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①

東京は西新宿に、2本柱の都庁のそばに、その3倍の高さの神奈川歯科大学の二つ目
の大学、「東京校」があります。
3本の歯根の間は、都民の憩の場である広い公園となっており、池や森、イベント会
場、レストラン等があり、歯根部には、ホテルと商業施設が入り、歯冠部には、神奈川
歯科大学・「東京校」本部、講義棟、研究棟、附属病院、学生寮が入り、又隣接する東
京医科大学の新附属病院と厚労省と都庁の分室、社会保険庁、ホテル、商業施設、レス
トランが入っています。
最上階は、歯冠をとり巻く形で、動く360°の大展望台とレストラン群が入り、屋上
は3つのドクターヘリ発着場と、第2のディズニーランドとも云われる巨大テーマパー
ク（大晦日にはAKB48と乃木坂46の新曲発表コンサートと、NHKの紅白歌合戦が開催
されます）となっています。ドクターヘリ（新垣結衣、戸田恵梨香、比嘉愛未が出演す
る大ヒットドラマ「コードブルー」のロケは、この東京校で撮影されました）は関東6
県、伊豆・小笠原諸島の都民、県民の搬送・治療にあたります。
絵：
〔 左：住友ビル・都庁第1庁舎 / 中央：神歯大・東京校 と都庁第2庁舎 / 右：パークハイアットホテル 〕
～～～～～～～～～～～

16ページ へ続く→
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絵と文 ： 岩淵

通（広報常務理事）
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17 回

128号
岩木山

（青森県）

（ 今号で17回目の
〈巻頭言〉です ）
イラスト・構成：Toru . I

世代間、男女間の隔たりをなく
し、
魅力ある同窓会の構築を目指して

巻 頭 言
会

長

大 舘

満

平成 30 年２月 24 日の第 92 回代議員会にて再度、会長にご指名いただき、心より感謝いたし
ております。その折、趣意書やご挨拶文で述べさせていただいた多くの事柄を今後は実行に移
していかなければなりません。本来、もっと早く手を付けなければならない事柄ばかりですが、
10 年前の元同窓会会長が起こした大学の不正投資事件で大学と同窓会の信頼関係は大変悪化致
しました。大学存続のためにも「大学と同窓会の信頼関係の再構築」を今日まで最優先で取り
組んでまいりました。ご容赦いただければ幸いです。
同窓会改革も同時進行で取り組んでまいりました。代議員会を年、２回から１回への変更、
財務の安定化、そして、財務のみならず同窓会全体の規模の縮小化、世代間、男女間の隔たり
をなくす取り組なども手を付けてきましたが、まだまだ時間がかかります。選挙前に代議員の
皆様にお示しした趣意書と重なりますが今後の方針を少し述べさせていただきます。

小さな同窓会

をめざして

：

同窓会活動の中で一番心が痛むのが災害による同窓の被災です。以前には阪神淡路大震災、
そして東日本大震災、新潟中越地震、熊本大分地震、そのたびに多くの会員が被災されました、
昨年９月には九州地区で水害があり、会員一名が被災されております。このような時に同じ同
窓として何が出来るかを自問自答します。まずは仲間として励まし、困ったことや希望する事
を伺い支援していく、そして経済的支援等で支えて行く。そのためには普段の同窓会活動は質
素倹約を旨とし事業基金、安定化資金（含む繰越金）に余裕を持たせ財務面の安定を図ること
が基本だと考えております。
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そしてもう一つ財務の安定と縮小を考えなければならない理由があります。私は７回卒業で
すが当時は 250 名を超える卒業生があり、会員が増えていくのが当然と考えられていました。
最近は卒業生が毎年 80 名程度で縮小傾向にあります。例えば、10 年先に若い世代に引き継ぐた
めには財務の安定のみならず、財務基盤の小さな同窓会にすることが我々の使命です。すでに
代議員会の開催は年２回から１回とさせていただき、すべての項目で見直しを進め小さな同窓
会に近づけております。その結果、事業基金、安定化資金（含む繰越金）に余裕が生まれてお
ります。財務面での安定に対しては一歩前進いたしましたが、本来の同窓会改革はこれからが
本番です。
現在進めている同窓会改革は「クラス会の活用と青年部会の創設」、「女性会員参画の推進」
などです。この改革は同時に未入会対策（組織率向上）でもあります。

クラス会

の 活用

：

以前にも述べさせていただきましたが、同窓会の基本は全国の支部組織によるピラミッド型
のシステムで運営しています。今までは何とか維持してきましたが、若手の組織離れが顕著で
同窓会への若手参画を進めるために若手のクラス会と同窓会の関係を深める必要があります。
昨年、10 月 28 日にクラス会代表者会議準備会を開催し多くの意見をお伺いし、懇親を深めさ
せていただきました。課題や問題が多くあることを確認いたしました。急ぎすぎず丁寧に進め
ていきたいと思います。また、青年部会を創設し若手に同窓会の運営を一部お任せし、人材を
育て、かつ参画を進めたいと考えています。

女性会員参画 の 推進

：

世代間の隔たりと匹敵する問題が女性会員の参画です。女性会員参画推進を進めるため、本
年１月に初めての女性会員参画推進準備委員会を開催いたしました。家事、子育て、仕事など
をこなす中で、男性と同じように同窓会などの組織への参画や講習会などの行事へ参加するに
はどのような方策が必要なのか意見交換を行いました。もう少し意見交換を行い、慌てず丁寧
に進めて行きたいと考えています。
今期は表題にもある「世代間、男女間の隔たりをなくし、魅力ある同窓会の構築を目指して」
をスローガンに同窓会の機構改革を進めてまいります。ここ数年をかけ会員の皆様のご意見を
賜り、代議員会で十分に意見交換を行い進めてまいります。また 2020 年には同窓会創立 50 周年
式典を開催したいと考えております。同窓会会員の皆様のご理解とご支援をお願いいたします。
神奈川歯科大学同窓会の発展と皆様のご健勝を祈念して挨拶とさせていただきます。

・小さな同窓会
・クラス会活用
・女性会員参画

ガンバリます !
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就

任

挨

拶
神奈川歯科大学
横浜市立大学

副学長
名誉教授

藤内

いわい

祝

この度、横浜市立大学より本学副学長として着任させて頂きましたので、同窓会の皆様にこ
の場をお借りしまして自己紹介を兼ねご挨拶をさせて頂きます。
私は昭和 27 年に三重県鈴鹿市で生まれ、昭和 52 年に城西歯科大学（現在：明海大学歯学部）を卒業し、直ちに
名古屋大学医学部口腔外科学講座に入局いたしました。当時は現在のような入局試験もなく教授面接のみであり、
勤勉な学生とはとても言い難い私でも入局できたのかと思います。しかし名古屋大学に入局してとても大きな一
種のカルチャーショックを受け、それまでの怠惰な学生時代を過ごしてきた私は 180 度方向転換させられました。
見るもの聞くものが全て目新しく、歯学部と医学部での歴然とした差を強く見せつけられた感じで、歯学部卒業
したての私にとってはとても大きな衝撃でした。当時の名古屋大学医学部口腔外科の教授は岡

達（故人）先

生（東京医科歯科大卒）であり、現在では前身の歯科学教室から数えて 100 年の歴史を持つという教室で、東京大
学、京都大学に次いで「歯科学」教室が出来た大学でした。また口腔外科という狭い概念のみでなく、「全身の一
部の口腔」という広い概念で捉えられて、口だけをみる（診る）だけではだめだという感覚を持たされました。
また当時の名古屋大学医学部口腔外科は口唇裂口蓋裂、口腔癌、外傷など数多くの疾病を扱っており、研究も非
常に盛んな教室でありました。その結果として教室から口腔外科は勿論ですが形成外科、歯科麻酔科、歯科薬理学、
教育学など広い領域にわたり多くの教授を全国に輩出（15 名）しており、その大きさが伺われる教室でした。名
古屋大学で口唇裂口蓋裂の研究で学位を取得しましたが、その後は口腔癌の臨床・研究に取り組み、口腔癌の疫学、
ハイパーサーミア（癌温熱療法）、動注化学療法などを中心としており、平成 16 年に細胞治療学寄附講座の教授に
就任いたしました。
平成 18 年に横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面機能制御学の教授に就任をいたしましたが、研究の中心は口
腔癌を継続し、特に進行口腔癌に対して腫瘍の栄養動脈にカテーテルを超選択的に挿入し、動脈経路で抗癌剤を
投与する動注化学療法を用いた新たに開発した臓器温存治療（切らずに治す治療）の確立でありました。口腔癌
の標準治療は手術でありますが、術後の機能障害（咀嚼障害、嚥下障害、発語障害）はもちろんのこと、審美障
害（整容障害）が発生することが他の領域の癌との決定的な違いであります。「切らずに治す癌治療」を求めて横
浜市立大学では年間 120 名程の口腔癌の新患患者が来院されるようになりました。どの科でもそうですが、特に医
学部における口腔外科は他の大学と同じ事を行っても生き残れませんので、特徴のある治療で患者を集める事が
大きな使命と思っております。大学での治療は他の施設では困難な疾患の「最後の砦」となるのが使命であり、
それには先進的な治療が重要であると思います。
神奈川歯科大学では過去の労しい事件から鹿島理事長のもと大改革され大きく変貌・発展しており、その成果
の一つに新病院の開設が上げられます。その中でも「医科歯科連携」という大きなテーマを掲げ、これは「歯周
病と糖尿病」
、
「歯周病と肝炎」など口腔疾患と全身との関りに注目したものであり、他大学歯学部との格差をつ
けた特徴的な診療・研究かと思います。また一昨年末に神奈川歯科大学は横浜市立大学と大学間協定を締結しま
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したが、これは「医科歯科連携」を中心に医科領域の充実を横浜市立大学が全面的に協力するものであります。
その時に歯科医である私が横浜市立大学の医 学 群 長をたまたま仰せつかっておりましたので、この大学間協定に
協力することが出来、大変嬉しく思っております。この取り組みは本学の生き残りをかけた重要な柱の一つかと
も思い、横浜クリニックを含めた２病院で「医科歯科連携」に携わっていきたいと思っております。また 40 年間
医学部で培った経験が神奈川歯科大学全体にも生かせればと思っており、微力ではございますが誠意をもって鹿
島理事長、櫻井学長をサポートさせて頂く所存でございます。
神奈川歯科大学同窓会の皆様におかれましては、ご支援、ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

職

歴

昭和 61 年

名古屋大学

平成 10 年

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Head and Neck Service (NY)

平成 11 年

名古屋大学

平成 12 年

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Head and Neck Service (NY)

平成 16 年

名古屋大学

平成 18 年

横浜市立大学

教授（大学院医学研究科 顎顔面口腔機能制御学）

平成 23 ～ 24 年

横浜市立大学

教授（兼任）
（大学院医学研究科 耳鼻咽喉科頭頸部外科学）

平成 28 年

横浜市立大学

医学群長

平成 29 年

神奈川歯科大学

副学長（兼任）

平成 30 年

神奈川歯科大学

副学長

客員教授

名古屋大学医学部、朝日大学歯学部

非常勤講師（講義担当）

東京大学医学部、東京医科歯科大学、日本大学歯学部、福岡歯科大学、横浜国立大学工学部、神奈川県立保健
福祉大学

賞

講師（医学部附属病院 歯科口腔外科）
助教授（大学院医学系研究科 頭頸部・感覚器外科学）
教授（医学部 細胞治療学寄附講座）

など

罰

平成 9 年

International Journal of Hyperthermia 第 6 回優秀論文賞

平成 18 年

日本頭頸部癌学会

平成 19 年

日本口腔外科学会 平成 19 年度メダリティス賞受賞

平成 26 年

日本ハイパーサーミア学会

業

第１回優秀論文賞
第１回学会賞（阿部賞）など

績

著書：13（英文：2、和文：11）、論文：372（英文：208、和文：164）、総説：37（英文：1、和文：36）など
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「

教授 就任の ご 挨 拶
神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座薬理学分野 教授

」
高橋

俊介（19 回）

この度、平成 29 年４月１日付をもちまして、口腔科学講座薬理学分野教授に就任いたしました。
今後ともご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
私は、昭和 63 年４月に薬理学分野に入局以来、
「病態生理における活性酸素種による障害機構の解明」を軸とし、
主に循環動態を指標に研究してまいりました。特に、レーザードップラー血流測定法による循環動態解析は、近
年の私の研究の根幹をなすものであり、今後も私共の研究の主軸となるテーマです。中でも口腔内微小循環動態
を指標とした生活習慣病予防に関する研究は、患者数が年々増加し、社会問題となっている糖尿病、高血圧等の
生活習慣病と歯周病を含めた口腔内環境のクロストークについての研究で、基礎系、臨床系の関連分野と協力し
口腔内の微小循環動態の解析に力を注いでおります。このように、各分野で行われている研究を特定のコンセプ
トで推進し、その結果を論文や学会等で広く公表し、神奈川歯科大学独自のブランドを世間に認識していただく
事が大切であると考えております。
また、
学生教育についてですが、私は、医療を志す者にとって重要な課題は「判断力」や「コミュニケーション力」
の習得であると考えております。学生の「コミュニケーション力」の向上には、
「基礎を重視した教育」が大切です。
私の考える「基礎」とは、
「論理的思考」と「論理的思考のための知識」です。「判断力」と「コミュニケーション力」
の元となる論理的な思考とは、基礎的知識が身についてこそ働くもので、自由に個性に任せて考えさせることか
ら生まれるものではありません。薬理学は「未知の反応」を既知の作用機序の薬物を用い解読、理解して行く学
問です。この点で薬理学実習は、講義内容を確認すると共に、学生にとって論理的思考で考える絶好の機会です。
実習では、生じた疑問を講義で得た知識を基に論理的思考を働かせて解決します。これは理想的な学習形態で、
講義と実習どちらを欠いても成立いたしません。このため、ポートフォリオを作成させて、講義と実習内容とが
繋がるように振り返り学習を重視しております。そして、「判断力」や「コミュニケーション力」を持ち、社会で
活躍できる歯科医師をひとりでも多く輩出したいと考えております。
当分野がたどって参りました道程は決して平坦ではございませんでした。それでも、よき伝統を守り、確固た
る立場で今日まで存続しえたのは、学問としての薬理学の存在ばかりではなく、その時代の“点と線”を担った
多くの先人の先生方が努力された結果だと思っております。これら過去から連綿とつながる線と、現在進行形で
本学や他機関で行われている研究成果という点を結び 1 本の線として紡ぎ、次の世代を育成し、そしてそれらを面
にして繋いでいくことが、私の使命だと考えております。微力ではございますが、本学発展のためにお役に立ち
たいと考えております。
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『 副会長を退任して…振り返る60年の「 心 の 旅路 」…』
前本部同窓会副会長

渕田

恒晴（10 回・香川県支部）

いつもの道の踏切で、いつも通りの踏切音を耳にしながら、電車の走り去るのを待っていま
した。
「ア ･･･」目の前を、赤い電車が走り去ったのでした。
学生時代、勤務時代、毎日のように乗っていた京浜急行電鉄の赤色の姿ではないですか。
ここは、四国の高松、琴平電鉄の線路 ･･･
白日夢な光景が、右から左へ、スローモーションで消えてしまったのでした。
後日、調べてみると、京急の羽田空港国内線ターミナルビル駅開業 20 周年を記念し、京急の旧車両を羽田空港発
着便がある都市の私鉄でラッピング車両を展開しているそうです。
横須賀から京急のみを利用して羽田空港まで利用出来る様になって 20 年も経ったのです。
47 年前、高松から関東への大学受験の旅が、人生一人旅の始まりでした。
四国から本州へは、連絡船で海を渡り、新大阪まで在来線急行、そして東京まで新幹線 ･･･ 半日かかる長い旅だっ
た記憶が、昨日のように思い出してきます。あの頃は、その時間はそんなに長く感じなかったと思います。
この３月末まで、会員の皆様、役員の皆様のご指導で、同窓会副会長を拝命し、度々、高松～横須賀を２時間
の飛行機と京急の移動で理事会等、貴重な体験をさせて頂きましたが、今の私には、長い時間を感じさせました。
四国～本州間には、瀬戸大橋が開通し、30 年経ちました。海を渡る１時間が 10 分になりました。しかし、40 数
年前、帰省時、宇高連絡船のデッキの「讃岐うどん」を長い列を並んで食べたその時間、最高に美味しかったです。
そのうどん、今はありませんが最近の「讃岐うどん」ブームで県外の方が、香川の有名なうどん屋さんの前に、１
時間待ちの長蛇の列。
60 年前から、讃岐うどんは美味しいです。
思い出を振り返ると ･･･ 時を刻む針は自由に流れていました。
私たち同窓会も、創立 50 周年を迎えます。会員の皆様方の、それぞれの時間等の思い出を、振り返ってみてはい
かがでしょうか。

〔 丸亀城 〕

〔 銭形砂絵 〕

〔 讃岐うどん 〕
〔 渕田先生、
原稿ありがとうございました。昔から、
先生の原稿は文学的な臭いがあり
ました。学生時代、私と同じ文学研究会に入っていたような気がします。3年後、又、
もどってきて下さいね 〕
：タイトル・写真：T. I
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臨床 系 歯科材料器械学 研究室の紹介
二瓶

智太郎（22 回）

神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座クリニカル・バイオマテリアル学分野
歯科教育学講座

教授

講座長

神奈川歯科大学横須賀・湘南地域災害医療歯科学研究センター

副センター長

神奈川歯科大学附属病院先進歯科医療センターデジタル歯科診療科
口腔インプラント科

担当医
兼任

神奈川歯科大学総合教育部部長（カリキュラム運営部会委員長）
日本歯科理工学会常任理事・代議員・Dental Materials Senior Adviser
日本接着歯学会評議員・接着歯科治療認定医、日本歯科保存学会評議員・専門医・指導医
に へ い ともたろう

神奈川歯科大学同窓会会員の皆さん、こんにちは。第 22 回生の二瓶智太郎と申します。平成 29 年４月に主任教
授に就任しました神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座クリニカル・バイオマテリアル学分野のご紹介
をさせていただきます。
当研究室は歯科理工学講座として初代山中

彬教授（1966 年就任）、その後に生体材料器械学講座として上新和

彦教授（1990 年就任）、楳本貢三教授（2000 年就任）が歴任され、2013 年２月に口腔治療学講座保存修復学分野准
教授であった二瓶が異動し、2013 年度より日本で初めて独立した診療科をもつ歯科材料器械系の講座を立ち上げ
ました（先端材料診療科）。本学も 2013 年度より大学院大学に移行することが決定していたため、基礎領域のみの
歯科理工学ではない新たに方向性を変えた臨床系歯科材料器械学講座を開講すべきと考え、2014 年度よりクリニ
カル・バイオマテリアル学分野と改名しました。歯科治療は歯科材料がなければ成り立たない医療であることは
周知の通りですが、如何に臨床で使用されての材料であるのか、また臨床に必要な材料、器械は何かを視点に置
いて、
「医局員は臨床に携わり、現場の状況を検証、把握し、研究ならびに教育に生かす、そして臨床にフィードバッ
クする」ことを医局のコンセプトにしております。大学院や歯学部教育では基礎系領域となりますが、病院実習
生や臨床研修医に対しての臨床教育にも携わるユニークな医局です。昨年度より補綴・インプラント学分野と診
療科を統合し、デジタル歯科診療科を担当しています。
具体的な研究活動は、以前より進めているバイオフィルム付着抑制あるいは抗菌性を有する表面改質剤の開発
と応用、シランカップリング層の加水分解を抑える疎水性基を有する表面処理剤の開発とコンポジットレジンへ
の応用をはじめ、近年の流行となっている CAD/CAM 用ハイブリッドレジン、二ケイ酸リチウムガラス系セラミッ
クス（プレスセラミックス）
、マルチプライマーやセルフアドヒーシブレジンセメントの開発と検証、インプラン
ト治療に関わる仮着材の性能や骨芽細胞を早期に誘導するバイオカップリング剤の開発、さらにはレーザー機器
とガラスセラミックスを用いた非ボンディング修復法の検索など様々なテーマで進めています。また、臨床研究
として、接着歯科治療認定医と日本歯科理工学会認定 Dental Materials Senior Adviser らが中心となって、審美性
材料を用いた修復あるいは補綴処置に関わるデータ（CAD/CAM システム含む）を収集し始め、基礎データとの
関係を時間軸に沿って明確にすることを目標に進めています。
教育活動は、歯学部２年生が受講する歯科理工学分野の「生体材料」を中心に、１年生では臨床系科目への導
入となる「臨床基礎概論」
、４年生では「総合歯科学」、５年生では「院内実習」担当と「臨床座学」、６年生では
「歯科理工学」と各学年を医局員が担当しています。特にメインとなる「生体材料」は、臨床における事例から、
どの様な歯科治療を行っているかを写真や動画を供覧させ、そこで必要となる材料や器械について講義・実習す
る形式としています。また、
「臨床座学」は臨床系との統合講義となるため、より専門的な講義や演習を行ってい
ます。さらに研修医に対しても、専門性のある歯科医師の育成に指導医としてあたっています。大学院教育は、
共通講義としての「共通研究機器類の用途」や「材料学の基礎と臨床の評価」を担当しております。
現在、大橋

桂准教授（博士）と青木（三宅）香助教（博士）が中心となり、医員、大学院生、研究生や研修

員と共に、学内他講座や他大学歯学部をはじめ、工学系大学や企業との共同研究も進めています。平均年齢が 33.3
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歳と若い医局員構成ですが、研究、教育、臨床の３本柱と医局コンセプトを軸に少数精鋭で毎日奮闘しております。
産声を挙げたばかりの研究室ですので、ご支援、ご鞭撻の程、今後とも宜しくお願い申し上げます。

【略 歴】
1991 年 3 月
1991 年 4 月
2001 年 4 月
2002 年 7 月
2003 年 9 月
2005 年 9 月
2012 年 4 月
2013 年 2 月
2017 年 4 月
2017 年 6 月

神奈川歯科大学歯学部卒業
神奈川歯科大学保存学講座修復学教室入局（助手）
神奈川歯科大学附属病院インプラント科兼任
神奈川歯科大学附属横浜クリニック・横浜研修センター兼任
博士（歯学）取得（神奈川歯科大学）
Ludwig-Maximilians-Universität München（ミュンヘン大学）長期海外派遣研究員
神奈川歯科大学口腔治療講座保存修復学分野 准教授
神奈川歯科大学生体材料器械学講座 准教授
神奈川歯科大学口腔科学講座クリニカル・バイオマテリアル学分野 教授
日本歯科医師会 保険適応検討委員会委員

【所属学会】
・神奈川歯科大学学会・日本歯科保存学会・日本接着歯学会・日本歯科理工学会・日本全身咬合学会
・材料技術研究協会・日本口腔インプラント学会・日本歯周病学会・日本補綴歯科学会・日本外傷歯学会
・International Association for Dental Research・国際歯科研究学会日本支部会（JADR）
・日本顕微鏡歯学会・日本デジタル歯科学会・日本歯科衛生学会・日本臨床疫学会・日本歯科医学教育学会
【受 賞】
神奈川歯科大学同窓会 奨学者賞（乙種）受賞（2005 年）
神奈川歯科大学同窓会 奨学者賞（甲種）（奨学 甲 50 号）受賞（2010 年）
KDU Award 2013 受賞（2013 年）
神奈川歯科大学教育改革企画受賞（2015 年）
神奈川歯科大学学会総会優秀演題賞受賞（3 回）
日本歯科理工学会学術賞受賞（2014 年）
日本歯科理工学会学術講演会発表優秀賞受賞（2015 年）
材料技術研究協会討論会ポスター賞受賞（8 回）

〔 2018 年度医局メンバーの皆さん、カメラの前でハイ！チーズ！
or バター！パチリ！にっこり♥ 皆さん、ほほえみの天使です♥ 〕
（携帯で撮られていたせいか、元の写真のピントが合っていませんでした。残念♥）
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皆さん のための 保 険 情報（その１） 」

「

（現）神奈川県国民健康保険連合会委員
（前）神奈川県社会保険支払基金委員
（現）神奈川歯科大学

特任教授

14 回生の水谷です。初めてご報告させていただき

現在算定中の点数を４月１日以降も算定するに必
要な施設基準の届けについて
【基本診療料の施設基準】
初診料（歯科）の注９に掲げる歯科外来診療環境体
制加算１
（平成30 年３月31 日において、現に旧算定方法別表
Ａ000の注９に掲げる歯科外来診療環境体制加算に係
る届出を行っている保険医療機関（地域歯科診療支
援病院歯科初診料の届出を行っている保険医療機関
を除く。）であって、平成30 年10 月１日以降に引き
続き算定する場合に限る。
【特掲診療料の施設基準】
歯科疾患管理料の注10 に掲げるかかりつけ歯科医機
能強化型歯科診療所
退院時共同指導料１の１に掲げる在宅療養支援歯科
診療所２
外来後発医薬品使用体制加算１
外来後発医薬品使用体制加算２
（外来環１、外来環２、か強診、歯援診２は別途経
過措置等あり）

ます。今回、本同窓会誌にご報告させてもらいますの
は、ちょうど本年４月に改定された保険診療について
です。簡単に自己紹介をいたしますと、私は昭和 58
年３月に卒業後、口腔外科第二講座に籍を置き、平成
13 年３月まで 20 年弱在籍いたしました。その頃、カ
ルテ記載はあまりせず、保険点数算定も適当でした。
現在大学は共同指導や、病院の増収を目標に、カルテ
記載の充実、保険点数も算定漏れがないように内容が
かなり改善されてきました。現在、私もそのことに対
して微力ながらご協力させて頂いています。開業医に
なった今は、
“これで飯を食っている”わけですので、
多少なりとも分かるようになってきました。
今回は1４月からの改定についての留意事項、2カ
ルテ記載について現在までに分かっていることをご説
明させて頂きます。

＊注意事項として新たに在宅療養支援歯科診療所１
の届出を提出する場合、すでに提出されている在宅
療養支援歯科診療所届を施設基準に係る辞退届の提
出により取り消しが必要です。

1 平成30年４月からの保険改定について
A

成孝

（14 回・神奈川県支部）

B

はじめに

水谷

今回の改定で新たに創設された施設基準の届けに
ついて
C

【基本診療料の施設基準】
初診料注１
【特掲診療料の施設基準】
退院時共同指導料１の１に掲げる在宅療養支援歯科
診療所１
有床義歯咀嚼機能検査２のイ
有床義歯咀嚼機能検査２のロ
咬合圧検査
精密触覚機能検査
処方料の注９に掲げる外来後発医薬品使用体制加算３
口腔粘膜処置
口腔粘膜血管腫凝固術
レーザー機器加算

３月31日までの施設基準の経過処置について
【基本診療料の施設基準】
初診料→初診料注１ 届出をしないと10月１日より
点数が下がるが、研修は31年
３月31日までで良いとされて
います。
歯科外来診療環境体制加算→歯科外来診療環境体制
加算１
届出をしないと10月１
日より点数算定ができ
なくなります。
【特掲診療料の施設基準】
在宅療養支援歯科診療所→在宅療養支援歯科診療所１
新たな届出が必要。在宅
療養支援歯科診療所２の
辞退届が必要です。
在宅療養支援歯科診療所→在宅療養支援歯科診療所２
平成32年４月１日以降も
算定するには届出が必要
です。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所

特に「初診料 注１」につきましては、９月末日までに
提出しないと10月１日からの初診料が234→226になって
しまいます。この届出書類は講習（多分地元の歯科医師
会で定期的に開催してくれると思います）を受講し、か
つオートクレーブを所有していれば提出できますので必
ず出しましょう。
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平成32年４月１日以降も算定するには届出が必要です。

ニ 歯冠修復物が連結して装着されている場合におい
て、破損等のため連結部分を切断しなければ、一

D

このまま使用できる施設基準について

部の歯冠修復物を除去できないときの切断
ホ

歯科治療総合医療管理料Ⅰ→歯科疾患管理料の注11

著しく困難なため当該義歯を切断して除去を

に掲げる総合医療管理
加算
歯科治療総合医療管理料Ⅱ→歯科治療時医療管理料
在宅患者歯科治療総合医療管理料Ⅰ→歯 科 疾 患 在 宅
療養管理料の
注４に掲げる
在宅総合医療
管理加算
在宅患者歯科治療総合医療管理料Ⅱ→在 宅 患 者 歯 科
治療時医療管
理料
有床義歯咀嚼機能検査→有床義歯咀嚼機能検査１のイ
有床義歯咀嚼機能検査１のロ

E

歯間に嵌入した有床義歯の除去に際し、除去が

行った場合
へ 支台築造用のスクリューポスト又は金属小釘の除去
ト 高強度硬質レジンブリッジの支台装置及びポン
ティック
（摘要記載は従前のごとく）
【有床義歯製作（６か月以内）製作】
イ 遠隔地への転居のため通院が不能になった場合
ロ 急性の歯科疾患のため喪失歯数が異なった場合
ハ 認知症を有する患者や要介護状態の患者であっ
て、義歯管理が困難なために有床義歯が使用で
きない状況となった場合
ニ その他特別な場合
（イからニのいずれかと具体的な内容を診療報
酬明細書に摘要欄記載が必要）
特に口腔内装置については印象、咬合採得、装着
料、修理、調整が個々の装置により異なります。

処置としての「咬合調整」「口腔内装置」「修復
物、補綴物除去（困難なもの）」「有床義歯製作
（６か月未満）」がイ、ロ、ハ、ニ、・・・との
分類がなされた。

F

【咬合調整】
イ 歯周炎に対する歯の削合
ロ 歯ぎしりに対する歯の削合
ハ 過重圧を受ける歯の切縁、咬頭の過高部又は他
院作成金属歯冠修復物等の過高部の削合
ニ 新たな義歯の製作又は義歯修理時の鉤歯と鉤歯
の対合歯に係るレスト製作のための削合
ホ 咬合性外傷を起こしているときの過高部の削合
及び歯冠の形態修正又は咬傷を起こす場合の形
態修正
（イからホのいずれかを診療報酬明細書に摘要
欄記載が必要）
【口腔内装置】
イ 顎関節治療用装置
ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置
ハ 顎間固定用に歯科用ベースプレートを用いた床
ニ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等
で製作した床
ホ 手術に当たり製作したサージカルガイドプレー
ト
へ 腫瘍等による顎骨切除後、手術創（開放創）の
保護等を目的として製作するオブチュレーター
ト 気管挿管時の歯の保護を目的として製作した口
腔内装置
チ 不随運動等による咬傷を繰り返す患者に対し
て、口腔粘膜等の保護を目的として作成する口
腔内装置
リ 放射線治療に用いる口腔内装置
（イからりのいずれかを診療報酬明細書に摘要
欄記載が必要）
【修復物、補綴物除去（困難なもの）】
イ 滑面板の撤去
ロ 整復装置の撤去
ハ ポンティックの除去

歯科疾患管理料とその加算について
【歯科疾患管理料について】
１回目は主訴に対しての管理で算定可です。
２回目以降にその他の疾患を含めた管理を行う場合
や新たな検査を実施する場合は、検査結果を含め管
理計画の変更点を患者等に説明が必要です。
歯周病に罹患している患者の管理を行う場合は歯周
病検査の結果を踏まえた治療方針等を含んだ管理計
画を作成します。
【歯科疾患管理料への加算について】
歯科疾患管理料への加算は下記３項目になりました。
⒜歯科疾患管理料 総合医療管理加算 ＋50点
（旧 歯科治療総合医療管理料１）
対象疾患として
糖尿病の患者
骨吸収抑制薬投与中の患者
感染性心内膜炎のハイリスク患者
関節リウマチの患者
血液凝固阻止剤投与中の患者
＊今までの「医管２」は下記の名称になり、対象疾患
が増えました。
歯科治療時医療管理料
45点
（旧 歯科治療総合医療管理料２）
対象疾患として
高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全
脳血管障害（以上これまでの対象疾患）、喘息、
慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、
甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん
慢性腎臓病（腎代替療法を行う患者に限る）
人工呼吸器を装着している患者又は在宅酸素療法を
行っている患者
⒝歯科疾患管理料（新）小児口腔機能管理加算 ＋100
15歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者
『「口腔機能発達不全症」に関する基本的考え方』
に示されている評価項目において、咀嚼機能を含む
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３項目以上に該当するもの。

〈単一建物居住者〉

本加算を算定した月は、文書提供加算を算定できない。

当該利用者が居住する建築物に居住する者のうち、

初回、及びその後３回算定するにあたり1回写真撮影。

当該指定居宅療養管理指導事業所の医師等が、同一

⒞歯科疾患管理料（新）口腔機能管理加算＋100

月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導を行

65歳以上の口腔機能の低下を認める患者のうち以下

う場合の当該利用者。

の３項目以上に該当するもの。
咀嚼能力検査、咬合圧検査、舌圧検査のいずれかを
実施し咀嚼機能低下、咬合力低下、低舌圧のいずれ
かと診断され診断基準で合わせて３項目以上該当する
場合は口腔機能管理加算・100点が算定できます。

G

H

（改定前）う蝕又は歯周病に罹患している患者。
（改定後）歯科疾患に罹患している患者であって、歯
科衛生士による実地指導が必要なもの。
以上のように変更になったで、算定病名が拡大しました。

在宅医療について
I

【歯科訪問診療料歯科訪問診療１、２、３】
歯科訪問診療料は、患者の人数によって歯科訪問診
療１、２、３に区分。
従前の「急性対応加算」が包括されます。
診療時間が20分未満の場合は所定点数の70/100で算
定します。
同一の患者に同一日に複数回の歯科訪問診療を行っ
た場合は合算し算定します。
１人のみ
20分
以上
1036点
20分
未満
725点

歯科訪問
診療
２

点
※20分未満であって
も、患者の容態が急変
しやむを得ず治療を中
止した場合又は患者の
状態により20分以上の
診療が困難な場合は
1036点を算定する。

２～９人
20分
以上
338点
20分
未満
237点

歯科訪問
診療
３

歯科衛生実地指導料について

機械的歯面清掃処置について
（改定前）歯周疾患に罹患している患者
（改定後）歯科疾患に罹患している患者
以上のように変更になり、算定病名が拡大しました
が、「MT」のみ、「顎関節症」、「歯ぎしり」のみ
では算定できません。
（４月25日の通知にて）

2 カルテ記載について

10 人以上

はじめにも申し上げましたが、大学では数年前に関

20分以上 175点

東信越厚生局と神奈川県との共同指導がありました。
これは我々開業医では個別指導にあたります。指導に

20分未満 123点

は再指導がつきもので、大学では昨年夏に実施されま

点

した。大学職員全員の努力でほぼ問題なく終了いたし

※20分未満であって
も、患者の容態が急変
しやむを得ず治療を中
止した場合は338点を
算定する。

ました。それは正しいカルテ記載が高く評価されたた
めだと強く感じました。
平成27年実施の神奈川県での個別指導の指摘事項を参
考までお示しし、全範囲は無理ですが、各項目のポイン
トについて説明したいと思います。

初診料の院内感染防止対策加算に係る施設基準の届出をしていない医療
機関は、表中の点数から10点減算する。

【居宅療養管理指導（訪問系サービス）】
医療保険と介護保険との整合性の観点から、単一建
物に居住する人数に応じて、以下のように評価する
こととするとともに、診療報酬改定における対応を
鑑みながら、必要な見直しを行います。

A １号用紙について
①傷病名の欄−レセプト用の病名ではなく、正式病
名を記載する。
②終了の欄−治療終了の日時を記載するが、P病名の
場合は空欄で良い。
③転帰の欄−治癒、中止、転院、死亡等を記載する。
④歯式の欄−記入漏れが多いので注意する。
⑤主訴の欄−患者の言葉で記載する。
⑥備考の欄−「自費への移行」を記載する。

・単一建物居住者が２～９人⇒歯科衛生士 355単位
歯科医師
483単位
歯科衛生士 323単位
・単一建物居住者が10人以上⇒歯科医師
442単位
歯科衛生士 295単位
【参考：現行】
・同一建物居住者以外⇒歯科医師
503単位
歯科衛生士 352単位
・同一建物居住者⇒歯科医師
452単位
歯科衛生士 302単位
同一建物居住者と単一建物居住者の定義の違い
〈同一建物居住者〉
当該利用者と同一建物に居住する他の利用者に対し
て指定居宅療養管理指導事業所の医師等が同一日に
訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導を行う場
合の当該利用者。

B ２号用紙について
【初診時】
主訴−「どこが」「いつから」「どうなって」「来
院までどうした」を記載する。
自覚症状（S）−主観的な情報。訴えを事実のまま記
載する。
他覚症状（O）−客観的な情報。見たこと、聞いたこ
と、体験したことその事実のままを
記載する。
現病歴（全身、局所）−全 身 、 主 訴 の 疾 患 を ど こ
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が、いつから、どんな状態

（根充後の場合は）根充後の状態

か、今はどうかを記載す

〈パノラマ撮影〉

る。（分けて記載）

撮影目的部の所見、顎関節、上顎洞、埋伏歯、歯槽

既往歴（全身、局所）−全身の疾患（アレルギーも

骨の状態

含め）、歯科疾患を記載す

〈CT撮影〉

る。（分けて記載）
薬剤服用状態（現在、既往）−療 養 担 当 規 則 に も 記
載義務があるので、
必ず確認する。
評価A−種々の情報より専門的な判断を行う。
治療計画P−上記判断に基づき治療計画を作成する。
現在はSOAP（Subjective,Objective,Assessment,Pl
an）にての記載が推奨されており、初診、再診を問
わずこの形式で記載が良いと思われます。
【再診時】
前回治療を行なっている場合はSOAP形式での記載を
行います。
〈例えば前日抜歯を行なった場合では〉
S：抜いて後から、今日まで痛かったが、痛み止め
を飲んだら楽になった。
O：止血しており、歯肉腫脹もわずか。
A：本日の所見しては、問題ないと思われる。
P：一週間後にもう一度洗浄を行う。
などと記載します。
＊電話再診−メール、FAXでの再診の場合、受信時刻
を記載します。
【診療情報連携共有料と診療情報提供料（情１）につ
いて】
今回の改定により診療情報連携共有料120点が新設さ
れました。
これまでは「紹介」と「照会」の違いが曖昧でした
が、これにより明確に区別されました。両者の相違
点を挙げますと
〈診療情報提供料〉
（対象）他医療機関、施設への紹介、検査、画像
診断の依頼
（月１回 250点）
〈診療情報連携共有料〉
（対象）慢性疾患を有する患者、全身管理が必要な
患者の診療情報の照会（医療機関のみ）
（３か月に１回 120点）
【訪問診療】
（訪問診療時必要なカルテ記載は）
実施日
訪問先名（マンション名などかなり正確に記載が必
要です）
訪問時間（同日、訪問歯科衛生指導料を算定する場
合は、処置時間が重ならないように注意してくださ
い。また、訪問時間がどんな場合も30分のように画
一にならないようにしてください。）
患者の状態
【画像診断】
X線撮影し画像診断した場合はその所見の記載は必須
です。
〈デンタル撮影〉
撮影目的部の所見、隣接部、歯髄、歯根膜、周囲骨
の状態

・CT撮影の適応症は
埋伏智歯等、下顎管との位置関係の確認
顎関節症等、顎関節の形態の確認
顎裂等、顎骨の欠損携帯の確認
腫瘍等、病巣の広がりの確認
その他、歯科X線撮影や歯科パノラマ断層撮影
で確認できない位置関係や病巣の広がりの確認
とされています。CTは一般に他レントゲン撮
影が前提で、診断できない場合に撮影すること
になっていますが、神奈川県では下記疾患は１
枚目のレントゲンとして撮影が認められていま
す。
智歯周囲炎
埋伏歯
上顎洞炎
顎関節症
【処置】
SPT(歯周病安定期治療)は３か月毎の算定になりま
すが、下記の場合は３か月以内での算定が可能です
（摘要記載が必要です）。
歯周外科手術を実施した場合
全身疾患の状態により歯周外科が実施できない場合
全身疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響
を与える場合
→主治医からの全身状態等を記載した文章が必要
侵襲性歯周病の場合
【手術】
手術の要点の記載が必要です。
【修復、補綴】
印象時−印象材料名
咬合採得時−使用材料
合着時−装着材料名
記載漏れが見られます。

最後に
保険に関する最新情報は、特に保険点数改定の時期
ですので、頻繁に発信されます。歯科医師会や同窓会
からそれらは入手できると思いますが、できれば厚生
労働省 HP からの「事務連絡」を確認し、入手してく
ださい。ちなみに、今回お話しした内容も４月 25 日
事務連絡を基にしていますので、届くときにはすでに
古い情報になっているかもしれません。
正しい、算定漏れのない保険請求は安定した歯科医
院経営のため、正確で、詳細なカルテ記載は最終的に
は自分の身を守ります。多少なりともその参考になれ
ば幸いです。
〔 先生から、大量の資料が送られてきましたが広報予算の関係で残念ながら資料の
4/5以上は割愛せざるを得ませんでした。誠に申し訳ありません。
これからも会員のた
めに、有意義な 保 険 情 報とご指導をよろしくお願いいたします 〕
：T. I
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日歯会員有功章 受賞・杉 山 義 祥 氏
杉山義祥先生、日本歯科医師会会員有功章受賞
おめでとうございます。

杉山義祥君（10 回・横須賀）に平成 29 年度日本歯科医師会会
員有功章が授与された。杉山君は 21 年間にわたり日歯代議員とし
て職務を遂行された。平成 23 年からは代議員会副議長、平成 25
年から平成 27 年までは日本歯科医師会代議員会議長の要職に就か
れ、平成 20 年からはスポーツ歯科・ＷＧ・検討委員会、平成 29
年 10 月より東京オリンピック・パラリンピック対策委員会で現在
も活躍されている。この永年の顕著な功績が認められ日本歯科医
師会会員有功章の受賞となった。おめでとうございます。
金子

P.３から

宣由（19 回）

②

AKB 48・乃木坂 46・欅坂 46 のコンサートチケットは神歯大
職員と卒業生、学生には特別枠でご用意してございますので、ぜひ
お申込ください。
お申込み、お問い合わせは
KDU 東京校・
AKB48 グループチケット係（03-♥69-8811）まで♥
♥～お待ちしておりま～す～♥
〈･･････皆様に 素敵な「夢」が訪れますように･･････〉

21ページ へ続く→
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第

92

神奈川歯科大学同窓会

回

代 議 員 会 報告（抜粋）
慌ただしい１年間でした。新病院の建てかえにつきまして

第 92 回代議員会が平成 30

年２月24日（土）午後２～６時にわたり本学本館５階大会議

同窓会より多額の寄附を賜り、心より厚くお礼申し上げます。

室にて開催された。

新病院は、借金なく進めることができました。さまざまな危

１．開会の辞

はしましたが、解決していかなければならない課題はたくさ

副会長（ 鈴村佑子 ）第 92 回代議員会を開催いたします。

んあります。

機を乗り越え、８年間を振り返りますと、財政危機から脱却

１つ目は、新病院を軌道に乗せること。半年以内に従

今日の日程に選挙もございます。
２．点

来の機能と収支の回復、１年以内に安定した成長路線へ。

呼

議長（ 飯塚

横浜市大と大学間協定に基づく医科歯科連携事業を締結

務 ）代議員総数 77 名中、正代議員 69 名、

し医師を採用し、設備も充実させました。

予備代議員４名。神奈川歯科大学同窓会会則第４章第

２つ目は、昨年話したが、大学の財政に影響する歯学

23 条により、本代議員会は成立。

部の収容定員の充足。それを充たしながら新入生、退学

３．代議員会議長挨拶

者、休学者、留年者、未卒者、この関係を改善すること

議長：代議員会年１回になって２回目です。今回は選挙も

が課題。この解決方法は、新学長に期待します。

開催されます。円滑な、また活発な御意見を賜りたい。

３つ目は、昨年の５月に東京北区の東京歯科衛生士専

４．議事録署名人選出

門学校を買収しました。新病院の建築と重なり大変でした

議長：８番、五十嵐代議員、63 番、早野代議員、よろし

が、借金することなく手に入れることができました。来年の

くお願いいたします。

４月、学校法人神奈川歯科大学に正式に名前が変わり学

５．会長挨拶

生の募集が始まります。

会長（ 大舘

満 ）本日は選挙があります。自分なりに11 年

最も重要な課題がもう一つ。各県の代表の先生方と本

半を振り返り、今までの方針と今後の展望について少し書

学の執行部が一体となり母校の生き残りをしていくこと。私

かせていただきました。その中で特に自分の心の中に決め

の考えは、一部を会報の新年号に「風に舞う夢」と題し述

てきた５つの事柄があります。神奈川歯科大学の同窓会

べました。

は、大学、日本の歯科界との関係、つながりを切らずに頑

７．学長挨拶

張っていこうと考えています。今日もいろいろ議案がありま

学長（ 櫻井

孝 ）現在、在校生が 670 名、20％が海外

すが御賛同いただければ。

の留学生。留学生の受け入れは７年前から、文部科学省

８．報

の大学のグローバル化、キャンパスアジア構想に基づき、

告

担当（ 徳島理事 ）黙祷を捧げます。特別会員、神奈川

主にアジアから受け入れ。文部科学省の認証評価を昨年

歯科大学名誉教授・元生化学教授、中山義之先生。元

の 10月に受審し無事に合格。横浜市大との連携協定は

神奈川歯科大学保存学助教授、加茂常一先生。元神奈

数年前から、昨年度は関東学院とも連携協定を。留学生

川歯科大学生物学教授、青戸偕爾先生。元神奈川歯科

について、受け入れた韓国の学生さんが昨年卒業し、国

大学医科学講座教授、附属病院病院長、塚本秀人先生。

家試験を全員が合格。韓国に同窓会の支部が構築できれ

正会員、兵庫県、３回生、飯島

ばと。台湾は受け入れが始まって５年間で今後国家試験

裕先生。熊本県、10

回生、内藤幸二先生。香川県、
４回生、山地偉知郎先生。

に臨んでいきます。今年度は２月に第111回の国家試験が。

神奈川県、16 回生、杉崎美幸先生。神奈川県、９回生、

114 名の６年生のうち国家試験を受験した学生さんは59

坂ノ上富男先生。北海道、
２回生、
半田允克先生。東京都、

名。４年前の国家試験から大学では80％の合格率を目標。

１回生、奥主勝彦先生。福岡県、４回生、椎木茂嗣先生。

全国の合格率が全体で昨年は65％、一昨年は63.6％。

宮城県、６回生、髙橋清勝先生。黙祷。

新卒者で80％を維持するために試験等の基準を定めてい

６．理事長挨拶

るので、６年生が留年率が高い。しかし留年、休学者の

理事長（ 鹿島

率は全国の私立歯科大学の平均が 21.9％に対して本学は

勇 ）昨年は創立 100 周年記念式典、東

19.3％。バックグラウンドとして入学者の未充足の状態が続

京歯科衛生士専門学校の買収、そして新病院完成と、
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いたこと。最もひどかった最低 58 名の入学生の世代の学

担当（ 山田理事 ）学内報告、入学試験に関する話。本

生さんが今５年生、６年生。その当時の学生さんたちを無

年度は110 名募集定員。近年の国家試験の合格率の高

事に何とか歯科医師まで養成するためにあと数年。歯科

さから志願者が多い傾向に。２月18日に一般の第２期試

医師の高齢化も問題。全国の歯科医師の年齢は54 歳ぐ

験が、
３月11日に一般の３期と編入試験の最後の試験が。

らい、県によっては既に63 歳超。神奈川県でも60 歳超の

会長：社会保険の点数の改正があります、内容はもう御

高齢化。地域の偏在化も問題。東京では歯科医師数が

承知だと。本日前々会長の大久保先生の叙勲のお祝いが

対 10 万人で120 人超。地方はその半分以下。国は在宅

あります。一つ残念なことで、鶴見大学の前同窓会長村

医療の推進を進めているが、地方においては派遣できる

田先生が、結審。

歯科医師がいないのが現状。本学では、今後地元に目を

52番
（ 鴨井代議員 ）
クラス会の事業はやめていただきたい。

向けてくれる歯科医師を養成できれば。他に考えているの

会長：金銭的にはそのとおり。費用対効果以外も考えて皆

は先生方のリフレッシュ教育。女性歯科医師も増加中で20

さんに御検討を。

代の歯科医師の45％は女性歯科医師。臨床経験の豊富

16 番（ 桂代議員 ）我々７回生には退会者をなくすために

な先生方に新しい技術をリフレッシュしていただきながら、

は非常に有効。

後進の教育にも御協力いただければ。

会長：会費免除会員の考え方、１回生の先生にも御意見

８．報

を伺いながら、次期執行部の申し送りで検討を。

告

７番（ 栃内代議員 ）同窓会は会員に何を与えてくれるの

会員現況、会務報告は事前資料、当日資料参照。入

か、それがわかるような事業は必要。大学入試の件、東

会率は48.7％。

京衛生士専門学校を買収の件、会員に対して何か考えら

議長：報告、会長御挨拶の質問は学内報告が終わった

れないのか。

後で一括して。

会長：検討します

担当（ 金子常務理事 ）当日資料参照。
予算決算特別委員会委員長（ 波磨

21 番（ 小林代議員 ）代議員会が１回になったので議案を

章 ）平成 29 年度第

検討する時間を作ってほしい。

１回予算決算特別委員会を平成 29 年６月４日に神奈川県

52 番（ 鴨井代議員 ）
２日間にしてもいいのでは。

歯科医師会館で、第２回予算決算特別委員会を平成 29

44 番（ 長谷川代議員 ）同窓会が主導して予備校の講習

年 12月10日に神奈川歯科大学附属横浜クリニックにて行
いました。出席者は６名オブザーバー２名、執行部からは

会を。全体のレベルを上げる方法を考えていただければ。

１３名のもと、28 年度歳出決算、30 年度の予算などにつ

９．議

いて協議、審査、承認をいたしました。

第１号議案

事
平成 28 年度一般会計－１歳入・歳出決算。

担当（ 金子常務理事 ）第１号議案上程理由説明。

報告事項は、事前配付資料参照で了解いたしました。
承認事項では、第 92 回代議員会における議案を、資料

監事（ 大島正秀 ）監事の大島です。資産、財産管理に

に基づき説明。監事より監査報告。第 10 号、11 号議案

ついて監査を実施し、不備無し。

は本日の代議員会で決議予定。第 12 号議案は本日、予

議長：採決。第１号議案平成 28 年度一般会計－１歳入・

算や委員会方針を説明予定。第 13 号から、第 20 号議案

歳出決算について、 挙手多数、可決確定。

については常務より、事前資料に基づいて説明あり。質

議長交代。

疑応答に入り、同窓会事務局職員の定年退職を迎える問

副議長（ 木村

題に対して、予決委員から質問。５年の猶予期間を設け

一括で上程をいたしまして、個別に議論…議事をして採決。

ることで。その後、92 回代議員会のタイムスケジュール、

第９号議案につきましては個別に、
単独で上程をいたします。

選挙があることを前提に協議。

第２号議案

議長：４）
番、表彰選考委員会報告。

淳 ）第２号議案から第８号議案までは、

（事業運営安定化
平成 28 年度一般会計－２
資金）歳入・歳出決算

有功章、４回生の藤田先生、千葉県支部。２回生の森本

第３号議案 平成 28 年度事業基金会計－１歳入・歳出決算

先生、藤井先生、広島県支部。

第４号議案

担当（ 秋本専務理事 ）29 年度の第１回奨学者審議部会

決算
第５号議案

の報告。
会長：奨学者賞、大橋

平成 28 年度福祉共済部会計－１歳入・歳出
（同窓会年
平成 28 年度福祉共済部会計－２
金）歳入・歳出決算

桂殿、大学支部代表、支部長

の田村先生。

第６号議案 平成 28 年度奨学金基金会計歳入・歳出決算

担当（ 秋本専務理事 ）事前資料にクラス代表者連絡会議

第７号議案

平成 28 年度職員退職金積立会計歳入・歳
出決算

の第１回準備委員会報告、当日資料に女性会員参画推
第８号議案

進委員会の第１回準備会の報告。
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平成 28 年度前受金会計歳入・歳出決算

担当（ 金子常務理事 ）第２号議案から第８号議案まで上

議長：採決。挙手多数。可決確定。

程理由説明。

第 12 号議案

副議長：採決。第２号議案、第３号議案について、挙手

担当（ 髙橋常務理事 ）事前資料で上程理由説明

多数。可決承認。

20 番（ 元田代議員 ）50 周年、いつですか。

第４号議案について質問を。

会長：再来年の秋ぐらいに。

10番（ 加藤代議員 ）繰越金２億2,000万の運用はどうなっ

16番（ 桂代議員 ）講演会にインターネットやＤＶＤを使って

ているのか。

は。

担当（ 金子常務理事 ）運用はせず、預金してます。運用

52 番（ 鴨井代議員 ）クラス代表者連絡会議に予算つけ

しているのは預金利息の４万円だけ。

てやること反対。

10 番（ 加藤代議員 ）見直しは何年後に行うのか。

会長：今年は準備委員会です。

会長：５年ごとに見直すというルールです。

議長：多数であれば議会の成立上、可決確定してしまい

監事（ 細谷孝明 ）監事から執行部にお願いしました。リス

ます。

平成 30 年度事業計画（案）

クのあるものは避けましょうと。

44 番（ 長谷川代議員 ）総務合理化の推進となっている

副議長：採決。第４号議案について、
挙手多数。可決成立。

が事務局の合理化は？事務局員が減るのか。

第５号議案から第８号議案についても挙手多数。
可決承認。

担当（ 髙橋常務理事 ）
コンピューターのソフトウエアで合理

第９号議案

化を図ります。

資産目録に関する件

担当（ 髙橋常務理事 ）事前資料で上程理由説明。

25番（ 外池代議員 ）先ほどの鴨井先生への対応はよくわ

副議長：採決。挙手多数。可決承認。

からない、ここで決めたほうがいいのでは。

議長交代。

会長：賛同をいただければ準備委員会、女性のほうも準

第 10 号議案 神 奈川歯科大学同窓会会則施行規則改

備委員会をできれば。
52番（ 鴨井代議員 ）
クラス会への助成金を出さないように

正に関する件
担当（ 秋本専務理事 ）上程理由説明。

してほしい。

議長：採決。挙手多数、可決確定。

議長：採決。挙手多数。可決確定。

第 11 号議案 神 奈川歯科大学同窓会表彰規則改正に

第 13 号議案 平成 30 年度一般会計－１歳入・歳出予算
（案）
（P22 表参照）

関する件
担当（ 秋本専務理事 ）上程理由説明。

担当（ 金子常務理事 ）事前資料で上程理由説明。

44番（ 長谷川代議員 ）在宅議事とはどういう方法ですか。

72 番（ 奥村代議員 ）入会金を減額、もしくはゼロにしたら

担当（秋本専務理事）メールで議題を上げて賛否をとる、

どうか。

意見があれば記載してもらい、理事会、常務連絡会等で

担当（ 金子常務理事 ）理事会で。

審議をします。

20 番（ 元田代議員 ）執行部がかわるのにそういう発言し

44 番（ 長谷川代議員 ）メールは一斉送信？承認はど

てよいのか。

うするのか。

議長：申し送りしていただければ。

会長：メールとファクスで対応。電話も使い全員に。

採決。挙手多数。可決確定。

44番（ 長谷川代議員 ）
わかりました。
ありがとうございます。

議長交代

25 番（ 外池代議員 ）流れがよくわからないです。

副議長：第 14 号から第 20 号議案までは一括上程個別審

会長：深刻な問題は在宅審議にはせず、簡単な議事内

議、採決。21 号、22 号は個別上程、個別採決。

容だけ。賛否を問うだけ。

第 14 号議案 平 成 30 年度一般会計－２
（事業運営安定

27 番（ 米今代議員 ）代議員に対する議事であれば、確

化資金）歳入・歳出予算（案）
第 15 号議案

認も、承認も議長がすべき。
会長：議長名で行ってます。

平成 30 年度事業基金会計－１歳入・歳出
予算（案）

47 番（ 浅野代議員 ）承認にあたって意見を聞いていない

第 16 号議案

平成 30 年度福祉共済部会計－１歳入・歳
出予算（案）

ということはないのか。
会長：執行部の責任が問われるが、大きな問題について

第 17 号議案

平 成 30 年度福祉共済部会計－２
（同窓会
年金）歳入・歳出予算（案）

は在宅審議をかけない。
68 番（ 下川代議員 ）
やり方を考えてみては。

第 18 号議案

会長：大変いい案だと思います。今後の在宅審議のあり

平 成 30 年度奨学金基金会計歳入・歳出
予算（案）

第 19 号議案

方を詰めるべき。
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平 成 30 年度職員退職金積立会計歳入・

推薦者（ 安田

歳出予算（案）

勝 ）下池候補を推薦します．

推薦者（ 鴨井康子 ）下池候補を同窓会会長に推薦します

第 20 号議案 平成 30 年度前受金会計歳入・歳出予算

選挙管理委員長：投票の準備にかかります。

（案）
担当（ 金子常務理事 ）第 14 号議案から20 号議案まで、

（17 時 12 分

休憩）

事前資料で上程理由説明。

（17 時 19 分

再開）

47番（ 浅野代議員 ）直近10年、
同窓会の会計を見たい、

（議

場

閉

鎖）

福祉共済も一般会計も含めて。

選挙管理委員（ 三條正統 ）点呼。１番から77 番まで。不

会長：別添えなら可能。

在２名で75 名。

第 14 号議案について採決。挙手多数。可決承認。

選挙管理副委員長（ 神田善行 ）投票の手順及び方法説

第 15 号議案から第 20 号議案についてそれぞれ採決。挙

明。

手多数。可決承認。

（投票箱確認）

第 21 号議案

（17 時 29 分

投票開始）

担当（ 髙橋常務理事 ）当日資料で上程理由説明。

（17 時 38 分

投票終了）

副議長：採決。挙手多数。可決承認。

（投票箱閉鎖）

第 22 号議案

（17 時 38 分

開票開始）

（17 時 45 分

開票終了）

退会者承認に関する件

名誉会員・特別会員の承認に関する件

担当（ 秋本専務理事 ）当日資料で上程理由説明。
副議長：採決。挙手多数。可決承認。

議長（飯塚

務）投票総数 75 票、うち大舘候補 40 票、

下池候補 35 票、無効ゼロ

議長交代。
第 23 号議案

（議

会長・監事選挙に関する件

選挙管理委員長（ 田中直人 ）会長・監事の任期満了に

場

開

鎖）

（選挙管理委員退席、執行部入場）
選挙の結果、大舘

伴い、立候補者を募り、監事は定員３名のところ３名の立

満新会長となりました。

候補者。会長立候補者が２名で、選挙を。

会長：皆様、御支援ありがとうございます。反対票を入れ

議長：次期会長の選挙を行いますので、候補者、演説者

た代議員の先生方の言葉を耳にしながら、３年間頑張って

以外の執行部は退席を。

会務を進めさせていただきます。

（16 時 44 分

休憩）

議長：新監事の御承認を賜りたい。細谷孝明新監事、岩

（16 時 48 分

再開）

本

憲新監事、大島正秀新監事、承認。以上、新会長

選挙管理委員長：選挙管理委員会の委員、委員長の田

並びに新監事３名決定いたしました。

中直人。副委員長の神田先生、委員の戸田先生、三條

議長：新会長が承認されました。各種委員会委員を会長

先生、岡永先生の５名で。平成 30 年１月22日に告示、２

一任にしていただきたい。

月９日、５時締め切り。選挙管理委員会規定に照らし、不

10．協

備を認められず、各候補の届けを受理。

会長：当日資料で組織改革について。この目的等はずっと

議長：立会人。大舘候補から推薦、33 番、波磨代議員。

一緒。世代間、男女間の隔たりをなくし懇親を深めるシス

下池候補から54 番、山田代議員。中村代議員、24 番、

テムや事業の創設。青年部会の創設を検討。

篠原代議員、72 番、奥村代議員

３番（ 中村代議員 ）青年部会というのは非常にいいことだ

選挙管理委員長：選挙演説。時間は３分。２分半でチャ

と思う。ぜひやってほしい。

イムが。
会長候補者（ 大舘

４番（ 小松代議員 ）ぜひやっていただきたい。韓国からの

満 ）自分の思いは、コンプライアンス

卒業生、本国に帰られた先生方と連絡を絶やさないように

の徹底、法人理事を目指さないこと、同窓会は学術団体

していただきたい

である、日本歯科医師会連盟の重職を受けない、神奈川

21 番（ 小林代議員 ）何を目的としてクラス代表者会議を

歯科大学不正投資事件の再発防止。

するのか。また入会費をとらないと難しいのでは。

推薦者（ 木村 淳 ）大舘 満先生の御支援をお願いいた

会長：非常に難しいのは私も承知。

します。
推薦者（ 小松

議

11．閉会の辞

始 ）すばらしい大舘君を次期会長として、

副会長（ 金山美博 ）第 92 回代議員会を終了いたします。

再度推薦いたします。

（18 時 00 分

会長候補者（ 下池敏之 ）今のシステムを多少変えさせて
いただきたい。クラス会の幹事の決め方、学生と支部・本

閉会）

記：大澤一雄

部のコンタクトの取り方を考える。
20

（総務担当理事／ 22 回）

平成 29 年度

定 例 総 会 報告（抜粋）

平成 29 年度定例総会が平

においては大舘先生が再選、新会長となられ、監事は

成 30 年２月 24 日（土）に神奈川歯科大学本館５階大会

３人の方が引き続き承認されました。協議事項に関し

議室にて代議員会終了後開催された。

ましては新しい執行部、よろしくお願いしたいという

１．開会の辞

ことで議事終了。

副会長（ 赤城公徳 ）一番大切な総会です。最後までよ

６．議

ろしく御審議を。

議長：第１号議案から第８号議案までは一括上程しま

２．議長・副議長選出

す。

神奈川歯科大学同窓会

議長：質問なし、
第１号～８号議案まで賛成多数 可決。

担当（ 髙橋常務理事 ）議長に 24 番、篠原先生、副議長

議長交代。

に 29 番、皆川先生、お願いします。

副議長（ 皆川浩之 ）第９号議案

３．議事録署名人選出

副議長：質問なし、挙手多数、可決承認。

議長（ 篠原一也 ）埼玉の桂先生、静岡の長谷川先生ど

監事（ 大島正秀 ）資産及び会務運営、審査の結果、異

うぞ議事録署名人、お願いします。

議なし。

４．会長挨拶
会長（ 大舘

副議長：第 10 号議案～ 20 号議案まで挙手多数、可決

満 ）本日は選挙までありがとうございま

成立。

した。
最後の総会です、
もう少し頑張っていただきたい。
５．報

議長交代
副議長：第 21 号議案、22 号議案について、質問なし

告

代議員会議長（ 飯塚

事

務 ）第 92 回代議員会の御報告を

挙手多数。

させていただきます。75 名の出席のもと鹿島理事長、

７．その他

櫻井学長の挨拶の後、会長挨拶の後、報告事項 10 題、

議長：なしということで、これで議事は終了です。

議案として 23 議案行われました。鹿島理事長からは

８．閉会の辞

新病院が無事に建ち現在軌道に乗せたく頑張っておる

副会長（ 鈴村佑子 ）総会を閉会とします。御協力あり

ということ、櫻井学長からは６年生、５年生が卒業に

がとうございました。

対して大変ということでございました。表彰者表彰と
しまして、有功表彰が千葉県の藤田先生、広島県の森

記：大澤一雄（総務担当理事／ 22 回）

本先生、藤井先生両名の表彰を行いました。会長選挙

P.16から

③

神 奈 子「さて、東京校も順調ですし、これからの予定はどうする
のかしら？」
K
★「これからの計画は、まず北海道に北海道校、東北に仙台
校、大阪に難波校、九州に九州校の 4 校を作り、その後、
アメリカのワシントンとカリフォルニアに 2 校、ヨーロッ
パはフランス校、ドイツ校、ギリシア校。アジアにはイ
ンド校とシンガポール校を作るワールドプラン（世界進
出プラン）が組まれ、現在進行中です。難波校とワシン
トン校は今、建設中です。なお、アフリカと南アメリカ
にも 1 校ずつ建設し、その地域では“無料の歯科診療”
を行います」（ノーベル平和賞、とれるかなあ～）
★「各校ともに東京校以上の「歯」をモチーフにした世界に
類を見ない建築界のノーベル賞ともいわれる“プリッカー
賞”を幾つも受賞できる程の人類建築史上の革命、建築
界の新未来とも称される超斬新なデザインの校舎を建て
ます」
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平成 30 年度 一般会計

歳入 ・ 歳出 予算
自 ： 平成 30 年４月 １ 日
至 ： 平成 31 年３月 31 日
（単位：円）

『歳入の部』

平成 29 年度予算額

平成 30 年度予算額

１．会 費

43,155,000

42,615,000

２．入会金

1,770,000

1,560,000

96,000

128,000

300,000

300,000

300,000

300,000

６．寄付金

1,000

1,000

７．雑収入

575,000

505,000

44,736,000

12,000,000
12,000,000 ）

３．負担金収入
４．学術収入
５．繰入金

同窓会年金会計より

８．繰越金

（安定化資金含む）
一般会計− 1

（

10,000,000 ） （

一般会計− 2

（

34,736,000 ）

歳入合計

90,933,000

57,409,000

一般会計− 2 の表記について、事業運営安定化資金で表記しているため平成 30 年度より一般会計 歳入の部からは
削除。
『歳出の部』

平成 29 年度予算額

１．事業運営費

37,771,000

内、予備費

（

平成 30 年度予算額
38,752,000

2,800,000 ） （

3,715,000 ）

２．事業運営安定化資金拠出金

5,400,000

5,400,000

３．事業基金会計拠出金

5,550,000

5,496,000

４．福祉共済部会計拠出金

6,306,000

6,246,000

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

665,000

７．差引収支差額

34,716,000
歳出合計

90,933,000
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57,409,000

『 歳出 の部 事業運営費 内訳明細』

128号

自 ： 平成 30 年４月 １ 日
至 ： 平成 31 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 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

平成 30 年度
予算額
10,432,000
6,544,000
817,000
1,400,000
456,000
635,000
580,000
5,773,000
401,000
500,000
1,371,000
2,100,000
1,401,000
9,057,000
4,395,000
1,750,000
1,500,000
960,000
452,000
6,775,000
10,000
3,100,000
20,000
100,000
2,594,000
212,000
739,000
2,070,000
200,000
730,000
3,715,000
38,752,000

比較増減
（▲は減）
▲ 183,000
132,000
11,000
29,000
0
▲ 100,000
▲ 235,000
▲ 20,000
50,000
0
0
▲ 50,000
100,000
0
▲ 12,000
100,000
▲ 162,000
50,000
0
0
211,000
0
0
0
65,000
165,000
0
▲ 19,000
0
0
0
915,000
981,000

増減率％
（△は減）
△ 1.72%
2.06%
1.36%
2.12%
0.00%
△ 13.61%
△ 100.00%
△ 3.33%
0.87%
0.00%
0.00%
△ 3.52%
5.00%
0.00%
△ 0.13%
2.33%
△ 8.47%
3.45%
0.00%
0.00%
3.21%
0.00%
0.00%
0.00%
185.71%
6.79%
0.00%
△ 2.51%
0.00%
0.00%
0.00%
32.68%
2.60%

構成率
％
26.92%

14.90%

23.37%
11.34%
4.52%
3.87%
2.48%
1.17%
17.48%

5.34%
0.52%
1.88%
9.59%
100.00%

役員費用弁償費は、常務連絡会運営費、理事会運営費に統合

〔 エゴノキ 〕

23

平成 28 年度 一般会計 歳入 ・ 歳出 決算 収支 計算書
自 ： 平成 28 年４月 １ 日
至 ： 平成 29 年３月 31 日

『歳入の部』
1. 会費
1. 会費小計（甲種）
2. 会費小計（乙種）
3. 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
43 回生（乙種）
44 回生（乙種）
45 回生（乙種）
46 回生（乙種）
47 回生（乙種）
2. 入会金
1. 入会金小計（甲種）
2. 入会金小計（乙種）
3. 負担金収入（甲種）
1. 負担金収入（甲種）
4. 学術収入
1. 学術収入
5. 繰入金
1. 同窓会年金会計
6. 寄付金
1. 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− 1
2. 一般会計− 2
9. 事業運営安定化資金より受入金
1. 受入金
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 28 年度予算額
3,099 口
42,945,000
2,745 ）
41,175,000 （
120 ）
600,000 （
234 ）
1,170,000 （

平成 28 年度決算額
3,094 口
42,890,000
2,742 ）
41,130,000
123 ）
615,000
229 ）
1,145,000

（
（

2,745
120

）
）

41,175,000 （
600,000 （
（
（
（
（

2,731 ）
122 ）
5 ）
1 ）
6 ）
0 ）

（
（
（
（
（

41
32
57
48
56
60
2
58
24
24

）
）
）
）
）
口
）
）
口
）

205,000
160,000
285,000
240,000
280,000
1,800,000
60,000
1,740,000
96,000
96,000
300,000
300,000
300,000
300,000
1,000
1,000
608,000
2,000
3,000
400,000
200,000
3,000
40,960,000

（
（
（

（
（
（
（
（
（
（
（

41
32
57
48
51
57
6
51
24
24

）
）
）
）
）
口
）
）
口
）

22,477,639
30,961,589

2,087,000

2,087,000

2,087,000

89,097,000
平成 28 年度予算額

甲種（2,769 口）
乙種（ 354 口）

39,275,000
（3,500,000）
5,538,000
6,246,000

850,000
340,000
5,857,000

30,991,000

89,097,000
0
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205,000
160,000
285,000
240,000
255,000
1,710,000
180,000
1,530,000
96,000
96,000
146,000
146,000
300,000
300,000
0
0
518,656
220
233
362,880
152,203
3,120
53,439,228

10,000,000
30,960,000
2,087,000

甲種（2,769 口）

40,965,000
610,000
75,000
5,000
90,000
0

101,186,884

平成 28 年度決算額
32,855,482

甲種（2,766 口）
甲種（2,766 口）
乙種（ 352 口）

5,532,000
6,236,000

850,000
340,000
5,857,000

30,961,589

82,632,071
18,554,813

平成二十九年度

東京都 支 部 会 員 の 表彰・受賞を祝う会

〔 左：飯塚

〔

祝辞を述べられる
鹿島 勇理事長

〕 〔

東京都支部長・学校法人理事
元田文治氏

務氏

中央：浅井智司氏

右：元田文治氏 〕

東京都支部同窓会理事
東京都港区麻布赤坂歯科医師会会長

〕

豊田
公益社団法人日本歯科医師会監事

東京で桜（ソメイヨシノ）の開花宣言が出た翌日、

真基（18 回）

澁谷

國男

平成 30 年３月 18 日（日）午後２時より、ホテル雅叙

公益社団法人東京都歯科医師会会長

園東京 2 階「華うたげ」に於いて、神奈川歯科大学同

東京都歯科医師連盟会長

窓会東京都支部連合会会員の表彰・受賞を祝う会が執

公益社団法人東京都歯科医師会前会長

り行われました。

の各方面の先生方から、心のこもったお祝いのお言葉

大越

山崎

一男

壽和
高橋

哲夫

を頂きました。

100 年の歴史の中で、東京では初めて以下の３名の

そして式典は、花束贈呈へと進んでいきました。東

先生方が、永年に亘り歯科界に尽力されたご功績によ

京都支部連合会女性会員からの贈呈で、やっと緊張の

り表彰・受章の栄誉に浴されました。
日本歯科医師連盟褒賞

浅井智司 先生（１回・板橋）

中にも笑顔も見られるようになってきました。その後、

東京都功労者表彰

元田文治 先生（２回・丸の内）

３名の先生方からの謝辞が述べられました。

文部科学大臣表彰

飯塚

乾杯は、母校学校法人神奈川歯科大学理事長 鹿島

務 先生（９回・葛飾）

勇先生によりご発声を頂き、
祝宴へと進んでいきました。

当日は、歯科業界関係者、歯科大学・歯学部同窓会会長、
東京都支部連合会会員等の多数のご出席を頂きました。

歓談に入ると、先ほどまでの厳かな雰囲気が徐々に

式典は、私、神奈川歯科大学同窓会東京都支部連合

楽しい和やかな宴会になっていきました。同窓会会員

会理事 豊田真基の司会進行で、神奈川歯科大学同窓

のみならず、大学や地区の枠を超えて楽しく歓談が行

会東京都支部連合会副会長 沼

われたことは、三名の先生方の長年に亘るご功績と人

智博先生の開会の辞

望によるものだと改めて感じました。

から始まり、神奈川歯科大学同窓会東京都支部連合会

宴会終盤には、祝電披露が行われ、その後神奈川歯

会長 元田文治先生より主催者代表挨拶、その後、神
奈川歯科大学同窓会東京都支部連合会理事

科大学同窓会東京都支部連合会副会長

山口幸一

朗先生

東京都支部連合会会員一同、今後とも３名の先生方

行われました。

には益々のご活躍をお祈りするとともに後進の育成に

来賓祝辞は、多くの出席者を代表して
一般社団法人日本学校歯科医会会長

田村

の中締めで、無事表彰・受賞を祝う会が終了しました。

先生（東京都台東区歯科医師会会長）より経歴紹介が

川本

もご尽力いただきますようお願いしたいと思います。

強
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［ 滋 賀 県 ］

お国自慢
あれこれ

滋賀県支部

支部長

金田成煥

「 滋賀県・ 良い とこ! ８ つ挙げちゃいました!
ぜひ 遊び に来てちょ
滋賀県支部は現在 15 名の会員がおり、年に一度総

（12 回）

」

② 京阪神にも名古屋にも近い

会名目でほぼ全員が出席する懇親会を開催していま
す。小数ながら先輩から受け継いだ団結心で滋賀県の

そもそも皆さんは滋賀県がどこにあるか知っていま

各所各地域をめぐり美味しい料理やお酒を楽しんでお

すか？滋賀県は日本列島のど真ん中、琵琶湖とその周

ります。

りにあります。さてその滋賀県ですが実は京阪神にも

滋賀県出身、滋賀県 Love な私が今後の滋賀県の発

名古屋にも近いという抜群の立地なのです（その昔に

展を願い滋賀県の良いところを思いつく限り紹介しま

織田信長や豊臣秀吉が城を構えたことでも立証されま

す。それではどーぞ！

すね）。これは就職にも進学にも、遊びにも何かと有
利ですよ。やはり田舎といえども都会にすぐ出れる！
というのは心強いですからね。

① ほどほどの都会、ほどほどに田舎

③

滋賀県は都会過ぎず、田舎過ぎずなんかちょーどい

身近に自然がたくさんある（自然しかない？）

いです。なんだかんだ、結局、ほどほどがちょうどい

滋賀県の良いところは、身近に自然がたくさんある

いというやつです。滋賀って「都会は苦手だけど、か

ところです。何せ琵琶湖があるし田んぼもあるし、山

といって本当に何もないのは嫌だ！」という方にはぴっ

もあるし（ってゆうかそれくらいしか無いし）素晴ら

たりだと思います。
「田舎から東京に出て来たけどな

しい環境ですよね。特にアウトドア派の方にとっては、

んか疲れちゃった…」という方にもいいと思います。

楽しく過ごせる環境かと思います。釣りも出来るし登
山も出来るし ･･･。夏は琵琶湖で泳いだり、冬は山で

①
②
③
④
⑤

①

②

③
︹ 十兵衛暗殺剣 ︺

〔 筆者とお
“孫”
さんです。孫をダッ
コする時はみなさんニッコリし
ます。 ど う し て で し ょ う？
もう一人の自分だから？ 〕

賤ヶ岳の戦場
竹生島
彦根市
琵琶湖大橋
大津市（県庁所在地）

④

⑤
〔 ボク、
こうのとり。
ベビーを運びます♥ 〕

〔 上空からの琵琶湖 〕
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〔 いろいろな物語の舞台になりました。
例）
映画：
「柳生武芸帳」
「蝉しぐれ」
「大魔神怒る」
「雨月物語」
etc 〕
：T. I

スキーをしたりゴルフはオールシーズン OK です。そ
の気になれば農業なんかも出来るかもしれませんね。

④ 気候が穏やか
日本にはやたら暑かったり、やたら寒かったり、気
候の厳しい地域がたくさんあります。しかし滋賀県は
やはりちょーどいい気候なのです。特別暑くも寒くも
なく、
比較的穏やかで過ごしやすいですよね（たぶん）。
ただ、たま～に県北部でバカみたいに雪が積もること
もありますが。そしてそれでびわこ線や湖西線が遅れ
ることもありますが ･･･。ご愛嬌ということで。

⑤ 災害が少ない
日本ってやたら災害が多いですよね。地震やら、噴

〔 フナ寿司 〕

火やら、洪水やら、台風やら ･･･。いつもどこかで何

（これも発酵食品なので、健康寿命に一役買っているのでは？）

かしら起こっている、そんな感じがします。しかし長
らく滋賀県にいると「意外と何も起こらないなあ」と

たりはしないということですから。そう思えばかえっ

思います。大きな地震はないし、台風は避けて通るし

て気楽なものです。

（平和ボケしているわけではありません。最近の様々

⑧ 何もかも渋い

な震災や災害にはスピード感を持って救助救援及びボ
ランティアに向かっている実績があります）
。ただ火

滋賀県って基本、何もかもが「渋い」です。観光名

山や外洋がない分噴火リスクや津波リスクは幾分低い

所も特産品も、何もかもが渋いです。例えば定番土産

かと思われます。実際、地震保険の掛け金は最低ラン

なんて、小鮎やらワカサギやらシジミやら鮒ずしやら

クであります。とはいえいつ何時何が起こるかなんて

渋すぎます。渋いにも程があるってもんです。でも最

わかりませんから、常日頃から対策を取っておくこと

近は頑張ってクラブハリエのバームクーヘンを一押し

が大切です。

しています。
う～ん、お国自慢なのか自虐ネタなのかよくわから

⑥ すごく歴史がある

ない感じになってしまいましたが、
まぁこんなもんです。

実は滋賀県ってすごく歴史があるんですよ。世間的
にはあまり知られてないですけど。本当に数多くの歴

ここで別の角度から自慢させていただく。昨年（平

史遺産があります。何と重要文化財の指定件数は全国

成 28 年）末に発表された都道府県別生命表（５年毎調

4位、
国宝の指定件数は全国5位（文化庁調べ）なのです。

査）において、滋賀県の男性の平均寿命が 81.78 歳とな

おまけに神社仏閣の数はあの京都よりも多いのです！

り、それまで５回連続だった長野県を抑えての全国第

凄いでしょ？ただ滋賀県の場合どうしても京都の陰に

１位となった。また女性は 87.57 歳で第４位であった。

隠れちゃうんだなあ。PR が下手だったり今どきのイ

全国第１位ということは『世界第１位』ということ

ンスタ映えしなかったりで ･･･。まぁ、とはいえ京都

である。県の発表ではその一因と考えられているのが、

のお寺と違って、人は少ないし、あまり駐車料金も取

滋賀県男性の脳血管疾患による死亡率の低さが全国１

らないし、
滋賀のお寺参りも決して悪くはないですよ。

位であるとか、がんにより死亡率の低さが全国第２位

通の人にはお薦めです。

であり、その背景として喫煙率の低さ全国第１位や食
塩摂取量の低さ全国第５位を挙げていた。それ以外に

⑦ ムダな注目を集めない

も健康推進員の活動や、地域住民の主体的な取り組み

正直、滋賀県の知名度って低いです。かなり低いで

が総合的に平均寿命を延ばしたとのことである。そう

す。だって未だに「滋賀県ってどこ？」「滋賀県って

いった活動に我々同窓会のメンバーが少しでも寄与し

何があるの？」
「しが県？さが県？」という低次元の

ているとしたら非常にうれしいことであります。
お近くに来られましたら、ぜひ滋賀県にお立寄りく

質問が飛んできますからね。もうあきれて何も言えま

ださいませ♥‼

せん。でもいいんです。それはそれで、ムダな注目を
集めなくていい、ということですから。変に期待され
27

〔 タイトル・写真・コメント 〕
：Toru. I

いつも言われます♥
•大きい
（デカイ）
•りっぱ
•カッコイイ
•かわいい
って。

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 便 り』
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 ! !

大分 県支部
☆

☆

今年は戌年なので……：写真撮影・イラスト・構成・文 ／ Toru I.

各支部のレイアウト：／ Toru I.

学術講演会
陶山

直昭（21 回）

平成 30 年２月３日（土）午後４時より、
「ホルトホー
ル大分」研修室にて大分県支部の学術講演会が開催さ
れました。
一昨年から土屋直行前支部長の「県内の同窓会の先
生に、日頃の臨床について発表してもらうのも良いの
ではないか？」という提案により、今回の講師を務め
たのは大分市内で開業されている安倍憲一先生（30
回／厚生担当理事）で「歯を守る歯科医療を目指して
～ What is Micro Dentistry? ～」という演題で約２時

〔 かぼす 〕

間に亘って講演をしていただきました。
安倍先生は、９年前から臨床にマイクロスコープを
導入した根管治療や外科処置、ダイレクトボンディン
グ法などに積極的に取り組まれており、数多くの動画

〔 城下カレイ 〕

や症例写真を駆使してマイクロスコープを使った最先
28

たいなあ～」と感じた方もいらっしゃったのではない

端の歯科臨床について語ってくれました。

でしょうか？

支部会員のマイクロスコープ導入率は極めて低いの
が現状ですが、安倍先生の講演で疑似体験をして「こ

講演会終了後は「味処 五条」にて、ちょっと遅い

んなに良く見えるのか？」と驚かれた先生も私を含め

新年会を兼ねて懇親会を行い、約 20 名の支部会員の

て多かったようです。数年前から保険導入されたもの

先生方が参加して、美味しい料理に舌鼓を打ちながら

の、なにしろ高価な機器でありますので購入すること

近況報告や昔話に花が咲きました。

に二の足を踏みがちですが「そのうち自分も使ってみ

静岡 県支部

◆
☆

☆

荒川先生に感謝する会 開催される
♥

支部長

永田

康文（９回）

さる４月 12 日に静岡駅ビルにて、３月で本学口腔

の研究を続けるそうで、静岡の専門学校にも講師を依

衛生学教授を退職された荒川浩久先生の感謝の会を専

頼されているそうです。またご子息が院長をされてい

務理事川田先生の幹事で同窓会静岡県支部の有志と県

る歯科医院の予防歯科部門を担当されるなど、まだま

歯科医師会で関わりのある竹内先生（東京歯科 OB）

だ多忙な生活を送られるようです。
荒川先生は在学中よりフォークソング部に在籍され

が集まって開かれました。
荒川先生は静岡県歯科医師会の仕事に深く関わりを

ており、本年３月には学生が主催して、先生のライブ

持ち、平成 28 年７月に静岡県歯科医師会より刊行さ

コンサートが私の同級生の横須賀歯科医師会会長をす

れた「すべてのライフステージにおけるむし歯予防」

る松本先生、茨城の野澤先生、岡山の西井先生、香川

−フッ化物の有効利用マニュアル 2016 −の監修をさ

の渕田先生が加わって盛大に開かれたそうで懐かしい

れており、事あるごとに来静され、県歯科医師会の講

顔が写っている写真をみせていただきました。
大いに盛り上がった会は全員の集合写真をとって散

演もされていました。

会となりました。

41 年間奉職された神奈川歯科大学を退職されたわ

荒川先生ありがとうございました。

けですが、今後も神奈川歯科大学と短期大学部の特任
教授として後進の指導にあたると共に、まだ完成半ば

〔 富士山 〕

〔 東照宮 〕

〔 三保の松原 〕

〔 浜名湖 〕

〔 ウナギ 〕

〔 寛一お宮 〕
〔 わさび 〕

〔 天城峠 〕
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〔 静岡おでん 〕

京都 府支部
☆

☆

学術講演会・新年会
下村

典也（20 回）

平成 30 年２月３日（土）午後３時より京都府歯科

府支部ではすごいことである。演題としては「喪失歯

医師会館４階会議室において神奈川歯科大学同窓会

数と動脈硬化の関連について ながはま0次予防コホー

京都府支部学術講演会が開催された。

ト事業より」と、「骨吸収抑制剤関連顎骨壊死のエビ

毎年、新年会の前に行っていた学術講演会がここ

デンスと実際」の２題目で 大変素晴らしい内容で同

数年出席者が集まらないため取りやめになっていた

窓会だけでなく京都府歯科医師会が行うべき講演で

が、今回 京都府支部 京都大学医学部附属病院歯科口

あった。他府県の同窓会でも是非講演依頼をして頂

腔外科助教 浅井啓太先生（35 回）に講演を依頼した

きたいのであえてここでは内容を伏せておこう。
その後場所を移動して新年会が行われ、先生方の

ところ同窓会以外の先生方も多数参加していただき

新たな年に向けての熱い思いを語りあかした。

20 名を超える講演会となった。この参加人数は京都

〔 金閣寺 〕

〔 清水寺 〕
〔 平等院 〕

〔 にしん蕎麦 〕

〔 八つ橋 〕
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岡山 県支部
☆

☆

学 術 講演会開催!
遠藤

彰治（14 回）

歯周病の治療では、日々のブラッシングが重要であり、

平成 29 年度学術講演会を 11 月 18 日（土）に、口腔
科学講座社会歯科学分野教授 山本龍生先生をお招き

マッサージ効果により歯肉上皮の再生が起こり歯肉出

して岡山県歯科医師会館にて開催いたしました。

血も改善されます。特に歯間部の清掃は、歯周病の治
療、予防には重要であり「つまようじ法」が効果的で

「歯科から健康寿命延伸への貢献を目指して」との

あると感じました。

演題で約２時間講演をしていただき、今後の日本の高
齢化社会において健康寿命の延伸に歯科医師が重責を

今回の講演では、健康寿命を延ばすことに歯科医師

担っていることを再認識させていただく貴重な講演で

が大きく関わっていること、歯科治療により高齢者の

ありました。歯の喪失数と認知症や転倒のリスクの増

QOL が上り要介護度の減少が望め、ひいては医療費

大の関係性、補綴処置によりその危険性が回避される

の増加を少しでも食い止めることができる希望をもた

データなど、歯科治療により咬合を安定させ、機能を

せる内容でした。講演後の懇親会でも山本先生にはた

回復することが高齢者の寿命に大きく関わっているこ

くさんの質問に答えていただき感謝申し上げます。参

とがよくわかりました。

加していただいた同窓会員には、若い先生が多かった
ので、今後の診療に大いに役立つ内容であったと思い

また、歯周病と全身疾患の関連性についての内容で

ます。

は、歯周病による全身疾患の増悪度、肝臓疾患への機
序、
歯肉出血の組織像の解説など興味深いものでした。

〔桃〕

〔 マスカット 〕

〔 松山城 〕

〔 ままかり 〕

〔 桃太郎像 〕
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〔岡山城 〕

広島 県支部
☆

☆

特 別 講演会と 学 術 講演会が開催される
岡本

直治（25 回）

また、同年 11 月 25 日（土）「ホテルセンチュリー

昨年５月 27 日（土）
「ANA クラウンプラザホテル
広島」において、
石橋昌彦専務理事の司会進行により、

21 広島」において 学術講演会が開催された。西谷

山村支部長より開宴の挨拶があり、特別講演会が行わ

満氏の司会進行により、講師として 同窓で、鎌倉市

れた。

にてご開業の宮本績輔先生（15 回）をお迎えし、「有

講師として神奈川歯科大学稲岡会藤井 久富顧問（２

床義歯の臨床を楽しく～顎機能に調和した補綴治療と

回）をお迎えし、日々の臨床・経営等に役立つ貴重な

は・・・明日からの診療に役立つ臨床のヒント～」に

ご講演を頂いた。

ついて貴重なご講演をいただいた。
主な 内容は

講演内容はその当時、歯科医と言う肩書きだけで卒
業直後の先生が金の卵と言われ、引く手数多の歯科の

・有床義歯の基本はクラスプデンチャー

黄金時代、今では考えられないような破格のギャラの

・印象採得:印象法の使い分けのポイント

話などが披露され男気に生きながらも破天荒な部分を

・咬合採得:仮想咬合平面・咬合高径の決め方

お持ちの藤井先生の話に皆が時間を忘れて聞き入って

・半調節性咬合器の今

いました。

・蝋義歯試適時のチェックポイント
・効果的な上唇小帯切除術

その他、金粒を使用した整体の方法が披露され、
出席者同士ペアを組んで 両肩が平行でなく下がって

等で 日々の臨床に大変役立つもので会員一同とても

いる方の人差し指のツボに 5 ヶ所ほど金粒と呼ばれる

有意義なものだった。

ピップエレキバンの超ミニみたいな粒を貼ると姿勢の

秘伝の技を惜しげも無く タダで教授する。同窓以

左右差がなくなるという驚きの方法です。皆が実習を

外でこのような事があるでしょうか？先輩とは有り難

通して その効用に驚きました。また、その場でひざ

いものです。

の不調が改善されるというテーピングの方法も教えて

それから母校の近況や現在の横須賀の街並み、神奈

いただきました。顎位、咬合と姿勢の関係は 誰しも

川歯科大学 100 周年記念式典の模様を伺い知る事が出

わかっていながら その理論を説明するのは困難です

来た。同窓会ならではの和気藹々とした雰囲気で、会

が、明日から直ぐ患者さんに応用できると、皆が感嘆

の最後には神奈川歯科大学の校歌を皆で合唱し、楽し

する術式でした。

い一時を過ごすことができた。

〔 錦帶橋 〕

〔 もみじ饅頭 〕

〔牡蠣 〕
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〔 厳島神社 〕

〔 広島城 〕

☆

茨城 県支部主催 新病院見学と荒川浩久教授講演会ツアー
☆

元支部長

小川

守（７回）

今回、横須賀に 11 月に開設された新病院見学と荒

側はガラス張りで明るい。一通り見学が終わり、1 階

川浩久教授の講演会を企画し、平成 29 年 12 月２日（土）

で記念撮影した後、以前の図書館をリフォームした資

から３日（日）にツアーが開催された。茨城県支部が

料館に移動して、荒川教授の講演を拝聴した。日本歯

主催ですが、北関東の他県にも声を掛けたところ、群

科医師会雑誌でもご存じでしょうが、フッ化物応用の

馬県支部から５名の参加があり、総勢 20 名弱の参加

第一人者で、全世代に齲蝕予防のエビデンスが一番認

となりました。２日は横須賀本町にある中華飯店で懇

められているフッ化物応用を推進している。日本では

親会が午後７時から行われた。講演を引き受けていた

1000ppm が上限であったが、欧米並みに 1500ppm に

だき、通常、休日で入れない病院の交渉なども行って

引き上げられ、根面齲蝕の予防に高濃度含有歯磨剤を

いただいた荒川教授を囲み、群馬県支部の先生も参加

開発、ライオンから check-up シリーズとして発売さ

して学生時代の昔話に花を咲かせていた時、サプライ

れている。フッ素はエナメル質より象牙質により効果

ズ！

他の会に呼ばれていたのでしょう。横須賀出身

があり、洗口は濃度を減少させるのでなるべく行わな

の有名な衆議院議員小泉進次郎氏と遭遇。さすがに対

い。吐き出すだけにする方が効果があり、少量の水で

応は慣れたもので、一緒に写真に納まったり、握手し

１回のみの洗口に止めることを留意してほしいとの事

たり、その場はかなり盛り上がり、思いがけない楽し

でした。その後、資料館内を専属職員の案内で、本校

い時間を体験しました。その後、会を校歌で締めくく

の歴史や横地先生の貴重な人体解剖標本と絵画を興味

り、２次会、３次会にと別れていきました。

深く見学した。最後にもう一度新病院の 10 階にある

翌日、いよいよ新病院の見学。国道 16 号側から見

レストランに行き、昼食会。普段は 500 ～ 600 円位で

えるそれは正に白い巨塔の存在感がある。診療科目は

食べられるとのことでしたが、今回人数分の 1,000 円

歯科関係以外、内科のみで歯科総合病院としており、

定食を用意していただき、横須賀の展望を楽しみなが

病棟を含め５階のフロアから構成されている。内部

ら会食し、解散となりました。

は黒と白の明るい木目を基調とした落ち着いた雰囲

文末で恐縮ですが、今回有意義な２日間を過ごせた

気で、休日の為すべて見学できませんでしたが、最

のも、休日にも関わらず色々段取りをしていただいた

新の機器が揃っている様です。各階にはエスカレー

荒川教授のお陰で、ご苦労に重ねて感謝いたします。

ターがあり、やや、天井は低く感じるものの、国道

〔 偕楽園 〕

〔 筑波山 〕

〔 筑波宇宙センター 〕

〔 納豆 〕

〔 干しいも 〕

〔 あんこう 〕
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☆

★

茨城 県支部 懇親ゴルフ大会と講演会報告
☆

伊藤

雅彦（14 回）

９月 17 日（日）に、日本女子アマチュアゴルフ界

験合格後の海外ゴルフ留学、これからの歯科医業とゴ

で活躍している、神奈川歯科大学ゴルフ部出身の塩田

ルフ競技生活の両立に向けての取組等、きめられた時

美樹子歯科医師（42 回）を迎えて、ゴルフ大会と講

間内に理路整然と話しをしていただき、世間では「美

演会が開催されました。

しすぎる歯科医ゴルファー」と評されていますが、参
加者一同、先生の話に吸い込まれ、あっという間に時

ゴルフ大会は、
大洗ゴルフクラブで行われましたが、

間が過ぎてしまいました。

台風のため、強風と強雨のあいにくのコンディション
となってしまい、1 組だけのプレーとなってしまいま

懇親会に入っても、目の前いっぱいに並べられた美

した。塩田先生はゴルフ雑誌に何度も掲載されている

酒佳肴を頂き、その美味しさに舌鼓を打ちながら、先

ため、クラブハウスのあちらこちらで、
「見た事ある

生への質問が後を絶たず、大へん盛り上がりました。

･･･」等のささやきが聞こえ、知名度の高さを改めて

その後の塩田先生は、快進撃を続けています。２日

感じさせられました。プレーの面でも、午後からは暴

後の９月 19 日、神奈川県アマチュア選手権ミッド女

風雨となってしまいましたが、3 オーバーでラウンド

子の部で、２位と４打差の優勝。10 月 11 日、日刊ア

したのには、あまりのレベルの違いに圧倒されてしま

マゴルフ全日本女子決勝大会ミッドの部で優勝。10

いました。

月 19、20 日、関東女子ミッドアマチュア選手権大会
で準優勝。11 月 16、17 日、日本ミッドアマチュアゴ

場所を移して、夕方６時より、水戸市の中川楼にて、

ルフ選手権競技で、２位と６打差をつけて、２度目の

「塩田美樹子トップアマの講演会＆懇親会」が、総勢

優勝をかざりました。

９名で開催されました。

塩田先生のこれからの益々のご健闘をお祈り致しま

講演会では、
塩田先生がゴルフを始めたきっかけや、

す。

家族との関わり、歯科大学在学中の中断、また国家試

〔 はい‼ニッコリ♥ 〕

〔 スイングがかっこいい‼ です♥
ゴルフボールはどこに飛んで行く
のでしょう？
それは遥か「未来」へと‼
（あたし、
ボールになりたいなんて
言いませんよ…

〔 私はゴルフをやらないので塩田先生のことは存じあげませんで
した。今回の原稿を読んで初めて知りました。早々、
お電話を
差し上げ、
次号の会報「129号」
にご執筆いただけることにな
りました。
ありがとうございます♥
皆さん‼ 期待していてくださいね‼
カラー３ページを予定しています‼ 〕
：T. I

）〕
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栃木 県支部

定例総会・学術講演会報告
印南

秀之（22 回）

平成 30 年３月 10 日（土）、ホテルマイステイズ宇都

という概念が一般的でありましたが、近年は抗 HIV

宮に於いて、平成 29 年度栃木県支部定例総会ならび

療法（ART）によりウイルスに感染しても発症を抑

に学術講演会が開催されました。

制することが可能となってきています。そのため、様々
な長期合併症が問題となってきているというのが現状

午後５時からの定例総会は、川津博亨支部長による

です。

開会挨拶に続き、横塚高根議長の下、滞りなく議事進

HIV の感染率は低いもののゼロではなく、現時点で

行となり閉会となりました。
なお、執行部役員改選により 6 期 18 年に渡って支部

は治癒は望めません。抗 HIV 療法（ART）により、

長をお務めいただいた川津博亨先生が本年度をもって

死の病ではなくなった HIV 感染症。HIV 感染者の多

退任となり、新たに北條茂男先生が支部長に就任する

くはかかりつけ歯科医が必要であると考えており、先

ことが決定いたしました。

に述べました通り、報告では栃木県内の HIV 感染者・
エイズ患者数は 448 人とされています。

引き続き開催された学術講演会では、菅間記念病院
歯科口腔外科科長の泉さや香先生（31 回）に講師を

さ ら に、 栃 木 県 内 に は 潜 在 的 に 700 ～ 2,000 人 の

お願いし、
『死の病から慢性疾患となった HIV 感染症

HIV 感染者・エイズ患者がいるものと推定されており、

−歯科診療時の対応について−』というテーマでご講

常に血液暴露の危険性と隣り合わせで日々の診療を行

演いただきました。

う歯科治療においては、いかに詳細な問診と感染予防
が重要であるかを再認識させられた講演内容でした。

HIV 感染症は、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）の持
続感染の結果、細胞性免疫系が機能不全に陥る疾患と

学術講演会終了後には、栃木県歯科医師会会長宮下

定義され、直近のデータ（昭和 60 年から平成 29 年６

均先生にご臨席いただき懇親会が開催され、同窓なら

月までの HIV 感染者・エイズ患者の累積報告数）では、

ではの和やかな雰囲気の中、盛会のうちに終宴となり

栃木県内の HIV 感染者は 249 人、エイズ患者は 199 人

ました。

と報告されています。これまで「HIV 感染症」＝「死」

〔 〓〓〓〓 〕
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群馬 県支部
☆

☆

活動報告

１．学術講演会報告

度が増した進級、国家試験等の話題に花が咲きました。

学術理事 高橋 邦夫（21 回）
平成 29 年 11 月 18 日当支部学術講演会が群馬県歯科

年に一度ですが、普段お話する機会が少ない先生方と
の交流に新年会の果たす役割は少なくないと実感して
います。

医師会館にて開催されました。今回は顎顔面病態診断
治療学講座准教授香西雄介先生に「診療に役立つ画像
診断と検査における医療安全」と題しての講演会でし
た。歯科診療における画像診断は歯科用 CBCT の登
場と急速な普及により、２次元から３次元へと大きく
パラダイムシフトしたこと。3 次元画像は情報量が非
常に多く、口内法エックス線写真やパノラマエックス
線写真では確認できなかった微細な変化をとらえるこ
とができる一方で、患者の被曝線量は従来の撮影法の
数倍～ 100 倍程度になるため、検査から患者が受ける
利益も同様に十分大きくなるよう慎重に読影する必要

〔 新年会 〕

があること。パノラマの X 線写真と CBCT 画像と対

３．新病院見学会

比しながら読影の要点についてなど講演をしていただ
職員の近況などを教えていただきました。普段知るこ

小山 敦（20 回）
昨年 12 月３日茨城県支部の企画に参加して、新神

とができない大学の情報に各先生方懐かしんだり笑っ

奈川歯科大学附属病院を見学しました。新病院は旧病

たりととても有意義な時間を過ごすことができました。

院の２倍の広さがあり、ゆとりある空間を感じること

きました。その後の懇親会では、新病院の情報や学生、

が出来ました。使用済み器具類は、コンテナで滅菌フ
ロアに集められ集中滅菌、診察室内は、各ユニットご
とに粉塵の飛散防止装置が設置され、院内感染防止対
策の徹底を伺えました。各フロアは患者と学生の動線
が効率的に分離され、休憩空間も広々としており、快
適な臨床実習を受けられるようにも感じられました。
また、技工士学校跡には、解剖学の横地先生の記念
館や神奈川歯科大学の 100 周年の歴史館を見学し、荒
川浩久教授の講習会もあり、有意義な時間を過ごさせ
て頂きました。その後、上階のレストランにて昼食会。

〔 香西先生講演会 〕

横須賀市街を一望出来る景観に感動しました。このよ

２．新年会報告

うな企画にお誘い頂いた茨城県支部の皆様と荒川浩久

副支部長 大原 吉博（14 回）
当支部では例年１月末日から２月初頭に新年会を開

教授に感謝とともに御礼申し上げます。

催しています。３年程前から県内の前橋市、高崎市、
伊勢崎市の３市での輪番制の開催とし、近隣地域の同
窓生が参加しやすい環境を考慮しています。本年度は
前橋市のふぐ料理の店で開催され、例年参加人数は
10 名から 15 名程度で推移しており、他の新年会等と
重複しないように留意しています。今回は大先輩の先
生方の参加もあり、各時代の母校の変遷等が話題とな
りました。新病院見学の話題、子弟の学生生活、難易

〔 新病院見学会 〕
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神奈川 県支部

☆

☆

新 年 会 開催される
金子

宣由（19 回）

平成 29 年度神奈川県支部同窓会新年会が平成 30 年

で運営が始まる。そこで今年９月より学生の募集を始

２月３日（土曜日）午後７時 30 分より横浜ベイホテ

める。いずれにしても本学の発展には地元である神奈

ル東急にて開催された。本年度は会場もさらに広くし

川県同窓会の支援が不可欠であると挨拶した。
櫻井学長の挨拶では、歯科医師国家試験の現状や現

て、昨年と同様に神奈川県全域の一般会員の参加を募

役学生のサポート、進級状態などを報告いただいた。

り 200 人規模の新年会を行った。

本部同窓会会長の大舘

司会進行は金子守男専務理事が行い、開会の辞を河

満先生は、卒業する学生の

野副会長が行った。続いて通常であれば外池支部長が

大幅な減少から、それを踏まえて同窓会もコンパクト

挨拶を述べるところでありますが、外池支部長は、不

な同窓会を目指し運営して、より大学のサポートもし

運にもインフルエンザにかかってしまい新年会は欠席

ていかなければならないと述べた。

となった。代理で杉山副支部長が挨拶を述べる事と

ここで、プロジェクターを使い小林病院長が新病院

なった。杉山先生の挨拶の中で、昨年の神奈川歯科大

を紹介し、その後で小田嶋顧問の乾杯で宴会がはじ

学 100 周年記念事業また本校新附属病院設立など、同

まった。

窓会としても大変名誉な事業を成功させてくれた、大

当初参加者は 190 名を超えていましたが、当日は風

学関係者への労いの言葉を述べた。また、先日まで行

邪やインフルエンザの猛威のために欠席した人が意外

われていた平昌オリンピック視察の様子も報告された。

と多かった。それでも会場はあっという間に熱気に包

神奈川県歯科医師会からは松井副会長が来賓として

まれ、あちらこちらで盛り上がっていた。抽選会が始
まると、更に盛り上がり、今年の１等７万円は大矢

挨拶を述べた。

亨君が射止めた。

続いて鹿島理事長が挨拶を行った。短期大学衛生学

最後に応援団の井坂君の音頭で校歌を歌い、荒井副

科が３年生になってから 10 数年経過しているが、初

支部長の閉会の辞で散会となった。

めて募集定員120名を充足する可能性が出てきている。
これも新病院効果と思われる。来年の４月より東京衛
生士専門学校は正式に学校法人神奈川歯科大学の名前

〔 神奈川歯科大学 新病院 〕 〔 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ 〕

〔 江ノ島 〕

〔 鶴岡八幡宮 〕
（鎌倉幕府）
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〔 赤い靴 〕

〔 小田原城 〕

山形 県支部

◆
☆

☆

平成30年度支部総会開催
♥

支部長

加藤

克彦（11 回）

山形県支部は昭和 63 年に発会しており、平成 2 年に
は同窓会本部や母校からもご支援を頂き、13 名で発
会式を行わせて頂きました（30 年が経過しています）。
現在の 18 名になったのは平成 22 年ですが、病気療養
中やリタイヤされた方もおります。支部発足後は年１
回の総会・学術研修会、東北地区連合会への参加を主
な活動としています。東北地区連合会では過去５回主
催県を担当して、
東北他県との交流を深めてきました。
母校には現在７名の県出身者が在籍しており、将来は

〔 〓〓〓〓 〕

会員が増えてくれるのを期待しています。
さて今年の総会は、平成 30 年４月７日（土）午後

の記念プレートに山形県支部も確認されました。協議

３時半より湯浜温泉「愉海亭みやじま」において開催

事項では 29 年度会計決算案・30 年度事業計画案・30

されました。始めに本部同窓会常務理事で山形県保険

年度予算案が上程され承認されました。最後に副会長

医協会理事でもある佐藤

誠先生に関心が高い保険改

を安達節洋君から佐藤寿之君に交代することとなり、

定について「平成 30 年度改定・ポイントはここだ！」

長年の功労に対して、加藤克彦支部長から感謝が述べ

と題してご講演いただきました。ご講演では大きく変

られ参加者全員が拍手で応え総会を終えました。続く

更があった施設基準のことや、ジェネリック医薬品の

懇親会では、美味しい日本海の幸や地酒を味わい、さ

加算、機能検査で必要となる機器の説明など多彩な内

らに二次会では佐藤正知専務理事の趣向を凝らした差

容をお話し頂きました。次に総会が開催され、会務報

し入れをいただき、母校の話題など深夜まで飲みかつ

告では母校の 100 周年記念式典の模様や 11 月１日に披

語り合いました。

露された新付属病院のスライドでの紹介があり、寄付

大分 県支部
☆

☆

「支部長・代議員会議」開催
三浦

洋史（16 回）

会収支報告が行われました。続いて、「九地連平成 28

昨年 10 月 14 日、第 70 回九州歯科医学大会が大分市
で開催されました。これに際して、大学より、鹿島

年度決算および平成 29 年度予算の承認について」「今

勇理事長、
櫻井

後の九地連会議、支部長、代議員会議開催について」

孝学長、小林

優病院長、同窓会より、
憲監事をお招

の議題が承認され、次期開催県である佐賀県の上田敏

きして、15 時より支部長、代議員会議、18 時 30 分よ

雄支部長が、佐賀大会について説明されました。その

り懇親会をレンブラントホテル大分にて開催致しまし

後、同会場に鹿島理事長、櫻井学長、小林病院長、大

た。

舘会長をお招きして、大学、附属病院、同窓会に対す

大舘

満会長、赤城公徳副会長、岩本

る質疑応答が行われました。

支部長、代議員会議では、下川聖人九州地区連合会
会長の挨拶の後、奥村敏之熊本県支部長より予算決算

懇親会には77名の先生方が出席して下さいました。

特別委員会報告、赤城副会長より同窓会本部報告、岩

土屋直行大分県支部長、下川会長の挨拶の後、鹿島理

本監事より監事報告、甲斐順子法人評議員より学内報

事長、櫻井学長、小林病院長、大舘会長より祝辞を賜り、

告、赤城副会長より日歯報告、奥村支部長より学外例

昨春、福岡県歯科医師会会長に就任された熊澤栄三先
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２次会は 21 時 30 分より、ホテル外に場所を移し、

生より、御挨拶をいただきました。１回生甲斐嘉六先
生の乾杯により、祝宴に移りました。８回生曾根崎

ピアノバーケンズで行われました。雨にも拘らず、40

壽先生がオーナーである、ダイニングバー「アシェッ

名の方々が参加して下さいました。甲斐順子先生の乾

ト」よりワイン、25 回生赤嶺陽子先生の御実家であ

杯の後、テーブルマジックを楽しんでいただきながら、

る「赤嶺酒造場」より、焼酎の提供があり、関あじ、

歓談が続き、23 時には無事、全日程を終了致しました。

関さばと共に、大分の食を堪能していただけたものと

その後、3 次会に向かわれた先生方も多数おられたよ

存じます。余興として、フラメンコをご覧いただいた

うです。

篤先生に

不手際も多々あったと存じます。遠路、御多忙のと

よるエールと校歌斉唱、続いて、上田支部長より御挨

ころ悪天候にも拘らず、御参加下さった皆様に心より

拶をいただき、閉会となりました。司会の 30 回生安

感謝申し上げます。

後、大分県支部では恒例の、29 回生松成

倍憲一先生、大変御苦労様でした。

〔 関あじ 〕
〔 関さば 〕

〔 赤嶺酒造 〕
（右衛門七）
（帝王）
（DOTTON5）

〔 臼杵磨崖仏 〕

〔 由布岳 〕
〔 耶馬渓 〕

〔 中津城 〕

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」
学術講演会案内、会報、facebook をはじめ事務局からのお知らせがございますので、
ぜひご覧ください… http://inaoka82.com/
ホームページを見るのが
楽しみです♥
すぐクリック
しましょう!♥ ね
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伊藤

由美（16 回・神奈川県）
ブナしめじ、粥

このような機会をいただき、卒後

状硬化症ではマ

の自分を改めて考えてみました。
大学時代、決して優等生ではな

ルゲリータ等、

く、直前対策的なエコな勉強法で６

視覚で覚える病

年間をクリアしました。そしてあま

理学を実践して

り得意ではなかった科目が病理学で

います。食材を
講義のネタにす

した。標本をみるのを苦痛に思いながら実習を受けて
いたことを今でも時々思い出します。

〔 口腔病理女子会仲間 〕

で、焼肉屋さんでつい「これ、輪状軟骨？」などと口

卒後、病理学教室に入局、ネズミと格闘する日々を

「

病理 三 十 余年

」

走ってしまうこともあります。

過ごしました。抜歯をしたのは人よりネズミの方が多
いくらいです。

ることが多いの

こんな私の原動力は多くの出会いです。特に国際学

その後アメリカのカルフォルニア大学サンディエゴ

会はいつも単独参加のせいもあり、国内外の多くの先

校へ留学、ここでの成果はフロアホッケーで準優勝を

生との貴重な出会いがありました。学会で偶然隣に座

したことです。英語圏でも違和感なくチームに溶け込

られたアメリカ人の先生からの「専門は？」との質問

んでいた自分に、意外と英語できる！と思っていまし

に、「唾液腺の生後発達」と誇らしげに答えましたが、

たが、現実は、GO! Back! Stop! 時々 Good!、たった４

後に唾液腺腫瘍の大家だということがわかりました。

つの単語で巧みに操られていました。なんともゆるい

印象が強かったのか、学会でお会いする度に声をかけ

人生を送りつつ、横浜クリニックへ異動、そして現在

て下さいます。国内の多くの先生とも親しくなり、今

は鶴見大学付属病院の病理診断科で口腔病理専門医と

では「姉御」と呼ばれております。若干名の先生には
「お局」と呼ばれますが、そろそろその領域に入って

して診断業務を行っています。
口腔病理専門医は県でも８名程度、そんな絶滅危惧

きたのかもしれません。出世とは程遠いですが、悔い

種にも近い職種を通して、地域医療に貢献できている

なし！大学に勤めているからこそ得られる豊かな人生

ことに満足しています。そしてもうひとつ、大学教員

だと思っています。

として、勉強嫌いの学生がなんとか勉強に興味をもつ

今回も同窓会の先生にお会いしたご縁で、このよう

よう、あれこれと工夫をしながら授業を担当していま

な機会をいただきました。神奈川歯科大学同窓会の先

す。同級生には「まさかお前が・・・」と言われ続け

生に深く感謝を申し上げますとともに、会の益々のご

て 30 年、これがなかなか天職なのかもしれない、と

発展をお祈りいたします。

思う今日この頃です。勉強が苦手な学生の気持ちに寄
り添いながら、天性のおしゃべりな素質を最大限に発
揮しつつ、歯髄の網様萎縮では網タイツ、乳頭腫では

〔 16 回生 〕
〔 伊藤由美先生、原稿ありがとうございます。平成30年1月20日に開催された
「女
性会員参画第１回準備会」
で伊藤先生にお会いし、原稿依頼をいたしました。昔昔、
伊藤先生のお父様の伊藤春生教授が顧問をなされていた学生会機関誌「ツアンカ
イム
（歯胚）
」の表紙絵
（右上の絵）
を私が大学2～3年のころに2回、
描いたころを懐
しく想い出します。
ありがとうございました 〕
：レイアウト / T. I

〔 UCSD フロアホッケーチーム 〕
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・ 母校

を離れ

、深まる 母校

愛・
〔 情熱のバラ 〕

菅野

真莉加（39 回 ･ 東京都）

卒業して 10 年が経ちました。臨

盛り上がれる仲

床研修歯科医師としての１年を経て

間の存 在は私

他大学の大学院に進学する道を選択

にとって欠か せ

しましたが、母校を離れて過ごした

ません。SNS の

９年は分からないことも多く何故か

普及により、 全

た。卒後 10 年という節目を迎えた今、強く思い出さ

ナーに参加した

れるのは母校で過ごした６年間と恩師や友人、先輩後

様子などの近況 〔 39 回生同期集合写真 横浜にて（卒後）〕

輩のことです。

報告を見ない日はありません。最近はすでに講師とし

・
母校 を離れ、深まる
母校
国の学会やセミ
無性に孤独を感じる時期もありまし

愛 ・

大学時代、私はバドミ

て活躍している同期の姿も多く見かけるようになり、

ントン部に所属していま

同期の皆がそれぞれの場所で着実にステップアップし

し た。 新 入 生 オ リ エ ン

ていることを心から誇らしく思います。

テーションでの部活動紹

現在私が師事している教授が医局の若手に対して昨

介では、どの部もキラキ

年こんなことを言いました。
「最近は歯科医師過剰時代

ラと魅力的に見えまし

などと言われ、確かに本来は技能試験であるはずの国

た。そんな中、バドミン

家試験でさえ合格者数を制限しているし、歯科界全体

トン経験のあった友人に

に暗いニュースが多いように感じるかもしれない。で

誘われて一緒に練習を見

も、そんなことはない。H28 年調査における歯科医師

に行った時、ちょうど春季関東リーグの団体戦メン

数は約 104,500 人、厚労省が理想とするのは 90,000 人だ

バーを決めるためのランキング戦を目の当たりにしま

から、入り口となる国家試験で制限せざるを得ない。

した。えっ！シャトルってこんなに速いの！？、あっ、

ただ、現役で働いている歯科医師の半分が 50 代以上で

でも拾った！？、あ～っ惜しい…と、気付けば先輩方

あることを忘れてはならない。自分も含めて今 50 代以

の真剣な姿勢にすっかり惹きつけられてしまいまし

上の先生は当然あと数年～ 10 年前後で引退することに

た。ルールも知らない初心者の私に丁寧に指導してく

なる。この時代の先生たちがいなくなった後、一気に

ださった先輩方のおかげで現役時代は大変貴重な経験

歯科医師数は減少することが予想される。だから、君

をさせていただき、今の私の生きる力となっています。

たち世代の未来は決して暗くない、今できることを一

最近はなかなか後輩の応援にも行けず、自分自身も数

生懸命学んで経験して、明るい未来に繋げて欲しい。
」

年はラケットを握っていませんが、これから OG とし

“生涯自己研鑽”難しいけれど不可能ではないかも

て次世代を担う若手の育成に一役買ってみたいなと密

しれないと、頼もしい仲間たちに恵まれたおかげで気

かに思っています。

付かされました。現役学生を教える立場となった今、

〔 バドミントン部同期集合写真 〕
（６年生）

さて、話は同期のことに変わります。冒頭でもあり

自分の学生時代と比べて考えてしまうことも少なくあ

ましたが、今年は卒後 10 年の同窓会が予定されてい

りません。彼らの考え方や勉強方法、将来展望など様々

ます。20 代後半からの結婚・出産ラッシュに続き、

な点でジェネレーションギャップという名の違和感を

30 代に入ると開業ラッシュと、私たちを取り巻く環

感じることが増えてきましたが、思えば自分だって在

境はめまぐるしく

学中は色々な方から守られていたということを実感で

変化し、時に置い

きる日々でもあり、今はただ母校への感謝の気持ちが

ていかれそうにな

強くなるばかりです。先生方、先輩後輩のみんな、そ

ることもありまし

の節は大変お世話になりました！

たが、それでもこ
の 10 年、会えば学
〔 卒業旅行

ハワイにて 〕

生時代の話を肴に
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〔 菅野真莉加先生、原稿ありがとうございました。先生は学生時代に特待生になら
れていますが、私の娘も日大歯学部で4回特待生になっています。部活はアーチェ
リーで、
オールデンタルで2回、個人優勝をしています。先生との共通点は、
ともに
母校に残らなかったということです。これからも、先生が益々ご活躍されることを
期待しています 〕
：T. I

卒業生のページ

私

の

昔 ・ 今 ……そして
東京都支部同窓会理事
元渋谷区歯科医師会理事

未来
武田

！
康篤（16 回・東京都支部）

岩淵先生（広報常務理事）から３

出向き行政との交渉を重ねたことは、政務に疎い私に

年程前に原稿を頼まれ、やっと書く

とって大変勉強になりました。中でも本会として初め

ことができました。趣味その他、自

て口腔がん検診を実施できたことは感慨深いものがあ

由に書いて良いとのことですので、

ります。また、区の学校歯科医会を解散して学校歯科

現在までの歩みを少し記したいと思

事業を本歯科医師会に組み入れ、学校歯科医を任期制

います。

にすることを理事会にて決定しました。担当理事とし

東京都渋谷区幡ヶ谷にて開業して早いもので 25 年

ての私は非難を真正面から浴びて、まさにサンドバッ

になります。本大学を卒業して昭和大学歯学部歯周病

ク状態でした。しかし当時の坂本眞理子会長以下理事

学教室に６年間勤務しました。歯周病の治療を行う中

が一丸となって遂行できたことが自信となりました。

で、
歯周病の原因について探求したくなり、本校に戻っ

現在、地域保健委員会として現担当理事をサポート

て、梅本俊夫主任教授の口腔細菌学教室に大学院生と

しています。また今年は 11 月に催される顎頭蓋機能

して受験し、何とか合格しました。細菌学教室では歯

学会日本支部（ICCMO）総会の大会長として推挙さ

周病原菌である P.gingivalis. の線毛の抗原の多様性に

れ、その準備に追われている日々です。

ついて遺伝子学的に検討しました。現教授であります

そんな中でも、趣

浜田信城先生から直接のご指導を受けながら、故高橋

味として続けている

祐介先生に手伝って頂き、毎日京急の終電まで歯周病

のがピアノと日本画

患者から採取した臨床株からの抗線毛モノクローナル

です。最近渋谷区歯

抗体コロニーの検出に明け暮れていました。数えきれ

科医師会の先生から

ないほどのシャーレの培地からのコロニーを採取して

バンドのキーボード

も検出できず、３年が過ぎ、焦燥感に悩まされていた

をしてほしいとの依

頃、１つのコロニーから検出が認められた時には瞼が
熱くなりました。検出できず自暴自棄になっている時

頼がありました。ク 〔 2017 年クラシックピアノ同好会での発表会 演奏
ラ シ ッ ク 畑 の 私 が 「ベートーヴェン ピアノソナタ悲愴」二子玉川にて 〕

に絶えず励ましていただきました現教授の浜田先生を

ロックやポップスを伴奏するのはしんどいところがあ

始め、
教室の皆様のご支援に心より感謝申し上げます。

りますが、同級生の篠原先生がヴォ―カルに入り気軽

大学院を修了し、

にビートルズナンバー等懐かしい曲目を弾いて楽しん
でいます。

今の地に開業し歯
周病専門医として

去年から毎年東京都歯科

歯周病患者の治療

医師会主催による会員によ

に携るも、納得の

るバンド発表会の催しがあ

得られるようなこ

り、今年はエントリーしよ

とは未だになく、

うかと不安ながらもバンド

患者様から勉強さ

仲間と考えています。
にかわ

日本画は膠 の取り扱いか

せてもらっている
日々です。

ら金泥に等、習得すること

地元の渋谷区歯

〔 日本画（薔薇）自作 診療室待合室に掲示中 〕

が、老後にも楽しめるよう続けていきたいと考えてい

年半地域保健（公

ます。

衆衛生）理事をさ

去年還暦を迎え、健康には気を付けて楽しみながら

せて頂きました。
〔 ICCMO国際大会イタリアにて2014年ポスター発表 〕

が限りなく奥深い領域です

科医師会では、３

仕事をしていきたいと思っています。

何度も区役所に

〔 先生、
モノクロで申し訳ありません。
カラーを増やすと
「会報予算」
がオーバーするた
めです。
（もう、
すでにオーバーしていますが）
…予算超過を少しでも減らしたいため
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です

〕
：タイトル : T. I
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「 医院 の インターネット広告 について 思うこと 」
小泉

創（37 回 ･ 大学）

インターネットの急速な普及に伴

よる演述などがこれに該当します。ホームページは医

い、インターネットメディアからの

療情報を得ようと考えた人が自らの意思で URL を入

医療情報に対して需要や関心が増し

力したり、検索サイト上で検索した上で閲覧したりす

てきています。一方で、歯科医院の

るため、「特定性」、「誘引性」、「認知性」のうち「認

ホームページの情報を契機としたト

知性」を満たさないため、広告ではないということに

ラブルの増加が問題となっておりま

なります。しかしながら、バナー広告やリスティング

す。そうした情勢を受けて、平成 24 年９月には厚生

広告などのネット広告とリンクするホームページや、

労働省から「医療機関のホームページガイドライン」

検索サイトの運営会社に費用を支払うことにより検索

というものが出され、ある意味で無法地帯となってい

結果の上位に表示されるようなホームページについて

る医療機関のホームページについて考える必要がでて

は、「認知性」を満たすことになるため広告として取

きました。医療における広告は、医療法第６条の５に

り扱われます。総務省の平成 24 年度の調査では全体

細かく定められており、ポジティブリスト方式による

の 27% が何らかの広告を利用していることがわかり

大きな制限が設けられていることがわかります。一方、

ます。そのうちの 51% がバナー広告を利用している

医療機関のインターネット上のホームページを始め、

ことからもその効果の高さがわかります。社団法人日

院内掲示、院内で配布するパンフレットなどは、原則

本広告主協会のバナー広告の効果についての調査によ

として医療広告としては見なされません。

ると、閲覧者の少ないページほどクリック率が高くな

医療広告とみなすには、患者の受診等を誘引する意

るようです。 細分化されたページほど閲覧者の属性

図がある「誘引性」
、医院名称や医師の指名が特定可

も絞り込まれるからです。そういった意味では、歯科

能である
「特定性」
、一般人が認知できる状態にある「認

医院のホームページについても高い効果が期待でき、

知性」が満たされる必要があるからです（医療広告ガ

ぜひ活用してみたいところですが、広告の要件の「特

イドライン−医政発第 0330014 号より）。 広告の具体

定性」、
「誘引性」、
「認知性」を満たすようになるため、

例としては、看板やポスター、ダイレクトメール、チ

そのホームページは広告とみなされるということにな

ラシ、パンフレット、新聞、雑誌、テレビ放送、不特

り、医療法第６条の５に定められたポジティブリスト

定多数の者への説明会、相談会、スライドやビデオに

に則らなければならないということに注意が必要です。

〔 医院の広告はイロイロ注意が必要ですね。
ご執筆ありがとうございました 〕
：広報委員会

43

〔 平成 30 年 １月 から 6月 までの 会務報告 〕
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行事

出席者・講師

第 4 回常務連絡会
女性会員参画推進委員会 第 1 回準備会、懇親会
神奈川歯科大学同窓会学術講演会 -Back to the basic「患者さんから評価されるコンポジットレジン修復
−最新の理論と臨床テクニックの実際−」
東京医科歯科大学歯科同窓会新年名刺交換会
東京都支部新年懇談会
京都府支部学術講演会
大分県支部学術講演会
神奈川県支部新年会
九州地区連合会支部長・代議員会議
19 回生クラス会
第 59 回関東地区連合会
大久保 満男先生旭日重光章受賞祝賀会
第 5 回理事会
平成 29 年度第 1 回支部長会
平成 29 年度第 1 回福祉共済部運営委員会
第 92 回代議員会
平成 29 年度定例総会
退職教授謝恩・教授就任祝賀パーティー
神奈川歯科大学卒業式
第 49 回生謝恩会
第 5 回常務連絡会
日本大学歯学部同窓会 第 5 回桜会
東京都支部会員の表彰・受賞を祝う会
私立歯科大学同窓・校友会連絡協議会 12 校会議
神奈川歯科大学入学式
山形県支部総会・学術講演会
新潟県支部総会・学術講演会
平成 30 年度第 1 回常務連絡会
東京都女性歯科医師の会平成 30 年度春の講演会・懇親会
熊本県支部学術講演会
平成 30 年度第 1 回監事会
平成 30 年度第 1 回理事会
20 回生クラス会
愛媛県支部総会・学術講演会
近北地区連合会総会
平成 30 年度第 1 回予算決算特別委員会
千葉県支部総会・学術講演会
第 2 回常務連絡会
愛知学院大学歯学部同窓会創立 50 周年記念事業小宴
愛知学院大学歯学部同窓会創立 50 周年記念事業
平成 30 年度第 1 回広報委員会

〔 スイレン 〕
（ 繊細すぎる心 ）
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講師：宮崎

真至先生

浅井・植村
大舘
講師：浅井
講師：安倍
大舘
赤城・岩本

啓太先生（35 回）
憲一先生（30 回）

大舘・浅井・鈴村・秋本・金子・植村・
岩淵・土肥
浅井

大舘
大舘・秋本
相原
大舘
大舘・浅井
大舘
佐藤、講師：佐藤 誠先生（5 回）
講師：高木 律男先生
大舘
講師：菅谷

土肥
講師：鈴木
大舘

彰教授（14 回）

二郎先生（19 回）

大舘、講師：櫻井

孝学長

大舘・浅井・浅井愛知県支部長
大舘・浅井・浅井愛知県支部長

〔 セイヨウアサガオ 〕
（ 結びつき ）

副会長

浅井

智司

副会長

相原

元一

このたび、副会長を拝命いたしました相原です。

この度、大舘会長の下で前期に続き神奈川歯科大学

微力ではございますが、５期目となります大舘執行

同窓会副会長を拝命致しました。第１副会長として大

部を誠意を持ってサポートしていく所存です。

舘会長を支え、補佐し本会の更なる発展に務めて参る
所存です。昨年度より継続している組織改革、入会率

本会に限らず、全国の大学組織が会員の減少に悩ん

アップに努力して参ります。又 2020 年の秋には本部

でおりますが、この問題に対する特効薬は存在しませ

同窓会創立 50 周年記念式典を予定しております。そ

ん。

の為の準備中ではありますが、何とか任務を全うし精

大舘執行部におきましては、増加する女子学生を含

一杯頑張りたいと思います。皆様のご理解とご協力を

む女性部会、若い先生に対する青年部会、クラスを代

お願いします。

表する部会、などを横糸、縦糸として会員の増加、組
織の増強を図っております。
そして、もっとも重要で有効なのが全国各支部の先
生方の地元出身者に対する直接の会員勧誘です。
この点をご理解いただき、今後とも同窓会の皆様の
副会長

鈴村

ご協力をよろしくお願いいたします。

佑子

神奈川県推薦の副会長を引き続き拝命いたしました。
今まで同様に一生懸命に務めてまいります。よろし
くお願いいたします。

副会長

同窓会の組織は神奈川歯科大学を卒業した同志に

赤城

公徳

とって唯一心許せる、甘えられる親睦の会と考えてい
ます。時には本音をこぼし、お互い支えあい相談でき

九州地区連合会より推薦を受け、あと一期副会長を

る所、またいくつになっても学べる場所として存在し

務めさせていただくようになりました熊本県支部 4 回

ているのです。

生の赤城です。

大舘会長の執行部は、会長をはじめ役員各位に役得

父母が居なければ今日の自分は存在せず仕事をする

は一切ありません。むしろ自分に許せる範囲で自腹を

うえでは母校がなければ現在の自分も有りません。母

切って協力し合っています。これが出来るのも、母校

校は父母同様だと思っています。同窓は兄弟の様なも

が創立 100 周年を迎え、教職員の皆様の努力で国試の

のだと思います。熊本へ帰り開業40年になりますが、

合格率が上がり、東洋一の設備と云われる新病院の完

同窓の仲間が居てくれ、色々と相談相手になってくれ

成など、同窓生が誇りに思う母校を支える組織として

たからこそ何事もなく、楽しく、現在まで仕事が出来

存在しているという自負があるからです。

たと思っています。同窓会への若い人の入会率が低い

１回生は東京都支部推薦の浅井副会長と二人です。

のが一番の問題です。執行部皆で、力を合せ、入会し

母校と卒業生から頼りにされる組織として充実するま

易い、開かれた、何でも言えて相談出来る同窓会作り

でもう少し目を光らせつつ邁進して参ります。

と、同窓会本部と九州地区の橋渡しをきちんと出来ま
45

すよう最後の３年間頑張る所存です。どうぞ宜しくお
願い致します。

副会長

副会長

小野

金山

美博

東北地区連合会・北海道地区連合会より推薦を受け、

秀樹

副会長を拝命することになりました北海道支部・9 回
生の金山美博と申します。
副会長は２度目になり、その責務の重さに身が引き

東海・信越地区連合会からのご推薦をいただきこの

締まる思いです。

度副会長を拝命することになりました。

同窓会は会員減少をいかに食い止めるかが、大きな

母校とのかかわりを持ちつづけることの重要性を卒

課題となっております。

業してからも必要とされていることに気付かされる同
窓会の存在。KDC から KDU に名称は変わっても、昔

同窓会は利益を求められるような組織ではありませ

の自分に会える喜びを実感できる同窓会の会務に携わ

んが、学術講演会や親睦会を通して、
「入会してよかっ

ることができることに身の引きしまる思いです。

たなー」と思える魅力ある同窓会をめざし、責務を果
たす所存です。何卒、ご指導の程、宜しくお願いたし

これからの人生の「幅」を変えられる機会を与えて

ます。

いただいた大舘会長に感謝しつつ会務に望んでいきた
いと思います。よろしくお願い申し上げます。

副会長

桂

副会長

一平

直江

祥明

福井県支部の直江祥明です。このたび近畿・北陸地
この度会長指名により副会長職に就くことになりま

区推薦で、副会長を任命され責任の重さを感じており

した。いままでは代議員として同窓会に関与してまい

ます。学校法人と同窓会の両輪で、母校を盛りたてて

りましたが、これからは立場が変わり、職務として会

いくためでもある同窓会、その同窓会の組織率の低下

長を補佐し会の健全な運営に携りたいと思います。

が続いており、運営も厳しさを増しております。

今、同窓会が抱える重要な問題は、若い世代の会員数

会員皆様の御意見をしっかり伺い、協議しながら、

が減少し、団塊の世代が終身会員と成る時には同窓会

魅力ある同窓会、卒業生全員の本籍地は、横須賀市稲

の組織運営が非常に不透明な状況に置かれると云う事

岡町 82、そのような同窓会作りを目指していければ

です。会長の選挙公約の一つ、小さな同窓会作り、に

と思っています。会員先生方の叱咤激励のほど宜しく

微力ながら職責を果たすつもりです。会員各位より忌

お願い致します。

憚のないご意見を賜れば幸いです。

副会長

早野

元晴

この度、中国四国地域からの副会長に任命されまし

山口県の同窓会は会員 15 名の小さな支部ですが、2
回生の沼先生を中心に、年１回の総会を開き、大学の

り

８

と申します。

まわ
ひ

月

た山口県の支部長をしております早野元晴（10 回生）
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状況報告やそれぞれの近況報告をしながら、和気藹々
と運営しております。
今回は大役を仰せつかり、微力ではございますが同
窓会のため力を尽くしたいと思っております。

常務理事

どうぞよろしくお願いいたします。

植村

敏夫

この度、引き続き渉外担当常務理事を務めさせて頂
く事になりました 11 回生の植村敏夫です。
大舘執行部のもと、渉外担当をさせて頂き６年が経

秋本

専務理事

ちました。

進

今後も会員の皆様のご協力を賜りながら、会務運営
に努力して参る所存でございます。
会務運営に何よりも大切なことは会員の先生方のご

この度、大舘会長より再度専務理事を拝命した秋本

協力です。

（８回生）です。前年度に引き続き４期目となります。

深いご理解とご指導、ご支援の程、宜しくお願い申

昨年４月、定年で大学を退職しましたが、今年の２月

し上げます。

から常勤として再度雇用されました。大学勤務の傍ら、
会員の皆様のお力をお借りして、大舘会長とともに執
行部の一員として会員のためのより魅力ある同窓会に
していければと思います。助言をお待ちしております
のでご指導のほど宜しくお願いいたします。

常務理事

平田

宗善

この度、第５期大舘会長の下、東京都支部より推薦
常務理事

髙橋

を頂き引き続き組織担当の任に当たることになりまし

朗

た。
同窓会の活性化を促進して、多くの卒業生が集える
会になる為微力ながら尽力いたす所存です。

この度、総務・財務担当常務理事を拝命しました。
特に多方面にわたる財務は、財務担当の金子先生にご

母校も激変の状況の中、法人執行部、職員、学生達

指導を受けながら、微力ではございますが、本会財務

の努力で改善の兆しが見えて来ています。同窓の一員

の職責を果たして参ります。本会の財務状況は、今後

として大学の発展を願っています。
今後とも皆様のご指導、ご協力を宜しくお願い申し

厳しい時代に突入していくわけですが、このような時

上げます。

期に関わっていくと想うと身が引き締まる思いでござ
います。一生懸命頑張って参りますので、皆様のご協
力をお願い申し上げます。

常務理事

金子

守男

この度、大舘会長より再度指名を受けました 18 回

2

生金子です。本会同窓会会務に鋭意努力して参る所存

挨拶

任
ご
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4月

就

8年
01

です。ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

岩淵

常務理事

通

常務理事

『
「同窓会会報」編集について』

木本

一成

引き続き、福祉・厚生を担当することになりました。
今期では、本学歯科医師派遣事業の検討が挙げられま

東京都支部同窓会・元田文治支部長（現学校法人神
満会長よ

しょう。また、公衆衛生上、安全上および経済上の事

り「広報」担当を拝命いたしました岩淵です。微力で

象に関して情報収集・提供を図って参ります。微力で

はありますが、精一杯、同窓会のために尽くしたいと

はございますが、会務遂行に邁進し、同窓生のために

存じます。

鋭意努力する所存ですので、何卒御交誼賜りますよう

奈川歯科大学理事）より推薦を賜り、大舘

宜しくお願いいたします。

さて、
「広報」の大きな事業の一つは「会報」を作
ることで、
「会報」は「同窓会」という眼に見えない「組
織」の、
「眼に見える顔」ともいえます。
本学卒業生と、他歯科大学出身者の方に、同窓会会
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

報を学校名と同窓会名を伏せて表紙のみを御覧になっ
ていただいた場合に、パッと見てすぐ判る、あれは「神
4

4

4

常務理事

4

奈川歯科大学の同窓会」だと。すぐ判る「特色」のあ

佐藤

誠

る会報、
「気になる」会報、「目立つ」会報、「記憶に
情報処理部の常務理事の佐藤

残る」会報、
「歯科らしい」と思われる、「歯科医師が

先生と交代し就任しました。

作った」と思っていただける「会報」にしたいと思っ
ています。

4

4

4

4

誠です。前任の竹花

仕事の内容は、一般の先生たちと同窓会本部をイン

4

他歯科大学同窓会のマネのできない、らしくない
（い

ターネットでつなぎ、事業の予定や報告、いろいろな

わゆる常識にとらわれない）
、平凡ではない、オリジ

出来事などを相互に伝えることですので、新しいやり

ナルな、神奈川歯科大学同窓会、
「固有」の会報にし

方でお役に立ちたいと思っています。

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

3

4

4

4

4

4

たいと思います。表紙のみならず、内容も含めてこれ

さらに簡単な操作でやれることをめざし、パソコン

が神奈川歯科大学同窓会の「会報」だ！と、一目みれ

だけでなく、日常手元にあるスマートフォンでも出来

ば判っていただける、そして胸をはって言える、他歯

るようにしたいと思います。

4

4

4

4

4

まず、同窓会ホームページのリニューアルをします

科大学の卒業生にも誇れるすばらしい「会報」にした

ので、ご期待下さい。

いと思っています。

常務理事
この度、大舘

山中

秀起

理

事

大澤

一雄

千葉県支部より推薦をいただき３期目の総務理事を

満会長より学術担当の常務理事を拝

担当させていただくことになりました 22 回生の大澤

命致しました 15 回生の山中です。

一雄です。

これまで以上に同窓会学術の会員皆様の臨床力の向
上にお役に立てるような情報をご提供できるよう頑

まだまだ未熟ではありますが引き続き大舘会長の補

張っていきたいと思います。努力精進する所存でござ

佐を請け負っていきたいと思います。同窓会という組

いますので、皆様のご指導、ご鞭撻をよろしくお願い

織が少しでも発展していくよう努力してまいりたいと

いたします。

思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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柔軟にチャレンジしていかねばなりません。大舘会長
のもと緊縮財政を推し進め、着実に組織改革を成し遂
げる必要がございます。甚だ微力ではございますが、
理

事

山田

神奈川歯科大学同窓会の半世紀にわたる歴史の重み、

良広

稲岡町で育った同窓の絆を大切にし、輝かしい未来に
向けて、愛と誇りに満ちた活力ある組織をめざして鋭

同窓会会員の皆様、今回引続き財務担当理事を拝命

意努力する決意でございます。会員の諸先生方の一層

いたしました、大学支部 18 回生の山田良広です。同

のご指導とご鞭撻を賜りたく衷心よりお願い申し上げ

期で常務理事の金子守男先生の補助ができるように頑

ます。

張ります。また、大学支部の教員なので支部同窓会と
在学生の橋渡しが任務だと思っております。在校生に
連絡が必要な場合は、ぜひお声掛けをお願いいたしま
す。
理

事

小田

博雄

大学支部９回生の小田博雄でございます。
理

事

芦田

これまで岩淵

治

通常務理事の下、広報委員、広報理

事としてお手伝いさせて頂きましたが、この度再再度
広報理事を拝命し身の引き締まる思いです。同窓会広

引き続き、大舘会長より渉外担当理事を仰せつかり

報は同窓会会員相互の親睦を図り、さらに絆を深める

ました。
歯科医師受難の時代と言われて久しいですが、

意味を持つ大切なもので責任の重さを感じておりま

同窓会の発展と同窓の先生方のお役に立つよう努力い

す。使命を全うできますよう微力ではございますが、

たしますので、宜しくお願い致します。

誠心誠意努力して責務を果たす所存でおります。同窓
会の先生方にはご指導、御鞭撻の程何卒よろしくお願
い申し上げます。

理

事

濵田

作光
理

会員の皆様から拠出頂く貴重な会費を無駄なく、有
効に利用する為に日々努力していきます。今期は従来

事

別部

尚司

べっぷひさし

の運営に加え、
より多くの会員に参加の機会を増やし、

学術担当理事に就任した７回生の別部尚司です。

今以上に運営、企画に関心を持って頂き同窓会への理

神奈川歯科大学同窓会は会員相互の親睦と学術成就

解を深める努力をしてまいります。
以上

を２本の柱としているなかで、特に生涯学習を中心に

よろしくお願いします。

皆様のお役に立ちたいと存じます。学術を通じて、同
窓生が生涯にわたって学びながら楽しく親睦が図れる
ように努力する所存です。
そして、母校の神奈川歯科大学が世界と伍して、ま
たはリードしていく大学であり続けるためには、卓抜し

理

事

土肥

た能力を持つ多くの魅力的な教室作りと多くの優秀な人

雅彦

材の育成が必須です。継続した我々の応援が必要とな
るので、こちらも同様に応援させて頂きたいと思います。

引き続き理事（組織担当）に就任することになりま

大舘会長を軸に、皆様の応援をもって職務を全うし

した土肥でございます。千変万化の歯科界にあって、

たいと思っていますのでどうぞよろしくお願いいたし

神奈川歯科大学同窓会も常に時代の変化を先取りし、

ます。
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理

前畑

事

香

理

剛史

今期も静岡県支部の推薦により、引き続き情報処理

前期に引き続き、大舘会長より学術担当理事を拝命
致しました神奈川県支部（31 回生）の前畑

櫻井

事

部で仕事をさせて頂くことになりました。

香です。

同窓会学術は同窓会会員の皆様に、学術講演会を通し

大学は新病院が開院して新たなスタートを始めまし

て“知識の還元”をさせていただきたいと考えており

た。多くの卒業生を輩出し、近年では書籍・学会・講

ます。同窓会会員の皆様だけではなく、貴医院スタッ

習会等で神奈川歯科大学の名前を目にする機会が増

フの皆様の知識と技術の向上を目指すと共に、歯科界

え、同窓生として喜ばしい限りと思っております。そ

に貢献することができますよう、企画・開催に努めて

んなご活躍をされている先生方達の情報や大学の情報

いく所存です。ご指導・ご鞭撻の程、宜しくお願い致

を全国の同窓生にFacebookやホームページを活用し、

します。

情報配信して未来の神奈川歯科大学同窓会のためにサ
ポートできたらと考えています。
諸先輩方のご指導・ご鞭撻を賜りながら邁進してい
く所存でございますので宜しくお願い致します。

理
11 回生の徳島

事

徳島

清

清です。福祉厚生部を担当させて

監

頂き３期目になりました。

事

岩本

憲

その間、多くの会員の先生方に御協力、御意見を頂
会員の皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げ

いて、なんとか務めさせていただきました。任期中に

ます。

大きな災害に見舞われた時に福祉厚生部としてどのよ
うに対処すればお役に立てるか多くの会員の先生方の

同窓会を動かし、支えるのは会員です。同窓会は創

御意見を参考にして理事会で検討しました。ありがと

立 50 周年の長い歴史を迎えます。現在、会務運営の

うございました

スリム化改革や財政基盤の再建化改革や組織強化改革

これからの三年間は福祉厚生部として会員の先生方

を進めています。皆様のご支持とご理解を賜り、成長

にお役に立てるように努力していきますので御指導を

し続ける同窓会のイノベーション（革新）を監事とし

宜しくお願いします。

て見守って参ります。
今後ともご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げま
す。

理

事

竹花

英明
監

情報処理部の竹花（８回生：神奈川県支部）です。

事

大島

正秀

振り返ればずいぶん長い間ホームページの維持管理
同窓会の先生方

を担当してまいりましたが、今期は体制を見直し佐藤

こんにちは。前期に引き続き監事

常務の後方支援という立場で会務にあたりたいと考え

を務めさせて頂きます、４回生の大島正秀です。監事

ています。これからも「https://inaoka82.com/」をよ

の心得を常に心に刻み、広い視野で会務の運営を見守

ろしくお願いします。

りたいと考えております。その上で、
・現代に合う魅力ある同窓会
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・同窓生の意見が反映される生きた同窓会

神奈川 歯科 大学 同窓会 新役員 名簿

・会員の為の同窓会
をモットーに会を支えてまいりたいと存じます。
皆様のご指導とご協力を賜りますよう重ねてお願い
申し上げます。

役職
会

監

事

細谷

名前

長

孝明
副会長

同窓会監事を努めた当時、歳出、歳入のバランスが
悪く財産が危機的状態になりかねず、会務縮小、会費
値上げの必要性が増してくる所まで追い詰められてい
ました。代議員会を年一回にすることにより今はやや
落ち着いているところですが、今後数年で免除会員の

専務理事

発生により資産減少が問題になると思われます。

卒業回 所属支部

大舘

満

07

神奈川県

浅井

智司

01

東京都

鈴村

佑子

01

神奈川県

相原

元一

04

静岡県

赤城

公徳

04

熊本県

小野

秀樹

07

愛知県

桂

一平

07

埼玉県

金山

美博

09

北海道

直江

祥明

09

福井県

早野

元晴

10

山口県

秋本

進

08

大学

又会員入会の件に関しては執行部が行おうとしてい

総務

髙橋

朗

12

埼玉県

る現方法の他、全地域の先生方のお知恵を戴かなけれ

財務

金子

守男

18

神奈川県

ばなりません。

渉外

植村

敏夫

11

千葉県

組織

平田

宗善

16

東京都

広報

岩淵

通

07

東京都

学術

山中

秀起

15

神奈川県

福祉・厚生

木本

一成

13

大学

情報処理

佐藤

誠

05

山形県

総務

大澤

一雄

22

千葉県

財務

山田

良広

18

大学

渉外

芦田

治

11

神奈川県

組織

濵田

作光

16

大学

組織

土肥

雅彦

20

大学

広報

小田

博雄

09

大学

学術

別部

尚司

07

東京都

学術

前畑

香

31

神奈川県

福祉・厚生

徳島

清

11

北海道

情報処理

竹花

英明

08

神奈川県

情報処理

櫻井

剛史

25

静岡県

岩本

憲

04

長崎県

大島

正秀

04

埼玉県

細谷

孝明

05

神奈川県

村岡

宜明

06

神奈川県

最後に資産、財産の保全の為、しっかり頑張ってい
く所存です。

常務理事

宜しくお願いいたします。

顧

問

村岡

宜明

この度、顧問を仰せつかりました 6 回生の村岡です。
神奈川歯科大学は 1970 年に初めての卒業生を送り

理

出して以来、個性ある歯科医師を全国に数多く輩出し

事

地域歯科保健医療に貢献、成果を上げてきたことはご
存知の通りです。
今、自身の歯科医師として歩んだ道を振り返り、図
らずも就任しております日本歯科医師会の立場（専務
理事）が同窓会顧問と言う重責を命ぜられたと感じつ
つ、同窓会の立場を心の柱の一つとして今後も努力を

監

して参りたいと思っております。宜しくお願い申し上

事

げます。
顧

問

〔 任期：2018 年４月１日～ 2021 年３月 31 日 〕
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女性会員 参画推進 委員会 第１回 準 備 会 報告
日
会

時：平成 30 年１月 20 日（土）午後６時 30 分から
場：神奈川歯科大学附属横浜クリニック６階教室
☆ 神奈川歯科大学同窓会 会長挨拶

大舘

満

世界的に見ても日本の女性進出は低い、歯科界はその中でも体質が古く特に女性の進出や活躍の割合が大変低
くなっている。また、歯科大在学の学生数をみると最近女性の割合が上がっており、将来的には５割を超える可
能性もある。このような状況の中で一般企業、行政をはじめ、各歯科医師会、同窓会でも女性参画の推進に取組
んでいる。当会においても女性参画が少ない現状に変りなく、この準備会を企画して女性参画推進の御意見やお
知恵を集約したと思っています。その後、意見やお知恵をたたき台として女性会員参画推進委員会につなげたい。
演会や集まりに出席したい

１．協議

◦学術講演会についての議論が多くされた事から、や
はり学術講演会に興味があるのでは

①女性会員参画推進委員会について

◦そのためには男女の環境差を埋める施策が必要。例

女性会員参画推進委員会立ち上げについて
女性会員参画推進委員会の今後の展望について

えば、講習会の会場横に託児所を設けるなど、いろ

②その他

いろなアイデアが必要では
◦女性歯科医の立場での同窓会との関わりに関心を

２．出席された先生方からのご意見

持っている
◦同窓会、役員、委員などの就任は現状ではかなり少

◦趣旨説明を聞いてみて、良い企画と思われるので、

ないと思います。ただ学術委員会については役員、

継続して委員会を開催して欲しい

委員会などで少し増えてきている

◦女性に特化した（関心の高い）講演会について、最

◦この委員会をどの様な委員会にしたいのかもう少し

近はあえて男女差をなくす方向を向いているのでは

聞きたい

ないか

◦セクハラ、パワハラをとりあげてはいかがですか

◦その方向性も正しいと思うが、現状を変えるとなる

◦横浜クリニックでは女性が多いこともあり、あまり

と少し弱いのでは。女性は出産、子育てなど男性と

気にならない

違う環境を持っている。日本ではまだ社会的にその
補完が出来る環境作りが完全ではない。その辺の環

３．執行部からの要望

境を変えないで男女の対応を同じにすることは現況
の問題点を受け入れることになりかねない

１）現在は準備ではあるが本日出席の方は継続して女

◦女性（神奈川歯科大学卒の）教員、研究者を講演会

性会員参画推進委員会の委員に就任していただき

の講師にしてはどうか

たい

◦診療にすぐ役立つホワイトニングなどの学術講演を

２）女性は女性の縦、横の呼びかけをお願いしたい

聞きたい
◦卒後、基本的な診療を学ぶが、時間がたつと恥ずか

出席者：（委員会）加来めぐみ・伊藤由美・原めぐみ・

しさなどから再度、初歩的な基本治療を学ぶ機会が

小菅栄子・濵野奈穂・市田佳子・

ないので、初歩的な基本治療を学べる学術講演を聞

菅野真莉加

きたい

（役員）大舘会長、浅井副会長、秋本専務理事

◦出産、子育てで診療を離れ、その後、診療への再度

髙橋・金子・植村・平田・岩淵・山中・

復帰について不安がある

木本・竹花常務理事

◦開業時とその後の流れの中でバックアップ的な学術
を学びたい
◦女性の特性で一人だと出にくいので友人を誘って講
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クラス代表者 連 絡 会議 第 １ 回 準備会 報告
日

時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 午後７時から

会

場：神奈川歯科大学附属横浜クリニック7階会議室

☆ 神奈川歯科大学同窓会 会長挨拶

大舘

満

本日は準備会に各回生からの代表者に出席して頂き、今後クラス代表者による代
議員会への出席・発言などを見据え、先細りの同窓会を若い先生方を中心に、先輩
の先生とともに盛り立てていく手段と考えております。
本日は、準備会ですので、自由に忌憚のない活発なご発言をお願いしたい。
◦過去に、クラス代表者が代議員会に出た経緯がある

１．協議
資料確認と趣旨説明：大舘

が、その際問題もあったが、時代が変わり試みるこ
とは良いのではないか

満

◦クラス代表を決める為、なんらかの決まりが必要で

①クラス代表者連絡会議について

はないか。

クラス代表者連絡会議立ち上げについての主旨の

◦クラス代表が決まり、代議員会で言う意見がクラス

説明
第 1 回準備会での意見から問題点を洗い出し・今

の意見とするには、クラスで話し合う必要があるが、

後の方針の再確認

その機会がない
◦今回のこの会議は、細部にこだわることではなく準

クラス代表者連絡会議の今後の展望について
準備会から見えてくるものから、展望に繋げてい

備会であって色々な意見を各回生から伺うことが主

きたい

旨であるので、先のことは考えず意見を述べたらど
うか

②その他

等々の意見がだされました。

２．クラス代表者会に出席された先生方からのご意見
◦代表者の構成から、大学関係者がメインとなる可能

☆〔当日の出席者名〕☆

性が高くなる
◦今回出席した若い回生の代表者は、大学関係からで

：
（

）内は回生

ているので偏りがでてくるため、もし議決権が持て

浅井智司（役員：１）・加藤喜夫（２）・寺中敏夫（３）

たら、この票は、大きく同窓会に影響するのでは

田中榮一（４）・高橋常男（６）・金子信雄（７）

◦会員として会費を払っても、メリットが少ない

荒川浩久（８）・外池利夫（９）・下里

◦代議員になることとは切り離して考えてはどうか

松井宏榮（11）・小川秀人（12）

◦今回出席しているが、自分がクラス代表者とは言え

誠（11）

（代理）木本一成（役員：13）・羽田久美夫（15）

ない

（代理）平田宗善（役員：16）・濵田信城（19）

◦クラス全体がまとまっていないので、代表者の選出

土肥雅彦（役員：20）・斎藤安弘（20）・二瓶智太郎（22）

が困難

冨田

◦今回、ここに参加したが代表者ではない。代表者の

徹（28）・大塚哲郎（30）・大橋

桂（31）

青島公彦（32）・武藤徳子（34）・佐藤武則（38）

選出方法が決められていない

青木

◦若い先生方が、これからは同窓会を盛り立てていっ

香（39）・渕田慎也（41）・山野悟志（42）

日高弘一（44）・長島信太朗（45）・髙橋宜輝（48）

てもらいたいので、こういう機会ができて良い

薗部悠司郎（48）

◦このような代表者会議は、他にも考えているので
しょうか
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平成 29 年度
阿部

学術講演会 報告
中 田 光太郎 先 生

修 先生
原

めぐみ（学術委員：18 回）

宮島

大地（学術協力委員：40 回）

平成 29 年７月９日、神奈川歯科大学横浜クリニッ

思い出せるでしょうか？ 歯学部５年生で初々しい

ク７階大会議室にて、東京都ご開業の阿部 修先生を

白い実習着を来て各科を周り、臨床を学びました。そ

お招きし「歯内療法の質を高めるためにできることと

して私達はまたここ横浜クリニックにて全国から集

は−非外科的歯内療法で解決に導くために−」と題し

い、懐かしい顔に再会し、そして最新の歯科医療を共

た学術講演会が行われました。当日は、80 名の受講

に学ぶ、同窓会学術はそんな素晴らしい日です。

生のもと、鈴村佑子副会長の挨拶をかわきりに開始い

平成 29 年 11月26日にお招きしましたのは京都府でご開

たしました。

業されております中田光太郎先生に「審美性と予知性を高

阿部先生のご講演では、近年歯内療法の分野におい

めるための ぺリオドンタルプラスティックサージェリー」という

て NiTi ロータリーファイル、マイクロスコープなど

タイトルで講演して頂きました。代表著書「エビデンスに基

新しい器具・機材が溢れているが、これらのものを積

づいたペリオドンタルプラスティックサージェリー」などたくさ

極的に取り入れれば歯内療法の質が高まるわけではな

んの執筆や講演をしているだけに、会場はほぼ満員御礼で

いのだ、と改めて認識させられました。歯内療法成功

のスタートとなりました。講演は中田先生の作り出す和やか

のためには、根管内の細菌・バイオフィルムをいかに

な雰囲気で進んで行き、午前中は自己紹介や自院の紹介、

除去できるかが重要となるわけですが、丁寧に行って

ペリオドンタルプラスティックサージェリーの歴史や適応症、

いたつもりの根管洗浄も、実は肝心な根尖部まで薬液

診断、器具の説明など、時には「若い先生に歯医者って

が到達していないこと、きちんと滅菌したはずのファ

素晴らしいと夢を持ってもらいたい」と自身の経営哲学につ

イルなども実は汚染物質がたくさん残存していること

いても熱く語っていらっしゃいました。患者さんとの接し方や

など、日々の臨床で行っていることに改善すべき点が

説明の仕方などに聴講生が頷いている姿が印象的でした。

たくさんあることを提示されました。

お昼をご一緒した際は、中田先生の師匠でありますズッ

GP としての根管治療の質を向上させるために気を

ケリーニ先生の話題になりました。
「何度も動画を見たがズッ

つけたいポイントがあることを、エビデンスに基づき

ケリーニ先生は歯肉をピンセットで摘まない」という話には

自ら検証された上でのお話しは、とても理解しやすく

驚きました。いかに傷つけないように注意を払っているかと

納得できるものばかりでした。

いう事がわかる逸話でした。

当日は、若い先生の参加も多く、明日からの臨床に

そして午後はたくさんの臨床写真や動画、そしてたくさ

すぐ応用できるお話ばかりだった、根管治療がおもし

んのエビデンスを示して頂きました。その中でも、術後の合

ろくなりそうだなどの感想をいただき、活気にあふれ

併症についてしっかりお話しされていました。口蓋供給側

た一日となりました。

の止血方法を患者に指導を徹底するなど、万が一に備え
る姿勢も聴講者は大変勉強になりました。最後は時間が足
りなくなるほどの質問が寄せられ、その一つ一つに対して
中田先生は丁寧に答えていました。学術委員長の三橋
晃先生より感謝状が送られ会は終了しました。
全国の同窓会学術でも特に盛り上がりをみせる神奈川
歯科大学の学術講演会ですが、これらは学術委員や協
力委員が会議を重ね、そして朝早くから用意をしてくれた
ことにより会が成り立っています。私はこの事を協力委員に
なって初めて知りました。最後に歴代の学術委員の先生方
と現学術委員の先生方に多大なる感謝を同窓生を代表し
まして伝えたいと思います。いつもありがとうございます。
益々の発展をお祈りいたします。
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平 成 29 年 度

学術講演会 報告

宮崎真至 先生
若林

孝明（学術委員：42 回）

去る平成 30 年１月 21 日に平成 29 年度の最終学術講
演会が執り行われた。本講演は、
「患者さんから評価
されるコンポジットレジン修復」と題し、日本大学修
復学講座、宮崎真至教授により詳細な解説を頂く大変
貴重な機会となった。
今日、コンポジットレジンを触れない日がないと
いっても過言ではない歯科診療において、接着・充填
の方法をデモも交えながらご講演していただいたの
で、聴講生の理解度が大きかったと考えられる。
まず、接着において、現在は光重合型のボンディン
グが主流となっているが、化学重合型の接着でも接着
強さをデモで確認させてもらい、材料の選択の幅が広
くなった。
続けて充填の色調を合わせるには、明度と彩度を考
え、明度のコントロールには AO2 を使用し、彩度に
は A2 または A3 を使用することにより天然歯に近い

「同窓会員と、学生さんは、

色調の調整が行えることで診療時間の短縮が行えると

受講料は無料です‼

ともに、患者さんの満足度もアップするであろう。
当日は 100 名を超える参加者とトクヤマデンタルの

ぜひ！御参加を‼♥」

ご協力により展示ブースが設置され、会場は大変活気
ある雰囲気となり今年度の学術講演会を最高の形で締
めくくる事となった。引き続き学術委員会では、有意
義な情報提供となる講演会を企画致しますので、ぜひ
ともご期待ください。

会

12

報

8号

レイアウト：岩淵
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通

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」
へ木本茂成教授（創立者孫）に挨拶をいただき院内の

昭和46年卒業 ２回生 の同窓会

案内と説明をしてくださり、病院会議室では神奈川歯
科大学鹿島

勇理事長にお会し現在の大学の状態を話

していただきました。私たち２回生数名の少人数でし

鹿児島県奄美大島在住 泰江 次恵
（２回 / 旧姓 仁科）
昨年平成 29 年７月に奥寺 元先生より現役年齢 70 才

たが、お忙しい中、日曜日の訪問にも関わらず気持ち
よく案内をしていただき本当にありがとうございまし

の節目、古希も1年を過ぎこの10 年開催されていないク

た。病院を後にして昔懐かしい中華料理「龍苑」に来

ラス会を開催したいと声を掛けて活動していた半田允克

賓の元教授斎藤

先生が亡くなられた。その思いを引き継いでクラス委員

賀のみ参加組の人達と別れて京浜急行に乗り帝国ホテ

や各地の諸兄に相談して開催実行の役目を取らせていた

ルの懇親会会場へ、そこに来賓の元教授の門脇

だきます、との趣旨の手紙とアンケート用紙を入れた封書

が来られました。御二人の教授とても若くて昔と変わ

が届きました。アンケート用紙を数回ＦＡＸで返信してい

らなく見えました。御二人の教授との話しの中で門脇

るうちに開催日、平成 29 年 11月26日（日）集合場所、

先生は神奈川歯科大学を新設するのに 100 回以上役所

横須賀神奈川歯科大学病院、時間９：40 組と懇親会のみ

に通ったよ、とお話しされました。今話題の森友加計

（東京帝国ホテル）17：00 組とどちらにでも出席しやすい

学園の事を思うと、本当に大変ご苦労されたんだと思

滋氏と昼食を取りながら歓談、横須

いました。斎藤先生はインターネットで「斎藤

ようにしていました。

稔氏

滋

しかし参加者が少なく連絡取れる方は参加を呼び掛

咀嚼」と入力してください。すると老化防止は噛むこ

けるようにして電話を掛けたり人に電話をかけても

とから、健康は噛むことから、若さの秘訣他、沢山あ

らったりで欠席する方とも 47 年ぶりに話ができて昔

ります。皆様も見て下さい。同窓会は式次第進行して

を懐かしく思い出しました。当日の朝は９：40 集合

あっという間に最後の思い出と近況報告をして盛会の

時間前までに数人が集まってきて、キャンパスを散策、

うちに終宴となりました。奥寺先生や目立たずアシス

樹齢 100 年を超えている桜の木の前で入学式後の満開

タントをして下さったお友達、本当にありがとうござ

の桜をバックに写真を撮った日の桜は特に綺麗だった

いました。楽しい一日となりました。

当時の事が思い出されました。時間がきたので新病院

〔 新病院集合写真 〕

〔 帝国ホテル懇親会会場での久保田博康クラス最高幹事と中尾一成先生との談話 〕

〔 今尚健在の斎藤 滋・門脇 稔 両元教授と佐藤（旧姓）栄子先生 〕

〔 左から大学理事の元田文冶、千葉の大型病院経営の中原和徳、大分の花井 康ら三大活動家 〕
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クラス会
（６人）
開催

： 時間 よ 止まれ

・・・・

「懐かしき友との再会・そしてまた逢う日まで」

7〔 「タイムリープ」・偶然に出会ったミラクル・それは 「 ７回生 」 の集い 〔 7
岩淵

通（７回）

2018 年３月 18 日（日）に期せずして７回生の卒業

別部君と、柳君は 2 人ともに同窓会会報の「卒業生

生が６名、目黒にあるホテル雅叙園東京に集うことと

のページ」に執筆が可能な人材と思えました。別部君

なった。約束したわけではなく、それは正しく偶然の

は学術論文は書けるが、「卒業生のページ」のような

邂逅であった。

エッセイ風の文は自分は書けないと言っていました

その日を神が設定したのであろうか。その日に出会

が、科学に対する彼の考えを聴いていると、科学で、

うという運命がすでに定められていたのであろうか？

人類をハッピーにさせるという結論にもっていくお話

大いなる力が働いたのであろうか？（チョッと大ゲサ

にはその分野においては充分に書けると思いました。
私の隣、柳君の横にいた神田君は昔、学生時代に他

すぎないかなあ～）
満氏を中心に向

の同級生２人と私の実家（青森）に遊びに来たことが

かって左に２名、
右に３名が着席した。左の別部君（同

ありました。当時、私の父は国立大学（弘前大学）の

級生なので基本、敬語は省くとして）とは学生時代か

教授をしていて父が十和田湖畔のキャンプ場を予約

ら話したことはなく、お名前のみは知っていました（珍

（？）してくれたような気がします。皆で、沖縄返還

しいお名前なので。いつも九州の別府温泉を連想して

前に与論島（数キロ先に、肉眼で沖縄が見えます）に

しまいます。申し分けありません）。お顔は同窓会「会

旅行したこともありました。神田君は昔と全然（？）

報」で学術講演会報告の中のお写真で拝見していまし

変わっていないように見えました。たぶん、同級生と

た（学生時代の私のおぼろげな記憶（？あるようなナ

あまり接点のない私の学生時代からの友人として私が

イような）より、随分、変ったような気がしました）。

すでに安心して抵抗なく心に受け入れていたからで

もし写真を見ていなければ、街中ですれ違っても全く

しょう。

斯くして、本部同窓会会長の大舘

ヒロサキ

わからないでしょう。話してみると、その科学に対す

左手前の味村君は昔とあまり変わりがないように見

る探求と造詣の深さにビックリぽんでした（趣味はこ

えました。でも多分（？）昔よりも、彼の人生に起っ

れしかないの？

他の領域は？）。また右手前の柳君

たことが、彼に勇気を与えて進歩したのではないかと

は素粒子に纏わる生成と生命の発生に関する理論を解

いう気がしました。結局、何も変わっていないのは（蚤

く、哲学的姿は、私が以前、東京都支部同窓会で、専

の心臓の持ち主である）私 1 人ではと思いました（容

務理事、渉外、学術（学術委員に彼を紹介しました）

姿は醜く変貌しましたが）。会話は「科学」の話題で

をやっていた当時の面影はなく 10 数年の「時」が、

満ちていました。私のように仕事は「科学」
（理系 =

彼を見事に変貌させていたという感じでした（新興宗

歯科）でありながら、頭の中は「文系」、つまり「文

教の教祖になれそうですよ？）

学と芸術」のみ、というのは大ゲサとしても「ドラマ
と絵画とアニメと映画と小説とアイドルだけ」という
人には「科学」の話題はどうも ･･････ という感じで
した。つまり飽きてしまうのです。興味が失せるとい
うか ･･････ 最近の私は、話の内容よりも同窓会会報
の「卒業生のページ」のコーナーに書いていただける
人なのか、頼める人なのかという観点で、無意識にた
えず人捜しを目的に見てしまう傾向（欠点）がありま
す。これは会報担当の自ら招いた職業病（？）なので
しょうか。多分そうなのでしょう。
さて、５人の紹介コメントはすみました。最後に
我々、同窓会にとって最も大事な人がいます。私達、
同窓会の未来を託す大舘

〔 ハイ、
パチリ
！40年ぶりの皆さんの笑顔です♥ 〕
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満会長です。私の想い出は、

大舘

満氏（君ではなく、氏になったのは、会長であ
4

4

4

4

り、君と呼ぶのは失礼であり、そんたくしたためであ
ります）が学生時代に少林寺拳法の道着を着て大学校
内を走っていたというカッコイイ想い出です。氏が本
当は何クラブかは判らず、夢に出てくるのは不思議と
いつもその姿なのです。
「柔道一直線」という有名な
TV ドラマが、昔ありましたが、今の会長職を一直線
に進むという姿にピッタリではないでしょうか？
して今の大舘

そ

満氏は医政の人です。多分、医政が 6

割、2 割が科学、1 割が健康（運動を含めて）、あとの
1 割は判りません（家庭でしょうか？）。医政は 7 割（同

〔 逆撮影♥しました。皆さん、美人には弱い？です。
と、思っているのは僕だけか…
最近、人生を振り返ることが多くなりました…

窓会も含めて）かも知れません。私よりも、私以外の
人が、はるかによくご存知であろうかと思われます。
フレ！

フレ！

大舘先生！

美人を見られるのも、
あと数年かあ…

て行きます（どこに行くか判りませんが）。

同窓会の舵取りをよろ

だから、年老いてから同級生と逢うのは、いっとき

しくお願いいたします。同窓会の未来は貴方にかかっ
ています！

〕

青春にもどる（「タイムリープ」
：心だけ過去にもどる）

きっと大舘先生はやってくれるものと心

から信じています。同窓会の光り輝やく未来を切り開

ことができる、“まだ生きているんだ”という喜びを

く、溢れる情熱と大志を持ったすばらしい方なのです

見いだすことができるからでしょうか。
で は ま た、 再 び 運 命 の 振 り 子 が 動 く ま で。 そ の

から。
楽しい約 1 時間半の集いでした。
「時」は容赦なく

時、いつか、いつの日にか、またお逢いしましょう

巡り、学生時代からすでに 40 年、
「会報」の 122 号

･･････ 時間が止まってくれないかな、と思う今日こ

の表紙裏と裏表紙に「タイムスリップ」という題で、

のごろです……。

本学、横須賀中央駅、汐入、横須賀市内、猿島等の航
空写真を掲載しましたが、海と山に挟まれて限定され

★「 時間よ止まれ 」

た小空間であるあの街は、学生時代 6 年間の想いが凝

★「 時計を止めて 」

汗をかいたグラスの

縮しています。拡大鏡で、あの写真を細かく見ると、

冷えたジンより

色々なお店の思い出が蘇ってきます（大学でのイヤな

光る肌の香りが

ことも）
。人生の転機を迎えた人、新しい生き方を見

おれを酔わせる

出した人、酒を飲んで青春を語り合った人、クラブの

幻でかまわない

練習に明け暮れ良き友を得た人、初めて女性を知って

時計を止めて 二人の為に
ステキな恋の中で
時計を止めて
見つめていたい
瞳にうつる愛を

時間よ止まれ

開眼した人、恋人を見つけた人 ･･････ エトセトラ。

～

た。人生を刻む「時の歯車」は回り続け、そして何時

〔矢沢永吉〕

か止まります。その時、同級生は1人、また1人と旅立っ

～

生命のめまいの中で

学生時代は死ぬという現実を意識していませんでし

〔カルメン・マキ〕

《 クラス会 助成 について ・ 平成 30 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30年度は 10回生 、20回生 、30回生 、40回生 、44回生 、45回生 、46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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平成 29 年度

奨学者 審 議 部会 報告

日時：平成 30 年１月 20 日（土）午後６時より

８）平嶺浩子（30 回） 神奈川歯科大学大学院歯学

場所：神奈川歯科大学附属横浜クリニック６階教室

研究科 高度先進口腔医学講座 助教
研究課題：揮 発 性 硫 化 物 産 生 に お け る
Porphyromonas gingivalisのトリ

◦ 奨学金申込 ：３件（会費納入状況は平成29年12月

プシン様酵素の役割について

15日現在、全員完納）

９）飯塚純子（39 回） 神奈川歯科大学大学院歯学
☆歯学研究奨学金
（甲種） ２件

研究科 口腔統合医療学講座 助教
研究課題：漂白を用いたエナメル質初期齲蝕

（１）大学支部

の効率的再石灰化

歯学研究奨学金

10）日髙恒輝（42 回） 神奈川歯科大学大学院歯学

１）
髙野知子（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

研究科 口腔科学講座 特任講師

研究課題：歯科恐怖症患者および異常絞扼反

研究課題：力学的刺激が歯根膜由来細胞に与
える影響

射患者における歯科実態調査
（２）大橋

２）
清水智子（40 回） 神奈川歯科大学大学院歯学

桂（31 回 大学支部） 神奈川歯科大学

研究科 高度先進口腔医学講座 助教

大学院歯学研究科 口腔科学講座 助教

研究課題：歯周炎の重症度におけるｈBD-2お

研究課題：ニケイ酸リチウムガラスセラミッ
クスの物性に関する比較と評価

よびIL-1βの発現について
３）
山内雅人（17 回） 神奈川歯科大学大学院歯学

☆海外留学者奨学金（乙種１大学派遣留学者） １件

研究科 高度先進口腔医学講座 助教
研究課題：日本人学童の頸椎の成熟に伴う形

猿田樹理（33 回 大学支部） 神奈川歯科大学大

態変化の定量的検討

学院歯学研究科 口腔科学講座 准教授

４）
渕田慎也（41 回・乙種⑴） 神奈川歯科大学大

研究課題：唾液活性化物質がインプラント体の

学院歯学研究科 口腔科学講座 助教

表面性状および材質に及ぼす影響

研究課題：全国市区町村におけるライフコー
ス指標と口腔保健の実態調査

審査結果：甲種２件、乙種１件について確認したとこ

５）
佐藤武則（38 回・乙種⑴） 神奈川歯科大学大

ろ、出席者全員に異議はなく支給することとなった。

学院歯学研究科 口腔科学講座 助教
研究課題：硬組織溶解作用を利用した根管洗
浄液の基礎的研究
６）
星 憲幸（29 回） 神奈川歯科大学大学院歯学研
究科 口腔統合医療学講座 准教授

協議：

研究課題：口 腔 不 快 症 状 へ の 補 綴 学 的 ア プ
ローチの検討
７）
富山

大学支部の 10 名について、過去の状況から重複し

潔（21 回） 神奈川歯科大学大学院歯学

て申請して受給を受けている方がいることから、回数

研究科 口腔統合医療学講座 講師

を決めておく必要があるのではないか、との意見が出

研究課題：柿タンニンがポリマイクロバイア

された。若い方や、受給を受けていない方に対して助

ルバイオフィルムの増殖および酸

成した方が母校の発展に寄与するとともに本部同窓会

産生に与える影響

の本制度をさらに周知できること。また、大学支部の
入会率の向上にもつながることから、回数制限を設け
ることに賛成との意見が多かった。協議の結果、３回
までとすることで決定された。なお、本決定について
は大学の支部長に口頭により報告する。
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平成 29 年度

表彰 選考委員会 報告

日時：平成 29 年 12 月 10 日（日）15：00 より

平成 29 年度審議 平成 30 年度第 93 回代議員会議場に

場所：神奈川歯科大学附属横浜クリニック６階教室

て表彰

①報告

有功章

６回

佐々木英人 （北海道支部）

表

８回

鈴木

彰

正憲 （山形県支部）

第 26 回表彰推薦者並びに平成 28 年度の審議経過につ

推薦書を元に有功章、表彰での推薦があった上記２名

いて

について、表彰規則第３条２項並びに第６項により全

平成 30 年２月 24 日
（土）第 92 回代議員会議場にて表彰

員一致で承認された。

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）

③協議
神奈川歯科大学同窓会表彰規則改正に関する件
（第 92 回代議員会

第 11 号議案）

②審議
第 92 回代議員会上程について承認された。

第 27 回表彰推薦者

・北海道：
「ハマナス」

・山形県：
「ベニバナ」

・千葉県：
「ナノハナ」
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・広島県：「モミジ」

平成 30 年度・ 新入生 の 皆様 !

新入会者

♥ 合格おめでとうございます‼ ♥

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。
相田
樹
秋元 裕海
荒木 真周
岩﨑 美奈
王
修珩
大菅 彩貴
岡
裕大
川島 達也
絹川 雅俊
木本龍一郎
桑原 元樹
小池 萌日
古閑 雄大
小林 拓海
小林 麗央
酒井 聖佳
謝
宇哲
島﨑 卓弥
清水 健太
沈
佳臻
蘇
芍尹
髙野 浩大
高村 美羽
武山 奈々
辰田 紗姫
田村 隆明
地田 和英
鶴岡 伸光
友利 肇志
長瀬 喜弥
丹羽 史宜
原田 基輝
樋浦早愛加
黄
在爀
松岡
智
三尾 亮太
村田れもん
矢野倫太郎
林
子聿

青柳亜里紗
淺野加寿希
池田 充希
江崎 邦亜
王
喬
大平恵理子
叶
菜那
關
羲晉
金
相圭
草野
舞
高
基泰
小岩 怜寛
小柴 朝陽
小林 遥佳
近藤 丈貴
佐藤 彗太
謝
欣妤
島田
新
清水 勇伍
鈴木 結貴
莊
淳鈞
髙𣘺 唯斗	
瀧 林太郎
田先 英斗	
田中 智将
簡
婕欣
千田 寧々
鄭
懷宇
永井 菜津
中谷 美香
朴
智顯
原田 悠衣
日髙十和子
福本 恒介
松川 倫千
宮内くるみ
谷神衛美里
吉田
輝
和氣 颯政

中村

真理

（21 回・甲）

福島県支部

寺中

智

（34 回・乙）

栃木県支部

再入会者

赤妻 優華
網野慎一郎
石井 秀則
王
荷婷
大越 稔夫
大房 優奈
加茂百萌華
婉
許
木村 紗季
工藤今日子
吳
適佳
耿
瑋志
小島りあん
小林 史明
齋藤潤一朗
謝
昀臻
始澤 奈生
島村 啓嗣
白勢 泰大
鈴木梨沙子
髙木 克哉
髙畑 吉一
武田 愛未
立川 雷蔵
田原 涼太
鄭
鳳輝
塚田美空里
戸内
宏
永井美成子
中本 睦海
原島 悠嘉
韓
旻亨
平木 秀尭
古川 裕也
水谷 優花
宮﨑真理子
保田 直央
李
秉倫

石山

貴久

（25 回・甲）

青森県支部

野澤

正仁

（９回・甲）

茨城県支部

近藤

大祐

（33 回・甲）

神奈川県支部

高橋

誠史

（35 回・甲）

神奈川県支部

星

梓

（37 回・乙）

神奈川県支部

剛一

（18 回・甲）

石川県支部

櫻井裕一郎

（23 回・甲）

兵庫県支部

杉

賢次郎

（35 回・甲）

兵庫県支部

澤

直之

（20 回・甲）

鹿児島県支部

松本

訃

報

『正会員』
真鍋

知治 （広島県支部

２回） 2018.02.27

ご逝去

柏原

正之 （兵庫県支部

４回） 2018.06.25

ご逝去

小田原國俊 （静岡県支部

３回） 2018.07.05

ご逝去

④

P.21から
K

「歯科大学として世界最大で、世界最新の設備をもつ世界
一の超マンモス校となることでしょう。東京校はその最
初のステップなのです。神奈川歯科大学は更なる高みを
目指します！ これからの母校の限りない未来に大いに
期待してくださいね」
大 舘 会長「K 理事長！ 世界の 5 つの大陸に各々、同窓会の支部
を作りましょ！」
神 奈 子「きゃ～♥ ミッちゃん、あたしフランス校の CM モデル
がいいなあ♥ だってパリって世界一のファッションの
街でしょう。フランスにただで行けるわ♥」
大 舘 会長「･･･････････････
」（とまどっているミッちゃんなのでし
た･･････でもカナちゃんの言うことは何でも OK してしまう優しい
ミッちゃんなのでした･･････）

〔速報〕：海外校は他に、アラブの「ドバイ」にも作ることが決定し
ました！ 世界のセレブを相手に“自費”のみの診療を行
います
絵＆文 ： 岩淵

通（広報常務理事）

あとがき
新執行部が発進しました。
とりもなおさず、今回の執行部は３年後の「同窓
会創立50周年記念式典」
を挙行する実行執行部でもあります。
しかし、執行部
だけでは何もできません。
「会員」の皆様のご協力が絶対的に不可欠なのです。
「会員」の皆様のご指導、
ご鞭撻、叱咤激励あってこその「同窓会」
です。
これからも、
そしてこれまで以上にも増して新執行部は
「会員の皆様のため」

〔 アケビ 〕

に全力で働きます。
「会員のため」の、
「 会員による」、同窓会です。ぜひ、皆様、

お願い

よろしくお願い申し上げます。2020年に向かって GO!

（助成金について）

クラス会開催報告のコーナーに、お願いしてあるにもかかわらず、
クラス会の「会報用原稿」がご提出されていません。「助成金」は、
「会員の会費」によって賄われています。「助成金」を戴いている以
上は、「会員に報告をする義務」があり、そのためには原稿の提出が
必要です。
これは、「助成金」を申請している、支部すべてにもいえることで
す。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
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ごう

郷（？）!!
ひろみ

GO!!!
by : T. I

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

（任期：2018 年 4 月〜 2021 年 3 月）

委
委
委
委

員／羽田久美夫（15）
員／金子 宣由（19）
員／濵野 奈穂（30）
員／市田 佳子（33）

通（７） 担 当 理 事／小田

博雄（９）

ココ です ♡

同 窓会 学 術 講演会 開 催 !

大 会 議 室

6F

教室・図書室・実習室・他

5F

手術室・内視鏡室・病室

4F

内科・眼科・耳鼻咽喉科
放射線科・検査科・健診室

3F

矯正・小児歯科
障がい者歯科・インプラント

2F

成人歯科・口腔外科

1F

受

付

☆ 講演会会費8,000円（神奈川歯科大学同窓会会員・学生は無料です）
会場：神奈川歯科大学附属横浜クリニック・
７F 大会議室 他

終

2018年 ７月１日（日）

了

～千葉県支部との共催（会場：千葉スカイウインドウズ東天紅）～
☆ 依田 哲也 先生
（東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科
顎顔面外科学分野 教授）

【日本顎関節学会が支援する講演会】

「日本顎関節学会による顎関節症の病態分類と診断基準」

13時30分

10月28日（日） ～15時30分

【同窓会学術講演会】

「歯科医院でできる顎関節症病態別治療法」

☆ 玉置 勝司 先生

（神奈川歯科大学 全身管理医歯学講座顎咬合機能回復
補綴医学分野 教授）

【同窓会学術講演会】

「咬合違和感症候群（Occlusal discomfort syndrome）」

10時～16時30分
11月18日（日）
10時～16時30分
2019年 １月13日（日）
10時～16時30分
２月24日（日）

依田 哲也 先生

玉置 勝司 先生

☆ 鈴木 真名 先生（東京SJCD顧問）

「ペリオドンタル・マイクロサージェリー
－10年を越える長期経過からの考察－」

☆ 澤田 則宏 先生（日本歯内療法学会 歯内療法専門医）

「根管治療を成功に導く基本の
『キ』
から最新情報まで」

☆ 南 昌宏 先生（5－D Japan ファウンダー）

「補綴治療計画のキーポイント」

鈴木 真名 先生

神奈川歯科大学同窓会学術：

澤田 則宏 先生

南

昌宏 先生

HPから順次申込できます
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横浜クリニック

30

7F

日野裕里加さん（本学２年生）作製：〔 同窓会の予算がないため、モノクロでの掲載になってしまいました。ゴメンなさい

ただ、縮小はしていませんよ 〕

