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：「 宇宙 における 人間の輝き について 」

それは一瞬の光であった。
★宇宙が無限時間とすれば、人間という花火は 0.1 秒にも満たない、
光ったことすら認知できない 輝き（存在）。
★宇宙という大海の中の、一粒の砂の上の数ミクロンの生命･･････
恋に悩み、生活に苦しみ、死への恐怖におびえ、食を楽しみ、創作に
喜びをみいだし、戦争をする。人を助ける。それが人間である。
★そんなことを思いながら、悠久の大銀河の、一粒の砂（星）にすぎ
ない地球において、夜空に咲き、そしてまたたくまに散っていく
「 花 火（人間）」を私は見上げるのであった。
（読者の皆様、くれぐれも乱歩のパ○ラマ
島○談を連想しないでくださいませ）
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文 ：岩淵 通（広報常務理事）
写真：金子宣由（写真部OB）

第

19 回

130号
岩木山

（青森県）

（ 今号で19回目の
〈巻頭言〉です ）
イラスト・構成：Toru . I

〜 令 和 元年のご 挨 拶 〜

ておりました。春の桜満開の中での景色は学校の校門、
中庭、講堂へと続き美しさに感動を覚えました。一度
お借りして皆様と分かち合いたいと思っています。最
後に専門学校長の閉会の辞で幕を閉じました。大学は
多くの困難を乗り越え、一昨年の新病院の竣工を経て
今回の衛生専門学校の経営へと順風に来ております。

巻
頭
言
〜 年 頭 のご 挨拶 〜

将来に対し大きな夢を与えていただきました。

会

大 舘

さて、本部同窓会においても 同窓会創立 50 周年を

長

迎え 2 月の代議員会で承認も得られ、令和２年 11 月

満

に祝賀会を開催することが正式に決定いたしました。
50 年という大きな節目に対し恥じないお祝いを目指

本年５月１日に無事、令和元年を迎えられたことを

して行きたいと思います。会員の皆様、関係各位のご

謹んでお祝い申し上げます。会員の皆様には日ごろよ

協力をお願いいたしたいと思います。

り同窓会活動に対しご理解とご協力を賜り心よりお礼

また、新年号でお話した同窓会の 組織改革におけ

申し上げます。

る二つの課題 は

今年の春以降、温かくなったり、冬戻りしたりの繰

❶卒 業生の減少で縮小傾向にある同窓会を身の丈に

り返しで一度仕舞った冬ものの衣類を改めてタンスに

合った規模に見直すこと、そして前記のように災害

並べ直したりと過去にはあまり記憶にない異常気象が

対応のため財務的に余裕を持たせること

続いております。軽微ではありましたが５月には宮崎

❷組織改革、事業の見直しを進め、若手会員や女性会

県にて地震が発生しており、これから夏に向い多くの

員の同窓会活動への参画を推進する

災害が心配されます。昨年も天災が多くあり、地球規

であります。この課題については着実に議論を進め一

模で気候変動からの温暖化の影響と考えられますが同

つ一つ実行に移しております。

窓会の役割を果たすべく財務的に余裕を持って運営し

同窓会の運営、改革に対しこれからも会員の皆様の

てまいります。会員の皆様の安寧を心より祈念いたし

ご意見を賜りたくお願い申し上げます。同窓会運営は

ております。

当然のことではありますが、 同窓会改革 と 50 周

学校法人神奈川歯科大学においては本年４月１日以

年記念行事の成功 が現在、執行部の最重要事項とし

降、東京歯科衛生専門学校の経営が正式に移行されま

て取り組んでおります 。皆様には今後ともご高配と

した。５月 12 日には帝国ホテルにて「東京歯科衛生

ご指導、ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げ

専門学校事業継承記念祝賀会」が盛大に挙行され歯科

ます。これから暑い夏を迎えますが皆様にはくれぐれ

界に広く周知されました。私を始め、関東地区の役員、

もお身体をご自愛いただきたくお願いして挨拶とさせ

支部長、代議員等が招待を受けお祝いに参列いたしま

ていただきます。

した。学長の開会の辞に始まり理事長の挨拶、来賓挨
拶等が続き二つのビデオが流され、その一本が東京歯
科衛生専門学校の４月の入学式と継承記念式典を捉え
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海外療養費 還 付 金 請求制度について
〔地球〕

〔火星〕

本部同窓会の広報担当常務理事よ
り原稿依頼を受けましたので、今般、

本部副会長

上記のテーマで執筆させていただき

相原

元一（４回・静岡県支部）

たいと思います。
☆ 必要な書類 としては、

さて近年、日本人の海外旅行者は年間 1,800 万人に
近づいています。
そして外国において、病気、外傷、交通事故などに

① 治療費の領収書【原本】

あう日本人も増えております。

② 領収明細書

その治療費として、アメリカにて大腿部骨折で 250

③ 治療内容明細書

万円、韓国にて心筋梗塞のステント手術で 200 万円な

④ 出入国時のパスポートのコピー

ど、外地においては保険外治療であり、外国人料金も

⑤ 療養費支給申請書

含め、大変高額になっています。
☆ 注意点 としては、

したがって、海外旅行および駐在において海外医療
保険または海外旅行者保険への加入が必要になってき

① 最 近の日本および海外のイミグレーション【出

ます。

入国管理局】において、パスポートの自動チェッ

その 利点 としては、

クが多くなっており、出入国の際のスタンプが

① キャッシュレスで治療が受けられる。

省略されております。

② 必要な手続きはすべて保険会社が行ってくれる。

ス タンプは申し出ると押してもらえますし日付

③ 死亡時にも保険金が下りる。

けの入ったシールをくれることもあります。

欠点 としては、

② 還 付金請求は、２年間の猶予がありますので、

① 歯 科治療、人工透析などの慢性疾患の治療は適

出入国の記録が必要の際には、出入国管理局に
記録を請求してください。

応外である。
② 同一疾患で 150 日を過ぎると保険が利かない。

③ 現 地語で書かれた明細書は、日本語に翻訳する

③ 当 然のことながら、性転換、美容整形に関わる

必要があり、翻訳者のサインが必要です。

治療は適応外である。

④ 支 払われる７割の治療費は、現地で支払った治

そして、海外医療保険、海外旅行保険に加入せずに

療費の７割ではありません。

海外旅行に出かける日本人が多数おります。海外にお
ける治療費の救済の意味で

日本の健康保険に加入し

以上、日本の健康保険加入者の【海外療養費還付金

ているならば、

請求制度】のご説明をいたしましたが、同窓会会員の

【海外療養費還付金請求制度】
を利用することが可能で

皆様だけではなく、お近くの方でお困りの方がいらっ

す。ただし、

しゃるならば、ぜひ、利用する様御説明ください。
また、皆様におかれましては、楽しい海外旅行とな

① 日本の健康保険の範囲

りますよう、お祈りいたします。

内の治療である。
② 海外での治療費と日本

（昔
 、
南軍のジョン・カーター大尉
は
「火星」へとテレポーテーショ
ンをして、
そこで大活躍をし、絶
世の美女デジャーソリスと結ば
れました。
一 世を風 靡した大冒険 活 劇
「火星シリーズ」の開幕です。
作者は、度々映画化（アニメを
含）
されたかの有名な「ターザ
ン」
シリーズも書いています ）

の保険の治療費と比較
しより低額の治療費を
選択し、その７割が支
払われる。３割は、自
己負担。
③ 申請には、日本語の書
類を各保険組合に提出
する必要がある。
〔 相原元一氏の「火星」への
宇宙星間パスポートです♥ 〕

〔 相原先生、原稿ありがとうございました。海外に行って病気になるのは恐い
ですね。先生のアドバイス、充分に参考にさせていただきます。海外にはまだ
9回しか行っていませんが
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……今度は
「火星」への星間パスポートをとる
予定です。デジャーソリスに会いたいです。
先生、
いっしょに行きましょうよ‼ 〕
： T. I

皆 様 へ

お知らせ

2019

同窓会 創立
日時

と

2020

50 周年記念 式典 開催
会場

が決まりました

★ 日時 ：2020年11月21日（土：午後より式典開始）
勤労感謝の日に続く連休前の土曜日です。
（旧パンパシフィックホテル横浜）
★ 会場 ：「横浜ベイホテル東急」

横浜市西区みなとみらい2-3-7 TEL：045-682-2222㈹

※ みなとみらい線「みなとみらい駅」下車・徒歩１分

20年前に本部同窓会では「創立30周年記念式典」が挙行されましたが、前回開催からす
でに20年の年月が経過いたしました。大学の新病院オープンに始まり、今年の東京都内に新
たに東京歯科衛生専門学校の事業継承等、母校の神奈川歯科大学は順調に推移しています。
というわけで、同窓会においても20年ぶりに「記念式典」を開催することにいたしまし
た。詳細は後日、ご連絡をさせていただきますので会員の皆様にはどうぞ楽しみにしてい
てください。
執行部一丸となって準備を進めております。

★

当日は、ぜひ皆様のご出席をお願いいたします。旧友と、先輩と、後輩と、学内の先生

とお逢いできる良い機会になるのではないでしょうか。
また記念式典当日と、前後の日にクラス会、クラブ・サークルのパーティー、親友どう

しの集まり等を予定しておくのも良いかと存じます。
それでは、当日お逢いしましょう！
皆様とお逢いできることを心から楽しみにしています！♥

広報常務理事
by：岩淵
通
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第

93

回

代 議 員 会 報告（抜粋）
です。横須賀、横浜、東京を１本の線で結べ、点から

平成 31 年２月 23 日（土）、午後２時から６時半まで、
神奈川歯科大学本館大会議室にて第 93 回代議員会が

東京は段階的に面へと転換していきます。矯正・イン

開催された。

プラント・歯周を対象とした産学連携による本学独自

１．仮議長の選出

の技術革新を武器に東京サイバーサテライトクリニッ

仮議長（ 飯塚

ク構想が動き始めています。直線的で緩やかなカーブ

務 ）暫時仮議長を務めます。東京支部

ではなく、指数関数的な収益事業ビジネスモデルとし

の飯塚です。開会の辞、浅井副会長。

ています。財の独立なくして学の独立はなしです。２

２．開会の辞

つ目は、財政基盤の歯学部学生の充足で収容定員 720

副会長（ 浅井智司 ）第２章第 22 条より 93 回の代議員

名を確保できました。理想的には各学年 120 名トータ

会を開催いたします。

ル 720 名です。現在６年生が異常に多いので速やかに

３．点呼の確認

卒業してもらい１年生募集定員 120 名に戻していく事

仮議長：点呼、代議員総数 78 名中、73 名出席。会議

です。その対策を学長、教学部長、学生部長、国家試

は成立です。

験対策委員長にお願いして、これが、未来戦略の大き

４．議長・副議長選出

なキーポイントです。今年も同窓会の先生方のさらな

24 番（ 小林予備代議員 ）議長は飯塚先生にお願いし

る御支援を何とぞよろしくお願いします。

たい。

８．学長挨拶

仮議長：誠に僭越ですが飯塚がお引き受けします。副

副学長（ 槻木恵一 ）副学長の 24 回生槻木でございま

議長は、
神奈川県支部25番外池代議員にお願いしたい。

す。歯科医師国家試験は、年々難しくなっており、今

５．議事録署名人の選出

年の学生は、非常に頑張った様です。今の学生は、日々

議長
（ 飯塚

の課題が多過ぎて、叱咤激励をオブラートに包み一生

務 ）18 番木村代議員、61 番原代議員、お

願いします。

懸命、学生の性格性情を見ながら大学としては、努力

６．会長挨拶

しております。最近は、すぐ諦めちゃう悟り世代とい
うのがあり、すぐ悟っちゃうことです。４月、５月始

議長：大舘会長、お願いします。
会長（ 大舘

まったばかりで、あと７カ月頑張れないなと思うと、

満 ）本同窓会では、多くの改革を進めて

もうやめちゃおうと悟ってしまうのです。こういうタ

いますが、なかなか決め手がありません。御意見を交

イプがふえ、さらに難しいさとり世代が出てきており、

換し、その提案に御協力を賜りたい。北海道で地震が

ニンジンをぶら下げ最後まで走らせるのが非常に重要

ありましたが、大きな報告は入っていない様です。昨

な課題です。また、来年度実技試験が卒業前に課せら

年は、台風、洪水、台風、地震と連続で来た年でした。

れるようで、ＰＣＣオスキー臨床能力試験、臨床実技

今年も地震で始まり１年間、緊張して会務を運営して

試験が本格的に入り実技面の評価も負荷です。入試で

参りたい。本日大変長くなりますが、議事進行よろし

は受験生が神奈川歯科大学を一番選択に至っていない

くお願いします。

ようです。ブランド力や体力をつける事が必要と考え

７．理事長挨拶

ます。大学は、５学期制をとっており、非常に特徴あ

理事長（ 鹿島 勇 ）今年は、新元号元年で本学改革も

る個別短期集中型の教育を展開してきた卒業生がいよ

10年目の節目を迎えます。10年構想の集大成であり、

いよ出てくる時代に入り今年はかなり国試の結果が改

次の 10 年を見据えた新設計図を描き始める年です。

善すると見込んでいます。鶴見大学も本学を模倣し５

蓄積した10年間の実績は、次の設計図へ反映されます。

学期制を導入する様で、本学の教育論が定着評価され

重要な２項目をお話します。１つ目は、今年４月１日

つつあり目に見える形で改善しています。同窓の先生

開校の東京歯科衛生専門学校です。学生募集が数カ月

方には、日々研究、教育、診療等に御支援を賜り、引

間遅れましたが、新入生定員 80 名を超える学生を確

き続き御指導、御鞭撻をお願いします。

保でき、１年目からキャッシュベースで黒字化できそ
うです。１年目から 80 名を確保できたことは、快挙
6

９．報

議長：９）クラス代表者連絡会議、第２回準備会報告を。

告

担当（ 木本常務理事 ）物故会員を御紹介致します。名

担当（ 秋本専務理事 ）事前資料を参照してください。

誉会員、障害者歯科学教授で酒井信明先生。正会員、

議長：10）女性会員参画推進委員会、第２回準備会報

２回生真鍋知治先生。４回生柏原正之先生。３回生小

告を。

田原國俊先生。11 回生徳富亘先生。27 回生綾井正俊

会長：当日資料を参照し説明。各支部での同窓会役員、

先生。７回生小宮山まり子先生。４回生野﨑善弘先生。

代議員の女性会員の状況のアンケートをとる事になり

１回生内村

賢先生。25 回生

ました。次期から女性会員参画推進委員会で委員を選

實先生。ここに謹んで哀

定。課題は、交通費ですので、近隣の先生が牽引役と

登先生。28 回生稲葉

石山貴久先生。２回生豊田

悼の意を表し、心から御冥福をお祈り申し上げます。

なり徐々に全国に広めたい。

黙祷を捧げます。
（ 全員起立

議長：11）神奈川歯科大学同窓会創立 50 周年記念事業

黙祷 ）

議長：１）
会務報告をお願いいたします。

実行委員会準備会報告。

担当
（ 髙橋常務理事 ）
会務報告をさせていただきます。

担当（ 秋本専務理事 ）2020年11月21日（土）開催予定。

事前資料及び当日資料を参照しながら報告。

議長：12）学内報告。

議長：２）神奈川歯科大学同窓会役員・委員・部会・

担当（ 秋本専務理事 ）槻木副学長が報告。入試で子女

福祉共済部幹事の報告を。

枠 10 名が同窓会で正式にお願いし今年は、12 名の良

担当
（ 秋本専務理事 ）
当日資料を参照しながら報告。

い結果となりました。

議長：３）
会計現況報告を。

議長：13）学外報告、大舘会長から日本歯科医師連盟

担当（ 金子常務理事 ）事前資料、当日資料を参照しな

報告の要望。

がら報告。

60 番（ 島田予備代議員 ）７月参議院選挙、職域代表

議長：４）
予算決算特別委員会報告を。

は出さない事に決定。

予算決算特別委員会委員長（ 波磨

議長：75 番石松代議員から事前質問。

章 ）平成 30 年度第

１回予算決算特別委員会を、平成 30 年６月３日（日）

75 番（ 石松代議員 ）学術講演会年４回、歯科技術面

13 時、神奈川歯科大学附属横浜研修センター６階会

のテーマが多く、若い先生方の入会促進の意味で開業

議室で開催、飯塚代議員会議長、予決委員６名、大舘

セミナー・医院経営・保険請求・待合室マーケティン

会長、執行部９名にて平成 29 年度決算を協議・審査・

グ等入れて欲しい。

承認。飯塚議長、大舘会長の挨拶、秋本専務理事、髙

担当（ 山中常務理事 ）平成 20 年に経営セミナーを２回

橋常務理事の会務報告、金子常務理事の決算資料説明、

「明日への医療を、開業を志せる先生方に向けて」と「医

細谷監事の会務運営状況、決算などの執行状況に不備

療経営の環境とその行方

がないことを確認。事前質問は、予決委員の奥村委員

える」を開催。今後、考慮し取入れたい。学術講演会

より、今期の決算から次年度予算の提案について、入

をきめ細やかに、若い先生と話し合える様にしていき

会金も含め会員資格の整備のため、特別委員会の必要

たい。

性について協議。山田委員より、予算決算特別委員会

10．議

の委員選出方法、任期についての申し入れがされた。

今求められる歯科医療を考

事

第１号議案 「平成

29 年度一般会計－１歳入・歳出決

平成 30 年度第２回予算決算特別委員会を、平成 30 年

算について」

12 月９日（日）13 時から横浜研修センターにて開催、

「平成

29 年度一般会計－１歳入・歳出決

木村代議員会副議長、予決委員６名、大舘会長、執行

算について」を、金子常務理事より事前

部６名により、平成 29 年度決算、31 年度の予算につ

資料を参照しながら説明。その後、細谷

いて協議・審査・承認をお願いした。細谷監事が会務

監事から監査報告。質問も無く採決に移

運営状況、
決算の執行状況に不備がない事を確認した。

り、挙手多数で可決承認。

協議として会員資格と会費免除から会則改正特別委員

第２号議案 「平成

29 年度一般会計－２（事業運営安

会立上げの要望あり。

定化資金）歳入・歳出決算」

議長：５）表彰選考委員会報告。私が報告。第 27 回表

「平成

29 年度一般会計－２（事業運営安

彰者は、６回生佐々木先生、８回生鈴木先生。第 28

定化資金）歳入・歳出の決算」について金

回表彰推薦者は、有功章、８回生嶋中先生、17 回生

子常務理事より事前資料を参照しながら

米今先生、１回生の小林正美先生、２回生笹原先生、

説明。挙手多数で可決承認された。

７回生川津先生。

第３号議案 「平成

29 年度事業基金会計－１歳入・歳

この場で、表彰者表彰を行った。

出決算」
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を得てきています。過去の代議員会で了解はとれてい

第４号議案 「平成

29 年度福祉共済部会計－１歳入・

ると執行部は認識しています。これが今日の協議の内

歳出決算」
第５号議案 「平成

29 年度福祉共済部会計－２（同窓

容です。議案に関し会長からのお願いとして、飯塚議

会年金）歳入・歳出決算」

長と前木村副議長の提案内容を議長一任として頂きた
い。

第６号議案 「平成

29 年度奨学金基金会計歳入・歳出

議長：今後検討を加え、よりよい会則、施行規則にな

決算」

るよう努力し、先生方の御協力を賜っていきたいので、

第７号議案 「平成

29 年度職員退職金積立会計歳入・

10 号議案にかかわる件よろしくというか、ざっくば

歳出決算」
第８号議案 「平成

29 年度前受金会計歳入・歳出決算」

らんに変化しながら対応させて頂きたいと思います。

第９号議案 「資産目録に関する件」

予決委員の先生方は、それほどの気概を持って対応し

第３号から第９号議案まで一括上程、逐次審議。監査

て頂きたいと考えてますので、そういった形でよろし

報告。金子常務から資料を参照しながら説明、逐次審

いでしょうか。
（拍手多数）

議、逐次採決され、挙手多数により可決承認。

会長：只今、日本歯科医師会専務の村岡先生がご到着

第 10 号議案 「任期満了に伴う予算決算特別委員の選


されました。本日は、ありがとうございます。会員の

出に関する件」
担当（ 秋本専務理事 ）任期満了に伴う予算決算特別委

皆様には日歯の情報等を持って帰って頂きたい。

員の選出ですが、代議員会が年１回で、約 10 カ月代

日本歯科医師会専務理事（ 村岡宜明 ）：日本歯科医師

議員会が開催されないので、この間予算決算特別委員

会、専務の６回生村岡です。学生時代の談話から入り、

は前任者の継続状態です。特別委員会委員選出方法を

本題の日本歯科医師会の組織構成について、総合政策

決めて頂きたい。

について及び保険制度について等をパワーポイントの

議長：議長、副議長の案です。特別委員会は代議員会

図表や文書を参照しながら詳細に説明して頂いた。

で議長が決め、
会長の委嘱委員会です。常任委員会は、

第 11 号議案 「任期満了に伴う選挙管理委員会の選出


会長が決め会長が委嘱する委員会です。代議員会で決

に関する件」

めるのは、予算決算特別委員会のみ、年１回では、任

議長：会長の諮問ですので、人数等々は例年通りです。

期延長は必要。
会則規則11条に代議員会の委任事項で、

第 12 号議案 「神奈川歯科大学同窓会設立

50 周年記念

審議機関の第１種、第 11 条３項で代議員会の決議に

事業開催について」

よる特定の事項を審議するもの。委員は、第 16 条１

議長：2020 年 11 月 21 日土曜日と発表がありました。

項、代議員会で選出、会長が委嘱するもの。第２項で

担当（ 秋本専務理事 ）会場は一応横浜と思っておりま

は、定数は、第 12 条１項の規定を準用する。３項では、

す。

任期は、代議員会で当該審議の終了をもって解任され

議長：今後準備委員会等が開催され、予算等、代議員

る。よって、代議員会が１回で、決算は１年後になり

各位のお知恵を拝借したい。

ます。予決委員は、審議の終了を見ていないので、延

第 13 号議案 「平成 31 年度事業計画（案）」

長が可能ではないか。

議長：13 号議案「平成 31 年度事業計画（案）」御説明を。

会長：希望を言って良いですか。10 号議案は、とり

担当（ 秋本専務理事 ）例年と違う点は、臨時委員会、

あえず、次期予算決算特別委員会委員を議長一任の了

クラス代表者会議、女性会員参画推進委員会、創立

解をとって頂きたいと思っています。

50 周年記念事業実行委員会と３年に１回の名簿発行

議長：いかがでしょう、御意見を。

です。
議長：採決に移ります。挙手多数で可決確定。

（
「議長一任」の声あり ）
大変重い言葉になってしまいます。

第 14 号議案 「平成

31 年度一般会計－１歳入・歳出予

４番（ 小松代議員 ）特例的に、定款が整備されるまで

算（案）」

議決されたらと思います。

議長：第 14 号議案 「平成 31 年度一般会計－１歳入・

会長：以前、４月１日から７月代議員会までは、代議

歳出予算（案）」御説明を。

員会運営委員会委員・議長・副議長も最初の７月代議

担当（ 金子常務理事 ）事前資料を参照しながら説明。

員会までは継続していました。これが、10 カ月に及

議長：採決します。挙手多数、可決確定。

ぶので違和感があるので後ほど協議になります。古い

第 15 号議案 「平成

31 年度一般会計－２（事業運営安

代議員会では、次の議長が決まるまで、次の委員が決

定化資金）歳入・歳出予算（案）」。説明を。
担当（ 金子常務理事 ）資料を参照しながら説明。

まるまでは継続する事に関して、期間を決めずに了解
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議長：採決します。挙手多数。可決確定。

会長：会務運営で会則が十分機能していない。会員資

第 16 号議案 「平成

31 年度事業基金会計－１歳入・歳

格や会費、議長、副議長、特別委員会委員の任期等を
含め、特別委員会で会則改正も視野に入れ、特別委員

出予算（案）」

会の立ち上げを諮問したい。

第 17 号議案 「平成

31 年度事業基金会計－２（名簿発

議長：特別委員会は、定款上代議員会で代議員から選

行事業）歳入・歳出予算（案）」

出です、御意見ありますか。

第 18 号議案 「平成

31 年度福祉共済部会計－１歳入・

52 番（ 鴨井代議員 ）会長の会則改正に賛成。時代に

歳出予算（案）」

そぐわない、会則改正して頂きたい。

第 19 号議案 「平成

31 年度福祉共済部会計－２（同窓

議長：２）の議長・副議長、予算決算特別委員会委員

会年金）歳入・歳出予算（案）」

の任期も含めてでしょうか。

第 20 号議案 「平成

31 年度奨学金基金会計歳入・歳出

会長：議長・副議長、予算決算特別委員会の任期につ

予算
（案）」

いて、立ち上げて頂く特別委員会で協議して頂きたい。

第 21 号議案 「平成

31 年度職員退職金積立会計歳入・

54 番（ 高山代議員 ）特別委員会を至急立ち上げて会

歳出予算（案）」

則を変えて欲しい。

第 22 号議案 「平成

31 年度前受金会計歳入・歳出予算

会長：議長提案を会則に盛り込むか特別委員会の諮問

（案）
」

内容に含まれると考る考え方もある。

第 23 号議案 「神奈川歯科大学同窓会会員向け福利厚

生制度充実策の提案について（団体保険

４番（ 小松代議員 ）暫定的に定款等を検討する約束で

制度導入について）」

10 号議案を可決したと私は理解。次の代議員会に議

副議長（ 外池利夫 ）第 16 号～第 25 号議案まで一括上

題として頂きたい。

程、逐次審議、逐次採決とします。

会長：協議１を議事に格上げし、特別委員会の立ち上

担当（ 金子常務理事 ）第 16 号～第 22 号議案まで事前

げを了解して頂き議長に委員選出をお願いしたい。

資料を参照しながら説明

20 番（ 元田代議員 ）緊急動議で上程し、賛同者がい

担当（ 浅井副会長 ）23 号議案は、神奈川歯科大学同窓

れば議決機関を経ます。議題に上程して頂きたい。

会に保険の団体をつくって欲しいと東京海上日動火災

21 番（ 篠原代議員 ）元田先生の案に賛同。

保険株式会社、代理店ＧＩＡという会社から申し込み

議長：動議に上げる事を採決。上げてよろしいか。挙

があり、
未入会の方を対象に思っています。手数料は、

手多数、緊急動議で、採決。今までの議論に対し御賛

同窓会に５％入り、代理店は、東京海上日動火災から

同の方挙手を。挙手多数、可決確定、特別委員会の立

責任を持つという確約あり。

ち上げ等々、今後総会で決議、一番最後の議案でいき

会長：同窓会発展の為、歯科医師会に入っている方も、

たい。

協力して欲しい。将来的展望は、特別な手数料をどう

会長：地域割りもできているので、そのまま予算決算

還元していくかが次の課題です。代議員会の了解を得

特別委員会委員が会則改正の特別委員会委員になって

て進めたい。

頂きたい。

その後、第 16 号～第 23 号議案まで随時採決し、挙手

議長：予算決算特別委員会委員の選出並びにその任命

多数にて可決承認された。

で第 26 号議案として、特別委員会を設置する事で議

副議長：第24号議案 「退会者承認に関する件」
、
説明を。

案を上程。異議なしの声多数から可決。会則改定は、

担当
（ 髙橋常務理事 ）
当日資料を一部訂正し、説明。

時間をかけるのが一番よい方法です。協議題にするか

副議長：採決します。挙手多数、可決承認。

議案にするか。

第 25 号議案
「特別会員の承認に関する件」、説明を。

会長：協議１の特別委員会の立ち上げを議事に格上げ

担当（ 秋本専務理事 ）事前資料を参照しながら説明、

して、緊急議事にし成立したのでは。

古出先生、眞鍋先生、河奈先生、青山先生、両角先生

議長：特別委員会を立ち上げ設置する。

の５名を特別会員として承認頂きたい。

会長：この特別委員会は、諮問書のように、会則、規

副議長：採決します。挙手多数、可決承認。

則の見直しが主眼ですが。

11．協

会長：会則改正の特別委員会の立ち上げ、その中に議

議

長、副議長、特別委員の任期について入れるとの理解

１）
特別委員会の立ち上げについて

でよいか。

２）
議長・副議長、予算決算特別委員会委員の任期に

議長：「異議なし」の声多数から可決です。

ついて

３）
神
 奈川歯科大学同窓会創立 50 周年記念事業について

議長：１）
特別委員会の立ち上げについて、御説明を。
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担当
（ 秋本専務理事 ）
2020年11月21日土曜日、横浜で、

１２．閉会の辞

今後予算、組織、記念誌等を具体的に検討していく段

副会長（ 鈴村佑子 ）１号議案から 25 号議案、協議も議

階です。

事に、総会で議事に上げて頂き、誠にありがとうござ

４）
その他

います。各同窓生も各地域で御活躍だと思います。同

議長：福岡の下川代議員より、県歯科医師会会長選挙

窓会挙げて支援ができれば幸いです。本日はお疲れさ

について。

までした。

69 番（ 下川代議員 ）福岡県歯科医師会で会長選挙中
３月９日が選挙、３回生の熊澤先生が一生懸命頑張っ
ています。大学の名誉にかけても落とせないので、御

記：髙橋

協力お願いしたい。

平成 30 年度

朗

（総務担当常務理事／ 12 回）

定 例 総 会 報告（抜粋）
よろしくお願いしたいと思います。

平成 31 年２月 23 日（土）午後６時半から、神奈川歯
科大学本館５階大会議室にて、平成 30 年度定例総会

５．報

が開催された。

告

代議員会議長（ 飯塚

務 ）第 93 回代議員会報告を、開

１．開会の辞

会から閉会まで経過を報告。

司会
（ 秋本専務理事 ）
開会の挨拶。

６．議

副会長（ 小野秀樹 ）大事な総会です。神奈川歯科大学

事

議長：総会の出席者は、全員代議員の先生です、第 1

同窓会定例総会を開会いたします。

号～ 26 号議案まで、まとめて採決します。賛成に全

２．議長・副議長選出

員挙手、全て可決承認。副議長に交代します。

担当（ 髙橋常務理事 ）司会者一任から、外池先生、議

７．その他

長よろしくお願いします。

副議長（ 野澤正仁 ）何も無いようですね。スムーズな

議長
（ 外池利夫 ）
総会議長を務めさせていただきます。

進行、ありがとうございます。

３．議事録署名人選出

８．閉会の辞

議長：議事録署名人の選出。東京の篠原先生、静岡の

副会長（ 桂

長谷川先生、副議長の選出茨城の野澤先生、

ました。また１年後元気な顔でお会いしたいと思いま

４．会長挨拶
会長（ 大舘

一平 ）皆様慎重な審議ありがとうござい

す。
満 ）朝から長時間、代議員会はスムーズ
記：髙橋

な進行誠にありがとうございます。スムーズな進行を

朗（総務担当常務理事／ 12 回）

〔「みざる」、
「きかざる」、
「いわざる」、
「せざる」
……何をしたらいいのでしょう？ 〕
〔 みざる 〕

〔 きかざる 〕

〔「考えるな」
とは言ってナイですよね。
それでは
「瞑想」
をします。
〔 いわざる 〕

〔 せざる 〕
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「宇宙における人間の輝きについて」
という命題で
「考察」
をします。
 「考える」、
それは
「人間」の「人間」
たる
「存在」のなせる
「力」
なのです 〕
：T. I

平成 31年度 一般会計

歳入 ・ 歳出 予算
自 ： 平成 31 年４月 １ 日
至 ： 令和 ２ 年３月 31 日
（単位：円）

『歳入の部』

平成 30 年度予算額

平成 31 年度予算額

１．会 費

42,615,000

42,550,000

２．入会金

1,560,000

1,560,000

３．負担金収入

128,000

180,000

４．学術収入

300,000

300,000

300,000

300,000

６．寄付金

1,000

1,000

７．雑収入

505,000

1,125,000

12,000,000

12,000,000

57,409,000

58,016,000

５．繰入金

同窓会年金会計より

８．繰越金

（安定化資金含む）
歳入合計
『歳出の部』

平成 30 年度予算額

平成 31 年度予算額

38,752,000

39,670,000

（ 3,715,000 ）

（ 3,110,000 ）

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

5,496,000

5,534,000

４．福祉共済部会計拠出金

6,246,000

6,222,000

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

665,000

340,000

57,409,000

58,016,000

１．事業運営費
内、予備費

歳出合計

「 悲しみから生まれた希望は
人を強くします
喜びから生まれた夢は
人をやさしくします 」

〔 115 号 〕

〔 113 号 〕
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歳出 の部 事業運営費 内訳明細

130号

自 ： 平成 31 年４月 １ 日
至 ： 令和 ２ 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. 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
1. 予備費
事業運営費歳出合計

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
3,715,000
38,752,000

平成 31 年度
予算額
10,513,000
6,604,000
823,000
1,415,000
456,000
635,000
580,000
5,822,000
401,000
500,000
1,180,000
2,100,000
1,641,000
9,543,000
4,755,000
1,750,000
1,600,000
960,000
478,000
7,592,000
10,000
3,100,000
20,000
430,000
2,731,000
212,000
1,089,000
2,160,000
200,000
730,000
3,110,000
3,110,000
39,670,000

比較増減
（△は減）
81,000
60,000
6,000
15,000
0
0
0
49,000
0
0
△ 191,000
0
240,000
486,000
360,000
0
100,000
0
26,000
817,000
0
0
0
330,000
137,000
0
350,000
90,000
0
0
△ 605,000
△ 605,000
918,000

増減率％
（△は減）
0.78%
0.92%
0.73%
1.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
0.00%
△ 13.93%
0.00%
17.13%
5.37%
8.19%
0.00%
6.67%
0.00%
5.75%
12.06%
0.00%
0.00%
0.00%
330.00%
5.28%
0.00%
47.36%
4.35%
0.00%
0.00%
△ 16.29%
△ 16.29%
2.37%

構成率
％
26.50%

14.68%

24.06%
11.99%
4.41%
4.03%
2.42%
1.20%
19.14%

5.44%
0.50%
1.84%
7.84%
100.00%

増減率計算式（％）＝ H31 年度÷ H30 年度× 100-100

「桜咲く歯に衣着せぬ師弟かな」
（黛まどか俳句会での特選作）
by：T. I

〔 119 号 〕

〔 124 号 〕

〔 着物のデザインが歯の絵です 〕

〔 咀嚼筋と歯根膜毛細血管像 〕
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平成 29 年度 一般会計 歳入 ・ 歳出 決算 収支 計算書
自 ： 平成 29 年４月 １ 日
至 ： 平成 30 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
44 回生（乙種）
45 回生（乙種）
46 回生（乙種）
47 回生（乙種）
48 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
歳入合計
『歳出の部』
1. 事業運営費
内、予備費
2. 事業運営安定化資金
3. 事業基金会計
4.

福祉共済部会計

5. 奨学金基金会計
6. 職員退職金積立会計
7. 差引収支残高
歳出合計
次年度繰越金（収支差額）

（
（
（

平成 29 年度予算額
3,129 口
43,155,000
2,751 ）
41,265,000 （
134 ）
670,000 （
244 ）
1,220,000 （

平成 29 年度決算額
3,156 口
43,780,000
2,800 ）
42,000,000
132 ）
660,000
224 ）
1,120,000

（
（

2,751 ）
134 ）

2,796 ）
128 ）
2 ）
1 ）
2 ）
3 ）

（
（
（
（
（
（
（
（

32
57
48
51
56
59
2
57
24
24

41,265,000 （
670,000 （
（
（
（
（

）
）
）
）
）
口
）
）
口
）

160,000
285,000
240,000
255,000
280,000
1,770,000
60,000
1,710,000
96,000
96,000
300,000
300,000
300,000
300,000
1,000
1,000
575,000
1,000
1,000
400,000
170,000
3,000
44,736,000

（
（
（
（
（
（
（
（

32
57
48
51
36
41
2
39
23
23

）
）
）
）
）
口
）
）
口
）

10,000,000
34,736,000

甲種（2,775 口）
甲種（2,775 口）
乙種（ 378 口）

37,771,000
（2,800,000）
5,400,000
5,550,000
6,306,000

850,000
340,000

34,716,000

90,933,000
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160,000
285,000
240,000
255,000
180,000
1,230,000
60,000
1,170,000
92,000
92,000
538,000
538,000
300,000
300,000
0
0
475,011
136
187
347,328
127,360
0
53,290,793

18,554,813
34,735,980

90,933,000

平成 29 年度予算額

41,940,000
640,000
30,000
5,000
30,000
15,000

99,705,804

平成 29 年度決算額
31,520,043

甲種（2,823 口）
甲種（2,823 口）
乙種（ 356 口）

5,400,000
5,646,000
6,358,000

850,000
340,000

34,735,980

84,850,023
14,855,781

卒業生のページ

知事選 かく 闘 えり
〔島根県の県章〕

〔安来市の市章〕

島田

二郎（９回・島根県支部）

平成 31 年 3 月 21 日とうとうこ

町村のみが改革を行い財政改革の名のもとに詰め腹を

の日がやってきた。平成最後の統一

切らされただけで国および県は何も変わらず中途半端

地方選挙、島根県知事選挙である。

に終わっている。暴言を恐れずに言えば県は解体すべ

圧倒的に不利、無謀、そして負け戦

きであり、さらに中央から官僚が天下りのように知事

と言われながら何故知事選に挑んだ

になるようでは地方分権など程遠いのである。

自分でも何度も自問自答し

国が対外的に自立国家であるには地方が自らの考え

てみたが結局は避けて通れない道であったという他は

で自治体運営をしていく、つまり自立に向けた自治体

ない。

に改革する必要があり、人口の減少を迎える時代に適

のか？

応する社会構造を早急に作るべきである。これらの思

今思えば 20 年前、市長選挙に当選して以来行きつ

いが無謀な戦いに臨んだ理由である。

く道であったのであろう。市町村合併を挟んで３期行
政（島根県安来市の市長として 11 年）に身を置いた

私の父は竹下

登元総理と戦後すぐに青年団活動を

私にとって日本の将来に、ある危機感を抱いていた。

通して政治の道を歩み竹下派の重鎮と言われ、亡くな

即ち国内外の環境の変化、とりわけ国、地方が抱える

るまで政治活動を行い島根が保守王国と呼ばれるまで

高齢化、少子化に伴う人口減少は社会構造の大転換期

県連を育てた一人である。後を継いだのは学生のころ

を迎えているが、この環境の変化に早く適応できる体

から竹下の書生として研鑽を積んだ弟の三郎であり、

制作りが急務であるのに、国会議員から地方議員に至

現在参議院議員である。私は元来ノンポリでもあり政

るまで、どれほどこのことに危機感を持っている政治

治にさほど興味もなかったので兄が医師の道を選んだ

家がいるのか甚だ疑問に思っていたのである。

こともあり、なんとなく歯科医の道に入り卒業後も斎

現在の社会構造の変化は幕末や先の大戦に匹敵する

藤教授の口腔生化学に身を置き、縁あって埼玉医科大

ほどの転換期であると思っている。生産人口が減少す

学口腔外科に 10 年近く勤務した。全くと言って政治

る中、毎年膨れ上がる膨大な国家予算と硬直する地方

とは無関係の生活をしていたのであるが、地元で開業

財政は全くと言って改善が見られない。これはもう明

して 7 年目同年代の若者に担ぎ出されたのが政治の道

治維新以来続けて来た中央集権体制が機能不全を起こ

に入った理由である。以来、300 人ほどの後援会組織

していると言っても過言ではない。幕末に西欧諸国の

で支えて来て頂いた。歯科医師と政治家の二足の草鞋

植民地支配から逃れるため大政奉還が行われ中央集権

を履きながら活動できたのはこの後援会のおかげであ

国家への構造転換をすることで生き延び、近代国家と

る。
４年前から今回の知事選に備えて活動し、今年１月

して適応してきた体制が制度疲労を起こしているので

９日東京のとあるホテルにおいて他の二人の候補とと

ある。
今やその逆をゆく廃県置藩ともいえる地方分権へ構

もに自民党県連の選考会のテーブルについたが、残念

造改革を行い国際情勢や国内問題に対応すべき時がす

ながら推薦は受けられなかった。推薦を受けたのは国

でに来ている。国の役割、すなわち国がすべき仕事と

会議員が推した地元出身の元総務省官僚であった。推

地方自治体の仕事を仕分けすることにより効果的、効

薦に漏れたもう一人の総務官僚は県会議員数名が推す

率的な財政運営を行い国内外の課題に対応が可能とな

候補であったが、選考会のすぐ後に推薦がなくても出

る。およそ県の仕事は７、８割が国の下請けであり、

馬する意向を示した。この時点で自民党の候補者の一

例えばある事業を行うにあたっても煩雑な手続きと時

本化は不可能となった。保守王国である島根が国会議

間の浪費を生んでいるのが実態である。国と地方自治

員と県会議員に分かれて 44 年ぶりの保守分裂選挙と

体の二層制であればこのような無駄は生まれないと思

なったのである。
一本化できなければ私の動向が注目されるようにな

うのであるが。
平成の大合併はまさに全国の地方自治体が３分の１

り、毎日のようにマスコミに追われる始末となった。

に減らされ、道州制の導入には議論が残るものの、こ

大きな後ろ盾もなく、保守王国の自民党を相手に戦う

れは地方分権の流れに沿った改革であった。しかし市

術はあるのか、離島を含めた東西 200km の広い選挙
14

に埋没してしまった。

区を 17 日間戦い抜くことができるのであろうか？選
挙ポスターを貼るだけでも 3600 か所、小さな組織で

負け惜しみを言うつもりはないが、公開討論会やマ

しかも市長経験者といえども知名度は低い、まさに無

スコミの間では一番に評価されたのが救いである。あ

謀な挑戦である。

る若い新聞記者がこのような政治が続くようでは若い
世代には将来、夢も希望もないと吐露していたことが

３週間余り熟慮を重ね、眠れぬ夜もあったが、この

今も心に突き刺さっている。

ままの選挙戦では自民党県連のコップの中の争いにな
り県民目線の政策論争にならない、地方分権の時代に

結果は惨敗であったが保守分裂選挙に１石を投じた

もう官僚政治では先が見えてこない、そして若い世代

のであれば悔いは残らないであろうし、願わくば若い

がこのような選挙戦では政治に対する信頼感が薄れる

世代に少しでもメッセージを残すことができたならば

のではないかと考え、退路を断ち２月４日に出馬表明

せめてもの喜びである。選挙は戦である、昔ならば負

を行った。

ければ首をはねられたのであろうが、現代は不屈の精

出馬表明してから後援会はもとより、島根県歯科医

神があればいかようにもなる。人間万事塞翁が馬とい

師会、元県職員、元市職員、高校の同級生など多くの

うこともある、負け戦とわかっていても逃げ出すこと

人がボランティアで駆けつけてくれ、手作りのまさに

はしたくなかったのである。

草の根の組織が出来上がり、ポスター貼りはもちろん

最後に大勢の方々に支援していただいたこと、とり

遊説隊などバックアップ体制を整えて頂き選挙戦に臨

わけこの原稿を依頼くださり、「同窓会会報」に今回

むことができた。一口に 17 日間の選挙戦を言い尽く

の選挙に挑むにあたっての私の考えを吐露する機会を

せるものではないが、離島、限界集落、都市部を遊説

提供していただいた同窓会本部の広報担当常務理事の

する中、様々な出会いと出来事があった。後日記録に

先生と、同窓会の皆様には物心共にお世話になったこ

残したいと思っている。

とを心より感謝申し上げます。

予想はしていたが、長い間の公共事業が生活する術

蛇足ながら、この原稿を草稿する際中に当選した新

であった島根において自民党の締め付けは想像以上で

知事が挨拶に来られた。驚きである。自民党から推薦

あった。国、県、市町村の事業はさしたる産業がない

がもらえなかった県会議員が推した若手の官僚であ

地域においてまさに命綱である。利権が絡むのは当然

る。公開討論会の際にあまりに緊張していた彼に私は

であろう。しかし先細る国からの交付税や補助金頼み

“あなたは若いから当選したら島根のために頑張って

の政策では希望は見えてこない、だからこそ地域特有

ください”とエールを送ったのが原因なのか知りえな

の地場産業を立ち上げる努力を行い地域経済を底上げ

いが、島根の将来について語り合えたことは重ねて選

し、地方の自立に向けた取り組みが必要な時期に来て

挙を戦った意義があったと感じた。選挙を戦った者だ

いると思うのであるが、残念ながらコップの中の争い

けにしか解り得ない心境である。

〔 出雲大社 〕

〔 名物のドジョウです 〕

〔ど
 じょうすくい の 安来節は有
名です！ 〕

〔 松江城 〕

〔 ゲゲゲの鬼太郎『千年呪い歌」〕
（実写版の映画が２本あります。
ウエンツが出ている）

〔作
 者・水木しげる氏は島根県境港市の
ご出身です〕
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★

「こだわり」への 想い 、自由診療 を続けて 30 年♥
★

吉田

秀人（14 回・神奈川県）

横浜で開業している 14 回生の吉
田です。私は子供の頃から還暦を過
ぎた今日まで、さまざまなコトにこ
だわって生きてきました。例えば幼
少の頃、黒いモノが大好きで、服
も上から下まで黒づくめだったり
（ギャングか？）
、趣味で使う道具でも本格的なプロ仕
様をわざわざ選んだり（無駄！）
、診療で使うデンタ
ルミラーは表面反射だったり（それでも老眼に・・・
トホホ）
、サウスポーなので歯科ユニットを逆配置に
したり（業者泣かせ！）
、自由診療にこだわり保険医

〔わ
 が医院の案内板。「健康保険は取り扱っておりません」ので、
一見さんはまずお帰りになります 〕

登録してなかったり（正気か？？）、etc.
なぜそのようにこだわり続けてきたのか。その理由
を自分なりに考えてみると、性格がわがままで、なお
かつ変人だから？
そう、何を隠そう私は、自他共に認める「わがまま
な変人」なのです。良く言えば「自由人」かな？（美
化しすぎ！）
。私は小学生の時に、すでに「自分は会
社員には向いていない人間だ」と自覚していましたか
ら、生粋の自由人（わがままな変人！）なのかもしれ
ません。
さまざまなことが法律で規制され、自由に生きにく
い日本において、
「自由人」であり続けることは大変
です。自分の医院を開業する時も「憧れの先輩自由人

〔メ
 ーカー混成の左利き用ユニット。右手でも診療できますが、
やはり利き手でやりたかった！
ここはこだわって良かったと思っています 〕

たち」
を真似して自由診療のみでスタートしたものの、
当然のごとく患者は来ません。もんもんとした日々が
過ぎて行きましたが、おかげで時間がたっぷりあった

だろう」と、その辛い環境を恨むばかりですが、月日

ことから、本がたくさん読めました。

が経って思い返すと、その苦行が一生忘れられない楽
しい思い出となってしまうものです。

自由というものがこんなにストレスになるとは思い
ませんでしたが、元々楽観主義者でもあることから、

人生の中で多くの時間を費やすこととなる仕事が楽

幸い胃に穴が開くこともなく、30 年来保険医登録せ

しいということは、その人の人生をより良いものに修

ずに歯科医療を続けて来られました。

飾してくれます。私の場合は、この「わがままな変人

自由でいることの大変さを思い知らされた 30 年で

歯科医」に付き合ってくれているスタッフや歯科技工

したが、思い返すと、荒波や逆風をしのぎながらも、

士、業者だけでなく、患者さんにも感謝しなくてはな

楽しく充実した歯科人生を歩んで来られたものだと、

らないでしょう（注告：決して私の真似をしないよう

しみじみ感じています。

に。十中八九後悔します）。

例えば余暇を楽しんでいる際でも、天気が良くて快

もう少しの間、この楽しい仕事を続けるつもりです

適な時は、とても楽しい時間を過ごすことができます

が、このまま「わがまま」を通しつつ、いつかソフト

が、後日その時のことを思い出すことはほとんどない

ランディングを試みたいと考えている今日この頃です。

でしょう。ところが、悪天候やトラブルなどで苦行を
歯科医療という仕事はとても楽しいのですが、様々

強いられた時は「何で好き好んでこんなことしてるの
16

なモノに興味を持ってしまうクセがある私が今欲しい

り、気持ちの良いサイトにテントを張ったら地酒で一

モノは「自由になる時間」です。

杯！・・至福のひとときです。バイクも基本的に公道

大学時代にヨット部でセーリングの楽しさを知り、

を走りますので、それなりの制約を受けますが、そう

一時ディンギーで遊んでいましたが、今は少し海から

いう環境の中でも極力自由を謳歌するのが「自由人」

遠ざかっています。クルーザーで大海原を放浪した

なのだと考えています。

い！という夢のために、一級小型船舶の免許はとっく

たぶん死ぬまで「わがままな変人」を通すことにな

に取得したものの、今は仕事や親の介護などで、まと

ると思いますが、今後とも呆れることなくお付き合い

まった時間が取れないからです。仕方なく、船は老後

いただければ幸いです。では、洋上の放浪を夢見てボ

の楽しみに取ってあるのですが、還暦を過ぎた今、将

ンボヤージ！

来時間が出来たとしても、その時身体が動かないので
は？と、少々焦り始めています。
ですので、船で遊ぶ準備をそろそろ始めようと考え
ているところですが、乗り物なら何でも好きな私が
今一番ハマっているのは、バイクです。40 代で大型
免許を取り、若い頃からの憧れだった BMW の大型バ
イクを手に入れてから、キャンプ道具を満載してツー

〔 横浜市の市花：バラ 〕

リングに出かけています。クルマも楽しい乗物です

〔西
 洋バラの多くは開
港間もない横浜から
日本に上陸したとい
われています 〕

が、バイクのもつ開放感と気持ち良さは別物です。テ
ント泊ですので、前もって目的地やルートを決めてお
く必要がないため、自由気ままな旅が楽しめます。気
の向くままに走って景色を楽しみ、疲れたら温泉に入

〔「会報
号表紙」・上

129

強と下

1/5

は合成です 〕

2/5
〔バ
 イクの気持ち良さは、乗ってみないとわからないものです。
気ままな旅の相棒にはバイクがぴったり。天候によっては苦行
となるものの、やめられません！ 〕

〔「 横浜」に開業地と自宅がある吉田先生
のために選びました。夜のヨコハマです。
「トワイライト・ヨコハマ」
「ミッドナイト・ヨコハマ」
「メランコリー・ヨコハマ」です 〕
〔吉
 田先生、原稿ありがとうございます。
開業からずーっと、
自費診療のみでやっ
てこられたのには感服いたします。私も
マネしたいです♥ また、
ご趣味（こだわ
り）
がイッパイあってうらやましいです。私
はインドア
（絵・ビデオ）
だけです 〕
：T. I

〔積
 載量が限られているバイクでも、我慢しない！キャンプを目
指しています。大きいテントにテーブルと肘掛付き椅子は必須
です。ゆっくりと流れる時間に癒されます 〕
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〔旭岳〕
〔2291m：
北海道で一番高い山〕

歯科医師 としての 親と子 の つ な が り
田中

〔札幌の時計台〕

博典（５回・北海道支部）

第二次世界大戦が終わって五年目

いた。母の手

のある猛吹雪の夜、私は戦争の呼び

にはそれがし

名となった太平洋に面した北海道の

み込んで、そ

幌別村（現・登別市）で裸電球の

の手で米を磨

下、強風の音に張り合うような大き

ぐものだか

な産声をあげた。その日、母は夕方

ら、我が家の

までいつも通りに診療を行い、夜に私を生んで、翌日

御飯はいつも

には何事もなかった様に診療室に立ったとの言い伝え

その臭いと味

があった。身内の者や母本人に信疑を訊ねたが、ハッ

がした。

キリした否定がなかったのは、父のホラ話ではなかっ

〔 息子夫婦と孫と私と母と次男です（左から）〕

たようだ。

室は私の遊び場でもあった。当時の診療台は足踏みレ

また、診療

私の母は神奈川歯科大学の前身である「日本女子歯

バーで上下させるもので、その上に登って動かしては

科医学専門学校」の出身で、当時は無歯科医村だった

エレベーターの気分を味わい、印象材や石膏やセメン

幌別村で男勝りに一番初めに歯科医院を開業した人物

トを勝手に引っ張り出して練ったり、エンジンを使っ

であり、保険証を使ったことがないのが自慢で、身体

て模型飛行機の本体に差し込む竹ヒゴの穴を細工した

は超小柄だが気持は頑強で、八十歳まで病気ひとつせ

り、アマルガム充填の水銀を机の上に出して指で転が

ずにミラーを握っていた。

し、丸まってキラキラ光る不思議さに見とれていた。

私の生家は木造中古住宅を診療に使えるようにリ

母はおてんば娘で飛んだり跳ねたりするのが好き

フォームした間取りで、窓からは眼前に牛や羊がのど

だったので、体育教師を目指そうとしたが、父親の猛

かに草を食べている姿が見え、夜は天井裏でネズミの

反対に会い断念して、兄が医師であったこともあり歯

運動会があり、部屋のむき出しの板壁には、戦時中に

科医師に方向を変えたと聞かされていた。姉を見習っ

米軍グラマン戦闘機の機銃掃射による弾痕が節穴と共

て弟も歯科医師となり、彼の息子は第８回卒業の同窓

に並んで開いたままの代物であった。診療室と住居の

で、青森市歯科医師会会長を親子で務めた。

部分は、出入りのガラス戸と画鋲が突き抜ける薄いベ

私と言えば、子供の頃から両親や周りの者から「大

ニヤ板一枚で仕切られているだけで、診療中は歯を削

人になったら歯医者になるの？」と言われ続けたが、

る音や患者の呻き声が大音響で絶え間なく聞こえる日

元々自然科学に興味があり、歯科もその一部と考えて

暮らしであった。

いた親子の思惑どおりに事が運び、今の自分がある。

この診療室で母の背におんぶされ治療を眺めていた

そのような経緯があったので、息子の進路には無言の

記憶がある。母は兼業主婦でもあったので、診療の合

プレッシャーもかけず一切口を挟まなかった。彼は私

間をぬって奥へ引っ込み家事を行っていた。当時はク

と同じで我が道を行くタイプなので、自分自身の判断

レゾール石鹸液を洗面器にうすめて手指消毒に使って

で神奈川歯科大学に進路を決め、第 36 回卒業後大学
院まで進み親子で先輩、後輩のつながりとなった。め
でたし！めでたし！
終わりに
齢をとると最近のことはすぐ忘れるが、昔のことは
よく覚えていると言われます。この度の原稿を書きな
がら、普段思い出すことのない遠い昔の事がいろいろ
想い出され、つくづく年を取ったことを実感しました。
私の人生を振り返る貴重な機会を与えてくださった神
奈川歯科大学同窓会に深く感謝いたします。

〔 旧：田中歯科医院と私…昔々の
懐かしい写真です。
想い出は美しく……♥ 〕

〔母と私 〕
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〔 原稿ありがとうございました。文字数を大幅に減らして
いただき、誠に申し訳ありません 〕
：T. I

卒業生のページ
★

〔瞳はレンズ〕

★

もう一つ の 視 点 、レンズ を 通し て
大学支部長

田口

長（24 回・大学支部）

止められた時間の流れは、その写真の中のものを永

24 回生として、昭和 62 年に入学、

遠に留める。

平成５年３月に卒業し、歯科医師と

色は時間とともに褪せますが、その時の動きは変わ

して 25 年余り、元号は令和になり

らずに残ります。

ました。現在、横浜クリニック・横

いつ見ても、その時の光景が思い出されたり、周囲

浜研修センターで放射線科につとめ

の状況を想像する道具となります。

ています。

今も毎日、カメラケースでなく簡易カバーをしてカ

大学では、
『写真部』に所属してクラブ活動のほか、

メラを常に持ち歩いています。

好きなクルマや風景、卒業アルバムの写真を撮影して

40 数年前になります。中学３年生の修学旅行のた

いました。
子供の頃から照れ屋で、人前ですぐ赤くなる顔と開

め父からカメラを譲ってもらい（買い取らされた）、

かなくなる口。よく言うパソコンのフリーズのように

高校から一眼レフのカメラへ。フィルムからデジタル

かたまってしまう。 中学も高校も、そして大学でも

カメラへと変化してもレンズを通してものをみて全体

そうでした。仲の良い友達との会話や後輩などには、

を反対側の目で見て耳と口と知識とを駆使して思考し

話ができても大勢の人や初対面の人の前ではかたまっ

みんなにとって良い結果となるように努力するように

てしまう。そんな時は、カメラを手に持っていれば、

なりました。
カメラ・レンズとともに、これからも日々を過ごし

落ち着いて目の前の人をみて話ができました。カメラ

ていこうと思います。

のレンズを通せば、臆することなく相対する方々と話
ができていたのです。
卒業後、
歯科医師になって当然診療が待っています。
初診の患者さんの相談と診察がほとんどであった新人
時代は、白衣を対人ツールとして暗示をかけて臨んで
いました。そんな時、視点が狭いことを指摘されまし
た。上司からは「木を見て森を見ず」と言われ「ちゃ
んと森を見ろ」と。それが克服できるようにと、何か
良い方法はないかと考えていました。学生時代からカ
メラのレンズを通したときは、そのままで観察したと
きよりも隅々まで視点を移動して確認していたことを
思い出しました。カメラのレンズ越しに観察するよう

〔「眼はレンズ→心の風景→写真」
（眼の深淵にアナタの心が見える。
写真はアナタの心を焼き付ける。
彼女の瞳の奥にアナタはいます 〕

に患者さんの全体から口の中をみるようにしたら良い
のではないかと考え、白衣を武器に、知識を補完し、
コミュニケーションスキルを向上させるように努力し
ました。その後、医療面接に触れてからは、さらにコ
ミュニケーションをとれるように観察と何でも聞こえ
細かなことでも記憶して患者さんの問題点と身体から
心や考え方を加味して診断に結び付けるという自分の
診療スタイルになっていきました。現在の診療科の放
射線科でレントゲンを撮影する毎日ですが、レントゲ
ン写真が患者さんと担当医にとって有用な診断の一助
となるように心がけています。

〔 瞳は心のレンズ 〕

カメラを使うと写真が撮れる。写真はその時間と空
間、世界の動きを止める。
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〔田
 口先生、原稿ありがとうございました♥
今度、
「グラビアアイドル撮影会」に行きま
しょう。先生がどのようなアングルで撮るの
か楽しみです。当然、表情筋と口輪筋です
よね。僕は「手」
を撮ります。足より
「手」に
僕はエ○○を感じます。では今度、豊島園
のプールで撮影会がありますのでお逢いし
ましょう♥ 〕
：T. I（イラスト）

〔 平成31年１月 から 令和元年６月 までの 会務報告
月

日
9

9
13

曜
行事
水 第 9 回学術委員会
神奈川歯科大学同窓会学術講演会 -Back to the basic日
「根管治療を成功に導く基本の『キ』から最新情報まで」
第 4 回常務連絡会
土 平成 30 年度第 1 回奨学者審議部会
女性会員参画推進委員会第 2 回準備会
日 東京医科歯科大学歯科同窓会新年名刺交換会
土 東京都支部新年懇談会
大分県支部学術講演会
土
神奈川県支部新年会
土 九州地区連合会支部長・代議員会議
水 第 10 回学術委員会

17

日 第 60 回関東地区連合会

13
1月

19
20
26
2

2月

3月

4月

23

土

24

日

2
9
10

土
土
日

15

金

16

土

17
21
24

日
木
日

30

土 熊本県支部学術講演会

3
6

水 神奈川歯科大学入学式
土 山形県支部総会
平成 31 年度第 1 回学術委員会
神奈川歯科大学同窓会学術講演会 -Back to the basic日
個々の患者のニーズに応える審美修復治療
−ダイレクトボンディングの勘所とジルコニアセラミックス修復−
土 新潟県支部総会・学術講演会
日 東京都女性歯科医師の会 10 周年記念大会
土 平成 31 年度第 1 回常務連絡会
日 東京歯科衛生専門学校事業継承記念祝賀会
平成 31 年度第 1 回監事会
平成 31 年度第 1 回理事会
土
愛媛県支部総会・学術講演会
熊本県支部学術講演会
水 第 2 回学術委員会
土 九州地区連合会支部長・代議員会議
日 千葉県支部総会・学術講演会
平成 31 年度第 1 回予算決算特別委員会
日
私立歯科医大学同窓・校友会連絡協議会臨時 12 校会長会
土 東京都支部学術講演会
土 第 2 回常務連絡会
平成 31 年度第 1 回広報委員会
土 第 1 回 50 周年記念誌部会
神奈川県支部県人会
埼玉県支部総会・学術講演会
日
小田博雄診療科教授 退職記念祝賀会

7
13
14
20
12

5月

18
22
25
26
2

6月

第 5 回理事会
平成 30 年度第 1 回支部長会
平成 30 年度第 1 回福祉共済部運営委員会
第 93 回代議員会／平成 30 年度定例総会
退職教授謝恩パーティー・教授就任祝賀パーティー
神奈川歯科大学同窓会学術講演会 -Back to the basic「補綴治療計画のキーポイント」
福井県支部総会・学術講演会並びに附属病院見学
岩手県支部総会
愛知県支部総会・学術講演会
神奈川歯科大学卒業式
第 50 回生謝恩会
第 5 回常務連絡会
青森県支部総会・学術講演会
高木 忠雄氏 旭日双光章祝賀会
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

8
15
22
30

20

〕

出席者・講師
講師：澤田

則宏先生

浅井・植村
大舘
講師：松成
大舘
赤城・岩本

篤先生（29 回）

大舘・浅井・鈴村・桂・秋本
髙橋・金子・植村・平田

講師：南

昌宏先生

大舘・講師：木本 克彦教授（19 回）
大舘
小野・講師：木本 克彦教授（19 回）
大舘
大舘・秋本・平田
講師：山田
大舘
大舘・浅井

良広教授（18 回）

講師：神山 敬先生（34 回）
坂元 彦太郎先生（35 回）
大舘
佐藤
講師：大谷

一紀先生

講師：飯田
桂

明彦先生

大舘
講師：高橋
講師：木村

俊介教授（19 回）
洋先生

赤城・岩本
大舘・講師：二瓶
大舘・浅井
講師：秋本

智太郎教授（22 回）

進先生（8 回）

大舘・相原
大舘・相原
大舘
桂・講師：簗瀬
大舘

武史先生（15 回）

平成 30 年度

奨 学 者 審議 部会 報 告

日

時：平成 30 年１月 19 日（土） 午後６時より

場

所：神 奈川歯科大学附属横浜研修センター ６階

５．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

教室
議

長：部長

研究課題：歯周炎の重症度におけるｈ BD-2 およ
大舘

満

び IL-1 βの発現について
６．角田 晃（22 回） 神奈川歯科大学短期大学部 歯

１．部長挨拶

部長

大舘

満

科衛生学科 准教授・学科長
研究課題：歯内 - 歯周病変に対して良好な成績を

２．報告

得るための検討

１）
平成 29 年度奨学者審議部会 報告

７．富山 潔（21 回） 神奈川歯科大学大学院 歯学研

２）
その他

究科 口腔統合医療学講座 准教授
研究課題：形成初期ポリマイクロバイアルバイオ

３．議事

フィルムへの S-PRG 溶出液の抗菌効

奨学金申込：

2件

果

本審議部会は欠席者から委任状をいただいてお

８．河合 邦彰（41 回）神奈川歯科大学大学院 高度

り、部会は成立することが確認された。

先進医学講座・インプラント歯周病部門・助手

大学支部（10 名）において、過去の重複が限度（３

研究課題：ドリリングプロトコルの差異が埋入ト

回まで）を超えないこと、および同窓会費の納入

ルクならびにインプラント安定指数

がなされていることが重要な要件であることを確

に及ぼす影響 - 密度の異なる海綿骨セ

認した。審査時点において会費納入が 1 件確認で

ル型ブロックにおける比較 -

きていないことから早急に後日再確認することで

９．日髙 恒輝（42 回）口腔科学講座・特任講師 口

了承された。
（追記：後日納入を確認）

腔統合医療学講座・臨床専攻生

武藤先生の申請については問題ないことで了承さ

研究課題：力学的刺激が歯根膜由来細胞に与える

れた。

影響
10．長島 信太朗（45 回）

歯学研究奨学金

( 甲種 )：２件

（乙種）：なし

神奈川歯科大学大学

院 歯学研究科口腔統合医療学講座・大学院生

（１）
大学支部

研究課題：咀嚼が認知機能に及ぼす影響

１．國松 雄一
（44 回）神奈川歯科大学大学院 歯学
（２）武藤 徳子（34 回）神奈川歯科大学大学院 歯学研

研究科 口腔統合医療学講座 保存修復学 助教
研究課題：エナメル質着色表層下脱灰病巣の再石

究科 口腔統合医療学講座 准教授

灰化過程におけるオフィスブリーチ

研究課題：感 染 歯 髄 へ の MTA 直 接 覆 髄 後 の デ

ングの効果

ンティンブリッジ形成機構の解明と
OPN の役割

２．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
４．協議

研究課題：障害者歯科における認知症患者の歯科

部会の委員について：30 年度からの部会の委員に

治療および行動調整の実態調査

ついて提案があった。今回は会長選後、第 1 回の審議

３．武村 幸彦
（35 回）神奈川歯科大学大学院 歯学

部会であったこと、前回の委員会において会長の選挙

研究科 口腔統合医療学講座 助教
研究課題：コンポジットレジンの窩壁適合性と重

結果についての委員について協議できていなかったこ

合収縮、コンポジットレジンの材料特

ともあり、旧委員にお願いした。湯山委員に代わって

性

田口先生（大学支部長）はどうかとの提案が出たため、
検討することとなった。

４．川西 範繁
（45 回）神奈川歯科大学大学院 口腔
統合医療学講座 大学院生
研究課題：補綴・咬合治療による唾液性状への影
響
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女性会員参画 推 進 委員会 第２回準備会 報告
日
会
１．会長挨拶

会長

時：平成 31 年１月 19 日（土）午後６時 30 分から
場：神奈川歯科大学附属横浜研修センター ６階教室

大舘

満

◦会員を増やすことに重きを置くのではなく、活

女性参画の推進に取り組んでいるが、まだまだ女性

躍できることを目的に。家庭に入った後復帰す

の参画が少ない現状に変わりはない。

る時は浦島太郎状態。100 人いたら 100 人が納

この準備会でご意見をいただき、今後につなげたい。

得できる活動というのは難しい。執行部が女性
会員を増やす働きかけをしていかないと支部役
員に女性が入る事は難しい。

２．協議
１） 今後の事業内容について

◦今回の会の立ち上げについて多くの先生に声掛

①事業規模

けをしたがなかなか引き受けてもらえない。余

・平成 31 年度予算 200,000 円計上

裕がない（時間がない）と断られた。突破口とし

この予算は会議の諸経費として計上した。講

て準備会を開催した。

演会の費用等は学術費で計上していく予定。

代議員については支部長会などで意識改革につ

②事業内容について

いて話をしていきたい。
◦今回の準備会の中に学術関係が 4 名いる。学術

⑴女性会員参画の必要性と認識、受入れの意

協力委員も 3 割が女性、活躍できるポジション
があると参加しやすくなるのではないか。

識改革について
支部のリーダーとなる支部長等を対象と

◦本 部同窓会の学術講演会は過去年間 10 回開催

した講演

していた時期もあったが、現在は本部開催が 4
回と地域との共催を行っている。学術講演会は

⑵講演会の開催・DVD の作成（第 1 回準備会

若手の先生や女性の先生も参加しやすい。同窓

でのご意見より）
女性教員、研究者を講師にお招きしての

会活動には学術・厚生事業が必要。今後、若手、

講演会

女性の先生に参加して良かったと思っていただ

出産、子育て後の復帰のための基本治療

ける活動を増やしたい。

を学べる講演会
⑶女性会員の会

◦ここに参加している女性の先生は「女性だから
会の内容と必要性

云々」とは思っていない。しかし、地方に講演

本部同窓会と支部との環境の違いから、

などに行くと「この姉ちゃん・・」呼ばわりされ

各県代表の先生に出席していただき、意

ることもある。男性の先生が隔たりを作ってい

見を伺うのが理想だが、旅費など経費の

ると感じることが多い。

面から検討が必要

◦女性の会発足について、会を作ったことを示す

⑷セクハラ、パワハラなどの防止を啓発する

ことが重要。アピールするために、会議のみで

⑸学術講習会等で講習会場横に託児所を設け

なく学術講演会などの活動は必要。
◦今の代議員会の雰囲気では難しい。

るかベビーシッターを配置する

◦支部長会で重要性を話していくのが良いのでは

※

ないか。

事業内容について（フリートーク）
◦支部のリーダーとして女性会員が代議員、ある

◦本部からの提案を支部長会などで話し合い路線

いは役員として活躍できるように。

で行くか、決定事項として示すか。

◦今 働いている女性の先生は未婚や子供がいな

◦家に入ってしまっている先生がどのくらい出て

い、また子育て終了した先生が多い。子育て中

きたいと考えているかアンケートが必要ではな

などで働きたくても出られない、家族の協力が

いか。地元での参加は良いが、本部まではとい

得られない先生は同窓会にも入らない先生が多

う人も多い。

い。
女性会員を増やすためには環境づくりが必要。

◦アンケートは、委員会からのアンケートの方が
22

会のイメージも伝わるし、参画してもらいやす
い。
◦この会は男女共同参画 or 女性会員参画 どちら
になるのか。はっきりしたほうが良い。
学術については男女の差はない。大きなところ
を決めないと漠然としてしまう。
◦代議員会、役員会では
「女性会員参画」ではない
かという意見が多い。委員の先生から名称につ
いての意見があれば。
◦今の準備会の段階ではこの名称で良いのではな
いか。
◦特に名称にこだわる必要はない。
◦会の名称については第 1 回目の委員会にて協議
したい。
２） 女性会員参画推進委員会 委員就任について
◦現在の準備会の先生方に委員に就任いただきた

〔「青春」と「サクランボ」は世間では同義語にみられて
いますがどうして？

い。

「黄色」と「赤色」の違いってわかんない♡

◦若い世代の先生を中心に進めてほしい。
◦メンバーはいつも同じ。他の女性にもぜひ声を
かけてほしい。人数を増やす必要がある。
◦意見を持っているが言わない、言えないという
のが今の日本の環境。ここにきている先生方に
突破口を開いてもらい核となり仲間を増やして
もらいたい。
◦委員会で広く伝えてもらい委員を増やしてもら
いたい。
◦委員は男性、女性と分ける必要がないのではな
いか。
◦女性同士の方が話しやすいのでは。
◦女性同士など男と女を分けること、それが男女
差別、委員会の中に男性がいても良いのではな
いか。現に活動している他校の女性の会にも男
性の委員が参加している。

お会いできる日を
楽しみに
しています♥
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〕

神 歯
同

同窓の皆さん、こんにちは

窓

会

！

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。
に載った１枚の写真。
同窓便り 』

そんなとき、
『

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 ! !

〔「愛と夢と希望と平和の、きの子の森」の
同窓会支部（どこにあるのでしょう？）〕
（歯ブラシを持った Teeth 君がお出迎えいたします）
（入口の階段を拡大鏡で見てくださいね）
〔 左中央の馬は翼のあるユニコーンです 〕：絵・文：岩淵 通

山梨 県支部
☆

☆

近況報告
逸村

一紀（30 回）

山梨県歯科医師会には、現在 41 名の神奈川歯科大

新の設備と、工夫を凝らした設計、診療のコンセプト

学同窓生が在籍しております。神奈川歯科大学同窓会

など、まさに次世代の歯科大学病院を実感することが

山梨県支部は、昭和 55 年に 11 名で発足しました。来

できました。
年末年始は忘年会、新年会を行い、２月には第 60

年で 40 周年を迎えます。
平成 30 年度の山梨県支部の活動ですが、６月に保

回関東地区連合会を当番支部として品川プリンスホテ

険講習会、８月に納涼会を行いました。10 月には神

ルにて開催しました。３月は総会を開き年度を締めく

奈川歯科大学大学院の李

くりました。

昌一教授をお招きし、「超

また昨年度は 4 回生の岡秀之進先生が文部科学大臣

高齢社会の地域多職種連携医療における歯科医療の意
義 －健康長寿延伸医療における口腔機能の重要性－」

表彰を受賞されるという大変うれしい出来事もありま

についてご講演を頂きました。

した。岡秀之進先生は同窓会山梨県支部の初代支部長
でもあります。

12 月は支部旅行にて新しい神奈川歯科大学付属病

山梨では同窓会とは別に「神歯会」という集まりを

院の見学に行きました。当日は歯周病診療科教授の田
村利之先生が、
お忙しい中案内をしてくださいました。

月 1 回行っております。山梨県には「無尽」という独

小川町駐車場がなくなった驚きとともに、新病院の最

特の習慣があります。無尽とは定期的に、特定のメン
24

バーで集まって食事や飲み会をすることです。鎌倉時

この秘訣に無尽文化があるとも言われています。楽し

代に始まった庶民同士の融資制度が起源と言われてお

く飲食して交流をもち結びつきを保てていることが長

ります。神歯会とは山梨の神奈川歯科大学同窓生の無

い健康寿命につながっていると考えられています。
山梨県支部は和気あいあいとした中で親睦や研修に

尽であり、皆で集まり楽しんでおります。平成 27 年

励むという素晴らしい伝統が受け継がれています。

には、
山梨県が男女とも健康寿命日本一となりました。

学 術 講 演 会 開 催 ‼
風林 〔 武田信玄公像 〕 火山

〔 名産のブドウです 〕
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☆

岡山 県支部 学術 講 演 会 開催される
☆

遠藤

彰治（14 回）

岡山県支部では、平成 30 年 11 月 18 日（日）に岡山
駅東口第一セントラルビル会議室に於いて、全身管理
医歯学講座顎咬合機能回復補綴医学分野教授玉置勝司
先生をお招きして「私が目指すこれからの歯科臨床」
の題目で午前、
午後約4時間の講演会を開催致しました。
講演は 3 テーマあり、
「患者のための歯科心身医学」
では、RS 咬合理論に基づく咬合再構成、咬合治療の
難症例患者の特徴および玉置先生が日常臨床で経験し
た患者対応、特に咬合違和感症候群についてお話しい
ただきました。次に「オーラルフレイル対応の歯科臨
床」では、超高齢化社会での健康寿命の延伸のための

〔 玉置教授講演会風景 〕

神奈川歯科大学付属病院医科歯科連携センターでの取

なツールに成り得ると感じました。今回日曜日の開催

り組み、オーラルフレイルについての基礎知識、咬合

にも関わらず多くの岡山県支部会員の先生方、また他

機能回復からのフレイル予防の健康増進支援システム

県の先生、技工士さんにも参加していただいたこと、

を解説され、最後に「３D プリンター義歯への挑戦」

講師の玉置教授に大変有意義な講演をしていただきま

についてでは、３D プリンターによる近い将来の歯科

したことを感謝申し上げ、講演会のご報告とさせてい

での革新的な可能性を語られました。内容をお聞きし、

ただきます。

これは歯科界において患者の健康増進につながる重要

〔 日本三大名探偵の一人、金田一耕助が
登場する大ヒット映画「八つ墓村」
です。
作者は、岡山にずーっと疎開していまし
た。いわゆる
「岡山時代」の作品です 〕

〔 岡山駅前の桃太郎像 〕

〔 名産の白桃です♥ 〕
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（珍
 しくも、
「 男はつらいよ」の寅次郎・
渥美 清がマジメに金田一を演じて
います ）

神奈川 県支部
☆

☆

新年会 報告

金子

宣由（19 回）

人神奈川歯科大学鹿島理事長、櫻井学長、本部同窓会

平成 30 年度新年会が、２月２日（土）午後６時か

大舘会長、県歯連盟鶴岡会長からも挨拶があった。

ら横浜ベイシェラトンにて開催された。
金子守男専務理事の司会で、杉山義祥副支部長の開

乾杯は小田嶋千里参与が行い懇親会となった。途中

会の辞に続き、外池利夫支部長からは、全会員を対象

くじ引きの発表があり、豪華賞品やそれなりの賞品を

にした新年会は今回で３回目となった。今回は 170 余

ゲットした会員等、一喜一憂の一時を過ごした。

名の参加があり懇親を深めるよい機会となった。今年

最後に河野副支部長の閉会の辞で終了した。

は選挙の年で、横歯・県歯の会長選挙があり、協力願

前回は会場の都合上、７時 30 分の開始で遠方の先

うこともある。統一地方選、その後参議院選挙とつな

生から終了が遅いという意見があった。今回は横浜駅

がるが、島村先生の選挙のこともあるので、地方選挙

のベイシェラトンホテルに会場変更し、足の便は良く

から協力を願いたい。自分も２期目が終わるが、今後

なったが、６時から開宴の会場しか押さえられなかっ

は若い力を取り入れた活動を目指したいとの挨拶が

た。今回は開宴が早いとの意見もあり、意見の集約は

あった。

困難である。次年度も多くの会員の出席を願いたい。

次いで、本会会員でもある県歯土屋副会長、学校法

170 余名プラスの新年会は盛況でした !
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☆

大分 県支部

学 術 講演会

☆

藤原

平成 31 年２月２日（土）16 時から、神奈川歯科大
学卒業生（29 回生）松成

真一（21 回）

６．下顎側方偏位の治療（外科的・非外科的アプ

篤先生を講師に迎え、大

ローチ）

分市中心部のホルトホール 303 会議室にて、学術講演

７．包括診療ケース（矯正臨床ジャーナル掲載の

会が開催されました。

2 症例）

松成先生は現在、大分県の宇佐市で開業されており、
宇佐矯正歯科クリニックの院長であり、神奈川歯科大

以上の内容で２時間半、講演して頂きました。又、

学高度先進口腔医学講座矯正歯科学分野の非常勤講師

上の症例番号７の１つは、平成 28 年８月１日発行の

をしています。

矯正臨床ジャーナル第 32 号に掲載されております。
“外科的矯正治療とカムフラージュ治療”「骨性癒着

演題：
「私の矯正歯科臨床」
講演内容：
「私の矯正歯科臨床

歯を歯の移動に利用した重度の骨格性反対咬合の外科
20 年を振り返って」

的矯正適用症例」と題した内容は簡単に纏める事は困

〇症例

難である為、興味のある方は矯正臨床ジャーナルにて
ご確認下さい。

１．医 局 時 代 の ケ ー ス： 下 顎 位 と Indirect
Bonding System（IDBS）
２．顎機能障害の患者における下顎位を考慮した
矯正
３．Digital orthodontics：digital 技 術 を 応 用 し
た外科矯正（ヨーロッパ矯正歯科学会の発表
ケース）
４．Digital orthodontics 2：診断における Digital
setup の応用と IDBS（リンガルブラケットへ
の応用）
５．開咬の治療：歯科矯正用アンカースクリュー
による OVD のコントロール

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/
ぼく、
スノーマン

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

夏でもスノーマン？
夏はスイカマンです♥
・・・
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☆

茨城 県支部

学術講演会 開催報告

☆

平成 30 年 12 月 15 日（土）
「ホテル

伊藤

雅彦（14 回）

の評価・支援が重要であるとの事でした。

テラス・ザ・ガー

デン水戸」において、神奈川歯科大学全身管理医歯学

Part ２ では、義歯製作におけるデジタル化の１つ

講座 顎咬合機能回復補綴医学分野教授 玉置勝司先生

として注目される３D プリンターについて、有床義歯

をお招きして、学術講演会が開催されました。茨城県

製作への期待と挑戦について現在行っている研究を御

歯科医師会会長であり、また日本歯科大学茨城校友会

披露していただきました。将来的に世界中どこに居て

会長である森永和男先生はじめ、５名の日本歯科大学

も、宅配便で自分の義歯が届くようになり、ワンデー

ご出身の先生も含めて約 25 名の先生方に参加いただ

コンタクトのように、ワンデーデンチャーという義歯

きました。

としての概念がまったく違うものになる可能性がある

１．
「オーラルフレイルの基礎と実践」２．
「3D プ

ことを述べられていました。３D プリンターによる義

リンターによる有床義歯製作への期待と挑戦」との演

歯製作については、特許の問題があり、詳しくは書け

題で約２時間の講演となりました。

ませんが、一日も早い開発が期待されます。

Part １ では、現在日本の超高齢社会における健康

講演会後の懇親会でも、玉置先生にはたくさんの質

寿命の延伸を目標に歯科医療の現場が変わらなければ

問に答えていただき、感謝申し上げます。同窓ならで

いけない。そのために必要なオーラルフレイルの基礎

はの和やかな雰囲気の中、盛会のうちに終宴となりま

知識についてお話しいただきました。

した。

オーラルフレイル（口腔機能低下）の新定義として
「老化に伴う様々な口腔環境、歯数および口腔機能の
変化、さらに心身の予備能力低下も重なり、口腔の健
康障害に対する脆弱性が増加し、最終的に食べる機能
障害へ陥る一連の現象および過程をいう。
」とされ、
オーラルフレイルの検査・評価と改善プログラムを開
発・普及啓発をされております。
歯科医院での検査・評価は、歯と口の検査、滑舌検
査、舌圧測定、咀嚼機能測定であり、開口訓練、舌圧
訓練、音節連鎖訓練、咀嚼訓練等のオーラルフレイル
改善プログラムを自宅で実施し、定期的な歯科医院で

《 クラス会 助成 について ・ 平成 31 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31年度は 1回生 、11回生 、21回生 、31回生 、41回生 、45回生 、46回生 、
47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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近北 地区連合会
☆

★

☆

代表者 会議

岡本

寛彦（16 回）

平成 30 年 11 月 25 日（日）、京都市の新都ホテルに

険制度の導入について）について同窓会会員の減少に

て本年２回目の近畿北陸地区連合会代表者会議が開催

よる会費の減少を補うためや災害時の見舞金にあてる

されました。毎年、５月に開催されてきましたが本部

費用にすることなどの話があったことや本日の協議題

同窓会の代議員会総会が２月に年１回になったことに

にある会員資格の件についての話があったとの報告が

伴い、本部代議員会総会開催前に近畿北陸地区代表者

あり、続いて各支部報告があり協議題として京都府支

会議を開催することが決まったため 11 月に変更され

部支部長の鴨井康子先生より会員資格について同窓生

本年は２回目となりました。今回は和歌山県支部が当

で他の大学の教授になった方を特別会員か名誉会員に

番県で、まず和歌山県支部支部長の木村幸弘先生の挨

してほしいという案があり質疑のうえ、大舘会長より

拶から始まり、本部同窓会会長の大舘

満先生の挨拶

２月の代議員会で協議していきたいということになり

があり来年２月の代議員会の議案についての説明があ

ました。その後、大阪府支部山田昭彦先生より２月の

り同窓会の改革について、無駄を排除しできるだけ規

代議員会の資料案に対する質問、疑問あればというこ

模を小さくして若い世代に引き継ぎたいことや若い会

とで大舘会長より福利厚生の団体保険制度、同窓会創

員の増強を図るため会則を変更せず会長諮問のクラス

立 50 周年記念事業、任期満了に伴う予算決算特別委

代表者会議や女性参画推進の準備会を作りどう扱うか

員の選出について説明を受け質疑応答があり、来年の

を決めたいなど説明を受け、それに対して色々な質疑

近畿北陸地区代表者会議の日程を 11 月 17 日 ( 日 ) と決

応答がありました。続いて物故会員として兵庫県支部

め次回当番県の富山県支部支部長高島周二先生の閉会

の４回生柏原正之先生に黙祷を捧げ本部同窓会副会長

の挨拶で終了しました。

の直江祥明先生より本部報告として団体保障（団体保

松本清張の「ゼロの焦点」

〔第

〔 京都を舞台にしています 〕

作〕

「男はつらいよ・あじさいの恋」
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〔皆
 さんで、
ココに近北地区の
ドコカに登場する有名な映
画のポスターをあてはめて
みてくださいね♥ 〕
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〔 石川県が舞台です 〕

広島 県支部

通常 総会 ・ 保険 講習会・ 学術 講演会・ 忘年会 報告
岡本

平成 30 年度 通常総会・保険講習会

CAM 冠用レジンブロックの物性について比較・検討
したが、各レジンによって物性が異なった。

平成 30 年度通常総会が、5 月 19 日（土）「ANA ク

全てのレジンブロック間で無機質フィラー含有量に

ラウンプラザホテル広島」において開催された。

有意差を有し、含有量の増加により摩耗量の減少と表

石橋昌彦専務理事が司会進行を行い、山村 剛支部

面硬さの向上が示されたが、曲げ強さに相関は認めら

長より開会の挨拶があった。
木村

直治（25 回）

れなかった。

恭氏が議長に選出され、平成 29 年度の会務

そして、保険導入された歯科用 CAD/CAM システ

概況報告、各部事業報告の後、全ての議事について承

ムによるハイブリッドタイプのコンポジットレジンブ

認が得られた。
続いて 保険講習会が行われた。

ロックの接着については、現在のところレジンブロッ

その後、中丸 茂氏の司会進行により懇親会が開催

クの表面処理は、機械的結合と化学的結合を得るため

され、山村 剛支部長より開宴の挨拶があり、藤井久

には必須であり、特にフィラー含有量が高いほどその

富顧問のお言葉に続いて、土江健也氏の乾杯により開

効果は有効であろうと思われる。また、実際の臨床に

宴し、道佛雄次氏、玉山廣忠氏がタクトをとり全員で

おいては、各メーカーのシステムに則して接着するこ

校歌斉唱し、歌野原 之副支部長の閉会の辞をもって

とで、使用する材料の信頼性が高まると思われる。さ

終了した。

らにメタルでの歯冠補綴修復と比較してセメント層が

平成 30 年度 学術講演会 ・忘年会

厚くなるため、十分にレジンセメントを使用する必要
もあると考えられることなど、明日からの臨床に活か

11 月 24 日（土）
「ANA クラウンプラザホテル広島」

せる貴重なご講演を頂いた。

において、学術講演会が開催され、西谷 満氏が司会

その後、大保順一氏の司会進行により忘年会が開催

進行の下、山村 剛支部長より開会の挨拶があった。

され、山村

講師として、神奈川歯科大学大学院歯学研究科 口

剛支部長より開宴の挨拶があり、山口

隆志副支部長の乾杯により開宴された。

腔科学講座 クリニカル・バイオマテリアル分野 二瓶

同窓会ならではの和気藹々とした雰囲気で行われ、

智太郎主任教授をお迎えし、「歯でもインプラントで
も、歯冠修復系材料と接着が肝である」という演題で、

最後に道佛雄次氏、玉山廣忠氏がタクトをとり全員で

CAD/CAM レジン冠ブロックの材料評価と CAD/

校歌斉唱し、歌野原 之副支部長の閉会の辞をもって

CAM レジン冠の内面への接着について ご講演をいた

終了した。とても楽しく有意義なひと時を過ごすこと

だいた。

ができた。

ま と め と し て、 市 販 さ れ て い る ８ 種 類 の CAD/
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愛知 県支部
☆

平成30年度 総会 及び 学術講演会 報告
高橋

泰（26 回）

だった写真を交え一桁期の先輩方は当時を振り返り懐

平成 31 年３月 10 日（日）午前 10 時より名古屋市内

かしく盛り上がりました。

の名古屋観光ホテルにて平成 30 年度総会及び学術講
演会が開催されました。総会では浅井康年支部長の挨

CAD/CAM 冠およびジルコニア冠の特性や接着時

拶ののち平成 30 年度庶務並びに事業報告、収支決算

の注意点や最近のオーラルスキャナーが小型化し読み

報告、2019 年度事業計画案、収支予算案について協

取り速度が格段と向上していること、デジタルデン

議され承認されました。次に小野秀樹先生が THE 世

ティストリーの将来像として昨今の歯科用金属の高騰

界大学ランキング日本版の資料から現在母校は教育の

に伴い近い将来非金属の CAD/CAM 冠がさらなる保

充実度を示す教育リソース順位が 84 位外国人学生比

険適応部位の拡大されていくこと、印象採得、ワック

率 20％と国際的で共に上位であると報告いただきま

スアップ、埋没、鋳造が必須だった時代から自然環境

した。

や技工士さんにかかる負担軽減につながっていくとの
ことでした。

学術講演会では、講師として神奈川歯科大学大学院
歯学研究科 口腔統合医療学講座（補綴、インプラン

現在大学病院ではデジタル歯科診療科が設置され、

ト学）の木本克彦教授をお招きして「ここまで来た！

歯科衛生士、歯科技工士が一体となってミリングマシ

デジタルデンティストリーの現状」と題してご講演い

ンや３D プリンターでの総義歯の研究もすすめられ、

ただきました。

作製された模型をお見せいただき昨今の歯科業界の進

本来昨年の７月 29 日の予定でしたが台風の影響の

歩の速さに驚く良い機会となりました。最後に私が支

ため急遽中止になり、今回最新の情報を加えていただ

部会に参加させていただいてから18年が経ちました。

いた内容となりました。

この場で先輩方にお会いすると当時を思い出し懐かし
く、この場を作っていただく先輩、後輩に感謝の気持

始めに大学の近況報告をして頂き、新しい附属病院

ちでいっぱいです。今後ともよろしくお願い致します。

の話の際には昔大学が新設されたときその場所は海

〔 金のシャチホコ 〕
です
〔名
 古屋城：天守にある
金のシャチホコが超有
名です。おいくら？ 〕

〔 えびふりゃー 〕

〔 みそカツ丼 〕
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〔犬
 山城：現存する最古
の天守が残る国宝で
す〕

高知 県支部
☆

☆

禁煙宣言 を 発信

禁煙活動担当

松本

啓司（24 回）

平成 31 年３月 16 日（土）、高知市の柳憲にて神奈川

〔禁煙宣言書〕

歯科大学同窓会総会が行われました。
近年、タバコが健康に与える悪影響は、社会問題の

私達神奈川歯科大学同窓会高知県支部は、同窓会

一つとなっています。

が一丸となって、禁煙を推奨します。

昨年７月健康増進法が成立し、来年、東京オリン

また、喫煙者に対しては、同窓会全員で、卒煙で

ピックに向けて、４月から改正健康増進法の受動喫煙

きる様サポートする事を、ここに宣言いたします。

対策の実施が本格的にスタートする今、私たち歯科医

2019 年 3 月 16 日

師は口の中から患者さんの健康を指導していく立場で

支援者：神奈川歯科大学同窓会高知県支部一同

ある以上、個々が自ら禁煙を積極的に推奨していく必

支部長：嶋本

要があるという意向から、神奈川歯科大学同窓会高知

道晴

県支部が、この時代の流れに一早く乗って、他県や他
の歯科大学よりも早く禁煙活動を進めて行こうという

神奈川歯科大学同窓会高知県支部の
禁煙活動について

事で、神歯同窓会高知県支部の全会員の承認のもとに
この禁煙宣言を決定いたしました。

（目的）

同窓会創立 50 周年に向けて、禁煙宣言を今、この

◦歯科医師として、患者様の健康を口の中からサ

高知から発信していきます。

ポートしていく一環として、禁煙を推奨すると
ともに、会員の健康も支援していく事を目的と
し、他県や他の歯科大学に先駆けてアピールす
る事で、歯科医師全体の意識向上をはかる。
（活動内容）
１．禁煙宣言書を打ち出し、高歯会報誌や神歯同
窓会会報誌、日歯会報誌などに、神歯同窓会
高知県支部の禁煙活動を発信していく。
２．喫煙している会員に対し、卒煙できる様に支
援する。
◦具体的には、神歯同窓会の活動に参加する会員
に対して、禁煙外来の治療費をサポートし、会
員全体で応援、支援する。
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平成 30 年度

学術講演会 報告
澤田則宏 先生

鈴木真名 先生
山中

秀起（学術常務理事：15 回）

澁澤

真美（学術委員：31 回）

平成 30 年 11 月 18 日（日）、神奈川歯科大学附属横

平成 31 年度最初の学術講演は１月 13 日（日）の午

浜研修センター７階大会議室において受講生 57 名ス

前 10 時より横浜研修センター７階大会議室にて、歯

タッフ 14 名とともに直江祥明、小野秀樹、金山美博

内療法学会専門医である澤田則宏先生を講師としてお

本部同窓会副会長方にも出席していただき東京都ご開

招きし、「根管治療を成功に導く基本の『キ』から最

業の鈴木真名先生をお招きし「ペリオドンタル・マイ

新治療まで」と題して、手に取るようにわかる根管治

クロサージェリー 〜 10 年を越える長期経過からの考

療の世界へ誘っていただいた。

察〜」と題する講演会が行われました。当日は鈴村佑

講演の前に根管貼薬剤、ニッケルチタンファイル使

子本部副会長の挨拶に始まり、講演では先生が拡大視

用の有無などオンラインアンケートを受講生に行っ

野下で行われた歯周形成外科での根面の根面被覆術を

た。その回答を用いて講演を進めることでライブ感が

はじめ、歯冠乳頭の再建術、歯槽提増大術、インプラ

あり、受講生の関心や悩みに寄り添った内容であった。

ント周囲組織の再建に結合組織移植を用いた術式をス

講演は①根管充填、②根管形成、③破折ファイルや
穿孔など医原性のトラブル症例対応、④診断と大きく

ライド、動画を用い詳細に講演が行われました。
症例毎に先生が処置においての工夫などを丁寧に話

４つの分野に分け、さらにアンケートで受講生の多く

していただきマイクロサージェリーに携わる者も初心

が難症例だと回答した‘痛みへの対応’についてもお

者も非常にためになる講演でした。

話しいただいた。より良い根管充填をするための器づ
くりである根管形成の際に基本であるが意外と見落と

受講生からも好評であり盛況のうちに講演会は閉会

されているファイルの動かし方のコツなどとともに

しました。

ニッケルチタンファイルの安全な使用方法や最新の器
具を用いた根管形成による細菌感染の除去方法などを
ご提示いただいた。マイクロスコープを使用（毎日、
難しい症例のみ）と回答した受講生が半数を超えてい
た一方で、約４割の受講生がマイクロスコープを使用
できない、または不使用との回答を得た。たくさんの
症例写真や動画を用いてくださり、シンプルでわかり
やすく、様々な診療環境で明日からの診療に活かせる
ものであった。また、参考文献の豊富さからも患者さ
んに「信頼される」歯科医療の提供に繋がることが窺
えた。歯内療法学に関わらず、学術講演会ではさまざ
まな分野の講師をお招きして生涯学習の一助になれば
と考えている。
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平 成 30 年 度
南

学術講演会 報告

昌宏 先生
佐氏

英介（学術委員：31 回）

平成 31 年２月 24 日、横浜研修センターにて南

昌

宏先生による同窓会学術講演会が執り行われた。多方
面でご活躍され多忙を極める人気講師であり、一日の
講演会が企画されたことは貴重な機会となった。多く
の方が期待を膨らませ受講されたのではないだろう
か。当日は約 70 名が参加し盛会となった。
演題は「補綴治療計画のキーポイント」であり、限
局的な治療から全顎的な治療など様々なケースの治療

「同窓会員と、学生さんは、

計画が提示された。先ずは、補綴設計を立案しそこか

受講料は無料です‼

ら逆算して治療計画を決定する、いわゆるトップダウ
ントリートメントを考慮した治療計画立案の重要性に

ぜひ！御参加を‼♥」

ついて詳細な解説がなされた。更に、治療完了後の時
間軸の中で、患者の身体的変化、また補綴物の耐久性
といった物理的限界などにより、治療の再介入を必要
とする機会に見舞われることを念頭に置き、起こりう
るトラブルに対していかにシンプルな対応が可能か、
また次の治療にどのように繋げることが可能である
か、という要素を十分に考慮して治療計画を立案すべ
きであると強調された。講演で語られた内容、写し出
されたスライドの裏側に垣間見える、講師の歯科医療
に対する真摯な姿勢や卓越した臨床力が基礎を語る上
での説得力に繋がり、自分にはまだまだ不足している
ことが多い事を痛感させられた。身の引き締まる講演
であった。

会

13

0号

報
「 ダブルスター 」（二重連星）
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〔 ２つの地球／２つの日本／…そして
「同窓会」
と
「大学」
は車の両輪
（？）
２人の主役。
よくいうW主演です。だから
「ダブルスター」
と、
「絵」
は言っています。

「絵」君、今度ゆっくり未来を語ろうね♥ 〕
：T. I

お 知 ら せ
平成 30 年 秋の叙勲 をなされました。
誠におめでとうございます。
〔菊〕

厚労省 ：「旭日双光章」受章
☆ 井上秀人（４回）徳島県歯科医師会理事
☆ 松本文隆（４回）熊本県歯科医師会副会長
文科省 ：「瑞宝双光章」受章
☆ 下村

平成 30年 度

稔（３回）現学校歯科医

表 彰 選考委員会 報告

日時：平成 30 年 12 月９日（日）15：３0 より

（届出日付順）

場所：神奈川歯科大学附属横浜研修センター 6 階教室

有功章

①報告
第 27 回表彰推薦者
	平成 29 年度審議 平成 30 年度第 93 回代議員会
（2019.02.23）議場にて表彰

８回

嶋中

繁樹
（青森県支部）

有功章 17 回

米今

豊秀（神奈川県支部）

有功章

１回

小林

正美
（東京都支部）

有功章

２回

笹原

盤雄
（東京都支部）

有功章

７回

川津

博亨
（栃木県支部）

推薦書を基に有功章での推薦のあった上記５名につい

有功章

６回

佐々木英人
（北海道支部 )

て協議の結果、表彰規則第３条２項により全会一致で

表

８回

鈴木

承認された。

彰

正憲
（山形県支部）

③その他

②審議
第 28 回表彰推薦者

	有功章や表彰の重複受賞について、原則とし

	
（表彰選考委員会審議後、理事会・代議員会

て認めないことを確認した。

の在宅審議を経て平成 30 年度 第 93 回代議員
会議場にて表彰）
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平成31 年度・ 新入生 の 皆様
♥ 合格おめでとうございます

新入会者

♥

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。
青栁 雅也
秋葉 雅晃
朝岡 勇人
淺田 紫音
新井 栞奈
新垣 桜子
有坂 竜誓
安齋 滉平
五十嵐龍之介
石賀さくら
石原詩恵利
市村 久麿
伊藤 雄哉
稲葉
明
井上
怜
岩瀨
凌
岩堀 良亮
内田 善己
榎本 ルナ
遠藤 大我
大川原巧也
大下
翔
大谷
朋
小倉 佳奈
垣内 駿佑
郭
亮妤
嘉代 晃司
片倉 重仁
片山
桜
加藤 大翔
金澤 薫子
金田 用聖
許
茵茵
菊池 卓磨
金
義松
金
埈湖
金
贊奎
金
翰炅
吳
宗曄
吳
亮頤

小泉
妙
小泉 里歩
黃
啓翔
小菅 優哉
小林みどり
齋藤 果林
齋藤
俊
斎藤 大雅
櫻井 怜央
佐々木孝典
佐藤詢一郎
朱
超倫
椎橋 源貴
島﨑 聖那
清水 麻桜
志村 彰太
陳
瑞延
杉本龍太郎
鈴木 大雅
鈴木まりあ
青龍 亜美
関野 陽通
瀬野十和子
宋
婧悦
髙橋佳也乃
髙橋奈乃子
田川友理奈
瀧
一成
武口 來可
武田 李万
龍山 貴大
玉手 咲穂
蔡
昇澔
張
天睿
張
美華
千田 慎平
陳
無逸
附田 健作
辻内
巧

土川 裕久
都富 友香
手塚 舞雪
遠山 龍太
富田 優夏
中村 るか
野﨑 真衣
野見山美結
朴
栽潤
畠中 結衣
原田 佳紀
平岡 大空
広瀬 絵里
福原 有里
堀内 咲綾
堀越 隼季
正井
謙
松澤 亮將
松林 夏保
松原里々楓
松村 若南
松本 紅蘭
的場 綾乃
宮尾 智哉
武藤勝太郎
村上 公平
杢代 崇徳
保谷 友紀
山田 嵩将
山田りのん
山根 慶也
横倉 りか
横山
士
李
育君
李
駿甫
林
哲宇
和田 優太
渡邊
周
渡辺 悠司

降矢

和樹

（37 回・甲）

山梨県支部

花井

悠貴

（41 回・甲）

愛知県支部

赤嶺

陽子

（25 回・甲）

大分県支部

坂口和歌子

（36 回・甲）

大学支部

今兼

大樹

（47 回・乙）

大学支部

髙橋

宜輝

（48 回・乙）

大学支部

再入会者
徳富

文彬

（39 回・甲）

岩手県支部

高坂

一貴

（35 回・甲）

群馬県支部

金

徳煥

（23 回・甲）

神奈川県支部

水木のぶこ

（24 回・甲）

神奈川県支部

青沼

峰男

（32 回・乙）

愛知県支部

清水

諭

（31 回・甲）

福井県支部

服部

啓吾

（19 回・甲）

香川県支部

下村

誠

（30 回・乙）

高知県支部

小松

由和

（41 回・甲）

高知県支部

鎌田

仁

（１ 回・乙）

大学支部

訃

報

『名誉会員』
菅谷

英一 （元 本学口腔生理学教授） 2019.04.12

ご逝去

『正会員』
石山

貴久 （青森県支部

25 回） 2019.02.06

ご逝去

池田

博昭 （佐賀県支部

5 回） 2019.03.15

ご逝去

谷田

豊宏 （高知県支部

28 回） 2019.03.28

ご逝去

熊澤

典之 （山形県支部

14 回） 2019.04.26

ご逝去

鈴木

英哲 （神奈川県支部 11 回） 2019.05.02

ご逝去

富所

文夫 （神奈川県支部 9 回） 2019.05.21

ご逝去

6
5
7
1

2
3

4

お願い （助成金について）
「クラス会開催報告」と「同窓便り」のコーナーに、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。

「 月の 雫 」
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1.

2.
3.
4.

側頭筋
頬骨弓
咬筋深部
咬筋浅部

5. 前部筋束
6. 中部筋束
7. 後部筋束

〔咀嚼筋〕
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