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落 し 物

日本の首都、東京。はるか遠くに見える三角形は東京タワーである。
右は新宿の高層ビル群。
そのハザマに「 落し物 」はあった。
「 落し物 」を置いていった者、忘れた者、捨てていった者、それは誰なのだろう。
大きな、大きな………さらに大きな、大きな……大きな「人」だろうか？
知る人はいない。
ある日、「 落し物 」は、そこにあった。
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日本政府は、
「落し物」の周りにテーマパークをつくり、
日本観光の目玉にする予定です。パーク内には世界最大
の「 歯の博物館 」（館長：大舘 満氏）を建てます。
完成の暁には、世界の国々から大統領・首相・アーティ
スト、そして日本国民を招待して、「落し物」の上空と
周りで、世界に類を見ない大花火大会とセレモニーを開
催し、その模様は世界中に放映されます（ヒロ・ヤマガ
タ氏が花火と落し物の絵を描きます）。
又、
「落し物」を世界最高のロッククライミングの聖
地として世界に開放する予定（ギネスにも登録）です。

歯 の 創出 ……そして、
その先
（
の上部から、前歯・小臼歯・大臼歯が
宇宙に点在する何兆億もの固有咀嚼
生命体へと創出されていく）
（左下は、幼児・成人・老人へと移行する
（乳歯）（永久歯）
（無歯顎）

人類の一生を現わしている）

〔 神奈川歯科大学・学生会機関誌 〕
「ツアンカイム
（歯胚）
：第4号
（1974年）
」
絵と文：岩淵

13ページへ続く→
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通

（それを見詰める翼の女性は、
誰なのだろう…）

第

21 回

132号
岩木山

（青森県）

（ 今号で21回目の
〈巻頭言〉です ）
イラスト・レイアウト：Toru . I

新 型

コロ

ナ ウイルス 感 染 予防 および 重症 化 防止 支 援 プロジェクト

★

発案 の 経 緯と ご協力 の お願い
神奈川歯科大学同窓会

巻 頭 言

会長

大舘

満

新型コロナウイルスの蔓延以来、感染の恐怖と歯科

のエビデンスはほとんどなく、新型コロナウイルスの

医院への通院患者さんの減少による経営難等、ご不安

感染経路と SARS コロナウイルス感染経路はほぼ同様

のことと拝察いたします。また、先日緊急事態宣言の

であるという論文がドイツで２月末に公式発表された

解除はありましたが今後、第２波、３波が予想されて

程度でした。多くが実験室での論文で実際の生活をし

います。このような事態に対し同窓会として日歯、日

ている環境での実証が出来ていないので日歯もマスコ

歯連盟に対し国の歯科医院経営支援について要望をし

ミも口腔ケアでの予防効果については公式に述べるこ

て参りました。先日、４月 27 日には日歯連盟から関

とが出来ない状態であると理解しました。

係国会議員へ要望書が出され一歩、歩み出したと思っ

歯科医師の多くは口腔ケアが新型コロナウイルス感

ています。これからも強く要望をしていただけるよう

染予防にある程度、効果があると感じていると思いま

に働きかけて行くつもりでおります。

す。特に口腔ケアが全身の健康や口腔、舌から鼻腔、
咽頭、喉頭等の上気道、肺胞等の健全化に有効である

また、５月に理事会在宅審議にて現状を勘案し、当

ことは明らかではないでしょうか。

会 50 周年記念事業の一年延期を決定させていただき

私も含め既に口腔ケアを医院で実施している会員は

ました。ご報告させていただきます。
さて、今回のプロジェクトは４月下旬に役員会の賛

多いと思いますが、マスコミや感染症専門医のコメン

同を経て進めておりますが、資料からの読み取りに不

トが無い状況で歯科医師個人が個別に口腔ケアの啓発

明確な点が多々あり、
ご迷惑をかけております。ご意見、

をしても患者さん始め多くの方の不安はぬぐえませ

疑問等に対し出来るだけ説明をさせていいただきます。

ん。そこで同窓会という任意の団体、仲間の集まりで

今回の新型コロナウイルス感染で、同じ場所にいて

あれば口腔ケアを推奨し意見を述べても問題視される

移る人、移らない人がいる疑問。そして、米国と日本

ことも少なく、多くの歯科医師が草の根的に口腔ケア

での（感染者は PCR 検査の数で変わりますが）重症者、

を推奨している実態を伝えることが出来ると思います。

死亡者の数に二桁の違いがあるのは何故か、疑問が残

これから新型コロナウイルスの第２波、３波の感染

ります。EU の先進各国でも米国と割合は同様であり、

が広がる危険もある中、このプロジェクトが進み「手

生活習慣や医療関係者の努力の違い等の推測もありま

洗い、うがい、マスク」と並び歯みがき（口腔ケア）

すが的確な答えは出ておりません。生活習慣の違いの

が常識的な予防策であると認識され、マスコミ等で日

中で私は特に感染場所でもある口腔ケアが大きくかか

常的に述べてもらえればと期待しています。
今回の未曾有の非常事態に対し歯科界としてどのよ

わっていると思います。

うな貢献が出来るか考え、提案させていただきました。

２月の半ばから自院で新型コロナウイルス感染予防

心よりご賛同とご協力をお願いいたします。

のため口腔ケアを推奨してきましたが、同時に同窓会
会長として日歯、マスコミ等に手洗いやマスク同様に

尚、資料は各都道府県支部長にもお送りしてござい

口腔ケアを感染予防の一つの選択肢としてほしいとお

ます。また同窓会ホームページにも掲載しております

願いしてきました。しかし、新型コロナウイルス関連

のでご活用ください。
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新 型 コ ロ ナ ウイルス 感染予防 および 重症化防止 支援プロジェクト
主 催 ：
神奈川歯科大学同窓会

主旨 ：
世界的危機を迎えている新型コロナウイルスの蔓延に対し、個人、組織、団体など多くの方々が支援の輪を広
げている。そのような現状で感染部位（口腔、鼻腔、喉頭を含む咽頭、気道、肺）等から歯科医の立場で感染予
防および、重症化防止に協力出来ると確信しています。
歯科医であるわれわれ同窓が口腔ケアを通じてその一翼を担うことが出来るのではないでしょうか。具体的に
は多くの人々に口腔ケアによるその効果や知識（エビデンスのわかりやすい説明）の提供と口腔ケアの実際を指
導する事で貢献したい。
活動内容 ：
１．新型コロナウイルス感染予防および、重症化予防のエビデンスを基にして知識の提供、解説
２．口腔ケアの指導
活動対象 ：
治療継続中、緊急症状等で来院の患者さんに対して。また、家族や了解を得られる友人、知人等必要と思われ
る方々も対象とする。ただし、多くの人を集めての講習会や患者さん家族以外の数名以上を集めての指導等、３
密は避ける。
要検討事項 ：
参加会員の口腔ケアへの対応を選択できるようにする。
１．口腔ケアの重要性を説明し資料を渡す
２．１．
に加えて歯間ブラシ、フロス使用も含むブラッシング指導を行う
３．１．
２．
に加えてリンスの使用の仕方を説明する
４．１．
２．
３．
に加えて携帯用の小さなボトルのリンスを差し上げる
 など、選択肢があります。医院の実情に合わせた選択が出来ますので多くの会員に参加していただきたいと
思います。
考察 ：
新型コロナウイルス（SARS-CoV-2/2019-nCoV）の感染経路の第一段階は上気道（鼻腔、鼻咽腔、咽頭、喉頭）、
肺胞の細胞表面に ACE2 受容体（アンギオテンシン転換酵素）が発現し結合する。
上気道（鼻腔、鼻咽腔、咽頭、喉頭）
、肺胞の細胞表面に ACE2 受容体が現れる原因はこれらの部位に基礎疾患
や損傷、炎症がある場合と言われている。
その後、第二段階として宿主プロテアーゼ（トリプシン、エラスターゼ、カテプシン、TMPRSS2）が新型コロ
ナウイルス（SARS-CoV-2/2019-nCoV）のエンべローブ糖蛋白（ｓ蛋白）を切って活性化させ細胞内に入る。
この宿主プロテアーゼが歯周病菌等から出るプロテアーゼとは異なる物なのでエンべローブ糖蛋白（ｓ蛋白）
を切って活性化させるには疑問があり、歯ブラシ等の口腔ケアでは感染を防げないという理論が一般的であり歯
科関係者が現状以上に踏み込めない理由と考えられる。
しかし、
１．歯周病菌等から出るプロテアーゼが細胞に損傷や炎症を与え、上記の ACE2 受容体出現を助長させるのは
明らかで口腔ケアが ACE2 受容体出現減少には十分効果があると言える。
２．研究室等と違い、
人が実際に生活をしている場合、
宿主プロテアーゼ
（トリプシン、
エラスターゼ、
カテプシン、
TMPRSS2）に歯周病菌等から出るプロテアーゼが絡んでくることも考えられる。
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結論 ：
このような理由で歯ブラシ等の口腔ケアで歯周病菌等の増殖を防ぎ細菌から放出されるプロテアーゼを減らす
ことが、結果として、口腔ケアが新型コロナウイルス（SARS-CoV-2/2019-nCoV）への感染予防や重症化防止に有
効であると考える。
〔参考〕
・歯周病菌等から出るプロテアーゼが新型コロナウイル（SARS-CoV-2/2019-nCoV）のエンべローブ糖蛋白（ｓ
蛋白）を切って活性化させるかどうか現状ではエビデンスは無いので結論は出せないのが、今後の歯科界の研
究課題となるのでは。
・上気道（鼻腔、鼻咽腔、咽頭、喉頭 )、肺胞などの細胞表面を傷つけたり炎症を起こすものや行為は、歯周病
菌等からのエンプローゼ以外に喫煙、アルコール濃度の高いお酒の飲酒、激しい咳、上半身の放射線治療など
が考えられる。
令和２年４月 24 日
神奈川歯科大学同窓会

大舘

満

口腔ケア の 対応 と 選択
口腔ケアの具体的な対応
１．口腔ケアの重要性を説明し資料（適切なケアでインフルエンザの発症率が 10 分の１に、歯磨きでウイルス対策）
を渡す
２．１．
に加え 歯間ブラシ 、フロス 使用も含むブラッシング指導を行う
３．１．
２．
に加え リンス の使用の仕方を説明する
４．１．
２．
３．
に加え携帯用の小さなボトルのリンスを差し上げる
５． 舌の清掃
舌ブラシ 等の使用により清掃、あるいは３項のリンスの使用で対応
（舌歯ブラシ等での清掃は乱暴にすると舌に傷や炎症がおこり

ACE2 を発生させる恐れもあり先生方の判断に
お任せしたい）
６．患者さんとの信頼関係を維持し理解が得られれば P.M.T.C. 等の定期来院を薦める
口腔ケアの選択
上記、各項目の選択肢があります。
１項のみで実施する
１から２．あるいは３．４．５．項それぞれまで実施する
１から６項まで実施する
１から６項で患者さんの了解が得られた部分のみで実施する
など医院の実情に合わせた選択、アレンジが出来ますので多くの会員の皆様に参加していただきたい。
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適切なケアでインフルエンザの発症率が10分の1に
実際、歯科衛生士による口腔ケアを受けた人のインフルエンザの発症率が、本人や介護者だけから口腔ケアを
受けた人の 10 分の 1 になったとの報告があります。
東京歯科大学名誉教授の奥田克爾氏らは、2003 年 9 月から 04 年 3 月にかけて東京都府中市の特別養護老人ホーム
のデイケアに通う 65 歳以上の高齢者 98 人に対し、歯科衛生士による口腔ケアと集団口腔衛生指導を 1 週間に 1 回
実施しました。一方、別のデイケアに通う高齢者 92 人には、ご自分がいつもなさっているように口腔ケアをして
もらいました。
歯科衛生士による口腔ケアを実施したグループでは、ご自分で口腔ケアをしたグループに比べ口腔内の細菌数
が減り、プロテアーゼとノイラミニダーゼのはたらきが低下していることがわかりました。
さらに、インフルエンザを発症した人は、ご自分で口腔ケアをしていたグループでは 9 人であったのに対し、歯
科衛生士による口腔ケアを実施したグループでは 1 人でした。
この研究結果は国内外の歯科領域の専門誌で発表され、NHKの情報番組「ためしてガッテン」（2006年2月放
送）でも取り上げられるなど、大きな反響を呼びました1〜3）。
【参考】
１）奥田克爾ほか：平成 15 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業，口腔ケアによる気道感染予防教室の実施方法
と有効性の評価に関する研究事業報告書，地域保健研究会，東京，2004．
２）Abe S，Ishihara K，Adachi M，Sasaki H，Tanaka K，Okuda K. Professional oral care reduces influenza
infection in elderly. Arch Gerontol Geriatr. 2006. 43 : 157-64.
３）
阿部

修，奥田克爾ほか：日本歯科医学学会誌：25, 27-33, 2006.

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。

https://inaoka82.com/
新型コロナウイルス感染予防 および 重症化防止支援プロジェクト
についてと、口腔ケアによる対策 について HP に
載っています （くわしく） 見てね ♥

7

見本

口腔ケア で ウイルス対策 （新型コロナウイルスへの応用）
口腔ケア が ウイルス感染予防 に 効果があります
就寝中は唾液が減り結果として口腔内の雑菌が増えます。その細菌が出す「タンパク分解酵素（プロテアーゼ）
」
が悪さをするというものです。
インフルエンザウイルスの表面には、タンパク質でできた突起（HA、NA）があります。この先端は U 字形で、
通常では特に悪さはしませんが、細菌が出す大量のタンパク分解酵素と出会うと、U 字型が裂けて、先端が針状
になって膜融合活性を示すようになります。その結果、インフルエンザウイルスは、わたしたちの正常な細胞に
刺さり、細胞内に侵入して感染します。
また、
新型コロナウイルスの口腔領域からの感染の流れがわかってきました。やはり主役は雑菌（特に歯周病菌）
が出すタンパク分解酵素（プロテアーゼ）です。口腔内（含む舌）
、鼻腔、咽頭（喉頭を含む）の粘膜の細胞にタ
ンパク分解酵素（プロテアーゼ）が傷を作り炎症を起こさせます。そこに ACE2 受容体が現れ、それを利用しウ
イルスが細胞に入り大量に増殖します。
その後、ウイルスは細胞外に出てその他の細胞に再感染し悪化して行きます。そして大量に出るウイルスが気
道から肺に入り肺胞の炎症部に感染し肺炎を起こし重症化します。この流れからタンパク分解酵素
（プロテアーゼ）
が作る傷や炎症が少なければ感染防止につながり、また感染しても重症化が防げると考えられます。インフルエ
ンザ同様、新型コロナウイルスでも就寝中の口腔内雑菌の繁殖を抑えることが感染予防につながると確信してい
ます。

★

理想のウイルス対策は徹底した口腔ケアです

一例を紹介します。

１．朝食、昼食、夕食後に  歯ブラシ と 歯間ブラシ あるいは フロス（糸）で適切に清掃する。
２．その後、就寝直前 に口腔内に残しても問題ない デンタルリンス で再度軽いブラッシングをして口腔内にリ
ンスを残したまま就寝（就寝中の口腔内、舌苔の雑菌の繁殖を抑制）。
３．朝、起きたらすぐ うがい 、歯ブラシ をする（就寝中に繁殖した雑菌や雑菌が出すプロテアーゼを除去する）
。
新型コロナウイルスへのエビデンス（論文および学術的考察）や情報はまだ多くありませんがインフルエンザ
ウイルス等への対策を応用して新型コロナウイルス感染から自分を守りましょう。
令和２年５月

住所・・・・・・・・・・・・
TEL.・・・・・・・・・
・・・・歯科医院 院長 ・・・・

神奈川歯科大学同窓会『新型コロナウイルス感染予防および重症化防止支援プロジェクト』
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神奈川歯科大学附属病院・病院長を拝命して

神奈川歯科大学附属病院

病院長

井野

智

本年 4 月より病院長を拝命しました 20 回生の井野です。本学附属病院は、私が生まれる前年、東京オリンピッ
クの開催された 1964 年の 4 月に開院し、以来、本学の臨床教育機関として、また、地域医療機関として、その役
割を担ってまいりました。現在の附属病院は、2017 年 11 月、本学キャンパス・三笠公園地区の稲岡町から、国道
16 号沿線の小川町へと移転・開設し、早３年が過ぎようとしています。半世紀以上にわたって私たち同窓の学び
舎でもあった稲岡町の旧附属病院は、その役割を終え、現在、学校法人の未来化構想の一つとして、次世代を担
う後輩たちのためのキャンパス改造計画に組み込まれています。新附属病院は前任の小林

優病院長の構想の下、

地上 12 階建で旧附属病院の約 2 倍の延べ床面積を有する先進的病院です。ここでは、最新の医療検査機器を揃え
て新たに設置した消化器内科や糖尿病・内分泌内科、認知症・高齢者総合内科など口腔疾患とのかかわりが注目
されている医科部門が新たに加わり、従来の歯科診療科目との連携にて次世代型の歯科病院として全国で注目を
集めています。もちろん、全身管理をしながら摂食嚥下リハビリ等を行う高齢者歯科、最新のデジタル診療機器
を充実させた先進歯科医療センターや、本学同窓会をはじめとする寄付金で整備した臨床教育では欠かせない歯
科診療シミュレーターの完備など、旧病院では実現できなかった理想的な歯科病院へと進化しています。このよ
うな新たなコンセプトに基づく新病院設立の背景として、単に“旧病院が老朽化した”というだけではなく、社
会構造や国民（医療を享受しようとする者）の意識の向上に伴って高度化している歯科医師国家試験に対応でき
る学生を醸成しなければならない教育病院としての使命があります。特に来年度から登院実習生に本格実施され
るステューデントデンティスト制度（歯科医師の仮免許制度）はその一つであり、従来のように、患者さんに対
して「教育研修機関ですので、ご協力ください」などとアナウンスして理解を求めるだけでは済まされず、国民
が院内生に求める知識・技能・態度の 3 領域について、具体的にその質を担保しなければならいという現実があり
ます。
厚生労働省は、本年 4 月から教員（歯科医師）に対しても“働き方改革”を適用・本格実施するのに対し、文部
科学省が指摘する私立歯科大学経営健全化の第一には“附属病院の黒字化”を求めています。また、総務省の人
口移動報告（2015 年）では、横須賀市は転出超過が全国の市区町村でワースト２位であり、地域活性化に警鐘を
鳴らしているという現実もあり、本学附属病院を取り巻く環境は決して恵まれているわけではありません。しか
しながら、今後も、初代病院長から受け継がれてきた神歯大の良き伝統を受け継ぎ、更に、新病院となった令和
の時代に大きく発展させるべく、本学同窓会のお力添えを賜りながら社会貢献していきたいと考えております。
何卒、ご指導・ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

〔 横須賀市の花：ハマユウ 〕

〔新
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病

院〕

神奈川歯科大学附属横浜クリニック・
横浜研修センター／センター長に就任して
神奈川歯科大学附属横浜クリニック・
横浜研修センター

センター長

児玉

利朗

令和２年４月よりセンター長を仰せつかりました児玉利朗（14 回生）です。横浜研修センター・横浜クリニッ
クは、地域医療活動だけでなく教育研修機関としての役割も大きく、2002 年開設以来、研修歯科医、歯学部学生、
短大・歯科衛生学科学生の教育研修の場としての役割を担ってまいりました。同窓会会員の皆様におかれましても、
ここ横浜で臨床実習や卒後研修を受けられた方も多いと存じます。
横浜研修センターでは、臨床の現場に触れるだけの“見学型臨床研修”ではなく、社会に求められる有能な医
療人を育成するため、知識・技能・態度という３つの領域について細部にわたり目標を設定し、効率的かつ効果
的に学修するための“参加型研修”に主眼を置いて研修プログラムが編成されています。また、卒前卒後の臨床
研修だけでなく、2013 年からは大学院講座（高度先進口腔医学講座）が横浜研修センター内に開講されたことに
より、歯科矯正学、インプラント歯周病学、歯科補綴学、歯科麻酔学などの臨床コースを中心に博士（歯学・臨
床歯学）課程が設置され、既に 11 名（2020 年 3 月現在）の学位取得者を輩出しております。また、学会専門医取
得や認定衛生士のための社会人大学院生の受け入れなど、社会人に対するキャリアアップや生涯学習への門戸も
開いております。
本年 7 月に設立 18 周年を迎えた横浜クリニックは、医科と歯科の診療科を併せ持つ医療施設としてスタートし、
現在では成人歯科（総合歯科医療・歯周療法・歯内療法・MI 補綴）、口腔外科、インプラント科、矯正歯科、小児・
障がい者歯科、内科（一般内科・消化器内科・循環器内科・糖尿病代謝内科）、眼科、耳鼻いんこう科など、摂食・
嚥下から排泄まで全身の健康管理をサポートする体制を整えています。特に近年では、増加傾向にある日本人女
性のがんの中で最も高い死亡率となった“大腸がん対策”として、2012 年から最新の大腸内視鏡システムや高精
細ＣＴを導入し、その予防や早期発見に力を入れています。また、糖尿病に対する内科・歯科（歯周病）
・眼科（網
膜）の協力体制、睡眠時無呼吸症候群に対する耳鼻いんこう科と歯科の総合的な取り組みなど、多岐にわたる医
療連携に取り組んでいます。このように、横浜クリニックは、2017 年に医科歯科連携を特徴として開院した横須賀・
新附属病院の先駆けとして、また、1 泊 2 日の鼻閉改善手術（局所・全身麻酔）や日帰り可能な白内障手術、網膜
レーザー手術、斜視・眼瞼下垂手術など専門性の高い診療も、北里大学医学部や大学間連携協定を締結（2016 年）
した横浜市立大学と連携して対応し、年間 12 万人（延べ）を超える患者様を受け入れる複合的な医療機関として
地域医療に貢献しております。
今後も、明るい健康長寿社会の実現に向け、医療人育成や本学同窓生の生涯研修の場として幅広くご活用いた
だき、本学同窓会と共に社会貢献していきたいと考えております。引き続き、ご指導・ご鞭撻のほど、宜しくお
願い申し上げます。

〔 横浜市の花：バラ 〕
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｢ 50 周年 記念式典 が 延期 になりました

｣

皆様、残念なお知らせがございます
本部同窓会が、今年の 11 月 21 日（土）に開催する予定でいました「20 年」ぶりの「同
窓会創立 50 周年記念式典」が中止となり、来年へと延期になりました。期日は来年の
11 月の予定です。理由はもうお判りのことと存じます。テレビのスイッチを入れて、
放映されていない日はなく、各局が必ずとりあげる、例の問題です。いつ収束するの
でしょうか？ 今回のことで日本政府の対応の生ぬるさ、後手後手の対応はあきれる
ばかりです。もちろん、これは責任をとらない、口ばっかりの野党にも責任があります。
いざとなったら、
いろんな意味で日本政府は役にたたないということが実証されました。
さて、「50 周年記念式典」が延期となり、私はガッカリしました。まず、当日お配
りする式次第の「パンフレット」は、司会、進行者名、来賓名、出席者名、広告欄を
のぞいて 90％は完成していました。枠組はできているので、当てはめるだけでした。
「記念誌」も、式典の写真、文章をのぞいて、ほぼ 70％完成途中でした。今年 3 月に撮っ
た大学周辺の写真も、来年は使えるかどうか（旧病院が解体されてしまうかも）。「記
念誌」が再来年の発行となると、教授にご執筆いただいた「教室」の内容や、教授ご
自身にも変化が生じて、原稿の大幅訂正という事態になる可能性は大いにあります。
また、9 月ごろには、「式典」への「祝辞」を執筆していただいた方々に、延期のお
知らせと、お詫びと、原稿の再執筆の有無等々の連絡をしなければなりません。
SF の世界では、感染によって人類が滅亡するかも知れない物語（地球の人口が 1/10
になった世界で、人類の未来をかけて美女が大活躍をする冒険活劇というのもありま
すが）は、小説、アニメ、映画と、古来、幾つもありつかい古されたテーマで、現実
にウイルスが勃発しても、フィクションがついにノンフィクションになったかという
くらいの感覚です（しかし、実際はウイルス対策は大変だということがよく判ります）。
昔から人類が滅びるのはウイルスか核かと言われてきました（特にウイルスという
説が多いです）。
「地球」にとって人類は癌のようなものです。地球のためには一度リセッ
トしたほうが良いのでしょう。
ということで、式典を周知していただくことと、式典を
盛り上げるために、11 月開催にあわせて過去に 2 回、
「会報」
に「50 周年記念式典」開催の「お知らせ」を順次掲載してきま
したが「お知らせ最終号の第 3 弾」の原稿はお蔵入りとなりま
した。
来年、開催が間近になりましたら、再度「お知らせ」が
出るものと思われます。それまで皆さん、ウイルスに感染
せずにお元気でおすごしください。

お元気で‼

またお逢いしましょう♥
（ 33ページに続く ）
→

：T. I
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第 94 回 代議員会 報告
１．第94回代議員会中止
令和２年２月 22 日（土）開催予定の第 94 回代議員会は年明けより懸念されていた、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大に伴い、日本政府が当該感染症を「指定感染症」に制定したことを受け、会議開催について代議員各
位にご意見を伺い、一番ご意見の多かった「中止として在宅で議事の審議を問う」で進めることといたしました。
２．議事 第1号議案から第23号議案について質問受付（令和2年3月2日から3月19日）
在宅で第 94 回代議員会議事を進めるにあたり、代議員各位より質問を受け付けました。質問のあった代議員に
は先に執行部の回答を送付、了解を得たのち 3 月 16 日に全代議員に質問と回答書をお送りし、さらに質問のある
場合は 3 月 19 日までに寄せていただくこととし、その時点で質問がなければ第 1 号議案から第 23 号議案について
の採決に移ることにいたしました（3 月 19 日時点の追加質問なし）。
３．第94回代議員会 ９.議事 第1号議案から第23号議案についての採決
代議員会在宅議事 平成 31 年度第 2 号（令和 2 年 3 月 24 日から 3 月 30 日）にて採決を行いました。
第 94 回代議員会パンフ
平成 30 年度決算
第１号議案

平成 30 年度一般会計 -1 歳入・歳出決算

第２号議案

平成 30 年度一般会計 -2（事業運営安定化資金）歳入・歳出決算

第３号議案

平成 30 年度事業基金会計 -1 歳入・歳出決算

第４号議案

平成 30 度福祉共済部会計 -1 歳入・歳出決算

第５号議案

平成 30 度福祉共済部会計 -2（同窓会年金）歳入・歳出決算

第６号議案

平成 30 度奨学金基金会計歳入・歳出決算

第７号議案

平成 30 度職員退職金積立会計歳入・歳出決算

第８号議案

平成 30 度前受金会計歳入・歳出決算

第９号議案

資産目録に関する件

第 93 回代議員会パンフ 第 16 号議案差替えについて
第 10 号議案

第 93 回代議員会 10. 議事パンフ 第 16 号議案 訂正・差替えについて

令和２年度 事業計画・予算（案）
第 11 号議案

令和 2 年度事業計画（案）

第 12 号議案

令和 2 年度一般会計 -1 歳入・歳出予算（案）

第 13 号議案

令和 2 年度一般会計 -2（事業運営安定化資金）歳入・歳出予算（案）

第 14 号議案

令和 2 年度事業基金会計 -1 歳入・歳出予算（案）

第 15 号議案

令和 2 年度事業基金会計 -2（創立 50 周年記念事業会計）歳入・歳出予算（案）

第 16 号議案

令和 2 年度福祉共済部会計 -1 歳入・歳出予算（案）

第 17 号議案

令和 2 年度福祉共済部会計 -2（同窓会年金）歳入・歳出予算（案）

第 18 号議案

令和 2 年度奨学金基金会計歳入・歳出予算（案）

第 19 号議案

令和 2 年度職員退職金積立会計歳入・歳出予算（案）

第 20 号議案

令和 2 年度前受金会計歳入・歳出予算（案）

第 21 号議案

令和 2 年度神奈川歯科大学同窓会災害支援基金会計歳入・歳出予算（案）

退会者承認、特別会員承認
第 22 号議案

退会者承認に関する件

第 23 号議案

特別会員の承認に関する件
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４．第94回代議員会 第1号議案から第23号議案採決結果
３月 24 日より 30 日までの期間にて第１号議案から第 23 号議案についてお諮りし、66 名の代議員より回答を受け、
うち 64 名からすべての議案に承認をいただきました。
この結果により、神奈川歯科大学同窓会 会則 第 4 章 第２節 第 25 条（議決）代議員会成立実数の 1 ／ 2 以上の
賛成を得られましたので、第 94 回代議員会 ９. 議事 第 1 号議案から第 23 号議案につきましては、代議員会の決議
があったとさせていただきます。
（在宅議事 H31 年第２号）第 94 回代議員会 ９. 議事 第１号議案から第 23 号議案について
承認

64 名／ 78 名中

否認

０名／ 78 名中

記入なし
（署名のみ）

２名／ 78 名中

未回答

12 名／ 78 名中（長期病気療養中含）

合計

78 名／ 78 名中

3ページから

皆さんも一度、遊びに行きませんか？
神奈川歯科大学同窓会の「第〇〇回代議員会」「総会」は、歯冠部に新
しく出来たカナガワスカイハイホテル（神奈川歯科大学と同窓会と国と都
が共同出資）の最上階の大会議場で開催されます。懇親会は、首相と全国
の知事、国会議員等をご招待して、併設する大回転展望レストランにて開
催いたします。
懇親会の終了後に、
「落し物」をバックに、首相、知事、国会議員と一
緒に「 歯の博物館 」の前で、大舘 満会長とともに記念写真をお撮りい
たします。
神歯同窓会の「会報〇〇〇号」にレポートとともに、「会報」の「表紙」
にお写真をご掲載させていただきます。楽しみにしていてくださいね。
〔「

落 し 物

」・・・・・・副題：世界の絶景・天上人の創造物 〕
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令和 2 年度 一般会計

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

『歳入の部』

平成 31 年度予算額

令和２年度予算額

１．会  費

42,550,000

41,320,000

２．入会金

1,560,000

1,260,000

３．負担金収入

180,000

244,000

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

1,125,000

475,000

８．繰越金

12,000,000

11,000,000

58,016,000

54,900,000

５．繰入金

同窓会年金会計より

歳入合計
『歳出の部』

平成 31 年度予算額

１．事業運営費

令和２年度予算額

39,670,000

38,828,000

（ 3,110,000	 ）

（ 1,596,000	 ）

２．事業運営安定化資金拠出金

5,400,000

3,400,000

３．事業基金会計拠出金

5,534,000

5,412,000

４．福祉共済部会計拠出金

6,222,000

6,070,000

５．奨学金基金会計拠出金

850,000

850,000

６．職員退職金積立会計拠出金

340,000

340,000

58,016,000

54,900,000

内、予備費

歳入合計
歳出合計

14

歳出 の部 事業運営費 内訳明細

132号
自 ： 令和２年４月 １ 日
至 ： 令和３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
事業運営費歳出合計

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
39,670,000

令和２年度
予算額
10,593,000
6,661,000
819,000
1,430,000
467,000
585,000
631,000
5,878,000
407,000
500,000
1,180,000
2,150,000
1,641,000
9,733,000
4,745,000
1,950,000
1,600,000
960,000
478,000
7,938,000
10,000
3,430,000
20,000
430,000
2,728,000
212,000
1,108,000
2,160,000
200,000
730,000
1,596,000
38,828,000
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比較増減
（△は減）
80,000
57,000
△ 4,000
15,000
11,000
△ 50,000
51,000
56,000
6,000
0
0
50,000
0
190,000
△ 10,000
200,000
0
0
0
346,000
0
330,000
0
0
△ 3,000
0
19,000
0
0
0
△ 1,514,000
△ 842,000

増減率％
（△は減）
0.76%
0.86%
△ 0.49%
1.06%
2.41%
△ 7.87%
8.79%
0.96%
1.50%
0.00%
0.00%
2.38%
0.00%
1.99%
△ 0.21%
11.43%
0.00%
0.00%
0.00%
4.56%
0.00%
10.65%
0.00%
0.00%
△ 0.11%
0.00%
1.74%
0.00%
0.00%
0.00%
△ 48.68%
△ 2.12%

構成率
％
27.28%

15.14%

25.07%
5.02%
4.12%
2.47%
1.23%
20.44%

5.56%
0.52%
1.88%
4.11%
100.00%

平成 30 年度 一般会計 歳入 ・ 歳出 決算 収支 計算書
自 ： 平成 30 年４月 １ 日
至 ： 平成 31 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
45 回（乙種）
46 回（乙種）
47 回（乙種）
48 回（乙種）
49 回（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
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
歳出合計
次年度繰越金（収支差額）

（
（
（

（
（
（
（
（
（
（
（

平成 30 年度予算額
3,091 口
42,615,000
2,716 ）
40,740,000 （
134 ）
670,000 （
241 ）
1,205,000 （

57
48
51
36
49
41
2
39
32
32

）
）
）
）
）
口
）
）
口
）

285,000
240,000
255,000
180,000
245,000
1,560,000
60,000
1,500,000
128,000
128,000
300,000
300,000
300,000
300,000
1,000
1,000
505,000
1,000
1,000
350,000
150,000
3,000
1,200,000

平成 30 年度決算額
3,069 口
42,445,000
2,710 ）
40,650,000
135 ）
675,000
224 ）
1,120,000

（
（
（
（
（
（

2,687
133

（
（
（
（
（
（
（
（

1

）
）
）
）
）
）

40,305,000
665,000
105,000
5,000
240,000
5,000

57
48
51
36
32
40
7
33
27
27

）
）
）
）
）
口
）
）
口
）

285,000
240,000
255,000
180,000
160,000
1,200,000
210,000
990,000
108,000
108,000
582,000
582,000
300,000
300,000
0
0
495,421
99
191
362,880
132,251
0
14,855,781

7

1
16

1,200,000

14,855,781

57,409,000
平成 30 年度予算額

甲種（2,748 口）
甲種（2,748 口）
乙種（  375 口）

16

38,752,000
3,715,000
5,400,000
5,496,000
6,246,000

850,000
665,000
57,409,000

59,986,202

平成 30 年度決算額
32,671,900

甲種（2,737 口）
甲種（2,737 口）
乙種（  359 口）

5,400,000
5,474,000
6,192,000

850,000
665,000
51,252,900
8,733,302

第１回 女性会員参画 推 進 委員会 報告

132号

日
会
１．会長挨拶

会長

2020

時：令和２年１月 18 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

に残っている先生が多いので、アプローチ

満

歯科界では女性歯科医師が増えている。他大学でも

を考えている。関東近県と地方でのアプ

４割から５割の割合に増えている。

ローチの仕方を考えていきたい。
委員会：委員会の活動は女性の会員の母数を増やす

歯科医師会などとは違う同窓会ならではの活動がで

ことが目的なのか、女性会員を増やす＝同

きたらと考えている。

窓会員を増やす活動と考えてよろしいのか。

２．女性会員参画推進委員 就任について

執行部：会員を増やすことは目的であるが、男性よ
り女性が現在入会率が低い。女性の入会率

1委員長・副委員長の互選
委員長に原 めぐみ先生、副委員長に加来めぐみ

を向上させていくことが目標。そのための

先生にご就任いただいた。

方策について意見を頂きたい。また若い先
生方を中心とした青年部会も考えている。

３．委員長挨拶

学術を充実させて若い先生に魅力を伝えた

原  めぐみ委員長

い。

茅ケ崎で開業しております 18 回生 原 めぐみです。

委員会：同窓会会員以外には「同窓会会報」は届いて

微力ではございますが、よろしくお願いいたします。

いない。同窓会未入会、退会の人に伝える

４．協

議

手段はあるのか。また世代間で同窓会に入

1アンケートについて

会することが必須であると考えていない世

①支部での女性会員の活動状況についてのアンケー

代も多いように思う。

ト結果

執行部：学術などは非会員の先生には HP でご覧い

（支部長対象：48

支部中 回答 35 支部 / 未回答 13

ただき有料で参加いただく。非会員特定に
アナウンスはしていない。同窓会の組織は

支部）
問１．貴支部では女性会員の役員、
委員はいらっしゃ

支部単位のピラミッド型、横のつながりを

いますか？いらっしゃる場合、人数、役職等

持ちたく、クラス代表者会議を開催してい

についてご記入ください。

る。代表に参加いただき意見交換をし、非
会員でも幹事になっていただいている。ク

35 支部中：女 性役員がいる 18 支部 / 女性役員がい

ラスの横のラインを利用して非会員の先生

ない
（未回答含）17 支部
問２．貴支部では女性会員が参加しやすい支部行事

にもアプローチしたい。

などを行っておりますか？

支部単位では支部の中で小さな地区単位が

行っている場合、具体的な内容をご記入くだ

特に仲が良い。入会案内なども支部経由で

さい。

おくるとスムーズ。草の根活動と魅力的な
活動、2 つの柱でやっている。

35 支部中：参 加しやすい企画がある 11 支部    / 企
画がない（未回答含）17 支部

過去、会報を全員に送る案も出たがなかな

問３．今後の同窓会活動に女性会員の参加は必要だ

か承認されなかった。いろいろご意見を踏

とお考えですか？

まえ会報の全員配布もチャレンジして行き

また、女性会員参画についてご意見、ご要望

たい。
委員会：毎号でなくても年 1 回、春号のみ送るなど

がございましたらご記入ください。

考えても良いのではないか。方向性がよく

35 支部中：必 要だと思う 29 支部 / あまり必要と思

わかっていないのですが、会員を増やすこ

わない（未回答含）6 支部

とに重心が行くと、女性参画と離れてしま

執行部：男女問わず支部会員の人数自体が少ない支

うのでは。

部もある。若い会員の先生が東京、神奈川
17

問５．女性参画推進に対してさまざまな考えがあり

執行部：女性の意見が通る組織にすることが目的で、

ますが、あなたのお考えがあればご記入くだ

そのためにこの委員会の意見が重要。

さい。
（自由記述）

委員会：女性歯科医師は男性歯科医師が多い中でな

問６．女性会員参画推進委員会にどのような活動を

かなか活躍が難しいが、会に出てこられな

してほしいですか？

い方も気軽に参加できるような企画で敷居

①女性が参加しやすくなるセミナーの開催方法

を低くすることも考えても良いのではと思

の検討（託児所付き講演会など）

う。

②女性歯科医の資質向上につながる講演やセミ

卒業生の中で女性の会員率は低い。広報な

ナー（立ち振る舞いやマナーなど）

どでイベントを PR して同窓会っていいも
のだと思っていただけるような活動ができ

③女性会員の交流の場の提供

たら裾野を広げることになる。

④就職情報の提供（再就職支援など）
⑤医院経営に関する講演やセミナー

執行部：組織では多数決でいろいろなことが決定さ

財務の安定と税務対策、人材確保と職員の安

れていくが、この委員会からは多数決の理

定雇用、患者増のための経営戦略、医療保険

論でない意見が言える。

（社会保険）の制度や請求に関する研修

委員会：新しく入ってもらうことは結果論で、女性

⑥歯科医師復職支援

に出席してもらえることが第一目的でよろ

代替歯科医師（人材紹介）

しいか。

復職支援につながる学術講演会、経営講習会

執行部：支部にも女性の起用を積極的にお願いしよ

医療関係者の求人サイト（求人募集、情報提

うと考えている。

供）

委員会：女性の歯科医師が卒後どういう専門に行く

⑦その他（ご希望があれば具体的にご記入くだ

か考え、矯正や小児、ホワイトニングなど

さい）
（自由記述）

専門性を絞った聞きたい講演会も重要では

問７．女性歯科医師の増加とともに「女性歯科医師

ないか。
以前、ウーマンズヘルスケアという企画を

が活躍できる社会づくり」が求められており

やったことがある。多くの方に参加いただ

ますが、男性歯科医師と比べ、妊娠・出産・

き、そろえたグッズが時間前になくなるく

育児・介護などのライフイベントに合わせた

らい好評だった。そういうイベントもいい

働き方を余儀なくされることがまだまだ多く

のではないか。多目的なイベントも楽しい

見受けられます。女性歯科医師が就業を継続

し、参加してもらいやすい。

していくうえで、障害となること、またその
改善方法など、ご自身のお考えをお聞かせく

②会報同封予定のアンケートについて

ださい。
（自由記述）

女性会員向け 設問〈アンケート内容〉
問１．あなたの年齢をお知らせください。
① 20 歳代

② 30 歳代

⑤ 60 歳代

⑥ 70 歳代

③ 40 歳代

ご協力ありがとうございました。

④ 50 歳代
男性会員向け 設問〈アンケート内容〉

（よろしければ回生をご記入ください

問１．あなたの年齢をお知らせください。

回生）

問２．あなたの居住地域をお知らせください。
都道府県

市区町村

問３．あなたは現在働いていますか。

⑥ 70 歳代

都道府県

④ 50 歳代
回生）

市区町村

問３．あなたは現在働いていますか。

③働いていない（問５へ）

①歯科医師として働いている（問 4. へ）

（学生・閉院 ・定年・妊娠・出産・子育て中・

②歯科医師以外の職種で働いている（問 4. へ）

）

問４．あなたの勤務形態をお知らせください。

③働いていない（問 5. へ）
（学生・閉院・定年・介護・その他

ご家族）

②勤務
（フルタイム

⑤ 60 歳代

③ 40 歳代

問２．あなたの居住地域をお知らせください。

②歯科医師以外の職種で働いている（問４へ）

①開業
（ご自身

② 30 歳代

（よろしければ回生をご記入ください

①歯科医師として働いている（問４. へ）

介護・その他

① 20 歳代

パート

問４．あなたの勤務形態をお知らせください。

その他）
18

）

支 部長会はじめここで出た意見を伝えた

①開業
（ご自身  ご家族）
②勤務
（フルタイム

パート

い。同窓会は学術がメインと考えている。

その他）

問５．女性歯科医師の増加とともに「女性歯科医師

女性参画でも学術を中心に考えて行きたい。

が活躍できる社会づくり」が求められており

アンケートの設問についても男性からは想

ますが、同窓会として今後取り組んだ方がよ

像つかないことが多い。ぜひ女性の先生方

いことなど、男性歯科医師の先生からのご意

のご意見を女性の立場から女性目線でいた

見、お考えをお聞かせください。
（自由記述）

だきたい。
2本部同窓会の女性会員参画推進事業に対し他団体

ご協力ありがとうございました。

や組織と異なる部分についての確認
アンケート設問について
3女性会員参画推進を支部、地区連合会での取り組

委員会：問６．①②など希望するセミナーなど具体

み企画への経済的支援について

的に書いていただいてはどうか。忌憚のな
い意見を書いていただくのはいかがか。男

4同窓会広報誌の活用について

性か女性かと別れている理由は何かあるの
か。
執行部：男性会員にも同窓会がこのような取り組み

5その他

をしていることをわかっていただきたく男

執行部：時間の関係で2からは一括でお話をさせて

女別で入れてみた。

いただくが、各県で女性参画の企画を催し

委員会：男性には奥様やお子様（女性）の現状を設問

ていただいた場合に、助成をしていくこと

で入れたらどうか。

を考えている。

卒業生の中でも奥様が非会員の方もいらっ

また、広報誌に女性会員参画推進委員会の

しゃる。夫婦で同窓の方は奥様がほとんど

活動についてを掲載、企画を取り上げてい

入っていない、家族で話し合っていただく

きたい。

機会になるような設問になるといいのでは。

委員会：アンケートについては、

執行部：数年前、家族会員の乙種会員を作った。な

アンケートを会員にお送りし集計し、委員

かなか全員に浸透しているわけではない。

会で協議したい。

乙種会員の会費は無料でとの意見もあった

内容についてはたたき台を作成し委員会で

が、今後再検討も考えたい。

協議したい。
（メーリングリスト作成）

〔 神奈川県花 : ヤマユリ 〕
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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・学術講演会に捉われず、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）
：絵・文・イラスト / 岩淵 通

大分 県支部

学術講演会報告
藤原

真一（21 回）

令和 2 年 2 月 15 日（土）、神奈川歯科大学同窓会大

実した素晴らしい内容でした。もし、これを読まれて

分県支部学術講演会が、ホルトホール大分にて開催さ

いる方がいれば、次回のその地域の学術講演会は、内

れました。

田先生に依頼されては如何でしょうか？大分県として
も続きとして第 2 弾をここ数年のうちに依頼してみた

県の同窓会員の 19 名の他、他大学卒業歯科医師、
技工士を含め 25 名が参加されました。

いと個人的には考えております。

たけもち

しかし、2 月 15 日の講演を最後に、コロナウイルス

講師は福岡市で開業されております、内田雄望先生

の影響で、講演会など、人が集まる場は、ことごとく

です。
同年 3 月、NHK「ためしてガッテン！」で歯科医師

中止に追い込まれています。この号（会報）が出る頃

の村岡秀明先生が出演されていましたので、番組を見

は終息しているかと思いますが、この原稿を書いてい

られた方も多いかと思います。内田先生はその村岡先

る現時点では非常にバタバタとしております。
さて、今回の「保険の義歯をどう作るか」という講

生の一番弟子と言っても良いかと思います。

演の内容ですが、1．口腔内審査

演題は「保険の義歯をどう作るか」でして、私が今

置

まで受講したどの学術講演会よりためになる本当に充
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4．印象採得

5．咬合採得

2．設計

3．前処

6．人工歯配列

7．

試適

8．装着

追補

11． 床 裏 装

義歯の洗浄

9．調整

10．修理・

12． 研 磨

13．

14．患者さんとのコミュ

ニケーションと、各項目に分けて各項
目の重要なポイントを非常に細かく解
説。全て明日の診療に生かせる、濃い
内容でした。
そして最後 15．事前質問。これは
先に義歯に関する質問をメールで受け
付け、そこの場で回答していくという
事にしました。義歯に関する質問は全
部で 9 つあり、すべてにわかりやすく
なるのか。難症例にはどう対応していくのか等は、臨

回答されました。
このほか、今回の講演内容を細かく解説していくに

床医として身につけておくべき重要なテーマであり、

は、とてもではないがページ数が足りませんのでここ

それをここまで詳しく聞ける講演会は本当に有意義な

では出来ませんが、保険の義歯をどう作っていくのか、

時間でした。内田先生に感謝申し上げます。そして又、

どうやれば患者さんが笑顔になり、win-win の関係に

近いうち、必ずお願い致します。

岡山 県支部
☆

☆

学術講演会・40周年記念式典・祝宴開催
恵谷

潤三（13 回）

令和元年度学術講演会を 11 月３日（日・祝）に、

た。また歯科医療における歯の形態回復から口腔機能

本学の災害医療・社会歯科学講座教授 山本龍生先生

への転換、住民運動における 8020 に加えてオーラル

をお招きしてホテルグランヴィア岡山にて開催いたし

フレイルの登場、地域包括ケアシステムの構築といっ

ました。

た様々な変化への対応が喫緊に我々に求められている
ことも理解できました。先生は問題解決の糸口として、

「政策と科学的根拠から考える今後の歯科保険医療」
との演題で一時間半講演をしていただき、内容として

３つのキーワード（健康の社会的決定要因、ライフコー

日本では時代の要請に応え、様々な歯科保健医療施策

ス、かかりつけの歯科）を挙げられました。それぞれ

が推進され、成果として小児期学童期のう蝕の減少と

の解説と我々にできる対応を判りやすく教授してくだ

成人期の歯数の増加があり、問題点として高い歯周病
有病率、健康格差があることを判りやすく話されまし
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会学術講演会と併催で行われ、挨拶して頂いた学術・

さいました。

生涯研修常務理事

今回の講演では、健康寿命を延ばすことに歯科医師

山中秀起先生を始め５人の先生方

が大きく関わっていること、歯科治療による高齢者の

に運営を助けていただきました。また同窓会会長

QOL 向上により要介護度の減少が望め、ひいては医

館

療費の増加を少しでも食い止めることができる希望を

場を借りて感謝申し上げます。

大

満先生に感謝状贈呈をしていただきました。この

もたせる内容でした。参加していただいた約 40 名の

その後、同窓会岡山県支部 40 周年記念行事を、学

同窓会員には、若い先生が多かったので、今後の診療

長をはじめ本部関係者、同窓会会長、中国地区連合会

に大いに役立つ内容であったと思います。

役員ご来席のもと無事執り行うことができました。関
係した皆様に心から御礼申し上げます。

尚、今回の講演会は令和元年度神奈川歯科大学同窓

☆

茨城 県支部 学術講演会・新年会開催報告
☆

木村
これが加齢の原因です。

令和 2 年 2 月 8 日（土）水戸市泉町にある老舗の中
ぼ

け

口腔内では、生体防御システムの主役である唾液が、

川楼では、美しい木瓜（花言葉：妖精の輝き）の花が

抗酸化作用を示します。また、嚥下体操を行うことに

迎えてくれました。
当日は、李

明夫（11 回）

より、
抗酸化システムを亢進する可能性が考えられます。

昌一先生にご講演いただきました。

李先生は、神奈川歯科大学横須賀・湘南地域災害医

活性酸素は酸化の原因となりますが、全身において

療歯科学研究センター教授を主軸に、日本酸化ストレ

感染防御の重要な役割を果たしています。そのものの

ス学会会長や東京歯科衛生専門学校また学生の為に寺

除去に目を向けるよりも「抗酸化力」を高めることの

子屋等多方面にご活躍されていらっしゃいます。

方が重要であると思われます。抗酸化食品には赤ワイ
ン・緑茶・納豆などがあります。

演題は「超高齢社会における歯科医学の重要性」で

更に災害歯科医学についてもお話をしていただきま

す。先生のお話しを少しまとめてみました。

した。

2025 年には日本の人口の年齢別比率が劇的に変化

続いて新年会に移り、増野

して「超高齢化社会」となり、社会構造や体制が大き

周先生（８回）より李

先生へのお礼の言葉そして会員の先生方のさらなるご

な分岐点を迎えることになります。

活躍を祈念して乾杯がおこなわれました。即座に宴た

そこで 21 世紀型医療の中心として抗加齢歯科医学

けなわとなりあっという間の 2 時間が過ぎ重い腰を上

が注目されています。

げ、梅の花をかたどった手すりを頼りに中川楼を後に

人は生命活動を維持するために、酸素を取り込みま

しました。

す。同時に酸素を使う過程の副産物として活性酸素が
発生し、身体の酸化老化となります。
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☆

★

広島 県支部 通常総会・学術講演会・忘年会 報告
☆

岡本
[令和元年度

通常総会・学術講演会]

直治（25 回）

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、

5 月 11 日（土）
「ANA クラウンプラザホテル広島」

CAD/CAM レ ジ ン 冠 ブ ロ ッ ク の 材 料 評 価 と CAD/

において、標記総会が開催された。
石橋昌彦専務理事が司会進行を行い、山村

CAM レジン冠の内面への接着についてご講演をい

剛支部

ただいた。まとめとして、市販されている 8 種類の

長より開会の挨拶があった。
恭氏が議長に選出され、平成 30 年度の会務

CAD/CAM 冠用レジンブロックの物性について比較・

概況報告、各部事業報告の後、下記の全ての議事につ

検討したが、各レジンによって物性が異なった。全て

いて承認が得られた。

のレジンブロック間で無機質フィラー含有量に有意差

木村

１．平成 30 年度会計収支決算の承認を求める件、

を有し、含有量の増加により摩耗量の減少と表面硬さ

２．令和元年度事業計画案の承認を求める件等。

の向上が示されたが、曲げ強さに相関は認められな

続いて学術講演会が行われた。

かった。そして、保険導入された歯科用 CAD/CAM

講師として、広島市中区会員吉岡デンタルキュアの

システムによるハイブリッドタイプのコンポジットレ

吉岡俊彦先生をお迎えし、
「歯内療法の現在・温故知新」

ジンブロックの接着については、現在のところレジン

と題して最新エンドの基礎と基本について貴重なご講

ブロックの表面処理は、機械的結合と化学的結合を得

演を頂いた。

るためには必須であり、特にフィラー含有量が高いほ
どその効果は有効であろうと思われる。また、実際の

その後、大保順一氏の司会進行により懇親会が開催
剛支部長より開宴の挨拶があり、藤井久

臨床においては、各メーカーのシステムに則して接着

富顧問のお言葉に続いて、大石正臣氏の乾杯により開

することで、使用する材料の信頼性が高まると思われ

宴した。

る。さらにメタルでの歯冠補綴修復と比較してセメン

され、山村

順調な大学の近況について聴けたり、同窓会ならで

ト層が厚くなるため、十分にレジンセメントを使用す

はの和気藹々とした雰囲気の中行われ、最後に玉山廣

る必要もあると考えられることなど、明日からの臨床

忠氏がタクトをとり全員で校歌斉唱し、歌野原

に活かせる貴重なご講演を頂いた。その後、大保順一

之副

氏の司会進行により忘年会が開催され、山村

支部長の閉会の辞をもって終了した。

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
[令和元年度

学術講演会・忘年会]

より開宴された。同窓会ならではの和気藹々とした雰
囲気で行われ、最後に道沸雄次氏、玉山廣忠氏がタク

11 月 24 日（土）
「ANA クラウンプラザホテル広島」
において、学術講演会が開催され、西谷
進行の下、山村

トをとり全員で校歌斉唱し、歌野原

満氏が同会

之副支部長の閉

会の辞をもって終了した。とても楽しく有意義なひと

剛支部長より開会の挨拶があった。

時を過ごすことができた。

講師として、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・バイオマテリアル分野二瓶智太
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静岡 県支部

☆

☆

学術講演会報告
永田

康文（９回）

原稿依頼をいただいた令和 2 年 4 月は COVID19 の

科大学との共同研究により唾液腺で産生されるタンパ

感染拡大により Home Stay を余儀なくされ、支部役

ク質が脳内で抑制性神経伝達物質の産生を増加させ、

員会を開催出来ず、感染の鎮静を願うばかりです。

マウスに行動変容を引き起こし、不安、緊張を和らげ

さて、昨年の秋期講演会は本学副学長で神奈川歯科

る抗不安作用が高まることを発見しています。また明

大学大学院歯学研究科口腔科学講座病理学分野教授の

治ヨーグルト R-1 の CM に出ているデータは槻木先生

槻木恵一先生にお願いして令和元年11月16日（土曜日）

のものだそうです。

に静岡市のサンパレスホテルで「唾液腺が脳や腸と関

興味深い講演は同窓生、聴講された他大学の先生、

連する研究紹介から歯科医療の未来を考える」という

衛生士学校の教員、衛生士会の衛生士さん一同の感銘

テーマで講演していただきました。

を受けました。

槻木恵一先生は主婦と生活社から「脳卒中、がん、

懇親会は同ホテル内の会場にて学生時代から槻木先

肌の老化防止から、誤嚥性肺炎まで唾液サラネバ健康

生の友人である望月和哉先生、講演会の手配をしてく

法」を出版しており、唾液の有用性を説かれていま

れた櫻井剛史先生と昔話に花が咲いていました。
槻木先生ありがとうございました。

す。また槻木先生の研究グループは鶴見大学、東京医
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柔 道 部 OB会 50周年 記念 式典・祝宴

開催される

〔国際柔道連盟〕

〔全日本柔道連盟〕

山田

良広（18 回・柔道部 OB）

〔 災害医療・社会歯科学講座： 教授 〕

令和元年 10 月 13 日、快晴の日曜日、ローズホテル

め 17 回の優勝を誇りますが、ここ数年は部員減もあ

横浜で「神奈川歯科大学柔道部 OB 会 50 周年記念式典・

り低迷していましたが、昨年部員が 8 名となり久々に

祝宴」が開催されました。前日は台風 13 号が直撃、

決勝まで勝ち進んだものの惜しくも朝日大学に敗れま

開催が危ぶまれましたが、予定を 1 時間遅らせ無事開

した。ただ復活の兆しははっきり見えていますので今

催することができました。

年こそ優勝を勝ち取ってほしいと思います。柔道部

正午からの式典には、来賓 15 名のご臨席を賜り OB

OB 会・柔道部現役学生ともに、大学と同窓会をはじ

会員を含む49名が出席、遠藤省吾副会長（12回：神奈川）

め関係各位には今後ともに多大なご支援をいただくこ

の開式の辞で始まり、小島

とになりますが、何卒ご指導いただけますようお願い

の式辞から大舘

章会長（10 回：神奈川）

満同窓会会長、小澤

暁全日本歯科

いたします。

医師柔道連盟会長（日大歯 OB）
、諸井三義県柔連会
長そして林田和孝横須賀市柔道協会会長より祝辞をい
ただき、他の来賓紹介後に功労者表彰として、初代
OB 会会長の佐藤康二先生（1 回：神奈川）と前全日
本歯科医師柔道連盟会長の郡

秀明先生（5 回：長崎）

に小島会長より記念の盾が贈られました。
続いて同ホテルで祝宴が行われ、テレビ「なんでも
鑑定団」で有名な岩崎紘昌鑑定士の講演や演歌歌手若
山かずさの歌謡ショーで盛り上がり、最後に現役学生
に『 闘 魂 』の部旗が記念品として贈られ、遠藤俊逸
先生（11 回：埼玉）の中締めで和やかに終了しました。
本学柔道部はオールデンタルで団体戦 10 連覇を含
山田良広 教授

小田博雄 同窓会理事
前診療科教授

大舘

映画「姿三四郎」
（続編もあります）

満 同窓会会長

TV「柔道一直線」
ピアノが有名です

「柔（やわら）ちゃん（YAWARA!）」
マンガ・アニメが大ヒットしました‼
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〔1964 年の東京オリンピックでは
へーシンクが大活躍‼〕
レイアウト：T. I

会員のページ

あの頃 の

に

会
本郷

いたい
弘（８回・岡山県支部）

同窓会会員の皆様にはご健勝にて

予定の雑誌より魅力の組み立て附録等があると浮気を

お過ごしの事とお慶び申し上げます。

してしまい、すべての読破は至難の業でした。そのた

昨年末、岩淵先生より突然のお電

め、学校の放課後は市中の貸本屋、古本屋を巡るのが
一番の楽しみでした。

話があり、何事かと押っ取り刀で電
話口に出た所、同窓会誌への寄稿依

当時集めまくった物は完全ではなくて、欠本を補完

頼でした。私のような何の取柄もな

したいとの思いが募りましたが、30 年前にはネット

い者がと考える余裕もなくご覧の事態となりました。

通販やオークションなどあるはずもなく、マンガ古書

私は卒業後、故鈴木祥井教授の矯正学の大学院に進

の蒐集には古書店の出す目録からの購入が唯一の手段

学しました。大学院生活は教授が出勤する前の午前７

でした。たまに掘り出し物があっても、一見客に回し

時に登校し、教授室の掃除に始まり、午前は患者さん

てくれるはずもなく、店主とのヒューマンネットワー

の診療、午後からは勉強と研究、帰宅は教授室が消灯

クの構築が重要でした。

する午後 11 時過ぎと、元祖セブンイレブンでした。
大学院卒業後は助手として 2 年間在籍し、学生さん
の実習等も担当致しました。故鈴木教授からは、矯正
学のみならず、日本語の文法から医療人として身につ
けるべき医道を指導され、これが私の診療を支える柱
となっています。
大学在職中に父の体調不良で、実家の診療所を承継
したい旨、教授に相談申し上げたところ、大学には非
常勤で、一般診療は日赤医療センターで勉強とのご高
配を賜りました。が、それからわずか 1 カ月で父が急
逝し、6 年間プライヤーしか持たなかった者が、いき
なりタービンを持っての開業、今では信じられないよ
うな転身でした。
で、ここからが標記の本題です。平成に御世代わり
してまもなく（開業後数年）
、マンガの神様

手塚治

虫が亡くなりました。少年時代、手塚に憧れ、自分も
漫画家になりたいと思って当時読みふけっていた漫画
雑誌等を保存していた事を思い出し、物置を探索した
ら、運良く親の目を逃れた宝物が発掘されました。
「 少年 」
「 少年画報 」
「 少年ブック 」
「 ぼくら 」
「日
の丸 」
「 冒険王 」
「 漫画王 」など昭和 20 年代生まれ
の方々には懐かしさが込み上げてくるのではないでしょ
うか。
そしてこれらに連載された「 鉄人 28 号 」
「 鉄腕ア
トム 」
「 赤胴鈴之助 」
「 まぼろし探偵 」
「 月光仮面
」
「 七色仮面 」
「 少年ジェット 」
「 ナショナルキッ
ド 」等々の正義のヒーローに夢中でした。ただ小学
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

生の小遣いでは買える雑誌は月にせいぜい 1 冊、購入

〔 小田先生へ 〕
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〔 小林先生へ 〕

〔 懐かしい作品がいっぱいです♥ 〕
：T. I

今では大手の出版社から往時の名作が多数復刻され
ていますが、原本には復刻では味わえない雰囲気があ
ります。それは当時の空気がそのまま封じ込められて
いるのです。男にとって趣味のコレクションは自分が
生きた軌跡と言えるのではないでしょうか。
当時の人気作家も多くが鬼籍に入っています。マン
ガ家ベスト３を挙げるなどおこがましい限りですが、
私にとっては正妻が横山光輝（ 鉄人 28 号 ・ 伊賀の影
丸 ）、愛人が白土三平（ 忍者武芸帳 ・ カムイ伝 ）、
母が手塚治虫（ 鉄腕アトム ・ ブラックジャック ）と
いう位置づけでしょうか。
本部同窓会の「広報委員会」に、縁あって同じ教室
で学んだ本学柔道部のレジェンド、理事の小田博雄先
生と、学生実習で担当させて頂き、その優秀さに舌を
巻いたゴジラフリーク、副委員長の小林晋一郎先生が
いらっしゃるので、お二人にリスペクトを込めて、関
連の写真を１つ入れておきます。
また、私に不測の事態が生じれば、これらの遺産は
残された家族にとって、タダのゴミ扱いされるのは必
定。どう終活していけば良いのか思案中です。
くだらない趣味の話にお付き合いいただき恐縮で
す。最後になりますが、今後の同窓生諸氏のご健勝と

〔本
 郷先生、
すばらしい原稿をありがとうございました。
くだらない、
なんてトンデモな
い。大人になっても
「夢」
を持っている先生はりっぱです。
もし良ければ私が引き取
りましょうか！
遺言書に書いておいてくださいね。漫画はすべて岩淵氏にゆずるとね♥ 〕
：レイアウト / T. I

ご活躍、そして母校の発展を願って止みません。有難
うございました。
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私の

（ 光 ）… それは
生 きる 道

言の葉

……

〔 県花：フジザクラ 〕

〔 山梨名産・ブドウです 〕

七沢

〔 笑顔でニッコリ♥ 〕

真樹子（40 回・山梨県支部）

神奈川歯科大学を卒業して11年が

いた母に勧められたのです。通い

たちました。現在は母が院長をつとめ

始めて９年たちますが、意見を発

る甲府市内の歯科医院に勤務し、忙

表したり、感想を述べ合ったりす

しくも充実した日々を過ごしています。

るこの教室は、私にとって、人との

歯科医師になりたいと思ったきっか

接し方や言葉のもつ力を再確認す

けは、母が毎日楽しそうに診療してい

る場となっています。毎年、年始

たことと、診療室が絶好の遊び場だったこと。技工室は

には、31 枚の自分の指針になるよ

印象材を練ったり、石膏を固めたり、子供にとってはワ

うな言葉（クレド）のカレンダーを

クワクがいっぱいな空間だったのかもしれません。

発表します。自分の心の声を紡ぎ、
感じることで自分を客観視できる機会が持てます。仕事

３歳上の姉は母、叔母、叔父の母校である神奈川歯科

が終わったあとに参加するのですが、そこに集う方々の

大学に進み、私自身も迷わず進学を決めました。

発する空気、
言葉に癒され、
脳内の一日の疲れがとれ、
すっ

卒業してから今日までを振り返ると、
様々なことがあり、

きりします。よい言葉のシャワーを浴びるだけで人は癒

良き出会いにも恵まれました。

され、
優しい気持ちになれるのだと毎回実感させられます。

山梨の実家に帰ってきた私は、すぐにご縁があって東
京国立の若手歯科医師を育てる勉強会に所属することに

また３年前に訪れたアルメニアでの体験を通して、言

なりました。月に一度、症例発表、ディスカッションの時

葉が人と人とをつなぐ絆であることを学びました。父の

間を与えられ、また臨床の技術スキルを上げる様々なセ

営む会社の方が文化交流の仕事で出張する際に同行した

ミナーで教えを得られたことで今の自分があるのだと思

のですが、日本文化に重きをおくアルメニアの「光」科

います。先生方には、臨床における患者さんとの向き合

学教育文化センターが主催する、日本の原爆忌の平和式

い方まで教えていただき、心から感謝しています。

典に参加しました。現地の子供や日本からの参加者がひ

患者さんとどう接するかは、医療者にとって重要な課

とりずつ俳句を発表し、平和への思いを同じくしたとき、

題です。臨床研修医時代からずっと感じていたことです

心のつながりを感じ胸が熱くなりました。言葉の奥にあ

が、表面的な優しさや声掛けだけでは患者さんとの信頼

る強い思いは、その場の空気を変える力があるのだと感

関係はうまく構築できません。治療スキルはもちろん大

じた旅でした。
以上のような様々な出会いを通して、私自身も成長し、

事ではありますが、信頼関係があってこそ満足のいく治

明るい気持ちで患者さんに接することができるようにな

療ができるのだと実感させられる毎日です。

りました。

言葉かけ一つにしても、自分自身が患者さんに安心感
を与えられる存在であることが求められます。しかし、

歯科医院という場所はとても緊張する場所で、不安を

心を常に安定させて生きることは至難の業であると思い

抱えながら来院される方がたくさんいます。患者さんを

知らされることも多く、悩みが膨らんでいきました。

より緊張させてしまうような雰囲気を作ってしまうと良い

そんな日々の中で、コミュニケーションアーツアカデ

コミュニケーションは取れません。もちろん、病状や治

ミーという教室に出会いました。以前から教室に通って

療の見通しなどを正確に伝えることは大事ですが、不安
を少しでも取り除くことができる歯科治療を目指したい
です。心から相手を思いやる気持ちは人の心を動かしま
す。信頼関係構築の鍵は、自然体で「真の言葉がけ」が
できるかどうかにかかっているのではないでしょうか。
私は昨年結婚し、子育てと両立しながらどう仕事がで
きるのか、新たなチャレンジが始まりました。多くの人へ
の感謝の気持ちを忘れずに、地域医療に少しでも貢献で
きる歯科医師でありたいと思っております。
今回このような執筆の機会を頂き、感謝申し上げます。

〔 七沢歯科医院のスタッフとともに 〕
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〔お
 母さんに「娘さんに原稿を」
とお頼みしましたら、真樹子さんをご紹介されまし
た。文章を読むと，
お母さんとソックリだなぁと思いました。親子はやっぱり似るも
のだと思います。真樹子先生、
これからもガンバってくださいね 〕
：レイアウト / T. I
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仕事 の 原点 と その後
〔 府花：う め 〕

★

〔 大阪城：映画「プリンセス・
トヨトミ」の舞台です 〕

川越

善人（９回・大阪府支部）

「物理はすばらしい」
「物理が世の

許取得 2 件を得て、文部省の科学研究奨励金を3 度交付

中をかえていく」高校の授業で、何度

して頂いたのは、故青木教授や、周りの方々の沢山の助

もそう語る担任で物理先生の言葉に、

言、援助が有ったお蔭と深く感謝しています。
特に、同級生の澤田智慈先生、村上賢一郎先生、小

いつしか私は影響され、理系の研究

田博雄先生からは多くの協力を頂きました。

者にあこがれ始めていました。それと

〔 いつもニッコリ♥
高二と違う僕です♥ 〕 同時に、自分の学才が十分とはとて

も思えなかったし、歯科医師である父の診療所を継ぐか
どうか？このことで、いつも悶々としていました。しかし、
高二のある日にふとしたきっかけで、将来進むべき道が
明確に決まりました。

われじゅうゆう ご

それは、孔子の論語。
「子曰く、吾 十 有五にして学に
志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天
みみ したが

命を知る。六十にして耳順う。七十にして心の欲するま
したが

のり

こ

ま従えども矩を踰えず。
」
（訳：先生が言われた。
「私は
十五歳で学問に志し、三十になって独立した立場を持っ

〔 臨床研究奨励賞（川村賞）受賞：
玉置勝司先生（現教授）、平沢滋康先生と 〕

て、四十になってあれこれ迷わず、五十になって天命を
わきまえ、六十になって人の言

30 歳過ぎてからは父と仕事をし、初期の頃から予防を

葉が素直に聞かれ、七十になる

ベースにした補綴という理念でやってきました。最近、

と思うままに振舞ってそれでも

少子高齢化社会、人生 100 年時代と言われ、さらには

道を外れないようになった。」）

大還暦（60 歳の 2 倍、120 歳）も一部で予測されている

し

じ

（15 歳 が 志 学、30 歳 が 而

そうです。ちなみに現在、30 歳過ぎの方が、平均で100

立、40 歳 が 不 惑、50 歳 が 知

歳まで生きると予測されていて、100 歳まで生きるとする

命、60 歳が耳 順、70 歳が従 心

と80 歳過ぎまで働かなければならないそうです。また、

と呼ばれています。
）

2007年に生まれた日本人は 107 歳まで生きると予測され

りつ

ふ わく

めい

〔 高二の頃 〕

がく

じ じゅん

ち

じゅう しん

ています。
（「ライフシフト、100 年時代の人生戦略」より）

特に「三十にして立つ」この

この話を患者さんにすると、かなりの方が暗い顔をさ

言葉に強い刺激を受けました。

れ、
「早めに死ぬ」とか言われます。

30歳まで、
大学で研究生活をし、
その後、
親の後を継ぐ。

私自身は元気で長生きをし（コロナにも感染せず）、ピ

これが、私の出した答えで、高二の秋に 30 歳までの人生

ンピンコロリと行きたいと思っています。

計画がほぼ出来上がりました。

予防、治療で健康寿命を延伸し、医療費を抑制し、

大学の卒後、母校の補綴科に助手として勤務しました。
自分で新たな研究領域を開発し、
「支台歯形成のシステ

「生涯現役」の高齢者を沢山生み出す事、健康長寿（元

ム化」というテーマに取り組み、アルバイトもしました

気で長生きで幸せな）社

が、大体、毎晩 11時位まで仕事をしました。そして、不

会を作る事の一助となる

適切な方向から切削するとエアタービンが止り、アラーム

ことが歯科医の仕事かな

の鳴る平行形成器、クリアランスの量をマーキングし視

と思っています。

認するクリアランスインディケー

従 心に近くなった（ 人

ター、練習用の三層構造の人工

間的内容は全く別として

歯（形成が不足、適切、過剰を

歳だけは・・・） 今も、

視認、自己評価できる）等を試

微力ながら当院のスタッフ

作、開発しました。

と共にその方向で地域医
療、学校歯科医を続けて

30 歳位までに、研究努力賞、
〔 平行形成器全景 〕

臨床研究奨励賞（川村賞）、特

〔 当院のスタッフ 〕
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いこうと思っています。

〔原
 稿ありがとうございました。先生が遠大な人生設計を描いており、研究に熱
心だったなんてチットも知りませんでした。気軽に原稿依頼をしてしまって…。
もっとラフな原稿がくると思ってました
マジメな原稿なのでガッカリしました

〕
：T. I
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１冊の本 の 憧れ を 現 実 の 世界 へ
〔 モンゴルの花：アネモネ 〕

髙木

亮（25 回・神奈川県支部）

2004 年に横浜市栄区で開業した

大学推薦試験の日もその DJ １で行きました。いまで

25 回生の髙木です。
「会報 130 号」

も 34 年の月日が経っていますがガレージの片隅に置

に掲載された吉田秀人先生の紹介

いてあります。そして開業 1 年後にいつかは乗りたい

で、同窓会広報常務理事の岩淵先生

と思っていた憧れのハーレーショップに見に行ったと

より原稿執筆依頼をいただき、「趣

ころ、自分の欲しいモデルが「これが最後の 1 台です」

味」についてということでしたので、

と言われ中型免許もないのに 120 回ローンを組みその
場で契約してしまいました。さあもう後には引けない

一筆書くことにしました。
私の二輪との歴史は幼稚園の頃に姉のお下がりの自

状況です。その足で教習所に行き、翌日から診療後教

転車を補助輪無しで乗れるようになったことから始ま

習に通い続け、2 か月で中型、大型バイクの免許を取

ります。毎日帰宅すると裏山の坂を猛スピードで下っ

得しました。心躍りながら免許証を手にショップに行

てはフルブレーキを繰り返し、１か月に 1 本リアタイ

き２か月ぶりに愛車と対面しそのまま箱根まで行きま

ヤが擦り切れパンクする程好きでした。そしてついに

した。1,540cc のビックツインエンジンの鼓動はもう

小学４年に人生初の新車の五段変速のサイクリング車

最高の一言でした。現在も大切に乗っています。2,000

を買ってもらいました。今でもこの日が最高に嬉しく

キロ毎に自分でオイル交換とオイルフィルターの交換

て心躍る日だったのを覚えています。しばらくはノー

を欠かさず行っているのでエンジンの調子は最高で

マルで乗っていましたが、菅原文太主演映画「トラッ

す。ツーリングは同じ歯科医師会でバイクの趣味で仲

ク野郎一番星」に魅せられ、このマシンにトラック野

良くなった先輩と日帰りで行ったり、泊りで佐渡や東

郎のような電飾をどうにかしてできないものかと奮闘

北、四国などに行ったりしました。
そしてある時この本読んでみてと渡されたのが「世

していました。しかし自転車の発電機では電力供給が
賄えず困っていると、大学教授であった父親がとって

界一周

バイクの旅」という壮大なドキュメントでし

おきのアイディアを出してくれました。なんとそれは

た。そして私の幼少時からの冒険心に火がつきました。

６ボルトの原付のバッテリーを荷台に分からないよう

読み終わって先輩に「どこか海外ツーリングを計画し

ブリキ缶を利用し収めるという方法で大成功しまし

ませんか」と話したら「きっとそう言うと思っていた

た。もう夜になるのが楽しみで仕方ないくらい鮮やか

よ」と。

な電飾のデコトラならずデコチャリで走り回っていま

そこで第一弾の海外ツーリングは 2016 年８月に決

した。そして中２になりブリジストンのロードバイク

行。いきなり 5,000m を超える高地ヒマラヤを走る企

をお年玉を貯めて乗り換えそこからツーリングの原点

画です。世界で最も高い標高（5,600 ｍ）を走る国道

ともなる遠出をするようになりました。最も遠いとこ

（カルドゥン・ラ峠）を走りぬけインドの秘境標高 4,300

ろは友達と行った 1 泊 2 日の本栖湖でした。そして待

ｍにあり中国との国境に位置する天空の湖パンゴツォ

ちに待った 16 歳の誕生日を迎え、すぐに憧れの原付
の免許を取得しました。しばらくは親の乗っていた８
年落ちのホンダのラッタタとういマシンでしたが、と
にかく遅く35キロくらいしか出ませんでした。と言っ
ても法定速度は 30 キロなので違反ですが（笑）
。やが
て中型免許を取り 400cc のバイクを乗り回す友達を見
て、私も親に免許を取りたいと言ったところ猛反対さ
れその思いは叶いませんでした。そうこうしているう
ちにラッタタが壊れたので新車の原チャリホンダ DJ
１を購入し中型バイクについていけるくらい改造し時
効だから言えますが原チャリで 80 キロくらい出るく
らいにまでチューンしたりしていました。神奈川歯科

〔 遂に到着 5,600m 〕
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〔 モンゴル高原 1 日 300 キロの移動 〕

〔 4,300m 天空の湖パンゴッツォ 〕

まで行く８日間の旅でした。5,000 ｍを超えると酸素

とはいろいろと共通点があり話が尽きず毎晩星空の下

飽和度（SPO2）は 68％になるため三浦雄一郎さんの

で飲み交わすほどになりました。そして 2019 年に彼

三浦ドルフィンズで行っている高地トレーニングに２

のクリニックの女性歯科医が私のクリニックに 10 日

日間通い低酸素訓練を行いました。初めて経験する

間見学に来ました。彼女はとても熱意があり大学ノー

4,000 ｍ設定の低酸素状態は今でも忘れられない辛さ

ト４冊に様々なことを書き尽くして帰っていきまし

でした。訓練の甲斐もあり全行程で高山病にもならず

た。そして昨年はバイクの趣味で懇親の深い同窓先輩

最高の旅ができました。インドはさすがに毎日カレー

の吉田秀人先生をお誘いし、テムジンから要望されて

ばかりでしたが、本場のタンドリーチキンは日本では

いたウランバートルのクリニックの視察を９月に行き

未だ出会えないほど美味しかったです。次は 2018 年

ました。テムジンのクリニックはスタンダードコプリ

９月モンゴルをオフロードバイクで走るツアーです。

ケーションを徹底しており滅菌ルームも完備しており

言葉では言い尽くせない程広大な草原や丘をいくつも

思っていた以上に素晴らしいクリニックで大変勉強に

超えて一日 200 キロの行程で５日間走り抜ける旅でし

なりました。

た。テント泊やゲル泊で、ゲルは人生初でした。ゲル

すっかりモンゴルに魅せられた私は吉田先生と昨年

は中に薪ストーブとベッドがあり、かなり快適に過ご

とは違うツアールートを一緒に走って来ました。私に

せる空間でした。９月のモンゴルは日中は過ごしやす

とってバイクは自分の可能性を確かめられるツールだ

い暖かさであるものの、もう夜中は零下になるくらい

と思います。この縁を大切に歯科技術の分野でもモン

の寒さで、
星空は日本では見られない美しさです。ツー

ゴルと日本の親交を深めていきたいと思います。

リングは常にサポートが付くので 3 食シェフが同行し

最後にもし興味がありましたら実際のモンゴルツー

昼は先回りして草原のレストランを設営してくれると

リングのドキュメント動画ご覧になってください。ヘ

いった至れり尽くせりでこれまた最高でした。この旅

ルメット動画、転んでいるシーンはすべて私の画像で

でサポートカーのドライバーをしていたのは当時 28

す。

歳のテムジンという青年で日本の大学を卒業しウラン

https://www.youtube.com/watch? v=PduM4D-

バートルでデンタルクリニックを経営しています。彼

7M8g&feature=share

〔 テムジンのクリニック見学 〕
〔原
 稿ありがとうございます。僕はバイク
（車も）
には全く興味がなく、
もっぱらインドアです。アウトドアといえば犬の散歩だけです。
昔は北アルプス・利尻山・宮之浦岳等、登ったのですが… 〕
：T. I

〔 4,000m 越えの峠 〕
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（北海道）
（九州・屋久島）

卒業生のページ

八女 から 世界へ
〔 著書：３冊 〕

久保田

隆朗（12 回・福岡県支部）

のは遅れをとるばかりと感じました。そこで研究を諦め、

八女で矯正専門で開業している、

臨床に専念するため、開業することにしたのです。

12 回生の久保田です。八女は何と読

転機２ ： 八女の片田

むのか？
「はちおんな」ではありません。
「や

舎で矯正臨床に専念す

め」と読みます。場所は九州福岡県

ることになった私は、

の南部。熊本県との県境にあたります。

いつか八女から、矯正

この地名は、8 世紀に編纂された日本

の新しい考えを世界に

書紀に、登場する由緒正しき名称です。

発信できれば良いなと

昔、8人の女の神が住んでいたという

思っていました。そんな中、矯正のメカニクスで有名なア

ことから、この地名が付いたと言われ

メリカのマリガン先生と知り合いとなり、先生の本を翻訳

ています。もちろん卑弥呼もその一人

する機会を得ました（図２）。
また、約10 年程前アメリ

です。従って、古墳が多く、北部九州
最大の岩戸山古墳は、この地方を治
ちく しの きみ いわ い

〔 図2 〕

カ矯正学会に参加した折、

〔 図1 〕

めていた筑紫君磐井の墓とされています（図 1）。この磐

ロボットが矯正用ワイヤー

井は、6世紀、国内最初の乱といわれている、磐井の乱

を曲げているのを見ました

を大和朝廷との間でおこします。磐井と新羅、大和政権

( 図３)。これからデジタル
を導入しようと思っていた

は百済と協力し戦った、最初の朝鮮半島を巻き込んだ国
〔 図3 〕

際戦争かもしれません。その戦いに敗れた八女の磐井軍

私には衝撃的でした。そこ

は、その後この地方に埋もれていくことになるわけです。

でこのデジタルシステムを導入しようとアメリカのテキサス

現在、この地方の人口はその当時とあまり変わっておりま

の suresmile の学会に参加しました。もちろん日本人は

せん。いわゆる田舎です。このように朝鮮半島と密接な

誰もいません。最初は参加を断られましたが、明治維新

関係にあった昔の国際都市が私のふるさとです。私は、

の坂本竜馬と同じように、これを取り入れなければ日本

高校卒業後、神奈川歯科大学に入り、卒業後、学生時

は時代遅れになるという思いで強引に参加しました。そ

代にもっとも分からなかった矯正の道に進みます。これ

こであるインド系アメリカ人 Rohit Sachdeva 先生と知り

が私と矯正の出合いになります。

合うことになったのです。彼はデジタル矯正の世界的第 1

転機１ ： 21年間、神奈川歯科大学の矯正学教室に在籍

人者でした。彼とは、インドすなわちアジア系という事も

しました。その間、1988 年、カナダのトロント大学に留学

あって、妙に気が合い、意気投合して世界の矯正を変え

する機会を得ました。当時は、まだ本学の留学経験者が

ようではないかと、それ以来 10 年このかた語り合って来

数名しかおらず、どうやって留学するのかさえあまりよく分

ました。これが第 2 の転機です。英会話と自らの開拓し

からない時代でした。英語はまったく喋れず、トロント大

て行く精神で新しい道が開けました。

学の公園で日本に帰りたいと思って、たそがれていた時期

その結果、従来のワイヤーとブラケットによる2 年以上

もありました。冬は、－20℃、ナイアガラの滝が凍る極

の長い治療ではなく、患者を中心とした、ワイヤーブラ

寒の中、骨の基礎研究を行っていました。矯正科に入っ

ケットをあまり使わない、効率的で速く治療を終わらせる

たのに、もっぱら私の興味の中心は、骨の生化学でした。

BioDigital 矯正 というものを開発しました。現在、こ

特にその当時遺伝子の研究が始まったばかりで、その面

れらについて 本を3 冊執筆しました 。興味のある方はぜ

白さに魅了されました。この外国での暮らしは、私の目を

ひ購入されてください。また、インターナショナルスタディ

大きく海外に向けさせる一大転機でした。また大学は私

クラブも開催しております。ご興味のある方は、digital-

にとって、とても居心地が良く、ずっと長く居られればい

ortho@yours-od.com までご連絡ください。このように、

いなと思っていました。しかし、基礎研究と矯正臨床の2

卒業後 40 年近く経って、やっと今八女から世界へと新し

足のわらじは、どちらも中途半端と思えてきました。特に

いデジタルを使った矯正治療を発信できるようになった

基礎医学の発展はめざましく、臨床の傍らに研究を行う

気がします。
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〔 原稿ありがとうございます。貫禄がでてきましたね。
学生時代の面影が少しまだ残っていますね 〕
：T. I

〔 令和２年 １月 から ６月 までの 会務報告
月

1月

2月

日

曜

行

13

月

15

水 第 10 回学術委員会

18

第 4 回常務連絡会
創立 50 周年記念事業第 6 回小委員会
土
平成 31 年度第 1 回奨学者審議部会
第 1 回女性会員参画推進委員会

19

日 東京医科歯科大学歯科同窓会「新年名刺交換会」

浅井・植村

25

土 東京都支部新年懇談会

大舘

1

土

8

土 茨城県支部学術講演会

15

土

16

日 第 61 回関東地区連合会

26

水 第 11 回学術委員会（Web 会議）

事

出席者・講師

神奈川歯科大学同窓会学術講演会 − Back to the basic −
待合室マーケティング ® 待合室が変わると医院が変わる！

講師：松尾雅斗教授（13 回）

神奈川県支部新年会

大舘
講師：李

昌一教授（20 回）

大分県支部学術講演会

講師：内田雄望先生（21 回）

九州地区連合会支部長・代議員会議

赤城・岩本
浅井・桂・秋本・髙橋・植村

8

日 創立 50 周年記念事業記念誌部会 第 1 回打合せ・小委員会
土 青森県支部総会

4月

1

水 令和 2 年度第 1 回学術委員会（Web 会議）

5月

20

水 第 2 回学術委員会（Web 会議）

2

火 令和 2 年度第 1 回情報処理部 Zoom 練習会議

6

土 第 2 回情報処理部 Zoom 練習会議

12

金 第 3 回情報処理部 Zoom 練習会議

18

木 第 3 回学術委員会（Web 会議）

19

金 第 4 回情報処理部 Zoom 練習会議

20

土 令和 2 年度第 1 回広報委員会（在宅校正）

27

土 第 5 回情報処理部 Zoom 練習会議

6月

講師：中原維浩先生

福島県支部学術講演会

14

3月

〕

「どんなに不安で暗い夜（コロナ）でも
必ず朝はやってくる
朝はどんな朝でも美しい」

「自分の未来はまっすぐに伸びた道のように思えた
いつも先までずっと見通せる気がした
ところがいま、曲がり角（コロナ）に来た
曲がり角を曲がった先に何があるのか判らない
でもきっと一番よいものに違いないと思う」
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2020

１．会長挨拶

第 1 回 クラス代表者 連絡会議 報 告
日

時：令和元年 10 月 19 日（土）午後７時 15 分から

会

場：神奈川歯科大学附属横浜研修センター ７階大会議室

会長

大舘

満

132号

（５回：佐藤 誠）5 回は東京、大阪でクラス会を開催

本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありが

していた。

とうございます。クラス代表者連絡会議は昨年度まで

（６回：髙橋常男）古稀を迎えました。教育関係の仕事

の 2 回の準備会を経て、今回第 1 回のクラス代表者連

を続けている。来週大阪でクラス会の開催がある。

絡会議開催の運びとなりました。

（６回：松井利行）前回も出席、会員数の減少に歯止め

毎回出席者が増え嬉しい限りです。これも皆様のご協

をかけたい。スキー部創立 50 周年記念の行事を病

力の賜物と心より感謝申し上げます。

院で行う予定。縦の関係だけでなくクラブ活動な

また、台風 19 号による被害が多く出たようで同窓

どの横の関係でも盛り上げていきたい。

生にも出たそうです。同窓会としては、できる限り支

（７回：金子信雄）クラス会は 4 年前と今年 11/3 に開催、

援して参りたい。

人数は 50 名くらい集まる。病気持ちなども多くな

同窓生の数が世代でかなり変化してきているので同

り、次回からは地域での同窓会も考えている。

窓会・クラス会のあり方が問われる時期がきています。

（８回：秋本 進・斎藤一人・佐氏又英・高松太一・増

同窓会そのものが変わらなければならない時期にきて

野 周）クラス会に 100 名を超える参加者が集まる

いると思います。本部としては、予算規模をできるだ

仲が良い回。今は留年も多くクラス会の在り方も

け小さくして、会員数が減っても対応できるように事

一考が必要。

業を縮小出来るものはそうしたい。

（９回：外池利夫）9 回は 4 年～ 5 年毎に開催しており、

同窓会も 50 周年を迎え、3 世代ほどにわたる世代間の

去年あたりやらないといけなかったが、来年開催

隔たりがあり、これを解決するためには現行の支部制

しようかと考えている。

だけでは解決が難しいため、クラス代表者連絡会議に

（10回：小島 章）先月 9/15 に開催、卒業以来 3 回目の

て、世代間の隔たりをなくしていけるようにと考えて

開催。なかなか幹事が出にくい。次回は関西方面

おります。また男女共同参画についても、同窓会では

での開催を考えている。

女性会員参画推進委員会を立ち上げておりますが、例

（11回：芦田 治）5 回くらい開催している。国試委員

えば、本日の会議にも全体の 1/3 くらい女性の先生が

などが核になって住所録などを整備して開催して

参加していただけるのが本来かと思います。今後女性

いる。また全体ではなく有志でも教授就任などの

の先生の参加を増やしていきたいと考えております。

祝賀会を開催している。
（12 回：髙橋 朗）8 年前に開催し、来年開催の予定。

２．出席者紹介  
（自己紹介：回・お名前）

（15回：羽田久美夫）前回、教授就任祝いを兼ねて開催。
タイミングが合わず同窓会の助成金がもらえない。

（１回：浅井智司）1 回はクラス会を 10 年前までは毎年
開催していた。最近は 5 年毎、来年度は 50 周年に

名簿の提供は助かっている。幹事の負担が多いと

併せて開催を考えている。

感じている。
（16回：平田宗善）
このクラス会のシステムを立ち上げ、

（２回 : 久保田博康）2 回の幹事は数名選出したが本日
は私だけの参加。一昨年クラス会を開催し、新病

10 万円の補助を利用したクラス会に延べ 1260 名が

院見学を併せて行い、近代的なシステムに感心し

参加している。横のつながりに役立っているので

ながらも今の学生はさぼることができなさそうで

はないか。10 年たち一回りしたが卒後 5 年までの

大変と感じた。

若い先生たちの利用がない。若い先生方にぜひ開
催していただきたい。

（４回：相原元一）
来年クラス会を開催予定、みなさん

（17回：皆川浩之）17 回は 5 年毎に開催している。今

もぜひ 50 周年に併せての開催を。
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年は京都で開催しました。

（39回：杉原俊太郎・青木 香）昨年同窓会を開催した。

（18回：山田良広）10 年毎に開催している。一昨年開

112 名中 54 名が参加した。助成金を利用させてい

催し皆喜んでいた。来年 50 周年に併せての開催で

ただいた。

助成金が出るという事なので、来年開催すること

（41回：渕田慎也）卒後 10 年で来年あたりクラス会を

を今日決めた。

開催したい。

（19回：濵田信城）19 回は同窓生 6 名が大学にいる。

（44回：日髙弘一）卒後 7 年になりました。クラス会へ

昨年も開催し、来年も 50 周年に併せて開催する予

助成金をいただけるのであれば開催したいと考え

定。
メンバーがほぼ同じ。掘り起こしを考えている。

ている。この会合の事を広めたいと思っているが

（20回：土肥雅彦）20 回も old グループに入ってしまっ

声掛けをした先生が今回来られなかった。

た。昨年卒後 30 周年で開催し世話人 10 名で皆でア

（45回：長島信太朗）大学に残っている同期が 2 名～ 3

ナウンスをし 5 年毎にやろうと話した。来年の 50

名いる。まだ同窓会の開催を行ったことがない。

周年の補助を利用したい。

（48回：髙橋宣輝）卒後 3 年、同窓会の「ド」の字も出て

（22回：二瓶智太郎）我々は 5 年 10 年 20 年と開催し、

きていない。今後考えていきたい。

教授就任でも開催してもらった。2 年後、卒後 30

（50回：有輪政憲・糸永和広）卒業したばかりだが、

周年の予定。ラインで連絡を取っている。テニス

補助金が出るのであれば考えてみたい。
（糸永）薬

部の創立 50 周年式典を開催した際、100 名程集まっ

学を出てこちらを卒業したので、もう結婚や就職、

た。

お金のことを考える年齢になってきている。

（23回：居作和人・青木秀仁・新井 徹・高道麻臣・南
田厳司）同窓会からは助成金などをいただき有難

３．クラス代表者会議 主旨 （会長：大舘

い。まだ 1 回しか開催していないが、2 年後卒後 30

以前はクラス代表も代議員として代議員会に出席して

周年で開催予定。

いた時期があるが、数が多くなるとのことで廃止に

満）

なった。若手の先生方に同窓会を理解していただくた

（24回：佐貫田尚亮・田口 長）5 年前に教授就任の祝
賀会を兼ねて集まった。SNS Facebook で連絡を

めには出席していただきたいと考えている。

取りあっている。50 代になるので 50 代全員集合を

現在 50 回まででの組織となり、おじいちゃん、おば

やる。50 名を超える参加者の予定。
（田口）普段は

あちゃんと孫くらいの年齢差が生じているが、会議の

学生を教える立場なので卒後の話や同窓会の話を

場であれば自由に発言いただけることがメリットと考

するが、卒業できるか、留年しないか、生活は、

える。若手の先生はお世話係ではなく、皆同じ立場で

将来設計などで今の学生はいっぱいいっぱいのよ

人間関係、上下関係がよくなるような場にしていただ

うだ。

きたい。またクラス会の幹事の選出についてはクラス
の承認をとってということではなく、世話人というこ

（25回：櫻井剛史）本日参加の役員の中では最年少。

とで出席いただければと考えている。クラス会は同窓

若手に多く参加してもらいたい。

会の下部組織ではないので、同窓会はクラス会を応援

（27回：森岡美樹）
昨年10年ぶりにクラス会を開催した。

する立場でいる。

2/3 くらいの人にしか連絡が取れなかった。全員
と連絡を取りたい。

４．クラス代表者会議 第 1 回、第 2 回準備会報告

（31回：大橋 桂）31 回は今年度 3 月に開催予定、50 周



年も検討したい。
（32回：新妻泰典）卒後 20 周年、同窓生 32 名にライン

（常務理事：平田宗善）

資料に基づき報告

で連絡。クラス会の助成金楽しみにしています。
（35回：香西雄介）35 回は 6 年前にクラス会を開催い

５．クラス会への助成について（平成 21 年度からのま

たしました。来年助成金がもらえるのなら開催を

とめ）


考えてもいいかと思っている。自分自身、SNS な

（常務理事：平田宗善）

資料に基づき報告

どを利用しないので得意な人に幹事をやってもら

クラス会は 10 年間で 27 回、1,270 名程の同窓生が参

いたい。

加している。今後もこの形式で続けていきます。若手、
35

特に卒後 5 年までの先生方にぜひこの制度を利用して

質問：同窓会の会員でなくとも OK か。

いただきたい。

回答：同窓会は介入しないので会員である必要はな
いが、出席いただき、同窓会に興味を持って

また来年は創立 50 周年記念事業に併せ特別支援を

いただき入会につながれば一番いいと考えて

予定している。

いる。
６．協 議

⑷創立 50 周年記念事業について
1開催について

⑴クラス会助成の見直しについて
若手のクラス会開催の手助けになればと執行部で案

記念式典・祝賀会 会場・日程について

を考えた。ご意見を…

日程：令 和 2（2020）年 11 月 21 日（土）午後から
の開催を予定

現行 10 周年単位、卒後 5 周年のクラス会に 10 万
円

※翌日 11 月 22 日に学術講演会開催を予定

案① 5 年毎に現行の半額（5 万円）の助成

会場：横浜ベイホテル東急（旧 パンパシフィッ

案② 5 年毎の助成、助成金額の変更を検討（1 回 7

クホテル横浜）

万円など）

〒 220-8543

案③卒後 1 年から 10 年までのクラス会への助成回

横浜市西区みなとみらい

2-3-7  TEL.045-682-2222（代）

数を多くする

2開催規模、会費について

例１．卒後 10 年までは毎年助成の対象とする

招待者、会員合計 500 名の参加で計画

例２．卒後 1 年から５年までは毎年助成の対象、

会員会費は 1 人 15,000 円予定

その後、6 年目から 10 年目までの間も 1 回可能と

3来年度 創立 50 周年事業に併せたクラス会開催に

する、など

ついて

案については、執行部にて持ち帰り、代議員会への

・特別助成金について

予算案提出。

・ク ラス会開催の支援について（KDC 株式会社

質問：クラス会の成立について、何名参加で成立と

有償）

なるのか。また申請方法はクラス会終了後で

（2019

年 9 月 19 日： KDC 株式会社 代表取締役

も差し支えないのか。

社長 梅本 俊夫様に確認）

回答：回 の 1/10 以上の参加が条件。また事前に申

KDC 株式会社に依頼できる内容

請いただく必要がある。

・会場予約（横須賀市内のメルキュールホテル、

質問：クラス会の開催の際は開催のお知らせなどの

セントラルホテル可能）

周知に手間取る。お手伝いを頂けないか。

・開催通知（返信ハガキ入）

回答：事務局は少人数のため名簿提供等はできるが

・出欠の取りまとめ

他は余裕がない状況。

・記念品（資料館の横地先生のグッズ）の手配（実

KDC 株式会社が有料ではあるが手伝いができる旨

費）

伺っているのでぜひ利用していただければと思う。

費用

⑵クラス会への助成の周知について

クラス会会費の 1 割程度の予算で可能

本日多くの先生にご出席いただいており、前後の回、

梅本社長より

お知り合いの先生にもお知らせいただきたい。また幹

50 周年事業に併せ、複数のクラスでクラス会を

事としてお名前を登録いただいた先生全員に今回の報

開催する可能性がある場合、できるだけ早く把握

告書をお送りする予定でいる。

したい。

周知についてのご意見：学生のうちから学校案内に

（案）

10 月 19 日のクラス代表者会、また次号会報

入れてみてはどうか。

（2020年1月発行）に50周年のお知らせとともに、

⑶クラス代表
（幹事）各回 4 名から 5 名選出のお願い

クラス会開催のお手伝いを KDC 株式会社に依頼

選出について同窓会は介入しない、回の賛同をとっ

出来る旨案内し、依頼を考えている回の幹事の先

ていなくとも気軽に参加していただきたい。

生から直接 KDC 株式会社にお問い合わせできる
36

ようにする。

2 か月の間に決定したいと考えている。病

KDC 株式会社（神奈川歯科大学関連会社）

院見学等については事前に予約があれば可

〒 238-8580   横須賀市稲岡町 82 番地 神奈川歯

能と伺っている。

科大学内

周 知に関しては 50 周年の日程に併せて開

TEL.046-829-1030 ／ FAX.046-829-1031

催していただければとの要望であり、決し

 多くの方に参加いただきたいと考え、50 周年事

て押し付けではない。日程の骨子は決まっ

業に併せて開催頂く場合の特別助成金（5 万円）を先

ているので報告書と一緒に皆様にお送りで

ほどの理事会にて承認した。

きるようにしたい。
⑸その他

 2020 年 11 月 20 〜 23 日に開催の場合特別助成金

ご意見：主旨を読んでいるが何を望んでいるかが見

として 50,000 円
 通常の卒後 5 年目、10 年毎の回期にあたる回は本

えてこない。具体的なビジョンがない。ア

来の 10 万円のお支払い

クションがないと同窓会がお金を出す、ク
ラス会がもらうという関係になってしまう

（重複での助成はなし）
質問：日 程が令和 2（2020）年 11 月 21 日（土）午後か

ので、同窓会とクラス会をつなぐものをア

らとあいまい。早めに決定してほしい。クラ

ピールしてほしい。ぜひ理事会で練ってほ

ス会開催と一緒に新病院見学などを組みたい

しい。
執行部：集まっていただき、自由にご意見を伺う会

が予約等は可能か。
質問：創立 50 周年記念事業について、11 月 22 日に

にしたいと考えていた。できるだけ決めつ

記念式典・祝宴、翌日に記念学術講演会とい

けたり、上から目線の態度はとりたくない

う事であれば 2 ～ 3 年前より会員に周知して

と思った。

おく必要があったのではないか。周知が遅い

ここにご参集いただいている先生の中にも

ように思う。

支部長や代議員の先生もいるが、ぜひ他の

質問：今 回のクラス代表者会議と、来年の創立 50

皆さんにも代議員会などにでてほしい、支

周年記念事業については一緒に協議に入れる

部などの組織で活躍してほしいと考えてい

内容ではないのではないか。

る。再度、理事会でも協議をして行きたい。

執行部回答：タイムスケジュールについては、1 ～

〜 また逢う日まで ♪
逢えるときまで 〜♪
（どこかで聴いたことが
あるような ♪）
（日本レコード大賞をとったこの曲は、
当時、画期的な歌だったそうです♥ ）

クラス会
大好き ♥
また逢いたいな。
彼女
（彼）
と。
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クラス会開催
「 懐かしき友 との 再会 ・そして また逢う日まで 」
７回生 クラス会（昭和51年卒）開催

気が付けば我々 7 回生は入学 50 周年である。あの
頃の体育会系部員の中には「オレは将来オリンピック
3

小野

3

選手だ！」と豪語していたヤツが、「オリンピックま

秀樹（愛知県支部）

では元気でいたい！」と…
7 回生はこれまでに 35 名が静かに彼岸へ旅立ち鬼籍

令和元年 11 月 3 日（文化の日）に東京帝国ホテルに

に入った。

て 7 回生のクラス会が開催された。

人生の長さは変えられないにしても人生の幅を広く

KDC から KDU、新病院開設そして同窓会創立 50 周

できたような楽しいクラス会であった。

年と、卒業生としても母校を誇りに思う昨今（当日は
第 55 回稲岡祭が開催されていた）。

受け手がいなく、やっと開催にこぎつけました。

10回生 クラス会を開催しました♥
小島

当日は、59 名の参加者により、物故者への黙祷の後、
学生時代の写真の閲覧や、余興として「なんでも鑑定

章（神奈川県支部）

団」OB 岩崎紘昌氏による鑑定、フィリピン歌手によ
る歌謡ショーを行い、盛会のうちに幕を閉じました。

令和元年 9 月 15 日、卒業以来 3 回目のクラス会を横

次回は関西方面にて行う予定です。

浜中華街のローズホテル横浜にて開催しました。
前回は名古屋地区で開催しましたが、なかなか引き

〔 神奈川歯科大学 10 回生同期会
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2019 年 9 月 15 日 〕

ました。最先端の設備が整った新病院に皆さん相当に

21回生 卒後30周年 記 念 同窓会 開 催
陶山

驚かれていたようで「自分たちが学生だった時とは全
く違う！」、「こんな環境で学べる今の学生達が羨まし

直昭（大分県支部）

い」と感想を述べていました。

令和元年 12 月 21 日（土）午後 6 時半より、横浜市

実は我々 21 回生は、これまで年に１度は有志で集

西区「ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテ

まってプチ同窓会のようなことは行っていましたが、

ル」にて、
「神奈川歯科大学 21 回生卒後 30 周年記念同

今回は初めて参加された方も多く、卒業後 30 年ぶり

窓会」を開催しました。当初は同年 10 月 12 日に行わ

に再会した同級生達と近況報告をしたり連絡先を交換

れる予定でしたが、台風 19 号が関東地方を直撃した

したりと旧交を温めていました。

ことで延期を余儀なくされ、改めて年末に開催するこ

大いに盛り上がった一次会が終了しましたが、当然

とになりました。日程が変更したにも関わらず当日は

これで終わるわけはなく場所を関内の居酒屋に移動し

38 名の同級生が、北海道から九州まで全国津々浦々

て、深夜まで笑い声に満ちた楽しい宴は続きました。
「また集まりたいね」「来年もやろうよ」と皆で約束し

から集っていただきました。

て別れを惜しみながら解散しましたが、今後もこうし

宴会前に同日の日中は、総合診療科准教授を務める
潔先生の案内で一昨年 11 月に開院した新しい

た同級生が定期的に集まる場を大切にしていければと

大学附属病院の見学会を行い 10 名の同級生が参加し

思います。今回の同窓会に大変御尽力していただいた

富山

神奈川県支部の有輪理彦先生に心より感謝する次第で
す。
またこの機会に携帯アプリのLINEで「21回生グルー
プ」を作ることになり、現在は 50 名以上が登録して
写真をアップしたり情報交換を行っています。本当に
便利な世の中になったものだと痛感すると共に、各地
の同級生との距離もグッと身近になったように思いま
す。今回、日程変更の件もあって出席出来なかった方
やまだグループ登録されていない方は是非とも御参加
のほど宜しくお願いいたします。

〔 新病院見学会 〕（ここドコ？浦島太郎になったみたい）

〔 ホテルでの集合写真♥ 皆さん、随分変身したなぁ…仮面ライダーの新人コンテストに応募しようよ♥ 〕

「10回生の前列の女性陣でお名前が判るのは小倉さんと信太さんのみ。男性陣で
は見覚えのある方は４名だけ。昨年12月に熊倉さんと、岡江さんに話しかけられまし
たが、学生時代と違いすぎて判りませんでした。有限の生命体の
“生きる”
という意
味はこういうことなのかと、寂しく思いました
（自分も含めて）
」
：T. I
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平成 31 年度

学術講演会 報告

中原維浩 先生
中尾

伸（学術：49 回）

令和２年１月 13 日
（月）に同窓会学術講演会が神奈
川歯科大学附属横浜研修センター７階大会議室にて開
催された。いまや歯科業界のみならず各メディアでも
大活躍の中原維浩先生にご講演いただきました。中
原維浩先生は東京都小岩にて、最寄駅から徒歩 15 分
の医院を承継され、僅か 5 ヵ月間で月 400 万の売上を
1300 万円に引き上げ、6 名のスタッフで年間 1 億円超
の売上を達成されました。そのご経験の中で最も注目

「同窓会員と、学生さんは、

されている、院長・スタッフも労力をかけず、待合室

受講料は無料です‼

から月 100 万円の物販売上を生み出す「待合室マーケ
ティング ®」についてお話していただきました。講

ぜひ！御参加を‼」

演の中で特に印象的であったのは、①「待合室マーティ

イッパイです♥

ためになること

ング ®」は待合室を通して、患者さんのデンタル IQ
を向上させ、自らの口腔内に興味を持ってもらうこと
からスタートし、本当に必要なセルフケア商品を購入
してもらうことで患者さん自身による予防歯科の実践
が可能になること、②医院経営にも様々な効果をもた
らし物販・自費共に売り上げが向上することで、医院
スタッフにも新たな「仕事観」を生み、モチベーショ
ンアップを図ることで院内の活性化に繋がること、の
2 点でした。講演後半ではセルフケアグッズの具体的
な勧め方、効果的な物販ディスプレイの構築法や実例
などもご紹介していただきました。また今回は中原先
生が厳選された 6 社のメーカーによるブース出展もあ
り、非常に多くの受講生の方々にご来場いただき、盛
況のうちに終了致しました。

「 ダブルスター 」（二重連星）
〔 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。
「ダブルスター」君、今度ゆっくり
「同窓会と大学」
と、宇宙における
地球の未来について語ろうね♥ 〕
：T. I
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平成 31 年度

奨 学 者 審議 部会 報 告

日

時：令和２年１月 18 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

（２）大学支部 歯学研究奨学金
１．富 山

オフィルムへの柿タンニンの効果

教室
議

長：部長

潔（21 回）：病原性の異なる長期培養バイ

大舘

２．武村幸彦（35 回）
：動的粘度測定によるコンポジッ

満

トレジンの流動特性効果
１．部長挨拶

部長

大舘

３．河 合邦彰（41 回）：インプラントの歯周炎につい

満

て
２．報 告

４．國 松雄一（44 回）：着色表層下脱病巣モデルの再
石灰化過程におけるオフィスブリーチングの効果

１）
平成 30 年度奨学者審議部会 報告

５．川 西範繁（45 回）：超高齢化社会に向けた短期間

２）
その他

高精度義歯製作システムにおける古アーチ連結・
３．議 事

嵌合型人工歯開発に関する研究
６．小 島康佑（45 回）：抜歯即時インプラント埋入に

奨学金申込：３件

おける唇側皮質骨穿孔のリスク評価：バーチャル

（会費納入状況は令和 2 年 1 月 15 日現在 大学支部

シュミレーションスタディー

3 名 2019 年度会費未納）

７．長 島信太朗（45 回）：２型糖尿病モデルラット発
症時における身体不活動と自発的 wheel running

大学支部において 10 名中 3 名会費未納であることか
ら、この 3 名すべての納入が確認できなければ大学支

の影響

部については甲種としては認めないことを決定した。

８．持 田悠貴（46 回）：積層造形による有床義歯製作

残り 2 件（平嶺先生、鈴木先生）については満場一致で

法とその応用 −再現性と口腔内試適時の評価の 1

みとめられた。

例−

また、奨学金制度規約の甲種支給規定、第 10 条（返

９．片 山裕太（48 回）：歯冠補綴用ハイブリットレジ

還要求）から、発表、報告等を怠った場合返還要求を

ンの特性に関する研究

請求できるので、該当する可能性のある先生には注意

10．西 﨑仁美（48 回）：新病院開院後の全身管理高齢

を促す方向で了承された。
（大学支部の同窓会費未納

者歯科の活動報告

者 3 名については 1 月 23 日までに全員納入された。）
（３）鈴木二郎（19 回）
歯学研究奨学金 （甲種）：３件

前会員期間：1988 年
（S63）4 月～ 2005 年
（H17）7 月

（１）
平嶺浩子
（30 回）

再入会：2018 年 7 月

会員期間：2014（H26）年 5 月 17 日新入会

神
 奈川歯科大学大学院 歯学研究科 口腔統合医療

神奈川歯科大学大学院 歯学研究科 高度先進口腔

学講座 講師

医学講座 助教

研究課題：多 機能性 EDTA を用いた次世代根管

研究課題：Porphyromonas gingivalis の 揮 発 性

洗浄剤の開発

硫化物産生における gingipains の影響
４．協 議
現状の方向性で特に必要な協議はないことから、協
議なしで閉会へ。
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平成 31年 度

表 彰 選考委員会 報告

日

時：令和元年 12 月８日（日） 14：40 ～

委員長：昨年度は代議員会が年 1 回になったこと

場

所：神 奈川歯科大学附属横浜研修センター ６階

により、推薦、審議後、表彰まで時間が経ちすぎ
るという事で平成 29 年度表彰者と平成 30 年度表

教室

彰者を表彰いたしましたので大人数となりました
１．報 告

が、こちらは実行されており、おめでたいことな
のでご了解を賜りたい。

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

２．審 議

議場にて表彰
有功章

６回

佐々木英人（北海道支部）

第 29 回表彰推薦者（表彰選考委員会審議後、理事

表

８回

鈴木正憲（山形県支部）

会・代議員会の在宅審議を経て平成 31 年度 第 94

彰

第 28 回表彰推薦者（表彰選考委員会審議後、理事

回代議員会議場にて表彰予定）

会・代議員会の在宅審議を経て

有功章・表彰

平成 30 年度 第 93 回代議員会議場にて表彰）

９回  土江健也（広島県支部）

推薦書を基に、広島県支部より推薦のあった 1 名

嶋中繁樹（青森県支部）

について、協議の結果、表彰規則第 3 条により表

有功章 17 回

米今豊秀（神奈川県支部）

彰で承認された。

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）

有功章

８回

３．その他
特になし
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令和２ 年度・ 新入生 の 皆様

♥ 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。
青木 光輔
青栁すみれ
淺野可奈芽
浅見亜梨彩
阿部
聖
荒井 美咲
李
姈炫
池田貴美香
石川 航也
石渡 源希
伊津野允誉
井橋 英未
今西
舞
岩下加一斗
大岡
聖
大川
新
大竹 大地
大西 真生
小野隆一朗
風間 賢太
加藤 希望
加藤 雄太
加藤 里彩
金塚 優芽
菊地祐太郎
木皿ことみ
金
俊範
金
明埈
金
裕珍
木村
是
木村 仁哉
郭
羽涵
口羽 百音
熊谷 海美
神代 帥士
熊田
樹

倉田 紘志
黄
若禹
高
渝
小杉 涼輔
小髙 佑介
後藤 友佳
小林 力也
齋藤 杏奈
齊藤こころ
齊藤 瑠夏
齊藤
蓮
志賀 瑞香
嶋田 智帥
島元 奏多
清水 理央
杉浦 蓮都
十河
陸
滝澤 英輝
田代 悠夏
張
博雯
全 ユンソ
寺田 千夏
土井 元陽
陶
祉瑞
中井 智史
中川 帆海
中塚俊大郎
中村虎ノ介
名古屋大門
新坂 太輝
仁賀遼太郎
西尾 美保
二宮 宏斗
丹羽のえる
野久保颯斗
野村 俊介

朴
修智
朴ハンソル
橋本 直暁
羽生 氏興
髭内 靖茂
日髙 大和
平井 幸祐
広瀬 海舟
藤田 政大
藤波 理央
古屋 慶太
細原 えり
松澤
澪
松本
壇
三浦 飛鳥
三木茉莉奈
三澤 亜季
簑島ひかり
簑原 祐吾
宮内 風香
宮城 春菜
宮ノ内 翼
本橋 崇己
矢島 皓生
山﨑あゆみ
梁
丞效
尹
勝煥
尹
多建
余
恩慈
吉田 直生
芳根 佳佑
劉
冠廷
林
宜興
若林
賢
王
婧淼
王
昶綸

会田

裕

（39 回・甲）

兵庫県支部

加藤

高英

（34 回・甲）

徳島県支部

松尾

雅斗

（13 回・乙）

大学支部

加藤真由美

（16 回・乙）

沖縄県支部

平良

浩

（17 回・甲）

沖縄県支部

宮里

光成

（17 回・甲）

沖縄県支部

宇根

良

（20 回・甲）

沖縄県支部

乾

太郎

（22 回・甲）

沖縄県支部

仲尾

昌彦

（28 回・甲）

沖縄県支部

訃

報

『特別会員』
大澤

昭義 （神奈川歯科大学名誉教授・元 歯科麻酔学 教授）
2020.02.08

ご逝去

寧 （北海道支部

6 回） 2020.01.01

ご逝去

佐々木康弘 （東京都支部

26 回） 2020.02.03

ご逝去

『正会員』
虎谷
野本

直義 （埼玉県支部

8 回） 2020.02.08

ご逝去

谷口

二郎 （北海道支部

６回） 2020.02.21

ご逝去

山田

正昭 （富山県支部

１回） 2020.03.02

ご逝去

相馬

晃人 （福井県支部

17 回） 2020.03.10

ご逝去

大島

正秀 （埼玉県支部

4 回） 2020.03.15

ご逝去

小泉

伸 （青森県支部

９回） 2020.03.31

ご逝去

佐藤

孝明 （宮城県支部

9 回） 2020.04.07

ご逝去

渡邉

尚海 （長崎県支部

１回） 2020.06.16

ご逝去

新入会者
高橋

暁

（37 回・甲）

福島県支部

及川布美子

（35 回・甲）

茨城県支部

小野

智嗣

（41 回・乙）

栃木県支部

塩田

尚弘

（36 回・甲）

神奈川県支部

三國

文

（36 回・甲）

神奈川県支部

早野

毅

（40 回・乙）

山口県支部

篠崎

仁子

（32 回・甲）

愛媛県支部

砂川

和徳

（19 回・甲）

沖縄県支部

西川

謙

（19 回・甲）

沖縄県支部

再入会者
岸田真太郎

（30 回・甲）

千葉県支部

原橋

宏幸

（35 回・甲）

千葉県支部

更家

誠

（16 回・甲）

神奈川県支部

〔 メタモルフォーゼ 〕
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絵：岩淵

通

