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はじめに

私は，１９６２年鹿毛俊吾先生（愛歯技工専門学校の
創設者）からアメリカ，留学の機会を与えられた。
留学の目的は「日本の歯科界レベルアップ」，恐れ
を知らない２５歳の私は，とてつもなく大きな使命に
後先も考えずに羽田を飛び立った。以下に，与えら
れた課題を示す。
１．アメリカの歯科事情について
２．アメリカにおける歯科技工士の教育について
３．アメリカにおける歯科技工士の資格について
４．日本との対比におけるアメリカの歯科技工のレ

ベルについて
５．日本との対比におけるアメリカの修復治療レベ

ルについて
６．アメリカにはあるが，日本にはなかった機器材
７．日本にはあるが，アメリカにはなかった機器材
８．アメリカに学ぶことで，自らの歯科技工技術を

アメリカの水準まで高める努力をすること
これらの決して軽くはない課題を胸に，自分なり

に覚悟を決めてアメリカの歯科界に身を投じてき
た。そうした課題の中から特に印象に残っているこ
とを，順を追って思い起こしてみたい。

１．当時のアメリカの歯科事情

アメリカにはNADL「National Association of Den-
tal Laboratories」「アメリカ歯科技工所協会」とい

う歯科技工士の組織が存在していた（図１）。その下
部組織としてアメリカ合衆国の州ごとに例えば，
ニュージャージー州には「New Jersey Dental Labo-
ratory Association」がある（図２，３）。歯科医師の
組 織 と し て は ADA「American Dental Associa-
tion」アメリカ歯科医師会があった。

１９６０年当時の NADL の組織力は，政治的にも強
大な影響力を持って活動をしていることに驚いた。
歯科技工業務範囲の拡大として「デンチャアリスト
制度」確立を真剣に討議していた。合衆国アメリカ
は，それぞれの州法によって制度が定められ，いく
つかの州では“外科的治療を伴わない歯科的処置”
には，歯科技工士が直接患者と関わり可撤性義歯の
ための印象，義歯の製作は歯科技工士の業務範囲と
して認められた。渡米して間もなかった自分は驚き
以上のものを感じていた。当然のことであるが
ADA と NADL との間での議論が沸騰し，軋轢を
生じていることも教えられた。

私は，そうした政治的な軋轢がアメリカ歯科技工
士の資格制度（法制度）の確立を遅らせたのではない
かと思っている。

２．アメリカにおける歯科技工士の教育について

法制度に基づく資格制度のない国アメリカの“歯
科技工士教育”は，私的任意に開設されている「歯
科技工士の養成施設」に依存されていた。ニュー
ヨークにあった歯科技工士学校「キャペル スクー
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ル オブ デンタルテクニロジー」（図４，５，６）
「マグナー デンタル テクニシャンズ スクール」
そして「コミュニティーカレッジの歯科技工士科」

（各州にある）それら歯科技工士の養成施設（歯科技
工士学校）を見学して驚いた。保険制度がなくて自
由競争のアメリカは，私が日本で学んできた歯科技
工士学校の設備や教材と比較して，何れもアメリカ
の方が格段に進んでいた（１９６０年代）。

歯科技工士になるための教育は，歯科技工士の養
成校で学ぶこともできるが，資格制度のないアメリ
カでは歯科技工士学校に学ぶことが必須の条件では
ない。誰でも歯科技工の仕事には就ける。歯科技工
士の養成校は，歯科技工士としての基礎教育ととも
に，ラボのニーズにこたえるため，義歯の排列，ク
ラウンのワックスアップなどと専門性に基づく教育
が基本となっていた。

図１ NADL「National Association
of Dental Laboratories」アメ
リカの歯科技工士組織は政治的
にも強大な影響力を持って活動
していることに驚いた。NADL
が発行している雑誌（March，
１９６４）に日本の歯科技工士の教
育制度について発表した。

図２ NADL の下部組織「New Jer-
sey Dental Laboratory Asso-
ciation」の機関紙「The BULLE-
TIN」（I９６３年１２月号）。

図３ NADL の下部組織「New Jer-
sey Dental Laboratory Asso-
ciation の機関紙「The BULLE-
TIN」１９６３年１２月号に，日本に
おける歯科技工士の資格法制
度，そして歯科技工士の教育制
度について発表した。写真左は
筆者そして右は「愛歯技工専門
学校」である。

図４ １９７２年３月に「愛歯技工専門学校」学校長 大宅公
生氏，そして副校長の児玉二三男氏をニューヨークの
歯科技工士学校「キャペルスクール オブ デンタル
テクノロジー」に案内した。

写真左から，校長の Mr.キャペル，筆者そして愛歯
技工専門学校校長 大宅氏

図５ キャペル スクールの校長室で教育制度について
の話合いをしているところ。
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３．アメリカにおける歯科技工士の資格について

資格制度，法制度のないアメリカの歯科技工士の
中で，５年以上（州によって異なる）の臨床経験者
は，NADL の認める研修を受講し，必要な単位を
取得した者は NADL の認定資格試験を受けること
ができる。認定試験に合格した者には CDT 資格が
与えられる。任意の団体 NADL が与える資格 CDT

（Certified Dental Technician）の認知 度 は 地 域 に
よって異なっていたと思う。資格を得るための教育
は，２で上げた歯科技工士の養成校での基礎教育（歯
牙解剖，歯形彫刻），勤務している歯科医院あるい
は歯科技工所での臨床を通しての修練，そのほかに
は，NADL あるいは州の技工所協会が開催するコ
ングレスへの参加，あるいは，メーカーの主催する
コングレスで開催される講習会などに参加して

CDT 資格を取得するための準備をする（図７，８，
９）。

州によっては CDT 資格を有する者でなければ歯
科技工所の開設はできない。NADL の傘下にあ
る，NBC（National Board for Certification）が，CDT
資格を得るための認定試験を実施する（図１０，１１）。

４．日本との対比におけるアメリカの歯科技工
のレベルについて

歯科技工士の法制度，資格制度のないアメリカで
はあるが，私が初めて目にした（１９６２年当時）アメリ
カの歯科技工レベルの高さには驚嘆した，日本には
まだコバルトクロームあるいはニッケルクロームの
ワンピースキャストによるデンチャーはなかつた。
レジンによるベニアクラウンは日本でも始まっては

図６ キャペル スクールの歯科技工実習室 図７ NADL の主催するコンベンションはいつも盛会
であった。

図８ コンベンションの展示会場に見るデモンストレー
ション。 図９ 盛大に開催されるコンベンションの開会式（１９６３

年２月）シカゴにて。
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いたが，いわゆる無機フィラーを配合しての硬質レ
ジンによるクラウンの製作システムは，アメリカが
格段に進んでいた。

ポーセレンによる修復装置は，リバースピン
フェーシングによるクラウンブリッジ，SS ホワイ
ト社の高溶あるいは中溶ポーセレンによるジャケッ
トクラウン，ユニットビルトブリッジそれら基本的
には嵌合技法による修復装置であった。Dr. Katz
と共に開発，発表した「金属焼付ポーセレン」は，
想像を絶するほどに関心が高く，瞬く間に臨床応用
されるようになっていった。

５．日本との対比におけるアメリカの修復治療
レベルについて

臨床の格差には驚いた，診断用ワックスアップそ

してプロビジョナルレストレーションこれらは，日
本で経験したことのないラボでの仕事だった。半調
節性咬合器に Centric Relation でマウントする。技
工指示書に書かれている言葉には困惑した。

６．アメリカにはあるが日本にはなかった機器材

ダウエルピン，ダイアモンドジスク，真空石膏攪
拌器，鋳造機，加熱炉などシステム化されていたア
メリカのラボと日本との違いを挙げればきりがな
い，日本との格差にはカルチャーショックを受けた
（図９，１０）。

７．日本にはあるがアメリカにはなかった機器材

ポストクラウンを応用して作る継続歯，無縫冠，
縫成冠，圧印床義歯，これらはまだ日本では使われ

図１０ NADL 認定講習会は，基本的には NADL の公認
講師によって行われていた。１９６８年 図１１ NADL 公認講師の証

図１２ 私が初めて目にした（１９６２年当時）アメリカの歯科
技工レベルの高さには驚嘆した。

図１３ デンタルラボはシステム化されており清潔な環境
の下で運営されている所が多かった。
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ていた。

８．アメリカにもなくて，日本にもなかった修
復治療法

それは金属焼付ポーセレン（PFM）だった。私
は，これによってチャンスを得た。Dr. Katz から
声をかけられて，PFM の研究開発チームに迎えら
れ（１９６２年）新システム「Porcelain Fused to Metal
Restorations」の開発に成功し，補綴学会誌１）に発
表したことで，それに寄せられる関心は絶大なもの
となった。その臨床応用と普及のための教育を私に
委ねられた。多いときには１ヶ月に１０数回の研修
コースを開催することで「新しい修復治療技術
PFM」を普及させる努力をする毎日が続いた。

おわりに

私は，２０１０年５月，アメリカ西海岸にある歯科大
学「University of Southern California」と東海岸に
あ る「University of Medicine & Dentistry of New
Jersey」そしてアメリカで最も古い歴史と伝統を誇
る歯科補綴系の学会「Academy of Prosthodontics」
に参加をして以下のことを話してきた。それを記載
してこの稿を閉じる。

修復治療レベルを向上させるための提言

アメリカ歯科界の実情は深刻である。修復治療の
ための歯科技工の５４％以上が国外に委ねているとい
う。アメリカ国内で製作される補綴物も数字的に示
すことはできないが，アメリカのラボで働く日本
人，韓国人，中国人，タイ人，ベトナム人，ポーラ
ンド人，ロシア人，メキシコ人などアメリカ人以外
の歯科技工士に歯科技工の多くが委ねている（その
多くは，教育を受けた歯科技工士でない）。それ
は，アメリカの歯科技工士教育が遅れたことに起因

していると思っている。アメリカの歯科界で何より
も重要なことは，歯科技工士の資格制度を制定する
ことであるとの私見を述べてきた。そのためには，
行政指導による歯科技工士の教育制度を確立するこ
とだと思う。

遅れを取ってきたアメリカの歯科界は，歯科技工
士の教育についての重要性を深く認識し対応策を真
剣に考えている。私の講演で提言したことのひとつ
は，他の医療分野と調和の取れる学問的歯科医療レ
ベルであるためには「歯科総合大学」を目指しては
どうだろうか，との提案であった。すでに歯科医師
や歯科衛生士の教育制度，資格制度は確立している
が，現状アメリカで何よりも足りないのが，歯科技
工士の教育制度であり，歯科技工士の資格制度であ
ると思う。「歯学教育の一元化」を三位一体として
実現させるためには，歯科技工学科の創設が必然と
なる。私は，アメリカでは羨望の眼差しを受けてき
た。それはアメリカにはない，国家行政指導のもと
にある「歯科技工士教育」を受けた歯科技工士であ
り，日本の国家資格を有している歯科技工士である
ことにほかならない。外国では，日本の歯科技工士
が特別な眼差しを受けている。私の知る「日本人の
歯科技工士」は，アメリカ歯科臨床のレベルを向上
させるために大きく寄与していると思っている。現
在アメリカは「歯科技工士の教育」について真剣に
考えていると思う。それが故にアメリカは“日本の
「歯科技工士の教育制度，資格制度について」の情
報”を求めている。
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