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第 24回 日本歯科医学会学術大会併催

第 49回 日本歯科医史学会学術大会

会 長 渋 谷  鎖

令和 3年 9月 23日 (木)～25日 (土 )

オンライン開催

会 期





第 24回 日本歯科医学会学術大会併催

第 49回 日本歯科医史学会学術大会

会長 :渋谷 鍍

会期 :令和 3年 9月 23日 (木)～25日 (土 )

オンライン開催期間

Live配信期間 :令和 3年 9月 23日 (木)～25日 (土 )

オンデマンド配信期間 :令和 3年 9月 26日 (日 )～ 10月 31日

詳細については下記 URLを ご覧下さい.

https://site2.conventionoco.jp/24jads/kaisai/

(日 )17:00



第 24回 日本歯科医学会学術大会併催
第 49回 日本歯科医史学会学術大会次第

開会式 :9月 23日 (木)16:40～ 17:30

公開請演 :9月 25日 (土)16:10～ 17:10

ニュースから世界を見る

座長 :川 口陽子 (日 本歯科医学会副会長)

講師 :池上 彰 (ジ ャーナリス ト)

公開フオーラム :9月 23日 (木)10:40～ 12:10

ダブルキャリアのす めゝ一より楽しい歯科の世界を目指そう一

モデレーター :住友雅人 (日 本歯科医学会会長/第 24回 日本歯科医学会学術大会会頭)

藤井一維 (日 本歯科大学学長)

第 1部 :個別出演

上田秀人 (作家)

加藤 学 (ダ ンサー)

小安正洋 (ラ ッパー)

一青 妙 (舞台女優 )

松本英作 (バイオリン奏者)

村上一枝 (カ ラ=西 アフリカ農村自立協会代表)

第 2部 :バネルディスカッション

大島慎也 (僧侶)

小池 薫 (シ ャンソン歌手)

千一亭志ん諒 (落語家)

七尾与史 (作家)

第 3部 :特別企画

講演 4:9月 23日 (木)11:10～ 12:10

温故知新 オーラルフレイルに対応する歯科東洋医学

座長 :河野 渡 (日 本歯科東洋医学会,河野歯科医院)

講師 :山口孝二郎 (医療法人ハヤの会歯科慢性疾患診療室)

講演 7:9月 24日 (金)11:10～ 12:10

未来の歯科医療の担い手である女性歯科医の育成と支援に向けて～日本小児歯科学会女性小児歯科

医委員会の取組み～

座長 :朝田芳信 (鶴見大学歯学部小児歯科学講座)

講師 :馬場篤子 (福岡歯科大学成長発達歯学講座成育小児歯科学分野)
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シンポジウム 5:9月 24日 (金)9:00～ 11:00

神奈川県におけるオーラルフレイル対策の取 り組み～開業歯科医師がどう取 り組むか～

モデレーター :小笠原美由紀 (公益社団法人神奈川県歯科医師会)

シンポジス ト:飯島勝矢 (東京大学高齢社会総合研究機構/未来ビジョン研究センター)

健康長寿 鍵は “食力"一人生 100年時代におけるオーラルフレイル予防

平野浩彦 (地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター歯科口腔外科)

今さら聞けないオーラルフレイルのコンセプト

加藤尊巳 (公益社団法人神奈川県歯科医師会)

神奈川県におけるオーラルフレイル対策の取 り組み～開業歯科医師がどう取 り組む

のか～

シンポジウム 11:9月 24日 (金)14:00～ 16:00

超高齢社会を生き抜 くキーワー ド「8029」 ～8029運動と健康寿命延伸について～

モデレーター :久保木由紀也 (一般社団法人千葉県歯科医師会)

シンポジス ト:砂川 稔 (一般社団法人千葉県歯科医師会)

健康寿命延伸のキーワー ド「8029運動」について

小宮あゆみ (一般社団法人千葉県歯科医師会)

「80290健康寿命延伸プロジェクト」～調査・研究事業から～

近藤国嗣 (東京リハビリテーション病院)

「8029運動」の意義～リハビリテーション医療・医学の立場から

下浦佳之 (公益社団法人日本栄養士会)

「8029運動」食べるを繋ぐ～管理栄養士の立場から～

シンポジウム 14:9月 24日 (金)9:00～ 11:00

歯科医師の生涯研修を考える～シームレスな卒前・卒後教育を目指して

5歯科大学の取 り組み～

モデレーター :大泉 誠 (東京都歯科医師会)

シンポジス ト:尾松素樹 (日 本歯科医師会)

平田創一郎 (東京歯科大学社会歯科学講座)

沼部幸博 (日 本歯科大学生命歯学部)

外木守雄 (日 本大学歯学部)

鶴田 ,閏 (東京医科歯科大学総合教育機構 )

船津敏弘 (昭和大学歯学部)

東京都歯科医師会と在京

e―ボスターセッション

P105-E 京阪電鉄沿線に誘致された医専,歯科医専について

佐久間泰司

Pl12-E 第二次世界大戦後の日本における社会保障制度の変遷―第 6期―

大場浩子 大場 宏 別部智司

P108-E 皇紀武千六百年紀念歯科讐學會々誌 (昭和 16年刊)について
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P107-E

P102-E

P104-E

P106-E

Pl10-E

Pl10-E

P109-E

Plll― E

Pl13-E

石橋 肇 山口秀紀 卯田昭夫 鈴木正敏 下坂典立 中村真実 渋谷 鎖

日本歯科医学会の起源を辿る一 日本歯科医学会沿革概要 (大正 12年刊を資料として)一
山口秀紀 石橋 肇 卯田昭夫 鈴木正敏 下坂典立 中村真実 渋谷 鍍

歯科医学史の起源

西巻明彦

「歯の供養」について実存論からの考察―ハイデガーの環境世界における道具的存在論から

松山知明

女性歯科医育機関の歴史 (3)東洋 (明華)女歯の非歯科系指導者

永藤欣久

エ ドワー ド・ハー トレイ・アングル著第 2版第 22章の編集調査 (そ の 1)

野上ゆかり

エ ドワー ド・ハー トレイ・アングル著第 2版第 23章の編集調査 (そ の 2)

野上ゆかり

一井 (い ちのい)正典 (ま さつね)・ フイラデルフィア時代の日本人交流者たち

松元晉一

藤田恒太郎著「人体解剖学」の成立と「歯科医学校用解剖学教科書」

天野 修 崎山浩司 坂東康彦 長坂 新

海老名市における全国初のオーラルフレイル健診について

鈴木仙一 脇田雅文
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第 49回 日本歯科医史学会総会・学術大会と

第 24回 日本歯科医学会学術大会との併催にあたって

第 49回 日本歯科医史学会総会・学術大会

会長 渋谷 鎖

第49回 日本歯科医史学会総会・学術大会の開催

にあたり誌面をおかりしてご挨拶申し上げます。

今回は本学会の基幹ともなる「第 24回 日本歯科

医学会学術大会」との併催ということにさせて頂

きました。

日本歯科医学会の発展経緯からみると,各分科

会はその傘下としての開催が主でありました。

戦後,第 1回 (昭和 24年 )か ら第 13回 (昭和

48年 )ま では分科会も同時開催とされていまし

た。昭和 49年 の機構改革により,第 14回 日本歯

科医学会総会・学術大会 (昭和 52年 )以降は,各

分科会が独自に総会・学術大会の開催を行い現在

に至っています。この史実を承知している日本歯

科医学会会員は少なく,ま た日本歯科医師会会員

はそのすべてが日本歯科医学会の会員となってい

ることも,再認識したいと思います.「温故知新」

の言葉のように,本来の開催方法に帰することは

学会のためにも有意義なことと考えてお ります。

日本歯科医史学会は,基礎的臨床的歯科医学の

研究を主としている他の分科会 とは趣を異 とし,

その会員数も多 くはあ りませんが,是非,こ れを

機に触れていただき入会いただければ幸いです。

全ての学問に発展経緯の歴史があるように「歯科

医学の歴史を探ることで未来を予想する」ことが

可能であるといえます。また,今回は住友雅人会

頭のご指示により「日本歯科医学会のあゆみ」を

日本歯科医史学会で纏めることとなりました。あ

わせてご報告しますとともにWEB公開に乞うご

期待 ください。

コロナ禍で学会の開催運営方法も大きな変化の

兆しがあります。学会場でのご挨拶はままなりま

せんが,会員各位の皆様のご発展をご祈念申し上

げます.
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はじめに

わが国の近代歯科医学の歩みは慶応元年 (1865)

WoC.Eastlakeが , アメリカから来日したことに

始まる。日本における開国以前の歯科医療は,日

中医,日中科医と呼ばれる漢方医であり,現在の

ような歯科治療は行われず,無資格といってもい

い歯抜師,入歯師や香具師による程度のもので

あった.

明治 7(1874)年 に医制制定後,小幡英之助は

医術開業試験に「歯科」で合格し翌年,医籍登録

をした1).こ のとき「歯科」は公称ではなく小幡

英之助が独自に使用したスタンドプレーヤーぶり

が窺われる。その後,明治 12(1879)年 の医術開

業試験規則に突如「歯科試験」が初出することに

なり,「歯科」が公称化されていく。やがて,明治

39(1906)年には歯科医師法が制定「歯科医師」

の身分法が確立される (医師法と同時制定)2).

しかし,歯科医師となるための歯科医育機関は

未整備であった。歯科と医科との教育史を比較す

ると,医学教育では医学校ができた後に医師試験

規則が公布された.しかし,歯科医学教育では歯

科医術開業試験が実施されても,歯科医学は医学

から分離すべきであるということや,医学を修め

てから歯科を専門にするべきであるという考え方

などから,文部省の方針が決まらなかった。その

ような状況のなか,先達らは私塾教育から私立の

教育機関への道を選択せざるを得なかった.ま

た,明治期における歯科医師の社会的評価と地位

は低かった。歯科医師の教育機関は歯科医学校か

ら歯科医学専門学校 と変遷 してい くが,大正 7

(1918)年の大学令においても大学に昇格すること

はなく,初の官立歯科の教育機関は昭和 3(1928)

年の東京高等歯科医学校まで待たなければならな

ぃ3).

このような状況のなか,日 本医学会は明治 35

会長請演にかえて

日本歯科医学会の回顧と発展

第 49回 日本歯科医史学会総会・学術大会

会 長 渋谷 鍍

(1902)年 に第 1回 日本聯合医学会を開催したが歯

科の参加は見送られ,明治 39(1906)年 の第 2回

日本聯合医学会に「歯科分科」(医学のなかの一分

科)と して参加している4)。

歴史的に,日 本の歯科の学会は歯科医学専門学

校が中心となっていた。東京歯科医学専門学校の

「大 日本歯科医学会」,日 本歯科医学専門学校の

「日本歯科学会」と東京帝国大学医科大学歯科学教

室の「歯科口腔外科学会」があったが,群雄割拠

の状態で歯科界が一丸となった総合的な歯科の学

会は存在していなかったといわれる5～ 8).

一方,現在の「日本歯科医学会」は戦後の昭和

24年 に新生日本歯科医師会の学術会議を始まり

としている9)。 しかし,「歯科医学会」という呼称

は明治期にすでに使用されていたことはあまり知

られていない.

今回,大正 12(1923)年 「日本歯科医学会沿革

概要」 (日 本歯科医学会刊)10)を もとに黎明期の歯

科学会がいかなる状況にあり,その後どのような

経緯を辿ってきたかを眺めてみたい。

1.歯科医学会の発祥はいつか

一次資料として「日本歯科医学会沿革概要 日

本歯科医学会 (大正 12年刊,総頁数 18)」
10)が

あ

る。この資料をもとに年表を作成した(表 1,2).

渉猟できた資料から推察すると「歯科医学会」

という名称の初出は明治 36(1903)年 11月 27日

以降である。

背景として,明治 26(1983)年 11月 28日 に,

わが国初の歯科医師の有志団体「歯科医会」が発

足したことにある。当時の歯科医師は歯科医術開

業試験合格者はきわめて少なく,従来開業 (子弟

を含めて)家が圧倒的に多 く,お よそ学術的な団

体はなかった。「歯科医会」の設立後,明 治 35

(1902)年 に「日本歯科学会」が誕生した。明治
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表 1 日本歯科医学会と関係略史

年月日

1891 明治 23年

1893 明治 26年 7/1

1894 明治 27年

1896  明治

1900  明治

1901 明治 34年 12月
1902 明治 35年  1/25

1903 明治 36年  10月

明治 36年 11/27

明治 36年 12/8?

1904 明治 37年 6月

1905 明治 38年 4月

1906 明治 39年 4月

明治 39年 5月 2日

年

年

２

月

関連事項

当時の東京府内歯科医療担当者調査

(伊澤道盛)歯 科医師40名 従来家

入れ歯師140名  (東京都歯科医師会

七十年史 1968,p29よ り)

歯科医会設立 警視庁認可 (東京都

歯科医師会前身)わ が国初の歯科

医師団体 5/14歯科医懇親会 (伊澤

道盛 小幡英之助 高山紀齋)東京

在住 45名 中 35名参加 事実上歯科

医会の発起人会

全国歯科医数は約 200名 ,2月 名古

屋,3月大阪,歯科医会を組織

日本歯科医会に改称

第 1回 日本聯合医学会 (歯科は不参

加 )

4月 ,初の全国歯科医の大会開催 (大

阪):大日本歯科医 (師)大会 会長

西村輔三

日本歯科医会 解散 大 日本歯科医

会 (日 本歯科医師会の前身)創立 会

長 :高 山紀斎 副会長 :榎本積一
,

理事 :血脇守之助,曽根龍蔵,佐藤

運雄,名誉会長 :小幡英之助,渡邊

良斎,西村輔三 例 :大 日本歯科医

会東京部 (会 )

36年 11月 ,日 本歯科医学会 独立と

なる。 日本歯科医学会独立式,役員

名同一 (東京都歯科医師会 70年 史

p49, 56よ り)

3月 までに地方部の設立通知 (東京

部,大阪部,京都部ほか 27部 )

第 2回 日本聯合医学会に第 16分科会

(実際は 17分科)と して初参加

学会事項 (10)よ り)

日本歯科医会第 8回定期総会に於い

て全国学術団体を創設するの議決し

調査委員 (8名 )を 設ける 訳語調査

会設置 (歯科学術用語の選定)

同第 9回総会提出し議定

日本歯科学会 成立 (築地 :精養軒 )

会長 :伊澤信平 副会長 :榎本積一

理事 :小川勝一 高橋直太郎 青山

松次郎 荒木盛英

歯科月報第一号 発刊

日本歯科学会 → 大日本歯科医学

会 に改称 会長 :伊澤信平 副会

長 :富 安 晋 理事 :藤 島太麻夫

高橋 直太郎 塚原 博 小川勝一

奥村鶴吉

日本歯科医学会 に改称 (爾後年

月不祥ナルモ大ノー字ヲ削単ニリ日

本 卜称スルニ至レリ)

第 2年定期総会 次年度より宿題報

告を設ける

第 3年 総会 宿題報告 「歯槽膿漏

症」佐藤運雄 小川勝一 高橋直太

良6

第 4年総会 宿題報告「歯科消毒法」

小川勝一 高橋直太郎 小川勝一

-113-
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学会事項 (10)よ り)

第 5年総会 会長 伊澤信平 (留任 )

日本歯科医会 (後の日本歯科医師会)

との紛糾

第 9年総会「日本歯科医学大会」名

で開催

(詳細は表 2を 参照 )

第 21年次総会

年月日

1907 明治 40年 4月

明治 40年～41年

1908 明治 43年

1909 明治 44年 4月

1910 明治 45年

S

1923 大正 12年  3月

1940 昭和 15年  11月 7～ 9日

1942 昭和 17年

1945 昭和 20年 8月 15日

1946 昭和 21年 8月 31日

1947 昭和 22年

1948 昭和 23年 4月

表 1 つづき

関連事項

明治 39年 12月 ～榎本積一 会長 (高

山紀斉)代理代行 (大 日本歯科医会 )

明治 40年 4月 7日  日本聯合歯科医

会成立 部会から各地の歯科医師会

成立ヘ

第 3回 日本医学会 (大阪)に参加 (高

橋 直太郎独 断で決定)西 村輔三

歯科分科会会長

血 脇 守 之助  日本 歯科 医学 会 会

長 ～大正 5年

大正 2年 「歯科医学懇願会」 大正 7

年「日本歯科口腔科学会」→「日本

国腔科学会」(東京帝国大学医学部歯

科学教室)

皇紀二千六百年記念歯科医学会 (東京 共立講堂)会長 :島峰 徹 副会

長 :加藤清治 準備委員長 :佐藤運雄

敗 戦

歯科医師国家試験 (歯科医師免許取

得条件)設定 (昭和 22年 より実施 )

法律第 128号  1日  日本歯科医師会

解散 11月 1日  新制 (社)日 本歯

科医師会

日本歯科医師会会長 :佐藤運雄 初

代会長

議長 :青木貞亮

議長 :川合 渉

議長 :川合 渉

議長 :檜垣麟三

学会会長 :桧垣麟三

緒方終造

1949

1950

1952

1952

1953

11月

10月

1月

11月

11月

昭和 24年

昭和 25年

日召和 27年

昭和 27年

昭和 28年

第 12回 日本医学会歯科分科会 (大阪

開催 :弓倉繁家分科会長)は 日本国

腔科学会として参加

5月 16～ 18日 第 1回 日本歯科医学大

会 (会長 :加藤清治)GHQの要請に

よる 約 2000名 参加,シ ンポジウム

形式,器械材料展示 ,

日本歯科医師会定款 (8月 31日 認可)

第 7章 学術会議 第 60条 学術会

議は歯科医学および歯科医師の進歩

発展を図るため毎年 1回 以上これを

開く。

日本歯科医師会学術会議総合歯科医

学大会 (第 1回 ):東京

日本歯科医師会学術会議総合歯学会

総会 (第 2回 ):東京

日本歯科医師会学術会議総合歯学会

総会 (第 3回 ):東京

日本歯科医師会学術会議総合歯学会

総会 (第 4回 ):東京

日本歯科医師会学術会議総合歯学会

総会 (第 5回 )大阪開催 「学術会議」

から「歯科医学会」,「毎年」を「2年」

に改正
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表 1 つづき

年月日

1955 昭和 30年 10月

1957 昭和 32年

1960 昭和 35年

1974 昭和 49年 4月 1日

1977 昭和 52年

参考文献 1)

2)

3)

4)

関連事項

学会会長 :沖野節三

「歯科医学会」を「日本歯科医学会」に改正

以降 昭和 32年,34年,36年,38年,41年,44年,48年 (第 7,8,

9,10,11,12,13回 )

日本歯科医学会の常置 (7分科会 :歯科基礎医学会,日 本歯科保存学会 ,

日本補綴歯科学会,日 本国腔外科学会,日 本矯正歯科学会,日腔衛生学会 ,

日本歯科材料器械学会)分科会から評議員 1名づづ選出

機構改革 日本歯科医師会全会員を

一般会員とする (学会の経済基盤が

苦慮されたことから)

会長 :関根 永滋

日本歯科医師会 :第三節 歯科医学会, 日本歯科医学会,第二回聯合医学会分科会及万国歯科

医学大会,歯科医事衛史 前巻 508-514,昭 和 15年

今田見信 :ア ルバムところどころ (43)第 6回 日本医学会第 16分科会の幹部,医歯薬出版,1967

第13回 日本歯科医学会総会準備委員会 特別講演 鈴木 勝 わが国の歯学発展の回顧 と展望 ,

第 13回 日本歯科医学会総会総会記録,58-67,昭和 48年 (1973)

日本歯科医学会会報 第 1巻,1～9,1975

36(1903)年 11月 27日 に「歯科医会」から「大

日本歯科医会」と改称後に,独立して「日本歯科

医学会」と呼称するに至った.

この点について,今田見信
11)は

次のように述べ

ている。

「…明治 36年 11月 27日 に日本歯科医学会が誕

生したいきさつは, ざっと次のような経過をとっ

ているのだ。明治 26年 5月 14日 ,芝公園の三緑

亭に在京の歯科有志が集まって結成していた歯科

医会が,明治 29年 11月 28日 の年次総会で,日 本

歯科医会 と改称 して,わが国の中心団体がはじ

まった。それから満 4年 を経過した明治 33年 11

月の年次総会で,全国学術団体を創設する決議を

した。調査委員 8名 を置いて各方面の情報をまと

めることとなり,その翌年の 34年 12月 の年次総

会で調査委員会の報告を可決した。翌月の明治 35

年 1月 25日 築地精養軒で臨時総会を開いて日本歯

科医会に附設した学術団体としての歯科医学会を

創立することになり,発会式をあげたのである。

この時の会長は伊澤信平,副会長榎本積一,理事

5名 ,評議員 10名 だった.

ところが事業目標のちがう会が一方に属した形

ではおかしいという意見が強くなって,その翌年

の 36年に母会である日本歯科医会は医師会の全

国組織にならって大日本歯科医会に改組すること

になって,同年 11月 27日 に臨時総会を京橋の地

学協会で開き,日 本歯科医会を一応解散して,附
設の学術団体である歯科医学会を分離独立させ ,

母会である日本歯科医会は大日本歯科医会とし,

歯科学会は日本歯科医学会と改称したのである。

従って,日本ではじめての全国組織の学術団体

であるところの日本歯科医学会は,明治 36年 11

月27日 に誕生したことになる。」

すなわち,明治期に日本歯科医学会の胎動が始

まっていたことになる。その後,黎明期の歯科界

の学術団体や学術分野での特記事項は「医学会」

との関連性である。詳細は別にゆずるが,第 1回

日本聯合医学会が開催された明治 35(1902)年 に

歯科はその分科 として参加 しないで,明治 39

(1906)年 第 2回の日本聯合医学会から第 16分科

会 (実際は 17分科)と して参加することとなる。

期しくも歯科医師法成立の年でもあった.分科会

長は東京帝国大学歯科教室教授 石原久である。

これが現在の日本医学会の第 31分科会「日本国腔

科学会」として継承されている。もともと東京帝

国大学医学部の歯科学教室が主催した「歯科医局

懇談会」が始まりで,大正 7(1918)年 に「日本

歯科口腔科学会」に改称された。歯科医学会とは

全 く別組織で発展 してきた史実がある8)。

東京大

学医学部の歯科学教室のいわば私的な学会が医学

学会事項 (10)よ り)

日本歯科医学会総会 (第 6回 )ア ジ

ア歯科医学会 (第 1回 )

日本歯科医学会新規則にて発足 (日

本歯医師会会長 :中 原 費,日 本歯

医学会会長 :白数 美輝雄 )

第 14回 日本歯科医学会総会
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表 2 明治末期から大正期における歯科医学会大会について

開催年月

明治 44(1911)年

4月

明治 45年 4月

大正 2(1913)年
4月

大正 3年 4月

大正 4年 4月

大正 5年 4月

大正 6年

大正 7年

大正 8年

大正 9年

大正 10年 4月

大正 11年 4月

大正 12年 3月

会の分科会に繋がってきたのである.医歯二元論

の基ともなっている.こ の点について,「第 12回

(昭和 17年)の大阪開催以来,歯科分科会の参加

団体は,日 本歯科医師会傘下に全日本的な統一学

会である日本歯科医学会が出来たために,日本国

腔科学会だけとなった.・ …分科会会長は前記のよ

うに堀内徹氏だったが,所属が日本聯合歯科医師

担当者

奥 村 鶴 吉 原

了介 志村誠磨

能勢邦士 日下

卓四郎

川上為次郎 佐

藤運雄

遠藤至六郎

小野寅之助 武

田 譲

奥村鶴吉 佐藤

運雄

川合 渉 松井

祀七

岡田 満 松本

信太郎 高橋松

太 堀 江 鐘 一

渡邊 悌

遠藤至六郎 西

村豊治

西村豊治 照内

昇

会となっているところに,特別な臭いを感ずるの

は,それほど当時の第16分科会の構成は面倒であ

り,紛争のはげしかったことを物語る」との記録

がある11)。

このことからも医科と歯科の複雑な関係ととも

に歯科界の軋蝶も想像できる。

「歯科医学会」の歴史は明治期においては歯科医

会長 副会長 理事 宿題報告総会年次

伊澤信平 高橋直太郎

門石長秋,水野完

爾,渋谷義雄,海
老原堅,三輪義幸

10 血脇守之助 河村利次郎

門石長秋,自井勝

一,能勢邦士,水
谷茂吉,喜多見行

正

腐敗根管ノ処

置
11 血脇守之助 河村利次郎 全部重任

12 血脇守之助

'可

本す禾U次良Б

門石長秋,水谷茂

吉,能勢邦士,尾
崎稀三,佐野 寛

歯髄保存療法

'可

本す不U次貞Б 全部重任
亜ヒ酸歯髄失

活法
13 血脇守之助

14 河村利次郎 門石長秋

水谷茂吉,能勢邦

士,佐野 寛,尾
崎稀三,小池子一

知歯難生

15 花澤 鼎 門石長秋

川上為次郎,鈴木

三良,能勢邦士 ,

佐野 寛,小池子
歯髄ノ疾患

16 花澤 鼎 門石長秋 全部重任
歯脅蝕ノ発生及

予防法

17 花澤 鼎 門石長秋

鈴 木 三 良,佐 野

寛,小池子一,遠
藤至六郎,吾妻三

郎

有床義歯ノ維

持法

18 高橋直太郎 能勢邦士

佐野 寛,小池子

一,吾妻三郎,田
村一吉,松原 勉

架撤性架工義

歯

19 高橋直太郎 能勢邦士 留任

歯系腫瘍ノ病

理,診断並処

置

20 高橋直太郎 能勢邦士 留任 知歯難生

21 高橋直太郎 能勢邦士 留任
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育機関や法制度が未完成の時期に,学術団体とし

て独立することはきわめて困難であり,歯科医会

(歯科医師会)の協力体制において始まったという

ことになる。この時期は,従来家の取 り締まり,

医術開業試験や医師法成立時の経緯などから歯科

医政のみならず歯科医師会は医師会との対時も含

めて,歯科界の学術分野の充実を計る必要性に迫

られていたことが想像される。

また,黎明期の歯科学会の状況について,東京

歯科医学専門学校と日本歯科医学校の同窓会の発

展が関わっているともいわれる12)。

東京歯科医学

院同窓会は明治 40(1907)年 には学会の性格を取

り入れた。後の日本歯科医学会の中軸となって発

展したことから東京歯科医学専門学校の校臭が強

くなったという。一方,中原市五郎は共立歯科医

学校を明治 40(1907)年設立後,大正 3(1914)

年日本歯科研究会を設け,大正 6(1917)年 日本

歯科学会と改称後,昭和 7年には財団法人になっ

ている。昭和 5(1930)年 11月 2～3日 ,日 本歯

科学会主唱による第 1回分科総合大会が開催され

た。8分科会による初の総合学会である.第 1分

科会 (解剖学,生理学,生化学,病理学,微生物

学,薬理学),第 2分科会 (歯科保存療法学),第

3分科会 (歯科補綴学),第 4分科会 (口 腔外科

学),第 5分科会 (小児歯科学),第 6分科会 (歯

科理学的診断学),第 7分科会 (歯科器械学),第

8分科会 (衛生学)を統合した歯科学会の始まり

である5).

2口 「皇紀武千六百年紀念歯科医学会々誌」昭和

15年 (1940)刊 について

昭和 15(1940)年 開催「皇紀 2600年記念歯科

医学会」の記録誌である「皇紀式千六百年紀念歯

科書學含々誌」(昭和 16年 12月 25日 に発行)13)を

参考資料に,日 本歯科医学会の歴史の一ページに

加えたい。稀凱本である。本書は総ページ数 418

頁,発行編輯者代表 島峰徹,非売品。学会の事

前,事後抄録ともいえる (図 1).

皇紀 2600年記念歯科医学会に関して,長尾
14)は

次のように回顧 している。「…このような学問的

に未熟な専門学校制を採っていたとしても,ま た

たとえ群雄割拠のものでも,徐々ではあるが歳月

とともにそれぞれ学問的に芽ばえ初め,必ずしも

既成の医科大学側にのみ牛耳られたくない,と の

雰囲気も生じ,ま た学問の研究面でも,独自の気

風が生じつつあったのであった。昭和15年に挙行

した紀元 2600年 を記念した『皇紀 2600年記念歯

科医学会』は大凡この気運にのったものであった

と,私は解釈しているのである。」

昭和 15(1940)年 11月 7～9日 に開催,当時の

9つ の歯科医学専門学校が主体 となって実施さ

れ,4分科会総演題数が 243題 ,学術映画供覧等

も行われ,分科会形式,わが国最大級の学術研究

の発表の場であった (表 3)。 戦時色が強く感じる

学会でもあった。なお,本誌から日本歯科医師会

の協賛,後援を読み取ることはできなかった。

本誌の総集会記事を示す (表 4)。 今田
5)は 「…

日本歯科医学会に歯科が参加した歴史は古い。最
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表 3 皇紀二千六百年記念歯科医学会の分科会内容 (演題数)と 日程

第 1分科会

第 2分科会

第 3分科会

第 4分科会

分科会ほか

保 存 歯 科 学

(歯槽膿漏 を

含む)並に其

の基礎学

補綴歯科学及

矯正歯科学並

に其の基礎学

歯科外科学及

口腔外科学並

に其の基礎学

最新歯科学実

際の解説及実

示並に模型及

学術映画供覧

実 示

学術映画供覧

71

243

表 4 皇紀二千六百年記念歯科医学会総集会日程

総 集 会 日 程

会 期 昭和 15年 11月 7日 ,9日
会 場 共立講堂

11月 7日 午前 9時 50分来賓着席

記 念 式

午前 10時 1.

2.

3.

4.

5.

.6.

7.

開式の辞

国家斉唱

宮城邊拝

橿原神宮遥拝

近江神宮遥拝

戦没将兵英霊黙祷,皇軍勇士武運長久祈願

閉会の辞

開 会 式

1.開会の辞

2.会長挨拶

3.準備委員長経過報告

4.祝 辞

会   長 島峰 徹

準備委員長 佐藤運雄

午前 11時  記念講演         文部大臣 橋田邦彦 閣下

11月 9日 午後 0時 30分開場

特 別 講 演

午後 1時 腫瘍の発生に就て 東京帝国大学教授医学博士 緒方知三郎 氏

閉 会 式

午後 3時 10分 閉会の辞        会   長 島峰 徹

第 1日 第 2日 第 3日

会 場
午後 1～4時 午前 9～ 12時 午後 1～4時

午前 9～

11時 50分

一ツ橋講堂

日本大学歯科附属

医院,歯科校舎

一ツ橋講堂,共立

講堂

共立講堂

学士会館

19～ 36

19～ 36

19～ 36

6～ 10

8～ 14

37～ 54

37～ 54

37～ 54

11ハー15

15ハー21

55～ 71

55～ 70

16～ 19

22～ 29

計
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高の会員数をもつ歯科分科会は,いつも超満員で

身動きもできない盛況だが,分化されることはな

かった.内科や外科がだんだんさらに分化してゆ

くのに,歯科 (口腔科)は 1つの分科をいつまで

も守らざるを得ないのはなさけない。0…
(中 略)…

こんな気持ちをとらえて,日 本歯科医学専門学校

を母体とする日本歯科学会が中心で,分科総合大

会を神田の教育会館で開いたのが昭和 5(1930)年

11月 2～3日 であった.当時の複雑怪奇なわが国

の学会で,こ の計画をやってのけたことは,た し

かに偉大な仕事といわねばならない。ただ学会を

横につなげた連合的なものではなかったことが残

された問題だった。この分科総合大会は第 2回 を

昭和 11(1936)年 7月 4～6日 ,第 3回からは開

かれていないが,昭和 15年の皇紀2600年 の折に,

はじめて横の連合がなって皇紀 2600年 記念歯科

医学会が催された。記念学会の主体は9つの歯科

医学専門学校であった.全国的な連合が完遂され

たのは, この記念歯科医学会がはじまりといえよ

う。・‥」と評価している.

本誌の「概況」部分から一部抜粋して以下に示

した。

「菊花薫るの候皇威愈々四海に輝き瑞気宇内に

張るこの聖代に 2600年 の皇紀を迎ふるは吾等臣

民の幸福是に過ぐるものなし。此の佳辰に際り全

国歯科医学専門学校協同主催を以て開催する皇紀

2600年記念歯科医学会は,その分科 4,加ふるに

歯科医学発達史料,学術参考品,歯科機械材料薬

品書籍の展覧会を特設し,歯科医人,学徒が燃ゆ

る熱意もて凡有知見を披涯し,貴重なる研鑽努力

に依る業績を発表し,相互に学的検討を加ふる豪

華大絵巻を繰 り展げた.時霜月7日 皇国をあげて

の 2600年奉祝式典に先立って大内山を拝す一ツ

橋共立講堂を中心として一ツ橋講堂,学士会館 ,

矢野記念館, 日本大学歯科附属医院を会場として

学華は二重橋前広場の菊花と共に爛漫として咲き

出たのである.

国内斯界の先輩権威者多数の来賓参列し学会に

一段の光彩を添え,会員は遠くは満州国,中華民

国,朝鮮より,南は南洋,墓 i彎,沖縄,九州,四
国,北は樺太,北海道より,こ の世紀の記念学会

に参加する正会員,準会員は四千に垂んとし定刻

前より会場へと吸込れて行く.。 00(中略)

総会,4の各分科会及び参観見学は4日 間に亘

り別項各分類記述の如く聖戦下にふさわしく緊張

盛会裏に終始し,斉せる貢献は空前なる全国歯科

医人を打って一丸となし得たるのみならず学的に

も頗る偉大にして日本歯科学を数段高きレベルに

押し進め日本歯科学の躍進を印象づけ多大の示唆

を投 じ,皇紀2600年記念歯科医学会衿持の喜びに

浸 り開会の辞を述べる島峰会長の頬紅潮して見え

た。

会期中第一日正午の会長招宴,夜の協賛集会 ,

参観見学等は来賓始め遠来の会員の労を慰し和気

藷々のうちに交駆した.

斯 くして4日 間に書夜亘る戦時下に相応しき有

意義なる幕は閉された。」

「第 1日 記念式

全国歯科医人の皇紀 2600年奉祝の式典及学会

当日なる11月 7日 を迎えた.開会式直前になって

小雨降り出したけれども開会時刻が午前 10時 と

云うに午前 9時半さしもに広い共立講堂も立錐の

余地なき迄に人も以て埋めつくされた。

定刻午前 10時厳かなる振鈴鳴り響 くや一同粛

然として威儀を正して着席すれば司会者陸軍歩兵

中佐芦田六之助の指示によリー同起立国家を斉唱

し,終って宮城邊拝,橿原神宮邊拝,近江神宮遥

拝,戦没将士の英霊に黙祷並皇軍勇士武運長久祈

念ありて荘厳なる記念式典を終る。」

「開会式

記念式が終わるや引続き開会式に移 り島峰会長

万雷の拍手に迎えられて悠然と登壇別項所載の如

き開会の辞は力強く歯科界の新体制の黎明を告ぐ

るが如く場内に響き渡る (図 2).

次いで佐藤準備委員長は本学会の経過を報告

し,同 を歴する学的昂奮は爾が上に昇騰 して行

く。次いで日本歯科学発達功労者として東京歯科

医学専門学校血脇守之助氏,日 本歯科医学専門学

校中原市五郎氏を表彰し夫々表彰状を授与し,血
脇氏のは西村豊治氏が立って受理し,中原氏は自

ら立って表彰状を受理した。満場の一同は拍手し

て之に和し感激に酔う。

次いで各方面より祝辞は時間の都合で省略し

た。以上終えて橋田文部大臣の記念講演ある予定

の虎出席不可能となりたるを以て休憩となる。か

くして第 1日 午前中の行事を終わる.」 (図 3)

「第3日  特別講演

4つの分科会は第 3日 即ち 11月 9日 午前を以て
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會   式
ドЧ  會   式囲   い

 ′ヤ  `'健構添員長報告(上)會 長 挨 拶  ヽ
'ノ

'I切 ～ 、.

全部閉会 し午餐休憩後午後 1時 より共立講堂に於

て特別講演行わる。

会員は零時半から続々詰めかけ定刻の 1時 には

座席は勿論場内はす しずめの盛況であった。この

日は秋晴れで瑞雲たなびく大内山を拝 しつつ学会

の最後を飾るにふさわしき日和なりき。

特別講演開始のベル鳴るや島峰会長は特別講演

者東大教授緒方知三郎博士を紹介し,緒方博士は

万雷の拍手に迎えられて登壇し「腫瘍の発生に就

て」と題し説述され会員に多大の感銘を典えて嵐

の如き拍手のうちに降壇す。」

「閉会式

緒方博士の特別講演終わるや島峰会長の特別講

演者に対する謝辞に続き閉会の辞ありたる後,会

図 2 開会式

念   撮

図 3 言己念撮影写真
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表に豊紀 E600′ ltを

聟蟻β鷺するS違 鳩とオiユイじセ'

がかせ ,|:聾 中爆 こ「墨

と金 色を紀 年 1

慕爾 こヽは

長の発啓にて 天皇陛下万歳を三唱し4千の来会

者之に唱和し,次いで皇紀二千六百年記念歯科医

学会萬歳三唱してこの歴史的学会は閉会となる,

時に午後 3時 .」

まさに,皇国歯科医学会そのものであった。歯

科医師医育機関 9つ の専門学校が主となって,歯
科医師の一同団結には大きな影響力をもった歯科

医学会であったことには間違いない。しかし,本
誌の内容から推察すると,当時の歯科医師会は本

会に後援や共催では関わっていないようである。

準備報告の項 (p369)に 「東京府歯科医師会役

員,東京府歯科医師会各区支部会長招待会が学会

に先立ち9月 3日 に学士会館で開催されている旨」

の記載がある。ところが,東京都歯科医師会七十

年史や日本歯科医師会創立 110周 年記念誌など各

団体等の記念誌においても触れられていない。歯

科医事衛生史前巻 (昭和 15年発刊)に も記載がみ

られない。当時の歯科医師会会長は血脇守之助で

あり,本会の開会式での表彰には欠席し,代理の

西村豊治氏が受章していることからも何らかの事

情が察せられる (図 4)。 本誌の各歯科医学専門学

校のその後の周年誌において,取扱いに温度差が

あることもこのことを裏付けている。

3.日本歯科医師会学術会議から日本歯科医学会

ハ、

昭和 20(1945)年 の敗戦後,日 本歯科医師会は

GHQの指令により新生「社団法人日本歯科医師

会」として昭和 23(1948)年に発足した。それと

同時に,日 本歯科医師会学術会議が定款によって

決定された。従って,新生歯科医師会の誕生と同

時のスター トとなった。歯科医師会の定款 (昭和

23年 8月 13日 )に「第 7章第 60条 学術会議は

歯科医学及び歯科医術の進歩発達を図るため毎年

1回以上これを開く。」と明文化された。それに伴

い,昭和 24(1949)年 11月 に,第 1回学術会議

総合歯科医学大会が開催された。定款によると名

称の変更は昭和 28(1953)年「学術会議」から歯

科医学会,昭和 32(1957)年 「歯科医学会」から

「日本歯科医学会」へと変遷してきている15).

また,昭和 24(1959)年 第 1回から直近の第 24

回までの学会総会の概略は表 5に示した。

「学術会議発足に際して 日本歯科医師会学術

会議々長 青木貞亮」
16)か ら抜粋する。

「終戦以来日本は,あ らゆる部門において大転

換が慣行されて居ることは既に何人も認めて居る

処であるが,わが歯科界において,と くに画期的

刷新と見るべき主なる一つは,歯科医師会の性格

上に関する改変をあげ得るであろう。そして歯科

医師会が古往のように,医制に重き置いた団体で

なく,学術の進歩発達を計る中心団体でもなけれ

ばならなくなった。即ち,歯科学術の振興によっ

て世界の文化に貢献し,人類福祉に益々寄与する

ことも使命として全国歯科医人が一丸となって立

ちあがったことである。・…中略

去る年8月 30日 附で認可になった日本歯科医師

会の定款,及び定款規範に基づいて「学術会議」

と称せられる全国的一大学会が始めて (マ マ)日

本歯科医師会に組成 され,年 々一回以上全国

23000余 の会員が集合し,互いに学術の研究成績

図 4 会員章と表彰状
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開催 日 会頭 (会長)等
催

市

開

都
場 所

昭和 24

(1949)年
11/12, 13

青木貞亮 (歯科

学術会議議長)

東京

中央大学講堂

日本歯科講堂,日 本医

科臨床講堂 (分科会)

昭和 25

(1950)年
11/19, 20

川合 渉

(歯科学術会議

議長)

東京

中央大学講堂

日本大学歯学部,医学

部 (分科会)

昭和 27

(1952)年
1/20～22

川合 渉

(歯科学術会議

議長)

東京

中央大学講堂

日大 歯 学 部 講 堂 (補

綴),東京歯科大学講堂

(保存), 日本大学医学

部臨床講堂 (外科),東

京 医科 歯科 大学講堂

(矯正),日 本歯科大学

講堂 (基礎 )

昭和 27

(1952)年
11/15, 16

檜垣麟三

(歯科学術会議

議長)

東京

中央大学講堂

東京医科歯科大学・技

工室 (補綴),病 院治療

室 (保 存 ),第 一講堂

(外科),新臨床講堂 (矯

正),第二講堂第三講堂

新教室 (基礎,衛生 ,

理工 )

昭和 28

(1953)年

10/31,

11/1

檜垣麟三 (学会

長)

東京

大手前会館大講堂ほか

昭和 30

(1955)年
10/13～ 16

沖野節三 (学会

長)

東京

上野 e学士院 (13日 ・

第 1回 アジア歯科学術

会議設立総会 )

日比谷・第一生命ホー

ル (14日 ・第 1回 アジ

ア歯科医学会総会)

大手町・東京都立産業

会館 (15,16日 ・各学

会等 )

昭和 32

(1957)年
10/26, 27

沖野節三 (学会

長)

東京

日本大学歯学部,東京

医科歯科大学,日 本大

学法学部

名称

第 1回 総合

歯科医学大

第 2回 総合

歯学会

第 3回

表 5 戦後の歯科医学会概略

テーマ ほか

①アルギン酸につい

て

② アメリカ歯科医学

の現状

(特別講演演題)

①最新の化学療法剤
について

有床 義歯 につ い て

(補綴),電気マヒ法

の理 論 と應 用 (保

存),日腔癌診断治療

の最 近 の趨 勢 (外

科),保定問題につい

て (矯正),

①歯牙疾患と全身病

に就いて

②唾液腺ホルモン

(特別講演演題)

① 日本における歯槽

膿漏症に関する研

究

② 日本における弗素

問題に関する研究

(特別講演演題)

第 4回

第 5回

第 6回 日本

歯科医学会

総会

第 7回
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開催 日 会頭 (会長)等
開催

都市
場 所

昭和 34

(1959)年
10/24, 25

白数美輝雄 (学

会長)

東京

九段会館

歯科医師会館 (補綴 ,

材料),日 本大学歯学部

(外科,放射線),東京

医科歯科大学 (矯正 )

昭和 36

(1961)年
10/19～ 21

長尾 優 (学会

長)

東京

九段会館

歯科医師会館 (補綴 ,

材料),日 本大学歯学部

(外科,放射線),日 本

歯科大学 (保存),東京

医科歯科大学 (矯正),

私学会館 (歯科基礎 ),

九段高校 (衛生 )

昭和 38

(1963)年
10/26～29 吉崎誓信 (会頭 ) 大 阪

大 阪 フェス テ ィバ ル

ホール

大 阪府 歯科 医師会館

(基 礎歯科,保存,補
綴,衛生,材料),日 本

生命中之島研修所 (外

科,放射線 )

昭和 41年

10/8, 9

(分科会は

10,11)

鈴木 勝 (会頭) 東京

東京文化会館

上智会館 (歯科基礎 ),

日本歯科医師会館 (保

存),私学会館 (補綴),

日本大学歯学部大学院

(外科),日 本歯科大学

(矯正), 日仏会館 (衛

生),日 本大学歯学部病

院 (材料,放射線 )

昭和44年 10/10～ 13
白数美輝雄 (会

頭 )

大 阪

大 阪 フェス テ ィバ ル

ホール

朝 日文化ホール (テ ー

ブルクリニック),日 本

生命中之島研修所 (歯

科基礎,衛生),関西電

カビルホール (保存),

大阪歯科大学 (補綴 ,

材料,小児),大阪マー

チャンダイズ・マー ト

(外科),大阪府歯科医

師会館 (矯正),藤沢薬

品ビル 07階ホール (放

射線 )

名称

第 8回

表 5 つづき

テーマ ほか

癌問題について (特

別講演テーマ)

① 口腔癌の診断と治

療

② 放射性物質と空気

汚染

③ 老人病と老人歯科

学

(特別講演演題)

歯牙齢蝕症 (総会シ

ンポジウムテーマ)

専門分科会の集合体

人類の進歩と調和

第 9回

第 10回

第 11回

第 12回
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開催 日 会頭 (会長)等
開催

都市
場 所

昭和 48年
9/22～26

(5日 間)

中原 実 (会頭 ) 東京

帝国ホテル

日比谷公会堂 (総会シ

ンポ),東京医科歯科大

学特別行動 (国際部会 ,

放射線),東京国際貿易

センター (テ ーブルク

リニ ック),私学会館

(歯科基礎),農協ホー

ル (補綴),経団連会館

(保存,歯周),九段会

館 (外科),野 口英世記

念会館 (矯正 ),東商

ホール (衛生),サ ンケ

イ会館 (材料),銀座ガ

スホール (小児),千代

田公会堂 (麻酔),岩波

ホール (理工 )

昭和 52

(1977)年
10/15～ 18 関根永滋 (会頭 ) 東京

日本武道館 (開会式 ,

開会講演),千代田区公

会堂 (総会講演),九段

会館 (総会講演,総会

シンポ),日 比谷公会堂

(総会シンポ,特別シン

ポ,閉 会 講 演,閉 会

式),経 団連ホール (国

際講演,国際シンポ),

科学技術館 (総会テー

ブルクリニック,総会

視聴覚)

昭和 58

(1983)年
10/15ハ▼18 白数美輝雄 (ク ) 東京

日本武道館 (開 会式),

ホテルニューオータニ

昭和 62

(1987)年
10/3⌒-5 佐藤三樹雄 (ク ) 東京

ホテルニューオータニ

平成 3

(1991)年
10/26～28 森 政和 (ク ) 大 阪

ロイヤルホテル (大阪)

平成 7

(1995)年
11/25⌒-27 中原 泉 (ク ) 東京

帝国ホテル

石川達也 (ク ) 東京
東京国際フォーラム平成 12

(2000)年
5/27ハー29

平成 16

(2004)年
10/29ハー31 江藤一洋 (ク ) 横 浜

パシフイコ横浜

名称

第 13回

第 14回 日本

歯科医学会

総会

第 15回

第 16回

第 17回

第 18回

第 19回

表 5 つづき

テーマ ほか

未来への歯学 と歯科

医療の調和

歯学の進歩とを人類

の福祉ヘ

長寿のための歯学

新 しい世紀の歯科医

療を求めて

科学 と心の歯科医療

を求めて―発展 と調

和―

デンタル・オリンピ

ア '95-21世 紀の歯

科医療

歯科医学 と健康の創

造

健康な心 と身体は口

腔か ら～発 ヨコハ

・マ2004～

第20回
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名称

第 21回

第 22回

第 23回

第 24回 日本

歯科医学会

学術大会

を発表し,考案,経験等を検討し合うという頗る

民主的であり,積極的な新機構になったことは実

に歯科界として大変革であって,従来分立の形に

あった歯科学会と歯科医師会とが一体化されたと

もいえる。また一般医学会の隷属的立場にあった

歯科学部会が独歩的に逸脱したともいい得る (下

線筆者)であろう。しかも,全国歯科学会人がす

べての障壁を取 り除いて学術を中心に纏合し,熱
意の溢れるにいたった現状は,わが国歯科界の一

大飛躍であり,同時に将来のために慶びにたえな

いところでもある.・ … (中 略)

勿論日頃研究に専念する専門学究者が集合し互

いに業績を陳開して検討する権威ある機会は学術

の進歩の上に絶対必要であるが,すべての派閥,

障壁を超越した全国的集合でなければならないと

信ずる。と同時に日々社会人に直接触れ,保健医

療に関連を持つ臨床家の多くが参加し,学究者の

啓発的発表を中心に,自 由に和やかに,真剣に経

験を語 り,考案を示し合う会合こそ必要であると

思う.・・・ (中 略)

このような考察から新発足した学術会議も,わ
が国における歯科学術に関する研究発表機関とし

て最大にして最高の権威ある機会であらしめたい

と存ずる一面,全国歯科医人が最も親しみと期待

テーマ ほか

め ざ せ !健・ 口・

美―未来に向けた歯

科医療―

お回の健康 全身元

気一各世代の最新歯

科医療―

歯科医療 未来 と夢

(New Paradigm for

IE)ental R4edicine:Its

Futures and Our
Dreams)

逆転の発想 歯科界

2040年への挑戦 A
Brand New Take:

Dentstry's Chal―

lenge in the:Lead―

up to 2040

とを以て参加され見間によって得られた多くの収

穫を積極的に臨床に直結し,社会に貢献すると共

に,会員各自の福祉の基源たらしめたいと念願し

ておる次第である。・… (中 略)

兎に角 23年度は,学術会議発足以来僅に3ケ 月

を経ざる間全国人地区において急速既定計画に従

い遂行したので,連絡その他準備上に足らない処

があったのであるが,その後回を重ねたる各部会

委員集合によって樹てられた 24年度計画案によ

れば

1。 学術会議 総合学会 (純学術的発表大会)を

1回本年度は大体秋季関東で開催 .

2.学術会議 学術大会 (地方歯科医学大会と合

同)を 4回開催し,合同開催にもれた地区大

会は講師を派遣応援

3.各学部会 (5部会)を各部単独にて適当地に

て開催

…中略

願くは新生学術会議の性格と,理念とする処と

を了承され,新年度計画実施に期待をもたれ,歯
科医師会の一大使命たる相互向上に積極的関心を

寄せられるるように切望致す次第である。」と結ん

でいる。

このように,学術会議の設立への思いと歯科界

表 5 つづき

開催 日 会頭 (会長)等
開催

都 市
場 所

平成 20

(2008)1年

11/14ハシ

11/16
大塚吉兵衛 (ク ) 横 浜

パシフイコ横浜

平成 24

(2012)年

11/9～ 11/

11
川添尭彬 (ク ) 大 阪

大阪国際会議場

平成 28

(2016)年

10/21～

10/23
水田群代 (ク ) 福 岡

福岡国際会議場,福 岡

サンパレス

令和 3

(2021)年

9/23～9/
住友雅人 (ク ) 横 浜

パシフイコ横浜
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の円満な進歩を切に望んでいるとともに,医学会

からの独立を喜び,一部の研究者の発表学会から

の脱却をはかれたことなど進歩的に民主的な運営

と臨床面への応用,開催の盛況ぶりを窺わせる。

とくに,医科に対して学問的劣勢にあった歯科界

の独立進歩に大きな期待を寄せていたことがわか

る。

また,榊原
17)は

当時の状況について「敗戦のこ

ろ, 日本には歯科界を代表すると思われる 3つ の

流れがあった。1つ は 1902年 (明治 35年)に発

足した『日本歯科医学会』の流れをくんだ『大日

本歯科医学会』で,こ れはFDIな どにも参加して

いた。2つ 日は 1917年 (大正 6年)に 中原市五郎

によって日本歯科医専関係者を中心に設立され,

分科会制なども取 り入れた『日本歯科学会』,3つ

目は 1918年 (大正 7年 )に東大医学部の石原久に

よって設立された医学部関係者を中心にした『日

本歯科口腔科学会』であり,こ れが日本医学会の

分科会となっていた。

因みに日本医学会総会には,1906年 (明治 39

年)の第 2回 日本医学会総会のときから日本歯科

医学会が参加していたが,大正6～7年 にかけて今

述べた 2つ の学会が名乗 りを上げて,日 本医学会

総会参加をめぐって鼎立の形となって トラブルが

起こった。これはその後 も尾を引いていたが,

1926年 (大正 15年 )東京帝国大学医学部を主宰

して第 7回 日本医学会総会が開催されたとき,3
つの学会の共同開催ということになった。

しかし,その実現のための調整にはきわめて難

しい問題が山積みしていたが,そのとき日本歯科

医学会の副会長をしていた青木貞亮が積極的に斡

旋に努めて,共同参加をまとめ上げた。これは当

時の関係者に深く印象に残ったことであった。こ

れが新しく発足した日本歯科医師会・学術会議議

長に佐藤運雄が青木貞亮を指名した理由であった

と思われる。」と述べている。

さらに,長尾
14)も

昭和 20年敗戦後における状況

について「歯科医学会では当時はまだ大学になり

たてであり,大学そのものの整備拡充も不充分の

時で,学問的雰囲気も,全歯科大学一九となって

自ら “総合歯科医学会"を構成するように盛 り上

がっておらなかったこと, また佐藤会長の心の内

に,折角金森君が分科会長となり,着 々準備を進

め,正 に従来の形で分科会として医学総会に加入

するように一路進めているのに,と の配慮が働い

た結果,時期尚早になったのだと思われる。やむ

ない仕儀であった。かくて昭和26年東京にて開催

された,第 13回 “日本医学会総会"に は従来の如

く第 31分科会 (金森会長)を構成して “日本国腔

科学会"の名の下に参加したのであった。」と回顧

している。戦後の大学昇格とともに,新生歯科医

師会の誕生にともなう学術会議の発足から,日 本

医学会総会に対峙した歯科関係の学会の創設を考

えていたことがわかる。

檜垣18)も ,学術会議の在 り方について「学会は

日本医学会の分科会に追従して止まないような態

度は奇麗さっぱり止めるべきであると考える」と

述べている。

なお,昭和 20(1945)年 以降,社団法人日本歯

科医師会定款によって「日本歯科医学会」が正式

名称となるのは昭和 32(1957)年 である。

4.昭和 49(1974)年 の機構改革

昭和 49(1974)年 4月 1日 に施行された日本歯

科医学会規則によると,日 本歯科医師会の定款 73

条に基づき,日 本歯科医学会が規定された。そし

て,第 2章 学会会員の項が大きく変わった。会員

は「一般会員」(日 本歯科医師会会員)と「専門分

科会会員」の 2つになったことで,わが国の歯科

医師のほとんどが会員となったことになる19).

この点について,林20)は 「…この総会は日本歯

科医師会員のすべてを学会員として行われる最初

の学術大会で,名実共に,日 本の歯学,歯科医療

にたずさわる者の学術研修のための総会集会であ

るところに画期的な特色がある。・…(中 略)従 来

は参加した者のみが事実上の総会構成員であった

が今回からは学会員すべてが構成員である。… (中

略)学 会が経常費を持ち,学術大会のために前

渡金を準備することができるようになった。こう

なると,会頭は適所に適材をあてて,心おきなく

総会の企画,次準備,運営に当たることが可能で

ある。会頭所属の大学に全 く負担をかけないとい

うことはできないとしても,従来よりも,気楽に

会頭を引きうけて頂き,効率よく大会会務をこな

して頂 くことは可能であろう。」さらに追加 して

「…従来東京と地方との交互関係の慣例を破って
,

第 13回 に続いて東京で開催 されることになっ

た。」と第 14回学術大会の準備経験について述べ
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ている。東京と地方開催の交互開催の裏付ける資

料でもある。

日本歯科医学会の初の機関紙,日 本歯科医学会

会報第 1号 (1975)掲載の日本歯科医学会会長白

数美輝雄「新発足の日本歯科医学会」
21)と

日本歯科

医師会会長 中原賓「会報発刊を視す」
22)を

紹介す

る.

「まずはじめに,こ のたびの日本歯科医師会定

款改正により, 日本歯科医師会会員の全員を一般

会員としてお迎えできたことを,み なさんと共に

お喜び申し上げたいと存じます。これによって,

日本の歯科医師の総員参加による文字通りの日本

歯科医学会が発足し,歯学の本来のあり方,歯科

医師の歯科医療に対する基本的なとりくみ方が示

されたことになります。

このような学会のあり方は, これまで,本邦は

いうまでもなく,世界にも例をみないものであり

ます。それだけに,今後の本学会の運営・活動に

ついては,広 く世の注目を浴びるでありましょう.

この時期に応え,われわれの学会を世界にも誇

り得るものとするためには,学会員全体とくに一

般会員の方の積極的な研究活動への参加をお願い

しなければなりません。

もともと,研究活動は地味な性格のものであ

り,歯科医療も個々の治療行為を積み上げて,患
者の喜びを術者の喜びとする秘かな性質のもので

あります。しかし, このような地味な奉仕の努力

こそ,現代の日本にとって,最も大切なことでは

ないでしょうか。

さし当たって私に課せられた最大の仕事は,こ

の新しい日本歯科医学会の運営を新しい軌道にの

せることと,昭和 52年 に予定されている第 14回

日本歯科医学会総会 (学術大会)を 実り多きもの

とすることであると自覚しておりますが, ここに

学会員のみなさまの絶大なるご支援とご鞭撻をお

願いするしだいでございます。」 (白 数美輝雄)

「日本歯科医学会の機構が改められた結果,日

本歯科医師会会員が即 『学会員』として,歯科医

学の発展に直接参加し得るようになったことは,

歯科界のために誠に喜ばしいことであります。

(中 略)…かかる秋に,歯科医師のすべてが日本歯

科医学会会員となり,最新の歯科医学を身近に感

じ得るようになったことは,臨床と学問を結ぶ端

緒となり,医療に大いなる進展をもたらし,それ

が日本歯科会の体制の強化につながるものである

ことは云うまでもないことでしょう。

今回,日 本歯科医学会が行った機構改革の持つ

意義は極めて大きく,日 本歯科医師会としては,

その機能と目的の増進であったと云えるのです。

この意味において,会報は,歯科医師の将来を決

定する大切な鍵の役目を致すことになりましょう。

発刊を心から祝福 し,立派な会報として発展し

ていくことを祈ってやみません。」 (中 原賞)

さらに,機構改革初の第 14回 日本歯科医学会総

会における会長あいさっ23)に
おいては「臨学一体」

という言葉が使用され,昭和 24(1949)年 に設立

された日本歯科医師会の学術会議が文字通り,臨

床家と研究者との調和がとれた瞬間でもあった。

戦後の歯科医学会を新しい歯科医学会としてと

らえた時,歯科医師会の学術会議か ら昭和 35

(1960)年 に日本歯科医学会が常置され,各分科会

(7分科会 :歯科基礎医学会,日 本歯科保存学会,

日本補綴歯科学会,日 本国腔外科学会,日 本矯正

歯科学会,日腔衛生学会,日 本歯科材料器械学会)

をもって構成され,現在のような日本歯科医学会

の機構に至っていることになる。それまでは歯科

医学会は総会開催のときのみの名称であった。各

分科会から1名の評議員が選出され,重要案件の

会務の執行が行われた。当時の評議員会は現在の

評議員会と理事会のふたつの機能をもっていたこ

とになる。

なお,総会は昭和 44(1969)年 までは 3年に 1

回,以後は4年に 1回の開催となっている。昭和

49(1974)年 にいわば新生「日本歯科医学会」が

誕生し,現在のような機構組織になったといえ

る。また,令和 3(2021)年の第 24回 日本歯科医

学会総会は「学術大会」のみの標記になり,い く

つかの分科会および地区歯科医学会 との併催と

なっている。歯科医学会本来の企図になったこと

は喜ばしいことである.

なお,分科会の数は次第に増加し,昭和 49年

(1974)に は 14分科会を数えていたが,「認定分科

会」制度が平成 19年 (2007)か ら施行され,令和

3年 (2021)年現在,専門分科会 25,認定分科会

20と なっている。分科会の多寡やその名称につい

ては本稿の主旨ではないが,歯科医学会の発展史

からみると一考を望みたい。
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まとめ

一次資料「日本歯科医学会沿革概要」 (大正 12

年刊)を 中心に日本歯科医学会の発展史を概説 し

た。

「日本歯科医学会」という呼称は明治 36年 11月

27日 以降に使用された。そして,大正期から昭和

20年 までは,「年次大会」の形式で行われてきた。

一方,医科を意識しながら,日 本医学会の歯科分

科会として参画してきた学会は昭和 17年の第 12

回日本医学会から「口腔科学会」が母体となり分

科会として参加している。また,稀親本「皇紀武

千六百年祈念歯科医学会々誌」 (昭和 16年刊)を

紹介した。

昭和 20年の敗戦後はアメリカGHQの 指導に

よって, 日本歯科医師会学術会議でスター トする

のが昭和24年 である.歯科医学の分科会形式をと

りながら当初 7分科会から拡大してきた。昭和 32

年に「歯科医学会」から「日本歯科医学会」と改

称し昭和 35年 に常置された。その後,昭和 49年

4月 に機構改革が行われ,日 本歯科医学会の会員

は歯科医師会会員と分科会会員の両者で構成され

ることとなった。

日本歯科医学会の母体はすでに近代歯科医学が

導入されてから間もない頃,歯科医会 (日 本歯科

医師会の母体)の学術団体として始まっていたこ

とをあらためて認識したい。

本年開催の第 24回 日本歯科医学会学術大会は

分科会と地区歯科医師会の併催も行われ,原点回

帰ともとれる.ま た, コロナ禍という社会状況か

らハイブリット, リモー トというこれまでに経験

のない開催方法をとることになる。そのテーマは

「逆転の発想 歯科界 2040年への挑戦」である。

歯科界の過去・現在・未来を俯賊したとき,ヴイ

ジョンを示しながらその方向性について, これだ

け明確に謳ったことはないと記憶している。

本内容は「日本歯科医学会のあゆみ :石橋肇

佐藤利英 渋谷鎖 西巻明彦」」(第 24回 日本歯科

医学会学術大会発行)と 一部重複していることを

お断りする。
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19)日 本歯科医師会 :日 本歯科医学会規則 第 2章 学会

会員 昭和 49年 4月 1日 .

20)林 都志夫 :日 本歯科医学会 (学術大会)準備から開

幕まで-1-,日 本歯科医学会会報,第 2号 ,4-5,
1975。

21)白 数美輝雄 :新発足の日本歯科医学会,日 本歯科医学

会会報,第 1号 ,p2,昭和 50年 (1975)。

22)中 原 賞 :会報発刊を祝す,日 本歯科医学会会報,第
1号 ,p3,昭和 50年 (1975)。

23)白 数美輝雄 :ごあいさつ,第 14回 日本歯科医学会総会

記念特集,歯界展望 (臨 時増刊),51(5),1977.
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公開請演・ 公開フォーラム開催のご案内

日 時

テーマ

9月 25日 (土)16:10～ 17

ニュースから世界を見る

◎公開請演 開催概要◎

10

池 上  彰  (ジ ャーナリス ト)

●略歴● 1950年 ,長野県生まれ。1973年,NHKに 記者と

して入局。松江,呉 での勤務 を経て,東京の報道局社会

部。社会部記者 として警視庁.気象庁,文部省,宮 内庁な

どを取材。1989年 よ り5年 間,首都圏ニュースのキャス

ター。1994年 よ り2005年 まで「週刊 こどもニュース」の

“お父さん"役。2005年 にフリーランスのジャーナリス トと

して独立。

現在は名城大学教授,東京工業大学特命教授。東京大学

客員教授など9つ の大学で学生を教える。

座 長 :川 口  陽 子 (日 本歯科医学会 副会長)

●略歴 ● 1979年  東京医科歯科大学歯学部卒業/1992年

歯学博士 (東京医科歯科大学)/1994年  メルボルン大学

歯学部客員研究員/1996年  東京医科歯科大学歯学部予防

歯科学講座講師/1998年  文部省在外研究員 (NIDR/NIH)
/2000年  東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野教授

/2020年  東京医科歯科大学名誉教授

時

マ一

日

テ

◎公開フォーラム 開催概要◎

9月 23日 (木)10:40～ 12:10
ダブルキャリアのす めゝ ～より楽しい歯科の世界を目指そう～

趣  旨

公開フォーラム「ダブルキャリアのす めゝ ～より楽しい歯科の世界を目指そう～」は,歯科の世界にさまざま

な能力を持った人材が入ってきてほしいとの願いを込めています。

歯科大学・歯学部に入学する最も大きな目標は,国家資格の獲得です。めでたく歯科医師の国家資格を得れば,

大方は生涯「歯科界」という枠組みを意識しながら生きていくということになります。そのためにどの歯科大学・

歯学部でも,国家試験の受験教育に力を注ぎ,現在の学生は残念ながら入学した当初から卒業まで「歯学教育」
づ くめで過ごすことを余儀なくされています。もちろんこれは教育機関として当たり前のことです。そのことを

十分理解 したうえで,あ えて公開フォーラムにこのテーマを企画しました。歯科医師でありながら,何々のプロ

という,いわゆるダブルキャリアを持つ方々に参加いただき,自 分の才能や未来に対 して抱いている意欲を,歯
科を学ぶと同時に伸ばすス トラテジーについて,それぞれの経験をもとにお話しいただくというものです。

すべての子どもたちは大学入学までに芸術,ス ポーツ,科学など,さ まざまな分野に興味をもっています。す

でに高いレベルに到達している子どもたちも大勢います。歯科大学・歯学部を受験するという目標がその可能性

を阻む,あ るいは歯学生として学ぶ間に離れてしまうのは実に惜 しいことではないでしょうか。また,歯科を選

択せずに成長し,他分野ですでにある程度のキャリアを獲得してから「歯科」を目指す道も広 く開けておきたい

と思うのです。私は,かつて歯学教育に関わってきた経験から,大学生活においてさまざまな能力や希望に継続

的に挑戦していける環境が提供できれば,多彩な能力を持つ多 くの若者が「歯科」を選択し,やがては歯科界を

支える人材の幅も広がるのでは,と いう想いがあります。

この公開フオーラムに,あ らゆる分野からの人材の参加を呼び掛け,情報を提供しあうことが,歯科界の活性

化につながる一つのきっかけとなると思います。

住友 雅人 (日 本歯科医学会 会長/第 24回 日本歯科医学会学術大会 会頭)

●公開講演・ 公開フォ…ラムの視聴方法●

■参加費 :無料

■視聴方法 :学術大会ホームページより,オ ンラインにて参加登録いただけます。準備室より参加登録された

方に視聴用の URLをお送 りしますので,該 当の日時にオンラインにてご視聴 ください。

※会場での開催はございません。オンラインでの視聴になります。
※本プログラムは一般の方にもご視聴いただけるプログラムです。第24回 日本歯科医学会学術大会の参加登録がお済み

の方は,別途,本プログラムの参加登録をいただく必要はございません。



◆第1部 個別出演 贔参攀轡郵
◆モデレーター

住 友   雅 人  (日 本歯科医学会会長/第 24回 日本歯科医学会学術大会会頭) 藤 井  一 維 (日 本歯科 大学 学長 )

●略歴 ● 1969年  日本歯科大学 卒業 1973年  |1本 歯科大学大学院

歯学研究科 (歯科理工学専攻)修 r/′ 1973年  [1本 歯科大学口腔外科

学第 1講 座助手′1974年  []本歯科大学歯科麻酔学教案助 手 1996年
|]本 歯科大学歯学部共同利用研究所教授 (歯 科麻酔学併任)2001年
|]本 歯利大学歯学部附属病院長 2008年  日本歯科大学生命歯学部長

2013年  11本 歯科大学名誉教授 現在  |1本 歯科医学会会長,(^
社)|1本 歯科医学会連合理事長

●略歴 ● 1988年  日本歯科大学新潟歯学部卒業,歯科臨床研修振興

財団一般歯科医臨床研修課程開始 1989年  日本歯科大学新潟歯学部

歯科麻酔学教室助 手 1994年  1専 十 (歯 学 )(日 本歯科大学)2008
年 日本歯科大学新潟病院歯科麻酔・全身管理利教授,教 務部長

2017年  1可 大学歯学部長/2020年  11本歯科大学学長 現在  II本 歯

科医療管理学会副理 事長.|1本 歯科医学教育学会常務理 性  ll本 歯科

麻酔学会理事,私 立歯科大学協会副会長

学  (MANA)(歯科医師/ア ルゼンチンタンゴダンサー)

●略歴 ● [1本 歯科大学卒業 (89同 )。 幼少 より松山バ レエにてクラ

シックバ レエを学ぶ。 日本国内のコンクールニ位入賞,ロ ーザ ンヌ国

際バ レエ コンクール出場等活躍する。その後歯科医師になるも,最初

は趣味で始めたアルゼ ンチ ンタンゴの大会入賞をきっかけに,ア ルゼ

ンチ ンヘの留学.タ ンゴの世界に傾倒 し,国 内外の大会での優勝,世
界選手権に出場 し入賞(2013年 アジアチ ャンピオンに輝いた後,国 内

だけでな く海外での shOwや festival等 に召喚 される
`′

現在,宮 田歯科池袋診療所の小澤院長をは じめスタ ソフ達のサポー

トの もと,ア ルゼ ンチ ンタンゴと歯科医師のそれぞれの分野にや りが
いと情熱 を持って,ダ ブルワークに取 り組んでいる_

妙 (作家 0女優・歯科医師)

●略歴 ● 歯科医師 として高齢者施設などに訪問診療 を中心 に行いな

が ら,作家 。女優 として活躍 している。台湾人の父 と,11本 人の母 と

の間に生 まれ,幼 少期は台湾で生活 し,地元の小学校に通った。家族

や台湾をテーマにエッセイを発表し,著書は『私の箱子』 (2019年 に

台湾で舞台化),『 ママ,ごはんまだ ?』 (2017年 に|1本 で映画化 ).

『わたしの台南』などがある。現在,台南市親善大使や石川県中能登

町観光大使に任命され,Il台 の架け橋となるような文化交流活動に力

を人れている。サイクリング愛好家であり,|り1同  川サイクリング

PR人使も務める。

●略歴 ●  1940年生 まれ,北 海道出身。 日本歯科大学卒 業。 日本歯

科大学名誉博 L,1989年 開業医院を閉 じてマ リ共和国に移住 し日本人

NGO「 カラ =西 アフリカ農村 自 立協力会」 を設 立。農村の人たちの

自、たした生活 を目的に貧困解消 に取 り組み井戸掘 り,教 育普及,病気

予防,自 然環境保護,女 性適正技術指導,野菜栽培 の他,井 戸の設

置.学校建設や診療所開設.野 菜同開設,そ の他関連事業に現在 も取

り組んでいる。 日本国内で講演活動 を行 う。2020年 ノーベル平和賞候

補。

◆出演者

上 田  秀 人 (時代小説作家)

●略歴● 1959年 ,大 阪府生まれ。大阪歯科大学 (第 32期 )を卒業

後,勤務医を経て開業。1997年 第20回 小説クラブ新人賞佳作。2010

年第 16回 中山義秀文学賞を『孤闘』受賞。2013年 歯科医院を閉鎖 ,

作家憚業となる。日本歯科医師会会員,日 本文藝家協会,推理作家協

会会員。著書 :百 万石の留守居役シリーズ (講談社)惣 日付臨検仕

るシリーズ (光文社) |]雇 い浪人生活録シリーズ (ハ ルキ文庫)′/
『夢幻 信長と家康」 (中央|1論新社)な ど200冊 以 ll。

::||:(||!||||||!|lllllllll:||||::.:

鰈|::六

不裔ゝ

輻

加藤

一青

瘍

瘍

魏

鰊

隋 骰

小 安  正 洋 (DroCOYASS)(歯 科医師/ラ ッパー)

松 本  英 1乍 (歯科医師/アマチュアヴァイオリン奏者) 本す_上  ―一本支 (カ ラ=西アフリカ農村自立協力会代表)

●略歴 ● 中 目黒 コヤス歯科院長,昭和大学歯学部兼任講師,臨 床研

修指導歯科医 /′

歯学博 |= 昭和大学歯学部卒業  日本歯科審美学会認

定医.|」 本歯科保存学会,|1本 デ ジタル歯科学会,II本 歯科理 工学

会,国 際 オー ソモ レキ ュ ラー 医学 会,同 会 認定 ONP OND取得 ,

JFDA認定ケ トジェニ ックダイエ ッ トシニアア ドバ イザー,分割ポリ

リン酸研究会主催 /メ ジャー契約 :MIC BANDITZ(avex).デ ブパ

レー ド (SOny), インディーズ :洪水,Malignant CO,ア ミバジエア
ス,他。

現在 EPOを BrO Hi(ex SOUL'd OUT)ら と結成 し活動中。打首

獄 門同好会「歯痛 くて feat Dr COYASS」 で客演c2018年 には 日本武

道館でパフォーマ ンス.

●略歴 ● 昭和 22年 教育者であった父と歯科医師であった母の間に一

人っ 子として生を受けた。 5歳の時,父 は情操教育のために私 をヴァ

イオリンの個人教授 につけた。 これが私の音楽 との付 き合いの始 ま り

になる。その後中学途中まで個人 レ ソスンは続いた。なかなか上級の

曲にた どり着かないうちに大学受験の波の中ヴァイオリンは しば らく

体ふ.東京歯科大学入学後,管弦楽部に加わ り音楽の楽 しみに日覚め

るこ弱小オーケス トラだった東京歯科大学管弦楽部を大きく発展 させ

る。現在 も OB会会長 として頑張 っている。学生時代 より社会人オケ

の「新交響楽団」に入団する。下子楽監督の作曲家芥川也可志先生の薫
陶を受け,音楽の素晴らしさを実現するため多くの演奏会を行った。
特に|1本 人の交響作品を取 り |■ げた演奏会では,サ ントリー音楽賞を
受賞する栄誉をうけた。現在は,新 交響楽団を離れ,オ ーケス トラ
ニッポニカを設立, |1本 人の作品を中心にした演奏会を続けている。

パネルディスカッション◆第2部

◆パネリスト

大 島  慎 也 (歯科医師/僧侶 )

●略歴 ● 1980年 生 まれ,2003年学習院大学法学部卒業.2009年 日本

歯科大学生命歯学部卒業,歯科医師免許を取得c日 本歯科大学附属大

学病院勤務を経て,日 本橋すこやか歯科勤務c住職である父の体調不

良を機に僧侶 を志 し,2014年龍興院副住職にc2017年大 I11大学大学院

仏教学科仏教学修士課程修 r.1可 年東北大学文学研究利実践宗教学寄

付講座臨床宗教師研修修 F。 現在は病院・介護施設等のボランテ ィア

活動 などをは じめ,医療者 と宗教者の立場か ら“心のケア "に 重点 を

お き地域の医療 ・介護の現場に携わっている。

薫 (歯科医師/シ ャンソン歌手)

●略歴 ● 東京都出身c歯学研究中,1995年 にシャンソンを江波洋 ^

氏に習い,1996年 に北海道代表で,第 12回 日本アマチュアシャンソン

コンクール出場。基礎研究終 了後.東 京に戻 り診療する ‐
方,ひ なつ

幻氏に師事。第 14回 日本アマチュアシャンソンコンクールで準優勝・

歌唱賞。その後は,ラ イヴハ ウス,フ ェステ ィバル東京国際 フオーラ
ム,神 奈川県立がんセ ンター歌のボランテ ィア,、十院な どで歌い続け
ている。2016年 に,ハ イア ットリージェンシー東京で 20周 年初 リサ イ
タル開催。一昨年, 日本訳詞家協会歌唱 コンクール 3位受賞 3

七尾 与史 (ミ ステリ作家)

●略歴 ● 1969年 生 まれ,静 岡県出身。九州歯科 大学 卒業。2009年

『この ミステリーがす ごい |』 人賞に応募 した「死亡フラグが立ちま

した |」 が最終選考 に残 る。受賞 には至 らなかったが内容が評価 さ

れ,2010年 同作で作家デビュー.他 に,ド S刑事 シリーズ.『偶然屋」

など著占多数 .

小池

鰯 麒

蟷

大江

◆第3部

冬
錢
ぷ
可
ト

⑬
鼈蝙

誠 (歯科医師/落語家・千一亭志ん諒)

●略歴 ● 1955年 北海道 苫小牧 市生 まれの 66歳。北海道医療大学歯

学 部を 1987年 に事業 し,東 京医利 歯科 大学歯学 部第 矯 正学教室 に

1987年 か ら2008年 まで在籍,相 馬邦 道教授 の下,論 文は 1994年 に

Dentistry in Japanに掲載の栄 を賜る。その後,代 々本矯正歯科診療

所を開設 し現在に至るこ

2009年  「千一亭志 ん諒」の名で落語 を始める。独演会「志ん諒の

会」は この 9月 で 119回 ,持 ちネタは自作 20席 を合め 180席 を超
える[現在.独演会は林家扇兵衛氏 との二人会 とな り,歯科医業 とと

もに研鑽 を続けている。

特別企画

内容は決定次第,学術大会ホームページにて公開いたします。



9月 25日 :*.) 11 :10-12: 10 4 chチヤンネル

◆座長
まつむら

松村

【併催学会】{國目目目)優置議講
ひで お

英雄
(日 本大学歯学部教授 〈歯科補綴学第Ⅲ講座〉)

1981年 日本大学歯学部卒業/1983年  東北大学工学部卒業/1987年  東京医科歯科大

学大学院歯学研究科/1987年  歯学博士 (東京医科歯科大学)/日 本歯科専門医機構理事

逆転の発想で新しい歯科医療を創造する
～イグ・ノーベル賞からノーベル賞へ～
◆講師 渡部 茂

(明海大学保健医療学部 教授 (口腔保健学科〉)

国民の生活は「質の高さ」を求めて常に向上しつつある。それにつれて生活習慣病である口腔疾患

も大 きく影響を受けることになる。抜歯 0補綴型治療から予防・管理型への転換が迫 られて久しい。

口腔は生命を宿 した身体の発育 と健康を担 うことも立証されてきた。新 しい歯科医療の時代は既に始

まっている。

2019年 ,イ グ・ノーベル賞審査委員会は唾液にスポットライ トをあてた。口腔には歯と舌と粘膜 ,

そして唾液があり,そ の唾液に光を灯せば未知のものが拓かれてくる可能性がある。Laugh and think

then Shine,唾 液はこの賞の真髄にぴったりだったのかもしれない。

唾液は 1日 約600mL分泌されてお り (成人),放 ってお くとドブのようになる日腔を毎 日洗ってい

る。その仕組みはサイフォンの原理に従っている (Dawes 1985)。 唾液は 1回 の生理的熙下で約 0.3mL

が廉下され,熙下直後 (約 0。8mL)か ら熙下直前 (約 1■mL)と ,熙下の度に唾液量が変化することで

回腔の希釈が行われている。この希釈率は口腔環境に大 きく影響 している。また唾液は厚さ平均 0■mm

のフィルムとなって口腔内を移動 しているが,部位によってその到達量 と移動スピー ドは異なる

(0.8～ 8。O mm/min)。 そのために環境差が生 じており,常在細菌の生息域 とステファンカーブには大 き

な関連が指摘されている。「フッ素は上の前歯に効く」,「脱灰再石灰化のメカニズム」,「哺乳瓶う蝕」,

「食塊廉下閾への関与」・̈ これら唾液のもつ働きを臨床でコントロールすることが必要と思われる。

唾液はまた回腔を超えて血液や尿のように全国区でも大きく貢献している。肥満防止。細菌・ウイ

ルスの探知。ドラックデリバリー。ストレス指標…。

唾液を中心に据えた歯科医療の展開は,ヒ トの健康を守る番人としての責任に答える大きな武器に

なると考えられる。明かりを灯してくれた領域をさらに輝かせるための研究と専門性の確立を,我々

歯科医師が中心となって行わなければならない。

本講演では,唾液に関する最近の知見から新しい歯科医療の展開を創造してみたい。

歯科医師で初のノーベル賞はどなたの手に輝くのか ?

1977年 岐阜歯科大学 (現・朝日大学歯学部)卒業
1984年 歯学博士 (岐阜歯科大学)

日本小児歯科学会学会賞 (2017年 ),イ グ・ノーベル賞 (2019年 )
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◆座長

【併催学会】曜議涯轟 C轟露罰議

河野 渡
(日 本歯科東洋医学会 監事 )

1979年 日本大学歯学部卒業/1991年 歯学博士 (大阪歯科大学)/河野歯

科医院院長,日 本歯科東洋医学会前会長

温故知新 オーラルフレイルに
対応する歯科東洋医学
◆講師 山口 孝二郎

(鹿児島県 (ハヤの会 田中矯正歯科歯科慢性疾患診療室〉,

昭和大学医学部客員教授 〈生理学講座生体制御学部門〉)

現在, 日本は人生100年 時代を迎えて,茶寿 (108歳 )を 目指せる時代へと変化 してきた。また2018

年の人口動態統計月報年計 (概数)では死因の第三位に「老衰」が入ってきた。しかし平均寿命 と健

康寿命の差は男性 9■ 年,女性 12。7年あり,その根底にフレイルが存在する。また,2040年 問題を含め

て,フ レイルをいかにコントロールしていくかは重要で喫緊の課題と考えられている。

2018年 に出された柏スタデイでは,身体的フレイル,サルコペニアの発生に関してオーラルフレイ

ルが関連していることが判明してきた。

柏スタデイではオーラルフレイル該当者は身体的フレイルの発生率が2.41倍 ,サルコペニアは2■ 3

倍,介護度 3以上の要介護認定 2.35倍 ,全死亡率は2.09倍 と報告されている。

現在,オ ーラルフレイル対策として,咬合力低下,咀疇機能低下,舌口唇運動機能低下,低舌圧 ,

熙下機能低下については筋カ トレーニング,日 腔乾燥については唾液腺マッサージ,日腔不潔に対 し

ては舌 0日腔の清掃が勧められている。

他方,東洋医学では「虚証 (腎虚を含む)」 の概念がフレイルに共通するといわれている。また,フ
レイルの前段階としてのオーラルフレイルは東洋医学の「未病」として捉えられる。

医科ではフレイルサイクルのコントロール,治療に早 くから人参養栄湯,補中益気湯などの補剤を

中心に漢方療法が取 り入れられているが,歯科ではまだその普及は低いままである。

今回の講演では,貝原益軒の『養生訓』,香月牛山の『老人必要養草』など古典を参考にして,オ ー

ラルフレイルを東洋医学的に考察し,舌診の解説ならびに,『薬価基準による歯科関係薬剤点数表』に

掲載されている漢方 11方剤の中からオーラルフレイルに効果があると考えられる漢方を用いた症例報

告などを行い,心身の機能低下までつながるフレイルの未病 としてオーラルフレイルを東洋医学的に

コントロールして健康寿命を延ばす方策を考えたいと思う。

1983年 福岡歯科大学

1991年  歯学博士 (鹿児島大学)

R4edicines 2018,5,130,doi:10.3390/1nedicines5040130,Frontiers in pharrnacology 2015,6,doi:10。 3389/fphar2015.00176
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◆座長

【併催学会】曜罰詈轟D
あさだ  よしのぶ

朝田 芳信
(鶴見大学 教授 (歯学部小児歯科学講座〉)

1986年 日本大学松戸歯学部卒業/1992年  博士 (歯学)(日 本大学)/
日本小児歯科学会常務理事,ラ イオン歯科衛生研究所理事

未来の歯科医療の担い手である女性歯科医の育成と支援に向けて
～日本小児歯科学会女性小児歯科医委員会の取組み～

◆講師 馬場 篤子

(福 岡歯科大学講師 〈成長発達歯学講座成育小児歯科学分野〉)

日本において,「社会のあらゆる分野において,2020年 までに,指導的地位に女性が占める割合が,

少なくとも30%程度となるよう期待する」との目標を掲げたのは2003年のことであった。また「男性

も女性も仕事と生活が調和する社会を目指すこと」を目的に,2007年 に「ワーク・ライフ・バランス

憲章」が策定された。その後,2015年 に成立した「女性活躍推進法」等に基づく積極的改善措置 (ポ

ジティブ・アクション)の実行や働き方改革等の推進を通じて,民間企業の各役職段階に占める女性

の割合は着実に上昇してきたものの,世界経済フォーラムが毎年発表している「世界ジェンダー・

ギャップ報告書2020」 では,世界 153国 中日本は121位 と低い。これは経済,政治,教育,健康の4つ

の分野のデータから作成されているが,特に政治,経済分野での遅れが顕著であると言われている。

平成30年 12月 31日 現在における全国の届出「歯科医師数」は104,908人 で,男性は総数の75。9%,

女性は24■ %と なっている。また,男女の構成割合を年齢階級別にみると,すべての年齢階級で男性の

占める割合が多いが,女性の割合は「29歳以下」では46.2%と 高くなっている。

日本小児歯科学会においても,20～ 30歳代会員の約 8割が女性であるが,出 産や育児のために止む

を得ず学会を退会する,専門医を更新できない, という女性会員の声が多く聞かれる。そのような女

性会員を支援するために, 日本小児歯科学会では,平成22年度に女性小児歯科医委員会を新設した。

「女性会員の継続就業には仕事と育児の両立をサポー トする事業が不可欠である」との考えから,委員

会が中心となり子育て支援として平成25年 5月 より学会開催時の託児室開設・運営を開始した。さら

にキャリア支援・復職支援として平成28年 8月 より「小児歯科医バンク」の運営を開始した。また,

学術大会では「202030男 女共同参画の推進」をテーマに歯科界を超え自分の仕事に責任と意欲を持っ

てキャリアを積まれた女性の方々にご講演をいただき,女性会員はもとより全会員のリカレント教育

に役立てている。

本講演で,国民の要望に応えられるきめ細かな歯科医療 (乳幼児期からの口腔機能の育成や在宅 0

訪問小児歯科医療)を提供することを目的とした日本小児歯科学会の活動を,女性歯科医師の人材育

成の取り組みという視点から紹介する。

1990年 福岡歯科大学歯学部歯学科卒業

1994年 歯学博士 (福岡歯科大学大学院歯学研究科歯学専攻博士課程)

日本小児歯科学会認定専門医指導医

日本外傷歯学会指導医

|||1鵬|||1歴 ||
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【併催学会】嘲舅轟囃魏G轟羅調鰺4罰図茫轟寵鰈

神奈川l県におけるオーラルフレイル対策の取り組み
～開業歯科医師がどう取り組むか～

鰊
[モデレーター]小笠原美由紀 (神奈川県歯科医師会 副会長)

●略歴 ● 1981年  東京歯科大学卒業

日本歯科医師会会長表彰受賞,神奈川県知事表彰受賞

||IS00511111::|:|::|||| 健康長寿 鍵は “食力"～人生100
年時代におけるオーラルフレイル予防～

|||||||||:IIS005112111111111 今さら聞けないオーラルフレイ

ルのコンセプ ト

平野 浩彦
(東京都健康長寿医療センター 歯科口腔外科
研究所自立促進と精神保健研究チーム部長)

高齢者の快適な食を支えるために “回の働き (口 腔機能)の
ささいな衰えの連鎖"を軽視しないことの重要性が注目され,

「オーラルフレイル」が提案された。神奈川県は早くからオー

ラルフレイルヘの取 り組みを開始し,日 本歯科医師会からも
『歯科診療所における オーラルフレイル対応マニュアル2019年

版』が発刊された。今回,オ ーラルフレイルの意義,さ らには

展望について,皆様と理解を深めることができれば幸いであ
る。

●略歴 ● 1990年  日本大学松戸歯学部卒業/医 学博士 (東邦大学 )

/2019年 より現職/日 本老年学会理事, 日本サルコペニア・フレイ

ル学会理事, 日本老年歯科医学会理事, 日本老年医学会代議員, 日

本大学客員教授

* * *

．
『

　

，
蟷 飯島 勝矢

(東京大学 教授 〈高齢社会総合研究機
構・未来ビジョン研究センター〉)

人生 100年 時代における健康長寿を実現するために,フ レイ
ル予防の 3つの柱「栄養 (食 と口腔)。 運動・社会参加」が重

要であ り,な かでも鍵は“食力 ",す なわちオーラルフレイル

予防戦略の推進が求められる。健常期からの食の重要性に関す
る再認識,そ して重度要介護者への多職種協働による食支援ま

で,一連の底上げが幅広 く必要となる。いかに国民にしっかり
と落とし込み根付 く運動 (ム ーブメント)と していくのか言及

したい。

●略歴 ● 1990年  東京慈恵会医科大学卒業/医 学博士 (東京大学 )

/内 閣府 一億総活躍国民会議有識者民間議員,厚生労働省 高齢者

の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する有識者会議構成員

||ISee5113:|:|:::|:|||「
||

神奈川県におけるオーラルフレイル対策
の取り組み ～開業歯科医師がどう取り組むか～

加藤 尊 巳

(神奈川県歯科医師会 常任理事)

神奈川県「オーラルフレイル対策による健康寿命延伸事業」
は,高齢者の健康寿命の延伸を図ることを目的として,神奈川

県行政,神奈川県歯科医師会,歯科 ◆医科研究者が協働し,高
齢者の回腔機能の現状と課題を把握し,評価方法,オ ーラルフ
レイル改善プログラムの実践的な手法の確立を目指し実施して
きた。今回は2016年 より実施した本事業の経過を報告し,得
られた知見と今後の展望を報告する。

●略歴 ● 1994年  日本大学松戸歯学部卒業/1998年  歯学博士

(日 本大学松戸歯学部 )
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【併催学会】|は藤轟麟)(冒目目→

超高齢社会を生き抜くキーワード「日●29」
～8029運動と健康寿命延伸について～

鰊
く ば き ゆ き や

[モデレーター]久保木由紀也 (千葉県歯科医師会)

●略歴● 1986年 鶴見大学卒業

2017年 ～ 2021年  千葉県歯科医師会 専務理事

|||||||||||||||||||||ISO日
|11111111:||:||||||| 健康寿命延伸のキーワー ド

「8029運動」について

砂川 稔
(千葉県歯科医師会)

健康の定義,概念が見直され始めている。2000年 にWHOは
「健康とは,肉体的,精神的及び社会的に完全に良好な状態で

あり単に疾病又は病弱の存在しないことではない」と示した。
その後「健幸 (Wellness)」 という概念が出始めた。私たちは
高齢社会のキーワードとして高齢になっても良質なタンパク質
を摂取し,フ レイル予防を目指す「8029運動」を提案した。

「健幸と8029」 の新たな健康の価値観を示す。

●略歴 ● 1981年  日本大学卒業/2017年～2021年  千葉県歯科医

師会 会長,2017年～2019年  日本歯科医師会 理事,2020年～ 明

海大学客員教授

|||||||||||||||IS曇
11111113111::|:|:||:|:||||:||||:|:

「8029運動」の意義 ～り八ビ
リテーション医療・医学の立場から～

近藤 国嗣

(東京湾岸リハビリテーション病院
院長 )

蛋白質摂取量とフレイルとの関連が報告されており,日腔機

能とフレイルの関連性 も報告されている。またリハビリテー

ション医療・医学でも蛋白質サプリメント投与による治療効果
の向上が注目されているが,現時点では,運動療法を併用 しな
い蛋白質サプリメント単独投与での効果は乏 しいとされてい

る。高齢者における良好な咀疇運動による高蛋白質食物摂取を

推進 。目標とする8029運動への期待について述べたい。

●略歴 ● 1988年  東海大学医学部卒業/1999年 博士 (医 学)(慶
應義塾大学), 日本リハビリテーション医学会専門医・指導医 。代議

員 。理事,全国デイ・ケア協会会長

|:|:|:||:|:|:|:|||:|||IS011暮 :|1211111111111
「80290健 康寿命延伸プロ
ジェクト」～調査・研究事業から～

小宮あゆみ

(千葉県歯科医師会)

「8029運動」を通 じて地域口腔保健事業を推進 し,シ ームレ
スの健診,地域での医療 。介護連携 と地域包括ケアシステムの

構築を図り国民,県民の健康寿命延伸に寄与することを目的と

して「8029・ 健康寿命延伸 プロジェク ト」 を立ちあげた。
「8029」 を錦の御旗に掲げて,こ れまでの事業,新 しい事業を

5本の柱として整理したものである。その 1本目の柱である大

学,一般研究機関との調査 。研究事業について報告する。

●略歴 ● 1989年  長崎大学歯学部卒業/2017年～2021年  千葉県

歯科医師会 理事 (8029・ 健康寿命延伸担当), 日本障害者歯科学会

認定医

|:|:||:|:||||:1轟ill:|::1411111111111111「
8029運動」食べるをつなぐ:  :   

～管理栄養士の立場から～

しもうら  よじゆき

下浦 佳之
(公益社団法人日本栄養士会 専務理事)

健康寿命の延伸に大きく関わるのが栄養である。我々の生体
は,栄養を食事として摂取 し,食品に含まれる栄養素を体内に

取 り込み「代謝」を通じてエネルギー等へ変換,合成,分解す

ることで構成されている。特に高齢者がしっかり食べるには口

腔機能が適正に維持され,低下しないよう対策をとる必要があ

る。「8029運動」を通 じて,いかに食べるをつなぐかの歯科と

栄養の連携を考える。

●略歴 ● 1981年  神戸学院大学卒業/日 本栄養改善学会理事,神
戸学院大学客員教授
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【併催学会】1曝目目目)(目目冒購

歯科医師の生涯研修を考える
～シームレスな卒前・ 卒後教育を目指してョ

東京都歯科医師会と在京5歯科大学の取り組み～

||1111111111111111111111111111111111

111■ ||1轟||||11:群 |||‐ |
1::::11轟 1ヽ轟 |::|:|:::::ξ

尚 :|:|:孵>

おおいずみ まこと

[モデレーター]大泉 誠 (東京都歯科医師会 理事)

●略歴 ● 1991年 東京医科歯科大学卒業

1995年 歯学博士 (東京医科歯科大学 )

日本補綴歯科学会指導医, 日本老年歯科医学会指導医

※抄録等の詳細についてはオンライン開催特設サイ トにて公開予定です。

一一３

一

一
Ｓ

一一

|||||||||:|||:||13014111111111111111111111

尾松 素樹
(日 本歯科医師会 常務理事)

●略歴 ● 1979年  東京歯科大学卒業/1983年  同大学院歯学研究

科歯科補綴学専攻 (歯学博士)/1993年  同大学助教授/1997年
滋賀県開業 (尾松歯科医院)/2015年  日本歯科医師会会誌編集委

員会委員長

沼部 幸博
(日 本歯科大学生命歯学部 学部長,

同 教授 〈歯周病学〉)

●略歴 ● 1983年  日本歯科大学歯学部卒業/1987年  歯学博士

(日 本歯科大学大学院歯学研究科)/日 本歯科医学教育学会理事,日

本歯周病学会常任理事

鶴田  潤
(東京医科歯科大学統合教育機構
准教授 (事業推進部門〉)

●略歴 ● 1997年  東京医科歯科大学卒業/2001年 博士 (歯 学 )

(東京医科歯科大学大学院)/日 本歯科医療管理学会理事,東京医科

歯科大学歯科同窓会常務理事

ひら た  そういちろう

平田 創一郎
(東京歯科大学 教授 〈社会歯科学講座〉)

●略歴 ● 1995年  大阪大学歯学部卒業/1999年 博士 (歯 学)(大

阪大学大学院歯学研究科)/日 本歯科医療管理学会理事, 日本歯科

医学教育学会理事

との ぎ  もり お

外木 守雄
(日 本大学歯学部 教授 〈口腔外科第 1

講座〉)

●略歴 ● 1983年  東京歯科大学卒業/1987年 歯学博士 (東京歯

科大学大学院)/日 本睡眠歯科学会理事長, 日本睡眠歯科学会認定

医 。指導医, 日本睡眠学会理事,睡眠医療歯科専門医
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船津 敬弘
(昭和大学歯学部 教授 〈小児成育歯科
学講座〉)

●略歴 ● 1996年  昭和大学歯学部卒業/2000年 歯学博士 (昭和

大学)/日 本小児歯科学会理事, 日本障害者歯科学会理事



P102-E 歯科医学史の起源

The Origin of Dental History

歯科医学史がどこから始まるのかは,ひ とつの

問題である。歴史学はすでに構築された過去の問

題ではなく,変化する社会に時間を加え,視点を

変え,さ まざまな分析を行う学問である.遅塚忠

男氏は歴史学があるべき課題として,論理整合性

と事実立脚性が重要であると指摘している。

歴史学は一般的には過去・現在・未来と言うが,

現在は時間が一瞬に過ぎてしまう実態があり,未
来とは実は未知の世界である。そのため我々の知

る経験値というものは過去のことであり,そ こに

歴史学の重要性がある。前述の遅塚忠男氏は「人

類とその営みではないもの,た とえば自然そのも

のや,そ こに棲息する人類以外の生物は歴史学の

対象にならない。」と述べ,「 自然そのものと区別

された人間の営みを,最 も広い意味での文化と呼

ぶならば,以上のように歴史学の対象は人類の文

化に限定されていると言ってよいであろう。」と記

し,自 然と人類の区別を主張している。さらに過

去の下限について,前述の論考を前提とするなら

ば,人類の文化であり,文字による記録の出現と

いう指標が成立することになり,メ ソポタミア文

明,エ ジプト文明,イ ンド文明,黄河文明を歴史

医の博物館 西巻明彦

Akihiko Nishilnaki,ゴИπsι %π (2/Mθググεグπθ ακごDθπ′グs″ッ

学の対象の下限とする概念が一般的である.

しかし,今 日感染症の歴史を考えると,そ こに

介在するのは微生物である。その微生物を媒介す

るものは, さまざまな動物である。そのためヒト

の健康を考える場合,ヒ トのみならず動物と一体

化したワン・ヘルスの概念も一般化している。飯

島渉は歴史学の立場から「COVID-19の パ ンデ

ミックという事態のなかで,「感染症は社会を変

えた」という言説が独 り歩きしている。・…中略…

よくよく考えてみれば,感染症が単独で社会を変

えたというよりは,人口が短期間に大きく減少し

たことを契機として,社会の側,つ まり人間が感

染症を利用して,社会を変化された場合が多い。」

と述べている。ここでも歴史を変化させるのはや

はり人間であることが主張されている。どうして

も歴史学は人間が中心であることが一定の規範を

有しているが,医学・歯科医学の歴史を歴史学と

して考える場合,こ の人間中心の概念を超越する

概念も必要と考える。

以上のことをふまえ,今回歯科医学史の起源の

考察を行う。
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P104-E「歯の供養」について実存論からの考察一ハイデガーの道具的存

在論から

Consideration from existentialism about tooth memorial ceremony. From Heidegger's
instrument ontology.

東京都 松山知明

Tomoaki Matsuyama,rθ カッθ

はじめに

体内にある歯と机の上に横たわっている抜去さ

れた歯とは物質としては同じである。しかし何か

が違うからこそ供養するのだろう。この場合いわ

ゆるアニミズムの視点から考えやすいが浅い習俗

の問題となるであろう。そこで歯の存在を実存論

で考察しようというのが本論である.

実存論とは

世界には様々な事物が存在 し,それらと共に

我々は生きている,と 普通はこのように考えてい

る.しかしじっくり考えてみると,事物の感覚は

触覚,見ていることは視覚,聞 こえていることは

聴覚,味わっていることは味覚,匂 っていること

は嗅覚によるものであり,それらは脳内での信号

である。感覚はあくまで感覚であり経験であり,

事物そのものではない。

ではなぜ我々は事物の実在を疑わないのか。そ

れはすべての人間は共通の五感を持っており同じ

ものを触れられ,見 られるのでその事物性を疑わ

ないからである。感覚,経験は主観的なものであ

るが,全ての他人が同じ経験をしているのでこの

経験は客観として認識される。このように世界や

環境のことを事物ではなく意識の方から考究した

のがフッサールであリハイデガーであり,こ れを

実存論という。

道具連関と生の可能性

ハイデガーの実存論では道具の概念がキーと

なっている。実存にとって栄養を取るための咀唱

の道具として歯があるわけだが歯だけで目的が達

せられるわけではない。咀唱には頬部,舌 などの

諸機関が歯と共に協調 して働かなければならな

い。これらを道具連関という.ま た咀疇するため

には食物自体を口腔内に運搬 しなくてはならな

い。ここには箸,皿,それを操る手や指が必要で

ありもう一つの道具連関をなしている.さ らに食

事を快適にするためには,食卓,椅子が必要であ

り,こ れらを擁する食堂や建物自体を要し,こ れ

も道具連関をなしている。これらは健康な身体の

維持のために欠かせないものである.こ の～のた

めに関わる道具連関を道具全体性という。

さらに人は食物を手に入れるために労働をしな

くてはならないので労働する場所,例 えば会社や

狩場へいくための靴を含む衣類や電車などの移動

手段,道や線路といった設備の道具連関の束が必

要である。この労働のための道具連関は先の健康

な身体のための道具連関とともに人の生きていく

可能性を支えている。これらを敷行して東京医大

の西研氏は「世界とは単なる事物の総体ではなく,

もろもろの道具連関とそれに伴った存在可能との

総体である」であるとしている。ハイデガーはこ

のような経験をする人間のことを現存在 (Das―

ein)と し,現存在にとっての世界のあり方を「世

界 =内 =存在」といった。そして現存在はいつも

自分の可能性について関心を持ち配慮しており,

このような現存在のあり方を実存 (Existenz)と

呼んでいる。

それぞれの自然環境の中でより快適に暮らした

いという願いはそれぞれの道具全体性を構築し,

人々の間に蓄積されて家を作る仕方を固定し,あ
る地方に特有な着物の様式などを歴史的に固定す

る。和辻哲郎はこのような意味で環境世界のこと

を「風土」と呼んだ。

実存にとって,道具は目的に向けて機能してい

る時は特に注意が向けられることはない。ハン

マーで壁に板を調子良く打ち込んでいる時,板の

固定に注意はいくがハンマー自体にはそれほど注

目していない。この状態でのハンマーのことを道

具的存在性 (Zuhandenheit)と いう.ま たハン

マーの材質や重さが不適切であったり柄に不具合

があると,グ ラグラしたり柄から外れて道具とし
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て役に立たない物になる.実存にとって今まで手

元にあったものがいきなり目の前に現れることに

なる.こ の状態を手元から離れている目の前にあ

るとして事物的存在性 (Vorhandenheit)と 呼ん

でいる.

咀疇で言えば注意の焦点はその都度の目的,例
えば噛み潰 して味わいたい食べ物の美味しさや空

腹が満たされる快感の方にあ り歯ではない。ここ

では歯の構造がエナメル質,象牙質などで作 られ

ているとか顎が側方運動 しているとか,注目され

ることはないとは言えないが重要なことではな

い.しかし不具合があ り抜去された歯のあ り方は

はまさに事物的存在性 といえる.

まとめ

一般的には体内の歯と抜歯された歯は事物とし

ては常に客観的なモノとして認識されている。し

かし実存から見ると体内の歯のあり方は道具的存

在性であり,生 きることを支える道具連関の中の

一つであった.それに対し抜去された歯のあり方

は事物的存在性であり生の意味からは外れた存在

であった.歯の供養は単なる廃棄された臓器に対

する憐憫ではなく,道具的存在が不可逆的に事物

的存在に成 り果てることに対する畏れの現れであ

ろう.歯はそのような道具性というあり方を持っ

たものの中で特に職業のシンボルとなるものであ

る.それゆえに供養の対象となると考えられる。

針,刃物,眼鏡,髪なども同様である.
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P105-E 京阪電鉄沿線に誘致された医専,歯科医専について

Medical and]Dental Colleges Attracted to the Keihan]Electric Railway:Line

大阪歯科大学歯学部 佐久間泰司

Yasushi Sakuma,Osα 力α Dιπ″′びπグυι雰グ妙 Dιπ″J SελθθJ

大阪歯科大学 (大歯大),関西医科大学 (関 医

大),大阪医科薬科大学 (医薬大)は ,前身校が京

阪電鉄 (電鉄)の誘致により京阪線,新京阪線 (現

在の阪急京都線)沿線に校地を定めた。3校 とも

医育機関であり, また昭和初期のほぼ同じ時期 ,

電鉄より校地の無償供与・運営資金の貸し付けを

受け,代わりに理事・監事等の派遣を電鉄から受

けたという共通点がある。それぞれの学校と電鉄

との関係を調査したので報告する。

大歯大の前身校は 1912年 1月 14日 に大阪歯科

医学校として歯科医師である藤原市太郎が大阪市

内に設立した.経営交代し実業家古川賢治の資金

により1917年 に私立大阪歯科医学専門学校 (大阪

歯科医専)に昇格したが,古川は昭和恐慌のあお

りで本業に陰りがみられ,学校財政はひっ迫 し

た。1927年頃,電鉄から財政支援の話が持ち込ま

れた。電鉄は「電鉄関係者の理事選任」「古川賢治

退任」を条件に「学校経営に必要な当座の経費の

融資」「沿線地への校地無償提供と校舎移転」の支

援を行った。電鉄取締役の三上真吾が理事 とな

り,の ち藤堂献三と交代した。

1928年,電鉄より大阪府北河内郡牧野村坂 (現

枚方市牧野本町)にある 16,500m2(約 5,000坪・

評価額 1万円)の土地寄贈,20万円の融資がなさ

れ,融資をもとに1929年 7月 に牧野新校舎が竣工

した.当 時の1万円は現在の約1,000万 円である。

附属医院は 1934年 に当時の京阪線始発駅である

天満橋駅前に 1,390m2(約 420坪 )の土地を6万

円で電鉄より購入し1935年 に新築移転した。この

土地には電鉄本社があったが,寝屋川の付け替え

により新たに生まれた土地に本社が移転し,空い

た土地を購入したものである。

関医大の前身校である私立大阪女子高等医学専

門学校 (大阪女子医専)は ,1928年 6月 30日 に

医師である濱地藤太郎が設立した。1928年 4月 に

電鉄より牧野村坂 (現 枚方市牧野本町)に ある 5

万 m2(約 15,000坪・評価額 3万 9千円)の土地

の寄贈がなされ,同年 6月 に仮校舎が竣工した。

その直後,経営難となり廃校の危機に瀕 した.

1929年 12月 ,電鉄から財政支援を得た。電鉄は

「濱地藤太郎退任」「京大医学部の教学支援約束の

取 り付け」を条件に「学校経営に必要な当座の経

費の融資」を行った。電鉄出向理事の藤堂献三は

1939年に理事長となり,1959年 まで在任した。

牧野学舎は1928年 4月 に電鉄より土地の寄贈が

なされ,同年 6月 に仮校舎が竣工した (1971年取

り壊 し)。 現在は関医大リハビリテーション学部

がある.附属医院は1930年 ,京阪線沿線である滝

井駅前に5,700m2(約 1,700坪)の土地を電鉄が

賃貸。また電鉄が 50万 円を融資し,1932年 に新

築された。

医薬大は私立大阪高等医学専門学校 (大阪医専)

として1927年 4月 1日 に設立された.大阪府三島

郡磐手村古曽部 (現 高槻市大学町)に校舎を建築

したが,当初より電鉄が経営し,学校基本金 15万

円寄付,建築費・施設費 71万 円中 56万 円を融資

した。卒業生の出た 1932年 (医師法による指定校

になった年),電鉄出向理事の藤堂献三が理事長

となり,1971年 まで在任した。

1941年 8月 に大阪歯科医専の校長に就任した飯

塚淳一郎は電鉄からの学校 自治の回復を目指 し

た.当時,財団理事会は電鉄本社で行われていた

が,翌年 5月 11日 の理事会は附属医院会議室で

行った。電鉄から理事 1名,監事 1名が任命され

ており,電鉄出向理事の藤堂献三は大阪医専・大

阪女子医専理事長でもあった。この時,飯塚は空

席となっていた理事に,電鉄の意向に逆らい梅本

芳夫教授 (の ち岐阜歯科大学長)を任命した.11

月 30日 ,大阪野村銀行 (現 りそな銀行)か ら

66,000円 の融資を得て電鉄に債務を完済し,電鉄

出向理事・監事が辞任をすることで電鉄支配は終

了した.
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大阪医専・大阪女子医専は創立時から京都大学

医学部に支援を得,校長も京大現役教授の兼務で

あった。両校が自学出身者教授主体となったのは

1980年代である。一方,大阪歯科医専は早 くから

自校出身者を育てて教授としていた.こ れは「旧

制専門学校は旧制大学を卒業していないと教授に

なれない」という慣行が,1日 制大学を持たない歯

科医学では成立しなかったからであろう。このこ

とが大阪歯科医専教員に「私の学校」という意識

を持たせたのではなかろうか (も っとも飯塚校長

自身はデンバー歯科大卒である).

以上,昭和初期に京阪電鉄の支援を受けた医系

3校について報告する.
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P106-E 女性歯科医育機関の歴史 (3)東洋 (明華)女歯の非歯科系指導者

History of Dental Education br Wolinen in Modern Japan(Part 3)。 Non一Dentist Chair―

men and Presidents of Toyo(Meika)Women's Dental College

東洋学園大学東洋学園史料室 永藤欣久

Yoshihisa Nagato,rθ ッθ Gα力%θπ∠″θカグυθs,rqノθ Gα力%θπびπグυι″sグゎノ

自明ながら教育機関の設立,運営は当該分野の

卓越した知識,技能,経験を持つ人物による.戦

後は教育も組織化が進み,イ固人の個性や指導力の

影響は薄まるが,明治から昭和戦前の歯科医学校

も専門単科学校として歯科医師ないし歯科医学の

専門教育を受けた設立者個人の能力,個性に負う

ところが大きい。伝統的な私学はこれを建学の精

神,理念として継承,発展させてきた。

このような近代の学校設立の常道と様相を異に

するのが東洋女子歯科医学専門学校だった。本校

は 1917(大正 6)年 9月 12日 に明華女子歯科医学

講習所として設立され,1950(昭和 25)年 3月 25

日の閉校まで 32年 6ヶ 月,医師 2名 ,医療技術者

1名,華族 2名 ,事業家 1名 ,キ リス ト者の女性

1名 ,計 7名が理事長 4代,校長 5代 を担った (含

兼務)。 これらの人々を通じて経営,教学の トップ

に歯科医師がいない歯科医学校の本質を考察す

る。写真は概ね未発表のものを使用する。

1.香山明 (1883～1969)/校 長 1917(兼理事長

1921)～ 1926

関西医学院に学び大阪府立高等医学校助手,京
都帝国大学医科大学雇員勤務の間,両校の教員か

らドイツ語,組織学,解剖学を学んだ。1912(大

正元)年,日 本医学専門学校助教授。1914年,東

京歯科医学専門学校解剖実習嘱託,後講師。時期

不詳,東京女子歯科医学校講師。1917年 に明華女

子歯科医学講習所を設立した。同校を正規の専門

学校に育てるが文部大臣指定申請で蹟き 1927年

除名。後半生を日本大学専門部歯科で講師・解剖

標本作製技術者として送った。

2.飯島茂 (1868～1953)/校 長 1926～ 1927

この人事は香山を排除した国の斡旋によるが,

歯科に縁のない元軍医総監は明らかなミスマッチ

だった。

3.青 山幸宜 (1854～ 1930)/(校 長事務取扱

1928)校長 1929～ 1930

旧郡上藩主の貴族院議員で華族実業家.宇田尚

(後述)を実業界に誘い,本校には協議員として参

加.飯島が辞職し,校長事務取扱を兼ねた実子の

理事長・岩城隆徳 (次項)も 辞職して自ら校長と

なるが既に高齢であり,翌年他界した。

4。 岩城隆徳 (1890～ 1979)/理 事長 1926(兼校

長事務取扱 1927)～ 1928

青山幸宜五男,1日 出羽国亀田藩主家を継承,貴
族院議員。名門青山父子を代表に立て,宇田尚に

禅譲するパターンは先行事例があるが,辞職は想

定より早い印象を受ける。内情の厳しさに長く耐

えられなかったと思われる。

5。 宇田尚 (1881～1968)/理 事長 1928(兼校長

1930)～ 1946

第一高等学校倫理学教授・宇田廉平四男,中央

大学専門部別科法学科卒。青年期は農耕,行商に

従事,日 露戦争従軍が転機となり青山の下で事業

の経験を積んだ.資金提供で関係した明華 (東洋)

女歯の経営再建に辣腕を振るい,終戦まで経営 ,

教学の両面で本校を指導した。軍部に協力し北京

臨時政府教育部顧間に就 くなど政治活動を行う一

方,付属病院長に女性の川上みねを登用する進歩

的な面もあった。

6.馬渡一得 (1894～ 1974)/校 長 1946(兼 旧制

高等学校長 1947)～ 1950

東京帝国大学医学部卒,鉄道省医官,宇田尚長

女の夫。空襲による施設喪失と岳父の公職追放に

際し校長に就任した。特設旧制高校と併せ大学ヘ

の改組に奔走したが,資金力ほか法人の体力不足

から実現は叶わなかった。

7.宇 田愛 (1883～ 1982)/理事長 1946～ 1951

(学校法人改組～1975)

日本女子大学校英文学部卒,宇田尚夫人.女子
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高等師範学校付属高女在学中,同仁キリス ト教会

に入信し幼児教育等に従事.占領期の学制 0医療

改革に際し,歯科教育からの撤退と新制短期大学

英語科設置を指導した.

本校の教育を担った文部省歯科医師試験付属病

院出身の女性教員や日本歯科出身の入交直重ら歯

科医師の職位は付属病院長に留まり,「非歯科系」

の理事長,校長は歯科衛生士の養成に賭けて歯科

教育に踏み止まった日本女子歯科医学専門学校と

異なる経営判断を下し,歯科教育界と袂を分かっ

た.異端が設立した学校の経営を引き受ける歯科

界の有力者は現れず,1926年の経営改革後も最後

まで経営に関わる歯科医師を得なかった本校の当

然の帰結と言えよう.
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P107-E 日本歯科医学会の起源を辿る一日本歯科医学会沿革概要 (大正 12

年刊)を資料として一

Tracing the Origin of the Japanese Association for Dental Science-A Summary of the
History of the Japanese Association for Dental Science (published in Taisho 12) as a Ref-

erence

日本大学松戸歯学部 山口秀紀,石橋 肇,卯田昭夫,鈴木正敏 ,

下坂典立,中村真実,渋谷 鑢

Hidenori Yamaguchi, Hajime Ishibashi, Akio Uda, Masatoshi Suzuki, Michiharu Shimosaka,
Mami Nakamura and Koh Shibutafi, Nihon Uniaersity School of Dentistry at Matsudo

日本歯科医学会の歩みについて「昭和 24年 日本

歯科医師会学術会議として創設した。」 (日 本歯科

医学会 HP)と ある.すなわち,そ の設立は戦後

であると解される.しかし,「歯科医学会」の名称

はそれ以前に使用され,その始まりをどこに求め

るかについては明らかにされていない。

今回,大正 12(1923)年 3月 ,日 本歯科医学会

より出版された「日本歯科医学会沿革概要」を参

考に,日 本歯科医学会総会の内容について紹介す

る。本資料は日本歯科医学会の20周年記念式典に

配布されたもので,明治 33(1900)年 の学会設立

の決議から大正 11(1922)年 の第 20回総会まで

の歴史的事実が記載された小冊子である。本誌は

日本歯科医学会の胎動が「日本歯科学会」という

学会名で明治 30年代にすでに始まっていたこと

を知 りえる貴重な資料の一つである。

内容を見ると,歴代の会長,副会長と幹部会員,

宿題報告の発表者とそのテーマついて記載されて

おり,その説明から明治 41(1908)年 以降中断さ

れていた宿題報告が大正 2(1913)年から再開さ

れていることを知ることができる。また, 日本医

学会総会への参加について,歯科は明治 35(1902)

年に開催された第 1回 日本聯合医学会への参加は

見送られ,明治 39(1906)年 の第 2回 日本聯合医

学会から参加している.大正 3(1914)年 には第

4回 日本医学会が開催されているが,そ の参加に

あたっては幾つかの歯科学術団体が複雑に関与し

ていたことが考えられ,大正 9(1920)年 まで続

いたとされる日本医学会参加に関する歯科団体の

紛争の火種がこの時に勃発していたことが伺える。
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P108-E皇紀武千六百年紀念歯科書學會々誌 (昭和 16年刊)について

About the I11■ perial Year 1600th Anniversary Association of IDental Science R4agazine

(published in 1945)

日本大学松戸歯学部 石橋 肇,山口秀紀,卯田昭夫,鈴木正敏 ,

下坂典立,中村真実,渋谷 鍍

Hajime Ishibashi, Hidenori Yamaguchi, Akio Uda, Masatoshi Suzuki, Michiharu Shimosaka,
Mami Nakamura and Koh Shibutani, Nihon Uniaersity School of Dentistry at Matsudo

皇紀式千六百年記念歯科警學含々誌 (以下,本
書)は昭和 15年 11月 7～ 9日 に行われた「皇紀式

千六百年記念歯科讐學含」の事後抄録版である。

歯科医事衛生史後巻 (昭和 33年 10月 発行)の凡

例に「明治 40年 から昭和 20年 までの歯科医事衛

生の変遷を記述し,以て現在に於けるそれの由っ

て来るところを執筆した」とあるにもかかわらず,

本書についての記述が歯科医事衛生史後巻に記さ

れていないことから,本書は稀胡本と考えられる.

本書は写真 7ページ, 日次 8ページ,本文 418

ページからなる 178× 257 mmの洋書である。

奥付を見ると昭和 16年 12月 20日 印刷,昭和

16年 12月 25日 発行で,学会が催された翌年の発

行であることがわかる.

発行兼編集者の代表は東京高等歯科医学校の島

峰徹である。

役員名簿に記載された学会委員の所属と氏名は

下記の通りである。

・佐藤運雄 (日 本大学専門部歯科)

・長澤富次郎 (日 本女子歯科医学専門学校)

・島峰 徹 (東京高等歯科医学校)

・朝比奈藤太郎 (大阪歯科医学専門学校)

・永松勝海 (九州歯科医学専門学校)

・加藤清治 (日 本歯科医学専門学校)

・宇田 尚 (東洋女子歯科医学専門学校)

・血脇守之助 (東京歯科医学専門学校)

・柳楽達見 (京城歯科医学専門学校)

この名簿から当時の日本における歯科医学専門

学校のすべてから学会委員が出ていることが分か

る.

また,役員名簿には学会委員,特別会員,役員

氏名及び幹事の他,全国各地から780名 におよぶ

準備委員がリス トアップされている。

目次から本書の内容を見ると

1.総集会概況 (1～ 35ペ ージ)

2。 分科会講演要旨 (37～ 350ページ)

3.準備報告 (351～ 390ページ)

4.役員名簿,篤志寄付者名簿,会員名簿,残
務報告 (391～ 418ページ)

からなり,今風にいえば事前,事後抄録集といえ

る。

総集会の日程は昭和 15年 11月 7日 に「記念式」

「開会式」及び「文部大臣の記念講演」,11月 9日

に特別講演「腫瘍の発生に就て」(東京帝国大学教

授 緒方知三郎)及び「閉会式」となっている。

一般演題は,第 1分科会保存歯科学 (歯槽膿漏

を含む)並に其の基礎学,第 2分科会―補綴歯科

学及矯正歯科学並に其の基礎学,第 3分科会―歯

科外科学及口腔外科学並に其の基礎学,第 4分科

会―最新歯科学実際の解説及実行並に模型及学術

映画供覧の4分科会に分類され,総題数 243で あ

る。

同時に「皇紀式千六百年紀念歯科讐學會展覧会」

が開催され,4会場に分かれ,補綴,保存,矯正 ,

歯科外科,日腔外科などを中心とした歯科関係の

器械,書籍など約 400点が展示されている.こ れ

らは今日でいう歯学史資料展ともいうべきもので

あろう。

昭和 15年は,大東亜共栄圏の基本国策発表,大

政翼賛会結成,大 日本産業報国結成など極めて統

制と弾圧の強制化にあったにもかかわらず,全国

780名 という準備委員を配して大日本的,全 日本

的な学会とした試みは高く評価されて良いであろ

う.しかし,本書のどこにも日本歯科医師会の協

賛,後援はみられず,歯科教育機関,歯科研究機

関のみが大同団結して行われたことが想像され,
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政治的意図もあったものと思われる
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P109-E 一井 (い ちのい)正典 (ま さつね)・ フイラデルフィア時代の日
本人交流者たち

松本歯科医院 松本晉一

渡辺歯科医院 渡辺賢治

Shinichi Matsumoto
Kenji Watanabe

19世紀後半,当時フイラデルフィアは米国一の

先進都市.熊本県人吉市出身の一井正典は1885年

に渡米,1889年 にフイラデルフィア歯科大学 (現

テンプル大学)を 主席卒業,米国本土で日本人初

の歯科医院を開業.現地では多 くの留学生と交

流,中でも岩崎久爾 (岩崎爾太郎の長男)と は関

係が深いとされる。1894年 に帰国,1903年に神田

駿河台下に移転開業。その後も留学生仲間たちと

交流,その前後の状況を紹介する.
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Pl10-E エドワード・ハートレイ・アングル著第 2版第 22章の編集調査

(その 1)

]E)ditorial Survey of Chapter 22,2nd]Edition,by:Edward Hartley Angle

新日本歯科 野上ゆかり

Yukari Nogami,ゴ Vθθ Ⅳわ少θπ Dιπ″J,Tokyo

そもそもアングルは初版発行前の 1886(明 治

19)年にミネソタ大学の矯正学,組織学,比較解

剖学の教授であり,1892(明治 25)年 までは一般

歯科を兼ねた個人開業も行っていた。初版発行翌

年の 1888(明 治 21)年 にミネアポリス歯科学会の

会長に就任。次の年にはジャックスクリューの特

許を取得 した。『歯科技工の学生手引きと便覧』

(The Willnington Dental:MFG Co,Philadelphia,

1890)の附録は,ア ングル著書第 2版として知ら

れている。発行者はシカゴのノースウェスタン大

学で補綴学の教授であったルーミス P.ハ スケル

である。以下は第2版序文の要旨である。「この著

書にE.H.ア ングル博士の歯列不正の矯正治療方

式を入れた理由は,義歯や結索を避け,日の中の

わずかなスペースで操作し整える方式だからであ

る。目的を保定する追加の器具も必要とせず,最
も単純で効果的に考案され, しかも図解入 りであ

る」。第 22章 の表題は「アングル方式による歯牙

の整列と保定」THE ANGLE SYSTEM OF REG―

ULATION AND RETENTION OF TEETHレ 023

頁 29葉 単語数 5,886語である。

研究目的

第 2版 22章 を評価する。

研究方法

第 2版 22章 と関連記事を翻訳する。

研究結果

第 22章「アングル方式による歯牙の整列と保

定」

① ギルフォー ド博士 とキングスレイ博士 (So H.

Guilford and Norman W Kingsley,1829～ 1913)

の矯正学歴史と病因論を併せて読むことを推奨。

② オリジナル模型の石膏印象採得法。③ 固定確

保の重要性.④「アングル装置」(Angle's appli―

ances)第 1装置の原理と治療術 :3つの力の作用一

回転用梃子・圧迫ネジ・牽引ネジ.⑤ 第 2装置

(ヘ ッドギアー)原理と治療術。

考察

本文第 22章 は,抜 き刷 りされ,ア ングルが発明

した装置の販売代理店としてウィルミントン・デ

ンタル・マニュファクチャリング・カンパニー

(THE WILMINGTON DENTAL MFGo CO。 )の
商品販売パンフレットとされていた。

販売商品は,ア ングル発明装置セット1番 と2

番 (2装置のこと)そ して印象カップ,テ イーグ

博士のコンパウンド印象材であった(Dr.Teague's

lmpression Compound)。 なお,上記のアングル

装置セットは,歯牙矯正治療に使用するアングル

発明材料をユニットにしたプレハブシステムと

なっている (ア ングルは ready一 madeと 表現).

セット1番は1889年 3月 5日 に,セ ット2番は

1889年 11月 6日 に特許を取得していた。各セッ

トの購入者には,説明を記載した23ページのイラ

ス ト入 リバンフレットを送付した。セット1番は

総額 $15。 25で,2番は $12.4だ った.当時の平

均的な労働者の時給は22セ ントで,有能な歯科医

師の平均年収 は $2,000～4,000で あった (■

Bグθg″αタカグθαJ Pθγ′%αグ′α/Eご
"α

″ご正ぷαγ′Jιy∠ zgた ,

厖ιFグ雰′Spιε″Jグs′ グπθ″厖θグθπ′グεs,Pα″′I by Dr.

Sheldon Peck)。

結論

第 2版発行 2年後の 1892(明 治 25)年 にアング

ルは学部を辞職し世界初の矯正治療のスペシャリ

ス トの開業医となった。なぜなら彼が22章 だけを

抽出しパンフレットに仕立て,プ レハブシステム

として販売した商品が好評となったからである。
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Pl10-E エドワード・ハートレイ・アングル著第 2版第 23章の編集調査

(その 2)

:E)ditorial Survey of Chapter 23,2nd:Edition,by:Edward][Iartley Angle

新日本歯科 野上ゆかり

Yukari Nogami,Ⅳ θθ Ⅳリタタθπ Dιπ″J,In Tokyo

1874(明治 7)18歳のアングルは母イザベルか

ら勧められ地元の歯科医に師事した。21歳になっ

たアングルはボルチモア歯科専門学校に問い合わ

せるも,その後直ぐにフイラデルフイアのペンシ

ルベニア歯科外科医専門学校に入学 した。1878

(明 治 11)年 に卒業しDDSを取得した。その足で

ペンシルベニア州ブラッドフオー ド郡 トワンダの

一流開業医の元で修業する。しかし呼吸器疾患の

ためにミネアポリスに移動。そこで26歳のアング

ルは羊牧場経営の一擢千金話を耳にし,モ ンタナ

州に移動する。ところが1882年は記録的な厳冬と

大吹雪に見舞われ,羊は全滅.ア ングルは倒産し

た。そして再びミネアポリスの歯科界へ戻る.

1886(明治 19)年アングル 31歳。後にミネソタ

大学と併合するミネソタ専門学校病院で,組織学

教授を任命され比較解剖学と矯正学の講義を行っ

た。1887年 に初版を,1890年に第 2版を発行す

る。出典 :∠ Bグθg″αタカグεαJ Pθγ″αグ′θ/Eごωαガ

Лα″′Jιッ∠πgJι夕」与7'ι Fグ雰′Spιε″″s′ グπO″″力θごθπ―

″θs by Dre Sheldon Peck(DDS,:MScD Depart―

Inent Of OrthOdontics I:Jniversity of North iCaro―

lina at Chapel Hill)

以上の経歴を見ると羊の頭部や歯牙解剖でもし

ていたのであろうかとも思うが,ア ングルは後年

セントルイスのアメリカンインディアンの埋葬塚

を掘り起こし,工芸品や斧,矢 じりなど,ま た動

物を含めた骨教材を収集していたという。すなわ

ち歯科外科の扉を開いた時からアングルはベンシ

ルヴァニア歯科外科医専門学校で比較解剖学を学

んでいたのだろう。彼は常に埋葬塚は掘り起こし

て白人と原住民を比較解剖していたであろう.先

達のジョン・ハンターがそうであったように。

本文にはキングスレー博士 (Norman W.King―

sley)が よく言っていた言葉「外科医が治療を要

求されるすべての骨折の中で他の骨よりも上下顎

の骨の管理には難易度が高い」と記されている。

第 23章の表題は「顎骨の骨折」FRACTURES
OF MAXILLARY BONESで 8頁 4葉 単語数は

2,246語である。

研究目的

第 2版 23章 を評価する。

研究方法

第2版 23章 と関連記事を翻訳。参考文献 :ウ ェ

ンディ・ムーア (2007)矢 野真千子訳.解剖医ジョ

ン・ハンターの数奇な生涯

研究結果

第 23章 顎骨骨折

I級 :単純骨折で,各歯牙が良好

Ⅱ級 :歯牙固定は不適だが,咬合時に顎関節が

正常

Ⅲ級 :無歯顎全ての骨折

症例報告 i:材木置き場 5～6mの高さから落

下し打撲骨折した21歳 の患者.牽引ネジを応用し

顎内固定を施した。

症例報告 ii:警察官クラブで上下顎単純骨折し

た45歳 の患者。右下顎体と左下顎枝の骨折で牽引

ネジを応用し顎間固定を施した。

症例報告iii:製材所で働いていた時に,本回し

(丸太を動かすための鍵梃子)で ,患者の下顎左側

に一撃をくらった。骨折線は左側骨体部と右側下

顎角部。2軒受診した医師と歯科医師の誤診で,

整復処置を受けることはなかった。処置 :上下咬

合を確認しバンドに,ボタンを蝋着。結索線で顎

間固定を施した。

考察

アングルが志したのは歯科外科だった.特にペ

ンシルベニア歯科外科医専門学校の「近代矯正歯

科の父」と言われている独創的天才のキングス

レーが 1880年 に発行した「口腔奇形の機械的手術

に関する全書」∠ r″θα′グsθ θπ OπJ,力γπグ′グιs As

A〃″乃απグεαJ S%ィιη には,かなり影響を受けて

いる。キングスレーとアングルは師弟関係であっ
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たのだろう.

結論

顎骨骨折の治療で顎間固定装置を考案すること

により,「歯列弓を整えるために歯牙移動する治

療」から「不正咬合を分類し正常咬合へ導く治療」

へと発展してゆく基となった.
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Plll―E 藤田恒太郎著「人体解剖学」の成立と「歯科医学校用解剖学教科書」

“Human Anatolny(1947)'' and“ Textbook of Anatolny br Dental School(1930)"by

Prof Tsunetaro Fujita

明海大学歯学部解剖学分野 天野 修,時山浩司,坂東康彦,長坂 新

Osamu Amano, Koji Sakiyama, Yasuhiko Bando, Arata Nagasaka,
Diuision of Anatomy, Meikai (Jniuersity School of Dentistry

医学部や歯学部のみならず,医療系の学生に

とって解剖学教科書の定番であった東京大学医学

部 藤田恒太郎教授 (1903～ 1965)の著した「人体

解剖学」 (南江堂)は,占領下の昭和 22年 に出版

され,藤田が昭和 40年に東大を定年退官し,同年

死去するまで改訂が続けられた。その後も子息で

ある新潟大学医学部の藤田恒夫教授 (1929～2012)

が改訂を引き継いで,現在でも広 く流通 してい

る。膨大な人体解剖学の内容を,「解剖学は暗記す

る学問ではなく,理解する学問である」との信念

に基づき,簡潔で基礎知識の会得を目的に執筆さ

れた。同書は,初版の序で明らかにされているが,

藤田が東京高等歯科医学校 (現在の東京医科歯科

大学)在任中 (昭和 4～20年 ,6年～教授)の 昭

和 5年に著した「歯科医学校用解剖学教科書」(南

江堂,以下「歯科医学校教科書」)が基となってい

る。「歯科医学校教科書」は昭和 7年に,新知識,

経験を活かして学生の希望や新図 32追加,11削

除,若干の図を修正した第 2版,さ らに図の改良

と新たに選定された日本解剖学用語に準拠した第

3版が昭和 11年に出版された。

我が国の歯科医師養成学制は,昭和22年 に歯科

医学専門学校 (歯科医専)から旧制の歯科大学・

歯学部に移行した.新制大学では,解剖学に関し

ては歯の解剖学に加えて全身の解剖実習を含む一

般解剖学の教育が医学部とほぼ変わらずに実施さ

れて本日に至っているが,歯科医専時代の解剖学

教育の実態は不明な点が多い。本研究では,戦前

の「歯科医学校教科書」が戦後の医学部向けの「人

体解剖学」の基盤となったことから,両書を比較

して歯科医専における解剖学教育の内容を解明す

ることを目的とした。

「歯科医学校教科書」では,その初版の序に「本

書ハ歯科医学ヲ修メラレル学生諸君ノタメニ特ニ

編纂セラレタルモノデアル.故ニソノ記載ノ如キ

モ主カヲロ腔及ビソノ附近二注ギ,爾余ノ部ノ解

説二至ツテハカメテ簡潔ヲ旨トシタ。殊二著者年

来ノ標語タル “活キタル解剖学"ヲ 紹介スル意味

ニオイテ,細末二亙ル解剖学的名称ハ可及的之ヲ

省略スルト共二 (中 略)特二意ヲ図譜二用イ,多

数ノ写真的挿図二副エタルニ幾多ノ模型図ヲ以テ

シタ。之形態学タル解剖学ノ学習ニハ解剖実習乃

至模型,標本等ノ観察ヲ第一要訣スルニ拘ラズ
,

多クノ歯科医学校ニオケル現状ハ之ヲ許サズ,教
授上,学修上二多大ナ不便ヲ招イテ居ルカラデア

ル」と述べられていることから, 目的としては口

腔を中心とする頭頸部解剖学的教科書を目指して

いたこと,ま た解剖実習の実施が困難であったこ

とがうかがわれ,こ の補完として図の充実を図っ

た。従って「歯科医学校教科書」執筆における解

剖学教科書への藤田の基本方針が医学部向けの

「人体解剖学」に引き継がれたこと,両書とも図が

重要な位置を占めていると考えられる。「歯科医

学校教科書 (第 3版 )」 で,日 次立てとページで見

ると,緒論,骨格系,筋系,内臓学,諸官系 (皮

膚と感覚器),脈管系,神経系と,内容的には「人

体解剖学」とほぼ同等となっており,本文は 215

ページである。主たる「口腔及ビソノ附近」につ

いては,骨格系 (頭蓋骨 27ペ ージ),筋系 (頭筋・

前頸筋・側頸筋 8ページ),内臓系 (口腔 14ペー

ジ,咽頭 1ペ ージ,鼻腔 3ペ ージ,喉頭 2ペ ー

ジ),脈管系 (心臓と頭頸部動脈 7ページ,頭頸部

静脈 3ページ),神経系 (脳 12ページ,脳神経 14

ページ)の計 91ペ ージである。一般解剖学でも重

要な脳と心臓を除けば77ページとなって約1/3で

あり,初版序文の「口腔附近に主力を注いだ」と

は言い難い。また,歯 に関する記載はわずか 1

ページであり,歯種ごとの説明はない。11年後に
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出版された「人体解剖学」と図を比較すると,当

時の状況を反映して紙質の低下と,それに伴う印

刷技術の制限からカラーから白黒線画への変更な

ど,著者の意図しない変更が加わっているが,219

図のうち 176図は「歯科医学校教科書」の図がほ

ぼそのまま使われていた.「人体解剖学」で新たに

追加されたのは,胸郭,仙骨,寛骨,上肢,下肢 ,

内臓全景,歯の外景,永久歯と乳歯の外景,大脳

皮質などの図であるが,歯以外はより詳しく描か

れた図が加えられたのであって,「歯科医学校教

科書」にもこれらの部位に関する図が存在してい

た.逆に「歯科医学校教科書 (第 3版 )」 から「人

体解剖学」に全 く引き継がれなかったのは,緒論

の組織学総論に関する図であった。

以上の結果から,藤田は戦前の東京高等歯科医

学校で,戦後の医学部とほぼ同等の内容の人体解

剖学を講義していたと考えられる.歯に関する記

述がないのは,当時は補綴学の川上正雄教授が歯

牙解剖学の講義を担当していたためと思われる.

また解剖実習は東大医学部の実習室を借 りて行わ

れたとあり (東京医科歯科大学大学院硬組織生物

学分野沿革),戦後の歯科大学・歯学部における全

身解剖学教育の基盤は,戦前の歯科医専時代から

引き継がれたと考えられる.
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Pl12-E 第二次世界大戦後の日本における社会保障制度の変遷―第6期一

C)hanges of the Social Security Schernes in Japan after the Second World War― Part 6-

神奈川県 ○大場浩子,大場 宏,別部智司

Hiroko Ohba,I:Iiroshi Ohba,Satoshi Beppu,ノ ⊆″παgαωα―力ιπ

・目的

本研究の目的は,『歯槽膿漏症の治療指針』や

『Lindhe臨 床歯周病学』の日本語版,等の書籍研

究を行うことにより,今ある制度の原点を理解す

る事である。

・資料と方法

国立国会図書館,国立公文書館,外務省外交史

料館,各公立図書館,大学図書館並びに厚生労働

省図書館の蔵書とした。

上記の文献をデータベースとし,1次文献もし

くはそれに近いものを保険医療関連従事者の専門

的な目で渉猟し,そ こで選別された文献や文章な

どの資料を,時系列に並べ分類し,科学論文形式

に落とし込んだ。今回は第6期 について報告する。

・結果

【日本の社会保障成立(国民皆保険制度成立史 う

蝕対応含む)第 1～3期 歯槽膿漏症の治療指針

成立と発展 第4～6期】

第 1期

第 2期

第 3期

第 4期

第 5期

第 6期

米国による社会救済推進期
1～ 3)

社会保障制度審議会による社会保障推

進期
4～ 6)

厚生省による国民皆保険体制の推進

期
7,8)

歯槽膿漏症治療方法研究委員会による

制度下指針推進期
9'10)

制度下指針成熟期
11,12)

『Lindhe 臨床歯周病学』 日本上陸期

(昭和 61年  1986年 ～
)

【第 6期『Lindhe 臨床歯周病学』日本上陸期 (昭

和 61年 1986年～)】

①厚生省 :歯槽膿漏症の治療指針

保発を受けて,歯槽膿漏症の治療指針は2回出

ている (国立公文書 移管済み)。 また,関連の官

報 0資料も紹介する。

・官報 第10459号  省令 厚生省令第45号 ,

1961(昭和 36)年 10月 28日 ,p594

(中 原図書館蔵書)

・厚生省 :歯槽膿漏症の治療指針 1961年 (昭

和 36年 )10月 告示 昭和 36年 11月 1日 実

施

・厚生省保険局 :社会保険治療指針・使用基準

シリーズ第 3集 歯槽膿漏症の治療指針 歯

科領域の抗生物質療法の基準,医学通信社 ,

1961  pl-3

0官報 第 12178号 p12 告示 厚生省告示第

308号 1967(昭和 42)年 7月 20日

(中 原図書館蔵書)

・厚生省 :歯槽膿漏症の治療指針 1967年 (昭

和 42年 )9月 1日 実施

『Lindhe 臨床歯周病学』の日本語版が出版さ

れた。

スエーデンの歯周病学者 Jan Lindheの 書籍は

日本の歯科医学会に影響を及ぼした.

【Lindhe臨床歯周病学 日本語版】

編著者 Jan Lindhe 監訳者岡本浩 日本歯科

大学助教授 :Lindhe臨 床歯周病学

Textbook of Clinical Periodontology,医 歯薬出

版株式会社,東京 ,

1986.6.10 第 1版第 1刷発行 鶴見大学図書

館蔵書

編著者 Jan Lindhe 監訳者 岡本浩 :第 2版

Lindhe臨床歯周病学,医歯薬出版株式会社,東

京, 1992.4.30

この第 1版と第 2版の間で起こった,ス エーデ

ン福祉政策の失敗関連資料を記す。
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② 【スエーデン政権交代 関連資料】

『スウェーデン総選挙社民党が敗北 保守中道

で新政権 高福祉政策の見直し確実』日本経済

新聞 1991(平成 3年 )9。 17

『スウェーデン総選挙社民政権が敗北 首相が

辞表 保守・中道連立へ 「福祉より経済」の

選択』 朝日新聞 1991(平成 3年 ).9。 17

(参考文献)

渡辺博明 :2006年 スウェーデン議会選挙と政権

交代―「選挙連合」と中道右派政権の成立一 ,

選挙研究 25巻 2号 2009年 ,p32-43

歯槽膿漏症の治療指針成立の功績があるとされ

る厚生省出身者,稲葉利正は以下の書籍をのこし

た。

③ 【稲葉利正 関連資料】

稲葉利正 :歯科界への提言,歯科医療研究会 ,

昭和 63年 9月 発行

稲葉利正 :歯科界への提言Ⅱ,

会,平成元年 12月 発行

稲葉利正 :歯科界への提言Ⅲ,

会,平成 3年 1月 発行

稲葉利正 :歯科界への提言Ⅳ,

会,平成 4年 8月 発行

稲葉利正 :歯科界への提言V,

会,平成 6年 1月 発行

稲葉利正 :歯科界への提言Ⅵ,

会,平成 7年 1月 発行

稲葉利正 :歯科界への提言Ⅶ,

会,平成 8年 4月 発行

稲葉利正 :歯科界への提言Ⅷ,

会,平成 9年 5月 発行

稲葉利正 :歯科界への提言Ⅸ,

会,平成 10年 6月 発行

歯科医療研究

歯科医療研究

歯科医療研究

歯科医療研究

歯科医療研究

歯科医療研究

歯科医療研究

歯科医療研究

0考察

著者らは, これまでに第二次世界大戦後の日本

における社会保障制度の変遷について,第 1期か

ら第5期に独自に分類して報告してきた1～ 12)。

第 1

期は米国による日本の社会救済推進期として,昭
和20年 のポッダム宣言受諾により,連合国最高司

令官 (GHQ)の 戦後における社会保障政策から,

日米安保条約締結までの文献的考察を行った1～ 3)。

第 2期は社会保障制度審議会による社会保障推進

期であり,社会保障制度審議会にて主に大内兵

衛,末高信,近藤文二,今井一男のメンバー 4人

により展開された社会保障制度の推進を『戦後に

おける社会保障の展開』を中心に,「歯槽膿漏症の

治療指針」新設に大きく影響を及ぼした文献につ

いて検討を行った。世界的な不況,中小企業の倒

産の続出を背景に,社会保障制度に関する勧告 ,

世界医師会総会で社会保障制度下医療の 12原則

とこれに関する勧告,社会保障制度の企画運営方

法の改善に関する勧告等が打ち出され,国民健康

保険法の成立をもって終わりを告げた4～ 6)。

第3期

は厚生省による国民皆保険体制の推進期であり,

当時の厚生省は昭和 30年 9月 21日 の 7人委員会

の報告,昭和 30年 11月 19日 の社会保障 5カ 年計

画試案の発表,昭和 31年 10月 5日 の厚生省大臣

官房企画室の第 1回厚生白書の発表,昭和 34年 1

月 1日 施行の国民健康保険法 (新法)公布,昭和

36年 4月 1日 国民皆医療保険の実施,昭和 35年

度版創刊,昭和36年 6月 20日 施行の厚生白書 琉

球政府社会局編齢蝕罹患率等の作業が行われた。

一方,医療界の動きとして,医薬分業,社会保険

診療報酬支払基金の設立,七人委員会による規格

診療,所得倍増計画,医師優遇税制制定などが見

られた。厚生省と医療界は折 り合いがつかず,4
回にわたる保険医総辞退の騒乱が起こるなど波乱

に満ちた期間となった78)。
第 4期 は歯槽膿漏症治

療方法研究委員会による制度下指針推進期であ

り,本研究の本来の目的である歯槽膿漏症の治療

指針の新設に関わる内容の時期となる。歯槽膿漏

症治療方法研究委員会のメンバーによって,歯槽

膿漏症の治療指針が編纂され昭和36年 10月 告示 ,

昭和 36年 11月 1日 に実施となった9'10).第 5期 は

制度下指針成熟期で厚生省の昭和36年 10月 27日

保発 92号「高血圧の治療指針,精神科の治療指針

及び歯槽膿漏症の治療指針」,昭和 42年 7月 27日

保発 26号「歯槽膿漏症の治療指針」の 2個の保発

をきっかけとして,制度下指針が成熟していく。

これは保険点数表の推移からも読み取れた11,12).

しかし,こ れらの指針は世界的に根拠のある医

学的検証を必ずしも行われていないこともあり,

evidence一based medicine(EBM)の 概念が初め

て発表されたのが,Gordon H.Guyattと されてい

る13,14).以
後の医学会の動向は,こ のEBMが中心

となって学問が発展することとなる.
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一方,「歯槽膿漏症の治療指針」の給付方式の特

徴は現物給付方式である。この給付方式は GHQ
の覚書 SCAPIN404,SCAPIN775で給付 された

他の社会保障政策が前例 となる。

現物給付方式の問題点

又,医療保険の歴史を振 り返ってみるとき,

現物給付方式で見てやる的な色彩が強い と思

う。福祉は「施し」的発想は考えなおすべきで,

自己責任 とか自助努力等本人の責任に属する

問題がある。

稲葉利正 :歯科界への提言Ⅳ,歯科医療研究会 ,

平成 4年 8月 発行,p17
とあるように,稲葉利正の歯科界への提言 1～ Ⅸ

でもこの給付方式ついて記述がある。

第 6期の特徴を述べる。厚生省 :歯槽膿漏症の

治療指針の制度投入の後,『Lindhe 臨床歯周病

学』第 1版 日本語版は出版された15).こ の書籍

は日本の歯科医学界に影響を及ぼした。また,こ
の書籍の第 1版 と第 2版16)の

間でスエーデンの政

権交代は起きた。スエーデンの福祉関連支出は国

民総生産の30%を 超え,収入の50%も 税負担する

高福祉・高負担社会に耐えられなくなり,国民の

不満が増大し,その政策を長年推進してきた社民

党が総選挙で大敗し,政権交代 (1991年 )が行わ

れた.

『Lindhe臨 床歯周病学』の特徴はプラークコン

トロールの確立をもって術式提供することであ

る.つ まり,PCの確立が可能な健常者が治療対

象者である。一方,『歯槽膿漏症の治療指針』は社

会保障政策なので,PCの確立がみこめない非健

常者を見捨てることはしないのが特徴である。

F歯科界への提言 I～Ⅸ』では一貫して,現物

給付方式の問題点について記載がある.『Lindhe

臨床歯周病学 第 2版』には,現物給付方式につ

いての記載はなかった.よ って,こ の『歯槽膿漏

症の治療指針』と『Lindhe臨床歯周病学』の 2冊

は異なること,『Lindhe臨 床歯周病学』は保険医

療制度に直輸入されることはなかったことを報告

し,第 6期 を終わる.

今後,保険点数本の推移 (PI型 PⅡ 型を含

む)研究などを行うことにより,日 本の医療制度

について,理解を深めていくことを報告する.

。まとめ

第 6期 『Lindhe 臨床歯周病学』 日本上陸期

(昭和 61年 1986年 ～)では,昭和 36年に告示

の形で「厚生省 :歯槽膿漏症の治療指針」が制度

投入されて以来,告示のまま制度運用されている

ことを報告する.
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Pl13-E 海老名市オーラルフレイル健診について

About Ⅳ[edical Exalnination of Oral Frail in Ebina City

海老名市歯科医師会 鈴木仙一,鈴木 彰,脇田雅文

Senichi Suzuki,Akira Suzuki,Masafumi Wakita,Ebグπα Cわ Dθπ″J Assθ θ″′グθπ

平成 25(2013)年神奈川県歯科医師会では「神

奈川県歯及び口腔づ くり推進計画」,平 成 27

(2015)年 日本歯科医師会「8020運動にオーラル

フレイルを加える」が始まった。

一般社団法人海老名市歯科医師会では,市民の

健康長寿達成のために口腔機能の衰えを早期に発

見し介入する仕組みづくりが必要と考え,毎年 6

月開催される「歯とお日の健康フェスタ」では平

成 28(2016)年 6月 から口腔機能調査を行ってい

た.

神奈川県・神奈川県歯科医師会では,平成 28

(2016)年「口腔ケアによる健康寿命延伸事業」で

は実態調査が行われた。実態調査の結果対象者全

体の 43.2%が オーラルフレイル該当者という,歯

科医院に通院している65歳以上の約 4人 に 1人

(24.1%),高齢者施設居住者・在宅療養者 67.2%

がオーラルフレイルという驚くべき結果が報告さ

れた。

平成 30(2018)年 神奈川県と神奈川県歯科医師

会は,「 オーラルフレイル改善プロクラム」を開

始,海老名市を対象として海老名市歯科医師会会

員の診療所でこの調査を行うこととした。

海老名市歯科医師会では事業を委託するにあた

り,同年 2月 に「オーラルフレイル対応力研修

会」,同年5月 に歯科医師会会員とそのスタッフ向

けの講習会が行われた。

平成 31(2019)年 3月 には,オーラルフレイル

改善プログラムの調査結果報告である「オーラル

フレイル改善プログラム効果検証介入調査結果報

告会」がグループワークにて,県歯担当委員進行

にて調査報告と検討を海老名市歯科医師会会員に

て行われた。

平成 31(2019)年 4月 より海老名市民を対象と

した「オーラルフレイル健診」全国に先駆けて開

始された。同年 6月 には海老名市,海老名市歯科

医師会 (鈴木仙一会長)と株式会社ロッテの三社

により,「歯と日の健康づ くりの推進に関する協

定」を提携した。

平成 31(2019)年 4月 ～令和 2(2020)年 3月

までの 55歳以上の 815人 (男性 336名・女性 479

名)市民を対象とした「オーラルフレイル健診」

の結果,そのオーラルフレイル判定では,オ ーラ

ルフレイル 15。 7%,フ
°
レオーラルフレイル57.9%

の結果を得た。

今回は,その事業の概要について報告する。
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