅にて 〕 当時の力士は、色白の吉葉山、千

すかと思われたが、あの稀勢の里が連勝を止め、残念

代の山、技の栃錦、鏡里、毛深い朝汐などが大人気で、

ながら 63 連勝に終わった。その後も横綱は、日馬富

国技館はやんやの喝采で、人、人、人だった。

士、鶴竜と、モンゴル力士がしっかり固める事になっ
ていった。

その後、中学に入学したころは、柏鵬時代と呼ばれ、
柏戸、大鵬で大騒ぎ、大鵬関の余りの強さに、当時、

ところが、本年（平成 29 年）の１月初場所で、こ

世の中では、
「巨人、大鵬、卵焼き」と言うキャッチ

れまで「土壇場で負けて、気が弱いな」と言われてき

フレーズまで流行った。

た稀勢の里が、14 勝１敗で優勝し、ついに念願の横

神奈川歯科大学に入学した頃は、北の富士、佐田の

綱に昇進した。日本人横綱としては、19 年ぶりで、

山、そして大鵬がまだ人気だった。卒業の頃は、ハワ

日本中に喜びを与えた。続く３月大阪場所では、13

イマウイ島出身のジェシーこと高見山大五郎が、外国

日目に日馬富士に敗れた時、左肩から土俵下に落ち、

人力士として初めて優勝し、小結から関脇になった（昭

体重がガッチリかかってしまい、肩と上腕の筋肉を損

和 47 年）
。昭和 50 年頃からは、憎らしい程強い横綱北

傷してしまった。14日目に鶴竜に敗れ２敗となったが、

の湖の時代が暫く続き、私が現在の文京区千駄木の自

15 日目千秋楽に、1 敗の大関照の富士を破り、再び、

宅で歯科医院を開業した（昭和 56 年）頃には、鋭い

照の富士との優勝決定戦でも頑張って勝ち、賜杯を手

目付きで獲物を狙う感じを思わせる、あだ名を『ウル

にした。横綱になった次の場所で、続けて優勝する事

フ』と言われた千代の富士が台頭してきた。

は大変難しく、22 年ぶりの事で、次の両国での夏場

数年後の昭和 61 年になると、現在の両国国技館が

所にも期待が持て、楽しみになってきた。岩淵先生か

完成した。その頃の親爺の国技館での観戦席は、土俵

ら、私の大好きな、趣味でもある相撲のことを自由に

だまり（砂かぶり）になっていた。４〜５人が入れて

書いて、と言われ好きな相撲のことを書きました。

飲み食いできる升席と異なり、土俵だまりは、土俵か

相撲がどうして好きか？それはなによりも、あの大

ら手前数列なので、特等席ではあるが、座布団一枚だ

きな肉体が強烈にぶつかり合い、“ずっん！”と聞こ

けで、飲み食いも出来ないまま長時間観戦するのは辛

える鈍い音、また、頭どうしが当たる鈍くややかん高

いし、取り組みによっては、力士がとばされて土俵か

い音（大丈夫かと心の中で心配する）、力士たちは勝

ら転げ落ちて来るので、大変危険な処である。しかし、

つために、本気で身体をはる。その迫力に私は力が入

正面の席なので、土俵入りは、さも私に向かって行っ

るし、きびきびした躍動感、拮抗する力士の土俵での

ている様に見えるから、大変心地よく観戦できる。

動き無しのシーン！にワクワクする。私にとって相撲
は、魅力がいっぱいだ。
これ迄に幾度か、天皇皇后両陛下が貴賓席でご覧に
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
なられる「天覧試合」に遭遇したが、その人気は大変
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
なもので、日本の国技である「相撲」が、これからも
益々発展し続く事を願っている。
［追伸］原稿の締め切り間近の５月 14 日、両国での夏場所初日
を観戦して来た。皇太子ご夫妻がご覧になる中、稀勢の里は、

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

大阪場所の怪我の影響か、満員御礼の観客の前で、初日を飾る
事が出来ず残念であった。岩淵先生、今度、升席で一杯やりま

〔 稀勢の里の土俵入り 〕

しょう。

〔 稀勢の里ののぼり 〕
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〔 先生、相撲の歴史をお教えいただきありがとうございます。
先生の情熱には感服いたします。
これで相撲ファンが増え
ますね。
きっと。
ところでマスコットアイドルっていましたっけ？
森三中？まさかAKB48相撲部なんて 〕
：T. I

会員のページ

あ～ 、想い出 の 横須賀

、そして
〔 綾瀬はるかチャンに逢いたい!です 〕

〔 戦艦三笠 〕

田中

来られますので、悩みが有る時にお参りした事が数回

卒業式の時に、約 20 人に「もう

『

伸顯（11 回 ･ 大阪府）

一度、18 歳に戻して上げる。もう

有ります。また、そこには、
「男の顔は、履歴書である」

一度、神奈川歯科大学へ入学する？」

と言う、大宅壮一の碑が有りました。後年、下の句が

と聞いた所、全員が『嫌だ！別の進

「女の顔は、領収書である」だと知りました。今では、
大バッシングを受ける句なのでしょうか？これらの本

路を選ぶ‼』といいました。

は、今でも、私の宝物です。友と、これらの本に出合
しかし私は、もう一度、神奈川歯
あ～
、想い出 の 横須賀
、そして 』

〔 安 倍 総 理と同じ 科大学へ進学したいと考えていまし
年です‼今みたいに
変 形 する前 の モ テ た。
モテの 時 の 写 真で
さて、私は、昭和 29 年生まれ、
〕
す
〔 ところで、安倍総 １浪の後、11 回生として、神奈川
理っていくつ？ 〕

えた事は横須賀に住めたお陰だと、親や門脇先生、伊

私の趣味は、読書と調べもの、日曜大工、そして、子

ました。そして、一覧表を見ていると歯医者以外なら、

供が出来てからは、子育てが加わりました。最近の大

一体何に成れるだろうと、疑問が湧いて来て、調べま

工仕事として、ペンキ塗りは１斗缶を４缶、壁紙は

した。

藤先生に感謝しています。大学３年生まで、週に３回
は徹夜して本を読んでいましたので、授業中は本当に
良く寝て居ました。
入学後最初に６年間のカリキュラムの一覧表を作り

歯科大学に入学させて頂きました。

卒業後、他の大学で教職課程の単位を履修すると、

120㎡、他にダウンライトの変換や IH コンロ、散水栓

高校の生物・化学・物理と英語の教員の資格が取れる

やカランの設置など楽しくやっています。子供達にも、

と分かりました。１年生の春の事です。今は人並みか、

「大学一のペンキ塗りの上手な学生に成れ！」と言っ

そのちょっと下の場末の開業医をしていますが、入学

て手伝わせています。
横須賀時代は、現金書留の仕送りが届くと、家賃と

時の私は、歯医者に成ろうとも成れるとも毛ほども思

食費以外は、全て神田へ行って本を買っていました。

わず、横須賀に行きましたので、多くの方とはだいぶ

そして出会った思い出深い本は、河合栄次郎《学生に

違う学生生活を送ったと思います。大学５年生の時に、

與う》
、鶴見祐輔《ヂスレリー》、吉川英治《三国志》、

このまま大学院に行って歯医者に成ろうか、それとも

岡田節人と岡田

瑛訳の《発生学のメカニズム》、金

他の道へ進もうか…と真剣に悩み、広重先生に相談し

森信也や秋山英夫訳の《ショーペンハウアー》、島崎

た所『私は、教授から学位を取る？と言われた時、父

敏樹《心で見る世界》、奥平

に相談すると「籌子、学位は取っても取らなくてもど

卓や守屋

洋訳の《史記》

です。島崎敏樹先生のお墓は、鎌倉の瑞泉寺に有りま

ちらでも良い、ただ、学位を取る為に色んな事をする

す。始発で鎌倉へ行くと、授業までに横須賀に帰って

必要が有ると思う。その色んな事が、これからの籌子

〔「大阪城」の真下にある「秘密の部屋」に行くツアーないかな？
旅行会社、教えて！ 〕と、他の旅行会社の人に聴く僕。

〔「大阪城」が、赤く染まる時、400 年の「封印の扉」は開か
れる…大阪のすべては停止した…そして… 〕
（何？ナニ？なにが起こるのよ？）
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の人生に必要な事だと思うから、学位は取った方が良

こうが、銀色に輝こうが、私の人生には関係ない。私

いと思う」と言われた』と伺いました。その話をお聞

は、人並み以上に努力はしている。教え方が悪いから、

きして、私は進学を決め、そして、歯医者に成る事を

及第点が取れない」と言った事も思い出です。そん

初めて決めました。

な、私が言うのもなんですが、最近の歯学部で CBT
や OSCE の為に、教養の科目が減らされている事を、

大学院では、斎藤先生のお世話に成り、大変有意義

残念にまた、恐ろしく感じて居ます。教養は有るに越

な４年間を過ごさせて頂きました。
大学院の卒業式である学位授与式の日に父が心筋梗

した事はありません。無駄になってこそ、教養なのだ

塞を発症しました。看病の為に勤務を５月からにして

と分かる年に成りました。トランプ大統領の誕生を言

頂きましたが、都合の悪い勤務先でしたので、６月末

い当てた木村太郎（ジャーナリスト）や藤井厳喜（政

に退職しました。退職してから、他で勤務をするか、

治評論家）や三浦瑠麗（政治学者）を見ていると、メディ

開業するか、少し迷いましたが、研究と同じ手法を使

アリテラシーの大切さを感じます。言い当てたのは、

い、勤務を辞めて、３日で今の開業地を見つけました。

偶然かも分かりませんが、その３氏は、他の大手メディ

７月に業者を探し、８月に工事をして、９月からテナ

アとは違う経験や教養が有ったのではないでしょうか。

ント開業を始めました。当時の経過を記録した手帳

趣味の調べものは、2006 年にインターネットを導

は、日本育英会の奨学生手帳と共に、今も、診療室に

入してから、楽に成りました。ブラインドタッチが出

置いて有ります。大学院での研究は、開業にも役立つ

来るのは生理学教室に残られていた、徳島県人会の先

ことが沢山ありました。大学での研究と同様、「数学

輩、田村先生のお陰です。学生時代に１回だけですが、

は実社会で役に立たない」と言う人は、活用していな

国会図書館に行った事が有ります。今は、自宅の近く

いだけなのだと思います。足し算引き算だけでも人生

に分室が有り、数回調べものをさせて頂きました。「税

を過ごす事は出来ますが、掛け算割り算を使えた方が

金を払っておいて良かった」と感じた一瞬でした。

良いと思いますし、因数分解や微積分や線形代数学だ

子供が生まれてからは、仕事より、子育てを優先さ

けに関わらず、統計学も使えた方が良いに決まってい

せています。子供の受験の時は休診にしていますので、

ます。ドイツ語で白紙答案をだした後、教授室へ行き、

従業員は喜んでくれました。我が家は４代続いて親の

大西先生と赤羽先生に「ドナウ川のさざ波が金色に輝

職業を継いでいません。その血なのでしょうか、３人
居る子供は皆、歯科の道を選びませんでした。それぞ
れ、ギャップイヤーを楽しんでいます。何学部を選ん
でも、私には文句を言えません。今思うと、きっと、
子供が誰も鉄工所を継がなかったので、父も寂しく感
じて居たのだと思います。最近、社会人３年目の長男
の言動が、特に、成長を感じさせて呉れます。その様
な子に育てて呉れた、家内に感謝しています。
今回、岩淵先生から寄稿のご依頼がありましたので、
悪文・悪筆ながら、書かせて頂いた次第です。ご希望
の文章だったか、はなはだ心配ですが、この様な機会
を与えて頂き感謝致します。大阪にお越しの折は、ぜ
ひ大阪を案内させてください。

〔 今回は、大阪一色でした。大東市って、大阪のドコ？ 今度
遊びに行きます♡よ 〕
〔 余談ですが「プリンセストヨトミ」の作者に、他に奈良を舞
台にした「鹿男おをによし」と、琵琶湖を舞台にした「偉大
なる、しゅららぼん」という映画もありますよ。みんな関西
が舞台です。イヨッ！関西おたく！ですね。関西愛に満ちて
います♡ 〕
：T. I

〔 NMB48 〕
でーす‼
〔「大阪城」の真下
（地下）
に、秘密の部屋があったらぜひ見せて
ください！ 難波の人は、皆、人生に必ず一度は訪れると聴いてい
ます。あと NMB48劇場のチケット欲しいです！ 一緒に見に行き
ましょう♥ 〕
：T. I
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〔 赤い靴（童謡）〕

（「ブルー・ライト・ヨコハマ」「よこはま・たそがれ」「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」……）

〔 日本丸 〕

前本部同窓会 常務理事

羽田久美夫（15 回 ･ 神奈川県）

私は生まれも育ちも横浜である。
そこで、今回は横浜の観光案内をし
よう。とくに横浜の中区の見所を紹
介しよう。見所はたくさんあるのだ
が住んでいる中区に限ると、山手の
外人墓地を中心とした洋館群とその

『

横 浜 観光 案 内

周りの公園から始まり、元町で元町ブランドをショッ
ピングして、中華街まで歩いて、中華料理に舌鼓を打
つというのが定番のコースだ。

（中区今昔物語）

』

〔 三渓園：都会の中の静寂…「心」に染みる一滴の、黄金
の清水かな… 〕

イタリア山庭園にある“外交官の家”に始まり、
“ブ
ラフ 18 番館”
“ベーリック・ホール”
“エリスマン邸”
“山
手 234 番館”みなとの見える丘公園内のバラ園を抜け

話が飛ぶが、養蚕が日本本来の強力な産業であるよ

て、
“横浜市イギリス館”“山手 111 番館”となる。途

うに思っている人がいるが、これは違う。天災と人災

中には、
“カトリック山手教会”“横浜山手聖公会”“山

が生み出した日本にとっての好都合であった。当時

手外人墓地”がある。坂を下って、元町通り商店街に

ヨーロッパの生糸生産国はイタリアとフランスであっ

入り、買い物をしたら、運河を渡って、中華街へと向

たが、微粒子病という病気のために、感染の疑いのあ

かう。

る蚕は処分され、壊滅的状態にあった。その上、大輸

この中華街の区画は 45 度ズレている。これをもっ

出国で会った中国・清はアヘン戦争や太平天国の乱に

ともらしく、中国人が風水で方角を決めたという人が

あって混乱し、輸出能力を失っていた。唯一輸出能力

いるが、正しくない。この区画ができた頃、まだ中華

を持っていたのは日本だったのである。明治のはじ

街はできていない。ズレは埋め立ての海岸線に拠って

め、桑と蚕から作られる生糸はすべて国内で生産でき

区画が決められたためだ。関内を含めて中心街は埋立

るので、外貨を獲得する旗頭になった。ついでに輸出

地である。私たちが小学校のころには、横浜新田、吉

品目の第２位はお茶で、第３位はなんと石炭である。

田新田と覚えさせられたものだ。吉田橋と谷戸橋付近

NHK でやっていた広岡朝子の話にも炭鉱の話が出て

に関所があり、その中を関内と言ったことはよく知ら

くるが、石炭は当時は輸出品目であった。それ以降も

れている。関内＝外国人居留地であるから、今では別

ナイロンが登場するまで、生糸は外貨稼ぎの優等生で

にするが中華街も関内であったのである。今の中華街

あった。

に中国人が集中したのは、関東大震災で欧米人が帰国

次に大桟橋である。山下公園が関東大震災の瓦礫を

したのをきっかけとしている。こういう蘊蓄は昔の横

使って埋め立てられたことは知っている人がたくさん

浜の小学校を出た人ならほとんど習っている。

いるが、大桟橋が下関事件のアメリカの賠償金の返還

これで終わってしまうと話にならないので、中区に

によって造られたことを知る人は少ない。当時のアメ

限ってぜひ覧て欲しいところを３つ紹介しよう。“三

リカの大統領は南北戦争の英雄グラント将軍であっ

溪園”と“大桟橋”と“野毛”である。

た。「下関事件は政府のしたことでなく、長州藩の起

三溪園は、元は、世界遺産となった富岡製糸場の経

したことである」「実質補填以上に弱国から賠償金を

営にも関わり合い、生糸の製糸・貿易で財を成した原

受領するのは、米国の真意でない」などの理由で返還

富太郎（三渓）が、由緒ある建物を移築した私邸の庭

された賠償金が建設費に使われた。昔の話はさておい

であった。原はこれを 24 時間無料で開放した。昭和

て、今の大桟橋は 2002 年に改修されて桟橋ではなく、

28 年からは三溪園保勝会によって整備が続けられ、

埠頭になっている。この改修で、屋上はウッドデッキ

現在 10 棟の重要文化財建物がある。園内はいつも整

と芝生の公園になっていて 24 時間 OPEN である。こ

備されており、桜が有名であるが、常にその季節の花

こからの港の景色は、夜景も含めて横浜港を味わう絶

にめぐり合うことができる。

好のスポットとなっている。日が暮れると共にデート
24

の場所として利用されている。
次に野毛であるが、ここはかつて、親父が愚痴を言
いながら安酒を呷る街であった。焼き鳥とクジラと家
族でやっている小さな料理屋の街であった。周りの開
発から取り残された街であった。その危機感から大道
芸大会の企画が組まれ、30 年目になっている。野毛
大道芝居も 12 年目になるはずだ。昨年は JAZZ で盆踊

〔 バラ：横浜市のお花です 〕

りという企画すら成功させている。そんなかいあって、

「 西洋バラの多くは開港間もない横
浜から日本へ上陸したといわれ、
その
後１世紀以上にわたって市民に親し
まれています」

５年ぐらい前から若者が集まるようになった。飲食店
も更新され、今や若者の街となりつつある。とにかく
活気があるのだ。若い子と自然に話ができる。とにか
く何でもありのフランクな伝統が満ちている町だ。た
だし５時開店の店が多いから、目星の店は開店時間を
確かめなくてはいけない。

〔 たそがれ・ブルーライト野毛……今宵もアイツ（野毛）
がアタイを呼んでるぜ…… 〕

コースとしては三溪園からスタートして、昼に三渓
そばを食べ、大桟橋付近か赤レンガ倉庫で一杯のみ、
野毛になだれ込むのが新しいスタイルだろう。

〔 今度、広報委員会で校正が終わったら、先生の推薦する
野毛に行きましょう 。
ちなみに、
６月24日の委員会の打ち上げは、
ランドマーク
タワーの70階にあるレストラン
「シリウス」の、窓際の景色
の良い席でディナーをいただきました。周りはカップルだら
けでした…

〕
：広報委員会

※〔 羽田先生は、学生時代、歯牙彫刻がとても上手でし
た。おそらく10点満点の彫刻が何本もあるでしょう 〕
：T. I

〔 横浜市の、海に面した山下公園にある
「赤い靴はいてた女の子像」
です。2010
年、
アメリカの姉妹都市カリフォルニア州のサンディエゴ市の海辺に同じ像が建って
います
（「望郷」の想い熱く、涙を流しながら遠い遠い海の彼方の「日本」
を見ている
のでしょう……

〔 横浜市のシンボル、ランドマークタワーです 〕

）〕
：T. I
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玉 川 歯科医師会 と 私
現東京都玉川歯科医師会 監事
前
〃
〃
会長
現 東 京 都 歯 科 医 師 会 代議員

冨塚

高利（７回 ･ 東京都）

東京は世田谷区玉川の地に開業して 30 年を過ぎま
した。ここで私の所属する玉川歯科医師会について少
しだけ紹介させていただきます。世田谷区の人口は
90 万人、玉川地区は 30 万人と言われています。世田
谷区には世田谷区歯科医師会、玉川歯科医師会と二つ
の会があり、玉川歯科医師会は会員 143 名で二子玉川
に会館があります。
玉川歯科医師会の特徴と

〔「風前の灯火」の私。ムソル
グスキーのクラシックの名
曲を連想？ 失礼 ゴメン
なさい。小倉さんと並んで
いると、まるでカップルみ
たい？ 僕が変わりたいです
♥〕
：T. I

いえば、全国に先駆けて平
成 14 年から独自事業として
「口腔がん撲滅キャンペー
ン」を行っていることでしょ

〔 小倉慶子氏の歯っぴ〜
スマイルです♥ 〕
（……ところで、
このお写真、
ご
本人の了解を得ているので
しょうか？
小倉さんもビックリ‼です。）

う。地域住民に口腔がんの

の「すこやか歯科健診」が大きく育ち、
介護予防の「お

啓発、注意喚起を行い、「玉

口の元気アップ教室」もますます盛んになると信じて

川方式」と銘打ち、会員が

います。

各診療所において随時受け

中学、高校、大学ともにバスケット部で過ごし、大

付ける「口腔がん検診」を

学３、４年生では、オールデンタル２連覇、関東医歯

実施してきました。そしてその成果が認められ、全国

薬では準優勝もしました。しかし今は当時の面影もな

の歯科医師会で口腔がん検診事業が続々と立ち上げら

く、体重は 18 キロも増え、その分頭髪は減りつづけ

れ、本会においては平成 21 年６月より世田谷区の受

風前の灯です。７歳の孫娘は右下の写真で誰が私かわ

託事業となっています。本事業によって平成 27 年３

かりませんでした。私も今年で 67 歳です。これから

月までに 1,063 名を検診しその中で 18 名に早期がんを

も市民の健口と歯科界の認知度の向上に努め、身体と

発見することができ、適切な早期治療を受けていただ

心の健康に留意して、生涯現役を目標に診療を続けて

けました。本会がデザインした口腔がん撲滅運動のシ

いきたく、少々アルコールがすぎるきらいがあります

ンボルとしてのレッド＆ホワイトリボンは、他地区歯

が、趣味としてのテニス、たまの小旅行の実践に心掛

科医師会はもとより日本口腔外科学会や日本歯科病理

け、少しでも健康寿命を伸ばしたいと思うこの頃です。

学会などにも広がりを見せています。
田谷区との受託事業があります。「すこやか歯科健診」
といい、医療連携の中で認知症を早期に発見し、重症
化するまでに歯科治療を済ませ、口腔ケアをスムース
に行えるようにしようという取り組みです。本会では
これまでも介護予防事業教室や在宅訪問診療事業を続
けてきましたが、その中心になって粘り強く取り組ま
れてきたのが、現在本会
副会長で同窓の、10 回生
小倉慶子先生です。

〔 オールデンタル優勝（主幹校）1972 年：
優勝カップを捧げる、故岩本保存学教授 〕

私が会長の時も副会長
として活躍していただき

〔 小倉さんは、学生時代より良く知っています。私が同窓会本部の
「会報」の「原稿」
を２回、頼みましたが、会務が忙しくてと断られ、
「役職」
が終わってから書きますと、約束してくださいました。次の
「会員のページ」
は 小倉さんで決まり‼ですね♥ 〕
：T. I

ました。これからも小倉
〔 高井戸ダイヤモンド・テニスクラブで 〕 慶子先生の頑張りで、こ
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←︹ 私 ︵冨塚︶はどこでしょう？ ︺

もう一つ昨年度よりこれも全国に先駆けて始めた世

91

第

回

代 議 員 会 報告（抜粋）

神奈川歯科大学同窓会 第 91 回代議員会が平成 29 年

平成 31 年の 4 月１日に学校法人神奈川歯科大学東京歯

２月 25 日（土）に午後２時〜６時にわたり本学本館

科衛生士専門学校として旅立ちます。これも無借金で

５階大会議室にて開催された。

す。2 番目に、本学が今抱えている、今そこにある危
機は、教育に関することです。今年の卒業生は 57 名、

１．開会の辞

70 名が留年、歯学部の総学生数は 670 〜 80 名です。

浅井副会長：同窓会会則第４条第２節第 20 条、27 条

２年間続くと収容定員の 720 を超え、大幅に超えると

において開催いたします。

文部科学省の補助金カットになりかねないが、財政
上 720 はできるだけ早く到達キープしたい。入学者は

２．点

呼

議長（ 飯塚

増えてほしい。入り口、出口いずれかを開け締めよう
務 ）代議員総数 77 名中、代議員 62 名、

が、学生・父兄・教職員に納得いくものでなければな

予備代議員７名。神奈川歯科大学同窓会会則第４章第

らず、非常に大事な事で、今我々がジレンマに陥って

23 条により、本代議員会は成立。

いる危機です。本来、１年〜６年生の教育プログラム
を１軸、教育インフラを２軸、６年間の学力程度を３

３．代議員会議長挨拶

軸とし、総合的な教育のグランドデザインを構築する

議長：年１回の代議員会です。
格段の御協力を賜りたい。

訳ですが、時間的余裕がないので、緻密な戦略を立案

副議長
（ 木村

し、この危機から脱却すべく関係者に働きかけていま

淳）
副議長を務めます。

す。未来化構想から足元の危機まで最大公約数で解決
４．議事録署名人選出

していかなければならず、同窓の先生方、御理解と御

議長：７番岩手県栃内代議員、77 番沖縄県平良代議員。

協力の程、お願いします。

５．会長挨拶
（ 大舘

７．学長挨拶（ 平田幸夫 ）

満）

神奈川歯科大学の 100 周年記念事業が５月 21 日、横

１つ目は、入試関連、２つ目は国家試験関係、３つ

須賀で開催。大学とは、非常に良い関係です、多くの

目は、29 年度の話です。入試に関して、志願倍率が 7.6

方の御出席を。同窓会 50 周年記念式典は３年後位に

倍位あり最終的には昨年と同じ位になる模様。志願者

開催で、実行委員会を組織したい。２回目の大学新病

が減少中、最終的には合格倍率も２倍〜３倍位。２番

院の寄附の案内が届いていると思いますが、再度御協

目は、国家試験に関し、今年は国家試験を受けられる

力をお願いし、同窓会も協力したい。本日は年１回の

学生が 57 名卒業、卒業できなかった学生大体 127 〜 8

新しい形態の代議員会です。御協力を。

名で、57名が国家試験を受け結果待ち。教育改革をし、
本学を卒業すれば 80％位は国家試験に合格できるベ

６．理事長挨拶
（ 鹿島 勇 ）

ンチマークもでき、教育に関する他大学の評価、文部

新病院は、鉄骨フレームが最上階まで組み上がり外

科学省の実質的な評価で１億 5 千万位の補助金を得ら

観が現れ、８月末に建物の完成、9・10 月で機器・設

れ私立ではトップ。３番目は、29 年度は、法律に基

備の設置、旧病院から引っ越し、11 月フルオープン。

づいて７年に１回、認証評価が得られるかの年。予備

寄附も、目標１億円に対し 8,000 万を超えた。本日２

受審で１月に書類を出し、４月に本受審書類を出し、

つ報告がございます。最初に、中・高一貫教育の進学

秋頃基準協会の検証。本学が教育改革で、本学が国際

校で有名な学校法人桜丘が 34 年間運営してきた東京

的な教育に合っているかの国際認証を視野に改革を進

都北区滝野川１丁目の東京歯科衛生専門学校（TDH）、

め一番最初に国際認証を受けたい。本学は外国の学生

820 坪の土地と 700 坪の建物、200 名近い学生も含め、

が約 100 人位在籍し、教育内容も国際的な形になり、

本学が事業を継承します。東京は、成長戦略の拠点で、

合法的にできることを狙っていく。
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８．報

告

を選考、准教授も選考中。卒業生 57 名の結団式が２

担当（ 徳島理事 ）黙祷を捧げます。元神奈川歯科大学

月１日にあり同窓会から時計・クオカードの記念品を

学長、山中

彬先生。元神奈川歯科大学学園長、元理

配る。国家試験発表は３月 17 日。学生 670 名で、４・

事長、菅谷房吉先生。特別会員、元神奈川歯科大学化

５年生が極端に少なく不均衡な構成。全国歯科学生総

学教授、奥山典生先生。元湘南短期大学歯科衛生士学

合体育大会、総合成績が 29 校中 28 位。４年生の登院

科教授、金安英治先生。正会員、宮城県１回生、照井

試験ＣＢＴで、１次で 30 数名落ち３月に再試験。進

道夫先生。青森県５回生、吉村法子先生。兵庫県６回

級判定は、３月 13 日。一般３期入試が３月 12 日で、

生、飯村昭朋先生。京都府 15 回生、安藤慶治先生。

定員５名の狭き門。

東京都 11 回生、梶原健司先生。山口県 10 回生、乗末

会長：来年の入試で同窓生枠を８名に増やす報告を受

昌宏先生。新潟県８回生、本間

けた。

透先生。兵庫県 15

回生、野村眞司先生。鹿児島県 12 回生、濵田直子先

議長：学外報告…会長。

生。北海道 10 回生、富田美智子先生。東京都 17 回生、

会長：日本歯科医師会の会長選挙で、堀先生に。

米今文子先生。東京都４回生、佐藤

議長：その他。台風 10 号の件。

巌先生。東京都

11 回生、玉繁雅之先生。福岡県 14 回生、本荘昌輝先

（ 栃内代議員 ）岩手支部長です。昨年秋、台風 10

生。神奈川県５回生、星谷昭三先生。神奈川県 14回生、

号で沿岸部直撃され、本部からお見舞金ありがとうご

深瀬

ざいました。

敦先生。黙祷。

議長：会務報告。

議長：平成 28 年熊本地震の支援のお礼とお見舞金収

担当
（ 髙橋常務理事 ）
会員現況は、会員数は 3,385 名、

支報告を、熊本県の奥村代議員、片山予備代議員。

甲種 3,022 名、乙種が 363 名、入会率 49.8％。会務報告・

（ 片山予備代議員 ）
（ ＤＶＤ視聴 ）見舞金配分の

新入会員・再入会者リストは、当日・事前資料を参照

委員会を作り私が責任者で、1,000 万の見舞金を半年

ください。

かけ最終決定。

議長：会計現況報告。
担当
（ 金子常務理事 ）
当日資料を。

９．議

議長：予算決算特別委員会報告。

第１号議案

予算決算特別委員会委員長（ 波磨

事

章 ）平成 28 年度第

平 成 27 年度一般会計−１歳入・歳出決
算

１回予算決算特別委員会を平成 28 年６月５日、第２

第２号議案

回を 12 月 11 日に神奈川県歯科医師会館で開催、28 年

平成 27 年度一般会計−２（事業運営安定
化資金）歳入・歳出決算

度決算は仮承認で、最終決定は、代議員会並びに会員

第３号議案 平 成 27 年度事業基金会計−１歳入・歳

総会。委員の質問、執行部と協議の内容は報告書に記

出決算

載。不足は代議員各位の事前質問で。29 年度事業計

第４号議案

画より予算立て審議し新規事業等も検討。熊本地震の

平成 27 年度事業基金会計−２（名簿発行
事業）歳入・歳出決算

在宅審議で、予決では、在宅審議でよいとの結論に。

第５号議案 平 成 27 年度福祉共済部会計−１歳入・

融通のきく動きやすい予決とし、開催数を増やさずに

歳出決算

在宅審議も一案。クラス代表会や女性参画問題は同窓

第６号議案

会未入会問題と組織率向上で予決で意見が出た。代議

平成 27 年度福祉共済部会計−２（同窓会
年金）歳入・歳出決算

員皆の英知を結集して欲しい。予決の重要性をご理解、

第７号議案 平 成 27 年度奨学金基金会計歳入・歳出

認知して頂きたい。

決算

議長：表彰選考委員会報告。第 25 回表彰推薦者は、

第８号議案

有功章６回生小田嶋先生、３回生山路先生。表彰７回

平 成 27 年度職員退職金積立会計歳入・
歳出決算

生石黒先生。第 26 回表彰推薦者は、有功章４回生藤

第９号議案

平成 27 年度前受金会計歳入・歳出決算

田先生、２回生森本先生、２回生藤井先生。

第 10 号議案

資産目録に関する件

議長：奨学者審議部会報告。専務理事。

監査報告

担当
（ 秋本専務理事 ）
甲種大学支部 10 名です。

議長：９．議事、１～ 10 号議案を一括上程、監事報告。

議長：学内報告。

担当（ 金子常務理事 ）第１～ 10 号議案の資料説明を詳

担当（ 山田理事 ）口腔外科、薬理、歯科理工の新教授

細に行った。
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議長：監事報告を。

出たかが見えない。双方向性のフェイスブック、ライ

監事（ 細谷孝明 ）平成 27 年度の会務運営状況、財産管

ンで審議した方が。

理・資産の状況等を精査照合の結果、適正であった。

担当（ 髙橋常務理事 ）セキュリティーが確保できれば

議長：採決。第１号議案～第 10 号議案まで、挙手多

良い。今はＦＡＸの方が安全性が高い。

数可決承認。

副議長：採決。第 13・14・15 号議案、挙手多数にて

第 11 号議案 平 成 28 年度事業基金会計−１歳入・歳

可決承認。

出補正予算（案）

第 16 号議案

（神奈川歯科大学附属病院新築移転推進資金寄付金）

算（案）

（平成 28 年熊本地震への支援金）

第 17 号議案

副議長：第 11 号議案、執行部説明。

平成 29 年度一般会計−２( 事業運営安定
化資金 ) 歳入・歳出予算（案）

担当
（ 金子常務理事 ）
事前資料を詳細に説明。

第 18 号議案

副議長：採決、挙手多数可決承認。
第 12 号議案

平 成 29 年度一般会計−１歳入・歳出予

平 成 29 年度事業基金会計−１歳入・歳
出予算（案）

平成 29 年度事業計画（案）

第 19 号議案

副議長：執行部、提案を。

平 成 29 年度福祉共済部会計−１歳入・
歳出予算（案）

担当
（ 髙橋常務理事 ）
事前資料を詳細に説明。

第 20 号議案

（ 長谷川代議員 ）クラス代表者連絡会議（仮称）

平成 29 年度福祉共済部会計−２( 同窓会
年金 ) 歳入・歳出予算（案）

の試験的運用とは。

第 21 号議案

担当（ 髙橋常務理事 ）クラス代表連絡者会議は、試験

平 成 29 年度奨学金基金会計歳入・歳出
予算（案）

的に 29 年度に開催し世代間の隔たり解消目的で、各

第 22 号議案

クラス代表をどうするか等、試験的に行い今後の方法

平 成 29 年度職員退職金積立会計歳入・
歳出予算（案）

等内容を決定したい。

第 23 号議案

（ 長谷川代議員 ）クラス代表を何名か選ぶことか。

平 成 29 年度前受金会計歳入・歳出予算
（案）

会長：このシステムが存在していないので、最初は５

副議長：第 16 ～ 23 号議案一括提案し個別審議。

人・10 人でクラス代表らしき人と同窓会とクラス会

担当（ 金子常務理事 ）第 16 号議案の資料を詳細に説

の連携を進めたい。

明。新規科目 08 臨時委員会、クラス代表、女性会員

（ 米今代議員 ）学術関係の奨学者審議部会関連で

参画推進委員会として 50 万円計上。

要望。奨学者審議部会報告で大学から５名以上とか、

会長：クラス会の活用、女性会員参画推進委員会の準

大学から５名以上の方を推薦する等と規約の改正等を

備会費用を 25 万円ずつで 50 万。クラス会の代表者会

検討して欲しい。

議の準備会を開き、理論的な整合性を持ちクラス代表

副議長：採決。賛成多数可決承認。

に声がけし、どんな反応が得れるかからのスタート。

第 13 号議案

代議員会

クラス代表者会議を開催し同窓会とクラス会の融合を

第 14 号議案

災害見舞金制度の立ち上げに関する件

在宅審議新設に関する件

図る。１～ 25 回生位迄の先生方に、若い先生を加え

会期施行規則

る為の協力を得て、48 回生から 15 期位は客として招

の改正に関する件（施行規則第 10 条、第

き同窓会を知ってもらい徐々に浸透させたい。女性部

11 条

在宅審議新設に関す

会で、女性会員参画推進委員会準備会を考えており今

第 22 条、第 23 条

年度は準備会。３割以上女性がいます、女性が活躍で

第 15 号議案 神 奈川歯科大学同窓会
代議員会

る件）
（施行規則

災

害見舞金新設に関する件）

きる組織に変えたい、会長諮問の臨時委員会です。

副議長：一括上程し、個別審議。

担当（ 金子常務理事 ）第 17 ～ 23 号議案を資料で詳細

担当（ 秋本専務理事 ）第 13 号議案は、年１回になり、

説明。

大規模災害や決算以外に緊急な事柄で代議員会の議決

会長：クラス会代表者会議とは何か、クラス代表がい

や承認が必要と認められた場合、代議員各位に書面で

ない学年、幹事であり代表でない等、それらを説得し

在宅にて審議し仮承認頂く。第 14 号議案は、新見舞

来てもらえる学年で交通費がいらない近県の方を１人

金制度を立ち上げたい。第 15 号議案は、前号から会

出してもらえる様、順番に説得。今年は、全学年で代

則施行規則の改正が必要。資料で詳細に説明。

表が決まるのではなく、意見交換を一部の人達で、ど

（ 長谷川代議員 ）ＦＡＸは、誰が、どんな意見が

ういう形で進めるか、意見を模索する年。
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副議長：採決。第 16 ～ 23 号議案、挙手多数可決承認。

発注や住所録の手配等に対応可。

第 24 号議案

退会者承認に関する件

会長：ＫＤＵ株式会社が、今後サービスを止めた場合、

第 25 号議案

特別会員の承認に関する件

同窓会が代わりをする。

副議長：第 24・25 号議案は、挙手多数、可決承認

（ 小林東京都支部代議員 ）代議員会発足時は、ク
ラス代表が代議員、予算の問題で中止になった。

10．協

議

会長：代議員会にクラス代表が出る場合、経済的な問

１）
組織改革について

題が大きな壁になる。卒後 15 年位の代表が代議員会

議長：執行部、説明を。

に参画する場合は、近県の方。

会長：
（１）クラス会の活用、今年度 25 万円の予算で

（ 桂代議員 ）クラス会の代表選考は、いかがなも

準備会を開催。年２回程度開催とありますが、臨機応

のか。

変に予算使いたい。交通費は自分持ちで想定。将来ク

会長：第１段階は執行部から委員を選び枠組みし準備

ラス会代表者会議が同窓会の大事な項目として認知さ

会を作る。幹事さん達が認めるクラス代表を、近県の

れたら、卒業 15 年程度のクラス代表の代議員会参加

方にお願いをする事を準備会で考えていく。
（ 桂代議員 ）委員会立ち上げ時に参加するメンバー

も視野に入れ、これには会則改正が必要で準備会を経
てクラス代表者会議が運営できた時点で、皆様と協議

が非常に重要、熟慮して。
（ 石田代議員）１～ 47 回生は無理、的を絞りクラ

です。卒後 15 年程度迄の若い先生方が、同窓会に参
画する機会が少ない為、学術で予算を多くし、参加し

ス会をやり、入会率を上げる方法を模索する。

易いように同窓会との接点を一生懸命作ってるが、少

会長：協力をお願いしつつ、紳士的に組織率をアップ。

ない。組織がピラミッド型の縦糸なら、クラス代表が

例えば大学との信頼関係の構築、入学定員が不足の

世代間の横糸として構成したい。
（２）女性会員参画推

時、同窓会が協力したので、本日理事長から卒業生の

進委員会準備会について、組織、執行部、代議員会で

指定枠３名から８名に増やした経緯、大学職員で教職

も参画する女性が少ない。支部組織でも支部長の女性

の方で同窓会に未入会は、どうでしょうかと問うと、

は少なく、
１本の縦糸だけで女性の同窓会への参画は、

「けしからん、私からもそいつらに言っておく」という

上手くいかないので横糸を作る必要がある。模索しな

言葉を頂いている。こういう雰囲気を作ることで、大

がら女性参画をお願いし、実のある準備会にしていき

学との信頼関係を長期間構築し、卒業する学生が同窓

たい。

会に入るのが当たり前の時代を作りたい。問題は、30

（ 外池代議員 ）クラス会とは曖昧な組織で、学年

回生から下で、クラス代表者会議の存在には、若い先

により全然違う。クラス会に代表がいるか、代表の選

生が少なくとも会議は毎年やる決まりを作り、本人又

出方法、規約、同窓会の規約にクラス会の文言はない。

は代理を決めなければという年間の流れを作れば、

今後規約改正の必要は？クラス会の実態の把握は？活

徐々に若い先生も来るのでは。上手く工夫し 47、48

用する前に、クラス会を各学年毎に組織化する事が大

回生迄の代表が来てもらえればと。初め３年位は、同

事な作業では。準備委員会を立ち上げ、方向性は、結

窓会主導でクラス会を強要せずに開かせる様な案を出

論を委員会に丸投げしている様な印象。

し頑張りたい。

会長：委員会への丸投げではない。臨時委員会は、会

（ 小松代議員 ）組織率低下対策に執行部は 25 万を

長諮問の役員でスタートし、各学年代表の一部の人が

活用し、次の代議員会で良い報告を期待。
（ 五十嵐代議員 ）39 回生が 30 名も退会、何か同窓

徐々に加わり、私が実行委員長の覚悟です。同窓会よ
り 10 万円の支援を始めてから、会長としてクラス会

会に興味を持ってもらえる様にしたら。

に招待されたり、副会長や同じ学年の役員が出て、関

会長：39 回生は、５年前納の方で、前納後３年未払

係者が必ずその場にいる事実がある。同窓会の支援が、

いが続くと自動退会なので目立つ。若い先生方は移動

同窓会とクラス会のメンバーは同窓であるという認識

が激しく多方面で八方ふさがりの状態。

が生まれ同窓会との関係は濃くなった。支援の 10 万

２）福祉共済の見直しについて

円は、協議を皆さんと進める為に、先手を打った事。

担当（ 秋本専務理事 ）５年毎に見直すことで、前回の

（ 外池代議員 ）クラス会側の要望は、事務処理が

見直しで死亡 20 万を 10 万に減額。継続するか、新た

大変、同窓会でリードして欲しい。

に特別委員会を作るかの協議です。

担当（ 秋本専務理事 ）ＫＤＵ株式会社があり、色々な

（ 石田代議員 ）何ら問題がなければ、今協議する
30

（ 外池代議員 ）ＫＤＵバッジは 600 円、普及させて

必要はない。
３）
その他

欲しい。

（ 中村代議員 ）神奈川歯科大学同窓会のバッジを
11．閉会の辞

普及させて欲しい。
（ 鴨井代議員 ）５月 21 日の祝賀会、遠方の方は交

鈴村副会長：お疲れのところ、遠くからお運び頂き誠

通費・宿泊費がかかるので、祝金なしで。

にありがとうございます。１〜 25号議案を可決承認、

議長：関東地区連合会では、一律１万円に決定。

誠にありがとうございました。

（ 米今代議員 ）遠方の方は、旅費があるので祝金
なしで、近い方は、祝金なしは心苦しい。同窓会バッ

記：髙橋

ジは、消費税込み 1,620 円です。

朗

（総務担当常務理事／ 12 回）

〔「代議員会」
が、年に１回になったことを記念し、
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「 91 」の数字を 赤 にしてみました 〕
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
：T. I
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平成 28 年度

定 例 総 会 報告（抜粋）
飯塚代議員会議長：第 91 回代議員会報告致します。

平成 28 年度定例総会が平成 29 年２月 25 日（土）に
神奈川歯科大学

報告事項、議事が 25 号、協議が３件、16 時で終会、

本館５階大会議室にて代議員会終了

クラス会、女性会員の件の問題や特に規約の改正等々

後開催された。

もございました。本総会でも御承認頂けます様お願い
１．開会の辞

します。

赤城副会長：一番大事な総会です。スムーズな進行を
６．議

お願いします。

事

議長：第１〜 10 号議案迄一括上程します。
２．議長・副議長選出

議長：質問なし、一括採決します。

担当（ 秋本専務理事 ）：議長を外池代議員にお願いし

第１〜 10 号議案、賛成多数、可決承認。

ます。

篠原副議長：質問なし、一括採決します。

議長（ 外池利夫 ）
：副議長、24 番東京支部篠原一也先

第 11 〜 25 号議案、賛成多数、可決承認。

生にお願いします。
７．その他
議長：特にない様ですので、
全ての議事が終了しました。

３．議事録署名人選出
議長：８番岩手県支部五十嵐
県支部下里

隆先生、30 番神奈川
８．閉会の辞

誠先生。

相原副会長；長時間にわたり、有り難うございます。
４．会長挨拶
会長（ 大舘

皆様の貴重な御意見を執行部で十分議論し、御報告さ
満 ）
：支部長会並びに代議員会、お疲れ

せて頂きます。これで閉会いたします。

と思いますが、頑張って頂きたい。
５．報

告

議長：代議員会報告を代議員会議長お願いします。

記：髙橋

朗（総務担当常務理事／ 12 回）

２ ページより
人類によって汚されてしまった地球が、
新たに新
（ニュー）
大陸を生む
ことによって生まれ変わろうとしているのか。汚れた古い大陸を新しい
大陸に変えようとする、惑星規模の巨大な造山運動
（大陸移動）
の始
まりなのか、乳（ニュー）大陸出現の意味は、地球の意図することと
は、
もし人類を創った
「神」
がいるとすれば……
「 神 」の目的は……人類は まだ知らない……

47 ページへ続く
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〔 平成 29 年 １月 から ５月 までの 会務報告 〕
月

日

曜

14

土

15

1月

21

22
27
28
2
4
5

2月

3月

4月

5月

19

行事

出席者・講師

第 4 回常務連絡会
平成 28 年度第 1 回奨学者審議部会
第 9 回学術委員会
日 神奈川歯科大学同窓会学術講演会 -Back to the basic『歯周治療成功の秘訣〜歯周基本治療からメインテナンスまで〜』
九州地区連合会支部長・代議員会議
熊本県支部総会・学術講演会
土 第 152 回神奈川歯科大学学会学外例会

講師：若林健史 先生
大舘
講師：児玉利朗教授（14 回）
大舘・赤城・秋本・山中・木本・前畑
（学術委員会）三橋・別部・長尾

京都府支部総会
日 東京医科歯科大学歯科同窓会 新年名刺交換会
金 会報 125 号発行
大分県支部学術講演会
土
東京都支部新年懇談会
木 第 10 回学術委員会
土 神奈川県支部新年会
神奈川歯科大学同窓会学術講演会 -Back to the basic『その痛み、本当に歯が原因？―非歯原性歯痛の鑑別診断と歯科
日 心身症の対応法―』
日本大学松戸歯学部同窓会創立 40 周年記念式典・祝賀会
第 58 回関東地区連合会
日

25

土

4
12

土
日

16

木

18
19

土
日

26

日

1
8
20

土
土
木

22

土

14

日

20

土

21

日

27

土

第 5 回理事会
平成 28 年度第 1 回支部長会
平成 28 年度第 1 回福祉共済部運営委員会
第 91 回代議員会
平成 28 年度定例総会
退職教授謝恩・就任教授祝賀パーティー
青森県支部総会・学術講演会
神奈川県支部学術講演会
神奈川歯科大学卒業式
48 回生謝恩会
第 5 回常務連絡会
私立歯科大学歯学部同窓・校友会連絡協議会 12 校会議
第 11 回学術委員会
石川県支部総会・学術講演会
日本大学歯学部同窓会第 4 回桜会
山形県支部総会・学術講演会
新潟県支部総会・学術講演会
平成 29 年度第 1 回学術委員会
平成 29 年度第 1 回常務連絡会
新藤 潤一先生の受章をお祝いする会
神奈川歯科大学同窓会学術講演会 -Back to the basic「総義歯〜何がわかりにくいのかどのように教えるべきか 学ぶべきか〜」
千葉県支部総会・学術講演会
熊澤榮三先生を祝う会
平成 29 年度第 1 回監事会
平成 29 年度第 1 回理事会
学校法人神奈川歯科大学創立 100 周年記念式典・祝賀会
近北地区連合会総会
愛媛県支部総会・学術講演会
33

浅井・植村
講師：小原正嗣先生（15 回）
大舘
大舘
講師：和嶋浩一先生（9 回）・
：和気裕之先生
大舘
大舘・浅井・鈴村・秋本・髙橋・金子・
植村・土肥

講師：山本龍生教授
講師：稲葉 繁先生
大舘
大舘・秋本・平田
大舘・浅井
講師：不島健持教授（14 回）
前畑
佐藤、講師：児玉利朗教授（14 回）
屋形、講師：山崎和久教授（11 回）

大舘
講師：松下

寛先生

大舘、講師：秋本
赤城

進先生（8 回）

大舘・他 執行部全役員
大舘・直江
講師：向井義晴教授（19 回）

平成 28・29 年度
谷田部

学術講演会 報告
若林健史 先生

優 先生
前畑

香（学術理事：31 回）

山中秀起（学術常務理事：15 回）
平成 29 年１月 15 日（日）神奈川歯科大学横浜研修

平成 28 年 12 月 18 日、神奈川歯科大学横浜研修セン
ター・横浜クリニックにて、東京都ご開業

センター横浜クリニック７階講堂において受講生 82

谷田部

優先生をお招きし、『欠損を診る目、読む目−患者満

名の出席を得て、東京都渋谷区ご開業の日本歯周病学

足度の高いパーシャルデンチャーデザインを求めて

会理事、日本臨床歯周病学会副理事長の若林健史先生

−』と題し、学術講演会が行われました。鈴村佑子副

をお招きし“歯周治療成功の秘訣〜歯周基本治療から

会長の開会挨拶をかわきりに、本講演は７時間 ( 昼食

メインテナンスまで〜”と題するテーマの講演会が行

休憩１時間を含む ) に及びました。

われました。

パーシャルデンチャーは、欠損部を補うために残存

当日は鈴村佑子副会長の挨拶に始まり、講演では先

歯や顎堤が負担を担うため、形態や機能回復を目的と

生が出演された CM 撮影においての指の指し方で監督

するだけではなく、残存歯を崩壊させない設計が重要

の指示がいかに大変だったかというくだけた話題で会

と提示された後、欠損の捉え方、リスクの読み方、欠

場をなごませ、歯周基本治療においての治療計画の立

損を修復する際の処置方針の立て方について解説し、

案、歯周治療の患者さんへのアプローチ法等の技術的

パーシャルデンチャーの基本的な設計の考え方からメ

なことをお話し、歯周病 80％は歯周基本治療で治癒

インテナンスまで、ご教授してくださいました。また、

するために歯科衛生士の技量が問われるため、若林医

近年臨床で多く見られるようになったノンメタルクラ

院のスタッフ教育や患者様に対してのどのような心構

スプデンチャーについては、谷田部先生自らも製作に

えをもって診療にあたるかなどホスピタリティーを

携わった日本補綴歯科学会によるノンメタルクラスプ

もった先生の医院づくりのこだわりなどといった多岐

デンチャーのポジションペーパーを基準とし、症例の

にわたり示唆に富んだ話をされ、受講生からも“普段

選択基準、材料の選択、義歯の設計、メインテナンス

の治療中になかなか患者に伝えたいことをうまく言葉

に関し、適応症例を含め紹介されました。

にできる事が少なく、本日若林先生のお話をきけて、

受講生からは、パーシャルデンチャーの基本的設計

明日から少しずつ取り入れて、まずできる事から実践

や咬合、そしてノンメタルクラスプデンチャーの構造

してみようと思いました。わかりやすくお話して下

や設計に至るまで、幅広い内容を受講できたとの声を

さってためになりました”などと好評であり盛況のう

多く聞くことができました。明日からの臨床に応用で

ちに講演会は閉会した。

きる内容だったのではないかと感じます。

〔 谷田部

↑
優 先生 〕

↑
〔 若林健史 先生 〕
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松下

和嶋浩一 先生・和気裕之先生
原

寛 先生

めぐみ（学術委員・前横浜クリニック講師：18 回）

前畑

香（学術理事：31 回）

平成 29 年５月 14 日、神奈川歯科大学横浜研修セン

平成 29 年２月５日、神奈川歯科大学付属横浜クリニック
にて、和嶋浩一先生（慶應義塾大学専任講師）
、和気

ター・横浜クリニックにて、東京都ご開業 松下

寛

裕之先生（神奈川県開業）をお招きして、「その痛み、

先生をお招きし、『総義歯〜何がわかりにくいのか

本当に歯が原因？―非歯原性歯痛の鑑別診断と歯科心身

どのように教えるべきか

症の対処法―」というタイトルで、本年度最後の学術講演

術講演会が行われました。鈴村佑子副会長の開会挨拶

会が開催された。

をかわきりに、本講演は６時間（昼食休憩１時間を含

学ぶべきか 』と題し、学

む）に及びました。

鈴村副会長の挨拶から始まり、まず和嶋先生より、非歯
原性歯痛についてご講演をいただいた。歯や歯周組織を

松下先生は総義歯治療に関する数多くの講演会やセ

原因とする「歯痛」と思われてきた症例の中に、歯科疾

ミナーをされていますが、総義歯治療を教えるにあた

患とは全く異なる原因から起きる「非歯原性歯痛」がある

り言語化できない項目（感覚や経験から学ぶ項目）を

こと、その種類と鑑別診断法について、また非歯原性歯

どのように教えるべきなのか検討し、技術・技能教育

痛のうち筋・筋膜性歯痛が最も多く、これには歯に関連痛

研究所 森

を生じるトリガーポイントが存在することを学んだ。筋・筋膜

困難な判断・処理・認識・理解）」を「形式化（文章・

性歯痛の次に多くみられる神経障害性疼痛のメカニズムと

図式・数式などによって説明・表現できる知識を示

薬物療法について、さらに先生が実際臨床で行っている

す）」すること”を引用したうえで、総義歯治療で言

治療法についてもお話しいただいた。

語化できない項目の一つである咬合調整に関し詳しく

和夫先生が提唱される“「暗黙知（表現が

和気先生からは、「歯科心身症」についてご講演いた

ご教授してくださいました。また、松下先生が実践さ

だいた。口腔内の痛みや異常感覚を主訴とする患者の中

れている「総義歯製作法（究極簡略技法総義歯作製法・

に、口腔領域の診査では原因を確定できない、身体の異

VAS システム精密義歯作製法）」に関し解説されまし

常や心理社会的な問題が関与している「歯科心身症」

た。また、義歯治療を行うと患者−歯科医師間でトラ

があること、歯科心身症には、舌痛症、顎関節症、インプ

ブルになる可能性がある難症例を挙げ、実際に起きた

ラント周囲の疼痛・違和感なども含まれ、心身医学的な治

トラブル症例とそのリスク回避策を提示されました。

療が必要となること、その対応法などをご講義いただいた。

受講生からは、総義歯治療でわかりにくいとされてい

１日を通して、非歯原性歯痛、歯科心身症どちらも、専

る咬合調整の詳細をわかりやすく解説していただいた

門医による治療が必要となる場合が多いと思うが、必要の

との声もありました。明日からの臨床に応用できる内

ない無意味な治療を行なわないために、我々一般歯科医

容だったのではないかと感じます。

も鑑別診断ができる知識を持つべきであると痛感した。
当日は、両先生に交互にご講演いただいたが、講演毎
に多くの参加者からの質問があり、講師の先生方からは
熱心なご説明をいただき、予定時間を過ぎるほど熱気にあ
ふれた１日となった。

↑
↑
〔 和気裕之 先生 〕
〔 和嶋浩一 先生 〕

〔 松下
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↑
寛 先生 〕

↙ 新・デザインです

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？

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

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、
『
お知らせ下さい。

同窓の近況 』をぜひ

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！
今までになかった企画モノ OK！ です。長い原稿 OK です ！

へどんドン送って下さいね。同窓が、
『同 窓 便 り』
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・文 ／ Toru. I

〔『卵』
から生まれる新しい生命：
今年は
「酉年」
です。
「酉」
といえば、
「鳳凰」、
「フェニックス」
（不死鳥）
。
皆様にとってフェニックスのように甦る、
良いお年
（歯っぴい〜）
でありますように
お祈り申し上げます‼〕

☆

◆

東京 都支部・ 卒 直後セミナーを 開 催する!
☆

浦

実（10 回）

更し、９月 24 日（土）に役員・若い先生・学生など

東京都支部では独自の卒直後セミナー会を 21 年前
から毎年開催しています。この会は笹原盤雄先生（前

多数の出席者で行われました。冒頭に元田文治支部長、

支部長・２回）が支部長の時に立ち上げられ今に続い

豊田真基理事の歯科界に関するお話をして頂き、その

ています。

後会食が行われ懇親を深めました。そのあと今回も全
員出席のもと、近くのお店で二次会を行い大いに盛り

東京都出身の卒業生で国家試験合格者を対象とし

上がりました。

て、歯科医療界の現状や展望また臨床へのアドバイス
や先輩先生の経験談などのセミナーを毎年行っていま

近年、年々出席者が減少しているのが気になるとこ

す。６年前からは都人会と合同で現役の学生も交えて

ろですが、この会が若い先生や学生たちと触れ合える

開催しています。

貴重な場所であると私たちは考えており、これからも
続けて行きたいと切に思っております。

28 年度では場所を芝のホテルメルパルク東京に変
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☆

千葉 県支部 第58回関東地区連合会 開催される
☆

高橋
することが出来た。

平成 29 年２月 19 日（日）午前 10 時半より品川プリ
茨城県

ンスホテルにて第58回関東地区連合会が開催された。

：2011 年の東日本大震災の被災地である
福島県へ視察旅行を実施した。

本年度の当番支部は千葉県。
千葉県

本部同窓会から大舘会長を始めとして８名、千葉県

：鶴見同窓会と共催で落語の会を事業とし
て定着させることを目標としている。

を除く各支部から１〜３名の代表が参加し、ホストで

その他、意見交換において、千葉県での終身会員

ある千葉県支部からは９名が参加。総勢 33 名による

免除規定の削除の考えを、他地区ではどのような規定

会議となった。

になっているのかの質問に対して、数地区では「最初

慣例によって千葉県の木村支部長が座長を務めた。
報

晃（16 回）

から終身の規定が設けられていない」という現状の答

告

えを得た。また、県境に所在する会員では便益・交際

まず、各支部からの報告の中で主だったものを紹介

を考慮し、越境入会の許容を考えるべきかとの意見が

する。
大学

出されたが、「現在の支部割り代議員数の関係で無理

：研修医を抱えるため毎年三分の一の会員

があるのではないか」とされた。

が入れ替わり会員の把握が困難を極める。
栃木県

協

：県歯会長選挙で支持した候補が当選。役

議

・代議員会について：2 月 25 日開催の第 91 回代議員

員を送り込める可能性が高い。
神奈川県：従来の役員だけによる新年会に替えて広

会は年一度となる初めての代議員会のため時間配分

く会員に声をかけて 150 名の規模で開催

が厳しい運営となることが懸念される。また、若い
卒業生のクラス代表を将来代議員会へ招くことの是
非や卒業回期毎のクラス会の現状などについて意見
を交換した。
・次期開催支部について：全会一致で埼玉県支部に決定。
〔

懇親会

〕

午後０時 55 分より次期開催支部の埼玉県 桂

一平

支部長による乾杯の挨拶ではじまった。懇親会では、
会議の時の白熱した雰囲気とはうってかわり、参加者
全員で和気藹々とおだやかな歓談が繰り広げられた。

《 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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新潟 県支部

◆
☆

総会

☆

および

学術講演会報告

♥

屋形

秀樹（５回）

去る平成 29 年４月８日（土曜日）の午後３時より、

で講演をして頂きました。1970年代以降の研究によっ

新潟市のホテル、イタリア軒に於いて、同窓会新潟支

て、Porphyromonas gingivalis を中心とした細菌によ

部（稲岡会）の総会および学術講演会を行いました。

り誘発される炎症によって、結合組織破壊と破骨細胞

修専務理事の進行により、中川賢

の活性化が生じ、歯周組織破壊が起こることが明らか

治支部長の挨拶に始まり、平成 28 年度の会務報告、

にされました。一方、治療面では、組織再生誘導法

決算報告が、髙橋堅護、岡部清幸の両理事によってそ

（GTR 法）が行われるようになり、最近は、サイトカ

総会では、入江

れぞれ報告され、齋藤

イン療法が開発されています。

憲監事より、監査報告があり、

近年、口腔の健康が、全身の健康に密接に関わって

承認されました。

いることが、広く認識されるようになりましたが、充

その後、支部長会議、代議員会報告があり、母校の
国試合格状況、入試状況等の報告もあり、それぞれ良

分に判らないことは多く残っており、それらについて、

好であったこと等が報告されました。母校の創立 100

どのようなことが研究されているのかお話しされまし

周年記念式典が、５月 21 日に横須賀市内で開催され

た。

る報告があり、支部からは、中川、屋形、入江が出席

山崎先生には、本会でも、過去に何度か講演をして

することとしました。また、平成 32 年には、同窓会

頂き、種々の方面で、講演の依頼が多く、活躍されて

の創立 50 周年になり、その記念式典を計画している

おられます。
今後も、前述の研究活動等、御活躍して頂きたいと

報告もありました。

思っております。

支部長の任期満了に伴い、支部長選挙でしたが、再
度、中川先生にお願いすることとしました。中川先生

集合写真には、中央の山崎先生と山崎先生のお姉様

には、平成５年より、24 年間程の永きに渡り、支部

山崎弘子先生（７回、２列目、向かって左より４番目）

長を務めて頂いておりましたが、今後も、永く支部長

も写っております。
その後の懇親会も、先生を囲んで、楽しく過ごしま

をお願いしたいと思っております。

した。

その後４時より、屋形副支部長の進行により、講演
会に移行しました。
講師は、11 回生の山崎和久教
授にお願いしました。
山崎先生は卒後、新潟大学の
歯周病科に入局し、講師、助教
授 を 経 て、 平 成 16 年 に 同 大 学
歯学部口腔生命福祉学科の教授
に 就 任 さ れ ま し た。 昨 年 は、
IADR（国際歯科学会）に於いて、
Distinguished Scientist Award
を受賞されました。非常に栄誉
なことでした。
今回は、
「歯周病学における課
題を再考する」というタイトル

扌
〔 山崎和久 教授 〕
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千葉 県支部

☆

☆

同窓会・平成29年度 定時 総会
和泉

正弘（17 回）

の 40 年間を振り返るには２時間という時間はあまり

平成 29 年５月 14 日（日）午後１時 30 分より「千葉

に短い講演時間であったと感じられました。

スカイウインドウズ東天紅」において平成 29 年度定
時総会が行われました。来賓には本部同窓会会長大舘

その後、懇親会では秋本先生が学生時代にバトミン

満先生が出席されました。今回、定時総会での提出

トン同好会を立ち上げた中心メンバーであり、また、

議案の目玉はなんと言っても第４号議案の（終身会員

本部同窓会では元学術担当理事、現専務理事として同

制度の見直し）について承認を求むる件となります。

窓会の背骨として活躍中であること。また、その誠実

本部同窓会では終身会員の年齢を引き上げる事となっ

で温厚な人柄から、バトミントン部の後輩として本学

た今話題の案件ですが千葉県では大枠として終身会員

口腔機能修復学講座教授 三辺正人先生他多数の後輩

制度そのものを廃止する事となり今後時間をかけて細

が駆けつけて頂けました。その後、２次会まで出席い

則を丁寧に考えていく事となりました。定時総会終了

ただき昔話に花が咲き、楽しい時間を過ごすことが出

後午後２時 30 分より本日のメインイベントの記念講

来ました。秋本先生は退職後も横浜研修センターで治

演が開催されました。

療されるという事です。個人的にまだまだ、教えて頂

講師は神奈川歯科大学特任教授 秋本

きたいことが沢山ある私にとっては胸をなでおろす朗

進先生（８

報もうかがうことが出来ました。

回）で、演題は「約 40 年の矯正歯科臨床に携わって」
と題して講演をして頂きました。講演内容は、
秋本先生の考案された、臼歯の頬舌的な傾斜
を特別な装置を使わずに短期間に改善するこ
とができる SAT の説明に始まり、高確率そ
して非抜歯で治療できる MEAW について、
秋本先生の叢生についての考察、顎関節症に
ついての考察、症例報告として下顎側方偏位
の症例等少しでも矯正にたずさわる者であれ
ば驚愕する内容でした。前矯正学教授の佐藤
先生と共に MEAW を利用することにより、
独自の咬合論を築き上げられてきた秋本先生

広島 県支部
☆

☆

近況報告
岡本

直治（25 回）

27 年８月 30 日（日）ANA クラウンプラザ広島にて、

広島県支部同窓会では毎回多くの会員の皆様と在学
生やそのご父兄の皆様が集い懇親会、祝賀会、学術講

山村

剛同窓会広島県支部長を発起人として祝賀会を

演会、保険講習会、などを開催し親睦の輪を深めてお

開催させていただきました。多数のご臨席を賜りまこ

ります。

とに盛大な祝賀会となりました。
その他に学術講演会として、平成28年11月26日（土）

近年では会員の森本克廣先生におかれましては歯科
保健医療および公衆衛生の普及向上に寄与されたご功

に日本歯周病学会歯周病専門医、日本顎咬合学会認定

績により旭日双光章の栄誉に浴されました。誠におめ

医でもあり日本歯周病学会認定医委員、神奈川歯科大

でたく同窓の私共にとりましてもこの上ない慶びであ

学特任講師、藤沢市南部歯科診療所障害者歯科医局長

り、その栄誉に対してお祝いを申し上げたく、平成

等を歴任された茂木信道先生（21 回）に「内服抗菌
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薬を用いた歯周治療、その実際のところ」についてご

増えることが予想されること。とりわけ今回の講演で

講演をいただきました。

は、服用後に炎症性感染組織に集積し、抗炎症作用や
バイオフィルム形成抑制作用も期待できるアジスロマ

平成 23 年に行われた第 10 回歯科実態調査において、
8020 達成者の割合が大幅に増加したことは 1990 年代

イシンを併用した症例を中心にご講演いただきました。

に歯周病の基本的概念が一般開業医にまで広く普及

お陰さまで会員一同、とても貴重で有意義な時間を

し、専門医に限らず多くの歯科医師が歯周治療を手が

共有することが出来ました。今後ますます同窓会が会

けるようになっていったことと無関係ではないと。そ

員の皆様と在校生の皆様にとって有益な会として発展

の中で、抗菌療法に関して…抗菌薬の投与のみで歯周

していくことを心より祈念いたします。

病を治療することは原則として有り得ないというこ
と。そして歯周病に対してのメカニカルなアプローチ
が重要であるが、重度広汎型慢性歯周炎や侵襲性歯周
炎などに対しては経口抗菌薬を併用することで、より
治療反応性が向上し、歯周ポケット内外の歯周病原細
菌の減少と病的細菌叢の改善が生じ、その改善効果が
持続すること。そして今後超高齢化社会を迎えるにあ
たり、全身疾患の既往を有するなどの所謂ハイリスク
歯周炎患者の増加に伴い、抗菌療法を併用する機会は

岡山 県支部
☆

☆

学術講演会
遠藤

彰治（14 回）

平成 28 年度学術講演会を、口腔機能修復学講座歯

ケルチタンファイルの使用において短期間で初心者と

髄生物学分野講師鈴木二郎先生をお招きして、11 月

経験者の技術の差が縮小することを模型実習で証明さ

５日（土）ホテルエクセル岡山にて開催致しました。

れたことは、臨床での歯科治療における根管治療の簡

「歯内療法におけるアドバンス・トリートメント」の

便化、時間短縮につながり、開業医の限られた治療時

演題で約２時間講演をしていただきました。本会員の

間において重要な事柄であり、良好な予後を得るため

熟年の先生、また本学で講師より師事した多くの若い

のスキルと考えられます。岡山県支部としては今後も

先生方が参加いたしました。根管処置の成功率に関す

多くの先生方に参加していただき、本学の現況や最新

るデータを示しながらのラバーダム防湿必要性などの

の知識を私たち同窓会員に講師の先生方に引き続きご

対策、ニッケルチタンファイル使用による根管治療の

教授いただきたいと考えています。

技術の単純化と有効性について
詳しく説明していただきました。
質疑応答では、水酸化カルシウ
ム製剤の作成やＦＣなど使用禁
忌薬剤など多数の疑問に丁寧に
応対していただき予定した時間
が過ぎるほど有意義でありまし
た。以前、同講座の石井信之教
授による「医療グローバル化時
代を超えた歯内療法」の題で講
演していただいていましたので
今回の講演内容がより分かり易
いものとなりました。特にニッ
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山形 県支部

☆

☆

総会・学術講演会 開催される
五十嵐

亮（30 回）

平成 29 年４月１日（土）午後２時半より天童市温

あり非常に分かりやすい内容であった。ご講演は約３

泉「湯坊いちらく」にて平成 29 年度神奈川歯科大学

時間にわたり、オープン参加された県内の先生からも

同窓会山形県支部学術講演会が開催された。講師は母

質疑応答があり大盛況の内に終了した。

校の大学院歯学研究科高度先進口腔医学講座インプラ

講演会終了後は総会が開催され会務報告、更に 28

ント・歯周病学分野 児玉利朗教授をお招きして「再

年度会計決算、29 年度行事予定、同予算案について

生療法とティッシュマネージメント」と題してご講演

協議され承認された。役員改選は本部と合わせること

頂いた。

となり、役員は今年度１年延長とされた。
続いて懇親会に移り、おいしい地酒と山形牛を味わ

日常臨床においてティッシュマネージメントを行う

いながら講師を交えて母校の話題で盛り上がった。

ためには有歯顎ならびに無歯顎において遊離歯肉移植
や結合織移植をはじめとする歯周形成手術の概念につ

総会に際し、講師を派遣してくださいました母校、

いて理解することが重要であるとのこと。またティッ

協賛いただきました同窓会に心より感謝申し上げます。

シュマネージメントには骨移植の性質ならびに骨伝導
の概念、さらに GTR 法や GBR 法の概念の理解が必要
となるとのこと。ティッシュマネージメントはインプ
ラント手術に特化したものではなく、歯周組織を健全
に長期にわたって維持するのであり、抜歯窩の環境も
術後を左右するものとしてテルダーミスやテルプラグ
を応用した高分子材料の工夫も治癒機転を促進させる
意味で非常に重要であることを述べられた。講演内容
はエビデンスに基づいた臨床データおよび写真映像も

☆

★

福岡 県支部 熊澤栄三 先生の福岡県歯科医師会 会長
ご 就任 を 祝う会 が 開催されました
♡

♡

☆

♡

〔 下段中央：熊澤栄三先生 〕
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♡

愛媛 県支部

三笠 会旅行 in 福岡
井手

正仁（38 回）

注ぎ込んでいたので、食べられるものかどうかは分か

平成 28 年 11 月 19 日、20 日と愛媛県支部三笠会で博

りません（笑）。

多に支部旅行に行ってまいりました。
松山空港集合とだけのお知らせでしたが、何故か

その後ビールで乾杯後に昼食を取り、スケジュール

ビールの匂いにつられて気がつけば全員集合しており

も押していましたが、皆様山ほどお土産を購入してバ

ました。まずビールを一杯注入し、飛行機に乗り福岡

スに乗り込み、次なる目的地に行こうとバスが発車し

空港に到着。すぐさま貸切の観光バスに乗り込みヒル

た途端に「はねや総本山」のスタッフが血相を変えて

トンシーホークに移動。
「河太郎」にて呼子烏賊の活

走ってきて食事代を払ってくれと・・・。幹事の井上

き造りを堪能。まず刺身のプリプリ感を味わい、その

先生が「アッ！金払ってねーよ」とバスを飛び降りる

後動いている下足の部分は天ぷらにして２度美味しく

姿には皆さん大笑いでしたが、あわや集団食い逃げに

頂きました。

なるところでした。歯科医師集団食い逃げはある意味
面白い新聞記事になりそうですが。

ヤフオクドームの BIGBANG のライブ、世界的な
ヨットレースのアメリカンズカップともスケジュール

次の目的地である太宰府天満宮では集合写真を撮影

が重なり周囲は混雑しており渋滞気味の道を抜け、福

し皆でお参りをした後、とある先生のイチオシの梅の

岡国際センターに移動してメインイベントとも表現で

実ひじきを購入して福岡空港へバスにて移動したので

きる大相撲九州場所を観戦しました。升席にてビール

すが、終始完全に酔っぱらいの坂見先生はいい気分で

を片手に、梅ヶ枝餅、中身がまともに取れない栗を揃

私達の何倍もの楽しい旅行になったに違いありません

えて大相撲を堪能し、大関や横綱が絡んでくる試合は

ね（笑）。ちなみに今後は「レジェンド坂見」の異名

大盛り上がりでしたが、個人的には若手のオシャレ番

を取ることになりましたが、おかげさまで本当に楽し

長石浦のときも盛り上がりました。記事を書いている

い２日間になったと思います。とにかくわがままな先

現在は何と「石浦」10 連勝とまさに奇跡としか言い

生方ばかりでしたが、１人も欠けることなく無事松山

ようがありません。白鵬はもう少し横綱相撲してもら

空港に到着後、解団式にて今回の支部旅行を締めくく

えたらさらに楽しめたのではないかと思いますが、会

りました。

場で聞くブーイングは一段と格別なものとなりました

今回の支部旅行を通して、普段の会や飲み会などで

（笑）この辺りから我が三笠会の「レジェンド」坂見

は得られない同窓での親睦や意思疎通、一致団結して

先生の様子がおかしくなっていくのです・・・（また

いく事の重要性を感じとれる旅行になったのではない

後ほど）
。

かと思います。残念ながら参加できなかった先生にお
かれましてはぜひ次回ご一緒させていただきたいと

大相撲観戦後、ホテルにチェックインしてから中洲

思っております。

川端の「いろは」にて乾杯の大合唱から宴会の始まり
です。名物水炊きを堪能しながら時間は過ぎ
ていき、もうどれほど飲んだかは覚えており
ません。普段聞けない先輩方からの様々なお
話が聞け、しみじみと支部旅行のありがたみ
を感じたひと時でした。この後は、屋台で飲
みまくった先生など、
もう知る由もありません。
２日目は博多「はねや総本山」の明太子道
場にて辛子明太子作り体験に参加。熱い講師
のもといいオッサンたちが童心に帰りオリジ
ナル辛子明太子作りを楽しんでいました。唐
辛子やゆず、昆布をいれ、お出汁とお酒で漬
け込むのですがお酒を愛する先生はお出汁は
ほとんど入れずにウイスキーをあふれるほど
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神奈川 県支部

☆

☆
平成28年度新年会が開催される
金子

宣由（19 回）

学外例会の話題を報告された。

平成 29 年２月４日 19 時 30 分より横浜ホテルベイ東
急にて、平成 28 年度神奈川県同窓会新年会が開催さ

その後、小田嶋顧問の乾杯で新年会が始まった。

れた。例年は来賓と役員・理事のみで行われていた新

会場はジャズボーカルと生ピアノもあり、大変なご

年会であるが、今回初の試みとして、神奈川県全会員

やかな雰囲気で始まった。神奈川全域での集まりなの

に新年会の参加を募り、趣向を凝らした新しい新年会

で、なかなか普段では会えない面々と再会することが

を行った。

出来、皆それぞれがあちらのテーブル、こちらのテー

司会進行は西山理事が行い、外池支部長が挨拶を

ブル、久しい顔ぶれに会話が盛り上がっていた。途中

行った。今回のこうした試みには、全員が集う機会が

抽選会もあり、一喜一憂する者、当選を忘れる者、例

なかなか無いという意見や、総会に出席してみても面

年の新年会とは明らかに違う盛り上がりを見せた。最

白みが無いなど、会員全体の意見交換・情報交換の場

後に応援団 OB の阿保理事のアカペラで校歌を全員で

として、一つのきっかけとなれば、同窓会として盛り

熱唱し、お開きとなった。

上がれるのではないか、という考えに基づき開催した。
準備は十分な時間がなかったが、150 名ほど集めるこ
とができ、盛大な新年会となった。つづいて神奈川県
歯科医師会 鈴木会長、神奈川歯科大学

鹿島理事長

より祝辞があった。鹿島理事長の挨拶では、横須賀の
新病院の鉄骨が組みあがり、８月末には引き渡し、９
月・10 月で設備・引越し、11 月に病院オープンの予
定で順調に進んでいることが述べられた。平田学長の
挨拶では、56 名の６年生が国試に望んでいることが
報告された。最後に本部同窓会の大舘会長が挨拶を行
い、先日熊本での神奈川歯科大学と協賛で行われた、

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/
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神奈川歯科大学同窓会
会員各位
平成 29 年７月吉日

神奈川歯科大学同窓会
会長

大舘

満

「 神奈川歯科大学 附属病院新建築 への ご支援 ご協力 のお願い 」
拝啓
盛夏の候、ますますご清栄のことお慶び申し上げます。平素は本会活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼
申し上げます。
さて、過日、５月 21 日に大学の創立 100 周年記念式典が盛大に執り行われ、その席で、母校、神奈川歯科
大学は建学の精神である「生命に対する畏敬の念」を礎に 100 年以上の歴史を有する教育機関として、日々進
展多様化する教育、研究、臨床ニーズに対応するため組織改革・教育改革に着手してきた。将来ビジョンで
ある「健康長寿社会を支えるプロフェッショナル組織」を担う人材育成に企図しながら、時代の変化を先取り
し、悠久の時をかけて創り上げてきた学風と伝統をさらに発展させつつ文化の向上に寄与することを念願し
ていることが述べられました。
大学100周年記念事業の一環として、築46年を経た附属病院の新築移転工事も11月のフルオープンに向け、
地上 12 階の外観が国道沿いに見えるようになって参りました。
新築移転推進資金募金のお願いがお手元に届いておるかと存じますが、目標額 1 億円に対し、9,000 万円を超
える寄付が寄せられていると伺っております。
平成 27 年９月より行われて参りましたこの寄付金活動も、８月 31 日までと、残すところ 1 か月余りとな
りました。
卒業してそれぞれの活躍の場が変わっても、横須賀市稲岡町は私ども会員の本籍地であります。
母校の益々の発展、若い医療人育成のためにも、会員各位のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げ
ます。
敬具

「 募金に関するお問い合わせ 」
神奈川歯科大学募金事務室
〒 238-8580 横須賀市稲岡町 82
TEL.046-822-8751

★〔 新病院の 近景 です 〕★
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『 平成

28

年度

表彰選考

委員会報告 』

日時：平成 28 年 12 月 11 日（日）15：50 より
場所：神奈川県歯科医師会館

横歯研修室

１．報告
・第 25 回表彰推薦者並びに平成 27 年度の審議経過について
・平成 29 年２月 25 日（土）第 91 回代議員会議場にて表彰
有功章

６回

小田嶋千里

（神奈川県支部）

有功章

３回

山路

力

（千葉県支部）

表

７回

石黒

豊

（山形県支部）

彰

２．審議
・第 26 回表彰推薦者（平成 28 年度審議

平成 29 年度第 92 回代議員会議場にて表彰）

有功章

４回

藤田

昊二 （千葉県支部）

有功章

２回

森本

克廣 （広島県支部）

有功章

２回

藤井

久富 （広島県支部）

推薦書をもとに有功章での推薦のあった上記３名について、表彰規則第３条２項により全員一致で
承認された。
３．その他
特になし

『

会員 の 皆様へ のお願い

』

支部会員の皆様にお願いがございます。
それは、都 、道 、府 、県 、国 単位で 賞（例：厚生労働大臣賞）を受与された同窓の先生方を
同窓会事務局にお知らせください。
：栄誉を称え、同窓会「 会報 」にて全国の同窓会員の皆様にご紹介させていただきます。
ご本人あるいは支部長を通じて、下記の要領にて FAX or メール等にてお知らせください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
支部名

お名前

回生

受与された賞名

受与月日

☆「会報」にご掲載させて頂きます。
☆原稿しめ切り日を過ぎてから、ご連絡をいただいた場合は、
「会報」の次回号にて紹介（ご掲
載）させていただきます。

同窓会事務局連絡先
F A X：046-823-0510
メール：ob-jimu@kdu.ac.jp
「会報」担当：T. I

45

『 平成 28 年度

奨学者 審 議 部会

報告 』

日時：平成 29 年１月 14 日（土）午後６時 30 分より
場所：神奈川県歯科医師会館２階
議長：部長
【 甲種

歯学研究奨学金】

大舘

横歯研修室

満

1件

（１）大学支部「神奈川歯科大学同窓会大学支部奨学金制度」
１）小松

知子（22 回） 神奈川歯科大学大学院歯学研究科全身管理医歯学講座 講師

２）濵野

奈穂（30 回） 神奈川歯科大学大学院歯学研究科高度先進口腔医学講座 講師

３）平嶺

浩子（30 回） 神奈川歯科大学大学院歯学研究科高度先進口腔医学講座 助教

４）大橋

桂（31 回） 神奈川歯科大学大学院歯学研究科 口腔科学講座 助教

５）鎌田

要平（33 回） 神奈川歯科大学大学院歯学研究科高度先進口腔医学講座 助教

６）武藤

徳子（34 回） 神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔機能修復学講座 講師

７）香西

雄介（35 回） 神奈川歯科大学大学院歯学研究科顎顔面機能再建学講座 講師

８）三宅

香（39 回） 神奈川歯科大学大学院歯学研究科 口腔科学講座 助教

９）清水

智子（40 回） 神奈川歯科大学大学院歯学研究科高度先進口腔医学講座 助教

10）日髙

恒輝（42 回） 神奈川歯科大学附属病院 医員

氏

名

会費納入状況

制度利用①

制度利用②

小松知子

完納

Ｈ20 甲種奨学金 No.43

濵野奈穂

完納

Ｈ19大学支部・歯学研究奨学金

平嶺浩子

完納

Ｈ26大学支部・歯学研究奨学金

大橋

桂

完納

Ｈ19大学支部・歯学研究奨学金

Ｈ24大学支部・歯学研究奨学金

鎌田要平

完納

Ｈ22大学支部・歯学研究奨学金

Ｈ23 甲種奨学金 No.54

武藤徳子

完納

Ｈ23大学支部・歯学研究奨学金

香西雄介

完納

Ｈ19大学支部・歯学研究奨学金

三宅

香

完納

Ｈ25大学支部・歯学研究奨学金

清水智子

完納

制度利用なし

日髙恒輝

完納

制度利用なし

Ｈ21 乙種1奨学金 No.23

Ｈ24大学支部・歯学研究奨学金

大学支部・歯学研究奨学金：甲種一口（50 万円）を 10 口に分けて支給

【 乙種

海外留学者奨学金】

採用なし

以上、１件が奨学者に決定いたしました。
平成 29 年１月 17 日
神奈川歯科大学同窓会
奨学者審議部会
部長 大舘
満
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平成 29 年度・ 新入生 の 皆様 !

訃

♥ 合格おめでとうございます‼ ♥

『特別会員』

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、今のあなた!です。
青木隆太郎
浅埜瑛里香
池田 空嵩
井上由里可
今村 友泰
王
冠博
大野 舞夕
奥山 椋介
小濱 俊介
金井
尭
木次 真菜
金
台坰
洪
琬榛
蔡
昀臻
佐々木昌美
朱
誠
篠木 喬之
白駒 治暉
杉本千恵子
莊
馥嘉
髙野 智輝
武尾 航平
立石 倖士
陳
昱朱
徳嶺 才登
中嶋 侑紀
永野
響
西
章宏
橋本
香
浜野 智輝
馮
奕寶
平井 理莉
藤本みさき
正井
育
簑島 麗奈
山岡 清佳
山下真璃帆
横山 力彌
米澤
諒

赤津舞理衣
新木
歩
石田明日香
今井啓一朗
岩田 誠嗣
大川 慧祐
大橋菜々子
小倉 隆寛
甲斐祐太郎
亀谷 茉莉
金
京煥
木村 雄宗
小関 優子
齋藤麻梨奈
佐藤慎一郎
鐘
泳晴
島倉 晴香
水原 寛太
鈴木 勇太
孫
至弘
髙道
崚
武田 草百
田中馨央里
鶴田真太朗
飛田 大登
中塚 阿弥
長村 淳哉
根津 義崇
長谷川拓海
韓
圭衡
東山
聡
福泉
隆
前田 昌慶
松原 由佳
三宅 正輝
山川 彪雅
山下 莉子
吉田 章吾
林
庭萱

報

金安英治 （元 湘南短期大学 教授） 2017.01.29

ご逝去

（元 神奈川歯科大学補綴科助教授）
中山義之 （神奈川歯科大学名誉教授・元生化学教授）
2017.03.07

秋田 拓也
李
世林
石田
豊
今泉 龍一
越後屋雄太
大﨑
陸
小川 舞子
小田切勇樹
郭
育婷
許
紘爾
金
昌燮
黒部 一朗
蔡
承廷
坂巻 雪香
佐藤 春佳
重村 有紀
下地 唯仁
菅
翔彗
須藤 草太
平
敬生
髙山 夢果
忠縄 篤紀
田村 涼太
徳島安理沙
中島 麻衣
長友 佑樹
中村 禎華
朴
俊赫
畑
歩
韓
池杬
日野裕里加
藤澤 優樹
前村 樹美
松本 実香
八木 智子
山下 敬隆
楊
如寶
吉田 幸代
呂
春佳

ご逝去

加茂常一 （元 神奈川歯科大学保存学助教授）
2017.04.12

ご逝去

星谷昭三 （神奈川県支部

５回） 2017.01.13

ご逝去

深瀬

敦 （神奈川県支部

14 回） 2017.01.31

ご逝去

飯島

裕 （兵庫県支部

３回） 2017.02.24

ご逝去

内藤幸二 （熊本県支部

10 回） 2017.02.24

ご逝去

山路偉知郎（香川県支部

４回） 2017.03.09

ご逝去

杉崎美幸 （神奈川県支部

16 回） 2017.04.19

ご逝去

坂ノ上富男（神奈川県支部

９回） 2017.06.09

ご逝去

半田允克 （北海道支部

２回） 2017.06.11

ご逝去

『正会員』

★
〔

について
お国自慢あれこれ 〕

★「会報124号」の「お国自慢」の執筆者、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）
桂先生の一件は１）
と２）
に該当いたします。
★「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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宮田

知己

（34 回・甲）

神奈川県支部

神山

敬

（34 回・乙）

熊本県支部

高山

啓禎

（35 回・甲）

三重県支部

白崎俊一郎

（39 回・甲）

宮城県支部

下出

（40 回・甲）

神奈川県支部

真道

再入会者
三上

卓也

（25 回・甲）

神奈川県支部

中川陽一郎

（25 回・甲）

滋賀県支部

田村

（37 回・甲）

兵庫県支部

祐介

♡

さて、皆さんに大事なお知らせがございます。
それは……「 乳大陸 」の形状を
「人間の 乳歯」
にそっくり……と、世界に先が
けて発見した、
日本の歯科医師は誰なのでしょう？……そう……もう世界に知れ
渡っていますが……母校・神奈川歯科大学の卒業生なのですよ！ ビックリぽ
ん！ですね。国際連合より推薦をうけた、大舘 満氏
（神奈川歯科大学同窓会
長）
を団長とする
「第１次乳大陸探検隊」にいた研究主任の神歯大卒業生
X氏 が発見したのです!
発見の経緯と、乳大陸の生態系についての考察論文は、今月発行の世界
的に著名な科学雑誌
“Nature”
と、世界小児歯科学会、世界考古学会等々に
発表されます!!
何故、新大陸は乳歯に似ているのか？ 地球に何が起っているのか？ その
秘密は解明されるのでしょうか？ 世界がその発表を心待ちにしています。

新入会者

さて、皆さんは X氏 をご存知ですよね？
そう、X君は……皆さんのよく知っている人、
学生時代、貴方のすぐ隣りにいて、
4 4 4
いつもあなたに ニッコリ ほほえんでいた あの人 なのです!!!
文：岩淵
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通（広報担当常務理事）

