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東京歯科大学は，２年後の平成２２年（２０１０年）に日
本の歯科大学として最初の創立１２０周年を迎える。
その記念事業に稲毛キャンパスから水道橋に移転し
て戻ることが決定している。

２００８年の今年は，東京大学医学部が創立１５０周年
を迎えた。慶應義塾大学も同じく１５０周年を迎え，
医学部は大正９年に北里柴三郎を医学部長として優
秀な人材を集めて医学部を設置したことは有名で，
今年は９１年目である。１００周年に向けて激動と改革
の時代と医学部・病院改革への取り組みに大学と同
窓が一丸となっているのが伺える。

このような一世紀以上にも及ぶ継承の間には，大
震災や戦争そして戦後と全く考えてもみなかったこ
とが起きて今日がある。

誰もが興味を持つというわけではないが，矯正治
療が日本にはいってきたのは，戦後のことくらいに
思ってる人もいるかもしれないが戦前にも隆盛期が
あったのである。

歯科矯正学の講義は，東京歯科が専門学校に昇格
したばかりの時期の明治４１年（１９０８年），寺木定芳が
教授に就任している。寺木は，渡米し，１９０４年メ
リーランド大学ボルティモア校に入って基礎学を学
び卒業すると歯科医学を志し，１９０７年コネチカット
州ニューヘブンのエール大学を卒業，矯正学に興味
を示し，矯正専門医教育のアングル学校を卒業して
１９０８年に帰国。奥村鶴吉の推挙によって東京歯科医
専の教授として矯正学の講義を担当する。後の矯正
学の教授，齋藤 久によると，「日本に矯正臨床を
最初に導入したのは寺木定芳である。」彼の矯正学
の重要性を主張する講演活動は，理論的で聴講者に
対する説明は，症例だけでなく模型を使って行い大
いに成果をあげたという。一方，学生講義に対する

評価はすこぶる悪く，講義はアングル分類の診断ま
でで後は休講であったとか，血脇の学生教育に対す
る情熱とは大分温度差があって辞任している。

榎本美彦（うまひこ）が大正３年（１９１４年）９月より
寺木定芳の後を継いで矯正学の教授に就任。矯正学
の講義と同臨床講義とを担当した。榎本は，明治４１
年（１９０８年）１０月に渡米し，カルファルニア州立大学
に入学し３年制のフルコースを経て１９１１年５月に卒
業。同年６月にカルフォルニア州の歯科開業試験に
も合格して，同年の９月にはサンフランシスコ市に
おいて一般歯科で帰国するまでの２年間を開業して
いる。その間も大学の許可を得て矯正患者の治療を
継続し，矯正終了という１３症例の治験例を得て帰国
している。

大正２年（１９１３年）９月に帰国すると榎本家と養子
縁組をして日本の歯科界の名家の後続者となって神
田駿河台に開業。血脇，奥村の両先生の推挙で，
寺木定芳の後任教授として就任したのである。学校
側は，文部省の開業試験規則改正が近づく中で誠に
好都合だったと思われ，附属医院の補綴部の中に矯
正科を設置して「日本の歯科教育機関で初めて矯正
患者の治療が大正３年（１９１４年）１０月から開始され
た。」榎本は，自分が常勤でないことから，名目上
の矯正科の責任者は唯一の助手として堀江�一君

（後の補綴学教授）であると言っていることからも矯
正科創立の基点にすると今年は９４年目で６年後には
創立１００年を迎えることになる。

東京歯科医専は，４年制への移行期には新学期は
１０月に開始している。榎本の就任も新学期からで，
大正３年（１９１４年）１０月より矯正学の講義を開始し，
後に榎本の後任教授になる齋藤 久が，最終学年の
３年級の学生として，榎本の矯正学の講義を最初か
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ら聞いている。また，附属医院では矯正治療が教育
機関として初めて開始され，齋藤は第１号の患者を
担当している。大正４年１０月に卒業すると，翌大正
５年７月には助手に採用されている。当時のことを
榎本は「多数の学生の中で矯正臨床に最も熱意をも
ち，かつ漸次に増えてくる患者のほとんど大部分を
受け持って，“東歯のクリニックに矯正あり”と世
間に知らしめたのは実に今日の齋藤教授であったと
言わせている。

その当時の臨床治験例は，大正７年（１９１８年）４月
第５回日本医学会第１６分科会で齋藤 久が発表して
おり，歯科が日本医学会に参加発表したのはこれが
最初である。

東京歯科医専附属医院における矯正治療は齋藤
久が中心になってますます発展し，「歯列矯正臨床
知見ならびに過去九ヶ年間に遭遇したる患者の分類
について」と題し，歯科学報第２８巻第３号，第６号

（大正１２年，１９２３年）に患者数３９０名を集積した大論
文にして報告している。

大正３年に榎本によって種蒔された矯正臨床の芽
は，齋藤によってこうして大きく育てられていくの
である。

齋藤はドイツのライプチッヒへ１カ年の留学が決
まり，昭和６年６月２９日に出発。同７月２０日には，
日本矯正歯科学会代表として，英国で開催された国
際矯正歯科学会議に出席。また，８月２日にはフラ
ンスで開催された第８回国際歯科医学会にも日本矯
正歯科学会代表として出席している。１カ年の留学
生活は歯科学報第３７巻「滞欧記其一，二，三」に掲
載があり，卒業論文「Über die Entwicklung der
Orthodontie in Japan」（日本における矯正学の発
達）をライプチッヒ大学に提出し，Dr．med．dent．
の学位を授与されて昭和７年１０月４日に帰国。

昭和８年４月，齋藤 久は助教授から教授に就
任。歯科医師法の改正に伴う専門科名の制定によっ
て附属医院診療科名が変更され，従来の三部制が四
部制なる。それまでの矯正科は，矯正部に昇格し，
矯正部長・齋藤 久。

矯正科の治療は，大正３年（１９１４年）１０月から開始
し，実際の治療には主に齋藤があたっている。この
時点での矯正臨床は，寺木も榎本もアメリカのアン
グル学派の教育を受けて帰国したのであり，アメリ

カの臨床が，アングル派でないものは矯正家に非ら
ずの時代であったので，日本ではアングル派の矯正
治療で始まったのである。明治４４年（１９１１年）オッペ
ンハイムの歯牙移動の歯周組織変化の発表の後，大
正９年（１９２０年）以降には，ムシャーン，ルーリー，
ジョンソンの説を応用した舌側矯正装置が盛んに宣
伝され，また，実用化の時代に入っている。

東京歯科医専では，助手の多胡謙治が大正１０年
（１９２１年）１２月渡米，１１年８月ペンシルバニア大学に
入学，１２年６月ポストグラデュエートコースを卒業
して大正１３年に帰国。母校の講師となり，榎本や齋
藤はムシャーン派の治療の影響を強く受けたと思わ
れる。同じく高等歯科医学校（医科歯科大の前身）の
高橋新次郎は大正１２年（１９２３年）に，ペンシルバニア
大学歯学部の最高学年に編入していて，ムシャーン
の講演を聞き，翌年ミシガン大学からジョンソンが
赴任することを聞き，矯正を志望して留学を１年延
長し，大正１５年（１９２６年）に帰国している。この多胡
と高橋が相次いでアメリカから帰国したことによっ
て，すでに世界を風靡していた舌側矯正装置のム
シャーン式に拍車をかける結果となり，日本でも広
まっていったものと思われる。このように舌側矯正
装置に関心が集まっていたことは，齋藤のドイツ留
学中の昭和７年に提出した論文の中に反映してい
て，論文Ⅲの矯正装置では９年前の論文にみられる
よりも，舌側矯正装置が優位にある。齋藤は両装置
による矯正治療法を評価して，アングルシステムは
歴史も長く，種々の改良や症例によって歯牙移動方
向を確実に行う対策が取り入れられている。アング
ルの唇側装置とムシャーンやジョンソンの舌側矯正
装置は，両者に長所欠点があって，どちらが良いか
優劣はつけられないと述べ，また一方，舌側装置の
矯正力は弱い力が持続的に作用し理想的であるが，
習熟していないと歯牙の移動方向を誤る。歯学生の
教育には，唇側装置の方が間歇力で一方向に作用す
るので安全であると述べ，齋藤のこの教育方針は生
涯を貫くものであった。

矯正臨床が今日のように一般社会に広く認められ
るまでには，幾つもの困難を経なければならなかっ
た。その一つは大正１２年９月の関東大震災であり，
本校が再建されても矯正患者は少なくて，学生教育
にも支障を来す有様だったという。この念願も半ば
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にして第二の大きな障害は，昭和１２年の日支事変に
始まる第二次世界大戦への突入で，戦争が苛烈の度
を加え，学徒動員や学童の集団疎開でついには矯正
診療を中止している。

昭和２０年８月，敗戦の憂目にあい，国民は衣食住
を求め矯正治療どころではなかった。昭和２２年アメ
リカの理解と援助により日本の歯科界，歯科医学は
急速な発展を示した。歯科医学教育は専門学校から
大学に昇格し，歯科医師国家試験が開始され，大学
には大学院も設置されていった。

昭和２４年９月に朝鮮動乱が勃発したことによる特
需景気で国民生活は安定していった。そして，昭和
３５年高度経済成長また３９年の東京オリンピックに
よって国民生活が安定してくると次第に矯正治療へ
の関心が社会全般に広がりをみせていったのであ
る。

齋藤は昭和３７年９月定年退職。後任には昭和３６年
に部長に昇進していた山本義茂が主任教授に就任す
ると，大学の派遣で昭和３９年にはヨーロッパ及び北
米を歴訪し世界大戦後の先進国の歯科矯正臨床を見
聞して帰国。戦後を引きずって床矯正装置，機能的
顎矯正装置。そして，線矯正装置はジョンソンの双
線弧線装置が導入されてその主流をなしていた。
ヨーロッパでは主に床矯正装置を，米国ではロヨラ
大学ではジャラバックの装置を，しかし，全般的に
はエッジワイズ法が主流をしめしており，セファロ
グラムによる形態計測分析法による診断法と記録の
重要性を痛感し，帰国後は教室の近代化を推進して
いる。特に日常の矯正治療法の主体にエッジワイズ
法を導入して，米国のような矯正専門医の養成をす
る目的でワシントン D．C．の専門開業医で全米矯正
学会にも勢力をもつ日系二世の Dr. Suyehiro と知
己になり，昭和４５年（１９７０年）１０月には，日本でエッ
ジワイズ法の５日間のタイポドントコースを実現
し，その後も抜歯症例，非抜歯症例など，Suyehiro
は，友人を伴って度々来日し，日本語による説明で
行われる講習会の実績は効を奏していったのでし
た。そして，山本は昭和５１年３月定年の記念特別講
演では，入局者に対する卒後教育は，矯正家として
矯正治療の特殊性および時代的背景等を考慮し，矯
正専門医の養成をはかるべき教育プランを他大学に
先がけて実施していると述べ，この矯正専門医の養

成のためのポストグラジュエートコースは，大学の
もつ教育機能に準じて行う３年間の卒後研修教育
で，教室員スタッフによる基礎理論試験と治験例の
チェックを受けて，一定基準以上の者は東京歯科大
学矯正科が認定した矯正専門医となることを報告し
たのでした。昭和５１年４月後任の瀬端正之教授は，
この３年制卒後研修課程が無事継承されるよう学内
外に考慮し，また，前任の山本名誉教授も側面から
最大の配慮をされました。社会の趨勢が，また学会
方面においても専門医養成の方向に向っていたこと
もあり，学内外に認知されていった。

後継の一色泰成教授，山口秀晴教授，そして現在
の末石研二教授へと発展的に継承されており，特に
時流に先がけた賢明な策であり，平成１６年（２００４年）
には３０周年を迎えることが出来たことは誠に喜ばし
い限りです。

戦後の矯正界に関しては，まだまだ多くを語る必
要があるが，あまりにも長文になることから，後日
に機会を得て記したいと思います。また，戦前史の
詳細は「戦前における日本の医学・歯学と矯正学の
発達」（東京歯科大学矯正臨床実習９０周年記念）矯正
臨床ジャーナル第２１巻１１号，平成１７年１１月１日発行
に記載していますのでご参照下さい。

発 展

大学広報第２３０号に金子学長が東京歯科大学の基
本構想を述べている。そして，次回に大学の将来構
想について記したいとある。また，名誉教授を対象
にした説明会の予定は井上理事長の急逝で中止され
た。私が知るのは昨年１１月の同窓会評議員会の席上
で学長と副学長による水道橋移転の必要性と学生数
をコンパクトにする位の認識でしかない。したがっ
て大学の将来構想に私が考える水道橋リノベーショ
ンとは違いがあって当然であり，一つの意見として
述べる。

東京歯科大学は一世紀以上の時代を越えて学校経
営をしていて学生数と学納金による収支には何等問
題はない。したがって，大学運営がきびしくなる最
大の要素は病院経営である。国立大は独立行政法人
化して国庫の丸がかえではなくなったが，事務系が
主体の病院経営である。私立大は医師や歯科医が主
体の経営機構になっている。病院経営は不確定要素
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が多く，大学全体の経営を圧迫する可能性すらあ
る。慶應義塾医学部新聞によると，１５０周年事業は
５年前から１０年計画で開始し，医学部改革を安西塾
長は平成１４年に「綜合改革プラン２００２～２００６」で病
院経営改革を挙げ，５年間で病院経理累計で５０億程
度の収支改善をはかるとして「病院経営ボード」を
設置し，病院への運営支援・助言・監督を行い，病
院長を塾長が任命する形をとるなどの改革を行い，
４０億の改善が達成している。そして関連病院との交
流と連携を行い，外部資金導入による寄付講座推進
をはかり，塾長は平成１９年の年頭に「世界の超一流
となり，世界を先導する」と医学部・病院への期待
と展望を語り，２１世紀グランドデザインを示し，今
年の１５０周年では，医学部１００周年に向け力強く実現
に向けて新たな出発をしている。生前には井上 裕
理事長は執行部の人達と度々会っておられたので東
京歯科大学の将来構想に少なからず影響を受けたと
想像することができる。

水道橋の大学構想を考える上で３つの用地があ
る。大学教育には，近隣高校との共同開発用地につ

いては，図書室を含む教養科目中心の校舎。第二の
三崎町神保町側用地は，全面的に歯科大学校舎と
し，学生臨床実習病院を併設する。周辺には日本大
学をはじめ大学や専門学校も多く，アメリカの歯学
部病院を基本的に考えれば適当である。第三の現
TDC ビルを含む用地は，水道橋駅に面した白山通
りの角地で病院として，また，三崎神社通りからも
研究施設を隣接させるなど利用価値の高い用地であ
る。歯科の専門医育成病院と同時に，一次医療の診
療科医療を中心に，即日診察検査により二次医療病
院に紹介する連携医療機能を充実させ，そして，歯
科と医科との連携治療を行い，また，敷地内の研究
施設との連携治療によって再生医療や最先進医療を
可能にする複合型の病院となれば，２４時間診療も可
能な収益性の高い施設にすることも可能である。
〈筆者略歴〉
１９６１年３月 東京歯科大学卒業
１９８１年９月 〃 教授就任
２００１年５月 〃 退職
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