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はじめに

大学はいま改革のさなかにある。その中で創立
１２０周年に寄せて「継承と発展」と題して執筆を依
頼された。真に難しい題名で考え出すと際限がな
く，しばし困惑した。本来なら学問・研究について
述べるべきと思われたが，それはささやかな退任記
念誌の中に業績として掲載してあるので，ここでは
大学の経営に多少係わったこともあって，異なった
視点から自分なりの思いを述べてみた。

技術の継承

〔テレビから〕
NHK のテレビ番組で「プロフェッショナル」と

いうのがある。多岐に亘る分野の達人を招き技術を
映像で紹介し，その人の考え方を問うもので，優れ
た放送と評価も高い。見られている方も多いと思
う。その中で，特に驚きをもって見たのが，脳外科
医の手術であった。その熟達した技術に見入ると同
時にそれをどのようにして伝えるかに興味がもたれ
た。特殊手術のために考案された器械，器具，そし
て診断の要点などは周囲の人に伝えることができて
も手術の技量は，個人がもつ特有のものでそれは伝
えられない。しかし，その場の雰囲気，難症例に立
ち向かう外科医の姿勢は継承されて，新たな達人が
生まれてくるように感じられた。われわれ歯科医
も，薬の処方では医療が成立しない，いわば外科医
であるから，技術は治療上，重要な要素になってい
るのはいうまでもない。嘗ての基礎実習が基本技術
の教育の場であったのを思い出した。
〔歯科医師実施試験〕

以前は国家試験に実施試験が課せられていた。保
存学で名高い東京医科歯科大学の総山孝雄教授と日
大歯学部の浅野武男教授の二人がその時の試験委員

であった。当時，国家試験補助員の腕の見せどころ
といえば，厚生省の係官が緊張している学生の間を
見廻らないようにすることで，その役目を当時の大
曽根正史助手にお願いした。彼は，係官に“国家試
験という国家的な仕事に，一私学の施設を使用する
のは公正さの点からも好ましくないとは思いません
か。まして実習に使用する材料，器械，器具などは
統一して，試験場も国で準備すべきでしょう。私学
は試験のためにこのように診療室を使い，大きな損
失を蒙っている。”と語った。この理論の組立て
に，係官は返す言葉がなく，あとは大曽根助手の話
題の豊富さの虜となり，学生間の見廻りは，私が代
わりに行った。作戦の成功が今でも懐かしく思い出
される。

窩洞形成の試験問題は，大臼歯の２級インレー窩
洞，３級の単純および複雑窩洞，５級窩洞で，出題
項目のすべてが課せられた。採点終了後，浅野教授
から補助員のいろいろな気配りについて自分の大学
でも参考になると褒めていただいたが，同時に“東
京歯科の試験が前の大学の後でよかった。もし順序
が逆だったら前の大学は１／３位落第点がついたか
も知れないですよ”と囁いてくれた。総山教授は，
ひとつの模型を取り上げ，“これは満点ですね”と
差し出した。国家試験でこのような評価をオープン
に示してくれたのは初めての経験で，受験番号を調
べてみたら，後に教授となる溝上隆男受験生の窩洞
であった。これまでの出題は，２級インレー窩洞と
５級窩洞に決まっていたのに，出題項目を全部出し
た総山教授には，各大学の実習レベルを知るための
意図があったように感じられた。二人の国家試験委
員の採点の様子から，われわれ大学の基礎実習のレ
ベルは，他の大学より優れていると実感した。保存
実習に限らず，補綴実習においても高い技術水準で
教育が行われていたと思っている。

東京歯科大学創立１２０周年記念記事
「継承と発展」―名誉教授に聞く―

高 橋 一 祐

１２

― １２ ―



移転後の水道橋病院を守る

昭和５６年，大学の千葉移転に伴い水道橋病院の診
療を腰原，一色，重松，野間の諸先生と私が教授と
して，それぞれの部門を担当するよう命ぜられた。
野間教授は間もなく主任教授となり４人の教授と３０
人の医局員で水道橋病院を守るため，診療中心で頑
張ることとなった。
〔仮の病室〕

副院長の時，都庁から医療指導監査があることを
中安事務長から知らされた。その時本館は閉鎖され
ていて，新館には２０床のベッドを置く病室がない。
ベッドの数だけは本館にあるという。改装など考え
られる状況ではなく，時間もない。止むを得ず３階
の会議室を病室に見立てる計画を立ててベッドを運
んだ。監査の当日，２名の係官が今までの図面を見
て，“ここは会議室になっているが”と質問され
た。“大学は千葉へ移転し，近くこの建物を取り壊
すので，極めて短期間仮の病室”と説明した。“そ
れならば事前に届け出を行い許可を受けなければな
りません”病院が手続きを知らず，それを怠り返す
言葉がなかった。このままでは病院の閉鎖にもなり
兼ねない。必死の事情説明で，お詫びを繰り返し
た。相手も古い建物と，東京歯科大学との永いお付
き合いということで理解と同情をいただき，“二度
とこのようなことのないように”との厳重注意に止
まり，二人はほっと胸をなでおろした。
〔水銀検査〕

排水溝の水銀検査も定期的に行われた。指定業者
による検査であったが，事務員だけでなく，病院と
しても関心をもって対応していることを示すため，
診療を中止して白衣姿で立ち合った。しかし検査の
度に数値が変わり，これも厳重注意を受けた。本館
の古いパイプの中を少しの水が流れて新館のところ
で一緒になるので，微量の水銀への対策は，全く苦
労した。“とにかく管理は十分に行う。建物は近く
壊して新しくする”の一点で，頭を下げ，お願いを
してその場を切り抜けた。後日，本館取り壊しの
際，直径１０cm ほどの排水パイプ管の切断面を見た
ところ，中央に２cm 程度の空間があるのみで周囲
は石膏や印象材などベトっとした約半世紀にわたる
沈澱物で埋め尽くされていたのには驚かされた。

〔病院の運営〕
大学の稲毛移転に伴い水道橋病院長に長谷川正康

教授が就任された。長谷川先生は早稲田大学診療
所，稲毛診療所を通じて，歯科の専門分野とは別に
診療については総合的に行うべきとの理念があり，
水道橋病院に総合歯科を新設された。しかし当時は
大学全体として講座意識が主流で水道橋の人事につ
いて，病院長の権限はなく，講座によっては医局員
の交代が頻繁で，実習，講義に狩り出され，診療中
心といいながら講座主任の考えが優先された。この
傾向はつい最近まで続くことになる。経営の責任者
として病院長の苦労は多く，関根 弘教授，佐藤
徹一郎教授に引き継がれるが診療実績についてのご
苦労は絶えなかった。その関係で法人サイドから病
院の縮小，閉鎖もあり得るとの情報も流れ，病院の
存続が危ぶまれていた苦難の時でもあった。しか
し，とにかく専任である４人の教授が中心となって
古くから通院している患者を大切にし，よい治療を
心掛けようと全員で頑張っていたことが思い出され
る。
〔稲毛移転前後の同窓の想い〕

大学が稲毛への移転が決まり，それが実現してか
ら“東京歯科大学は，千葉歯科大学になったと他校
がいっている”とか“稲毛のキャンパスは緑豊かで
広く，近代的で実に素晴らしいが，都心からは随分
と遠いよ”との囁きを随所で耳にした。このような
状況の中で多くの同窓から“キャンパスは稲毛に
移ったけれど，水道橋に母校の病院があり，教育も
一部行われていることは，東京で活動する同窓に
とって，他校との話を進める上に重要で東京歯科の
存在感を保っている”“歯科医師会での活動，保険
審査員の選出についても大切な役割を担っている”
といわれた。これとは全く別の次元の事柄で，水道
橋校舎取り壊しの際，そのレンガを購入し，庭にモ
ニュメントを造ったという水道橋・熱烈・郷愁の同
窓もいると聞いた。同窓の想いの一端が窺われる。
同窓諸先生との交流の中で，私自身も，千葉の応援
を得ながらとにかく水道橋で頑張ろうという気持ち
になったのは事実である。ただし，この間における
学会発表，研究論文の業績は数編を数えるに止まっ
た。
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発展へのステップ：保険医療制度と財政

〔３０年前のアメリカ保険会社の予測〕
３０年前，アメリカに留学した際，保険審査員を長

く経験したことから，保険制度に興味を持ち，アメ
リカの医療保険制度を研究するため，ロサンゼルス
の有名保険会社を尋ねた。その際，驚いたことに逆
に日本の医療保険制度について質問された。そのひ
とつは“日本の制度では，保険が赤字になって会社
が潰れてしまうが”，“それは国が補填することに
なっている”と説明した。もうひとつは，“歯科医
師の経験年数，技量に関係なく一律の点数算定だ
が，ドクターは不満を言わないのか，それは国民性
なのか”であった。これは自費によってカバーされ
ていると思っていたので，特には答えなかった。

日本の医療保険制度は，憲法第２５条でいわれる
「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を国
が保障した社会保障制度の中に位置づけられてい
る。所得に関係なく誰でも平等に医療が受けられ
る，世界的にも最高の医療制度と高く評価されてい
る。しかしながら，国民の高齢化と近年の加速度的
社会変化が想定を上回ったとはいえ，根本的な制度
改革，例えば，出来高払いの検討などがなされない
まま，現在に至っている。いみじくも３０年前アメリ
カの保険会社が指摘したように膨大な赤字が生じて
いる。とにかく，今や総医療費は年間２２兆円を超
え，１年間で GNP を超える膨張を示し，その対応が
国の一大政策になっている。赤字削減のため，国は
医療費の負担を国民にかぶせて，本来は保険本人の
負担が０であるべきところ，現在は３割もの負担に
なっている。最近の後期高齢者保険制度は結局今後
増大する７５才以上の医療費は７５才以上の人達で“ま
かなう”という制度と解釈される。このような状況
では医療担当者が要求する点数引き上げはとても期
待できない。大学が医療収入を予算として計上する
に際しては医療保険制度のさらなる理解と対策が必
要と思われる。
〔保険診療の所定点数〕

例えば抜歯という医療行為の点数は，麻酔から抜
歯完了までの時間を測定し，点数が定められたとい
われている。担当する先生の抜歯があまり上手でな
く，もう少し時間を要していたら，点数が高くなっ

たかも知れないという話もある。このように，所定
点数は，それぞれの術式についての対応時間が点数
算定の基本となっている。従って，例えば前歯の抜
髄にインフォームド・コンセントを含め，あれこれ
丁寧な説明を行い，１時間を要したのでは，保険医療
制度上ではマイナスの算定となる。使用材料にして
もコストの低いものを選んだ方が採算上は有利とな
る。日本医療機能評価機構の病院評価委員となり，
各地の病院を評価する機会を得たが，その中で，歯
科と医科には格差があり，歯科は点数を上げ難い仕
組みになっているのを痛感した。病院の数をみても
医科は全国に９０００以上，歯科は大学に所属するだけ
に過ぎない。学問を優先させ，信頼される医療を目
指す大学病院での保険診療は採算面とどのように向
き合うのか，矛盾をどのように解決するのか，この
点を明確にして取り組まないと現場での活力は生ま
れて来ないように思われる。

発展へのステップ：水道橋へ戻る

私は囲碁を少々たしなむが古来からの名局の中
で，“絶妙の一手”というのがある。全局面を見渡
し，それまでの経過を踏まえ数百手あるいは千手以
上に及ぶ，あらゆる変化，あらゆる手段を全て読み
切って着手を決める。決断の一手である。しかも結
果に結びつかなければならない。今回，大学が水道
橋に戻るという決断を，たかが囲碁の妙手に例えて
は申し訳ないが運命を左右する着手であることに違
いはない。少し以前，水道橋へ戻って来たらといっ
たら冗談にもならず，この人何を言っているのかと
軽視された。しかし当時から稲毛キャンパスにおけ
るランニングコスト，学生数，今後の補修費等を考
えると，かなり真剣に考えた方がよいと思っていた。

今回の大英断に際しては，検討委員会が設けら
れ，２１世紀の動向をあらゆる角度から検討し，豊富
な情報量に根ざした大局観から決断されたと思って
いる。水道橋へ戻る大事業は，稲毛移転の場合より
数倍，数十倍のエネルギーと，何よりも学内一致の
協力が必要なのはいうまでもない。

むすび

ある企業の大戦略：富士山が見える高層ビルの会
議室。幅２m はあろうかと思われるテレビの大画
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面。そこに世界地図が映し出されている。世界の
国々の一部または大分部が赤で塗られている。画面
が徐々に拡大される。赤く染まったアメリカのカリ
フォルニアが映し出される。さらに拡大され，ロサ
ンゼルスの市街，さらに拡大が進むと赤い点が写し
出された。点はブルドーザーの１台を示すという。
地図上で赤く塗られた部分はブルドーザーの集合体
であった。そのブルドーザーの１台毎にコンピュー
ターチップがはめ込まれていて，故障，不良部分が
判り現場に連絡できるシステムになっている。東京
の会議室で，世界各国にある何百万台ものブルドー
ザーの動きが把握できる。経済学者がある国の景気
動向をコメントしてもそれは頼りにしない。赤の点
の動きを見ればその地域の経済活動状況が判断でき
る。戦争の軍事機密を見ているような思いになっ
た。世界に立ち向かう一流会社の戦略の“すごさ”
を知らされた。その中で，“最も大切なのは人であ
り一台一台を動かしている現場，また，機械を作製
している現場，その人達との会話から生まれるアイ
ディア，行動力，人材の活用がなければ発展は望め
ない”と結んでいたのが印象的であった。

２１世紀の社会はさまざまな困難な課題に直面して
いる。われわれの大学は，高等学校で教えられたも
のとは全く異なる医の世界に遭遇する場である。医
の中でのさまざまな価値観を知り，世の中に大きく
貢献する使命を培う場でもある。創立１２０周年を迎
える大学としては歴史の中に蓄積された財産を活用
し，新たな学問，教育を通じて２１世紀に対応できる
よき臨床家を世に送り出すという教育理念の継承が
大切と思われる。若い人達には優れた人材が多い。
財政基盤の確立の中で，歯科医療，近未来の構想も
視野に入れ，新しい世界に切り込んで行く決断と勇
気が期待される。継承は伝統から発展は革新から生
まれるものと思っている。
〈筆者略歴〉
１９５７年３月 東京歯科大学卒業
１９８１年９月 〃 教授就任
１９９９年５月 〃 退職

保存実習の製作物

水道橋校舎取り壊し足組み（昭和６１年５月）

水道橋校舎の取り壊し（昭和６１年７月）

水道橋病院担当の４教授
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