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はじめに

私が現在勤務しています学校法人アポロ学園アポ
ロ歯科衛生士専門学校は，昭和３８（１９６３）年設立さ
れ，当初は１年課程の学校で財団法人アポロ学園歯
科衛生士学校と言っていました。この年に設立され
たのを含め，歯科衛生士の養成所は全国で２３校，そ
のほとんどが国公立または大学附属でした。そして
校名については，その頃 NASA によるアポロ計画
が注目を集めていたために，そのアポロであると
か，学校の玄関にアポロの大理石の像があるから

（実はアポロではありません）などと言われていまし
たが，ヨーロッパで歯の神様として親しまれている
聖アポロニアから頂いたものです。

昭和５５年に２年課程，昭和６２年に学校法人化し，
昨年度より３年課程になっております。

１．私とアポロとの出会い

私が卒業したのは昭和４５（１９７０）年，７０年安保がは
なやかであった頃です。私自身は自分の興味のおも
むくままに，当時の病理学教室第二講座（主任：山
村武夫教授，昭和２０年９月卒）のもとに残ることが
できましたが，多くの方が自分の意思あるいは意思
に関わらず他大学の大学院へ入学したり，入局した
世代でもあります。大学院生の時代は奨学金と週１
回のアルバイトが収入源で，私の出張先は東京都養
育院附属病院の歯科，その後の東京都老人医療セン
ターの歯科口腔外科（現：東京都健康長寿医療セン
ター）でした。ここの病理の島田先生は山村教授と
懇意であり，私達（昭和４５年卒の病理の下野先生他
数名）は学部の学生時代から病理解剖にうかがって

おりました。また歯科の渡邉郁馬先生（昭和３３年
卒・保存学講座）は，その頃第二病理の助教授にな
られた枝重夫先生（後に松本歯科大学教授）の同級生
でしたので，歯科にも学部時代から御世話になって
おりました。

さて，その頃のアポロ学園歯科衛生士学校はとい
えば，創設者である小池きく子先生（東洋女子歯科
医学専門学校出身）が理事長・校長で，創立以来頑
張っていらっしゃいました。そしてたまたま東中野
にお住まいの小池先生のお隣に渡邉先生はお住まい
で，その頃のことですから木戸を開けて行き来する
関係，アポロへも講義に行っていらっしゃいまし
た。ある日，渡邉先生から「瞳先生，ぼくの代わり
に歯の発生教えてきてくれない？」と言われまし
た。おっしゃる方は簡単に言われたのでしょうが，
受ける方はさあ大変，断る訳にもいかず必死に勉強
して何とか講義を終えました。終わって小池先生に
ご挨拶に行くと，ここでも初対面の私をつかまえ
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て，講義時間以上の長いお話しに付き合う羽目にな
りました。

２．そのころのアポロ

当時のアポロはと言えば，小池先生が東京医科歯
科大学歯学部の微生物学教室で学位を取られたこと
から，講師は医科歯科大学や鶴見大学の先生がほと
んどでした。東京歯科大学からは矯正の山本義茂先
生と荒川幸雄先生（昭和４９年卒）がお見えになってい
るだけでした。現在私が校長をしていますので，東
京歯科大学の先生方は，「アポロは東歯系の衛生士
学校」と思われている方も多いことと思いますが，
実はそうでは無かったのです。ただしその頃から臨
床実習先は東京医科大学，東京女子医科大学の附属
病院，また開業医の先生の所も東京歯科大学出身の
先生方がたくさんいらっしゃいました。そして現在
では講師，臨床実習担当講師として，たくさんの東
京歯科大学出身の先生方に御世話になっておりま
す。

学校の母体は昭和３７年に設立されたアポロ歯科病
院。大きな各科縦割りの大学病院と異なり，個人の
口腔内をひとつとしてみようという考えのもとに作
られたものです。そして，そこで働く歯科衛生士が
どうしても必要ということで，翌３８年に１年課程の
学校が設立されました。もともとは予防業務を行う
ために要請された歯科衛生士ですし，私がうかがい
はじめた頃は，校外の実習施設もさほど多くなく，
学生は附属の歯科診療所でのスケーリング実習にか
なりの時間を割いておりました。従って「アポロの
卒業生はスケーリングだけはうまいよ」と言われて
おりました。それもそのはず，校内スケーリングだ
けでも現在の学生の３倍以上のケースを行っていた
のですから。

私はといえば，大学院修了後は，短期間病理に講
師として残りましたが，子育てのため非常勤として
いただき，父の診療室，養育院，アポロと少しだけ
仕事を続けていました。そんな中，小池先生からは
「解剖の先生が留学されるから解剖を教えて」と
か，ご自分が入院されたので，急遽「補綴の授業を
して」など，１週間必死で勉強して１回の講義をする
こともしばしばでした。また国家試験の時は，常勤
に近い歯科医師は私だけだったこともあり，「それ

はわからない」とは言えずに，専門の先生方にうか
がいながら必死に勉強しました。おかげさまで，い
つの間にか歯科医学全体を見渡すことができるよう
になりました。

３．平成になってから

昭和６１年に小池先生が亡くなって，校長を引継い
だとき，いくつか課題が残されました。ひとつは学
校法人化，もうひとつはその頃アポロの卒業生に不
足していると言われていた診療補助と保健指導業務
のできる歯科衛生士を育てることでした。幸い中野
区の歯科医師会の先生にお願いをして，区内に臨床
実習施設を持てるようになりました。それ以来，近
藤安司先生（昭和３０年卒）はじめ中水会（中野区の東
歯同窓会）の先生方には本当にお世話になっており
ます。また内田安信先生（元東京医科大学教授）から
慶應大学病院，扇内秀樹先生（昭和４３年卒・前東京
女子医科大学教授）から東京女子医科大学第二病院
をご紹介いただき，同級生の安達 康先生（前水道
橋病院・総合歯科教授）のおかげで水道橋病院での
臨床実習もさせていただけるようになりました。臨
床科目や校内での実習もそれに対応できるように大
幅に組み替えました。

基礎科目も整理して，全てが歯科衛生士のための
勉強の下地になるようにしました。本当はもっと他
のこと，つまり教養科目を取り入れたかったのです
が，残念ながら小さな学校で，予算にも学生の資質
にも限界がありました。

４．３年制のこと

２年課程で十分なのに，なぜ３年にしたのかとの
ご意見もありますが，それは学外から見ているから
のことです。もともと歯科衛生士は昭和２３年に予防
処置と保健指導を目的に，しかも保健所等で働くた
めに作られた職種です。昭和３０年に歯科診療所の診
療補助業務を行うために法の改正が行われ，就業の
場は拡大されました。従って，ここで教える内容は
ずっと増加したと考えるべきでしょう。そして保健
指導の名称独占も加えて，昭和５８年の２年課程への
変更でした。それから実に２５年以上の歳月が流れて
いるのです。その間，う蝕や歯周病患者の管理，イ
ンプラント治療その他診療室での業務の拡大もあり
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ますが，それ以外の部分でいったいどれだけの仕事
が増加したのでしょうか？もちろん診療室では障害
者，老年者，精神神経疾患の方，基礎疾患のある方
も含めて患者層がすごく厚くなりました。そして歯
科医師の業務が主に診療であるのに比し，歯科衛生
士はその他を全て引き受けるようになったのです。
特定保健指導や食育指導，摂食嚥下訓練，病棟での
口腔ケア，在宅指導や介護予防事業も加わり，歯科
衛生士は多くの他職種の方と関わるようになりまし
た。学ぶことが多くなったための３年課程なので
す。２年課程の最後の頃の時間数は，２年間で１９６５時
間の指定規則に対して２４００～２５００時間以上も行って
おりました。これは他業種の専門学校の３年分に相
当します。

３年課程へ移行の動きは，もう１０数年前からあり
ましたので，私どもはいち早く３年課程になること
を前提に履修科目を増やしてしまいました。少しだ
けでも触れておけば，３年課程になったときに十分な
時間数に増やすことができると考えたのです。とこ
ろが３年課程への法改正が遅れ，その実施までに十
年以上かかってしまいました。詰め込み授業が良い
はずはありません。学生はめいっぱい授業を受ける
はめになり，「先生，こんな少しの時間では理解で
きません。これから先が知りたいところなのに…」
とどんなに言われたかわかりません。

本年度から歯科衛生士養成所はすべて３年以上の
課程になりました。今まで時間数の不足でできな
かった科目や充分にできなかった部分を補い，周辺

の科目を追加すれば，すぐに３年課程でも時間数は
いっぱいになってしまいます。したがって３年の夜
間課程や４年でも付加価値として介護や社会福祉の
資格を一緒に取ることは物理的に難しいはずです。
また短期大学として教養科目を行えば，それだけで
余裕は無くなってしまいます。他職種とチーム医療
を行うための素養を考えるなら，少なくとも４年も
しくは５年の教育が必要と考えます。できれば，教
養系の短大卒業資格で入学するような歯科衛生士学
校を作るのが私の夢だったのですが，力不足と諸般
の事情で無理なようです。

５．現在のこと

求人先の先生方からは，「どうしてうちの診療室
に来てくれないのか」と，ずっとおしかりを受けて
います。でもアポロは専門学校ですから，大学や短
大と異なり，ほとんど例外なく歯科衛生士として就
職しています。

少子化に伴う１８歳人口の減少で大学全入時代を迎
えました。歯科衛生士学校も学生募集は苦労してお
ります。就職状況が良好なのはありがたいことなの
ですが，私も通常の講義・実習の合間に学生募集の
ために高校訪問をしています。特別な進学校でなく
ても専門学校志望の生徒は２０％もおりません。その
中で歯科衛生士を希望する人は一人いるかいないか
です。歯科医療界全体で，もっと歯科衛生士の仕事
の良さや将来性をアッピールしていかなくては学生
の確保はさらに難しくなると考えます。

さて，もう一つ。歯科衛生士養成所の教員の教育
については，全国歯科衛生士教育協議会が担ってま
いりました。昭和３７年に発足以来，教育内容の変化
と共に期待される歯科衛生士像を求めながら指導さ
れて来たのが榊原悠紀田郎先生（昭和１２年卒）と石川
達也先生（昭和３０年卒）であり，その後淺井康宏先生

（昭和３６年卒），櫻井善忠先生（昭和３５年卒），松井恭
平先生（昭和４８年卒）と会長の多くは東京歯科大学の
先生方によって引き継がれてきました。私も校長に
なって以来ずっと理事をしてまいりましたし，眞木
吉信先生（昭和５３年卒）はじめたくさんの同窓の先生
方が歯科衛生士教育の分野でも現在活躍されており
ます。

写真２ 学生の実習風景
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６．歯科衛生士とのもう一つの関わり

まだ日本が高齢化社会の入り口に立っていた昭和
６１年，石川達也先生，渡邉郁馬先生を中心に日本老
年歯科医学研究会が設立されました。学際的な学会
で，歯科大学の各分野の先生，開業歯科医の先生方
も含めて３００名弱の会員で発足しました。地域で訪
問診療・訪問指導をするとき歯科衛生士の協力は必
須であったため，この学会では発足当初から歯科衛
生士の会員が歯科医師と同じ立場で学会活動をして
きました。現在は病院や老健施設でのケアに関わる
歯科衛生士も加え，全会員約２２００名中３００名の歯科
衛生士の正会員を抱えるまでになりました。日本老
年歯科医学会では歯科医師の認定医制度が平成１７年
に発足しましたが，その検討が始まると同時に，歯
科衛生士にも認定をと言う希望が寄せられていまし
た。それから５年，紆余曲折はありましたが，本年
ようやく「日本歯科衛生士会認定歯科衛生士（老年
歯科）」という名称で，日本老年歯科医学会が推薦
し日本歯科衛生士会が認定するというシステムで発
足させることができました。なぜ歯科衛生士会の認
定なのだとのご意見もありましたが，もともと歯科
医師と歯科衛生士は職種が違うのです。自分たちの
認定は自分たちで行うものであり，看護師も医師で
はなく看護師の職能団体である日本看護協会が認定
を行っています。歯科衛生士も本当でしたら最初か
ら歯科衛生士自身が行えばいいのですが，現在は学
会に所属する歯科衛生士の人数も少ないので，しば
らくは日本老年歯科医学会の中で活動し，将来歯科
衛生士会員が増加したら，是非独立した学会を創っ
てほしいと思っています。

７．病理学講座のこと

今年度末で，現在の東京歯科大学病理学講座の下
野教授は定年を迎えられます。私も同級生ですから
非常勤講師を退職することになります。ここも長い

間御世話になりました。特にこの４年間は村松 敬
先生（平成３年卒）のコーディネートで，「働く女性
歯科医師像」というお話しを講座の若い非常勤講師
である山 美喜子先生（平成４年卒），丹野光恵先生

（平成１３年卒）とさせていただきました。初めてお引
き受けしたときは，自分が女性歯科医師であるとい
う認識もあまりなく，なんとなく必死で，子育てや
介護をしながら働いてきましたので，何の話をして
良いか困りました。若い先生方と話すのはとても刺
激的でしたし，私の年齢の女性歯科医師が過ごして
きた環境と現在の方々のそれとは大きく変わって来
たことも認識できました。女性歯科医師の割合は増
加しましたが，一方で核家族化が進み，育児力・介
護力は格段に小さくなっています。大学に残る女性
歯科医師の割合が免許取得者の割合と同じように増
加するわけでもなく，さらに一定年齢を過ぎると極
端に少なくなるのは早急に解決すべき問題です。育
児休暇を取った後，復職できることや育児をしなが
ら大学での仕事を続けられるようなシステムが東京
歯科大学にもぜひ必要です。開業という違う働き方
があるからといって避けて通るべきではありませ
ん。

おわりに

アポロは現在４７，４８回生が在学中です。３年課程
移行期で２学年しか在学しておりません。今年は卒
業生がいないのですが，昨年３月で３０１４名の卒業生
を出しております。本校は卒業生の約半数が歯科衛
生士として就業していますので，約９６，０００名の就業
歯科衛生士のうち１００人に１．５人はアポロ卒というこ
とになります。私がアポロに関わってから２，６００
名，校長になってから１，６００名が卒業しました。こ
れも本校に勤務してくださった方々と講義・臨床実
習を支えてくださった先生方のおかげと心から感謝
しております。
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