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科學的事業経螢法に立脚する歯科馨院
の開設ご経螢（其七）（昭和9年12恥し1績く）

讐學博士遠藤至六郎
第七項

第5例院長J．H．

歯科讐院経螢の實際（績き）

B．K年齢37歳，

級を白己の圭患者層さ定めナこ。而して動もす

大正13年3月某歯科署專校を優秀σ）成績で

れば冷遇せられたりミの一種の誤解ざ反感ミ

卒業せられ同時に某大病院歯科部次席さして

不愉快ざを懐き易き彼等に封し特別親切優遇

奉職せられたが在學中の過度の勉學が禍因ミ

をなし院長自らは常に愉快に満々たる顔さ態

なり静養の必要に迫まられ僅に5ケ月絵で退

度を持して診療に從事し凡てに封し自らが患

職郷里に蹄られた。大正15年3月には病氣
全快再び某病院に勤務1ケ年にして金350圓
を貯蓄せられ退職。昭和2年6月現在の地鮎

謂衆生の恩さ感謝しつ｝業務に從事せられ弛

者さなりたる場合を想像して立案し繹尊の所
ミの事である。

開業地の選澤

に開業せられた。

開業地東京より約60哩の地貼大工場地

開業地を大工場地帯に求め

た事に就ては特別の理由はないが學生時代に

but

佳んで居られた事ミ夫入の御實家に近き事ミ

steadyを圭義ざし開業。満7ケ年牛を経過。

親類知人が比較的多く住居して居らるあ爲に

昭和2年ば年．吸3500圓であつたが昭和9年
度は1ケ月準均約430圓を得て居らる｝。私

多少の便宜利貼もあるならんさの考へからで
あるさの事である。更に叉開業資金も頗る少

はJ．且．B．

額從つて流動資金に乏しきが故に家賃の低廉

帯。「スロー，バット，ステデニ」Slow

K．院長を青年歯科署學士中の

成功者の1人さして無條件で推薦したいざ思

なる事も條件の一つであつた。斯くして求め

ふ。此意味でB．K．院長の開業當時のH犬況，

られナこ家は1ケ月30圓の家賃であつナこ。

経螢に關する「モツトー」其他に就き今少しく

記述し以て後進者に封する参考資料の一瑞ミ

べき種々なる纏霰症の縄封的防止，患者の誤

する。辱

開業資金ご方針

開業後の「モ．ト」無痛治療，治療期間の短

縮，無痛抜歯蚊に抜歯に關聯して起る事ある

B・K・院長は1ケ年弱の

解を招ぎ易き事情叉は症状の叢生を極力防止
する事に全力を傾注せられた。而して補綴方

病院勤務中に貯へた350圓で開業する考へで
あつたが令室の入院分娩等で50−60圓を費し

面に關しては患者の要求に從つて説明するに

たので不足を生じ止を得す250圓を知人から

止め筍も「アクチーフ」に怨める事を維封に避

借り受け400圓彊に相當する器械を購入し是

ける方針を取られたミの事である。但し保存

に學生時代使用した器械を合せて昭和2年6
月上旬花々しく？開業せられ弛のである。大

外科方面に關しては自己の見解を明確に主張

禮の方針さしては資金ミ設備ε工場地帯の關

ーフ」に論明して來たミの由である。補綴料

係εを顧慮し土地住民の大牛を占むる職工階

金に關しゴタゴタ談判し高い安いを論じ合ひ

し署師たる自分の説に從ふべき事を「アクチ

o
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註文を引受ける様な態度を取る事は嚴に排撃

得た所謂不當利得式の金でない事さB．K．

し逡に其目的を蓬せられたさの事である。

院長は一時家貧なりしが爲に學費の一部約
400圓を借金で過ごしたのであるが是をも昭
和3年度の牧入中から完全に返濟して居らる

健保患者に封しては彼等の心理を推察し特
別注意して居らるふ由である6患者を紹介し
て呉れた患者叉は知人に封しては自口時禮状を

ふ一事である。

必す畿途す。患者紹介者に封しては1ケ年2

所謂有産階級ミか叉は患者の胸部皮膚面を

回又は3同宛種々の條件を計算し心許りの御
禮を叢途して居らる》が此方法は第三者が想

コツコツミ叩き，勿禮ぶつて圭徳心器を耳に當

てさへすれば50圓100圓ミ懐中へ金が入つ

像せらるふ以上に大なる「レフレ。キス」があ

て來る一流署博蓮から見れば6ケ年も汗水た

るからである。蓋し人情ざして左様であらう

らして働いて漸く6000圓斗りを貯金したさ

ミ思はれる。理窟を言へば種々文句も起るで

て何等の驚異に償ひせぬ事は勿論であるが然

あらうが大勢順鷹さ云ふ事もあるから，ゴテ

し院長1人助手1人署院の家賃30圓級の歯
科讐ざしては6ケ年間で6000圓強を絵す事

ゴテ言はすに参考ミした方がよいミ思ふ。

私の如き老人連から見るミ現代は何事も少

は並大低の苦勢では決してない。青年歯科署

しく攣態である。臨躰實習中の學生が附属署

院の利盆分配案を考へたり修業研究中の者が

の成功者の1例ミして私がB．K．院長の實
例を特に塞げたのは全く此意味に於て穿あ

「サラリーマン」根性を口にしても同情者が飛

る。B．

び出し兼ない有様である。況んや利盆を件ふ

助手ユ名を加へ計5名で頗る朗か0）生活をし

事明白なる患者を紹介するのであるから御禮

て居らるあ。代診に患者を診察せしむる事は

K．院長は現在では夫人，小供2名ミ

を途れば相當の反響が現る工事は當然であ

醤院の繁榮を來す所以では漸じてない。婦人

る。學ぶべき方法の一つであるε思ふ。

助手を治療室に探用する事は概して不成績で

開業後の成績 昭和2年は1ケ月の患者敷
130人月牧300圓，昭和5年自口ち開業後満3

あるさ述べて居らる》。昭和9年度は1日李

均25名患者1人1日支彿李均66鏡絵，日曜

年目には1ケ月の患者数330名に増加し1ケ
年1000圓鹸の貯金が出來た。昭和8年には

事情の許す限り附近の商店で耕じて居る事は

日は午前中診療に從事。日用品其他の買物は

1500圓絵の貯金が可能さなつた。斯様の好成
績を得られたので開業せられた昭和2年の末
には開業資金εして借りた250圓を全部返濟
し得たのみならす別に300圓絵の貯金が可能

第6例 院長 J．0．S． K．年齢35歳，大
正ユ5年某歯科署專校を卒業後關西の某病院

であつた。斯くして昭和8年には1000圓を
投じて古家屋を買牧し3700圓を投じて家屋

某大都市一流の開業歯科讐S氏に就き開業署

を新築し500圓絵の新器械を購入せられた。

即ち合計5200圓絵を費して面目全く一新せ
る堂々たる歯科署院を濁力にて出現せしむる

私の記述ミ同じであるさ述べて居らるふ。

に1ケ年奉職。昭和2年4月より4年1月迄
さしての諸要素を修め術甥…共に自信を得て昭

和4年2月上旬東京市内に開業し家賃50圓
を彿ふ。

金の全部が満6ケ年間内に歯科讐業牧入のみ

移轄ざ成功 私はS．K．院長ミは10年來
交際して居るので人格者である事は熟知して
居たが歯科技術方面の實際的手腕に就ては蝕
り知らすに居た。庭が昭和5年夏に私の親類
の者が某氏の塵で下顎前歯の極めて困難な場

から貯蓄せられた汗ざ血の結晶であつて決し

所へ金「インレー」を入れて貰つた蹄りださ言

て土地家屋費買ミか米相場や株式の高低等で

ふて學校へ來て私に見せた。「インレー」が絵

事に成功せられナこのである。

批評 私の感心するのはB．K．院長が署
院新築其他に投ぜられた5900絵圓ざ云ふ大
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り立派なので誰かミ尋ねたらS．K．院長だ
さ答ヘナこ事があつた。爾來私はS．K．氏の
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次ぎに同年度に於ける外來患者数を見るさ
次表の如くである。

來院患者撒

手腕には敬意を表して居たので開業は日に増

岬入鞍」昭轍鞭

し盛大であらヲ宣信じて居たら昭和6年秋の
某日突然私の自宅へ訪ねて來られて芝よりの
一

月

S．K．氏の意見ミしてはi託に3年近くになる

二

月

5臥響｛鍬二月 456人蕪｛鰍
495馨愁翻三羽 4・5瑠｛4微

が過去約2グ年聞は1ケ月の李均額が300圓
以上には上らぬ。毎月250圓から300圓迄さ

三

月

695溜瓢三月 5・・入警｛鍬

四

月

64・人翻5嶽

四

月

44・馨｛，嶽

五

月

656璽｛撒 五

月

鰍誓｛7漱

夫婦子供の生活には不足はないが樂みがない

六

月

882人響｛鍬 六

月

727鯉｛6蹴

ミの話であつた。

七

月

646人響｛5蹴 ！七月 66臥警｛5蹴

入

月

6壬9壌｛鍬 入

九

月

572人誓｛麟九月 64・肇｛撒

十

月

524人翫獄 十

京橋方面へ移轄する案を示されナこ。其時の

殆さ限定して居る。是では理論上牧入低下を
意味する事になるから前途が思ひやられる。

私は極力反封しナこがS．K氏は確實に300
圓の月牧ある場所を弊履の如く捨て》敢然さ
して途に移轄を断行した。私は當時S．K．氏
の勇氣に敬服するざ同時に好漢失敗せざれば
よいがな一ツε心申實は危ぶんで居た。塵が
次表の如く豫期以上の好成績を牧めて居らろ
ふ事を始めて知り大に驚き且敬服するざ同時
に私の見解の正しからざりし事を確實に箆り

昭和入年
一

月

260っoo

昭和九年
55（㍉oo＜、藷

窒舞8；89

二月・6α・・75卿く：：1§8：18

S・卿65卿く：湯18：18

三月

四、月44卿52q・・く：：釜18；18

五月

47軌…63㈹＜：：碁18：81

六月・・rq…68姻く；：甥1；88
七月47偶・・〜95似・・＜：：ll8：88

入月7卿。−68￠・・＜：：611：81
九月559；・・52・16・く：：金18：81

月

699噸｛511炎

7・8喋｛，撒

十一月

448噸｛、翫 十一月

7・・人蓼｛、蹴

十二月

449礁｛鍬 十二月

6・・人響｛5獄、

7161人

設明

赤面しナこ次第である。

月

7587人．

昭和9年度は外來総数7600名飴で

あつて総牧入は8200圓弱である。從つて患者

1人1日支彿額は1圓8銭鯨ミなるから東京
の開業歯科馨ざして嫡上の部である。S．

K．

讐院には「レントゲン」装置，光線装置もあり

設備も相當であるから此程度の牧入があつて
も決して不思議ではない。ノ院長が技術方面に1

特に優秀の手腕を有して居らる〉關係から補
綴牧入ミ治，充，外牧夫ざの割合が甚しく李
均を失して居るのは止を得ないさ思ふ。自Pち

大禮に於て補綴牧入が全牧入の85％内外を
占めて居る。從つて勢働時間が相當長い事で
あらう・ミ思ふ。・私は移轄が時ざしては意外の

好成績を占むるものであるさ言ふ實例を示す

爲に本例を掲載さ璽て頂いたのであるゲ
＋月
｝

多物q60

8与（ろ00く：：、茎乏8：88・．

{一丹・唖68偶・・69偶・・ぐ：：ll8；88

．岬，ノ1q・r、68騨：：・618：18

第閉例院長年齢27歳J・0・N・S・氏
昭和5年某歯專校を上位で卒業直に本邦有数
の某大病院に奉職し満3ケ年勤務後僻任東上
し某氏の紹介で私の教室に研究生ざして入ら
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れ1ケ年間口腔外科學な專攻せられ昭和9年
3月東都有藪の某大「ビルディング」内で7000

圓飴を投じて開業せられた方である。何分年

齢27歳ざ云ふ若さであるから風彩堂々ざ言
ふ繹には行かぬが温厚篤實動作極めて静かの
稀に見る好青年歯科讐學士である。「ビル」内
智識階級相手さしてN．S．院長は人物，手腕，

経歴，設備，縁故等凡ての貼から見て100％
勤務時代から雑誌を通じて私の経螢論に頗る
興味を持ナこれ開業さ同時に詳細の統計的研究

を進められ9ケ月分の調査成績を私に恵與せ
られたので獲表さして頂く事にした。以下記

述するのが即ち其大要である。蓋し新開業準
備者に取りて縄好の参考資料なりざ信する。

以下凡て昭和9年4月より12月に至る9ケ
月分を示す。

新患者鍛と分布關係

57

のであらう。それにしても250圓以下の項目

に一括すべき患者層が30％を占むる0）事實
は新學士諸君の最も注意すべき貼であるざ思
ふ。大言肚語は禁物であゐ。

牧入欺況 1ケ月間の開院日数は約26日
乃至27日である。而して各月の総患者撒牧
入，1日1人支彿額等0）詳細は次表の通りで
ある。

月月月月月月月明胡明
月四五六七入九＋＋＋説

好條件を具へて居る。・N．S．院長は某大病院

録一

別総患者数総牧入
41名

23，00

1日1人1ケ月開

支撹額
57銭

院日撒
13日

145，，

90，00

63，，

27，，

150η

220，00

1，45，，

27，，

160，，

180，00

1，10，，弓量

90，，

90，00

1，00，，

26，，

25，，

65，，

145，00

1，50，，

115，，

170，00

1，50，，

26，，

130，，

290，00

2，25，，

24，，

］65，，

560，00

3、40，，

24，，

24，，

総牧入約1770圓にi封し，補綴金充填

新患総歎108名。此

申約55％は開業地を中心εす約500【メート

60％，治，充，外40％の割合を示して居る。
ワ
新開業さしては此雨者0）比は理想に近いε言

ル」牛径内に住居或は奉職して居る入であ観

はざるを得ない。，N．

而して残りの45％は21曄から集まつて來て

條件に恵まれても術且牧支相ZF均する迄には

居る。大「ビル」内開業男犬況に關する信すべき

8，9ケ月を要するのである。家賃80圓助手

S．氏の如く萬事萬端好

参考材料が此他には私の手許にないので患者

2名給料30圓を携ふのであるから最低月牧

集合駄態が大概此位の割合を示すものである
か否かΣ云ふ貼に於て私は何も言ふ資格がな

400圓なければ事業にはならぬ。本例は生活

い。

患者層

紳士録其他種々の材料で詳細に調

査の結果9ケ月の患者層は月牧250圓以下

30％3Qo圓内外20％

400圓内外20％

500圓内外15％600−800圓10％

ユ000圓

以上5％の割合を示して居る。斯様の方面の

難就職難開業難等の最も劇烈なる昭和9年4

月に27歳の青年院長が7000圓の亘資を投じ
80圓の家賃を支携ふ所の東都有撒の「ビル」街

に敢然εして乗込んで孤軍奮翻し僅々8ケ月
内外で兎に角事業の形を整へ得るに至つ和貼
に於て實に敬服するに足るざ思ふ。歯科毯｝業

ある。他人の牧入であるから調査困難從つて

悲観論を唱へ他人の商費を疵氣にやむ歯科讐
人の多い今日石に超り附いても是非威赦し科
學的事業経螢法に基く歯科馨院経讐の實際が

・精確を期し得ぬ事は勿論であるが然し自己署

如何に合理的にして有利なるヵ・の瀦につき範

調査資料はN．S．院長から頂い1ピー通だけで

院患者層の概況さ其移動傾向を常に研究し相

を世に示されん事を私は切に切にN．S．院

當の郵策を講する事は非常に有章義の事であ

長に切望し貴下の御健勝ミ御活動さを赫る。

るさ私は信する。昭和10年以降には，如何な

芝旺開業の白須賀二郎學士より歯科署院経

る關係を示すに至るかは不明であるが本例は

螢に關する御高見を述べられた玉稿が私の手

700q圓箪の資金を探じた開i業なるが故に300

許に参り添した。原文は堂々7000籐字を費

−500圓級の月吹ある患者が55％を占めた

して居りますが紙面の都合上圭要鮎を摘記す

58
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るに止めます。本文は約8年間の艦験を基嘩

定には，繁華で人通の多い場所かその附近を

ざして記述せられたものでありますから新し

選び，（3）には，將來の登展性を考慮するこ

く開業せんざして準備中の諸兄に封する好参

さ，（4）交通状態に注意する事，（5）目標の

考資料であるざ信じます。白須賀學士は大正

ある場所を選定するこざ帥ち，公共の建物，

14年東歯專校を抜群の成績で卒業せられた

停車場，銀行會肚，神肚その他土地の何人も

後東都開業警一方の重鎭たる中野町岡馨氏に

熟知した所の前當りかその附近を選定すれ

就いて2ク年絵訓育指導を受けられた頗る眞

ば，醤院の存在を割合早く知らしめる事が出
來ます。（6）中流階級の多い土地を選ぶこ

面目の業務に熱心なる青年歯科醤學士であり

ε，患者の目標を中流階級に置けば，開業最

ます。

初から失敗するこさは割合少ないのでありま

経螢法愚考

東京歯科署學士

白須賀二郎

私の述べる経螢法ミは，輩なる醐木禮験の
一部分であつて，署院繁榮法の断片的集成に
過ぎません。その貼よく御承知き願ひます。

す。要はr天の利は地の利にしかす』で，地の

利を占める事は兵法の極意であるを忘れては
いけません。

一

（2）料金問題

およそ物には標準ざ限度

目標を新開業者の方に置いてあります。此一

があります。然るに安ければ必す門前市をな

文が後進の方に幾何でも御参考になれば幸甚

すであらう，他より安く，より安くε，不見

です。

識極まる経螢法を行ふ人もあります。安いさ

昔から『入るを計つて出するを制す』さ言は

言ふ事は，ある意味で署院繁榮の武器ざなる

れて居りますが，経螢法のコツは結局この諺

事もありますが，その総てではありません。

に落ち付くのでは無いでせうかP。入るを計
るさ言ふのは，言ふ迄も無く醤院の繁榮を計
るの事であうて，如何にすれば門前市をなす

却つて署院の信用をおさし人格手腕まで疑ぐ
られなければならない場合すら生じて参いり
ます。署院には所謂格さ言ふものが何時の間

かさ云ふ事を研究し，實行する事であります。

にか生じて参いります，それは土地の事情さ
螢業方針帥ち主ミして料金の鮎から自然ε定
まつて來るものであります。料金は土地の實

（1）開業地選定問題と開業目標 此の問
題は醤院経螢の第一重要な事柄であつて，そ
の成否は署院の未來の大部分を支配するさ言

情を無視しては，定める事は危瞼であります。

つても過言ではありません。（1）先づ土地の

署院の格ざ言ふのは，例へば假りに，歯科

経濟状態，風俗習慣をよく研究する事が必要

醤師會料金規定の最低料金を中流階級に當て

であります。開業當初又は2，3年間は，殆さ

はめて徴牧する時は，それ以上さ以下さは

馨院を中心さした周園の人々が相手でありま

それぞれ來院患者の階級が違つて参いりま

すから，都市町村何れの開業地でも，醤院の

す。然して，一般開業醤ではそれ等の階級の

周園叉は附近の土地柄や，土地の風俗習慣を

総てを網羅するこさは殆さなく，その何れか

よく呑み込んで掛らないざ，地盤の固まる迄

の・一つの階級が主艦をなしそれに他の階級の

には豫想以上苦闘せねばなりません。その土

小部分が混つて居る獣態が多い様でありま

地の物質の動き具合や，物償，生活程度，同

す。その横断的主艦の患者層によつて形威せ

業の開業状態等を参考にいたします。風俗習

られてゐるものを署院の格さ言ふのでありま

慣も亦，東北地方さ九州方面εは相當の差が

す。中流階級の多い土地では，前の假定では勢

あり，東京ざ大阪の東西大都市に於ても格段

ひ，歯科署師會の最低料金が標準ざなります。

の差が認められますから，自己に適合した土

新開業乃至は2，3年の開業では，上層の患

地柄を必要ミいたします。（2）開業場所の選

者を捕へる事は中々困難であり，中流以下の
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ですからその数果さ必要性は誰でも認めて居

畳悟しなければなりません。申流階級は最も

る所でありますが，いざ廣告ざなるさその方

患者層も廣く，相當以上に衛生思想が豊富で

法が澤山あつても，眞に合理的敷果的に行は

ある鮎から，開業の失敗が少ない様でありま

るあざするざ中々六ケ敷いものであります。

す，故に前述の開業地選定の項で述べた通り

商店街を控へた士地やその附近は折込廣告や

巾流階級を目標さして開業する土地柄を選ぶ

「ビラ」の配布なさ相當きく様であります，住

のが得策であります。讐院の格は前にも言つ

宅地で移動の少ない所は立看板も有敷でせ

た通り料金によつて，ほ黛定まるものであり

う。佳民の移動の多い中流又は申流以下の所

ますから，土地の状況を注意しつあ地盤も固

では浴湯廣告も面白いものです。電柱廣告は

り信用牧入0）増加，地位の向上等によつて，

少し暢んびりした土地にはよい様です。その

必要に慮じて，料金の値上げを行ひ署院の格

他色々さ研究して實際有数な方法を選び相當

を高める事も出來ます。

長期間に渡つて行ふ事は繕封的に必要であり

（3）設備問題

讐院σ）設備は殆さ際限が

ます。

ありません，足踏「ヱンジン」木製椅子から

多くの人は2，3年以内で廣告を止めて仕

上は撒1000圓以上かけ檬iによつては萬以上

舞ふ様ですが，これ等の原因を考へて見ます

のも出來ます，實際的には，土地の状況を考

ε，只漫然ミ，人がやるから自分もやろう位

慮に入れ，資本の程度を目標さする患者層の

ひの程度で廣告をはじめた人が，2，3年に

歌態や経螢方針によつて適當設備す可きであ

もなるミつい面倒になつてつい無性からやら

るざ思ひます。書院の構へも亦信用上，各状

なくなる人ミか，相當地盤iも固つて讐院の地

況に合致した構造も必要です，待合室も同様
です，私の友人に，待合室だけは充分金をか
ける可きだミ主張する人がありますが，患者
暦の如何によつてはその必要もあるかも知れ

人達ではないかε思ひます。廣告は5年でも
10年でも叉それ以上永績してコツゴツやつ

位も安定しかけナこ爲に安心して止して仕舞ふ

て行かねば敷目の薄いもので，永がければ永

ません，総て清潔に感じのよいものであれば

いだけ，患者の吸引策ミして役立つばかりで

結構ミ思ひます。消毒は毎同嚴重に行ひたい

無く，何さ無く馨院の活氣を感ぜしめ叉さつ

ものです，極く衛生思想の低い土地では，患者

しりミした署院の地位なさを患者や大家に維

は鯨り氣にしない様ですが，患者の大部分は

へす知らしめる事が出來るものであります。

非常に鏡敏になつて居る檬です，消毒器の設

商費によつては廣告の如何によつて榮枯盛嚢

備の無い所もあるさきいてゐますが，これな

の「バロメーター」さする事が出來る程であり

さは飴り感心出來ぬ患者待遇法であります。

ます。

（4）宣傳問題

開業以來一度も廣告をし

廣告を最初からやらなかつた人εか，それ

た事が無いさ言ふ極端な人も居りますけれさ

を全慶してから久しい古参の開業者達の中で

も，普通は開業當初は折込廣告位ひは誰でも

は時に鰯れて廣告の必要があつても患者や知

やる様であります，普通用ひられてゐる廣告

人その他周園の人蓬から，内政上の事につい

法さしては，新聞紙の折込，「ビラ」の配布立

て痛く無い腹を探ぐられはしないかミ心配

看板，電柱廣告，浴場廣告，電車，汽車の停

し，地位や禮面上今更急に廣告よ宣傳よざ騒

留場の人目につき易い場所への「ポスター」掲

ぎ廻るのもさうかさ思ふミ絵計な事に遠慮す

示等あります。

る人があるけれさも，何年目に廣告をはじめ

宣傳の慣値は今更云々する迄も無く，ヨー

ても，世人は自分の氣兼ねしてゐる程にも思

ロツパには宣傳大臣を置いてある國もある程

つてゐないものであります。たざへ古い開業
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醤であつても，土地の人々には新陳代謝があ

からしめ，署院の存在を衆知せしめる方法を

り叉相當廣くその存在が認められてゐても，

取つたらナこしかに面白い事でありませう。

案外人間さ言ふものは健忘症であるから，維

（7）患者待遇問題

患者の心理獣態を無

へすその注意を喚起する様につミめなければ

覗せす縄へす感じのよい設備さ注意を注ぐ事

ならない筈です二廣告をやる同業の少ない土

が必要であります。來院患者の何十「パーセ

地で，自分だけ盛んに廣告をやる様になつて
からは，豫想以上の数果があつてジさんさん

ント」かは歯牙及び其の他疾患の疹痛によつ
て來院するものでありま参。そしてその殆さ

ミ繁盛して行つナこ例を澤山知つて居ります。

総ての患者が疹痛に封して針の如く鋭敏であ

（5）

材料問題

歯科用材の選澤は，経濟

り，歯の治療は痛いものさ言ふ漕在観念から，

上，信用上重大な關係を持つものでありまし

術者から受けるかも知れ無い器械的の衝撃や

て，維へすその注意さ研究を注がなければな

瘍痛の惹起に，縄へす戦々恐々εしてゐるの

らない問題であります。

が常でありまして甚しいものに至つては，「ヱ

（6）技術問題

技術の巧拙は勿論天恵的

ンヂン」（ブ）音響や器機の接鰯する鋭い金属音

のものであつて萬人一様に名人ざ言ふわけに

把けですら，牛ば「アネミー」の歌態になつて

は行きませんけれさも，多い各科目の中では，

ゐる患者ε時たまに見受けられます。故に術

一種類や二種類は，誰でも得意さする技術を

者の態度が極く物艀かに同情的に操作されれ．

持つてゐるに違ひありません。その特種技術

ば，患者をよろこばすのみならす信頼の度を

を可及的早く患者や大家に知らしめる方法を

高め第2同目からは思ふ様な操從するこざが

取り，自己の署院の存在を特徴付けるこεも

出來る様になります。劇痛を訴へて來た患者

経螢法の巧みな利用であるミ思ひます。治療

で，1同の塵置のみでは，充秀鎭静の目的を

のうまい人，抜歯，外科の得意な人，義歯の

製作に優秀な手腕を持つた人なさそれぞれ歯

達せられぬ恐れのある場合には，直ちに蹄宅
させないで，10分なり10藪分なり様i子を見：

科署師法による專門科名のあるものは，勿論，

ゐため休息させて置くなさの方法は，僅かの

それを奪重し，專門科名の無い揚合の技彿

心遣ひではありますが，患者に感謝されます。

は，適當な方法を考案して特種の位地を作る

小見の治療は，泣い來たものは笑はせて聾へ

事が出來ます。筆者の知人に義歯製作には非
凡の手腕を待？て居る人があります，義歯禦

すのが必要で，多忙時少々面倒でも出來る限
の庭置を施せば，i親達はは非常に漱びます弱

作の前準備に必要な抜歯その他は全然行はす

い親心を是非充分に利用す可きであります。

全部他の署院に途つて手術を乞ひ，殆さ義歯

以上の外に財界の動きに注意するのも経螢

のみを製作して居ります。尤も最初から義歯

法の参考にする事が出來るし，慶物利用法を

專門を表看板にし弛わけで無く，他の事も一

種々考案して材料を無駄にしない事なさは，

人前何でも出來る人であつたのですけれさも

實盆以外に，氣分轄換を件ふ面白ろい事であ

何時の間にか，抜歯は一切せすざ言ふモツト

ります。

ーを以て，患者に封して知らす知らすの問に

記述も終つた様でありますが最後に，順序ご

これで大艦『天るを計る』に就いての

義歯專門こその特種技術を暗示し，信用ざ手

レて『出するを制す』の項も詳述す可きであり

腕を償値付けて今日に至つ弛ものであゆま

ますが∴これは憎まれ口のヂ姑役になります

す。我々の場合に於ても若し周園の獣態が鈍

から御免を蒙つて一先づこれで欄筆いずこし函

栗の脊比べの様だつたら，せめて5厘でも1

す。

分でもよいから特種技術の表示によつて，高

・

・．∵

