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懐かしい顔がたくさん見えます。只今矢﨑同窓会
会長および司会の荻原俊美先生からそれぞれ過分の
ご紹介を戴いたフロントランナーというのは皆さん
のことで，私はかつてそうだったかもしれないとい
う程度の者です。今日お話しすることについて，２
つのことをお断りしておきます。１つは，歯科医師
という言葉の意味です。医師は歯科と医科と分けら
れて呼ばれている，その歯科医師という呼称の事な
んです。耳鼻科医師という名称や産婦人科医師とい
う呼び方はありません。歯科医師だけが歯科を頭に
付けて話が進められていますし，世間もそう承知し
ています。一方，医療の世界における歯科というの
は，今日では歯だけではなく，口腔機能すべてを含
めて，その健康の保持・増進を担当しているので
す。口腔保健を担当している医師として話をさせて
戴きます。

もう一つは，人間はみんな幸せな人生を送る，そ
のために一生懸命働いている，社会に少しでも貢献
する事をめざして生きています。私はその要素とし

て“知”“情”“意”という３つの領域での向上と心
得ていますので，今日いただいた課題を“知”“情”
“意”に分けて，お話したいということです。

先ず知の領域です。医学における新しい展開と内
容の把握が最初に挙げられます（図１）。医学の進歩
の内容は知っていなければならない，心得ていなけ
ればならないということになります。具体的にそれ
では何をどうやったらいいのか。われわれは膨大な
情報に囲まれてるわけですから，その中から何を
知ってればいいんだ，何を理解してればいいんだと
なります。少なくとも皆さんが目にする，あるいは
経験している臨床検査の項目に関連する一般的な疾
患については，その治療方法や治療方針がどう変
わっているかについては，常に気を配っていなけれ
ばならない。いろんな方法があります。昔と違っ
て，多くの専門雑誌に目を通すことは全く不可能で
す。それらを集約したものがあります。例えば『日
経サイエンス』であるとか，あるいは少し込み入っ
てるものになれば，PubMed を追い掛けてみると
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いうことです。それには選択眼が必要です。IT 社
会です。医師は患者の IQ 程度を上回った知識を
持っていなきゃいけない。今申し上げた幾つかのも
のに目を配る必要があります。

次に，進歩する歯科医学の認識と理解。これは最
も重要で実は大変難しいものです。２０年以上研究の
現場を離れた私にとっては正に難問です。残念なが
ら，多くの歯科医師もこのことについての思いは完
璧だとは思えません。診療で特に扱わなければいけ
ないのは齲蝕と歯周病，そして不正咬合と，３つ挙
げられていますが，これらの疾患の病因から治療・
予防まで話を簡潔にできる方はどれぐらいいるで
しょうか。歯科医師にとってこんなに大事なものは
ないはずです。

考えてみますと，齲蝕が最初に発見され，認めら
れ，その治療が試みられたのは紀元前と言われてい
ます。少なくとも２０００年以上前に齲蝕のことが分
かっているのにいまだに齲蝕は根絶治療できない。
自然治癒はありません。歯周病についても同じで
す。歯周病を実際に治療している歯科医師にとって，
完全な根絶法というのはいまだに確立されておりま
せん。病因論が未だに完結していないから，当然，
予防法も完全ではないのは当たり前のことですが。
先ほど紹介にありました Porphyromonas gingivalis

（P.g.菌）は今日でも主たる関連菌と認められており

ます。確かにレッド・コンプレックス（Red Com-
plex：歯周病の発症に関わる悪玉菌群）の中の一員
であることは，私が，嫌気性の血液平板上で黒色集
落を形成する菌として報告した１９５４年以来今も変わ
りがありません。明らかに歯周病は混合感染であ
り，日和見感染です。近年は少し進歩して，歯周炎
の病因論は Keystone Theory で説明されておりま
す。

腸チフス菌と P.g.菌との病原性を比較してみま
しょう。先ず腸チフスは急性です。歯周病炎は極め
て慢性です。その違いは菌の増殖の仕方，病原性
の表し方の違いによって起きているということが
Keystone Theory です。P.g.菌の場合には P.g.菌が
出す酵素や，その他の活性が引き金になって炎症の
サイクルができる。P.g.菌が Keystone となり，多
種の菌も加わって悪循環を形成する。従って慢性経
過を辿るんだという考えです。途中，治療として，
P.g.菌を中心とした Red complex を除去する，ある
いは抑制すれば病態が軽快すると考えられます。こ
の事を基本概念として歯石・歯垢除去を始めとした
歯周炎の治療が行われている。

一方，腸チフスの場合にはそうではない。腸チフ
ス菌のみの増殖こそが病原性である。病因となる菌
種は単独という事になる。歯周炎の場合はある程度
他の菌が病態進行に協力している。それらの菌（群）
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は一体何だろう。そうなると常在菌の全貌が欲し
い。ここに出席しておられる基礎の先生として，石
原先生達が今一生懸命，歯周病原菌 P.g.菌を含めて
口腔常在菌について，遺伝子レベルで口腔内すべて
の菌叢を明らかにするという，基礎的研究を進めて
おられます。

遺伝子レベルで検討すると，これまで培養出来な
かった菌も多数存在する事がわかって来た。遺伝子
レベルでの検討法も DNA から mRNA まで精度を
上げて来ましたので菌叢の構成・全貌はさらに複雑
になってくると思います。

さらにこの１００年の間に常在菌叢は大変大きな変
化を受けてきております。その１つが抗生物質によ
る化学療法です。その当時問題だった菌，それは培
養ができようができまいが関係なく，その菌と現在
のいわゆる常在菌というのとには大きな違いがある
ことが，指摘されてまいりました。口腔常在細菌に
ついてもこの事は考慮されなければなりません。

次に移らせていただきます。進歩する歯科医学の
認識と理解については，かなり克明に追い掛けて常
に最前線にいない限りは，診療に進歩はないことを
強調しておきたいと思います。

その次，これは上述のことを踏まえていれば当然
出てくることですが，社会制度とエビデンスに基づ
いた医療の遂行。当たり前です。大部分の歯科医師
は，社会制度，法律で決まっている制度に基づいて
治療が行われていると言えますが，エビデンスに基
づいているかどうかははっきりしていない。完璧な
病因論がはっきりしていないから，エビデンスに基
づいた治療をしているとは必ずしも言えない。いつ
も治療の妥当性について踏み止まる必要がありま
す。

エビデンス，次のスライドをお願いします（図
２）。エビデンスというのは実際にはレベルがあり
まして，ここにありますように，専門家の意見から
始まりまして，上に行くほど評価は高い。エキス
パートの意見は重要ですが，専門家の言ってること
だけを信じてやったのではエビデンスにはならない
んです。ここにあります症例集積研究，症例対照研
究，コホート研究，比較化臨床試験，そしてその上
に Randomized Controlled Test 研究（RCT），さら
に RCT の上に複数の RCT の系統的なメタ分析に

よって評価されたものがエビデンスなのです。２番
から６番までのことというのは，実は疫学的研究に
よるものなんです。

それは後でもう少し触れたいと思いますが，いず
れも集団の調査結果に基づいて臨床家が実際に患
者・健常者で処置し，あるいは試みて得た所見であ
るということです。いかに歯科医師の臨床経験が重
要かということを意味しております。エビデンスに
基づいていないのならば，治療しても効果は低い
か，無いということになります。繰り返して言いま
すが，進行した齲蝕や歯周病には自然治癒はありま
せん。もしも有ったとすれば，それは最初の誤診で
あったこともかなり多いんです。

今，申し上げたこと，エビデンスに基づいた医療
の遂行を行っているとして，次に獲得した新知識・
技術・技能の診療への反映。これは当然のことです
が，新しい知識を得ましたらば，それを診療に反映
させる。そのままやるんではなくて，自分の理解の
上にそれを付け加える，さらに自信を持って治療す
ることで，新知識を診療へ反映させる。

技術と技能，これを分けていますが，私にとって
学生時代，技術・技能は苦手でした。技術はマニュ
アルに従うことで，これはある程度，教わったとお
り修練を重ねればできるんですが，技能となると容
易ではありません。歯科大学，歯学部の入試でどれ
ほどのスキルがあるか，手先が器用かを試すシステ
ムもありますが，この技能というのは，先天的な素
質に左右されますので経験や修行で上達するものと
は言えないと思います。今日まで歯科医療が多くの
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カリスマによって支えられて来た事は否めません。
専門家と称されるカリスマは勝れた技能の持ち主で
す。現在でも存在してます。

技能を身に付けて，それを診療に反映させるのは
難しいのです。歯を作ってもらったが，義歯ではよ
く噛めない。歯科医師行脚を重ねてもいい義歯がで
きない。“私は入れ歯をこんなに持ってます”と幾
つも並べて，どれも駄目だという話になるのです。
義歯の不調を訴える人は多いのです。歯は動くんで
す。口腔機能は向上もしますが活性の低下も起こり
ます。口腔内の臓器は日々変化しているんです。咬
合学を含めた口腔機能学を確立する事は歯科医学の
大きな責任です。歯科医師は基礎研究者と協同して
口腔機能の真髄の研究をしてもらいたいのです。

次は，チーム医療への積極的な参加です，この
チーム医療は近年特に提唱されています。歯科医師
にとって一番大事なチームは，歯科衛生士と歯科技
工士と他科の医師です。歯科衛生士と完全なチーム
を組めば，歯科診療の半分が成立するということ
を，殆どの歯科医師は認識していない。いい歯科医
師，歯科医を選ぶのに，何を目標にするか。歯科衛
生士が沢山いる歯科医院へ行くのが一番の近道と考
えられます。歯科技工士もそうです。技工士に的確
な指示が与えられない，指示書が完全に書けないと
いうのでは，到底チーム医療とは言えないのです。
今日では訪問診療も求められます。他科の医師と十
分連絡をし，協働してこそ，チーム医療が成り立
つ。

歯科医が医師と共同して治療に当たらなければな
らない疾患が沢山あるのはご承知の通りです。その
ために，歯科固有の業務に専念していると，訪問診
療などできるはずがないということになりますが，
歯科衛生士と協働すれば訪問診療は十分にできるこ
とです。歯科衛生士とのチーム編成は，今後益々重
要になると思います。

ここで次に先ほど申し上げた臨床疫学研究への参
加・推進にあるのは，歯科医師に与えられた大きな
責任であり，話を進めます。

疫学という言葉を振り返ってみますと，これまで
あまり注目されていませんでした。例えば『新明解
国語辞典』（第３版）に疫学という言葉は出ておりま
せん。認められていなかったんです。疫学にどんな

効用があったかについても，皆さんの記憶を呼び起
こしておきたい。最初に，今日コレラと言われてい
る病気が発見されたのはロンドン市の真ん中です。
Dr. Snow という麻酔を専門にしていた外科医です
が，それがどうしてこんな急激に進む病気が起きた
んだろうと。彼は克明に亡くなった患者の住んでい
た所を訪ね，共通点をテーブルの上で探したんで
す。

何と飲んでた水にあるらしいということが浮かび
上がり，共同で使っていた井戸水の使用を禁止した
所，患者数はかなり減った。それでもまだ若干出
た。その若干の患者について再び検討してみると，
少し生活水準の高い住人たちで，水道会社から水を
配ってもらってた。その水道会社の水の使用を禁止
した所俄然，死亡者が減ったのです。コレラには確
かに飲料水が介在してるんだということを見い出し
たのです。

病原菌としてのコレラ菌が発見されたのは，Dr.
Snow がコレラは汚染された飲料水によるものであ
る事を突きとめた１８４５年から超えて１８８３年，３８年後
です。Robert Koch によって発見されました。その
後コレラは何回も世界的あるいは局地的に大流行し
ました。現在でも東南アジアを中心に毎年数万人の
流行が報告されています。幸い，日本には流行は起
きていません。流行毎にコレラ菌の型は異なってお
り，今日では産生毒素の毒性の強いアジア型コレラ
菌より毒性の弱いエルトール型コレラ菌によるもの
が多いようです。

本題に戻ります。テーブルの上で Dr. Snow が発
見したのは，今日でいう観察疫学研究の結果です。
これに対して，ある条件を加えて疫病の原因を探る
介入疫学所見として，有名な脚気をめぐる話があり
ます。高木兼寛，慈恵医大の創始者高木先生と森林
太郎先生の論争です。２人は脚気の原因について激
しい論争をいたしました。ご存じだと思いますが，
海軍軍医の高木先生は，ロンドン留学中にイギリス
に脚気がない事に気が付き，脚気の原因は和食の成
分と推定し，中でも白米に注目した。２つの実験を
やったんです。簡単に言いますと，同じ条件で，
片っ方の軍艦では白米，もう一つの軍艦では麦飯を
食べさせた。１ヵ月，航海をいたしました。その結
果，白米の方は３７８名中１６９名が脚気になり，その内
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２３名が死亡した。麦飯を食べた方では脚気は３３３名
中１５名，死亡者はいなかった。

ところが陸軍の場合は事情は全く異なる。その当
時，白米は，軍隊に入ると初めて味わえる米のおい
しさだった。兵隊は“銀しゃり”に飛びついたし，
陸軍は白米食に偏った。その結果脚気になった。当
時，陸軍医局長を務めていた森林太郎は脚気は“脚
気菌”によって起きるということを主張したんで
す。それどころか「統計に基づく学理なき説」と高
木兼寛の疫学的手法を非難した。論争の結果，結局
今申し上げたように，米糠の中にある物質が役に
立ってるんだということになりました。これこそ今
日のビタミン B１だったのです。森林太郎はそれを
機に森鴎外の名で留学中のエピソードを中心に種々
著述したのが文豪・森鴎外の小説だといわれていま
す。この話は疫学の効用がいかに大きいかを示した
ものですが，多くのビタミン発見の端緒であるとい
う点でも注目されるものです。米糠中のある物質
は，まず鈴木梅太郎によってアベリ酸と命名されま
した。脚気はベリベリといわれていたので a（ギリ
シャ語：～でない）を付けたのです。その後，K.
Funk によって生命に不可欠な塩基，vitamine と命
名された。さらに精成されて Aneurin，その後，構
造式が決定され，硫黄を含むアミン化合物「チアミ
ン」と呼ばれ，これがビタミン B１の化学名となっ
たのです。余計な事ですがビタミンは，毒性のある
アミン（amine）ではないので綴りの最後の e をはず
して vitamin とされています。

２０世紀の医療界の三大産物は，今お話した B１を
含めた多くのビタミンと抗生物質とステロイドで
す。それは医療界の２０世紀における三大革命とまで
言われています。多くの歯科医療担当者は，これら
の薬剤については十分な知識を持っていないと具合
が悪いと思います。

それでは近年の日本では，疫学はどうなったか。
実は世界に誇る疫学研究がございます。久山町研究
です。というと，皆さん，知ってらっしゃる方がい
るでしょうが，少し触れたいと思います。久山町は
福岡市の北東に隣接している，住民わずか３，８００人
の小さな町です。福岡は１５０万人の都市ですから大
変大きい。久山町は自然豊かな美しい里山です。そ
こで１９６１（昭和３６）年から行われた疫学研究の成果

が，日本を「世界一の長寿国」となる事の契機と
なったのです。１９５０年代の死亡統計では日本の脳卒
中死亡率が世界一高く，中でも脳出血が９０％を超え
ていた。何故かと疑問が呈されていた。当時は，脳
卒中患者は動かさないように言われていた。画像診
断など全然ない時代です。だから日本では脳出血が
多すぎると言われていたのです。九州大学の病院で
の剖検で脳卒中には，脳梗塞もある，クモ膜下出血
もある，ということを明らかにしたのが最初の所見
です。“久山町スタディー”の現在のリーダーは九
大大学院の清原教授ですが，素晴らしい所見を次々
に出して来られました。脳血管障害は高血圧，糖尿
病や脂質異常などが危険因子となることも久山町ス
タディーの示した大きな所見です。現在でも進んで
います。

２００２年には歯科の検診も加えられて報告が出され
つつあります。先ほど申し上げたように，齲蝕も歯
周病もいずれも慢性経過を取る疾患ですし，不正咬
合についても疫学調査は進行中です。

一方，それでは研究はどうしたんだと。やらない
のかと。基礎研究者はもうちょっと新しいもので，
実際に研究費が裏付けられるような研究しかやりま
せん。しかし，診療に携わっている歯科医師はこれ
をやれるんです。歯科医師は今申し上げた中の介入
疫学研究を実践することができる。推進することが
できる研究者です。証拠をお見せいたします。

ここに掲げたのは２０１７年９月３０日，１０月１日，つ
い最近の日本臨床疫学会の第１回の年次学術大会の
プログラムの表紙です（図３）。つい先ごろ，やっと
臨床疫学が大事なのだということを認められて，苦
労していた疫学研究者がこの学会を始めたんです。
ぜひ歯科医師もこの疫学学会に実際に参加し，それ
を推進してもらいたいと思います。

研究室内で実験をする，結果を出す。それに基づ
いて次に動物実験をする。そして臨床試験をする。
最後に治験が計画される。これは薬剤や診療マニュ
アルの採用要件です。最後にヒトでどうなるかを検
討しなければいけない。歯科医師に与えられた権限
は，口腔内における傷害に対して手術が出来る事で
す。医科に与えられていない歯の充填，補綴，矯正
の技術に属する行為は歯科の本領です。歯科の領域
は広いんです。そのことを考えるならば，今申し上
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げた疫学研究者として，歯科医師も最前線にいるこ
とをあらためて強調したいと思います。

さて，そこまで話を進めますと，何だそんなこと
かと思われるでしょう。近年，よく聞かれるイノ
ベーション。イノベーションが歯科で，いや，医療
界では起きにくいのが日本の実情です。最近，起き
たのに京都の山中先生の iPS 細胞がございます。こ
れは明らかに素晴らしいイノベーションの１つで
す。イノベーションと言えば，すぐ，技術的な進歩
だと，技術革新だというふうに思われるかもしれま
せんが，今日医療界に求められているイノベーショ
ンはそればかりではありません。パラダイムの変革
です。考え方を変えない限りはイノベーションは起
きない。飛び出た意見が欲しい。その種を播く立ち
位置にいるのには医師もいる。歯科であろうと，耳
鼻科であろうと，眼科であろうと，すべての医師が
疑問，閃き，思い付き，これを持つことです。歯科
医師の日常の治療活動の中では決まったことだけし
かやらないというのかもしれませんが，必ずあるは
ずです。あれ，おかしいな，これはなぜだろうとい
う閃き，思い付き，疑問があったら，それを必ずで
きるだけ早く解決するよう心掛けてもらいたいと思
います。大学はそれに対応する大きな組織です。口
腔科学研究センターもございます。センターでは壮

大なプロジェクトが進行中です。同窓会の諸先生方
もこれに参画するチャンスがあります。今申し上げ
た思い付き，疑問です。先ほどの会長の挨拶にあり
ましたけれども，同窓会が大学と緊密に連携をする
ことの架け橋の１つが研究であるということです。
研究でも相互につなぎを付けることは極めて大事な
ことだと思います。

実際に技術革新に関連して一つ資料をご覧くだ
さい。『朝日新聞』（２０１７年４月２１日朝刊）の記事で
すが（図４），コーネル大学，INSEAD，WIPO など
による年次調査の技術革新力ランキング推移です。
２００８年頃では日本は９位だった。ところが１３位，２０
位と下がり，２０１２年には２５位になっちゃった。今
やっと回復して，２０１７年の６月ですが，ここで１４位
に上がりました。

注目したいのは，国名です。いかに日本が技術革
新に遅いか。医療を含めてですよ。ここにあります
スウェーデン，英国，米国，フィンランド，シンガ
ポール，アイルランド，デンマーク，オランダ，ド

（朝日新聞社提供）
図４

（日本臨床疫学会の許諾により掲載）
図３
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イツ，韓国，そしてルクセンブルク。ルクセンブル
クというのはドイツと何となく近いところ，アイス
ランド，これもデンマーク，香港，カナダ，そして
日本。これが去年です。

上へ上がったと言っても，未だに１４位。医師に与
えられている大きな責任と権利としても，このイン
デックスの上昇を目指すことを自覚していただける
といいと思います。

さて，社会は大きく変化してまいりました。少子
高齢化という変化です。まず，６５歳以上を高齢者と
誰が決めたのか私は知りません。その後７５歳以上を
前期高齢者，８５歳以上を後期高齢者と呼称していま
す。６５歳から７５歳まではなんて呼称するのでしょう
か。社会は６５歳を退職時期と考えています。分類は
兎も角，高齢者が増えると医療需要も増加する。こ
れまでの医療モードでは需要に対応できない。

これまでの医療モードは，“見つけて治す”です
ね。例えばマンモグラフィーで乳癌診断をすると疑
わしい。さらに詳細に調べて，確かに癌だ，手術を
して切除する。しかし歯科の場合はこの過程を踏ま
なくてもいい。年に何回か来院すれば必ずその段階
で治療ではなく，予防することができる。“予測し
て予防する”ということが可能です。先ほど既に申
し上げました。歯科へは病気にならないと来ないで
す。痛くないと来ないんです。噛めると来ないで
す。そうではない。定期的に病院ではない，診療所
へ来れば必ず予防できる。“見つけて治す”から，
“予測して予防する”というこの対句の中で重要な
のは“予防”です。医療の中で歯科が先頭を走って
来た予防です。

予防では，８０２０がすぐ頭に浮かびます。８０２０は
とっくに達成されています。FDI で宮武先生が発
表したとき，私はいました。クエスチョンタイム

（FDI 総会には“Question time”というセッション
が設定されています。）でわずか５分しか与えられ
てなかったのですが万雷の拍手を受けました。今は
８０歳で２０本の歯がある人は万といますよ。日本では
８０歳の人が多いからじゃない？とドイツの友人に言
われたのを覚えています。

江戸時代に８０２０を達成していた人がいます。儒学
者の貝原益軒です。８５歳で亡くなっていますが８３歳
のときに，あの『養生訓』を完成して世に出したん

です。儒学者ですよ。口中についても『養生訓』の
中に，かなり詳しく書いています。彼が言ったこと
というのは何だといいますと，歯は常にこすってな
きゃ駄目だ，固いものを噛んでなきゃ駄目だ，そし
てあと掃除をしなければ駄目だ。掃除には，例えば
アフリカだとミスワーキーといって木の小枝をたた
いてブラッシのようにしたもので歯みがきをしてい
ますが，日本でも当時，楊枝を使ってたでしょう。
その後に書いてある。何と含嗽しろ，うがいをしろ
と。２０回から３０回やれと記しています。考えてみる
と，確かに含嗽するということが清掃以外にも役
立っているでしょう。咀嚼や嚥下に関係する，発音
に関係する，筋肉の鍛錬になる。リハビリにもな
る。２０回から３０回というのはそんな事かも知れませ
ん。“口中養生訓”は，今日の“口腔管理”の概念
との重なりを感じさせます。

いずれにしても“見つけて治す”から，“予測し
て予防する”という医療推進の先頭に立ってるの
は，予防を得意とする歯科の医師なんです。口腔疾
患の予防は生涯を通じて必要です。また骨粗鬆症患
者に対して，BRONJ（ビスフォスフォネート関連顎
骨壊死）になると具合が悪いということで，ビスホ
スホネートの投与前に歯科医師に行って歯周炎の治
療を受けるようにと言われている。これも予防のた
めであり，医療界から求められている歯科医師の役
割です。

話を“情”に移します。第一に，患者に不安より
も希望を持たせるという態度が必要だと。昔から言
われていることです。当然のことですが，希望を持
たせられない歯科医のところへは患者は近付きませ
ん（図５）。問診は，患者との完全な対話（Narrative
Dentistry），でないと治療には移れません。歯科医
師は物語れる歯科医師，物語れる歯科医学者です。
例えば齲蝕のことを説明するのに，物語としてちゃ
んと話ができるかどうか，歯周病について病因論か
ら治療法まで説明ができるかどうか，これは大変大
事なことです。これが難しい事は先程触れました。

コロンビア大学のシャロン教授は Narrative
Medicine について，大変細かく患者との対話形式
を書いています。“絶対にその患者と目を合わせて
話をする。主訴を聴いたら，それには必ず返答す
る，返しただけじゃ駄目，もう１回，患者の反応を
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受ける。これを繰り返して，最終的な答えを出す”。
治療方針の最終決定は医師の権能なんです。権能は
守るがそれ以外は話し合うということで，その患者
の全体像を見て病態を知ることができる。患者には
年齢，ジェンダー，さらには IQ などで広い幅があ
りますが，それぞれに対応した，対話ができなけれ
ば人は安心しません。最初に申し上げましたけれど
も，歯科医には痛いから，噛めないから来るので，
そうでない場合は積極的には来ない。歯科医療は嫌
われてるからです。治療は痛いから。しかし，信用
され，信頼されてれば必ず来ます。歯のこと以外で
も相談に来るようになれば素晴らしい。それがかか
りつけ歯科医師の在り方です。

面白いことに，今，歯科以外の診療科の個人クリ
ニックはそんなに増えないのに未だに歯科がない病
院があるんです。かかりつけ医師になる立ち位置に
適しているのは歯科医師です。

さて，これまで述べて来た条件を身に付けるのに
は，まず趣味を持つ事がいい。他業種との友人との
交流も深める。友を増やすことは大事です。

今は IT 社会です。何でも知ることができます。
友人を求めることもできます。しかし，読書はもっ
と楽しい。本の中には多くの友がいます。友人をた
くさん持ってもらいたい。

そして国際性の涵養。外国語がしゃべれる，例え

ば英語で話ができるという，そういうのを国際性と
いうふうに考えられていると思いますが，そうでは
ありません。私はかなり多くの海外の歯科大学や歯
科医師会の人々と交流を持ってまいりました。先ほ
どの紹介がありましたように，確かに外国へ出て
いったのは数十回です。私のパスポートは現在もう
切れましたけども６冊ございます。何を得たか。研
究室や会議場で種々の考え方や感情を知ったので
す。喜びも苦しみも悩みをも共有できた事があった
のです。自分を見出す事が出来たのです。

さらに飛びますが，瞑想するということは予想外
に大事です。これは反省であろうと，あるいは今日
やったこと以外のことでもいいんですが，瞑想する
ということで新しい白紙で翌日を迎えることができ
ると思っています。「きのうは済んだ。あしたはま
だ来ない。今日頑張ろう」といった，あのマリア・
テレサが常に日課の中に入れていたと言われていま
す。私は３０分間は瞑想していました。軽い歯ぎしり
はストレス解消に役立つ事を知ったからです。この
頃は何故だか瞑想できません。残念です。
“意”の領域。職業に誇りを持ち達成感を喜びと

する（図６）。当然のことですが，私は歯科の臨床に
は全く興味がなかった。実際に研究をするために大
学に残りました。ところが研究半ばにして，臨床と
真っ向から向かい合わなければならなくなったの

図５
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は，FDI へののめり込みでした。日本歯科医師会
の依頼を受けて，FDI の年次総会だけでも２４回出
掛けました。年次総会の会期は２週間です。机上で
臨床の多くを学んだような気がしました。WHO の
専門委員も務めました。お蔭で歯科医学を鳥瞰出来
たと思っています。これからの歯科医師はどんどん
外国へ出掛けて欲しい。自己確立のためです。

持続性を維持し，努力しなければいけない。実際
に歯科大学を卒業するまで，いろんなことを考えて
ましたが，手本になったのは野口英世です。野口英
世は努力したということを理解し，それを信じた事
が常に私の背中を押してくれました。今でも私の心
に響いております。

医の倫理に関する認識と『医の倫理』そのものを
客観的に見られるという能力を持たないと正しい道
は歩けない。悪貨は良貨を駆逐するという“現実”
が歯科界にも見られます。これが社会の信用をつぶ
してる。さらに歯科界の自浄作用の低下が手伝って
歯科医師の社会的立ち位置をぐらつかせ，閉塞感を
呼んでいると思います。歯科医師は教育にも力をつ
けなければいけない。教育することによって，お互
い同士が切磋琢磨できるんだと。先ほど申し上げた
患者との対応にも，患者を教育できる立場に，ある
いはそれだけの能力がなければならないと思いま
す。Narrative Dentistry の中で，教育は大きな要
素です。

さあ，最後の提案です。Leben，Lieben，Leiden
は Schopenhauer の言葉だと思いますが，私は，L

をあと２つ付け加えて，Lernen，Lachen の５L を
提案します（図７）。最後は笑える，幸せになれると
いうことがものすごく大事だと思っているからで
す。その前には必ず Lernen がなければならない。
学びは喜びを生むのです。“学びの生活”の奨めで
す。

まとめです（図８）。「歯科医師に求められている
理想像」は，「生涯“学び続ける”口腔保健専門家
として信頼される“歯科”の医師である」と答えて
私の話を終わります。時間を超過いたしました。ご
清聴有難うございました。

本文は平成２９年１１月１２日に母校水道橋校舎新館第２講義室
でおこなわれた TDC アカデミア２０１７，フロントランナーセ
ミナーの口演部分に演者が加筆した講演記録である。

図６ 図７

図８
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