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科學的事業経螢法に立脚す為歯科留院

　　　　　　　の開設ε経管（其九）

讐學博士∫遠藤至六郎

一　ト’　　　　　　‘　　聖第二節

　4　某縣立病院　．歯科以外の外來総数

且0・OQO名，病院全牧入212・000圓弱，歯科

総牧入約ユ0，000圓強ダ歯科外來患者総撒約

9・600名，1人1日仕携額1圓5銭絵。

　此病院歯科には治療椅子が五脚あつて相當

0？殺備をしてある。歯科醤長年俸1800圓

馨員1名　月俸70圓　署員助手（無資格者）

1名　丹手當40圓　看護婦4名及び見習看

護婦2名であるb月給拉に賞與を合併しナこ総

額の月割は447圓弱であるから材料費，雑

費，光熱費其他を差引いても爾多少の利盆は

ある勘定である。

　5　某地病院歯科部・此病院は海軍省直轄

ではないが間接には指揮を受けて居る關係に

ある。各鎭守府所在地にある職工共濟組合病

院に準すべき性質の病院である。昭和9年1

月の新設に係り現在は歯科署長1名　助手1

名　看護婦1名の組織である。開部後召｝月

間の成績の大要を摘記する。歯科以外の外來

患者総数24000名　外來患者1人11日の仕i沸

額61銭強　歯科外來患者縛敷1900名　歯科

外來患者ユ入1日の仕梯額は98銭5座であ

る．此病院は別に又特種制度の健康保瞼を實

施しτ居ゐが健康保瞼患者1人1日の仕擁額

は47銭強である。故に健保患者ミ普通患者

を合せて計出して見るミ1人1日の支沸額は

約81銭訟る．歯科署喪ば年俸1690薗であ

病院歯科部の蓮用（綾き）

るから大腱に於て損害はないであらう。

　要するに病院歯科部に於ては患者1人1日

の仕携額は大艦に於て80銭以上1圓10鏡内

外さ見倣すのが穏當であるさ思ふ。勿論深川

佳吉町のアソカ病院歯科部の如く46銭絵ざ

云ふ低額の病院もあり叉一方には前同記述し

た第2例の如く1圓50銭強さ云ふ様な高額

の赤十字病院歯科部もあるが是等は寧ろ例外

εして観察する方がよからう。何故かミ言へ

ばアソカ病院は故九條武子夫人の遺志を箪重

し大谷家其他の關係者が集まり一般信者かち

も静財を募り催つて得たる資金で設立せられ

た特殊病院であつて正しき馨術を斯界の構威

者の手によつて慈愛の心持さ輕費で施すさ云

ふのが其主旨であり加ふるに全患者藪の約

20－22％は無料診療さ云ふ有様の病院である

からである。後者印ち1圓50銭強の病院に

就ては私は前回に於て『恐くは毎年此調子で

來たのではなからう』ε附記して置いた庭が

當該歯科部長から次表を謹縁書類さして蓬附

せられ私の推定が誤りである事を訂正せられ

て來ナこ。

　昭和元年　㌧8・470・00

　　　210●070●00ご二
　　　冶　づ．320．00瀞ノ：窄・

　　　410。365●00≒骸ダ

　　　5　　　　　9・300・00　　　　　　’∫二2　　一き’　電
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6
7
8
9
計

8・600・00

8●130・00

8・450・00

9・970●00

82・675・00

　　　1ク年卒均牧入9186圓

帥ち9ケ年間の卒均によるさ1日1人の仕

圭弗額は1圓70銭強ミなり前同の1圓50銭に

比し更に20銭だけ高額を示して居る繹であ

ゐ。私の手許にある材料の範園では病院歯科

部ざして此高額を維持して居る」麸は他には一

もない。斯様の次第であるから上記例は共に

例外さ見倣す方がよいさ思ふ。

第四項　支出額豫算の組方

　支出額の大部分を占むるものは人件費　材

料費（金属材料を含む）　光熱費（電氣瓦斯

「ギヤソリン」類）雑費蛇に利盆である。そこ

で是等五項目を如何なる割合に計算するのが

最も合理的であるかε云ふ事が研究主題であ

る。此黙に關しては種々の議論が成立するが

大禮に於て人件費50％　材料費30％　光熱

費5％利盆10％　雑費5％さ云ふ比率が

一番穏當の様に思ふ。例へば月牧500圓ミ云

ふ目安が出來たε假定した揚合には署長140

圓賞與月割20圓計160圓　署員40圓賞與月

割10圓　看護婦35圓賞與月割5圓総計250

圓さなる，若し月牧1000圓ざ云ふ勘定が可

能であるざしたならば馨長180－200圓醤員

90圓1名　40圓1名　看護婦35圓3名　見

習看護婦20圓1名是に賞與月割を加へて合

計1ケ月500－530圓ざするの類である。材

料費30％は個人開業経験家から見れば著し

く高額に失すろざ思はれるであらうが事實は

決して多額に過ぎぬのである。ざ云ふ澤は大

病院程院内職員拉に其家族さ云ふ連中が多人

藪ミなる。而して是等の連中に封して病院所

定の料金を講求する事は不可能に近い。時ε

しては種々の事情で金冠「インレー」の類迄を

も無料でやる事も起るからである。雑費の5

％の中には洗濯費　手術衣　手洗用石鹸類等

を含むのである。若し雑費が餓れば利盆金中

に繰入れる。月牧300圓級の歯科部では圭任

の月給は100圓　看護i婦30圓　醤員補20圓

（新學士）ミ云ふ見當であらう。普通の病院は

午前9時から4－5蒔迄であるから申食時間

を差引くさ實際の診療時聞は6－7時間であ

る。而して日曜日は全休又は牛休が通例であ

るがら此時間内に1ケ月300圓を必す得んミ

するには80銭級患者でも1日李均15名を庭

理しなければならぬ。時εしては20名位來

院する場合も生するのが通例である。補綴患’

者がなければ80銭李均にはならぬ。從つて

患者の診療の傍ら製作物にも手をつけねばな

らぬから主任1人では間に合ひかねる。斯様

の次第であるから新學士1名を20圓位で探

用する事が種々の貼から見て有利である。

第五項　診療時間の調節ミ患者藪の調整

　・診療時間の調節　午前何時より午後何時迄

ミ云ふ様な病院さしてσ）診療時間の決定槽は、

院長にあるのであるから其命令に服すべきで

ある。特種の事情にある病院を除いては歯科

以外の各科は午前12時か叉は午後ユ時頃迄

に大概は外來患者を片附けて仕舞ひ中食後は

病室廻診，手術，諸検査等を行ひ午後5時一6

1塒頃には録宅するざ云ふのが習慣である。然

し歯科には斯檬の仕事がない。イヤ全然ない

澤ではないが毎日はない。それであるから他

の科の連中が以上の仕事をする午後の時間に

も歯科は外來患者を取扱ひ果は補綴作業をす

る事になるポ弦に歯科圭任の一種の儲みが生

すろのである。・ミ云ふのは他の科では手術室・

には手術室係の看護婦が居り病室には病室係

の看護婦が專任で居る。從つて廻診が始まつ㍉
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ても外來の看護婦は用事がない。ヌ病院にょ

つては會計係が午前中しか居らぬ庭もある。

斯様の繹で事務員　看護婦連中は午後の外來

診療を嫌がる傾向が著しいのみならす歯科の

主任は話せね一奴だこか凄いのになるミ『歯

科主任は唐攣木よ』つてな蔭口を叩く女さへ

ある。ε云ふて午後の診療を中止すれば牧入

が上らぬ。從つて主任の威績不良ざ云ふ結果

遵こなる。

　であるから事情の許す限り就任ざ同時に歯

科署療の特殊性を院長拉に事務長連中に張調

し歯科外來に限り午後3－5時迄勤務の事さ

云ふ風に病院の命令さして公式に傳へて貰

ふのがよい。そして一方には患者毎に適宜に

治療時間の長短を調節して行くのである。

例へば一歯は30分を費して治療するが他の

一歯は5分内外で終らせるが如き其1例で

ある。個人開業の虜へ來る患者の大多敷は

今爾歯科署を昔日の松井源水流に考へて動も

すれば『彼の歯科馨は一度に三歯も加療した

金取主義だ別に依頼もせぬのに此歯も悪いミ

云ふて治療して仕舞つナこ』等こ悪ロを吐く傾

きがあるが此種の患者が病院に來るさ反封の

悪口を言ふ癖がある。印ち『彼の歯科讐は不

親切だ。1同に一歯しか治療せぬ月給取だか

ら蝕り働かぬ様にして居るに違ひない』ε云

ふ様な事を李氣で言ふ。世の中は盲目千人眼

あき一人であるから斯様な黙をも注意すべき

である。

　患者撒の調整　大概の病院では日表の提出

　　　　　　　　　　　　　　　第六項

　院内職員蚊に其家族の診療は兎角物議を醸

す種さなる。要するに人間さ云ふ奴は大禮に

於て自惚れ心で全身が充満し，金を梯はすに

上等の物を禮裁よく手に入れたいさ云ふ氣持

で一ぱいであり，文句を吐く人程心の中は案

外反封であるさ思へば間違ひがない。院内歯

科訟療に關する限り凡ての問題が此の料金の

貼に集中して居るさ思へば大差ない。斯檬の

を命じて居る。師ち外來患者何名ミ云ふ統計

を作る材料ミなる一」種の報告書の提出を命す

ろのであるひ此外來患者日表ご云ふ奴が叉圭

．任の頭を少からす噛ます一源泉である。病院

に依つては外來患者撒の多寡で主任又は讐長

の成績を制断し或は署員壇加の標準εして居

る位である。歯科は他の科さ違ふから40名

診療した方が20名よりも牧入が多いさ云み

繹に行かぬのであるが何分にも院長，事務長

共に素人である爲に斯様の無茶g）方針で歯科

に望むのである。從つて歯科の主磯者は止を

得す患者敷の調整を行ひ外観上の統計を立派

らしくする事になる。例へば抜歯後の創面検

査の如き1同でよい場合でも2同3同ミ逼院

させるの類である。抜歯創の検査，洗蘇は短

時聞で終了するのが通例であるからこれによ

つて5名や7名位は20分か30分もあれば充

分にやれる。從つて30分内外で7名内外ざ云

ふ様な多藪の患者を塵理した事になり外來患

者日表面は著しくよく見へる。時ミしては1

同隔に無料にするのも亦一法である。蓋し斯

檬にすれば患者の員澹は輕くなり日表の藪字

面は良好こなり主任は蝕り骨を折らなくて目

的を達する事になる。其他充填　金冠装著後

等に於ても1同や2同は通院を命じ無料で短

時間内に検査してやるのも患者数の調整上有

数であり患者は好意を感じ專門的には正しき

方法であり一石三鳥の利盆があつてよい。斯

檬の方法で患者籔を調整すれば1日に5名や

8名を増加せしめる事は極めて容易である。

院内患者の取扱法

心理状態を理解會得しないで病院に奉職しナこ

ら最後失敗は必す明瞭である。而して攻撃の

目標が治療威績拉に手腕の貼迄陵展するから

やりきれない。故に實際問題ミしては不用さ

なつた金冠「インレー」金鉤類又は金屑を

精煉して得た金類を貯へ置いて院内職員患者

に無料叉は輕費で流用し或は1ケ月に1名宛

位を選定し治療を進め事情許す限り無料に近
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．瞭額で終る様に取斗ふべきである。其他総牧　　覗する病院の場合には各職員の序列を明白に　’

入額の1％叉は2％内外を院内職員用に供す　　記憶して置かぬさ飛んだ失敗を演する事があ

る方針を取る事も亦「法であゐ。階級を重要　　る。　〆　　　　・　　　　・

　　　　　　　　　　　　第七項　病院の構成其他に關する研究　　　’　一

　病院の組織，構成，蓮用機關，各科長間の

親疎，院長の方針等を充分に研究する必要が

ある。病院の組織構成は種々である。翻ち學

校又は財團が圭艦であつて病院は軍に其一事

業さして存在する’に過ぎぬものあり或は病院

が全事業の揚合もある。就任の際に病院0）組

織，構成，命令關係，蓮用器關關係等を充分

研究すべきである。次ぎに各科長間め親疎，

　　　　　　　第三節　特殊診療團禮

　最近10年來異常の登達を示して來たのは

特定團膿に關係ある歯科室の綾出「デパート」

歯科部の出現虹に「ビルディング」内開業の三

方面であらう。

　特定團禮歯科部　ざ云ふのは例へば5－6

會肚が聯合して一定の組合様のものを作り一

室を設け之を歯科署に無料叉は最低料金で安

償治療を條件ざして貸與する。歯科醤は自己

の器械其他必要品を蓮搬して來て弦に設備し

開業する。安儂治療が條件であるから料金の

極めて低廉なるは勿論である。患者層は會肚

の職工就員蚊に其家族だけである。日本女子

大學内にある歯科部，京都帝大學生會内歯科

部も亦大艦に於て此種に属する。其他病院の

二室位を室料を彿つて借り受け開業するのも

此種に属する。此場合には看板は病院歯科部

であるが経濟的には病院ざは全然無關係で純

然たる個人開業である。

　「デパート」歯科部の近況　東京の白木屋，

伊勢丹，大阪の大丸等は何れも歯利部を設け

て居るが経濟的には「デパート」さ歯科部ざは

全く別個である。即ち一定の室料其他を支梯

つて開業して居るのである。「デパート」歯科

ミ云ふものは外観から第三者ざして観察する

ざ非常に有利の郷’職まるあが實際にさうし

出身學校別を記憶し，院長の方針が利盆方面

に注がれて居るか或は王しき署術塑施す事を

主ざし利盆を副ミ見徹して居るか等をも研究

しなくてはいかぬ。其他病院歯科部蓮用に關

しては筒種々の方面が残つて居るが然し大艦

は既に説明し得1ヒて三思ふから此邊で筆を欄き

次節に移る事にする。　　　　冒

「デパート」歯科部　　　　　「ビルディング」歯科

て容易の事業ではない。此方面に關する本i邦

の灌威白木屋歯科の鹿毛院長の手腕，力量，

頭騰奮圖，熱意，資金，科學的研究に基く

経螢方針を以てして省且つ理論上の利盆を得

るに至る迄に8年内外を要したさ云ふ一事を

見ても如何に「デパート」歯科が困難の事業で

あるかざ云ふ事が想像せられ得るざ思ふ。

　特殊團艦歯科部拉に「デパート」歯科部の牧

支に關する詳細の数字が私の手許にあるが少

しく事情あつて當分の間は公表し得ぬ事を遺

憾さする。概括的に言へば此二項は一般の開

業に比し更に数段の困難iを俘ふ事ざ成歎した

場合には相當の純盆を必す墾げ得る事さ及び

署業方面に於て特に優秀の者でないざ成数畳

束ないざ云ふ事に蹄著する。

　「ビルディング」開業　ざ云ふても「ピン」か

ら「キリ」迄ある。郵船「ビル」内の輻田利砧君

の如く天下の富豪連，大實業家連のみを主患

者層に持ち50圓や100圓位の料金には殆さ

眼も呉れすに大禮の輩位を500圓以上1000

圓に置いて開業して居るのも「ビル」開業であ

電り，丸「ビル」のドクトル。パラトー君の如く

在留外人を圭患者層ざなし之に一二流の日禾

人を副患者層さして10人内外の職員を探用

しτ開業レて居るのも亦「ビル∫開業であるρ：
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之に反して「ビルディング」ミは名前斗りで其

實質之に件はざる不景氣の「ビル」もある。

「ビルディング」全膣で僅に七室内外を算ふる

に足らざる建物の一室でコツコツ開業するの

も同じく「ビル」開業の一方面である。從つて

「ビル」開業の可否を論する事は一寸容易では

ない。大罷論εしては資金の豊富でない人は

止めたらよいε思ふ。「ビル」開業の一利盆は

暖房，水道，瓦斯，電氣設備等に殆さ資金を

e投ぜすにすむこ云ふ黙にある。

　：4000圓以上の固定資金を無理せすに投じ

　　　　　　　　　　　　　第三章

　歯科讐院の開設ミ同時に來るものは醤院の

経螢蓮用である。如何に論理整然1ヒる科學的

研究の基礎の下に立案開院せられても蓮用方

面に於て若し大なる鋏陥があれば當該署院は

一ケ年内外で門前雀羅の悲蓮に到達すべきは

自明の理である。醤院の経螢蓮用は立派な「ビ

　ジネス」である。從つて專門家εして擾秀の

手腕，頭贈を有する者必すしも開業に成功せ

ぬ。概括的に観察するさ在學中常に上位を占

　めた者は開業醤こしては案外大成功を牧め難

い様である。學問に忠實熱心な者は大禮に於

て世情に疎い。從つて專門家の立揚から見た

歯の重要性に關する観念さ患者から見た歯科

治療に封する観念εの間に果してドノ位の距

　離が現在術存在して居るかミ云ふ黙に關する

智識に乏しい。爲に患者の希望ε歯科書の設

　明さが概して「ピツタリ」來ないε云ふ事が醤

　院の盛衰を左右する一大要素ではあるまい

　かP。

　　勿論署院の階級の上下によつて絵程方針を

　取捨せねばならぬ事は言ふ迄もない。，私の知

　人で東京の某方面の細民街で3年前から200

　圓斗りで開業して居る者が2人ある。雨人何

　れも手腕頭磯の黙からは專門家εしては五黙

　内外ざ云ふ庭であるが此雨先生は非常に繁昌

　して居る。耶均1日40名位宛患者が來院し

　て居る。私の推定では此先生の大繁昌の原因

録一
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得て・ケ年内外の蓮獺鋤朧城費εして
3000圓内外の流動資金．を出し得，加ふる聖；

中流階級層以上に知人の多い人は「ビル」開業

に進むのも亦確に一法であらう。但し福田，

バトラー，飯塚諸兄の成敷振りを表面的に観

察したのみで是等の先輩連の穏れたる反面の

一大苦心，過表の大々的奮圃，忍耐等を閑却

しては断じていかぬ。「ビル」開業に關する統

計も3通斗り私の手許にあるが徳義を重んす

る都合上弦に公表し得ぬ事を遺憾さする。

歯科署院の経螢拉に蓮用一般

は二つあるさ思ふ。一は温情親切で一は細民

街住人の精瀞氣持を充分に了解して居る貼で

ある。雨先生共に入間こしては洵に愛すべき

氣質の持主であり少しも飾り氣のない人であ

る。從つて禮儀作法を重覗する患者層には不

向であるが細民街住人にはピツタリ來るので

あらう。往來で患者に口を開けさせて『ハ・

ン左檬か。ヨシヨシ，今夜仕事が終つたら來

ナこまヘウンウン』さ云ふ調子でやつて居るミ

の話である。患者の家に冠婚葬祭ある場合に

は直に「モーニング」を一着に及んで出かける

ミ云ふ式で附近から瀞様の如く奪敬せられて

居る。

　東京の山の手で6年前に開業した某君があ

る。私は此先生は「テツキリ」不成数に終るで

あらうさ見當をつけて居た庭が全然反封の現

象を示し開業翌年から400圓を下つた事がな

く5－600圓を牢均維持して居る。此先生は頗

る理窟屋でゴチゴチであるが説明は論理整然

ナこるものがあり私の好きな人の1人である。

開業の際に器械設備に2500圓を投じ2年後

に「レントゲン」装置も具へ弛。此先生鉢熱があ

つ江り種れナこ患者が來るε病氣の説明，血濯

攣化，歯牙疾患の際に頻畿する便秘の病理迄

をも簡潔に論明し大なる信用を持して居る。

某患者は此先生を目して署師出身の歯科署な

りやε私に質問した事があつた。山の手であ
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二ろ、がら圭患者層が官吏，軍人，會肚員である。

礎つて斯檬の程度の論明がよかつ牝のであら

一つ。　　　　　　．・

ド各方面の経験家の談を綜合するミ知識階級

．に封しては明快なる説明さ理論の大衆化う時

澗の嚴守，趣味の教養等は重要な要素である

’らしい。開業地の風俗ず習慣，人情等を研究

：すろ事は極めて緊要である♂話ぽ少くて遠距

灘になるが大正7年頃からラングーンに開業

後大成数を牧め私始め二三の人0）研究費を補

助せられた東歯學士岡山章君の「マツチ」に關

する研究は有名の話である。岡山君は人情風

俗の研究を始めナこ第一歩に於てラングーン地

方の人が火を大切にする習慣があり火を大切

．に扱はぬ者を以て教養低き人間なりざ見倣す

傾向ある事を直に観破し爾來燗眼なる岡山君

，は煙草に火を貼じた残りの「マツチ」を大切に

．「ボケツト」に仕舞iふ事にしたそうである。庭

が案の定是が成敷の第一一歩εなりドクトル岡

山は教養ある紳士であるから婦人の治療を依

頼するに足るざ折紙をつけられ爾來隆々ざし

．て今日の基礎を築くに至つたざの事である。

ラ，ングーンでなくても此種の習慣上の差は各

．地にあるざ思ふ。

　署院経螢に關し注意すべき貼は種々あるが

其大部分は各項下で既に説明し蓋し得たさ思

ふから軍に二三の黙に關し補説を試み本論を

終る事にする。

・－ P同に要する治療時間の長短を研究し一方

，には通院同敷の檜減を調節する事は緊要であ

ゐ。、勿論是は患者層の如何に從つて決定すべ

き項目である。印ちユ同の所要時間の短きを

望むもの同数の少きを望む者等種々であら

季。が要するに患者の大部分は歯科治療にi封

一する不卒の一項ざして麺院回敷の多い事を列

．基する事だけは確である。個人署院の統計表

がないから個人馨院患者に關する回藪の貼は

不明であるが病院組織の歯科部ε力噛牽斗欝

校附属病院では大罐に於て卒均して8伺内外

鎌一 溢62

さ云ふ塵である。通院向籔に樹じ文句を言ふ・

のは患者の方が無理δ）事は言ふ迄もない。，然

し病氣の治療回数に封し文句を言ふ反面の理

を考へて見るさ世人が歯の治療に關し如何な

る観念理解力を有して居るかざ言ふ事を明か

に窺知し得る。帥ち歯の疾病は重大事件に非

すざ信じて居る者が尚大多敷を占めて居るミ

云ふ事を裏書きして居るのである。故に吾人’

は更に此方面に關し開拓し彼等の蒙を啓かな

ければならぬ。

　設計立案に關する注意　保存，補綴方面を

主訴ざして來院する患者の大多数は全設計拉

に全費用に關し詳細なる説明を求める。而し

て自分は金に文句は言はぬ。完全の治療に目

標を置いて居るざ云ふのが普通である。が然

し心の中では決して左様ではなく可及的輕費

簡軍を熱望して居るのが大多数である。ε云

ふ實情を新學士諸君は記憶すべきである。從

つて院長殿が此邊の呼吸を察知し得るか否か

ミ云ふ事が署院の盛衰を左右する一要素εも

なるのである。例へばA，B，　C　3案を考へ

得る場合であるミ假定すれば最高のA案を力

論すべきではない。B案を奨むべきである。

C案は患者の希望が最低額の揚合に限り力説

すべきものである。但し理想さしては斯る特

別輕費希望の場合には始めからD案を用意し．

置きてC案に決定せしむべきである。何人さ

錐も自分は金がないから最悪最劣等の治療補

綴を行ふ外ないε云ふ事になればよい氣持は

決してせぬ。故にD案を用意して置けば斯る

場合に患者さしてはC案に決定した事は充分

ではないが然し尚D案があるミ云ふ事になれ

ばそこに言ひ知れぬ一種0）優越感に浸る事が

出來るざ言ふものである。最高のA案は凡て

の條件が理想的であり自らも自信を持ち得る

揚合に限り探用する方がよいサ思季。

　費用が安くすむからε云ふ意味でB案を肇

むゐ事は患者の自奪心を著しく傷けで結果は

甚だよくない。歯牙の條件がA案に適合せぬ
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『から止を得すしB案を探用するざ言ふ式に論明

を進むべきである。ドーセA案を探用しても

永久完全には行かぬ。學問は未ガ其塵迄は進

んで居ない。歯の條件の結果止むを得すB案

に決定し然も相當完全の補綴が行はれ得て費

用が安いミ云ふ事になれば大概の患者は喜ぶ

’．にきまつて居る。實際から考へてもド1「セ義

歯を入れる様な口腔で理想的條件が具はつて

居る課がないのであるから以上の方法は決し

てインチキではない。患者の精示醐犬態を顧慮

せぬ讐療は根本に於て既に失敗である事を忘

れてはいかぬ。要するに患者の仕携能ガを察

知し其能力より少しく安目の案を樹立探用し

，人さしての優越感を失はしめぬ様に心がけろ

：事が主要黙である。

　一般大衆の歯科馨院に封する不満の一項に

不潔，非清毒，鐵色器械の使用ミ云ふ方面が

あお蓋し「ヘツドレストカバー」，先生の手

術衣，「エプロン」類の純白を希望するのであ

る。「メツ㌔卿よげた器威を用ひぬ様に注意

すべきである。「ヘツドレストカバー」は洗濯屋

一へ出しても1枚1銭5厘で立派に洗つて呉れ

る。患者1名毎に交換する事が理想である（學

校附屡病院は此制度である。）から15名宛來

♂院するざすれば’1日15枚1ケ月約450枚さ

な観此位の藪になれば1枚1鏡で何塵の洗

濯屋でも命に慮するこ思ふ。從つて1ケ月4

楓60鏡を投すれば理想を實現せしめ得る。若

し夫れ令夫人の手を煩す段ミなれば費用の貼

に殆さ問題にならぬではないか！？Fエプロン」

撚り手術衣亦然りである。理髪店でも朋二重

の「エプロン」を用ひて居る世の中である。筍

も歯科署師こもあらう者が「グレーカラ」の「エ

．プロン」を患者の胸上にかけ身自らは同じく

「グヒーブラウン」に近き手術衣を一著に及ん

で口膣衙生を論じ細菌感染σ）危瞼性を力説し

ても當節の患者は耳を籍しはしない。是で若

し歯科署院が繁昌すれば夫は寧ろ歯科馨學の

．恥辱である。禮温器（避テルモメーター」）11本

・録一 、57

さへ具へないで種々の注射をしナこり骨髄炎の

危瞼を説いても患者は信用しない。私をして

端的卒直に言はしむれば開業歯科署家の1部

！の方は歯牙及び口腔の疾患に關し教養ある患

者をして満足せしめ得る程度の説明を簡潔明

快に行ふに必要なる知識に乏しいさ思ふ。新

開業者は此黙に深く留意し以て自己の進踏を

開拓すべきである。

　義歯叉は金冠の類にしても出來た儘を口腔

に入れるさ云ふ方法よりは藥液消毒黒は意沸

消毒を行ふた後に一定の殺菌すみの器物に貯

・藏して置き患者の眼の前で開封播入するε云

ふ邉り方がさの位患者が信用するか知れない

ミ思ふ。何かしら一ッやニツの特徴を作り出

す事が賢明の策であらう。私の親友で成敷し

て居る人は凡て斯様の方面に特別の注意を沸

つて居る。例へば疹痛を主訴ざする患者の場

合には署院を出る時には來院の時に比し必す

幾分かは痺みが減じたざ云ふ感を懐かしむる

事を「モツト」ミし，或は疹いε思ふて來院し

た庭が少しも痛苦を感ぜすにすんだ安心した

ミ云ふ感じを患者の肝に銘ぜしむるさか又は

金冠義歯を漿められす從て恥しい思ひをせす

にすんだざ云ふ感を懐かしむるの類がそれで

ある。私は28年前に開業した當時から既に

此方面には縄大0）注意を排ひ毎土曜日には藥

品の残りを全部捨て藥瓶（6qα入）を煮沸し月

曜日午前に新らしく藥品を入れて治療に用ひ

て居ナご位である。其の他は推するに難くない

であらう。

　前後9同に亙つて掲載した債値なき漫文に

封し各方面より維大の讃譜を賜りました事は

私の光榮に存する慮であります。弦に筆を欄

くに際し厚く感謝の意を表する次第でありま

す。貴重の原稿を御寄贈下さいました多歎の

先輩同憲諸兄に封し重ねて謝意を表します。

此漫文が新開業者に封し多少ミも参考資料の

一端さなり得れば私の喜びは之に過ぎたもの

はありません。（終り）


