
第 45 回日本歯科医史学会学術大会次第

9：25〜 開会挨拶

一般演題① 9：30〜10：10 座長：	口輝雄

�) 西東三鬼ら新興俳句人の所謂「戦争俳句」の現代俳句におよぼした影響について

さいたま市 北野元生

�) 小川未明の『金歯』を中心に

鶴見大学歯学部 佐藤恭道

�) 徳富蘆花にみる郊外化の検討

医の博物館 西巻明彦

�) 現代コミュニティ論でみる江戸時代後期の天然痘対策

医の博物館 西巻明彦

一般演題② 10：10〜10：40 座長：坂下英明

�) 警察展覧会の衛生展示について

九州歯科大学 ○竹原直道 安細敏弘

�) 東洋歯科医学校から東洋歯科医学専門学校認可による学則，及び付属病院規定等について

日本大学歯学部 ○工藤逸郎 三宅正彦 見﨑 徹

小室歳信 下山哲夫 会田卓久

松江高光 小田泰之 関根光治

武田秋生 岩成進吉 金子 治

福与晋邦 佐藤淳一 和田雅彦

	) 陸軍軍医学校口腔外科 3代目主任教官井上日英氏による口腔外科戦傷治療指針

日本大学歯学部 ○三宅正彦 工藤逸郎 見﨑 徹

小室歳信

明海大学歯学部 坂下英明

学術社 近藤 全

一般演題③ 10：40〜11：10 座長：高北義彦


) 書誌学（Bibliography）の語源と「宮城県歯科医師会会誌 第 1号 1948 年」の書誌学的考察

宮城県歯科医師会 宮城・仙台口腔保健センター 杉本是孝

�) F.W. イーストレーキと一人の門人

八王子 新藤恵久

10) 野口英世の初回旅券

東京歯科大学 ○吉澤信夫 金子 譲 佐藤泰彦

片倉恵男 福田謙一 上田祥士

齊藤 力
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会長講演 11：10〜12：00 座長：渋谷 鑛

花も嵐も踏み越えて九州歯科大学 100 年の歴史

―如何にして危機を乗り越えたか―

九州歯科大学名誉教授 小林 繁

12：00〜13：10 記念撮影，昼食，役員会

13：10〜13：30 総会

特別講演 13：30〜14：20 座長：小林 繁

田原淳の大発見が医学の歴史を変えた；ガレノスから田原淳まで

大分大学名誉教授 島田達生

一般演題④ 14：20〜14：50 座長：石井拓男

11) 日本書紀と古事記に見られた医療に関する記述の収集と分析

医療法人社団歯周会西堀歯科・豊田歯科 鈴木長明

12)『病草紙』の研究の現状について

医の博物館 西巻明彦

13) 股野玉川と医学思想について

医の博物館 西巻明彦

一般演題⑤ 14：50〜15：20 座長：小室歳信

14) ド・ラ・メトリ著「人間機械論」における歯の記載に関する考察

東京都 松山知明

15) ベンジャミン・ジェイコブス著『アウシュビッツの歯科医』について

東京歯科大学 ○上田祥士 石井拓男

16) ジョン・ウェスレー著tPrimitive Physic|（1747年刊）に記載された歯痛治療法

医の博物館 ○�口輝雄

／青山学院名誉理事／ 羽坂勇司

神奈川県歯科医師会歯の博物館学術特別委員

15：20〜15：30 休 憩

一般演題⑥ 15：30〜16：00 座長：竹原直道

17) 平成の若きサムライたち，海を渡る―人吉市主催t一
いち

井
のい

正
まさ

典
つね

・青雲の志事業|のこれから―

熊本県歯科医師会会員 ○松本晉一 渡辺賢治

18) 歯学部 1年生を対象に行った医学史講義を経験して

t第 1報 講義方法及び講義内容に関して|

タナカ歯科 ○田中晃伸
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19) 歯学部 1年生を対象に行った医学史講義を経験して

t第 2報 歴史への興味と講義後の変化及び講義感想に関して|

くま歯科医院 ○川名剛之

タナカ歯科 池田貴裕 福本雅文 田中晃伸

一般演題⑦ 16：00〜16：40 座長：石橋 肇

20) 第二次世界大戦後の日本における社会保障制度の変遷

―社会保障年表 第 2期―

神奈川県 ○大場浩子 別部智司

21) 8020運動前史―社会歯科医療問題研究会―

東京歯科大学 ○石井拓男 上田祥士 平田創一郎

22) 戦時中，なぜ歯科医師は医専に 3年次編入できたか

大阪歯科大学 佐久間泰司

23) 明華女子歯科医学校・専門学校の卒業生

東洋学園大学 東洋学園史料室 永藤欣久

一般演題⑧ 16：40〜17：20 座長：西巻明彦

24) 最新歯科学全書についての考察

明海大学歯学部病態診断治療学講座 ○坂下英明 井上勝元 重松久夫

福田正勝 奥 結香 瀧澤将太

川本幸寛 大山嘉人 鈴木正二

口腔顎顔面外科学第Ⅱ分野

25) ゲーテの顎間骨について

明海大学歯学部解剖学分野 天野 修

26) Beverly B. McCollumのナソスコープ（1934）の構造と機能

東北大学 永田和弘

27) インプラントについての歴史的検証―古代から近世まで

九州歯科大学 ○安細敏弘 片岡正太 竹原直道

一般演題⑨ 17：20〜18：00 座長：中原 泉

28) ピエール・フォシャール著「歯科外科医」における 2つの壊血病

東京都 ○秋本和宏 髙山直秀

29) フォシャールの医療事故予防対策について

東京都 髙山直秀

30) ピエール・フォシャールと中原市五郎

のがみ歯科・矯正歯科 野上ゆかり

31) 日本でのフォシャールの紹介

医の博物館 �口輝雄
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誌上発表

32)「医談」第百號〜第百十五號に掲載された医師の広告について

日本大学松戸歯学部 ○山口秀紀 石橋 肇 加來洋子

卯田昭夫 下坂典立 鈴木正敏

渋谷 鑛

33)「続巻 写された幕末 1 ファー・イースト写真集」より

日本大学松戸歯学部 ○加來洋子 山口秀紀 石橋 肇

卯田昭夫 田中晃伸 渋谷 鑛

18：00〜 閉会挨拶

18：20〜 懇親会
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