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巻 頭 言 
 

― 真の豊かさを求めて ― 

 

            元大阪大学歯技会会長(１期生) 

田 中 淳 三   

 

 母校創立 50 周年と本会設立 30 周年の記念事業が昨年末盛大に挙行されたが、卒業生の現在数は 876 名

となった。これまでその多くの人達が歯科技工という仕事に“やり甲斐”と“生き甲斐”を見つけ、“働

き甲斐”と「豊かさ」を求めてやってきたと思う。 

 志の途中で他界した人。転職した人。すでに引退した人。今を懸命に頑張っている人。これから頑張ろ

うと意欲に燃えている人。さまざまであるが、この仕事が適職であり天職と思える人は幸せである。 

 この仕事の“働き甲斐”の薄さを何とか解消しようと本会会員で日技会長であった五期生の中西茂昭氏

が全国歯科技工士会の推挙を受け国政選挙に連続２回挑戦した。我々の同窓会も政治不介入の基本精神を

封印して微力ながら精一杯の応援支援をしたことはまだ記憶に新しいところである。残念ながら結果を出

すに至らなかった。 

 ところで、「豊かさ」とはなんだろうか。人は仕事を通じて経済的、物質的、精神的、肉体的に健康的

な豊かさを求めている。しかし物は豊になったが心が貧しくなってしまったというのでは困る。どんなに

つらかった仕事も「上手い！」の一言で疲れは飛んでしまうし、先生と患者さんから「喜ばれる喜び」を

感じたときに、あるいは自営者が毎月の資金繰りから開放されたときにも精神的豊かさは満たされるだろ

う。また趣味に没頭できる「余暇」こそが豊かさの中身であると言う人もいるだろう。 

 そこで豊かさとは「自由の拡大」であると考えてみたい。まずは「経済的自由」である。これは使い切

れないほどのお金があるというのではなく、何かをしたい。何かを買いたい。と思ったときにお金がかか

るからという理由でやめなくて済む程度にお金があるということで、それで十分ではないだろうか。次に

くるのは｢時間的自由｣である。人は毎日が「休日」だと余り自由は感じないものらしい。何かをしたい。

何処かへ行きたい。と思ったときに迷わず一緒に実行できる仲間がいる自由である。実はこれら二つの自

由は肉体的自由によって支えられていると言える。すなわち健康が人間的豊かさの基礎的条件であり、豊

かさとは｢肉体的自由｣を礎にして｢経済的自由｣と｢時間的自由｣を得、最終的に｢精神的自由｣を得ることで

はなかろうか。  

 しかし、経済的自由を得るために時間的自由を犠牲にしなければならない現況がほとんどであると思う。

要はバランスの問題である。 

 もし現況における生活の中でこれらのバランスを取りたくても上手く取れないで将来に不安を感じてい

るようなことがあるとするならば、現状に甘んじるか、或いは現状を維持しながらリスクの少ない何かも

う１本別チャンネルでスペアータイヤ的な「権利収入路」を確立するというのも選択肢の一つである。そ

ういう時代に入っている。 

 「リッチ」と言う言葉を金持ちと訳す。しかし金を使う暇がない人をリッチとは言わないそうだ。従っ

て真の｢豊かさ｣とは一つの指標として｢自由の拡大｣であると言えるのではないだろうか。 

（知的生産手帳より一部引用） 
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学校長挨拶 
 

 

   大阪大学歯学部附属歯科技工士学校長 
   大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座教授 

矢 谷 博 文    

 

 本年は、３月 11 日に東日本が類なき大災害にみまわれ、テレビの画面に映る巨大な現実を前にどのよう

な言葉も発することができず、ただ手を合わせ、祈りを捧げるばかりです。被災地から遠く離れた関西に

在住するわれわれにできることは限られていますが、日々勤勉に職務をこなすという単純なことであって

も被災された方々の気持ちに報いることになるのだと信じ、実行することが大切だと思います。一日も早

い将来、日本がこの深い喪失の底から立ち上がることを切に願います。 

 さて、昨年には技工士学校創立 50 周年ならびに同窓会設立 30 周年の記念事業を無事終了することがで

き、ご同慶のいたりです。今後も、伝統ある大阪大学歯学部附属歯科技工士学校が、歯科技工界をリード

する人材を多く輩出できるよう関係者一丸となって努力を続けなくてはなりません。本校が基幹校として

の役割を果たしていくためには、まず優秀な学生が入学してくることが必須です。全国の歯学部、技工士

学校の志願者が激減する中、本校は比較的高い倍率の志願者数をキープしておりますが、少しでも気を抜

くと倍率の低下につながることは明らかです。これまで通りホームページやオープンキャンパス等により

本校を広く PR するのはもちろんのこと、本学そのものをさらに魅力ある、元気のある学校にしていく努力

を怠らないようにしなければなりません。 

 “口から食べる事”は生きることの基本です。歯科医師と技工士はその大切な機能を担う医療技術専門

職です。私が、1995 年から 1997 年に米国ケンタッキー大学に留学していた時、歯科医師、心理療法士、

物理療法士の３人からなる医療チームで、顎関節症患者さんや口腔顔面痛患者さんを診ていました。私は

常々、歯科技工士も柱の陰からではなく、このように歯科医療チームの一員として患者さんに必ず接して、

自分の作製した補綴装置を喜んでくれる患者さんの顔を見ることができたら医療人としてのプロ意識はず

いぶん向上するだろうと思っています。現実には患者さんにとって“顔の見える”歯科技工士として働い

ていくことはむずかしいことです。しかしながら、歯科技工士は大切な生体の一部として機能する人工装

置を作製するプロであるという自負を強くもって良質の歯科医療の提供に貢献していただきたいと思いま

す。 

 日本では、歯科技工士は厚生労働大臣免許の国家資格であり、世界的に見て日本の技工士教育は決して

他国に劣るものではありません。ただ歯科技工士は、今後「技術職」への埋没を続けるのではなく、日進

月歩の医療技術どのように歯科技工に取り入れ、自らの職域を発展させていくかを常に考え、変わってい

かなければなりません。歯科技工職が埃の積もった旧態依然とした職業ではなく、常に新しさを身にまとっ

ていて初めて、“誇り”をもてる職業となるのだと思います。すべての歯科技工士が、高度医療専門職に

ふさわしい社会性を身につけ、医療人としての資質の向上をめざしていただきたいものだと思います。歯

科技工界のさらなる発展を願って筆を置きます。 
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同窓会長挨拶 
 

 

             大阪大学歯技会会長 

指 輪 光 良    

 

 歯技会会員の皆様、こんにちは。 

 この度、平成 23 年度定例評議員会・総会において会長職に再任され、僭越ではありましたがお引き受け

したことをご報告いたします。 

 前任中は、多くの方々のご厚情を賜り大過なく務めさせていただきました。厚くお礼申し上げるととも

に、会員諸賢のさらなるご指導、ご鞭撻を心からお願いする次第です。 

 また昨年は、大阪大学歯学部附属歯科技工士学校創立 50 周年ならびに大阪大学歯技会発足 30 周年を記

念する周年事業をシティプラザ大阪に於いて、内外から多数の皆様にご参加いただき、盛大に挙行するこ

とができました。改めて周年事業にご賛同いただきました皆々様に衷心よりお礼申し上げます。 

  

 さて、同窓会の運営につきましては、任期中会員相互の親睦を図り、「集う」ことを柱として多くの会

員に来ていただける事業を企画してまいりました。さらに、情報発信の場として歯技会のホームページも

立ち上げることができました。 

 しかしながら、各期評議員のご賛同が思うように行かず、苦渋の感を隠せないところであります。今一

度、評議員会・総会のあり方を再考したいと思っております。 

 今後も引き続き、基本理念・基本方針を念頭に置き、充実した同窓会運営をしてまいります。そのため

にも、次世代を担う人材育成の必要性が迫られております。 

 本年度から、３名の新人が委員として執行部に加わっていただきました。誠に嬉しい限りと同時に、多

いに期待するところであります。そして、益々同窓会が活性化されることを願いつつ「来たれ歯技会に、

次世代を担う若人諸君よ！」私の率直な思いであります。どうか皆様よろしくお願いいたします。 

 

 一方、同窓会費の納入につきましては、機会あるごとにお願いをしておりますが、実効が上がったとい

うところまでは至っておりません。非常に危機的な状況であります。 

 執行部としても実務の効率化と経費削減に努めておりますので、一人でも多くの会員のご理解とご協力

を切望しております。今後、会費納入の仕組みを再検討し、より安定的な財政基盤が築けるよう模索した

いと考えております。 

 

 末尾でありますが、今年は東日本大震災ならび台風 12号による甚大な自然災害が発生し、多くの方々が

お亡くなりになられました。慎んでご冥福をお祈りいたしますとともに、被災されました皆様にお見舞い

を申し上げます。被災地の一日も早い復旧、復興を心よりお祈り申し上げます。 

 最後に、歯技会会誌第 33号が無事発刊できましたことは、会員の皆様はもとより、ご協賛をいただきま

した企業、その他関係諸団体様の賜物と深く感謝申し上げます。 

 会員皆様のご健康とご発展を祈念し、ご挨拶といたします。 



特  集 
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特    集 

大阪大学歯学部附属病院総合技工室の改装 

 

大阪大学歯学部附属病院総合技工室        

第16期生 神 谷   潤 

 

 平成 23 年 4 月に歯学部附属病院の職員歯科技工室が改装し新しくなりました。 
 1983 年（昭和 58 年）に歯学部附属病院が千里に移転して 27 年が経過し技工机は老朽化が著しい上に、
故障が頻発し、しばしば技工作業にも支障をきたしていました。また、部屋の粉塵対策・感染対策が考慮
されておらず、われわれ従事者の健康面からも改善が必要でした。これらを改善するため、以下のコンセ
プトに基づいて技工机の新規更新を含めた全面改装が行なわれましたので紹介いたします。 
 
 ● 若い人にも喜んで技工がしてもらえる魅力あるデザインであること。 
 ● 明るく開放的な環境で職員の健康管理を考慮した粉塵対策を有した設計 
 ● 本院が取り組んでいる 5S 活動（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）に則した設計 
 ● 不潔域と清潔域を隔離し、感染物を扱う区域を限定して動線の整理されたシンプルな設計 

 

収納場所が少なく雑然としていた旧技工室掃
除をすることもままなりませんでした。 

部屋を2分していた壁とダムメーターが取り除かれ、壁一面に設けた収納棚で広々とした明るい技工室になりました。 

壁の撤去・出入口の新設・配電盤の移設・排水管の取替えなど
大がかりな工事が行われました。 
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 今回、入札で決まった業者は技工机をはじめ什器類をオーダーメイドで製作する専門メーカーです。そ

こで、技工机から周辺什器類ひいてはバキュームマウスの形状に至るまでのすべてを一から設計すること

になりました。基本コンセプトに基づき限られたスペース、限られた予算だからと妥協するのではなく、

プラン実現のために多くの人に意見を聞き何度も設計を見直しました。業者の方とは綿密な打合せを繰り

返して細部にまで注文を付け、無理難題も聞いてもらって新しい技工室が完成しました。 

 ワンフロアーの明るく開放的な技工室は、以前とは空気の透明感が違うような気持ちの良い環境になり

ました。このような労務環境の整備をして頂き感謝しております。今後は、5S 活動を徹底しこの綺麗な状

態をキープし大切に使用していきたいと思います。 

改装オープンセレモニーで前田技工室長より提言がありました「技工机の上に何もない綺麗な状態にして

帰る。」を肝に命じ、現在励行中であります。 

 朝一番、何も無い机から仕事を始めるのは気持ちの良いものです。 

 新しく生まれ変わった歯科技工室に興味のある方は是非見学にお越しください。 

感染物を扱う区域を限定し、印象の受付から石
膏注入までこのコーナーで処理する。スタン
ダードプリコーション（米国防疫センターの提
唱する感染予防対策）にしたがって感染対策を
行なっています。 

引出はソフトクローズ機構付きレールを採用し
たオリジナルの技工机。身体障害者用のバリアフ
リー（車いす対応）の技工机も1台設置していま
す。 

鋳造・研磨・トリミング・石膏・埋没等の粉塵の出る作業
はこの部屋で行い、中央技工室の粉塵軽減を図ります。 
リング焼却時の有害ガスは専用のチャンバーで室外に強
制排気します。 

レーザー溶接機・ノーベル社ジェニオン・ＧＣ社ア
ドバなど最新機器を設置しています。 
技工研修生のセミナー室としても使用します。 

南側に移設し明るくなった陶材室。LED照明や窓には
遮熱フィルムを貼り省エネ対策をしています。 

顕微鏡用アームならびにバ
キュームマウスはトープラ社と
共同開発しました。吸塵口は前
後2ヶ所に設け最適な吸塵方法
を選択できます。 
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母校創立50周年ならびに歯技会発足30周年記念事業報告 
 

第20期生 西   康 文 

 去る平成 22 年 12 月 19 日（日）シティプラザ

大阪（本町）にて 69名の来賓の方々・92名の同

窓会員・教職員・在校生が相集い、記念講演・記

念式典・記念祝賀会を挙行いたしました。 

 記念講演では前校長である荘村泰治先生によ

る「CAD/CAMが拓く歯科技工の新たな流れ」と題

して、時代の先端を行く貴重なお話がありました。

続いて会場を同じくして記念式典に移り矢谷学

校長の式辞ご挨拶

に始まり、ご来

賓の方々のご祝辞を戴き粛々と且つ厳かに執り行われました。 

 会場を移動してテーブル様式に

て行われた記念祝賀会では、指輪

同窓会長の挨拶に始まり、歯技会

と母校のエール交換、和太鼓演奏 

などのアトラクションを楽しみな 

がら多くの同窓生が旧交を深め合 

っていました。 

 

 

 

 

〈事業内容： 記念誌の発刊・記念講演・記念式典・記念祝賀会の開催・

大阪大学歯技会H.P開設〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荘村先生 

記念講演 

記念式典 

矢谷学校長挨拶 

シティプラザ大阪 
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記念祝賀会 

 

  

会場受付 
初代教務主任乾杯挨拶 

アトラクションの和太鼓 
会長挨拶 

恩師とパチリ 

どれが美味しいかなー 

来賓の先生方 

歓談中の会場 

記念事業実行委員 

副会長閉会の辞 



会員通信 
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会 員 通 信 

 

スキューバダイビング 

第１期生 佐々木 健 一 

 

 卒業以来 50 年近くが過ぎました。ここ 20 年近

くは有床義歯に特化して作業しています。有床義

歯の技工は特別な変化も無く基本に帰ると思って

います。ただ、最近は超高齢の患者さんが増えて

来た事が変化といえるでしょうか？私も最近２～

３年の間に 100 才、101 才、103 才の患者の総義歯

を作りましたが、結果はよくわかりません。 

 さて、ダイビングですが 30 才半ばごろ、鼻炎の

為ダイビングを止めてから 30 年が過ぎ、最近鼻炎

も治ったみたいで再チャレンジです。まず、

P.H.D.I のライセンスを取得する事から始めます。

ひと夏かけて取得です。潜水器材も安全性向上の

為、昔の装備はほとんど使えず、ウェットスーツ・

ヒレ・レギュレーター・マスク等新調しました。

約 30 万円です。 

 講習はダイビング用のプールで行います。水深

６m、たて横 20m、ステンレス張りのプールです。

練習内容は昔とあまり変わらず無事１回でクリ

アー、バディーブリージングは行わず、オクトパ

スを使って浮上する練習でこれは楽でした。オク

トパスとは、レギュレーターにマウスピースが２

個ついたものでエアー不足の時など相手の予備の

マウスピースからエアーをもらいます。海洋実習

も終りオープンウォーターのライセンス取得、ア

ドバンスコースへ進みます。これはボートからの

ダイビングです。これも無事クリアーしてライセ

ンス所得、これでどこへでも行けます。 

 昔、和歌山県潮岬で素潜り中にみたコバルトブ

ルー一色のキンチャクダイの仲間と思われる手の

平サイズの魚を探して潜ります。今年６月末、南

部で潜った時、エキジット後水深計の目盛りが

40m になっていたのでびっくりしました。この時

は残圧計がレッドゾーンを指しガイドさんのエ

アーをもらって浮上しました。初めての経験です。

ボートダイビングはつい深く潜ってしまいます。

７月末串本でダイビング、２日間で４回潜ります。

いろいろな魚たちを見ました。クマノミを見まし

た。卵を産み付けた海草の近くを離れず、人が近

寄ると向かってきます。人なつっこいと思って手

を出すと、指を噛みつかれました。小さな魚です

が卵を守るため必死です。総重量 20kgの装備を背

負ってボートに上がるのはシンドイですが、コバ

ルトブルーのキンチャクダイに出会うまで潜り続

けよう!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定年後９年 

第９期生 一 棟 徳 和 

 

 2003 年３月、60歳の定年で、退職して以来、私

は、家事を務め、料理、洗濯、掃除等、担当して

きた。というのは、妻が仕事を持っており、また、

妻の母が脳梗塞で倒れ、何かと世話が必要で、家

を空けるわけにはいかなかったから。充分なこと

はできないが、デイケア・サービスのお陰もあり、

男として出来るだけのことをしている。最近は、

男の買い物客や夫婦一緒の買い物も増えて来てい

るようだ。 

 そのような中、本年６月６日から 14 日まで９日

間、初夏の中欧を旅行した。阪急トラピクスの企

画ツアーで、安い期間を選んだ。５カ国（ドイツ、

チェコ、オーストリア、スロバキア、ハンガリー）、

11 市（ベルリン、ドレスデン、プラハ、チェス

キー・クルムロフ、ウィーン、グログニッツ、ブ
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ラチスラバ、センテンドレ、エステルゴム、ブタ

ペスト）を、回ってきた。 

 これらの国々は、ゲルマンの大移動以来、中世

を経て、近代の先駆けとなり、19 世紀から 20 世

紀は悲惨な時代であった。近年は、1956年のハン

ガリー革命、1968年のプラハの春、1989 年のベル

リンの壁崩壊、ドイツの東西統一等、記憶に新し

い事件があり、民主化が広がってきている。 

 ドレスデンからプラハへの国境越えで、従来は

あった検問所も、若干の形跡を残すのみで、自由

通過できるようになっていた。検問があると、１

～２時間は待たされたとのこと。 

 オーストリアは 1955 年、独立し、永世中立国を

宣言、1995 年、欧州連合(EU)加盟。ハンガリーは

1989 年共産党政権崩壊後、ハンガリー第３共和国

が成立、1999 年北大西洋条約機構加盟、2004 年欧

州連合(EU)加盟。1991 年、ソ連の崩壊とともに、

1993 年は、チェコとスロバキアとが分離独立。

2004 年、それぞれ欧州連合(EU)加盟。 

 中欧は、20世紀の世界で大激動の時代であった。

今回の旅行では、国境通過の検問も受けることな

く、無事息災に旅行できたことは、何よりであっ

た。どの都市も殆ど復興しており、新都市の様相

や中世のお伽噺に見られるお城や町の風情等も、

実際見て、石の国ならではの歴史の厚みを実感す

ることができた。 

 中欧は、音楽の母国でもある。ハイドン、モー

ツアルト、ベートーベン、ヨハン・シュトラウス

Ⅱ世、スメタナ等、排出しており、旅行後、イン

ターネットを通じて様々のことや、歴史を見直し

ているところである。 

 関空からベルリンへの中継地として、カタール

のドーハを経由したが、ドーハは今日、世界第１

の成長都市であるとか。空港だけの滞在であった

が、熱風の中、その勢いを感じることができた。

今後のアラブの動向に関心を寄せながら、機会が

あれば、行ってみたいと思っている。 

 本年は、3.11東北大震災と福島原発の悲惨な惨

状、台風 12 号、15 号による被害、特に、奈良、

和歌山のせき止め湖、土砂ダムの発生等を目の当

たりにし、またまた自然の脅威を思い知らされた。

毎年、相当の被害を受けておきながら、我々の対

応はいつも儚いものがある。政権を得た民主党は、

掲げたマニフェストや事業仕分けのパフォーマン

スだけに終らず、速やかに実現をはかり、増税に

追い込むような政策は二の次にして、もっと復興

のスピードを上げてもらいたい。と、最後に、書

かずにはおれない、今日この頃である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24カ国の芸術家118人が描くベルリンの壁遺跡 

(文化財保存)。2011.6.7写 

 

 

セレッソ色に染められて 

第13期生 北 村 鉄之助 

 北西側にある 45階建ての OSAKA 福島タワー（日

産跡地 160.46ｍのオール電化マンション）に圧倒

されながら、技工室の窓から見える風景（東側）

も薬局・３階建てビル屋上にあるゴルフアカデ

ミーの派手な看板が、視力検査に役立っているこ

の頃です。 

 当院は大阪市西部の基幹病院（500 床）として

の役割も担っており、看護師が総勢 600 名近く・

医師の数も 210 名で、ベッド当たりのスタッフの

数は大阪府下でもトップクラスです。しかし病棟

部門は築 30 年近くになり、古くて狭い上今では新

しい病院ではみられない６人床部屋もあり、ハー

ド面や病棟での人口密度の高さなど感染防止上は

多くの弱点があります。人の手を介して起こる院

内感染（医療関連感染症）のリスクも当然高くな

ります。約12年前にICT（Infection Control Team）

が当院で生まれ、院内感染防止に積極的に取り組

み 2009 年度の MRSA院内新規感染率は、全国平均

の４分の１程度と全国に誇れるまでに。現在では

市立堺病院の有名な藤本先生に『大阪厚生年金病
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院は、大阪で感染防止にチーム医療で取り組んで

いる最も活発な病院の一つ』と言われるようにな

りました。その一環としての院内リスクパトロー

ル隊が、行く所が尽きてとうとう歯科外来に。何

とも間が悪く大掃除中にやって来て寄ってたかっ

てボロクソで、意外にも個人所有の「歯科技工・

学会雑誌・歯技会誌」が私物扱いにされ室外撤去

（リュックサックで持ち帰るのに 26 回も）に。

１ヶ月猶予で改善後写真も撮られ、部課長会議で

白日の下に。どう評価されているのか「リスクマ

ネージャー便り」が・・・です。 

 以前は、感染患者（カルテ記載）の印象トレー

のみを薄めたヒビテン液に１分間浸漬後、石膏を

流し、取り外した模型（10分間）・印象トレー（数

時間）を再度浸漬していました。 

 今は感染管理対策マニュアルに則り、すべての

印象トレーを約 80 倍に薄めた次亜塩素酸ナトリ

ウム：ミルトン（杏林製薬）に 10分間浸漬後、石

膏を流しています。Denture 修理の際は非常に焦

りますが・・・。印象材の精度を考えると納得で

きず診療室に訴えますが、にべも無く却下されま

す。印象採得からかなり経って技工室に持ってく

るのが多々あり、理解できません。自分の身と患

者さんを感染症から守る為に手洗いやマスク・手

袋着用は当然ですが、私は速乾性手指消毒剤（ヒ

ビソフト）をキッカケとした手荒れがひどく献血

もできず、もう３年も悩まされています。痒い

よぉーっ！ 

 さて長居公園デビューをしてセレッソ色に染ま

りつつ早３年、左のバックハンドストローク（フ

ラット）が漸く当たり始め練習メニューも早くこ

なせるようになり、ゆっくりと公園散策ができる

ようになりました。目前の自由広場では１月下旬

に日本代表がアジア杯を制して以来、早朝からの

サッカーチームがどっと増え、赤・橙・黄緑コー

ンのせめぎあいが・・・。７月になると「あやま

ん」ではなく「なでしこジャパン」がＷ杯を制す

ると、女子サッカーチームが出没。李忠成の左足

（アウト）ボレーシュート・宮間あやの左足アウ

トキック・澤瑞希の右足ヒールキックは、これか

らの人生を決めた一発でしたね。セレッソ大阪・

清武弘嗣（21歳）も代表デビュー（韓国戦 ２ア

シスト）を果たし、練習場所である南津守さくら

公園スポーツ広場は天然芝・人工芝のグランドに

観客スタンドも備えた本格施設で、千本松大橋（め

がね橋）近くの新なにわ筋「かっぱ寿司」前にあ

り、金鳥スタジアムよりも近くで見学できますよ。 

 堺国際ツーデーマーチの通過ポイントにもなっ

ているＨ22.4 月にオープンした J－GREEN 堺：堺

市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター

で、「年末年始、アジア杯日本代表チームが練習」

と NHK ローカルニュース。「これは行かねば」と、

強風をついての３回目（自転車で 35 分）にして

1/3（月）午前の最終練習に。12／30（木）17：00

～19：00公開練習（17：30～大荒れ）を断念した

のもあり、南アフリカ大会のメンバーである内

田・遠藤・今野・長友・長谷部・本田・松井に香

川真司と、あっという間の２時間半でした。私と

同い年のザッケローニ監督は、メニューをこなし

ている選手達を間近でじっくりとチェックし、手

抜きする者には呼びつけて注意し、ミニゲームで

はレギュラー・サブを混ぜてやり、先発発表は当

日の朝と、「ベンチスタートがこんなに活躍した

チームは、初めて」と言わしめた選手掌握術を垣

間見せました。２年連続Ｊリーグ得点王の前田さ

えも知らなかった私にとって、半年後に見た写真

に「おれがヒーローになってやる」の李忠成が、

愛想の良い長友と一緒にランニングしていたと

は・・・。因みに宿泊先は、南海本線・堺駅にあ

る「リーガロイヤルホテル堺」です。セレッソも

平日 15：30 から練習している事も。 

 「なでしこジャパン」も、おいでませ堺に。長

男が幼稚園・小中学校と同級生の清水エスパル

ス：ＤＦ・25．岡根直哉も応援よろしく。 

 体重60ｋｇ・ウェスト 85cm以下を目標に、「ツー

デーマーチ」に勤しむメタボリックな私ですが、

6/4（土）堺国際（40 Ｋｍ）では、履き古した大

きな穴の開いた靴下による足裏：人差し指Λ中指

に左．十円・右．五百円玉大、左踵にも靴擦れが

できてしまい、足を引き摺りながら完歩（7：39

～16：07）となり、翌日の 35Ｋｍを断念。

「Mottainai」精神が裏目に出て悔しい思いを。清

水の舞台から飛び降りる思いで新しい靴下 2枚重

ねで、これからのみなと町神戸・大阪・和泉弥生
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ロマン・大和路まほろばに。また年末の「京から

大宰府への道ウォーク 12」では、JR 岡山駅に。以

西は JR大阪駅発着のバスによる１泊２日となり、

旅行代金と参加費が・・・。嫁さん怖いよぉー！ 

 

 

16 分の 12 

第16期生 渡 辺 克 美 

 

≪16分の12≫ 

 ６月 19 日 昨年に続き同期会に集まった。なん

と連絡の取れている人はみな集まり 16 期生 16

名中 12人が集合するという高い出席率でした。 

 全員 50歳も半ばを過ぎ、子育てにもひと段落と

いったところでしょうか。もちろん楽しい宴会の

時はすぐに過ぎて行き、またの再会を期しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現役技工従事者は３名、歯科医師２名、メーカー

１名といったところです。 

 なかでも、京都から参加してくれた佐々木氏が

ユニークで、卒後裏千家で修業し、今ではたくさ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

んのお弟子さんを持つ師匠となり、南丹の日吉町

にある藁葺の古民家で茶室を開いていることが、

皆の興味を引く話題となりました。 

≪お泊り≫ 

 そんな成り行きもあり、９月 18、19 日連休に５

人の参加で、35 年ぶりの同期の宿泊行事となりま

した。 

 訪れて驚き！府

道から山際にかけ

て 2000 坪の敷地

に手入れされた四

季の草木が息づい

ており、小雨の降

る中、自然に溶け

込むように藁葺屋

根の古民家が私た

ち５人を迎えてく

れました。 

 夕方、向かい合う離れの軒下でバーベキューを

ご馳走になり、暮れるまでの間ひと風呂浴びに、

近くの日吉温泉へ。 
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 帰って目の前の川辺で子供のように打ち上げ花

火を楽しみ、古民家の一室の掘り炬燵で、酒を酌

み交わしながら夜の更けるのも忘れてわいわいと

語り合いました。 

 ６人の話し声と、小音の CD の合間に野生の鹿の

鳴き声が聴こえ、自然の中に包まれた贅沢を快く

味わっていました。 

 翌朝、いよいよ藁葺屋根の下に作られた茶室で

メインイベントの茶菓子作りと、お茶の作法に哲

学を添えて、茶の湯の貴重な体験をさせてもらい

ました。 

 「懐石」の心尽くしを深く感じ、盛り沢山の 24

時間を過ごさせていただきました。 

 

 参加者５名は、大変満足し現世に帰りましたと

さ！ 

 

 

会社設立 

第19期生 近 藤 典 博 

 

 一昨年合同会社を設立しました。 

 節税対策でと思われるでしょうが、個人ラボで

はそんな訳ありません。正当に申告してもたいし

た額でもないのです。それより頭が痛かったのは

２人分の国民年金と国民健康保険。国民健康保険

は私の年代では使えもしない介護保険後期高齢者

支援金が割り増し請求されてくる。私の住んでい

る門真市は特に高くて年 77 万円！日本中で５本

の指にはいるでしょう。市の赤字はふくらみ続け

ていますので今後もあがっていくでしょう。 

 国民年金が２人で35万円ほどで合計すると100

万を超える･･･これは何とかすることはできない

かと思っていたわけです。 

 そこで、会社にしてしまえば厚生年金社保にな

る。保険料を調べるとやっぱり安くはならない。

月給５万円だと数千円ですむのにと保険料額表を

見ているとある考えが･･･ 

 「今の個人ラボとは別に社員は私一人月給５万

円の会社を作れば税金は 0 円、社会保険料は数万

円で済むのでは？」 

 調べると赤字会社でも年に７万円の地方法人税

は必要だが、それのみ。厚生年金社会保険料は 27

万円ほど。会社設立はインターネットで安く申請

書類を作ってくれるので総額は 10 万円もかから

ない。もちろんそれなりの手間暇はかかりますが

無事に合同会社が作れました。消費税は３年は支

払わなくて済みますので完全に移行してもメリッ

トはあると思います。 

 

 

近況・・ 

第20期生 西   百 子 

 

 東日本大震災に遭

われた方には、心か

らお見舞い申しあげ

ます。 

 昨年度、母校創立

50 周年を迎えたと

言う事は、私が卒業

してなんと 30 年も

経ってしまったので

すねぇ。 

 その間、技工からは全く離れ、家事と育児に専

念し、現在は縁あって介護福祉士として（高級）

有料老人ホームで働いています。そこでは始めに

マナーを徹底的に学ばせます。それはマナーが

サービスの土台だからです。お年寄りを子ども扱

いする所が多いですが、戦後の日本を立ち上がら

せて下さった大先輩のお年寄り達に敬意をもって

介護させて頂く為にマナーはとても大切です。私

はサービス責任者として若いスタッフを教育し、

勉強会や講習会を通して今やりがいを感じていま

す。この年でやりがいを見つけられるとは思って

いませんでした。モットーは「一日一笑」。認知

や身体のマヒで苦しむ方々に少しでも笑顔になっ

て頂きたいと、日々ネタを仕入れてがんばってい

ます。が正直イラッとする事も多々あります（笑）

人間ですもの。でもね、何をしても憎めない方も

いらっしゃるんです！しかもスタッフ皆が癒され

ているのです。なんでだろう？なぜだと思いま
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す？感謝の言葉は、皆さんおっしゃいますし、笑

顔かなぁ。やはりお人柄でしょうか。技工士とし

ての職人頑固は良いかもしれませんが、年をとっ

てからの頑固はダメですよ。かわいくないですか

ら。かわいげのある年の取り方をしたいものです。

どうしたらいいか？て、それは私にもわかりませ

ん。今後のテーマです。かわいい年のとりかたっ

てね。 

 勉強と発見の毎日ですが、介護職は生もの（人

間）をあつかいますから、夜勤もあり不規則で盆・

正月も関係ありません。主婦でありながらこの仕

事続けられるのは家族の支えのお陰だと感謝して

います。続けると言う事は、誰かに支えてもらっ

ているということなんですね。母校もたくさんの

先生方や卒業生、在校生に支えられて 50周年を迎

える事ができたのだと思います。 

 技工業界は離れてしまいましたが、ますますの

発展を心からお祈りしています。 

 次回お目にかかる時は、かわいいおばぁちゃん

になれていますように♪ 

 

 

今になって思う事 

第21期生 永 村 佐智子 

 

 皆様、ご無沙汰しております。毎日育児に明け

暮れ、少々疲れ気味の日々を送っております。技

工士学校に通っております時には『一生涯の仕事

として身につける』と決意し、就職してからは、

しんどい中にも楽しさを知り、『技工を辞めろと

言う人とは結婚しない！』位の勢いで頑張ってお

りました。が…、第一子出産後あの頃の思いはど

こへやら…、専業主婦の世界に入ってしまいまし

た。 

技工から離れて早９年。子供を通じて知り合った

方々からは『手に職があると強いねぇ！いつでも

復職出来るやん！』と言われたりします。しかし

現実は、年齢が行き過ぎていますし、あんなに一

生懸命頑張って身に付けた技術・知識が頭から

スッカリ抜け落ちている悔しさと、技工と家事の

両立を阻む体力低下も悲しい所です。ブランクの

怖さを痛感する次第です。 

 ママ友達から“歯”について度々相談されるので

すが、技工サイドの事よりドクターサイドの事が

多く、私の知識では役に立てない事が多くはがゆ

く思う事もあります。そんな日々を送りながら、

技工への繋がりを模索しております。 

 今は、子供の歯科治療の為阪大小児歯科に通う

時があります。場所は移転されていますが、つい

つい技工士学校時代を懐かしんでしまいます。私

にとって歯科技工を学べた事は誇りです。だから

こそ細々とでも続けておくべきだったと悔やまれ

ます。 

 

 

最近思うこと 

第42期生 小八木（薮本）圭以子 

 

 早いもので技工士学校を卒業してから８年余り

の月日が流れました。 

 卒業後はずっと朝から晩まで技工一色の日常を

送っていましたが、２年前に結婚し昨年出産して

からは生活が一変、今は子育て一色の毎日を過ご

しています。 

 技工をしている時は毎日ハードだったので、

きっとそれに比べたら子育ては楽だろうと思って

いましたが大間違いでした。トイレ、お風呂、食

事、睡眠くらいはゆっくりさせて欲しいと思う日

常に、24 時間休みなしとはこういうことかと実感

しました。その反面、その大変さのお陰で自分も

こうやって大きくしてもらったということに気付

き、親に感謝することができるようになりました。 

 今まで他人事だった子供手当てや待機児童の問

題なども目下の関心事です。特に待機児童の問題

は想像以上に深刻なようです。私の住む大阪市西

区は特に共働きの若い世代が多く住む激戦区で、

認可保育園には両親共働きで育児休暇中の人です

ら入れないことも珍しくないそうです。四月一斉

入所の申込みに向けて、私の周りの育児休暇中の

ママ友さんも戦々恐々としています。近年女性が

働きやすくなってきたとはいえ、現実はまだまだ

厳しそうです。 



会員通信 
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 技工士学校も毎年多くの女生徒が卒業されてい

ると思いますが、一人でも多くの女性が長く働け

るような環境になることを願って止みません。 

 我が子はもうすぐ１歳３ヶ月、生まれた時は一

人では何もできない無力な存在だったのに、たっ

た一年余りで一丁前に考え、主張し、行動できる

一人の人間へと成長しました。昨日できなかった

ことが今日できるということが毎日当たり前のよ

うに起こり、大人では考えられない吸収力に目を

見張ります。子供を見ていると、子育ては大変な

こともあるけれど本当に面白いなぁと思います。

子供に負けないくらい自分も親として人として

もっともっと成長していきたいと思う今日この頃

です。 
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故 田川秀行君と歩んだ青春 

第 10 期生 大 西 正 和 

 

 昨年 10 月のある日、１枚の葉書が届いた。同期生・田川秀行君の妻からであった。なにげなく本文に目

を通して思わず息を飲んだ。彼が１か月前に他界していたことが綴られていたのだ。 

 技工士学校卒業後、田川君としばらくは頻繁に旅行やスキーなどを楽しんでいた。しかし、仕事の方向

性が異なることや、彼が同窓会行事にほとんど参加しなかったことなどから次第に会う機会が少なくなっ

ていった。何年か前に、彼から「難病のために郷里の五条市で療養中」との連絡があった時も、見舞いの

手紙を送っただけであった。頑強な彼が、よもや亡くなるなどとは考えられず、存命中に会いに行かなかっ

たことが悔やまれた。 

 今から遡ること 44 年前の昭和 44 年４月、我々10 期生は、中之島地区にあった歯学部裏の古ぼけた母校

学舎で学生生活の第１日目をスタートさせた。各地から集まった 20 名の同期生はお互いに面識もなく、唯

一、同郷の田川秀行君と今井博文君だけが親しく言葉を交わしていた。 

 １日目の授業が終わり、それぞれが下校することになった。私は、入試の際の経路であった当時の国鉄

大阪駅から環状線に乗ることにした。田川君が「どこの駅に帰るねん。」と声を掛けてきた。「大阪駅に

向かう」と言うと、彼は「わし、福島駅や。そのほうが近いで」と言う。「わし」と言ったのが印象的で、

どこの田舎もんやと思いつつ、彼と私は歯学部の敷地を出て左右に別れた。 

 大阪駅までは堂島地下街を経て徒歩約 20 分の距離であった。歯学部の最寄り駅が福島駅であることは

知っていたが、やはり華やかな都会への憧れもありこの経路を選んでいた。 

 当時の大阪駅は全国でも珍しい「０番線ホーム」が存在した。既存の１番線の南側にホームを増設した

ために０番線と名付けられたものである。当時、この０番線と１番線とが大阪環状線の乗降ホームであり、

私の乗車するのは外回り側の１番線ホームであった。 

 大阪駅の構内に入り、このホームへの階段を上っているとき、頭上から「お～い」と呼ぶ声が聞こえた。

なんと田川君が見下ろしている。ホームに上がってみると、「やっぱり福島からのほうが早かったやろ」

と彼は誇らしげに言った。福島駅から外回り環状線に乗った彼は、次の大阪駅でわざわざ途中下車して、

徒歩で大阪駅に向かった私を待っていたのだ。自分の主張が証明できてニタつく彼に、正直なところ好印

象は持てなかった。しかし、それは彼の持つ純粋さの発露であり、単にどちらの駅が通学に便利かを客観

的に教えてくれたに過ぎなかった。試されたような気持ちになった私のほうが妙に世間擦れしており、視

野が狭かったのだが、若い私がそれに気付くにはもう少し時間を要した。 

 その後の学生生活において、このような彼の純粋さは、時に他の学生との摩擦を起こすこともあった。

たとえば、同期の女学生に対して、「スカートが短い」だとか、「女性らしさとは…」などと当人に説教

することがあった。彼としては、本心から当人のためにと思って言うのだが、当時の二十歳前の女性たち

にそれが理解できるはずもなく、距離を置かれていた。 

 ある時、このような彼に対して、６歳年上の同期生・條 貞雄さんが昏々と諭していた。「なぁ、田川。

女の子には、悪い時に指摘するのではなく、良い時に、さり気なく褒めるんや。」彼は頷きながら真剣に

聞いていた。女性に対する接し方はもちろんのこと、他人との付き合いには不器用な男であったが、彼自

身にもその自覚があり、彼なりにそれを直したいとの葛藤があったようだ。 
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 私自身も、彼の言動に噛みつくことが多々あった。しかし、彼は視線を下に反らせてほとんど反論しな

かった。すると、彼という鏡のなかに、なにかにつけ狡猾に立ち回っている自分自身が見えることに気付

くようになった。逆に、彼と同じ目線に自分を置くと、世間のしがらみや喧騒とは無縁の少年のような心

になることに心地よさを感じた。 

 同期生たちも、当初は彼独特の個性に戸惑いを見せていたが、徐々に彼の純朴さと内に潜めた優しさに

気付き始め、やがて彼を含む 20 名は学校生活のオンとオフの双方において少しずつ友情の輪を築いて行っ

た。 

 その後、彼とは、條さんや谷川君を誘ってのドライブ、華やかな大学祭の前夜祭に背を向けた２人での

徹夜実習、鳥取県から研修生として来た浅井君とのスキー行、紀伊半島を目的もなくさ迷ったこと、２人

で行った雄大な八方尾根スキー場など思い出は尽きない。 

 葉書が届いてから約１か月後の 11 月４日、車で吹田市の自宅から五条市を目指した。富田林市から金剛

山を越えて奈良県に入ると眼下に五條市が見える。かつて彼と何度か走ったルートを辿った。五条の町は

大型店舗などの進出により大きく様変わりしていたが、彼の家の周辺だけは辛うじて昔の様相を保ってい

た。 

 彼の妻と娘が迎えてくれた。初めて会う娘は、彼の風貌からは想像もつかないほどの美人だった。彼に

とって、さぞや自慢の娘であっただろう。もし、生前の彼に「お前の娘、べっぴんやな」と言ったなら、

彼は否定せず視線を落として小声で「うん、まあな」と頷いただろう。 

 妻と娘はそれぞれ看護師と助産師であり、彼の闘病生活を支えてきた２人であった。彼が病魔と 12 年間

も戦えたのは彼の頑張り以上に２人の支えによるところが大きいに違いない。寡黙な彼は、２人になにも

言わなかったと思うが、最後まで感謝し続けたに違いない。結婚生活の 1/3にも及ぶ彼への献身的な尽力

に対して、古い友人として彼の霊前で一言礼を言おうとしたが、言葉にならず熱いものが一気に込み上げ

てきた。 

 また来ることを彼の遺影に告げて、秋色深まる五条を離れた。 

 私も、いずれ彼の居る空の上に行くことになる。その時、彼は、天に上がって行く私を見下ろして「お

～い」と呼ぶのではないか。かつて彼が１番線ホームで待っていたときのように。「わしのほうが早かっ

たやろ」と言いつつ、先輩顔をして付近を案内してくれるに違いない。 

（以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豪雪に埋まった車を掘り出している故田川秀行君(左)と筆者(右) 
（於 鳥取県氷ノ山スキー場 1974 年冬） 
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『歯科技工士をめざして』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外研修旅行：UCLA 

 

網代 繭子 

 医療に携わりたい。自分で何か産み出せる仕事

がしたいという思いから歯科技工士を目指しまし

た。入学するまでに色々考えましたが、とにかく

やってみたいと思うことはまずやってみようとの

思いでこの学校を受験しました。 

 入学してから毎日新しいことの連続で基礎実習

では授業についていく事に必死になり、自分が何

を作っているかわからないまま課題をこなしてい

ました。半年程過ぎ、講義の内容や実習も少しず

つ線でつながるようになり、技工の奥深さや難し

さを日々感じています。 

 まだまだ失敗ばかりして落ち込むことも多いで

すが、できなかった事ができるようになり、また

解らなかった事が解るようになった時に、技工を

している楽しさややりがいを感じています。 

 これからまだまだ修行が必要ですが、患者さん

の喜びを感じ技工ができるような環境で働ける日

を目標にして毎日頑張っていきたいと思います。 

井上  亮 

 私が歯科技工士をめざそうと思ったもっとも大

きな理由は、国家資格だからです。長く続くこの

不況で、リストラされる人やフリーターの数がま

すます増えている昨今、手に職というのはとても

有利だと思い歯科技工士をめざしました。勉学か

ら離れて十数年経っていて、入試がとても難しく

感じられましたが、幸運にも合格することができ、

現在必死に勉強している毎日です。 

 二年生になり臨床実習が始まってからは、毎日

がてんてこ舞ですごく大変だけれど、とても充実

しています。毎週水曜日の体育が一週間でもっと

も楽しみで、運動なんて十年以上していないなま

りきった身体は、毎週筋肉痛でがたがたになって

いますが、スポーツでかく汗はとても清々しく、

週のなかばでとてもよいリフレッシュになってい

ます。 

 今後もっと勉強して知識を増やし、技術を習得

し、よりよい歯科技工士になれるよう努力してい 



母校だより 
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く所存であります。 

 

緒方 沙耶 

 私は技工士学校の２年生になって、残りの学生

生活、そして国家試験までにできる臨床実習を頑

張ってすごしています。学業だけではなく、就職

か進学か、と悩み事も増えてき大変な毎日ですが、

何も知らなかった１年生の頃よりは自分が成長し

ている事を実感できるので嬉しいです。 

 技工士学校に入ろうと決めたのは大学受験の終

盤でした。もう少し前の自分からは予想もできな

い進路だったと思います。周りに歯科関係の人が

いる訳ではなかったので、全く無知の世界へ飛び

込んだのです。入学当初はやっていけるのかすご

く不安でしたが、今では自分のできる事は確実に

終わらせて、技工物が出来上がることが楽しく思

えるようになりました。この感情を忘れないよう

に、より感動を覚えるように歯科技工士になるこ

とを目指して毎日を過ごしていこうと思います。 

 

甲斐 亘輝 

 僕が歯科技工士をめざし始めたのは、中学 3 年

の頃でした。その頃は、技工士という仕事は全く

知らなかったのですが、歯科衛生士である母から

技工士という仕事についての話を聞き、この仕事

をしたいと思いました。 

 実際に技工士学校に入って歯についての勉強を

始めたところ、初めて見る図や文字に苦戦してい

ました。しかし自分の選んだことだから絶対に貫

き通すとの思いから、勉強を必死に続け、今も継

続しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校での技術や知識が身に付けているうちに、

自分の得手、不得手が分かり始め、その分野につ

いて考えると楽しみながら勉強もできて有意義に

勉強できます。今、僕は矯正歯科の方でバイトを

させていただいているのですが、矯正技工にはと

ても興味があり、バイトに行くのが楽しみです。 

 今後は、国試の対策もしっかり行いながら就活

でも第一希望の職場に入り、楽しみながら仕事出

来るように今はしっかり勉強して、知識を溜めて

いきたいと思います。 

 

佐藤 由依 

 歯科技工士になるための勉強を始めてもうすで

に１年と半年。約半年後には国家試験。２年とい

う限られた時間で歯科技工士として働いていける

ようにならなければいけない中、初めてのことだ

らけで戸惑った。私の場合、父が歯科技工士とい

うこともあり、仕事内容はある程度知っていたも

のの、いざ自分自身が技工をするとなるとそんな

ことは関係なく与えられた課題をこなしていくこ

とに必死だった。しかし、２年になった今、１年

時と大きく変わったことがある。それは患者の存

在。臨床実習が始まり、担当医の指示のもとに技

工実習をすることで、技工の先には患者の存在が

あることを改めて実感した。複数の技工物を扱う

技工士にとってその患者の技工物は、複数の技工

物の中の１つでしかないかもしれない。しかし、

患者はその１つの技工物を心待ちにしているとい

うこと。学校での臨床実習では、技術面は勿論の

こと技工士としての心構えを見直すことができた。

だからこの先、資格をとって歯科技工士として働
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く時には、技術面の向上と共に、患者の存在を大

切にできる歯科技工士になっていきたい。 

 

篠原 秀一 

 私が歯科技工士を目指そうと思った理由を考え

てみると、その原点は父親の存在だと思います。

父は歯科技工所を営んでおり、昔からその背中を

見て育ちました。そのせいか、技術職の様な職人

の仕事に憧れを持っていました。そこで何故技工

士の道を選んだのかというと、同じ質問をした時

に答えていた父の誇らしそうな様子を見て、この

ようになりたいと思ったからです。 

 近年、歯科業界に限らず世界規模で経済の勢い

は低迷しており、リストラ、倒産、果ては東北地

震による大災害と暗い話題ばかりを耳にします。

技工士も離職率８割、技工料の割引等による長時

間労働と割安な給与等と厳しい話もよく聞こえて

きます。 

 だからこそ、初心を忘れず人に役立つものを

作っている喜び、そしてどんどんと変わってゆく

技術革新に積極的に喰らい付いていく姿勢で、こ

れからも自分の技術の向上に努めていきたいと思

います。 

 

菅澤 亜美 

 私が歯科技工士を目指した理由は、細かい作業

をすることやモノづくりが好きだったからです。 

 １年生の頃は専門用語の嵐に毎日頭がパンクし

が足りない、全然ダメやんと町先生に指導してい

そうになりながら講義を受け、実習ではマージン

ただき、疲れはてて帰宅する日々をすごしていま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した。２年生に進級してからは臨床実習が始まり、

基礎実習とは違って自分が作った補綴物が実際に

患者さんの口に装着され、食生活を支えているこ

とを実感しました。 

 最近、講義で先輩方の経験など聞く機会が増え

ましたが、技工業界の厳しい現状を耳にすると自

分は今のままで歯科技工士としてやっていけるの

か不安になることがあります。現時点でその不安

を取り除くことは不可能でも学生として今、自分

に何ができるのか考え毎日の学校生活を有意義な

ものにしたいです。 

 最後に、もともと才能がある人もいれば、私の

ようにそうではない人もいるのでしょうが、努力

すれば自然と良い結果が得られると思います。こ

れからも多くのことを学び、技術面はもちろん精

神面も成長していきたいです。 

 

竹澤 真美 

 低賃金、長時間労働、汚い労働環境。この３拍

子を聞かされる度に、入学前にもっと実情を調べ

ておくべきだったと思ってしまう。それにこの業

界の人が「変わっている」と感じるのは私だけだ

ろうか。もともと徒弟関係から始まったからなの

か、今の若者が甘えたになったからか知らないが、

非常に世代間のギャップというか溝を感じる。ま

た男社会の色が強くて、女である私はたまに肩身

が狭く感じる。大学３年まで歯科技工の存在すら

知らなかった私であるから、親が技工士だという

人達に比べてどことなく場違いな所へ来てしまっ

たと感じてしまうこともある。 

 しかし、なぜか辞めてやろうという気にはなら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



母校だより 

 －21－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ないし、将来に対して希望すら持っている。それ

は、「技術を持つ技工士は食べていける」という

言葉を信じているからであって、こうなったらと

ことん技術を身につけて、誰にも文句を言わせな

いような技工士になるしかない。それかきっぱり

と辞めるかのどちらかだ。でも、やる前に辞める

ことは自分に対して格好が悪い。それに、正直言っ

て技工士が好き。まだ患者さんに喜んでもらった

こともないし、この先も直接感謝されることが何

回あるかわからないが、今は、作る→失敗する→

できたという工程に大きな楽しさを感じる。しか

も、それが誰かが毎日使う物となれば、作った時

の満足度は大きい。 

 仕事を始めれば、少なくとも起きている時間は

ほぼ全部仕事の時間になる。だから、辛くても自

分に対して満足を与えられるような仕事がしたい。 

 その手段が、今の私にとって歯科技工士なのだ

と思っている。 

 

多田  楓 

 私は以前歯科技工士という職業を知りませんで

した。もともと細かい作業が好きでモノ作りがで

きる職業に就きたいと思っていた時偶然この職業

を知り、興味を持ったのがきっかけで歯科技工士

をめざすことにしました。 

 歯科技工とは私の予想を遥かに超えるほど奥の

深いもので驚きました。２年生になり臨床実習を

しているとより強く感じます。始めは何もわから

なかった私も、毎日勉強していく過程で歯科技工

の大切さを知り、難しく感じていた作業も楽しく

できるようになりました。しかし、技術はまだま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外研修旅行 

だ未熟でわからない事が多いです。補綴物をつく

る際のひとつひとつの作業に意味があり、しっか

りと考えてより正確なものを製作しなければいけ

ないと思っています。やはり普段の実習では失敗

する事もありますが、それでも次にはその失敗を

活かして成長したいと思います。 

 日々お世話になっている先生方やクラスの人た

ち・両親に感謝しながら、これからより向上して

いくためにも練習をし、厳しい社会に出ていける

よう多くの経験を得て精進したいと感じています。 

 

谷本 麻琴 

 私はこの学校に入学するまで歯科技工士という

職業があるということを知りませんでした。知る

ようになったきっかけは、進路がなかなか決まら

なかった私に母が「歯科技工士とかどう？細かい

作業好きやし、ピッタリだと思う」と言ったこと

です。それから技工士の学校を調べて体験や説明

会へ行き、“楽しそうだしやりがいがある仕事だ

な”と感じ、歯科技工士になろうと決心しました。 

 実際、学校に入学して実習をやってみると楽し

いことばかりではありませんでした。私は人より

作業ペースが遅いのでその日のうちにできないこ

とが多々あります。でもだんだん慣れてきてペー

スも前より速くなっていくことを実感するととて

も嬉しくなって「もっと上手になってたくさんの

人の役に立ちたい」という想いも強くなってきま

した。人にとって歯はとても大切なもので、機能

面もそうだけどやっぱり見た目が一番気になるか

ら、その両方とも素晴らしいものを作り、たくさ

んの人に笑顔になってもらいたいです。 



 －22－

 私が目指す技工士はたくさんの人に笑顔を与え

て、自信を持ってもらえるような技工物を作るこ

とです。まだ半年は学生だけど卒業して就職した

ら今よりももっと辛いことがあると思います。だ

けどそれを乗り越えて自分の武器にできたらな、

と思います。 

 

津田 さやか 

 私が歯科技工士という仕事を知ったのは、定年

を控えた父が奥歯を悪くしたことがきっかけです。

入れ歯が痛いとこぼし、食欲もあまり進まない様

子は見ているこちらも辛いものでした。何か方法

はないかと調べるうち、ある技工士さんが書いた

文章に出会いました。専門職としての経験と、科

学的な知識に裏打ちされた内容に惹かれ、いつし

か、できることならば自分もそのような技術を身

につけてみたいと思っていました。会社勤めをし

ていたので周囲からは反対もされ、また仕事の厳

しさなども耳にしましたが、阪大技工士学校の存

在を知ったとき、願書締め切りに飛び込むように

受験を決めました。 

 ２年生になった今は、実習に打ち込む毎日です。

座学の講義なら 30 分も経てば時計を気にしてし

まうのに、休憩時間ももどかしいような気持ちで

なしですが、恵まれた環境の中で学ばせて頂くこ

格闘しています。まだまだ先生方の手を借りっぱ

とを糧にしたいと思います。そして将来、この仕

事に出会ってよかったと胸を張れるよう、精進し

ていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外研修旅行：（株）デンテックインターナショナル 

中川  茜 

 歯科に関する何かしらの知識を持っていたわけ

でもなければ、身内に歯科技工士や歯科医がいた

わけでもない。そのような状態でこの新しい世界

に入って１年とちょっとが過ぎるが、信頼できる

先生や友達に囲まれ技工を学べている今の生活は

とても充実しています。 

 この１年でいろいろな分野の人からお話を聞く

ことができたけど、その人たちは全員「歯科技工

士は厳しい」といわれているにも関わらず、この

仕事を続けてきた人たちで、この仕事の厳しさを

知っていると共に、この仕事の素敵さとかやりが

いを感じてこられた人たちだと思う。そのやりが

いを感じるためには、患者さんから喜ばれたり、

周りの人から認められたりすることも必要であろ

う。となると仕事が厳しいこと以上にやりがいを

感じれるか感じれないかが、一生この仕事で生き

ていくかどうかの分かれ道になるのではないかと

思う。そのためにはまず努力しかない。 

 今、自分たちに技工を教えてくれたり、話を聞

かせてくれる人たちはみんな、人より努力をして

きた人たちで、技工の面白さに気づいている人た

ちなんだろうなと思う。なるからには技工の面白

さに気づける、そんな技工士をめざしたいです。 

 

西  佑太 

 歯科技工士になりたいと思ったのは、特別どう

いった歯科技工物を作りたいというわけでもなく、

はじめは医療に関わる仕事だから、自分は手先が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外研修旅行：UCLA (2) 
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器用なほうだと思う等々の理由で技工士学校に入

学しました。 

 しかし、実際にはなかなか思うようにいかず、

１mm 未満の世界に今までの認識を覆されました。

特にワックスアップはマージンや鋳造後の研磨を

考えて傷を残さない様にする事が、頭では理解し

ているつもりでいても見えていなかったり、気持

ちが急いでしまってついチェックが甘くなってし

まい金属に置き換えた後に泣く日々でした。 

 今では、すっかり出来る様になって、とはとて

も言えませんが、ましにはなりました。学生生活

も残り少なくなってきましたが、社会に出て更に

学ぶための下地となる技術はせめて卒業までに習

得し、その時に備えようと思います。色々とあり

ましたがそれでもがんばれるのは歯科技工士が面

白い職種だからです。様々な方向性を持ちまた技

術面でも日々進歩しているため独自性を持ってお

り、考察が尽きない仕事を目指しています。 

 

福澤 佳代子 

 歯科技工士をめざして、私は今ひたすらに目の

前にある課題と向き合っているところです。「患

者さんに喜んでもらえ、歯科医師から信頼される

ような、確かな技術を持った歯科技工士になりた

い」と希望に燃えて入学を決意したことが、遠い

昔のように感じられます。日々の技術の習得は、

想像以上に厳しいものです。失敗すれば一からや

り直さないとなりません。ひとつの小さなミスが

次の作業の支障となるので、集中力を欠かすこと

ができません。まだまだ未熟で、１日に進んだわ

ずかな作業からは想像できないほど疲れます。夏

になり、進路のことを考えるようになった今、技

術の向上はもちろんのこと、スピードや体力の必

要性を切に感じます。物を作る喜び、達成感を味

わえるまでに技術を磨き、初心を忘れることなく

勉強を続けて行きたいと思います。そして、１人

でも多くの人が健康で、より良く生活できるよう

に頑張りたいと思います。 

 

宮崎 さゆり 

 私が歯科技工士になりたいと思ったのは、歯医

者さんにすすめられたこともありますが、歯を作

る仕事という事を知り、単純に物作りを仕事にで

きるのは楽しそうだなと興味を持ったからです。 

 実際技工士学校に入学してみると、技工と言う

作業の難しさを知り、自分の持っていた技工士は

楽しい仕事と言う考えが覆されました。そのため、

自分の技工士に対するイメージと実際の仕事との

ギャップに悩まされ、学校から逃げ出したいなと

思ったりもしました。しかし今現在、技工士学校

の２年生になって入学当初考えていた技工に対す

る楽しさではなく、別の楽しさを知りました。そ

れは、自分が実際に患者さんの技工物を作って患

者さんがそれをずっと装着していてくれるという

喜びです。 

 まだ技工士の免許も持っていない技工士のたま

ごなので、実際自分が作った技工物を装着してい

る患者さんの顔を見たことがないですが、患者さ

んの笑顔を見られたらもっと自分の中の満足感や

喜びが増すと思います。 

 将来は、そんな患者さんが喜んでくれるような

美しくて正確な技工物を作れる技工士になりたい

と思います。 

 

村上 周也 

 私の家系は歯科業界で仕事をしているので、幼

いころから歯科技工士さんと一緒に遊んでいまし

た。そのため、技工室や技工士の仕事を知ってい

たことなどが、私が歯科技工士になろうとした

きっかけとして挙げられます。他にも数多くの理

由がありますが、物心ついた時から技工士を知っ

ていたのは大きかったと思います。 

 学校に入学してからは自分のあまりのできなさ、

理解力のなさを痛感しております。ただ、昔から

反骨精神、負けず嫌いがあるのでなんとかくじけ

ず上達目指して頑張っています。 

 現在は昔より歯科業界のことに詳しくなり技工

士の現状も知るようになりました。仕事環境や労

働時間・内容と賃金の割の合わなさ、輸入物の増

加など問題が多くあることも知りました。 

 私はそれら全てを承知の上でこの業界に身をお

きたいと考えております。技工技術の向上・知識

を増やすことを基本として応用力をつけること。

さらに技工業界を知ることと、今後の展望にもア
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ンテナを張っておくことを心構えにし、将来的に

働きながら技工業界改善のために尽力を尽くした

いと考えております。 

 

森田 博子 

 幼い頃から歯科技工士といった詳しいことまで

は知らないものの、歯を身近に感じながら育って

きました。何故身近に感じていたのか、という理

由は祖父が技工士であったということが大きく関

わっているからだと思います。とは言ったものの

技工士がどんな仕事をしているのか具体的な仕事

内容は知りませんでした。ただ単に歯を作ってい

る、といった漠然としたものでした。 

 多少の知識しかないままこの学校（業界）に入っ

てきた訳ですが、当然のように具体的な進路も決

めていませんでした。そんな中、学校で基礎的な

ことを学んでいくうちに祖父はこのような仕事を

していたんだなあと感心すると同時に尊敬の念が

強くなりました。現在もその気持ちは変わりませ

ん。今も日々勉強をさせていただいていますが、

少しずつ自分の進みたい道が見えてきているよう

に思います。元々細やかな作業が嫌いではありま

せんし、技工作業も楽しい時が増えてきました。

今後、どの分野に進んでも今まで学んできた基礎

的なことを忘れずに、祖父のような技工士を目指

して頑張っていきたいです。 

 

山岡 実子 

 私が、「歯科技工士になりたい！」と真剣に考

え始めたのは中学１年生のときです。父が歯科技

工士で自宅に仕事場があるということもあって毎

日生活の中で毎晩遅くまで働いている姿をみてき

ました。朝は配達から始まり、帰ってくるとすぐ

に製作にとりかかります。いつも忙しそうで、日

曜日に休むことができればいい方です。そんな父

を見て、手伝ってあげたいと強く思うようになり

歯科技工士になることを決意しました。 

 この学校に通いはじめてもうすぐ１年半になり

ます。入った当初は何もかもが初めてで、見よう

見まねで行っていた作業も、繰り返し練習するこ

とで、理解し製作できるようになってきました。

今では少しずつですが細かな部分にまで取り組め

るようになったと思います。２月には国家試験も

待ち受けています。これからますます忙しくなっ

てくると思いますが、これまで以上に気を引き締

めて、学校で学んだことを自分のものにしていき

たいと思います。 

 卒業後は、父の隣でテクニックを盗み、早く追

いつけれるように頑張りたいと思います。そして、

自分に力がついたら金属床を勉強し、もっと多く

の症例に挑戦していきたいです。 

 

横山 和泉 

 歯科技工士という職業をちゃんと理解したのは、

私がまだ働いていた時です。大学で建築を学んだ

ことに拘り続けて住宅業界に就職したのですが、

毎日顧客探しと売り上げの数字に追われ、自分が

働くということに対して考え直したことがきっか

けでした。 

 その時は、当時の仕事を自分には向いていない

だとか好きではないだとか、良く聞くフレーズを

繰り返していたように思います。働き始めて誰に

も訪れる壁だったと思いますが、それでも毎日生

き生きと働きたいと理想を抱いていただけに、現

実とのギャップにも辛かったです。 

 技工士を選んだ理由は、自身のことを器用だと

勘違いしていたからです。実際は私は器用でも技

術肌でもなかったのだと日々痛感していますが、

上手になりたいという願望だけで今日まで頑張れ

ています。今になって思うことは、向いている向

いていないではなくて、自分がそれを頑張れるか

頑張れないかだということです。 

 私は技工士の作業が決して好きではありません

が、常に思うこの上手になりたいという気持ちで

これからも気長に続けていけると思います。 
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会 員 の 学 術 業 績 

（平成22年8月～平成23年9月） 

本会の正会員は、共同発表者中の下線で示しています。 

 

○原著・症例報告 

 ・町 博之（第 23），前田芳信：硬質熱可塑性レジンの圧接に関する研究 第 1 報 -シート表面の適

正温度について-，補綴誌 2010；2（4）：252-259． 

 ・木林博之（第 22）：種々の補綴前処置を必要とした臼歯部補綴修復症例，補綴誌 2011；3（2）：170-173． 

 

○学会発表 

【テーブルクリニック】 

 ・北原一慶（研 62），山口 哲，桃原督雄，岡野 香（第 50），町 博之（第 23），林 克哉（第 12），

矢谷博文：AugmentedReality による歯型彫刻ナビゲーションシステムの教育的効果の検証とその応用，

第 32 回日本歯科技工学会（名古屋），2011． 

 

 ・森 直美，山下茂子，永間千恵（第 29），藤田梨沙，火伏由紀美（第 44），段下美海：性歯科技工士

が活躍するには 2，第 33 回日本歯科技工学会（東京），2011． 

 

【ポスター発表】 

 ・藤原寛樹，栗嶋悠子，菅原雅敏，八若裕亮，前間 悟，前田 農，小長光均，中川正史（研 4），寺

岡文雄：セラミック複合体の特性評価，第 32 回日本歯科技工学会（名古屋），2010． 

 

 ・美濃田健太，片岡良平，仁志友成，森 大士，戸﨑由佳，小長光均，中川正史（研 4），寺岡文雄：

フィラーハイブリッド型レジンの特性評価，第 32 回日本歯科技工学会（名古屋），2010． 

 

 ・岩脇誠治，佐々木千夏，立花誠也，土江竜馬，野津光生，上西永司，小長光均，中川正史（研 4），

寺岡文雄：フィラー添加による歯科材料の改質，第 32 回日本歯科技工学会（名古屋），2010． 

 

 ・日髙美幸（第 50），星野翔平（第 50），加藤 舞（第 50），町 博之（第 23），前田芳信，矢谷博

文：硬質熱可塑性レジンの圧接に関する研究 第 2報 圧接用模型の温度について，第 32 回日本歯科

技工学会（名古屋），2010． 

 

 ・崎濱潤哉，新井 恵（第 46），大竹裕之，町 博之（第 23），能勢浩行（第 12）：矯正用常温重合

レジンの特性，第 32 回日本歯科技工学会（名古屋），2010． 

 

 ・一宮里美，浅井美孝（第 7）：プレスオン ジルコニアセラミックスの精度と有用性の考察，第 32 回

日本歯科技工学会学術大会（名古屋）,2010,10． 

 

 ・大竹裕之，宮本哲郎，多賀義晃（第 17）：レーザー仮着法による鑞付け部の特性，第 32 回日本歯科

技工学会（名古屋），2010． 
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 ・桃原督雄，北原一慶（研 62），山口 哲，岡野 香（第 50），星野翔平（第 50），町 博之（第 23），

矢谷博文：AugmentedReality による総義歯人工歯排列ナビゲーションシステムの開発，第 32 回日本

歯科技工学会（名古屋），2010． 

 

 ・吉田貴博，森山遼介，三宅桃子，城間盛人，梅田浩隆，小長光均，中川正史（研 4），寺岡文雄：新

規切削用チタンバーの試作と性能評価，第 32 回日本歯科技工学会（名古屋），2010． 

 

 ・川上裕嗣，浅井美孝（第 7），一宮里美，寺田善博：エアロラップ法を応用した補綴物の研磨，第 32

回日本歯科技工学会学術大会（名古屋）,2010,10． 

 

 ・湯本祐子，坂板静香、斉藤将人，仲野展弘，山田修平，小長光均，中川正史（研 4），寺岡文雄：セ

ラミックス複合体の特性評価 第 2報 複合セラミックと焼成用陶材の接着強さ，第 32 回日本歯科技

工学会（名古屋），2010． 

 

 ・濱 功介，出崎敦幹，森 小恵，野村 映，杉田順弘（研 56），倉田浩二，内山耕二郎：精密作業用

模型製作の考案 －ジロフォームシステムを用いた測定－，第 32 回日本歯科技工学会（名古屋），2010． 

 

 ・川本明日香，前瀬朋美，吉田理恵，吉川孝信，榎本好恵，杉田順弘（研 56），倉田浩二，内山耕二郎：

エピテーゼのカビ発生予防に関する研究，第 32 回日本歯科技工学会（名古屋），2010． 

 

 ・林 裕也，上地涼子，小牧聖示，田川貴敬，新見 遥，上西永司，小長光均，中川正史（研 4），寺

岡文雄，今里 聡：エキス添加義歯床用レジンの抗菌性，第 33 回日本歯科技工学会（東京），2011． 

 

 ・杉田雄飛（第 51），村上周也（第 51），甲斐亘輝（第 51），竹澤真美（第 51），町 博之（第 23），

前田芳信，矢谷博文：可塑性硬質レジンと常温重合レジンとの接着強度，第 33 回日本歯科技工学会（東

京），2011． 

 

 ・遠藤彩織，澤井美和，松村佳奈，渡辺麻友，杉田順弘（研 56），大石直之（研 1），内山耕二郎：H

加熱重合フラスコの開発に関する研究，第 33 回日本歯科技工学会（東京），2011． 

 

 ・藤澤寛樹，志村拓哉，司 翔多，西口 諒，吉本量子，吉岡祐記，小長光均，中川正史（研 4），寺

岡文雄，今里 聡：粉末のプラズマ処理による歯科材料の改質，第 33 回日本歯科技工学会（東京），

2011． 

 

 ・西尾直純，延原和旭，松田健太，三崎貞彰，吉田賢至，八尾孝一，小長光均，中川正史（研 4），寺

岡文雄，今里 聡：手肌に優しい石膏の開発，第 33 回日本歯科技工学会（東京），2011． 

 

 ・川崎喬佳裕，中野靖史，藤井玲奈，辻 知宏，里見正太，今崎堅志，藤野大輔（研 8）：陶材焼付用

CO-Cr合金と歯科用陶材の焼付強度検証，第 33 回日本歯科技工学会（東京），2011． 

 

 ・中道庸輔，小柳成美，鎌倉綾乃，佐伯 翔，戸塚 緯，浦野弘司，小長光均，中川正史（研 4），寺

岡文雄，今里 聡：対合歯に優しい修復材の検討，第 33 回日本歯科技工学会（東京），2011． 
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 ・藤井玲奈，中野靖史，川崎喬佳裕，辻 知宏，里見正太，今崎堅志，藤野大輔（研 8）：新規オーラ

ルアプライアンス製作システムの紹介，第 33 回日本歯科技工学会（東京），2011． 

 

 ・西 佑太（第 51），菅澤亜美（第 51），北原一慶（研 62），山口 哲，町 博之（第 23），林 克

哉（第 12），矢谷博文：3次元形状の一致度を用いた評価方法の提案，第 33 回日本歯科技工学会（東

京），2011． 

 

 ・森田博子（第 51），久保 瞳（第 51），佐藤由衣（第 51），篠原秀一（第 51），北原一慶（研 62），

山口 哲，矢谷博文：歯科技工における Augmented Reality の応用，第 33 回日本歯科技工学会（東京），

2011． 

 

○ 講演 

 ・大西正和（第 10）：厚生労働省委託「大分県感染予防歯科技工士講習会」，（大分），2011． 

 

 ・大西正和（第 10）：厚生労働省委託「奈良県感染予防歯科技工士講習会」，（奈良），2010． 

 

 ・大西正和（第 10）：厚生労働省委託「東京都感染予防歯科技工士講習会」（東京），2010． 

 

 ・大西正和（第 10）：厚生労働省委託「鹿児島県感染予防歯科技工士講習会」（鹿児島），2010． 

 

 ・大西正和（第 10）：「歯科技工領域の感染対策について学ぼう」，兵庫県歯科技工士会生涯研修講演

（兵庫），2011． 

 

 ・大西正和（第 10）：「補綴処置過程の感染対策 ―歯科チームにおける連携を求めて―」，秋田県歯

科医療安全セミナー講演（秋田），2011． 

 

○ 商業雑誌 

 ・町 博之（第 23）：「平成 22年度関西北陸地区歯科技工士学校連絡協議会」に参加して，歯科技工，

医歯薬；2011，39（2），243． 

 

 ・杉田順弘（研 56）：「全国歯科技工士教育協議会主催顎顔面補綴士養成講座」に参加して，歯科技工，

医歯薬；2011，39（5），601． 

 

 ・藤原 豊（第 33），丸橋祥人，堤 嵩詞：リレー連載 思考と実践で臨む総義歯臨床トレーニング －

無歯顎模型を「視えるように，観る」ための鍛錬・症例選 第 6 回 咬合高径を挙上して患者の主訴

に対応した症例，歯科技工，医歯薬；2011，39（8），960-964． 

 

 ・木林博之（第 22），森田 誠：特別企画 1 回復すべき歯の形を共有しよう! 座談会:歯科医師と歯科

技工士でともに考える 前歯部ワックスアップ&プロビジョナルレストレーション製作(前編)，QDT，

クインテッセンス；2011，36（9），13-32． 

 

 ・木林博之（第 22），森田 誠：特別企画 1 回復すべき歯の形を共有しよう! 座談会:歯科医師と歯科
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技工士でともに考える 前歯部ワックスアップ&プロビジョナルレストレーション製作(後編)，QDT，

クインテッセンス，36（10），21-44，2011． 

 

〔お 願 い〕 

  本会では、会員の学業業績につきまして平素より情報の収集に努めていますが、全てを把握すること

は困難です。文献等へのご発表の際には、速やかに学術委員会にご一報下さるようお願い致します。 

 

 

＜会誌 34 号学術論文の公募について＞ 

――― 歯技会会誌 34 号に掲載する学術論文を公募します。――― 

 

 テ ー マ：原則として未発表の歯科学全般とその周辺学識 

 文  量：歯技会会誌５ページ程度 

 選  考：応募が複数の場合は一題を学術委員会にて選考いたします。 

      執筆内容の概要を御提出下さい。選考後に執筆に御着手下さい。 

 締め切り：平成 24年５月末 

 申し込み：学術理事 町 博之(第 23期）まで 

 E - M a i l：machi@dent.osaka-u.ac.jp 
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新たな一歩 

広報委員 第42期生 野 口 修 一 

 

 この度は阪大歯技会の広報をお手伝いさせて頂くことになりました、第42期の

野口修一です。 

 私は現在、矯正歯科の院内ラボに勤めており、矯正専門の歯科技工士として早くも９年目を迎えました。

日常行っている基本的な仕事内容は、印象に石膏を流すことや、修理、またリテーナーや拡大床などの床

矯正装置から機能的矯正装置の製作に至るまで、様々な種類の矯正装置を作っています。そのため、今で

は矯正技工にどっぷり浸かってしまい、学生の頃に頑張っていたワックスアップや鋳造とは無縁の毎日を

送っています。 

 歯科技工士として働き始めたころは、人間関係や技術的なことなどいろいろな問題にぶつかりました。

そのような中、相談できる人が身近にいれば良いのですが、なかなかそのような人がいなかったので苦労

しました。しかし、あるときふとしたことがきっかけで同窓会の活動に参加し、そこで先輩とお話させて

いただいた時、多くのご意見を聞かせていただきました。また参考となる良いアドバイスに巡り会うこと

ができました。同窓会には様々な困難を乗り越えてこられた大勢の諸先輩がおられます。特に新入会員を

含めた若い期の会員の方々には、気軽な気持ちで積極的に同窓会の活動に参加し、相談できる先輩を見つ

けてみてはどうでしょうか？ 

 最後になりましたが、私はまだ理事会に入ってから日が浅く、今は右も左もあまり分らない状況です。

しかし今、理事会の一員としてこれから新たな一歩を踏み出し、同窓会に貢献できるよう努力していくつ

もりでいますので、何卒宜しくお願い致します。 

 

はじめまして 

会計委員 第48期生 中 尾 真由紀 

 

 このたび同窓会の運営に関われることを、大変嬉しく思っております。はなは

だ未熟ではございますが、同窓会の発展を願い、運営が円滑に行えるよう努力い

たします。 

 わたしは病院研修の後、歯科技工の職には就かず、現在は病院クラークとして働いております。悪戦苦

闘の毎日ですが、冷や汗をかきながらも、仕事に没頭しています。 

 歯科技工を通して学んだことは技術面ばかりではありませんでした。どんな仕事にも共通する、仕事に

対する姿勢という最も大切なものを教えて頂きました。実はそのことに気がついたのはごく最近になって

からです。一生の宝を得たような気がして、先生方、先輩方には日々感謝の思いでおります。 

新 役 員 紹 介 
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委員就任にあたって 

第50期生 星 野 翔 平 
 

 第 50 期生として今年の３月に卒業し歯科業界へ飛び込み早くも１年が過ぎ

ました。この歯技会誌には、昨年の学校便りに引き続き載せていただいたこと

にとても感激しています。 

 私は自動車産業やうなぎ、お茶などで有名な静岡県浜松市の出身です。入学してから現在でも「なぜ東

京でなく大阪へ？」と度々聞かれます。自分でもこれといった理由もなく、強いて挙げるなら当時思って

いたことは「なにか行ってみたいな」といった、決して目には見えないことですがとても強いものに惹か

れたことです。この直感は的中し、現在では色々な方々に支えられている御陰で充実した毎日を送ってい

ます。 

 技工士学校在学中は１学年 20 名という少人数の中で、２年間と決して長くはない期間多くのことを経験

させていただきました。講義の授業では歯科技工士としての基礎の他に、「大学の教育機関」としての内

容が盛りこまれており、特に歯科理工学では授業の一環として様々な実験をさせていただき大変お世話に

なりました。一方実習の授業では、入学間もない私たちに素人にも理解できるように工夫された基礎実習

に始まり、２年次の臨床実習ではクラウンやブリッジ、コアなどの歯冠修復技工学、パーシャルデンチャー、

金属床などの有床義歯技工学、加えて矯正歯科技工学を万遍なく行えたことは、大変有意義であったと思

います。これも専任講師および非常勤講師の熱心な指導の御陰で、今の私がいるのは間違いないと思いま

す。また、国家試験対策期間は他校よりも短いため、朝早くから、また土曜日も対策授業がありました。

難しいスケジュールの中、御指導いただいた先生方の御陰で同級生全員が合格することもできましたこと

にも感謝しております。 

 学内でのことでもう一つ記憶にあるのは稀な上下関係でした。私は静岡にいる頃からサッカーを通して

上下関係を学んできましたが、母校では年上の方が同級生または後輩である場合があり、中には 10 歳以上

も年の差があることで、通常高校や大学では考えられないようなことが普通でした。そのため言葉遣いや、

接し方などといったほんのごく一部ですが、人として身に付けなければならないことも勉強になりました。

これは就職したいまでも役に立っています。いま在学時を振り返れば、年上の方々の私に対する懐が広かっ

たことに脱帽しています。 

 また学外では大先輩である第１期生の田中さんの経営する技工所で、１年生の初期から約１年半イン

ターンシップとしてお世話になりました。ここでの経験は就職した今でも大きな糧になっています。 

 今私は、多くの方々の勧めと貴重な出会いにより、東大阪にあるインプラント補綴中心の技工所でフレー

ムワークの仕事をしています。やはり簡単にできるような仕事ではないので苦難の日々が続いていますが、

とてもやりがいを感じています。また日頃私は、「歯科技工士」としての目標の一つに「歯を作ること」

だと考えています。今はまだまだ未熟ですが５年後にはそれを達成し、海外で修行の場を求めたいと思い

ます。そして 10年後には、「歯を作ること」の次の目標として、患者様一人一人にベストな補綴物が製作

できるようになりたいと願っています。そのため技術のほかに知識も必要となり、急にそれらを習得する

ことは困難だと思いますので、一歩でも近づくため日々の修練を欠かさないようにしたいです。 

 このようにまだまだ未熟な私ですが、今年から歯技会に入会したと同時に執行部のお手伝いをさせてい

ただく機会を得ました。「大阪大学歯学部附属歯科技工士学校第 50期生」という一つの節目として、同窓

会の発展にどれだけ力になれるかはわかりませんが、精一杯取り組みたいと思います。また急速に変化し

ている歯科業界に、これから飛び込む母校の後輩たちに、私が母校で経験したご恩に報いるためにも、様々

なことで還元し一人でも多くプロフェッショナルなテクニシャンを増やす一役を担えたらと思います。こ

れから諸先輩の方々には御迷惑をお掛けするかもしれませんが、御指導御鞭撻の程よろしくお願いします。 
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【編集後記】 

 

   このたびの大地震および台風により被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

 

   一日も早い復旧をお祈りいたします。 

 

   今期より、野口修一君（第 42 期）が広報担当に加わることになりました。年はずいぶん離れていま

すが、互いに協力しあって会誌発行に当たりたいと思います。ご期待ください！ 

 

   本年も弊誌発行にご協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。今後とも弊誌発行にご協力

お願い申し上げます。 

 

広報理事 上 原 禎 治（22 期） 
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