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はじめに

昭和４７年に東京歯科大学を卒業と同時に，折しも
長野県塩尻市に新たに創立された松本歯科大学に赴
任した。松歯大は当初東歯大の姉妹校的な色合いが
濃く，教員編成にも積極的な協力依頼があったとい
うことで，松歯大へは初代学長としての北村勝衞先
生をはじめ，多数の新進気鋭の先生方が教授として
赴任され，私を含めた新卒１３名もそのスタッフの形
で寒冷の桔梗ヶ原に，まだ本館舎屋のみが忽然と聳
え立つ新設大学に一歩を記したのであった。
この昭和４７年というのはずいぶんといろいろな出

来事のあった年で，卒業を控えまだ学生であった１
月には，グアム島で戦後２７年もの間，逃亡生活を続
けていた横井庄一さんが救出され，２月には，札幌
オリンピックで表彰台を独占した日の丸飛行隊の活
躍にTV画面に釘付けとなり，さらに連合赤軍浅間
山荘事件の攻防が連日の如く生中継され，やはり
TVの前に根を下ろし続けた。塩尻の住人となった
５月には，カラオケなどなかった時代の歌声酒場・
新宿の「どん底」で「どんカク」を呑みながら，ほ
ろ酔いで見知らぬ人たちと「返せ！」と大声で合唱
していた沖縄が返還され，６月・米ウォーターゲー
ト事件，７月に田中角栄が総理大臣になると９月に
は日中国交樹立，続いて１１月には中国からジャイア
ントパンダ（カンカン，ランラン）が上野動物園に送
られてきて，ひと目見たさに押しかけた群衆による
長蛇の列が……。
「月日は百代の過客にして行きかふ年もまた旅人

なり」というわけでまさに光陰矢のごとし，気がつ
けば３８年もの年月が通り過ぎていった。まことに

もって「年年歳歳花相似 歳歳年年人不同」を思い
知らされてはいるが，人ばかりでなく，これらの年
月の間に歯科およびそれを取り巻く環境自体も大き
く様変わりしてしまった。

歯科医師不足時代から過剰時代へ

５０年前，１９６０年頃のわが国の歯科医師養成大学
は，東京歯科大学，日本歯科大学，日本大学，大阪
歯科大学，九州歯科大学，東京医科歯科大学と大阪
大学の７校のみであった。右肩上がりの高度成長経
済，人口増加とあいまっての歯科医療に対する需要
の急激な高まりに，国は歯学部の新設を推進した。
そして１９６７年までの間に愛知学院大学，神奈川歯科
大学，広島大学，東北大学，新潟大学，岩手医科大
学，九州大学および北海道大学の８校に歯学部が設
置された。それはまさに我々団塊の世代の大学進学
時期に合わせたものでもあった。
門戸の数だけは増えたとはいえ，一朝一夕に歯科

医師の促成栽培ができる訳はなく，当時の歯科医院
のどこもが早朝から深夜にいたるまで，患者をさば
くだけでも汲々とさせられていた。患者自身もその
ような状況を諦観していて，延々と待たされた揚げ
句，あっという間に済んでしまう処置であっても，
不平を言うものは少なかった。診療チェアに乗った
かと思うとすぐ下ろされるところから，「ニワトリ
診療」と揶揄されもした。
中学生の頃だったろうか，父親が歯科医院を開業

していた自宅を，早朝に抜け出して魚釣りに出かけ
ようとした時など，空がかすかに白らみ始めようか
という，まだ誰も起き出して来ない仄暗い家の前
に，肩をすぼめてひっそりとたたずむ数人の人たち
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の開院を待つ姿が，一枚の絵のようにいまでもはっ
きりと浮んでくる。
経済発展によって生活水準が引き上げられるにつ

れて，歯科医療の需要と供給の段差は絶望的なもの
となっていった。休む間もなく働き続ける歯科医師
は苛立ち，「こんなになるまで放っておいて，痛く
なるのは当たり前だ，がまんしろ！」と患者を叱り
つけ，患者は痛みを堪えつつ「すみません」と謝り
ながら治療してもらっていた時代であった。歯科医
師不足の頂点ともいえる時期に卒業した世代はもち
ろん，卒業したての若造であった我々の前にすら，
銀行員が揉み手で擦り寄ってきて，開業資金の融資
を願い出てきたことを経験している。むろんどこに
診療所を立てようと自由であり，同地区の開業医か
らむしろ歓迎されもした時代であった。
各方面からの陳情もあって，国は団塊の世代が卒

業する直前の１９７０年から１０年間に，次々とほぼ倍増
の１４校の歯学部を新設・増設させた。全２９校の歯学
部から，それぞれ定員をはるかに上回る卒業生が輩
出されるようになり，うず高く積まれた需要の山が
徐々にではあるが整理され始め，より質の高い医療
の供給が果たせるようになっていった。日本経済は
躍進を続け，「Japan as No．１」と賞賛された頃であ
る。
しかし，業界を問わず好況が永続することなぞあ

りえない，やがてバブルが崩壊し１９９０年代は経済の
停滞期に突入し，融資の引き上げ，リストラ，企業
倒産と負のスパイラルを描き始めた。資本主義の申
し子ともされる歯科業界が無傷でいられるはずもな
く，自己融解し始めて小さくなった需要の山を，つ
いに供給が凌駕する日がやって来るのは自明のこと
であった。
歯科医師過剰の只中にある昨今の卒業生はといえ

ば，在学中から文科省の共用試験という篩にかけら
れ，厚労省の国家試験では，「質を確保する」との
わけの解らない理由から，あらかじめ設定された合
格人数に届かなければ，いかに良好な成績をとろう
とも不合格にさせられる，という理不尽な選抜関門
を通らされる。めでたく合格し，研修医を経てさあ
就職という段になって，新規開業は言うに及ばず，
勤務医としての門戸すら思いがけないほど狭くなっ
てしまっている現実に直面することになる。足りな

いとみればやみくもに増やし，余ったとなれば強引
に出口調整すら敢行する。お上の為さりようはどう
だ……。
意欲を持って羽ばたこうとしている若人に向かっ

て，なんだか夢も希望もないようなことを述べた。
しかし，世の中の情勢や状況がどう変化しようと，
歯科医療の重要性が損なわれるものでは決してな
い。むしろ社会が成熟し，QOLの向上こそが人々
の願望であり欲求となっていくことは，これからの
世の中の趨勢であることに間違いはない。
若さと美貌を保つ，美味しいものを食べる，お

しゃべりを楽しむ，健康維持に加えてこれらはすべ
てQOLの根幹となるものであり，歯科医療と密接
に関連するものであることは，ここで申し上げるま
でもない。
患者をさばくことに汲々とし，ひたすらベルトコ

ンベヤーで運ばれてくる部品を組み立てるがごと
き，眼の前にほとんど予測なしに現れる仕事に，ひ
たすら忙殺される歯科業務から脱却できた。患者の
要望に対して，あらゆる角度で検討を行い，治療計
画を提示し，相談し納得を得た上で処置と管理を行
い，患者の喜びを共有する歯科医療が行える。喜ば
れ，感謝される仕事はそうざらにあるものではな
い，やりがいを感じられる職業に誇りを持ってほし
い。
東歯大を卒業すると同時に松歯大へ，というくだ

りは冒頭に述べた。いずれは父親と一緒に開業医と
して働き，幾ばくかなりとも地域医療に貢献できた
ら，というのが自分なりきに想定の内にあった。結
局ずるずるべったりと居座ってしまったが，早朝暗
いうちから押しかける患者と，馬車馬のように働き
続けた父親の姿が，開業医を想定外に押しやってし
まったようである。

教育とは

臨床系の講座に在籍するということは，診療・研
究・教育の３本柱に対応していかなければならな
い。それぞれが重要であり，連携を念頭に専心しな
ければならないことは言うまでもないが，得手不得
手，好き嫌いもあって，それらの重要度のランク付
けは個人的に差異があることは否めない。そんな中
にあって，所属講座に後日赴任してきた恩師との出
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会いと，恩師のモットーでもあった「教育はすべて
に優先する」との言葉が，その後の来し方を決定す
るものであったとあらためて反芻している。
私事になるが，松歯大付属の歯科衛生士養成学校

の校長を拝命していて，先般，新年度からの３年制
移行に伴い，関東信越厚生局の実地調査を受けた。
そのなかに校長ヒヤリングというのがあって，いろ
いろ聞かれた最後に，「教育とは？」という問いか
けがあった。登山者に「登山とは？」と問えば「山
があるから」と答えるように，道は違えど専門職に
携わる人たちへの問いに対する答えも，実にシンプ
ルなものであるに違いない。複雑だと極められない
ばかりか，道を踏み外す恐れも生じようというもの
だ。自分の中で位置づけている教育の根幹は，
「愛」である。幼少期の教育であれ，最先端技術の
専門教育であれ，その根幹はぶれるものではないと
思う。わが子可愛さにほしいものは何でも買い与え
るのは，もちろん「愛」ではない。やがて親の立場
に立ったわが子が，その時点で親に感謝の気持ちを
持つよう育てるのが「愛」であると思っている。
人を教育しようなどと大上段に振りかぶってはい

けない。馬齢を重ねてきた道すがらを振り返ってみ
ると，現在の自分をかたち造ってくれた人たちの顔
が浮かんでくる。優しさや思いやりを享受すること
で，同種の感情が育まれる。未熟者が到達すべき目
標を定める上でも，魅力的な人間に接してそれを模
倣することは，ことのほか重要なことである。父
母，学校の先生，先輩，友人等々，種々の環境様々
な状況下で，好きな，魅力を持った人たちから，思
いやり・優しさ・ユーモアとともに沢山のものをも
らってきた，導いてもらいもした。これからは一つ
ひとつ，できるだけ多くのものを返してゆきたい，
自分がそうしてもらったように，一人でも多くの人
から好ましい人間と評価され，摸倣の対象ともなり
たい。教育とはそういうものと位置づけている。
大学教育にあっては，人格や人間性の構築よりは

専門分野の知識修得を目的とすべき，と考えている
向きもあるかもしれない。とりわけ国家試験が選抜
試験の様相を色濃くするにつれて，いやおうなく臨
床実習を削ってまでも，国試対策を盛り込まざるを
得なくなる。しかしこれは本末転倒も甚だしいので
あって，厚労省が国試合格者を減らす口実とした，

「質の確保」に逆行する以外の何ものでもない。
CBTや国試で求められる，臨床を想定しての文言
や写真上で得られる知識で築かれるのは，見せかけ
の砂上の楼閣に過ぎない。電子黒板や eラーニング
といったメディア教育が，例の「事業仕分け」で，
その導入を「無駄」と切って捨てられたことでも示
されたように，やはり先生と学生，さらには患者を
交えての人と人との交流こそが教育の根本なので
あって，先生を好きになる，学生に気に入られる，
患者を思いやれる，信頼をいただくといった人間関
係の構築を通じてこそ，より良い教育が生み出され
るものと信じている。
学生時代，臨床実習で抜歯を試みて四苦八苦して

いるところに通りかかったインストラクターが，鉗
子を握る手の上からグローブのような手をかぶせて
きて，「こうだ，こういう風に動かすんだ」「そう
だ，うまいじゃないか」，と身をもって教えていた
だいた。今でもそのインストラクターが大好きだ，
他にも，心に刻まれ，つい昨日のことのように想い
起こせる教育シーンがいくつもある。そのどれにも
思いやり・優しさ・ユーモアが散りばめられてい
る。

愛語は天回す

ずいぶん昔になってしまったが，子供が通ってい
た小学校での参観の折に聞いた，校長講話が心に
残っている。「愛語は天回す」と肉太に揮毫された
半紙をかざしながらの話は，少し前にTV放映さ
れ，大きな反響とともにドキュメンタリー大賞を受
賞した，松本市出身の歌人窪田空穂と，空穂によっ
て才能を見出された死刑囚・島 秋人との交流にま
つわるものであった。
ドキュメンタリードラマは，大歌人であり早大教

授もされた文化人の空穂が，毎日歌壇に投稿された
島の短歌に目をとめたことに端を発し，やがて手紙
のやり取りから，まったく境遇の違う二人の心の交
流が，次第に深く濃密なものとなっていく過程を，
実際の書簡にしたためられていた内容を紹介しなが
ら，淡々とした進行で構成されていた。
罪の意識にさいなまれ，死の恐怖に怯える死刑囚

が，短歌により人生のよろこびを知るところまで昇
華する。校長講話は，そのきっかけとなったのが愛
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語であると言う。
愛語とは仏教の言葉で，菩薩が人々に親愛の情を

抱かせるために優しい言葉をかけてやることであ
り，簡単に言えば人を褒めることである。
死刑囚・島は極貧で暗澹たる少年時代を過ごし，

社会から疎まれ人間らしい扱いなどされぬ境遇の中
で，窃盗を見つけられ人を殺めてしまう。死刑判決
を受け，独房の中で彼は，これまでの人生で楽し
かったことなど一度も無かったことを思い知らされ
る。終身刑の受刑者があっという間にボケてしまう
のに対して，死刑囚の脳裏は刃物のように研ぎ澄ま
されるといわれるが，たった一度だけ，中学時代に
絵を褒められたことが島の頭をよぎる。そのことを
思い出した島は，褒めてくれた図画の先生に手紙を
書き，その返事に書き添えられていた短歌に，島が

感銘を受けた。
「オ，なかなかいい構図だ」，ひと言であったで

あろう褒め言葉が，時空を超えて舞い戻ってきた。
「愛語は天回す」。「どんな人間だって，探せばどこ
かいいところがある。いいところを探して褒めてや
れば，人は伸びるし，それを糧として頑張ってもい
ける」。校長はこう結んだ。
子供の頃，両親や先生に褒められると，それはう

れしかった。褒められたくて努力もした。自分自身
がだんだんと成長し，歳を重ねるにつれて，まわり
にほめてくれる人が少なくなってゆく。人は幾つに
なっても褒められればうれしい，褒められたい，褒
めてほしいと願っている。自分の周りから褒めてく
れる人が少なくなったら，自分が積極的に褒める側
に回って，その穴を埋めなければならない。
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