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１９５５年東京歯科大学を卒業して北村勝衛教授の補
綴学教室に入局した。翌年慶応義塾大学医学部の病
理学教室に研究生として一年間在籍，病理組織標本
の作り方の基礎を学んだ。同時にインプラントの動
物実験と臨床の研究に取り組みはじめた。当時の大
学図書館には海外から新しい図書，雑誌が入ってい
なかったので１９５３年頃から日比谷のアメリカ文化セ
ンターに行き，発行直後の医学，歯学系の図書，雑
誌を自由に閲覧できた。その頃のインプラント関係
論文は現在のように数多くはみられなかったので，
殆ど全ての論文に目を通すことができた。当時の論
文の多くは骨膜下インプラント法に関するものが多
く，骨内インプラント法については少なかったよう
に思う。
学部３年，４年生，研究科の頃は毎週土曜，日曜

をアメリカ文化センターで過ごしていた。当時は
FAX，インターネット，e-mail が無く，著者との
通信は air mail での文通だけであった。殆どの著者
は別刷りと質問事項に親切に返信してくれ，なかで
も Nicholas Berman，Gustav Dahl，Raphaël
Chercheve は文献だけでなく，個人的にもお世話
になり，彼らの友人の専門家を紹介していただい
た。
大学では若い医局員は動物実験室を使用出来な

かったので，西荻窪の借家の庭に犬小屋をつく
り，５頭の犬をそれぞれ個室で飼育しインプラント
の実験を行った。石作りの土蔵を実験室に改造し
て，潤田和好君（奥羽大学教授），青木英夫君（神奈
川歯科大学教授）等が実験の手伝いをしてくれた。
弘前の梅原正年先生と鈴木和夫教授（元日本口腔イ
ンプラント学会長）には長年にわたりお世話にな

り，動物実験ならびに標本作製，その他貴重なご指
導をいただいた。東歯大補綴に在籍（１９５５～６１年）の
頃は北村勝衛教授のご高配と鵜養弘助教授，関根弘
教授，羽賀通夫教授のご指導を頂いたことを思い出
す。
研究成果が認められて，学位を日本医科大学の金

子丑之助教授から頂戴した。

漫遊の旅

１９６２年５月からインプラントの研修のため欧米留
学の旅に出掛けた。ドイツ：Berlin, Hamburg, Kiel,
Heidelberg, スウェーデン：Stockholm, デンマー
ク：Copenhagen, イタリア：Roma, スイス：Zu-
rich, フ ラ ンス：Paris, イ ギ リ ス：London, Not-
tingham, アメリカ：New York, Buffalo, Miami,
Philadelphia, Chicago, Seattle, San Francisco など
である。同年６月には青木英夫先生が留学していた
Copenhagen の Royal Dental College で Jorgensen
学長の依頼で Subperiosteal Implant Denture の講
演をした。Heidelberg 大学では Schwindling 先生
が Co-Cr-Mo 合金の鋳造の問題点と，その解決法
を解説して下さり，ご自宅に招かれ，ドイツではじ
めて出版されたインプラントの著書（１９６０年版）をい
ただいた。Kiel 大学では補綴のUhrlich 教授と病理
のHammar 教授と懇談した。イタリアではRoma
のMarziani 教授が教授考案のメッシュの骨膜下法
について解説して下さったが，腰痛で悩んでおられ
た。Zurlich では Gerber 教授から彼の咬合器につ
いて説明を受け，インプラントはObegeser 教授を
紹介された。Obegeser 教授はインプラントを口腔
外科的には可能だが，補綴処置，特に咬合が難しい
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と意見を述べていたのが印象深かった。その後
London, の Trainin 先生を訪ね，ボタン義歯の有効
性について伺った。Paris では Chercheve 先生には
一寸だけしかお会いできなかったのは残念であっ
た。
１９６２年７月からはアメリカにわたり，New York
では，Isai Lew先生の診療所に約４ケ月間お世話
になった。彼の診療所にはKeneth Judy が勤務し
て い た。New York で は Columbia 大 学，New
York 大学の歯学部の補綴を定期的に見学する一
方，インプラントの臨床家等と交流することができ
た。なかでもN．Crainin は友好的であった。
Leonard Linkow，Charles Weiss はまだ活動をして
いなかったように思う。ボストンのGranger 教授
のワックス・コーンによるGranthology のセミ
ナーには招待を受け参加し大きな収穫を得た。毎週
土曜日にはNewYork の１st District のポスト・グ
ラジエイト・コースが開催されており Lew先生と
Austenal 社 Lasucano 氏の推薦により，著名な臨床
家，研究者の講義，実習に特別参加を許された。当
時日本ではあまり導入されていなかったTMJの診
断から治療法，無歯顎補綴の考え方，各種のインプ
ラントまで幅広く学ぶことができた。宿舎は
YMCAに４ケ月寄宿しており，どこへ出掛けるに
も便利な場所であった。Austenal 社には滞在中い
ろいろと世話になり，Fred Kida ポーセレン・ワー
クの日本語を話すKida 社長（８２才）を紹介され街の
案内していただいた。
週末にはプロ野球を見にヤンキース，メッツ（ポ

ロ球場）に出掛けたが，野球観戦はホームシックを
癒してくれたので旅行に慣れるまでの２ケ月間は
時々観に行った。
また月曜から金曜の毎晩１８時～２０時に移民教育の

ための学校に通った。ここではアメリカの歴史，法
律，数学，英語等の授業があり世界各地から来てい
た移民１８才～３０才のコースに入り面白い経験が出来
た。New York を離れる時には送別会を開いて別れ
を惜しんでくれた。また東京歯科大卒，日大小児歯
科に在籍の上原進先生もきておられた。
同年９月Copenhagen から Buffalo 大学に転出し

ていた青木英夫先生を訪ね彼の大学での実習指導ぶ
りを見学して，インプラントの講義を学生に行っ

た。彼にはナイヤガラの滝を案内してもらい彼の宿
に泊まり旧交を暖めた。岩手医大の頃盛岡まで激励
にきてくれた。
１９６２年AAIDの年次総会がMiami で開催された
が，例のアメリカのキューバ封鎖事件の時で私は３
日早く到着したが，Miami の市街はひっそりとし
ており，危険だから早く日本に帰国するようホテル
関係者から助言を受けた。勿論学会参加者は殆ど見
当たらず，中止が予測された。ケネデイ大統領が前
日キューバ封鎖を解除して学会は予定通り開催され
たが。参加者は２００名余と少なかった。私は「Im-
plant Dentistry in Japan」の演題で１５分講演をし
た。これは日本から海外でインプラントの講演を
行った第一号であると思う。
Miami から Seattle に飛びNicolas Berman のゲ

スト・ハウスに一週間お世話になった。Berman は
Subperiosteal ImplantのCircumferential Wiring の
発案者であり，Subperiosteal Implantの骨面直接印
象法を考案した臨床家でもあった。彼の診療所では
いろいろなインプラントの症例を見学し，Wash-
ington 州立大学の集談会に同伴してWashington 教
授を紹介され，以後彼の知遇を得るようになった。
私は大学で Subperiosteal Implant の症例報告をお
こなった。アジア口腔インプラント学会を立ち上げ
たときには積極的に応援を頂いた。Singapore でア
ジア口腔インプラント学会を開いたときには，Sin-
gapore大学のLow Honsai 学長（口腔外科）とWash-
ington 教授が提携して下さり，Singapore 学会を盛
大に開催できた。私はアジア口腔インプラント学会
の会長を３期務めたが，Low Honsai 学長，Peter
Tay 先生，Dominic Leung 先生の協力が成功のもと
になった。日本の乙部朱門先生，小嶋栄一先生にも
お世話になった。
１９６４年スイスの Lausanne での学会では“Clini-
cal Observations of Subperiosteal Implant Denture
and Application of Splint Dentures”を報告した。
こ の 学 会 の 後，Lausanne 近 郊 の ロ ッ ジ に
Chercheve 先生を中心とした８名のインプラント
専門家グループの合宿に招かれ一週間彼らと寝食を
共に勉強できたことは貴重な体験であった。
１９７２年日本歯科インプラント学会を創設，小室史
郎先生（東歯大出身，阪大講師）が会長，私は副会長
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を仰せつかった。この学会では小室先生を中心に川
原春幸先生，山根稔夫先生ほか多くの先生におせわ
になった。日本口腔インプラント学会の第１４回学術
大会（１９８５年）と第２２回学術大会（１９９２年）を大会長と
して仙台で開催させていただいた。
１９７２年 Chercheve 先生のお招きで Paris 市立大
学医学部Hospital Lariboisiere で“Development
and Application of Double Blade-vent Implant
and Ceramic Rod Implant”について講演をした。
１９７３年には京都国際会議場で国際インプラント学会
を盛大に開催した。１９７４年AAIDの２１回年次大会
がNew York で開かれ，“Double Blade Metal Im-
plant and Ceramic Implant”を発表した。この学
会の時，国連ビル２Fの大ホールにおいて国連大使
と職員に対してインプラントの解説講演（６カ国語
同時通訳）を川原春幸先生と共に行って好評を得
た。
１９７５年５月には Pan Atlantic Ocean Implant
Congress がスペインのToremorinos で開催され，
大西洋沿岸の８ケ国が参加３５０名参加の国際学会に
役員として推され，日本から団長として４０数名を引
率して参加した。駐スペイン斎藤大使も出席され，
Japan Night の懇親会を華々しく行うことができ
た。岩手医大の藤岡教授，札幌の谷口良一先生，フ
ランス歯科の佐々木八郎先生，仙台の佐々木統先生
など多士済々の面々が参加し意義ある学会であっ
た。私は“Histo-Pathological Study of Endodontic
Stabilizer in Dogs”を報告した。この学会でスペイ
ン口腔科学会とアルゼンチンのインプラント学会の
名誉会員に推された。
１９８０年には Singapore でアジア・インプラント学
会を主催し，“New Trial Approach for Coefficient
of Bearing Force Capacity on Dental Implant”の
発表をした。これは東北大学の応用物理学の渡邉剛
教授のご指導をいただいた論文である。
１９８２年にはイタリアのBologna で“The Im-
provement for Bone Metabolism in Implant
Prosthodontics Field”を骨芽細胞と破骨細胞の制
御による骨代謝の改善について報告した。
１９８５年 第１０回 IRCOI（International Research
Committee of Oral Implantology）の総会がイタ
リー Sicily の Palermo で開催された。私は”Re-

cent Progress of Oral Implantology”を講演した。
星野清興先生（東京）と小笠原久明先生（福井）がそれ
ぞれ発表された。
１９８７年フランスのRennes 大学で“Advantage of
Double Blade-vent Implant”を講演した。
１９８８年には韓国の Seoul 大学で L．Linkow先生
と講義と手術供覧を行った。
１９８９年韓国のKyung Hee 大学で“Introduction
of Modern Oral Implant Practice”の講演を行っ
た。Seoul 大学の講演が好評であったからか，韓国
歯科医師会からも招待を受け講演を行い熱烈歓迎さ
れた。
１９９１年９th World Congress, GOI ８Jahreskon-
gress が Berlin で開催された。１７ケ国から４００余名
を越す参加者でBerlin 大学 Dieter Schlegel 学長が
大会長で開催され，“Consideration of Histopa-
thological Finding and Digital Image Processing
Concerning the Implant Interface and Surround-
ing Tissue”について報告，好評を得た。古澤利武
先生，懸田明弘が出席した。
１９９３年１１th IRCOI の総会がスペインの San Se-
bastian で開催された。この San Sebastian までは
Chercheve 先生と Paris から私の運転で２日がかり
の行程であつた。San Sebastian では“The long
Term observation of Immediate Implant after ex-
traction in Various Endo-Osseous Implants”につ
いて講演した。１９９４年ドイツのBaden Baden で１１
th GOI の総会がDueland 会長のもと３００名程が参
加して開かれた。ここは世界の温泉の本場で各ホテ
ルはケアハウスを併設していた。有名なFurederik
大王が創設したと言われる世界一の大温泉施設を見
学してきた。ここでは，“Application of Photic
Feedback System to Oral Implant Practice”を伊
藤正敏先生のご指導で発表した。上海，北京，Ma-
nila 等へも出張した。
１９９５年６月１３th World Congress of IRCOI がギ
リシャのAtene で開催された。鈴木和夫教授も出
席され特別講演を頂いた。私は“New Era of Di-
agonosis for Implant dentistry”を提供した。学会
の出席者は３００名位であった。夜は郊外の紀元前に
建てられた古典劇場で管弦楽団の演奏会があり，演
奏中は周囲の交通を完全に遮断して行われた。学会
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よりもこのアトラクシオンが素晴らしかった。大会
長はMargareta 女史が担当した。
イタリアの LoBello 教授には IRCOI の学会活動

を通して友情を深めた。この IRCOI は当時インプ
ラントの国際学会としては最も大きな組織の一つで
私は理事として参画した。この学会には毎回出席し
て，発表するために勉強もできた。主催者は国，都
市の援助を受けて盛大に実施しており参加すること
が大きな楽しみでもあった。
一方Chercheve 先生の紹介で Lille 大学医学部の

N. Chanavaz教授を訪問，世界一と言われる立派な
病院の設備でインプラント手術を見学，彼の豪壮な
邸宅に２泊，自家用機で送迎，盛大な歓迎をうけ
た。ここの歯学部のインプラント科は小規模であっ
た。
研究の分野では，咬合と全身の健康について

Luis Nahmani 教授，P. M. Gagey 先生等と重心動
揺，スタンピングテスト，頭痛，肩こり，腰痛，聴
力等との関係をインプラント治療により改善された
症例を検討していた。視覚認知の定量的測定法の開
発と認知に関する咀嚼の効果について伊藤正敏教授
からご指導いただいた。喫煙の度合いとインプラン
トへの影響についても調査して発表している。イン
プラント体表面構造と周囲組織の病理組織学的検討
も試み鈴木和夫教授に，またハイドロキシアパタイ
ト・コーテング・インプラントの実験的研究を東北
大工学部の佐藤徳芳教授のご尽力で完成できた。最
近は超薄膜HAコーチングインプラントを青木秀
希教授にご指導いただいている。
J. Muratori との交流も永くBologna には３回講

演に出掛けた。彼も２回来日したてくれた。
１９９７年に Pittsburgh 大学から石川達也前東京歯
科大学学長と特別講演に招かれた。１９９９年には歯学
部創立１００周年記念学会があり，インプラント部門
の特別講演の演者に指名された。これは Jon B.
Suzuki 学長と John Y. H. Ismail 教授の配慮に依る
ものと思われた。同大学インプラント科の客員教授
を５年務めた。同年１１月Tom Ford とMaurice J．
Fagan 等でAmerican Academy of Implant Protho-
dontics を設立し理事に就任し，２００３年同学会から
功労賞を授賞した。
１９９８年９月 に は Lithuania の Vilunius で Balt-

Medica BaltPharma BaltDent，Balt Optic の学会
総会に招待され，“Caries Prevention Program Op-
erating Currently in Japan”と”Recent Progress
in Oral Implant Practice”の２題を午前と午後に分
けて５時間講演をさせられた。５００余名の参加者の
スタンデングオーベイションと殆どの会員から握手
を求められたのは初めての経験で驚きでもあった。
このとき Paris 大学の造形美術客員教授の在仏４０年
の Satoru SATO先生に案内役として同行していた
だいた。
１９９９年 Commissionat 教授の推薦でフランス共和
国国立口腔アカデミーの外国人部会に入会した。こ
のアカデミーはヨーロッパでも権威のある日本学術
会議のような組織で日本人の第１号会員とのことで
あった。ルクセンブルグ宮殿の中にあるフランス議
会の上院を例会場として毎年４回開かれている。
２０００年の IRCOI の年次総会がRomania の Bu-
charest の世界一豪華な国会議事堂で開催された。
この年の１月１３日に Chercheve 教授が他界され，
急遽Chercheve 教授追悼記念学会となり，光栄に
も追悼記念講演者に指名され，Chercheve 先生と
の交流とご業績を紹介しながら懸田の４５年間の研究
を合わせて講演して好評を得た。この講演で黒海沿
岸の７ケ国で組織されているBlack Sea University
Network の役員と Constantin 大学の教授に推され
た。
１９９５年から２０００年までフランス共和国名誉領事と
して日仏親善と在日フランス人の世話役を務めた。
２００２年フランス共和国レジョンドヌールのシュバリ
エ国家功労賞を授賞した。
これはフランス共和国，日本の外務省，日仏協

会，等からの推薦によるものと思われる。
１９９８年に日本口腔インプラント学会から学会功労
賞を，２００１年に名誉会員に推された。日本補綴歯科
学会の理事を１９６５年から１９９０年頃まで務めた。１９６８
年岩手医大教授のとき，日本補綴歯科学会の東北北
海道支部設立総会を企画して河邉清治会長を盛岡に
お迎えし岩手県知事が来賓で盛大な会を主催した。
２００６年には補綴歯科学会から学会特別功労賞を授賞
した。
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医療法人懸田積仁会のあゆみ

懸田歯科医院は１９００年に懸田熊治（高山歯科医学
院卒，東歯大の前身）が創立した。本年開業１０９年を
迎えている。１９４５年７月の仙台大空襲で病院住宅は
焼失したが，２カ月休診しただけで，８月の終戦で陸
軍病院から歯科器材を譲渡され，９月には診療所を
再開している。懸田初男（東歯大）は１９４０年単科の歯
科病院を開設した。１９６２年医療法人懸田積仁会を設
立した。１９６４年に嵌植義歯研究所を併設し宮城県か
ら認可を得て，懸田利孝が所長に就任した。１９７０年
懸田初男が他界して，病院を医院に縮小して，補綴
部門の拡充をはかった。現在は懸田明弘（東歯大・
大学院修了，Pittsburgh 大学へ５年留学）が医院長
として最新の設備と技術をもって活躍している。
嵌植義歯研究所は小規模な研究機関であるが，現

在まで１００編近い研究業績を発表している。１９９２年
日本口腔インプラント学会の指導医に登録され，同
年学会の認定研修施設として認可された。１９９７年頃
から専門医の認定講習会を開催して毎年１００時間以
上の講義，実習を行っている。母校からは奥田克爾
名誉教授，井上孝教授，櫻井薫教授，阿部伸一准教
授，関根秀志准教授，OBでは鈴木和夫教授，梅原
正年先生（弘前），荻原力先生（千葉），吉田浩一先生
（東京）に来講いただいている。一方海外からは留学
生として大学教授，インプラント専門家が研修に１
月から１年間来ていた。

１９７８年に専門学校仙台歯科衛生士学院を開校し
た。設立に当たっては石川達也教授のご指導と宮城
県の見澤修己先生のご支援と東北大学の神山紀久男
教授，堀内博教授のご協力をいただいた。東歯大の
見明清名誉教授は学院の理事，学院長代行として学
院の大事な時期に毎月東京から出張して下さった。
高見沢達夫先生，梅津文男先生，長谷川正文先生に
もお世話になっている。横山さゆり教務主任の尽力
は大きいものがある。現在は米田栄吉前東北大教授
に学院長を務めていただいている。咋年で創立３０周
年を迎え，この間１０９１名の卒業生を送り出すことが
できたが，残念ながら来年３月で閉校することに
なった。

むすび

光陰矢のごとし，東京歯科大学を卒業して半世紀
が過ぎた。石川達也先生とは学生時代からの交友で
いろいろご指導をいただいている。渡邉剛東北大学
名誉教授には３０年以上にわたりご助言とご指導をい
ただいている。伊藤正敏教授，佐藤徳芳名誉教授，
見明清名誉教授にも格段のご指導をいただいた。最
近では青木秀希先生にもご指導を頂戴している。
大学を卒業して５４年が経過している。大過なく過

ごすことができたのは，良き先輩，多くの友人に恵
まれて暖かいご支援を頂いた賜物である。各位に厚
く感謝を申しあげる。
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