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ひとは誰も一人で今の立ち位置に来ることができ
たわけではないと思う。誰にも影響を受けたり，導
いてくださった人はいるはずである。私にも私が今
あることに導いてくださったり，影響を与えてくだ
さった恩師と呼ぶ方々がいる。

１．石川達也先生

１９７４年に東京歯科大学を卒業して東京歯科大学大
学院歯学研究科歯科保存学専攻，平たくいえば石川
達也先生が主任教授をされていた，今はもうない保
存第Ⅲ講座に進んだ。大学院に進学することに迷い
はなかった。ただ，研究したい課題があったとか，
博士号を取得して研究者や教育者になりたいなどと
いう高邁な理由があったわけではない。実家は歯科
とは無関係であったが，卒業したら地元に帰ってく
るだろう，いずれ地元で開業して欲しいという親の
期待に反し生涯開業どころか地元にも帰らず東京が
生活の基盤の礎となってしまった大学院進学の理由
は今考えてみてもはっきりとしない。
石川先生の保存第Ⅲ講座を選んだ理由ははっきり

している。日時の記憶はもう無いが，登院実習で保
存に廻っていた学４のある日，診療時間も終わり診
療室の電気も消えていた夜，５０歳位のタクシーの運
転手をされていた男性が急患で当時の水道橋病院の
５階の保存科の受付の前にいらっしゃった。その場
に石川先生もいらっしゃった。その患者さんがどう
いう経緯でいらっしゃったのか，石川先生がなんで
診察されることになったかも今はもう記憶にない。
恐らくラボに残っていた私がたまたまそこに居合わ
せたのだと思う。診療室の電気をつけ診査器具の準
備をしなければと思った私に石川先生は『ここでい

いよ』とおっしゃり，待合室で患者さんに問診を始
められた。仕事で２～３日あまり寝ていないこと，
部位や病名は忘れたが急性発作を起こしていたこと
を記憶している。いよいよ処置をされるのかと思っ
ていたら，石川先生はその場で指圧を始められた。
後で伺ったことだが，主に通天と膏肓というツボの
指圧である。１時間ほど施術されただろうか，患者
さんは楽になられ帰られた。もちろん後日保存科診
療室に受診され治療を受けられた。これにまいって
しまった，こんな方法もあるのかと，はまってし
まった。この後すぐだったと思う，石川先生の教授
室に伺い大学院に進みたいとの希望をお伝えした。
ちなみにこの指圧による急性症状緩解の話には後日
談がある。大学院に進み最初の仕事だったと思う
が，ある日石川先生に連れられて行ったところが井
の頭公園の近くにあった国際宗教・超心理学会会長
でいらした本山博先生の診療室のような研究室のよ
うな所。そこで上半身裸にされ電極を貼られた。流
石にこの時ばかりはなんてところに残ってしまった
のだろうと思った。しかし，すぐに本山先生のアナ
ハタチャクラや経絡，ヨガの達人のお話などに魅せ
られてしまった。すぐに一丁前に経絡がどうの，
チャクラがどうのと他人に話しだした。余談で申し
訳ありませんが，どうも私には人の話を直ぐに真に
受けるという性格があるようだ。さてこの指圧の話
だが，普通の方から見れば非常に荒唐無稽な話に聞
こえるかもしれないが，石川先生はきちんと学術論
文にまとめられ学会に報告され，さらに日本歯科評
論第４０２号に『急性炎の歯痛緩解に利用できる簡便
な指圧法』として発表された。この際共著者にして
頂き，これが私自身の最初の論文として紙面に載っ
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た。石川先生のご指導のもと，無事大学より博士号
を頂くことができただけでなく様々なことを教えて
いただいた。さらに私事だが私ども夫婦の結婚に際
し仲人をしていただいた。

２．平井義人先生

保存第Ⅲ講座に在籍中，詳細な経緯は若輩だった
私には不明だが，石川先生が当時の関根永滋学長か
ら『ビタペックス』と『ガッタパーチャポイント』
の根管充填の実験研究を依頼され，２研のスタッフ
が中心になって動物実験を行うことになった。当時
保存科の病理的な研究は病院に来院された患者さん
の抜歯予定の智歯を使わせていただいていた，いわ
ゆる臨床病理で，動物実験の実績や経験は殆どな
く，大学内にあった動物舎の使用も難しかった。そ
こで当時松本歯科大学保存科教授をされていた服部
玄門先生のご好意で，松本歯科大学の動物舎をお借
りし犬を使った実験を行うことになった。この実験
のリーダーは前保存第Ⅲ講座教授平井義人先生であ
る。平井先生は学生時代から解剖の教室で勉強され
動物実験の実績もお持ちであった。松本での犬を
使った実験では目を見張ることの連続であった。ラ
ボナールによる大腿静脈麻酔，知識はあったが初め
て見せていただいた。根管充填の実験なので根端病
巣を実験的に作る，と言われた。えっ，どうやっ
て？と，思った。今にしてみればなんのことはな
い，露髄させて放置しておけばいい。全く，知識だ
けでは何もできないと思い知らされ，それらすべて
をやって見せてくださったのが平井先生であった。
平井先生は大学院では１学年上であったが大学卒業
は４年上の先輩である。先生は大学卒業後地元姫路
でご開業されていたお兄様のもとで臨床をされた後
石川研究室に大学院生としてお残りになったと伺っ
た。大学卒後間がなく臨床経験も始まったばかりの
私には，国試受験の知識はあっても実際の臨床とは
結びついていなかった。そんな私の臨床の師匠が平
井先生であった。今はどうなのだろうか，当時は手
取り足取りして教えてくださるなんてことは全くな
かった。見て，わからないことは聴きまくり，そし
て覚えていったように思う。私の博士論文はもちろ
ん石川先生のご指導のもとでき上がったものである
が，その途中経過は平井先生のご協力ご援助なしに

はありえない。勉強，仕事の面だけではない。夜も
一緒によく遊びに連れていってもらった。年中一緒
だった。お亡くなりになられてしまった平井先生の
奥様に『間さん，この前もまた，一緒だったんで
すって』と軽く睨まれてしまったことも。平井先生
には私だけでなく，東京歯科大学に進学した私の娘
の保証人にもなって頂き，さらに娘奈津子は平井先
生が主任教授をされていた保存第Ⅲ講座に大学院生
として進学し，親子２代に亘っての恩師となってい
ただいた。

３．長谷川正康先生

保存第２研究室に残った初日，石川先生のところ
に来られた最初のお客様は，長谷川正康先生であ
る。当時我々の世代で長谷川先生のお名前を知らな
い者はいなかったと思う。『歯内療法の実際』の著
者として。当時先生は早稲田大学診療所歯科部長を
されていた。気難しい方が多かったように記憶して
いる保存科の大先輩の先生方とは異なり非常に温厚
な先生でした。そしてその夜医局に残った初日の私
をも先生行きつけの神田今川橋のクラブ“ウルワ
シ”へ連れて行ってくださった。１年後長谷川先生
は東京歯科大学へ復帰され，大学の稲毛への移転の
先兵として開設された稲毛歯科診療所の所長になら
れましたが，まさか私が数年後稲毛診療所に移籍
し，先生の門下に入りご指導を仰ぐことになろうと
は思いもしませんでした。 これもいつだったの
か，日にちは定かではないが，大学院ももうすぐ修
了という頃石川先生に呼ばれ『長谷川先生が君を稲
毛に欲しいとおっしゃっているが，４月から稲毛歯
科診療所に行ってくれないか』とおっしゃった。そ
れまで各講座持ち回りで医局員を稲毛歯科診療所に
派遣していたが４月から医局員を固定し，新入医局
員も採用するという話であった。それ以前から同級
生で同じ保存第Ⅲ講座に大学院生として一緒に在籍
していた竜崎君と，大学院を終えたらどうしようか
と話し合ったほど，当時は有給の席に空きはなかっ
た。そのような訳もあり，石川先生からのお話に迷
いもなく『はい』とお返事をした。当時結婚して１
年程度の私の収入は育英会からの奨学金と石川先生
及び講座のご好意で週１させていただいていたアル
バイト代だけであった。稲毛歯科診療所で頂いた給
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料に俗にへき地手当と呼ばれた分が加算されていて
嬉しかったという記憶がある。
稲毛歯科診療所，これも非常に懐かしい。未だ

もって『稲毛の会』は次いつやるのか？と，当時の
メンバーに会う度に言われてしまうくらい皆，仲が
良かった。今，私は歯科衛生士教育機関に在籍して
いるが，歯科臨床は歯科医師がいればできるもので
はなく歯科衛生士をはじめとしたチームで行うもの
だと最初に教えられたのが，この稲毛歯科診療所で
ある。私が移籍した当時稲毛歯科診療所には，長谷
川先生を筆頭に１年先輩の森谷秀樹先生，同級生の
中野一博君から新入医局員まで歯科医師が１３名，歯
科技工士３名，歯科衛生士１１名，看護師１名，事務
職１０名，食堂のおばちゃん，もう亡くなられました
が野口タカさん１名が在籍していた。そうです，食
堂があったのです。当然大学にも学食はありました
が，稲診にあったのは学食ではありません。私たち
のための賄いでした。毎朝おばちゃんが『今日は何
食べたいの』と聞いてくれる。食べ盛の若い男たち
の注文は『カレーに焼きそば』等々。それにすべて
答えてくださった。そしてご飯が残こると，おにぎ
りにして医局に置いてくださった。本当に忘れられ
ない。稲毛歯科診療所は私の臨床歯科医としての
ベースを作ってくれた場所である。稲診に在籍して
いた歯科医師は，その後私を除いて全員開業されて
いる。そもそも在籍中から将来開業したら，という
ことを念頭においていた。１日１万点あげろ，後輩
にそう叱咤激励し自分でも実践した。ノルマではな
い，自分のために，である。皆よく頑張った，そし
て終わった後，歯科医，歯科技工士，歯科衛生士，
事務の方，一緒になってよく遊んだ。
稲毛歯科診療所は昭和５６年８月にその幕を閉じ

た。
おそらく昭和５５年だったと思うが，稲毛歯科診療

所の閉所が取りざたされだしたことだったと思う
が，石川先生から話があるからと呼び出しがかかっ
た。伺うと，『昭和５６年４月から千葉県が幕張に県
立衛生短期大学を開設するのだが，講座から成田む
つ先生，松井恭平先生がいくことになっているが，
君も行ってくれないか』というものであった。県立
衛生短期大学の概要，業務内容，待遇など伺ったよ
うな気もするが，少なからずショックを受けたのだ

ろう，あまり覚えていない。流石に稲毛歯科診療所
移籍の時とは異なり，即答はできなかった。そう
か，東京歯科大学ともお別れか，という気持ちが強
かった。そんな気持ちにけりを付けたのは私の父親
の『人生いたる所に青山ありだよ』の助言であっ
た。石川先生のお勧めがなければ，父親の助言がな
ければ，今何をしているだろう？

４．同級生の滝沢和則君

話は前後してしまうが，昭和６２年夏，同級生の滝
沢和則君から電話があった。『９月に都立大塚病院
が新しくなり，そこの歯科に医長で行くことになっ
た。歯科を口腔科という標榜科名にして心身障害者
の全身麻酔下一括歯科治療もやりたいと思っている
ので，手伝ってくれないか』というものであった。
是非やらせて欲しいと，即答した。やり始めて１年
経過した頃，当時都立府中病院歯科口腔外科の医長
されていた岩本昌平先生から『滝沢君を手伝って大
塚で心身障害者の歯科治療をやっているんだって，
府中でも是非やりたいので二人一緒に来てくれない
か』とお電話を頂いた。そして今日まで２０数年間両
病院で延約１０００例の心身障害者の全身麻酔下一括歯
科治療を担当させて頂いた。医療人として当然のこ
となのだが，この子達のために自分の持っているも
のすべてを持って歯科治療に当たろう，最初の一人
目から今までずっとその気持で治療に当たらせて頂
いた。今の自分の職籍から教育が第１であることは
間違いないが，心身障害者の全身麻酔下一括歯科治
療がもうひとつの私のライフワークとなった。

５．成田むつ先生

昭和５６年４月，千葉県立衛生短期大学歯科衛生学
科に助教授で採用していただいた。ただ８月の稲毛
歯科診療所閉所までは千葉県，大学，学科のご厚意
により東京歯科大学稲毛歯科診療所で皆と一緒に閉
所に向けて頑張ることができた。
千葉県立衛生短期大学歯科衛生学科にいき，一番

の変化は教育である。昭和５６年１０月から歯科診療室
を併設したので歯科治療も行うことになったが，臨
床や研究は今までとそれほど変わることはない。教
育だけは未知の領域であった。東京歯科大学では講
義は教授が行うものという意識があったが，それが
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大きな間違いであることを教わった。講師の職位に
なるということは講義を持ち単位の認定権を持つこ
とと教わった。私は稲毛診療所でも講師だったのに
単位の認定なんて，と思ったものだ。衛生短期大学
には石川教室から成田むつ先生，松井恭平先生，後
に保坂 誠先生が職に就かれたので，私は歯科補綴
学，口腔外科学，歯科臨床概論を担当した。いくら
歯科衛生士の学生相手とはいえ，専門以外の講義を
行うにはそれなりの準備や勉強が必要であった。そ
れでも当然解らないところが出てくる。そんな時多
くの先生方に助言を求めたが，特に外科関係は滝沢
君との関係から知己を得た現東京歯科大学口腔外科
教授の高野伸夫先生にはお世話になった。先生には
無給で学生の口頭試問もやって頂いた。
衛生短期大学では全く苦労知らずに過ごさせても

らった。開設期から軌道に乗るまでのご苦労はすべ
て成田むつ先生が負ってくださった。他学科の教
授，他大学からの教授間の調整，千葉県や文部省と
の調整，すべてを負ってくださった。感謝しても仕
切れるものではない。
大学卒業後恩師の先生方や先輩，同級生をはじめ

多くの先生方のお世話になりながらここまで歩んで
こられた。さらに，私のような大雑把な性格の人間
が学生教育に長年携わってこられたのは，衛生短期
大学の同僚の先生方のご協力の他に２８年間約１４００名
の学生たちのおかげでもある。また，歯科臨床家と
してやってこれたのには，多くの患者さんのおかげ
であることも間違いない。
あわせて感謝の気持ちを伝えたいと思います。
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